プレスリリース

令和元年１０月２１日
独立行政法人国立科学博物館

特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて
報道内覧会のご案内
国立科学博物館（館長 林 良博）では、2019 年 11 月 2 日（土）から 2020 年 2 月 24 日（月・休）まで、
特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて を開催いたします。
つきましては、11 月 1 日（金）13：00 から報道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。
詳しくは、別添資料をご覧ください。

特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて 報道内覧会
【日時】2019 年 11 月 1 日（金）13：00～14：30（受付開始 12：30）
【会場】国立科学博物館

地球館特別展示室（東京・上野公園）

※受付は国立科学博物館常設展入口

特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて
【会期】2019 年 11 月 2 日（土）～2020 年 2 月 24 日（月・休）
【会場】国立科学博物館
【主催】国立科学博物館、TBS、日本経済新聞社

＜本件担当者＞
独立行政法人 国立科学博物館
事業推進部 特別展担当：佐々木・深澤・三浦
〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20
TEL：03-3822-0111／FAX：03-5814-9898
＜取材に関するお問い合わせ先＞
特別展「ミイラ」広報事務局（共同PR内）担当：平山・江頭・三井
TEL：03-3571-5363 / FAX：0120-653-545（平日のみ：午前10時〜午後4時）
E-mail：miira2019-pr@kyodo-pr.co.jp

【報道関係各位】
2019 年 10 月吉日

特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて
MUMMIES OF THE WORLD

報道内覧会のご案内
日時：2019 年 11 月 1 日（金）13:00～14:30（受付開始 12:30～）
会場：国立科学博物館 地球館 特別展示室（東京・上野公園）
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、2019 年 11 月 2 日（土）から 2020 年 2 月 24 日（月・休）まで、
国立科学博物館にて 特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて を開催する運びとなりました。
本展は、最新の調査と研究手法を駆使した研究成果を踏まえた展示が特徴となっており、
南米、エジプト、ヨーロッパ、オセアニア、日本のミイラ、総数 43 体を展示予定です。
本展を通じて、ミイラに関わる人々と最新科学によって明らかになったミイラの実像、文化
的・学術的な価値を知ることで、ミイラへの理解を深め、人類がもつ多様な死生観と身体観を
考えるきっかけになれば幸いです。
つきましては、本展の開催に先立ちまして、
11 月 1 日(金)13:00 より、報道内覧会を開催いたします。
当日は、本展に携わる研究者による概要説明のほか、スペシャルサポータービートたけしさ
んの囲み取材、フォトセッションを予定しております。
下記概要にて開催致しますので、ご多忙かとは存じますが、
是非ともご出席賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
■日時／2019 年 11 月 1 日（金）13:00～14:30（受付開始 12:30～）
■会場／国立科学博物館 地球館 特別展示室（東京都台東区上野公園 7-20）
■スケジュール／
13:00～13:15 展覧会概要説明 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）
国立科学博物館 人類研究部 人類史研究グループ 研究主幹 坂上 和弘（さかうえ かずひろ）
13:15～14:30 自由内覧※
※13:45～14:00 スペシャルサポーター、ビートたけしさん 囲み取材とフォトセッションを行います。
*開会式は 15:00～15:30（受付 14:30～）に日本館 2 階 講堂にて開催いたします。開会式のご取材も可能です。

【本件に関するお問い合わせ】
「特別展ミイラ」広報事務局(共同 PR 内) 担当：平山・江頭・三井
TEL: 03-3571-5363 / FAX: 0120-653-545 (平日のみ：10 時～16 時) E-mail: miira2019-pr@kyodo-pr.co.jp
〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 7 階
【当日連絡先】共同ピーアール株式会社 平山・江頭・三井

080-8426-1364（当日専用携帯）

特別展「ミイラ」の見どころ

世界から、43 体が上野に集結！
本展は、最新の調査と研究手法を駆使した研究成果を踏まえた展示が特徴となっており、南米、エジプト、ヨーロッパ、オセ
アニア、日本のミイラ、総数 43 体を展示予定です。
本展を通じて、ミイラに関わる人々と最新科学によって明らかになったミイラの実像、文化的・学術的な価値を知ることで、ミイ
ラへの理解を深め、人類がもつ多様な死生観と身体観を考えるきっかけになれば幸いです。

第 1 章 南北アメリカのミイラ
南北アメリカにおけるミイラの歴史は古く、「世界最古の自然ミイラ」も「世界最古の人工ミイラ」もここで発見されている。インカ帝国時
代では、歴代皇帝がミイラとなったことから、ミイラは社会的に重要な意味をもっていた。ペルー北部の高地に位置するチャチャポヤス地
方で発見されたミイラは、インカのミイラ文化を知る貴重な資料となっている。
《チャチャポヤのミイラ包み 6 体》
ペルー文化省・レイメバンバ博物館所蔵
先コロンブス期、チャチャポヤ＝インカ文化 ペルー
©義井豊

第 2 章 古代エジプトのミイラ

第 3 章 ヨーロッパのミイラ

古代エジプト人は動物のミイラもつくっていた。

ヨーロッパ各地でも多数のミイラが発見されているが、そのな

動物ミイラは、家族として一緒に埋葬されたり、

かでも湿地遺体（ボッグマン）とよばれるミイラは驚くべき保

神々への捧げものであったり、人間のミイラの

存状態で発見されている。

食べ物とされたり、さまざまな意図でつくられ
ていた。

《ウェーリンゲメン》
《ネコのミイラ》
レーマー・ペリツェウス博物館所蔵
グレコ・ロ－マン時代 紀元前 200 年-前

ドレンテ博物館所蔵
紀元前 40 年-紀元後 50 年頃
オランダ

101 年頃 エジプト

第 4 章 オセアニアと東アジアのミイラ
オセアニアには複数のミイラ文化が存在していたが、20 世紀になるとミイラづくりが行なわれなくなり、また現存するミイラも少ないため、
その実状はよくわかっていない。日本には仏教思想に基づき即身成仏を切望した行者（ぎょうじゃ）または僧侶のミイラのことを「即身
仏」として崇拝の対象とする考えがあり、現在でも大切に保存されている。
《肖像頭蓋骨》
レーマー・ペリツェウス博物館所蔵
1801 年-1900 年頃
パプアニューギニア

《即身仏「弘智法印(こうちほういん)
宥貞(ゆうてい)」》
小貫即身仏保存会所蔵
1683 年頃 日本
写真提供：浅川印刷所

特別展「ミイラ」広報事務局 行

【特別展 ミイラ ～「永遠の命」を求めて報道内覧会 参加申込書】

FAX 送信先：0120-653-545
E-mail：miira2019-pr@kyodo-pr.co.jp
ご多用中の折、誠にお手数ですが、準備の都合上、10

月 31 日（木）中に返信用紙にご出欠、必要事項ご記入の上、

FAX またはメールにてお知らせくださいますようお願い申しあげます。
■日時／2019 年 11 月 1 日（金）13:00～14:30（受付開始 12:30～）
■会場／国立科学博物館（東京 上野公園）

※受付は、常設展入口 総合案内付近です。
■アクセス／JR「上野」駅（公園口）から徒歩 5 分
銀座線・日比谷線「上野」駅（７番出口）から徒歩 10 分
京成線「京成上野」駅（正面口）から徒歩 10 分
※車でのご来館はご遠慮下さい。
※敷地内に駐車場および駐輪場はありません。

□ 報道内覧会 ご出席（13:00～14:30）
（スチール

／ ムービー ／ 撮影なし）

ご出欠

□ 開会式 ご出席（15:00～15:30）
（スチール

／ ムービー ／ 撮影なし）

貴社名
部署名
貴紙／誌名
お名前
ご連絡先
ご掲載予定日

（合計
TEL：

名）

FAX：

E-mail：
月

日

（

号）掲載／アップ予定

連絡欄
※ご返信いただいた個人情報は、本展の PR 活動以外の目的で使用することはございません。
【本件に関するお問い合わせ】
「特別展ミイラ」広報事務局(共同 PR 内) 担当：平山・江頭・三井
TEL: 03-3571-5363 / FAX: 0120-653-545 (平日のみ：10 時～16 時) E-mail: miira2019-pr@kyodo-pr.co.jp
〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 7 階
【当日連絡先】共同ピーアール株式会社 平山・江頭・三井

080-8426-1364（当日専用携帯）

