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無料
有料

有料ゾーン

有料ゾーン

屋内展示ゾーニング

【３Ｆ】

【２Ｆ】

【中２Ｆ】

【１Ｆ】

【屋外】

※屋外展示は別紙参照

※屋外展示は別紙参照

入出場ゲート 大型スクリーン映像

受付カウンター/券売機/デバイス貸出・返却

入出場ゲート

三重津海軍所跡を展望

佐賀城跡方面や早津江街区を展望

ドライドック
原寸大模型

赤十字

・13隻の洋式船の基本情報
（船種、製造地、全長、幅、馬力、
  推進器、発着記録、修船記録
  など）
・旗印
〈大型スクリーン映像（電流丸・
凌風丸）、模型（電流丸・凌風
丸）、サイネージ、グラフィック〉

・明治日本の産業革命遺産とは
・３つの産業分野の歩み
・8つのエリアと２３の構成資産
・「明治日本の産業革命遺産」に
おける三重津海軍所の位置づけ
・造船分野の解説
〈共通展示〉

・国内の世界遺産

・ドライドックの構造と運用
 〈原寸大模型、大型スクリーン映像など〉
・電流丸・千代田形ボイラー製造
・電流丸キール銅板張替え
・製作場と金属加工
 〈サイネージ〉
・凌風丸建造
 〈大型スクリーンと連動など〉
・ドライドックの保存と見せられない理由
 〈グラフィック〉

一体展示ストーリーとゾーニング
海防強化に向けた佐賀藩の試行錯誤の取り組みをとおして、
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

世界遺産
（明治日本の
産業革命遺産）

2Fへ 3Fへ

屋外へ

【1Fエントランス横】 【1F三重津海軍所展示室】 【1F三重津海軍所展示室】(③-1～③-5は自由導線)

佐賀藩保有の
洋式船

三重津海軍所
を物語る出土品

佐賀藩の
近代化事業

三重津海軍所
の概要 海軍伝習

三重津海軍所跡
現地体感

① ② ③-1③-1

③-4③-4

③-3③-3

④

⑦

【中２Ｆ】 【２Ｆ】

【屋外展示】【３Ｆ】室内

【３Ｆ屋内・テラス】

世界文化遺産「明治日本の産
業革命遺産」の全体像や価
値、三重津海軍所跡の位置
付けについて解説。

佐賀藩が、他藩に先駆け近代
化事業を行うこととなった時
代背景、三重津の地勢的な特
徴、海軍所以前の三重津、海
軍所の創設から終焉、その後
の概要などを解説。

長崎海軍伝習所での海軍伝
習、その伝習生が教官となり
長崎で行われた海軍伝習を
藩内で実施したことを解説。

佐賀藩が保有した洋式船に
ついて解説。

三重津海軍所跡で実施して
いる最新の調査成果を紹介。

長崎警備強化のため、幕末に
佐賀藩が行った具体的な取
り組みや、そこに深く係わっ
た人物を解説。

屋内展示で学んだ内容を、現
地の景観とともにそのスケー
ルを体感してもらう。また、当
時の三重津海軍所における
活動、空間イメージを解説。

・時代背景（長崎警備、フェートン号
事件、アヘン戦争など）
 〈サイネージ、年表(グラフィック)〉
・佐賀藩内の船屋
 ・三重津の地勢と環境
〈サイネージ〉
・海軍所整備の変遷
（御船手稽古所の開設、海軍稽古場
の整備、製作場・御修覆場の整備な
どの時系列情報）
・三重津海軍所の解体
・佐賀商船学校
〈サイネージ、デジタルマッピング〉

・長崎海軍伝習所の概要
・長崎海軍伝習所での海軍伝習
（砲術・算術、蒸気学‥）
・長崎、大波止での晨風丸建造
・三重津に引き継がれた海軍伝習
 〈サイネージ、グラフィック、大型
スクリーン映像〉

・堤防視点場
 〈デジタル映像・全体解説サイン（史跡範
囲、地区割など）、世界遺産登録記念銘、
史跡標柱〉
・旧堤防跡
 〈遺構解説サイン〉
・堤防視点場（諸富側）
 〈デジタル映像・全体解説サイン〉
・船屋地区【整備遺構：木杭群】
 〈デジタル映像（稼働期の船屋地区の様

・稽古場地区
 〈デジタル映像（訓練の様子）、地区解説サイン〉
・修覆場地区
【整備遺構：ドライドック（平面）、石組遺構、
小型二連炉、溝状遺構、炉状遺構、海軍所稼動
期の河川護岸】
 〈デジタル映像（稼働期の修覆場地区の様子
(ドックの運用、洋式船の修理、金属加工）、地区
解説サイン、遺構解説サイン〉

・遺跡のモニタリング情報
・ライブラリー
（発掘調査報告書閲覧など）
・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
・休憩、湯茶接待
・ミュージアムショップ
〈DB、サイネージ、グラフィック〉

・出土遺物
（特注磁器、輸入磁器、金属加工関
係遺物〈坩堝・鞴羽口・鋳型・工具・
炉壁〉、金属製品〈リベット・ボル
ト・釘〉、ロープ、石炭、木製品）
・出土遺物の科学分析
〈実物（出土遺物）、サイネージ、
  グラフィック〉

・両島台場の増築と築地反射炉建造
・品川台場と多布施反射炉整備
・精煉方での理化学研究
・洋式海軍の創設
・関連人物
〈サイネージ、グラフィック、模型（カノ
ン砲・蒸気車・蒸気船など）、出土遺物〉

三重津海軍所跡
展望

⑥

三重津海軍所跡の全体像や
早津江の街区を展望しなが
ら、三重津の地勢的特長や当
時から今に引き継がれた景
観や機能を伝える。

・三重津海軍所跡と早津江の街並み俯瞰
【東側テラス】
デジタル映像（三重津海軍所跡及び周辺景観
の全体俯瞰、電流丸のドック入り）、グラフィッ
ク（絵図と地形図（堤防改修前・最新）との重
ね図など）
【西側テラス】
グラフィック（絵図と地形図（最新）との重ね
図など）

佐野常民
（常設展示室）

⑤

・佐野常民の出生と郷土
・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

修船・造船

③-2③-2

伝統的土木技術を取り入れ
て建造されたドライドックや
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
船の修船活動や国内初の実
用蒸気船凌風丸建造までの
歩みを解説。

ライブラリー
周辺情報

⑧

三重津海軍所や佐野常民に
関連する情報を取得できる
ようにする。佐賀市内の史跡
などを紹介し、周辺観光を促
す。また、遺跡のモニタリング
についても解説。

【1F増築棟】

映像と体験で
学ぶ

三重津海軍所

③-5③-5

三重津海軍所の概要価値を
解説。

【映像ホール】
・三重津海軍所の概要・価値につ
いて解説
 〈映像〉
【体験イベント室】
・最新デジタル技術を使った三重
津海軍所体験
（電流丸・凌風丸に乗船、ドックで
の銅板張替など）
・金属加工体験（鋳造など）
【フリースペース】
・企画展示、速報展など
※体験イベント室の補完スペース
　としても使用。

自由動線範囲

自由動線範囲

①
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N
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⑧-3

分部査調未 分部査調未

一体展示ストーリーとゾーニング
展示ストーリー⑧ 屋外展示ゾーニング

0 100mＳ＝1/2，000Ｓ＝1/2，000

三重津海軍所
跡の全体像
（堤防視点場）

三重津海軍所
跡の全体像
（堤防視点場）

三重津海軍所の
はじまりの場所
（船屋地区）

訓練の場所
（稽古場地区）

三重津海軍所の
技術が集積する場所
（修覆場地区）

・船屋地区の案内・解説
・船屋から三重津海軍所創
設に至るまでの変遷
・木杭群、入り江の地形、
土堤盛土

・稽古場地区の案内・解説
・長崎海軍伝習所との関係
性
・稽古場地区での訓練の様
子
・木杭群

・修覆場地区の案内・解説
・金属加工の流れ
・修船、造船の流れ
・金属加工関連遺構・ドラ
イドックの位置・大きさ
・海軍所稼働期の河川護岸

屋内展示で学んだ内容が実際
に現地でどのように展開して
いたか、遺跡全体を見渡せる
堤防視点場でその全体像の概
略を伝える。

この場所が、三重津海軍所と
なった歴史的な経緯や地形的
な理由を伝える。また、当時
の三重津海軍所における船屋
地区の機能や役割、活動、空
間イメージを示す。

長崎海軍伝習所で得られた知
識や技術をもとに、稽古場地
区で行われていたことが想定
される訓練の内容を中心に伝
えていく。

本質的価値を構成する要素が
集中する地区として、金属加
工関連遺構やドライドックに
おける造船・修船のシステム
について作業の流れや遺構の
関連性に配慮しながら全体像
を伝える。

・全体像、ゾーン構成
・各ゾーンの概要説明

三重津海軍所跡全体を海軍所
のはじまりとなった場所から
見渡せる堤防視点場でその全
体像の概略を伝える。

＜全体解説サイン・デジタル映像など＞

＜地区解説サイン
・デジタル映像・地形など＞

＜地区解説サイン・デジタル映像など＞ ＜地区解説サイン・遺構解説サイン
・デジタル映像・遺構表現など＞

⑧-1

⑧-2 ⑧-3

⑧-4 ⑧-5 ⑧-6

⑧-1

⑧-4

⑧-5

⑧-6

・全体像、ゾーン構成
・各ゾーンの概要説明

＜全体解説サイン・デジタル映像・
　世界遺産登録・記念銘・史跡標柱など＞

⑧-2

3

・当時の地形

海軍所稼働期の形態を残す堤
防により、当時の堤防の位置
や高さ等を伝える。

＜遺構解説サイン・地形など＞

往時の姿の
手掛かりを残す

場所
（旧堤防跡）

追加指定予定地追加指定予定地

追加指定予定地追加指定予定地

②



展示ストーリー・展示内容及び手段、概要

グラフィック サイネージ 大型スクリーン 模型 複製 遺物

移動端末
（屋外・屋内共通）

固定端末

・多言語（日英以外）による情報提供
・詳しい解説を提供
・音声ガイドを提供
・貸出・個人スマホへの対応を検討

・より没入感のある映像を提供

○ ○

共通展示
・共通展示

・国内の世界遺産紹介

○ ○ ○ ○

年表
・地理的環境

・三重津海軍所の変遷　など
デジタルマッピング 三重津御船屋絵図

○ ○ ○ ○ ○ ○

・長崎海軍伝習所の概要
・長崎海軍伝習所での海軍伝習

・晨風丸建造
・洋式船の運用稽古

電流丸・飛雲丸・晨風丸の運用 観光丸（1/40）

・海軍旗
・長崎海軍伝習方書類

・佐野栄寿左衛門海防ニ関スル意見書
・蒸気船製造等ニ付覚

・白帆注進外国船出入注進

銃弾

○ ○ ○ ○ ○ ○

・ドライドックの構造
・凌風丸建造

ボイラー製造、金属加工、
銅板張替等の活動を解説

・ドックの大きさ、運用
・電流丸のドック入り

・凌風丸建造

ドック原寸模型
※ドライドックの保存と

　　見せられない理由も解説
・請御意下 構造材

○ ○ ○

・出土遺物の科学分析
・キャプション

発掘調査の様子
特注磁器、金属加工関係遺物、金属製

品、石炭・ロープ等
※金属加工関係は概要図示が必要

○ ○ ○ ○ ○

・発着記録
・修船記録

13隻の基本情報
・凌風丸（原寸）
・電流丸（原寸）

凌風丸（1/40）
電流丸（1/40）
観光丸（1/40）

諸藩艦船図（6枚）

3-5 映像ホール ○

・映像により三重津の全体像を解説
・雨天時のガイド案内（団体向け）

シアター
・幕末佐賀藩の近代化と三重津
　海軍所（概要・価値）
・世界遺産
・みえつ散歩（VR：雨天時・猛暑時）
　　　　　　　　　　　　　　　など

体験イベント室 ○ ○ ○

・ 先端技術で三重津を体験
（より没入感のある体験）
・金属加工体験

解説パネル

デジタル映像（MR）
　・洋式船への乗船
　　（凌風丸・電流丸）
　・電流丸の銅板張替え体験　など

体験
　・金属加工

フリースペース ○ ○

・調査成果速報
・文書資料等の展示

・解説パネル
・キャプション

※ 新調査成果
※徴古館との連携等

○ ○ ○ ○ △

台場増築・反射炉建造・
理化学の研究・洋式海軍の創設

長崎警備
直正公の思い（和蘭船乗込図等）

人物紹介

蒸気車・蒸気船　など
※2階との調整

・直正公譜第四
・御書物御図類目録
・長崎港内外台場図
・長崎表調練図

・斉正公蘭船ゲデー号訪問図
・徳川伝之助宛直正書簡

貢姫宛直正書簡

鋳型・耐火煉瓦・ガラス製品など

○ ○AR

解説サイン
（東側テラス・西側テラス）

昔の絵図との重ね図

・ドックへの洋式船の出入り
・早津江川を航行する電流丸・飛雲丸・
晨風丸
・当時の海岸線（網洗など）

○ ○ ○

・周辺観光資源（主に佐賀市内）
・遺跡のモニタリング情報

・周辺観光資源（主に佐賀市内）
・ライブラリー
・データベース

○ ○AR

・堤防上での全体解説（解説板）
・船屋地区・稽古場地区・修覆場地
　区の地区解説（解説板）
・荒籠・保存堤防の解説
　（解説板）
★地上表示
（各遺構／ドックには電流丸の船
影）

・当時の各地区の様子
　【船屋地区】
　　入江への和船の出入り
　　係留された和船
　【稽古場地区】
　　調練風景
　　電流丸・飛雲丸・晨風丸の運用
　【修覆場地区】
　　ドックへの船出し入れ（電流丸）
　　銅板張替え（電流丸）
　　金属加工
・各遺構の上部で活動時の様子を再現
（AR）
・発掘調査成果として判明した遺構の
　位置を解説（AR）

6 三重津海軍所跡展望

8 三重津海軍所跡現地体感

7 ライブラリー・周辺情報

4
佐賀藩の近代化事業
（海防強化の取組）

5 佐野常民

映
像
と
体
験
で
学
ぶ
三
重
津
海
軍
所

3-2 修船・造船

3-3 三重津海軍所を物語る出土品

3-4 佐賀藩保有の洋式船

3-1 海軍伝習

・パネル展示
・解説板展示

・映像解説
・絵図に動きをつける

1 世界遺産

2 三重津海軍所跡の概要

・ドックの原寸模型と連動した
  セット演出
・洋式船（凌風丸）は原寸で

・ドライドックの一部を原寸で製作
・凌風丸・電流丸の模型
・地形模型はデジタルマッピング
（白模型にプロジェクションマッピング
で投影）

・洋式船の運用を物語る遺物
  を中心に
・一部を模型で活用

デジタルコンテンツ

○

・三重津海軍所跡を解説する上で核とな
る文書、絵図レプリカ

○

○

○

○

その他

手段

ゾーン

③



承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-1
2019.02.05

①　世界遺産（明治日本の産業革命遺産）
項目 展示物 展示形態 備考/史料

①-1　世界遺産（明治日本の産業革命遺産）　【共通展示を設置（内閣官房と調整中）】

①-1-01
明治日本の産業革
命遺産とは

①-1-02
3つの産業分野の歩
み

①-1-03
8つのエリアと23の
構成資産

①-1-04

「明治日本の産業
革命遺産」におけ
る三重津海軍所跡
の位置付け

①-1-05 造船分野の解説
①-1-06 国内の世界遺産

①-2　受付カウンター　
①-2-01 作造ータンウカ付受
①-2-02 モバイルデバイス 装置 タブレット等の貸出
①-2-03 アプリ利用方法ガイド グラフィック

①-3　三重津イメージグラフィック（フロアテーマ画像）　

①-3-01
三重津海軍所跡/産
業革命遺産

グラフィック イメージ画像

①-3-02 クッィフラグ民常野佐 イメージ画像
①-3-03 クッィフラグ周辺資源（佐賀市） イメージ画像

CODE
②　三重津海軍所の概要

項目 展示物 展示形態 備考/史料
②-1　時代背景

②-1-01 年表 パネル グラフィック
三重津海軍所跡のフルヒストリー
（江戸時代から現代まで）

②-1-02 主な出来事 解説 サイネージ映像 フェートン号事件、アヘン戦争ほか
②-2　佐賀藩内の船屋

②-2-01 6か所の船屋 解説 グラフィック
位置図 グラフィック
絵図 グラフィック 「川副東郷上下村」
文書 グラフィック 「佐賀武雄之故実」

②-3　三重津の地勢と環境
②-3-01 地理的環境 解説 グラフィック

航空写真 グラフィック
②-4　海軍所整備の変遷

②-4-01 概要 解説 グラフィック
②-4-02 整備変遷図 パネル グラフィック

②-4-03 整備変遷 模型
デジタル

マッピング

御船手稽古所の開設、海軍稽古所の整
備、製作場・御修覆場の整備などの時
系列情報

②-4-04 御船手稽古所 文書 「直正公御年譜地取」
絵図 　 　 「川副東郷上下村」
絵図 　　　　　　「川副下郷早津江村」
絵図 複製  「三重津御船屋絵図」
空撮写真         木杭群・土塁（3区）

②-4-05 海軍稽古場 文書 「松乃落葉」

絵図
電流丸・飛雲丸・晨風丸：「白帆注進
外国船出入注進」

写真 井戸跡・竹柵状遺構
図面 井戸跡・竹柵状遺構

②-4-06 製作場・御修覆場 文書 「請御意下」
空撮写真 空撮合成写真
写真 ドライドック
船の比較図 千石船と“サスケハナ”の大きさ比較図

②-4-07 慶応元年の組織改編 文書 「請御意御聞届」
②-5　三重津海軍所の解体

②-5-01 概要 解説 グラフィック
②-5-02 直正公死去 文書 サイネージ映像 「従二位様御凶変書留」ほか
②-5-03 洋式船売却 文書 サイネージ映像
②-5-04 解体 地籍図 サイネージ映像 明治22年地籍図

②-6 　佐賀商船学校
②-6-01 概要 解説 グラフィック

図面 サイネージ映像
写真・絵葉書 サイネージ映像

CODE

サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像

サイネージ映像
サイネージ映像

サイネージ映像

サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像
サイネージ映像

④



2019.02.05

承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-2

③-1　海軍伝習
項目 展示物 展示形態 備考/史料

③-1-1　長崎海軍伝習所の概要
③-1-1-01 概要 解説パネル グラフィック

絵図 グラフィック 「長崎海軍伝習所絵図」
③-1-2　長崎海軍伝習所での海軍伝習

③-1-2-01 伝習生 写真 グラフィック 伝習生一覧表
③-1-2-02 海軍旗 旗　 複製
③-1-2-03 カリキュラム 文書 複製 「長崎海軍伝習方書類」
③-1-2-04 伝習課目 文書 サイネージ映像 「松乃落葉」

講義録 サイネージ映像 「喎蘭艦砲伝習書」ほか

③-1-2-05 伝習船 絵図 サイネージ映像 観光丸：「白帆注進外国船出入注進」

模型 造形 観光丸　1/40模型
③-1-3　長崎、大波止での晨風丸建造

③-1-3-01 晨風丸建造 文書（複製） 複製
絵図 サイネージ映像 「三重津御船屋絵図」

文書 サイネージ映像 船卸：「幕末伊東次兵衛出張日記」

絵図 サイネージ映像 晨風丸：「明治維新当時諸藩艦船図」
③-1-4　三重津に引き継がれた海軍伝習

③-1-4-01 概要 解説パネル グラフィック

③-1-4-02 経緯 文書 複製 「蒸気船製造等ニ付覚」

③-1-4-03 伝習課目 文書 サイネージ映像 「請御意下」
③-1-4-04 運用稽古 文書 サイネージ映像 「請御意下」

図面 サイネージ映像 薩摩・五島・壱岐・深堀
③-1-4-05 階級分け 文書 サイネージ映像 「請御意下」

③-1-4-06 伝習船 絵図 サイネージ映像
早津江川に3隻／電流丸・飛雲丸・晨風
丸：「白帆注進外国船出入注進」

伝習船（個別） 絵図 サイネージ映像
個別／電流丸・飛雲丸・晨風丸：「白
帆注進外国船出入注進」

文書 複製 「白帆注進外国船出入注進」

CODE
③-2　修船・造船

項目 展示物 展示形態 備考/史料
③-2-1　ドライドックの構造と運用

③-2-1-01 概要 解説 グラフィック
③-2-1-02 構造（原寸大模型） 模型 造形

模式図 グラフィック 木組み構造

③-2-1-03 運用 模式図 グラフィック
干満を利用した船の出し入れ、早津江
川の水深

写真 グラフィック 干潮・満潮

③-2-1-04
ドライドックの運
用映像

映像 大型映像
電流丸の干満を利用した船の出し入れ
ほか

③-2-2　電流丸・千代田形ボイラー製造
③-2-2-01 電流丸　 文書 複製 「請御意下」

文書 サイネージ映像 「海軍取調方願書写」
③-2-2-02 千代田形　　　　　文書 サイネージ映像 「長崎製鉄所一件」

写真 サイネージ映像 千代田形艦

図面 サイネージ映像
千代田形ボイラー「近世帝国海軍史
要」

③-2-3　電流丸キール銅板張替え
③-2-3-01 銅板張替え　　　　文書 複製 「請御意下」

参考遺物
（開陽丸）

実物 銅板・銅釘

③-2-4　製作場と金属加工
③-2-4-01 概要 解説 グラフィック
③-2-4-02 金属加工関連遺構 配置図 グラフィック

写真 グラフィック
石組み炉・二連炉・三連溝状遺構・炉
状遺構・廃棄抗

図面 グラフィック
石組み炉・二連炉・三連溝状遺構・炉
状遺構・廃棄抗

模式図 グラフィック 坩堝炉・甑炉

③-2-4-03 金属加工の様子 映像 解説映像
甑炉：実験映像／石組み炉：鋳型復元
製作／三連溝状遺構：鋳込み

③-2-4-04 造成土 写真 グラフィック 土層断面
図面 サイネージ映像 範囲

③-2-5　凌風丸建造
③-2-5-01 概要 解説 サイネージ映像

文書 サイネージ映像 「佐賀藩海軍史」
絵図 サイネージ映像 「明治維新当時諸藩艦船図」
映像 大型映像 ③-2-1-04の大型映像にて

③-2-6　ドライドックの保存と見せられない理由
③-2-6-01 概要 解説 グラフィック
③-2-6-02 出土遺物比較 遺物 実物 保存処理あり/なし　比較

CODE

⑤



2019.02.05

承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-3

③-3　三重津海軍所を物語る出土品
項目 展示物 展示形態 備考/史料

③-3-1　出土遺物
③-3-1-01 概要 解説 グラフィック
③-3-1-02 出土遺物

特注磁器・輸入磁器 遺物 実物
金属加工関連遺物 遺物 実物 坩堝・鞴羽口・鋳型・工具・炉壁など

金属製品 遺物 実物 リベット・ボルト・釘・ロープなど

石炭 遺物 実物
木製品 遺物 実物

③-3-1-03 発掘調査映像 映像 映像
③-3-2　出土遺物の科学分析

③-3-2-01 出土遺物の科学分析 解説 グラフィック
③-3-2-02 調査成果 解説 グラフィック

CODE

⑥

③-4　佐賀藩保有の洋式船
項目 展示物 展示形態 備考/史料

③-4-1　13隻の洋式船の基本情報

③-4-1-01 基本データ 一覧表 サイネージ映像
「仮日記」鍋023-80、「明治維新当時諸
藩艦船図」、「白帆注進外国船出入注
進」鍋252-56から抽出

③-4-1-02 飛雲丸 絵図 サイネージ映像 「白帆注進外国船出入注進」

3D映像 サイネージ映像
設計図 サイネージ映像

③-4-1-03 晨風丸 絵図 サイネージ映像
「明治維新当時諸藩艦船図」、「白帆注
進外国船出入注進」鍋252-56、「軍艦
図」

3D映像 サイネージ映像
設計図 サイネージ映像

③-4-1-04 電流丸 絵図 サイネージ映像
「明治維新当時諸藩艦船図」、「白帆注
進外国船出入注進」鍋252-56、「軍艦
図」

3D映像 サイネージ映像 大型映像にて原寸大表現
模型 造形 1/40模型
設計図 サイネージ映像

③-4-1-05 甲子丸 絵図 サイネージ映像 「明治維新当時諸藩艦船図」
③-4-1-06 凌風丸 絵図 サイネージ映像 「明治維新当時諸藩艦船図」

3D映像 サイネージ映像 大型映像にて原寸大表現
模型 造形 1/40模型
設計図 サイネージ映像

③-4-1-07 皐月丸 絵図 サイネージ映像
「明治維新当時諸藩艦船図」、「白帆注
進外国船出入注進」鍋252-56

③-4-1-08 孟春丸 絵図 サイネージ映像 「白帆注進外国船出入注進」鍋252-56

写真 サイネージ映像
③-4-1-09 延年丸 写真 サイネージ映像

③-4-1-10 観光丸 絵図 サイネージ映像
「明治維新当時諸藩艦船図」「白帆注進
外国船出入注進」鍋252-56

3D映像 サイネージ映像
模型 造形 1/40模型　③-1に配置
設計図 サイネージ映像

③-4-1-11 明治維新当時諸藩艦船図　絵図　　　　　　複製 6枚

③-4-1-12 発着記録 一覧表 グラフィック
佐賀市重要産業遺跡関係報告書第9集
から引用

③-4-1-13 修船記録 一覧表 グラフィック
佐賀市重要産業遺跡関係報告書第9集
から引用

位置図 グラフィック
絵図 グラフィック 「大久保浦絵図」

③-4-2　旗印
③-4-2-01 佐賀藩海軍旗 絵図 グラフィック 「諸藩船徴」

CODE



2019.02.05

承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-4

③-5　映像と体験で学ぶ三重津海軍所
項目 展示物 展示形態 備考/史料

③-5-1　映像ホール

③-5-1-01
三重津海軍所の概
要と価値について
解説

映像 解説映像 オリエンテーション用の概要映像

③-5-1-02 みえつ散歩 映像 解説映像
雨天時・猛暑時に没入感のある映像を
提供（VR）

③-5-2　体験イベント室

③-5-2-01 三重津海軍所体験 MR映像
新デジタル技術（MR）を使った体験

電流丸・凌風丸への乗船体験やドック
での銅板張り替え体験など

③-5-2-02 金属加工体験 ハンズオン 鋳造など
③-5-3　フリースペース（企画展示室）

③-5-3-01 企画展示 速報展など

CODE
④　佐賀藩の近代化事業　【中2階】

項目 展示物 展示形態 備考/史料
④-1　両島台場の増築と築地反射炉建造

④-1-01 概要 解説 グラフィック
絵図 サイネージ映像 「正保四年長崎警備の図」
絵図 複製 「長崎表調練図」
絵図 サイネージ映像 「フェートン号図」

④-1-02 台場の増強 図面 サイネージ映像 古台場・新台場・増台場
絵図 サイネージ映像 「アヘン戦争図」
絵図 サイネージ映像 「鍋島直正和蘭船乗込図」

④-1-03 両島台場の増強 文書 複製
「直正公譜巻四」「鍋島夏雲内密手
控」

絵図 複製 「長崎港内外台場図」
絵図 サイネージ映像 「神ノ島・四郎島填海工事之図」
現在の写真 サイネージ映像

④-1-04 築地反射炉 解説 グラフィック

位置図 グラフィック 城下絵図・都市計画図重ね図

反射炉の構
造

グラフィック

絵図 サイネージ映像

「築地反射炉絵図」「築地大銃製造方見
取図下絵図」「両島新台場御備大砲其外
於築地ニ鋳立記」「洋式大砲設計図」
「蘭式兵器設計図」

④-1-05 発掘調査 写真 グラフィック
遺物 実物

④-2　品川台場と多布施反射炉整備
④-2-01 概要 解説 グラフィック
④-2-02 ペリー来航 絵図 サイネージ映像 ペルリ提督神奈川上陸図

④-2-03 多布施反射炉 位置図 グラフィック 城下絵図・都市計画図重ね図

絵図 サイネージ映像
「多布施公儀石火矢鋳立所図」「多布施
大銃製造方見取図下絵図」

④-2-04 品川台場 絵図 サイネージ映像 「鍋島直正品川台場巡視之図」

現在の写真 サイネージ映像

④-2-05 発掘調査　写真 写真 グラフィック
遺物 実物

CODE

⑦　



2019.02.05

承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-5

⑤　佐野常民（常設展示室）　【2階】
項目 展示物 展示形態 備考/史料

⑤　佐野常民【佐賀市教育委員会社会教育課で検討中】

⑤-1
佐野常民の出生と
郷土

⑤-2
先見・情熱・博愛
の人
佐野常民

⑤-3 佐野常民の生涯
⑤-4 佐野常民の功績
⑤-5 佐野常民の言葉
⑤-6 テーマ展示

⑤-7
日本赤十字社の活
動

活動映像

⑥　三重津海軍所跡展望　【3階　屋内・テラス】
項目 展示物 展示形態 備考/史料

⑥-1　三重津海軍所跡と早津江の街並み俯瞰

⑥-1-01

⑥-1-02

⑥-1-03

みえつ空中散歩 映像 映像
モニターに映る三重津上空をジョイス
ティックで動かし空中散策

東側テラス 解説 グラフィック
絵図と地形図（堤防改修前・ 新）と
の重ね図など

西側テラス 解説 グラフィック 絵図と地形図（ 新）との重ね図など

CODE

CODE

⑧

項目 展示物 展示形態 備考/史料
④-3　精煉方での理化学研究

④-3-01 概要 解説 グラフィック

位置図 グラフィック 城下絵図・都市計画図重ね図

絵図 サイネージ映像 「佐賀藩精煉方絵図」「精煉方略図」
④-3-02 研究分野 文書 複製 「御書物御図類目録」

文書 サイネージ映像 「精煉方研究調書原本翻訳」

造形 複製（既存）　

複製（既存）　造形

写真 サイネージ映像 雛形X線写真
④-3-03 発掘調査 写真 グラフィック

遺物 実物
④-4　洋式海軍の創設

④-4-01 概要 解説 グラフィック
蒸気船入手の模索、電流丸購入を中心
に解説

文書 サイネージ映像 「幾山宛直正書簡」

絵図 複製 「斉正公蘭船ゲデー号訪問図」
文書 複製 「徳川伝之助宛直正書簡」
文書 複製 「貢姫宛直正書簡」

④-5　関連人物
④-5-01 鍋島直正 写真 サイネージ映像 鍋島直正肖像写真

解説 サイネージ映像
④-5-02 佐野常民 写真 サイネージ映像 佐野常民肖像写真

解説 サイネージ映像 精煉方主任、観光丸船長
④-5-03 田中久重 写真 サイネージ映像 田中久重肖像写真

解説 サイネージ映像 精煉方技師、電流丸ボイラー製造
④-5-04 田中儀右衛門 写真 サイネージ映像 田中儀右衛門肖像写真

解説 サイネージ映像 精煉方技師、電流丸ボイラー製造
④-5-05 中村奇輔 解説 サイネージ映像

④-5-06 石黒寬次 写真 サイネージ映像 石黒寬次肖像
解説 サイネージ映像

④-5-07 本島藤太夫 解説 サイネージ映像

CODE

蒸気船雛形（スクリュー船・外輪船）
※2階展示と調整中

蒸気車雛形
※2階展示と調整中
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承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号展示項目リスト-6

⑦　ライブラリー周辺情報　【3階】室内
項目 展示物 展示形態 備考/史料

⑦-1　遺跡のモニタリング情報

⑦-1-01
遺跡のモニタリン
グ情報

解説 グラフィック
モニタリングの目的と位置、基準値等
の解説

⑦-1-02 地中状況計測値 数値データ 装置 モニタリング計測値
⑦-2　ライブラリー

⑦-2-01 発掘調査報告書 出版物 図書
⑦-2-02 三重津海軍所関連図書 出版物 図書
⑦-2-03 世界遺産関連図書 出版物 図書
⑦-2-04 佐賀市歴史施設案内 出版物 図書
⑦-2-05 佐賀市観光案内 出版物 図書
⑦-2-06 データベース

⑦-3　周辺まち歩き案内
⑦-3-01 周辺まち歩き案内MAP 地図 サイネージ映像

⑦-4　佐賀市内歴史施設案内

⑦-3-01
佐賀市内歴史施設
案内MAP

地図 サイネージ映像

⑦-5　佐賀市内観光案内
⑦-5-01 佐賀市内観光案内MAP 地図 サイネージ映像

⑦-6　休憩、湯茶接待
⑦-6-01 湯茶接待 運営 運営
⑦-6-02 休憩用イス・ベンチ 備品 備品
⑦-6-03 テーブル 備品 備品

⑦-7　ミュージアムショップ
⑦-7-01 ショップ 造作 造作

CODE
⑧　三重津海軍所現地体感　【屋外展示】

項目 展示物 展示形態 備考/史料
⑧-1　堤防視点場

⑧-1-01 デジタル映像 映像 解説映像
デジタルコンテンツにて展開（稼働期
の各地区の様子など）

⑧-1-02 全体解説サイン 解説 グラフィック 史跡範囲、地区割りなど
⑧-1-03 世界遺産登録記念銘 解説 グラフィック
⑧-1-04 史跡標柱 解説 グラフィック

⑧-2　旧堤防跡
⑧-2-01 遺構解説サイン 解説 グラフィック

⑧-3　堤防視点場（諸富側）

⑧-2-01 デジタル映像 映像 解説映像
デジタルコンテンツにて展開（稼働期
の様子など）

⑧-2-02 全体解説サイン 解説 グラフィック 史跡範囲、地区割りなど
⑧-4　船屋地区【遺構整備：木杭群】

⑧-4-01 デジタル映像 映像 解説映像
デジタルコンテンツにて展開（稼働期
の船屋地区の様子/和船の係留・建
物など）

⑧-4-02 地区解説サイン 解説 グラフィック 史跡範囲、地区割りなど
⑧-5　稽古場地区

⑧-5-01 デジタル映像 映像 解説映像
デジタルコンテンツにて展開（訓練の
様子など）

⑧-5-02 地区解説サイン 解説 グラフィック

⑧-6-01 デジタル映像 映像 解説映像
デジタルコンテンツにて展開（稼働期
の修覆場地区の様子、ドックの運用、
洋式船の修理、金属加工など）

⑧-6-02 地区解説サイン 解説 グラフィック
⑧-6-03 遺構解説サイン 解説 グラフィック

X　屋内/屋外展示ガイドシステム（デジタルコンテンツ）
項目 展示物 展示形態 備考/史料

X-1　屋内・屋外展示解説システム

X-1-01 デジタルコンテンツ アプリケーション
屋内屋外共通アプリ（AR映像や詳細解
説、多言語解説に対応）

X-1-02 置装末端用出貸 タブレット等

CODE

CODE

⑧-6　修覆場地区【遺構整備：ドライドック、石組遺構、小型二連炉、溝状遺構、炉状遺
構、　　　海軍所稼働期の河川護岸】

⑨



※（注）建築の基本設計を並行して実施中であり、レイアウトは今後変更になる可能性があります。

承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号1F　平面計画図
1/2002019.01.30

⑩



承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号中2F / 2F　平面計画図
1/2002019.01.30

⑪



承認 検印 設計 日付 縮尺 名称佐賀市　三重津海軍所跡ガイダンス施設

基本設計業務
今井・川崎

図面番号3F　平面計画図
1/2002019.01.30

⑫




