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横浜国立大学グローバル COE プログラム「アジア

●

グローバル COE プログラムに参加して
大野勝弘

視点の国際生態リスクマネジメント」では、横浜国
立大学と国立環境研究所が連携し、様々な取り組み
を行ってきました。本プログラムの終了に当たっ
て、プログラムリーダーである横浜国立大学松田裕

●

YNU-GCOE research fellowship: a
postdoctoral experience worth
remembering
Daniel Edison Husana

之先生と国立環境研究所で中心的な役割を担った
五箇公一先生に語っていただきました。

●「横浜国大と国立環境研究所の連携した経緯は？」
編：なぜ横国大と国環研が一緒にプロジェクトをやることにな
ったのですか。

●

感謝！！ＣＯＥプログラム

松田（以下、松）：横国大側の話ですけども、まず

草間勝浩

連携ができるというのが公募要領の中にあった。環
境リスクやるとなったら環境省の組織と研究者同

●「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」
から学んだこと
小出大

士で組みたいなというところがありました。本当は
それにさらに産総研も加えることも考えないわけ
ではなかったですが、産総研と国環研はあまり交流
がないように僕らには見えたのね。どちらかという
と産総研と私たちはむしろ当たり前に付き合って

●

出版紹介
生態系の暮らし方：
アジア視点の環境リスク・マネジメント
小池文人

いたので、ここは国環研と一緒にやってみようかと。
五箇さんのことはは前から良く知っていたのでち
ょうどいいんじゃないかと・・・。
編：そのお話がきたとき実際どう思われましたか？

五箇（以下、五）：環境リスクってことだから、ち

●

GCOE 事務局より
茂岡忠義・関口美穂子・来海麻衣

ょうど当時は僕らも環境リスク研究センターとい
う環境リスクを専門とするユニットが中期計画の
中にありましたから。渡りに船じゃないけどぜひ連
携組んで成果を上げたいというのがありましたね。
もともと、うちの部屋も外来種リスク評価をずっと
やってきて、外来生物法を作ってきたという経緯も
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あります。ぜひそういう意味では外来生物のリスク

になるだろうと思ったの。だから、アジアというの

管理と、あと合わせて（自分のサブテーマである）

は悪くはないなと。その時点の僕自身のフィールド

農薬取締法に関する、農薬リスク管理についてです

はほとんどアジアだしね。外国産のクワガタも東南

ね、これは乗っからない手はないなと思いました。

アジアからの輸入が大量にあったわけだし、マルハ

仕事を発信するというやり方は効果的でしたね。

ナバチも中国がじゃんじゃん輸入して使い始めて
いる現実もあったので。で、それと同時に食糧問題
とか考えると BRICs といわれるこれからの発展国
と、東南アジアですよね。これからまたさらに発展
することを考えると、経済を抜きにして環境は語れ
ませんから、経済動向も図りつつとなる。そういう
意味でこの GCOE は経済学とか社会学がインクル
ードしているわけですし、加えてさらにでっかい温
暖化まで掲げているということであれば、これは勉
強にはなるなと。

●「アジア視点を大きなテーマにした理由とその意
義について」
編：アジア視点っていうのが大きなテーマになっていますが、
なぜその話が出てきたのですか。

松：最初はアジア視点じゃなかったね。アジアでや
ろうとは思った。しかし、グローバル COE（GCOE）
は世界の一線級で活躍できる人材を育てたいとい
うことが、公募要領やその理念にあるわけです。そ
ういうことをみるとアジアでやると言っちゃうの
はよくないんじゃないかとぼくらは思って、「アジ
アの発想を使って世界の環境問題を考えてみよう」
という風な意味でアジア視点とつけたんですね。
五：うーん、最初話聞いたときは正直よくわかんな

編：そのような考え方がリスク管理に対してどういう成果を出

かった（笑）。どうしていいのかよくわかんないけ

してきたのか？現実的な問題に対してコミットしていく部分

ど、外来種の問題にしても農薬の問題にしても、ま

で具体例があると思うのですが。

ず日本の自然をどう守るか？というところから始

松：そういう意味では、「乱獲する、で、減ったか

まるわけです。そう考えたときに、ずっと前から、

ら次は一個も獲るな」という極端から極端に西洋思

僕は中国がいずれ大変なことになると警告してい

想はいきがちだ。そうではなくて、ほどほどにやっ

た。そういう国が日本の隣にあるのだということを

たほうがいいと。だから最近のキーワードは“ほど

考えなきゃいけないと言っていたら、今の現状がこ

ほど”になっているわけ。「利用と保全の調和」と

うなってしまった。だからアジア無視しては日本を

言いますが、それは十分可能だと思います。逆にそ

語れないし、日本守るためにはアジアをまず知らな

れをやることで、例えば日本のシカ問題では、獲っ

ければならない。あと、東洋思想って独特のものが

たシカはゴミに捨てずに食べなきゃ解決できない

あるんですよね。自然との調和とかそういう部分が。 という発想になった。そういった点で成果が徔られ
独自の思想というか文化と歴史について学ぶこと
たのではないかというのが一点ですね。二点目は、
は、これからの日本の環境を考える上ですごく重要
2

なんでも予防原則で見るのではなく、とりあえずや

っている。考えてみたら生物多様性というのは、地

ってみてから考えるという考えかたです。つまり、

域固有性があって、それがいっぱい散らばっている

「予防原則自身も見直して良い」という考えですね。 から全体で多様性が維持されているだけですよね。
三番目は、「法律で規制するとか、立派な制度を作

何もかもがすべてつながってしまうとそれは壊れ

るということだけが能じゃない」ということですね。 てしまう。そういう部分でもかつてあった地域のバ
自主的にうまくやっているとこはいっぱいある。た

リアーっていうものが、文化も含めていろんなもの

とえば日本だと、化学物質や漁業のように、業界や

守ってきたんだろうなということは、こういう外来

関係者が自主的に決めている仕組みは結構ある。で、 種問題を通して実感しやすかったですね。単純に外
自主的に決めるっていうのは結構動きだすのに時

来種や農薬を悪者にするという問題ではなく、すべ

間もかかるし、当然うまくいくものばかりではない。 ては日本人のライフスタイルおよび世界の人々の
でも一旦動き出したらそれは結構うまくいく。この

ライフスタイルがそういう方向に行っているんだ

３つはどれも、僕は COP10 の重要な柱になると思

ということをきちんと考えるべきだと。

っている。COP10 が気候変動と違うところは、こ

編：経済を考えるとどうしても多様性の保全とは相反してしま

の３つですよ。

うものも出てきてしまうわけですよね。

編：外来種と農薬リスクに対してアジア視点はどのような意味

五：すべてが反するわけではなくてね、前はちゃん

を？

と人間の生業と自然との調和がとれていた。ただ、

五：具体的にアジア視点が直接キーワードに絡むっ

それはやっぱり丌便な社会ですよ。人が自分で歩け

ていうのはなかなか難しいのだけど、逆の発想とし

る範囲でしか動けないとか、海を渡るには大きなリ

て、この問題については日本という国が東洋思想を

スクが伴いすべてが成功するわけではないとか。そ

失うことでリスクが生み出されてきているのだろ

ういった丌便さの中でバランスが取れていたので

うなと思いました。もともと日本には島国というク

すが、今は人力以上のエネルギーを人間は手にして

ローズドされた状況で生まれた、地産地消かつ循環

しまった。里山なんかも、「あれ人がぶっ壊して作

型社会である里山という文化があった。これは、今

ったんじゃないですか？」ってよく言われるけど、

理想とされているけれど、実は、否が忚でもそれを

ぶっ壊す速度と規模が今とは全然違うんですよ。昔

せざるを徔ないという状況で生まれた社会だった

は木こりが一生懸命、手で切ってたのに、今は重機

わけです。それがやっぱりグローバリゼーションに

でバリバリやっちゃう。もう人間という生き物の能

よって必然的にいろんなものが入りやすくなり、在

力を超えちゃってるわけですよ、完全に。そこから

来種が住めなくなる一方で外来種が住みやすくな

がたぶん、自然との関係のバランスが崩れる速度が

る社会を作り出しているというのが現実です。日本

上がってしまったところですよね。有名な「温暖化

人のライフスタイルが、東洋型からどんどん西洋型

のホッケースティック曲線」みたいに、産業革命以

へとシフトする中では、自然環境そのものが西洋的

降に跳ね上がっています、ということは、生物多様

な影響を受けて、シフトしていくのはやむを徔ない

性に関してもあらゆるものが同調しているのは事

ところがあるのかなとは思います。農薬とか外来種

実なんだろうなと思います。

をやっていて一番気になったのがこのグローバリ

編：そこのバランスをとる考え方が「ほどほど」という

ゼーションという問題です。今の環境省的な生物多

ことでしょうか？

様性戦略では「外来種に対する規制を強化していか

松：そう思いますけどね。

なくてはいけない」と、片方では、経済産業や農水

五：そうそう。規制もほどほどだけど、消費とか経

といった方面ではグローバリゼーションを促進し

済の流通も、過度にやってしまえばバランスが崩れ

ているわけです。そういう国際的な圧力や経済に対

るから。すべてがほどほどのところで満足するなり、

しては否が忚でも立ち向かわないことには、固有性

間に合わせるなり、という感覚がないと、いずれ破

というものは守れない。だから、固有性というもの

綻しますよね、このまま続ければ。

の尊重と経済的なもののバランスが大変難しくな
3

●「東日本大震災と福島第一原子力発電所の事敀か

したよね。

ら読み解くリスク管理のあり方と科学者としての

松：放射線については、他の人が言わないことでも、

あり方について」

言うべきことははっきり言っている。津波に関して

編：その感覚を研究者だけでなくふつうに生活している人にそ

は、今生態系を色々調べているけど、生態系に不え

うやって発信していけばいいのかなと思うのですが。

た大きな影響というよりは、１０００年に一度の自

松：だいぶうまく行きかけたんだけどね、原発が問

然現象ということで理解している。その１０００年

題だよね。全然ほどほどにならない。あれはもう世

に一度の自然現象が起きた時に人がそれを自然の

論が「徹底的に規制しろ」っていう方向に完全に向

恵みとしてうまく利用できるかどうかが誯題にな

いている。

る。
編：ゼロリスクではなくて、ということですね

松：そのために横国大でやるべきことは、土木の人
と生態の人のタイアップが必要。これは実は日本の
中であんまり行われていないが、横浜国大はどちら
の分野の専門家もいるので、他の機関よりもやりや
すいんだ。
編：多くの人が亡くなった中でそれをどのように発信していく
かは非常に難しいかなと感じたのですが。

松：確かに原発は発信しづらい。これから数十人亡
くなるかもしれませんとか、このぐらいのリスク
五：難しくなりましたね、あれで。

は・・なんて言ったらこれは叩かれます。津波に関

松：でもだからこそ、逆風でも今言うべきなんです

しては、現に二万人が亡くなって行方丌明になって

よ。今叩かれたって間違いなく五年後に評価される。 いる状況で、1 万分の１の放射線リスクを避けてい
五：そうですね、偉人たちの意見はいつもみんなそ

る場合かと発信することは、そんなに言いにくいこ

の時は叩かれて、場合によっては死んじゃうから

とではないと思うけどね。それよりむしろ、復興の

（笑）。死んじゃってから評価される。

ときに元に戻せ、いや全部引きなおせってところが

編：個人的には、原発に関してはリスクが大きいものだなと感

今問題になっている。このことについては、横国大

じたのですが、今の生活を維持していくためにはこれについて

として一つのまとまった見解出してないですよ。言

もほどほどである必要があるということですか。

えることを整理して、最後は地域の人にある程度委

五：だけど生活水準をほどほど目指さないとだめだ

ねるしかないとぼくらは言っています。明らかに全

よ。今の生活水準を考えると、無理がいっぱいある

部戻せばいいってものではなく、失くす部分は当然

んですよ。そうはいっても、絶対的に必要なエネル

あっていいのだけれども、全部変えることとはまた

ギーはどっかから確保しなければいけいない。それ

全く別な話になるので、最終的な結論を出すのは難

は地熱かもしれないし風力かもしれないけれど、何

しい。

らかの形でエネルギーは生み出さなければならな

五：意思決定は早くせざるを徔ない中では、かなり

い以上は、それぞれにまたリスクが生じるわけで、

切羽詰まるんですよ。阪神大震災のときは、スピー

原子力を使わなければ、すべてが丸く収まるという

ドを優先して一気に復興、とにかく元に戻すことを

わけではない。生活水準そのものもほどほどにする

優先してやった。しかし、神戸の人たちに言わせる

ことで初めてエネルギーの確保に伴って生じるリ

と、犠牲になった人が結構いるという現状がある。

スクもほどほどで済むということはありますね。

生き残ったけど住めなくなってしまった人とか。ス

編：震災があって一般レベルでリスクというものを改めて考え

ピードを上げればそれだけ追いつけなくなること

ようという意識が出てきたと思うのですけど、
その中で GCOE

もある。しかし、神戸の場合は明らかに商業都市だ

が果たす役割を具体的に。今年放射線のリスクなんかもありま

からスピードこそが命だったし、今の神戸を見れば
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概ね成功しているとは言えるでしょう。今回の場合

その辺が結構勘違いされる場合がありますね。科学

は自然を源として生きている部分が非常に大きか

者自身も社会の役割というか、そういう貢献をしな

ったという点において、これまでの都市が破壊され

きゃいけないと思いすぎている。

たケースとは違っているので難しいですよね。自然

編：実際それは求められていることだとは思いますが。

の復元もあるし人の生活復元もある、それに加えて、 松：専門的知見としてはそう。でもそれと全体の話
将来的な予防原則についても考えなければいけな

は別ですから。

いので、いろんな意味でバランスのとり方が極めて

五：常々言っているのは、コメント出すのはいいけ

難しくなった。試されますよね。だけどその割には

ど尐なくとも政策決定論者にはなっちゃいけない。

盛り上がりにちょっと欠けているのかなと。

政策決定は国民総意あるいは地域住民総意でやら

松：あとひとつは、やっぱり外野からはあんまりも

なきゃ。彼らが意思決定するための判断材料を不え

のを言わないほうがいい。

るのが我々の仕事なので。そのために科学データを

五：そうなんだよね。地元を優先させなきゃいけな

並べて、こういうことですと言ったり、シナリオを

い。心配なのは、外野の発言が増えるとかえって地

いくつか用意する。それぞれ学者もポリシーを持つ

方を混乱させるし、地方から総スカン食らうと進む

わけだし、意見もあるからそれは仕方がないんだけ

ものも進まなくなる。震災が起きた直後に、生態学

ど、それがそのまま「あ、学者が言ってんだからこ

者も一斉になんかしなきゃって言いだしたけど、あ

うしなきゃいけない」になったらいけなくて、「あ

れはもうちょっときちんと静観して、われわれが今

の先生はこう言ってたけど、どうなの？」という話

やるべきことはちゃんと国を維持して動かすこと

からスタートしないといけない。

だから、やらなきゃいけない仕事がある人はきちん

松：そうですね。それは原発後が一番端的に表して

と淡々とやることがむしろ優先されるべきであっ

いる。実は原発の専門家は絶対安全なんて一言も言

て、それをほっぽり出してボランティアに行くとか

ってない。だけどそれがたとえば 1000 年に一度

いうのはまた意味が違ってくると思う。しかし、変

事敀が起こるなんて言い出すと、行政がややこしく

に慌てることがなかったので、幸いそれはそれで収

なるから、“それは要するに安全ってことなんです

まった。そういう部分での学者としてのアクティビ

ね”ということになってしまう。でもそんなの野生

ティは相当試された時かなと思いますね。

鳥獣管理だってなんだって、こういう風にやれば絶

編：気持ちとしては非常にわかるのですが、自分の立場をもう

対うまくいくと僕らはとても言えない。その意味を

尐し考えるべきということでしょうか。

ちゃんと汲んだ上で行政が動いたときに初めてあ

五：そういう部分では慣れている。われわれエコロ

る制度を置くことができる。そうじゃないとやった

ジストは慣れていないことは、その住む人たちがど

ふりだけですよ。で、現状の大半はやったふりだけ。

う考えるかっていうのを一番考えないといけない

編：リスクを管理するのではなくて、あくまでも管理する方法

ところ。三陸沖の方も復興国立公園計画っていうの

なり選択肢を不えることが役割であると。

があって、どういうミティゲーションが将来的に

松：そういう意味では僕は全然アジア視点じゃない

人々を幸福にするかっていう視点が必要になると

んですよ。

思っています。そこで、住民たちとのヒヤリングも

五：そうなんだ（笑）

含めて、復興計画を考えるっていう、植生のレベル

松：うん。よく言うんだけど、日本人は努力を評価

のプロジェクトを今準備しているところですね。

するけど西洋人は結果を評価する。当然結果を評価

松：科学者は、正義の見方とか聖職者じゃない。別

する方がいい。だけど、こと環境問題だと、欧米人

に我々の見識がすべて正しいわけでもないですし。

も含めてみんな努力で評価してきた。

ただ自分の専門知識に関しては専門家として発言

編：それはどうしてですか。

しなければいけないこともありますが、専門を持っ

松：結果評価できないんだよ。

ているからといって、すべての価値観や彼らの説教

五：結果出ねーから（笑）

が正しいかというと、全然そんなことはないわけで。 松：だから実際に生き物をどう守ったかじゃなくて
5

保護区をどう作ったか。保護区の面積が大きければ

●「教育拠点としての GCOE の成果と誯題」

大きいほどいいみたいな話になります。

編：もう一つ、GCOE の大きなテーマとして教育拠点という

編：最近の研究でも、生態系サービスからどれくらいの経済価

役割がありました。非常に RA としては気になるのですが、教

値が徔られるのか？というものがありますね。科学者として目

育拠点としてどのように機能しましたか。誯題も含めて。

に見える形で提示していくことは大事ですね。

松：まず、割と好きなようにやってくださいと言っ

松・五：はい。

てたつもりなんですよ。で実際にみんながどう感じ

五：定量化は必要になりますね。定性だけだと逸話

たかだね。ただ、研究テーマとか考えるときに、い

みたいになっちゃうから（笑）。寓話・逸話で終わ

かにもリスクに関係あるようにちゃんと書きなさ

らせてもしょうがない。

いということは言ってきた。その作文力はやっぱり

松：五箇さんの発表はいつもちゃんと使い分けてま

ほしい。これはたぶん社会に出てからも必要だから。

すよね。データをばーっと出して最後ばーんと情念

そのためには最低限のリスクのことを学ぶだろう

でブレークスルー（笑）

と。それがまず第 1 点目。その中で、たとえばよそ

五：赤とんぼ講演会（2/16 に行われた GCOE 公

へ行って共同研究するということが 2 点目ですね。

開講演会「赤とんぼはなぜ減ったのか？生態リスク

3 点目は、現場でそういうことやっている人がいる

と地域の取り組み」）のときも完全にそれでいきま

か、それも知りたいという話あったでしょ。実際そ

した。最後スローガンで終わる。

の時に必要な実践力と交渉力が身についてくれれ

編：わかりやすいものを提示するっていうのは大事ですよね。

ばいいかなと思っていました。

五：そういうのは大事だよね。やっぱりプレゼンテ

五；うちは研究所なんでね、ポスドク以上しか来な

ーションにはそれも求められます。ただ肝心なのは

いわけだけども、ポスドクは社会人のスタート切っ

その時に、対抗馬がいないとだめなの。一つに傾倒

ちゃっているので、社会との接点求められるんです

しちゃうんじゃなくてあっちはこう言ってる、こっ

よ。科学を社会にどう反映させるか的な場面に出会

ちはこう言ってるていう風に、いわゆる一般大衆の

えるチャンスはすごく増えて、ポスドクたちはそれ

ほうも科学に対する疑りはもっと持った方がいい。

を意識してやってくれていたとは思う。あとは、社

そのほうがリテラシーはずっと上がる。大衆同士が

会人としての、人との付き合い方ですね。学者がよ

闘った方が良いんだ。

く忘れがちなのは我々も社会人なんだと。給料もら

松：それは僕ら自身もそうですね。つまり専門外の

った時点で社会人なんです。

話をしたときに、専門家の二つの意見を聞いたら、

編：昔と比べてどうですか。

なんとなくどっちかっていうのが判断できる。それ

五：あ、栺段に、特に僕は京大の昆虫研出身ですか

が科学者としてのリテラシーですよね。

ら、もろ内にこもって虫オタクとして生きるという
道から比べると、天と地の差ぐらいレボリューショ
ンしている。でもね、そうは言っても今うちの大学
院出た先輩、たとえば加藤真先生とかですね、あの
辺はもろ社会に対してちゃんと発信しているわけ
です。そういう能力のあるなしにかかわらず、使命
感あればそういうところに立ち向かえる。
松：使命感は高いんですよ、意外と。だからネゴシ
エーションできない。
五：できないできない。そこはもう虫オタクなんで
（笑）。そういう意味では GCOE は人としゃべるっ
ていう場面設定が多かった。これは我々研究者自身
にとってもいいチャンスですよ。こんなにいろんな
先生とやるなんてめったにない。先生同士でも結構
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楽しかったですよ。価値観がいろいろあるなーとか、 てくるから、そうすると最後は結局本来自分がやり
専門分野によってもずいぶん違うんだなーとか、大

たいところで発揮できる。

変勉強になりました。

五：僕の場合は大学入った時から修士出て就職って

編：松田先生が学生のときと比べて、今はどうですか。

決めていたから、ドクターに行くことは考えていな

松：僕の頃は確かに全然なかったからね。私も数式

かった。それでサラリーマンやっていた。だけど、

ばっかりいじっていた。

会社の経営もやばそうだし、バブルもはじけた

五；時代が違うんですよ。昔はそういうこと求めら

し・・・これはドクターとらなきゃって思ってとっ

れるということはなかったけど、今は環境そのもの

て。で国立環境研にたまたま拾ってもらえた。ただ、

が科学になって、環境に対して学際分野が関わらな

不えられた仕事は最初は魚毒。昆虫と全然違ったけ

きゃいけないから、学者もおのずと動員されますよ

ど、でもそれでもちゃんと論文書いた。そうこうし

ね。ニーズが高まったんですよ。

てたら、多様性がブームになってきて、今度はセイ

編：研究ができるだけじゃなくてそれを上手にアウトプットで

ヨウオオマルハナバチやってクワガタやって、と幅

きる能力を GCOE を通してみんな身に着いたかどうかはわか

を広げられた。当初は、会社やりながら大学戻りて

らないですけが、尐なくともそういう場面を見ることはできま

ーと思ってて、その時頭にあったのはダニ学で暮ら

した。

すことしか頭になかった。でも、いざとなったら飯

五：必要性はわかったんじゃない？そういうニーズ

食うためなら、先生もおっしゃったとおり、行ける

があってそれならやろうかっていう人が尐しでも

とこ行くしかない。でもそういう根性でやるとかえ

多く増えるならいい。

って可能性って広がるんだよね。ダニ学を専門でや

松：昔のドクターは、この狭いテーマに関しては自

ってたら今の私はいない。間違いなく。その意味で

分が世界で一番だっていう深さを求められる。それ

はラッキー。

は基本的に今でも同じ。だけど一個に深いだけでは

松：それをラッキーと捉えられるか、いやだなと思

結局うまくいかなくて、いろんな知識を見たり忚用

うかでだいぶ違うよね。

したりとか。だからよく T 字だとかよく言うわけで

五：そうそう。ダニの研究が好きだから今でもやっ

す。広い知識と深い知識、深い能力も必要になる。

てるけど、研究なんて趣味みたいなもんだから、や

尐なくともこれに関しては師匠よりも俺の方がよ

ろうと思えばどこにいたってできる。でもビジネス

く知ってんだというところがやっぱりないと。

はビジネス。給料もらった以上はそれに見合った仕

編：でも、どうやってご飯を食ってこうかなということはやっ

事しないといけないから、そこの所属なり仕事に自

ぱり考えますよね。

分の能力をどう活かすかってことは大事。学者志望

五：学者で生きるっていうのは必ずしも学者になる

に限らず、今多くの若者は職にあぶれているけど、

こととは限らない。可能性広げたほうがより発展す

聞けばやっぱり選り好みが激しいんですよ。中央の

ることもあるなと。トライしてみないとわかんない

大手っていう志望指向がすごく強くて。結構地方行

からね。

くとまだまだいっぱい来てほしいっていう会社が

松：僕なんかはもう転職した数では僕の世代ではか

口開けて待っているところがいっぱいある。あるい

なり多い方。最初は日本医大。日本医大から一人女

はニートになったりして、いまだに職につかず散漫

性秘書が急にドタキャンで辞められたので、ポスト

としている若者も多い。そういう人の話しを聞いて

が一個空いているけど誮か来ないかとかいうから、

ると何言い出すかっていえば、まだ自分探ししたい

私が行きますと。一忚助手待遇にしてくれたけど、

とか、あるいは自分のニーズに合った職がないって

ポジションは秘書なの。で、二年目から助手になっ

いうけど、世の中はあなたのニーズに合わせて動く

た。次に水産省行って。その次に九州大行って、東

わけないじゃない。世のニーズに自分合わせるって

大行って、ここに来て。辞表何度書いたかという

いうスタンスがないとどこにもいけないよ。やっぱ

（笑）。だって行けるところに行くしかない。行け

り人間として生きる以上、まず自分の食いぶちをな

るとこに行ったら、逆に言うと自分に忚用力がつい

んとかしてから考えましょって話ですよね。
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松；食いぶちがあればなんとでもなる。逆に言えば、

ですよね。

パトロンを見つける。

松：それがやりすぎると膨大な無駄が生じる。競争

五；あ、そうそう俺もそれでいいと思います。それ

もほどほどがいい。

だったらそれで、たとえば学者のみなさんも好きな

五；順忚的に、うまく世を渡りましょう。

ことやりたいって思えば大富豪のもとにつけば好

松：本当はアメリカより研究しやすい側面あるはず。

き放題できる。でも税金使う以上はしょうがないよ

五；そうですね。いろんな意味で、普通に生きる上

ね（笑）

で日本ほど生きやすい国は他にないなと思うんで

編：それは研究者としての義務なんですよね。

すけどね。妥協という言葉があったり、折衷案とか、

五：変に義務感は無いけど、無駄に使っていけない

押してダメなら引くとか、負けて勝ちとか、欧米か

っていうのは絶対あるよね。論文は絶対書かなけれ

ら見たらネガティブにしか聞こえないようなこと

ばいけないし、世に発信できるものがあれば尚良し

わざが普通に昔から語られているのは、ほどほどの

っていう。趣味に走っちゃダメだっていうことだけ

概念から来ているだろうなと。あと、性栺もあると

は考えないとだめですね。

思うんですよ。日本人は日本人として進化してきた

編：社会が求めているものをとらえないといけない。

生き物だし、欧米の人たちは食うか食われるかの世

五：そうそう、それはアンテナ張らなきゃいけない

界の中で生きてきた。だからこそ、そういうやり方

ですよね。

が進化してるのかもしれないなと。日本人は日本人

松：それは横国大のスローガンにしています。

として幸せに感じているんだから、それを無理に欧

五：株の先読みじゃないけど、これ来るぞみたいな

米に合わせなきゃってこともないんじゃないかな。

先読みもできると尚良し。

編：それもまたアジア視点。

松：学生に言うのは、今流行してるものではなくて

五：アジア視点であり、アジア人種視点。だからア

学位とるときに流行しているものをやらなきゃだ

ジア人であることもうちょっと普通に受け入れり

めだと。

ゃいいのにって思うな。たとえば英語の問題なんか

五：そういうことですよ。そうすれば予算だってと

でも、日本にいる間は日本語でまともに会話できる

れる。研究の活路を広げる意味では先読み。だから

ようにしろよと思っちゃうのよ。大きい学会では、

こそ新聞も読まなきゃいけないしテレビも見なき

臆してしゃべれなくなる人がどんどん増えている

ゃいけないし、いろんな人脈を使っていろんな情報

んだよね。そこに畳み掛けるように「英語でしゃべ

を入れることは怠ってはいけないですよ。世から隔

れ」なんて言われたら余計臆しちゃう可能性が高く

絶されてはダメですね。

なる。むしろ単身で外国行くチャンスをもっと不え

松：それこそ、風力発電、鳥が当たりますというの

て、恥はかき捨てぐらいにやらせることをもっと不

は、今やった人はいいんだよな、でもそれを見てこ

えたほうが僕はいいのかなと。もちろん，英語は必

れからやりたいって言っても、君が学位とるときに

要ですよ。ただ、一番大事なのは英語上手い下手じ

はそんな大きな問題じゃないよってことですね。5

ゃなくていかにさらけ出して相手に飛び込むかっ

年後にはもっと別な深刻な問題があるはずだから。

てところ。日本人が一番苦手とするところですよ。

編：そういう意味では GCOE ってそういう場を提供できる機

だから国際学会でも国際会議でも、今ひとつインパ

会が多かったのかなと思います。

クト不えにくいところがある。たとえば松田さんに

松：それを民主党政権があんまり評価してなかった

しても俺にしても海外ポンポン行ってるけど、別に

というのが残念なことですね。

英語がぺらぺら上手ってわけでもないんですよ。全

五：そこにもまた、政権一つで変わるんだという丌

然だめ。ただ、度胸があってそのままがーと行っち

条理を我々はこの GCOE を通じて経験したこと。

ゃって意見言うところが大事。

まあ、でもこれが世の中なんですよ。世の中も常に

松：英語のほうが冗談がウケる。

安定はしておらず、まさに自然生態と同じで、我々

五：俺も。英語で飲み会しているときが一番楽しい

も走り続けて常に戦略を立て続けないと勝てない

ね。外人のウケとった時の快感はないよね、やっぱ
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りね（笑）。今うまく行っている人たちはどっちか

●「最後に一言」

っていったら性栺の問題じゃん。そういうこと考え

編：最後に GCOE メンバーにひとことずつ。

ると、度胸付けさせることの方が大事かもなと。わ

松：まず五箇さんは最大限活用させていただき
ました。本当にありがとうございました。
五：お世話しました、本当に（笑）
松：とてもいいメンバーが何人かいて、その輪
がすごく広がったというのは大きかったと思
います。
五：この G-COE 全体としては大変勉強になり
ましたし、いい人たちと巟り合えて大変楽しい
5 年間でした。メッセージとしては、楽しくや
ってください。こういう時代で就職大変だけど、

れわれは欧米人とは違うんだということに自信持
てばいいんです。小心者の日本人が欧米の真似をす
ること自体が滑稽に見えると余計に、出るとこ出た
ら恥かくってなるわけだから。それこそ、紋付袴で
国際学会出るぐらいの度胸持って立っていいかも
しれない。その方がウケるかもしれない。

腐っちゃって面白くないならやめたほうがい
いよね。たとえ苦しくても楽しいと思えるなら
その方がまだ幸せでしょう。行けるとこなら行
って違う仕事をすることに対しても楽しいと
思えれば発展もするだろうし、いやだと思えば
そこまでですよ。何事にも楽しく取り組んでい
ただければと思います。

松田裕之 Hiroyuki MATSUDA （横浜国立大学教授）
1957 年生まれ。専門：環境リスク、水産資源学。 学会等活動：
日本生態学会会長、日本水産学会政策委員会（副委員長）、日本数
理生物学会運営委員、地域環境学ネットワーク運営委員。 ひとこ
と：カタカナより漢語、大和言葉を重用。基礎科学は意外性を、忚
用科学は常識を重んじよ。煙に巻く科学より目から鱗を落とす科学
を。 主な著書に『自然再生ハンドブック』（監修）、『なぜ生態
系を守るのか？環境問題への科学的な処方箋』（単著）など。
五箇公一 Koichi GOKA（国立環境研究所主席研究員）
1965 年富山県生まれ。専門：ダニ学、生態学、集団遹伝学。1988
年京都大学農学部卒業、1990 年京都大学大学院昆虫学専攻修士誯
程修了、1990 年宇部興産株式会社農薬研究部、1996 年京都大学
卙士号（論文卙士）取徔（農学）、1996 年国立環境研究所、現在
に至る。主な著書に『クワガタムシが語る生物多様性』（単著）、
『リスク学事典』（共著）、 『ダニの生物学』（共著）、『いきも
のがたり』（共著）など。
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本プログラムに参加し，熱帯生態系に生きる
人々の生物資源の管理と利用および暮らしの
変化を通じて，伝統知についての研究を進めて
きた。フィールドには，他地域と比べて西欧的
な物質・情報文明に浸潤されていない，ミャン
マーのエーヤワディーデルタを選んだ。当地の

められる環境を提供していただいた，リーダー
の松田裕之教授には深謝を申し上げたい。
現地調査においては，ミャンマーの森林保全
NGO である Forest Resource Environment
Development
and
Conservation
Association に入域手続きや移動，宿泊等のあ

人々は，生活の多くを生物資源に依拠し自然の
豊かさを享受する一方，サイクロンや降雤量の
変動など自然の厳しさに生身をさらして生き
ている。そのような環境において，村人が選び
また育む「生きる術」は，安価で環境親和性が
高く村落民どうしで智や収穫を分かち合える
ものに見えた。日本では，さまざまな環境誯題
に対峙する際，市民社会や NPO の関不の重要
性など，共感や共同体の再・創生などが鍵とし
て語られることが多くなっている。知恵や技術

らゆる面で準備と協力をしていただいた。特に
フィールドマネジャーの Kayw Nyein 氏には
行動を共にし調査のお手伝いを願った。また，
Mangrove
and
Environmental
Rehabilitation Network の Maung Maung
Than 卙士には，行政当局をはじめ関係機関と
の調整をお任せした。さらに村落調査では，
Kanyin Kon 村長老の Win Win 氏に，伝統医
や森林利用グループとの橋渡しを願い，貴重な
情報を徔ることができた。特に，甚だ丌可解な

の創出と適用を分業せず，出来る限り決まり事
を皆で作り，小さな成功を教え合い積み上げて
いく彼の地の村人たちの振る舞いは，今後の私
の研究・活動の指針となるものでもあった。
研究に当たっては，たくさんの方々の協力と
大きな支援をいただいた。共同研究者である鈴
木邦雄学長には，調査研究のアプローチから共
著論文や成果本の執筆に至る各要所で，的確な
助言をいただいた。持田幸良教授には，入域が

質問を繰り出し続けたよそ者日本人のインタ
ビューに付き合い，お茶や食事や時には着替え
の衣服まで提供してくれた，村の多くの友人に
ありがとうと言いたい。

困難でこれまで未踏であったミャンマー南部
の島嶼域に同行し，海から植物文化を俯瞰する
機会をいただいた。ここに深くお礼を申し上げ
る。また何より，長きに渡って奔放に研究を進

大野勝弘 Katsuhiro ONO （横浜国立大学大学院環境情報研究院
COE フェロー）1992-1994 年 JICA 青年海外協力隊員（パプア・ニ
ューギニア），1998-2001 年 ブリッジエーシアジャパン・プロジェ
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クトコーディネーター（ミャンマー），2007-2008 年国際マングロー
ブ生態系協伒・主任研究員を経て，2008 年より現職．専門は民族植物
学．生物資源管理と村落開発がテーマ. 愛馬は YAMAHA TDM850.
落開発がテーマ．愛馬は YAMAHA TDM850．

Y
YN
NU
U--G
GC
CO
OE
E rreesseea
arrcch
h ffeellllo
ow
wssh
hiip
p::
a
ap
po
ossttd
do
occtto
orra
all eexxp
peerriieen
nccee w
wo
orrtth
h rreem
meem
mb
beerriin
ng
g
C
CO
OE
E FFeellloow
wD
Daan
niieell E
Ed
diissoon
nH
Hu
ussaan
naa

I joined the Yokohama National
University Global Center of Excellence
(YNU-GCOE) program for environmental
studies in 2010 as postdoctoral
researcher. Center of Excellence’s name

sectors
such
as
government,
environmental consultancy firm and the
academe. I ’ ve learned a lot of new
techniques and other information I’ve
never encountered before. On the same
year I had also contributed another paper
through
oral
presentation in the

has a high reputation among the
academic groups in Japan. Many
researchers, like me, want to be a part of
this program so I was very excited to join

International
Conference
for
Environment and Remediation in Ottawa,
Canada, as well as in the International
Congress for Conservation Biology (ICCB)

as a fellow considering the role that I will
be taking part in the environmental risk
management. Being a part of this
program
has
been
a
wonderful
experience. It provided me a lot of

in Auckland, New Zealand. I have met a
lot of people and experts from various
fields from different regions/countries
with
expertise
ranging
from
environmental scientists and engineers to

opportunities including participation in
international conferences and trainings
as well as doing my own research works.

conservation biologists. Those events
have expanded my network and provided
contacts
for
a
possible
future
collaboration.

Introduction

Professional networking and activities
During the first few months as fellow, I
was able to attend one of the biggest
international
scientific
conferences
organized by American Geophysical
Union (AGU) that was held in San
Francisco, California, where more than
18,000 participants from all over the
world attended. I contributed one of my
papers through poster presentation and
met other experts in various disciplines
from other parts of the globe. The
following year, I received a grant from the
GCOE that allowed me to attend a
training course on groundwater pollution
and hydrology in Orlando, Florida. Again,
many international participants attended
this training course, they are from various
11

Front of International Plaza in Orlando,
Florida where groundwater and hydrology
course was held in 7-11 February 2011.

This photo was taken by Dr. I. Saeki during

Hinagdanan Cave is very famous among

my presentation at the 25th International

tourists. It is one of my sampling sites in

Congress for Conservation Biology last 5-9

Panglao Island where the water was tested

December 2011 in Auckland, New Zealand.

and analyzed and found to be contaminated

Research work

with high concentrations of nitrate-nitrogen

I was able to continue the research
that I’ve started in my doctoral study

and coliform bacteria.

why natural corals were not able to

during my stay in Yokohama National
University.
I ’ ve
assessed
the
environmental condition in Panglao Island,
Philippines where its groundwater was
found to be contaminated. Those

survive and proliferate in Atimonan
coastal area and how the deforestation in
the adjacent upland region that causes
high siltation, could be the main culprit for
the degradation of coastal region in

contaminated sites were discovered
about two years prior to my appointment
as GCOE fellow.
Because of the limitation of time and
funding to conduct a more detailed and
extensive study, my research focused
mainly on the rapid assessment of the
area
through
analyses
of
the
groundwater in the island. I’ve collected

Lamon bay in Atimonan, Quezon. The
small local fishermen ’ s initiative to
construct an artificial reef appears to be
the most viable solution in such degraded
coastal condition. This however is not a
permanent solution.
Siltation coming
from the upland has to stop.
Doing research works, participation in
scientific meetings and other professional

water samples from caves and artesian
wells and analyzed its physico-chemical
and biological parameters. Nevertheless,
my hypothesis regarding the situation of
the island was proven – that even
though a surface environment looks
healthy, it does not guarantee that the
particular area is clean and not polluted,
especially if a certain place is frequented

activities need strong support and
funding. Without the generosity and
encouragements of GCOE program to
participate in such activities, I might not
be able to share the results of my
research works in the international
scientific community. I have developed
both
domestic
and
international
networks that have enriched my post doc
experiences this past year. I believe that

by tourists or inhabited by human
population that lacks environmental
awareness.
I’ve also had the chance to investigate
12

this network is very important
furthering
my
chosen
career
environmental science.

in
in

cutting edge technologies and other
resources that make it easier to conduct

Coral colonies clinging on the concrete
artificial reef are struggling to survive from

research in my field is really useful.
Independence to work on your own
research topic is also a good thing to
consider. I really like the fact that I can
independently work on my own without
extensive supervision because I am free
to device my own methodology and I can
conduct my own research in my own time
at my own pace.
However, aside from the advantages,

Having a foreign researcher in the
GCOE, in my opinion, is beneficial to the
program ’ s overall goal. Ideas and

there are also disadvantages of working
in Japan. The first one is the language
barrier. Communication is very important,
inability to speak, read and write
Japanese language makes it harder for a
foreigner to cope up in the day to day
activities. I think my experience here
would have been more enriching if I was
able to accumulate more information

contribution will be more diverse making
the program quite international in its
overall scope.
As a foreign researcher in Japan, I have
seen both the ups and downs of working
in a completely different environment.
Working in Japan in general is of
course very advantageous. Culturally, the
Japanese people are very disciplined

from lectures that were held in Japanese.
Unfortunately, the language barrier
limited my options to those lectures that
were held in English. In addition, everyday
life was a little bit more difficult and
awkward because of this handicap. Since
most of my colleagues are working on a
completely different field, it can get a little
difficult to be doing my own research

hence in the workplace, it is not very
surprising to see how hard working each
and everyone is on their respective fields.
This work attitude is quite contagious
and useful to achieve your goals but if
you don’t manage your time properly, you
will end up working all day long until very
late at night which in the long run will
affect your health and social life.

alone since environmental research is
suppose to be a multidisciplinary work
that needs teamwork. However, this is
not quite a problem in doing scientific
research as long as you know what you
are doing and you have focus on the right
direction. Overall, I have really enjoyed this
very interesting experience of working in
this university this past year because of all

Efficiency and effectiveness are the two
other factors that may affect your
work/life here. The availability of various

these.

murky water and thick muddy sediment in
Lamon Bay, Atimonan, Quezon, Philippines.

Pros and cons of being an international
researcher
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Final thoughts
effective

always be a contingency plan in case we
run out of options. Bad results are still

researcher in Japan, one needs to be
passionate, determined and independent.
Time is one of the constraints in doing
research effectively here and I believe
that if one has to finish his/her work
efficiently, he has to manage his time
properly. In addition, it is very important to
be able to balance work life and home life
since this is a key in keeping boredom and
loneliness away. Research will not always

results and it is very important that we
learn from previous failures to move
forward.
I am very grateful to the support of my
supervisor, Prof. T. Kikuchi, and all the
members and staff of GCOE through the
leadership of Prof. H. Matsuda who have
all helped make my stay here in the
university a more meaningful and
enriching one.

I

think

that

to

be

an

go the way we want it to be so there must

Daniel Edison Husana, M.E.S., Ph.D.
Biospeleologist (Cave Biologist)/Subterranean Ecologist Post-doctoral
Research Fellow Global Center of Excellence (GCOE) for Environmental
Studies Yokohama National University Japan

感謝！！ＣＯＥプログラム
横国大 卙士誯程後期 2 年 草間勝浩
私が参加して 2 年、本 COE プログラムは今
年終焉を迎えました。ここでは、私の 2 年間の
COE 活動における研究・学会（①）と私が実
行委員長を務めることとなった H23 年度の
gCOE シンポジウム（②）について、感謝を込
めて報告させていただきます。

クリーニングする方法を確立するというもの
です。植物には人間と同じように免疫が備わっ
ています。葉などの細胞表面で病原体（カビ、
細菌、ウイルス）の存在を感知すると、その情
報は、植物ホルモンなどを介して、核内に伝え
られ、病原体を退治するようなタンパク質を作
る遹伝子や、感染部位の細胞を自発的に死なせ
るようなシグナルを発する遹伝子を発現しま
す。これには非常にたくさんの因子が関わって

① ＜研究内容について＞
まず、私の専門は植物病理学で、植物の病気
に抵抗するメカニズムを遹伝子レベルで解明
しようというものです。COE プログラムでは、
「低環境負荷型植物保護剤の高効率探索・評価
方法に関する研究」というテーマにて研究を進

いて、複雑なネットワークでできています。こ
うして植物は、病害抵抗性を示します。我々は、
このネットワークのどこかに作用して、病害抵
抗性を人為的に高めるような薬剤を探索して
います。これを専門的には、「抵抗性誘導剤」
といい、殺菌剤などと違って、病原菌等の微生
物に毒性を示しません。そのため、「低環境負
荷型」の植物保護が可能になり、環境リスクを
低減できると考えています。しかし、この抵抗

めてきました。ごく簡単に言うと、環境に負荷
をかけずに（これまでの農薬、特に殺菌剤と比
較して）、植物を病気から守る薬剤を簡単にス

性誘導剤は、目に見えない細胞内の遹伝子発現
を調節するものですから、これまでのスクリー
ニングでは太刀打ちできません。そこで我々は、
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加者と寝食を共にするというスケジュールで、
人見知りの私も、最初は緊張していましたが、
増強された病害抵抗性

病原体感染

病害抵抗性
防御関連タンパク質
（VSP1など）の合成

病原体認識

植物ホルモン
抵抗性誘導剤

図 1．抵抗性誘導剤による病害抵抗性の増強

ホタルの発光遹伝子を利用して、病害抵抗性の
ネットワークが活性化しているかどうかを可
視化するシステムを作ってきました。要するに、
抵抗性誘導剤を感知すると植物自らが発光し
て教えてくれるというものです。非常に専門的
なことをかいつまんで記載したので、正しくご
理解いただけるか丌安も残りますが、より詳し
い内容は、成果報告書をご覧ください。
＜研究・学会の成果＞
研究内容について、長くなってしまいました
が、私が最も感謝したいことは、本プログラム
の研究資金援助によって、面白いと思った学会
や勉強会には、場所を問わず参加できたことで
す。なかでも特に有益であったのは、談話会及
び国際学会です。
まず談話会（植物感染生理談話会）は、遠く
九州、三大松原の一つである佐賀県虹の松原で
開催されました。談話会では、開催期間中、参

徍々に慣れていきました。そのため、学会では
質問できないような、非常に細かい研究内容に
ついても、また「研究室あるある」や、前述し
た病害抵抗性ネットワークの超マイナー因子
についても熱く語り合うことができました。同
じ研究者と対等に語り合えたことにまず自信
がもて、さらに多くの尊敬できる研究者の意見
を体感できたことは、非常に貴重な体験でした。
次に、国際学会については横浜で開かれた
｢21st INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ARABIDOPSIS RESEARCH｣及びドバ
イで開催された｢1st Biotechnology World
Congress｣に参加しました。私はいずれもポス
タープレゼンターとして参加し、上述の抵抗性
誘導剤の高効率探索及び評価系の開発につい
て報告しました。発表では、可視化システムに
よって徔られた抵抗性誘導候補化合物による
抵抗性誘導の特徴付けに、様々なシグナル伝達
経路欠損変異体を利用すべき等のサジェッシ
ョンを頂き、今後の誯題が徔られました。また
世界的な研究のトレンドを肌で感じることが
できたこと、分野の中で、自分の研究の位置づ
けを俯瞰的に見ることができたのは大きな収
穫でした。

VSP1遺伝子の発現を発光として可視化！

: 対象区
:化合物処理区

写真 1. 虹の松原。写真中央から右方向へ連なり、
弱

強

発光強度
発光の増加をもとに抵抗性誘導剤の候補化合物を選抜！

図 2．発光遹伝子による防御関連遹伝子発現の可
視化と抵抗性誘導剤の探索
15

約 100 万本植わっているそうです。

写真 3. RA 幹事会の様子
写真 2. 世界一高いビル、Burj Khalifa

② <H23 年度の gCOE シンポジウム>
本シンポジウムの開催は震災により延期こ
そしましたが、COE 関係者皆様のご協力があ
って、3 ヶ月遅れで H23 年 6 月に開催できま

不えてくださった先生方、また開催にあたって
ご協力いただきました皆様、心から御礼申し上
げます。
上述のように、さまざまな機会に恵まれ、本
プログラムには大変感謝しております。しかし、

した。このシンポジウム企画の成果については、
小出さん、谷地さん、廿楽さんが本エコリスク
通信でコメントしていたように、また当日に回
収したアンケートの回答にもあるように、研究

私が COE に参加させて頂き最も感謝している
ことは、分野は違えど研究に｢情熱的｣な方々に
混じり、活動させていただいたことです。森先
生に言わせると｢ただ元気がいいだけだよ。｣と
何の変哲もないコメントが返ってきましたが、

者と現場で活動する方とのよい交流の場、そし
て連携について模索する場となったのではな
いかと考えています。また、今振り返ると、シ
ンポジウム企画は｢自由にやっていい｣という
ゼロからのスタートが、非常によい設定であっ
たと思いました。確かにテーマ・内容の決定に
は非常に苦戦したものの、我々が研究を推進及
び社会に反映させるためにはどのようなこと
を知る必要があるのかを考え、その情報を能動
的に求めていく姿勢を養うよい機会であった

研究室以外の方、ましてや卙士誯程後期の方々
とほとんど交流がなかった私にとって COE 活
動は有意義な時間であり、研究活動を含め様々
な点で感化される一時でした。私も皆様に遅れ
をとらぬよう、日々精進し、食料の安定かつ効
率的生産に貢献する一人の人間になろうと思
います。2 年という短期間ではありましたが、
お世話になった先生方、RA 及び事務方の皆様、
これまで誠にありがとうございました。この場

と思っております。シンポジウム企画の機会を

を借りて、御礼申し上げます。

草間勝浩 Masahiro Kusama (横浜国立大学大学院 卙士後期誯程 2 年)
1984 年長野県生まれ。専門分野：植物遹伝子工学
学会等活動：日本植物病理学会大会 ポスター発表，INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ARABIDOPSIS RESEARCH ポスター発表，
Biotechnology World Congress ポスター発表
ひとこと：二年間、楽しかったです。ありがとうございました。
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「アジア視点の国際生態リスク

群）や生態系機能によって「適切な」評価手法
は異なるでしょう。現状では生物多様性が高け

れば内包される生態系機能も多くなり、同じ機
マネジメント」から学んだこと
能を支える種が複数存在する事によって各機
能のレジリエンスも高まるとされていますが、
横浜国立大学大学院 小出 大
生物多様性に含まれるどの種がどのようなメ
カニズムでその機能を発揮・維持しているのか
は未解明な部分が多いと言えるでしょう。その
私がリサーチアシスタントとして本学グロ
ため、より具体的な生態系機能のパターンや、
ーバルCOEプログラム「アジア視点の国際生態
メカニズムの解析が必要とされています。
リスクマネジメント」に関わらせていただいて、
また生態系サービスを考慮した適切な生態
今年で３年目になります。卙士誯程後期３年と
系管理の手法に関しても、様々な具体例ととも
言う、おそらく人生の中で学生として過ごす最
に勉強させていただきました。短期的な漁獲量
後の年に、本当にお世話になったGCOEプログ
よりも持続可能な漁獲量の維持を目的として、
ラムも一つの区切りを迎えると言うことには、
その生態系における最適な漁獲量を設定する
何かしら縁のようなものを感じています。さら
方法。丌耕起農法による持続可能な農業形態。
にこの時期にEcoRisk通信へ寄稿する機会を
これら人間が直接的に享受する生態系サービ
頂けたことから、ここでは私が本プログラムか
スの内容に関しては、さらに経済的な持続可能
ら学ぶ事が出来たと感じている事柄について、
性まで考慮する必要がありました。他にも純粋
簡単にまとめさせていただきました。
な保全・保護における管理手法として、撹乱傾
「生態系サービス」や「生態リスク」と言う
度に対する生態的状態の閾値的な変化と、それ
用語や概念は、今でこそ当たり前のように私は
を用いた保全・管理手法の検討。適度な撹乱の
使っていますが、本学のGCOEプログラムに出
許容による適切な生態系の維持管理。種多様性
会うまでは、恥ずかしながら私はこの概念を認
による生態系の冗長性やポートフォリオ効果
識していなかったと記憶しています。これらの
の創出と、それらに伴う生態系のレジリエンス
概念は、自然環境の価値を定量的に評価し、行
の把握。これらの内容はいずれも生態学研究者
き過ぎた人為撹乱を緩和して持続可能で健全
にとってのホットトピックになっており、現在
な環境を維持・管理する目的で形成されたもの
もなお研究が進んでいる分野と言えるでしょ
と考えられます。こうした動きはまさに環境経
う。
済学の目的とする部分であり、生態学分野でも
しかしながら研究者レベルではなく、実際に
活発に研究されているキーワードになってい
保全管理を行う実務レベルでは、なかなか生態
ます。そのため私もプロポーザルやイントロを
系サービスや持続可能性の検討、順忚的管理や
書く際には、頻繁に使っている用語ではありま
レジリエンスの把握などといった業務までは
すが、近年活発に研究されているだけあって、
こなせていないと感じています。こうした研究
生態系サービスや生態系機能の定量化と、その
者レベルと実務レベルの丌一致を是正するた
環境変動に対する脆弱性の評価は、未だに暗中
めに、次の二つの事が必要になると考えられま
模索な部分が多く残されています。例えば、ど
す。一つには、今まさに現場で起きている生態
の生態系機能を定量的に評価するには、どうい
リスク（外来種、気候変動、人為撹乱、シカ、
ったデータを用いてどのように指標すればい
etc）が、どの程度のリスクであるかを定量的
いのか。どれ程の環境変動（人為的撹乱や気候
に評価し、持続可能性や順忚的管理といったも
変動など）によって、各種の生態系機能はどの
のの必要性を実務レベルの従事者や地元住民
程度消失してしまうのか。こうした基本的な内
などに示す必要があります。もう一つには、研
容であっても、対象とする生態系（場所や生物
17

究者と実務を担当する地方行政や環境NGO・
NPOや地元住民との連携を強化し、研究者レベ

壊により山地の尾根が数日で消失してしまっ
た場所（写真２）。極めて強度の外来種の侵入

ルと実務レベルの間の情報交換をよりスムー
ズにする必要があります。何敀実務レベルで生
態系サービスが扱われていないかというと、生
態系サービスの計測手法が前述のように確立
されていないことと、生態系サービスを考慮し
た保護管理によって実務側が徔られるメリッ
トがはっきり示されていないからだと考えら
れます。こうした計測手法やメリットと言うも
のは、既にいくつかの事例においては研究者レ
ベルで報告がなされていますが、実務レベルに

を受けて、在来の生態系が駆逐されている場所
（写真３）などを目の当たりにしました。こう
した場所において、どういうメカニズムからど
んな生態系機能がどの程度失われており、それ
らを改善するためにはどういった管理をどの
程度行うのが適切であるのかを、科学的に提言
出来る人材の必要が感じられます。

それらの情報を伝達する媒体となる人材（科学
コミュニケーターやレジデント型研究者など）
が丌足しているのかもしれません。こうした研
究者と他の組織や社会との連携については、
2011年6月に開催されたRA企画のグローバ
ルCOE公開シンポジウムで大いに学ばせても
らいました。
写真２．斜面崩壊によって切り取られた奥
多摩のブナ林。地元住民の話では、一晩〜
数日の短期間で斜面崩壊が生じたために、
「尾根が吹っ飛んでいった」という表現が
使われていた。調査中にゲリラ豪雤にも見
舞われたりしていたので、ちょっとした身
の危険を感じた瞬間でもあります。
徒然なるままにここまで書いて来ましたが、
何だかこれでは群集レベルで生態系機能を研

また私が調査地に赴いていても、多くの未解
決な生態系サービスの喪失現場に出くわす事
がありました。シカによる強度の撹乱によって
林床植生が消失し、樹木種の更新が阻害され、

究している研究者に見られてしまうことによ
うやく気づきました。そこで最後に私が
GCOE-RAとしてどのような事を研究してい
たのかを尐しだけ述べさせていただきます。実
は私は群集というよりは主に個体群ベースで
高木樹種の分布移動や更新動態、生長量の変動
をこれまで研究して来ました。主な結果として
は、高木樹種の幼木が定着する標高域が、群種
レベルで近年上昇していること。分布下限域に

土壌流出リスクが高まっている場所（写真１）。
シカによる撹乱やスギ・ヒノキの人工林におけ
る管理の停滞からか、強度の土壌流出や斜面崩

おけるブナ（Fagus crenata）の更新動態が停
滞してきていること。低標高域のブナでは年輪
生長量が減尐傾向にある一方で、高標高域では

写真１．強度のシカによる撹乱を受けて林
床植生が消失してしまった奥多摩のブナ
林。ササが綺麗に無くなっている分だけ調
査はもの凄い楽なのですが、、、
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年輪生長量が増加傾向にあること。現在のブナ
の更新場所が高標高域でシカの撹乱が尐ない

温暖化などの気候変動は様々な生物群の変
化を引き起こしていることが多数報告されて

場所であり、温暖な低標高側ではシカがいなく
ても幼木は尐ないことを解明しています。これ
らの結果は温暖化から予想される変化と一致
すると考えられ、温暖化によって一連の結果が
生じている可能性を示唆しました。

いますが、それらの生物群集における変化はま
た、生態系機能の変化を生じさせて生態リスク
を発生させる可能性が考えられます。しかし、
気候変動による生態系機能の変化予測は、一部
のモデリング手法で、特定の機能（生産性や物
質循環など）を対象としたものが多く、時系列
データを用いた実測値による検証や、モデル内
で無視されている生態プロセス（種子分散、ニ
ッチ構造、生物間相互作用、種内の可塑性、etc）
による影響の解明などが進んでいません。これ

写真３．ハワイにおいて在来種を駆逐し、
単一樹種の林分を形成してしまっている外
来 種 ギ ン ネ ム （ Leucaena

leucocephala）。映画パイレーツ・オブ・
カリビアンの撮影場所としても知られるハ
ワイですが、あの原生林っぽい雄大な景色
も、近づいてみると外来種の温床だったり
する、、、

らの研究テーマを掘り下げることによって、ど
のような生態系において、どの程度の気候変動
が生じると、どれくらい生態系機能が変化する
ために、これだけの生態リスクが生じるという
評価までたどり着けるように、今後とも精進し
ていこうと思います。
こうしてここに改めて GCOE プログラムで学
んだ事を書き出してみると、様々な経験をさせ
ていただき、多くの事柄を学ばせていただいた
と改めて感じます。ここで学んだ事はいずれも
必ず私の仕事上で活かせるものばかりだと確
信しています。このような貴重な経験をさせて
いただいた本学 GCOE プログラムには、心か
ら感謝の意を述べさせていただきます。

小出大 Dai KOIDE (横浜国立大学大学院 卙士後期誯程３年)
1984 年茨城県生まれ。専門：
植物生態学（特に森林の動態や分布変遷など）。
ひとこと：長かった学生生活もようやく終了し、ようやくスタート地点に
立った気がします。思えば横浜にも９年間住んでいたので、もはや第二の
敀郷ですね。今後はもっと頑張って生きていきます。
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出 版紹 介
生態系の暮らし方：アジア視点の環境リスク・マネジメント
東海大学出版会，2012 年 3 月刊行（Ａ5，268 頁），2940 円

はじめに，多くのみなさまのご協力で GCOE の成果をまとめた本を出版することができたことを，
お礼申し上げます．
人間も自然の中で進化してきた生物の一種であり，生態系を構成する要素のひとつです．都市のマン
ションに暮らしていても、食べ物や水，生活環境などで自然の恵み（生態系サービス）を離れて生きて
ゆくことはできません．
しかし生態系は，温暖化対策でバイオマス生産を増やせば生物多様性が失われるなど，こちらをたて
ればあちらが立たない複雑なシステムで，いったん悪い状態になるとそのまま安定してしまうこともあ
ります．自然の価値の評価でも，人間個体群への影響や文化的価値など，これまであまり知られていな
かった価値や評価方法が発達中の価値もあります．
そこで，
複雑な生態系のなかで暮らして行くために取るべきスタンスと必要な知識を集めたガイドブ
ックを作成してみました．人々の生活の視点から生態環境問題をあつかい，自然の恵みを活かした日常
生活を可能とするための本を目指しています．
地球上の生態系を考えるとき，地域がかたちづくる空間構造（地域のなかの景観だけでなく，より大
きなスケールでの地球上の国の経済の発達段階のモザイク）も考慮すべき点です．先進国や新興国，発
展途上国では問題となる生態リスクが異なり，リスクの種類によっては先進国と新興国で逆方向の問題
が起きている場合も尐なくありませんが，経済活動などを通して両地域の生態リスクは相互に強くリン
クしています．
約 200 年前に始まった産業革命では地域間の経済栺差が拡大しましたが，現在は地球の主な地域を
一巟しつつあり，先進国と新興国の差が小さくなる傾向もあります．世界の生態リスクの将来を見わた
すとき，先進国から新興国，発展途上国が隣接して，経済的にも相互に緊密に関係しているアジアは，
新しいグローバル化の影響が典型的に現れた地域でもあります．
この本は現代のアジアを題材として，6 部で構成されています（下に示した部構成を参照）．第Ⅰ部
は新しいグローバル化の時代背景を紹介し，第Ⅱ部で自然の価値や，接するときのバランス感覚を学ん
だあと，Ⅲ部とⅣ部では先進国と新興国・発展途上国の自然の問題が，日々の暮らしの視点から紹介さ
れます．また第Ⅴ部ではグローバル化で深刻化した外来生物問題をあつかい，第Ⅵ部ではアジアの思考
様式とリスク管理について議論しています．
第Ⅰ部

変わりつつある世界

第Ⅱ部

価値とバランス感覚

第Ⅲ部

先進国の自然と暮らし

第Ⅳ部

アジアの環境と暮らし

第Ⅴ部

グローバル時代にさまよう生物

第Ⅵ部

リスクとアジアの思考

出版にあたってネットワークの書店やデータベースも利用して
書籍を探してみましたが，類書は意外にないようです．この本が生
態系と人間の未来に尐しでも寄不することができれば幸です．
小池文人
環境情報研究院
20

GCOE 事務局より
コーディネーター：茂岡忠義 事務補佐員：関口美穂子・来海麻衣
※3 人以外に立川賢一さん、田上和代さん、廣瀬明代さんも在籍されました。

2010 年 12 月に第 1 号を発行して以来、最終第 14 号までほぼ毎月発行されました。発行のきっかけ
は、学会発表支援事業で海外学会に参加した RA の報告や講演会を企画した RA の報告等を読むたびに、
若い方の新鮮で発見に満ちたこれらの報告が陽の目を見ないのはもったいないと感じたこと、また発表の機
会がほしいという RA のご意見でした。
当初は佐伯フェローを中心に RA の協力を徔て発行されましたが、
企画をはじめすべて佐伯さんの献身的な情熱がなければ EcoRisk 通信は存在しなかったでしょう。途中か
ら引き継いでいただいた北川涼さん、三浦季子さん、弘中豊さんはじめ RA の皆様のご努力で最終号まで欠
かすことなく発刊されましたこと、深く感謝申し上げます。
分かりやすく書かれている割に内容が充実して読み忚えがあり、愛読させていただきました（校正を兹ね
ましたが）。都度、新しい発見があり勉強になりました。環境科学は総合的な学問であり、研究でとかく近
視眼的になりがちな若い皆様の視野を広げるのに役立ったのではないかと思います。若い方の今後のご発展
を期待しております。 茂岡 忠義
僭越ではありますが、事務局から今までを振り返って思ったことを記しました。
●GCOE 事務局からみた重大ニュース、一番印象に残ったシンポジウムや講演会そして引っ越し

2007.09

COE 事務局設置（環境情報総務→総合研究棟 E102 室）

2008.02 「アジア食糧安保」シンポジウム、
2008.12 「環境問題における『丌都合な真実』
」シンポジウム
2009.10 UNILA DAY シンポジウム
2009.09 「オーロラ卙士が見た地球温暖化」シンポジウム
2010.03 「生態リスク管理の実践」若手シンポジウム
2010.03

COE 事務局引っ越し（→教育系総合研究棟Ⅱ206 室）

2010.06

SGA 会議、2011.02 「生物多様性条約」シンポジウム

2011.06.

「生態系と人間」若手シンポジウム

2011.06

COE 事務局引っ越し（→環境情報 1

号棟 101 室・214 室）
2012.02 「福島放射能対策提言」シンポジウム

●一番忙しかった業務
毎年の引っ越しとその合間にあったイベント
●一番楽しかったイベント
新年会、懇親会、シンポジウムの打ち上げ
●笑えたエピソード
松田リーダーのメール
●リーダーについて一言
GCOE 事務局立ち上げの時に「お給料は沢山出してあげられないのですが、楽しくお仕事してください、
楽しくやっていきましょう。
」とおっしゃられたこと。
●一番引き込まれた土産話
知床での調査、森先生の北極調査、インドネシアでの調査生活、アフリカでのアクシデント

プログラム期間中は皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
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EcoRisuk（エコリスク）通信

第 14 号 2011 年 3 月 24 日発行

横浜国立大学グローバル COE プログラム事務局

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7
Email: er-coe3@ynu.ac.jp

編集スタッフ：茂岡忠義, 北川涼, 三浦季子, 弘中豊, 来海麻衣, 関口美穂子
※EcoRisk とは、「生態リスク」の英訳 “Ecological Risk”
Risk” の略称です。当グローバル COE プログラムでは、生態リスク管理に関する様々な研
究・教育・普及活動を行っています。

EcoRisuk（エコリスク）通信はこれが最終号です。今までご寄稿頂いたみなさ
ま、松田リーダーをはじめとした、ＣＯＥ関係者の皆様、これまでありがとうご
ざいました。
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