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Abstract: We can find some names and topics about molecule on kinds of media everyday,
even though many people doesn’t know what exactly they are. “Form of Molecule, Science
and Art” is the exhibition held at the Hokkaido University Museum this summer, in which
the form of molecule is highlighted. Scientists and artists took part in the workshop to share
the image and inspiration about the art of the molecule.
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Knowledge of University to the Public

イントロダクション
北海 道大学 総合博 物館は、 北大の 旧理学 部本館 校舎を 改装し て設置さ れた、 大学の 活動
や研 究成果を 常設展 示してい る博物 館である 。当館に 所属す る研究者 の分野 は多岐に わた
って おり、昆 虫、植 物・海藻 や菌類 、鉱物・ 岩石、獣 医学骨 格標本、 古生物 化石、北 海道
を中 心とした 考古学 展示など が常設 展示され ている。 また北 大の歴史 展示や 、北大キ ャン
パス にある重 要文化 財指定の 建物に 関する展 示、北大 が強み とする北 方圏研 究や、科 学技
術についての展示も充実している。当館では年に数回の企画展示を行っており、今回は
2008 年 夏に行 われた ｢分子 のかた ち展-サイエ ンス

アート ｣につ いて、 その経 緯と内 容、

関わった人々とそこで起こったインタークロスについて紹介したい。

｢分子のかたち展-サイエンス

アート｣について

大学 博物館 で行わ れる一般 的な展 示スタ イルは 、大学 関係者 が各地で 収集し た学術 標本
資料 とパネル による ものであ る。パ ネルには その標本 群が貴 重である 意味と 、そこか ら導
きだ される全 地球規 模の学術 的意義 付けが書 き記され ており 、大学で 行われ ている標 本研
究の 重要性の 一般公 開により 理解を うながし 、地域に おける 大学の価 値を高 める意味 合い
があ る。しか し大学 で行われ ている すべての 分野に学 術標本 そのもの が存在 している わけ
では なく、そ うした 分野にお ける展 示を行う にあたっ ては、 創意工夫 を盛り 込むこと によ
り既存の展示手法では到達し得ない効果を得ることができる。
｢分子 ｣はそれ 自体目に 見えるかた ちを持っ ておらず 、その標本 も存在し ない。し かし近
年に なって飛 躍的な 進歩を遂 げてい る構造生 物学の分 野では 、私たち の体で 重要な機 能を
果たしてい るタンパク質や DNA の｢ かたち｣が次々と目 に見えるものとなって きており、

多く の科学者 がその かたちか ら生命 の神秘を 解き明か そうと している 。また 、近頃ニ ュー
スで 話題にな ってい るメタミ ドホス や、生命 維持に欠 かすこ とのでき ない水 、大人の 証明
であ るアルコ ールな どもかた ちを持 っており 、それら の相互 作用で我 々の体 は成り立 って
いる。 これらを｢ 見せる｣こ とで分子に ついての理 解を深め、 来館者が日 常生活にフ ィード
バックするような展示会は、どうやって行うことができるのだろうか？
｢分子の かたち展｣は 、分子の持つ｢ かたち｣に焦点 を当てた展示 会である。日常 生活にな
じみの深い 11 の分子を取り上げ、それらを手に持てるほどに拡大した（1 億 2 千 500 万
倍） 模型と、 フレン ドリな説 明パネ ルととも に展示す る。ま た新たな 試みと して、札 幌を
中心 に活躍す るアー ティスト とサイ エンテ ィストに よるワ ークショ ップを 12 回開催 し、
そこで アーティス トが得た｢ 分子｣に関 するインス ピレーショ ンを作品に してもらう ことを
行う もので、 サイエ ンスとア ートの インター クロス、 またサ イエンス からア ートへの 翻訳
を展 示するも のであ る。ワー クショ ップのテ ーマは、 タンパ ク質に関 するも の、鉱物 と分
子の かたちに 関する もの、雪 の結晶 と水分子 のかたち に関す るもの、 匂いの 分子とそ のか
たちに関するもの、光によりかたちを変える分子に関するものなど 7 つを取り上げ、アー
ティストにはその中から 1 つもしくはそれ以上の分子を選択してもらった。
展示 にいた る準 備期間 が十分 に取れ なか ったた め、
残念 ながら すべて が成功 裏に収ま ったと は言え ない
が、 展示会 を通し てイン タークロ スした 様々な もの
につ いてお 話しし たい。 展示会に 関連し たサイ エン
スカ フェ、 および アーテ ィストに よる市 民を交 えた
ワー クショ ップを 含んだ シンポジ ウムの 様子も 併せ
て報告させていただく。

