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展示ストーリーA案　
佐賀藩近代化の歩みや三重津海軍所での活動をとおして、
三重津海軍所への興味と理解を深める展示ストーリー

展示ストーリー

ゾーニング

世界遺産
（共通展示)

三重津海軍所
での活動

（修船・造船）

2Fへ

3Fへ屋外へ

関連施設へ

【導入部】 【三重津海軍所跡展示室】

【３Ｆ】

【２Ｆ】

【中２Ｆ】

【１Ｆ】

【屋外】

【２Ｆ】 【３Ｆ】【屋外展示】

蒸気船
凌風丸

佐賀藩保有の
洋式船

佐賀藩の
近代化事業

佐賀藩
近代化の背景

三重津海軍所の
成り立ちと概要

三重津海軍所
での活動
（海軍伝習）

・明治日本の産業革命遺産とは
・３つの産業分野の歩み
・２３の構成資産
・世界遺産に於ける
  三重津海軍所跡の位置づけ
・世界遺産登録の経緯

・三重津の地勢と自然条件
・海軍所整備の変遷
・三重津海軍所の解体
（直正の死去・廃藩置県）
・佐賀商船学校

・ドライドックの構造
・ドライドック運用
・修船（電流丸ボイラー製造/電流丸キール銅板張り替え/
  千代田形ボイラー製造）
・造船（凌風丸製造までの技術の習得と経緯）
・発掘調査の成果

・凌風丸の概要と特徴
・凌風丸の運用

・観光丸や電流丸など
  13隻の洋式船

・佐野常民出生と郷土
・先見、情熱、博愛の人、佐野常民
・佐野常民の生涯
・佐野常民の功績
・佐野常民の言葉
・テーマ展示
・日本赤十字社の活動

・概要解説（堤防上で俯瞰）
・海軍所整備以前の三重津
・船屋地区(船屋・御船手稽古所) 
・稽古場地区(海軍伝習、課目)
・修覆場地区（金属加工・ドライドック）

・俯瞰機能（テラス）
・ライブラリー機能
 （発掘調査報告書閲覧など）
・休憩機能
・湯茶接待機能      

・国内の世界遺産
・佐賀市空撮地図
・周辺まち歩き案内
・佐賀市内歴史施設案内
・佐賀市内観光案内

佐野常民
（常設展示室)

三重津海軍所跡
現地体感

三重津海軍所跡
展望 周辺情報

・長崎警備
・フェートン号事件
・アヘン戦争
・佐賀藩が行った
  近代化事業の概要

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

・御船手稽古所の開設
・長崎海軍伝習所の閉鎖
・海軍稽古場の設置
・海軍伝習（課目と具体的な伝習）
・発掘調査の成果

【スロープ】

※屋外展示は別紙参照

※屋外展示は別紙参照

【中２Ｆ】

世界文化遺産「明治日本の産
業革命遺産」の概要やその中
での三重津海軍所跡の位置
付けについて解説

藩主鍋島直正の決断をとお
し、佐賀藩が他藩に先駆け近
代化事業を行った背景を解説

三重津海軍所の地勢的な特
徴、創設から終焉、その後の
概要を解説

長崎海軍伝習所で学んだ技
術や知識を基に、三重津海
軍所で行われた海軍伝習の
在り方をわかりやすく伝える

伝統的土木技術を取り入れ
たドライドックの建造や鋳物
師や鍛冶師の技術による金
属加工など在来技術と西洋
技術を融合させた洋式船の
修船・造船に関わる活動の様
子をわかりやすく伝える。

国内初の実用蒸気船凌風丸
建造までの歩みや概要を解
説

佐賀藩が所有した洋式船に
ついて解説

幕末に佐賀藩が行った近代
化事業の取り組みを解説

屋内展示で学んだ内容を、現
地景観とともにそのスケール
を体感してもらう。また、当時
の三重津海軍所跡における
活動、空間イメージをわかり
やすく伝える

三重津海軍所跡全体を展望
しながら、地勢的特長や今も
残る景観を伝える

当時から変わらない早津江
の地割や風景を伝える。ま
た、佐賀市内の史跡などを紹
介し、周辺観光を促す

〈グラフィック・映像など〉 〈グラフィック・映像など〉 〈グラフィック・ハンズオンなど〉〈インタラクティブなど〉

〈大型映像・グラフィックなど〉 〈グラフィック・映像など〉

・佐賀藩の近代化事業
・築地反射炉と多布施反射炉
 （反射炉の仕組み）
・精煉方
 （大砲、真空ポンプ、蒸気車、
   電信機の仕組み）
・発掘調査の成果
〈グラフィック・造形・映像など〉

〈原寸大造形・グラフィック・ハンズオンなど〉

〈グラフィック・ＡＲなど〉
※詳細別紙参照

〈グラフィック・ＡＲなど〉 〈グラフィック・ＡＲ・
  インタラクティブなど〉 0 5 10m
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映像ホール

体験・イベント室

フリースペース

関連施設へ

展示ストーリーB案　
佐賀藩の近代化事業と海軍所整備の変遷を時系列でたどることで
施設の歩みと特長を重ね合わせて学ぶ展示ストーリー 

展示ストーリー

世界遺産
（共通展示)

三重津での
海軍伝習本格化

2Fへ

3Fへ屋外へ

修船・造船 蒸気船
凌風丸

明治以降の
三重津
海軍所跡

佐賀藩
近代化の背景

三重津海軍所の
概要

三重津海軍所の
はじまり

・明治日本の産業革命遺産とは
・３つの産業分野の歩み
・２３の構成資産
・世界遺産に於ける
  三重津海軍所跡の位置づけ
・世界遺産登録の経緯

佐賀藩保有の
洋式船

佐賀藩の
近代化事業

佐野常民
（常設展示室)

・長崎警備
・フェートン号事件
・アヘン戦争　など

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨-1 ⑨-2

⑩

⑫⑪
三重津海軍所跡
現地体感

・三重津の位置
・三重津海軍所の地理的環境
・三重津海軍所と3地区の範囲
・三重津海軍所の特長    

 ・船屋地区の平面図解説 
・御船手稽古所の開設と伝習 
・発掘調査の成果  

・長崎海軍伝習所の閉鎖
・稽古場地区の平面図解説
・電流丸、飛雲丸、晨風丸が
  早津江へ
・伝習活動と教育課目
・発掘調査の成果 

・凌風丸の概要と特徴
・凌風丸の運用

・修覆場地区の平面図解説
・修船、造船活動 ・蒸気船運用稽古
・長崎から金属部品購入
・ドライドックの構造
・発掘調査の成果    

・三重津海軍所の解体
  (鍋島直正公死去、廃藩置県)
・佐賀郡立海軍養成学校
  (佐賀県立佐賀商船学校）

・佐賀藩の近代化事業
・築地反射炉と多布施反射炉
  （反射炉の仕組み）
・精煉方
  （大砲、真空ポンプ、蒸気車、
    電信機の仕組み） 
・発掘調査の成果    

・佐野常民出生と郷土
・先見、情熱、博愛の人、佐野常民
・佐野常民の生涯
・佐野常民の功績
・佐野常民の言葉
・テーマ展示
・日本赤十字社の活動      

・観光丸や電流丸など13隻
  の洋式船 

・概要解説（堤防上で俯瞰）
・海軍所整備以前の三重津
・船屋地区(船屋・御船手稽古所) 
・稽古場地区(海軍伝習、課目)
・修覆場地区（金属加工・ドライドック）

・俯瞰機能（テラス）
・ライブラリー機能
 （発掘調査報告書閲覧など）
・休憩機能
・湯茶接待機能      

・国内の世界遺産
・佐賀市空撮地図
・周辺まち歩き案内
・佐賀市内歴史施設案内
・佐賀市内観光案内

三重津海軍所跡
展望 周辺情報

⑬ ⑭

ゾーニング ※屋外展示は別紙参照

※屋外展示は別紙参照

【導入部】 【三重津海軍所跡展示室】

【２Ｆ】 【３Ｆ】【屋外展示】

【スロープ】 【中２Ｆ】

【３Ｆ】

【２Ｆ】

【中２Ｆ】

【１Ｆ】

【屋外】

世界文化遺産「明治日本の産
業革命遺産」の概要やその中
での三重津海軍所跡の位置
付けについて解説

藩主鍋島直正の決断をとお
し、佐賀藩が他藩に先駆け近
代化事業を行った背景を解説

三重津海軍所の位置や地理
的特長を解説

三重津の船屋に御船手稽古
所が開設されたことにより、
それが三重海軍所の歴史の
はじまりとなったことを解説

長崎海軍伝習所の閉鎖に伴
い、海軍伝習を藩内で実践す
るため整備された海軍稽古
場の機能や範囲を解説

伝統的土木技術を取り入れ
たドライドックの建造や鋳物
師や鍛冶師の技術による金
属加工など在来技術と西洋
技術を融合させた洋式船の
修船・造船に関わる活動の様
子を伝える

国内初の実用蒸気船凌風
丸建造までの歩みや概要
を解説

佐賀藩が所有した洋式
船の紹介

佐賀藩保有の
洋式船

佐賀藩が所有した洋式
船について解説

鍋島直正公の死去や廃
藩置県を経て三重津海
軍所が終焉を迎えたこ
とやその後の三重津に
ついて解説

幕末に佐賀藩が行った
近代化事業の取り組み
を解説

屋内展示で学んだ内容を、現
地景観とともにそのスケール
を体感してもらう。また、当時
の三重津海軍所跡における
活動、空間イメージをわかり
やすく解説

三重津海軍所跡全体を展望
しながら、地勢的特長や今も
残る景観を伝える

当時から変わらない早津江
の地割や風景を伝える。ま
た、佐賀市内の史跡などを紹
介し、周辺観光を促す

〈グラフィック・映像など〉 〈グラフィックなど〉 〈グラフィックなど〉 〈グラフィックなど〉〈インタラクティブなど〉

〈グラフィック・映像など〉

・観光丸や電流丸など13隻
  の洋式船 

〈グラフィックなど〉〈グラフィックなど〉 〈グラフィック・造形・映像など〉

〈大型映像・グラフィックなど〉

〈原寸大造形・グラフィックなど〉

〈グラフィック・ＡＲなど〉
※詳細別紙参照

〈グラフィック・ＡＲなど〉 〈グラフィック・ＡＲ・
  インタラクティブなど〉

0 5 10m


