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Abstract

School and university teachers have been developing educational materials using 
GIS for geomorphology classes. However, these materials often have limitations such as 
the lack of systematic contents. Therefore we have been developing new online materials 
for geomorphology education using GIS. The learning topics were selected for high 
school students and university freshmen and sophomores belonging to geography or 
teacher training courses. The materials explain geomorphology systematically using text 
corresponding to high school geography textbooks and WebGIS built with open source 
technologies: Leaflet and CesiumJS. Students are expected to understand how to read 
topographic maps and identify typical terrain types, by operating simple 2D or 3D digital 
maps.

We conducted an online geography course for university students using the 
materials and a subsequent questionnaire survey including a test of map interpretation 
to evaluate the usability and learning effects of the materials. We also conducted another 
questionnaire survey for high school students to collect their opinions related to the 
usability of 3D maps. The results indicate that our materials improve the understanding 
of students about landforms. On the other hand, they felt dif ficulties in detecting 
landform types because they could not clearly connect map reading with their prior 
knowledge. These findings are useful for improving the educational materials by adding 
explanations and operational functions to understand landforms more effectively.
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1 ．は　じ　め　に

　地形教育は自然環境や災害の理解のために重要である．一方，地形教育は用語の暗記
の推奨に偏りやすいと指摘されてきた（天野，2005）．さらに，等高線を用いた地形図の
読図に躓く学生が多く（卜部，2010），学習者には「理系的な素養」も必要であること
が指摘されている（小倉ほか，2017）．このように地形教育は様々な課題をもつが，GIS

（地理情報システム）の利用によって，学習者の地形の理解を高められる可能性がある．
Carrera et al.（2017）は，地形を立体的に表現した二次元表示の図や，三次元表示のデジ
タル地図が，学習者の地形の理解の向上に有効であることを述べている．
　GISは，地形を立体的に表現できるのみでなく，その上に河川や断層といった複数の地
理情報を重ねられるため，地形教育に役立つ．そのため，GISは地理教育でのさらなる
活用が期待されている（Allen, 2008）．既に，無償の Google Earthを使って作成した三次
元表示の地図が，世界中の教育機関や多様な学習環境で利用されており（Hennessy et al., 

2012; Hsu et al., 2018），日本の一部の公立高校・中等教育学校の授業でも活用されている
（谷・斎藤，2019）．さらに Google Earth用の教材をオンラインで公開して無償で提供し
た事例もある（大島，2016）．一方で，既存の GISを用いた教材には改善の余地もある．
例えば，体系的な地形学習を十分には想定していない，各種利用のためのライセンスが設
定されていないなどの問題もあると思われる．
　以上の点を考慮し，本研究では地形学習の基礎を体系的に教育できるオープンライセン
スの教材を試作した．地形学習の基礎としては，高等学校や大学の地理学科もしくは地歴
科の教員養成課程の 1，2年生向けの授業で行われる等高線を用いた地形の読み取り，典
型地形の読み取り，地形の発達過程や特徴の学習を取り上げた．本教材の構築の際には，
高校生や大学 1，2年生を対象とする授業での利用を想定した．教材は，高等学校の現行
の教科書とも対応させつつWebGISを操作しながら地形や関連する GISの基礎を学習で
きるように設計した．
　谷・斎藤（2019）が指摘したように，中等教育の現場では ICT機器の整備が不十分な
傾向がある．そこで本研究では，汎用のウェブブラウザのみで利用できる教材を構築し，
多様な ICTの環境に対応できるようにした．さらに，試作した教材を実際に高等学校や
大学の地形教育で使用し，教材の有用性を調査した．
　2022 年には高等学校において「地理総合」が必修科目となり，すべての生徒が GISの
活用をするための教育を受ける（文部科学省，2018）．そのため，本研究で地形学習にお
ける GISの意義，教材の構築手法，教授法の課題などを整理しておくことは，今後の地
形教育や地理情報教育の充実に有用と考える．
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2 ．教材の設計と構築

2．1．教材のコンセプトと設計
　地形学習の基礎には，地形の特徴や発達過程の解説や，地形図などから地形を読み取る
実習が含まれ，高等学校の現行の「地理 A」および「地理 B」の授業では両者の地形学習
が行われている（文部科学省，2014）．2022 年からは，新しい必修科目として「地理総合」
が実施され，その中でも同様の地形に関する教育が予定されている．しかし第 1章で指摘
したように，既存の教育の枠組みでは地形に関する十分な理解には至らない可能性があ
る．そのため，「地理総合」を実際に受講する高校生や，同科目を将来教える可能性があ
る大学生に対する地形教育の充実が必要と考えられる．そこで，本研究で整備する教材の
対象として，高等学校の生徒と，地理学科もしくは地歴科の教員養成課程の大学 1，2年
生を想定した．教材は，授業と自主学習で共に活用できるようにし，WebGISを用いた演
習を生徒や学生が各自で行えるものとした．また，演習を通じて，教科書などの記述や講
義形式の授業の内容を補強することも目指した．
　教材は，山内ほか（2019）と同様に，無償のライブラリである GitBookを用いて構築
した．ウェブブラウザで閲覧できる教材のインターフェースは，学習項目を選択する画面，
項目の概要のテキスト，模式図，Web地図を含む解説画面で構成される 1）（Fig. 1）．教材
にはクリエイテブコモンズのライセンス（CC BY-SA 4.0）を付与し，一定の条件下で再利
用を可能とした．整備した教材は，無償のアプリケーション開発プラットフォームである
GitHubを用いてオンラインで公開した．従来，地理教育の分野ではいくつかのオンライ
ン教材が構築されてきたが，教材のみならず解説用のデータ群を含めて全てを一定の条件
下で誰もが自由に利用できるように提供している事例は少ない．一方，地理情報科学の分
野では，「GIS実習オープン教材」（山内ほか，2019）や，ノースカロライナ州立大学のウェ
ブサイト「NCSU GeoForAll Lab2）」のように，解説のみならずプログラムのコードやデー

Fig. 1.　Interface of constructed educational materials.
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タも含めて教材をクリエイテブコモンズのライセンスで提供し，幅広い利活用を促す動き
が進んでいる．このような取り組みにより，データを Googleマップのマイマップなどの
別のWebGISのプラットフォームで用いたり，教材を低年齢向けの内容に変えて再配布
したりするなどの広い利活用が期待できる．
2．2．WebGIS の構築
　本教材では，学習項目に応じて二次元と三次元の表示を行うWebGISを，オープンソー
スのライブラリを用いて構築した．二次元表示の地図の作成には，無償の JavaScriptライ
ブラリである Leaflet 3）を使用し，レイヤの切り替え機能や，背景地図の選択機能，印刷
機能を実装した．これらの地図は，等高線の説明や，地形の表現方法の比較の解説に利用
した．
　前記のように，地理教育では Google Earthが広く利用されてきた．本研究では，
Carrera et al.（2017）の地形の読み取りにおける三次元表示の地図の有効性の指摘を踏ま
え，地形の三次元表示を基礎として学習を深化させる教材を無償の JavaScriptライブラリ
である CesiumJS 4）を用いて設計した．CesiumJSは，Google Earthと同様にオンライン
での発信に利用できる．さらに，データの選択，重ね合わせ画面のデザイン，視点の切り
替えなどの自由度も高く，専用のアプリケーションを必要としないツールである．作成し
た地図や画像は PCやスマートフォンの一般的なブラウザで閲覧できる．本教材では，地
形を直観的に視認しやすいように標高の倍率を調整したり，レイヤをクリックして関連情
報が閲覧できる機能を実装した．
　本教材のWebGISで利用したデータは，国内外の研究機関などが無償で提供している
データを利用または加工したものか，筆者らが自作したものである．前者には国土地理院
の地理院タイルのような背景地図や，世界の断層や火山のデータがある．後者には典型地
形の位置を示すデータが含まれる．典型的な地形の位置を示すデータは，高等学校の地理
A，地理 Bの教科書，地形学と関連する解説書，Wikipediaなどのオンラインの記事を参
考に，航空写真や衛星画像で地形の存在を確認して作成したものである．データのファイ
ル形式は GeoJSONや CSVのような汎用性の高いものをできるだけ用いるようにし，地
図ライブラリに応じたデータ形式に書き換えて利用した．
2．3．学習項目の選定
　本教材の学習項目は，帝国書院，二宮書店，東京書籍が発行した高等学校の地理 A，
地理 Bの教科書（荒井ほか，2020；片平ほか，2020；金田ほか，2020a, b；山本ほか，
2020a, b）にある「地形」の単元を参考にして選び，主に地理 Bの教科書の解説と対応さ
せた．また，地形の読み取りの際には地図に関する知識も必要なため，「地理情報と地図」
の単元も参考にした．教材は 6つの大項目からなり，項目ごとに筆者らが構築したWeb

地図を含む解説ページをもつ（Table 1）．大項目は，地図と地理情報，大地形，小地形の
基礎を，順次学習することを想定して配列した．ただし，個々の項目を独立で利用するこ
とも可能である．以下，各大項目の特徴について説明する．
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　「地理の学習の意義」は，学習の動機付けとして設けたものである．ここでは，地図や
地理情報を活用すると地域の情報を空間的に考察できることを，いくつかの具体的な事例
を用いて解説した．
　「地図の基礎」では，地形学習の背景となる地図の図法や特徴に関する知識を解説した．
ここでは，地理院タイル（淡色地図）を用いて等高線を読み取る演習を重視した．演習は，
地図上に示された 4つの地点を標高の高低により並べ替えるものと，景観写真の撮影地点
を回答するものである（Fig. 2）．学習者は，二次元表示の地図で演習を行った後に，三次
元表示の地図で視点を切り替えながら正答を確認する．
　「地理情報の基礎」では，ベクターデータやラスターデータといった GISで用いるデー
タの特徴を解説した．ここでは，山内ほか（2019）による「GIS実習オープン教材」から，
6つの事例を引用した．さらに，同教材の地理院地図と QGISの入門に関する内容を転載
し，GISの基本的な操作手法を示した．
　「GISによる地形表現」では，GISで作成可能な等高線図，標高段彩図，陰影図，傾斜
量図などを紹介し，それぞれの特徴を解説した．さらに，鳥瞰図，地形の立体視，アナグ
リフ，AR，VR，厚紙で製作する地形模型，地形の 3Dプリントも紹介した．

Table 1.　List of the learning topics and the number of maps used.

大項目 内容 Web地図数
地理の学習の意義 地理の学習，地理の学習区分，地形と地理情報の学習 0
地図の基礎 地図の目的，種類，図法の特徴，地形図による等高線の読み取り 3
地理情報の基礎 地理情報の基礎，地物の表現，GISの活用事例，地理院地図と

QGISの活用
1

GISと地形表現 平面の地形表現（等高線，標高段彩図，陰影図，傾斜量図等），
三次元の地形表現，地形の立体視，地形の 3Dプリント

2

大地形 プレート境界と火山および地震の震源地の分布，火山の特徴，過
去の大規模地震と津波

4

小地形 山地の地形，河川の地形，海岸の地形，氷河地形，乾燥地形，カ
ルスト地形

6

Fig. 2. Learning content to understand elevation from counter lines.
	 背景地図に国土地理院の地理院タイルを使用．
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　「大地形」では，プレート境界，火山，地震の震源地の分布を示す三次元表示の地図を
提示し，代表的な世界の 23 地点の火山地形と，12 地点の大規模な地震の震源地を示した
三次元表示の地図も閲覧可能とした．
　「小地形」は，Table 1 に示した地形の種類ごとに，三次元表示の地図を示した．山地の
地形については，世界の代表的な 37 の山脈や高原を紹介した．それ以外の地形の種類に
ついては，より小さな地形区分に関する 166 地点の典型地形を閲覧できるようにした．た
とえば，河川の地形を扇状地，自然堤防，三角州のように区分した（Fig. 3）．解説は，地
形の模式図が教科書に掲載されていることを踏まえて，文章のみで行った．

3 ．教材を用いた授業実践

3．1．授業実践の概要と効果測定の方法
　本教材の主要機能の三次元表示の地図の学習効果や，使用感を分析するために，筆者の
一人である小倉が担当する大学（以下 A大学とする）の「地理学」の講義において，学
生の提出課題の正答率の分析と，地形の読み取りの難易度，三次元表示地図の利用しや
すさに関するアンケート調査を実施した（Table 2）．「地理学」は，各回が 90 分のオンラ
イン講義であり，全 12 回で開講された．例年，本講義は対面形式であるが，2020 年度は
COVID-19 の影響により，オンラインで行った．本講義における地形や GISの内容は，ラ
イブ配信型の講義とWebGISを用いた同時双方向の演習を組み合わせて解説した．第五
回「世界と日本の地形」の講義の前後の期間に実施し，12 名の学生を対象とした．また，
第三回「地図と GIS：講義」と第四回「地図と GIS：演習」の授業では，今回開発した教
材の「地図の基礎」と「地理情報の基礎」を利用し，等高線の読み取りや地理院地図の操
作を解説した．第五回の授業では，「大地形」と「小地形」のうち河川の地形と海岸の地

Fig. 3. Map and image to explain fluvial landforms.
 背景地図に ESRI社のWorld Imagery（左図）と国土地理院の地理院タイル（右図）を使用．
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形の教材を主に利用した．
　さらに，高等学校（以下 B高校とする）の教員に依頼し，地理の授業で三次元表示の
地図を用いた地形の読み取りに関する実習を行い，教材の使用感をアンケート調査した．
アンケートでは 23 名の生徒を対象とした．本実践は，時間の制約により，1コマ分の授
業の一部で行い，受講者から情報を収集するためのアンケートも自由記述のみとした．受
講者は，事前に「地理 B」のオンライン授業で地形の単元を学習しており，筆者らによる
実践の授業は考査対策の一つと位置づけられ，対面授業の形式で行われた．
3．2．大学における授業実践
　大学での実践で最初に課した設問は，三次元表示の地図に示された扇状地，自然堤防，
三角州，陸繋砂州などの地形の種類を記述する 10 題である．学生が解答の際に用いる
Web地図は，教材と同様に背景地図を切り替えたり重ね合わせたりする機能に加え，各
設問の地形の位置が赤枠で示され，その位置に視点を切り替える機能をもつ（Fig. 4）．講
義の受講者は自宅でパソコンまたはスマートフォンを用いて地図を操作し，ESRI社の
World Imageryに含まれる衛星画像や，国土地理院の地理院タイルに含まれる航空写真，
淡色地図，色別標高図，陰影図を切り替えて閲覧し，設問に回答した．受講者が設問に取
り組む際には，設問の対象とされている地形の範囲を示す赤枠の中心付近に注目して回答

Table 2.　Items of the questionnaire.

質問項目 回答方法
設問で使用した地図の操作 5段階評価
地形の読み取りの難しさ 5段階評価
回答に使用したレイヤの種類 選択項目（淡色地図，色別標高図，陰

影図から選択）
※地形の読み取りや，地図の操作等に
ついて自由にご記入ください．

自由記述

※　高校生のみ実施．

Fig. 4. Example of online maps used for answering geomorphological questions.
	 背景地図に ESRI社のWorld Imagery（左図）と国土地理院の地理院タイル（右図）を使用．
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するように指示をした．次に，扇状地や自然堤防の成因や，洪水時の後背湿地の安全性な
どに関する文章の正誤を問う 10 題も出題した．
　受講者には，設問の提出時にアンケートを行った．アンケートには，設問に取り組んだ
際の地図の使用感や，地形の読み取りの難しさを 5段階で評価する項目と，回答時に使用
したレイヤの種類を回答する項目を設けた．5段階で評価する項目は，値が 1に近いほど
否定的な評価であり，5に近いほど好意的な評価とした．
　上記の設問とアンケートを，第四回と第五回の授業の終了後に 1～ 2週間の期限を設け
て，同じ内容で 2回実施し，結果を収集した．以下，これらをそれぞれ，調査Ⅰおよび調
査Ⅱと記す．両調査で受講者の大半は，パソコンを用いて設問に取り組んだ．調査Ⅰの直
前の授業では，設問とアンケートの概要を簡単に説明したのみで，Web地図の使用法は
解説しなかった．ただし，受講者の大半が高校で地理を未履修だったことから，第四回の
授業の終了後に教科書やインターネットを用いて地形について自習し，1週間後の授業の
前日までに設問とアンケートに取り組むように指示した．設問とアンケートの回答時に
は，自習で得た資料も参照可能とした．一方，調査Ⅱの直前の授業にあたる第五回では，
三次元表示の地図の使用法と，そのレイヤを用いて各地形の特徴を把握する方法を解説し
た．調査Ⅱの設問とアンケートの回答は，他の科目の課題量を考慮して，授業から約 2週
間後を期限とした．なお，設問の正答は調査Ⅱが終わるまで受講者には伝えなかった．
　地図から地形を判読する設問の平均正答率は，調査Ⅰでは 30％，調査Ⅱでは 52％だっ
た．誤答には，地形の類似性，近接性，スケールが原因と考えられるものがあった．類似
性が原因と考えられる誤答には，陸繋砂州を砂嘴としたものや，自然堤防を輪中としたも
のがあった．近接性が原因と考えられる誤答には，ラグーンを砂州としたものや，自然堤
防を後背湿地としたものがあった．スケールが原因と考えられる誤答には，扇状地を盆地
と回答したものや，自然堤防を平野としたように，周囲を含むより広域の地形を回答した
ものがあった．また，地形に関連した文章の正誤を尋ねる問題の平均正答率は，調査Ⅰで
は 63％，調査Ⅱでは 80％だった．
　アンケートでは，調査Ⅰよりも調査Ⅱにおいて，Web地図の操作が容易と回答する傾
向があった（Fig. 5）．使用したレイヤに関する回答では，色別標高図の利用者が調査Ⅰの
6人から調査Ⅱの 9人に増加し，陰影図の利用者も 2人から 6人に増加した．一方で，地
形判読の難しさについては，調査Ⅰ，Ⅱともに全受講者が五段階の最も低い評価（難し
かった）もしくは次に低い評価（やや難しかった）を選んだ（Fig. 6）．ただし調査Ⅱでは，
最も低い評価を選んだ人が減少した．
3．3．高校における授業実践
　高校での実践では，前述した大学での実践で使用した三次元表示の地図を利用し，10
地点の地形の読み取りを行った．大学での調査Ⅰと同様に，最初の段階では地図の操作方
法に対する解説は行わなかった．受講者の大半はスマートフォンを利用して地図を操作
し，作業の感想を回答のフォームに記入した．23 名のうち 8名は，正式な授業の後に時
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間がとれたため，GISの操作法と地形の読み取り方を 20 分程度でまとめた動画を閲覧し
た後，再度同じ作業とアンケートを行い，教育の効果を検討できるようにした．
　アンケートの記述の内容は，地形の認識方法，地形判読の難しさ，GISの効果に関する
ものに区分できる（Table 3）．受講者は，衛星画像や航空写真を含む地理情報と，用語，
模式図，教科書などに掲載された写真などの記憶を結び付けながら作業に取り組んだ．し
かし，この結び付けが不十分なために，地形を読み取ることに難しさを感じたと推察さ
れる．特に，航空写真による地形判読が難しかったというコメントが多く，直下視の画

Fig. 5. Result from two questionnaire surveys on students (1): Questions about how 
easy it was to operate the online map.

	 「5.上手く操作できた」を回答した対象者はいない．

Fig. 6. Result from two questionnaire surveys on student (2): whether it was easy to 
interpret landforms.

	 「3.どちらともいえない」，「4.やや易しい」，「5.易しい」を回答した対象者は
いない．
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像を用いた一方で，三次元で地図を操作する機能を活用しなかった可能性がある．一方，
WebGISが地形の読み取りに効果的という意見もあった．特に，動画の解説を経てから作
業に再度取り組んだ 8名の生徒は，WebGISの効果を体感しやすい傾向があった．

4 ．教材の評価と改良の検討

4．1．教材の技術的な有用性
　本研究では汎用的なウェブブラウザで利用できる三次元表示の地図を，CesiumJSを用
いて構築した．教室での GISの利用の際には，教員や生徒が PCを操作する際の熟練度
が問題となることが指摘されている（Bearman et al., 2015）．この種の問題は，フォルダ
の取り扱いなどに知識や技術を要するデスクトップ GISを用いる際に起きやすい．一方，
本研究で整備したWebGISは，地形の読み取りのための最低限の機能を持ち，インター
フェースもシンプルなため，PC操作の熟練度は大きな問題にはならず，パソコンやスマー
トフォンを利用した学習に適していると考えられる．
　アンケートの結果によると，躓きがほとんどなく地図を利用できる受講者もいたが，十
分に機能を使いこなせない受講者が高校でも大学でもみられた．このばらつきは，イン
ターネットの回線や端末のスペックに問題があった一部の受講者が，地図をスムーズに操
作できなかった可能性を示唆する．今回はオンライン授業として，各自の環境で地図を利
用したが，実際には ICT環境が整備された教室で使用することが望ましい．
　高校生を対象としたアンケートの自由記述では，地形の立体表示に関するコメントがみ

Table 3.　Comments from high school students.

コメント区分 内容
地形の認識方法
（3件）

◆資料集と図を思い出しながら形を見て判断した．
◆地図（航空写真）上の形から認識した．
★地形を周辺環境や形状で読み取りました．操作は動画を見ながら行ったの
で問題ありませんでした．

地形判読の難しさ
（14 件）

◆空中写真から判断するのが難しかった．知識だけではダメなことが分かった．
◆地図から地形を読み取るのは難しかった．
◆絵で見ていても，上からの視点になると分からなかった．
◆空中写真ではなく教科書の絵で覚えてきたので，改めてリアルな地形を見
た時の判別が難しいと感じた．
◆一度その画像を見たことがないと答えるのが難しい．
◆そもそも地形の名前を忘れてしまっていたりすると，地形を読み取ること
ができないと思った．

GISの効果
（6件）

◆ GISによる学習は紙媒体のみの学習よりも効率的で体系的にできると思う．
★GISは実際のものを活用するので，図だけでは学べないことがたくさんあった．
★ GISは簡単に様々な種類の地図を見ることができる点が良かった．

（）は各区分と関連するコメントの総数を示す．本表には代表的なコメントのみを載せた．
◆は，1回のみ作業を行った後のコメント，★は，作業を 2回行った後のコメントを示す．
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られなかった．この理由として，画面が小さなスマートフォンを利用した高校生の場合に
は，三次元表示の機能に気づかなかったか，有効に利用できなかったことが推察される．
この問題を解決するためには，ボタン一つで各地形の直下視と斜方視を切り替える機能な
どを教材に追加で実装し，それらをスマートフォンでも利用しやすいように画面に表示す
る必要がある．
　CesiumJSは，Google Earthよりも自由度が高いWeb地図を構築可能であり，無償でも
ある．そのため，教育用のWebGISの構築に有用である．しかし，機能の拡張にはプロ
グラミングの基礎知識が必要であり，Google Earthとは異なりデータを自作する機能を
持つアプリケーションを初期設定では実装できない．「GIS実習オープン教材」（山内ほか，
2019）のように，CesiumJSの使用法を解説した資料はあるが，GISやプログラミングの
初学者向けに資料を提供している事例は少ない．したがって，CesiumJSを用いて複雑な
機能を持つWebGISを構築することは容易とはいえない．しかし本事例のように，初学
者が地図の閲覧や基本的な操作を学ぶための教材であれば，GISとプログラミングの基本
的な知識を持つ人が CesiumJSを用いて開発することも可能である．
4．2．本実践における受講者の課題と教材の改良
　大学での実践の調査Ⅱで，正誤問題の平均正答率が高くなったことは，三次元表示の地
図による教育が受講者の地形の理解度を向上させたことを示唆する．また，調査Ⅱの地形
を読み取る設問の際に，色別標高図や陰影図の利用者が増加したことは，今回の教育が地
形の特徴だけではなく，GISのデータが持つ意味を理解させる点でも有効であったことを
示唆する．一方で，地形を読み取る設問の平均正答率は調査Ⅱでも約 5割であった．本実
践で地形を読み取る力が大きく向上しなかった背景には，用語，模式図，教科書などの写
真といった既存の知識を地図と結びつけることが難しかったことがあると推察される．た
とえば，教科書での解説やイラストが，複雑な要素を含む実際の地形よりも理想化されて
しまっていることが，地形の理解を難しくしている可能性がある．これは，出題した地形
と近接して見られやすい地形や，類似点を持つ地形の誤答が多く確認されたことの原因と
も考えられる．さらに，色別標高図や陰影図のような地形の判読に有用な地図を学生が使
い慣れていないことも，地形の読み取りが低調だった一因と考えられる．一方，地形に関
する文章の正誤を判断する問題では，受講者が授業などで得た理解と関連させやすく，地
図の操作も不要であったため，平均正答率が高かったと考えられる．
　Hsu et al.（2018）は，三次元表示の地図は読図の教育に有用であるが，地形などの概
念の学習においては，教科書と黒板などを用いた既存の学習法も必要と述べている．した
がって，教科書などによる教育と，今回試みたようなオンライン教材による教育を併用す
ることが望ましいが，今回は教科書などの内容とオンライン地図の結びつけが不十分とい
う問題が示された．この解決のためには，地図の機能の改良とともに，本教材の中の図や
文章を工夫する作業が必要である．例えば，解説の中に直下視と斜方視の模式図を共に加
え，それらの視認性を高める図法を採用するべきである．また，WebGISのレイヤを用い
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て地形を判読する際の有効な手順を確立し，それに基づく教授法を提案するべきである．
さらに，黒木（2014）や Hsu et al.（2018）が指摘したように，受講者がメモを取るタイ
ミングを教材の中に新たに設けると，授業の学習効果が高まると思われる．

5 ．お　わ　り　に

　本研究では，高校生や大学生の地形学習の充実を目的に，GISを用いた地形教育のた
めのオープン教材を開発した．教材は，誰もが自由に利用できるようにオープンライセ
ンスを付与し，オンラインで公開した．教材には，地形を効果的に学習できるように， 
CesiumJSを用いて構築した三次元表示の地図を搭載した．
　高校生と大学生を対象とした本教材の有用性を分析するための調査では，オンラインの
三次元表示の地図やそれを用いた授業が，受講者の地形の理解や地形を読み取る力の向上
に寄与したと推察された．一方で，受講者は地形に関する用語や模式図といった既存の知
識と，実際の地形を対応させて読み取る作業に難しさを感じることも判明した．この問題
を解決するには，地図の機能を拡張させるとともに，解説のための図と文章や，教授法の
改良も必要である．たとえば，地形の直下視と斜方視を共に示した模式図や，WebGISを
用いて順序立てて地形を見るための指導法を整備すべきである．
　これまでに筆者らが行った授業実践の受講者は，あまり多くないため，得られた結果が
学生や生徒の一般的な傾向を示していない可能性もある．今後は，より対象者を増やして
授業実践を重ねていく予定である．この際には調査方法にも改良を加え，地形学習の効果
を高める方法を，より詳しく検討していきたい．
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注

1）GISでみる地形オープン教材　https://gg-oer.github.io/book/index.html（2020 年 12 月閲覧）
2）NCSU GeoForAll Lab　https://geospatial.ncsu.edu/geoforall/index.html（2020 年 12 月閲覧）
3）Leaflet　https://leafletjs.com（2020 年 12 月閲覧）
4）CesiumJS　https://cesium.com（2020 年 12 月閲覧）
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