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展示構成概念・各エリア、テーマの構造及び全体ゾーニング 02

■展示構成概念図

○各テーマごとに子どもたちや県民の
関心が高い生活目線の体験展示。

○各テーマのガイダンスとして機能し
最も伝えたい内容を体験化。

○各テーマに関する正しい知識や生
活に関する情報を映像やグラフィッ
クなどで紹介。

導入展示

探求展示

ポイント １ 展示室エントランスから一直線に伸びる「ふくしまの3.11から」の

視線の先に、ふくしまの未来を描く「環境創造シアター」を配置。

ポイント ２ 数値やビジュアルで示す「ふくしまのいま」を導入に「放射線ラ

ボ」と「環境創造ラボ」の各テーマへと誘引する構成を採用し、ま
た、団体来場にも対応。

放射線の
種類

放射線とは

放射線と
放射能

放射線の
性質

放射線の
特徴

放射線の
利用 自然界にある

放射線

放射線
見える化ウォール

■展示ゾーニング図

環境創造ラボ

３．体験する

２．体験する

４．未来を描く

環境創造シアター

１−２
ふくしまの環境のいま
（放射線関連）

１−１ ふくしまの３．１１から

２−１ 知る

２−２ 測る

２−３ 身を守る

２−４ 除く

バック
ヤード

１−２
ふくしまの環境のいま
（環境創造関連）

３−１ ふくしまの環境創造に向けて

Q&Aコーナー
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3.11から環境回復への歩みロード

放射線とは

霧箱

水道水を測る

身の回りの放射線
放射線の数値

放射線の種類
放射線の性質

放射性物質
の減衰

放射線測定機器

食品を測る

内部ひばくの予防

身の回りの放射性物質の様子

放射線・放射能
の単位
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ふくしまの環境創造への取組

再生可能エネルギーの必要性

放射線・放射能の歴史
放射線の利用

原子力に関する事故
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環境回復・創造
クロック

ふくしまの歩み トピック＆年表

除染の進捗

放射線ラボ

外部ひばくの低減三原則

内部ひばくの予防

知る

測る 守る

除く

環境創造
に向けて

自然との共生
循環型社会

ふくしまのいま

これまで
～3.11から～

ふくしまのいま

ふくしまの
未来を描く

環境創造
シアター

原子力に依存
しない福島

フロム3.11スクエア
知る

放射線ラボ
体験する

環境創造ラボ
体験する

環境創造シアター
未来を描く

■各テーマの展示の構造

生活などの身近な目線から体験する「導入展示」と
各テーマに関する情報を楽しく学ぶ「探求展示」で構成。

例）知る

１．知る

フロム3.11スクエア
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フロム3.11 ふくしまの歩みシアター

○3.11からの歩みを「事故」、「原子力災害」、「回復・復興へ」の観点からトピックとなる事項をステージ型アクリルケース内で紹介。
（案）
事故・・・・・第一原発1号機建屋水素爆発の模型
原子力災害・・・・・避難所の様子を語る写真や県民の日記
回復・復興へ・・・・・農水産品など、ようやく出荷できたものとそれを語る写真・新聞記事など

○トピックは詳細な情報を記す「年表」に関係する内容とする。
○「事故」、「原子力災害」、「回復復興へ」に関する県民の言葉を天井吊りの造形物に掲示。
○年表壁はシステムウォールを導入し容易に追加・更新できる仕様。

フロム3.11スクエア ①ふくしまの3.11から 03
各エリアの展示の考え方および展示手法

■展示の概要■ねらい

ふくしまの「3.11」から1-1

1 “知る” フロム3.11スクエア

3.11からの原子力発電所の事故の経過を伝える。
そして、「福島は原子力に依存しない」という福島県の強い意思を
メッセージするとともに、事故から回復への歩みの記録を後世に
伝える。

■各展示の訴求内容と平面計画

○福島の3.11からの歩みを「事故」、「原子力災害」、「回復・
復興へ」の観点から振り返る壁面大型映像。

○最後に、福島県が「原子力に依存しない」ことを表明し、次
コーナー「ふくしまの環境のいま」に誘う。

○左壁面にはふくしまの歩みを伝える新聞記事を拡大し展示。

ふくしまの歩み トピックス＆年表

■展示のポイント

１．「3.11」からの経過を詳細に伝える大型映像による演出。
２．ふくしまの未来へつながる「ロード（道）」性はそのままに、団体

来訪の大人数でも観覧できる空間構成。
３．「シアター」で伝える概要と、「年表」で伝える詳細を、空間の

中で明確化。

Keyplan

フロム3.11 ふくしまの歩みシアター

3.11からの事故の経過や環境回復・創
造への取組を伝える。福島県がどんな
状況に陥ったのか、そして「原子力に依
存しない福島」の実現の必要性を伝える。

3.11から環境回復への歩みロード

事故に関する3.11からの福島県の「情
景」、「県民の声」を伝える。

ふくしまの歩み トピックス＆年表

3.11から現在までの主なできごとを時系
列に伝える。

3.11から環境回復への歩みロード

○団体人数の受け入れの観点から前回のゲート方
式を見直し。

○床の張り分けと天井演出により視覚的な奥行き感
を演出して未来につながるイメージを創出。
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導入展示

探究展示

※ベンチを設置して団体来訪客が座って
映像を鑑賞できる場に変更しています。

内容を一部刷新



【演出の考え方】

フロム3.11スクエア ②ふくしまの環境のいま 04

■ねらい

1-2

1 “知る” フロム3.11スクエア

福島県の環境の「いま」を数値とビジュアルで伝え、数値の意
味や環境とのつながりを訴求し、各展示エリアへと誘う。

■展示のポイント

Keyplan

ふくしまの環境のいま

（1）ビジュアル 内容をイメージさせるビジュアルを使う

■展示の概要

例 大きなビジュアル

（２）しかけ 来館者が展示物に触れて、探す、見つける体験

例 関連するイメージとセット 例 インタラクティブな映像

例 引き出す 例 覗く

※具体的な空間デザインについては今後の設計の中で検討していきます

１．放射線、環境創造などに関する数値、映像などをさまざまな
演出で紹介。

２．ふくしまの環境や未来に向けた子どもたちの想いが綴られた
メッセージを展示し、子どもたちがふくしまの礎となることを感じ
てもらう場。

３．休憩もできる展示室全体のホワイエ※空間としても位置付ける。

■各展示の訴求内容と平面計画

環境回復・環境創造クロック

「ふくしまの環境のいま」を表現する数値のひと
つ。3.11からの時間の経過が、ふくしまの環境
回復・環境創造の時間と同じであることを感じ
てもらう。

子どもたちのメッセージ

来館する県内の小学校児童などが綴るふくし
まの環境のいまと未来へのメッセージ。次世
代のふくしまを担う県内の子どもたちが未来の
ふくしまへの想いを綴る。

環境回復・環境創造クロック

○2011年3月11日14:46（仮）からのリアルタイムな経過時間を表示。
○表示されている時間が“ふくしまの環境回復・創造へ向けての歩みを始

めてからの時間”であることを伝える。

子どもたちのメッセージ

○環境創造センターに学校単位で来館（社会見学など）した県内の小学校児童にメッセージを残してもらう。
○ふくしまの新たな未来を創る「環境回復・創造の拠点」である本施設の象徴としてふさわしい展示となる。

ふくしまの環境のいま

○放射線や環境創造に関する数値・ビジュアルなどのグラフィック情報で紹介するほか、第一原発の現在の状況などはリア
ルタイムな映像で紹介。

○過去、県外、世界などと数値の比較を行いながらふくしまの環境の今を知ってもらう。
○ふくしまの今を“教える・伝える”のではなく来館者がふとしたきっかけで“出会う”広場。
○休憩もできる展示室全体のホワイエ空間としても位置付け。「展示」であり「ベンチ」や「テーブル」にもなる什器を採用
○ここで発見した数値や情報をきっかけに「放射線ラボ」、「環境創造ラボ」へと誘う。

例 めくる 例 近づく

導入展示

探究展示

内容を一部刷新

※ フランス語でたまり場、団らんの場の意味。劇場などの入口から観客室
に至る広い通路空間で、客の待ち合わせ場、幕間の休憩や歓談、社
交の場として使われる。

ふくしまの環境のいま（環境創造関連）

ふくしまの環境のいま（放射線関連）

○メッセージは電子データとして保存し、モニターでの検索閲覧を可能にする。
また、フロアと環境創造シアターをつなぐ壁面に収納棚などを設け、メッ
セージを展示

○毎年度（もしくは月度）、優れたメッセージを発表する。また、このメッセージ
の仕組みを進化させて、環境創造センターのメッセージのコンクールと位
置付けることも可能。

【運用の方針】 【短期的な効果】
○メッセージを作成してもらうことで、環境創造センター

での学びを振り返り、ふくしまのいまと未来について考
えてもらうきっかけとなる。

【中長期的な効果】
○自分が来館時に何を感じたのか、大人になって見返

した際に、同じことを思えるか、大人になって振り返る
ことができる。

※前回検討会での「書いてもらったメッセージを直接見てもらう工夫を」と
の意見をもとに検討しました。

福島県の「いま」を数値や情景、音声等で伝
えつつ、各展示エリアへと誘う。

福島県の「いま」を数値や情景、音声等で伝
えつつ、各展示エリアへと誘う。

各エリアの展示の考え方および展示手法



■基本的な考え方

放射線ラボ・環境創造ラボ 「探究展示」の展示手法の考え方 05

１．放射線という難しい内容を「身近なものに例える」、「空間の中に表示する」など理解しやすい手法を導入。
２．「操作する・扱う」、「挑戦する」といったゲーム性を盛り込むことで、展示を通した体験を「記憶」につなげる。
３．映像、模型などの手法を用いることで小中学生や国内外からの来館者など様々な層に向けて分りやすい展示とする。

■展開の方向性

【パネルの考え方】
○パネルには必ず例えや物に置き換えたイラスト、画像等を挿入することを原則とする。
○文章量も来館者に読んでいただける量（200～300文字程度）の解説文章とするこ

とを検討。
○パネルは内容の差し替えなど更新性を重視。

例：ごみの行きつく場所シミュレーション
○まずは分別から。タッチパネルに触れて画面に出

てくるごみを正しいごみ箱に入れる。
○間違ったごみ箱に入れると、ごみ箱からはじき出さ

れてしまう。
○分別種類によってその後の処理がどのように異な

るかをゲーム形式で体験。

挑戦する

タイトル
および解説

手動操作レバー

半減期の説明
操作する

扱う
例：放射性物質の減衰
○レバーを動かすと放射能が変化する。
○放射能が半分になる際に「半減期」を表示。
○半減期の長いもの、短いものを合わせて紹介する。

身近なものに
例える

例：放射性物質・放射能、放射線の違い

～身近なものに置き換える～
例：Svと毎時Svの違い

～距離と時速に置き換える～

参考出典：放射線のひみつ
（イラスト：寄藤文平氏）

空間の中に
表示する

例：身の回りの放射線
○空間の中に表示する

ことで、数値の大小を
比較できるようにする。

20,000mSv（20Sv）

10,000mSv （10Sv）

5,000mSv （5Sv）

2,500mSv (2.5Sv)

グラフィック
パネル
（概要）

解説装置

実物
（測定機器など）

モニター

グラフィック
パネル
（詳細）

【展示台（什器）のイメージ】

○展示台の上は分りやすい解説
のほか、解説装置などで補足
する基本情報を展示。

○引き出しの中には科学・物理
等の専門的な情報を提示し、
さまざまな来館者層に対応。

○車椅子利用などユニバーサ
ルデザインにも配慮した展示
台を検討。

概
要

詳
細

※より発展的な情報を展示の中
でどのように提供するかを追記
しました。

※表現方法は今後検討していきます

内容を一部刷新

各エリアの展示の考え方および展示手法



■展示のポイント

放射線ラボの全体構成 ～放射線をどのように分りやすく伝えるか～

STEP-１
アテンダントの解説をとおして
放射線とは何かを“知る”

STEP-２
「放射線見える化ウォール」での
体感モードと霧箱観察で実感する

○「放射線とは何か」を性質や特徴の観点から知る。
○「放射線見える化ウォール」のガイダンスモードを使

いアテンダントのレクチャー形式によるわかりやすい
解説を行う。

○分りにくい数値や単位を空間の中で「見える化」する。

○「放射線とは」を学んだうえで透過・遮蔽性や自然
界にあることを「見える化ウォール」の
ゲーム性により体を動かしながら体感。

○霧箱で放射線を実際に観察することで自然界にあ
ることを確認する。

STEP-３
「測る」「身を守る」「除く」につながる
基本情報を知り各テーマに向かう

○各エリアに関係する情報をパネルや解説模型に
より伝える。

○アテンダントによる解説も検討し各テーマに誘う。
○身近なものに置き換えたイラスト表現を採用して

小学生にも分りやすく伝える。

STEP-４
各コーナーはゲーム性を持つ展示とし
Q&Aの新設で探究性を向上

○各コーナーは訴求内容にあわせてゲーム性を
持った展示。

○新たに「Q&Aコーナー」を設置して「振り返り」
や「探究」にもつなげる。

測る

除く

知る
（放射線とは？

基礎知識）

身を守る

単位
性質

減衰

6

2 “体験する” 放射線ラボ

１．小学生にも分りやすく！放射線はアテンダントの「解説」により来館者に分りやすく伝える。
２．難しい内容は、物理・化学の知識や原理ではなく、「例える」、「空間に置き換える」などの手法で伝える。
３．新たに「Q&Aコーナー（兼ライブラリー）」を新設。

Q&A
コーナー

【新規】

参考出典：「放射線のひみつ」より（イラスト：寄藤文平氏）

測る

除く

知る
放射線見えるウォール

霧箱

知る
（放射線とは？

基礎知識）

入口

身を守る

■構成と体験ストーリー

各エリアの展示の考え方および展示手法



放射性物質の減衰

放射線ラボ 「知る」 7

知る2-1

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

放射線とは何かを説明形式で分りやすく学ぶ。
また、「目に見えないものを見える化する」、「分りにくい数値を
空間に置き換える」などで体感的に学べる場とする。

■展示のポイント

１．放射線という難しい内容をアテンダントの「解説」により説明。
２．難しい内容は、「例える」、「空間に置き換える」などで伝える。
３．自らの手で動かすことのできる「ハンズオン展示」で模式的・立体的

に放射線とは何かを学ぶことができる。

○レバーを動かすと線量も下がるハンズオン展示。
○放射線量が半分になる際に「半減期」を表示。
○半減期の長いもの、短いものを合わせて紹介する。 ○遮蔽の様子を「マジックミラー」方式で解説。

○ハーフミラーを使うことで実物の紙、薄い金属板、鉛や
鉄の厚い板、コンクリートなどをα・β・γ線が透過、遮
蔽しているように見える。

２−２ 測る

２−４ 除く

➀

⑥

⑦

③

➁,④

⑤

⑦

２−１ 知る

２−３ 身を守る

⑧,⑨, ⑩

■各展示の訴求内容と平面計画
➀放射線とは
全ての物質は原子から成り立っており、原
子は原子核と電子、原子核は陽子と中性
子から成り立っていることや原子核が壊れる
ときに放射線が放出されることを説明する。

➁放射線の種類

放射線の種類による性質の違いを説明する。
・放射線にはいろいろな種類があり物質を透
過する能力は種類によって異なること。

・放射線は粒子と電磁波があり、粒子のもの
は電荷を持つものと持たないものがあること。

③放射線・放射能・放射性物質

放射性物質や放射能・放射線を、電球や電
球から発せられる光などに例えて説明する。

④放射線の性質
放射線は、透過作用、電離作用、蛍光作
用等の性質があることを説明する。

⑤放射性物質の減衰
放射性物質は時間とともに減衰し、その速
度は放射性物質の種類によって異なり、あ
る時間が経つと放射性物質の量は半分に
なることやこの時間のことを半減期ということ、
また、物理的半減期・生物学的半減期・実
効半減期について説明する。

⑥霧箱

放射線は宇宙や自然界から放出されてい
ることを伝えるとともに、放射線が存在する
のは福島だけではなく、他地域にも存在して
いることも伝える。

⑦身の回りの放射線

地球上にはあらゆるところに
放射線があり、地球上の生
物は、誕生時から放射線を
受けていたこと、また、生活
環境には自然から受ける放
射線と人工的に作られた放
射線があることを説明する。

⑧放射線・放射能の歴史
レントゲン博士、ベクレル
博士、キューリー夫人・ラ
ザフォード博士、ヴィラー
ル博士など、各研究者と
それぞれの偉業・活動や
発明したものを紹介する。

⑨放射線の利用
医療（滅菌・診断・治療）、
工業（材料加工・厚さ計・
非破壊検査）、自然・人
文科学（年代測定）など、
最先端科学技術で利用
されていることを紹介す
る。

⑩原子力に関する事故
チェルノブイリ、スリーマイ
ル島、東海村などでの事
故と比較し、福島第１原
子力発電所の事故の程
度を伝える。

Keyplan

■展示の概要

身の回りの放射線

○数値の大きさを空間（円の面積）に置き換えて、
その大きさを「比較」した造形演出。

○「身の回りの放射線」に関する情報も円形の中で
紹介することで、数値を一体的に表現。

○目に見えない小さな数値はモニターの中で紹介。

霧箱

放射線の性質（遮蔽）

タイトル
および解説

手動操作レバー

半減期の説明

導入展示

探究展示
マジックミラー

実物展示
（紙、プラスチック,鉄）

虚像を映し出すモニター

視点

マ ジ ッ ク ミ ラ ― に
映った映像越しに
奥の実物を見る

身の回りにある放射線～放射線見える化ウォール～

※アテンダントによるガイダンスの受け入れ人数や霧箱と
合わせた説明のためプランを微調整しています。

○放射線は宇宙や自然界から放出されており、身の回りに常にあることを伝える。
○放射線に関する概要をアテンダントの解説により伝える「ガイダンスモード」と、放射線が

身の回りにあることや、放射線の特徴（透過性など）を体験を通して学ぶ「体験モード」
を用意。

（左）コンクリートを作ってγ線・X線を防御
（右）水を作って中性子線を防御

［掲示例］
○自然放射線や医療などで用いられる人工放射

線に関する数値（世界各地における自然放射線、
エックス線検査での被ばく線量 など）

○放射線が人に対して与えるリスク評価に関する
情報

各エリアの展示の考え方および展示手法



放射線ラボ 「測る」 8

測る2-2

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．県内外の放射線に関する数値をエリアごとに検索することができる
「放射線測定マップ」を導入展示に置き、数値の現状や変化などを
伝え安心につなげる

２．「食」、「水」、「空間」を測ることをそれぞれ別々に展示し、テーマを
明確化

３．「食」、「水」などは生産者や関係者の声を展示化

Keyplan

「測る」ことが放射線から身を守る第一歩であることを伝える。
空間のモニタリング、食品などの検査といった「測る」を生活目線から
紹介する。

○米の全袋検査や水道水の検査の工程をイラストや写真で解説。
○農産品別に生産者としての厳格な取組や農畜産品への想いを

映像やノート形式のパネルで紹介。あわせて基準値以下は「安
心」であることを伝える。

○より詳しい解説はカウンターに組み込まれた引き出しの中で展開。

２−２ 測る

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

２−１ 知る

２−３
身を守る

取水から家庭までの水道水の流れとモニタリ
ングの様子を説明する。

水道水を測る

モニタリングポストによる定点監視、陸上や
海洋での環境モニタリング、モニタリングカー
による広域モニタリングなど、福島県などの
取組みや検査方法を紹介する。

モニタリング

測定機器（カウンター、サーベイメーター、個
人線量計、ガラスバッジ、ホールボディカウ
ンター、カウンター車）の正しい操作方法、内
部構造（測定原理）を知り、測定機器は放射
線の性質を利用していることを説明する。

放射線測定機器

各単位の意味を説明する。
物理量としての単位と、人体への影響の度
合いを勘案した単位があることを説明する。

放射線・放射能の単位

生産・出荷・加工などの各段階で検査
されていることを説明する。
また、生産者の声を伝え、厳しい検査
をクリアしたものが消費者の手元に届
いていることを説明する。

食品を測る

Keyplan

■展示の概要

○「空間（モニタリングポスト）」、「水」、
「食品」、「体内」など用途別の測定機
器を実機で展示。実際に手に取って
操作することが可能。

○測定の仕組みや原理をイラストや写
真などで紹介する。

○実物の展示が難しいホールボディー
カウンター車などは模型などで仕組み
などを解説することも検討。

食品を測る／水道水を測る

導入展示

探究展示

放射線測定機器

放射線を測る～放射線測定マップ～

○県内各地の現在の空間線量を検索して壁面に投影。
○放射線に関する各種モニタリング結果を検索できる端末として整備。

※データの種類など詳細については、今後、検討していきます。

各エリアの展示の考え方および展示手法



放射線ラボ 「身を守る」 9

身を守る2-3

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．「外部被ばく」と「内部被ばく」を一体的に展示することで、その違いを
理解してもらうことにも配慮。

２．内部被ばくに関しては「食」との関連で「2-2測る」の“食品を測る”に
近接して配置。食品検査などの県内における取組と内部被ばくの予
防が密接につながることをアテンダントの解説を加えることで来館者
に気付きを促す構成を導入。

Keyplan

身の回りで線量の高い場所と低い場所があることを知り、また、線量
が事故後どのように変化したのかを知る。
外部被ばく、内部被ばくを低減する方法を、放射線の性質をふまえて
紹介。

２−２
測る

■各展示の訴求内容と平面計画

２−１ 知る

２−４除く

原子力発電所の事故等により放射性
物質が拡散した際の被ばく防護の方法
等について伝える。

非常時の対応

放射線の種類

放射線の性質

「2-3身を守る」に関連する
「2-1 知る」の探究展示

※見える化ウォールのタブ
レット端末の貸し出しも兼用

内部被ばくの予防

内部被ばくは食物の摂取などにより取り込まれ
た放射性物質が体内で放射線を出すことによ
り起こることを説明する。
不必要な内部被ばくを防ぐには、原子力事故
由来の放射性セシウムの摂取量を少なくする
ことが大切であることを伝える。

外部被ばくの低減三原則

外部からの放射線から身を守るためには、放
射性物質から「距離をとる」、放射線を「遮る」、
放射線を受ける時間を「短くする」方法がある
ことを説明する。

■展示の概要

導入展示

探究展示

身の回りの放射性物質の様子（変化）

○同じ地域でも放射線量の高い場所と低い場所ができる。また、放射線量が事故後どのように変化した
のかを伝える。

○タブレット端末を通して壁面を見るとARにより普段は見えない放射性物質が見える。
○放射性物質が雨や風で移動する様子や経時的に放射性物質が減少していく様子を可視化する。

へー、
2011年は高かった
けど今はずいぶん
下がっているなあ

外部被ばくの低減三原則

○放射性物質から「距離をとる」、放射線を「遮る」、放
射線を受ける時間を「短くする」ことを解説装置を活用
して体系的に説明。

(参考)広島市平和記念資料館での展示
距離を取ることで放射線量が下がることを体験できる展示

○タブレットの中で経時による放射性物質が低下している
ことを訴求。

○低下の理由（減衰、ウェザリング・除染など）を合わせて
伝える。

内容を一部刷新

※前回検討会での「放射性物質から距離をとること
や遮蔽の実演で、放射線の減弱が視覚的に分か
るものを」との意見をもとに検討しました。

※ＡＲ…「拡張現実」。展示ではタブ
レット端末をとおして、見えないもの
や情報を可視化する。

各エリアの展示の考え方および展示手法



各市町村除染・国直轄除染の
進捗状況の情報を伝える。

除染の進捗

除染への取組

放射線ラボ 「除く」 10

除く2-4

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．基本設計時の導入展示である「職業体験」は廃止。
２．場所、除染の手順の観点から除くための方法を紹介。
３．必要となる道具や服装も併せて紹介。

Keyplan

一刻も早く元の環境に戻すために、一秒でも早く放射性物質
を無くすために、さまざまな場所、方法でふくしまの環境回復
に努めていることを伝える。

２−３
身を守る

■各展示の訴求内容と平面計画

２−１
知る

２−４除く

放射性物質の減衰

「2-4除く」に関連する
「2-1知る」の探究展示

除染への取組（住宅除染の流れ）

住宅除染の流れを作業手順に沿って紹介。細
部にわたり、細かく作業していることを実物の道
具と合わせて伝える

除染とは

ウェザリング効果や放射性物質の減衰を待つだ
けではなく、放射性物質を取り除き、遠ざけること
が重要であることを伝える。 Q&Aコーナー

仮置場

除去土壌・除染廃棄物を仮置場に保管すること
や除去土壌・除染廃棄物の隔離・飛散流出防
止のための対策の必要性を説明する。
仮置場の設置例を紹介する。

除染への取組

○場所ごとで異なる「除く」ための方法をモニターで紹介。
○住宅や公園・道路などの生活空間の「除染」以外にも、「農地」、「森

林」など様々な取り組みや実験があることを場所ごとに映像で紹介。

除染とは

○除染により、放射性物質を取り除き、遠ざける
ことが重要であることを伝える。

○放射性物質の減少に関して、「ウェザリング」、
「減衰」、「除染」を説明する３つのパネルで解
説。

○３つの透明パネルは重なった状況になってお
り、「ウェザリング」「減衰」のシートを捲ることで
放射性物質が次第に減ることを伝える。

除染への取組（住宅除染の流れ）／仮置場

○住宅除染の流れを紹介。
○除去土壌・除染廃棄物の処理方法や処理状況を伝える。
○仮置場の構造を解説する。
○項目（案）としては以下のとおり。各項目に合わせて実物や模型を活

用しながら解説を行う。
➀測ってマップ作成（線量を測る） ・・・・・計測器とマップ
➁除染作業 ・・・・・除染道具
③ガンマカメラによる確認 ・・・・・ガンマカメラ
④除去土壌等を仮置場へ ・・・・・仮置場模型

除染の進捗

○自治体・対象（住宅・農地）で除染の進
捗状況を検索・確認できるモニター。

○進捗に合わせて随時更新が可能。

通学路・一般住宅などの除染
作業の具体的な内容や除去土
壌・除染廃棄物の処理方法、
処理状況について伝える。

導入展示

探究展示

【例】

2013年に出荷が再開された「あ
んぽ柿」。その再開に向けて農家
や研究機関による木の幹の除染
や研究を紹介。

■展示の概要

各エリアの展示の考え方および展示手法



放射線ラボ 「Q&Aコーナー」 11

Q&Aコーナー2-5

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■ポイント

１．放射線ラボでの学びの“振り返り”の場として位置づけ。
２．書籍を閲覧できるライブラリー機能とあわせて設置することで、

より深く学べる環境を整備。
３．本館・研究棟の研究者によるミニ講座も開催可能。

展示室内で実施することで展示を活用した講座プログラムも
展開可能。

Keyplan

展示を通して学んだ知識でクイズに挑戦。
放射線・放射性物質への不安、素朴な疑問に答えるコーナー。
本館・研究棟に常駐の研究者による対話型のミニ講座なども開催。

１．ランダムに出題し理解度を確認するQ&A
○初級（小学生レベル）、中級、上級の３つのレベルでクイズを出題。
○正解、不正解にあわせて補足解説や写真を紹介。
○合計点で理解度を測る。

２．不安・疑問に答えるＦＡＱ
○日常（食・生活・今後など）の視点から様々な不安・疑問を検索できる。
※館内に設置した質問箱などから放射線や放射性物質への疑問を収集し、それに答えていく形

式で、情報・知識を提供。

○本館・研究棟に在籍する研究者や外部の専門講師などを招聘して来館
者向けのミニ講座などを開催。

○交流棟内のホールでの放射線関連の学会開催時などに、学会参加者が
一般向けの講座を開催することも検討。

■各展示の訴求内容と平面計画

２−４除く

書籍閲覧スペース

放射線に関する書籍を閲覧できるコー
ナー。

ミニ講座スペース

本館研究棟に常駐する研究者によるミ
ニ講座などを展開。

Q&Aコーナー

放射線に関する様々な疑問に答える
Q&Aコーナー。放射線ラボでの展示学
習の振り返りの場として位置づけ。

バックヤード

書籍のほか講座で使用する機器や
アテンダントが展示室で使用する
機材などを収納。

ミニ講座スペース

放射線Q&A／ＦＡＱ

○タッチパネル操作により放射線に関する様々な「疑問」や「クイズ」に答えていく

■展示の概要

内容を一部刷新

各エリアの展示の考え方および展示手法



○私たち日々の暮らしの中で出すごみがどのようなルートで処
理されるかをゲーム形式で追うシミュレーション展示。

○分別から焼却・最終処分までの流れを示すとともに、分別
ではその正しい分け方をゲーム形式で挑戦する。

○ごみの最終処分場は断面模型などでその構造を視覚的に
訴求。

循環型社会

福島県が取り組んでいる環境創造に向
けた様々な先進的な取り組みを紹介。

１．県内で行われている先進的な事例を探す新コンテンツを導入。
国内外に向けて福島県内の取組を訴求。

２．廃棄物に関する展示は、「生活」の視点を強化。
自分の生活の中でのごみが「資源」になることや、ごみの量を減らす
「リデュース」の観点を重視。ゲーム性を高めて、日々の生活に役立
つ体験展示を構築。

環境創造に向けて3-1

3 “体験する” 環境創造ラボ

「原子力に依存しないふくしま」に向けて、すでに始まっている取
組や最新の情報を紹介。
環境創造に向けて「自分ができること」、「みんなでできること」へ
の意識を醸成する。

12

■ねらい

■展示のポイント

Keyplan

○再生可能エネルギーの必要性と、太陽光、太陽熱、風
力、小水力、バイオマスなど県内で進められている様々
な再生可能エネルギーの仕組み、発電までの様子を、
模型、映像を融合して展示化。

○それぞれのエネルギーの課題も併せて紹介。解決に向
けて理解の向上を促す。

○私たちの行為（生活活動）が自然界に与える影響と、自
然界が私たちに与える影響の両面から、自然との共生を
訴求。

○野生生物をその生息環境の観点から映像などで紹介し
「自分とのかかわり・つながり」への意識を醸成する。

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

バックヤード

自然との共生

人の行動と自然界の関
係を紹介し、自然との
共生の大切さを伝える。

ごみ・廃棄物の分別の
ほか、３Ｒ、排出したご
みの行方、最終処分
場のしくみ、不法投棄
の現実などを伝える。

再生可能エネルギー導入への取組

「原子力に依存しない福島」や
低炭素社会の実現のため、再
生可能エネルギーが必要であ
ることを説明する。
原理と仕組みを解説し、加え
て課題を説明する。

再生可能エネルギーの必要性

環境創造ラボ

福島環境創造タウン

再生可能エネルギーの必要性

循環型社会 自然との共生

ごみ分別エリア ゲームイメージ

○福島県の再生可能エネルギーに関する各地の取組を福
島県の形をしたテーブルに映像投影。

○テーブルの地図情報にタッチするとそれぞれの箇所で取
り組んでいる情報を表示。

○再生可能エネルギーに関する可能性を示す資源量や賦
存量なども表示。

再生可能エネルギー導入への取組

導入展示

探究展示

自然界
（動植物など）

わたしたちの
生活・活動

【映像コンテンツ案】
○人間生活と動物たち
○里山と動植物

○外来種と固有種
○身近なビオトープ

※前回検討会でのご意見をもとに「ごみ」に特化せず自然との
共生や関係を伝えるものとします。

○低炭素社会・循環型社会、自然との共生、原子力に依存しな
いふくしまが実現した街を見せる。

○人々が行き交う仮想の街をモニターに表示。
○街の住人は環境創造への様々な生活の工夫をしており、その

住人にタッチすると、詳しい解説がポップアップ表示。
○体験者の顔写真を取り込むことにより、「ふくしま環境創造タウ

ン」の中にキャラクターとして入り込み、様々な行動を実施する。

隣接するカメラで
顔写真を撮影

顔データは
キャラクターに
マッピングされ、
行動する

■展示の概要

内容を一部刷新

各エリアの展示の考え方および展示手法
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環境創造シアター 周辺 13

未来へのメッセージ （中２階）4-1

４ “未来を描く” 環境創造シアター

■ねらい

展示をとおして培った放射線と環境創造への知識を意識へと変え、
来館者が自分の言葉で新たなふくしまを創っていく決意を未来への
メッセージとして残し発信する。

■ポイント

環境創造に関する来館者のメッセージを入力し、壁面に投影。

■各展示の訴求内容と平面計画

未来へのメッセージ

各展示での学習や体験を振り返り、福
島県の未来像に向けての想いなどにつ
いてのメッセージを入力させ、それを表
示する。
入力されたメッセージは保存され、県民
と想いを共有する。

○中２階に設置されている入力端末から、ふくしまの環境の未来に向
けた来館者のメッセージを入力。多言語にも対応。

○入力されたメッセージは展示室吹き抜けの壁面に投影。

未来へのメッセージ

入力
端末

（中２階）

■展示の概要

各エリアの展示の考え方および展示手法



附属施設 14

大玉村 附属施設5-1

５ 附属施設

■ねらい

■概要

わたしたちと「野生生物」との関係を「放射線」と「わたしたちの生活」の
観点から伝え、野生生物そしてその生息環境が身近につながっている
ことを伝える。

【映像】
①野生生物と放射線

野生生物のモニタリングに
関する取組と、放射性物
質による野生生物への影
響を食物連鎖などと合わ
せて紹介。

②人間生活と野生生物

人間の生活・活動により、野生生物たち
を傷つけている。一方で、野生生物が
人間の生活圏へ出没することにより、人
間との軋轢も生まれている。地域固有
の生態系を脅かす原因を紐解くとともに、
自然との共生の大切さ、そのために心
がけるべきことを考えるきっかけを提供。

■延床面積：299.77㎡
■展示面積：約78㎡（大半が通路展示） 猪苗代町 附属施設5-2

■ねらい

■概要

猪苗代湖と裏磐梯湖沼群の水中の放射性物質に関する情報発信に
加え２つのエリアの環境保全に関する啓発を行う。
猪苗代湖周辺で環境活動に取り組む団体の拠点としても活用。

■延床面積：182.18㎡
■展示面積：約56㎡

ふくしまの野生生物のいま 身の回りにいる野生生物

周辺に多様な動物が生息して
いることを伝える。

【標本展示】

保護動物 観察窓

保護された野生生物を観察する
のぞき窓。

野生生物Q&A

野生生物と私たちの関係に関するクイズを展開。
反対の壁面のパネルにクイズの答えとなる解説
を展示。

猪苗代湖のいま

猪苗代湖の面積や最大水深等のデータを示す。
猪苗代湖への流入河川の状況を説明する。
猪苗代湖と周辺の住民との関わりについて伝える。

【床面大型 衛星写真 （縮尺1/4000程度）】

書棚

猪苗代湖および裏磐梯湖沼群周
辺の自然に関する書籍を用意。
裏側は閲覧コーナーとなっている。

書棚に合わせて標本展示やパネルを差し込むことで内容の
更新性を確保。
水中の放射線量や湖沼の四季の風景、動植物のほか、地
元で活動する団体の成果発表の場としても活用可能。

展示棚

※縮尺4000分の1は戸建住宅を認識できる程度の衛星写真。

各エリアの展示の考え方および展示手法
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