資料1-1
（第 4 回委員会）

第 3 回委員会での主な意見と対応方針
№

項目

意見

1

「一体展示」 ・史跡整備において展示室はあくまで
のストーリ
遺跡の内容を補足した情報を得る施
設。遺跡そのものに見学者が来ても
ーとゾーニ
ング（案）
らうことが重要。そういう意味で、3
階の視点場には外に出てもらうため
の誘導する仕組みが必要と考える。
・3 階と外に出て最初となる⑧-1 の役
割分担を入れ替えることができるか
相談したい。

2

・
（産業活動などについては）動画で実
際に動いている映像を見れば視覚的
に理解しやすい。サイネージは動画
も含めて、子どもやお年寄りにもわ
かりやすい展示を心がけてほしい。
また、そうした場合、提供するコン
テンツの内容について学術的な妥当
性を担保しておく必要がある。

事務局の回答（第 3 回委員会）

対応方針

・記念館 3 階の視点場は、周辺景観を含めた
三重津海軍所跡の全体像を俯瞰してもら
う視点場、時の架け橋正面の堤防視点場は
三重津海軍所跡の全体像やゾーン構成を
現地空間の中で体感してもらう視点場、諸
富側の視点場では三重津海軍所始まりの
―
場所から上流から下流側へと海軍所が発
展した流れを理解できる視点場として役
割分担を整理。
・各視点場での具体的な映像演出は、今後検
討を進めることとなる。映像も使い分けを
意識したい。
・監修は専門の方に依頼するとしても、全体の ・実施設計段階で、各分野の専門の方と設計
内容の確認については委員会にも諮りながら
業者等を交えた検討の場を設けたい。委員
進める予定。
会にも適宜、検討内容を諮りながら作業を
進める。
・展示の作り込みの段階でも、専門の方の監
修を受けることとなるため、十分な期間を
設けるよう考えたい。

1

№
3

4

5

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

「一体展示」 ・視覚的なものは刷り込みが強い。映
のストーリ
像の内容については、何が本当か、
ーとゾーニ
何が効果的かを歴史資料・考古資料
ング（案）
の専門家と映像関係のスタッフを交
えてしっかり検討する場を作らない
といけない。

―

・三重津の場合、遺跡を見せることが
できないのでデジタルコンテンツに
流れるのは分かるが、どういうコン
テンツを使うのか、あるいはどうい
うコンテンツの内容にするのかはし
っかり議論しないといけない。

―

・館内は解説部分がデジタルに頼りす
ぎているような印象。
・見学者の立場として、映像でしか解
説がない状態だと待てない部分もあ
る。本当に必要な情報は固定（パネ
ル）で、いつでも誰でも見えるよう
にしておいて、動画等でないと示せ
ないようなものをデジタルというよ
うに切り分けて考え、絞り込んだ方
がよい。

―

2

対応方針
・実施設計段階で、各分野の専門の方と設計
業者等を交えた検討の場を設けたい。委員
会にも適宜、検討内容を諮りながら作業を
進める。
・展示の作り込みの段階でも、専門の方の監
修を受けることとなるため、十分な期間を
設けるよう考えたい。
・具体的な展示形態について、展示構成リス
トで再度整理した。

№
6

7

8

9

10

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

「一体展示」 ・見せ方の問題として、AR・VR・MR が
のストーリ
混在しているので、まずその整理が
ーとゾーニ
必要。
ング（案）
・どこにいても、リアルで没入感のあ
る体験ができることに向けて技術開
発が進んでいる。そこを見据えたコ
ンテンツ作りをしていくことも重
要。
・VR・AR・MR といった新しい技術の活
用や、船の模型を作るにしても、考
証復元を行うのであれば大変な作業
となる。考証作業には時間がかかる
ので、体制や時間の確保をしておく
必要がある。
・来館者が能動的に情報を受け取り読
み込むことができるよう、文書のレ
プリカや絵図の実物があってもよい
のではないか。
・見る側のニーズを考慮してコースを
作って動線を提案したり、リピータ
ーやより深く知りたい人に対しては
更新情報や詳細情報をお知らせする
ような仕組みがあると良い。
・展示ストーリー③の内容をみると、
試行錯誤の言葉のニュアンスに辛さ
が感じられる。ワクワク感や、やり
がいを伴う試行錯誤のニュアンスが
あったほうが共感を得やすいのでは
ないか。

―

対応方針
・移動端末は AR、固定端末のうち体験型のも
のは MR、映像ホールでは解説映像や VR 等
で整理した。
・将来的に MR が実装可能なものとなった場
合には、コンテンツの追加を検討する。

・考証作業が必要なものについては、十分な
時間を確保する。
―

―

・複製物作成も含めて展示構成リストで再度
整理した。

・実施設計の段階で、コンテンツに付加する
機能等の検討を行う。
―

―

3

・三重津海軍所跡は、世界遺産「明治日本の
産業革命遺産」の中で造船分野の初期段階
の構成資産に位置付けられており、この段
階のキーワードが「試行錯誤の挑戦」とな
っており、展示ストーリーの概要にも組み
込んでいる。
・展示内容を考える上では、工夫をしていき
たい。

№

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

11 屋 内 展 示 整 ・4 案示された中で、現地では見せられ
備計画（案）
ないドックを原寸大で屋内で見せた
いということを考えると、4 段全体が
復元できない C-2、3 案はない。現場
で見た感じでは C-4 案で良いかなと
いう気はした。
・木組みを見せる幅と土が被っている
幅のバランスは、木組みの方がもっ
と広くてもよいのではないか。
・
「大型スクリーン映像との連携」につ
いては、船が正面から入ってくるシ
ーンはドックの位置が逆になるので
使えない。映像の作り方は検討する
必要がある。
・どの案もスクリーンとの関係には課
12
題がある。C-4 案を工夫するのが良い
のではないか。
13

対応方針
・C-4 案をベースに 3 パターンのドック模型
配置案を作成し、比較検討を行った。
※比較検討の結果、事務局としては大型スク
リーン映像との連携を重視し、C-4②案で
提案したい。

―

―

・屋内と屋外でドックの向きが逆だと
いうことについて、C-4 案で模型の設
置位置を反転すると良いのではない
か。模型のどこかにトンネルを設け、
そのトンネルを抜けて中に入っても
らう。模型と反対側には鏡を設け、
床も実際のドックの底のような仕上
げにすれば、ドック模型と鏡に映っ
た鏡像、床面の仕上げで、あたかも
ドックの底にいるような雰囲気をつ
くることができる。

―

4

№

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

14 屋 内 展 示 整 ・鏡に木組みが映ってしまうのは、見
備計画（案）
学者に両側が同じ構造だったという
イメージを与えることになるのでい
けない。
15

16

17
18

対応方針
・C-4 案をベースに 3 パターンのドック模型
配置案を作成し、比較検討を行った。

―

・C-4 案のように入って正面に模型が見
えるのはインパクトがあって良いと
感じたが、最初に見えてしまうより
も時代背景や当時の佐賀藩が抱えて
―
いた課題等の予備知識を得てからイ
ンパクトのあるドック模型を見る流
れでもよいと思う。
・入口側に模型を設けるのは面白い案
だと思う。この空間全体をドックに
見立てるようなディスプレイができ
―
ると、より模型が空間と馴染むよう
になる。
・入口側に模型を置く案はかなり魅力 ・C-4 をベースに再検討する。委員の方々には
的だと思うので、再検討してほしい。
個別に相談しながら進めることとしたい。
・大型スクリーンについて、最近はパ
ネル式で映像を見せるというものが
増えてきている。映像として没入感
を大事にするならばスクリーンを曲
面にするということも考えられる。

―

5

※比較検討の結果、事務局としては大型スク
リーン映像の連携を重視し、C-4②案で提
案したい。

・大型スクリーンはドック模型と連携した映
像や船を用いた映像等での演出を計画し
ており、コスト面も考えてスクリーンでの
整備とする。
・より没入感のある映像の提供は、映像ホー
ルや体験イベント室で検討している。

№

項目

意見

19 屋 外 展 示 整 ・遺構の表現方法について、明確な線
備計画（案）
と推定の線を分けて表示すると分か
りにくいとのことだが、具体的には
どのようなことか。線引きをしてこ
の範囲がドックですと示すが、はっ
きり分かっている北側のラインはし
っかりと線が引けるけれども、南側
は点線になるということか。
・視覚的なインパクトの固定化への配
慮が必要。この程度の内容で混乱す
るというのはよくわからない。不確
定なことを、あたかもわかっている
かのように表現することによる「間
違いの固定化｣のデメリットのほう
が大きい。
・ドックと稼働期の河川のところの色
20
が同じだが、昔、川だったところま
でドックと同じ舗装・色にするのか。

事務局の回答（第 3 回委員会）

対応方針

・ドックのすべてのラインを検出できているわ
けではなく、調査をしたけれども上段の部分
は既にわからなくなっているところもある。
わかっているところを実線で、わからないと
ころを破線で表現した時に、あの破線はなん
だろうと思われる方がいるかもしれない。
・ガイダンス施設の 3 階から見た時にでもドッ
クの位置や大きさを体感できるものにした
い。
・ガイドが説明する時や休館日に見学に来た方
のこと等を考えると、表現は一つにして、解
説の中でわかっている部分と分からない部分
があるという説明を行う方が混乱せずに済む
のではないかと思い、現地での表示は 1 種類
にした方がよいと考えた。
・ドックの上流側のラインは、平坦面とドック
上端部分の境目で外周ラインを引くとこのよ
うな表現となる。その内側がドックと川とい
うことになるが、その境目の表現も推定にな
るので、できるだけシンプルにし、このよう
な表現になっている。
・締め切りの位置がわかっていない。わかって
いれば、内側と外側の表現を変えられるが、
不確定である。

・ドライドックの遺構表現について、4 種類
の表現パターンでの比較検討を行った。

6

※比較検討の結果、事務局としては B 案で提
案したい。

№

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

対応方針

21 屋 外 展 示 整 ・ドックだった範囲と川だった範囲の ・ラインの表示にしても施設の内と外の塗り分 ・ドライドックの遺構表現について、4 種類
けにしてもどうするか、河川側の護岸につい
備計画（案）
舗装の色は分けた方が良いと思う。3
の表現パターンでの比較検討を行った。
ても荒籠より上流部の護岸ラインはわかって
階から見た時にドックの渠口部は川
側に大きく膨らんでいると誤解され
おらず、表現上悩ましい。現状で分かってい ※比較検討の結果、事務局としては B 案で提
る危険性もある。
る情報だけを示すという表現もあるのではな
案したい。
いかと考えた。
22

・本当にわかっている所しか表現しな
いという、ある意味、真面目な考え
方。わかっている線だけを引くとな
ると、途中で途切れるところがでて
くることになるのか。

23

・屋外の施工はまだ先で、発掘調査も
途中なので、基本設計段階ではとり
あえずこの案にしておくのか、他の
案も併記して今回の基本設計を終わ
らせるのか、実際の施工まではまだ
時間があるので、発掘などの条件が
整ったところで、今後検討していけ
ばよい。今の段階では十分。

・上流側は確実にわかっているラインとそれを
繋ぐ推定ラインになる。ドックの外に出て荒
籠に向かう部分のラインについても、調査で
概ねラインが追えているので表示できる。一
方、下流側はすべて推定ということになるの
で、線の引き方、色の塗り方をどうするのか。
突きつめていくと、事務局としても明確な答
えを持てていないので、この部分の表現はど
うしたらいいか考えなければならない。

―

7

№
24

25

26

27

項目

意見

屋 外 展 示 整 ・平面表示は、舗装の色の違いでここ
備計画（案）
は何だったのかを説明するのが目
的。ドックの北側は平面表示より園
路舗装が勝っていて、川側はその逆
になっていて、同じ遺構表現の中で
矛盾が生じている。ドックの長さが
60m 程あったということであれば、
堤防までドックの表現（舗装・色）
を当てておく方が矛盾はない。
・排水の件だが、雨水を浸透させない
というのは考えにくいのでないか。

事務局の回答（第 3 回委員会）
修正する。

対応方針
・堤防側のドック舗装と園路舗装との関係は
ドック舗装を優先させた。

―

・現状の写真で、土の色が青色のとこ
ろは木材が残る。黄色っぽいところ
は土の中に含まれる鉄分が酸化して
いることを意味していて、そこでは
木材は腐る。写真を見る限り、一番
上の構造物は既にある程度腐ってい
る。水の供給を今以上に絶ってしま
うことは危険。排水はしないほうが
よい。さらに立体表示として下げる
ことも論外。周辺の雨水の排水もし
ないほうがよい。

・屋外の排水計画は、雨水を遺構付近に一旦
集め、余水のみを排水する計画で再考し
た。
・屋外の排水計画は、雨水を遺構付近に一旦
集め、余水のみを排水する計画で再考し
た。

―

・ドック周辺で使うコンテンツとして
は MR がベストチョイスだと思う。技
術的にまだ確立されてはいないが、
将来のことも見据えて検討してほし
い。

―

8

・屋内・屋外共通で使用する移動端末は、現
段階では実装可能な AR で整理した。
・将来的に MR が実装可能なものとなった場
合には、コンテンツの追加を検討する。

№

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

28 モ ニ タ リ ン ・今発掘しているのであれば、そこを
グ計画（案）
利用して管を埋め込んだ方が良いの
ではないか。
・埋め込む管の内径は 67 ㎜とのことだ
が、将来的に別の調査も行えるよう
に、もう少し径は大きい方が良い。
・値は一日のうちでも変化があるので、
時間ごとの変化を捉えていった方が
良い。
・データはデータロガーがあるので、
自動計測にして引き上げだけを定期
的に行けばよい。コストはかかるが、
通信で記録することにすれば、展示
にも生かすこともできる。
・モニタリングは、基本的には自動計
29
測で常時計測する。三重津の価値の
根幹な部分、非常に大事なことなの
で予算を十分準備したほうがいい。

対応方針
・埋め込む管の大きさは 150 ㎜に変更し、自
動計測による地下水のモニタリングを検
討する。
また、地下水の状況を一定程度把握できた
時点で、今津委員とも相談し、さらに将来
的なモニタリングのあり方の検討を行う。

―

―

9

№

項目

意見

事務局の回答（第 3 回委員会）

30 基 本 設 計 に ・三重津の場合は見えない部分がある
係るワ-クシ
からということもあるが、見学者に
ョップ
丁寧に説明していくことが非常に大
事。
・展示のデジタルコンテンツやパネル
も大事だか、ガイドの説明に頼る部
分も出てくると思うので、あらかじ
めそのことを念頭において設計して
もいい。
・これからも調査が続いて、新しい情
報が出てくると思うので、随時ガイ
ドの知識の更新を図っていく必要も
ある。

対応方針
・ガイド研修において、新しい調査成果等の
情報提供を随時行っていく。
・今後の実施設計や展示物の作り込みにおい
ても、ガイドの意見反映に努める。

―

10

