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Marunouchi Tangible Earth Museum

【関係各位】
     2016年7月 22 日

8月 4日改訂版

　　　　　　　http://earth-museum.jp

　■　本件に関するお問い合わせ先
 丸の内・触れる地球ミュージアム 準備室　担当アラカワ　   Web サイト http://earth-museum.jp/marunouchi/
 所在地　154-0002　東京都世田谷区下馬２-３- ４  一般社団法人「触れる地球の会」事務局内　　　
 電話番号 080-3252-2658 　   FAX番号 03-5486-0216   　E-mail  marunouchi@earth-museum.jp 

　　通路空間展示イメージ

　　　　　　「触れる地球」展示イメージ

 ちきゅうで遊ぼう !    この夏、地球体験スペース
「丸の内・触れる地球ミュージアム」が東京駅前にオープン！   

 　　　　　　　　　次世代のデジタル地球儀「触れる地球」5台を常設展示
　　　　　　　　　　　 2016年7月29日 (金) ～10月30日 （日）

“ 地球目線 ”でものを見て考える、文字通りの「地球人」を
育てたい。本企画は、このコンセプトの下、次世代のデジタル
地球儀「触れる地球」５台により、地球の今と面白さを知り、
地球の未来を考える体験空間を実現するものです。

　　　　　　　さわ

さわ

さわ

さわ さわ

さわ

さわ

さわ

2016 年 7月 29日から 10月 30日まで、「 丸の内・触れる地球ミュージアム 」（ 主催：一般社団法人　触れる地球の会　
企画構成：竹村真一＋ Earth Literacy Program ）を東京 丸の内 行幸通り地下通路にて 開催致します。
 

地球温暖化による北極やヒマラヤの氷の融解が、日本の私た
ちの暮らしにどのように影響してくるのか。大気汚染物質も
隣のの中国だけでなく、遠く地球の反対側からも運ばれてく
ること。世界の異常気象や自然災害が、もはや “対岸の火事 ”
ではない時代だということ・・。
こうした実感値をこの「触れる地球」を通して大人も子どもも
共有しながら、地球の未来を共に考えてゆくことができる体験空間にご期待ください。

デジタル地球儀「触れる地球」は、リアルタイムの気象情報や世界のライブ画像、生物の営みや地球温暖化など、生きた地球を
可視化する地球儀として、伊勢志摩サミット、ミラノ万博、内外の科学館・博物館で展示されるなど日本のみならず海外でも、
その訴求力が高く評価されています。
夏休み中は、子ども・親子連れを対象にしたセミナー、ワークショップも開催致します。 秋口からは、高校生・大学生向けの
未来の職業ワークショップ (WS)、大人向けのソーシャルデザインWSなども開催予定です。

全長 220mにもおよぶ通路空間では 40本の柱に貼られた
メッセージポスターにより、日本の技術力・企業力が切りひ
らく新たな地球の未来ビジョンを可視化する「未来コリドー
ル」を創り出します。
また、“地球目線 ”で捉えた世界や日本の食の未来像、気象・
海象・地震、防災減災などをテーマにした体験型展示を併せ
て展示を実施致します。
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催事概要

　■　本件に関するお問い合わせ先
丸の内・触れる地球ミュージアム 準備室　担当アラカワ　   Web サイト http://earth-museum.jp/marunouchi/
 所在地　154-0002　東京都世田谷区下馬２- ３- ４  一般社団法人「触れる地球の会」事務局内　　　
 電話番号 080-3252-2658 　   FAX番号 03-5486-0216   　E-mail  marunouchi@earth-museum.jp 

地球未来塾　 ゲスト × 竹村真一のトークショー (14:00 〜 14:45   各回 )　　　　　
                     7/30( 土 )  『宇宙』　山崎直子氏（宇宙飛行士 )　   8/7( 日 )『人間』　為末　大氏（元アスリート）
　　　　　　　8/21( 日 )  『 海 』　　佐藤　卓氏（デザイナー）　  9/25( 日 )『 森 』　　隈　研吾氏（建築家）　  
子ども地球教室　(14:00 〜 14:45 シリーズで複数回実施予定）   夏休み自由研究にも役立つワークショップ満載！
未来をひらく仕事（土曜日 16:00 〜 17:30   中・高校生・大学生対象） 2030 年に社会の主役となる若者への職業  
                          ワークショップ
未開の未来    （8 月末から週 1 回）ゲスト × 竹村真一 の 対談でお送りするソーシャルデザイン　・ ワークショップ

展示イベント    ＜詳細は別紙参照＞

JA 全農サポートによる「地球目線で見直す食と農」やウェザーニューズサポートによる「そら博」「地球天気予報」を
はじめ、多数展示イベント予定。地下通路空間には、ポスター展示を 4 テーマで入替展示。 未来の地球へのソリュー
ション、日本のシーズを伝えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　

催事名称： 丸の内・触れる地球ミュージアム
主催： 一般社団法人　「触れる地球の会」　
後援：文部科学省・農林水産省・環境省・千代田区
特別協賛 : 全国農業協同組合連合会 ( JA 全農 )
協賛：味の素 ( 株 ) / ( 株 ) ウェザーニューズ  / サントリー食品インターナショナル ( 株 )  / ( 株 ) シェルター
　　　中越パルプ工業( 株 )  / 日本アジアグループ( 株 )  /  日本リファイン( 株 )        
         ( 財 )Next Wisdom Foundation /　( 株 )LIXIL  /　( 株 ) ワイス・ワイス
協力団体・企業 : サラヤ ( 株 ) / (特非)　大丸有エリアマネジメント協会 
　　　　　　　　( 一社) 大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）/ 三菱地所 ( 株 )         
企画構成 : 竹村真一 +  Earth Literacy Program
内容 : デジタル地球儀「触れる地球」展示ブース、地下通路空間を利用した 4つのテーマ展示
会期 : 2016.7.29（金）〜 10.30（日）  
         ※ 2016.7.28（木） 内覧会・開幕式
会場 : 行幸通り地下通路（東京駅と皇居をつなぐ行幸通り）
開館時間 : 11:00 〜 19:00
休館日 : 火曜日　8/12( 金 ) 〜 16( 火 )
入場料 : 無料　（ただし、一部プログラムに教材費の徴収等あり）

トークイベント・ワークショップ    ＜詳細は別紙参照＞
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１期（7/28 〜８/22)　森・海・生物多様性　　　　　　　　2 期  (8/24 〜９/12)   　防災・減災・レジリエンス
３期（9/14 〜 10/3) 　都市の未来　　　　　　　　　　  　４期  (10/5 〜 10/30)　地球の食と農

さわ

日時 : 2016.7.28（木）
16:45　受付開始
17:00　内覧会（自由にミュージアム見学）
17:30　記念式典（竹村挨拶と展示解説、ゲスト挨拶 3 名）

内覧会・開幕式のご案内



別紙資料	 ４テーマによる展示会期 

丸の内・触れる地球ミュージアム 

1.森・海・生物多様性	

2.防災・減災・レジリエンス	

3.都市の未来	

4.地球の食と農	

未来コリドール（東京駅〜皇居までの全40本の円柱）のポスター展示を４テーマで入替展示。	
未来の地球へのソリューション、日本のシーズを伝える。また、テーマとリンクした展示やイベントを開催。	

未来コリドール	 ギャラリー	

7/28〜8/22	

8/24〜9/12	

9/14〜10/3	

10/5〜10/30	

日日本本のの水水田田里里山山がが育育むむ自自然然（（JA全全農農））：：パパネネルル等等展展示示・・食食材材販販売売		
日本の自然の恵み、生物多様性を眼に見えるかたちでフィーチャー。日本列島型に並べたテーブルに、

全国の里山の風景やその恵みが集結して展示。一部マルシェ形式での食材販売（収益は熊本地震義
援金へ）	

そそらら博博（（ウウェェザザーーニニュューースス））：防防災災・・減減災災にに関関すするる機機器器ややググッッズズ等等展展示示	
防災・減災をテーマに、防災意識啓発に役立つ仕掛けや実験装置、面白グッズを展示。気象予報会社

ウェザーニュースの気象イベント「そら博」の出張イベント。	

地地球球目目線線でで見見直直すす日日本本のの食食とと農農（（JJAA））：：パパネネルル等等展展示示・・食食材材販販売売	
人類が抱える食問題をグローバルな視野で捉え、見える化しパネル展示。また、実際の6次化生産物を

交えて、日本の食文化、食糧生産技術からソリューションを展示。一部マルシェ形式での食材販売（収
益は熊本地震義援金へ）	

食食・・農農・・レレジジリリエエンンスス（（JA全全農農））：：パパネネルル等等展展示示・・食食材材販販売売	
水田が持つ洪水防止機能や防災備蓄食としてのコメを取り上げたパネル展示。	

そそらら博博（（ウウェェザザーーニニュューースス））：：気気象象にに関関すするる機機器器ややググッッズズ等等展展示示	
気象とをテーマに、お天気の見方、気象を身近に感じられる実験装置、面白グッズを展示。気象予報会

社ウェザーニュースの気象イベント「そら博」の出張イベント。	

都都市市生生活活者者のの健健康康とと食食（（JA全全農農））：：パパネネルル等等展展示示・・食食材材販販売売	
「丸の内保健室」とのコラボレーションにより、都市生活者の食生活・健康状態の浮き彫りにし、今後の

食生活の再設計をパネル展示。	



別紙資料	

地球ラウンジ（Aゾーン）WS・イベント概要 

※内容・ゲストは調整中のため、変更する場合があります。	

地球未来塾（ゲストトーク）	
親子連れをターゲットにし、多彩なゲストと地球の未来像を紐解く	
７〜９月の週末午後に開催。45分。　　モデレーター：　竹村真一	
	
テーマ内容	

7/30(土) 	宇宇宙宙；山崎直子（宇宙飛行士）　〜人はなぜ宇宙に行くのか？	
8/7(日) 	人人間間；為末大（元プロアスリート）〜ロボット、AI、パラリンピック。人間

はどう進化するか？	
8/21(日) 	海海；佐藤卓（デザイナー、サーファー）〜「海」から地球を考える	
9/25(日) 	森森；隈研吾（建築家）　〜なぜ国立競技場を「木」で作るのか？	

子ども向け　日替セミナー	

子ども地球教室	
夏休みの平日・土日祝に開催。親子連れを対象に、７つのテー
マを日替で取り上げるセミナー。45分（休憩を含む）。	
講師:	竹村真一、アテンドスタッフ	
	
テーマ内容	
a.  地球はいかにして特別な星になったか？ ～地球の生いた

ちを語る～	
b.  不動の大地もうごいてる？ ～大陸移動、日本列島のなりた

ち～	
c.  ちゃんと知る、地球温暖化 ～北極と私たちの暮らしの意外

な関わり～	
d.  宇宙船地球号の動かしかた ～エネルギーの未来～	
e.  2050年、人類が地球を進化させる？ ～この星に私たちは

何のためにいるのか？～	

子ども向けセミナー	事前予約制	 事前予約制	

丸の内・触れる地球ミュージアム 

「触れる地球」ナビゲーター養成講座	
「触れる地球」に興味を持つ方へのワークショップ。実際にデモを実習
しながら、「触れる地球」への理解を深める。「地球未来塾」の後に、
開催。	

ワークショップ	 事前予約制	



別紙資料	

地球ラウンジ（Aゾーン）WS・イベント概要 

※内容・ゲストは調整中のため、変更する場合があります。	

社会人向けトークイベント	

未開の未来	
ソーシャルデザイン・ワークショップ。平日の夕刻に開催。毎回、
竹村キーノート＋ゲスト対談をうけ、参加者がワールドカフェ形
式で討議して未来提案にまとめる	
共同企画:	（財）Next	Wisdom	FoundaCon	
モデレーター:	竹村真一	
	
テーマ内容:		
• 第１回 「20世紀文明を脱衣する」　ゲスト: 	堀潤（ジャー
ナリスト）	
• 都市の再発明	

•   Beyond	2020～東京五輪はどこへ向かう扉か？	

• オフグリッド～エネルギー自立と場所からの解放	

• 「 惑星系」システムのデザイン～宇宙目線で考える地球の
未来	

• AI・ロボットとの共進化は可能か？	
※2回目以降、テーマ・ゲスト調整中	

事前予約制	

丸の内・触れる地球ミュージアム 

未来をつくる仕事	
2030年に社会の主役になる世代（中高生・大学生）にむけ企業人が語
るセミナー 　モデレーター:	竹村真一 	

•  「水の世紀」をデザインする　〜LIXIL＋ウェザーニュース	
•  21世紀の「森」をつくる会社　〜サントリー＋シェルター＋サラヤ	
•  リサイクルから「アップサイクル」へ　〜三菱C、中越パルプ、日本リ

ファイン	
•  2030年、地球の「都市」を設計する　〜三菱地所、国際航業	
•  「地球食」のOSを求めて　〜味の素、JA全農	

高校生・大学生向けセミナー	 事前予約制	



別紙資料	
（参考）「触れる地球」Tangible Earthについて 

（発案・開発プロデュース；竹村真一） 

2005年　経産省グッドデザイン賞・金賞受賞	
2013年　キッズデザイン最優秀賞（内閣総理大臣賞）	
2015年　ミラノ万博 日本館にて展示	
2016年　G7伊勢志摩サミットにて展示	
	
2012年；スミソニアン国立デザイン博物館長	
　Bill	Moggridge著”Designing	Media”にてFaceBook,		
　TwiUer等と並び現代のメディア革新事例として紹介	
	
2012年より国連本部UNISDRと連携（竹村真一は『国連防災白書』；
Global	Assessment	Report	for	Disaster	Risk	ReducCon	2013/2015の情
報デザイン監修を委嘱され、「触れる地球」もジュネーブ、国連防災
世界会議・仙台などで展示）	
	
	
その他の展示実績；	
・05年「愛・地球博」市民パビリオン	
・08年「洞爺湖G８サミット」地球茶室（５台展示）	
・09年以降、オランダ国立科学博物館NEMO等、	
　海外でも常設。	
・16年「伊勢志摩サミット」での展示	
・16年環境省主催「エコライフ・フェア2016」での展示	
	
	
現在埼玉県内のスーパーサイエンス高校４校が導入。	
2013年から丸の内、大手町での常設空間（下記）。	
	
「触れる地球ミュージアム」	

hUp://earth-museum.jp	
	
＜英語デモンストレーション＞	
hUp://earth-museum.jp/en-2/;	
hUp://www.tangible-earth.com/en/	
	

丸の内・触れる地球ミュージアム 



別紙資料	

プロデューサー　竹村真一　プロフィール 

京都造形芸術大学教授。NPO法人	Earth	Literacy	Program代表。地球時代の新たな
「人間学」を提起しつつ、ITを駆使した地球環境問題への独自な取組みを進める。 	

 	

「触れる地球」（2005年グッドデザイン賞・金賞、2013年キッズデザイン賞 最優秀賞・内
閣総理大臣賞、2008年G8北海道洞爺湖サミットや2016年G7伊勢志摩サミットで展示）
や「100万人のキャンドルナイト」、「Water展」「コメ展」（21_21	DESIGN	SIGHT）などを企

画・制作。2014年２月、東京丸の内に「触れる地球ミュージアム」を開設。東日本大震
災後、政府の「復興構想会議」専門委員に就任。また国連UNISDR（国連国際防災戦略
事務局）からの委嘱で、2012年以降「国連防災白書」のコンセプトデザインを担当。「食

の万博」ミラノ万博では日本館の展示を企画・監修。 	

 	

J-WAVEナビゲーターも務め、「グローバルセンサー」（2009～2011）に続き2015年10月
から「アーストーク」をホスト。著書に「地球の目線」（PHP新書）、「宇宙樹」「２２世紀の
グランドデザイン」（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

社刊）、「新炭素革命」（PHP）など。「宇宙樹」は高校の国語の教科書にも採録されてい
る。 	

丸の内・触れる地球ミュージアム 
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