理念・目標等

国際乾燥地研究教育機構

沿革

国際乾燥地研究教育機構は、乾燥地や開発途上国等に関する研究・教育を全学体制で展開し、我が国トップの研究教育拠
点を形成するため、平成27年１月に設置されました。
世界の砂漠化等の乾燥地問題に取り組む鳥取大学乾燥地研究センターの保有する最先端の研究施設と研究実績を基盤
にして、全ての学部と国際交流センター、産学・地域連携推進機構など全学の教員が参加することによりオール鳥取大学の
体制で真に学際的な研究、教育に取り組みます。

運営体制等
学部・大学院

１．
ミッション
①鳥 取大学の強みである乾燥地研究センターを中心とする乾燥地科
学に関する学術的知見をもとに、自然・人文・社会科学系の教員が参
加し、全学横断の研究、教育が展開できる環境を整えます。
②海 外の関係機関等との連携を強化するとともに、鳥取大学で開発し
た技術や得られた知見を実用化し、地元鳥取の地域創生と世界の乾
燥地や開発途上国等の持続可能な開発に貢献します。
③乾燥地研究センターの機能強化を図ります。

学生の状況

２．
運営体制
①機 構長には学長、副機構長には理事（研究担当）が当たり、乾燥地研究センターをはじめ、全学部、国際交流センターそ
の他の部局との連携を図ります。
②機構の運営にあたっては、本学関係者だけでなく、学外有識者にも参画してもらい、社会に対する透明性を確保します。
③ミッション達成のため機構に推進室を置き、研究プロジェクトと教育・研修プログラムを推進します。

各種施設

３．
業務
①乾燥地、開発途上国等に関わる研究及び教育の企画・実施に関すること。
②国内外の教育研究機関及び企業等との連携に関すること。
③国際的な教育及び研修プログラムの企画・実施に関すること。
④その他、機構の目的を達成するために必要なこと。

大学の戦略
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プロジェクト等

国際乾燥地研究教育機構の運営体制イメージ
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地域貢献
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理念・目標等

International Platform for Dryland Research and Education (IPDRE)

沿革

International Platform for Dryland Research and Education (IPDRE) was established in January 2015 with the view of developing universitywide research and education focusing on drylands and developing countries, and forming a Japan’s top-level research and education center.
IPDRE is committed to purse truly interdisciplinary research and education, involving professors from various scientific fields across all
faculties, the Center for International Affairs and the Organization for Regional Industrial Academic Cooperation of Tottori University, which
is based on state-of-art research facilities and scientific achievements of the university’s Arid Land Research Center that has been working on
dryland studies such as combating global desertification.

運営体制等

1. Mission
1) To create an environment to deploy the cross research and education through
the all faculties joined by professors from the fields of Natural Sciences,
Humanities and Social Sciences, which is based on the scientific knowledge
of the dryland science built mainly by Arid Land Research Center, a unique
strength of Tottori University.
2) To contribute to the sustainable development of Tottori and other areas such as
drylands and developing countries in the world through achieving the practical
use of technical findings developed by Tottori University as well as enhancing
collaboration with overseas related institutions.
3) To enhance the function of Arid Land Research Center.

学部・大学院
学生の状況

2. Management Organization
1) President shall be assigned as an Executive Director and Trustee (Research) shall be assigned as a Vice Executive Director of IPDRE and
they shall develop partnership among the divisions including Arid Land Research Center, all the Faculties, and Center for International
Affairs.
2) Extramural experts as well as concerned parties of Tottori University shall join the operation of IPDRE to ensure transparency to the
societies.
3) Many research projects and educational/training programs shall be setup in the Strategic Management Office of IPDRE to achieve the
mission.

各種施設

3. Operation
1) For planning and implementation of research and education mainly on drylands and developing countries.
2) For collaboration with both domestic and overseas educational research institutions, private companies, etc.
3) For planning and implementation of international education and training programs.
4) Other necessary operations to achieve the IPDRE’s goals.

大学の戦略

主な海外フィールド・連携機関

１.黄砂・環境修復プロジェクト

Environmental Degradation and Restoration Project
①塩類集積対応グループ【乾×農】
Salinization Research Group
②黄砂問題対応グループ【乾×農×工×医】
Aeolian Dust Research Group
③侵食問題対応グループ【乾×国際×農】
Soil Erosion Research Group

２.農業・農村開発プロジェクト

②歴史・人間活動グループ【地】
Archaeological Artifacts and Human Activities Group
③エネルギー利用グループ【地×工】
Renewable Energy Utilization Group

４.人間開発(社会,教育,医療)プロジェクト

Human Development (society, education and health) Project
①気候変動と健康グループ【医×農】
Climate Change and Human Health Group
②感染症対策グループ【医】
Infection Control and Prevention Group
③人間開発と教育グループ【乾×医×国際】
Education for Human Development Group

キャンパス

②産業振興・起業支援グループ【産学×工×技】
Industrial Development and Promotion Group

乾燥地・過疎地等
に関する研究の
医・工・人文社会科学
分野への拡大・融合

財務状況

３.過疎地域・産業振興プロジェクト

Regional and Industrial Development Project
①資源・エネルギーマネジメントグループ【工】
Natural Resources and Energy Management Group

５.砂丘地保全・活用プロジェクト

Sand Dune Conservation and Management Project
①生態系・地形グループ【地×農×乾】
Dune Ecosystem and Geomorphology Group

地域貢献

Agriculture and Rural Development Project
①耐乾性作物育種開発グループ【乾×農】
Drought-Tolerant Crop Breeding Group
②栽培技術・植物資源開発グループ【農×乾】
Cultivation Technology and Plant Resource Development Group
③灌漑・水利用グループ【農×乾】
Irrigation and Water Resources Management Group
④獣医・畜産グループ【農×乾】
Veterinary and Animal Science Group
⑤農村開発グループ【農】
Rural Development Group

5つの全学参画
研究プロジェクト

国際交流

◆中国・中国科学院、蘭州大学【1-①】
◆スーダン・ハルツーム大学【1-①】【2-①,④】
◆エチオピア・バハルダール大学【1-③】
◆タイ・コンケン大学 【2-③,④,⑤】
◆モンゴル・気象水文環境研究所【1-②】【4-①】
◆ケニア・ジョモケニヤッタ農工大学【3-②】
◆タイ・マヒドン大学【4-②】
◆米国・コロラド州立大学【5-①】

プロジェクト等

研究プロジェクトの概要

※（乾：乾燥地研究センター）（地：地域学部）（医：医学部）（工：工学部）（技：技術部）（農：工学部）（国際：国際交流センター）（産学：産学・地域連携推進機構）

33

