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本研究では、現在進行している地球温暖化の影響により乾燥する地域が増えたことで、農業へ

の大きな被害が現れている中国に着目し、その農業環境の再生を考えた。一部地域で拡大して

いる砂漠化を減少させ、黄砂や砂嵐などによる農業被害を抑制するためには、農業を通じて緑

地化することが有効な問題解決になるかを検証した。検証方法は、緑地化のメリットを探ると

ともに、灌漑の必要性も併せて考えた。過去に秋田県の栗田定之丞のような、緑地化に取り組

み成功させた偉人もいることから、そのノウハウを応用できないかも検討した。実験として、

実際に植生の有無による飛砂量の差について調査し、体感的なデータを収集した。さらに緑地

化した土地で栽培する作物は何が適当か検討した。結論として、緑地化することを前提として

その土地を活用して作物の栽培を行っていくことで、農業を用いた黄砂や砂嵐の被害軽減と砂

漠面積の減少を目指せると考えた。 
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Ⅰ 問題の所在 

１ 温暖化問題について 

 私達は、地球温暖化が水資源や農作物など、自然

や人間社会にもたらす影響に着目した。 

地球温暖化は、二酸化炭素やメタン、フロンとい

った温室効果ガスが、人間の生活や産業活動で化石

燃料の使用や農地拡大のための森林伐採による緑

地の減少などで大気中に大量に放出され、大気の温

室効果を強めたことが原因と考えられ、今後も地球

規模の気温上昇が予想されている。この温暖化がも

たらす様々な影響を、世界的な協力体制で、解決策

を見つけることが必要である。 

２ 温暖化による影響 

 地球温暖化が進行することで私達が被る影響は

様々ある。主なところでは、海面上昇による低い土

地の浸水、突発的な異常気象によるライフラインの

機能停止、気温上昇による干ばつと土地の乾燥化、

それによる食糧不足、水資源の慢性的な不足、生態

系の変化などが挙げられる。私達は特に乾燥化と水

資源の不足に着目した。乾燥化においては、元来乾

燥地域であった、中央アジア、北米南西部、地中海

周辺において、さらなる土地の乾燥が進行し、人々

の生活が困難な地域が増えたことや、夏季少雨気候

の地域では、年間を通して降水量が減少している。

次に水不足については、温暖化による異常気象によ

って降水量が極端に減少し、また、地域によっては

干ばつも発生しているため、従来乾燥していた地域

では深刻な問題となっている。 

３ 乾燥による砂漠化の現状 

 「乾燥」を植物の生育が困難な地域であると私達

は定義する。乾燥している地域において、その要因

は様々である。例えば世界的な気候変動によって降

水量が極端に減少し干ばつが発生することで乾燥

することや、過度な灌漑によって土地の水分が減少

し乾燥することなど、環境的要因と人為的要因の二

つがある。環境的要因には主に温暖化が起因してお

り、その原因には海水温の上下が関係している。 

また、国連の統計によると乾燥地は耕作可能地域

も含めると地球全体で 40％を超えており、そのう

ち砂漠化している地域は乾燥した地域のうち 10～

20％となっている。乾燥化している地域には現在世

界人口の約三分の一にあたる 20 億人が暮らしてお



 

り、そこに住む人々の生活は困窮しており、さらな

る貧困を招いている。さらに毎年約６万平方キロメ

ートルもの規模で砂漠化が進行しているという調

査結果もあり、世界的にも砂漠化は深刻な問題と言

える。 

４ 砂漠化による農業への影響 

 砂漠化が進行すると様々な影響が出るが、それは

農業に対しても大きいものであり、極端な例として

は農業が出来なくなることだが、その他にも、農作

物に砂が付着することで生育不良にあったり、水路

に砂が降り積もったりする等、その地で農業が出来

なくなる可能性も出てくる。日本でも稀に九州地方

で黄砂の影響を受けることもあるが、その影響は非

常に小さい。一方、中国国内ではゴビ砂漠等の内陸

部を中心に農業に深刻な影響を与えている。 

５ 黄砂について 

 私達は身近に砂漠化が進行している地域として

中国を例に調べた。中国では国土全体の 18.1％が

砂漠であり、これは減少傾向となっているが依然と

して高い状態である。中国国内において砂漠化によ

る被害は、前述した通り黄砂による被害が最たるも

のである。中国での黄砂の被害は深刻で、それまで

人が住んでいた地域に人が住めなくなるほど、黄砂

が降り積もっている。また都市部でも黄砂によって

視界が悪くなる被害の他、炭酸カルシウムを通常よ

りも多く含む他、石英、雲母等の鉱石、さらに、カ

ビや細菌を多く含むため、気管支の疾患や皮膚炎、

目のかゆみ等、健康被害も多く報告されている。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 砂漠化の進行 

中国における砂漠化進行の原因として、気候的要

因と人為的要因が挙げられる。具体的な気候的要因

として、異常気象による干ばつの発生や飛砂が挙げ

られる。さらに、中国北西部に吹く季節風が、干ば

つによって形成された砂地を拡大させている。また、

人為的要因の具体例として、過放牧、過伐採が挙げ

られる。中国北西部では、灌漑による稲作の他に羊

など家畜の放牧が行われている。人口の増加に伴っ

て飼育頭数が増加したため、草原の再生能力を超え

て放牧されたため、草原が衰退した。さらに林間部

では、材木用や燃料用として多くの木が伐採された

ため、一部では樹木の数が減少した。 

２ 黄砂の飛散 

黄砂による被害は様々ある。そもそも黄砂とは、

砂が堆積している地域に突風が吹くことで砂が舞

い上がり、それが上空で偏西風等に乗ることで発生

する。飛砂量が増えると、農地や農作物が埋まって

しまい枯れてしまう。また前述したように、黄砂中

に含まれる細菌によって、家畜が伝染病に感染する

リスクもある。中国の内陸部にはゴビ砂漠やタクラ

マカン砂漠等比較的大きい砂漠がいくつもあり、そ

の地域の周辺部で特に飛砂量が多い地域では居住

が困難な地域もあるため、生活に多大な影響を及ぼ

している。 

 

Ⅲ 研究仮説 

1 緑地化の利用 

私達のグループは緑地化をすることでこの問題

を解決出来るのではないかと考えた。緑地化の本来

の目的はその土地の植生環境を整え、植物が持つ何

らかの機能を活用することである。また、砂漠を緑

地化する際に、その対象地域は全ての砂漠ではなく、

半乾燥地域等の土壌全体が乾燥していない再生可

能な地域も対象とした。 

２ 灌漑水路の活用 

 乾燥地で緑地化を行う上で、水源の確保は重要に

なる。対象地域が乾燥地であることを考慮すると、

灌漑方式による取水が最も適しているのではない

かと考えた。緑地化したい地域全体に水路を建設で

きれば、比較的簡単に緑地化を行えるのではないか

と考えた。 

３ 農地への転用 

 ある程度の緑地化を達成することが出来れば、そ

の土地を活用して農業を行うことも可能になるはず

である。元々は農地であった場所が砂漠化や黄砂の

影響を受け、作物を育てることができなくなってし

まったところが多い。これまで、その土地で農業に

よって生計を立てていた人達が多くいたと思われる

が、徐々に耕作地が減少していってしまい、農業を

放棄してしまったと思われる。そうような人達が再

び農業を出来るようになればと思い、農地への転用

を考えた。 

 



 

Ⅳ 秋田の偉人 

１ 砂漠の流動性 

黄砂が発生する一番の要因として、その発生源で

ある砂漠が流動性であることが影響している。この

ような砂漠は微小な風でも砂が容易に飛ばされる

ことで新たな場所に砂が溜まり、砂漠の面積が拡大

する傾向にある。これによって黄砂の被害を受ける

地域が増えるだけでなく、今まで黄砂の影響を受け

ていなかった地域にも黄砂が影響を及ぼすように

なっている。 

２ 栗田定之丞による砂防事業 

栗田定之丞は、江戸時代に秋田にいた役人である。

当時の秋田は海岸の砂が近くの村に飛散すること

で、農業が出来なくなる被害が起きていた。新屋村

では農地の３分の１が砂に埋まったこと食糧難と

なり、多くの住民が飢餓状態にあったという。栗田

は、そのような状況のなか、沿岸地域で砂防事業を

行い初めて成功を収めた人物として知られる。彼は

飛砂被害を軽減するために、幾つかの段階に分けて

砂防を行った。最初に砂防の下準備のために石垣を

設置した。次に風下の方向にグミ、ハマナス、ネム、

マツを順番に植えた。このような段階的な植林を行

うことで砂防の効果を上げた。この方法は、当時日

本各地で行われていたものだが、秋田で初めて成功

したのが彼だと言われている。この方法のメリット

は、植林する樹木の種類を食糧や薪となるものにす

ることで村民の生活にも恩恵があったことである。

また栗田は、農閑期となる冬にこの事業を行ったこ

とで成功したとも考えられている。 

 

Ⅴ 緑地化について 

１ 緑地化の定義 

私達の研究において緑地化することとはどのよ

うな状態を指し示すのかを明らかにしなければな

らなかった。どの時点をもって緑地化されたといえ

るのかは様々なパターンがあるが、ある一定の基準

を得ることが出来た。それは、緑地化を行った地域

において植生等の生態系が形成されている状態で

あり、これを緑地化が完了したと定義した。主な理

由としては、植物が自生することを目標としている

からである。 

 

２ 一般的な緑地化 

中国国内では様々な緑地化を方法が試行錯誤さ

れながら実践されてきた。 

その中で一番効果を得たものに、図１のような

｢草方格｣というものがある。これは緑地化の対象と

なる地域を幾つか区画分けを行い、その後その場所

にスコップ等で藁を埋め込むことで土壌が固定さ

れるというものである。これによってその区画内で

は土壌が飛散することは無くなるため、植生を行う

上で、基礎となる土壌を保護することに役立ってい

る。これは緑地化を行う上で準備段階に過ぎないが、

これを行ったことで先述した流動性の砂漠におい

て、作業効率が向上した点で大きな効果を上げた。

またこの後、牧草等の比較的生育が容易な食を植え

ることで植物が定着しやすい環境を作る。｢草方格｣

は藁とそれを植えるためのスコップ、牧草の種等で

実施が可能なため、費用面で安価なことから大きな

効果を得た。 

図１ 草方格による治砂・緑地化 

 

３ 実際に実施されている対策 

 中国国内で行われた緑化の方法は幾つかある。 

一つは、ある一定の面積を囲う方法である。これ

は一見草方各と同じにように思われるが、この方法

は年降水量が 200～400 ㎜の地域でのみ行える方法

である。また、一定面積を囲ったことでその区域内

での土壌の飛散を防ぐことが出来るため、一定の降

水量が確保されていることから、自然に植生が回復

するということである。 

 二つ目に、適地適作を進めていくことだ。適地適

作とはその地域の生態系に適した植物、または生活

に適した植物を生育することである。緑地化におけ

るそれは、まず乾燥に強いものを植えることが重要

となる。次にその地域で生活すると仮定した場合に、



 

食料となるものを植え、生育することが重要になる。

これと同時に持続的な農業を実施するために、農家

に対して指導や技術の提供も行っていくことが重

要である。 

４ 緑地化のコスト 

 実際に緑地化する際に一体どれほどのコストが

必要なのか。ＮＧＯが実際に行っている活動を例に

して考えてみた。あるＮＧＯでは、中国で５年間と

いう期間を設けて、北東部のホルチン砂漠で緑化活

動を行っている。この活動では直接苗木を植えてい

るが、植樹の初期段階で草方各を行っていることか

ら、大体のコストを試算出来ると考えた。この活動

では 100 ヘクタールの規模で５年間行うという計

画で、苗木に約 70 万円、その他草方各用の資材や

植生を維持するために約 180 万円必要となる。さら

に人件費等も必要なため、合計で約 800万円必要で

あることが分かっている。この金額は決して少ない

金額ではないが、しかし中国の経済状態を考えると

決して無理な金額ではない。中国における砂漠の総

面積が約 80 万平方㎞であるが、一度に実施するわ

けではないので、コスト面では実現可能だと判断し

た。 

５ 草原・森林と農地のバランス 

ある程度の面積を緑化したと仮定して、仮説でも

述べたように緑化した土地を農地へ転用することを

検討したい。その時に、全てを農地に転用してもよ

いのではないかと考えた。しかし、仮に全てを農地

に転用した場合、作物を収穫した後にその土地には

植生が残っていないため、時間をかけて緑化した土

地が緑化する前の状態に戻る危険性も十分考えられ

る。ただし、具体的にどのくらいの割合が正しいと

いうのは現状では明言することが出来ないが、緑地

化された土地と農地とのバランスを考えることは、

この先の土地利用を考えるために大変重要になる。 

 

Ⅵ 仮説の検証 

１ 植生の有無による飛砂量の変化 

 私達は実際に裸地と植生地での飛砂量の違いを

比較するために実験を行った。実験方法は、植生が

全くない裸地と適度に植生が存在する状態を容積

が数立方メートルの容器を並べ、それらに人為的な

風を当てることで、この二つの条件下での違いを検

証した（図２）。その結果が最初に示したのが図３

である。このグラフから、植生の有無によって飛砂

量に大きな変化が見られる。また今回の実験で 800

㎠程の容器内で行ったが、それでも大きな差が出た

ため、中国の広大な砂漠の面積を考慮するとやはり

植生をすることによる効果は大きいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 実験装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 植生の有無による飛砂量の変化 

 

２ 河川からの灌漑 

 降水量の少ない地域で農業を行う上では、水源の

確保は最も考えなければならない問題の一つであ

り、燥地の場合は、安定的に水源を確保しなければ

ならない。そのための方法として最初に挙がるのは

灌漑である。灌漑には多くの方法があるが、その中

から河川の水を利用する方法を提案したい。現在で

は海水を淡水化することでそれを飲料用や農業用

に使用する技術もあるが、安定的に水源を確保する

ためには多くの海水を浄化する必要があり、高コス

ト化が予想されることに加え、乾燥地が中国北部に

多く存在するため、水を運搬するコストを考慮する

と、海岸からよりも河川からの方が安価になるから



 

である。 

３ 水路網の建設 

 河川から水を農地で使うためには、それを運搬す

るための水路が必要となる。しかし、乾燥地に水を

運搬するためむき出しで乾燥地まで運ぶとなると、

途中で干上がる危険性がある。そこで、パイプライ

ンのような形式を提案したい。初期投資はむき出し

の形式に比べて高くなるが、乾燥地で安定的に水を

供給するためにはこちらの方が適している。さらに、

パイプラインを地下に敷設することで水路網を自由

に設定することができる。 

４ 適切な作物 

農地へ転用した後、どのような作物を育成するの

がよいのだろうか。緑地化したとはいえそこが乾燥

している地域であることは変わらない。そこで最初

に候補として挙がるのはイモ類やマメ類である。し

かし、一度収穫してしまうとそこには植物が残らず

緑地化の定義から外れてしまう。この問題は何もイ

モ類やマメ類に限ったことではなく、野菜類を栽培

する際に生じる問題である。そこで、一つの案とし

て果樹の栽培の可能性を考えた。 

５ 果樹栽培の有効性 

なぜ果樹を栽培するのかというと、先に定義した

緑地化の条件を満たすからである。具体的には、緑

地化された土地における草地の損失を最小限に抑

えることが出来るのである。農地を転用する場合と

比較すると、農地転用では該当区域の全てを農耕に

適した環境にしないといけないため、農地に転用し

たい面積だけ草地を損失することになる。一方、果

樹を栽培するためには、苗木を植える方法が最も一

般的だが、そのためには当然草地を損失するが、そ

の規模は必要最小限であるために、農地転用と比較

するとこちらの方が適していると考えられる。 

６ 桃の栽培 

果樹栽培にどのような作物を用いるのがよいの

か。乾燥に強い果樹は何種類か存在するが、その中

から「桃」に注目した。桃は原産地が中国であり、

栽培する際には、若木の段階を除くと少ない水でも

育つことができる。完全な乾燥地には適していない

が、ある程度の水さえあれば栽培できる。さらに、

中国国内では桃の栽培が盛んであり、栽培のための

技術はそれらを利用すればよい。また、水は灌漑に

よって引いてくるため、栽培に必要な環境は整備で

きる。以上のことから、桃の栽培を提唱したい。 

 

Ⅶ 結論 

これらを踏まえ、私達は、低コストの灌漑と草方

格を基礎とした緑地化を行うことと、その上で果樹

を基本とした農業作物の栽培を提案する。 

 灌漑に関しては、緑地化したい地域全体に安定的

に水を供給することが条件となり、そのためには河

川から灌漑用水を引いてくることで費用を抑える

と共に、水路をパイプライン方式にすることによっ

て安定供給を図る。そのためには、既存の灌漑施設

を活用するなど、安価にパイプラインを建設する手

段を検討しなければならない。特にパイプラインに

ついては、灌漑施設からの距離やパイプの材質等、

検討する事項が多岐に渡るため、この場での明言は

避けたい。 

次に緑地化であるが、これは草方格をより多くの

地域で実施していくことが前提条件にある。緑地化

の具体的なプロセスとしては、栗田定之丞が行った

方法を採用したい。これは現在も行われており、ノ

ウハウがあるからである。樹木の土地との適正を考

慮するなど対象地域に適したものを植樹する工夫

もしたい。先に述べたように生態系が形成されるこ

とを緑地化の目標とするため、10年程の期間を要

することとなる。 

その後、桃の栽培を行う。最初は乾燥に強い品種

を栽培するが、いずれは日本でも栽培されているも

の、例えば白鳳等を栽培したい。また、他にも乾燥

に強い果樹はあるので、桃の栽培が成功すれば新た

に行いたい。 

 

Ⅷ 考察 

 結論で述べたような環境を作ることが達成され

ると、さらなる効果を期待できる。一つは黄砂を当

該地域において抑制することができることである。

それによって、周辺地域においても黄砂の被害を抑

制することが期待される。次に、この地域を足掛か

りにして、その周縁部での緑化を行うことが可能だ

と考えられる。その際、果樹栽培のために既に灌漑

水路を引いているため容易に緑地化を行うことが

可能となり、さらに初期段階よりも安定して水を確



 

保できるため、より早く緑化が進行すると考える。

このプロセスを繰り返すことにより、可能な限りの

乾燥地を緑地化することができ、黄砂の飛散量を現

在よりも大幅に減少させ、乾燥地の面積を減少させ

られると考える。 
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