
報道関係各位

写真家の上田 義彦氏が長年にわたり撮影してきた世界各地の風景写真。

それらの風景は、国立科学博物館の自然史や科学技術史を専門とする研究者の目にはどのように映るのでしょうか。

本企画展では、グラフィックデザイナーの佐藤 卓氏によるアートディレクションのもと、

上田氏の風景写真に当館研究者による解説および関連する標本をつけて展示し、芸術と科学の融合を図ります。

解説の多くは風景の背後にある時間の流れを意識したもので、瞬間を切り取った写真に

重層的な意味がつけ加わり、風景に地球の歴史を感じることができるような展示となっております。

本企画展の開幕に先立ち、9月9日（月）15時00分～16時00分の間、プレス内覧会を実施します。

取材・記事の掲載など本企画展の広報に関して特段のご支援・ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

国立科学博物館（館長：林 良博）では、2019年9月10日（火）から2019年12月1日（日）まで、

企画展「風景の科学展　芸術と科学の融合」を開催いたします。

つきましては、9月9日（月）15時00分からプレス内覧会を開催いたします。

ぜひ、この機会にご臨席いただき、広報について格別のご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

【開催期間】 2019年9月10日（火）～2019年12月1日（日）

【会　　場】 国立科学博物館日本館1階企画展示室（東京都台東区上野公園7-20）

【主　　催】 国立科学博物館

【企　　画】 佐藤 卓

【写　　真】 上田 義彦

【問合せ先】 国立科学博物館　事業推進部　企画展示課　担当：松澤 裕子

　　　　　  〒110-8718　東京都台東区上野公園7-20

　　　　　  TEL：03-5814-9883 ／ FAX：03-5814-9898 ／ E-mail:kikakuten@kahaku.go.jp
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令和元年8月21日

独立行政法人国立科学博物館

「風景の科学展  芸術と科学の融合」

開催およびプレス内覧会のご案内



国立科学博物館では、企画展「風景の科学展　芸術と科学の融合」の開幕に先立ち、

下記のとおりプレス内覧会を開催いたします。当日は、当館担当研究者等による

展示解説を行いますので、ぜひご参加いただき、記事として取り上げていただければ幸甚です。

【日　　時】 2019年9月9日（月）15時00分～16時00分（受付開始14時30分～）

【会　　場】 国立科学博物館　（東京都台東区上野公園7-20）

【受付場所】 国立科学博物館　事務棟入口　※通用門からお入りください。

〈交通のご案内〉

●ＪＲ上野駅公園口から徒歩5分

●東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅から徒歩10分

●京成電鉄上野駅から徒歩10分

※駐車場の用意はございません。

上野恩賜公園
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独立行政法人国立科学博物館

企画展

「風景の科学展  芸術と科学の融合」

プレス内覧会のご案内

［2019年9月9日（月）15時00分～／国立科学博物館］

記

【当日のスケジュール】

14時30分～　　　　　：　受付開始（受付場所：事務棟入口 ※通用門からお入りください）

15時00分～16時00分  ：　展覧会内覧（会場：日本館1階企画展示室）

●担当研究者等が展示を解説、皆様からのご質問にお答えします。 ●展示室内の撮影が可能です。



グラフィックデザイナー

佐藤 卓 （さとう たく）

株式会社TSDO代表。2018年日本グラフィックデザイナー協会会

長に就任。「ニッカウヰスキー ピュアモルト」の商品開発から始

まり、「ロッテ キシリトールガム」や「明治おいしい牛乳」のパッ

ケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」のグラフィッ

クデザイン、「金沢21世紀美術館」、「国立科学博物館」のシンボ

ルマークデザインなどを手掛けています。また、「デザインあ」総

合指導、21_21 DESIGN SIGHTディレクターおよび館長を務める

など多岐にわたって活動。著書に『塑する思考』（新潮社）など。

竹村 眞一 （たけむら しんいち）

京都造形芸術大学教授。Earth Literacy Program代表。

人類学の視点から地球環境問題に独自なアプローチを行ってい

ます。「触れる地球」（2005年グッドデザイン賞・金賞、2013年キッズ

デザイン内閣総理大臣賞）や「100万人のキャンドルナイト」などを

企画・プロデュース。国連アドバイザー（「国連防災白書」のコンセ

プトデザイン）、「食の万博」ミラノ博・日本館展示監修。J-WAVEナビ

ゲーターも務めています。著書に『地球の目線』（PHP新書）、『宇

宙樹』（慶応大学出版会）、『地球を聴く』（坂本龍一氏との対談；

日経新聞社）など。『宇宙樹』は高校の国語の教科書にも採録。

上田 義彦 （うえだ よしひこ）

写真家。多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授。

日本写真協会作家賞、東京ADC賞、ニューヨークADC賞など、国

内外の様々な賞を受賞。代表作に、ネイティブアメリカンの聖

なる森を捉えた『QUINAULT』、前衛舞踏家・天児牛大のポート

レート集『AMAGATSU』、生命の源をテーマにした『Materia』シリー

ズ、30有余年の活動を集大成した『A Life with Camera』など。

近著には、Quinault・屋久島・奈良春日大社の3つの原生林を撮

り下ろした『FOREST 印象と記憶 1989-2017』、一枚の白い紙に

落ちる光と影の記憶 『68TH STREET』があります。

【企画】

【写真】

【展示協力】

（本企画展では、「触れる地球」の展示を担当）



国立科学博物館 副館長（兼）人類研究部長

篠田 謙一 （しのだ けんいち）

専門は分子人類学で、日本や中国、台湾、ベトナム、ロシアなど

アジア各地の古人骨のDNA解析から日本人の起源を追究してい

ます。また、南米アンデス先住民のDNA解析から、その系統と社

会構造について研究を進めています。

国立科学博物館 動物研究部長

倉持 利明 （くらもち としあき）

専門は寄生虫学で、寄生蠕虫類（吸虫、条虫、線虫など）、特に

魚類に寄生する二生吸虫類（扁形動物門、吸虫綱）の分類と生

物地理を研究しています。日本の近海産魚類の寄生虫相を明ら

かにすることを目指しています。

国立科学博物館 動物研究部 

脊椎動物研究グループ 研究主幹

中江 雅典 （なかえ まさのり）

専門は魚類の系統分類および形態学（骨学・筋学・神経解剖

学）。硬骨魚の系統分類や環境適応を形態にもとづいて研究し

ています。なぜこのように多様な形の魚類が存在するのか、そ

の要因を明らかにしようとしています。

【国立科学博物館 担当研究者】



国立科学博物館 植物研究部 

菌類・藻類研究グループ 研究主幹

辻 彰洋 （つじ あきひろ）

専門は淡水産珪藻の分類・生態。日本の淡水産珪藻をヨーロッパ

やアメリカの種と比較しながら研究しています。珪藻を含む顕微鏡

サイズの小さな生き物は長い間コスモポリタン（世界汎分種）ではな

いかと考えられてきました。しかし、近年の研究によって、珪藻にも

地域ごとに異なる種がいることが分かってきました。

国立科学博物館 植物研究部 

多様性解析・保全グループ 研究主幹

國府方 吾郎 （こくぶがた ごろう）

専門は植物系統分類学、染色体学。琉球列島と九州以北の日

本や台湾などの近隣地域に分布する絶滅危惧植物種を中心と

した種子植物について、外部形態、染色体、DNAの形質をもとに

系統分類学的、生物地理学的研究を行っています。

国立科学博物館 地学研究部長

宮脇 律郎 （みやわき りつろう）

専門は結晶化学。希土類鉱物の結晶化学的研究、ペグマタイト

産レア・アース・メタル鉱物の化学組成と結晶構造に関する研究、

粘土鉱物の生成機構に関する研究などを行っています。地球の

表面を構成しているのは、約4200種の鉱物です。その1割以上が

この10年以内に発見された新種です。 

【国立科学博物館 担当研究者】



FAX番号【03-5814-9898】

参加をご希望される方は、下記項目にご記入の上、

9月6日(金)までにFAXにてご返信いただければ幸いです。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

□ご出席

貴社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

貴メディア・所属部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご芳名　　　　　　　　　  　 　　　 　　　　　　　　　　　　

連絡先

住所 〒　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019年9月9日(月)15：00〜　（受付 14：30〜）

プレス内覧会 参加票

企画展「風景の科学展  芸術と科学の融合」

返信用紙



グレンコー［スコットランド］／ Glencoe,Scotland



屋久島［日本］／ Yakushima,Japan



東尋坊［日本］／ Tojinbo,Japan



ガンジス川［インド］／ The Ganges,India



ガンジスカワイルカ頭骨 ／ Ganges river dolphin,skull



ハマシコロサンゴ ／ Plate coral



ミャンマー産インドボダイジュ（クワ科）／ Herbarium specimen of Bo tree collected in Myanmar



A4チラシ表面



A4チラシ裏面



広報用として写真をご用意しております。

国立科学博物館ホームページの各種手続き・報道関係資料→写真・施設の貸出からお申し込みできます。

(http://www.kahaku.go.jp/procedure/rent/index.html）

1．企画展「風景の科学展」

チラシ表面

©写真 上田義彦

3．屋久島［日本］

©写真 上田義彦

2．グレンコー［スコットランド］

©写真 上田義彦

4．東尋坊［日本］

©写真 上田義彦

5．ガンジス川［インド］

©写真 上田義彦

【記事利用の際のお願い】

●写真使用は本展の紹介のみとさせていただきます。本展終了後の使用はできません。

●写真掲載時には、資料のクレジットを必ずご記載ください。

●展覧会の開催情報紹介欄に、会期、入館料、開館時間などの基本情報をご掲載いただく場合は

　確認のため、校正の段階でお送りください。（記事内容をチェックするものではありません。）

●ご掲載いただいた場合は、掲載誌等をお送りくださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先】国立科学博物館事業推進部企画展示課企画展担当

電話:03-5814-9883　FAX:03-5814-9898　E-mail:kikakuten@kahaku.go.jp

〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20

広報用写真提供

「風景の科学展  芸術と科学の融合」

6．ガンジスカワイルカ頭骨

所蔵：国立科学博物館

©写真 上田義彦

7．ハマシコロサンゴ

所蔵：国立科学博物館

©写真 上田義彦

8．ミャンマー産

  インドボダイジュ（クワ科）

所蔵：国立科学物館

©写真 上田義彦


