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成果発信のためのニュースレター 

「EcoRisk（エコリスク）通信」について 

このたび当グローバル COE プラグラム

「アジア視点の国際生態リスクマネジメン

ト」では、「Eco-Risk 通信」を発行すること

になりました。当プログラムも発足後約 3 年

半を経過して残り 1 年余となり、今回紹介が

ありますように出版等目に見える成果も出

つつあります。これらの状況を考え、これま

でに得られた教員、フェロー、大学院生等事

業担当者の成果を項次まとめ、発信していく

こと、また、意見交換の場となることを目的

とするものです。これにより担当者各位の研

究、教育活動および事業内容の一層の深化・

改善につながり、世界に通用する「環境リス

ク学」の教育研究拠点の形成に向け大きく前

進するものと期待しております。 

当 COE プログラムは、生態環境保全学分

野で国際的に活躍できる若手人材の育成を

目的に日本はじめ、インドネシア、フィリピ

ン、バングラデシュ、インド、ネパール、中

国、韓国等、多数のアジア諸国出身者を含む

大学院南士後期課程学生を対象として、リサ

ーチ・アシスタント制度、国際学会発表支援

制度、海外調査・研修派遣制度等を創設して

います。また、これら各国出身の若手研究者

が中心となって、既成概念のワクにとらわれ

ず、新しいアイデア、発想でシンポジウムや

公開講演会等の企画、運営を行っています。

この Eco-Risk 通信により若手の方の活動の

状況も知っていただければと存じます。 

次号からは事業推進担当者の研究成果を

項次掲載する予定です。このニュースレター

がメンバー各位の交流の場ともなり、意見交

換に役立つことを期待してやみません。 

[編集スタッフを代表して] 

GCOE 事務局 茂岡忠義 

 

 

 

2009 年 シンポジウム 
「オーロラ南士が見た地球
温暖化-北極圏・オーロラ・
地球温暖化-」 

 

2008 年 
丹沢での野外調査 
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横浜国立大学グローバル COE プログラムで

は，国立環境研究所と連携し，人口増加や経済

発展に伴って生態系の破壊と生態系サービス

の劣化が著しいアジア発展途上国等の生態リ

スクの適切な管理に貢献するため、以下の活動

を行っています。 

 

1. 国連ミレニアム生態系評価(MA)にアジア視

点を加えた国際的なリスク管理の理念･基本手

法･制度を解析して提示する  

 

2. アジア等の森林植生･土壌･沿岸域等の生態

系機能を調査･解析して外来生物管理を含めた

具体的な項応的リスク管理手法を提示する  

 

3. 農薬･肥料･有害物質管理，バイオマス高度

利用，遺伝子操作作物利用，廃棄物循環利用等，

具体的実践的なアジア途上国の生態系サービ

スのリスク管理手法を開発･応用する  

 

4. これらの｢基礎研究｣と具体的な｢事例応用

研究｣，新たな政策アイデアに基づく｢社会制度

提案｣の３者を繋げる研究者･行政･企業･市民

のネットワークを国際的に構築する  

 

5. これらをもとに、自ら新しい領域を開拓す

る創造性の醸成，広い視野に立った客観的分析

と総合に基づくシナリオ構築能力の養成、さら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に内外のネットワーク形成 能力ならびに社会 

活動における交渉能力の向上を重視した国際

的に活躍する若手研究者等の国際的な人材育

成拠点を形成するプログラムは，本学の大学院

環境情報研究院が中心となり、国立環境研究所

と連携して進めています。 

 

「欧州の予防原則と米国の項応的管理とが対

立」しているリスク管理の理念・方法を、法規

制と自主規制との調和を実践している「アジア

視点」から構築することが本プログラムの特色

です。 

  

グローバル COE とは： 

大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した教育研究拠点を重点的に

形成し、国際競争力のある大学づくりを目的として、文部科学省が募集をする事業です。 

 

 

当グローバル COE 事業の活動目標を簡卖に

紹介します。詳細は、公式ホームページ 

http://gcoe.eis.ynu.ac.jp をご覧ください。 

今年 3 月に開催されたシンポジウムのポスター。 

若手研究者による成果発表が行われた。 
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COP10 の感想 

 生物多様性条約（CBD）の第 10 回締約国会

議（COP10）が 2010 年 10 月に名古屋で開

催されました。CBD には｢2010 年までに生物

多様性の喪失を顕著に減速させる｣という

2010 年目標がありました。COP10 はその評

価となる節目の年でした。前年の 2009 年に

コペンハーゲンで開催された気候変動枠組み

条約の COP15 では先進国と途上国が激しく

対立し、十分な合意を得られなかったと言われ

ています。今回も生物資源から得られる利益の

公正な分配（ABS）や海の保護区面積の数値目

標をめぐって、事前会合でも激しい対立が報じ

られました。 

 COP10 最終日に当たる 29 日を越えた未明

になって、ABS をめぐる名古屋議定書と

2010 年目標を継ぐ愛知目標が合意されまし

た。内容はさておき、合意したことはたいへん

よかったと思います。合意をもたらした要素は

4 つあったと思います。各締約国の生物多様性

保全をめぐる危機感、内容を問わずとにかく合

意したいという日本政府の熱意と完璧とも言

える会場運営、市民ボランティアの協力、そし

て日本など先進国の途上国への資金援助でし

ょう。 

 27 日に菅首相が演説しました。特筆すべき

は、生態系サービスという言葉を使わずに「自

然の恵み」（Gift of Nature）と表現していた

ことです。そのほかにも、鶴の折り紙など、日

本人にとっての身近な例での説明に努めてい

ました。2 年前のボンでの COP9 では生態系

サービス（ES)の経済評価（TEEB）が強調さ

れました。今回もその取組みは進みました。ア

ル・ゴア氏は（気候変動に対する）人間の取組

みを「倫理の問題」と言ったと思いますが、経

済的に割に合わなくても、自然の恵みを次世代

 

 

 

 

 

に残すという取組みの切迫性は世界の合意を

得られるでしょう。 

 反面、科学者が重要な役割を果たしたかどう

かは疑問です。COP10 では UNFCCC（気候

変動枠組み条約）の IPCC に匹敵する IPBES

（生物多様性･生態系サービスに関する政府間

科学技術プラットフォーム）を作ります。しか

し、これでは締約国間の対立は解消するどころ

か、コペンハーゲンのようにかえってこじれる

かもしれません。科学者の役割は聖職者のよう

に善を語ることではありません。一つの宗教の

信者ばかりならそれでよいかもしれませんが、

多様な価値観の合意を図るには、IWC（国際捕

鯨委員会）や ICCAT(大西洋マグロ類保存委員

会）の科学委員会の役割のほうが明確です。こ

れらは親捕鯨と反捕鯨などの対立があり、双方

の立場の科学者が数字で議論し、合意文書をま

とめて総会に勧告します。その勧告を総会が無

視しているのは問題ですが、科学者どうしが妥

協して解を探すと言う役割は明確です。IPCC

や IPBES は科学者が一方の側に立っているよ

うに見えます。多様な価値観の尊重はわが

COE の掲げるアジア視点でも標榜し、CBD で

も生物文化多様性として重視されています。 

 

わが COE の取り組み 

 COP10 に向けて、さまざまな取り組みが内

外でありました。 

 日本生態学会が呼びかけた生物多様性観測

ネットワークの国内組織 J-BON は、環境省予

算 で ア ジ ア 太 平 洋 諸 国 の ネ ッ ト ワ ー ク

AP-BON を支えています。これらの取り組み

が環境省生物多様性総合評価検討委員会によ

る Japan Biodiversity Outlook として公表さ 

れました（図 1）。松田は検討委員に加わり、

日本生態学会として COP10 交流フェアで展
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示を行いました。 

国連大学高等研究所が進めた里山里海評価

では、日本の持続可能な資源利用の取り組みが、

本学が翻訳した国連ミレニアム生態系評価の

構図に沿って分析され、関東中部クラスター報

告書（図 2 はその表紙）を佐土原教授が共同編

者としてまとめました。全国報告書も松田、嘉

田教授、及川准教授、元 COE フェローの林さ

んが執筆者に加わりました。 

 また「SATOYAMA イニシアティヴ」が

COP10 の｢生物多様性｣に関する合意文書の

なかに特記されました。その中で、ユネスコと 

わが横浜国大が進めている MAB（人間と生物

圏）計画との連携が推奨されました。MAB 計

画は鈴木学長が長らく計画委員長を務め、私が

計画委員長を引き継ぎ、MAB 事務局は酒井准

教授が担っています。COP10 でも、10 月 20

日に本会議第 2 会場（写真 1 は会場。松田撮

影）で 194 名を集めて MAB 関係のサイドイ

ベントを開催し、本学から鈴木学長と私が登壇 

 

図 1  JBO に掲載された海洋栄養段階係数と日本の水産資源の状態を俯瞰した図。松田作図。 

 

 

図２ 日本の里山・里海評価に関する報告書 

 

このデータ例は上位捕食者を主に漁獲する北大西洋では乱獲の指標とされているが、日本ではもともと栄養

段階の低い魚種も利用されていたため、この指標の維持がただちに持続可能を意味するとはいえない。 

 なお、FISHBASE には魚類以外のイカ類などは集約されず、この評価にも計算されていない。また、過

去の漁業は遠洋漁業が含まれていて、現在とは操業海域が異なり、本来は EEZ 内の漁獲量だけで比較すべ

きである。出典：水産庁海面漁業魚種別漁獲量累年統計（全国） 
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しました。ユネスコのパーシックさんが基調講

演し、文化多様性の重要性を指摘しました。互

いの価値観の違いを認め、生物多様性の持続可

能性という世界の目標を定めることが大切で

す。この会合の最後に、私は「利害関係者が対

立しても現場をともに訪れて議論すれば、合意

が得られることが多い。まさに生物圏保護区は

「自然の学校」です。しかし、COP10 では現

場を持たない学者と政府代表が議論して対立

を解消できないでいると述べました。教条にと

らわれず、現場を見て合意できる実践的な解を

求めることこそが科学者の役割であるという

ことも、もわがCOEの理念です。10月にMAB

計画委員会はユネスコエコパーク登録地･候補

地ネットワークを立ち上げました。 

 

海洋保護をめぐる議論 

 COP10 のもう一つの論点は海洋保護でし

た。Census of Marine Life（CoML）という

プロジェクトが 2000 年から 10 年かけて海

洋生物の全球調査を実施し、日本の海洋生物多 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様性が(調べられた中で)最も高いという結果が

でました（写真 2 は 2010 年 10 月ロンドン

での CoML 最終会議。松田撮影）。同時に、

CoML では「2048 年までに世界の水産資源

が枯渇する」という予測も出され、世間を騒が

せましたが、CoML 内部の議論を経てこの予測

は見直され、著者自身が「世界の漁業の再建」

という別の論文を出しました。 

 COP10 の愛知目標では沖合いも含めた海

域の 10%を保護区とすることが合意されまし 

た。その過程で、私は Pew 環境グループ主催

のサイドイベントでクロマグロの産卵親魚を

産卵期に保護することも MPA と認めることで、

主催した反捕鯨論者として有名な Lieberman

南士と合意し、その旨講演しました。実際、愛

知目標には「保護区またはそれに類するもの」

という文言が明記されました（写真 3 は会場の

様子。松田撮影）。このように、立場の異なる

科学者どうしの妥協は COP10 でも有効でし

た。 

24 日には CBD 事務局と国連大高等研主催

の Sustainable Ocean Initiative という 

 

写真１ 
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Workshop で日本の沿岸漁業の長所を日本書

紀に載る最古の MPA、生態系管理としての魚

付林、自主的海洋保護区の手始めは項応的に小

規模から（京都ズワイガニ漁業）、行政・漁業

者・研究者が一体となった週代わりの MPA（愛

知イカナゴ漁業）、知床世界遺産が示す科学委

員会の役割など、日本の漁業と水産学者の具体

的な取り組みを紹介しました（写真 4 は会議風

景）。この知床世界遺産の取り組みは、日本漁

業の共同管理の例として、世界に広く周知でき

ました。 

このほか、Cop10 直前に及川准教授が「生

物多様性というロジック－環境法の静かな革

命」（別頄）を出したことも大きな反響を呼ん

でいます。また、国立環境研の五箇さん（主席

研究員）を中心に外来種関係の行事も注目を集

めていました。その様子は、次号で五箇さんに

紹介いただきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 2 

 

 

 

写真 3 

 

 

写真 4 

 

 

松田裕之 Hiroyuki MATSUDA （横浜国立大学教授） 

1957 年生まれ。専門：生態リスク学。主な著書：『環境生態

学序説』、『生態リスク学入門』（ともに共立出版）など。 

Pew Marine Conservation Fellow 2007。(社)水産資源・

海域環境保全研究会会長 横浜国立大学グローバルCOEプログ

ラムリーダー 
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平成22年9月28日に第54回公開講演会（第

18 回若手研究者のつどいとの共催）が開催さ

れました。今回は、学生自主企画として「生態

系管理における生態学的閾値の応用と課題」と

題して、東北大 COE フェローの佐々木雄大さ

んにお越しいただき、古川の事例紹介も交えな

がら生態学的閾値に関して議論する機会を設け

ました。生態学的閾値は近年、生態系管理の文

脈での応用がよく語られるものの、その概念的

な整理や事例の蓄積の必要性、応用に際しての

課題が指摘されるなど、まだまだ発展途上と言

えます。本 COE のテーマ「生態リスク管理」

にも密接に関わるこの概念について、当日議論

された内容を中心に簡卖に紹介します。 

 

近年の研究で撹乱の増大に対して生態系（放

牧地、サンゴ礁、湖沼など）が急激で時に丌可

逆な変化を起こし得ることが指摘されており、

生態的状態が急激に変化する点・領域のことを

生態学的閾値（ecological threshold）と広義

に呼んでいます（図）。管理者からすれば、急激 

 

 

 

 

 

 

な変化点が予測できれば生態系機能やサービス

の低下など望まない変化を未然に防ぐことが可

能となります。逆に、閾値以前の状態に戻すこ

とが可能であれば、機能・サービスを回復でき

ることから、生態系管理において重要な概念と

捉えられています。（図） 

 

当日はまず、佐々木さんが定義・概念の整理

を行い、モンゴルの放牧地生態系における自身

の研究成果を交えながら、生態学的閾値の応用

と課題を紹介しました。その中で、pattern 

threshold、process threshold、degradation 

threshold という三つの重要な閾値の定義が提

示されました。これらは閾値に基づいた放牧地

管理の根幹であるだけでなく、生態系管理全般

において必要な管理レベル（予防的管理、自律

的回復、生態系修復）の判断に重要との考えが

示されました。しかし、検証例の丌足や閾値検

証の難しさなど、今後の課題も多数指摘されま

した。 

続いて古川が佐々木さんの閾値の議論をベー

スに、強度の伐採圧を受けるケニアの都市林（写

真）における閾値の応用事例を紹介しました。

発表では種組成（群集構造）の閾値的変化を生

活型別の多様性パターンと比較しながら閾値検

出の過程を中心に、実際に検出された閾値を管

理の文脈にいかに翻訳するかが紹介されました。 

質疑応答では、閾値応答の指標として、多様

性を用いる場合と、群集構造を用いる場合の違

いに関する質問が印象に残っています。また、

多様性を指標として扱う場合、撹乱レベルが低

くても多様性が減少すること、つまり日本の里

山などに見られるunderuseを閾値の文脈では

どのように捉えるか、という指摘もありました。

この問いに対して佐々木さんは、保全を目的に

する場合は多様性を、生態系サービスの維持（資

 

図 生態学的閾値の概念図 
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源管理）の場合は群集構造を、というように目

的に合った指標を用いる必要を指摘しました。  

実は、今回の公開講演会での議論をベースに、

松田研究室出身の岩崎雄一さん（現・東工大ポ

スドク）や森章助教と共に、企画集会案を現在

練っています。札幌で行われる生態学会では他

の講演者も加えて、生態学的閾値に関してさら

なる議論を行う予定です。生態系管理や生態リ

スク管理に関心のある多くの方が参加されるこ

とを期待しています。最後になりましたが、こ

の場を借りて、遠方から足を運んで下さった

佐々木さんや、公開講演会の開催をサポートし

て下さった関係者の皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢はきっといつか本当になる。幼稚園の頃か

らずっと鯨が好きだった私は、鯨の研究者にな

るという夢を 20 年間追い続けています。今回、

海外調査研修派遣支援事業の一環として、イギ

リスはセントアンドリュース大学に行かせて頂

きました。お陰様でまた一歩、夢の実現が近づ

ききました。そこでの経験と成果および今後の

目標を簡卖に紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル COE 事業では、国際的な視点を

もった若手研究者を多く育てるために、海外

研修を奨励しています。今回は、英国セント

アンドリュース大学に派遣されました柴田泰

宙さんに体験を綴っていただきます。 

 

写真１ ワークショップが開催された建物 

(セントアンドリュース大学構内 柴田撮影) 

 

古川拓哉 Takuya FURUKAWA （横浜国立大学大学院南士課程） 

1982 年生まれ。専門：植物生態学、植生学。 

南士論文のテーマ「ケニア山地乾燥林生態系の植生と植物資源利用」 

ひとこと：腹痛と窃盗と野生動物と闘いながらケニアで研究すること早

5年目。日本生態学会札幌大会（2011年3月）では、生態学的閾値に関

する企画集会を開くので、是非お越しください！ 

写真 ケニアの都市林を利用する女性たち 

（古川撮影） 
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私は、鯨の個体数推定法に関する研究を行っ

ています。ざっくり説明すると、従来の推定法

より良い推定法を開発しようという研究です。

ちょうどセントアンドリュース大学で、従来の

方法を含めた最新の個体数推定法に関するワー

クショップ（写真１）が開かれており、大急ぎ

で必要な書類を提出しました。そして、本支援

事業の存在を知ってから 2 週間後には無事にイ

ギリスの地を踏むことができました。結果的に

は行って良かったと言えるのですが、ワークシ

ョップ開始当時は英語がさっぱり聞き取れず、

ものすごく悔しい思いをしました。講師陣の用

意したスライド中にある数式を見て、何を言っ

ているのか補間することは出来ましたが、授業

の合間に交わされる冗談は全くわからず、何度

も唇を噛み締めました。 

しかし、ワークショップ開始 3 日目くらいか

ら、英語が突然聞き取れるようになり、夜の飲

み会等でもかなり楽しくお喋りをすることが出

来ました。翌日以降は仲良くなった人たちと、

お互いの研究テーマについて議論し、昼も夜も

楽しく過ごしました。 

また、個体数推定の権威であるバックランド

南士(写真２)と議論を持つ機会を持ちました。

バックランド南士は私が個体数推定の基礎を勉

強した際に、擦り切れるまで読んだ本の著者で

したので、ガチガチに緊張しました。私は拙い

英語で一所懸命説明しました。口を拭くための

紙ナプキンに図や数式を書いて説明しました。

その結果、彼にも私の研究内容が伝わったよう

で、少し間を空けてから『It' s tricky』とニ 

ヤっとしながら言いました。 

バックランド南士は、私と話した翌日から出

張か何かに行ってしまったので、ずっと tricky

がどんな意味で使われたのか考え続けていまし

た。ワークショップ中に tricky が使われる場面

は、全て、高度な技術・工夫というような意味

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 バックランド南士（中央）と筆者（左） 

で使われていたので、自分の研究もそのような

意味で使われたのだろう、だとすれば tricky と

いう卖語はポジティブに解釈して良いのかな、

それとも、妙な研究をしているな、と言われた

のかな、等悶々と考えながら、帰国しました。 

帰国後、バックランド南士に話したのと同じ

研究内容で、日本学術振興会特別研究員（DC2）

に通りました。その嬉しさもさることながら、

日本財団の助成を利用して、もう一度セントア

ンドリュース大学に行けることになりました

(予定：2011/1/4-3/15)。しかも、憧れのバ

ックランド南士の研究室です。彼は私のことを

覚えてくださっていて、打診中のやりとりで、

Yasutoki impressed us in the summer 

workshop…という文章もありました。私は本

当に感激しました。自分が心から尊敬していた

バックランド南士に、自分の研究を印象付ける

ことが出来ていたからです。tricky という卖語

はポジティブな意味で解釈してよかったようで

す。（・・・と根がポジティブな僕はポジティブ

に解釈しました。） 

現在、私は同じ失敗を二度としないように、

TOEFL の教材で、スピーキングやリスニング

の特訓を行っています。次は一度も唇を噛み締

めることのないようにしたいです。最後になり

ましたが、この度は夢を実現させるに当たって、

本当に良い経験をさせて頂きました。GCOE 関

係者の皆様、本当にありがとうございました。

 

柴田泰宙 Yasutoki SHIBATA （横浜国立大学大学院南士課程） 
1985年生まれ。専門：計算統計学。(特にコンピューターシミュレーションによる個体数の推定。) 

南士論文のテーマ「空間分布パタンの異なる複数鯨種の個体数同時推定法の開発」 

ひとこと：幼稚園の頃から鯨類を研究したいと願い続けて、今ようやく。いや、正確

にはあと少し。実は超苦手な数字の海に、毎日浸かっても夢のためなら溺れない。鯨

のように大胆かつ優雅に泳げる日が来ることを信じている。 
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『生物多様性というロジック』   及川 敬貴 著 勁草書房 

生物多様性というロジックは、社会の基盤たる法制度にどのように投影

されているか。この理解なしに、今後の社会のあり方を論じることはでき

ない。法の意義から具体的な地域戦略策定の手法まで、わかりやすく説く

本書は、「制度生態系」や「環境の司令塔」など最先端の議論も展開。自

治体や NPO、企業人も必読の”市民のための専門書”。  

   

 

『時空間情報プラットフォーム －環境情報の可視化と協働』    

佐土原聡 編    勁草書房  

複雑な環境問題を可視化し協働で解決に取り組むための情報共有ツー

ル「時空間情報プラットフォーム」の作成と活用方法について，主に流域

圏での水循環の具体的な事例をあげながら解説する．地域住民，ＮＰＯ，

行政，研究者の実践的協働に向けて、知識と行動の構造化を提示する。 

 

 

 

 

『クワガタムシが語る生物多様性』 五箇公一 著 創美社一般書 

いま、この瞬間も貴重な種が滅び続けている。地球上には未発見も含め

て３０００万~１億種が存在するが、人間の活動により１年間に約３千～

３万種が滅びつつあるとされる。この滅びのスパイラルを止めなければ、

やがてその渦は人間も巻き込むことになるだろう。 

＜出版社からのコメント＞ 

森林破壊、生物の乱獲、外来生物の登場などにより、地球から生物多様性

が次第に失われつつありますが、これらの要因はすべて人間の経済活動に

あります。生物多様性が失なわれれば、人間も生きていくことはできませ

ん。外来侵入生物の研究者である著者が、興味のつきない研究エピソード

とともに生物多様性の重要性について語った 1 冊です。 

『里山復権～能登からの発信～』 中村 浩二；嘉田 良平 編 創森社 

里山再生・保全のためには、人と自然をつなぐ理念と仕組み、人材が必

要。能登半島などにおける里山への適切な働きかけを紹介しながら、里山

の価値、管理・保全の手だて、可能性などを多角的に追究する。 

＜内容（「BOOK」データベースより）＞ 

人と自然の相互作用で持続可能な里山里海に。里山再生・保全の理念、仕

組み、手だて、可能性を現場の取り組みをもとに多角的に追究。 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/%E9%87%8C%E5%B1%B1%E5%BE%A9%E6%A8%A9%E3%80%9C%E8%83%BD%E7%99%BB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%80%9C-%E4%B8%AD%E6%9D%91-%E6%B5%A9%E4%BA%8C%EF%BC%9B%E5%98%89%E7%94%B0-%E8%89%AF%E5%B9%B3/dp/4883402525/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1287377143&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883402525/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
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＜シンポジウム＞ 

2010.3.10  

横浜国立大学・国立環境研究所グローバル COE プログ

ラム 「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」公開

シンポジウム 生態リスク管理の実践 ～若手研究者に

よる挑戦の軌跡～ 

 

＜公開講演会＞ 

2010.11.29 

生態リスク COE 第 60 回公開講演会 

演題：低地水田地帯における植物種多様性の保全・再生

を目指した広域的研究：越後平野の事例 

演者：石田真也 新潟大学大学院自然科学研究科 

演題：イヌワシの採餌環境再生を目指した森林管理手法

の確立 

演者：石間妙子 新潟大学大学院自然科学研究科 

 

2010.11.27 

生態リスク COE 第 59 回公開講演会 

演題：ミミズの活動がもたらす土壌改変と窒素動態の変

化 

演者：川口達也 横浜国立大学 DC 

演題：分子系統学を用いたミミズ研究の現在 

演者：单谷幸雄 高知大学 PD 

 

2010.11.10 

生態リスク COE 第 58 回公開講演会(第 14 回 G-COE 

Forum) 

演題：Managing Irrigation Commons in the 

Japanese     Perspective 

演者：Ashutosh Sarker, Ph.D., Associate Professor, 

Grad. Sch. of Env. and Info. Sci., YNU.  

 

2010.11.4 

生態リスク COE 第 57 回公開講演会 

演題：陸上生態系から見た気候（地球） 

演者：羽島知洋  海洋研究開発機構 

 

 

 

 

演題：泥炭地のシミュレーションと気候変動－生態学と

物理学の接点 

演者：伊勢 武史  海洋研究開発機構 

 

2010.11.2 

生態リスク COE 第 56 回公開講演会(第 13 回 G-COE 

Forum) 

演題：里山・里海の可能性と課題を探る Exploring 

Satoyama and Satoumi Potentials and 

Challenges 

演者：あん・まくどなるど Anne McDonald 氏  

国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーショ

ン・ユニット所長 

 

2010.10.13 

生態リスク COE 第 55 回公開講演会（第 12 回 G-COE 

Forum） 

演題：Environmentally Friendly Infrastructure 

Development 

演者：Professor Tatsuhiko Ikeda,  

Dean, International Graduate School of Social 

Sciences,Yokohama National University  

 

2010.9.28 

生態リスク COE 第 54 回公開講演会第 18 回 TSUDOI

＠YNU（若手勉強会） 

演題：生態系管理における生態学的閾値の応用と課題 

演者：東北大学生命科学研究科 COE フェロー 佐々木

雄大 

演題：閾値モデルの森林管理への応用：強度の燃料利用

下にあるナイロビ近郊林における事例 

演者：古川拓哉 COERA 横浜国立大学環境情報研究

院  

 

2010.9.21 

生態リスク COE 第 53 回公開講演会(第 11 回 G-COE 

Forum) 

演題：“Spatial Dyamics of Forest Insect Outbreaks”  

http://gcoe.eis.ynu.ac.jp/cms/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transfer.php?file=/uid000002_E7949FE6858BE383AAE382B9E382AFEFBCA3EFBCAFEFBCA5E88BA5E6898BE382B7E383B3E3839DE383AAE383BCE38395E383ACE38383E383885B31302E30322E31375D5B315D2E706466
http://gcoe.eis.ynu.ac.jp/cms/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transfer.php?file=/uid000002_E7949FE6858BE383AAE382B9E382AFEFBCA3EFBCAFEFBCA5E88BA5E6898BE382B7E383B3E3839DE383AAE383BCE38395E383ACE38383E383885B31302E30322E31375D5B315D2E706466


 

12 

演者：Andrew Liebhold,  

US Forest Service  Northern Research 

StationMorgantown,WV,USA 

 

2010.9.9 

生態リスク COE 第 52 回公開講演会（第 10 回 G-COE 

Forum） 

演題：“Novel ecosystems in New Zealand: 

Interactions between natural disturbances and 

biological invasions" 

演者：Dr.Peter Bellingham 

Landcare Research, New Zealand(Visiting JSPS 

Fellow,Tohoku University） 

 

2010.9.4 

生態リスク COE 第 51 回公開講演会 

演題：日本語 「日本の伝統文化から地球環境問題を考

える」 

演者：カール・ベッカー 京都大学大学院人間・環境学

研究科教授 

 

2010.8.28 

生態リスク COE 第 50 回公開講演会 

演題：日本語「エコロジカルフットプリントと日本の責

任」 

演者：伊波 克典  Research Economist, Global 

Footprint Network 

 

2010.8.21 

生態リスク COE 第 49 回公開講演会（第 9 回 G-COE 

Forum） 

演題：Integrating Science, Policy & Local 

Communities: 

A 21st Century Paradigm for Marine Eco-Risk 

Management 

演者：Dr. Michael P. Crosby, 

Senior Vice President for Research,  Mote 

Marine Laboratory 

 

2010.8.5 

生態リスク COE 第 48 回公開講演会（第 8 回 G-COE 

Forum） 

演題：Ecological risk assessment of pesticides on 

the basic of the tissue-residue approach and 

population level effect 

演者：Dr. Chang-Beom Park(朴 昶範南士） 

National Institute for Environmental Studies  （国

立環境研究所 ＣＯＥフェロー）  

演題：Synthesis, characterization and application 

of mesoporous materials 

演者：Dr. Baowang LU（魯  保旺南士） 

National Institute for Environmental Studies  （国

立環境研究所 ＣＯＥフェロー）  

 

2010.6.24 

生態リスク COE 第 47 回公開講演会（第 4 回 G-COE 

Forum） 

演題：Research on biodegradability and biotoxicity 

of wastewater from vitamin-A manufacturing 

process 

演者：FAN Juhong（範 挙紅）Yangtze Delta 

Region Institute of  Tsinghua University（浙江清華

長三角研究院生態環境研究所 助教 ） 

演題中国における土壌・地下水汚染の実態とその対策 

演者：LIU Rui (劉 鋭) Yangtze Delta Region 

Institute of  Tsinghua University（浙江清華長三角研

究院生態環境研究所 准教授） 

演題：Research on water use and availability in 

Aneuk Laot lake, Sabang Island, after 5years a 

massive earthquake in Aceh 

演者：Izarul MACHDAR. Associate Professor  

Chemical Engineering Department, Faculty of 

Engineering,Syiah Kuala University, Banda 

Aceh,Indonesia 

 

2010.6.23. 

生態リスク COE 第 46 回公開講演会（第 3 回 G-COE 

Forum） 

演題： Effects of dams on ecological risk of inland 

fishes 

演者：Hiroyuki Matsuda  
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Professor, Graduate School of Environment and 

Information Sciences, Yokohama National 

University  

 

2010.6.9. 

生態リスク COE 第 45 回公開講演会（第 2 回 G-COE 

Forum） 

演題： Resource economics of exotic mongoose 

control in Amami Island 

演者：Hiroyuki Matsuda  

Professor, Graduate School of Environment and 

Information Sciences, Yokohama National 

University 

 

2010.6.4 

生態リスクCOE第４４回公開講演会 （第 1回 G-COE 

Forum） 

演題：The Amazonian Small Farmer: Local-Global 

Interactions and  the Formation of Regional 

Complexity 

演者：Eduardo S. Brondizio   Professor and Chair, 

Department of Anthropology, Indiana 

University-Bloomington（インディアナ大学 人類学部

教授） 

 

<オープンカフェ> 

2010.9.17 

第 30 回オープンカフェ 「セントアンドリュース大学

での海外渡航研修で得られた知見」 柴田泰宙 COE-RA 

 

2010.9.7  

第 29 回オープンカフェ  

「知床半島における植物・蘚苔・地衣・菌・土壌動物の

種多様性評価プロジェクト」 塩野貴之 COE-RA 小

出大 COE-RA 

 

2010.7.8  

第 28 回オープンカフェ 「議員秘書の仕事」 榎本隆

寿氏 

 

2010.6.17 

第 27 回オープンカフェ  「ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭのｽﾝﾀﾞﾙﾊﾞﾝｽ・

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞを訪ねて」 持田幸良先生 Ashutosh Sarker  

先生 

 

2010.5.20 

第 26 回オープンカフェ 「学会参加のために訪れたﾍﾞ

ﾄﾅﾑ」  谷地俊二 COE-RA 

 

2010.4.22  

第 25 回オープンカフェ                                               

テーマ「Supercritical Fluids Technology for 

Chemical Recycling and Environmental Analysis        

COE フェロー ムハンマド・ファイサル 

 

※2010 年 4 月以降の活動を掲載しています。それ以前

の活動については、HP http://gcoe.eis.ynu.ac.jp

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

2011 年 2 月 26 日（土） 13:00-17:30 

Post COP10 シンポジウム 

「生物多様性条約： 利用と保全の調和を考える」 

場所：学士会館（東京 神田） 

入場無料 

 

2011 年 3 月 16 日（水）13:00-17:30 

公開シンポジウム 

「生態系と人間：現場で求められる生態リスク管理とは」 

場所：横浜国立大学 教育文化ホール 

入場無料 
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※EcoRisk とは、「生態リスク」の英訳”Ecological 
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。 


