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基本計画検討項目（目次案）

基本計画策定のための検討項目と検討スケジュール

第一章 海洋文化拠点が清水、海洋分野にもたらすものとは
1-1 「国際海洋文化都市・清水」と海洋文化拠点施設整備への期待

1-2 施設が創る４つの大きな効果

1-3 ４つの効果を高めるための施設の役割

第二章 世界初のテーマを持つ施設が提供する、多様な価値
2-1 清水でしか実現できない「海洋・地球に関する総合ミュージアム」のテーマ

第三章 ミュージアム全体を活性化する活動にかかる計画
3-1 施設価値を高める活動理念

3-2 次世代型のミュージアム活動の基本的な考え方

3-3 基本的な考え方をもとにした魅力的かつ持続的な活動に向けて

3-4 様々なターゲットに対し施設が提供する価値

第四章 施設のコアとなる展示にかかる計画
4-1 「海洋・地球を総合的に理解する」ための展示の基本的な考え方

4-2 展示展開の基本方針

4-3 展示ストーリー

4-4 展示展開イメージ

第五章 海とのつながりをめざす施設にかかる計画
5-1 建設候補地と諸条件

5-2 「国際海洋文化都市・清水」を象徴する施設の基本的な考え方

5-3 展示を中心とした機能構成と諸室の必要面積

5-4 魅力的な施設をめざすための課題

第六章 持続的な事業としていくための運営にかかる計画
6-1 関係機関との連携を見据えた整備・運営にかかる事業構造

6-2 効果的な活動を生み出していく組織体制の考え方

6-3 持続的な事業としていくための事業費・運営費の考え方

6-4 魅力的な運営を実施するための課題

第１回 8月8日

審議内容

第２回 8月23日

審議内容

第３回 10月初旬

審議内容

(基本計画素案)
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海洋文化・海洋研究に開かれた「国際海洋文化都市・清水」をめざして

「オーシャンフロンティア SHIMIZU」の核となるミュージアムへ

今後の清水港全域での再開発・活性化の拠点となり、「国際海洋都市・清水」を実現するために

・海洋文化・海洋研究にかかわる人・情報・関連団体などが広く集まり新たな価値が創られていくことが重要
・日の出地区全体を海洋文化・海洋研究をテーマにした集客・交流ゾーン「オーシャンフロンティアSHIMIZU」
として捉える
・「オーシャンフロンティアSHIMIZU」におけるコア施設としてのミュージアムをめざす

駿河湾を中心とした海洋文化・海洋研究の価
値を結集することで、国際海洋文化都市のイ
メージ形成とシティブランディングを図る。

地球規模の海洋文化をテーマとしたエリアを
形成し、クルーズや周辺施設と連携した国際
的な集客を図り、広域での賑わいを創出する。

広域周辺施設や地域資源との連携

・地球環境史ミュージアム
・南アルプスユネスコパーク
・伊豆半島ジオパーク
・世界遺産「富士山」「三保松原」

海洋分野で活躍できる人材育成基盤の形成を
図り、静岡からグローバルに活躍できる人づ
くり、次世代層の育成を促進する。

海洋に関する産学交流を図る拠点を形成し、
資源開発や防災、環境など未来を担う新産業
創出につなげ、市域での波及効果を生み出す。

海洋文化拠点施設

海洋文化に係わる
様々な知を結集

海外・全国からの
幅広い集客

「海洋・地球に関する総合ミュージアム」の担う役割

拠点施設が創る４つの効果／施設の役割
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清水でしか実現できない「海洋・地球に関する総合ミュージアム」のテーマ
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水族館や博物館といったこれまでのミュージアムの垣根を越えた

「海洋・地球の統合的理解」へ向けた、他に類を見ない新たな視点のミュージアムへ

「海洋・地球に関する総合ミュージアム」は、世界的にも特異な海である「駿河湾」を有し、
海洋文化・研究のフロンティアとなる清水だからこそ成り立つものだと考えられます。

この施設では、清水ならではの、このミュージアムでしか扱うことができないようなテーマを発信し、
オリジナリティのある魅力的な展開をめざします。

市民に身近な
「駿河湾」の魅力

・海洋・地球の営みや魅力が凝縮された、世界的にみても特色のある海である「駿河湾」に
ついて、生物、地形、海流等、様々な観点から、その奥深さを総合的に理解いただく。
・子供たちを始めとする数多くの静岡市民が「駿河湾」「海洋」に対する愛着や誇りを持て
るような施設をめざす。

■施設のテーマ

すべての人々に共通な
「地球」へのひろがり

・「駿河湾」を入口としながらも、「地球」についても積極的にテーマとして扱うことで、
JAMSTECの掲げるような「海洋地球生命の統合的理解」へ挑戦していく。
・駿河湾と富士山や南アルプスといった、高低差5,000m以上の環境を一体のフィールドとして
捉えることで、この施設でしか展開できないテーマとして紹介。

海洋にかかわる多様な
人・情報のつながり

・国内外の研究機関や海洋博物館と連携を図り、最先端の情報収集・発信を行うことで、
連携先に対し、海洋にかかわる最新情報の入手、PRができる場としてのメリットを提供する。
・総合的、先端的な発信を行う一方で、幅広い市民、訪れた人たちが、海と関わるリテラシー
（感性・知識・考え方・行動等）を学べる展示や体験的なプログラムを用意する。
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施設価値を高める活動理念
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海洋科学を中心とした「つながり」により

常に新鮮で魅力的な活動を創る

基本計画の中では拠点整備の意義、施設のめざすすがたや基本的性格をふまえて、
活動を行っていく際に大切にすべきことを「活動理念」として明らかにします。
「活動理念」は、今後施設のさまざまな活動・展開を考える際に、常にそこへ戻って考える拠り所、
行動の規範となるもの、議論となったときの判断基準となるものとして定めます。

海洋科学・地球科学の学術的な「情報のつながり」をベースに

海洋・地球の未来を創る「人のつながり」の参画により

常に最先端の情報、鮮度の高い魅力的な活動へ

■活動理念

■基本方針

-１-
海洋科学に関わる
学術コンテンツの集積

・海洋・地球に関わる最先端かつ魅力的な
学術コンテンツを外部から収集・蓄積。
・JAMSTECや東海大を中心とした研究機関、
大学との連携を中心に収集体制を構築。
・「情報のつながり」を活動のベースに、
最新の情報を扱い施設の魅力を向上。

-２-
知的好奇心を刺激する
プログラム化・展示化

・「情報のつながり」による学術コンテン
ツの集積をもとに誰でもわかりやすく体
験できるように「情報の翻訳」を行う。
・「情報の翻訳」にあたっては時には外部
クリエーターやサイエンスコミュニケー
ターとの「人のつながり」を活用し、
「知的体験学習コンテンツ」を再構築。

-３-
海洋科学を紐解いた

価値の発信

・「知的体験学習コンテンツ」として再構
築された情報を発信し、一般の方々への
「つながり」を生み出す。
・発信の方法は施設内でのプログラムに限
らず、施設外でのアウトリーチ活動も展開。
・静岡市や地元産業との「事業のつなが
り」を生み出し活動の広がりをつくる。
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施設全体の活動にかかる活動計画
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■海洋科学を中心とした「つながり」のイメージ

-３-
海洋科学を紐解いた価値の発信
(エデュテイメント・コンテンツ)

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

企画展示
常設展示 イベント

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

-１-
海洋科学に関わる

学術コンテンツの集積

出張ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

大学機関

静岡市
商工会
地元産業事業の

「つながり」

集積された学術コンテンツを
多様なクリエイター・アーティスト・市民等の参画によって

楽しい知的体験学習コンテンツとして再構築

-２-
知的好奇心を刺激する
体験プログラムづくり
展示コミュニケーション化

クリエーター
アーティスト

人材の
「つながり」

情報・研究の
「つながり」

集積された学術コンテンツを
多様なクリエイター・アーティスト・市民等の参画によって

楽しい知的体験学習コンテンツとして再構築

一般の方々への「つながり」

事業の
「つながり」

情報・研究の
「つながり」 研究機関

人材の
「つながり」

サイエンス
コミュニケータ
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基本的な考え方をもとにした魅力的かつ持続的な活動に向けて
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情報公開
展示

交流
教育普及

研究連携

海洋産業
振興

資料収集
飼育管理

駿河湾を中心に地球科学について
従来の水族館・博物館を融合した
新たな視点の展示を行います。

海洋に係る企業等を中心
に、産業のイノベーショ
ンを促すための情報公開
サポートを実施します。

駿河湾・地球に関連する
イベントの開催や、専門
情報を閲覧できる場を設
け、学習機会を創ります。

海洋・地球科学を中心に資料の収
集保存を行うと共に、水族展示の
ための飼育管理を連携団体と共に
適切に行います。

連携団体の研究成果を施設活動全
体の魅力を向上するための資産と
して活用します。

海洋科学を
中心とした
「つながり」

基本方針である

①海洋科学に関わる学術コンテンツの集積
②知的好奇心を刺激するプログラム化・展示化
③海洋科学を紐解いた価値の発信

を実現するために、施設の５つの活動を定めます。
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様々なターゲットに対し施設が提供する価値
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主な
ターゲット

ターゲットへの訴求ポイント 活動や取り組みの例（イメージ）

地元の児童
生徒・学生

・海洋科学、地球科学に親しみを抱かせる

・清水港や駿河湾など地域の価値に愛着を抱かせる

・日常的な学習や活動の場を提供する

地元学校
の教員

・課外授業における活動の場として連携する

・学校教育カリキュラムにおけるヒントを提供する

・海洋教育にかかるスキルアップの機会を提供する

近隣圏域
の居住者
(個人旅行)

・清水港や駿河湾など地域の価値に愛着を抱かせる

・生涯学習の場を提供する

・レクリエーションとしての癒しを提供する

静岡・清水
地域の若年層

・清水港やウォーターフロントに親しみを抱かせる

・レクリエーションとしての癒しを提供する

・海洋や地球にかかわるコミュニティ形成の機会を提供する

国内・団体
旅行者

・駿河湾自体を知ってもらう

・レクリエーションとしての癒しを提供する

・周辺の観光地への入口・拠点としての場を提供する

海外
インバウンド
旅行者

・駿河湾の認知度を向上する

・富士山とあわせ、清水・日本のイメージを印象づける

・海洋・地球に関する最先端情報を提供する

・周辺の観光地への入口・拠点としての場を提供する

コアな海洋
ファン

・海洋・地球に関する最先端情報を提供する

・海洋にかかるスキルアップの機会を提供する

・海洋や地球にかかわるコミュニティ形成の機会を提供する

専門家・
研究者

・海洋・地球に関する最先端情報を提供する

・MICEなど会合の際の拠点を提供する

・海洋や地球にかかわるコミュニティ形成の機会を提供する

海洋産業
関係者

・海洋・地球に関する最先端情報を提供する

・産学官連携の拠点としての場を提供する

・新産業創出やイノベーションの機会を創造する

・企業等の取り組みＰＲの場を提供する

体感型展示で海洋の魅力を
わかりやすく紐解く

サイエンスへ誘う
研究者との対話

学習指導要領を踏まえた
学校教育に使いやすい展示

周辺倉庫等の開発と連携した
面での魅力向上 毎日来たくなる

海の見えるライブラリー

「恩納村文化情報センター」より

洗練されたデザインが若者を
惹きつけるウォーターフロント

寄港イベントとの連携
富士山と駿河湾を一望できる

ビュースポット

オリジナルグッズの販売

ユニークベニュー会場
としての施設供用

JAMSTEC等と連携した
最先端データの活用

研究と産業のマッチング

施設に積極的に
参画が可能な
ボランティア
スタッフ制度

研究の最新
情報が常に
更新され
ＰＲ可能

©JAMSTEC



施設のコアとなる展示にかかる計画
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「海洋・地球を総合的に理解する」ための展示の基本的な考え方
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「わたしと海と地球」のつながりを実感する。

そのきっかけは、サイエンス。

生命のゆりかご
海・地球

生命のゆりかご、海。水の星、地球。

わたしたちは海・地球という大きなシステムの中で暮らしています。

そして「海洋・地球を総合的に理解する」ためには
その「つながり」を実感することが、もっとも大切なことだと考えられます。

地球とのつながりが現れる深海・駿河湾だからこそ感じられる
「わたしと海と地球」のつながりを、サイエンスの側面から紐解きます。

海と地球と
わたしのつながり

さらなる未知への
わたしたちの挑戦

■展示コンセプト

■展示のテーマ

「わたしたちが海・地球という
大きなシステムの中で暮らして
いることを実感していただくと
共に、海・地球への愛着と興味
を喚起します。

生命・海洋・地球のつながりを
「駿河湾」「海洋科学」を通し
て紐解き、わたしたちの暮らし
の中での「なぜ？」という疑問
を解明していきます。

最先端の研究成果がわたしたち
の暮らしに深くかかわっている
ことを知ると共に、さらなる未
知の存在を知ることで、来場者
の探究心をかきたてます。
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展示展開の基本方針
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デジタル技術による
迫力のある体験

五感で感じる
体験

博物館・科学館・
水族館の融合

体験の
自分ごと化

・海洋科学と地球科学を中心に、海洋と地球を総合的に理解し
生命と海と地球のつながりを実感する展開を導入

・分野横断的に「場」を紹介する体験ストーリーを構築

海洋・地球を総合的に理解するための世界初の取組み。

・コンテンツの伝えたいこと、価値を踏まえた展示を導入
・視覚や聴覚での体験に限らない、全身で楽しめる体験を提供
・老若男女どのような方でも展示体験に参加できる展開を導入

海洋・地球の多様な価値を、適切な手法で表現します。

・海洋地球の壮大なスケール感を空間を活用して表現
・展示に出会った時のインパクトにより来館者の興味を喚起
・実物資料展示や生態展示を随所に導入

スケール感溢れる体験が、本物の価値を伝えます。

・来場者に身近な視点から解説し「自分ごと」として理解を喚起
・体験を持ち帰るためのストーリーや展示手法を導入
・日常生活に通じる学びが展示体験の再来性を促進

海洋・地球を身近に感じ、考える工夫を盛り込みます。

コンテンツの
顕在化

・科学によって解明されたさまざまな価値を顕在化
・多様な価値を一般の方々にもわかりやすい表現で紹介
・コンテンツどうしの関係性などにも配慮し体験を展開

コンテンツに隠された価値を顕在化し魅力を伝えます。
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体験ストーリー
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生命のゆりかご
海・地球

海と地球と
わたしのつながり

さらなる未知への
わたしたちの挑戦

かんじる ひもとく ひらく

IN

ｵｰｼｬﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ１
海とわたしたちの未来３

わたしたちは海・地球の
壮大なシステムの一部

未だ解明されていない謎と
わたしたちの未来への挑戦

深海への
誘い

海・地球の
神秘

本物の
駿河湾

海洋データ

ステップを持った体験が、わたしと海と地球をつなぎ

未知への期待感を持って体験を終えることで再来性を高めるストーリー

つながる海と地球２

わたしたちは海・地球と様々なシーン、
多様なスケールでつながっている

陸水

浅海

深海

最新研究成果
海洋と地球システム

駿河湾に
親しむ

HUB

2-1

2-2

2-3

2-4 2-5

駿河湾の今
研究成果の集約

多様な海・地球を発信
「企画展示室」

教育普及活動を実践
「ワークショップルーム」

自主的な学びの場を提供
「海と地球のライブラリー」

展示からつながる
多様な学びの場

OUT

常設展示室

海洋・地球の
探査と今
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展示展開イメージ

12

オーシャングローブ１

わたしたちを包み込む海洋・地球のシステムを壮大な
スケールで描く、没入感のある導入映像演出

【展示の概要】

・展示体験の導入として来場者の気持ちを切替えるインパクトのある演出
・海洋と地球の関係、未知なる世界を探る海洋・地球科学のロマンを描く
・駿河湾の海底映像を使用し、海洋と地球の関係、その大きなシステムを解説

・没入感のある映像体験を提供することで、展示に対す
る興味を喚起し、来場者の気持ちを切替える

・地球システム（壮大なスケール）の解説は、わたした
ちとのかかわりを描くことでで親近感を感じさせる

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・海と人のかかわり
・世界の海洋と生き物
・豊かな生命を育む姿

・海洋調査と多様な資源
・さまざまな海洋・地球開発
・海洋の未来とロマン

【展示手法のイメージ】

地球システムの壮大さを伝える地球儀スクリーン

展示の受付エントランスを抜けて最初に出会う展示には
インパクトを演出します。
地球システムの壮大さを伝える地球儀スクリーンなど、
わたしたちが地球と海洋と共に生きているのだというこ
とを感じさせます。

空間の周囲を取り囲む大型映像演出

海洋、地球や生命、そしてわたしたち人間と、それらの
つながりを連想させるような大型映像でテーマである
「わたしと海と地球」のつながりをメッセージします。
大型の映像が、地球システムの壮大さを描きます。
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つながる海と地球２

海洋・地球科学の多様な研究成果の相関、海・地球のつながりを
実感させるために、研究分野にとらわれずに成果を一覧できる
世界初、水族館/博物館のハイブリッド展示

・海洋科学/地球科学にとらわれない総合的な展示が、
海と地球のつながりを実感させる

・これまでの研究成果を集約しシミュレーションを行う
ハブ空間が周囲の展示をつなぐ【展示の概要】

＊駿河湾を軸に海洋科学・地球科学を分野横断し総合的に紹介
＊成果を集約し、その集大成を表現する「駿河湾シアター」を展示のハブとして据える
＊ハブの周りには駿河湾という研究の舞台が広がる

【コーナー構成】

HUB わたしたちと駿河湾

＊研究成果を集約し発信する
＊展示体験のつながりを描く

2-1 駿河湾ー陸水

＊河川等の水族生物を水槽で紹介
＊上流から下流まで幅広く見せる

2-2 駿河湾ー浅海

＊沿岸の水族生物を水槽で紹介
＊豊かな駿河湾を印象付ける

2-3 駿河湾ー深海

＊深海の水族生物を水槽で紹介
＊海底・地球深部について解説

2-4 深海と地球のﾃ゙ ｨｽｶﾊ゙ ﾘー ﾗﾎ゙

＊駿河湾・地球を調査する機器や
システムを実物を交えて紹介

2-5 駿河湾であそぶ

＊子供が遊べる駿河湾をモチーフ
にしたキッズコーナー

１

HUB

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

3

常設展示入口

常設展示出口
ライブラリーへ

下層では駿河湾の
フィールドを展開

上層では現象の背景
や調査技術を紹介
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【展示の概要】

・駿河湾を舞台にした海洋・地球科学に関する様々な研究成果を集約し発信
・駿河湾の形成過程や地形の構造などを、映像・ナレーションを組み合わせて紹介
・最新の調査研究成果をCG映像に反映し、進展する駿河湾調査の成果を伝える

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・駿河湾の形成過程
・駿河湾の地形
・駿河湾の海水

・駿河湾の海底の地層
・駿河トラフと地震
・駿河湾と海洋資源 など

【展示手法のイメージ】

・駿河湾の海底地形を立体的に表現した地形模型に映像を投影するなど
地形やその場で起こる現象などが直感的にわかりやすい手法

【映像展開のイメージ】

展示体験の導入として駿河湾の成り立ちや現在の様子を紹介
駿河湾の特異な地形・海を直感的に伝える、インパクトある演出 ・駿河湾の成り立ちについて、駿河湾の地形から解説を

紐解くことで、その地形の特徴を感じていただく

・駿河湾を形成する複雑に作用しあう様々な要素、その
特異な海洋の様子が直感的に理解できる映像演出

展開
イメージ

ジオラマ

解説

豊かな自然環境 駿河湾の誕生

富士山や南アルプ
スからそそぐ多様
な自然環境の様子

わたしたちの住む
駿河湾は世界的に
も珍しく豊か

特異な地形 地形によるめぐみ 謎を解明する科学

地殻など海底下の
地球の動き駿河湾
形成の様子

高低差を表現する
ために映像により
カラーリング

各所で獲ることが
できる魚や鉱物等
の資源を紹介

数多くのデータが観
測されているイメー
ジを投影

駿河湾の謎を紐解
くために成り立ち
を見てみよう

世界でも稀な急傾
斜で深海へつなが
る特異な地形

豊かな自然環境が
わたしたちの生活
にも恩恵を与える

わたしたちのため
にも最先端科学に
よる解明が重要

わたしたちと駿河湾HUB
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【展示の概要】

・河川に生息する本物の生物を見るだけでなく、陸水における生態系の全体像を示す
・上流～下流までを見せる水族水槽とあわせて、各場所での岩石や植生も紹介
・いくつかの詳細テーマについても深く掘り下げる体験展示を設置

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

駿河湾の豊かさを支え生態系を生み出す水・生物のつながりと
その背景にある地質・植生などの様子を比較しながら体感

駿河湾ー陸水2-1

・陸水の上流から下流まで一連の流れの中で、それぞれ
水族生物や岩石・植生などを比較して見られる構成と
することでテーマの融合をめざす

・生態展示については、特に生物の基本情報を伝えるた
めの解説をインタラクティブに展開する

・水族等生態展示
ヤマメ、ウグイ、ヨシノボリ、マス、
ナマズ、ウナギ等
・海洋科学テーマ
生態系、魚道、河川の栄養、川のめぐみ、
わさび、淡水魚と水生昆虫 等
・地球科学テーマ
急流な河川、岩石、南アルプス、
河川浸食、植生等

河川のフィールドの様子を再現した水槽。
さらにその上部には映像が投影、フィールドで
実際に起こる現象が再現されることで、水槽の
フィールドとしてのリアリティを演出。

上流から下流までの水族生物水槽

水槽上部には
フィールドの様子を
表す映像を投影。

水槽にあわせて岩石や植生を紹介。
水槽の生物と比較しながら地質を
学び、総合的な学習をめざす。

バイオロギングＶＲ

魚の目線で水中の映像を
体感できるＶＲ映像。
魚ごとの特性や水中での
動き、その場に関する地
球科学的な解説などをリ
アリティを持って体感し
ていただく。



2018.08.08

展示展開イメージ

16

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・水族等生態展示
サバ、アジ、イワシ、カクレクマノミ 等
・海洋科学テーマ
豊かな駿河湾、清水港と漁場、魚の飼育繁殖、
漁業と物流、育てる漁業、磯の生物
・地球科学テーマ
伊豆半島の形成、清水の成因、三保の成因、
地質と地盤、活断層等

海洋の水塊構造について、モデルに触れながら
体感的に学ぶ展示。
それぞれの層における水温などは実際にふれて
感じられるようなしかけとし、ユニバーサルデ
ザインにも配慮した展示を盛り込んでいきます。

シンボル水槽「豊かな駿河湾」

豊かな駿河湾を表現する、展示室の象徴となる水槽。
上下左右が水槽に囲まれるようなしかけを行うことで、来場者にまるで海中に入ったような
感覚を与えます。水槽の中ではわたしたちの暮らしと海のかかわり(つながり)を表現します。

「浅い海」と人間活動との深い関わりを、大型水槽の展示や
「飼育・養殖・繁殖研究」の展示でわかりやすく紹介

駿河湾ー浅海2-2

・「浅い海」が人間活動との関わりにおいて重要である
ことを伝え三保や清水の身近な海への興味を喚起する

・水族は、生き物が棲む環境の様子も合わせて紹介し、
生息環境との関連を示す

・食生活に関連する水族展示や、養殖に関する展示も盛
り込み、身近な生活と海の関わりを伝える

【展示の概要】

・水族等の生態展示は、生き物が棲む環境の様子も合わせて展示する。
・「飼育・養殖・繁殖研究」の展示や、一般に食生活に馴染みのある水族を展示する。
・絶滅危惧種や希少種に関する展示、物理・化学データの展示も行う。

ハンズオン展示例：水塊タッチモデル

シーン再現水槽

駿河湾浅海にまつわる
さまざまなシーン
（魚の生息環境）を再
現する水槽を複数設置。
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【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・水族等生態展示
キンメダイ、深海サメ、タカアシガニ、
サクラエビ(映像)、ラブカ(映像) 等
・海洋科学テーマ
深海魚の色(光)、水温、塩分、
深海の深さ(距離)、深層水、深層海流 等
・地球科学テーマ
駿河トラフ、熱水鉱床、生命の起源、
海底資源、原始の海洋、鯨骨生物等

水槽を壁に並べるだけではなく、その中の一部
には、水槽かと思わせながら実はモニターで、
海底の様子など地球科学に関連する解説を提供
するというようなしかけを盛り込むことで、
水族展示だけでなく地球科学展示にも興味を
持ってもらえるような新たな取り組みを実施。

展示例：深海生物デジタル図鑑

タッチモニターをさわり、海の深さを変えながら
その深さの生物を閲覧することができるデジタル図鑑。

水族展示と地球科学展示の融合

展示例：熱水鉱床ﾓﾆﾀｰ

熱水鉱床のモデルと半透
明のモニターが重なり、
熱水鉱床周辺の環境や生
物について解説。

【展示の概要】

・水槽周辺に各テーマはランダムに配置され、深海・地球深部を総合的に見せる
・特に深海ゾーンでは見えづらい物が多いため、顕在化するための手法を盛り込む
・深海生物はメンテナンス性にも配慮し壁面水槽とする

深海の世界をイメージした演出空間の中で
未知の海洋の不思議や、未来への可能性を訴求

駿河湾ー深海2-3

・深海はまだまだ未知の場であるので、来場者も展示物
を探りながら体験できるような演出とする

・深海魚の生態展示は特にその飼育のむずかしさを伝え
ることも重要なコンテンツとして捉える

・生態系全体を理解していただくために地球科学テーマ
の展示を交えることでテーマの融合をめざす

まだ解明途中の研究については
デジタル展示とすることで、
今後の更新性に配慮する。
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【展示の概要】

・海洋調査のリアルタイムなデータや、深海掘削のサンプルなどで興味を喚起します。
・海に関する事象について、研究者や専門家とコミュニケーションできる機能も導入。
・断層や地震などの防災に関わるコンテンツも取り上げて展示します。

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・海洋や地球にかかわるさまざまなシステム・原理
・わたしたちの生活にかかわる災害とシステムの関係
・海洋に関する実験・観察プログラム
・研究者とのバーチャルトーク・Q&A
・深海探査のリアルタイムデータ・ケーブル観測網
（断層や地震の観測データ、河口断層帯の３次元構造など）

駿河湾を中心とした最先端の海洋調査の内容を
リアルタイムデータも含めて多彩な展示メディアで紹介

深海と地球のディスカバリーラボ2-4

・JAMSTECや東海大の最先端の海洋地球調査の内容や
データを多彩なメディアで表現する

・映像等のデジタル素材を積極的に活用することで、現
在の研究の様子をリアルタイムで紹介する

・地球上で起こる様々な現象を紐解く科学体験や、コ
ミュニケーターとの対話の場を設置

対話により興味を喚起する展示

本物のサイエンスコミュニケーター、デジタル研究者
との対話をきっかけに来場者の探究心をかきたてます。

JAMSTECをはじめとした連携先の研究機関の学術コンテ
ンツを紐解き、誰にでもわかりやすく展示化。
最新の研究成果をＰＲする場としても活用していただく
ことを想定し更新性には特に配慮します。

研究機関/大学の素材を活用した最先端の展示

デジタル素材を活用した
シミュレーターなどの体感展示

海洋・地球で起こる現象の原理
などを体感的に理解できる展示
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【展示の概要】

＊駿河湾や深海をモチーフに、難しい海洋のテーマを楽しい体験型展示で表現
＊海に興味を持ってもらうことを第一義に、気づきや発見を促す展示を導入
＊親子で一緒に楽しめる展示を導入し、学び合いによる理解促進を図る展示

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

＊海のひみつやふしぎ
＊身近な海「駿河湾」
＊海の生き物たち

＊海を調べる乗り物
＊深海のふしぎ
＊海の生き物に触ってみよう

【展示手法のポイント】

駿河湾や深海をモチーフにしたワクワクの体験型展示空間で
親子で楽しく遊びながら身近な海の不思議を探求！

駿河湾で遊ぶ2-5

・海の世界観を感じる演出や体験型の展示手法により、
幼児や低学年に海への興味をもつきっかけをつくる

・駿河湾や海洋調査などの内容を楽しい展示として構成
することで、遊びながら海の科学への気づきを促す。

海の中をイメージしたワクワクする展示空間演出

・照明・音響・映像の複合演出により海中の世界観を演出
・実際の水槽と海中の展示演出を融合し、神秘的な雰囲気を創出
・擬岩などの演出により海底の中を探求していくような体験を提供

駿河湾や海洋調査の内容を楽しい体験型展示で展開

・海洋調査船をイメージしたアトラクションによる深海調査の体験
・身近な海辺の生き物に触れる「タッチプール」の設置
・写真撮影スポットなどを随所に盛り込み、体験の持ち帰りを創出

動きのある展示コンテンツで好奇心や探求心を触発

・インタラクティブ・メディアアートによる海の生き物映像ウォール
・自分のデザインした魚が海中を泳ぐ参加型の体験も用意
・実際に海の中を撮影した映像なども随所に展開し興味を喚起
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【展示の概要】

・駿河湾のリアルタイムデータに包まれるような演出空間
・まだまだ解明されていない謎の多さ、その謎への研究者の重いを感じさせる
・本物の駿河湾を望むことで更なる探求への期待感を醸成する

【展示で扱う項目・コンテンツの例】

・駿河湾のリアルタイムデータ
波の高さ、海流の流速、海水の塩分、
海水の温度、漁に出ている漁船の数など
・研究者の取り組む課題
・研究者の想い

まだまだ未知に包まれた駿河湾のリアルな姿を体感し
研究者と共に更なる探求への一歩を踏み出す未来への道。

海とわたしたちの未来３

・この瞬間にも「海が変化し続けていること」を感じら
れるメッセージ性の高い、展示のまとめ

・リアルタイムデータや最新研究、これからの課題を共
有し、海の未来・ロマンを伝える

いまだ解明されていない海洋や地球に関する謎、謎に対
する研究者の想いやメッセージを来場者に問いかける。
さまざまな言葉が流れ、展示室を出る来場者の気持ちを
さらなるロマンへと導く。

解明されていない謎や研究者の想い

駿河湾のさまざまなリアルタオムデータを活用したメ
ディアアートウォール。
刻一刻と変化する駿河湾を全身で感じさせるとともに、
駿河湾の現在の様子を印象付けます。

駿河湾リアルタイムデータ メディアアート
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展示展開のポイント

デジタル技術の強みを活かすことで
更新性・迫力・学習効果の高い展示を展開

水槽を展示の一部と捉え付加価値をつけることで
従来の生態展示より踏み込んだ学びを提供

水槽内の生物が生息するフィールドや関連する情報をシー
ムレスに示すことで生態系全体への理解を促す

駿河湾全体を表現する
「HUB」を中心に、
駿河湾のフィールドで
コーナーが分かれ、
その区切りヲシームレ
スにしていくことで、
水族展示を活かし、
それぞれの場での特徴
的な情報を紹介する。

水槽としての機能だけでなく多様な機能を持たせることで、
来場者に驚きと新たな発見を与える

例）

水槽のアクリル面に映像
が映り、魚と解説がオーバ
ーラップするような演出

更新性の高い解説手法により最新の研究データを反映する

各展示の解説については、更新性の低いグラフィックよりも、更新性の
高いモニターやプロジェクター等を活用する。

連携研究機関のデータ活用により、駿河湾の「今」を伝える

例）

リアルタイム
データを開示。
連携研究機関の
最新調査結果や
データを解説。

見えないものの「顕在化」、探究心をかきたてる「体験性」

現在の駿河湾の
様子を投影する
ことで、常に変
わり続けている
海をメッセージ。

例）

標本にタッチする
と魚が反応する

関連する情報が
映像で投影され
情報を閲覧可能

例）

タッチモニターで見る
デジタル深海魚図鑑

スマートフォンを活用し
た解説を持ち帰るしくみ

映像面
水槽面

魚
の
エ
サ
は
？

照明をうまく活用
して魚を見せる演出


