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1) NUGELP Office and Muhandiki Lab on the Move 
 
At the end of June, Muhandiki Lab moved to the Graduate School of Engineering 
Building #9 from the Environmental Studies Building.  The new room number of Prof. 
Muhandiki’s room is 427 and that of the students’ is 426. 
 
Following the Muhandiki Lab, the NUGELP Office, previously divided into two rooms, 
Room 401 and 411, merged into Room 401.  Now, two assistant professors, Prof. 
Koyabu and Prof. Kurosaki, and two supporting staff, Ms. Takagi and Ms. Tsutsumi, 
work in the same room in a friendly atmosphere.  Everyone, students, professors and 
guests alike, is welcome to stop by anytime.  Freshly brewed coffee and warm smile 
await you at Room 401, the Environmental Studies Building. 
 
 
2) Students are off to Global Research Internship 
 
The Global Research Internship (GRI) is a compulsory course for the NUGELP 
participants, and a number of students are heading to every corner of the globe during 
the summer.  In contrast to conventional internships, which provide students with 
work experiences, GRI requires them to conduct research at universities, research 
institutions, private companies, governmental bodies and non-governmental 
organizations in Japan and overseas.  GRI aims to provide students with practical 
skills of research implementation, which is one of the most important abilities to be an 



active environmental leader on the global stage.  After the completion of internships, 
students are supposed to summarize the findings of their research in a report and have 
a presentation as culmination of what they have done during the GRI. 
 
In the coming months, the following students are leaving for their respective internship 
destinations: 
 

Name Duration Host Institution Location 
Nojiri, Kohei July 3 – July 24 National Taiwan University Taipei, Taiwan 

Kitano, Rei July 15 – July 28 AWS Secretariat Sabah / 

Universiti Malaysia Sabah 

Sabah, Malaysia 

Malhotra, Kartik July 20 – Aug. 9 Aichi Environmental Research 

Center 

Nagoya, Japan 

Hu, Shenghua Aug. 3 – Aug. 28 Korea Environment Institute Seoul, South Korea 

Kito, Yusuke Aug. 4 – Aug. 26 TBD Singapore 

Pham, Lam Van Aug. 6 – Aug. 28 Center for Environment, National 

Institute of Science Research 

Quebec, Canada 

Cao, Le Hung Aug. 6 – Aug. 28 Center for Environment, National 

Institute of Science Research 

Quebec, Canada 

Kakimoto, Yuji Aug. 11 – Oct. 1 Darmstadt University of 

Technology 

Darmstadt, 

Germany 

Wang, Xi Aug. 17 – Aug. 30 Civil Engineering Research 

Institute for Cold Region 

Sapporo, Japan 

Chwanya, Francis 

Ochora 

Aug. 20 – Sep. 10 Hunan Huazi Science & 

Technology Co., Ltd. 

Hunan, China 

Zhang, Xiling Aug. 21 – Sep. 10 CSIRO Land & Water – Waite 

Campus 

Adelaide, Australia 

Morimoto, Yosuke Aug. 31 – Sep. 18 Oregon State University Oregon, USA 

Naito, Hikaru Aug. 31 – Sep. 18 Oregon State University Oregon, USA 

 
 
3) Vietnam Study Tour Orientation and Introductory Lecture 

 
On Friday, September 15th, Vietnam Study Tour Orientation took place in order to 
provide the participants with necessary information to make the tour successful.  First, 
the tour participants reaffirmed the expectation and objectives of the tour as well as 
detailed process.  Then, they seated as two teams, namely Working Group A (Water 
Environment) and B (Urban Transportation), which had been divided according to each 



student’s research interest, and shared roles in each group, such as leader, sub-leader 
and accounting.  Prior to their departure on September 4th, the groups are supposed to 
submit initial group proposal.  In order to prepare the proposal, the group members 
have to come up with one main topic and discuss various points, including Vietnam’s 
country profile, current situation, issues and proposed study methods. 
 
 Following the orientation, as one of the requirement for participants, they attended a 
lecture, “Introduction to International Development”, provided by Prof. Nagaishi on 
Friday July 22nd.  This preparatory lecture was aimed at the students’ better 
understanding of the world of international development.  The professor outlined 
international aid agencies, focusing on Multilateral Development Banks, such as the 
World Bank Group and Asian Development Bank, and Japan International Cooperation 
Agency as an example of a bilateral development aid agency.  In addition, the 
Millennium Development Goals, consisting of 8 goals to be achieved by 2015, were 
covered in order to address global issues that the international community has to work 
in partnerships for.  It is hoped that the knowledge they obtained from this lecture 
makes their project sites visit more meaningful. 
 
 
4) NUGELP Column No. 5: Prof. Mikihiko Watanabe 

“Recognising Function of Biodiversity for Disaster Prevention” 
 
I had impressive news when I was depressed by disaster happened in Tohoku region of 
Japan. A Matsushima area that is one of the most beautiful three landscapes in Japan 
was damaged least, even if this area is located in Miyagi prefecture that suffered from 
the earthquake most. Matsushima has a number of small islands along its coast. This is 
why it is regarded to be the beautiful landscape and it suffered least, dispersing attacks 
of tsunami. 
 
One of the reasons why biodiversity came to have drawn world’s attention is that it is 
regarded to have ecosystem services without which human beings cannot survive. The 
services consist of four categories, supports, provision, regulation, and culture. Amongst 
those, the regulation service has functions such as climate stabilization, flood 
prevention, and water purification. These services and/or functions are very often 
interpreted as economic values of biodiversity. 
 
Mitigation of tsunami by Matsushima could belong to a category of flood prevention. 
Local communities of Matsushima must have been maintaining it for mainly tourisms 



without recognizing explicitly importance of function of tsunami prevention. It might be 
said, however, that costs for maintaining it must be less than that for construction of, so 
called, a super bank that is believed to have been effective to prevent tsunami attacks.  
 
It can hardly be said that small islands always exceed a super bank with regard to 
ability to block tsunami, even if you conserve small islands to mitigate its attacks. 
Conservation of small islands such as Matsushima, however, is able to provide us with 
services and/or economic values such as incomes from ecotourism, an increase in the 
number of fishes, and absorption of greenhouse gases in addition to function as a 
natural bank against disaster. Biodiversity of Matsushima has multiple benefits that 
can be regarded to be services and values.  
  
Nagoya University Global Environmental Leaders Program (NUGELP) has three focal 
areas: climate change, water and waste management, and biodiversity conservation. 
Sea level rise caused by climate change could be related with a level of damage by 
tsunami. Management of coastal wetland and watersheds might fall within a category 
of water management. Biodiversity has function of disaster prevention as explained 
above. I hope that future leaders could consider relationships amongst these three areas, 
remembering what Matsushima devoted to us. 
 
 
5) NUGELP Alumni Class Notes: Patanin Kridiborworn (Short-term, 2010) 
 
Patanin Kridiborworn, Short-term, 2010, serves as Project Coordination Assistant for 
the Strategic Planning and Commercial Department of PTT Green Energy Pte., Ltd. 
(PTTGE), a company of PTT Group in Bangkok, Thailand.  PTTGE was established in 
September, 2007, with a mission to develop oil palm upstream industry, targeted 
primarily in Indonesia and regional opportunities, as seen its potential.  Apart from 
and along with the palm oil business line, PTTGE also aims to implement Clean 
Development Mechanism and apply a Sustainability Concept to achieve Management 
Best Practice.  Patanin Kridiborworn graduated from Brigham Young 
University-Hawaii with a bachelor’s degree in biochemistry and holds a Master’s degree 
in environmental technology from King Mongkut’s University Technology Thonburi in 
Bangkok, Thailand. 
 
 
 
 



[To unsubscribe to this newsletter] 
If you wish to unsubscribe to this newsletter, please send an e-mail to: 
nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp. 
  
 
 
=========================================================== 
名古屋大学国際環境人材育成プログラム ニュースレター第 12 号（2011 年 7 月） 
=========================================================== 
   
-------------------------------------------------------------------------------- 
今号の内容： 
1) NUGELP 事務局とムハンディキ研究室が移転しました 
2) NUGELP 学生がグローバル・リサーチ・インターンシップに続々出発 
3) ベトナム・スタディツアーのオリエンテーションと事前講義を行いました 
4) NUGELP コラム 第 5 回 渡邊幹彦特任教授 

「生物多様性の防災機能を考える」 
5) NUGELP 修了生の近況：Patanin Kridiborworn さん（2010 年度短期プログラム修了

生） 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1) NUGELP 事務局とムハンディキ研究室が移転しました 
 
 6 月下旬、ムハンディキ研究室が環境総合館から工学研究科 9 号館に移転しました。新し

い部屋番号は、ムハンディキ教授の居室が 427 号室、学生研究室が 426 号室です。 
 
ムハンディキ研究室に続き、以前は環境総合館の 401 号室と 411 号室の二部屋に分かれ

ていた NUGELP 事務局も、移転して 401 号室に統合されました。この移転によって、2
名の助教（古藪助教、黒崎助教）と 2 名のスタッフ（高木、堤）が同室で業務を行うこと

になりました。学生さん、先生方、そしてゲストの皆様、お近くにお越しの際は是非お立

ち寄りください。環境総合館の 401 号室にて、いれたてのコーヒーとあたたかいスマイル

でお待ちしております。 
 
 
2) NUGELP 学生がグローバル・リサーチ・インターンシップに続々出発 

 
 グローバル･リサーチ･インターンシップ（GRI）は NUGELP の必修科目で、多数の学生

がこの夏、GRI のために世界各地へ出発しています。職業体験を目的とする従来型のイン

ターンシップと異なり、学生は国内外の大学、研究機関、民間企業、政府機関、非政府機



関等において研究・調査を行います。GRI の狙いは、国際的な舞台で環境リーダーとして

活躍するために重要な資質の一つともいえる、研究遂行能力を身に付けることです。イン

ターンシップ終了後、GRI の集大成として、研究・調査の成果を報告書にまとめ、プレゼ

ンテーションを行います。 
 
 今月から 9 月に掛けて、下記の学生がそれぞれのインターンシップ先へ出発します。 
 

名前 期間 受入機関 所在地 
野尻 晃平 7/3 – 7/24 国立台湾大学 台湾・台北市 

北野 玲 7/15 – 7/28 アジア湿地シンポジウム事務局 / サバ・

マレーシア大学 

マレーシア・サバ州 

Malhotra, Kartik 7/20 – 8/9 愛知県環境調査センター 名古屋市 

Hu, Shenghua 8/3 – 8/28 韓国環境研究所 韓国・ソウル 

鬼頭 祐介 8/4 – 8/26 TBD シンガポール 

Pham, Lam Van 8/6 – 8/28 国立科学調査研究所 環境センター カナダ・ケベック州 

Cao, Le Hung 8/6 – 8/28 国立科学調査研究所 環境センター カナダ・ケベック州 

柿元 祐史 8/11 – 10/1 ダルムシュタット工科大学 ドイツ・ダルムシュタ

ット 

Wang, Xi 8/17 – 8/30 寒地土木研究所 札幌市 

Chwanya, Francis 

Ochora 

8/20 – 9/10 湖南貨自科技有限公司 中国・湖南省 

Zhang, Xiling 8/21 – 9/10 オーストラリア連邦科学産業研究機構、

ウェイトキャンパス 

オーストラリア・アデ

レード 

森本 陽介 8/31 – 9/18 オレゴン州立大学 アメリカ・オレゴン州 

内藤 光 8/31 – 9/18 オレゴン州立大学 アメリカ・オレゴン州 

 
 

3) ベトナム・スタディツアーのオリエンテーションと事前講義を行いました 
 

7 月 15 日（金）、ベトナム・スタディツアーのオリエンテーションが行われ、ツアーを成

功に導くために必要な情報を共有しました。最初に、参加学生は NUGELP が彼らに何を期

待しているのか、また、このツアーの目的や今後の詳細な手続き等について確認しました。

そして、予めそれぞれの興味・関心に沿って分けてあったワーキンググループ A（水環境）

とワーキンググループ B（都市交通）の２つのチームに分かれて着席し、グループ内でのリ

ーダー、サブリーダー、会計係といった役割分担を行いました。9 月 4 日の出発までに、グ

ループごとに事前プロポーザルを提出することになっています。そのプロポーザルでは、

グループ内でメイントピックを一つ選び、ベトナムのプロフィール、現状と課題、調査方

法等について論じることになっています。 



 
 オリエンテーションに続き、7 月 22 日（金）、永石特任教授による必修講義「国際開発入

門」が行われました。この事前講義は、国際開発への理解を深めてもらう目的で行われま

した。講義では、世界銀行やアジア開発銀行といった国際開発銀行や、二国間開発援助機

関の例としての国際協力機構（JICA）の概要について説明がありました。また、国際社会

が協力して 2015年までに達成しなければいけない 8つのミレニアム開発目標についても触

れました。この講義で得た知識によって、参加学生のプロジェクト現場見学がより意義深

いものとなることが期待されます。 
 
 
4) NUGELP コラム 第 5 回 渡邊幹彦特任教授 

「生物多様性の防災機能を考える」 
 

 東北大震災の報に接した時に、日本人の一人として深い悲しみに沈みながら、ひとつ印

象に残ったニュースがあった。それは、宮城県にある松島付近の海岸では、被害が少なか

ったことである。松島は、日本三景として広く知られており、260 もの小さい島の集まりか

ら形成されている。この島の集まりが、津波の威力を分散し、海岸線の地域へ被害を最小

化したと考えられる。 
 
 生物多様性の重要性が認識されるようになった背景の一つとして、生物多様性が、われ

われの生活に役立つ「生態系サービス」を供給すると認識されるようになったことが挙げ

られる。この生態系サービスは、4 つに細分化され、そのうちの一つが調整サービスと呼ば

れる。このサービスの例としては、気候調整、洪水制御、疫病制御などがある。また、こ

れらのサービスは、しばしば、経済価値を持つとも認識される。 
 
 松島が持っていた防災機能は、洪水制御と同じ範疇でとらえられるであろう。また、松

島を、観光のためとはいえ保全してきた費用は、スーパー堤防の建設費用よりも安価であ

ると考えられ、費用対効果が高い防災対策であるとも考えられる。 
 
 沿岸の島嶼群を保全すれば、スーパー堤防の機能を超えるような防波堤が、必ずできる

とは単純には言えない。しかし、松島のような島嶼群の保全は、単なる防波堤ではなく、

観光収入ももたらし、周辺の漁業にも貢献し、島の樹木は、少ないが温室効果ガスの吸収

源となるだろう。生物多様性の防災機能は、複数のサービスや経済価値を伴い、複合的に

増えていくといえる。 
 
名古屋大学国際環境人材育成プログラムは、気候変動、水・廃棄物管理、生物多様性保

全を重点分野として掲げている。気候変動による水位の上昇は津波の被害と密接な関係に

あるだろう。沿岸の水域管理は、水資源管理の文脈で語られる。生物多様性は、本来、防



災林などによる防災機能を、その価値として保有している。これら 3 分野を統合しながら、

防災について考えてみることは、環境リーダー候補たちにとって必要なことであろう。 
 
 
5) NUGELP 修了生の近況：Patanin Kridiborworn さん（2010 年度短期プログラム修了

生） 
 
 2010 年度短期プログラム修了生の Patanin Kridiborworn さんは、タイ・バンコクにある

タイ石油公社（PTT）グループの PTT グリーン・エナジー社（PTTGE）にて、戦略的計

画・商業部門のプロジェクト調整アシスタントとして活躍しています。PTTGE は、主にイ

ンドネシアをターゲットとして油ヤシの川上産業を振興することを目的に 2007年 9月に設

立されました。ヤシ油事業に加え、PTTGE はマネジメント最優良事例となるために、クリ

ーン開発メカニズムの推進や、持続可能性概念の適用も目指しています。彼女は、ハワイ

のブリガム・ヤング大学にて生化学の学士号を、タイ・バンコクのモンクット王工科大学

トンブリ校にて環境技術の修士号をそれぞれ取得しました。 
 
 
◆メールの配信停止について 
 配信停止を希望する方は、nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp までご連絡ください。 
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