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近年，バーチャルリアリティ（VR）の技術が様々な分野の教育実践において注目されている．地理教育におい
てもVRを活用することで，対象者の地理的事象への関心や理解を向上できる可能性がある．そこで本研究では，
仮想空間に再現した現実性の高い環境を観察したり，散策したりするVRのアプリケーションを構築した．対象は
横浜市にある人工の横穴洞窟の「田谷の洞窟（田谷山瑜伽洞）」とした．アプリケーションは，田谷の洞窟保存実
行委員会と研究者が連携して取得した洞窟内の三次元点群データと，筆者らが現地で撮影した全天球パノラマ画
像，洞窟の小型模型，環境音を用いて構築した．アプリケーションの使用感と効果を評価するために，市民の交流
イベントにおいてVRの体験会とアンケート調査を実施した．その結果，VRアプリケーションは，幅広い年代の
利用者に体験の満足感や地理的事象に対する関心や理解を与えることが判明した．

In recent years, Virtual Reality (VR) technology has been employed in various educational practices. Using VR, educators 
can foster students’ geographical understanding more effectively than with the use of conventional paper maps and printed 
landscape photographs. We developed a VR application to “walk” through virtual space, and this paper discusses its potential 
contributions to geography education. The VR application reproduced the Taya Cave (Taya-San-Yu-Ga-Dou) in Yokohama, Ja-
pan. This artificial cave contains statues and reliefs, some of which have been collapsed and broken due to deterioration and 
weathering. A committee working for the conservation of the cave, including university researchers, has been conducting envi-
ronmental surveys inside and outside the cave. In developing the VR application, we used 3D point cloud data of the cave mea-
sured by the committee. An exhibition event for citizens using the VR application was held, and a questionnaire survey was 
conducted to evaluate the effects of the application on the geographical understanding of users. The results showed that the VR 
application gave users a positive feeling regardless of their age, and most survey respondents felt that they had expanded their 
geographical perceptions of the cave and surrounding area.

キーワード：バーチャルリアリティ，三次元地理空間情報，教育，アウトリーチ
Key words: virtual reality, three-dimensional geospatial data, education, outreach

I　はじめに

地理学の研究成果を学校教育や生涯教育に援用する
ことは，学問を通じた人材育成や地域貢献として重要
である．一方で，研究者が成果報告などのために利用
する二次元の地形図などは，地理学のリテラシーを持
たない者にとって解釈が容易でない場合がある（卜部
2010）．そのため，地理教育や地理学のアウトリーチ
では，対象者に研究成果をわかりやすく提示する手法

が検討されてきた．その一つとして，地形模型やデジ
タルメディアなどを利用し，上空からの地形の俯瞰や
野外調査のような活動を対象者に近似体験させる手法
がある．例えば，尾方（2013）は，中学生向けの地球
科学分野の授業実践において，現地の景観を撮影した
写真などを利用し，巡検の近似体験を試みた．芝原ほ
か（2015）は，三次元地理空間情報から精巧な地形模
型を作成し，プロジェクションマッピングによって地
形や地質の分布を直感的に伝達する手法を考案した．
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早川ほか（2018）は，小型無人航空機で取得した高精
細な三次元地理空間情報を用いて，古景観の地理的想
像の喚起に役立つデジタルコンテンツを含む展示を実
践した．Hsu et al. （2018）や山内ほか（2020）は，三
次元表示できるシームレスなデジタル地球儀を授業に
用いて，対象者の地形の理解の向上を試みた．
近年は，様々な分野でVirtual Reality（以下，VRと

記す）を教育に応用する事例も増えつつある（山元
2019）．VRは，計算機などで構築した三次元世界を，
現実感をもって近似体験させる技術である（廣瀬
1994; 池井 2019）．一般的には，コンピュータなどの
ディスプレイや専用のヘッドマウントディスプレイ
（以下，HMDと記す）に仮想空間を投影して視覚的な
没入感を演出し，一人称視点でコンテンツを体験する
ものと認知されている．最近は個人が所有できる安価
なHMDも増えつつあり，スマートフォンをディスプ
レイとして利用することもある．2016年にはVRの市
場が大幅に成長し，特にゲームの領域での発展が注目
されている（Velev and Zlateva 2017）．さらに，地理教
育と親和性の高いVRの活用例として，世界の観光名
所などでの散策を近似体験するコンテンツを構築した
事例もある（例えば，安藤ほか 2003; 池井 2019）．

VRとHMDが提供する，現場にいるような没入感
は，等身大で体感しやすい微地形や，建造物を取り巻
く環境のような小規模な地理空間に関する教育に利用
できる可能性がある．しかし地理教育において，現実
空間を精巧に再現した仮想空間で，等身大スケールの
体験者が一人称視点で自由に地理的事象を観察した
り，その場を散策したりできる教材を用いた実践事例
は，まだほとんどない．
近年では，SF作家のニ―ル・スティーヴンスンが

1992年に小説で取り上げた「メタバース」（Meta-

verse）の概念と関連する，VRの社会実装も進みつつ
ある（星野 2009）．メタバースでは自身をアバター
（化身）として再現し，現実と同等あるいは現実の制
約を超える交流や体験などを楽しむことができる．こ
のような仮想空間は企業がサービスを提供したり，商
品のPRをしたりする場としても注目されており（平
井・杉山 2021），地理教育にも応用できる可能性があ
る．例えば，VR空間での巡検などへの展開が期待で
き（山内ほか 2021），将来的には現代人の基礎教養と

しての地理学の重要性を示す，有用なコンテンツの構
築につながると考えられる．
そこで本研究では，メタバースを用いた地理教育の
可能性も踏まえて，横浜市の登録文化財の「田谷の洞
窟」を対象に，景観の観察や拝観ルートの散策を等身
大スケールで近似体験するVRのアプリケーション
（以下，VRアプリと記す）を構築した．さらに，本
VRアプリの有用性や，地理的事象に対する関心や理
解への効果を検証するために，市民向けのイベントに
おいて，開発したアプリの体験ブースを設置し，利用
者にアンケート調査を実施した．本稿では，その結果
を報告する．

II　対象地域の概要とVRアプリの構築

1. 「田谷の洞窟」とVRアプリ用データの取得
「田谷の洞窟」は，横浜市栄区の定泉寺の境内に位
置する真言密教の修業の場であり（図1），正式名称
を田

た

谷
や

山
さん

瑜
ゆ

伽
が

洞
どう

という 1）．洞窟は全長約570 mの人工
の横穴洞窟であり，鎌倉時代にはすでに存在したと考
えられているが，築造年代は不明である（吉田
1977）．内部は三階構造になっており，11箇所のドー
ム状の空間がある（図2）．洞内には仏像が点在し，
壁面には約250点の仏教レリーフが存在する．地下水
が湧き出る箇所もあり，音無川と呼ばれている地下流
路もある．他方，洞内の一部では，劣化や風化による
レリーフを含む壁面の破損や崩落が確認されている．
そのため，地域の住民が組織した「田谷の洞窟保存実
行委員会」が複数の大学と連携して，洞窟内外の環境
のモニタリングや，市民への教育およびアウトリーチ
活動を行っている（Tamura et al. 2020; 田村ほか 2020）．
本研究では，同委員会の活動の一環としてHayakawa 

et al. （2020）が地上レーザー測量で取得した洞窟全体
の三次元点群データを，VRアプリの構築に利用し
た．また，通常のカメラや全天球パノラマ映像用のカ
メラを用いて洞窟内の仏像やレリーフを現地で撮影し
VRアプリに実装した（図3）．さらに，洞窟の入口付
近の定泉寺の境内の1地点と，洞窟内の2地点の環境
音を3分間ずつ記録した．このうち1地点では，洞窟
の大部分で共通すると思われる音を取得し，もう1地
点では，地下水が湧き出ている場所（お水大師が位置
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するドーム状の空間）の音を取得した．

2. VRアプリの構築
本研究で開発するVRアプリは，Meta社（旧Face-

book社）のMeta Quest 2（旧Oculus Quest 2）で利用す
るものとした（図4）．アプリの利用者の年齢は，
Meta Quest 2の対象年齢と同じく13歳以上を想定し
た．Meta Quest 2は，HMDと左右それぞれの手で操作

図1　田谷の洞窟の位置
（背景地図は，地理院地図Vectorを利用し作成）

Fig. 1　Location of Taya Cave
The background was created based on GSI Maps Vector provided by the Geospatial Information Authority of Japan (GSI).

図2　田谷の洞窟の全体構造
注：洞窟の壁面をあらわした3Dモデル .

Fig. 2　Structure of Taya Cave
Note: A 3D model of the wall inside the cave is shown.
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するコントローラーで構成され，コントローラーには
スティックと複数のボタンがある．本VRアプリで
は，HMDを装着した体験者が左手のコントローラー
のスティックを操作することで，前後左右に移動でき
る．HMDの映像は，実際の首の垂直方向と水平方向
の傾きと連動するが，右手のコントローラーでも水平
方向の首の傾きを調節できる．Meta Quest 2の機能を
用いて設定するプレイエリア内（例えば1 m×1 mの
範囲）では，体験者の実際の移動も反映される．
本VRアプリはMeta Quest 2単体でも利用できるが，
インストラクターが補助できるように，有線ケーブル
を用いてHMDの映像をパソコンのディスプレイにも
表示しながら利用することを想定した．また，HMD

の装着を希望しない者のために，ディスプレイの映像
とコントローラーのみで操作を体験する使用法も用意
した．この場合は，HMDをインストラクターが着用
し，映像の視界や閲覧の方向を調整しながら体験者と

ともに機器を使用する．
本VRアプリで田谷の洞窟の空間を再現するため
に，Hayakawa et al. （2020）の三次元点群データを複
数のソフトウェアを用いて加工した．第一段階では，
点群の処理用ソフトウェアのCloudCompareでデータ
量を削減し，点群を三角形の面で構成する3Dモデル
に変換した．第二段階では，エラー形状の除去とデー
タの軽量化のために，MeshmixerとPOLYGONAL-

meisterを用いて，モデルを編集した．第三段階では，
ゲームなどの開発用ソフトウェアのUnityを用いて，
VRアプリ内の移動などの諸機能を実装した（図5, 

6）．洞窟の3Dモデルは，実際の壁面や天井の色彩と
レリーフの細かな凹凸を再現できていないため，
Unityで疑似テクスチャを割り当てた．これに加えて，
より現実性を高める工夫も施した．具体的には，洞窟
の入口がある定泉寺の境内とお水大師がある空間の二
箇所で，疑似テクスチャの空間と，全天球パノラマ画
像を配置した空間を切り替えて表示できるようにし
た．また，現実の洞窟にはない物として，仏像やレ
リーフの写真をまとめたパネルの画像，洞窟の小型模
型，筆者らのアウトリーチ活動をまとめたポスターの
画像を配置し，体験者が洞窟や保存活動の知識を得ら

図3　田谷の洞窟内外の全天球パノラマ画像
Fig. 3　Spherical panoramic images inside and outside 

Taya Cave

図4 Meta Quest 2の利用例
Fig. 4　Example of the use of Meta Quest 2
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れるよう工夫した．上記のように視覚で理解するコン
テンツとは別に，現地で録音した環境音も実装した．
Unity上で，それぞれの音の減衰範囲を指定し，体験
者がその地点に近づくと，音が徐々に大きくなるよう
にした．

本研究では，VRに慣れていない人を体験者として
想定した．この場合，入り組んでいる空間を把握しに
くい可能性があり，VR酔いと呼ばれる体調不良を起
こす可能性もある．そのため，VRアプリでは実際の
複雑な拝観順路とは異なる単純なルートを歩行するよ

図5　VRアプリの概観
注：  I 実際の景観（左図）と疑似テクスチャ（右図），II 洞窟内の仏像やレリーフのまとめパネル，III 洞窟の小型

模型，IV 景観の切り替えボタン．
Fig. 5　Scenes, materials and functions of the application

Note:  I. Actual scene (left) and pseudo-textured image (right), II. Photos of Buddhist statues and reliefs, III. Miniature image of 
the cave, IV. Buttons to switch scenes.

図6　VRアプリの体験順路と展示物
（背景地図は，『田谷山瑜伽洞「田谷の洞窟」現状平面図（田谷の洞窟保存実行委員会）』に加筆して作成）

Fig. 6　Route of Taya Cave VR tour and material exhibited
The background is from the Taya Cave map provided by the Executive Committee for the Preservation of Taya Cavern.
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うにし，その順路図も閲覧できるようにした．

III　VRアプリの体験会とアンケート調査の実施

2021年11月13日の10 : 30～15 : 00に，神奈川県横浜
市栄区の本郷台駅前の広場で開催された市民イベント
の「egaoフェスティバル vol. 9」2）において，「田谷の
洞窟VR体験」と題した展示を屋外のテントで実施し
た（図7）．このイベントには，子どもから老人まで
幅広い年代の市民が来場した．本展示の来訪者は，最
初に田谷の洞窟の概要の解説を受け，次にVRアプリ
を体験した．これらの所要時間は全体で約10分で
あった．
田谷の洞窟の概要解説では，来場者が展示会場と洞
窟との位置関係や，洞窟やその周囲の環境を理解でき
るように，地図と地形模型を用いた．地図は，国土地
理院の地理院タイルに含まれる淡色地図，空中写真，
色別標高図を用いて作成し，パソコンのディスプレイ
で表示した．地形模型は，田谷山周辺の模型，洞窟全

体の模型，洞窟を水平方向に分割した模型の3つを展
示した．現地で撮影した全天球パノラマ動画をディス
プレイに投影し，来場者への説明に使用した．来場者
は「田谷の洞窟」の解説を受けた後，隣に立つインス
トラクターの指示や解説を聞きながらVRアプリを体
験した（図8）．
体験者はVRアプリの利用後にアンケートに回答し
た（表1）．設問1は年代，設問2は性別の記述であ
り，後者は未回答も可とした．設問3～7は体験者の
過去の経験，知識，および今回の体験の印象に関する
質問であり，該当する項目を1つまたは複数選択する
ものとした．設問8は自由記述としてVR体験後の感
想を書くものとした．
アンケートを体験者に記載してもらう際は，筆者ら
への配慮が回答に影響しないように工夫した．具体的
には，アンケートを展示の順路の最後の場所で記入し
てもらえるようにし，他者に回答を見られにくいよう
にした．さらに，同じ場所に用紙の回収箱も設置し，
アンケートを記入し終えた体験者が，筆者らと会話せ

表1　アンケートの構成
Table 1　Survey questionnaire

問 内容 選択肢 形式

1 年代 ― 記述
2 性別 ― 記述
3 VRの経験 ・今回はじめて 単数選択

・過去に1回以上
・日常的に使用

4 体験の形式 ・頭部に機器を装着 単数選択
・頭部に機器を未装着

5 洞窟の事前知識 ・今回はじめて知った 単数選択
・名称は知っていた
・過去に訪れた

6 体験後の感想 ・今日の体験は満足できた 複数選択
・洞窟に行った気分になれた
・洞窟に対する興味がわいた
・洞窟やその周辺の自然環境の知識を深めたいと思った
・洞窟やその周辺の歴史，遺跡，人のくらしの知識を深めたいと思った
・保存活動の重要性を感じた
・洞窟に実際に行きたい・再訪したい
・他の地域もVRで見たい
・テレビゲームが好きなので，VR体験も似た感覚で楽しめた
・VRの閲覧や移動の操作に課題を感じた

7 好印象だった事項 ・全天球パノラマ画像 複数選択
・環境音
・仏像や彫刻の写真
・洞窟の小型模型
・口頭のガイド

8 自由記述 ― 記述
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ずその場を離れられるようにした．

IV　結果と考察

1. アンケート結果
本展示の来場者のうち13人がアンケートに回答し

た．回答者の年代（設問1）は10代から80代以上ま
でと幅広く，50代（4人）と40代（3人）の回答が若
干多く，他の年代は1人ずつとなった（表2）．性別
（設問2）は男性が7人，女性が6人であった．VRの
経験（設問3）は「今回はじめて」が9人，「過去に
1回以上」が3人，「日常的に使用」が1人であり，大
半がVR体験の初心者であった．体験の形式（設問4）
は，12名がHMDを装着し，80代以上の1名は装着し
なかった．田谷の洞窟についての事前知識（設問5）
は，1人は持たなかったが，6人は名称を知っており，
残りの6人は実際に現地を訪れたことがあった．
体験後の感想（設問6）で最多の回答を得たのは，

「今日の体験は満足できた」の項目であり，すべての

体験者が該当するとした（図9）．回答者が多い他の
項目は，「洞窟に対する興味がわいた」（11人），「洞
窟に行った気分になれた」（10人），「洞窟やその周辺
の歴史，遺跡，人のくらしなどの知識を深めたいと
思った」（10人），「保存活動の重要性を感じた」（10

図7　展示の様子
Fig. 7　Exhibition booth at the local event

図8　体験の様子
Fig. 8　Users experiencing the VR application

表2　体験者の年齢（N = 13）
Table 2　Survey respondents by age (N = 13)

年代 回答者

10代 1人
20代 1人
30代 1人
40代 3人
50代 4人
60代 1人
70代 1人
80代 1人

（アンケート調査により作成）

図9　体験後の感想
Fig. 9　Impressions of survey respondents after using the 

VR application
（アンケート調査により作成）



̶ 176 ̶

E-journal GEO　2022 Vol. 17(1)

人），「洞窟に実際に行きたい・再訪したい」（10人），
「他の地域もVRで見たい」（9人），「洞窟やその周辺
の自然環境の知識を深めたいと思った」（8人）であ
り，全体の半数以上が該当すると答えた．該当するが
半数以下の回答は，「テレビゲームが好きなので，VR

体験も似た感覚で楽しめた」（3人）と，「VRの閲覧
や移動の操作に課題を感じた」（2人）であった．
好印象だった事項（設問7）で選択が最多の項目は

「口頭のガイド」（8人）であり，全体の半数程度が該
当するとした（図10）．その他の項目は，「全天球パ
ノラマ画像」（7人），「洞窟の小型模型」（7人），「環

境音」（6人），「仏像や彫刻の写真」（5人）であった．
表3はアンケートの自由記述の一覧であり，9人か
ら回答を得た．最多の内容は没入感やリアリティに関
するコメントであり，複数の体験者がアプリ内の現実
性の高い空間や体験を高く評価した．一方で，解説が
不十分という指摘もあった．

2. 体験者の満足感に対する効果
本実践では，簡易的に操作を体感できるHMDを使
用し，VRアプリも容易に利用できる設計で構築し
た．その結果，本実践の体験者は年代が幅広いもの
の，全員が仮想空間での景観の観察や移動に満足感を
得ることができたと推察される．GIS（地理情報シス
テム）のような，PCを通じて地理情報を閲覧する既
存のツールでは，操作が複雑になりやすく，PCの基
本知識も要求される．しかし，本実践で使用した機器
やVRアプリは，PCの知識やテレビゲームへの嗜好な
どを必要とせず，ほぼ全員が簡単に操作できた．

VRアプリで用いられる三次元表示は，GISでも
ディスプレイ上での投影の形としては可能であるが，
視認性や操作性に限界があるため，地形などの理解が
困難になる場合もある（山内ほか 2020）．本実践のよ
うにHMDとVRアプリを利用する場合と，PCもしく
はタブレットをGISとして利用する場合では，空間の
実感や操作の体感が異なる．今回の事例では，HMD

の操作が日常の視覚や動作の延長で直感的に可能だっ
たため，幅広い年代の体験者に満足感をもたらしたと
考えられる．
早川ほか（2018）による三次元表示の展示に際して
行われたアンケートでは，複数の回答者が，展示に活
用したデジタル機器を実際に操作したいと望んだ．尾
方（2013）や芝原ほか（2015）は，地形模型の触察
を，体験者の地理的事象の理解に活用した．このよう
な事例からも，教材を操作したり触れたりする主体的
な経験の機会が，体験者の満足感につながると推察で
きる．本実践では，仮想空間を歩いて地物を観察する
過程で体験者の主体性が重視されたため，満足感の獲
得に成功したと考えられる．
有馬ほか（2007）は，GISを用いた都市計画関連の

ワークショップの効果を高める要因として，日常とは
異なる新鮮な体験をあげた．本実践の体験者の大半は

表3　自由記述の結果
Table 3 Examples of free descriptions in the survey 

questionnaire

記述例

・とても完成度が高く，満足できました．
・リアルでした．
・その場所を歩いているようなリアルな体験ができまし
た．現地にも行ってみたくなりました．色々な場所も
やってみたい．
・リアルな体験に感動しました．解説も聞きたかったです．
・リアルよりも全体を見渡せて楽しかった．
・臨場感あり，楽しめました．
・実際に行った気分を味わいました．本物の場所にも行こ
うと思います．
・保存活動の重要性は少し難しいですが，いつまでも残し
たい，残ったら素晴らしいと感じました．
・高齢者など，身体などの問題で実際に現場に行かれない
人のために，身近に体験できる機会を増やしていただき
たいです．

（アンケート調査により作成）

図10　体験時に好印象だった事項の回答
Fig. 10　Materials and factors in the VR application which 

gave survey respondents positive impressions
（アンケート調査により作成）
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田谷の洞窟に対する知識を持っていたが，VRの経験
はなかった．このため，VRアプリが仮想空間を動き
回るという単純なものであっても，その行為を自ら機
材を操作して行うことが，体験者に新鮮な感覚を与え
たと推察される．このことも体験者の満足感を高めた
要因と考えられる．

3. 地理的事象の関心や理解への効果
本実践では約半数の体験者が，洞窟やその周辺地域
の歴史，自然環境などへの関心や，洞窟の保存活動の
重要性に対する意識を高めることができた．このよう
な地理的事象に対する関心の喚起には，視覚的に理解
しやすい全天球パノラマ画像，仏像やレリーフの写
真，洞窟の小型模型，聴覚から景観をイメージできる
環境音の導入が有効であったと考えられる．
全天球パノラマ動画は対象者に現実に近い体験を提
供でき（Geng et al. 2019），伊藤ほか（2020）は教育
において学習意欲を向上させるために，全天球パノラ
マ動画が有効と指摘した．本研究では全天球パノラマ
の静止画を用いたが，同様の静止画を用いた瀬戸崎ほ
か（2015）と同じく，実際にその場にいる感覚を演出
できたと考えられる．また，仏像やレリーフの写真も
利用することで，体験者が実際の景観の雰囲気を感じ
取れたと推察される．洞窟の小型模型は，体験者にア
プリ内の現在地を伝える際に利用され，これによって
見ている景観と洞窟の全体構造を関連付けることがで
きたと考えられる．環境音は動的な景観の理解に有効
であり（土田 2007），本実践でも視覚と聴覚の相互作
用による現実感の向上に有効であったと推察される．
具体的には，鳥の鳴き声と植物の生い茂る景観の組み
合わせと，水の湧き出る音と濡れた壁面の組合せを通
じて，体験者が臨場感を得たと考えられる．
本実践では体験者の関心を高めることには成功した
が，説明が不十分という意見や保存活動の重要性が理
解しにくかったという意見もあった．VRを通じた学
びを確立するためには，安藤ほか（2003）のようにク
イズを取り入れるなど，体験と学びを両立させる工夫
が必要である．今回開発したVRアプリについても，
特徴的なレリーフや崩壊箇所を観察するような際にク
イズを表示し，それに回答するような機能を実装する
といった改良が必要である．他方，半数ほどの体験者

がインストラクターの説明に好印象をもった．これ
は，操作方法や体験者に考えてほしい内容に関する口
頭の解説を導入することが，地理的事象の理解の向上
や，その後の学びの誘発に有用な可能性を示す．ま
た，多くの体験者は，VRアプリ内の洞窟の観察を楽
しむのみではなく，実際の洞窟も訪れたいと考えた．
このことは，VRによる仮想空間の体験が現実空間の
意識につながったことを意味し，VRの地理教育への
有用性を示唆している．一方，伊藤ほか（2020）は，
現時点ではVRの教育的な効果の検証は不十分と指摘
した．地理教育における知識の獲得や定着などにVR

が有効かを検討するために，さらなる実践の実施が望
まれる．

V　おわりに

本研究では横浜市の「田谷の洞窟」を再現したVR

アプリを開発し，市民を対象としたイベントで利用し
た．この際に体験者にアンケート調査を行い，体験の
満足度や，地理的事象に対する関心や理解への影響を
評価した．アンケートの回答者数は13人と少数で
あったが，幅広い年代からの回答を得た．その結果，
開発したVRアプリが全体験者に満足感を与えたこと
が判明した．この要因として，HMDの操作が直感的
で容易だったこと，自由な観察や散策のような主体的
な経験ができたこと，VRの閲覧やコントローラーの
操作が新鮮であったことが考えられる．さらに体験者
の約半数は，単に仮想空間を歩きまわるのみではな
く，実際の地理的事象に対する関心や理解を高めたこ
とも確認できた．これは地理教育におけるVRの活用
の可能性を示す．しかし，アンケートの回答時に体験
者が筆者らに気遣いをして実感よりも高い評価をした
可能性も否定できない．今後，実践を重ね体験者数を
増やしたり，学習効果をより高める工夫を行ったりす
ることが重要である．
前記のように，メタバースの概念が社会に急速に浸
透しつつあり，仮想空間での活動と現実が両立する時
代が訪れつつある．実際，仮想空間を活用し，学会で
アカデミックな人的交流を行う試みも始まっている
（亀岡ほか 2021; 飯塚ほか 2021）．一方，地理学や地理
教育では，地域を客観視する一種の仮想空間として地
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図が伝統的に使用されてきた．近年の地図のデジタル
化は，VRでの地図や地理情報の活用を容易にするも
のであり，これが地理教育における教具を多様化させ
ると考えられる．仮想空間においては，自身の体を人
から鳥へ変えて景観を俯瞰できるようなメリットもあ
る．このような新たな方向性と，これまで培われてき
た伝統的な地理教育の手法を関連させ，両者を相互補
完的に活用していくことが，今後の教育を有効かつ魅
力的にしていくために重要と考える．
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