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1. はじめに

東南アジアの熱帯林は、世界の熱帯林の中でも高い生物多様性を持つばかりでなく、気候変動緩和にも重要な役割を
果たしています。しかし、商業伐採や土地利用転換などによって、熱帯林は急速に減少、劣化しています。熱帯林の
保全と持続可能な利用のためには、森林更新と植物環境応答のメカニズムを把握し、気候変動の緩和および適応の可
能性をさらに深く理解することが急務です。

熱帯林の林床には、次世代の熱帯林を担う多様な実生 [1]や稚樹 [2]が生育しています。しかし、林冠部が高い位置に
あり、複雑な階層構造を持つ熱帯林の林床は非常に暗く、実生や稚樹にとって重要な光資源（光合成有効光量子束密
度：以下PPFD）が大きく制限されています（Yamada et al. 2014）。一方で、限られた光資源とは対照的に、CO2

は下層植物にとっては十分にあります。閉鎖された熱帯林内では、土壌から排出されるCO2（土壌呼吸）によって、
林床付近でCO2濃度が高くなる傾向があるためです（Ohkubo et al. 2008）。このような熱帯林内の光環境やCO2、
温度などの微環境は、長期的な気候変動によって変化し、熱帯林の更新に影響することが予想されます。しかし、そ
の影響に関する情報は非常に限られているのが現状です。

そこで我々は、熱帯植物におよぼす長期的な気候変動の影響を把握するために、東南アジア低地熱帯林において、微
環境、植物の成長、フェノロジー（展葉、開花、落葉などの生物活動の季節性）、種や個体数の変化について長期観
測を展開してきました。ここでは、マレーシア半島部のパソ森林保護区を拠点として、2011年から実施してきた、
熱帯低地生態系の長期観測について紹介させていただきます。

2. 観測方法の詳細と観測結果

(1) 調査地の設置

我々は、パソ森林保護区に9カ所の観測プロットを設置し（図1）、林床の微環境を観測するとともに、実生と稚樹
の個体数、フェノロジー、個体成長、種多様性に関する追跡調査を行っています。また、CO2濃度の上昇が実生や稚
樹の生理機能特性に及ぼす影響についても、携帯型光合成測定装置（米国Li-Cor社のLI-6400）による現地計測を実
施しています。



図1 パソ森林保護区に設定した9カ所のプロット位置図。プロットは、2015年に倒木など
によって林冠の開けた林床（ギャップ）に3カ所（G1～G3）、林冠の閉じた暗い林床に6カ
所（U1～U6）に設置しました。また、new Gは2017年に確認された新しいギャップを示し
ます。各プロットでは、気温、大気湿度、土壌水分、地温などの微環境モニタリングと自
動撮影カメラによる実生フェノロジーのモニタリングを行っています

(2) 林床の微環境

パソ森林保護区の林床では、日中7割以上が、光合成に適さない、暗い光環境（PPFDが16μmol photons m−2 s−1未
満）でした。一方で、晴天時にはPPFDが2000μmol photons m−2 s−1を超える直射日光の一部が林冠内部へ浸透し、
林床にサンフレック [3]となって差し込んでいました。また、9つ全ての観測プロットの中央で全天写真を毎年2回撮
影（Nikon coolpix950、写真1）した結果、林冠の開空度はサイト間で17.3%から4.5%（2016年6月）の範囲で変化
し、ギャップでは年次ごとに減少する傾向が明らかになりました。このような微環境の空間的不均一性と時間的変動
が、林床植物の変化にどのように影響を及ぼすかについて検討しています。

写真1 各プロットの中央で、視野角180°の魚眼レンズを用いて天頂に向かって全天を撮影した一例
（2016年1月25日撮影）。写真の白色部分が、林冠の開けた部分を示します。写真上方が北になりま
す。林床プロット（U2、左）とギャッププロット（G2、右）の林冠の平均開空度（Mean openness:
%）と、光強度の相対散乱光（SOC: %）を算出しました。黄色線は、それぞれ夏至と冬至の太陽軌
道を示します

(3) 実生と稚樹のフェノロジー

フェノロジーカメラで得られた植物群落の画像解析によって、時系列にそって実生や稚樹の展葉、成長、個体の生存
動態などを明らかにすることができます（写真2）。例えば、赤丸で示した稚樹は、8月1日から2枚の新葉を約1ヵ月
かけて展開したことが分かりました。また、横たわる倒木が朽ちていく様子が時系列的に確認できました。このよう
なデータを用いることで、新しい視点から熱帯林の動態を理解することが期待されます。



写真2 インターバル機能付きのカメラ撮影によって、林床の植生と環境の変化を1時間間隔でモニタ
リングしています。ここでは、2015年8月1日から9月10日までの間に、約2週間ごとに撮影されたギ
ャッププロット（G1）の画像を示しています。赤で囲まれた範囲に、新葉が展開する様子が認められ
ます

(4) 実生と稚樹の追跡調査

植物種多様性調査のために、9つ全ての観測プロットに、1m × 1mのサブプロットを5つ設置しています。植生調査
は、2015年から1年ごとに実施しており、各プロットにおけるサブプロット内に出現した、全ての実生と稚樹の位置
とサイズ、個体の消長を毎年記録しています（写真3）。

2014年4月にマレーシア半島部で大規模な一斉開花が発生しました。この一斉開花によって供給された種子が発芽
し、2015年に多くの実生が発生しました。9プロットをすべて積算した、2015年から2017年3年間の現存個体数は、
899、705、598個、植物種数は150、139、138種でした。現存個体数と植物種数のいずれも、2015年以降、年次を
追って減少する傾向が認められました（図2）。また、3年間の追跡調査によって、生残が種特異的であることが明
らかになりました。例えば個体数が多かった種は、3年間で個体数を大きく減らす傾向を示しました。この個体数の
変化が、どのような環境要因によるのかについては、更なるデータの蓄積が必要です。

今後も林床環境や稚樹の種構成のモニタリングを継続し、各環境要因と森林更新の関係性を解明していくことで、熱
帯森林生態系の構造と機能に対し、気候変動がおよぼす影響を評価することが可能となります。

写真3 パソ森林保護区林床での植生追跡調査の様子。1m × 1mの5つのサブプロットを各プロットに
設置し、その中に出現した全ての個体にラベルを付けています。このラベルをもとに、個体の生存、
成長などに関する追跡調査を、毎年8月上旬に実施しています



図2 各プロットにおける現存個体数 (A)、植物種数 (B) の年次変化。林床プロット
（U1～U6）とギャッププロット（G1～G3）における、2015年から2017年の3年間の
年次変化を示しています。また、new Gは2017年に確認された新しいギャップを示し
ます

(5) 光合成に対するCO2濃度の影響

本研究では、パソ森林保護区で、環境変化に対する植物の生理生態学的応答メカニズムに関する研究も進めていま
す。林床における高CO2環境は、そこに生育する植物の光合成光補償点（呼吸によるCO2放出と光合成によるCO2吸
収のバランスがゼロになる光強度）を低下させるとされています（Hättenschwiler 2001）。光補償点が低いという
ことは、すなわち弱光環境でもCO2を吸収できるということです（Liang et al. 2001）。また、暗い熱帯林林床に生
育する植物においては、林冠の隙間から差し込む直射光、いわゆるサンフレックによりもたらされる短時間かつ強い
光が重要だとされていますが、高CO2環境は、サンフレックに対する素早い応答を可能にし、光利用効率を上昇させ
ているともされています（Tomimatsu and Tang 2012, 2016）。この2つの仮説を検証するために、東南アジア熱帯
林における代表的な樹種である、フタバガキ科Dipterocarpus sublamelatus Foxw.の稚樹を用いた野外実験を行いま
した。光合成は、PPFDを人工的に制御しながらサンフレックを模した測定をしました（PPFDを20µmol photons
m−2 s−1から500µmol photons m−2 s−1（30分間の照射）に急上昇させ、その後50µmol photons m−2 s−1（10分間の
照射）に急低下させる）。また、PPFDに対する光合成速度の関係（光－光合成曲線）の計測から、光利用効率に関
するパラメータ値を算出しました。光合成の測定は、熱帯林林床CO2濃度の変動幅の下限と上限を模した2つのCO2

濃度（350ppm、700ppm）でそれぞれ実施しました。

その結果、D. sublamelatusの稚樹は、短期的なCO2濃度上昇によって、30分間の光照射で炭素吸収量を約2倍に増加
させていました（図3）。この増加のうち、光照射に対する光合成反応の促進による効果が約7%であることが分か
りました。また、短期的なCO2濃度上昇は、光合成光補償点を58%減少し、見かけの光量子収率を26%上昇させて
いました（表1）。これらの結果は、上記2つの仮説を支持しています。したがって、熱帯林内の短期的なCO2濃度上
昇は、暗く安定した光環境とサンフレックなどの強光環境の両方で光利用効率を上昇させ、林床部の暗環境でも、植
物によるCO2吸収量を補償していることが示唆されました（Tomimatsu et al. 2014）。



図3 強光を30分間照射した時の積算炭素吸収量。サンフレックを模した強光
（ライトフレック）を30分間照射したときに、光合成によって吸収されるCO2の
積算量を示しています。図中の「高CO2による他の効果」には、「光合成基質と
してのCO2施肥効果」と「定常光条件下での光利用効率の向上（見かけの量子収
率や光補償点など）」があります。ライトフレック利用効率は、光強度変化に対
する光合成反応速度の変化による効果を示しています

表1 光定常状態での光合成の各種パラメータ値。純光合成速度と気孔コンダクタンスは、3つの光定
常条件（PPFD：20、50、500µmol photons m−2 s−1）において、2つのCO2濃度（350ppm、
700ppm）で測定しました。また、見かけの量子収率、光補償点、暗呼吸速度は、PPFDに対する光合
成速度の関係（光－光合成曲線）から推定しました。また、CO2施肥にともなう変化率を、高CO2効
果として算出しました 
（Pは一元配置分散分析によるCO2濃度間の有意差を示す検定値であり、*の数が大きいほど有意であ
ることを示します。*、**、***、****はそれぞれP値が < 0.05、< 0.01、< 0.001、< 0.0001であることを
示しています）

3. まとめ

我々は、次世代の熱帯林を育む林床に注目し、実生や稚樹のフェノロジーのモニタリング、林床の光環境、CO2濃度
と稚樹の光合成に関するメカニズムの研究を実施しています。

熱帯林における稚樹の種間個体数の消長に関する長期観測データの不足は、熱帯林更新の予測を妨げています。本研
究により蓄積された基礎データを解析することで、植物種に依存した個体数の減少が示されました。また、熱帯林の
林床植物が、林床の暗い環境下での物質生産に、高CO2濃度を有効利用できることを解明しました。これらの研究結
果は、森林生態系に関する温暖化影響評価の高度化に貢献することが期待されます。今後は、微環境変化が植物機能



におよぼす影響の評価に関する研究を掘り下げるとともに、微環境と植物成長のモニタリング結果を、多角的に解析
する予定です。
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研究助成
本研究は、国立環境研究所国際環境研究事業戦略調整費「アジア熱帯生態系における生態系機能および人為的攪乱や
気候変動による影響の解明に向けた研究推進を目的とするパソ観測研究拠点の強化」、環境省地球一括研究「（環
1351）アジア陸域の指標生態系における温暖化影響の長期モニタリング研究」および国立環境研究所28年度所内公
募研究 (A)「東南アジア熱帯林における高解像度3次元モニタリングによる生物多様性・機能的多様性の評価手法の開
発」の支援により行われました。

脚注
1. 実生 (seedling)： 発芽し定着して間もない幼植物のことで、おおよそ高さ30cm未満の個体とする調査例が多い。
2. 稚樹 (sapling)： 実生が成長して次のライフステージに達しているが、成木のステージには達していない植物のことで、
高さ30cm以上でDBH（胸高直径）5cm未満の個体とする調査例が多い。

3. サンフレック (sunfleck)： 植物群落内のように林冠や高茎草本によって被陰された場所にときおり到達する太陽直射光
のことで、陽斑ともいい、いわゆる木漏れ日のことである。
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1. はじめに

「女子中高生夏の学校」（以下「夏学」）というイベントを耳にされたことがあるでしょうか。夏学は、女子中高生
が「科学技術にふれ」、科学技術の世界で生き生きと活躍する女性たちと「つながり」、科学技術に関心のある仲間
や先輩とともに「将来を考える」機会として、2005年より毎年開催されています（主催：独立行政法人国立女性教
育会館（NWEC）、https://www.nwec.jp/event/training/g_natsugaku2018.html）。日本気象学会では、昨年からブ
ースでのポスター展示に出展しており、今年は地球温暖化の研究について紹介しました。地球環境研究センターか
ら、これに出展協力しましたので報告します。

夏学は、全国から集まった女子中高生が2泊3日の合宿研修を行い、その中で科学研究者、技術者、大学生・大学院
生等との交流を通じて、理系進路の魅力を知り、理系に進もうという意志を高めることを目指しています。例年、中
高生が自分のキャリアを考えるためのヒントとなるような講演やクイズスタンプラリー、ミニ実験講座、ポスター展
示、先輩社会人や大学生との懇談会、キャリアプランニングなど、多彩なプログラムが用意されています。14回目
となる今年は8月9日～11日に、埼玉県比企郡嵐山町の国立女性教育会館で開催され（写真1）、96名の女子中高生が
集まりました。台風接近のため開始時刻が2時間繰り延べにはなりましたが、大部分のプログラムは予定通り行わ
れ、活気溢れる会になりました。

写真1 「女子中高生夏の学校」会場エントランス

2. ポスター展示等の様子

気象学会が作成したポスター展示は2日目午後に行われました。参加者は思い思いに興味のある分野の話を聞いた



り、キャリア相談をしたりします。理／工／農／医学系の学会のほか、研究所や会社なども合わせて、今年は40の団
体が出展しました。活動紹介のポスターに加えて、実験・観察のデモンストレーションをしたり、相談コーナーを設
けたり、スタッフがお揃いの衣装を身につけるなど、生徒達が楽しみながら理系の仕事に就いている人たちと交流で
きるよう、様々な工夫が見られました。

日本気象学会では、今年は温暖化予測について紹介しました（昨年のテーマは天気予報）。「温暖化」という言葉は
知っていても、実際にどのように研究が行われているのか、猛暑日が多くなったから温暖化といえるのか、といった
点はあまり知られていないと考えて、温暖化と気候モデルについて説明したポスターを作りました（写真2、 https://
www.metsoc.jp/2018/09/14/13026）。加えて、地球環境研究センターが作成・配布している広報グッズ（ココが知
りたい地球温暖化リーフレット、地球環境ぱらぱらマンガシリーズ、クリアファイル）を今後の参考資料として持ち
帰ってもらったり、一般公開で使用した温暖化予測のイベントアトリビューション [注]を説明するピンボール模型
（写真3）を展示して温暖化予測の説明をしたりしました。今年の夏は各地で猛暑日が続くなど、温暖化への関心が
高まっていたこともあって、ポスター会場の一番奥に配置されていたにもかかわらず、「気象に興味がある」とピン
ポイントで来てくれた生徒もいましたし、「地球や環境に興味がある」といった生徒がたくさん立ち寄ってくれまし
た（写真4）。また、どうすれば将来こういう仕事に就けるかなど、進路に関する話をすることもできました。

ポスター展示の後には、小グループの懇談会企画（Gate Way）がありました。5名程度の生徒のグループが、「理系
苦手だったってホンマでっか！」「物理屋さん」「受験勉強応援隊」など、様々なテーマに分かれて待機しているス
タッフと気軽におしゃべりします。生徒達は約1時間半の間に思い思いのテーマを3～4つ巡って、スタッフのざっく
ばらんな話を熱心に聞いたり質問したりしていました。

写真2 日本気象学会の展示ブースで掲示したポスター、配布資
料など



写真3 地球環境研究センターから提供した、イベントアトリビューションのピンボー
ル模型（上）、地球温暖化の広報用資料（下）

写真4 参加生徒に空の写真を説明する気象研究所の小田と温暖化の説明をする気象キャス



ターの竹下氏

3. 所感

気象学に興味があったりなかったり、漠然と地球に関することや理系に興味があるなど、いろんな参加者がいました
が、どの参加者も熱心で、エネルギーに満ち溢れていました。そういった年代の参加者と触れ合う中で、私たちスタ
ッフもエネルギーをいただいた気がします。

地球環境研究センターから提供した広報グッズは大変好評で、オゾン層の役割や森林による二酸化炭素の吸収と放出
など、参加生徒の様々な興味に対応することができました。また、ココが知りたい地球温暖化のリーフレットを「教
材として活用したい」と持ち帰った教員の方もいました。

今回、日本気象学会の出展に協力することを通して、地球温暖化研究の取り組みをより広く知ってもらう機会になっ
たと思います。

脚注
特定の異常気象「イベント」を対象に、温暖化がその現象をどれだけ起こりやすくしていたかという、「温暖化リス
ク」を確率的に評価するシミュレーション。（参考文献：「絵でわかる地球温暖化」渡部雅浩著、講談社）
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地球大気化学国際会議（14th iCACGP, 15th IGAC）展示報告

地球環境研究センター 交流推進係

1. 国際会議の概要

平成30年9月25日（火）から29日（土）まで香川県高松市で地球大気化学国際会議（2018 Joint 14th International
Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP) Quadrennial Symposium & 15th International
Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Science Conference）が開催されました。この国際会議には、国内外から700
人以上が一堂に会する大規模な会議となりました。開催場所となった高松市内にも会議を知らせるタペストリーがい
たるところに掲げられ、歓迎ムードが感じられました。

写真1 高松駅バスターミナルに掲げられた国際会議開催を知らせるタペストリー

地球大気化学国際会議の内容は後日別途行われる報告に譲ることとし、本稿では、会場内の公式展示スペースでの国
立環境研究所の広報内容と、本会合に合わせて行われたサイエンスカフェについて紹介します。

2. 国立環境研究所の取り組みに関する展示

国立環境研究所地球環境研究センターは全体会合が行われる大会議室のホワイエに3.6mの間口の展示スペースを確
保して、日本航空との共同研究であるCONTRAILプロジェクトで使用するCME（連続二酸化炭素観測装置）や55イ
ンチ4Kスクリーンで投影した温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の観測結果、温暖化影響モニタリングの結果、
リアルタイムの二酸化炭素濃度観測結果等を紹介しました。観測結果は、高い画質によって、見る人に強い印象を与
えたようです。また、いぶきの1/16模型を展示し、人工衛星を使った温室効果ガス観測の内容について説明を行いま
した。今回初の試みとして、富士山頂での二酸化炭素観測のバーチャルリアリティー（VR）画像も経験していただ
きました。



展示スペースには内外の10機関がブースを構え、大気観測用測定器をデモする民間企業のほか、RESTEC（リモー
ト・センシング技術センター）、JAXA（宇宙航空研究開発機構）、WMO（世界気象機関）などの研究機関・国際機
関が出展しました。

写真2 国立環境研究所地球環境研究センターの展示内容

大会議場で会合が行われる合間に、各国の研究者が国立環境研究所の展示ブースに多数立ち寄り、説明を聞いてくれ
ました。多くはCONTRAILプロジェクトに関するもので、特にCMEへの関心の高さが示されました。測定の方法等
についてさまざまな質問を多数受けましたが、こちらの準備も経験を重ねて充実していたため、来訪者に適切な情報
を提供することができたと思います。

各国の研究者からの代表的な質問・およびその回答は以下の通りです。

CMEでは1フライトあたりいくつのデータが記録されるのか 
（答：濃度の鉛直分布が取得できる上昇と下降時は10秒間隔、巡航時は1分ごとに時間・位置情報とともに外部
大気中の二酸化炭素濃度がデータロガーに記録される。データは2ヶ月ごとに羽田空港または成田空港でCMEを
取りおろした後にダウンロードされる）
測定に使用されるセンサーは何か 
（答：非分散赤外線分析計（Non-dispersive Infrared analyzer: NDIR）と呼ばれるセンサーを使っている。また
正確なデータを得るために100気圧の二酸化炭素標準ガスシリンダーを2つ搭載していることがCMEの特徴）
データはどのように利用されているのか 
（答：ウェブサイトを通じて公開しており、主として研究者に利用されている）
外部大気はどこから採取するのか、航空機のエンジンの影響は受けないのか、南米のデータはないのか 
（答：ジェットエンジンに入って加圧された空気の一部を引き込んでいるダクトから観測用に配管を分岐して大
気を採取している。エンジンの後方ではないので自身の航空機からの排気ガスによる影響は受けない。南米には
飛行実績がない）
ヨーロッパでも似た取り組みがあると思うが連携はしているのか 
（答：研究者間で情報交換を行っており、共同研究を実施する準備ができている）
日本航空はどの程度財政的な負担をしているのか 
（答：わずかな予算を研究所からお支払いしているが、ほとんどの活動費は日本航空の環境保全に対する取り組
みということで資源を投入していただいている）



写真3 韓国の研究者にCONTRAILプロジェクトについて説明す
る職員（奥に向かってRESTEC、JAXA、WMOのブースが続い
ている）

3. 会議におけるアウトリーチ活動としてのサイエンスカフェ

会議の後半にあたる9月28日（金）17:30～19:00には、会場に地元香川県の理科担当の高校の先生方約30人をお招き
して、サイエンスカフェ「明日授業で使いたくなる大気化学の話」が開催されました。

サイエンスカフェは、90分間に6人の研究者が次々に大気化学に関する話題を紹介する形で行われました。研究者な
らではの興味ある内容で、例えば人工衛星がどのような原理でさまざまな大気の情報を得ることができるのか、大陸
から飛んでくる黄砂はどんなきっかけで空中に飛び出すのか、スーパーコンピューターはどのようにして大気の流れ
を再現するのかといった科学の原理に基づく話題から、現在地球温暖化関連物質として注目されている大気中の黒色
炭素が実は恐竜の絶滅に深くかかわっていたといった地球史にかかわる話題、さらには大気中の粒子状物質に付着し
て輸送される微生物の研究が発展し黄砂に付着した納豆菌を培養して金沢大学の名物として発売したというユニーク
な話まで、まさに「明日（来週）の授業で使える話」が語られました。

国立環境研究所の町田敏暢室長も産業革命前後から現在までの大気中の二酸化炭素濃度の推移について解説しまし
た。自分たちが生きてきた中でどれだけ二酸化炭素濃度が増えてきたか、時系列にイベントを並べて、地球温暖化が
自分たちに関わることであるという印象が残るよう工夫して紹介しました。使用されたスライドは、来場した高校の
先生方がそのまま学校の授業で使えるようにサイトからダウンロードできるようになっています。

その他、この国際会議では、世界の第一線の研究者が地元の高校でサイエンスに関する特別授業を行うなど、未来を
担う高校生などの若い世代が、第一線の研究者から、現在の科学研究の最前線や今後の展望について直接話を聞き、
科学の魅力を感じ取れるすばらしい機会となったと思いました。



写真4 お題をもとに、本日の講演の順番を先生方に選んでもらう司会者（国立環境研究所の永島達也
主任研究員）

写真5 町田敏暢大気・海洋モニタリング推進室長の講演

写真6 牧輝弥准教授（金沢大学）の講演

4. 最後に

このような大きな国際学会は、世界中の研究者が最新の研究成果を共有するだけでなく、さまざまな国や地域の人た
ちに日本の文化や考え方をご理解いただく絶好の機会ともなります。会合のバンケットでは地元高松商業高校の書道



部の生徒から、会議の参加者へのメッセージが書道パフォーマンスとして披露されました。何百人もの研究者の前
で、高校生が英語でこのパフォーマンスと文字の意味を説明する姿は参加者の感動を呼び、開催地である高松市のホ
スピタリティーの高さが伝わりました。

写真7 会合のレセプションで参加者に披露された地元高松商業高校書道部による縦4m、横
6mの巨大カリグラフィー、外国人参加者を中心に大きな注目が集まりました
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グローバライゼーションにつながる小さな国際交流—キッズ・アクティビテ
ィ—

地球環境研究センター 交流推進係 ナジ 田中 エディット
地球環境研究センター 地球大気化学研究室 久禮まゆ

地球環境研究センター 地球大気化学研究室 佐々木直子

私たちは平成30年9月25日（火）から29日（土）までの期間、香川県高松市で開催された地球大気化学国際会議
（iCACGP-IGAC 2018）にLocal Organizing Committee（LOC）メンバーとして参加してきました。

この大規模な会議には、46か国から730名以上の科学者が参加し、大変有意義な国際交流をすることができたと思っ
ています。多くの外国人、特に欧米人は、このような国際学会や会議には家族を連れて行くのが普通で、会議の前後
を利用して家族と一緒に旅行するのも珍しくありません。そこで、この会議では、親である参加者が他の科学者の講
演、自分の発表や世界中から集まった同僚との交流に安心して集中することができるように、会議中に小さな子供の
ためのベビーシッターサービスを提供しました。また6歳以上の子供を対象に、9月26日と28日の両日の午前中に日
本の文化に触れる機会としてキッズ・アクティビティーを計画しました。

写真1 家族プログラム・キッズ・アクティビティーの看板。折
り紙も飾り付けて華やかに

アクティビティーに参加したのは、シンガポールとオーストラリア、そしてアメリカ在住のインド人とフランス人の
両親をもつ子供たち5人でした。

アクティビティーの一回目の活動は折り紙でした。初めて折り紙を経験した子供は簡単な動物などを作りましたが、
それだけでは物足りなかったのか9–11歳の3人の男の子はもっと難しいユニット折り紙に挑戦しました。学者である
お母さんたちが国際会議に参加している間に、子供の面倒を見るお父さんたちも2人、子供と一緒にキッズ・アクテ



ィビティーに参加し、とても賑やかで、楽しい2時間でした。

写真2 9/26日に行われたキッズ・アクティビティー：折り紙初体験の子供たち。最初はち
ょっと緊張気味？

28日の活動には、日本のゲーム、例えばお箸を使った「豆取り」、また、けん玉のゲームも行いました。さらに、
子供たちが日本語で1から10まで数えることも習い、お互いの国での生活についても質問をしました。

写真3 9/28日のプログラム：豆取り。お箸を使って器のなかの豆を別の器に移動するゲー
ムに挑戦する子供たち

しかし、前回の折り紙がとても楽しかったようで、1時間過ぎたら子供たちから「また折り紙をやりたい」との希望
が出てきましたので、残りの時間は折り紙を作りました。



写真4 ユニット折り紙を作る子供たちの様子。ユニット折り紙は、いくつものユニットを
組み合わせて複雑な形を作り上げていきます。男の子たち3人は楽しそうに挑戦していまし
た

折り紙がとても面白かったのでしょうか、キッズ・アクティビティーの時間が終了しても会場のホワイエの床に座っ
て一人で折り紙を楽しんでいる男の子がいました。

子供たちはこのような機会をとおして、楽しい活動だけではなく、日本の文化に触れ、国際交流の経験もできたと思
います。科学者である親の国際学会について行き、若いころから国際環境に触れる機会をもてる子供たちは、きっと
将来本当の意味での国際人に成長するのだろうと思います。そして、それは科学の国際化への貢献になり、人間の成
長にもつながり、グローバルな考え方を持つ人間を生み出すのではないかと確信します。これが本当の意味でのグロ
ーバライゼーションだと思います。

写真5 楽しかったキッズ・ルームの活動を終えて、すっかり仲
良しになった子供と筆者
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From Small International Exchange to Globalization

Edit Nagy-Tanaka 
Information and Public Relations Group, Center for Global Environmental Research

Mayu Kure 
Global Atmospheric Chemistry Section, Center for Global Environmental Research

Naoko Sasaki 
Global Atmospheric Chemistry Section, Center for Global Environmental Research

The 2018 joint 14th international Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP) Quadrennial
Symposium and 15th International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Science Conference was held in
Takamatsu, Kagawa Prefecture, Japan, between 25 and 29 September, 2018. More than 730 scientists from 46
countries took part in the conference, offering ample opportunities for international exchange. We participated as
members of the Local Organizing Committee (LOC).

It is quite common for many scientists, especially for those from western countries, to bring their families to such
conferences and, making use of the time before and after the conference, to travel in that country and experience its
culture. This was the case at this conference too. To enable these scientists to concentrate on the lectures, their
own presentations and on communication and professional exchange with their international colleagues, a full-time
baby-sitting service was offered for babies and toddlers for the duration of the conference. For kids over 6 years old,
cultural activities were planned at two occasions, on 26 and 28 September. Thanks to these excellent services, also
mothers with babies and small children could participate with ease in the conference.

Picture 1 Information board for Family Program / Kids’
Activities, decorated with origami pieces

Five children between the ages of 3 and 11 years from Singapore, Australia and the USA took part in the Kids’



Activities. Also, two of the dads whose scientist wives were participating in the conference joined the family
program. The first day’s program was origami (Japanese paper folding) to introduce the kids to one of the most
traditional Japanese crafts. The younger kids who tried origami for the first time made some simple animals, while
three boys between 9 and 11 years old tried their hands at more complicated unit origami [1] . It soon became a lively
origami session with eager communication and laughter!

Picture 2 Kids’ Activity on Sept 26: origami. In the beginning, slightly unsure about what
to do?

On September 28, Japanese games were on schedule. First, a competition to move beans from one paper cup to
another using chopsticks was organized, followed by the Japanese children’s skill game of “kendama”, a sort of
“cup-and-boll” game. In the beginning of the chopsticks game, some beans were dropped on the table or floor
instead of the paper cup, but after a while the kids became so good at handling chopsticks that they would surely
have managed to eat at a Japanese restaurant! The kids learned also to count from 1 to 10 in Japanese, and proudly
told each other more Japanese words and expressions they had picked up during their stay in Japan.

Picture 3 Kids’ Activity on September 28: Chopstick competition — kids moving beans
from one paper cup to another using chopsticks

However, the previous day’s origami was apparently so interesting, that after an hour the kids asked if they could do
origami again. So, we spent the remaining time making origami creatures. Two boys even helped each other to
quickly fold the pieces necessary for their new unit-origami piece. This was truly an international cooperation at a



young age!

Picture 4 Kids engaging in unit origami. In the forefront, kusudama bolls [2]  made by one
of the boys can be seen.

One of the boys was so happy with his newly-developed skills in unit origami, that he was seen several times after
the Kids’ Activities sitting on the floor of the conference foyer and folding paper on his own.

These kids, who had the opportunity to join their scientist parents on this conference in Japan, not only learned
interesting kids’ games and activities, but they could also experience a bit of the Japanese culture, as well as
interaction with their peers from other countries in the kids’ room. Opportunities like this are the starting point for
developing international understanding and communication skills in early childhood. Such kids, who are naturally
exposed to international environments at a young age, will grow up to become globally thinking, mature individuals
interested in global issues, and following their scientist parents’ example, they may also seek work and research
opportunities across the globe in the future. This will not only contribute to the internationalization of science, but it
will also lead to understanding and tolerance for other peoples and cultures. And this, I believe, is the true meaning
of globalization.



Picture 5 Becoming friends across borders — one of the
participants of the Kids’ Activities and the program leader
(author)

Footnotes

1. Unit origami is a paper folding technique using multiple folded pieces which are assembled into complex 3-dimensional
shapes and figures.

2. Kusudama originates from ancient Japanese culture, where they were used for incense and potpourri; possibly originally
being actual bunches of flowers or herbs. The word itself is a combination of two Japanese words kusuri: medicine, and
tama: ball. They are now typically used as decorations or gifts. (Wikipedia)
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