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研 究 題 目 

 
中山間里山地域の衰退が地域のインフラや周囲の自然に及ぼす影響に関する研究 

研 究 成 果         
 
 

の 概 要         
 

2016～2018 年度は大分県国東半島の中山間里山地域における土地利用形態の変化に関する研

究を行ってきたが、2019 年度は今後行っていく研究の妥当性、特に野外調査におけるの技術的な問

題点を洗い出す期間として位置づけた。従って、2019 年度は研究成果として特筆するべきものはない

が、2020 年度以降行う調査の方向性を見出すことができたと感じている。 

  2019 年度の研究計画書では大分県国東半島（国東市）の（１）獣害対策および（２）ため池管理に

関する予備調査を行うこととするとしていた。まず（１）の獣害対策に関しては赤外線サーモグラフィカメ

ラを利用した野生動物の個体群モニタリングの可能性を検討した。その結果、サーモグラフィカメラは

シカやイノシシなどの大型の恒温動物を発見・追尾することについては有効であったものの、実際に

動物個体群調査を行うためには克服すべき点がいくつかあることが判明した。ここでは細かい技術的

な点ではなく、大まかな問題を挙げる。まず 1 点目はモニタリングを行う時間帯である。日中、特に夏

期は太陽放射によって周囲の地表面もしくは地表面を覆っているものが暖められ、動物の判別がほ

ぼ不可能になってしまうことである。2 点目は赤外線サーモグラフィカメラの位置である。野生動物が被

害を起こしているかどうかを知ることを獣害対策の目的とするのであれば、耕作地から外に向かって動

物が現れる方向にカメラを向ければ良いが、動物個体群のより広範な動きを知るためには、空中から

一定時間以上の監視が必要となる。そのためにはサーモグラフィカメラを取り付けたドローンを一定時

間飛ばし続けることができる機材・機能がどうしても必要になり、費用面での問題が生じる。また１点

目、２点目を踏まえれば、夜間にドローンを一定時間飛ばす必要性が生じるが、人里近くでドローンを

夜間に飛ばすことは騒音を考えなければならない。特に国東半島の中山間地域の里山は狭い谷とな

っており、騒音は通常より大きくなる。従って、上述のような獣害対策にサーモグラフィカメラを利用す

るに当たっては、事前に獣害状況の調査を行い入念に計画を立てること、その上で住民の理解と了

解を得る必要性がある。  

  次に（２）のため池管理の問題であるが、2019 年度は「農業用ため池の管理及び保全に関する法

律」が令和元年 7 月 1 日に施行されたことにより、ため池管理を取り巻く状況に大きな変化が生じた年

となった。この法律は平成 30 年 7 月豪雨により、農業用ため池の決壊で人的被害が生じたことを踏ま

えたものであるが、法の施行により日本全国の地方自治体はため池管理に関して対応を迫られること

となった。ここで特筆すべきは法律により各自治体が農業用ため池に関するデータベースを構築し、

それをインターネットで公表しなければならない点にある。（大分県ではまだデータベースの公表を行

っていないが、担当者を通じて一部データを入手している。）本研究の最終的な目的は様々な管理状

態にあるため池の生物多様性を把握することにあるが、2019 年度はまず調査対象となるため池を選

定する予備調査のために現地に赴く必要があった。2020 年度以降はデータベースを利用することに

よりため池の管理状態に関する情報をより効率的に収集することができるようになるので、研究が更に

進むことを期待している。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 
本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 
 
・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2020 年 
 5 月 29 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 
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Department Title Name 

Center for Global Education Professor Robert William ASPINALL 

Research Topic 

 

Main research project: A comparison of middle class boys’ schools in Japan and 

England 

Summary of 

Research 

Results  

During the academic year 2018-19, with the help of funding from Doshisha University, I 

was very active in conducting research into various topics relating to education and politics 

in England and Japan.  

At the Fall 2019 Conference of the academic association known as Anthropology of Japan 

in Japan (AJJ) held on November 30 and December 1, 2019, at Meiji Gakuin University I 

made a presentation entitled ‘The Bourgeois Boys: middle class boys schools in England 

and Japan’. This was the first paper I have presented at an academic conference regarding 

my main research project. In my presentation, I discussed the significance of my main 

research question which is: ‘In the post-WWII era what is the relationship between the 

growth and evolution of the middle classes and secondary school systems in England and 

Japan?’ To further this goal I spent time researching the theory of social class and education 

as it applies to Japan and the UK. 

To further the action research I am conducting into methods of improving courses taught 

in the medium of English (EMI) in Japan, I attended the Conference on Global Education 

held at Lakeland University, Tokyo campus on June 8th and the Japan Association for 

Language Teaching (JALT) conference held in Nagoya from the 2nd to the 4th November. 

I also attended a conference at Okayama Notre Dame Seishin University on the theme of 

‘International Communication and Community Development’. It took place on the 16th 

and 17th November and its aim was to bring together experts in the fields of intercultural 

communication and education about global issues. 

I also attended a workshop about teaching students with autism that was held at Nagoya 

International School on the 12th and 13th October.  
Over the past year I have been working as a regional editor covering Japan for Bloomsbury 

Education, an academic publisher based in London, on a project to compile a digital 

archive of short articles on various aspects of the education systems of various nations. 

The first stage of the project was put online in March, 2019, and the second stage was 

completed in November. This is an ongoing project. 
Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation from 

① to ④below.) 

Answer 2 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the date 

of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  
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※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report. 


