
撮影。卵割や卵の中で臓器形成が行われる様子
など、観る者を驚かせる映像を多数収録。

脊椎動物の骨は骨格として身体を支え、カルシ
ウムやリンなど身体に必要なミネラルをたくわ
える。そのカルシウムは、細胞分裂、神経の興
奮、筋肉の収縮などの生命現象に欠かせない。
また、ビタミンＤと骨細胞は、骨の吸収と再形
成に密接に関係する。私たちが生きている限り、
骨を形成する細胞の営みは休むことがない。

私たちの身体を守り、維持するために毎日数百
万単位で血球が産み出される。酸素や栄養を運
ぶ赤血球、外的と戦う白血球、止血の働きをす
る血小板ー身体にとって大切なこれらの血球
は、ひとつの血液幹細胞から生まれる。これま
で多くの謎に包まれていた血液幹細胞の働きを

骨髄細胞との相互作用を軸に観察。造血のメカ
ニズムに迫る。

山の環境に適応して進化した氷河時代の生き残
りであるライチョウの生態を日本アルプスの四
季を舞台に克明に捉える。

細胞性粘菌は、細菌を捕食して増殖する単細胞
アメーバであるが、飢餓状態になると集合・多
細胞化してナメクジのような移動体を形成し、
光をもとめて動き回る。最後に胞子の塊とそれ
をささえる子実体に分化する。単細胞と多細胞
のあいだを行き来する独特の生活環をもつ進化
的に興味深い細胞性粘菌の、これまで未解明で
あった土壌中の生態を克明に記録。第33回内閣
総理大臣賞受賞。

被子植物は精細胞を直接卵に送り込む。原始的
なコケ・シダは、雨などを利用して精子を泳が
せ受精する。イチョウ・ソテツは、両者を進化
的に繋ぐ植物である。地上の緑色植物の祖先に
最も近い単細胞の緑色藻が水中を泳ぎまわる姿
から、被子植物の花粉管による受精まで、太古
の海の記憶を保ちながら展開する植物の生殖を
一覧する。

室戸沖水深3572メートルの深海底に設置された
海洋科学技術センター「海底地震総合観測シス
テム」を用い、海洋生物の研究者が定点観測を
４年間、延べ800時間行った記録。深海には、
太陽エネルギー起源の有機物を餌とする生物
と、地球深部起源の化学エネルギーに支えられ
た生物が生息する。それら多様な生物の紹介と
ともに、深海で初めて観察・記録された興味深
い行動を見る。第43回内閣総理大臣賞受賞。

「The BONE Ⅱ」 （1994年、第35回）

●企画：藤沢薬品工業　●製作：ヨネ・プロダク
ション　●上映時間：21分　●製：小林米作　●
脚：船越美枝子　●演：金子文雄　●撮：坂元譲
金子文雄

「特別天然記念物ライチョウ」（1967年、第8回）
●企画：文化財保護委員会（文化庁） ●製作：
日本シネセル（CNインターボイス） ●上映時
間：32分　●製：静永純一　●演：下村兼史　●
脚・編：樺島清一　●撮：伊藤三千雄　ほか

「種子の中の海 イチョウの精子と植物の生殖進化」
（2000年、第41回）

●製作：東京シネマ新社　●上映時間：35分　●
製：岡田一男　●脚・演：鈴木由紀　●撮：谷口常也

「細胞性粘菌の行動と分化」 （1992年、第33回）

●企画：樋口生物科学研究所　●製作：シネ・ド
キュメント　●上映時間：21分　●製・脚・演：
樋口源一郎　●撮：石井董久

「生命（いのち）を支える血液幹細胞」
（1994年、第35回）

●企画：中外製薬　●製作：桜映画社　●上映時
間：20分　●製：村山英治　●村山英世　●脚：
花崎哲　●演：花崎哲　森吉美

「深海3572メートルに生きる－室戸沖南海
トラフ4年間の記録」 （2002年、第43回）
●製作：岩崎望、岩井雅夫、東京シネマ新社　●
上映時間：23分　●製：岡田一男　●脚・演：鈴
木由紀　●撮：谷口常也

３

 No． 　　時　刻  　　　　　　　　　　作　品　名 上映時間
    プログラム１「不思議の扉」 
 1 10:00－10:26 サイエンスグラフィティ－科学と映像の世界 26分
 2 10:26－10:55 未来を創る科学者たち2004　アトムファクトリー
    原子の世界からのライブ中継～木塚徳志 29分
 3 10:55－ 11:12 草間の宇宙 17分
 4 11:12－11:32 とぶ　飛ぶと跳ぶの関係 20分
 5 11:32－ 11:50 動きまわる粒 18分
  　 休憩40分  
 6 12:30－ 12:44 自然にひそむ数と形　①不思議な数列 14分
 7 12:44－ 13:04 ひなにとって親とは何か　imprintingすりこみ 20分
 8 13:04－ 13:27 地球と生命　フラスコの中のエコロジー 23分
  　   休憩8分  
    プログラム２「宇宙の成り立ちを探る」 
 9 13:35－ 13:56 X線天文学への道 21分
 10 13:56－14:21 電波で探る宇宙 25分
  　  休憩14分  
 11 14:35－15:04 元素誕生の謎にせまる 29分
 12 15:04－16:39 映像評伝　仁科芳雄ー現代物理学の父 95分

4月13日□月、16日□木●上映時間　計：337分

4月15日□水、17日□金 ●上映時間　計：356分

4月14日□火 ●上映時間　計：318分
 No． 　　時　刻  　　　　　　　　　　作　品　名 上映時間
    プログラム３「ものづくりを科学する」 
 13  10:00－10:27 球 27分
 14 10:27－10:56 振動の世界 29分
 15 10:56－11:19 メカトロニクス　機械はどこまで進化するか 23分
  　 休憩16分  
    プログラム４「人工知能“ロボット”への挑戦」 
 16 11:35－11:56 ロボット 21分
 17 11:56－12:18 脳をつくる 22分
 18 12:18－12:48 『相互作用と賢さ』領域第2期生　人間の知力と行動力を
    最大限に発揮させる人工生命体と呼ぶべきシステムを構築 30分
      休憩42分  
    プログラム５「成長期の産業技術の記録」 
 19 13:30－ 14:13 新しい製鉄所 43分
 20 14:13－ 14:45 YS-11　新しい日本の翼 32分
 　　　 休憩15分  
 21 15:00－15:27 日本のさけます 27分
 22 15:27－15:56 巨大船をつくる 29分
 23 15:56－ 16:31 霞ヶ関１４７M 35分

 No． 　　時　刻  　　　　　　　　　　作　品　名 上映時間
    プログラム６「地球環境と生命」 
 24 10:00- 10:27 黒い霧　スモッグに挑む 27分
 25  10:27-10:51 生体と大気汚染 24分
 26  10:51-11:15 自然界のつりあい　動物の数は何できまるか 24分
   休憩10分  
 27 11:25- 11:50 有明海の干潟漁 25分
 28  11:50-12:39 ＮＨＫスペシャル　海知られざる世界
    第４集　深層海流　二千年の大航海 49分
   休憩31分  
    プログラム７「人体を探るミクロの眼」 
 29 13:10- 13:39 パルスの世界 29分
 30 13:39- 14:05 生命　哺乳動物発生の記録 26分
 31 14:05- 14:26 The BONE　Ⅱ 21分
 32  14:26-14:46 生命（いのち）を支える血液幹細胞 20分
   休憩14分  
    プログラム８「生命と進化の謎」 
 33 15:00- 15:32 特別天然記念物　ライチョウ 32分
 34 15:32- 15:53 細胞性粘菌の行動と分化 21分
 35 15:53- 16:28 種子の中の海　イチョウの精子と植物の生殖進化 35分
 36 16:28- 16:51 深海3572メートルに生きる－室戸沖南海トラフ4年間の記録 23分
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生命と進化の謎プログラム８
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科学技術
映像上映会
科学技術映像祭の過去の受賞作品を中心とした映画上映会

場  所 明治大学 駿河台キャンパス
2009年

Program
1「不思議の扉」 ［８作品 167分］

2「宇宙の成り立ちを探る」 ［４作品 170分］

3「ものづくりを科学する」 ［３作品   79分］

4「人口知能“ロボット”への挑戦」 ［３作品   73分］

5「成長期の産業技術の記録」 ［５作品 166分］

6「地球環境と生命」 ［５作品 149分］

7「人体を探るミクロの眼」 ［４作品   96分］

8「生命と進化の謎」 ［４作品 111分］
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4/13月
4/14火～17金

AM10：00～PM5：00
リバティタワー16Ｆ  1166教室

AM10：00～PM5：00
アカデミーコモン２Ｆ会議室

入場
無料

主催：文部科学省、㈶日本科学技術振興財団、㈳映像文化製作者連盟、㈶つくば科学万博記念財団、
　　　科学技術団体連合

㈶日本科学技術振興財団　映像祭担当 ☎03（3212）8487
文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課 ☎03（6734）4191お問い合わせ

http://stw.mext.go.jp （PC）科学技術週間ホームページ

▲発明の日（４月18日）を含む一週間は［科学技術週間］です。この機会に、科学を体験して日ご
ろの疑問を解き明かしてみませんか？詳しくは科学技術週間ホームページをご覧ください。



人間の肉眼の能力を超え対象を記録するカメラ
の眼は、人間に新しい視野をもたらし、カメラ
がとらえた映像は、さまざまな科学研究に大き
な役割を果たしてきた。過去の科学映画を回顧
しながら、ミクロの世界への挑戦、時間のコン
トロール、光の屈折や紫外線、赤外線の利用、
さらには、X線や電波のコンピュータによる画
像処理まで、驚異と神秘の世界へと案内する。
収録作品：「蝉の一生」’36、「或る日の干潟」’39、
「雪の結晶」’51、「ミクロの世界」’58、「マリンス
ノー」’60など。第25回グランプリ受賞作品。

金属を金属と接触させたとき、その先端では何
が起こっているか？電子顕微鏡を使って物質同
士の接触や接合、変形や摩擦を原子レヴェルで
観察する。最先端の研究者を訪ね、科学の「常
識」を破る驚きの映像を紹介する。第46回内閣
総理大臣賞受賞。

写真家　栗林慧氏は、直径３ミリ、自作の「虫
の目レンズ」で、里山の身近な自然を観察する。
地上のアリやキリギリスのアングルから世界を
観察すると何が見える？草原の昆虫たちの不思
議な世界。第41回内閣総理大臣賞受賞。

人工衛星はなぜ地球に落ちてこないのか？飛行
機やロケットがとぶのはなぜか？生物の世界で
は？根本原理から眺めると、現象と現象のあい
だに思いがけない関係が見えてくる。科学の楽
しさへ誘う好エッセイ。第26回内閣総理大臣賞
受賞。

液体や気体の分子の運動は、目に見ることはで
きないが、実験を工夫すれば目に見えるように
想像することができる。振動する砂粒による浮
力現象の実験、ブラウン運動のモデル実験、エ

ーテルが気化して体積が増えるのは、分子が膨
らむからか、分子運動が激しくなるからかを液
体と気体の拡散速度の違いから考えさせる実験
を見せる。「仮説実験授業」を提唱した板倉聖宣
の指導のもとに製作。

自然を数学的に観察すると、ときに思いがけな
い規則や美しい秩序を発見することがある。１，
１、２、３、５、８、１３、２１・・・ひとつ
前の数を足して増えてゆくこの数列を「フィボ
ナッチ数列」と呼ぶ。松ぼっくりの松かさやひ
まわりの種の配列、オウム貝の巻き方に、この
奇妙な数列が現れることを紹介。

人工孵化をしたアヒルのひなを使い、オースト
リアの動物行動学者コンラート・ローレンツ博
士の「刷り込み理論」をもとに、実験をとおして、
ひなにとって親とはなにかを探ってゆく。

フラスコのなかでバクテリア、クロレラ、ラン
藻、原生生物、メダカによる生態系をつくって
みる。安定して生物が生きられる環境とはなん
だろうか？地球環境における生物の相互依存に
ついて考える。

1962年、太陽以外の宇宙Ｘ線源が初めて観測さ
れた。この天体は、さそり座の方角から観測さ
れたためさそり座Ⅹ-１と呼ばれたが、1966年、
東京大学の天文台と宇宙航空研究所の共同研究
は、さそり座の発するX線が、光学的に観測で
きるどの星から発せられているのかをつきとめ
ることに成功した。今日のブラックホール研究
のさきがけにもなった新しい天文学の姿を浮き
彫りにする。

電波で観測する宇宙像は、可視光線による観測
とはまったく違っている。暗黒星雲を観測する
と、真空で何もないと思われがちな宇宙空間に

は、実はさまざまな分子が存在することがわか
ってきた。さらに分子を電波で調べることによ
り、天体の運動や星の進化までもが観測される
ようになってきた。最新の電波天文学でみる宇
宙像を解説する。

人間は、言わば星のくず、スターダストである。
私たちが生きるためには何十種類もの元素が必
須だが、人体の”原料”である多様な元素は、広
大な宇宙のなかで生成されたものだ。それは、
いつ、どのように誕生したのか？２０世紀の原
子核物理学は、元素を原子核のレヴェルで把握
することを可能にしたが、それは宇宙の成り立
ちを探る手がかりをあたえるものだった。最新
の宇宙物理学と原子核物理学の成果をもとに、
元素生成と宇宙の進化の謎にせまる。

仁科芳雄は、量子力学の成立期にその主要な舞
台となったコペンハーゲンのボーア研究所で研
鑽を積み、帰国後、理化学研究所を拠点に日本
の原子核物理学の指導者として、湯川、朝永ら
多くの優れた研究者を育てた。仁科は、またサ
イクロトロンの完成に尽力するが、成果をあげ
ることなく敗戦をむかえ、サイクロトロンは占
領軍によって破壊される。戦争の時代を研究
者・指導者として生き抜いた平坦ならざる生涯
を描く。研究室のコロキアムのもようなど貴重
なフィルムを含む。

球は点で移動するので、少ない力で転がせる。
中の材質が均一に近い真球は、傾斜させた平ら
な板の上を転がすと、決まったコースを直線で
転がる・・・。木材を削って球を作ってみる。
正確な球を作るのはどうしたらよいだろう？１
０万分の１ミリの精度が求められるボールベア
リングの製造工程を紹介。

振動は、大自然のなかで、また日常生活におい
て身近に経験する現象だが、進歩する技術にと
って、振動への対処は、いはば自然の複雑さと
の闘いである。レールと鉄道車両、海の波と船、
風と吊橋、地震の揺れや荷重試験、飛行機の翼
など、さまざまな分野における振動への取り組
みを紹介。

機械とエレクトロニクスの共同作業＝メカト
ロニクスは、物の状態を知るセンサー、情報
を判断し仕事の指令を出すコンピュータ、そ
の指令で仕事をするアクチュエータの３要素
を巧みに使う。自動車、地下鉄の自動運転シ
ステムから、バーチャルリアリティ、LSIの超
微細加工技術、バイオテクノロジーの応用に
いたるまで、メカトロニクスのひらく新しい
世界を展望する。

1970～80年代、産業用ロボットの実用化によっ
てロボット技術は大いに進化した。機械が、人
間の腕や手の動作に似た自由度の高い動作機能
を持ち、感覚機能や認識機能をによって行動で
きるようになりはじめた。進化するロボットの
姿を探ってゆく。

理化学研究所の「思考機能を持つ知能機械の研
究」は、人が見たり聴いたり触ったりすること
により脳の中に概念がつくられてゆくモデル、
行動に移すモデルなど、認識・記憶・行動のモ
デルを探っている。最先端の基礎研究を数々の
興味深い実験により解説する。第28回内閣総理
大臣賞受賞。

情報の感知と命令の集積、インターフェイス、
知能ロボット、微小機械、人工現実感など、人
間と機械が相互作用することにより、さらに賢
くなる人工の空間形成を目指したユニークな研
究を紹介。「人間の行動を物理的に補助するマ
ッスルスーツの開発」「癒し効果のあるロボッ
ト『パロ』」「禅の世界観にユーザーが入ってゆ
けるコンピューター」「触覚を感知するディス
プレイ」など。

東京湾に面した銑鋼一貫の最新鋭製鉄所の製鉄
工程を克明に記録。映画に登場するストリップ

ミルによる薄板の大量生産は、高度経済成長の
需要にこたえる画期的な技術だった。

YS－11は、戦後、日本がはじめて開発した旅
客機として世界にその優秀さを誇った。この
短・中距離用ジェット・プロップ旅客機の開発
過程から公開飛行までを記録した。

日本人にとって貴重な食料資源であるサケ、マ
ス。北洋を回遊し母川に帰る行動パターン、人
工孵化から稚魚の放流にいたる水産資源の保護
努力を描く。

世界最大のディーゼル船ベルゲフス（20万6000重
量トン）の建造に動員された世界に誇る数々の
研究、設備、新技術を紹介する。大きく丈夫で
しかも軽く抵抗のない船の形はどのようなもの
だろうか？また無駄のない船体を無駄なくつく
るためにはどうすればよいか？巨大船建造に取
り組む造船所の姿を追う。

霞ヶ関ビルは、地上147メートル、高さ36階、
日本初の超高層ビルディングであった。柱に使
用されるＨ型鋼の開発、コンピュータを用いた
複雑な作業工程の管理など、日本の建築史に新
たなページをひらいた技術の数々を紹介。

スモッグの原因となる工場から排出される大量
の煙は、有毒ガスや煤塵を含み、気管支ぜんそ
くなど人体に有害な影響をあたえる。集塵装置
の開発を通じて大気汚染への取り組みを描く。

大気汚染が生体をどのように侵すのか、小動物
を使い顕微鏡下で気管と肺の変化を観察する。
亜硫酸ガスに曝された気管は繊毛の動きが止ま
り脱落する。光化学スモッグに含まれる都市オ

ゾンに曝された肺は、肺胞が融合し血流が絶え
る。・・・人間の手によって作り出された大気
汚染は、人間の手によって必ず防ぐことができ
るものであり、また、そうしなければならない。

アメリカシロヒトリの10,000個の卵。その産み
付けられた卵のうち何％が成虫になるか。天敵
が果たす役割や、自然界の微妙なバランスがそ
こに働いていることを、克明な追跡調査によっ
て理解させる。

有明海は日本最大の泥状干潟で、ムツゴロウを
はじめとして特有な魚介類が生息することで知
られる。その沿岸に住む人々の暮らしを支えて
きた伝統的な漁労習俗に焦点をあてた貴重な記
録。素朴な漁法の数々は、人と自然環境の営み
のあり方を問いかける。

今から1万三千年前、わずか数十年で地球の平
均気温が急激に下がる異常気象が地球を襲った
が、近年この異常気象を引き起こしたのは海底
を流れる巨大な水流の異変が原因ではないかと
考えられるようになった。深層海流と呼ばれる
この大循環のメカニズム、さらに海と大気の相
互作用のメカニズムを探り、温暖で安定した地
球の気候が、実は微妙なバランスの上に成り立
っていることを明らかにする。

人間の頭脳のはたらきは、かつて人間にしかで
きないものと考えられてきた。しかし、こうし
た生体における心身の諸活動を解明するために
エレクトロニクスがモデルとして役立つことが
次第に明らかになってきた。情報を伝え、処理
するパルスの世界を神経細胞のはたらきを観察
することにより探ってゆく。

世界ではじめて哺乳動物発生の映画化に挑戦。
母体中の生命誕生のドラマを、当時の研究成果
の水準を可能な限り生かして追跡。排卵の瞬間、
子宮に抱かれた卵などをファイバースコープで
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「サイエンスグラフィティ－科学と映像の世界」
（1984年、第25回）

●企画：富士写真フィルム　●製作：岩波映画製作
所　●上映時間：26分　●製：小口禎三　藤瀬季彦
桜井朝子　●脚・演：堀越慧　●撮：関晴夫

「未来を創る科学者たち2004  アトムファクトリー
原子の世界からのライブ中継～木塚徳志」

（2005年、第46回）

●企画：科学技術振興機構、文部科学省　●製
作： NTV映像センター(日テレアックスオン）、東
芝デジタルフロンティア　●上映時間：29分　●
製：清水英昭　佐々木克　山西英二　●脚：和田
宏　●演：和田宏　山西英二　●撮：新津雅美

「草間の宇宙」 （2000年、第41回）

●製作：栗林自然科学写真研究所　●上映時間：
17分　●製・脚・演・撮：栗林慧

「とぶ　飛ぶと跳ぶの関係」 （1985年、第26回）

●企画：科学技術庁　●製作：岩波映画製作所
●上映時間：20分　●製：片野満　●脚：牧衷
●演：益谷仁　●撮：中谷英雄

「動きまわる粒」 （1971年、第12回）

●製作：岩波映画製作所　●上映時間：18分　●
製：牧衷　●脚：金重義宏　●演： 佐藤圭司
●撮：吉瀬昭生

「自然にひそむ数と形　①不思議な数列」
（2005年、第46回）

●企画：文部科学省　●製作：映像館　●上映時
間：14分　●製：田村佳子　●脚・演：渡辺仁
●撮：田所正明

「元素誕生の謎にせまる」 （2001年、第42回）

●企画：理化学研究所　●製作：イメージサイエ
ンス　●上映時間：29分　●製：坂中拓二　浜田
美呂　　●脚・演：牧口光郎　●撮：後藤武士

「メカトロニクス　機械はどこまで進化するか」
（1992年、第33回）

●企画：日立製作所　●製作：カジマビジョン
●上映時間：23分　●製：織本直哉　●脚：辻功
●演：千原卓二　●撮：大鹿隆一郎

「ロボット」 （1986年、第26回）

●企画：日立製作所　●製作：映像プロ　●上映時
間：21分　●製・脚・演：橘逸夫　●撮：矢野幹夫

「脳をつくる」 （1987年、第28回）

●企画：理化学研究所　●製作：東京文映　●上
映時間：22分　●製：土屋祥吾　　●脚・演：小
川博孝　●撮：松本俊世

「『相互作用と賢さ』領域第2期生　人間の知力と
行動力を最大限に発揮させる人工生命体と呼ぶ
べきシステムを構築」 （2005年、第46回）

●企画：科学技術振興機構　●製作：日本テレビ
ビデオ（日テレアックスオン） ●上映時間：30
分　●製・脚・演：清水竜史　●撮：中西勝哉

「新しい製鉄所」 （1960年、第1回）

●企画：川崎製鉄　●製作：岩波映画製作所　●
上映時間：43分　●製：吉野馨治　●脚：伊勢長
之助　　●撮：瀬川順一　●編：伊勢長之助

「映像評伝　仁科芳雄ー現代物理学の父」
（1991年、第32回）

●企画：岡山県里庄町　●製作：山陽映画　●上
映時間：95分　●製：疋田順平　●脚・演：野崎
健輔　　●撮：宇野竜治

「球」 （1975年、第16回）

●企画：天辻鋼球製作所　●製作：東邦シネ・プ
ロ　●上映時間：27分　●製：大谷敏夫　●脚：
鮫島亀禄　●演・撮：市川雅啓

「振動の世界」（1971年、第12回）
●企画：神鋼電機　●製作：東京文映　●上映時
間：29分　●製：土屋祥吾　●脚・演：米内義人
●撮：豊岡定夫

「ひなにとって親とは何か　imprintingすりこみ」
（1975年、第16回）

●製作：学習研究社　●上映時間：20分　●製：
原正二　石川茂樹　　●脚・演：江藤征治　●
撮：秦吏志

地球と生命　フラスコの中のエコロジー
（1974年、第15回）

●企画：日立製作所　●製作：映像プロ　●上映時
間：23分　●製：橘逸夫　配島央二　●脚：杉山正
美　橘逸夫　●演：杉山正美　●撮：関口敏雄

「X線天文学への道」 （1968年、第10回）

●企画：文部省　●製作：岩波映画製作所　●上
映時間：21分　●製：田中清広ほか　●脚：吉原
順平　　●演：矢部正男　●撮：中山正昭

「電波で探る宇宙」 （1998年、第40回）

●企画：文部省国立天文台　●製作：イメージサ
イエンス　●上映時間：25分　●製：井川良徳
●脚・演：碓井隆志　●撮：舟橋研二

「YS-11 新しい日本の翼」 （1963年、第4回）

●企画：日本航空機製造　●製作：日本映画新社
●上映時間：32分　●製：三輪孝一　●脚・演：
川本博康　●撮：橋本竜雄

「日本のさけます」 （1965年、第6回）

●企画：日本鮭鱒資源保護協会　●製作：日本シ
ネセル（ＣＮインターボイス） ●上映時間：27
分　●製：静永純一　●脚：渥美輝男　●演・
撮：稲葉直　●構・編：樺島清一

「巨大船をつくる」 （1968年、第9回）

●企画：三菱重工　●製作：シュウ・タグチプロ
●上映時間：29分　●製：田口寧　●脚・演：松
尾一郎　●撮：弘中和則

「霞ヶ関147M」 （1968年、第9回）

●企画：鹿島建設　●製作：日本技術映画社（カ
ジマビジョン） ●上映時間：35分　●製：岩佐
氏寿　　●脚・演：星山圭　●撮：大野洋

「黒い霧スモッグに挑む」 （1966年、第7回）

●企画：住友機械　●製作：学習研究社　●上映
時間：27分　●製：原正次　●脚：秋山智弘　●
演：定村武士　●撮：佐竹荘一

「生体と大気汚染」 （1973年、第14回）

●企画：東京都公害研究所　●製作：シネ・サイ
エンス（アイカム） ●上映時間：24分　●製・
脚・演：武田純一郎　●撮：長谷川高久

「自然界のつりあい動物の数は何できまるか」
（1973年、第14回）

●製作：東映教育映画部　●上映時間：24分　●
製：布村建　●脚・演・撮：川崎竜彦

「有明海の干潟漁」 （1989年、第30回）

●企画：国立歴史民俗博物館　●製作：桜映画
社、上映時間25分　●製：村山和雄　●脚・演：
大島善助　●撮：岩永勝敏　山屋恵司

「NHKスペシャル海知られざる世界第４集
深層海流　二千年の大航海」（1999年、第40回）
●企画・製作：日本放送協会　●上映時間：49分
●製：日向英実ほか　●演：関英祐　●撮：佐藤
一裕　ほか

「パルスの世界」 （1963年、第4回）

●企画：松下電器産業　●製作：東京シネマ　●
上映時間：29分　●製：岡田桑三　●脚：吉見泰
●演・撮：小林米作 ほか　●音：一柳慧

「生命哺乳動物発生の記録」（1971年、第12回）
●企画：帝国臓器製薬　●製作：シネ・サイエン
ス（アイカム） ●上映時間：26分　●製：林六
郎　　●脚：渡辺正己　●演・撮：武田純一郎

不思議の扉プログラム1

宇宙の成り立ちを探るプログラム２

ものづくりを科学するプログラム３

人口知能“ロボット”への挑戦プログラム４

成長期の産業技術の記録プログラム５

地球環境と生命プログラム６

人体を探るミクロの眼プログラム７
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