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大容土処れを

理性次沢中国西部条件不利地区衣村的地域振米与可持復装展

夫提珂

摘要

高柱英

'1:史
大学 ・島根大学国際峡合研究所

内部衣村,地 域振X, J持 空炭展

中国 lt部条件不利地区な村持精内部大汗友政策所覆孟的中国 12省区的多f体地 て。逮

一区域最力最著的生さ盗済特行に走:脆弱的生本不境与資四的相互交り(。fll上悪劣的自然不

境舟ll_度l19人口F力 ,使得逮一十ス域働然姓者!倍統的代JレⅢ代,そ大多数曇域代村相当原始,

17然走衣民
“
当上角

",末
並走IR本;衣 並そ済f内性反井没有得李」根本的変化。因此,遠 神

英型区的地域振Xtt HJ持袈友展, 介 最_P‐本的前提就え消除貧凶舟雑ルi悉 安今,通道有

区男1的保"ヤ性取☆格
“
民生空済

″
作力友展的IR木日l11着‖R木来浄!低械空済棋式々引 卜打

功城多一
体化。

中国西部条件不利地域農村における地域振興と持続可能な発展を

理性的に認識する

高 性 英

年夏大学 島服大学国際共同研究所

キーワー ド:西部農村 地 域振ISL 持続可能な発展

要旨

中国西部条件不利地域の農村とは、西部大開発政策に関わる中国の 12の省 ・自治区

を含む賓困地 ltを指 している。この地域が持つている最t)明確な生ほ経済特徴は、陀弱な

生ほ環境と貧困が交わつていることである。また、厳 しい自然環境と過度の人口圧力によ

り、この地域が今でも伝統的な農業時代にあたり、大部分の県域農村がかなり原始的で、

農民はまだ 「当三角J(農 民が経済建設の中でiな 役割を果たしている)状 ほにあり、農

業が基幹産業であるという、農業経済の性格が全く変わっていない状態なのである。従つ

て、このような地域の振興と持続可能な発展の最t)基本的な前提は資因克服と仕態保全で

あり、特別な保護政策によつて、「民生経済Jを 根本的な発展 目い として、将来の 「低炭

素経済J(1酸 化炭素の低排出経済)モ デルに目を向け 「都市と農村の一体化J実 現 しな

ければならない。

~‐‐8日日日日日日日日□口口ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ



条件不利地区的地域振米与可持額友展一一地域医庁的現状考寮

塩他邦先

島 Rヽ大学医学部不境預防医学

摘要

1日 本的各十1不利地区

1960年セ后)随 若 日本塗済的高速友展,大 貴年I.4労効力状問島和111部地|ス(主要力

な林海立地区)句城市流功,大 城市人口密集、山区高的人口述琉的向赳也随之 ni来。人日

迂疏的村偵有 730今 it全 国市村張的角40%,面積Ⅲl i日本国■而サt的一半以 に,T何人口勾

1056万人,サ(11全国人目的 8%(2005年人口凋奇数据)。

条件不利地区大部分走夜、林、沌H立地際,担 負岩保伊自然イ境、空伊水資源、防|に地

球温暖化等旦要作用,走 保障国民正常生活的重要劣1成部分。

2条 件不利地区的生活舟1支援政策

人口的迂琉化廿来山:多不陀的后果,1)持会的人口減少舟人口老い化、2)地域声並外済

友展的停滞不前(衣林洵H″等主要十Hと明最表選,制 造並牛新栄声」″亦充 立足友展前景)、3)

保F青地域教育、医庁、防文牛的基拙資源没施而1続崩減、4)放ガ的耕地増加、森林逐浙荒光、

汗多村落面帖油十。

公共投施、医)r・保健、交通建没、通信回劣午基千1ネi会夜源没施的地域斉丹」也随之ド・

生。

み1此, 日本政府,対 人同迂硫地区次 1970年汗始制定実施了
“
迂琉地区味急対策法

"

外裟了 19品3午 牙賄的 “高島振X法
" 増

加就並机会,提 高地区的社会柿利保障j充 分

利用半常的自然資源和倍幼文化,CJ建 有特色的区域i合 理利用森林和li地 ,牲 夕国■的

完半,保 ザi水夜」京,防 li地球温暖化的友展,実 施多方面的対策 五 然生活水平的地域井

昇「L在逐漸故普,イ,走村落瀕晰消亡等現象述在増加文使形勢更加メZ峻。

3条 件不利地区的医庁

ね1日本的キi会保障体系中,医 庁走以社会保崎的形式米提供陶,最 早治t1927年対ll「,11

午危陸作 ″ヽ的'ケ劫才実施。之后保障対象逐浙げ展,至 1961年市村快実施完苦的国民健康

保崎制度使全代都納入保崎竜同。持有健康保崎ht,不 花走に部Hj在に庁机大接受平年的珍

庁服努。随若生活水平的捉高〕国民的健康水准也提高丁, 日本人的平均寿命和新生九低クヒ

亡■都HII世界的常位。

但定,随 若平均寿命的提高, 日本也述入了老隣化社会。75サ 以上的高持考,1人的医

)/ナ走其他年代人的5倍.所 有高於者一
年的医庁☆思額在 33兆 日□(2006年度),舟 上随

岩老幹人口的増加,1"十 毎年述将以3%勾1兆日□的卜と率増 K。因此, 日本政府在医すア・相

利飯域引入姿済数千りじ先机制,実 施削減医庁焚川投入、減少医帰定員竹措施。支夕片果走,

llllll 〔
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k院 数す次 1997午的 9897所減少=」2007年l148844所,)1上 述在墾装削減。承担条件不利

地区医ブ/的医院也次 1078所微減到 1019所,2006年 以来地方医院毎年的赤字迷 2千 化日

□】織 に2008年累十金撤芭超迂 2兆 日□。床此也就促使整合地方に院、実施公立医院民

営化的肛生.

2004年修故后的崎床医姉研修制度指明第
一

年可自由逸拝 白己所希望的医院,因 此新

逃医姉多集中在大城市的医院,而 能向条件不利地区派遣医岬的大学附属医院的医生数||

減少,文加″1条件不利地区的医庁迂琉状況。ね:条件不利地区的医院和1珍所特状事医庁服ネ

的医師不足,特 別定小ブし科、幻声科カウト科医帰数軟ロイR人)急 珍医庁服分也面喘ヌ殴巨的lt

T‐。日本的医|"不足表テクど在,1)医岬的絶対数営不足,2)に院内必要的医サⅢ数不足i3)FI地

域偽キ而ド
・生的不足i4)作冷庁科生医岬的配旦不均衡。

4地 域医庁的再生

衆件不利地区的医庁体市1,1立以胴有急救医庁宜升机的に院力中心)取 合地区村彼医

院舟珍所, ll没非老、博P等 相利院,建 立一
系列的医庁服み阿終。2009年 4月 , 日本政

府力解決地域医庁向越,父 表了志叡 3100化日国的
“
地域k庁 再生汁北1・。地域再生il町|

的実施力制潟具体日析、明輸医院病床功能,提 高急性期医庁的珍庁数率,収 化家に医庁

服外,駒 保医う■人員的数堂,状 而保‖ヤ地域医)f的持幾生存力目的。

条件不利地域における地域振興と持続可能な発展―一地域医療の

観点から一

塩飽邦憲

島根大学医学部環境十防医学

日本の条件不利益地域

1960年 代以降、 日本経済の高度成長の中で、離島や中山問地域 (農山棟村)か ら都

市に有子の人規模な人 1移動により、大部;市では過密PHT題が、中山問地域では過疎r'題が

!Lじた、過疎市町村数は 730 全ヽ国市町村の約 4割 )、人Hは 約 1,056づ人 (平成 17年 国

調人 11、全国人 日の 8 )ヽ、面積は 日本国tの 半分以上を占めている。

条件 不利益地域は大部分が農 山漁村地域であるため、国上の保企、水源のかん養、白

然環境の保持、地球温暖化の防ILなどにより、国民生活に重要な役官|を呆た しているi

条件不利益地域の生活 と支援策

過疎化は、 1)ヴ |き続 く人 目減少 と高備化をもたらし、2)地 域産業経済の停滞 (基

幹産業であつた農林水と業が著 しく表退 し、製造業など新たな事業所の立地も望めない)、

3)教 育、医棟 、防災などの地域の基礎的資源確保に支障をきた し、4)料 1作放案地が44

加 し、宗林の荒廃が進み、多 くの集落が消滅の危機に海 している。



公共施設、上水道、下水道、情報通信施設、医療 ・保健や交通な どの基礎的社会資 本

整備の幣差が■ じた。

このため、日本政府は、過疎地域に対 して 1970年か ら、十過疎地域対策繁々措置法J

など、離品に対 しては 1953年から 「離島振興法」により支援 を継続 している。雇用の創

出、地域福祉の向上、掌かな自然環境や伝統文化などの地域資源を生か した個性のある地

域づ くり、森林や農地の適正管理による国土保全によるL■l上の保全 ・水源のかん養 ・地球

温Hf化の防止 を目的 としている,生 活水準の格差是正などの成果はあがつているが、限界

集落の増加など危機的な状況は 一層深刻になっている。

条件不利益地域の医療

日本の社会保障の うち、医療は社会保険方式で供給 され、1927年 に鉱 |1労働などの

危険な事業に就 く労働者に施行 された。徐々にその対象を広げ、1961年 市四r村などが連

営十る国民健康保険制度の整備により国民皆保険が達成 された,全 国民が保険証により、

誰で もた別な く医療機関で治療を受けることができる。生活水準の向上 とも相 まつて、日

民の健康水準は高ま り、日本人の平均寿命の高さや乳児タヒ亡キの低 さ等は世界 トップ水準

にある。

しか し、75歳 以 上の高齢者の 1人 当た り医療費は、その他の世代の 5倍 であ り、年

間医療費 33兆 円 (2006年度)は 、高齢者の増加等にともない毎年約 1兆 円、3%ず つ増

加することが見込まれ る。このため、日本政府は経済効率優先を医療 ・福祉分野に導 入し、

医療資の削減、医師養成定員の抑制を実施 してきたとその結果、病院数は 9,397(1997

年)か ら8,844(2007年 )へ と減少を続けている。条件不利益地域の医療を担っている自

治体病院は 1,078か ら 1,019フヽと微減に留まっているが、2006年度以降 自治体病院の経

常損益は毎年 2千 億 円の赤字であ り、2008年 には自治体病院の累積久槙金が 2兆 円を超

えた.こ のため、白治体病院の統合、公設民営方式での経営が促進 され よ うとしている.

さらに、2004年 か らの新医師臨床医研修制度変更で、研修先が希望制にな り、都市

病院に集中 し、条件不利益地域への派遣源であつた大学医学部区局に所属する医Fll故が減

少 し、条件不ll益地域の医療過疎に拍車をかけている。条件不利益地域の病院や診療所な

どの地域医療に従事す る医n市が不足し、特に小児科、産科、外科が不足 し、救急「味は極

めて深ク」である。 日本の医師不足は、 1)医 師の絶対数の不足、2)病 院での老、要医師教

の不足、3)地 域偏在による不足、4)診 療科に属する医師の需給不均衡か らなっている。

地域医療の再生

条件不利益地域の医療体制は、救急用 ドクターヘ リを持つ拠点病院 を中心に、各地域

の小病院 と診療所が連携 し、介護などの福祉とのネ ッ トワー クで対応す る必要がある。日

本政府は、2009年 4月 に地域の医療課題の解決に向けて総額 3100億円の 「都道府県が策

定する 「地域医療再生計画Jに 基づ く対策を発表 した。地jnh医療再生計画では、地域医療



が継続的に提供 され る体市1の確保 を目的に、定量的な口標を定め、病1坑病床の急|1慢性の

ftt能分化、 急 性期医療の充実強化 ・効率化、在宅医療の強化、医師 ・看護肺等のマンパ

ワーの充実確保 に取 り組む ことになる。

大会学木交流

日本
“
地方崩演

ル
埼中山同地域振米

保母武彦

島根大学名誉教授、十愛大学 ・烏根大学国怖妖合研究所販向

摘要

1 政 根交替―状白民党到Lt主党

今年8月森波院的逃挙ヒキ果、白民党A原 来的 300介情位悦減力 119介,民 主党状 HS

令席位激増至 308令。返一逸挙分果ね,日本 120年完政史上安属首次,国Lt実現丁政枚交替,

嶋山由究天内円建立 r。

地山内コ若手内類亭並:① ff絶】h用税金和上致指谷性決定、②輸立 「地lnt上根J。現

ね!,正在述行対水r4建没和1公共Ⅲ立的再汗倫和1重新預算的 i作。

2 “斉労」社会
"、“

地方崩減
"与

中L也同地域同赳

(1)「光男J社会」、社に会去男J ttlr大

「工介斉別J=所 得、教育、医庁 (「健康斉男」J)。J!薪除尿的四分之一
年収入代子200

万日充il「111式'「片二分之 ;貧 閃率迷 157%;在 30介 OFCD加 盟回中占第四付。

(2)地 奴キ与
“
地方ル1渋

"

「二介崩波J=地 域空済、白治体只オ政、地域社会的湖減。中山同地域ヤ通生活州xrll重

■,消 火的村庄亡迷=15000介,頭 汁今后近格消火2500令。

(3)地方崩波的
“
二介主要原因

"

04沸 的】〔因:日 本型国lT化和市協原理主文:

略和
“
国十均衡伐民は略

'的
放弁:③ qォ政的原因:

3 中 山い1地域的同赳ち空沸振米政策

(1)代村地常、特男」走中!同 地域的問赳

①崩波了的な村共同体的隻X(相 互扶助、“
社会系究

"的
同隻),②す大就H″,味伐机

会:0捉 高高膝化地区的海打L和1医庁;④ 重建地方冗オ政

(2)ll't白治伯実践和地域相互扶助i

①高知雲大月日J(Ohtsukl―cho).利用原来的な村共同体幻夕升展相互扶助。

②政治的原因:白民党的都市政党化4k

財政赤字向地方的キ々化



②K野晏朱村 (sakae―mura):高船社会 「笥!合就近互助J制度下的互相扶助的再次栄
■ョ
L ‐ G

(3)3介 今后可参考的地域ァ1と立友展戒略:

①局根曇海十川](Ama― cho):地域資源利用打!「地域品牌」載略,弓1逆最新冷な技木

加人水岸資源的附加値,高 村,坂和1牛生声的
・
差男」化

"故
略。

②高知堅弓路村 (Umai―mura),地域資源利十‖玉4「地域 ln牌J成 略。柿子加 i!商品

牙友和1常告。lPF各名単迷 35万人1与 最終消費者貫接信息洵通戯略。

③北海道 ド川‖」(Sttlllokawa―chO):成対地球温暖化策略和地域振X相 劣合。神柏

C02吸 附章人的
“
llll村

Ⅲ
,「破系職板白J刷十克jカーボンォフセントブランJ。lj ANA航空

公司、な京都港区共同体集造林費用。(今年,考 察了中国単尤'1!省)

日本における 「地方崩壊」と中山問地域振興について

保母 武 レ GЮBO Takehiko)

島恨大学名誉教授、研究所函問

1 政 権交代―自民党から民主党へ

今年 8月 、衆議院選挙の結果、自民党が 300議席から 119議席に激減 し、民主党が

115議席から308議席に激増 した。この選挙により、120年の日本憲政史上初めて、国民

が政権交代を実現させ、鳩山由紀夫内閣が成立したs

鳩山内閣は、①税金のムダづかいと天下りの根絶、② 「地域主権Jの 確立などに

着手した。現在、ダム建設など公共事業の見直し、予算の組み替えなどが進んでいる。

2「 格差Ff会J、「地方崩壊」と中山問地域の課題

(1)「格差社会J、社会的格差の蔓延

「三つの格差J=所 得、教育、医療 (「健康格差J)。通年勤務の給与所得考の 1/4が

年収 200万円以下.非 正規雇用者が 1/3。資困キ 157%、 αてD加 盟 30 LLl中4位。

(2)地域暗1格差と 「地方崩壊J

「二つの崩壊J=地 域経済、自治体財政、地域社会の崩壊。中山間地域では全般に生

活FAl難が山積 し、消滅 した農村集落は既に5000 Pl、今後 2500箇所の消滅予測。

(3)地方崩壊の 「二つの要因J

①経済的要因 :日本型国際化と市場原理主義、②政治的要因 t白民党の都市政党(ヒ

戦略と 「国上の均衡ある発展Jの 放葉、③財政的要因 :財政赤字の地方への転化

3 中 山間地域の課題 と経済振興政策

(1)農村部、特に中山間地域の課題

①崩壊 した農村共同体の再興 (相互扶助、「社会システムJの 復権)、②就業 所 得機

会の拡充、③高齢化地域の福祉 医療充実、④地方財政の再建
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(2)実践的住民自治と地域相互扶助 ,

0高 知県大月町 (Ohtsukl―cho):吉からの農村共同体による相互扶助を活用.

②長野県栄村 (Sakao―mura):「ド駄履きヘルパーJ制 度による相互扶助の再興。

(3)今後の参考となる3つの地域産業発展戦略

O島 根県海 1:町(Ama―cho)t地域資源活用型の 「地域ブランド」戦略。最新冷凍技

術の導入による水産資源の付カロ価値化。高品質和午生産の 「差別化J戦 略。

②高知県馬路村 (Umajl―mura):地域資源活用型の地域ブランド戦略。和子の加工商

品開発と販売9顧 客名簿 35万人、最終消費者と直結した情報戦略。

0北 海道 下川町 (Shimokawa―cho):地球温暖化対策と地域振興の結合.C02の 吸収

量が多い 1柳Jの植林、「カーボンオフセットプランJ.航空会社 ANAや東京翻!港区と提携

して植林費用を調達。(今年、中国黒龍江省から祝祭があつた。)

録洲逸鍬移民区土地退化防治的戸並帯功模式研究

末乃平
12

l lL北道化生悉系統恢隻与重建省部共建教育部重点実始室 2+夏 大学内部生ぶ研究中心

摘要

家洲|一荒演交借帯走一
介典型的生本脆弱常 (Ecotonc),十夏在此建立了多姓移Lt区来

坂解南部貴iF隣 区人口迂密的斥力。因此,容シ‖遊繰移民区的i地 退化防治対千本区的移

民【期生存和周辺祭洲的生悉安全至美重要。国内外在i地 退化防治方面倒建了多和多祥的

棋式,主 要以政府和社会 (基金会)推動的公共岸付!供今式的防ヤi模式力主。本文りF究的甘

愛永十ユ佐を村キ立村功i地 選化防治的白女型棋式値得思劣和完善。本研究れ中国―全球

Fll境基金 OP12販 目的支持 ド,対 位子十夏平原 lt ttl的永十曇同芝村避行了村教、なP、 キ

H″的凋奇舟生キ原料、重要中同キⅢII、最終疲料、故良i壊 等的取祥分析。在此基n」上,進

1門生ぶ盗済学、術好笙済理稔対同芝村i地 退化防治的菌妹声」と、疎酒葡萄,とH比荷功棋式逆

行了深入"i究。今果表明!(1)同 を村地赴大城市 (LL促川市 50km)逆 嫁的市吻縞射区,

周辺有工来管衣物葡萄アⅢ植戸的示池和醸酒企立と的帯功,移民有ドH″4r型、走庇キ地生′止条

件的常求,相建対日訂扶!夏 帯来了良好的歯姑生声技木,Ⅲ立頓日舟1科技項日帯来了資金

利技木,在 速里建立起了道令本地白然条件和区位条件的山琳声Hに、熙酒葡街声立と。(2)高

吹品的菌ホ舟疎酒街萄rL並帯動了衣力対i地 故良、保ll的投入。炭「妹キHと形成了:作 物Tl

lH―T・Tl和林―疲料肥目的行不盗済i地 退化防活棋式;疎酒葡萄■並形成了:神槙葡街帯

劫第■、有机肥故i,i地 岸出豆キ提高述
一

歩帯功i壊 故良和i地 保P的 土地退化防治棋

式。(3)取祥分析最示:な P用 子i地 故良的菌琳凌料、河道於泥的有机反、全欠、水解欠、

今防、速取憐竹非分明豆高子原始的荒地表■,尤其足歯林疲料更力最ネ。但走歯妹疲料的

全統合量高,i要 走]「水滞性的破酸切,量然引起乱械化的可能性不役大,但 K期 大量用子
～

代

…
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用丁故良沙i対 子毎釈尿形成的促避作用値得夫注。葡笥神柏在llk tt i壊60cm以上的耕作

居方面起到了最才的作用。汗や柏 2、5、8年的葡萄地比和柏 2、5、10年的な作物田決在故

良i娘 方面的放果更力最林。(4)'1を村多i干的■並形成了有利丁土地退化防ヤi的i地 利川

付傾1枚式。L反孜夕r的耕地用子神油次作物,■販絞砂的耕地川子仲植峡酒葡菊,石弥荒地

川]L居民点舟商すキ」ll建没,沖洵用子溝概和洪水料1水,在地映之向我柏芥梓木防伊林阿。忠

之,柏建在生ぶ究所和1循弥4沸 基FW上的高取品声立常勃i地 退化防治,既能け使な民有投

入退化十地故良的劫力,也 有故良l13能力。

オアシス周辺移民区における土地退化防止のための産業形成モデ

ルに関する研究

宋乃平

1西 北退化生態システムの回復と再建教育部重点実験室 2年 夏大学邸 1包榔財ヤンタ▼一

オアシスと荒漠地域の交錯地常は典型的な脆55地常 (Ecotone)であり、寧夏回族白

治区ではそこに何箇所も移民区をつくることによって、南部丘陵区における人口密集によ

る圧力を緩和させている。そのため、オアシス周辺移民区の土地退化防 止は、その地区の

移民の長期生存と周辺オアシスの■態安全にとつて最も重要なことである。LL内外におい

て、土地退化防止の方面では多様なモデルが創建されているが、そのほとんどが政府と社

会 (基金)に よる公共財供給方式という防止モデルを主としている.本 論文で研究した阜

夏水寧県園芸村の産業形成土地退化防止の自発型モデルは我々が総括 し完備 させる価llH

があると思われる.本 研究は、中国―企求環境基/・X OP12プロジェク トの支援の下、掌夏

平原の西に位置している永寧県園芸村を対象にし、村、農家、産業のplH5査を行い、主に生

産原料、重要な中間産辞,、最終的な廃棄物、土壊改良などの見本を取つて分析 した。この

基礎的な分析に加えて、生態経済学、循環経済理論を利用 し、同芸村の土地速化防Jlのた

めのキノコ産業、醸造葡萄産業形成モデルを深く研究した。その結果、(1)図 芸村は大

都会 (銀川市までの距離が 50 km)周辺の市場経済圏に位置 し、周辺にはモ泉宮国営農場

の葡荷栽培経営体のモデル と瞼進企業があり、移民たちにも産業を転換 し現地の生産条件

に適 したいというニーズがあったこと、また、福建省からキノコ生産技術が■入され、と

業プロジェク トと科学プロジェク トから資金と技術が集められたことから、現地で地元の

自然条件に適 したキノヨ産業と醸造葡萄産業が確立された。 (2)収 益が高いキノコ産業

と醸造葡笥産業は、農家の土地改良と保全に対する意識を高めた.つ まり、キノコ産業に

より、「作物栽培→その茎でキノコを生産→廃棄物で加を肥やす」という循環経済方式の

七地退化防|にモデルの形成がもたらされ、醸造葡萄産業により、客土と有機】巴料によるt

獲改良がなされ、土地の生産性が頭著に高められ、更なるt捜 改良と上地保全の土地退|ヒ



防止モデルのlt展をもたらすようになったのである。(3)見本抜き取 り分析の結果から、

農家が土地改良に使 うキノコの廃棄物、川底の汚泥の有機物、全窒索、加水分解空素、PP

効時などの栄養分がもともとの荒地の表上よりかなり高く、特にキノヨ栽培の廃棄物が吏

に店iいことが分かつた.し かし、キノコの廃棄物は塩分が高いが、主に非水溶性の炭駿カ

ルシウムなので、今すぐにi壌 のアルカリ化が引き起こされる可能性は大きくないが、長

期的に砂上の改良に多く使えば、カルシウム積層の形成を加速することに注目しなければ

ならない。葡萄栽培は土壌 60cm以 Lの耕作層の改良に顕著な役害1を果たした。我培 して

を、5、8年 の葡荷llHは、2、5、10年の穀物 lBより効果が高い,(4)園 芸村の多様な産業

によつて、上地退化防止に有効な土地利用モデルが形成されたす土質の良い耕地で像lr物

を生産 し,砂 の多い上質の耕地で醸造葡萄を栽培 して、砂利の荒地を利用 して居住区とキ

ノコ栽培棚を建設 し、そして水を流すための溝は濯概 と洪水の時の排水に利用 し、llHと畑

の間に喬木とrr木の防風林網をつくる【)のである。つまり、■態経済と循環経済を築き L

げる上での高収益産業は、土地退化防止を1足進するだけでなく、農民に土地退化改良をま

融する動機を持たせ、さらに改良能力を持たせることもできるゥ

美子中国西北部衣村可持袋左展研究一一基子彰FB晏衣村調査結果

的研究一

井口隆史 高村:英

十夏大学・島根大学国際嫉合研究所

摘要

!夏 同族 白治区高部山区的な村作力中国衣村中最貧凶的地方,逮 早生悉不境級力脆

JP7.属〕
14済

井タイ良閑対的地区。νH此,近 道柏村辻林菅造一
介基本安定的生本邦境,と 生

″和生活方面尽Hl ttlヒ戒少対Il境承裁的斥力,逮 一
点対核地区尤力主要。

彰日1星1983年建曇吋走南部山区中最資囚的地区。止走達イ`貧lt的彰岡1曇,そ 述 K年

的努力,)「借国家 2ooo年オ始的退耕逐林政策的実施的力〔風,取 得了イR大的成績,其 造林

成果在全国受到了役高13坪件。什対山子巡糾逐林造成的耕地減少的同迦,彰日1晏努力述行

基本な田避没.輸 保 」
′
本地区的娘食生■。同け 釈 lrt丼展肘地同神蒼中,大 力友展拝も、

年、羊、猪告券独並1ブ1以高度有敷地利用i地 力日l」,汗展和大llJl流菜、磨ホ等ittllLT水並,

りヽ[い退耕述林成果,通 述神油生悉林 (杏村、核桃村、花tlX刑)増 加衣民的牧人。

男
一

方面,影田|ユ以行政手段実施生ぶ移民和1労先輸出取 1,在利用本地|ヌ資源稔定肖

地木Lt生活的同時,鳩宋」会的
一

部分水民以生悉移氏的方式驚移出去。対子実施退耕逐林政

策而剰余 卜来的ウ!功力,利 用身分輸出的方式毎年向】i海地F及 其官各地輸送人批ウ十功力。

彰H基 可持な父展的基仙足生ぶ林舟盗済林的成活和成林。在彰口曇,HP使走生ぶ林生

に良夕r,能け K成 高大木材的村神所古的,ヒ,1也イR依,搾木舟野生呆村的比例却役高。因此,



対退耕近林建没防段的定否成功及対此項日的に期坪怜可男当男」i合,但卜]越足人イ↑lllll竹的能

じ傘持和改善生さ不境的森林走否llr以形成?今 病成核急ム微?

本浩文的課題走在村庄居面上,同究彰田1ユ所来川的各Ill撤法走否ち可持妓友展有大的

問赳展TttllLllh〕

研究方法

状彰日1芸内 3介 地反英コi!不同 (地域性)的 区域中逃拝 6介 村庄,毎 介村庄逃 lo声作

乃対象逆行 了句答式凋奇,,「清村庄的負責人介舛了村子的整体情況.述噺取了基有大行政

部向的情況介夕!イ,在 全面整理凋査4果 的基ttu上展牙深辺研究。実施凋査吋同.2008年 8

月、11月,2009年 9月 。

中国西北部農村の持続可能な発展に関する研究一―彰陽県の集落

調査結果に基づく考察一

井口隆史 ・高桂英

島根大学 ・年夏大学国際共同研究所

課題

年夏回族白治区の南部山区農村は、中国農村の中でt)大変資 しい地域 として知られて

いるが、同時に生ほ環境がきわめて脆弱で、経済開発が困難な地域でt)ある=したがつて、

森林達成など基本 となる安定した生態環境を作 り出すこと、生産 ・生活のあり方において

環境負荷を出来るだけ軽減することが極めて重要な地域である。

彰陽県は、1983年 の立県当時はこの南剖;山区の中でも最 t)賓しい農村であつた、そ

の彰陽県が、長年の努力と2000年から始まる退耕還林事業において大いに実績を Lげ、

造林の成果は全国的にも高い評価を受けるまでになった!ま た、連耕還林に伴 う耕地の滋

少に対 しては、基本農田道成などにより地域内の食料生産量の確保を確実に進めた。更に

退耕地の間作草地等を活か した草産業の育成、それを活用した養殖業 (鶏・牛 ・羊 ,豚)

振興の取 り組み、土地利用の高度化を目指 した施設農業 (ハウス野菜、菌床キノコ類等)、

避耕還林そのものの成果を生かした林業 (生懸経済林からの本 ・胡桃 ・山触年の収穫)な

どによる収入増加策にも熱心に取 り組んできたのであるゥ

しか し彰陽県は、一方では、生態移民や労務輸出に県行政として力を入れている.地

llt内資源の活用による定住策と並行 して余宋!戸は生態移民により挙家離村を推進 し、退耕

還林に伴い発生する余乗‖労働力の就労対策については、地元での就労の場の確保よりむし

ろ、労務輸出 (手稼ぎ)と して毎年確実に沿岸部など各地へ労働力を大量に送り出してき

たのである。

彰陽県の持続可能な発展の基礎は、生態林や生態経済林が成林 し、成熟 した森林とL

て定着するかどうかである。彰陽県の場合、生態林とされているものであっても、高木に



育つ樹種の占める害1合は低く、雄木や野生の呆樹などが高いウエイ トを占めている。

したがって、退耕還林による植林段階の成功とその長期的評価は別である。生態環境

の維持 ・改音に効果が期待できるような森林が成立するのか否かは、今後の長期的な取り

組みいかんにかかつているといえよう。

本小論の課rRAは、彰陽県の多様な取り組みが持続可能な発展につながるのかどうかを、

主として集落 レベルにおいて検討することである。

方法

彰陽県内の性格が異なる地域性を持つた3地 区から、合計 6集 落、各 10戸の農家を

対象に実施 した聞き取 り調査、村の責任者を対象にした集落の概要についての聞き取り調

査、及び県行政の各担当話からの聞き取 り調査などの結果を整理集計 したものに基づき、

課題を検討する。調査は、2008年 8月 、11月及び 2009年 9月 に実施 した。

投施番茄砂培菅兼液配方備逃武強

李建没 卜 ,H(夕H〔

十夏大学

夫鍵河  喬 茄,砂 培,二 因承五水平,含 非減配方,回 サ¬棋型

摘要

庇用ti因承五水平適用旋キルR合没汁,来用砂情盆栽,在 日光温室内研究了菅非液配方

中的N03N、 P、K二 神元芸対呑茄岸貴的影的,得 到了二諸之同的同,司方程,依 此避行了

分析。タキ呆表明:二 介九云対lTr茄岸堂13影愉大小順序走.須 >擁>仰;通 迂対方TT的解析,

得少」TI柿欠 lJ碓的交互放成比較豆才,況 明れ
一

定的花同内欠llB舟擁J巴配施要比単施放呆

女ri 通迂十算机棋l17予仇, TI茄込到単株最高声堂 212313g日寸,青 芥液中 N03-N、 P、K3

介因子的最仇配方力.75、 09和140mmd L、1。

砂地におけるハウス トマ ト栽培用の栄養液調合に関する選択試験

李建設  卜 燕燕

寧夏大学

キーワー ド:トマ ト,砂 地栽情,二 つの因素と五つの レベル,栄 養液f旨図書,回 帰模1!

要 旨

二つの元索 と五つの レベル通用回転組合設計によつて、砂地で鉢栽培を し、ハ ウス内

で栄養液調合の中の N03N、P、Kと い う三種類の元索による トマ トの生産量への影響を研

究 し、その中から、二者間の回帰方程式を得て分析 した。結果は、 トマ トの生産量への影

響が大きいのは生素〉憐〉カ リウムの順で、方程式を演算 し分析すると、トマ トに対する笙

索 と燐の交互効果が大きかったため、
一定の範囲内では窒素肥料 と燐肥料を混合 した方が



一種類だけの施肥より効果が高いとい うことである。また、ヨンピュータ,シ ミュレーシ

ョンにより最良の純み合わせを求めると、 トマ トー本の最高生産量が 212313Hになる時

に、栄養液の中の 0ヽ3N、P、K3という三つの元素の最も適当な調合は 7昂、09和 4 0mm。1

し1となると↓ヽ う,

状社会資本絢成的主要因素看中国求村社会的変化一以中国宇夏根

川市近郊衣村力例一

伊藤‖[久 1■ ) 金` 2王 国大 3ま 小炊 2 曹 志鴻 2

1島根大学生物資源科ヤ部,2→ !夏
大学空済管理学院,3 tt夏大学西部友展中心

摘要

前言

中国衣村的現代化友展起源子 1978年牙始的改革所波和実施生岸責任承包制,上 十1究

80年代,沿 海地十マ和1大城市的妓展逐漸波及到周辺的な村,2000年 后政府実施的大牙友政

策起少J了引早作用,内席地区的な村也友生了校大的変化。本tR告根据対変化中的中国衣村

分胸的考察,特男J足対限定共社会変化的人|↑J意択方面声生的主要因家的潟査,研究共今后

的友展方向っ

課題与方法

環題,り「究十夏都市近郊な村陶事例,次 技出中代表着社会変化的tt炊意沢,捺 対研究

其変化青rm存在的思想意次方面的主要い1承。方法的現点t我 ユ1由【人句人的取終、信肋、

lrt池】(1)応 形成的社会資本,探 対英柏成要素。使用的走 2008年就木村互打 14助、共同

作活、作究祭紀的現状和1対当地民ゑ意沢争方面述行的現物 ■答式凋企所荻得的数据。

研究

次机物的 L41答式凋奇劣果米石,互村互助在
一些地方有戒弱現象,可 以石出行政策弓1早

的述象,忠 休上述足空持若格統意択。在共同倣活方面,可 以看』1炊元偕或換 |!的方式到用

金伐厄川好空沸あ惑手段的変化,以及対労勅的次沢存在若年膝井的変化。在倍筑祭杷活動

方面,除佳幼Ⅲi日、宗教祭杷以外的民森白友挙行的炭祝活動和祭FE活動比以前減少了,姓

「よ白友参加逐漸交力そ済溺惑手段激511参力H的状悉。

意沢凋奇方面iユ 然数据孜少,但 得到了販有X趣 的劣果。①地臣 (村庄 )意 レ(。特男」

足男女差和年船差役明立。女性
一

般与地域大系密切 (換吉之,被 束窮)1与 自己lHl捨的朋

友不多,Jj当地人的交流也不太多。而男性由子均村外的交往多,可 以右山他佃和持地有
一

些疏近感。年控考以40タ カ界,年 そ人対外地欲乏信任感,不 参加当地的活動,也 不抱囲,

対分派的任努名tR触情猪,有令人主文化傾向。②令人怜値規。整体都走希望技得自己和1家

庭利益.年推人次力努力宴凱現在的日析和将来的思望走‖常重要的。0年 蛤キ所胸ljk的社



公資本要素的表現形悉有イ良大的斉昇,実 辰上足命値規的井昇。

客稔

な村的友展除段日中西回相似点イ良多,但在対村庄的力屈意沢和与主体的夫系上存ね:若

不同。ね!H木,対 村庄的月属意沢和切通走役斌烈的。60年 代的な村列代化友展提高了【

村生,主力和衣|せ的生活水平。男
一
方面,人口13流出和な並外就並使得衣村友生本坂的変化,

凝舜力文失,早致了現在的人日稀疏化高織化和衣村衰退。現察中国如今的な村変化,至 少

状凋本的地区来看,介 人、家庭所工祝的分値規要'ヒ囲今互助意択握烈。可以次力,由 子促

避了労功力的驚移,な並外就並十分盛行,退格加速衣村倍統純奴的胡減,引起漱烈的人日

変劫的可能性大。

ソーシャル・キャピタル構成要因からみた中国農村社会の変化に関

する考察中国寧夏銀)|1市近郊農村の事例から一

伊藤勝久 い・工広金 つ・王国慶 "・董小換 〕・曹志涛 D

l)島根大学生T/9資源科学部)2)寧 夏大学経済管理学院,3)年 夏大学西部開発中心

はじめに

中国農村の現代的発展は 1978年から始まる改革解放と々産請負制がその遠因にあり,

80年代から始まる沿海部大都市の発展によりその周辺農村から徐々に波及 し,2000年 か

らの政府大開発政策を牽引力として内陸部の農村にも変化が及んできたと考えられる。本

報告では変化する農村社会の構造を規定する内的要因の考察から今後の発展方向を検討

する。

課lllと方法

課題 として,寧 夏翻!市近郊農村の事例から,社会の変化を特徴付ける住民意識を明ら

かにし,そ の背後に存在する内的要因を検討することである。方法的視点としては,「住

民の繁がり・信頼 ・規範J(1)に より形成されるツーシャル ・キャピタルを検出しその構

成要因を検討する。用いるデータは,2008年 に実施 した現地ヒア リングによる農村の相

互扶助 ・共同作業 ・伝統行事の現況と当該住民に対する意識調査である。

考祭

現地ヒアリングの結果からは,相互扶助は一
部で弱体化 し,ま た政策的導入もみられ

るが1日米の伝統をほぼ維持 している。共同作業は無償または換工から金銭でFE用、経済的

誘因の付与によって成立し,労働に対する世代間で考え方の変化が観察される。伝統行事

は年中行事・宗教的行事以外の集団的行事 ・祭事はもとから少なく,自 発的参加から経済

的誘因よつて成立している状態である。

意識調査では,デ ータ数が少ないが興味深い結果が得 られた。①地域 (村落)意 識で

1 3



は,と くに男女差,世 代格差が明確になった。女性は概 して地域に密着 (束縛 されて)し

てお り,同 世代の知人は少なく,地域の人々とのコミュニケーションも少ない。一方男性

は農村外での付き合いが多くなったためか,地域との疎外感が見 うけられる。世代別には

10歳を境に分けると,若 齢者では地域の住民以外の信頼感は低 く)し か し地域活動 ・団

結には参加せず)役 回 りにも不平感がみられ,個 人主義化がみられる.② l判ノ、の価値観と

しては全体に自己・家族の利益を願い,若齢者には現在の要望や将来への希望を実現する

舛力がより重要であるようである。①世代別にはノーシャル・キャピタルを構成する要因

の表出形iとが大きく異なり,こ れが価値観の差となっている。

結論

農村の発展段階は日中で類似点が多いが,村に対する帰属ま識や主体的関わりにたが

あると考えられる。 日本では村に対する帰属意識や規範がより強いが,60年 代からの農

指近代化促進は生産力と生活水準の向上をもたらした。一方で人口流出と農外就業が農村

を変質させ共同による結集軸を失い,現在の過疎 ・高齢化と衰退に至つた。中国の今の農

村の変化をみると,少なくとも調査地では個人 ・家族重視の価値観が地域団結より強く現

れており,労働力移出を促進 し農外就業も盛んになつているため,農村の伝統的紅1級の崩

壊をより速め,急 激な人口変動が訪れる可能性があると考えられる.

(1)Putnam(1993)によるSocial capitalの定義を援用 した。

麦送国家財政支衣政策及対我国条件不利地区地域振米与可持鋲友

夫提洞

摘要

公共政策,

展的PH示

活忠宇

十夏大学政法学院

国防t盗強,条 件不利地区,地 域振米ち T持供友展

条件不利地区地域振栄与可lt供宏展需要多途行、多方面的合力推述,雨公共スオ政政策

的及叶凋整l」17R避州走共有力柾杵和助推器。条件不利地区地域振X IJ可持空友展的核心、

llE数、大鍵走逮些地IX的
“
二衣

"同
赳。欧美日午一些友迷国家財政支な采取了汗多有数的

倣法,其取得的盗地値得我IF!在lt逆条件不利地区地域振X均 可持生友展宴成中借歩。本文

Aネト姉政策、支持政策、立法支持、援助政策、社会保障政策争公共政策祝角,続 理欧夫日

午
一些皮と国家財政支末来取的有な徹法和1有祐劣始,非立足中国国情,探索其対我回衣村

制度創新、促避条件不利地区地域振ズlJ可持空友展的消示:把衣H″政策的重心状保)驚 到

支持 し,雑 袈加人対な並的投入力度:健全な並イト貼政策,把 同接ネト帖故力荒接ネト畔「;及 貯

凋4t財政支代政策的日析和手段,提高民1政支代放■i増加対使村人力資源矛友的民オ政投入,



加人対衣民的教育和1技木帰)1カ度f有歩妹分け段猪キi会保障体系向使村全面延仲,通逆財

政建立ltt今な村7f会保障体系:王 lmtj_r川立法手段1格合理的政策内化力法律付1度1建 止対

衣立舟衣村的K放 投入机常」。

先進国の農業財政支援政策がわが国の条件不利地域の振興と持続

可能な発展に与える示唆

港忠宇

年夏大学政法学院

キーワー ド:公共政策 三 農問題 国 際経験 条 件不利地域 蜘 と鞠 炉恥発翔妥

要旨

条件不利地域の振興 と持続可能な発展のためには多ルー ト、多方面か らの協力推進が

必要がわ り、公共財政政策の調整 と実施がその有力な推子 と推進力である。条件不利地域

の振興 を持続 占f能な発展のボ トルネ ック或いは中,こ、課題は 「三農 (農民、農業、農村)J

問題である。欧米や 日本のよ うな発達 した国では、農業財政支援に関 して有効な方法をた

くさん採用 している。その中から得た経験は、我々が条件不利地域における振興と持続可

能な発展を打tし進める中で参考に値する。本論文は、補助政策、支持政策、立法文持、援

助政策、社会保障政策などの公共政策の視点から、欧米、日本な どの発達 した国で農業財

政支援のために採用 された有効な方法 と有益な経験を整理 し、中国の国情に基いた農村怖|

度の革新や条件不利地域の振興、持続可能な発展のための示唆を模索 した。その示唆は以

下のものである。O農 業政策の重点を保護から支持に移し、農業への投入を引き続き増や

す。②農業の補助政策を健仝化し、問接補助を直接補助に変える。③農業財政支援の目標

と手段を調整し、農業財政支援の効率を高める。0農 村人材育成へのRす政投入を増やし、

農民の教育と技術養成に力を入れる。③社会保障体系を段階的に農村全体に広め、財政手

段を通し′て、農村の社会保障体系を築き上げ、健全にする。⑥立法手段を重視して週:用し、

合理的な政策を法帝1度化し、農業と農村に長期的効果のある投入古1度を確立するこ

共干宇夏回族自治区綿羊伺兼方法的建波

一P俊 文
1 末

乃平
2

1島丼R大学生物資源科学部 使並生声学科‐2付r夏
大学 llt北退化生悉系坑阪受埼重建教

育部重点実発生

【IJ的】本深極りF究人員対十夏 2003年以来実施封山禁牧政策后,■:綿羊伺芥上存在

的
一些IH赳逆行 r凋 奇,添 ll了改善対策。力此,]・2008年 3月 、8月 舟12009年9月対益

池曇境内的綿キ伺芥ブⅢ逆行了向答式凋査。井ち登池曇奮牧月的負ナ人、十夏衣林科学院的



研究員、十愛な立庁含牧 11作オ研究員及十夏大学な学院老岬逆行了面波,1/k集了有用的変

卜13有大 2008年 3月 和18月的刊査然果巳丁2008年 12月 5ヽ7日 在島IR大学召干的日本学

木振栄会
“
W‖ 学木基T出建没事並

″
日中国際学木りF対会上逆行了回共友表。本次,根 据

2009年 9月 実施的凋査面淡内容,遊 一
歩探対了提高十夏綿羊生声的対策問題。

【方法】2009年 9月 18日,参 規了登池灘羊贅育有限公司的伺非投施,)1状登池曇落

牧局黄玉邦オ K那 里了解了核曇綿羊生声概況,安 取了有夫本深題的資料。2009年 18～19

日凋奇了登池彗 5家綿羊伺非P,考 察了綿羊的伺非波施り1逆行了向答式凋奇。包打本次,

我ll己対伺非別模不同的 17P綿 羊伺券な家逆行了凋奈。主要内容有,① 何券共数、0伺

券品神、⑥交配サト支」、④姿菅形式、⑤出せ共数、③出世怜格、⑦唯非“」料、〇伺料陶人黄、

⑤耕地耕作体系、①堆肥利用情況、HH借地面釈、倍地費、0疾 病友病情況、13対封山禁牧

lll意兄、14日前所需要的物品和1補助市、16丁解伺芥方面存在的問題。2009年 9月 21日均

十夕末林千1学:院李数康研究長、十夏大学枚学院老姉門教授、羽ヽ 1+鵬教授、周玉香教授遊行

丁庄故,就 十皮綿羊ケ声的研究裸赳交換了意兄。

【今果】在探対十夏綿羊口非方法的故警対策方面荻得了以 ド九点新的兄解:1)社 池

曇屈千灘羊保神区,禁 JL雄羊拓や交。2)以 玉米帝伺料力i的 完全縄合何料 (TMR)映 赤,

雄羊一年可分軌西次或西年二次。3)刀 尾ヽ寒羊和雄羊衆交的銀勢数果不住,現 在,正 在茶

対采用欧洲和的 Texd(局〔キ国荷主)与 灘羊衆交。4)封 山禁牧、封山育林減少了沙全大気

的女生,但 同Bt也減少了夏秋季綿羊所合的牧草的声音。5)希 望得到l「大手円建投☆用及

陶ズ伺料粉辞机 (切知伺料川的机器)費 イト時的な家増多。6)羊 肉正状出告整只羊逐漸向

出告分部位易!骨肉方向驚変。

【努拾】根掘サし次的凋奇劣果,提 出以下伺芥方法:

1)分 労Ⅲ液辞IPt代並区和l早作た並1え情況逆行綿羊生岸

2)建 立全年tt供以玉米青伺料力主的完全泥合伺料喋赤綿羊的体系

3)建 立完全混合飼料 (TMR)力 ]!に、凋制、配給中心

4)建 立以高菅非完全規合会1料 (TMR)嗅 井沖羊
一

年ll分娩Иヤタ(的体系

5)建 立 職xd(原 岸固荷土)均 雄羊衆交的早期出世体系

6)増 加lT朱取粒伺料井配合完全混合飼料的H世非

寧夏回族自治区におけるメンヨウ飼養法についての提言

一戸俊義
1・

宋乃平 3

1島根大学生物資源科学部 農業生産学科

2年 夏大学 西北退化生態システム回復と再建教育部重点実験室

【目的】演者らは、寧夏において 2003年に施行された封山禁牧政策下におけるメシ



ヨウ飼養上の諸課題について調査 し、その改善策を検討 している。2008年 3月 、8 rlぉょ

び 2009年 9月 に塩池県内のメンヨウ農家からの聞き取 り調査を実施 した。また、塩池県

吉牧局担単官、掌夏農林科学院研究員、年夏農業庁畜牧工作所研究貞、事夏農村科学卓畜

工程技術研究センター研究員および章夏大学農字院教官と面談 し、有益な資料の提供を受

けた。2008年 3月 および 8月 の調査で得られた知]見について、200思年 12月 5～7日 に鳥

根大学で開催された日本学術振興会 「アジア ・アフリカ学術基盤形成事業J日 中国際学術

セ ミナーにおいて日頭発表 した。今回は、2009年 9月 に実施 した調査 ・面談内容に基づ

き、寧夏におけるメンヨウ生産成績の向上策について検討 した.

【方法】2009年 9月 18日に塩池灘羊繁育有限公司の飼養施設を見学 し、塩池県畜牧

局 黄王力̀ 所長より県内メンヨウ生産概況および課題についての資料提l■を受けた。2009

年 9月 18～19日に塩池県のメンヨウ飼養農家 5戸 を訪問し、メンヨウ飼養施設の見学お

よび聞き取 り調査を行つた。今回の調査を含め、飼養規模の異なる延べ 17戸のメンヨウ

農家に対し、O飼 装頭数、②飼養品極、③交配計画、④営農形態、0出 荷頭数、⑥出荷価

格、〇給与飼料、③飼料購入費、①耕地作付け体系、①堆肥利用状況、ll借地面積 も借地

料、⑫疾病の発症、⑭封山禁牧に対する意見、⑭現在必要とする物品 ・補助、⑮飼養上の

問題についてインタビューを行った。2009年9月 21日に年夏農林科学院 李類康研究員、

年夏大学農学院教官 (開宏教授、係占鵬教授、周玉呑副1教授)と 雨談 し、常夏のメンヨウ

生産において研究するべき課題について意見交換をおこなった。

【結果】寧夏におけるメンヨウ舎飼肥育法の改善策を検討するうえて、以 下の新規知

見を得た.1)塩 池県は灘羊保種区であり、灘羊の雑種生産は禁止されている。2)ト ウモ

ロヨシサイレージを基礎とした完全混合飼料 (TMR)給与により、灘羊の年 2回 (本、秋

季)分娩が可能となつた。3)」ヽ尾寒羊と灘羊交雑による雑種強勢の効果は少なく、現在、

ヨーロッタく種の Texel(オランダ原産)と 離羊系雑種の生産が検討されている。4)封 山

禁牧 ・封|IⅢ育林により砂塵嵐の発生が減少 したが、夏 ・秋奉にメンヨウヘ給与するイネ科

牧草!の収量が減少 した。5)羊 舎拡張、建設費用および合飼い0司料の粉砕機 (細切機)R古

人の桁助を望む農家が多かった。6)キ 肉の流通販売は、枝肉から部分肉へと変遷する途

にある。

【結語】既往の調査結果と併せ、以下の飼差法を提案 したい.

1)地 勢別 罐 漑農業地域、非llt協農業地域)の メンヨウ生産分業

2)肥 育メンヨウヘの トウモロヨシサイレージ通年給与体系の構笑

3)TMRの 調製 ・配給センターの生産地域内設置

4)高 栄養 TMR給 年による灘羊の年 2回 生産体系の構築

5)Tc、Gl 灘 羊雑凝の早期出荷体系の構薬

6)悼 条ベ レット成型飼料の現場普及および TMRへの配合



基子資金与救率的宇夏空済左展模式研究

何風党,仇 捕木

十夏大学空済管理学院

夫鍵月  投 資,資 金,そ 済放,十 夏

摘要

十七人jFk告提出了全面建成小康社会的杏斗日林,逮進国家姿沫友展的織略部署和各行

市FX的共同杏斗日椋。1998年 以来十夏遊入 了投資位功1!空済増 KIll期,按 此友展模式,

tr皮能否完成十七大報告所提出的戦略日析以及i夏 姿済友展的出路何在走十分他得研グじ

n」重要波赳。因此本文状レ〔金供拾lJ究所敷率西方面大手,分析士愛盗沸父展中存在的問題,

丼拾出 r十 夏資金瓶叡 ul赳的解決方法、提高4沸 数率的途行和47r―皮展的tll路。

資金と効率に基づく寧夏経済発展モデルに関する研究

何鳳劣,讐 婦東

寧夏大学 経済管理学院

キーワー ド;投資  資 金  経 済効■  寧 夏

要旨

中国共産党は党第十七回大会の報告において、「全面的に小康社会を建設するJと い

う奮闘日標を設定 した。これは国家経済発展の戦略方針と各省、市、自治区が共同で目指

す奮聞日標である.寧 夏は 1998年から投資牽引型の経済成長期に入つたが、この発展モ

デルにより寧夏が第十七回大会の目棟を達成できるかどうか、また、年夏の経済発展の道

を探ることは、研究に値する非常に重要な課題である。本論文では資金の供給と経済効率

を始めとして、年夏の経済発展に存在 している問題を分析 し、年夏の資金問題のボ トルネ

ックとなる問題を解決する方法や、経済効率をアップさせる方法及び経済発展の道などに

ついて提案する。

大渡河上済的水屯、旅済牙麦う区域可持額左展道路逸拝

曽現江

pH南大学万史文化学院

摘要

人波河上沸流域足中国ltt南械断山旅地区的重要 R々成部分,地だ人柿,交通不便,基 nB

投施落后,空沸社会友展水平牧低。由子典型的高山峡谷地形,以及 白占以来就走重要的族

群流劫通道舟1多元文化接触、交融地杵,大波河上沸流域不lB具有得大独厚的水屯資源,両

上自然旅沸資源和十人文旅沸資源部校力富集。近十余年来,流域内各曇剤!把水屯牙友和旅沸



井波作力区域盗済友展的主要支lF点,大力牙展水屯建没舟k済 牙友,但也随之所引友的
一

系グ」i悉 、不境、空沸、社会舟文化向赳,影 的到区域社会的可持鉄友展。

大渡河上流域における水力発電、観光開発と地域の持続可能な発展

への道の選択

含現江

西南大学 l_■史文化学院

要旨

大渡河の上流域は中国の西南横断山脈地区における重要な部分である。上地が広大で

人 |が少なく、交通が不便でインフラ整備が遅れており、経済 ・社会発展のレベルが比較

的低い。典型的な高山峡谷型の地形であり、また古くから各民族の重要な移動経路となり、

多文化が接触 し融合する地域でもあつた。大渡河の上流域は恵まれた水力発電資源を持つ

ているだけでなく、自然観光資源や文化観光資源も豊富である。ここ十年来、大渡河流域

の各県政府は水力発電と観光開発を地域経済発展の主軸として、水力発電の建設と観光開

発車業に力を入れているが、それに伴い、生態、環境、経済、社会、文化などの様々な岡

題を引き起 してお り、地域社会の持続可能な発展に直接的な影響を及ぼしている。

宇夏滑黄城市帯左展戦略与模式研究――黄河金岸建投的若干重要

問題分析

米文宝
12 卜

暁熊
1

1 廿夏大学資源イ境学2iL 2,f北道化生悉系統恢夏均重建省部共建教育部立点実始主

夫鍵洞  十 夏】i貴城市帯,黄 河金岸,戯 略,棋 式

摘要

城市常通lt区域内的城市整合,眠化了城市同的功能互ネト和深度合作,能拓党友展付同,

力■H″化、信息化提供高数率的琢境,花掘区域盗済更力颯大的友展功能,状而加快整介区

lDH和国家的奔沫友展 え 子此,文 章対tl夏浩賞城市常的現状逆行了 SWOT分 析,対 花了

友腔的■点和1生同友展棋式,り「提出了加快
43Z夏

沿☆城市帯友展的政策建波。



寧夏黄河沿川都市ベル ト地帯の発展戦略とモデルについての研究

一一黄河金岸建設の若千重要な問題に関する分析

米文宝 卜を
 卜 暁燕 |

1 年 夏大学資源環境学院 2 西 北退化生態システム回復と再建、教育部重点的実験室

キーワー ド:学夏黄河沿川都市ベル ト地帯 黄 河金岸 戦 略 モ デル

要旨

都市ベル ト地帯は地域内の整合 (注:都市機能の連携 ・補完)に より、都市間の機能

の相互補完関係やより深い協力関係の強化、発展余地の拡大、工業化と情報化に対する効

率的環境の整備、地域経済の更なる強力な発展機能の発揮等の利点があり、地域 と国家の

経済発展を加速することができる。これに基づいて、本論文では寧夏の黄i百r沿川都市図の

現状をSWOT分析 し、発展に関する重要なポイン トと空間モデルを検討 して、掌夏の黄河

沿岸都市国の発展に関する政策に対 し提案を行 う。

内蒙古自治区荒漠化防治政策的輸立芍演変

子永

内蒙古姉池大学万史文化学院

摘要

内蒙古白イi区荒漠化防治政策定指内蒙占党委和政ll f制定的有大切防和1冷理i地 荒漠

化的方併、政策、子告施。祭双内蒙古自治区 60余年的荒波化防治政策,宅 者格其内容概括

力六介字,即 :“禁、封、限、柏、退、定
"。“

禁
"走

指禁止井荒,禁 卜舌し欧油伐,禁 i卜乱

来舌し姥。
“
封

"走
J旨封山、封輝,育 林、育草。“

F皮
″
走指限制牡蒼数世,以 保持草吉平衡。

“
柏

"走
指粒村走林,和 柏牧車特。

“
退

"走
指退耕近林,退 耕逐車。

4建"足
指 にIT建没,

如メ修水利没施,修 整水平梯田等。其中,前 工芙走コ防性政策,后 三英走治理性政策。由

子受到国内、区内笙済、政治大イ境的影陶,受 到人イ↑!対荒漠化同赳的次沢辻科的形llrll,れ

不同ll町1,荒漠化防治政策的内容以及政策的実施力度不
一

祥,逮肝就存在
一

介政策交迂,1

赳。

棋不同的角度可以対内蒙古自治区荒漠化防冷政策的変近倣出不同的捕述。本文次政策

的性原角度常祝内蒙古白治区 50余年荒演化防治政策的変迂,次 力宏Ⅶ l分力・i介除段:

第
一

附段,次 1947年内蒙も白治区的成立到 1956年衣立村i会主文改造基本完成,走孤防力

主治理力捕除段t第二除段,次 1956年末並社会主文故辻基本完成到 1978年的十一帰工中

全会,足 治理力主預け力捕的除段:第 二除段,次 1978年的十
一

用二中全会到現在,足 防

治ブ「重崎段。毎
一崎段内,政 策的中心和力度也不一

祥,又 可以析分出不同的小崎段。本文

以下部分根据
イ
ニ除段

"給
,llk校力洋知的3Fl述。不当之姓,敬 折十家指正。



内モンゴル自治区における荒漠化防止政策の確立と変化

干永

内モンゴル師範大学歴史学部

内モンゴル 自冶区の荒漠化防止政策 とは、内モンゴル党委員会 と政府が制定 した荒漢

化の予防 と治理に関す る方針、政策、対策のことであるけ 自治区が発足 してか ら60年余

りの荒漠化防 11:政策を総合的に観察すれば、その内容は六つの文年、即ち 「禁、封、限、

tlt、退、建Jに まとめることができる。 「禁Jは みだ りな開墾、伐採、採掘の姿止、 封 J

は封111、封rHL、育林、育草、「限」は家畜の数の制限によつて草と家畜のバランスを維持

すること、町山 は植林、牧草栽培など、「退Jは 十退耕還林J、「還車J、「建Jは プロジェ

ク ト建設 (例えば、水利建設、水平段々畑建設など)を 指 している。その中でも前の二つ

は予防性の政策で、後ろの二つは治理性の政策である。国内外の経済と政治という大環境

の影響、また、人間が荒漠化問題を認識するまでに時間がかかつた影響を受け、各時期に

よつて、荒漠化防止政策の内容及び政策の実施程度がそれぞれ異なり、政策の変化が存在

していることがわかる。

内モンゴル自lr_区の砂漠化防止政策の変化は、いろいろな視点から枯くことができる

が、本論文では、政策の日標の連いから、内モンゴル自治区の 50余年来の17/漠化防止政

策の変化をよく観察 し、マクロ上で二つの段階に分類 した.第
一段階は、1947年、自治

区設立から、1956年の農業社会主義改造が基本的に完成するまでで、主に予防をし、補

助的に治理を行つていた段階である。第二段階は、1956年の農業社会主義改造が基本的

に先成 してから1978年の中国共産党第十一回全国代表大会第二次中央委員会全体会議ま

でで、第
一段階とは逆に、主に治理を行い、補助的に予防をする段階である。第二段階は、

1978年の中国共産党の十
一回三中全会から現在までで、防止と治理を共に重ん じる段階

である.各 段階ごとに、政策の中′いと実施程度がそれぞれ違つているので、その中でもい

ろいろな小段階に分けることができる。本論文ではこの三段階を中心に詳 しく論述する。

新 衣 村 建 投 中 多 村 公 共 生 活 的 共 起 与 持 額 友 展
一 一

基 子 内 蒙 古 自 治

区W村 的介棄研究

☆ 河

内蒙古岬屯大学万史文化学院

夫鍵洞  新 衣村建没,公 共生活,X起 ,特 徴友展

摘要

W本 寸的社区公共夕R炊包括村支西委和三家祢会,村 支西委的政冷化1奴向明笠,新 建立
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的三家沸会也尚末峡入社|【治理今胸中:社区公共輿松表迷的内容主要足村落集体斥」品和社

会公徳,衣込的主要途作え村↓く大会和祥森成稔i夕村精英包括i流 精英和1「主流精英,‖:

主流精英定村庄友展中不可忽祝的力貨。基子 W村 介案盗始す本文次力新衣村建波中的タ

村公共生活米起殺力容易,但要実現持祭友展就需要公共輿花的不断激揚和i良性lal奔机持1的

建立。

新農村建設における農村公共生活の出現と持続可能な発展一内モン

ゴル自治区におけるW村を例として

黄 河

内モンゴル師範大学歴史文化学院

キーワー ドt新農村建設  公 共生活 出 現 持 続的発展

要旨

W村 の社区 (一定の地域範囲内に集唇する人々によって構成 される社会生活の共同

体)公 共組織は村の 「両委」(共産党委員会と村民委員会)と 三つの協会からなっている

が、村の 「両委Jは 政治的な傾向が強く、新 しく設立された三つの1れ会はまだ社区管理シ

ステムの中に入っていない。社区の世論の内容は主に村集団の利益と社会道徳であるが、

その内容を伝えるルー トは主に村民大会と民衆議論である。村のエリー トにはi流 エ リー

トと非主流エ リー トがあり、非主流エ リー トは村の発展において無視できない力である。

W村 の経験に対する研究から、新農村建設の中での公共生活の出現は容易であるが、持続

可能な発展の実現には社区の世論の激 しさと良性のチャレンジ精神の確立が必要である

と考えられる。

我国的高山移民実践及英研究状況回願与反思

李文学 k文

l tl南大学所史文化学院民族学院

摘要

本文系銃地思努非同朋 F我 国円前的高山移民政策、宴成及其研究状沙t。在此基仙上対

日前高山移民的実践避行了反思,指出了存在的九大 rjl題:ブ|ね:青山移L(的相大研究述行坪

述的基拙 上,系 統深化咳叡域的相夫概念,提 出了咳同赳的りF究権架。



わが国における高山移民の実践とその研究状況の振 り返 りと反省

について

李文学 張 文

西南大学l_k史文学学院民族学院

要旨

本論文では、現在におけるわが国の高山移民政策の実践とその研究状況を詳 しくまと

めて振 り返つた。その 上で、現在の高山移民政策とその実践について反行 し、その中のい

くつかの問題点を示 した。そして、高山移民に関する研究を論述する 卜で、この研究分野

における概念を系統的に深化させ、問題点を解決する研究枠を提出した。

宇夏相対資源承載力分析

水小盟

十夏大学盗沸管理学院

夫提字  相 対資源承栽力,向 然資源,盗 沸資源,可 持幾友展

摘要

相対資源承栽力定区別子倍統資源示栽力的
一

神オ算区tnq資源承栽力的方法。本文来用

核方法,以全国作力参照区対十夏的相対資源承栽力述行了分析。研究表明,1981～2004年,

十夏地区祭合相対資源示載力侃姓子宮余状悉,相対盗沫資源承栽力興J均赴子超栽状悉,相

対自然次瀕承栽力部姓子宮余状悉,対十夏察合相対資源承裁力的責献起主要作用J。達成遠

和状rr73L的根本原因走廿夏十常薄弱的盗済能力隈制了核地区的祭合友展,i岸 力布月和|′工Hレ

今拘的不合理早致的資源消耗型笙済友展棋式,加之交通不便等先大笙沫自然条件等因云的

限制使得十夏人少地7/,自然資源相対半格的仇勢没有得到充分友lf。凋整■並劣胸,4 変々

劣済増 K棋 式,次的j提升十愛祭合相対資源承載力,対i夏 実現人口、資源、イ境的可持生友

展具有重大意文。

寧夏の相対資源扶養力についての分析

張小盟 李 韓

寧夏大学経済管理学院

キーワー ド:相対資源扶養力 自 然資源 経 済資源 持 続可能な発展

要旨

相対資源扶養力 とは伝統的な資源扶養力とは異なる、地域資源の扶養力を計算する一



つの方法である。本論文では、この相対資演扶養力の方法を用い、中国全国を参照区とし

て、寧夏の相対資源扶養力を分析 した。結果として、1981年から2004年までの年夏の総

合的相対資源扶養力は豊富であるとい う状態であつたが、相対経済資源は等 しく過采1状態

にあつた。相対自然資源扶養力が豊富であるという状態は、年夏の総合的な相対資源扶養

力に対 して大きく貢献 していた。これは寧夏の経済能力が非常に弱く、そオ1によって地域

の総合発展が制限されていたのが原因であり、また、生産力構成 と産業構造の不合理によ

つて、資源多消費型の経済発展モデルが作 り出されたためでもある。そして、交通が不便

であるなどの先天的な経済自然条件の制約により、広い土地に人口が少なく、自然資源の

相対余裕があるという年夏の優位性が充分に考輝されなかった。産業構造を調整 し、経済

成長モデルを転換 して、寧夏の総合的な相対資源扶養力を上昇させることは、草夏が人日、

資源、環境の持続可能な発展を実現させるために重大な意義を持っている。

我区WUA沈 展的雅題与中日合作研左的可行性探索

=デ 金
1 王

雁
2 47」

建t22

1+夏 大学姿済管理ヤ院2自 治区水友み

摘要

篭者在今年示担十夏世界銀行 WUA奴 日夕Rtt l」実施管理的凋lJlttfT中,避到―令ヤ逓

存在日立待解決lll肌実組赳:即 衣立1!水的利お彼大方都次同 WUA(衣 民判水折会)走 不

可域挟的なHと■水夕「1奴栽体,但包括 WUA向 身在内的各利益相夫者文都対 WUA tttFg盗安

凶雄、れ以力牲持元良策。なlt用水声抱怨
“
ヽ水li不了策

'以
及

“
噛都在ネト,水 安不ネド。

因十水而■勾的汗支逸近起不上体1水竹上汀(所造成的濯協水☆増支也走不争的手宴。1982

年,十夏曽在九人干采拭行汁堂炊安,当 吋毎方離漑水安枚力半厘。可現在平7ド和l高7卜澤概

水費平均己込到 3分 5厘 ,26年 同株了 70倍之多。逮既有
'ト
ヤ子水叔拷換的初麦,也 早致衣

Lt弁溝現象汗始ヤ生,序 当引起警党。河套擢FX的水枚驚換,明備規定新上 |!並奴日元取水

指llN,必奴よ枚」ヒ‖水中皆堂畳挟,03年 吋毎方特換費用勾 3元 ,而日前己漱到 7元 .た 滞

朔水分的200多倍,由此声生■衣並川水驚換的巨大奴キ14K益,真本販走笙済学意文的机会

根'や。速神机会杖祐如何l■衣民用水力得以分字役伍得り「究,本文探i寸遠方面中日合作研友

的可行性,区1カ,日 本半党有着キ官的人衣祢空掩可変倍金。

寧夏回族自治区における附A発展の難題と中日共同研究の実現性

の模索

工広金 1 王
雁

2 楊建寧 2

1寧夏大学経済管理学院 2自 治区農業発展弁公室



要旨

筆者は今年担当している年夏世界銀行 Wt「Aプ ロジェク ト組織 と実施管理の調査研究

の過程で、普遍的且つ早急な解決が望まれる現実的難問にぶつかった。その難問とは即ち

農業節水の利益に関する問題である。町A(農 民用水協会)が 不可欠な節水組織キャリヤ

ーだということには黄同できるものの、lVUA自体を含めた各利害関係者は、その管理経費

を生み出すのにキ労 し、経営を維持することが困難になっている。水を使 う農民たちは「節

水 してもお金にはならない」「他のものは補填されるのに、水代は補填されない」という

者情がみられる。節水によって節約された金額が、水道代の値上がりによる雄概用水の高

騰に全く追いつかないということも事実である。1982年、年夏はいくつかの大きい幹線

水路において試験的に水道代の計量集金を行つていたが、当時の 1立方メー トルあたりの

水道代はわずか 05厘 であった。 しかし現在の濯漑用水費は平均 3分 6厘 に上ってお り、

26年間で 70倍以上に'シれ上がっている。これはすでに水利権の転換の初志と対立するだ

けではなく、農民が濯漑を放莱する現象も起き始めており、危機意識を持つべきである。

河川逆漑区の水権転換では、新 しい工業プロジェク トに対 して水使用の指標がない場合、

農業飾水によつて余った水から同等量の置換を行わねばならないと政府からり1確に規定

されている。2003年の 1立方メー トルあたりの転換費用が 3元 だつたのに対 し、現在既

に7九 に達しており、これはlLF概用水費の 200倍以上にあたる。このように、工業 ・農業

用水の転換は巨大な差額収益を生むが、この基本的性質は経済学意義でい う機会費用であ

る。こtつような機会費用をどのように水を使用する農家と共有するかは研究に値するもの

であり、日本が持っている豊富な大農協経験を参考にするため、この論文ではこの方面で

の中口共同研究の実現性について模索する。

宇夏沿黄城市帯建没的几点思考

5k前述

十愛大学 ・島根大学国断取合研究

夫鍵洞  イ 1貴城市常,建 投,8考

摘要

21世 究走以城市料力主体的区域姿沸友展模式,在 生同_L表現力帝状城市群或編41状

城市凹.よ国断国内的友展超外来舌,区域実力芭由原米的区域光争迅速向城市絆同的i争

4を変,胸 建和友展沿貴城市帝己成力llL述十夏跨越式友展的科学逃拝。

如何充分利用廿皮汁黄城市持的区位仇勢,以中心城市常功職皓力互点,仇化生Ⅲ要素,

紫合′fど並布局,培 育友展不境,提 升城市功能,降 代友展成本,提 高整体党争力,使 之成力

す愛示接友込地区資本、技木和1声並驚移、参ち国内タト克争的4沫 増 K被 ,実現!愛 姿済社

会持生快速肋凋侵展,本 文在派人分析国内タト城市群 (帯)友展逸勢及区内】1虫城市努合北



争力的室1出上、提出ブし点粗浅建波:加 速出合十夏沿技城市常的規党↓約映J和具体扶持政策;

加快推避一
体化H/域市常家合基行は没施体系和|ネi会服外均等化!尖山大河流域特色的沿黄城

市文化,捉 升城市I 付ヽ;工 祝自然因素対沿黄城市常友展的影日向。

寧夏黄河沿岸都市帯の建設についての思考

張前進

寧夏大学 島根大学国際共同研究所

キーワー ドt黄河沿岸都市帯 建 設 思 考

要旨

21世 紀は都市lTを主体とする地域経済発展をモデル としてお り、空間 とでは常状の

都市群或いは都市化影響圏の形で表れている。国内外の発展情勢から見れは、地域の実力

は元の地域競争から都市岸間の競争へ急速に変わつてきてお り、ま河沿いの都市帯の建設

と発展は既に寧夏の飛躍的発展を進める上での科学的選択となつた。

いかに年夏の黄河沿い都市帯の地域的優位性を利用し、中心都市が牽引する戦略を重

点として、生産要素を改善 し、産業配置を整備 し、発展環境をつくり、都市機能を高める

か、また、いかに発展コストを下げ、全体的競争力をアップさせ、年夏に先進国の資本や

技術、産業移転を誘致 し、LER内外の競争的経済に参画 し、年夏の経済社会の持続的 ・急速

的 ・調和的な発展を実現させるかについて、本論文では国内外の都市群 (帯)の 発展情勢

と自7台区内の☆i可沿い都市の総合的競争力を深く分析 した上、以下のような概略的な提案

を提出する。1、できるだけ早く年夏黄河沿い都市常の計画細則 と具体的な支援政策を前|

定する。2、都市常における一体的な総合的インフラ体系と社会サー ビス平準化の進展を

加速させる。3、大河流域特色をもつ黄河沿いの文化を突出させ、痢;市の品位を高める。4、

大自然が黄河沿い都市帯の発展へ与える影響を重視する。

房史初角埼可持銀友展目椋下宇夏中部千早帯的水資源牙麦利用

何彰惹

内北退化生ぶ系統放笈与重建省部共建教育部重点実発生

夫健lHD  十夏河な沙地す"史 叫期,水 不境

摘要

文章采 44 rr」史地理学及イ境考古学的研究方法,根据万代古城和占退カト的分布、占今地

名和1文献信息,反 演了十夕中部千早村万史吋期的水不境変化遭rr,次 ヵ湖泊萎統和1消f:、

河水断流 lJ河道沖没,井泉消火足咳「え域千年以来地表水不境変化的主要たIlt。通述分析十

夏中部子早付'"史 貯期水弥境変化的原因,分 合当前1て域升友中面幅的水資源和1水イ境向

延,炊保障区域生悉安全,実現区域可持幾焼展的高度,提 出了保)i水耶境力l合理利用水変



源的対策.

歴史的視点から見た持続可能な発展目標下での寧夏中部早魃地域

における水資源の開発と利用

何形慧

年夏大学 西 北退化生態系統回復 と再建省部共建教育部重点実験生

キーワー ド:年夏lni束砂地 歴 史時期 水 環境

要旨

本論文では、性 史地理学 と環境考古学の研究方法を用い、歴代の古城や古代遺跡の分

布、古代 と現代の地名の文献情報を基に、寧夏中部早勉地域の歴史的な水環境変化の過程

を遡って調べた結果、当地域において千年以来、地表水環境の変化 として、主に湖の縮小

や消失 ・河サ|十の渇水や伏流化 ・井戸や泉の枯渇等の現象か表れていることかわかつた。寧

夏中部早吐地域における曜史的な水環境変化の原因分析 と現在地域開発の中でに而 して

いる水資源 ,水環境の問題 を合わせて、地域の生態的安全性を保障 し地Insにおける持続可

能な発展を実現 させ るとい う視点か ら、水環境保護 と水資源の合理的利用の対策を提出 し

た。

条件不利地区衣村芳功力特移比較研究一一以宇夏南部山区和日本

中山同地区力例

王国炭

■夏大弓4内部友展研究中心

摘要

中国西国在盗済起歩除段和|な村4済 友展水平等方面キ距迎昇,lE同 祥存在若地 X女

展、城夕友展的不平衡。正足山■中国ljk夕居Lt炊入井】L怠来念大 (2007午城タカILせ収入

しヒ己送T133311),地 区空済状木到西■Imt梯度友展的ぶ勢,守 致十夏南部山区空済落后、

生本危机、友展突慢、敬乏i机 。工然二十年来中国的故単井放拾 j″皮南部山i禾枚村帯来了

巨大変化,但 均友迷地区和1城1相比其_~】E働在不断1立人。在中国例代化避科中,i愛 南部

山区力了解決生存和1友展同赳,鼓励労功力大量涌入城市,代 Lt炊入有了絞快増 に,但 由子

受全球金融危机的蔓延和対実体盗済的沖市,中国浩海外向型企並出日受到影llHn.早致直4

稔定驚移出去的労莉力干始返夕,十夏南部山区次民収入増加浜道汗始受阻,末村伐展週到

了新lI赳。日本セ
ー介友と的市揚笙済国家,成 功的完成了丁並化、城市化和1班代化。中山

同地区 30多年来重祝人lJ自然舟1渚友展的牙友方式,近 度的人口lmt棋和止輸的i地 利用方

式,眠 凋白我友展能力的内生式戊展棋式,非采取了各神姿済社会対策,使 中山同地区次帝



源的対策。

歴史的視点から見た持続可能な発展目標下での寧夏中部早魃地域

における水資源の開発と利用

何形慧

年夏大学 西 北退化生態系統回復と再建省部共建教育部重点実験室

キーワー ド:寧夏河東砂地 歴 史時期 水 環境

要旨

本論文では、歴史地理学と環境考古学の研究方法を用い、雁代の古城や古代遺Blliの分

布、古代と現代の地名の文献情報を基に、寧夏中部早魅地域の歴史的な水環境変化の過程

を遡って調べた結果、当地域において千年以来、地表水環境の変化として、主に湖の縮小

や消失 ・河川の掲水や伏流化 ・り「戸や央の枯泊等の現象が表れていることがわかった。年

夏中部早魅地域における歴史的な水環境変化の原因分析と現在地域開発の中で直面して

いる水資源 ・水環境の問題を合わせて、地域の生態的安企性を保「ヤし地域における持続日r

能な発展を実現させるとい う祝点から、水環境保護と水資源の合理的利用の対策を提出し

た。

条件不利地区衣村芳功力特移比較研究――以宇夏南部山区和日本

中山同地区力例

王国炭

廿夏大学内部友展研究中心

摘要

中日西回れ!4済起歩除段和1水村姿沫友展水平等方面キlE迎昇,但 同祥存在右地区友

展、城夕友展的不平衡。正足由干中国城夕居L屯収入井距念来怠大 (2007年城多居民収入

比巴tl奔」333,1),地 区盗済状水少J西中現梯度友展的本勢,早 致十夏南部 11区空済落后、

生さ危机、友展究使、欲乏生机。量然二十年来中国的故革矛放今十夏南部山区衣村帝米了

L大 変化,1,均允込地区和城市相,ヒ其キlElrJ在不断地大。在中国班代化避FT中。す質南部

山区力了解決生存舟友展向煙,鼓励ウす効力大量湘入城市,代 民峻入有了抜快増 K,但 山」
1

受全球金融危机的蔓延和1対実体空沫的沖市,中国沿海外向14企立出口受到影的,早致己笙

柏定4を移出去的サ劫力牙始返多,十夏南部山区衣民収入増加浜道汗始受阻,衣村友曜遇剣

rtt xlE赳。日本足一
介友迷的市物そ済国家,成 功的完成了 i並化、域市化和肌代化づ中山

1何地区 30多年来旦祝人も白然和惜友足l13汗伐方式,ATL度的人口規模和正輸的i地 利Hl方

式,颯 凋白我友曜能力的内生式友展性式,非采取了各神盗済社会対策,使 中山↑白]地区炊斎



祭牙始走向愛本,初 歩実現人与自然的和普及展。力此,研究中山同地区友展的成功盗始丹|

人口辻晩化教〕,解決“r次村返多ウ!功力llt培り‖万食再就立,実現甘夏代村ナ功力的通度特

移,対 子夏な村空所与社会拐凋友展具有列実的意文。

条件不利地域における農村労働力の移転についての比較研究一事

夏南部山区と日本中山問地域を例として一

王 国 慶

寧夏大学西部発展研究センター

要旨

中日両国は経済のスター ト段階や農村経済の発展 レベルなどの面において大きく異

なっているが、地域発展や、都市部と農村部の発展における不均街が同様に存在 している.

中国の翻!市と農村の収入格差が大きくなってきたため (2007年都市と農村の収入比は

3 33il)、地域経済は東部から西部への階段状の発展状態が形成 され、年夏南部山区では

経済発展が遅れ、地区発展が遅く、生態危機に陥つて、活気がなくなるとい う事態をづ|き

起こしたのである.30年 来の改革開放は、南部山区に大きな変化をもたらしたが、発達

した地域と比べると、格差が次第に大きくなりつつある。中国の現代化進展の中で、生存

と発展問題を解決するために、寧夏南部山区では労働力を大量に都市に移転させることに

よって、農民の収入を増やすようにした。しかし、世界的な金融危機により、中国の輸出

型の企業に影響をもたらしたため、既に移転された労働力が農村に戻 り始め、高部山区の

農民増収のルー トが足止めされるという農村の発展における新 しい問題が起こつた。これ

に対 して、日本は発lSiした市場経済の国で、既に工業化、都市化と現代化を成 し遂けてい

る。中1也間地域は 30年 末、人FR3と自然の調和的発展を重視 し、適当な人口規模 と正 しい

土地利用の方法で、内発的発展力と発展方式を強調 しながら、様々な経済社会対策をとっ

たことで、中山間地域が不況から発展に転じ、人間と自然の調和的発展を初歩的に実現さ

せた。従って、中山問地域の発展に成功 した経験と人口過味 という失敗の教訓を研究する

ことは、農村に戻つた労働力の トレーニングや再就職開発という問題を解決 して、事夏農

村労lEl力の適切な移転を実現させるために現実的な意義を持つ。

西北地区主体功能区劇方法研究一一以守夏力例

米文宝
【: 会

暁ぎ

1 ヤ寛大学資源不境ヤ院 2西北i壁化生悉系坑恢夏与重建省部共建教育部工点実地生

夫礎洞  主 体功能,1ス劇方法, tt北地区,十 夏

摘要



主体功能区支1走落宴科学友展規,促述区域祢凋友に的旦大挙措。文章以西北地|て区域

共性及Jj其官地区的去昇性力切入点,基 子主体功能区尤J的意文、原択」及理合,資 源不境特

点及問題,提 出了西北地区的克J分方法,即 以所建立的坪給指171i体系力基拙,采用定性 lJ定

堂相劣合的支J分方法,通 迂西和方法比投分析劣令区域的戯略逸拝可硫定出最冬文」分方案,

井以!夏 力例避行了実lIE切F究。得出的主要劣花有:一定以区域的祝角党」分西北地区的i体

功能区走其次瀕不境現状及所面帖生悉同赳的内在要求:二定采川主早因家及i成 分分析所

得出的劣呆可相互修正,以 期絞待合区域当前友展状況。

西北地区における主な機能群の区分け方法に関する研究――寧夏

を例として

米文竺 12  余
暁霞 1

1 事 夏大学 資 源環境学院 2 西 北退化生態系統の回復 と再建教育部重点実験室

キーワー ド:主な機能群 区 分け方法 西 北地域 寧 夏

主旨

主な機能群を区分けすることは、科学的発展観を実現 し、地域の調和的発展を促進す

るための重要なや り方である。本論文では、西北地域の地域共通性及び他地区との差異性

から、主な機能群の区分けの意義、原則と理念、資源環境の特徴及び問題に基づいて、西

北地区における区分け方法を提出した。即ち、確立した評価指標システムを基礎にして、

定性と定量を結びつける区分け方法を採用 し、二種類の方法を用いて比較 ・分析 して、地

域の戦略選択を合わせながら、最終的な区分け方針を定め、寧夏を例にして矢証研究を行

った。主な結論としては、第
一に、地域の視点から西北地域の主な機能群を区分けするこ

とはその資源環境の現状及び直面した生態問題の内在的要求である。第二に、主導要因及

び主な成分を各々分析 した Lで 、その結果を補正して、当該地域の発展の状況にも一致さ

せることが期待される。

美子循耶盗済城市形成的日中政策比較研究序沿

大耕平

島根大学法文学部

1研究渫赳

本研究深麺定通逆対循不姿沫城市形成的日中政策比較,来 拘思如lRl扶持岸

並解次笙済友展和弥境同赳的政策体系。本報告作力前半部分,主要依据対石峨山市イ

境■並的実断情抄せ今今日本的相夫政策述行思考,次 iiF整理出政策環赳和比較研究的給点。



百

2り「究背景

2009年 1月,中 国公布了 《循イ型盗沸促述法》,由 此,力 宴班循不真!盗済中国格友化

牧人的特交。迄今力〔に,中 国的循杯姿沸只走一句口号,可 以税足側 亜!L理念先行,即 根据

実晦性的倣法j旨定重点区域給予投資,使 循不姿済1!建没得以宴班。

可定,我次力逮祥的形式只走依年中央攻府投資,在実現貫正意文上的循弥姿沸1!建没

方面述存在若ン「多 ・jl趣。

3研 究内容

本報告山白対中国国内指定的 13距資源枯掲空済驚換T」拭発城市之一的石

噛』1市的凋合内容,努 合日本均此相同的実例和1政策,在 介夕|1北九州
・
反公害

"政
策和

内容以及存在同赳的基軸上,展 望今后中国的政策体系。

今后的政策深赳和1研究深赳

(1)急 祥格高耗能岸並故造力循杯型声立

(2)悠 祥時越単販再利用14■」セ建没

→ 岸並発集、原料和1疲介物的相均!大峡

(3)追 求不局Flt子
“
大す再利用

″
而声生的

“
清浩生l―

"

(4)急 梓輸保祈イ栞4■品具行持禁性納路

(5)充 分利用当地的作統技木建没循不型庁並:用 煤沿焼制建筑用布々

(6)建 没労功集知14労劫就立1ちセ立

(7)地 方政 lNl府実施悠祥的政策 (研究実始没施、企上同相山:扶持机制守)

循環型経済都市の形成にむけた日中の政策比較研究序説

島根大学法文学部

関 耕平

1 研 究課題

ここでの研究課題は、循環型経済都市の形成に向けた日中の政策比較を通 じ、環境

産業を育成 し経済発展と環境問題の解決を図る政策体系を構想することである。本報告で

はその前段として、石堵山市における環境産業の実態 と日本の政策について考察 し、政策

課題や比較研究に向けた論点整理を行なう。

2 研 究の背景

2009年 1月 、中1ヨでは 「循環型経済促進法」が公布され、循環型経済へむけて大き

く転換 しようとしている。これまで中国での循環型経済はいわばスローガンとしてもしく

は理念として先行 していたlRl面が強かったが、試験的な取り組みや重点地域の指定といっ

た制度により具体的な投資をして循環型経済の定着を目指 している。

しかしこれらの政策は中央政府 レベルでの投資がほとんどであり、実際の都市や地



販に循環型経済の定着を図る Lでは多くの課題が成されていると思われる。

3 研 究内容

本報告では、中国国内で 13都市が指定を受けている資源枯渇経済転換試験都市の

ひとつ、石嘴山市での調査内容について報告する。また、日本における司様の政策 ・取 り

組みを実施 している北九州‖のエコタウン政策とその中身や課題についても簡単に紹介 し

た上で、今後の中国における政策体系について展望したい。

4 今 後の政策課題 と研究課題

0エ ネルギー多消費構造を持つたリサイクル産業の場合、どのようにこれを改善する

か

②単発のリサイクル産業育成をどう乗り越えるのか

→産業集積 ・原料と廃乗物の相互連関

0「 大量リサイクルJに 陥らないための 「清潔生産」の追求

④リサイクル製品の持続的な販路の確保をどうするか

⑤地元の伝統的技術をも活かしたリサイクル産業の形成:石炭洋からの焼きレンガ製

造

⑥労働集約的で雇用の受け皿ととなりうる産業かどうか

⑦地方政府としてどのような政策を実施すべきか (研究・試験施設、/LN業関連携の調

整 etc)

新世究人楽健康空伊埼民族文化思考

弓ム隼

十夏大学西部友展研究中心

摘要

依据世界■生幻夕 (WHO)夫 子健康的定文.健 康はP走指人楽介体在身体、精神、

会近肘性方面姓子出夕r的状ぶ,而 不走単究的指身体元疾病。包括生理健康、心理健康、

力健康、不境健康及通徳健康在内的五大健康要素,柏 成了健康的整体概念。

次二十世究八十年代始,人英疾病措友生了根本性故変,人英疾病不再足以急性作染病

力主,而 旅如高山圧、心嫡血管病、糖尿病、llP瘤午心身医学疾病成力新世紀人美主要疾病

丼戸ET ttlll者人美的生命和健康。医学模式也状単
一的生物医学校式向若生物、心理、子に会、

医学ilf察 合棋式キ々化。当今吋代,科 技高速友展,医 庁幼品品神繁多,但 疾病和美井末因

医学科技的高速友展而有所減少,相 反,疑妊病有増元戒,医 庁汗支巨大,因 病致貧肌象在

城市和衣村隊児不鮮,拾 人民生活造成了板大的l ll苦。在列代文明条件下,汗 多疾病己空不

再走単純生理万〔因造成,而走由班代文明包括班代科学技木、肌代人的生存生活方式以及通

徳規、倫値双等文化原因同大自然人美生命本体的沖突所致。因此,対 人美疾病的珍Fiも健

■

行



康雑)就 必須要大注疾病及健康的文化性,以文化力切入点特別走踏実牲承中学民族仇秀医

庁非生文化包打同族医庁文化,対新|■究人楽健康舛)采 収多学科路学科、多元文化的科技、

人文努合方法。

此奴 i作不使没有否定班代医学在治庁人突疾病中的互要地位及作用,而上扶人 lj自然

和滑統一,述一
歩探究大健康更庁同的生命科学的祝角,力避一

歩探明造成人美E大 疾病的

更採居原因,以 最終統夕人美健康文明力日杭t起到紋lTk作川。

新世紀の人類健康維持と民族文化に関する考察

馬東華

年夏大学西部発展研究センター

要旨

世界保健機関 (‖HO)の健康に関する定義によると、健康とは即ち人類の身体、精神、

社会の適応面における良好状態であり、ただ単に病気にかかっていない状態だけを言 うの

ではない.生 理健康、心理健康、行為健康、環境健康と道徳健康 という五つの健康要素が

合わさり、健康の全体観念が形成される。

1980年代、人類の疾病種類に根本的な変化が起こり、急性伝染病を主とした時代が

終わり、市i血圧、心臓切尚血管病、糖尿病、腫寝などの心身医学疾病が人類の主な病気と

して、人類の生命と健康をひどく脅かすようになつた。それに伴い、医学の方式は単一的

な生物医学から 生 物、心理、社会、医学を総合する方式に変わってきている。今日、科

学技術が急速に発展 し、医療薬品の種類が非常に多くなつているにもかかわらず、疾病の

種類は減少しておらず、逆に原因不明の難病がどんどん増えている、巨大な医療支出が生

計を圧迫 し、家庭生活が苦 しくなる現象は都市でも農オ十Gも しばしば起こっており、人々

の生活に大きなキ しみをt)たらしている。現代文明の条件下において、疾病の多くは単に

生理的な原因で引き起こされたものではなく、現代文明、つまり現代科学技術や現代人の

生存生活方式、道徳観、価値観などの文化的原因と、大自然的な人類生命本体との衝突に

よつてもたらされたものである。故に、人類疾病に対する治療と健康イに持は疾病 と健康の

文化性に注日しなければならず、文化を切 り日として、特に回族医療文化を含む中華民族

の優秀な医療養命文化を真剣に受継ぎ、新世紀人類の健康維持のために、多くの学科が|あ

力し、学科を越えた多元文化的な科学技術と大文を総合 した方法を利用 しなければならな

↓`。

このような理論により、現代医学の疾病治療における重要な役宮|を否定するわけでは

なく、人と自然の調和1統一の面から、更に 「大健康Jと いう広い生命科学の視点で人類の

重大疾病にかかわる要因を模索し明らかにして、人類の健康文明のために積極的な役割を

果たすことが目的である。



取並人群肥鮮流行現状及其与血圧、血糖、血脂共系的研究

隊莉莉 末好水塩飽邦憲 眠地 物悪方 隊楠 物建年 陶秀嫡

4jr夏医科大学公共¬生学院

摘要

目的

了解十夏地区以J″人群超五、肥畔、中心性llE畔的流行現状及相夫危崎因素,探 対其ち

血斥、血糖、血脂水平的夫系、力持J定全区肥畔防治策略及規克J提供科学依据。

方法

進川整群抽祥的方法,逃 拝定期至十夏医科大学附属k院 述行健康杜奇的十夏使川、根

南、使北机夫及企、事並単位的り(1作 力凋査対象,述 行向巻凋査、体格栓rr及宴姓生検奇。

努果

1-般 情況 本 次資料弟全者力2224人 ,男 性 1413人 ,女 性 811人 ,平 均年船 (4086

土H32)夢 ,平均 |:鱗(187± 1088)年 。文化lT度:初中236人 (106%),高 中 319人 (176%),

大ヤ 697人 (313%),大 学 847人 (381%),硬 +51人 (23%),障 +2人 (01%);捕 如状ぶ:

己姉 1960人 (8813%),木 婚 224人 (1010%),高 婚 31人 (139%),掟 偶 9人 (040%),将 凋

奇対象按 10夢 カ
ー

年蛤段逆行分 R々,格60夢 以上合井カ
ー純,共 分力 5今 年船″R,20～夕純

361人 (162%),30～ツタR745人 (335%),40～夢夕R672人 (30200),50～夢 R々278人 (125%),60夕

及以 L168人 (76%)。

2不 同年除、性男」取立人群超重率、肥伴率、中心性肥畔ネ 凋 奇人群超重率、肥梓率、

中心性丹印半年分労」力 3539%、967%、4667%1男 性超王率、肥畔率、中心性肥岸率分労」力

4487%(634/1413)、 1309%(185/14i3)、5449%(847/1413),女性 に述 患病 イ分別力

1887%(153/811)、3700(30/811)、2355%(191/8H),男性患病率均高11女性劣果 (X2分 別

力 15238、5206、27418,均 P<001)。男性在 50夢和 40夕如超重率、肥畔4、 中心性肥

伴率最高,而 女性次 30少41井始逐断上一
介増高追勢,60夢 夕R込高峰。

3不 同年斡、性別けt並人群腰同水平 男 性ル(並人絆腰席1平均力 (8657±879)Cm,以

50夢をR同人群腰同最大,女 性平均力 (7369±878)CIll,随午船的増大腰障水H二随之増大,

60歩迷高峰。

4超 モ、肥畔lJ血冗、血糖、血脂昇常的夫系 超 工和肥畔そR人群高血圧、高山粘、m

脂昇常率均高干体重正常夕R;中心性llBHl者高mナに、高m糖 、m】旨昇常率均高子腰同正常有,

斉男Ⅲ均有究↓1学意文 (X2値 分ガ」力 16711,1917,30701,均 P<001)。高mL圧和高血粘

的友生随午除的増 K!1!上升逸勢。

5多 内芸 LoJsuc逐歩同月豆示 性 男J、年船、次酒、高血サ氏、的】旨昇常与肥lll有若密

切的大系 (OR他 分男」力 3015,1093,1304,2892,2880,P<005或 P<001)。

33



劣沿

十夏ルt並人群超重率、Bヒ伴率己姓丁較高水平;超 重、肥Bf尤其走中心性肥lll,足高血

圧、高血糖、血脂昇常的重要危崎因ヌ,崩制定相成的防治策略,預防和控制肥畔症的友生。

オフィスワーカーの肥満の蔓延状況と血圧、血糖、血脂関係の研究

陳莉tl 宋 輝 塩 飽邦憲 強 艶 揚 恵芳 陳 楠 楊 建軍 陶 秀娼

要旨

目的 寧 夏におけるオフィスワーカーの体重超過、llB満、中心性肥満の蔓延状況及び

相関する危険要因に対する理解と、血圧、血糖、血脂 レベルの関係の検討を通 し、全自治

区の肥満問題について予防と治療の戦略及び計画のための科学的根拠を提供する。

方法 対 象となる団体からサンブルを抽出する方法で、定期的に寧夏医科大学「|1属病

院で健康診断ができる寧夏銀川、銀)南 部、銀川北部政府組織、企業、事業所単位の職員

を対象とし、アンケー ト調査及び身体測定、実験室での検査を行 う.

結果 1、
一般情況 今 回、資料が全て揃つた被験考は2224人 で、その内男性が 1413

人、女性が 811人 である。平均年齢は(4086± 1132)歳 で、平均勤続年数は (187± 1088)

年である。文化程度は中学卒業程度 236人 (106%)、 高校卒業程度 319人 (176%)、 専

門学校卒業程度 697人 (313%)、 大学卒業程度 874人 (381%)、 大学院修士課程修了程

度51人 (23%)、 博士課程修了程度2人 (010u)で ある。婚姻情況は既舶 960人 (88113%)、

未婚 224人 (1010%)、 離婚 31人 (139%)、 配偶者との死別 9人 (040%)で ある。調

査対象者を20代 、30代 、40代 、50代 、60歳 以上という5つ のグループに分けると、20

代 361人 (162%)、 30代 745人 (335%)、 40代 672人 (302%)、 50代 278人 (12500)、

60歳 以上 168人 (76%)で ある。

2、年齢、性別別にみる体重超過者の比率、肥満率、中心性肥満率 調 査対象者の内、

体重が超過 している人の比率は 353%、 1巴満率は 967%、 中tWは肥満率は 4667%で あ

る。男性における体重超過者の比率、肥満率、中心性肥満率はそれぞれ 4487%(634/1413)、

1309%(185/1413)、5449%(847/1413)、女性ではそれぞれ 1887巧(153/811)、37%(30/811)、

2355%(191/811)で あり、男性がこれ らの病気になる比率は女性より高い (χ2分 別ヵ

15238、 5206、 27418,均 Pて001)。 男性は 50代 と40代 のグルーブにおいて体重超過

者の比率、肥満率、中心性肥満率が一番高いが、女性では 30代 の初めから増加の傾向に

あり、60歳 以上のグループが トップとなった。

3、年怖、性別別にみるJ要周 りのサイズ平均 男 性オフィスワーカーの腰周 りは平均

(8657± 879)cmで 、50代 が一番大きく、女性の腰周 りのサイズ平均は (7869± 878)

cmで、年齢が上がるにつれて腰周 りも大きくなる傾向にあり、60歳 以上で トップとなっ



た。

4、 体重超過及び1巴満 と、血圧 ・血糖 ・血脂異常の関係 体 重超過者 と肥満患者は、

前圧、血粘、血脂異常率の値が標準体重の人たちよりも高い。中心性肥患者は血圧、血精、

血】青異常率の値が腰周 りのサイズが標準である人たちより高く、その差は企て統計学上の

ま味があった (χ2値 分男Jヵ 16711,1917,30701,均 P〈001)。 高血圧 と高血粘の発

生は年齢が上がるに従つて上昇す る傾向にある。

5、 多要因 Logisticによる逐歩回帰 性 別、年齢、飲酒、高血圧、血】青異常 と肥満

には密接な関係があつた。(OR値がそれぞれは 3015,1003,1304,2892,2880,P〈 005

或 Pく001で ある)。

結論 年 夏におけるオフィスワーカーの体重超過者の比率や肥満率はすでに比較的

高くなっている。体重超過や肥満、特に中心性肥満は、高血圧、高血糖、血脂異常に対す

る重要な危険要因であ り、予防や治療のための戦略を定め、肥満症の発生を予防する老、要

がある。

中国省問協作衣並声並化盗菅的展牙一宇夏回族自治区移民区同宇

鎮武河村的菌草戸此化空菅力例

i 姉 谷口先冷

島根大学生源資源学部

1987年故単牙放以来,中 国盗済由汁克」笙済向市吻究沸驚交,随 者盗沫的父ltr本部浩

海地区巧内部北路地区的キ】E越来越大。什対送本や差lLE,1996年5月 ,国 先院召牙了全国

扶貧拐作会波,会波山台了全国池同内的西省/市対日打扶政策。其中,十夏同族 白冷区 (以

下筒称臼汗i区)与相建省込成対日訂扶桝作夫系。与此同時,衣立声立化盗青作力地区振X

対策也得到了相庇的友展。所i胃な並Ⅲ並化空菅就定,促避衣岸品的生声!l」
付告,把 夜Hとそ

背由家庭盗菅軒化力′と並夕R奴盗菅,引避新的生キ技木与盗菅方法,杓建十なⅢ並与代ブ'`夕R

奴的llJ作ヽ夫系。

本lR告就向イi区l」補建行之同的時地区地域振米政策,足対吊庄移民区的由草声並化笙

菅的特反避行研究分析。Tl車声
:H″

走地域振X政 策的具体表班之一。所博由学技木,就 足進

用由車llll軒非基端l~育用由舟1弥用歯技木。甘夏的歯車生芦始子 1998年。1998年召汗的西

行区 (相建省/臼冷区)党 政嫉合会波決定次稿建な立大学引避歯車我情技木,由 衣大派遣

技木員李l向十慎,彰 日1共,原 )‖ヽ「X,海 原晏等地区述行拭汗や。在拭和成功的基tlu上推ナ
｀
到了

全区。由此ⅢE明歯車Ⅲ並的友展在段木資源t・R乏的白治区不足没有可能。

問十牧走相建竹和白治区共同投資在1白治区水利条件夕r的地区建成的。問十快作力西行

区的移Lt棋竜基地子 1997年 7月破■劫I,建 成 r1998年 9月 。次丙同十鎮 300多公里姓

的内古曇搬迂移民 22万 人。在柿建省次林大学技木員的指予下歯車Ⅲ並得到了相皮的食



展。本稿以問十僚武河村力例,研 究分析了移民区技木驚移的友展情況。

本眼把地域振X政 策中的問 jそ防定在政策上的支援作用倣力外部原因,研究分析了位丁

武河村 |「地 500市菌事神柏基地的友展情況。力此,本報告在 2008年 8月 家地凋奇的資本|,

《携手創路沖/山!LL学 互助対日扶貧十年回望》一il'以及作年度忠祭報告的基拙上逆行了

採入考察。牡而在内部原因方面,考 察了由岡 j:祢定迷成的技木拷移,4菅 方式以及骨理方

法。

以ド定由此祝点出友,対山十拐定的具体展升:①省同拐作中的問十力定;②対問j4村

武河村歯車Ⅲ並化空菅原因的分析:③移民|ヌ技木宅移方式的友展道If;④移民区油草声:並

化盗菅的作川及特坂。

寧夏回民族 自治区間寧鎮武河村の集落移転による菌草産業化経営

を実例に一

王韓 谷 日憲治

島根大学生物資源科学部

1978年の改革開放政策により、中国経済は計画経済から市場経済になり、その発展

により東部沿岸地域と西音F内陸部の格差が大きくなつた。このような格たにたいし、1996

年 5月 に国務院が全国扶貧協力会議を開催 して、省問協定という中国全上の地lht振興政策

を提出した。その中の一つは寧夏回民族自治区(以下自治区)と福建省の間で協力関係が突

かれているのである.こ の省問協定による政策はもう一つの地域振興栄である 「農業産業

化経営Jと 結合 して推進されていった。この 「農業産業化経営Jと は、農産物の生産 ・販

売を促進することにより、農業経営を家族経営から産業組織経営に転化 し、新 しい生産技

術と経営を農業に導入するために、農外産業と農家組織が協力関係を構築するものである。

本報告は白治区と福建省の問で行われている広域の地域振興政策、特に、集落転移に

よる菌草産業化経営の特質を明らかにする。こうした政策の一つの具体的な現れは、問寧

協定の中の 「菌草産業Jに おいてみられる。「苗草」技術は、「木のかわりに草、植物資源

廃葉物などで食用菌と薬用南を栽培する技術」である。年夏苗草生産は 1998年から始ま

った。1998年に高省医(福建省。自治区)党・政府連合会議の決定により、福建省農業大学

の菌草技術が導入され、大学からが技術負を派遣し、PAR寧鎮、彰陽県、原州区、海原県な

どの地域で試行 した。この試行の成功に基づき、自治区各地に広がった。それにより、商

草産業が半乾燥地帯で原木資源のない自治区に可能となるものである。

問学鐘は、福建省と自治区が共に投資して白治区の水利条件のよいところに建設 され、

この杉付基地が両省 ・区の扶貧協力の模範工事になった。1997年 7月 から 1998年9月 ま

で自治区賀蘭Hlの下の河岸に新 しい村が作 り上げられた。300数キロメー トルから離れる



占吉県から杉住者を22万 人が引つ越 し、問寧鎮に定化 した。福建省農業大学からの技術

者の指導に基づき、菌草生産が発展されている。本稿では間寄鎮武河村を実例とし、こう

した集落移転による技術移転方式の発展実態を明らかにする。

本報告では、官問協力 とい う地域振興攻策による関寧協定から見出した「政策支援J

という外的要因について、武河村における500畝(ムー)の菌車種植基地の発展状況を明ら

かにする。そのために、2008年 8月 に実行 した突七調査の資料 と共に 『携手鋳輝煙 聞車

互学工助対日扶貧協作十年「」望』、各年度の作業レポー トに基づいて考祭 した立)のである。

続いて、聞字協定による技術転移、経営、管理方法といつた内的要因を考察する。

このような視点から、以下のように、O省 問協力による寧鎮協定について展開 し、②

問寧鎮武河村菌草産業化経営の存続要因について明らかにする。③続いて、より具体的に

集落転移による技術移転方式の発展i凸程を明らかにする。そして、④集落移転よる由卓産

業化経営の役宮|と特質をり|らかにする。

夫健洞

摘要

宇夏盗済振米与人口可持袋左展

赤な海

イ
十夏大学政法学院

条十:不利地 て,十 貞姿沸振栄,人 口可持生友展

!夏 特男J走南部山区属子条件不利地1て,十 夏地姓中国内北干早地帯,生 ぶ不境硫]」,

南北両根差昇大。北部守1黄津区,白 占以来う貴河水白流群沌、可捕
“
大 卜賞河常!曳

"。

南部山区人晏山大洵深、交通不便、な立基仙薄弱、K川 千早供水、な立化デど手大吃坂,サ

人衣it紫体生活水平低,部 分代Lく奄今近没有撲脱多f四,約大部分姓子温他除段。南部山区

特殊的自然条件崎生悉弥境,戸重影噛了衣立的伐展ちな民生活水平的捉高,影陶了南部山

ズ姿済RJ友展和小康71会建没的歩伐。す夏地姓内部少数Lt族内怖地区,受"史 和白然地理

等条件的影愉,ケ 夏整体姿済友展慢,対 外牙放水平低, 1並基仙湾弱4税 炊双オllk能力孝,

第二声並父展慢,吸 納就J″人口少,れ 盗済社会友展的述l■中,与 沿滝地区井rE日追加大。

新中国成立 6o年来,十 貞在盗林社会 に速友展的同吋,人 日也得到了快速的友展,人 回数

量由建回初期的 H9万 ,増 K到 日前的 610万,人 口云反也得到了扱大的提高。但在人口友

展述TT中こ存在肯多向題。前如南部山区人口与同族人口|は生率
7Rl高、増 氏述快,人 四奈反

大大低子全国平均水平,地生人口性男1'ヒ倫高,流功人目的十支」生育管理!i作基仙比較前弱,

人口i十七管理妹合清理k数 机制尚末形成,人口可持争友展的早向机制与ネL公保障机制食軒

不け年1影陶若十夏盗i斉的振メ均人目的可持夕友展。在木来的サし十年,十夏将而臨若人口

忘量、ウ)功通い人日、老午人同大幅増加的二人人日高峰,十 皮面帖若うよ功就立、社会保障

lt力持空加大的挑成。因此,在 加快十夏を済社会交展的同時,必須促遊十夏人目的F丁持空



寧夏経済の振興と人口持続の可能な発展

蘇 東 海

寧夏大学政法学院

キーワー ド: 条 件不利地域 寧 夏経済振興 人 口持続可能な発展

要旨

革夏、特に南部山区は条件不利地fnIに属 し、生態環境がlrL弱で、南部と北部の格差が

大きい。北部は苦から今まで、女河の水によつて濯漑を行 うことができるため、「天下の

黄河にが寧夏を宿ませているJと 言われている.南 部山区にはブ(つの県があるが、山が大

きく谷が深いため交通が不使で、農業の基礎がRrJく、早魅が連年続き、FRl水に頼った農業

生産を行つているため、農民全体の生活 レベルが低く、農民一部は貧困からまだ脱出して

いないし、大部分の農民が温飽 (冬は余り寒くなく、食事ができるぐらいの最低生活レベ

ル)段 階にある。そして、南部山区の特殊な自然条件と生態環境が、この地域の農業発展

や農民生活の向上、経済の発展、「/J康ヽ」社会を作るスピー ドに強く影響を及ぼ している。

寧夏は西部少数民族地域に位置tンているため、歴史や自然地理など不利な条件で、全体的

経済発展が立ち後れ、対外開放 レベルが低い。また、産業基盤が弱く、担税力も財政力も

55い。そ して、第二次産業の発展が遅く、就業人日が少ないために、経済社会発展におい

て沿海部との格差がますます大きくなった。新中国が成立してからの 60年 来、年夏では

経済社会が飛躍的な発展を遂げたと同時に、人口も建回初期の 119万ブ、から、現在の610

万人まで飛躍的に増加 し、教育レベルを大いに高めた。しかし、人口成長の中で諸P局題が

起こった。例えば、南部山区の人口と回族の人日出生率は高く、増加が速すぎたため、教

育レベルが全国 レベルより大幅に下回つている。また、出生人日の性即|の偏 りも大きく、

流動人日の計画出産に対する管理政策が不備で、長期にわかる有効な管理体制がまだ形成

されていないので、持続可能な人口成長の客引メカニズムと社会保障メカニズムが十分に

役害1を果たしていない等が、寧夏の経済振興と人日の持続可能な発展に影響 している.こ

れからの数十年間に、年夏は人日総数、労働力人日、高i締者人口が大幅に増えるという三

大人ロピークに直面することになり、また、雇用就業と社会保障の圧力がますます大きく

なりつつあることへの批戦に直面 しなければならない。そのため、学夏は経済社会のを展

を加速すると同時に、人日の持続可能な成長を促進 しなければならない.

利用遇感技木測塁大面釈森林的生物塁

米 康 充

島根大ヤ生物資源科学部生ぶイ境科学科



人面釈森林塩以↓特別走作力森林生物量的双↓量手法,向 使ll■空机載型漱光拍描快

(しlDA R)。用逮汗Ⅲ使器可以同Bl湖1蛍地表的析高(DTM)和1村危lrll n3林高(DSM),我 11状

Dl M力l DSM的 高度差可以草握森林的生同体釈(DCHM)(国 1)。男一
方面,随 若近年来

PC処 理能力的高度化,也¬f以来川数字lr■空拍撮的圏像的手法,次空拍四像中得出巧LiDAR

方法汁堂的同祥故果。近可以利用迂去的航空照片,将 林地被采伐吋的 DSM没 定力 DTM,

httl DCHM的 変化。

一
幅航生X4片可穫常ブL平方公里的沌同,円此,ll■生回片双1量法近合述行ナL平方公里通

同内的塩ll l,但ll行惚大怖逮祥大池同的塩弧↓吋,就 得使1日数白平方公里的人'と■屁。人)と

]!狂ALOS Ji装栽的 PRISM作 感器可以25m的 消晰度同い対二介方向逆行犯双1くほ 2).

通述立体解析 PRISM作 チさ器的数据,可 以得山与航空四惚同祥的 DSM放 果。所以,

川 PRISM十 算出 DSM,41推 定式 (四 3)推 定||」生ぶ堂.力 始llL PRISM的精度,可 以与

航空四片推定的生本主逆行比較。PRISM舟 1航空国片的択斉如国 4所 示,速 充分抗明了

PRISM利 用的可能性.

在十曳,根対得す」迂去的航全国像和逆去13可逆行立体解析的¬泉数据。可走,■保地

常的森林没有被林冠覆荒,状 L査可以看到地面,所 以通迂立体解析可以同け現双l DSM和|

DTM.色 :能述行立体解析的■局中有 ALOS/PRISM,返 有高解析度■見。今后,我 ↑!要研

究使用逮些コ!ん4在十夏述行森林塩双1的可行性。

国 l17」高棋型

OCHM Vo unlt(n、コ`町

国 3 DCHM‐生物童交換式
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リモー トセンシングを用いた広域森林のバイオマス計瀕J

米 康 充

島flt大学 生物資源科学部 生態環境科学科

広域の森林計担」、特に森林バイオマスを計測する手法として、航空機搭載型 レーザス

キャナ (LiDAR)を用いる方法がある。この LiDAR計測では地表面標高(DTM)と樹冠面標高

(DSM)を同時観損1することが可能であり、DTMと DSMの差分から森林空間体横 (Dα側)を 犯

握することが可能である (図 1)。DCHMはバイオマスと相関が高いため高精度でバイナマ

スを打t定することが可能である。
一方、近年の PC処理能力の言i度化に伴い、デジタル航

空写真測量手法を用いて航空写真からLiDAR計測と同様のDSMを作成することが可能とな

ったt過 去の航空写真を用いてtl・地が皆伐された時点の DSMを DTMとみなすことで、DCHM

の変化をモニタリングすることが可能である。

航空写真は 1枚 で数 km2程度の範囲をカバーするため、航空写真Rl量子とはこの数

km2程度の森林モニタリングには適 しているが、さらに大陸レベルの様な広範囲をモニタ

リングしようとした場合、数百 km2をカバーする人工衛呈の活用が不可欠である。人工街

星ALOSに搭載 された PRISMセンサーは 25m解 像度で三方向の同時観測が可能である(図

-2)。PRISMセンサーを立体解析することで航空写真と同様に DSMを作成することが可能

である。そこで、PRISMを用いて DSMを作成 し、推定式(図 3)を用いてバイオマスを推定

した。さらに、PRISMの精度を検証するため、航空写真から推定 したバイオマスと比較 し

た。PRISMと航空写真の謀差は図 4の様になり、PRISMの利用可能性がげlらかとなった。

寧夏では、過去の航空写真や過去の立体解析可能な衛星データを入手することは困難

と考えられる。しか し乾燥地帯の森林のように、林冠が閉鎖 していない森林では地表面が

上空から見えるため、立体解析を行 うことでDSMとDTMが同時に観測できる可能性がある.

立体解析が可能な衛星には ALOS/PRISMの他、高解像度衛星もあるs今 後は、年夏でのこ

れらの衛星の利用可能性について研究を行いたいと考える。

図、1標 高モデル 図 ‐2 ALOS/PRISM



（ｉ
ｔ
４
■

〓
Ｅ
コ
ｏ
，
コ
局

ぁ

的

Ｗ

ｍ

抑

如

。
0て'IM Vo unc(m haう

図、3 DCHMパ イオマス交換式 図 4 PRISMと 航空写真の:ヒ較

沿西部円瞬也E聖充安釣 鉢 利益ネト催机制的邪境法律新正与規制

白利洋

j4夏大学政法学院

夫鍵洞  lt部 民族地際1,生悉安仝,生 ぶ利tiイト倍,杯 境法律折正

摘要

我国内部民族地区忘体 に属 Jt条件不利地区,生さ安全走逮些地 てすと域振X与 可持禁友

展的基軸和前提。生悉安全由理念交力行動的必要途作走格生本安全法制化。賞イリ《死法》

和 《民族区域向治法》午法律対しく族 白l‐地方輸出自然資源拾予生悉ネト怯的別定,中 央実施

内部大T友 以来,成功的実践了週耕込林力主的生悉イト佳机制,但'こ市深八lh~筑生ぶネト償和[

制的這川池同。我国内部民族地区山r其 特殊的地理位置及其イ境現状,文次定了西部地区

生本安全保障走我国整介生悉安全的重点、根本与核心。建立健全内部民族地区生悉不境利

tiイト倦机制定促避成国条件不利地|ヌ区域折凋友展的重要挙措。生本ネト怯机制就走以改普或

恢笈生志ス坑服み功能力日的,以 盗済手段力主,同 整相夫利ii者 (保伊者、破亦者和1受市

糟)利益分配夫ス的一神制度安引|。内部生ぶ安全向辺r―生的i要 根源在r友 展能力n,交囚

七不足.力此,需 要完音我国FIN境法律的跡正与規制功能,対 内部地際!采取生ぶ利ヰiネト倍和

傾↑1保P,以 宴列対弱勢生本利:i的東止平衡;近需旭迂弥境法イ1制度机制解決llt部とく妖地

区|サ珠的自然資源叔屈同赳、不境資瀕井友利1増行理均杖利行使的沖突符宴怖向題.完 き弱

者利益ヤト催与傾↑1保)机 制,特男J需要理順国家財政4 移々支イ」的方式均途作,宴17t対西RS地

区
“
特男14西牲

"利
益的防凋。消除貧凶lj空ナ生さ安全走 lL部地区実現可持装友展的前1/t基

仙i lt部地区生窓利益ネト棲机制的弥境法律竹止与規制た内部地区生ぶ安全和可持な友尺的

切安需要,更 走不境法汗i与社会和は的必然要求。



西部少数民族地域における生態保全と生態環境利益の保証に関す

る環境法律の改正と規制

白 利 沐

寧夏大学政法学院

キーワー ド: 西 部民族地域 生 態安全 生 態利益補償 環 境法イト橋■F

要旨

わが国の西部少数民族地域は全体的に条件不利地域に属するが、生機保全がこれら

の地域の振興 と持続可能な発展に対する基盤及び前提となっている。生態保全を理念から

行動に変えるために必要な方法は、生態保全を法律化させることである。「憲法Jや 「民

族区域自治法」等の法律を実行するのは、民族自治地方における自然資源輸出への生態補

償に関する規定であり、中央が西部大開発政策を実施 して以来、「退耕還林Jを 中心とす

る生ほ補償体制の実践に成功 したが、生態補償体市1の適用範囲を更に広く広げる必要があ

ると思われる。西部少数民族地域は特殊な地理条件と環境状況により、西部地域の生態保

護がわが国の全体的な生態保全の重要なポイン トであり、根本であり、核心でもある。西

部少数民族地域の生態環境利益の補償体制をつくることは、わが国の条件不利地域のHIHl和

的発展のための重要な方法である。生態補償体制は生態システムの機能を改章し回復する

ための主な経済手段として、利益関係者 (保護者、破壊者と受益者)の 利益分配関係を調

整する制度計画である。西部における生態問題は発展能力の欠乏と不足を主な原因として

発竺するので、弱い生態利益に対する均衡を実現させるために、わが国の環境法律の矯正

と規制機能を完備 させ、西部地域に対して生態利益補償と傾斜保護政策を取らなければな

らない。また、環境法律制度によって、西部少数民族地域の特殊な自然資源権の所有問題、

及び環境資源開発の利用管理 と権利の行使 との衝突などの現実問題を解決する。西部地域

の 「特別犠牲J木」益に対する調整を実現するために、弱者への利益補償 と傾斜保護メカニ

ズムを完備 し、特に国家財政の移転的支出の方式とルー トを整えなければならない。資lfh

克服と生態保全は西部地域が持続可能な発展を実現するための前提と基盤である。西部地

域への生態利益補償体制に関する環境法の改正と規制は西部地域の生態保全 と持続可能

な発展のための緊要であり、環境法治と社会調和のために必要な要求でもある。

守夏干早荒漠区苦豆子内生諏飯劉菌的備逃及其抑菌物辰研究初報

願労「受

宇夏大学校学院

苦豆子,内 生匂]菌,諏 加,姉 逃,抑 菌物辰夫健月



摘要

通迂弧1定歯体及胞外分泌物抑菌活性,状 354株 苦豆子内生知由中姉逃||1対貴爪枯拳

lll、 /rr茄枯萎病和茄子ll芸病由有絞択諏加活性的lll株。対抗体「活性豆材的 KDB342歯 株

的胞外抑山物反逆行初歩研究,祭 呆表明:KDB342菌 株胞外分泌物抑菌活性最高稀杵倍数

力 100倍i其 抑由物販貝有
一
定的イヽ穂定性,100°C処理 10mlll lTJ有部分抑由活性,120℃

川J完全文矢活性:其 抗由活性物辰力蛍白楽物辰,可通道(NH4)2S04登析和泳綿,75%硫 酸

牧他和十度提取的粗低白抗山活性最眠。

寧夏の早魃荒漠区における苦豆子 (Sophora alopecuroides)の内

生飯販 (Screening Antagonistic)細菌の選別 とその抑菌物質に関

する研究初報

顧沖筆

年夏大学農学院

キーワー ド:苦豆子 (Sophora alopecuroides) 内生細菌、故放、選別、抑菌物質

要旨

ネW商体と細胞外分泌物の抑菌活性を渡1定することによつて、354本の苦豆子(Sophora

alopecuroidcs)のScrecning Antagonistic細菌の中から胡瓜立枯病、 トマ ト立枯病、茄

子立枯病の菌に強く抵抗する菌株を選別する。抗菌活性の優れた KDB342菌株の細胞外抑

菌物質に対する初歩的研究を行つた結果、KDB342菌株の細胞外分泌物の抑菌活性は最高

希釈倍数が 100倍である場合、その抑菌物質は一定の熱安定性をもつ。100℃で処理 した

場合 10分間はやはり部分的に抑菌活性があるが、120℃の場合、活性は全てなくなる。そ

の抗菌活性は貨白類の物質であり、(NH4)2S04の塩分析 と濃縮の方法によつて、硫酸アン

モニウムの飽和度が 75。

退耕逐林工程埼宇夏南部山区衣村空済持額麦展研究

表 朱

`J'夏
大学盗済管理学院

夫礎  司 退耕近林,枚 村盗済,持 幾友展

摘要

!貞 南部 地区i地 面釈占全区的 536%,人 口占402%。送里気1味子早,林車柏被稀少,

水i流 失戸重,皆 走全国最貧四的地区之一。実施退耕逐林■科 9年 来,生 ぶイ境得到最孫

故音。と到了保持水i、 遍券水源、凋■気候的目的,初 歩実現了111変祭、水変清、紫雨不

成火、泥i不 出洵的論理日林,同 吋取得了明最的生本放益力1社会数益,有 力地促述了退耕
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区衣民収入的増 K,力 !夏 南部山区な村笙済的可持幾友展葵定了良夕r的基軸。本文根据有

大盗弧1凋奇資料,対 ヤ夏南部山区的彰門、原州、内吉、海原、盗池、同心、と源、隆徳等

8曇 (区)的 退耕近林情況PR妹調査,川 洋実可卒的凋査数14避一歩珂述了退耕述林逮取怖

大的生さi iIT対肖地生ぶ、使村空済和4/K民生声生活的影H向科度,在分析退耕近林 に程対十

夏南部山区衣村空済的影的的基拙上,提 出了避一
歩稔妥継避退耕近林(車)1 lIT建波,友 展

后狭声J比促避なL《増岐,大 力友庭労外資沸,多途行驚移衣村剰余労功力,整 合資源,友展

生悉旅済Hヒ竹避一
歩実現【村を済可持鉄友展的サt点恐考意兄。

退耕還林プロジェクトと寧夏南部山区の持続可能な農村経済発展

に関する研究

衣栄

や夏大学 経 済管理学院

キーワー ド:退耕還林 農 村経済 持 続可能な発展

要旨

寧夏南部山区は土地面IIrにおいて全自治医の 536%、 人日では 402%を 占めている。

この地域は気候が乾燥 しており、林草植生が少なく、水i流 失が激 しい全国でも最 も資 し

い地域の一つであった。しか し、退耕還林プロジェク トを実施 してからの 9年 来、生態環

境が顕著に改善され、水土保持、酒養水源、気候調節という目的を実現 した。そして、は1

は緑化され、水質も浄化され、暴雨が災害にならず、表上の流失を抑えるという治理日標

も実現した。化態効果と社会効果を遂げ、退耕区の農民収入をPEl加させて、草夏南部山区

の農村経済の持続可能な発展のための固い上台を築き上げた。本文では関連する観察調査

の資料を基に、寧夏南部山区の彰陽、原州、西吉、海原、塩池、同心、輝源、隆徳など8

県 (区)の 退耕還林状況を追跡調査し、詳細且つ正確な調査データにより、退耕還林とい

う偉大な生態プロジェク トが地元の生態や農村経済、農民の生産生活に与えた影響を深く

論述 ・分析 し、退耕還林 (草)プ ロジェク ト建設の更なる確実な実施、継続産業の進展に

よる農民の収入増力い、労務経済の発展、農村の余来Ⅲ労働力の多ルー トによる移転、資源整

合、生態観光業の発展などといった持続可能な農村経済発展にネ|する幾つかの参考意見を

提出した。

求声和社区参埼土地退化防治項目的自属行動机制約建

☆」乗1市

西北退化生さ系統恢笈l」重建教育部重点実発生



摘要

賀土山本麓走 j夕 実施生恋移,t Ll■的重点区域,土地迪化防治与人た1不境的故筈た空

持当地可持袋友展的市要向赳,) 大`科技人員和群森共同探対、模索,忠 努il11了以声」比常功

十地速化防治、以術弥空済友展生ぶTl kJと的思路1将■地退化防汗トカなtt生活故き西大i

勉今合起米,走 可持幾友展的道路。首先以稀挟水資源的■豹和合型利用力出友点,通 迂綱

整′
や・並今ホをJ,尤 其足通迂政ll扶持水戸追求利洞的,と並如葡笥声並、山学,と並舟味 独立等,

llt少なア
｀
生汁対水資源的迂度依敗,建立健全社区衣P友 展的夕R多(机和,増颯枚P的 友展能

力,述 mj在ネilえ居次上改善公共波施、自然不境,加 眠人居不境整汗i,形成i地 退化防冷与

人居不境約改善的良性互功。逮本や以政府扶持なデヨ追求利凋的声並顔 日力引早,什対不lwli

地英型,1来年■並帯功11地退化防治,依卒術不空涼促伎代並笈合生悉系統空持可持装化友

展,建 没人与自然和渚亡1我持会友展的ネL区,定なP和 社IX参ち土地退化防治頓日的白応行

功机制。

農家とコミュニティが参加する土地退化防止プロジェクトの自発

的行動構造の形成

劉乗儒

寧夏大学 西 北退化生態系統回復と再建教育部重点実験室

年夏大学西部生ほと生物資源開発共同研究センター

要旨

賀蘭山の東麓は寧夏自治区が実施 している生態移民プログラムの重点地域であり、こ

の地域が持続可能な発展を維持するための主要な問題は、土地の退化防止と居住環境の改

善である。多くの科学技術研究者や住民が共同で研究 ・協議 ・模索した結果、産業によつ

て土地の退十ヒ防止を促 し行環経済で生態型農業を発展させるという考えをまとめ、土地の

退化防止と農民生活の改善という2つ のテーマを結び合わせ、持続高r能な発展の道を模索

している。まず、極めて少ない水資源の節約と合理的利用を出発点として、産業構造の調

整により、特に政府が支援 し農家が利潤を迫求できる葡萄産業やきのこ産業、養殖業など

の産業によつて、農家■計の水資源・ヽの過度の依存を減少させる。そしてコミュニティご

とに農家が発展できるような健全な組織を作つて農家の発展能力を増強させ、コミュニテ

ィ内の各公共施設や自然環境を改善して居住環境の整備に力を入れ、i地 の退化防止と属

住環境の改善の良好な相互作用をもたらすことが重要である。このような、政府の支援の

もとで農家の利潤を追求する産業プロジェク トを引き金として、さまざまなタイプの土地

に対し、産業が土地の退化防止を促すということと、循環経済による農業の複合的な生ほ

系の持続可能な発展の維持を頼みとし、人と自然が共に発展を支え合えるようなコミュニ

ティを建設することが、農家とコミュニティが参加する土地退化防止プロジェク トの口発



的行動になるのである。

内蒙古杭錦后旗双店鎮埜半村与主布和沙漠治理数果的調査与分析

夫礎洞

摘要

李キ青

内蒙古姉沌大学弓克思i文 字院

内蒙古,杭 綿后放,双 店偵,鉢 ■村,与 土布和1沙漠,ヤi理

屯土布和1沙漠足全国八大沙漠之一,風沙走咳地区最上要的自然火告。■査」現在,与比

布和沙漠冷理形勢依 日戸峻。宅寛通迂対抗怖后旗双店慎継■村宅土布和1沙漠的二次大切模

清理敷果的凋合貸班,1999年 以来,由 干国家加大了投資力1堂、建立了けヒ投完苦的管)制

度、IL泥進川了科学技木牛原因す逮里治沙放果特男J豆材、沙官基本上得到了玲制ヮ2007

年,雛半七社述成力全旗生悉建没示通点。送些成功的盗覧或ヤ能力其他地方治沙提供有補

付雄。

内モンゴル杭錦後旗双廟鎮継豊村におけるウランプハ秒漠の治理

効果についての調査と分析

李キ青

内モンゴル師範大学 マルクスi義 字院

キーワー ド:内モンゴル 杭 錦後旗 双 廟鎮 継 豊村 ウ ランブホ砂漠 治 理

要旨

ウランプハ砂漠は中国 「八大砂漠Jの 一つであり、風と砂が当該地域の主要な自然次

告である。現在まで、ウランプハ砂漠の治理状況は依然として厳 しい。筆者は杭錦後旗双

廟鎮継豊村における三回のウランプハ砂漠に対する治理の結果を調査 し、1999年以来、

国が投資を増や したため、比較的完備された管理制度が制定され、科学技術を幅広く利用

したので、治理効果が非常にFFl若であり、砂災害が基本的に抑えられたことが分かつた。

2007年 、継豊村七社は全旗の生態建設のモデルになった。これ らの成功経験は、他の地

方の治砂に有意義な参考となるだろう。

状我国医庁ユ生親劇及国内外健康声並左展看我区取並技能人オ培

兼的重要性

弓水牛

十夏大学内部友展研究中心



夫鍵洞

摘要

中国正在制定
“
他康中国2020"戯時規支」。状

“
健康中□2020載略規支1″的キ1定1可

以千111中口建投健康管理新型,4■1及干展健康管理、売展健康服先,と逆的全月‖ IヽK近性。

故+升 放以来,3′曳同族白汗1区在空済文化和人民生活水十方面部有了イ良大Tf皮提高,医庁

]生 条件有了イ史大改善,尤其在此領域有着独特的Lt族医庁文化仇勢及帰資力主,次貫牲承

しt族仇秀に庁文化、秋級友展健康管理新型学科,大力培非民族健康管理新型行Jと以並技行と

人オ,た 対国家
“
fkl康中国 2020"戯略朔党」的釈級的減和対 白清区党委政府夫子加収我区

以並技能人オヤ井教育方什lltK策的具体落宴。劣合我区地lat人文科技杯境条件,在午合型大

学高等以立技木学院及以上大学牙波健康管理新十並,端非培J‖輸送健康管理者‖比合格以立

技能人オ,有 数服先千我区及笙済文化焼迷省市医庁健康服外体系,定 我IX友展健康声並、

提高人Lく生活水平、保障健康、コ防疾病的主要途作之一。也足文明li会和廿、人本精神的

釈根落宴。

我が国の医療衛生計画と国内外の健康管理産業の発展から寧夏回

族自治区における職業技能人材育成の重要性を見る

馬束華

年夏大学西部発展研究センター

キーワー ド:医殊 計 画 健 康 管 理 産 業 年 夏回族白冶区 職 業技能 人 材育成

要旨

中国は今 「健康中国 2020戦略計画」を制作 している,「健康中国 2020戦略計画Jの

制定から、中国が健康管理という新型学科及び健康管理の展開と健康サービス産業を発展

させる総合性 と長期性が見出だされる。改革開放以来、年夏回族自治区では経済文化と自

治区民の生活 レベル面が大幅に向上 し、医療衛生条件が大きく改善された。特にこの分野

では独特の民族医療文化の優位 と教育者の優位を有 している。彼 らは民族の優秀な医療文

化を受和ヽぎ、健康管理 とい う新型学科を積極的に発展させ、民族健康管lleといぅ新14職業

技能 人材を育成することで、国家の 「健康中国 2020戦略計画」の呼びかけに応 じ、自治

区党委員会と政府による寧夏卜1族自治区職業人材育成に関する方針政策を共体的に実行

に移 している.白 治区の風土と科学技術の環境に基づき、結合性大学と1芍等職業技術学院

及び職業大学において健康管理という新しい専攻科日を設け、寧夏回族 自治区及び他の経

済文化の発達 している省・自治区の医療健康サービス部門に健康管理分野の優れた技術人

材を送 り出 して健康産業を発展させることは、健康を保障 し、わ気を予防 して、国民の生

lTレベルを向上させる主要な道の一つてある。これは、文明社会の調和と 1人を基本とす
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る」という人本精神に対する実践でもある。

中国二十年来扶貧貼息貸款的実施与挑戦一―基干対湖南吉首和貴

州六枝地区的綱研埼考察

旅怖
!湖

岳
2

1北束!l!商大学そ済学院2中 国人民大学盗済学院

作青根据対貴)‖ヽ六14地区、湖南吉首地区代村金融和l小叡信貸情況的実地凋■、対中国

扶貧基金会小叡信貸部、社科院衣村友展研究所衣村友展扶貧基金会、ヤ市■中tヨ(PLnet

Fhance,法国,NGO」 額ヽ信伐帆粕)、安州六松地区扶賓基金公変四衣声能力建没支持中

心等小叡信貸机胸、貴州六枝地区な村扶貧み和信川社、対衣村友展舟な村金融十家学者的

坊同,非 参考現有文献資料,対 2008年之前的中国扶貧蛸定貸款政策逆行了思タキ1'卜対資

金入P率 、購准性和貸款回収率逮二奴指析対資金進行数率避行了分析。分析次力:地方政

府和水立銀行的空済問t7j和扶貧目林的沖炎、扶貧貼″急貸款的相利性低利率、h督 机制的敬

乏、よ子政治社会因烹考慮的松解的貸款回収制度以及賓閣衣声白我夜展能力不収辻成 了中

国扶貧llh忠貸款存在資金投向不合理、什対日析備移,以 及貸款回収率低二大主要 河辺。

作者根掘対小額信貸拭崎的凋研1家合所調研的机粕和|キ家意兄i対逆
一

歩故ll扶貧貯

息貸款資金進行取率提出了建波:

(1)不 断探索幣盗沸功能和扶貧政策功台と行数劣合的使用方法,避 一
歩提高扶貧姉息

貸款資金進行取率。力捉高扶貧資金的と行取率力1扶多r教市,2008年 1月 23日 ,iR4国 先

院同意,国 分院扶貧か、只オ政部、人民銀行、根h会 峡合 卜友了 《大 J・全面故単扶貧姉忠貸

款管理体制的通知》,決 定全面故車扶貧貯″息貸款管理体市|。根据通知1中 央格扶貧帖息貸

款管理叔FRド放,扶 貧伏款和1賄″8変 金状由中央管理,故 力由行、晏管理‐金融lL粕山述去

独家承担扶安貸款任外的な立根行,ザ大到所有白尽参与扶貧 |!作的銀行並金融机胸。我イ↑!

次力可以在此基拙上述 一歩加大改革力度,扶貧貸款並分HT山衣立銀行午有基居円点的問並

泉行,次 村信用社,出‖政憶畜銀行竹金融机粕,村 牧促行、貸款子公司、な村資金互助社午

新4!衣村金融机胸,以及小411貸秋究袈光杯参考,中杯机杓方能承担扶貧貸款任第井扶取一

定13イト帖資金,通道党争llt避資金的使用牧率,増加各机柏的釈扱性、同時,こ歩建立起担保、

風&ネト借和1激励机制。

(2)力防t卜扶貧比中息伏款的初‖用和竹対日椋群体的愉移,可 以考慮建立公共四オ政体系,

将扶貧蛤息1/t萩(包括其他財政扶貧資金)夕」入財政諏算,出 合財政性扶父資金統
一

管理か

法,資金的分配按照法律l・庁避行;推 行扶貧貯息貸款監管信息系統,対 扶貧蛸息貸款状中

央到省、曇乃至到村避行全流程的盗管,実 施戸格的規劇管理:建 立銃故考汗制度,実 行向

テ1通 道制度没汁社貧国代声参ち4Nl販日逸拝,実 施,距 luZ和坪付lt l■去。



(3)格な村的井友式扶資驚化力以社会友展力中心的坂焚,加大対衣村生本ヨく境逆没,

基n‐t没施定波,社会保陸体系、医庁保崎体系以及教育等的財llk支持,逐歩故変貧凶地ぽネi

会、空林、文化的落后状悉,政 l13扶資部↑J要神助父囲衣デ'状当地実際山友,友 展通虚市場

需求的本Ⅲ非殖立以及小!|:商立,要加颯対衣デi的信忠服外、技木和技能培)、 判告服鉢,提

高資凶な声有放使用」扶貧川息貸款的能力。

中国二十年来の扶貧低利息融資の実施と挑戦―湖南省湘西吉首地

域と貴州省六枝地域に基づく調査研究

]【市
1胡

霞
2

1北 京工尚大学経済学部 2中 国人民大学経済学部

報告の構成

一、研究の意義、仮説 (課題)と 研究方法

工、中国の農家が扶貧町檀公款 (扶貧利定、融資)に アクセスできる比率、ターグッ ト

と貸全回1又■

二、扶貧貼サ自、袋款 (扶賓低利虐融資)に アクセスできる比率、ターグ ッ トと資金回収

率が低い原因について

四、NGOや マイクロクレジッ トが (扶貧低斥1虐、融資)に アクセスできる比率、ターゲ

ッ トと資金に1収率

五、政府扶貧補L4」によるマイクロクレジッ トと財政扶貧資金による社区の 自己管理モ

うずルに′⊃↓ヽ
~ご

六、おわ りに

一
、研究意義、研究課題 と研究方法

1、研究意義

1978年 以来、中国の農村経済改革は、急速な経済成長 と政府の扶賓政策によって、

農村部で著 しい貧困高1減の成果を上げてきた。 し か し、200o年 以来、中国農村の貧囚の

減少年は大幅に鈍化 した。宮困緩和のための政府補助金の融資は中国資困削減戦略の重要

な構成要素であつたが、長い間農家の融資へのアクセス比キ、ターゲ ッ トと資金回収率が

低いことは注 目されてきた問題である。扶貧岨息1/V秋(木1定、告1引融資)の 運営効率を高め

ることは極めて主要である

2、研究課題

(1)地 方政府 と農業銀行の経済 目標 と貧囚削減 日標 との間には矛盾がある。扶貧嶋

定伏款の福利の低金利、監税メカニズムの久如、政治社会的な考慮に基づいたTT4い債権回



没,

三社

,あ

提

収システム、貧困農家の自己発展能力の弱さによって、投資方向の不合理性、日標の不適

切と低回収率という二つの問題が起こつている。

(2)NGOのマイクロクレジットの方法を参考にして扶盆岬F定、貸款を実施することは、

資金へのアクセス率、ターゲット、資金回収率を高める効果的な方法である。

3、研究方法

フィール ド調査やインタビュー、データ収集

湖南省湘西苫首地域と貴サ‖‖省六枝地域に基づいての扶貧岬i虐、伏款 とマイクロクレジ

ットの調査研究 ,中国扶貧基金会マイクロクレジット自!、社会科学研究院農オ十開発OF究研

究所農村開発扶貧基金会、Planet Fin3nce China (フ ランスの N60の マイクロクレジ

ット機関)、貴州省六枝地域中国扶ヶ基金会マイクロクレジント機関、貴州省六枝地域政

府貧困事務所、貴州省六枝地域農村信用協同組合で訪問、農村開発と農村金融の専Ptl家や

学者でインタビュー。

二、中国の農家が扶貧wi息貸款 (利息告1引融資)に アクセスできる比率、ターグット

と資金回収率

(1)農家へのアクセス比率

1987-1991年 の間、貴州省黄平県の 80%以 上の扶貧融資は企業にチャネ リングされ

た。直接農家に与える資金は僅か20%だ けであった。その他の県に与える扶資資金がも

つど少なかった。2001年、湖南省は 23の国家指定貧困県の農家に対 して、2400万元の政

府補助金の融資を与えたが、それは憧か 1年間政府補助金の融資総額の 35%に しか過さ

ない。国家監査局の報告書により:2002年 、国家扶貧開発の重点の県の貧因緩和のため

の補助金の融資は交通、工業、電力、通信などの産業に入れた、農家への政府補助金融資

は前年比で縮小 していた。

(2)タ ーゲット

農家への政府補助金融資は主に養殖農家あるいは農民企業家に与えられた。

国家統計局の報告書の指摘では :200i年 と 2002年 、農家への政府補助金融資のタ

ーゲット対象の中で、貧囚世帯の害1合は、それぞれ 358%と 438%で 、非貧困世帯の告1

合は、それぞれ 642%と 562%て あった。貧因世帯は債権の 32%(2001年 )、4048%(2002

年)を 得ったが、非貧困世帯は債権の 687)(2001年 )、5952%(2002)を 得った.

(3)資 今回収率

農業銀行の統計によると、19871991年 の間、政府補助金の融資返済率は僅か 207%

に過ぎない、その うち、の県や郷の企業のの返済率は農家の返済率よりも小さいぃを004

年 6月 末に、中国農業銀行農家によるマイクロクレジット(返済不良)率 は 70%だ った。

三、扶貧wi虐、伏款 (利虐、害1引融資)に アクセスできる比率、ターゲットと資金1呵収千

が低い原因について



インタビューによると、その原因は次である。

(1)地方政府や農業銀行の経済 目標は扶貧 目標 との矛盾、

(2)扶貧貼虐、伏款の福利の低金利、

(3)監祝メカニスムの欠如

(4)政治社会的な考慮に基づいた緩い債権回収 システム、

(5)省困償家の 自己発展能力の弱さ

′日、NGOやマイクロクレジッ トが (低利忠融資)に アクセスできる比率、ターゲッ ト

と資金回収キ

2001中国扶貧基金会マイクロクレジッ ト事業のユーザーの 70%以 上は国家指定の絶

対的貧囚ライン以下の農家であつた。

200320 0 6年 の間、貴州省六枝地域中国扶貧基金会マイクロクレジッ ト回収率は モ

99 0800、 91 38・rt、 97 92%

2 0 0 1  2 0 0 4年 の問、湖南省ltB西古首地域マイクロクレジッ トEHI収率は 913%、852比、

91 26 、ヽ 91 57偽。

年夏扶資与環境改造センター,1996-2009年 6月 末までに、年夏|卜池マイ クロクレ

ジッ ト事業は、|1池県と同心県の 10郷、70の行政村、218自然村マイクロクレジッ ト事

業を実施 した。2009年 6月 末までに、5565名に与えた。その うち女性 5550名 99%を 占

めた、中間層 と低所得世帯農家数は全体の 925%を 占めた。20012002年 の間、マイク

ロクレジットは 10研とい う高い回収率 (返済率)で あった。20062008年 の問、自己金扇虫

機関の稼働卒 10315%、 9876拓と 10386%であった.2009年 には 180%以 上に進すると予

想 されている。

資困肖」減効果か ら見ればは、 千元を融資すれば、77669元 を増やす ことができる。

マイクロファイナンスのプロジェク トに参加す して二年後の平均 した家庭 73%以 上もう

増加lした。

五、政Tf扶貧補助によるマイクロクレジッ トと財政扶貧資金による社区の自己管理モ

デルについて

1996年以降から、地方政府困扶貧弁公室や婦人会は N60の マイ クロクレジッ ト事業

の経験を生か し、扶貧岬t息伏款を使つてマイクロクレジッ ト事業を試みた。

1998年 8月 まで、政府によるマイクロクレジッ ト事業は全国で 22省 の 605県 で展開

した。融資資金総額は合計 6億 に達する、1998年に投入資金はすでに 10億元以上に達 し

ている。その うち、厳西省、雲南省、四川省、広西チワン族 自治区 と貴州省の規模が比較

的に大きいっ調査によると、い くつかの政府マイクロクレジッ ト事業は、高い回収率を示

した。2006年 には、貴サ|1省六枝地域扶 貧弁公室のマイクロク レジ /卜 事業の返済率は

100%で あった,1999年 に、中央政府は地方政府に対 して、マイクロクレジッ ト事業に千



渉しないことを指示 した。それによつて、マイクロクレジットの実験は次第に縮小 した。

2001年には、ごく一部の地方政府の貧囚削減弁公室が依然としてマイクロクレジット事

業に干渉し続けていた。

これまでの扶貧資金管理体怖1の問題を解決するために、「学夏扶貧環境改造センターJ

は統池県王楽井郷省記畔行政村三道井自然村で村 レベルの財政扶貧資金社区自己管理モ

デルを実践した。そのモデルの資金は、中国財務省 と日本国際協力銀行の共同出資による

ものであった。その資金は、扶貧資金礼区参加型の自己管理の仕組みや手順を実践 し、扶

貧資金の漏れを減少させるために用いられた。また、中国の広大な地域の扶貧資金の管理、

使用、監督、および評価モデルを適切にし、同時に農民の組織づくりを強化 し、村民によ

る村レベルの公共事業の管理への参加を高めるために用いられた。全ての資金が融資の形

態で農家に与えられ、扶貧資金の管理、使用、監督、評価システムの実行により、地方幹

部や非貧因農家、企業による資金の独占が減少 した。「学夏扶貧環境改造センターJの デ

ータによると、以 Lの実践により企村の 92%の 農家が融資を借 りることができ、資金が

扶貧層に達 した率は極めて高かつた。それによつて農家の経済収人が増え、さらに婦人が

融資資金の管弾に参加するようになり、村 レベルの公共事業の管理に参加する村民の能力

を高めた。

六、おわりに

政府による扶貧wi虐貸款効率を向上させるために、本論文は以下のことを提案する i

(1)農業銀行、農村信用協同組合、郵便貯金銀行、村の銀行は、少額融資の企業、

マイクロクレジット機関NGOのマイクロクレジットプロジェク ト運営の経験を参考に、政

府補助金の融資を実施する。

(2)財政扶貧資金を地域社会での自己管理を実施する。

(3)農村の開発は扶貧から社会を展を中心とする貧困緩和 ヽと方向転換 し、農村の

生態環境改善を強化 し、インフラ整備、社会保険システム、医療保険システムおよび教育

などを財政的に支援 し、貧困地区の社会 も経済 ・文化的な立ち遅れの状況を徐々に変えて

きた。政府の扶資部1呵は貧困農家の現実から出発 し、市場の要求に適応する養殖業や副業

を発展させ、農家に情幸Rサービス ・技術 ・技能育成、販売サービスを強化 し、貧困農家が

扶貧貼息貸款を有効に利用する能力を高めるべきである。

基干SPOT‐VGT的 宇夏挫池曇近 8年生悉耶境功悉路測

夫健洞

摘要

杜又通 李 国旗

(十夏大キ西北退化生本系究恢寅巧重建省部共建教育部重点安地七)

生ぶ不境,SPOT‐VC,運 感,生 悉治理!|:TT,金池晏
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力好作十夏益池曇近年来生悉杯境反量的変化,核 文利用最新的 10d合 成 SPOttVGT

NDVI数 据,合 成最大化柏枚指数(MNDVり和年平均値被指数(YMNDVめ ,井 納FHl生池晏的

件水数掘,分 析丁 1999-2006年同 MNDVl力 IYMNDVi的 変化。同時,逐用一元全性円周

分析法llt rll了遠 8年 来毎イ`象元 MNDVI和 I YMNDVI的 変化造弗。MNDVI的 変化超勢立

示,在 1999-2006年登池曇lA紋1地颯改善的面釈力6 345 km2,古忠i地 面釈的 7327%,

i何出現道化的面釈力 1 449 km2,只占思i地 面釈的 16720/0,YrvlNDVI的変化超勢也最示,

1芭被山班改善的土地lal釈大1・14枚出現退化的ittlll釈。祭合分析斧呆表明,十 夏埜池曇

1999年以来整体生悉不境処]1女r4r状本,量 然有部分年冷受戸王子早影lllnl出現柏彼退化,

世整体上すじ表柏被才始増加,生ぶ弥境升始改善,己Ⅲl竹了20世究 90年代生志杯境悪化的

ナョ↓面,井 矛始最露山一定的無御自然欠告的合と力。

SPOT一VGTに基づく寧夏塩池県の 8年 間の生態環境動態に対する監

視測定

札霊通 李 国旗

算夏大学 函北速化生態システム回復 と再建教育部重点実験室

キー ワー ド1 生横環境 SPOT VGT リ モー ト センシング 生 態治理工程 塩 池県

要旨

近年来の年夏塩池県における生は環境性質の変化を評価す るために、本論文で|ま最新

の 10 d合 成 S P O T  V G T  N D V Iデー タ 、合 成 最 大 化植 生 指 教 (M N D V l )、年 平 均 植 生 指 数 (V M N D V [ )、

及び塩池県の降雨データを利用 し、1999から2006年にかけての MドDVIと YM卜DV[の変化

を分析 した。また、一
次線形回帰分析により、8年 間の象元 MNDVIと YH DヽVJの変化動向

をシミュレーションした。その結果、MNDVIの変化動向として、1999年から2006年のPHI

における塩池県の価生改善両横は 6345 km2で俗土地面積の 7327%、上地i呈化面積は 1449

km2で終土地面積の 1672路であつた.し かも、YttDVIの変化動向では、植生が改善 した

土地面積はlLg生が退化 した土地面積より大きいことがけ|らかになった。総合分析により、

年夏塩池県では 1999年以来、全体的な生態環境が良好状態に1向かっているという結果が

出ている。ひどい早魅の影響て植生の退化現象が起こつた年もあつたが、全体的に見ると

植生が増え始め、生態環境が改善 しつつあり、20世紀 90年代の生態環境の悪化をせき L

め、また一定の自然災害抑制能力を持つようになったことが示された。

民族地区衆村芳功力特移与衣批現代化建没問題研究

田F千

西南大学

53



iT

拍

I司

己

本研究通迂対民族地区ナ劫力的特移的緒述力1分析,深 入花猟民族地区イ々究的文化川

合、社会外杓、宗教信仰系統年相夫問題対民族地区的な村友展模式、例代化的管理机制所

形成的影的和1作用。井通道対しく族地区的介案社IX研究,在痛射大的区域文化背景 ド,友班

衣村机制的改革和1次J″現代化友展的必要性。

民族地域における農村労働力の流出と農業現代化建設問題に関す

る研究

|コF千

西南大学

本研究では、民族地t「Itの労働力の流出に関する叙述と分析を通 し、民族地域の伝統的

文化概念や社会構造、宗教信仰システム等に係る問題が民族地域の農村発展モデルや現代

化管理メカニズムに対 して与える影響と作用について深く掘 り下げる。また、民族地域の

各コミュニティ研究を通 し、影響が及ぶ地域の文化背京の下における農村管理システムの

改革と農業の現代化発展の必要性を見出した。

衣村芳功力就批形悉的変化――当地求民和衣村的夫瑛

泉同木介 井回隆史 高様英

研究背景

由子中国な村辻剰的労劫力向城市和|な村以外的地方拷移,早 致了其せ行並急刷友展,

同吋な村的貧凶問題也因此而得到安解。日本在盗済友展道IT中同祥也存在者以労功力特移

来解決な村迂宋」人目的問題,由此使城市和末並以外的行並得到イ良大的友展。由子日本的代

村人ロー宜在不断地避入城市,因此早致了一宜支rtr着な立和1水村的なH比雑示人的欲欠。特

別是条件不利l13地区,逮 介同赳更加明豆。

以此力壌,件 随若盗済友展,地 区同和キ並同的ウ,功力竹移,不 彼走空済,近 要大注な

民LJ本地区妹密劣合的変化。要在条件不利地区実行可持劣友展,維持走当規模数章的な民

是最基拙的先決条件。男外,根据本地区な民以及地区状況,来 充分利用管理模式系坑オ走

定向可持空友展的捷行,能 け最便捷雑承速些的恰恰走当地的水民。

根据上述況点,有必要以1堂当地な民和|な村結合的』皮。遠祥的択皮不使足メ」断当地使

民すし根衣村的持妓性的依据,也是刈断炊外部来的志応者域者走出去后文返夕的なとく足否成

力未来な村管理者的依据。首先/EL本次研対会上,我 将根据 08年 8月 在以十夏臭忠市河兵

済村力中心的北部液|モ凋研的劣果,外 合 09年 9月 対問原市彰働曇末民所微的人ブ`河答凋

査,以 及対当地衣民和衣村々合方面的双察,対 其劣合的颯朝TT度的以1当方法微以 下服告.

調査



j=曳的災忠市 (地奴市)的 河宋済村走高民忠市中心有 20分神的千1.的地方,日 距え

武市孜近,た 一介打 li通勤交通便利的地区。男外我次力由チ地姓肥沃的平原地常,当地代

立有若得大独序的自然条件。

同原市彰岡曇付子山区,虫地姓貧凶地区,lE作カー
介在恢夏自然ITN境和克服貧四西方

面都取往1丁成就mj受世人嘱日。曇城trt枚ィ良小,当地衣民以外出打 1!力主。因力降水童被少1

又た向陵地帝,代 立的自然条件足役FF峻的。

連 的介地方的条件対照性イ良班,彰m曇 的凋査地走介力丁克服貧囚、恢隻自然外境両実

施生悉杉lt項日的地区。作力研究的対象地,量 然逐存在若不少疑 ・l,但通逆本次凋奇,述

走迷剣了ll子出成以1定的相夫性数据的日的。

夫験

大体■投定力:①与十地的夫城②均地IX社会的夫峡③均夕illt境的大峡。①衣Lく以科

地力中心対十地意沢方面的夫峡〕送―点可能均日本衣民対i地 的意iサt有若根本的不同。②

水民をj肖地的如多t、十日、交友等方面的夫転。在凋奇地,不 像在日本児到的刃「祥,木 ↓せ参

加 R々り(性活動和地区と管相大性n3折功役少,参加介人舟宗教性的活動反而イ良多。③宜怯接

受夕i自 然舟風俗刃傾的倍承和1白蒙。

農村労働力の就業形態の変化 ・住民と農村のつながり

来m恭 介 `井 日隆史 `高杵英

研究背景

これまで中国では農村の過宋1労働力が都市―農外部PlへT4/助す ることにより、農外部

門の急激な成長 と農村における貧困問題の緩和がなされてきた。同様 に日本の経済成長ia

程においても労働力移動による農村過乗1人日の解消 と都市―農外部門の成長 とい う現象が

み られたが、 日本においては農村人日の流出は留まることな く続 き、農業一農村の維持―

管Jt■の担い手確保が問題 となるまでにf~つたJ特に条件不利地蚊においては問題が頭著で

あるこ

そこか ら鑑みるに、経済成長に伴 う地域間一産業間の労働力移動に際 し、経済的側面i

だけではなく、地域 との結びつきの変化に対 しても注iまを払 う必要があろ う.条 件不利地

域における持続可能な発展 とは、適正な規模の住民を維持することが基礎 となる。また地

域住民により地域状況にF日して発展 した管理システムを利用することが持続的発展への

近道であ り、それ らを継承 しやすいの もまた地域出身考であろ う。

上記の視点か ら、地域住民 と農村 とを結びつけているもの とその強度を計測す る必要

があると考える。その強弱は地域居住の継続を判断す るだけではなく、外部か らの支援千、

成いは Uタ ーンによる将来の担い手化 といつた離村者への期待を判断す る材料になると

考えられる。まず今回のセ ミナーでは、寧夏において 08年 思月に行つた呉忠市河渠済村



を中心とした北部濯漑区での農家ヒアリングおよび 09年 9月 に国原市彰陽県で行つた農

家ヒアリングに基づき、村と住民とを結び付けていると考えられるものを 「つながり」と

して概観 し、それ ら 「つながりJの 強弱の計測方法について報告する。

調査

寧夏地方都市である呉忠市の河渠済村は市中心部から路線バスで 20分 ほどであり霊

武市にも近く、通勤兼業が比較的容易な地域である。また肥浜な平野部に位置 し農業につ

いても比較的条件の良い地域と思われる。

回原市彰陽県は山問部に位置し、貧困地常にありながら、自然環境のFHl復と貧困克服

を両立しつつある県として注目されている。県の都市の規模は小さく、農民の農外就業は

出稼ぎが主である。また降水量が極めて少ない丘陵地帯がつづき農業も非常に厳 しい。

これら■地域の対照的条件は興味深いが、彰陽県の調査地は主に貧困克服 と自然環境

の回復のため移住が推奨されている地域である。本研究の対象地 として適当か疑問が残る

が、今回の調査は計測すべき関係性の種類の導出までを目的とした。

つながり

大きくは①土地とのつなが り②地域社会とのつなが り③郷土環境 とのつなが りの 3

つを想定している。①は耕地を中心とした土地への意識と関わ り方であるが、日本 とは土

地に対する意識が根本から異なる可能性がある。②は地域の組織 ・行事等への間わり方、

地域内の交友関係などである。調査地では日本で見られるような組織的な活動また地域運

営に関する住民参加の機会は少なく、個人や宗教によるものが大きいようである。①につ

いては郷上の自然や風俗習慣への誇 りや愛着などを直接的に取 り上げたい。

宇夏西海回地区芳勢空済友展研究

HLl」秀耐

イ
テ夏大学 ・島llt大学国怖取合研究

夫礎珂  労 第4済 ,与i功力驚移1西 海同地区

摘要

十夏西海昨1地区自然不境悪劣,末 村究泌稀敬,末 民云疲倫lR,]i衣立生すと落后,盗 沸

社会友展努慢,次 民収入差,こ逆地越大,再 加上次」と比較収益的に ド,以 及第一″立就Hと生

Fl桜其有限,提 高衣民収入問題 自然而然地演変力如何合理解決代村宋l余労効力的就並同

赳。因此,因 勢利専友展,H部貧凶地区衣村労先笙所定拷移衣村富余力功力,増 加衣,t牧人

的重要途作。日前,′jr夏7H海同地区な村人口己迷到 203万人,「1「忠人回的 91%す 末村宮

余力劫カー百多万人,[iT労劫力忠せ的 506%。 労外輸出作力
“
鉄杵庄稼

"巴
被各奴政府高

度互祝,井 輸定力増加夜民岐入的一取硬任鉢来完成。伴随着盗済舟1社会事セ的友展,十 夏

西海同地区的労第愉山 |!作取得了K足 友展,労 先岐入己!hな民人均究収入的三分之―以



上,成力増加衣民収入13主要途作。本文在珂述了西海同地区労外塗沸友展特点的同時,分

析 r力外盗済友展的浦力,即 市場浦力、放益淋力和友展淋力。

寧夏西海固 (西吉、海原、固原)地 域の労額 に跡 る研究

韓秀麗

吊根大学 年夏大学国際共同研究所、寧夏大学西部発展センター

キーワー ド:労務経済 労 働力移転 西 海回地域

要旨

年夏西海回地域は自然条件 ・農村資源 ・農民の素質の 3つ の条件が悪いことから、工

業 農業の生産が立遅れてお り、農民間の格差がますます大きくなってきている。また、

農業の比較収益が低下してお り、第
一

次産業への就職が限られているため、農民の収入を

高めるという問題は、いかに農村の余乗1労働力を合理的に解決するかという問題の方へ自

然と移行 してくる.つ まり、西部貧因地域に対応する農村労務経済の有利発展とは農村の

宋J余労働力を移転することであり、これは農民の収入を増やす重要な方法でもある。現在、

宇夏西海回地域の農村人口は 203万人に上り、総人日の 91%を 占めているが、その内農

村宋1余労働力は百万人余 りで、総労働力の 506%を 占めている。労務輸出は既に 「鉄杵

l■稼J(工 業に従 trして稼 ぐ)と して各クラスの政府に重視されてお り、農民の収入を増

やすための呆たさなくてはならない任務として認識されている。経済と社会事業の進展に

伴い、年夏西海固地域の労務輸出事業は長期的な発展を遂げ、労務収入が農民一人当たり

の純収人の三分の一を占めるようになり、労務輸出事業は農民収入を増やすための重要な

ルー トとなった。本論文は西海固地域の労務経済の発展特徴を論述すると同時に、労務経

済発展の潜在力、つまり市場潜在力と効果と利益の潜在力、発展の潜在力を分析 した。

科技創新与宇夏西海回地区衣村空済増来

弓何げ

!夏 大学 ・島根大学回応取合研究所

夫提洞  科 技避歩,な 村,空 済増 K

摘要

科技 tl歩均奄」新,足 衣村盗済増K的 原功力,走衣村盗沫保持功本友展的必要条件。建

波社会主文新衣村,友 展衣村盗済走中心任外,増加衣民収入足核心Fl■,故 章な村i本 不

境走重要永l‐L。要実現在並持空増放,衣 民持空増収,必 須依幕科技遊歩的力営,提 高水H″

科技責献俗微,推 避衣Hレ劣胸凋整,突 破衣′工市加■Hと,延 K衣 Jヒ声並確,増 加衣■品附加

値,提 高水並比綾利益,打 年衣tt収入持供増加的些実基仙。実施内部大牙友,鎌 小内部行

区lj本部省区的空沫光世E,其 中
一

介重要的方面就是実施内部科技倒新戯略,推功 lL部省区
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的科技逆歩,提高内部的科技色」新能力。因此,地赴少数民族欠友込地区的
′
j!夏西海同地区,

な立衣村資沸要逐歩実現粗放1!向集勾型的驚交、数堂型向敷益T」的拷変,必須依筆科技逆

歩l」倒新。本文在分析近年十夏西llg同地区枚村科技創新的現状的基拙上,通 道建立 c―D

生岸函数弧!算th 1986--200S年期間核地iス田原市原川区枚並科技述歩率力 677%,J旨出

F制勾英科技e」新的因家,井根据十夏亨H海 村地区衣村盗済和1社会友展実断,提 出了促lll核

地区衣村盗済友展以及盗済増K方 式驚交的建波。

科学技術の革新と寧夏西海国地域の農村経済成長

馬麗

寧夏大学 島根大学国際共同研究所

キーワー ドi科学技術進歩 農 村 経 済成長

要旨

科学技術の進歩と革新は農村経済が成長するための原動力であり、農村経済の動態発

展を維持する上で老、要な条件である。社会主義における新農村建設では、農村経済の発展

が中心とされ、農民収入の増加が核心、農村生態環境の改善が重要な基礎である。農業の

持続的な高効率化や農民の持続的な収入増加を実現させるためには、科学技術の進歩に依

拠し、農業科学技術衰献のシェアを高め、農業システムの調整を行い、農産品加工を進め、

農業の産業進関を拡大 し、農産t倍の付加価1直を高めて、農業の比較利益を上げ、農民収入

の持続的増加のために基礎を固く築き上げなければならない。両部大開発の実施により西

部と東部の経済格差を縮小させるためには、両部科学技術の創設という戦略を実施 し、西

部の省 ・白治区の科学技術の進歩を17tし進めて、西部の科学技術の革新能力を高めること

が重要な方法の一つである。少数民族の条件不利地域にあたる寧夏西海回(寧夏の西吉県、

海原県、国原地区)地 域における農業農村経済の粗放型から集約型への転換、数量型から

効果型への転換は、科学技術の進歩と用1新にかかつている。本論文では、近年来の寧夏西

海国地域の農村技術刷新の現状を分析 した上で、CD生 産関数をつくり、1986～2005年の

固原市原州区の農業進歩率を算出した結果、677%と なった。そして、科学技術の革新を

制限した要因を指摘 し、寧夏西海固地域の農村経済と社会発展の実際状況によつて、当該

地域の農村経済発展と経済成長方式の転換を促進する梶策を提出した。

宇夏的風力沈屯CDM事 此的空済数益和耶境改善数果

恵文秀
1上

同呂武
2

1島 根大学大学院 大文社会科学研究科 2烏 根大学法文学部 法空ヤ科



1.研究採題

本次披告主要走,対 中国十夏同族白冷区的風力友屯CDM事 並 (清浩友展机制販日)

述行盗済舟弥境改善放果的分析。

夫子本次すR告的背景,i要 渉及以 ド3点 。第 1,風力友屯作力防止地球温暖化対策之

一,在 世界各地急速友展。中国可利川風力友IL資源据統】有 10化 KW,宇 夏現没有風カ

友屯机釣 700台 (忠装机容量 536万 KW)。 第 2,十 夏走中国内部大牙友攻策友展対象区

域,近 年来llr若十夏!!」比的快速友展,能 源不足成力新的環赳。除火力友屯之外,宇 夏在友

展メt力掟屯等可再生命と湖〔友屯方面也新露共角。第 3,中 国的風力友屯声並随着 CDM事 並

不 tlI友展也超子成熟。CDM ttH″,以 故音友展中国家的地球温暖化対策和促述地区盗沸友

展力日的,今 后有必要更避
一

歩把握 CDM事 並的不境故善数果和1姿沸敷益。

2調 査劣果

報告者 (恵文秀), ■2009年 9月 就有夫!夏 風力友屯CDM事 並的盗済敷益和不境

改善教呆避行了実地凋奇。凋奇単位及対象足十夏友!也集囲和十夏同族自治区イ保庁等 6

姓,以 及大田1山風力友屯|,賀 二山風力友屯「等凩屯「。通述調査,忠 今以下 3点特征。

十夏的風力友屯CDM事 」と有イ良夕r的盗済放,ic現在的十_/4風力友屯的安屯分格走 056

元/kWh(国 家指早件格在 051061元 炊Wh之 同)。lkW的 年岐入勾 1000元,lkWh的 劫ぶ

投資勾 9000元。凩力友 L机的寿命足 20そlt,初期投資 7‐8年 可以回収。所以況凩力友屯

CDM頓 日有イ良夕r的盗済放品。

山「CDMIサ〔ロヤ生的 CERs収 入対今后販 11戒4登投資サit力和生声進行成本部有着釈板

作用。如果CDM販 日注批成功的lf,可 以荻得先避的技木舟額外資金的支持。風屯項 日在

投資,1也量,上 円 L竹等方面存在若牧大的不輸定性,速格会姶項日的実施帯来風陰,述 而

影HHl取目的数補,CERs収 入有助子降低逮些不駒定因云帯来的不利影向,提 高項目的抗風

性能力。十夏現在己空友的 5介凩力友屯CDM取 日的二気化械rll排堂勾 581口屯(2009年 1

)」1日-2009年7月 20日 ),如 呆按照一崎怜格 105欧元十算,推 双J己姿狭徹 103万 欧元

的 CERs!枚入。

風力友LL可以減少!二氣化峡,二気化硫等的汚染物反的指:放。今后由子風力友屯的快速

交に,販 汁格減少更多的此美汚染物辰料「放堂。

3.祭沿

甘夏的源ヽ力波唱 CDM手 並有良女r的笙済数益和吊転的Tl~境改善敷果。但是世界各地

CDM事 並ね:実施述TT中山1・不得当的Fl境影l Hl汗分造成的不境破堺向題,項 目的追加等造

成的取日汁党J均実嬌不相吻介等同赳,そ常被掠出。通迂対速些問題的研究,対宇夏的凩力

友IL CDM手 ″ヽ1枚
一
介祭合性的ア命走今后的沢趣。



寧夏における風力発電CDM事業の経済効果と環境改善効果

恵文秀 |・上園昌武
2

1島 根大学大学院 人文社会科学研究科 2島 根大学法文学部 法経学科

l 研 究課題

本報告の課題は、中国寧夏回族自治区におけるCDM(Clean Dovelopment Hechanism)

としての瓜力発電設置事業の経済効果と環境改善効果を分析することである。

本報告の背景について3点 言及 したい。第 1に、風力発電は、地球温暖化対策として

世界各地で急速に設置されている電源である。中国のl■l力発電潜在力は 10倍 kWと推測さ

れ、車夏では約 700基 (586万 kW)の 風力発電が設置されている (2000年9月 現在),

第 2に 、学夏は中国西部大開発計画の対象地域に合まれ、近年、工業化の進展により、エ

ネルギー供給不足が懸念されている。石炭火力発電以外に、風力発電などの再生PT能エネ

ルギーの開発にも積極的に乗 り出している地域である。第 3に 、中LEFでは地球温暖化対策

として多くの CDM事業が実施されているが、その中でもCDM事業による風力発電設置が増

えている。CDMは、発展途上国での温暖化対策の促進と地域経済発展の同時達成を目的と

してお り、その環境改善効果と経済効果を把握する必要がある。

2 調 査結果

報告者 (恵文秀)は 、2009年 9月 に寧夏で風力発電 CDM事業の経済効果と環境改善

効果に関する現地調査を行つた。調査先は、寧夏発電集団会社や学夏環境保護庁など6ヵ

所であり、賀聞山風力発電所や太陽山風力発電所なども視祭した。その結果、次の3つ の

特徴が明らかとなつた。

第 1に 、寧夏での風力発電 GOM事業は十分に利益を確保できる。直近の寧夏での風力

発電による平均的な売電価格は056元 lkWhである(国の指導価格は051～ 061元 ′kWh)。

lkW当たりの年間売電収入は約 1,000元であり、lkW当たりの設備投資額は平均で約 9,000

元である。風力発電機の耐用年数は約 20年であり、初期投資が 7～8年 程度で回収できる

ことから、十分に利益を得ることができる。

第 2に 、CDM事業による CERs(Certifiod ERission RoductiOns)からの収入が事業

の リスクを緩和し、他の投資へ波及 している。CDhl事業が認証 されると、最新技術の移転

や計画外の資金援助を獲得でき、さらにCERs収入が補助財泳となり、次の融資の有利な

条件につながる。風力発電は、巨額の設備投資、安定した発電量の確保、有利な売電価格

の維持など経営上の不確実な要素をもつが、CERs収入がこれ らの要素を軽減できる。寧

夏の5つ の風力発電 CDM事業によるCERs発行量は 581万 トンであり (2009年1月 1日

～7月 20日 実績)、6103万 ユーロの CERs収入が得られたと推測 される (1ト ン=105

ユーロとして換算)。



第 3に 、風力発電によつて二酸化炭素や二酸化硫黄などの汚染物質の排出量を削減す

ることが可能である。今後も、風力発電の設置が計画さオlており、さらなる排出肖1減が見

込まれている。

3 結 論

亭夏での風力発電 CDH事業は、プラスの経済効果と環境改羊効果をもたらすことが明

らかになつた。だが、世界で実施されているCDM事業には、不適切な環境影響評価による

環境破壊や、事業の新規追加性の問題など事業計画と事後の実態に乖離が生じている事1711

が多く指摘されている。これ らの問題点の検証などを通 じて、年夏でのCDM事業の総合的

な評価を行 うことが今後の研究課題 として残されている。

日本島根具出云市山区代洲綜合症的友病率調査―一日本内科学会

及厚生芳功省的珍断椋准

十莉
1益

他ナF先
1,山

崎ll之
l,協

建年
15,'「

河御
3,11!回

1ケ平
3,益
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1島根大学医学部不境預防医学,2病 悉病理学,3第 二内科学,41衛床栓令医学,514夏 医

科大学

摘要

緒言

炊所周知,膜 島素無抗 (族島ス依敵型粘振取昇常)埼 内は1!肥岸的人衆集多神病理

状ぶt高快島女丁『症、高月日卜1昨血症、低高密度脂室白胆卜1悼巾症,高 血圧等等。患有送些

代明i早常的人1伴,易 友生心血官友病。い1此,1999年 1吐界P生 4t致定文逮些病理状悉力代

朔i徐合症,丼 提出了相夫的預防措施。至此,日 本厚生ウケ功省在老午健康保健法的基ndl上,

大幅修政了市偵村実施的健康椅FI内容舟保健J旨早的措施与歩jf,両」よ2008年4月升始,

実行以健康保崎召1夕力実施主体的、|1対生活刃慣病的特定健康池奇和1特定保健指早。厚生

労劫省公布 F特 定保健指早対象的姉奇和逃拝析准,通述特定的健康粒査,早期友班代現す綜

令症人梓及后各人絆,以特定的保健指平逃行4 人`的特/Jl取防指予和生活方式改善指早。本

文中采用日本内科学会等夕R奴制定的面向日本人群H3珍断llN准和i厚生労劫省逃定的適用子

山Rl地区居民的析准,来 lluHす研究代萌1祭令症的友病キ,明 愉地分析、指明核地区的友病特

征。

対象和1方法

2006こ 2008年,在島根曇出云市推合,三 刀圧和佐IJ張,以 20夕 以上的居民和労功者

力対象実施丁健求凋奇。生,夕状悉下核受全部粒奇llt男性力 913人、女性 1124人,合汁 2037

人,対 逮些人岸的健康洞奇数据逆行了分析。

今央!j対造

「



依据日本内科学会等 R々夕制定的面向日本人群的珍断析准,核地区代拐!綜合症的友病率

男性力 124%、女性力 8%。而上在咳山同地区壮年労功者男性州程患内症打4肥牌lll代洲祭合

症的校多。依据日本厚生労功省逃定的杯准本次特定保健指早対象中,大 勾 36%的男性需要

接受特定的保健指早和1健康教育 以 日前所得出的出云二偵的Lヒ率来推双1日本全国的状況,

販汁到 2012年,全 国格必須力 300万人提供特定保健指早,究 400万人需要接受井形成健

康的生活方式教育。所以,加松対国民的健康教育和生活指早,在 力動場所建立代湖1徐合症

的防控体系最得尤力重要。

島根県中山間地域におけるメタボリックシン ドロームの有病率

王 莉
t塩飽邦憲 1山崎雅之 !楊 建 軍

1,5並河 徹
2山口修平

3益四順 -1

1島 根大学医学部環境予防医学、2病 態病理学、3第 二内科学、4臨 床検査医学、5寧 夏

医科大学

はじめに

インスリン抵抗性 (インスリン依存性糖取り込みの障害)や 内臓肥満を有する人に高

インスリン血症、高中性脂肪血症、低 HDLコ レステロール血症、高血圧が重積することが

知られてきた。これらの代謝異常を重積 した人は、心血管疾患に罹患 しやすいことから、

世界保健機構は 1999年にこうした病態をメタボリックシン ドローム(MS)と名付け、その

予防を推進 している。厚生労働省は、これまで老人保健法に基づいて市町村が実施 してき

た健康診査と保健指導を大幅に見直し、2008年 (平成 20年 )4月 より健康保険組合を実施

主体 として生活習慣病の特定健康診査と特定保健指導を行 うことにした 12)。 厚生労働

省は、特定健康診査によりMSや その予備軍を早期発見し、特定保健指導により個別的に

予防することにし、特定保健指導対象者の選定と階層化を公表 している(厚生労働省版選

定基準)。MSの 各診断基準の効果や適用性については他稿 3)に譲 り、本稿では日本内科学

会等による日本人向け診断基準 4)と厚生労働省による選定基準 2)を中山問地域住民に適

用 して有病率を検討し、その特徴を明らかにした。

対象 と方法

島根県出雲市中山間地域において、20068年 に 20歳以上の住民および労191者を対象

に健康llln4査を実施 した。そのうち、絶食状態で身長、体重、ウエス ト囲、血圧、血液生化

学的検査を受診 した男性 913人、女性 1124人の計 2037人について解析を行つた。

結果 と考察

日本内科学会等による日本人向け診断基準によるMS有 病率は男性 124%、 女性 8%で

あった。中山間地域でも働き盛りの男性では内臓肥満および MSが 多かった。厚生労働省

選定基準により、今回の特定保健指導対象者のうちに 36%ぐ らい男性が積極的支援又は
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動機づけ支援を受ける必要があつた。また、この選定基準によって得られた出雲中山問地

域での害1合から推定すると、2012年には全国では積極的支援 レベル対象者は 300万人、

動機づけ支援 レベル対象者は400万人ぐらいと考えられる。このため、国民への健康介入

教育、職場や地域ではMSへの予防対策の樹立が重要と考える。
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