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人体の神秘と
科学者の努力
ＪＲ上野駅から歩い
て５分ほどの場所にあ
る国立科学博物館。こ
の博物館では三月十三
日（火）から六月十七
日（日）まで「特別展
『人体―神秘への挑戦
―』」が開催される。
新聞局は一般公開に先
立って、メディア向け
のプレス内覧会で一般
の報道者たちと同じよ
うに取材させていただ
↓人体どーもくん

いた。
ど、多様な方法を使っ
一番近くにあるが、 て人体の謎を解き明か
一番謎の多い私たちの している。
「体」。様々な謎を解
この展示は「ＮＨＫ
き明かすため、科学者 スペシャル『人体 神
はたくさんの研究を重 秘の巨大ネットワーク』」
ねてきた。この特別展 と連動して展示が構成
では、そんな科学者た されているので、その
ちの研究から、体につ 番組を見ている人は是
いて学ぶことができる。 非この展示に足を運ん
各国にある様々な貴重 でほしい。
な歴史資料や現代の最
入口で特別仕様の
新テクノロジー、そし 「人体どーもくん」が
て本物のヒトの臓器な 出迎えてくれた。
一番最初は、ギリシャ
時代やローマ時代に生
きた科学者がどのよう
に人体を理解しようと
したかということが展
示によって示されてい
る。
人体を解剖すること
は昔から忌み嫌われて
いた。しかしそれでも
研究をした努力の結果
がそこにはあった。
過去の研究の足跡を
たどった後は、「循環
器系・泌尿器系」「神
経系」「消化器系・呼
吸器系」「運動器系」
の各器官の紹介、説明
がある。
体の各器官がどのよ
うにはたらいているの

か、模型や図を多用し
て説明されている。こ
の展示には、生物や生
物基礎で学んだことも
多く展示されており、
学んだことをもう一度
確認できた。
その先には、人体の
発生の仕方、成長過程
が展示してある。人は
どのようにして生まれ、
成長していくのか。お
腹の中にいるときの成
長も知ることが出来る。

そしてこの展示の目
玉、体の各器官は互い
にコミュニケーション
を取り合っているとい
うことが学べる展示が
第２章の最後にある。
映像で学んだあと、
実際に臓器の声を聞く
ことが出来る体験型の
展示があった。
そして最後に、現在
行われ続けているゲノ
ム研究についての展示。
今までわかっていたこ

とから、新たに研究で
発見されたことなど、
様々な角度からゲノム
研究を知ることが出来
る。
自分という存在の機
能や能力は、自分一人
ではなかなか知ること
ができない。だからこ
そこの特別展に足を運
んで、自分とは何なの
かをぜひ知ってほしい。
〈柴田〉

会場 国立科学博物館（東京・上野公園）
会期 2018年3月13日（火）～6月17日（日）
休館日 月曜日（3月26日、4月2日、30日、

特別展「人体―神秘への挑戦―」

6月11日は開館）
開館時間 9:00～17:00
金曜、土曜日は20:00まで
※休館日や開館時間はＨＰをチェック！

うえに繊細な作りで、 るようにみえるのはそ 「女性」
教育の場での活躍は難 のためだ。このキンス 福井市立郷土歴史博物
しかった。それを可能 トレーキは左肩の部分 館所蔵。福井藩の医学
にし たのが キン
の学校、済世館
スト レーキ だ。
により一八六九
現在 日本に は長
年に購入された。
崎、福井、金沢、
本来はもう一体、
に計 四体保 管さ
ペアの男性の模
れて いる。 本展
型が存在する。
では 二体の キン
右手を胸元に添
スト レーキ を展
えているポーズ
示している。
は、その男性の
博物館に静かに佇む 「男性」
キンストレーキ
男女のキンストレーキ。 金沢 大学医 学部
とダンスをして
精巧な作りで、今にも 記念 館所蔵 。１
いるかのように
動きだしそうな印象を ６７ ・８㎝ 。フ
も捉えられる。
受ける――キンストレー ラン ス製。 一八
人体について
キはオランダ語で人工 六八 年に黒 川良
研究をしたうえ
の死体（ Kunstlijk
） 安が 加賀藩 の命
で、その研究内
という意味を持つ全身 を受 けて長 崎ま
容をどのように
人体模型である。キン で 購入 し に 行 き 、翌 ↑男女のキンストレーキ 表現 す る か 。そ の よ
ストレーキは支柱は金 年金沢に持ち帰った。
うな 点 で 、 キン ス ト
属、胴体は紙粘土でで 腹内には紙粘土製の器 が損傷している。長年 レーキからは先人の並々
きている。十七世紀末 官が内蔵されており取 多くの人に使われてき ならぬ努力を感じるこ
から蝋製の人体模型は り出すことができる。 た証だろう。
とができるだろう。
作られていたが高価な 腹部が少し膨らんでい
〈小谷〉

全国四体の
キンストレーキ

2018年3月26日（１）
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セージ物質についてわ
かりやすく解説されて
いるので、これを見た
後に「ネットワークシ
ンフォニー」を訪れる

とより楽しむことが出
来ると思う。
「ＮＨＫスペシャル
『人体 神秘の巨大ネッ
トワーク』」では、サ
ブタイトルの通り、人
体という巨大なネット
ワークの中のメッセー
ジ物質に焦点を当てて
いる。
昔は脳など限られた
臓器が出すホルモンに
よって他の臓器に情報
が伝えられていると考
えられていた。しかし、
最近の研究で細胞から
細胞へ情報を伝える物
質が数多く発見された。
おなかの中にいる赤ちゃ

#

写真①↑展示室内の様子

4

んからも、母体に向かっ
てメッセージ物質が出
されているという。
「ネットワークシン
フォニー」では、私た
ちの 体の
中で いか
報道内 覧会を終え
に騒 がし
く 、 忙 し 「人体―神秘への挑戦
く 情 報 が ―」の開幕を告げる開
交 換 さ れ 会式が挙行された。
て い る か まず登壇したのは、こ
が 体 感 で の展覧会の主催者であ
き る 。 そ る国立科学博物館長の
し て 、 幻 林良博氏。挨拶として、
想 的 な 光 展示のコンセプトや関
か ら 神 秘 係者の方への感謝が語
的 な 美 し られた。
次は、同じく主催者
さを 感じ
るだろう。 であるＮＨＫ会長の上
田良一氏からの挨拶だ。
〈秋山〉 こちらは、併せてＮＨ

変異や、外の環境が変
わってそれに適応する
ように変化していった
もののどちらかだと考
える人がほとんどなの
ではないか。しかし、
それ以外にも進化の方
法はある。それは、ウ
イルスによるものだ。
哺乳類が誕生した当
時、哺乳類に私たち人
間が持つような胎盤は
無かった。その胎盤が
出来た原因というのが、
レトロウイルスに似た
ＴＲレトロトランスポ
ゾンに由来するインプ
リント遺伝子、つまり

Ｋで放送さ れている
「人体 神秘の巨大ネッ
トワーク」やそれに関
する展示の紹介だった。
その後、来賓の文部
科学副大臣丹羽秀樹氏
からの祝辞。「グッド
アフターヌーン、レディー
スアンドジェントルメ
ン」という出だしから
全て英語で言うのかと
思いきや、「ここから
は得意の日本語でお話
します」と続けている。
そこで笑っている人も

はウイルスだ。このウ
イルスがどのように哺
乳類の体内に侵入した
のかと言うと、風邪な
どと同じように侵入し
たのだ。
ウイル
スが関与
したのは
胎盤形成
だけでは
ない。高
度に発達
した脳な
ど、哺乳
類の特徴
を作るこ
となどだ。

多く、緊張感に包まれ
ていた式中の空気がほ
ぐれるのを感じた。
最後にあったのは、
この式のメインイベン
トであ
るテー
プカッ
トだ。
ＮＨＫ
プロモー
ション
代表取
締役畠
山経彦
氏、Ｎ
ＨＫ会
長上田
↑テープカット
良一氏
、
文部科学副大臣丹羽秀
樹氏、国立科学博物館
長林良博氏、それから、

人体展、開幕！

内の組織の写真が並ん
だ廊下を抜けた先にこ
の展示はあった。そこ
には新たに発見された
縄文人の遺伝子情報を
基に作られた縄文人の
頭部モデルや、父にヒョ
ウ、母にライオンを持
つレオポンの剥製など
があった。
出口の手前にあった
のは、哺乳類誕生から
現代まで、哺乳類はど
のような進化、発展を
遂げてきたのかが分か
る系統樹。
動物の進化は、生物
で学習したような突然

↑写真②NHKスペシャル人体 ホームページより
人体展の最後、エス
カレーターを上った先
にある第３章ではゲノ
ム研究について展示さ
れている。
電子顕微鏡で見た体

ヒ・ミ・ツ

臓器の声、聴いてみる？
一章と二章の展示を る。臓器がメッセージ
見終え、順路を進むと、 物質を介して他の臓器
薄暗い展示室の入口に に送っているメッセー
たどり着く。中からは ジが人間の声によって
様々な声が聞こえ、少 具現化されて聴くこと
し不気味だ。しかし、 が出来るのだ。例えば、
中に入ってみると美し 心臓が「疲れた、しん
い世界（写真①参照） どい」とつぶやくと、
が広がっている。
メッセージを受けた他
この展示室は「ネッ の臓器は自らの活動を
トワークシンフォニー」 最小限にとどめて、心
という名前で、撮影可 拍数を下げる工夫をす
の場所だ。是非 人体 る。
展をつけてお気に入り
たくさんの人がこの
の写真を投稿してほし 展示室を訪れることで
い。
臓器たちの声が重なっ
床には写真②のよう て、全ての臓器は繋がっ
に大きく人体が描かれ ていて、影響し合って
ており、臓器の名称の いるとわかる。天井で
上に人が立つとその臓 は色とりどりの光が網
器が発する声が聴こえ 状に駆け巡っている。
こ れ もま た人
体 の 内側 でや
り 取 りさ れて
い る メッ セー
ジ 物 質を 表し
ている。
「ネットワー
クシンフォニー」
の 前 の展 示室
に あ る「 人体
Ｋシアター」
で は 、高 画質
大 画 面の 映像
と 音 声で メッ

哺乳類の進化の

2018年3月26日（２）
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朝日新聞社執行役員企
画事業担当、市村友一
氏の五名が行う。一本
のテープが六本に分か
れたと同時に、「人体
―神秘への
挑戦―」は
開幕した。
皆さんがこ
の展示に足
を運んだ時、
この展示会
が開催でき
ている陰に
は多くの大
人の存在が
あるという
ことを感じ
てい ただけたら
幸いだ。

〈太田〉

私たちの進化は、決
して私たちだけで行わ
れたわけではなかった
のだ。
〈柴田〉

主な哺乳類↓

