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開催について（ご案内）  

 

 大阪市立自然史博物館では、平成２７年３月２１日（土・祝）から５月３１日（日）まで、 

日本スペイン交流４００周年事業 特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」を開催いたします。 

 

◇ 

 

 支倉常長を大使とする慶長遣欧使節団派遣（１６１３年）から４００年にあたる２０１３年か

ら２０１４年にかけて、日本とスペインで「日本スペイン交流４００周年事業」として、特別展

「スペイン 奇跡の恐竜たち」が企画されました。 

 本展では、中生代白亜紀（約 1億４５００万年前から６６００万年前）のスペインの地層から

見つかった肉食恐竜「コンカベナトール」と日本の肉食恐竜「フクイラプトル」が近縁な関係で

あることから、これらの恐竜を比較するとともに、スペインの様々な恐竜を紹介します。２０１

０年にイギリスの科学誌「ネイチャー」で発表された、腰部分に奇妙な突起をもち、羽毛や手足

の裏の肉球のあとが残る“奇跡的”な保存状態の恐竜「コンカベナトール」の全身骨格標本をは

じめ、スペインから発見されている白亜紀の様々な恐竜化石や初期の鳥類化石、そして生息環境

を示す動植物の化石を多数展示します。 

 日本ではこれまで、北アメリカ、南アメリカ、モンゴル、中国などで産出した恐竜化石がしば

しば紹介されてきましたが、スペインも世界有数の恐竜化石産地です。これほど大規模なスペイ

ン恐竜展は国内では初めてで、展示物もほぼすべてが日本初公開となります。 

 

同時資料提供 
 
大阪市政記者クラブ 
大阪科学･大学記者クラブ 
大阪教育記者クラブ 
南大阪記者クラブ 
関西レジャー記者クラブ 



■ プレスリリース  



開催趣旨 
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 支倉常長を大使とする慶長遣欧使節団派遣（１６１３年）か 

ら４００年にあたる２０１３年から２０１４年にかけて、日本と 

スペインで「日本スペイン交流４００周年事業」が開催されま 

した。本特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」は、その一環と 

して、今春、大阪市立自然史博物館で開催いたします。 

 

 本展では、中生代白亜紀（約１億４５００万年前から６６００ 

万年前）のスペインの地層から見つかった肉食恐竜「コンカ 

ベナトール」と日本の肉食恐竜「フクイラプトル」が近縁な関 

係であることから、これらの恐竜を比較するとともに、スペインの様々な恐竜を紹介します。 

 

 コンカベナトールは、２０１０年にイギリスの科学誌「ネイチャー」で発表された、腰部分に奇妙な突起をもち、

羽毛や手足の裏の肉球のあとが残る“奇跡的”な保存状態で発見された恐竜です＝右上骨格図＝。本展で

は、その実物化石のほか、復元された全身骨格、生態モデルをあわせて展示します。全身骨格ならび生態

モデルは産出国スペインでも展示されておらず、世界でも本展が唯一の観覧機会となります。 

 

 日本ではこれまで、北アメリカ、南アメリカ、モンゴル、中国などで産出した恐竜化石がしばしば紹介されて

きましたが、スペインも世界有数の恐竜化石産地です。これほど大規模なスペイン恐竜展は国内では初め

てで、展示物もほぼすべてが日本初公開となります。 

コンカベナトール 
全身骨格 



開催概要 
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・名   称  日本スペイン交流４００周年事業 特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」 

・会   期  ２０１５年３月２１日（土・祝）～５月３１日（日）  

         ※臨時開館日： ３月２３日（月）、３０日（月）、４月６日（月）、２７日（月）、５月４日（月・祝） 

         ※休館日： ４月１３日（月）、２０日（月）、５月７日（木）、１１日（月）、１８日（月）、２５日（月） 

         ※開館時間： ９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

・会   場  大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階） 

・主   催  大阪市立自然史博物館、読売新聞社、読売テレビ 

・後   援  スペイン大使館、大阪スポーツみどり財団（長居植物園）、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合 

・特別協力  スペイン教育・文化・スポーツ省、カスティーリャ＝ラ・マンチャ州、カスティーリャ＝ラ・マンチャ    

         州立科学博物館、マドリード自治大学、スペイン国立通信教育大学 

・学術協力  福井県立恐竜博物館 

・協   力  国立科学博物館、栃木県立博物館、兵庫県立人と自然の博物館、北海道大学総合博物館、 

         丹波竜化石工房 ちーたんの館 

・料   金  大人１，０００円（８００円）、高大生７００円（５００円） 

         ※（ ）内は前売り料金ならびに２０人以上の団体料金。 

         ※本展オリジナルグッズ付き前売り券も発売。 

         ※中学生以下、障がい者手帳など持参者（介護者１人含む）は無料（要証明）。 

         ※本展チケットで自然史博物館常設展示（大人３００円、高大生２００円）も入場可能。 

         ※前売り券は２月２０日（金）より主なプレイガイドで発売。 

・問合せ   大阪市立自然史博物館 電話０６－６６９７－６２２１ 

        公式ホームページ http://spain-dino.jp/ 



みどころ 
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１．前期白亜紀の湿地帯 ラス・オヤスの発掘地 

 世界有数の保存状態のいい化
石を産出する産地「ラス・オヤス」。
従来より、ペレカニミムス（歯のあ
るオルニトミモサウルス類）や鳥
類化石が知られていましたが、 

２０１０年に腰の部分に突起を持
つ奇妙な獣脚類コンカベナトー
ルが「ネイチャー」誌に報告され
有名に。 

 本展では、コンカベナトールの
実物化石、復元骨格、生態モデ
ルなど、産出した恐竜を紹介しま
す。 

 小説「ドン・キホーテ」の舞台であるスペイン中部カスティーリャ＝ラ・マンチャ州。そこには「ラス・オヤス」と
「ロ・ウエコ」という２大恐竜化石発掘地があります。 

 本展では、中生代白亜紀、これらの発掘地から“奇跡的”な保存状態で発見された恐竜、鳥類、動植物の「実
物」化石を多数展示します。 
 

ラス・オヤス 復元画 
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●コンカベナトール・コルコヴァトゥス 
 Concavenator  corcovatus 

 腰には突起があり、前腕には羽毛がありました。全長 

約６ｍ。本展では、実物化石をスペイン以外で世界初
公開するほか、スペイン国にもない、全身骨格、全身生
態モデルを世界で初めて公開します。 

前足の骨には、羽毛
がついていた痕が
残っている 

後ろ足には肉
球のような軟体
部の跡が残っ
ている 

コンカベナトール 展示風景 

コンカベナトール  
復元画 
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ペレカニミムス 

鳥類 その他の動物、昆虫、植物 
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 近年発見された新しい産地。ワニ類やカメ類など１万点以
上が採集されていて、その大多数が発表されていない化石
ばかりです。 

 本展では、ほぼ１個体分の竜脚類化石（実物）を中心に、
ドロマエオサウルス類やラブドドンなど展示します。あわせ
て、装甲板や脳函など他の恐竜と比較するコーナーも設置
します。 

２．後期白亜紀の湿地帯 ロ・ウエコの発掘地 

ロ・ウエコ 復元画 

ロ・ウエコ 竜脚類化石 
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 コンカベナトールと近縁な日本産出の「フクイラプト
ル」をはじめ、南アメリカ産出の「マラウイサウルス」、
フランス産出のラブドドン、よろい竜「ガストニア」など、
本展では、関連する恐竜たちを比較して展示します。 

ラブドドン 

ガストニア 

マラウイサウルス 

 スペインの研究者を招いたオープニング講演会
（３／２１）やギャラリーツアー、ワークショップなど、
多彩な関連イベントを展開します。 
※詳細はホームページをご覧ください。 

３．スペイン産出以外の恐竜たち 

４．イベント 



①プレス内覧会、開会式・一般内覧会のご案内 

下記日程にて、プレス内覧会、開会式・内覧会を実施いたします。 

●プレス内覧会      ２０１５年３月２０日（金）  午後０時３０分～ 

●開会式・一般内覧会                       午後２時～   

※取材をご希望される場合は、別紙申込用紙にご記入の上、 前日までにＦＡＸにてお申し込みください。 

②写真素材のご請求について 

報道用写真資料の掲載をご希望の方は、別紙申請書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みくだ 

さい。 

③読者、視聴者プレゼント用招待券のご提供について 

貴媒体の読者・視聴者向けに、招待券（１０組２０名様分）をご提供させていただきます。ご希望の方は、別 

紙申請用紙にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

またお手数ですが、掲載媒体を１部お送り下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。同掲載媒体と交 

換に、貴社宛に招待券をご送付させていただきます。 

④特別展開催中の取材について 

特別展会期中の取材につきましては、原則３日前までに別紙申請書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお
申し込みください。 

資料のご請求など 



問い合わせ  大阪市立自然史博物館 
          〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23  TEL.06-6697-6222, FAX.06-6697-6225  
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特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」 
 

 

プレス向け内覧会、開会式・一般内覧会 取材申請書 

 

プレス向け内覧会、開会式・一般内覧会への参加・取材をご希望される方は、下記の必要事項をご記入の上、総

務課広報宛にＦＡＸにてご返信ください。 
 

〔期日〕平成27年3月20日（金） 
 ■ プレス向け内覧会＝午後0時30分～ 
 ■ 開会式・一般内覧会＝午後2時～ 
 
〔会場〕大阪市立自然史博物館ネイチャーホール 

 （花と緑と自然の情報センター２階） 
 ※当日は博物館通用口からお越しください。 

 

 

 

貴社名 
 
 

媒体名 
 
 

所属部署／ご担当者名 
 
 

人数（カメラ含む）  

ご住所 
〒 
 

ご連絡先 
TEL．           FAX． 
E-mail． 

博物館通用口 

ＦＡＸ ０６－６６９７－６２２５

５ 

<ＦＡＸ送信> 

 送信先：大阪市立自然史博物館 
総務課・広報 宛 

TEL 06-6697-6222 FAX 06-6697-6225 
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 
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特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」 
 

 

会期中、会場内における取材を希望される方は、下記該当箇所をご記入の上、原則、取材の３日前までに総務課

広報宛にＦＡＸにてお送りください。なお撮影時間につきましては、会場の混雑状況などにより、事前に調整させ

ていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。また、貴媒体内での読者・視聴者プレゼントに限り、

特別展の招待券を１０組２０名様分、ご提供させていただきます。 
 お手数ですが、掲載媒体を１部（掲載紙・誌、CD-ROM など）お送りくださいますよう、よろしくお願い申し

あげます。 

取材申請・招待券申込書 

 

貴社名 
 
 

媒体名 
 
 

所属部署／ご担当者名 
 
 

取材日時 
平成２７年   月   日（  ） 

：     ～     ： 

人数（カメラ含む）  

ご住所 
〒 
 

ご連絡先 
TEL．           FAX． 
E-mail． 

掲載記事・放送番組名  

掲載日（発行日） 
放送日時 

 

招待券（いずれかに○） 希望する          希望しない 

 

 

 

<ＦＡＸ送信> 

 送信先：大阪市立自然史博物館 
総務課・広報 宛 

TEL 06-6697-6222 FAX 06-6697-6225 
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 ＦＡＸ ０６－６６９７－６２２５ 
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特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」 
 
 

広 報 用 画 像 申 込 書 

 

本展覧会の広報用画像をご用意しております。ご希望の画像に○印をつけ、下記にご記入の上、ＦＡＸにてお

送りください。 

 
・画像使用は本展のご紹介のみとさせていただきます。（掲載期間：平成27年5月31日まで）使用後は、データ
を破棄してください。 

・掲載記事、番組については、基本情報確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報宛にFAXまたはメールをお送り
ください。また、掲載媒体を１部、総務課広報宛にお送り下さい。 

 
 

№ 画像名 № 画像名 

1 タイトルロゴ 2 ラス・オヤス 復元画 

3 ロ・ウエコ 復元画 4 コンカベナトール 全身骨格 

5 コンカベナトール 展示風景 6 ロ・ウエコ 竜脚類化石 

7 マラウイサウルス 全身骨格 8 ガストニア 全身骨格 

※その他にも画像はご用意しています。詳細は上記連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

貴社名・媒体名  

掲載・放送予定日時  

所属部署／ご担当者名  

ご住所 〒 

ご連絡先 
TEL．           FAX． 
E-mail． 

 

ＦＡＸ ０６－６６９７－６２２５ 

送信先：大阪市立自然史博物館 
総務課・広報 宛 

TEL 06-6697-6222 FAX 06-6697-6225 
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 

<ＦＡＸ送信> 

 


