2022 年 4 月吉日

PRESS RELEASE

このたび、国立科学博物館、TBS、読売新聞社は特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」を開
催する運びとなりました。
宝石の歴史は古く、古代から魔よけやお守り、地位や立場を示すシンボルとして世界中で用
いられてきました。現在では、宝飾品としても広く親しまれています。本展では、各地の博物
館や、比類なきアルビオン アート・コレクション、ヴァン クリーフ＆アーペル、ギメルなど
の作品から、多種多様な宝石と、それらを使用した豪華絢爛なジュエリーを一堂に集め、科学
的、文化的な切り口からご紹介します。
原石からジュエリーまで・・・。宝石のすべてがわかる展覧会です！

開催概要
名
会
会

称：特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」
期：2022（令和 4）年２月 19 日［土］ ～ 6 月 19 日［日］
場：国立科学博物館 地球館地下１階 特別展示室
(〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20)
開館時間：9 時～17 時（夜間開館時は 20 時まで）※入場は閉館時刻の 30 分前まで
※4 月 22 日(金)より、毎週金曜日・土曜日及び、5/1(日)～5/5（木・祝）に
20 時（入場は 19 時 30 分まで）までの夜間開館を実施します。
※常設展、常設展ミュージアムショップ、レストラン「ムーセイオン」等は
17 時までのご利用となります。本展観覧の前のご利用はできませんので、
予めご了承ください。
休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日休館）
※ただし 5 月 2 日、6 月 13 日は開館
※会期・開館時間・休館日は変更になる場合がございます。
主
催：国立科学博物館、TBS、読売新聞社
協
賛：DNP 大日本印刷
特別協力：アルビオン アート、国立西洋美術館
協
力：石川町立歴史民俗資料館、ヴァン クリーフ＆アーペル、
神奈川県立生命の星・地球博物館、カナダビジネスサービス、
ギメルトレーディング、群馬県立自然史博物館、GIA Tokyo、スタジオ KJ、
ストーンカメオミュージアム、諏訪貿易、中津川市鉱物博物館、
日本彩珠宝石研究所、日本ジュエリー協会、翡翠原石館、瑞浪鉱物展示館、
ミュージアムパーク茨城県自然博物館、モリス、山梨県立宝石美術専門学校
お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル） 03-5814-9898（FAX）
公式サイト：https://hoseki-ten.jp
《報道に関するお問合せ》
※2022
年
7
月～9
月に名古屋市科学館にも巡回予定です。
特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」広報事務局（ユース・プラニング センター内） 担当：平野、池袋
〒150-8551 東京都渋谷区桜丘町 9-8 KN 渋谷 3 ビル 4F
TEL:03-6821-8387 FAX:03-6821-8869 E-mail:hoseki-ten2022@ypcpr.com

展覧会構成
本展では、全体を 5 つの章で構成し、原石から豪華絢爛なジュエリーまで宝石のすべて
を紹介します。
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原石の誕生
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原石から宝石へ
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宝石の特性と多様性

第4章

ジュエリーの技巧

第5章

宝石の極み

本展の見どころ
１．宝石を見上げてみよう。巨大アメシストドームを展示。
会場に、高さ 2.5 メートルのアメシストドームが登場！
迫力ある宝石の前で、写真撮影も可能です。

➡第１章

２．指輪でたどる、宝石の歴史―「橋本コレクション」を展示！
個人コレクターの橋本貫志氏による宝飾品コレクション。
「指輪」のカテゴリーに特化して、古今東西から貴重な
作品を集めたその内容は、世界的に見ても珍しいものです。
2012 年に国立西洋美術館に寄贈されました。

➡第２章

左：スカラベ中王国時代、12-13 王朝、
紀元前 1991-1650 アメシスト、金
右：ピラミッド形ダイヤモンドの指輪
15 世紀 ダイヤモンド、金

３．宝石がジュエリーになるまでをご紹介！

ともに国立西洋美術館所蔵 橋本コレクション

宝石がジュエリーになるためには、人の手による加工が欠
かせません。その仕立て技法をヴァン クリーフ＆アーペル
やギメルといったハイジュエラーの作品とともに紹介しま
す。さらに、世界的に有名なアルビオン アートの特別協力を
賜り、そのジュエリーコレクションから逸品の数々が出品さ
れます。古代から現代まで、幅広い年代のジュエリーを通し
て、人類が生み出してきた美の歴史が堪能できます。

➡第 4 章、第 5 章

ヴィクトリアン ダイヤモンドのデイジーのティアラ 1870 年頃
個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート

第1章

原石の誕生

宝石はカットされた完成品として採掘されるわけではなく、その生い立ちによ
り様々な形状や大きさで産出します。
本章では、宝石の原石はどのようにして誕生するのか、地球内部でつくられる
宝石の元となる原石（ラフ）を科学的視点から紹介します！

アクアマリン
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館所蔵

アマゾナイト
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館所蔵

ここに注目
第 1 章で巨大アメシストドームをチェックしよう！！
アメシストとは、
「紫水晶」とも言われ、熱水に溶け込んでいたシリカ(SiO2)
が地下の空隙に沈殿してできた結晶です。
この結晶の周りを作る岩石は鉄分を多く含み、その鉄分が本来は無色であ
る水晶の結晶構造に入り込むことで、アメシストを紫色に発色させていま
す。
会場には 2.5 メートルのアメシストドーム
を展示！
その美しさを間近でご堪能いただけます。

第2章

原石から宝石へ

原石から宝石としての特性を最大限に引き出すための成形と研磨の工程をま
とめて「カット」と呼びます。「カット」の出来栄えは原石の大きさ、品質に
劣らないほどの宝石の評価を左右します。
本章では、原石の採掘からカットの加工技術までを分かりやすく展示。原石が
どのような過程を経て美しく輝く宝石になるのか紹介します。
中でも、紀元前 2000 年以降、人類とともに発展してきた宝石のカットの歴
史を、国立西洋美術館から特別出品される「橋本コレクション」の貴重な約
200 点の指輪でたどる展示は必見です。

ここに注目
第 2 章で「橋本コレクション」をチェックしよう！！
橋本コレクションは、古美術収集家・橋本貫志氏（1924～2018） が 1989
年から 2004 年にかけて、年代・地域を限らずに、世界のオークションで集め
た、世界に類を見ない宝飾品コレクションです。
本展では、橋本氏が国立西洋美術館に寄贈した 800 点余りのコレクションの
うち、宝石がセットされた指輪約 200 点を展示します。
幅広い年代にわたる各宝石のカットを通じて、
「指輪が語る宝石の歴史」をご
紹介します。

スカラベ
中王国時代、12-13 王朝、
紀元前 1991-1650 アメシスト、金
国立西洋美術館所蔵 橋本コレクション

ピラミッド形ダイヤモンドの指輪
15 世紀 ダイヤモンド、金
国立西洋美術館所蔵 橋本コレクション

第3章

宝石の特性と多様性

宝石の価値の基準にもなる、
【輝き】
【煌めき】
【彩り】
【強さ】といった性質の説
明を交えながら、ラフ（原石）、ルース（磨いた石）をメインに 200 種を超える
宝石を展示します。
ダイヤモンドやサファイア、ルビーなどのよく知られた宝石から、フォスフォフ
ィライトやブラックダイヤモンドなどのレアストーンも多数展示。色彩豊かで
様々な表情を見せる宝石が一堂に集まり、宝石の要件の一つである「美しいこと」
の要素について科学的に解説します。

左：フォスフォフィライト（ルース）瑞浪鉱物展示館所蔵
右：フォスフォフィライト（ラフ）国立科学博物館所蔵
アンモライト
カナダビジネスサービス所蔵

ここにも注目
第 3 章で「光る宝石」をチェックしよう！！
エネルギーが高く人の目には見えない電磁波、紫外線。この紫外線をフローライト
（蛍石）に照射すると幻想的な色を発光することがあります。この現象を「フロー
レッセンス（蛍光）
」と呼びます。
宝石には、特有の蛍光色を持つ石がある一方、同じ種類の石でも蛍光を発しないも
のもあり、こうした特徴は、石の種類の判別だけではなく、産状（産地）を特定す
るうえで参考となります。
本展では、紫外線で発光する
宝石の特設コーナーを用意。
ダイヤモンドやルビー、フロー
ライト、カルサイト（方解石）
など、暗闇の中で美しく光る
鉱物を観覧していただけます。
フローライト 日本彩珠宝石研究所所蔵

第4章

ジュエリーの技巧

輝く宝石のルース（磨いた石）を更に美しくするために行われる宝石のセットを
「仕立て」と呼びます。本章では、この「仕立て」の技術に着目し、宝石を貴金
属にセッティングする石留めの方法など、職人のこだわりをご紹介します。
フランス・パリに本店を構えるハイジュエリー メゾン、ヴァン クリーフ＆アー
ペルや、日本ならではの繊細なデザインが特徴的な、兵庫・芦屋発のジュエリー
ブランド、ギメルの逸品の数々から「仕立て」の技術の粋をご覧いただきます。

ヴァン クリーフ＆アーペル
1906 年、パリ ヴァンドーム広場に創業したハイジュエリーメゾン。自然やク
チュール、ダンス、空想の世界から着想を得て、革新的技術と職人技により詩情
溢れる作品を生み出しています。

葡萄の葉のクリップ
1951 年
ヴァン クリーフ＆アーペル所蔵

2 つのブレスレットに
形を変えるネックレス
1955 年
ヴァン クリーフ＆アーペル所蔵

ギメル
兵庫県芦屋市発のブランド。
四季折々のモチーフをジュエリーで表現したシリーズ「Four Seasons」を展示し
ます。日本らしい繊細なデザインが特徴的です。

向日葵ブローチ

蜜蜂ピンズ

ギ メルト レ ーデ ィ ング

ギ メルト レーデ ィ ング

所蔵

所蔵

第5章

宝石の極み

本章では、世界的な宝飾コレクションを誇るアルビオン アートの特別協力によ
り、古代のメソポタミアやエジプトで作られた作品から 20 世紀の最先端のジ
ュエリーまで、珠玉の芸術品約 60 点を展示します。
人類が生み出した美の歴史をご堪能ください。

ヴィクトリアン ダイヤモンドのデイジーのティアラ
1870 年頃
個人蔵、協力：アルビオン アート・
ジュエリー・インスティテュート

アール・ヌーヴォー フーケ&ミュシャ作
コルサージュ・オーナメント
1900 年頃
個人蔵、協力：アルビオン アート・
第二帝政期 ファラオの胸像

ジュエリー・インスティテュート

カメオ・ブローチ
19 世紀後期
アルビオン アート・コレクション

50’s ブルガリ サファイアとルビーのムガール・スタイルのネックレス
1950 年頃 アルビオン アート・コレクション

新古典主義 ピストルッチ作 バッカンテのカメオ
19 世紀初期 アルビオン アート・コレクション

チケット情報
チケット情報解禁！販売は 2 月 1 日 正午から
2 月 1 日［火］正午より、本展チケットを発売します。
購入方法は 2 月 1 日、公式サイト上で発表予定です。
入場料（税込）
一般・大学生
小・中・高校生

2,000 円
600 円

未就学児は無料。障害者手帳をお持ちの方とその介護者 1 名は無料。
日時指定予約は必要となりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染防止のため、本展では各種対策を行うとともに、時間
帯ごとに定員を設けております。そのため、ご入場されるお客様はオンライン
での日時指定予約が必要です。当日、博物館で販売する当日券での入場枠も設
けておりますが、ご来場時にお待ちいただく場合や、予定枚数が終了してお買
い求めできない場合があります。
※学生、各種お手帳をお持ちの方は、入場の際に証明できるものをご提示いただく場合がござ
います。
※本展を観覧された方は、同日に限り常設展（地球館・日本館）もご覧いただけます。ただ
し、日時指定日の指定時刻の前に常設展を観覧することはできません。また、常設展の開館時
間内にご覧いただけます。
※本展のチケットでは、特別企画展「ポケモン化石博物館」はご覧いただけません。詳しく
は、特設サイト（https://www.kahaku.go.jp/event/2022/pokemon/）でご確認ください。
※会期中 1 枚につき 1 人 1 回、観覧日当日に限り有効です。一度購入されたチケットのキャン
セル・券種変更・払い戻し・再発行はいたしません。 再入場はできません。
※会場内の混雑等により、ご入場をお待ちいただく場合がございます。
※土、日曜日、祝日および GW、会期末はご予約・ご購入いただけない可能性が高くなります
ので、早めのご予約・ご購入をお勧めいたします。
※入場にはマスクの着用が必要です。また、入場時には検温を実施しています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みについては、国立科学博物館ウェブサ
イト（https://www.kahaku.go.jp）をご確認ください。
※今後の状況により変更及び入場制限を実施する可能性がございます。最新の情報を展覧会公
式サイトにてご確認ください。

2 月 1 日からのチケット購入方法
ご入場されるお客様はオンラインでの日時指定予約が必要です

アートパス

アートパスサイト（https://artap.passes.jp/user/e/hoseki-ten）より日時指定予約付き
入場券をご購入ください。各種プレイガイドをご利用の方
は、別途、日時指定予約（無料）を行ってください。
【外部プレイガイド】
ローソンチケット、e+（イープラス）、チケットぴあ、CN
プレイガイド、セブンチケット、TBS チケット
ご来場時は必ずプレイガイドで購入したチケットをご持参
ください。日時指定予約の QR チケットのみではご入場い
ただけません。

美術展ナビ
チケットアプリ

日時指定予約付き入場券をご購入ください
アプリ（無料）のダウンロードが必要です。

※オンラインでの購入が難しい方を対象に、当日、博物館で販売する当日券での入場枠も
設けておりますが、ご来場時にお待ち頂く場合や、予定枚数が終了している場合がありま
す。
※下記に該当する方は、アートパス（https://art-ap.passes.jp/user/e/hoseki-ten）よ
り日時指定予約（無料）を行ってください。
●未就学児の方。障害者手帳をお持ちの方とその介護者の方（１名）
障害者手帳をお持ちの方は、ご来場時はお手帳をご持参ください。日時指定予約の QR コ
ードのみではご入場いただけません。
●無料観覧券等をお持ちの方
ご来場時は無料観覧券を必ずご持参ください。日時指定予約の QR コードのみではご入場
いただけません。
●「ダイヤモンドチケット」に申し込まれ、当選された方
ご来場時は当選はがきを必ずご持参ください。日時指定予約の QR コードのみではご入場
いただけません。
●友の会会員、リピーターズパスをお持ちの方、大学パートナーシップ入会校学生
それぞれ証明するものをお持ちのうえ、国立科学博物館特別展券売所で、常設展入館料と
の差額で特別展をご覧いただける入場チケットをご購入ください。
※お支払いは券売所に限ります。公式チケットサイト（アートパスへのリンク）では有
料のチケットを購入されないようご注意ください。
※友の会会員で特別展無料観覧券の引き換えを希望される方は日本館地下１階の友の会
カウンターへお越しください。
※来場当日に入会を希望される方は、日時指定予約（無料）を行ったうえで、特別展会
場入場前に日本館地下１階の友の会カウンターへ手続きにお越しください。

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」 広報画像一覧
2022 年 2 月 19 日(土)～6 月 19 日(日)

国立科学博物館 地球館地下１階 特別展示室

1. インペリアル・トパー
ズ（ラフ）

2. インペリアル・トパー
ズ（ルース）

3. サファイア（ラフ）

4. サファイア（ルース）

7. アクアマリン

8. アマゾナイト

9. スカラベ

10. ピラミッド形ダイヤモンド
の指輪

13. フローライト

14. フローライト

15. 葡萄の葉のクリッ 16. 2 つのブレスレッ
プ
トに形を変えるネックレ
ス

6. 虫入り琥珀

5. アンモライト

11. フォスフォフィライ 12. フォスフォフィライ
ト（ラフ）
ト（ルース）

17. 蜜蜂ピンズ

18. 向日葵ブローチ

19. ”一輪車にのって”ピンズ 20. ボルゲーゼ家伝来 21. サラマンダーブロ 22. 彫刻を施したダイ 23. コルサージュ・オー 24. ピンク・トパーズと
のルビーとダイヤモンド
ーチ
ヤモンドとルビーのバタ
ナメント
ダイヤモンドのグラン・
のドゥミ・パリュール
フライのブローチ
パリュール

25. アクアマリンとダイヤモ 26. 第二帝政期 ファラオの胸
像 カメオ・ブローチ
ンドのココシュニック・ティア
ラ

27. バッカンテのカメオ

28. ヴィクトリアン ダイヤモンド
のデイジーのティアラ

29. サファイアとルビーのムガ
ール・スタイルのネックレス

ねこ

30、31、32 安部祐一朗（長靴をはいた描） 描き下ろしイラスト
30. 「ハチ公×モルガナイト」

31. 「シロナガスクジラ×ダイオプテーズ」

32. 「フタバスズキリュウ 化石 オパール化」

33. メインビジュアル

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」広報事務局行
FAX:03-6821-8869

E-mail:hoseki-ten2022@ypcpr.com

■本展の作品画像を、広報素材として提供いたします。必要事項をご記入のうえ FAX またはメールにてお申込みください。画像（JPEG）をメールで送信いたしま
す。■本展広報目的での使用に限ります。使用可能期間は本展会期終了までとなります。
■展覧会名、会期、会場名、作家名・作品名・制作年・所蔵先・画像クレジット（リスト参照）を必ず掲載してください。
■作品画像は全図で使用してください。文字を重ねる、トリミングなど画像の加工・改変・部分での使用はできません。
■ＷＥＢサイトに掲載する場合は、コピーガードを施してください。コピーガード機能を施すのが難しい場合は、72dpi 以下、400×400 ピクセル以下の解像度に
してご掲載ください。また、本展終了後は画像の削除をお願いいたします。
■展覧会会期中であっても、転載、再放送など 2 次使用をされる場合には、その都度申請くださいますようお願いいたします。
■基本情報、図版使用の確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報事務局までお送りいただきますようお願いいたします。
■掲載・放送後は必ず、掲載誌・同録テープを、本展広報事務局へ１部お送り願います。■画像使用後は、データの破棄をお願いいたします。

■ 広報画像（ご希望の画像にチェックを入れてください。）
チェック欄

画像
番号

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

１

インペリアル・トパーズ（ラフ） 国立科学博物館所蔵

２

インペリアル・トパーズ（ルース） 日本彩珠宝石研究所所蔵

３

サファイア（ラフ） 日本彩珠宝石研究所所蔵

４

サファイア（ルース） 日本彩珠宝石研究所所蔵

５

アンモライト カナダビジネスサービス所蔵

６

虫入り琥珀 日本彩珠宝石研究所所蔵

7

アクアマリン ミュージアムパーク茨城県自然博物館所蔵

8

アマゾナイト ミュージアムパーク茨城県自然博物館所蔵
スカラベ 中王国時代、12-13 王朝、紀元前 1991-1650 アメシスト、金
国立西洋美術館所蔵 橋本コレクション

9

【ご掲載時に必要なクレジット表記】

10

ピラミッド形ダイヤモンドの指輪 15 世紀 ダイヤモンド、金 国立西洋美術館所蔵 橋本コレクション

11

フォスフォフィライト（ラフ） 国立科学博物館所蔵

12

フォスフォフィライト（ルース） 瑞浪鉱物展示館所蔵

13

フローライト 日本彩珠宝石研究所所蔵

14

フローライト 日本彩珠宝石研究所所蔵

15

葡萄の葉のクリップ 1951 年 ヴァン クリーフ＆アーペル所蔵

16

2 つのブレスレットに形を変えるネックレス 1955 年 ヴァン クリーフ＆アーペル所蔵

17

蜜蜂ピンズ ギメルトレーディング所蔵

１8

向日葵ブローチ ギメルトレーディング所蔵

19

25

”一輪車にのって” ピンズ ギメルトレーディング所蔵
ナポレオンの妹ポーリーヌ旧蔵 ボルゲーゼ家伝来のルビーとダイヤモンドのドゥミ・パリュール
ルビー：18 世紀初頭 セッティング：1886 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート
ヴィクトリアン デマントイド・ガーネット サラマンダーブローチ
1880 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート
アール・ヌーヴォー ブシュロン作 彫刻を施したダイヤモンドとルビーのバタフライのブローチ
1892 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート
アール・ヌーヴォー フーケ＆ミュシャ作 コルサージュ・オーナメント
1900 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート
ヴュルテンベルク王室旧蔵 ピンク・トパーズとダイヤモンドのグラン・パリュール
1810-1830 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート
ロシア帝室旧蔵 コッホ作 アクアマリンとダイヤモンドのココシュニック・ティアラ
1910 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート

26

第二帝政期 ファラオの胸像 カメオ・ブローチ 19 世紀後期 アルビオン アート・コレクション

27
28

新古典主義 ピストルッチ作 バッカンテのカメオ 19 世紀初期 アルビオン アート・コレクション
ヴィクトリアン ダイヤモンドのデイジーのティアラ
1870 年頃 個人蔵、協力：アルビオン アート・ジュエリー・インスティテュート

29

50’s ブルガリ サファイアとルビーのムガール・スタイルのネックレス 1950 年頃 アルビオン アート・コレクション

20
21
22
23
24

ねこ

安部祐一朗（長靴をはいた描） 描き下ろしイラスト
□30 「ハチ公×モルガナイト」
□31 「シロナガスクジラ×ダイオプテーズ」
33
メインビジュアル
□

□32 「フタバスズキリュウ 化石 オパール化」

■貴媒体についてお知らせください。

貴 社 名：
媒 体 名:
掲 載 月 号：
ご担当者 名：
連 絡 先：
WEB 掲載:
読者プレゼント：

掲載コーナー、特集名（
（
号）
/ 発行部数
E-mail：
電話：
FAX：
□ WEB 掲載用（コピーガード不可媒体様用）の画像を希望する
□ 無料観覧券（5 組 10 名様分）を希望する
月

日 発売

）
部

報道に関するお問合せ 特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」広報事務局（ユース・プラニング センター内） 担当：平野、池袋
〒150-8551 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル4F
TEL：03-6821-8387 FAX：03-6821-8869 E-mail:hoseki-ten2022@ypcpr.com

