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【要　旨】　一般的に野外実習で使用される紙媒体の資料は，鮮明な図表や写真を掲載するに

は限界があり，さらに野外において自由にそれらを拡大・加工することができないという欠点

がある。そこで，大分大学地理学教室では，2014年６月に臼杵市で実施した野外実習におい

て，iPadを試験的に導入し，その効果を検討した。その結果，ペーパーレス会議用のアプリ

ケーションを使用すれば，参加者に高い視覚的効果を与えられることが明らかとなった。その

一方で，iPadを使用する際のネット環境など，欠点も見出された。したがって，現段階では

iPadが紙媒体の資料に取って変わることは難しく，併用することが望ましいと結論づけられ

た。

Ⅰ　はじめに

１．地理学におけるフィールドワークおよび野外実習の位置づけ

　地理学は，地表の自然・人文に関するあらゆる事象を，環境や地域，空間などの概念に基づ

いて解明していく学問で，とくに「空間」という見方に特徴がある。地理学が対象とする事象

の空間的広がりには，「時間」が複雑に絡んでいることもあれば，地域の社会的，経済的，環

境・自然的，あるいは政治的過程が関連していることもあり単純ではない。そのため，地理学

研究の中で，たとえば，ある事象の空間的広がりの特徴や要因を分析するような研究や，ある

地域の「景観（landscape）」の成り立ちを解明するような研究では，それらに見合った客観的

な資料やデータに基づき，多角的・多面的に考察していくことが重要となる。しかし，そのよ

うな資料やデータが存在しない場合には，実際に現地で調査をおこない，様々な手法を用いて

客観的な資料やデータを自ら取得しなければならない。地理学の分野では，このような実際に

現地で調査をおこなう形態をフィールドワークと呼ぶことが多く，地理学の基盤的研究手法に

位置づけられている。

　現地で実際にフィールドワークをおこなうためには，当然調査技能を修得している必要があ
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る。また，地理的事象を理解する地理学的なものの見方・考え方が身に付いていないと，そも

そも研究目的に見合った資料やデータを選別することができない。これらを踏まえ，実際に現

地で地理的事象を観察することで地理学的思考力を養ったり，フィールドワークに必要な調査

技能を修得したりする形態は，一般的に野外実習やエクスカーション，あるいは野外巡検と

呼ばれ，時に教科書で学ぶ以上の効果が期待できる。国内外で開催される地理学に関連した

学術大会では，必ずといっていいほど様々なテーマの野外巡検や野外実習（field trip，field 

excursion）が開催され，多くの場合それらも学術大会の一部として扱われている。このこと

は，現地で実際に地理的事象を観察する野外巡検や野外実習が，地理学の存立基盤として位置

づけられていることに他ならない。

２．地理学教室における野外実習の位置づけ

　地理学教室を有する国内外の大学には，「野外実習」や「フィールドワーク」，「地理学調査法」，

「地理学研究法」といった名称のフィールドワーク系の科目が設置されており，学生はそれら

の科目を通じて各地域の地理的事象を学んだり，野外調査に関する基本的な調査技能を修得し

たりする。また，科目によっては，履修学生自らが実習対象地域を選定し，実習資料の作成か

ら現地における解説・調査，成果報告書の作成までをおこなうこともある。フィールドワーク

系の科目を卒業論文や修士論文作成のための基盤的能力の育成と位置づけている地理学教室の

場合には，カリキュラムの中で必修科目にしていることが多い。

　大分大学教育福祉科学部には，地理学の分野で卒業論文を執筆する予定の学部３・４年生を

対象とした，「地理学野外実習Ⅰ・Ⅱ」という授業が設置されている。この授業の具体的な到

達目標は，①人文地理学・自然地理学の基礎的な調査技法を修得する，②現地において調査技

法を適切に利用することができる，③研究成果を適切に整理することができる，と定めてい

る。これらの目標を達成するために，前期のⅠでは比較的身近な地域を，後期のⅡでは比較的

遠隔地を対象として，観察主体の野外実習を実施している。

３．地理学および地理教育におけるICTの活用

　2012年日本地理学会春季学術大会では，「ICTを活用した地理学の情報発信・社会普及と連

携」という公開シンポジウムがおこなわれた１）。このシンポジウムでは，ICTによる学術情報

の流通過程の変化について，また教育・研究ツールとしてのICTの可能性と問題について実践

を踏まえた話題が提供され，学術界と社会との関係性について議論された。このように，地理

学界においては，近年ICTの重要性が唱えられるようになった。

　文部科学省は，2011年４月に「教育の情報化ビジョン」を策定し，教育現場におけるICT活

用の促進を明示した２）。そして，総務省の「フューチャースクール推進事業」３）と連携した文

部科学省の「学びのイノベーション事業」４）を通じて，全国の教育現場にタブレット端末が導

入される事例も増加している。たとえば，佐賀県においては，2011年度に「先進的ICT利活用

教育推進事業」を開始し，2014年度から全県立学校において本格的な情報端末の導入がはじ

まった５）。こうした背景のもと，平成24年度に導入された中学校社会学習指導要領（文部科学

省，2008）や平成25年度に導入された高等学校地理の学習指導要領（文部科学省，2010）で

は，地図の活用においてICTを利用する「地理情報システム（GIS）の活用」を念頭においた

内容の授業が求められている。とくに，高等学校の地理におけるGISは，普及・啓蒙の段階か
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ら，導入が義務付けられた中での有効な活用法を検討する段階に移行してきたといえるが，現

状としては上述した新学習指導要領の改訂に対する教員の関心は高くはなく，GISが地理教育

に十分浸透しているとは言いがたい状況が続いている（伊藤，2012）。

　その一方で，近年地理教育においては，Apple社のiPadを始めとしたタブレット端末が注目

されており，GISとの連携が期待されている。とくに，現役高校教員の伊藤によるiPadと地理

教育に関する一連の報告は，特筆に値するだろう。伊藤は，2010年国際地図学会のシンポジウ

ムにおいて，多機能情報端末を使用した高等学校向けの教材を検討し，提示用の教材として

iPadの有用性を明らかにしている６）。また，2013年日本地理学会春季学術大会や2013年日本地

理教育学会７）における報告では，地図閲覧アプリを使用して古地図やハザードマップ，観光

案内図などをiPadに取り込むことで，それらを教材として利用できる可能性を提示し，「デジ

タル地図帳」としての有用性を示した（伊藤，2013）。これらの報告では，iPadを利用した「デ

ジタル地図帳」は，地理教育の対象や方法論を見直すことで，次世代型の教材として大いに活

性化する可能性があるとしている。 

４．本研究の目的と意義

　一般的に，野外実習で持ち歩く資料は紙媒体のことが多く，使用する地図（一般図）も国土

地理院が発行している「地形図」や，株式会社ゼンリン発行の「ゼンリン住宅地図」といった

紙地図であることが多い。紙媒体の実習資料や地図は，直接情報を書き込めるという利点があ

る一方で，①鮮明な図表や写真を掲載するには限界がある，②資料に載っている写真や図，あ

るいは地図などを拡大・縮小，加工することができない，といった欠点がある。そこで，本実

習では，これまで一般的であった紙媒体の実習資料と地図に加え，上述した欠点を解決・補助

するツールとして，タブレット端末であるiPadを試験的に導入した。今後，地理教育におけ

るICTの活用をより一層進展させていくためには，それらの実践事例の蓄積と効果の検証が必

要となる。しかし，地理学の存立基盤として位置づけられている野外実習（野外巡検）におい

ては，ICTを活用した実践例はきわめて少ない８）。そこで本稿では，2014年６月に実施した臼

杵市野外実習の概要を示すと共に，iPadを活用した実習の効果と今後の展望について報告す

る。

Ⅱ　野外実習の概要

　

１．実習参加者と事前準備

　本野外実習は，2014年度前期の「地理学野外実習Ⅰ」

に相当する。実習対象地域は大分県臼杵市とし，2014年

６月21日に実施した。参加者は，案内役である「地理学

野外実習Ⅰ」の履修学生３名（学部３年生）と大学院生

２名を含む計17人の学生に加え，本学教員が３名，他大

学教員が１名，その他１名の延べ22名であった（学年は

当時：図１）。また，本野外実習は他の専攻・コースに

在籍している学生も自由に参加できるよう配慮したた

め，上記の学生参加人数には普段地理学を学んでいない 図１　参加学生の学年・人数と属性
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学生も含まれており，その割合はむしろ地理学教室の学生よりも多い（図１）。

　案内役である履修学生は，本実習に向けて実習資料の作成と現地における観察地点の選定を

事前におこない，当日は観察地点にて解説を担当した。履修学生は主に解説地点選定を目的

に，延べ４回臼杵市を訪れ，20時間以上におよぶ事前調査をおこなった。また，事前調査の中

で，実習地におけるiPadの活用方法について考案した。なお，本授業では，実習資料の作成

を「卒業論文作成のための基盤的能力の育成」に位置づけており，現地での解説に関しては，

履修学生が教員志望学生ということを踏まえ，「地理教育に対する指導能力の向上」と位置づ

けている。

２．実習の目的とルートマップ

図２　野外実習におけるルートマップと観察地点

ルートはRyotei-GPS�Trackerで記録した。基図には，地理院地図（電子国土Web：http://portal.cyberjapan.jp/site/

mapuse4/index.html）を使用した。

　臼杵市には，火山灰などの火山砕屑物が溶解し圧縮されたことで形成された，阿蘇溶結凝灰

岩（以下，凝灰岩）が分布している。この凝灰岩は，阿蘇山における大規模な火砕流を伴う４

回の大噴火（Aso-1,2,3,4）のうち，約8.5～8.9万年前に発生した最も大規模な噴火（Aso-4）

による火砕流堆積物である（町田，2001）。これらは，臼杵近辺の急峻な山地形を形成してい

るだけでなく，加工しやすいという岩質から，凝灰岩の崖面には磨崖仏が彫り出され，市内の

石畳や城の石垣などの部材としても多用されている。また，臼杵市は，戦国大名の大友宗麟が

築いた城下を基盤として繁栄してきた町でもある。切り立った崖上には臼杵城本丸（現在の臼

杵公園）が立地し，山の斜面には武家屋敷町が広がっている。また，臼杵川の堆積物で構成さ

れた沖積低地には，町人地と寺町が広がっており，一般的な城下町の構造とは異なっている。

　他方で，臼杵市は，近年発生が危惧されている南海トラフの巨大地震によって，津波被害を

受ける可能性が懸念されている。そのため，市を挙げて防災・減災対策に取り組んでおり，そ

の過程で小学校の高台移転問題が話題になった。本実習では，臼杵市でみられる凝灰岩がつく

りだした特徴的な自然景観とその岩質を活かした文化景観を，地理学的視点によって読み解い

ていくと共に，臼杵市における災害の危険性とその対策について理解を深めることを目的とし
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た。なお，本稿ではiPadを活用した観察地点のみを取り上げ，以下では履修学生が作成した

紙媒体の資料を紙資料と表記する。図２にルートマップと観察地点を示す。

Ⅲ　野外実習におけるiPad活用事例

１．使用した機器とアプリケーション

　本実習で使用したタブレット端末は，Apple社のiPad（５台）とiPad mini（５台）の計10

台で，どちらも64GBである。iPadは大分大学高等教育開発センターから貸与を受け，iPad 

miniは地理学教室所有のものと，個人所有のものを併用した（以下，いずれもiPad）。実習当

日に使用したWi-Fiは，「Pocket WiFi LTE GL10P」である。このWi-Fiは，連続通信時間が

最大10時間，回線速度は下り最大110Mbpsで，最大接続可能台数は10台となっている。

　野外実習の移動経路および時間の記録には，iPhone専用アプリケーション（以下，アプリ）

の「Ryotei-GPS Tracker」９）を使用した。このアプリはGPS衛星からの信号を受信し，位置

情報を取得・記録するアプリで，撮影時には地図上に撮影地点と撮影方向を示すアイコンが表

示される。また，移動経路だけでなく，時間や標高，速度，移動距離も計測することができ，

地図上に重ねて表示したり，グラフ化したりすることも可能である。GPSの誤差が定かではな

いが，おおまかな移動経路や撮影時間の記録には十分活用できるため，本実習ではルートマッ

プ作成用ツールとして導入した。ただし，本アプリは有償である。

　iPadはスマートフォンなどに比べ画面が大きく，自由に画像を拡大・縮小することができ

るという特徴がある。しかし，野外実習においては，解説者がどれだけ画像を大きくしながら

解説しても，参加者は画像をみるために解説者に近づかなければならず，紙資料との差異は生

まれないと考えた。そこで，参加者にもiPadを配布したうえで，解説者のiPadの画面と参加

者のそれが同じように表示され，しかも拡大や書き込みといった動作も連動するよう工夫す

る必要があった。そこで，本実習では，全てのiPadに「RICOH Smart Presenter」（以下，

Presenter）10）をインストールし使用することにした。PresenterはiOS端末専用の無償アプリ

で，iPad・iPhone・iPod Touch上で動作するペーパーレス会議・プレゼンテーション用とし

て，民間企業や学校などで利用されている。複数のiOS端末上で資料の共有をおこない，閲覧

資料ページの同期やページ内の拡大・縮小，あるいは書き込みが可能で，複数の会議やプレゼ

ンテーションをスムーズにおこなうことができる。ただし，会議に参加するiPadは同じWi-Fi

に接続されていなければならず，また無償版の場合には，アップロードできる資料の文章フォー

マットがPDFのみである。本実習では，作成した資料や画像資料（スクリーンショット）を

PDFに変換して使用した。Presenterの詳細な操作マニュアルを，図３および図４に示す。
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図３　RICOH�Smart�Presenterにおける発表者設定マニュアル

 6 

【発表者の設定画面：画像はiPadのスクリーンショット】 
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① Presenterを開く    ② 下部のフリー会議作成をタップ  ③ 会議名を入力（自由） 
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④ 参加パスワードを設定 ⑤ 使用したい資料を選択・追加  ⑥ 発表者の交代禁止を設定 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 会議の開催をタップ 

図3 RICOH Smart Presenterにおける発表者設定マニュアル 

※ 全てのiPad・iPhoneが同じWi-Fiに接続されていなければならない（①，

②に関連）。 

※ 無償版は1つのフリー会議に参加できるiOS端末が最大10台（①，②に

関連）。 

※ 同時に開催できるフリー会議は最大5件まで（①，②，③に関連）。 

※ 1つのフリー会議で利用できる資料は最大3つまで（⑤に関連）。 

※ 資料は，会議開催時と資料追加時の合計で30 MBまで（⑤に関連）。 

※ 無償版は利用できる資料の文章フォーマットがPDFのみ（⑤に関連）。 

※ 発表者の交代禁止設定をすると，発表中に別の端末でみている人は，ペン

ツールなどの操作ができなくなる（⑥に関連） 

※ 参加パスワードは設定しなくても良い。むしろ，野外実習では必要ないこ

とのほうが多い（④に関連）。 
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図４　RICOH�Smart�Presenterにおける発表ツールマニュアル
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２．iPadの活用事例

（1）臼杵駅：iPadの配布・使用方法の確認と現在地の確認

　本実習の集合場所は，日豊本線の臼杵

駅改札前とした。ここでは，主に地理学

を専門的に学んでいない学生を対象とし

て，履修学生（以下，解説者）が地理学

における野外実習の概要とフィールド

ノートの書き方について説明した。そし

て，国土地理院発行２万５千分の１地形

図幅『臼杵』を使用して，現在地の確認

とルートマップ作成方法の説明をおこ

なった。その後，解説者は参加者に対し

てiPadを配布し（２～３人で１台），図

３，４で示したiPadおよびPresenterの

使用方法を一通り説明した。既述のよう

に，Presenterは，同じWi-Fiに接続さ

れていないと会議に参加できないため，

ここで計10台のiPadをWi-Fiに接続した。

　参加学生は，配布されたiPad内の

Presenterを立ち上げ，「フリー会議一

覧」から解説者が作成した会議名をタッ

プし，会議に参加した。会議に参加する

と，会議に参加しているiPad全台の画

面に，解説者（Presenter上では発表者）

の画面（つまり資料）が表示される（図

５）。解説者がページをめくったり拡大

したり，あるいは書き込みしたりする度

に，参加者の画面も連動するようになっ

ている。「発表者の交代禁止」を設定し

ていれば，解説している最中に他の参加

者が画面を触っても，ページが変わるこ

とはない。そのため，参加者は画面をみ

ながら解説を聞くことになる。

　ここで使用した資料は，Google Earth画像のスクリーンショット（以下，Google Earth画

像）である（図６）。事前準備として，Google Earth画像上で臼杵市の位置や臼杵駅の位置に

印を付けておいた画像ファイルを，PDF化した。もちろん，画像はラスタ画像なので，ベク

ターデータのような拡大の仕方はできない。そこで，解説者は，ページをめくる度に徐々に現

在地である臼杵駅に近づいていくよう（拡大するよう）事前準備の段階で加工し，臼杵市にお

ける地理的位置の理解が深まるよう工夫した。解説が一通り終了したのち，再度地形図で現在

地と次の目的地までのルートを確認した。この作業の最中には，Google Earth画像と地形図

図５　iPad（Presenter）活用時における解説者

　　　と参加者の関係　　　　　　　　　　　　

手前に写っている解説者のiPadを動かすと参加者のiPadも連動

するため，ある程度の距離があっても問題ない。

図６　Presenterの資料とした臼杵市周辺の

　　　Google�Earth画像　　　　　　　　

矢印と文字は後から加筆したものである。　　　　　　
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を見比べ，現在地を確認している学生も見受けられた。なお，iPadやPresenterの使用方法の

解説とWi-Fiの接続作業には，概ね15分程度かかった。他の観察地点では，Wi-Fiの接続にお

およそ５～７分程度かかっている。

（2）臼杵小学校：リアス海岸の解説

　近年発生が危惧されている南海トラフ巨大地震によって，臼杵市は津波被害が懸念されてい

る。こうした背景のもと，2012年10月に，海抜２mに立地している臼杵小学校を，約1.3km離

れた海抜25mに立地する福良ヶ丘小学校に統合移転する案が，臼杵市によって立案された。そ

して，2016年度の統合を計画し，2013年度の予算編成までに是非を判断するとした。しかし，

保護者から「通学時間が長くなるが，通学路の安全は守れるのか」等の反対意見が出たため，

結果的に保護者の意見を最大に尊重するというかたちで，2013年１月に移転案は撤回された。

　ここでは，紙資料を使って臼杵小学校の移転案の経緯や，小学校あるいは臼杵市が取り組ん

でいる防災・減災対策について解説した。その後，臼杵市に押し寄せる津波の波高が高くなる

要因として臼杵市のリアス海岸を挙げ，それに関する解説を紙資料とiPadを併用しておこなっ

た。紙資料には，リアス海岸の形成過程の図を示し，形成過程に関する解説と津波に対する脆

弱性（とくに，湾奥の集落）について解説をおこなった。Presenterで使用した資料は，臼杵

市の海岸部を拡大した地形図と，「リアス海岸」の名称の由来となった，スペイン北西部ガリ

シア地方の海岸のGoogle Earth画像である。

（3）福良ヶ丘小学校：大分県沿岸部における津波シミュレーション

　既述のように，福良ヶ丘小学校は，臼

杵小学校の統合移転先として提案された

高台に立地する小学校である。既に臼杵

小学校にて，南海トラフ巨大地震による

津波被害の概要や，高台移転に関する経

緯については解説していたので，ここで

はiPadを活用して，両小学校の津波被

害に対する危険性・安全性について解説

し理解を深めた（図７）。

　Presenterで使用した資料は，臼杵小

学校と福良ヶ丘小学校の位置が示されて

いるGoogle Earth画像，臼杵市が発行

している津波避難場所マップ11），臼杵市

のGoogle Earth画像と津波避難場所マップの重ね合わせ，潮位５mおよび１mごとの大分県

沿岸部津波シミュレーション12）である（全てPDF化）。まず，臼杵小学校と福良ヶ丘小学校の

位置が示されているGoogle Earth画像によって，両学校の位置関係や距離を把握した。その

後，津波避難場所マップとGoogle Earth画像の重ね合わせを表示し，福良ヶ丘小学校が津波

避難場所に設定されていることを確認した。そして，最後に大分県沿岸部における津波シミュ

レーションを表示した。

　本来なら，このシミュレーションはFlashで作成されているため，潮位が上がっていくに連

図７　津波シミュレーションをPresenterで

　　　動かす解説者　　　　　　　　　　
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れ内陸部まで浸水していく様子をアニ

メーションでみることができる。ところ

が，Presenterでは動画ファイルを資料に

することができないため，次善の策とし

て，潮位５mや１mごとに表示した津波

シミュレーションのスクリーンショット

をPDF化し資料とした。もちろん，ア

ニメーションのように滑らかではない反

面，解説者が任意のスピードでページを

めくることで，段階的に浸水域を解説・

理解することができた。また，解説者側

の機能であるペンツールを利用して，解

説者が説明をしながら両小学校を丸で囲

むなど，視覚的に理解しやすくなるよう

工夫した。この作業は，シミュレーショ

ン上ではあるが，潮位４mで臼杵小学校が浸水するのに対し，潮位７mでも福良ヶ丘小学校は

浸水しないということを理解するのに役立った（図８）。

（4）大日石仏・白馬渓：溶結凝灰岩と阿蘇火砕流台地

　磨崖仏とは，自然の岩壁や露岩，ある

いは転石に造立された仏像のことを指

す。大分県は，磨崖仏の宝庫とも呼ばれ

るほど数多くの磨崖仏が存在しており，

臼杵磨崖仏は国宝に指定されている。本

実習では，臼杵川の左岸に位置する溶結

凝灰岩の岩壁に彫られた大日石仏を観察

した。ここでは，まず紙資料に基づき，

磨崖仏に関する造立年代や作成の背景な

どを解説した。その後，今回の実習では

距離的理由で観察地点から外すことと

なった，臼杵磨崖仏に関する解説を，

iPadを用いておこなった（図９）。

　Presenterで使用した資料は，解説者が事前調査で撮影した臼杵磨崖仏の写真をまとめたパ

ワーポイントを，PDF化したものである。既述のように，臼杵市周辺に磨崖仏が多く存在し

ている理由は，このあたり一帯が阿蘇山の噴火（Aso-4）に伴う火山砕屑物で覆われており，

その火山砕屑物から生じた凝灰岩という軟質の石が，やわらかく彫刻に適していたからといわ

れている。Presenterでは，臼杵磨崖仏の写真をみせながら，これらが凝灰岩層に掘り込まれ

た仏像であることを解説し，他にも凝灰岩を加工して造られた仁王像や鳥居の写真も使用しな

がら，凝灰岩がつくりだした文化景観を読み解いていった。

　大日石仏では，雨のために当日の観察を断念した白馬渓についての解説もおこなった。白馬

図９　大日石仏での解説の様子

参加者は解説者ではなく，手元のiPadをみながら聞いている。

図８　津波シミュレーター（参加者iPad）

矢印と両小学校の位置，および文字は後から加筆したものであ

る。福良ヶ丘小学校は，潮位４m時でも浸水しないことが良く

わかる。
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渓は，阿蘇山の噴火（Aso-4）による火砕流によって形成された阿蘇火砕流台地を，臼杵川が

長い年月をかけ浸食したことによって形成された渓谷である。白馬渓は，臼杵市随一の紅葉の

名所として知られているほか，凝灰岩が広く分布しているため，それを加工して造られた石

橋も有名である。白馬渓に関する解説には，iPadを使用した。Presenterで使用した資料は，

解説者が事前に作成していたパワーポイントをPDF化したものである。解説者は，渓谷（V字

谷）の形成過程を図や白馬渓の写真に書き込みをおこないながら解説したのち，白馬渓の形成

過程に絡めて阿蘇火砕流台地の分布図を示し，阿蘇山の噴火（Aso-4）の規模を理解した。ま

た，実際に凝灰岩がどのようなものかを理解するため，事前調査で解説者が撮影していた白馬

渓に点在する凝灰岩の写真も併せて表示した。

　ところで，本観察地点では質問する側もPresenterを使用した。Presenter上の「発表者」ボ

タンをタップし，発表者を切り替えることで質問者も資料の拡大や縮小，さらにはペンツール

で書き込みをおこなうことができる。質問者は，たとえば，阿蘇火砕流台地の分布図に書き込

みをおこないながら，「なぜ海の向こうの山口県にまで，阿蘇山の火砕流堆積物が分布してい

るのか」や，「（分布図上の空白地域に丸を付けて）なぜここには凝灰岩が分布していないの

か」などといった質問を投げかけた。

（5）臼杵市歴史資料館：QRコードの読み取り

　臼杵市歴史資料館は，臼杵市が所蔵する貴重な歴史資料を展示している資料館であり，2014

年４月26日にオープンした臼杵市初の展示施設である。臼杵市は，約35,000点の歴史資料を所

蔵していて，戦国時代のキリシタン大名である大友宗麟（大友義鎮）や，初代臼杵藩主の父で

ある稲葉一鉄に関する資料などのほか，種々の絵図を多数展示している。

　この歴史資料館では，展示品の横に貼りだされているQRコードをアプリケーションで読み

取ると，その展示品の詳細な情報を閲覧できる「展示ガイドシステム」を採用している。そこ

で，事前にiPadにQRコードスキャナーをインストールしておき，参加者が自由に読み取りを

おこない自ら理解を深めていった。

Ⅳ　野外実習におけるiPad活用の効果と課題

　「地理学野外実習Ⅰ」では，野外実習に向けた事前準備と，現地での解説を担当した履修学

生３名に，実習報告書の作成までを義務付けた。また，参加学生に対しては，任意レポートと

いうかたちで，実習終了後にiPadの使用に関する意見・感想を求めた（10名が提出）。ここで

は，それらを基に，本野外実習におけるiPad活用の効果と課題について，参加者側と解説者

側の二つの観点によって検討する。
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１．参加者側からみたiPad活用の効果と課題

表１　参加学生の感想からみるiPad（Presenter）活用のメリット・デメリット

参加学生
iPad（Presenter）活用の

メリットに値する意見・感想

iPad（Presenter）活用の

デメリットに値する意見・感想
その他意見

Ａ
資料をiPadで指し示しながら説明したことで，

視覚的に理解しやすかった。
なし

iPadで説明する箇所をもっと絞り，時間を短縮

化したほうが良い。

紙地図の良さが活かされていなかった。

Ｂ 視覚的に理解しやすかった。

天候に左右される。

Wi-Fiに接続する時間がかかる。

解説者による一方的な操作では，飽きてしまう。

今後の野外実習や学校現場でも活用できそうな

気がした。

Ｃ
写真のおかげで，観たことが無い地形のイメー

ジができた。

iPadを落としそうで怖かった。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった。

iPadを持っていたせいで，メモが取れないこと

があった。

持ち歩く際，思っていたよりも重くは感じな

かった。

Ｄ 視覚的に理解しやすかった（紙資料よりも）。

天候が悪い日には充分注意が必要。

Wi-Fiに接続する時間がかかる。

操作に慣れるまでに時間がかかる。

Ｅ

津波シミュレーションが非常にわかりやすかっ

た。

ペンツールで示してもらったおかげで，写真の

どこにV字谷があるのか素早く理解できた。

iPadをみたり，資料をみたりと忙しい。

フィールドノートにメモする時間が無い。

Wi-Fiに接続する時間がかかる

動画も観れるとなお良い。

Ｆ

操作が思っていたより簡単だった。

印刷よりも写真や図がきれいで，見やすかった。

耳で聞くよりも，理解しやすかった。

iPadが濡れそうで怖かった（気をつかう）。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった。

悪天候の日には使用しないほうが良いと思った。

天候が良い日に活用するとなお良い。

Ｇ

津波シミュレーションが非常にわかりやすかっ

た。

口頭だけでは理解しにくい内容が，視覚的に理

解できて良かった。

iPadが濡れそうで怖かった（気をつかう）。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった。

悪天候の日には使用しないほうが良いと思っ�

た。

滑り止めのカバーが必要。

地図も３D表示などにしてくれると良かった。

Ｈ

印刷よりも写真や図がきれいで，見やすかった。

津波シミュレーションが非常にわかりやすかっ

た。

iPadが濡れそうで怖かった（気をつかう）。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった。

悪天候の日には使用しないほうが良いと思った。

動画も観れるとなお良い。

Ｉ 視覚的に理解しやすかった。

iPadが濡れそうで怖かった（気をつかう）。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった。

悪天候の日には使用しないほうが良いと思っ�

た。

防水カバーが必要。

紙資料も全てiPadの中に入れてほし�い。

動画も観れるとなお良い。

Ｊ
津波シミュレーションが非常にわかりやすかっ

た。

iPadが濡れそうで怖かった（気をつかう）。

傘，フィールドノート，紙資料，iPadを持つの

は大変だった

悪天候の日には使用しないほうが良いと思った。

防水・耐衝撃用カバーが必要。

動画も観れるとなお良い。

参加学生の任意レポート（10名分）から該当箇所を抜粋し，加筆・修正した。



－ 149 －

（1）参加者側からみたiPad（Presenter）の有用性

　参加学生の任意レポートの内容から，本実習におけるiPad（Presenter）活用のメリット・

デメリットに値する箇所を抜粋し，表１にまとめた。これをみると，野外実習においてiPad

が参加者に与えた最大の効果は，視覚効果であったことがわかる。任意レポートを提出した10

名全員が，津波シミュレーションも含めて，鮮明な図表や写真によって理解が深まった，ある

いは理解が容易になったと記述している。また，Presenterの機能を活用して，解説者が図表

や写真を拡大し，さらに実際にペンツールで該当箇所を示してくれたおかげで，より理解が早

まったとの意見もあった。したがって，iPadの特徴を十分に活かした強烈な視覚効果は，野

外実習に限ってみれば，参加者側の「理解にかかる時間」の短縮につながる可能性が高いと考

えられる。

　大日石仏では，質問者側もPresenterの機能を活用して，図表等に書き込みしながら質問し

た。その際には，発表者を質問者に切り替えているので，他の参加学生のiPad画面にも，質

問者の書き込みが反映された。野外実習では，他の参加者からの質問がうまく聞き取れなかっ

たり，質問の意図が理解できなかったりすることが多々ある。しかし，Presenterの機能を活

用したことによって，質疑応答時に１対１（質問者と解説者）ではなく，質疑応答時であって

も１対多数（解説者と全参加者）の関係性が自然とつくられていた。このことは，参加者側に

とってきわめて有効な効果であったと推測できる。

（2）参加者側からみたiPad（Presenter）活用における課題

　1）天候に対する脆弱性

　表１に示したiPad（Presenter）活用

のデメリットに値する抜粋箇所は，野

外におけるiPadの脆弱性を表現してい

る。実習当日の天候が雨ということも

あって，参加学生Aを除く９名が雨天

時のiPad使用について苦言を呈してい

る。その中でも，とくに意見が多かった

のが，「iPadを落とす・濡らす危険性」

と「傘を持ちながらの使用」に関して

であった。参加学生FからJまでの学生

は，一様に「落とす・濡らす」という危

険性に対して，「ひどく気をつかった」

と記述していた。これは，iPadが「高価

なもの」で「防水機能がない」という，

参加者が持つiPadのイメージと機能そのものに起因する。加えて，参加者にとってはiPadが

「借り物」であったということも，気をつかった一つの要因になったに違いない。

　野外実習の場合には，危険防止のため，傘の使用を禁止することが多々ある（両手が使え

て，視界が開けるレインコートのみ）。しかし，本実習では，雨天時の傘の使用を認めていた

ため，参加学生は観察地点にて，傘，フィールドノート，紙資料を持ちながらiPadを操作し

なければならなかった（図７，図10）。また，これに関連して，両手がふさがっていたため，

図10　傘を差しながら紙資料を持つ参加学生

iPadは別の参加学生が持っているが，お互い両手がふさがって

しまいメモを取ることができない。
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フィールドノートを書くことができなかったという意見も散見された（表１）。これらの解決

策としては，防水ケースの装着と，ストラップ等による落下防止対策が有効であろう。

　2）インターネット環境（時間）

　iPad（Presenter）を野外で使用するにあたってもう一つ問題となってくるのが，インター

ネット環境である。Presenterによるフリー会議は，同一のブロードキャストドメイン内での

み有効であるため，全くの野外では同じWi-Fiに接続する必要がある。野外実習は移動しなが

らおこなうことが一般的なので，Wi-Fiの接続環境や充電の問題からして，複数台のiPadを長

時間接続状態にしておくことは不可能である。そのため，本実習においても，観察地点に到着

する度に，全台のiPadをWi-Fiに接続する必要があった。参加学生B，D，Eが述べているよう

に，観察地点によってはWi-Fi接続に時間が取られ，参加者側も不満を感じることがあった。

　3）紙資料との対比

　参加者側にとって紙資料の利点は，実習の最中に情報を直接書き込めることと，任意のタイ

ミングで何度も内容を確認できる利便性であろう。参加学生Ｉが述べているように，実習資料

全てをiPad（Presenter）に取り込めば，確かに持ち運びなどは容易になる。しかし，直接文

字を書き込むという作業は，少なくともPresenterのペンツールでは限界があり，さらに保存

することもできないため，情報を整理するという点から考えれば効果的とは言いがたい。ま

た，Presenterはあくまで解説者（発表者）の任意のスピードでページが進められるため，参

加者自らの意思で，状況に応じて戻ったり進めたりすることができないという問題点がある。

２．解説者側からみたiPad活用の効果と課題

（1）解説者側からみたiPad（Presenter）の有用性

　本実習で使用したPresenterは，本来

会議用のアプリということもあって，解

説者の画面と参加者の画面が連動すると

いう特徴がある。これにより，解説者は

図表に書き込みをおこなったり，図表の

拡大をしたりしながら解説することが可

能となった。これまでの野外実習では，

紙資料に書き込みをしながら解説する

と，どうしても参加者は解説者に近接し

なければならず，自由に観察することが

できないという問題があった。しかし，

Presenterを使用すれば，仮に解説者が

みえなくても，解説者の書き込みを確認

することができるという利点がある（図

11）。また，地図の使用に関しても，画面上で位置を指し示すだけで現在地を瞬時に伝えるこ

とができる。つまり，これまでのように，巡視による指導が不必要となるため，時間の短縮に

つながると推測される。

図11　解説者がペンツールで指し示した様子

　　　（参加者iPad）　　　　　　　　　　　

矢印は後から加筆した。
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　解説を担当した履修学生の報告書では，「図表に書き込みしながら解説ができた点に，iPad

（Presenter）の高い有用性を感じた」という記述があった。その中でも，事前準備の段階から

最も力を入れていた，福良ヶ丘小学校で示した大分県沿岸部津波シミュレーションについて

は，「小学校に印を付けながらページを動かすことで浸水深と小学校の位置関係が瞭然となり，

非常に理解しやすい資料になったと感じた」という旨の実感が記されていた。実際にこのシ

ミュレーションは，参加学生からも高い評価を得ている（表１）。

（2）解説者側からみたiPad（Presenter）活用における課題

　1）インターネット環境（時間）

　解説者であった履修学生からも，インターネット接続に関する課題が挙げられた。本実習

で使用したWi-Fiは最大10台までしか接続できないため，10台以上になった場合にはさらに

Wi-Fiが必要となる。Presenterにおいても，無償版は機能上10台までしかフリー会議に参加

できないため，いずれにせよiPadが10台以上の場合には，別のWi-Fiに接続したうえで新し

いフリー会議を開催する必要が出てくる。そのため，本実習では，iPadの使用台数を10台と

し，一台のWi-Fiで対応できるよう配慮した。その結果，２～３人で１台のiPadを扱うことと

なり，解説者もその点を考慮しながら解説する必要があった。また，観察地点によっては接続

のための作業時間が長引き，タイムスケジュールの変更を迫られた。

　インターネット接続において最も大きな問題は，Wi-Fiが接続できない場所（圏外）では，

Presenterを使用することができないという点である。そのため，解説者は事前準備の段階

で，Wi-Fiの接続可能エリアを調査しておく必要がある。また，野外でのインターネット接続

の状況は安定しないことが多いため，解説者はネット不接続や機器の不具合も想定して，常に

次善の策を講じておかなければならず，事前準備に大きな負担がかかる。

　2）紙資料との対比

　紙資料を使用した実習は，解説地点に

てスムーズに解説を始められるという利

点がある。また，参加学生の意見にも

あった紙資料の高い利便性は，解説者に

とっても非常に有用である。とくに，地

理的事象の関連性が高い複数の観察地点

では，速やかにページ移動できる紙資料

のほうが，解説者にとっては応用が利く

場合もある。

　また，紙資料のほうがiPadより優れ

ている点として，地図から土地利用や自

然環境などを読み取る「読図」が挙げら

れる。地理学で研究をする以上必須の技

能である「読図」は，大学ではフィールドワーク系の授業などで必ず学ぶことになる。野外

実習においても，地理的技能の修得の一つとして，読図作業を組み込むことが多い。そのた

め，実習の最中に，土地利用を明瞭にするために地形図に色塗りをしたり，地形図から地形

図12　現在地を地形図上で確認する参加者（左）

　　　と指導する解説者（右）
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断面図の作成をおこなったりすることがある。もちろん，事前にこのような作業をしておい

て，iPadに取り込むことも可能ではあるが，実際に現地でしか得られない情報もあるため，

適時書き込みをおこなえる紙資料のほうが利用しやすい。本実習においては，iPad上に示し

た地図画像に現在地を指し示し，試験的に参加学生に周知させる試みをおこなった。既述のよ

うに，この機能を利用することで解説者側は巡視する必要がなくなり，時間の短縮につながっ

た。しかし，地図画像は保存することができないので，参加学生はルートマップ作成のため，

結局のところ紙の地形図にポイントやルートを書き込んでいった（図12）。たとえ，近い未来

にiPad上で画像を保存することが容易になり，さらに書き込みが素早くおこなえるようになっ

たとしても，この「読図」の作業だけは，紙地図に勝ることはないだろう。

Ⅴ　おわりに

　野外実習で持ち歩く資料（地形図も含む）には，次の二つの役割があると考えている。一つ

は，現地での観察や解説，あるいは調査に対する補足情報としての役割である。実習資料に

は，補足情報としての地図や図表を多用する傾向があり，現地ではそれらをみながら地理的事

象の理解を深めてもらうことが多い。二つ目は，対象地域や地理的事象について，実習前であ

れば「事前に知る＝事前学習」，実習後であれば「確認する＝事後学習」のためのツールとし

ての役割である。事前学習という意味では，実習中における次の観察地点の事前学習も含まれ

るであろう。これは，野外実習全般にいえることだが，実習中は観察の記録・記載はもちろん

のこと，案内役の解説や調査データの記録・記載を随時おこなっていく。ところが，状況に

よっては（たとえば，悪天候など），それらを聞き漏らしてしまうこともあれば，記録・記載

すらままならないこともある。実習資料には，各観察地点の概要や上述した補足情報としての

データ等を示すことが多いため，事前・事後学習の際には教科書的役割を担うこととなる。

　これらを踏まえて考察すると，本実習におけるiPadの活用方法に限っていえば，iPadは補

足情報としての実習資料という役割が大きかったと考えられる。むしろ，iPadを当日配布・

回収していることに鑑みれば，事前・事後学習のためのツールとしての役割は全く無かったと

いってよい。つまり，実習中であれば，iPadは参加者に対して高い視覚的効果を与え，紙資

料の欠点を補完する優れたツールとなる。しかし，紙資料が担っている事前・事後学習のため

の教科書的役割を果たすためには，かなりの工夫（とくに，予算）が必要となってくる。また，

野外において直接書き込みがおこなえるといった紙資料の利便性はきわめて高く，現段階では

iPadのほうが優れているとは言いがたい。したがって，現時点では，iPadは新しい実習資料

として活用できる可能性はあるものの，野外実習における資料的価値という点に関しては，

iPadが紙資料に完全に取って代わることは難しいと推測される。今後は，iPadの特徴を十分

に活かしながら，紙資料との効果的な併用に向けた新しい実習資料の開発に取り組む必要があ

るだろう。
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Effect of the Field Excursion which Utilized iPad

Takushi KOYAMA　Haruhiro DOI　Kento MATSUGI
Naoto KIMURA　Junpei HIGASHI

Abstract

　The paper medium material for the field excursion generally has several weak points. It 

is difficult to identify the chart and the photograph on it clearly and in detail, and it also 

cannot be freely expanded and processed by the participant on the field. The Department 

of Geography, Oita University  experimentally verified  the  effect  of using  iPad  to 

overcome those weak points of paper medium material in the field excursion that had been 

executed in Usuki City, Oita Prefecture in June, 2014. As a result, the application for a 

paperless conference had the optical effect for the participant even though the networking 

environment was a problem for using iPad on the field. The authors, therefore, concluded 

that  iPad doesnʼt  take the place of  the paper medium at  the present stage, and  it  is 

reasonable to use it together with the paper medium on the field.
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