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１．はじめに 

地学教育の，とくに地質の分野でのコンピュータの利用は限られたものとなっている．

もちろん研究においては，文献の検索から研究・実験の実施，データの解析，図表の作成，

論文のまとめまで，あらゆる過程においてコンピュータが活用されている．しかし，学校

の授業や教材としては，インターネットによるデータの収集，たとえば世界の博物館や研

究機関等にアクセスして，化石・岩石・鉱物や，火山活動の画像を閲覧するぐらいがポピ

ュラーな使い方だろう．地質の分野では，本物の自然や標本の観察が第一義的であり，ま

た地質現象の数量化・コンピュータでの表現は，気象や地震の分野ほど進展しておらず，

その教育的利用，教材の開発もほとんどなされていない． 

当大阪府教育センターでは，小・中・高校の理科担当教員の研修を行っており，同時に

理科教育に関する教材やカリキュラム開発の研究等に取り組んできた．最近では，私たち

理科第二室では，とくに大阪という地域の自然環境に関するデジタル教材開発を重点的に

すすめている．その成果として例えば，教育データベース『教育資料 大阪の自然災害と環

境（CD-ROM 付）（2000）』や，『野外観察ガイドブック，地学編（CD-ROM 版）(2002)』など

を刊行してきた．これらの教材のうち筆者の担当してきた地質分野では，地形や地質など

をコンピュータによって表現した画像を多数作成している．これらは未だ資料集の域を越

えるものではないが，ここでその活用例のいくつかのを紹介する．さらに，地学分野での

教材としてのコンピュータ活用の在り方を考えてみたい． 

 

２．活用した教材例 

（１）「大阪の自然災害と環境」－地理画像 

自然災害を中心とする防災教育の学習活動を進め，豊かな内容にするためには，災害の

背景となる地域の自然環境や身近な災害事例を中心にした誰でも利用しやすい自然災害に

ついての教育資料が必要である．そこで，大阪の地域性を重視した自然環境と災害とに関

する画像や図表などを主としたデータベースを作成し，災害のタイプや，教育分野，地域

などによって分類・体系化し，利用しやすいように提示した．データはホームページの形

式（HTML）で表示し，CD-ROM「大阪の自然災害と環境」（データ量は約 430MB）として提供

した．また，その内容を紹介し，さらに防災教育の在り方や授業実践例を取り上げた冊子，

「教育資料 大阪の自然災害と環境」を刊行した． 

データベースの内容は，Ⅰ 気象災害と大気環境，Ⅱ 地形・地質・地震災害に関する地

理画像の２部から構成され，それぞれ次の大項目からなる．Ⅰ：気象災害・気象災害に備

えて・大阪の気象・日本の四季の天気，Ⅱ：地図画像・衛星画像・地震災害・大阪の地質



図・山地の崩壊と土砂災害・付録 大阪の生物相．この教育データベースは，防災・環境教

育のための資料として理科や社会などの教科ばかりでなく，「総合的な学習の時間」におけ

る地域研究などに役立てることができる． 

以下に，Ⅱ部の地理画像の概要を示す．地理画像データベースは，地図画像，衛星画像，

地震災害，地質図，そして土砂災害の資料からなり，テーマや地域別などの目的に応じて

選択できるようにした． 

地図画像： 最近 10 年足らずの間に地形図をはじめとする様々な地図情報がデジタル化

され数値地図や数値情報として公的機関から提供されている．中でも国土地理院が発行し

ている各種数値地図は，今までの地形図に代わる基本的な地図データとして，学校教育に

おけるコンピュータと数値地図利用ソフトの普及に伴い教育への活用が急速に広まるもの

と予想される．数値地図（25000 地図画像，50 m メッシュ標高，2500 空間データ基盤など）

は，１枚の CD-ROM に膨大な地図データ（25000 地図画像では 20 万分の１の地形図の範囲

を表す２万５千分の１地形図が 64 枚分）が入り，また簡易地図表示ソフトも添付されてお

り，地形図として任意の地域の地図情報を見ることができる．価格も求めやすく，通常の

地形図の使い方であればこれを利用すれば十分である．ここでは数値地図の活用の例とし

て，地形表示ソフトとしてフリーソフトの山岳展望ソフト「カシミール」を用い，近畿の

特徴的な地形を立体的に表現したり，海面変動などを示した．また空中写真を用いて大阪

周辺の典型的な断層地形の立体視を用意した．空中写真は解像度が高く，土地利用や植生，

微地形の解析・観察に有効である．以上の画像の理解を助けるために説明のテキスト（六

甲山と生駒山，空中写真で見る断層地形）も用意した． 

衛星画像： ランドサットや気象観測衛星などから得られた衛星画像は，テレビや科学

雑誌，そして最近ではインターネットを介して私たちに身近なものになってきた．このよ

うな地球観測衛星によるリモートセンシングデータは，主に地球規模の環境や気象情報，

そして広域的な地形構造の観測などに利用されてきたが，さらに，その空間分解能の向上

とともに，５万分の１程度の小地形の環境解析も可能になってきた．また，最近のパソコ

ンの高性能化，そして画像処理ソフトの普及によって，ようやく学校教育の場においても

衛星データを有用な教育情報として活用できる条件が整ってきた．ここでは，地球観測衛

星「みどり」ADEOS のデータをもとに近畿の自然，特に地形や土砂災害，植生などの環境

の現況を種々のカラー画像として捉え，近畿全体ばかりでなく大縮尺の図として，「人工衛

星から見た私たちのまち」として任意の地域を読み出せるデータ集を作成した． 

使用したデータは ADEODS が観測した京都大阪地域（撮影日 1996.11.4）と和歌山大阪地

域（1997.5.10）のものである．これらには約 80 km 四方のマルチスペクトルデータ（こ

こでは４つのバンドで約 110MB）が入っている．これらを元データとして，大中小の３つ

の縮尺（メニューではそれぞれ M 画像：8.2×6.4 km，K 画像：16.4×12.8 km，L 画像：32.8

×25.6 km）で切り出せるようにした．索引地図と画像一覧表を用意したので，任意の地域

をクリックして見ることができる．それぞれの画面で，３つの基本的なカラー合成画像，



トルーカラー（T），ナチュラルカラー（N），フォールスカラー（R）を作成した．これらの

画像は全部で約 800 枚になる．また衛星画像と対比するために５万分の１地形図をＭ画像

と同じ範囲に切り出して見られるようにした． 

地震災害： 地震災害データとしては，主に，兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）を

中心として地震の基礎から防災教育をまとめた既刊「教育資料兵庫県南部地震」（大阪府教

育センター発行，1997）をデータベース化した．この資料は，1995 年兵庫県南部地震にお

ける被害状況，揺れを起こした断層，そして，いくつかの貴重な教訓などをまとめたもの

である．さらに，過去の近畿地方の被害地震や地震に関する基本的な事項なども加え，で

きるだけ広範囲に理解できるようにした地震教材である．データベースはテキストによる

説明と図表（併せて 61 図表）からなる． 

兵庫県南部地震と，1946 年の南海地震による津波について，パソコンによるシミュレー

ションを行い，その結果をいくつかの画像に表示した（岡本義雄氏製作）．兵庫県南部地震

によってもたらされた「震災の帯」の解釈についてはいくつかあるが，ここでは地下の地

質構造を反映した地震波の増幅モデルに基づいてシミュレーションを行った．また今回の

兵庫県南部地震では発生しなかったが，津波による災害も大いに注意しなければならない．

1946 年の南海地震による津波の伝播と波高のシミュレーションを示した． 

地質図： 地質図は，「大阪とその周辺の第四紀地質図」（市原実編集，1991）を出版社

の許可を得て使用した．この地質図をそのまま一つの画面として取り込むと膨大なデータ

になり，パソコンでは使いにくいので，20 万分の１の地形図の区画で地域ごとに分割して

表示できるようにした．理解を助けるために簡単な地質の説明を加えた．また，教材とし

て利用頻度の大きい岩石鉱物などの写真も表示した． 

山地の崩壊と土砂災害： 地形図や地質図を見るだけでは実際の災害と直接結びつかず

イメージがわかないので，崖崩れなどの土砂災害の具体的な事例を示した．六甲山地，生

駒山地，亀の瀬の地滑りなどについて，地形図や写真などとともに説明のテキストを用意

した． 

このデータベースを小中高校の教員に配布し，普及を図るなかで次のようなことを強く

認識した．①このデータベースを含め，役に立つ教育用ソフトのニーズが非常に強いこと．

②さらに豊富な，とくに生態や水質などの地域のデータの充実すること．③もっと使いや

すい，教科単元ごと，さらには地域の学校ごとの授業教材プログラムの作成が必要である

こと．④実験・実習，そして本物の自然観察がやはり最重要であり必須であること．以上

の認識は，情報教育におけるハード面の急速な整備に伴う，ソフト面での支援が学校現場

において緊要であることを示すものである． 

 



（２）「野外ガイドブック－地学編（CD-ROM）」 

このガイドブックは，大阪府内の小・中学校の教員を対象に，理科の地学領域の野外観

察学習のための手引き書として作られた．内容は天文，気象，地質岩石の三つの分野から

なり，地質岩石では，大阪とその周辺の具体的な野外観察地の例に沿って基本的な観察資

料が提示され，その観察のポイントや方法について説明されている．テキストを主とする

ガイドブックの CD-ROM 版というものであるが，デジタルデータとして地形や地質について

の画像が豊富に用意されており，テキストの中でリンクされ見やすくなっている．地質岩

石分野の内容は次の各章からなる． 

 

17 地層の調べ方 ―とくに露頭の観察について 

18 川原や海岸の石の観察・河川堆積物 

19 六甲山と生駒山 ―大阪の地形 

20 蕎原 ―地層の観察 

21 摂津峡 ―流水のはたらき 

22 二上山 ―火山岩の観察 

23 蓬莱峡 ―新しい地殻変動 

24 自然災害 

25 大阪の地質の概要 

26 地層・岩石・化石の写真 

 

（３）「カシミール」を利用した地形・地質教材  

 「カシミール 3D」（３次元地図作成ソフト）を用いた地形教材は，既に「大阪の自然災

害と環境」の中で提示されている．その後も，野外研修で用いる地形鳥瞰図を作るのに大

いに役立っている．図１に，有珠山，磐梯山，霧島火山などの日本各地の火山地質巡検の

折に作成した画像の例を示す．なお，これらは，数値地図 50ｍメッシュ標高データから作

成したものだが，特定の火山についてのより精細な「数値地図 10 メッシュ（火山標高）」

（国土地理院）をカシミールで読み込むための「火山標高プラグイン」も用意されている． 

「カシミール」は日々改良・多機能化が進んでおり，また最近では，本ソフトの著者で

ある杉本智彦氏によってマニュアル本がいくつか出版されている（例えば，『カシミール

3D 入門』，2002）．地形や地質の教材として役立つ新しい機能として，「等高線・白地図表

示プラグイン」や「テクスチャマッピング」がある．後者は，標高データと，地図画像や

地質図，衛星画像等の任意の画像（BMP ファイル）とを重ね合わせる機能で（図２），地形

と地質を立体的に捉えることができるなど，たいへん有用である．以下にこれらの活用例

を示す 

 図３は，「等高線・白地図表示プラグイン」を用いて，大阪市内の１ｍ等高線図を描いた

ものである．地形図から市街地の等高線を読みとることは極めて困難だが，このソフトで



は簡単に描ける．地球温暖化に伴う海進と災害の恐れを一枚の絵に如実に示してくれる．

図４は大和川の周辺の１ｍ等高線図と河川勾配を示したものである．隆起する生駒山地に

抗して，侵食し横断して流れる大和川の微細な河川勾配がよく分かる． 

数値地質図として，20 万分の１地質図幅集（数値地質図 G-3，地質調査総合センター）

の「京都及大阪」及び「和歌山」の地質図を，50 メッシュ標高データと重ね合わせていろ

いろな立体地質図を作成した．図５は大阪を大阪湾から北東方向へ鳥瞰した立体地質図で

ある．図６は六甲山地．逆断層を境に花こう岩が階段状に隆起して山地を造っている．図

７は生駒山地．図８は和泉山脈．和泉山脈の幾重もの山なみの連なりは，地質や岩質の違

い，そして断層が，その原因であることが理解される（図９）． 

 これらの立体地質図は，実際の野外観察の事実と合わせると，一層理解が深まる．例え

ば，図 10a は生駒山地北部の交野断層付近の立体地質図であり，断層を境にして手前の大

阪層群の地層の向こうに花こう岩がのし上がり生駒山地をつくっているのがわかる．この

実際の露頭が枚方市津田で観察できる（図 10b，c）．生の自然を目の前にすると，地質立

体画像がよりリアルなものとして浮かび上がる．図 11 には衛星画像の立体図を示す． 

数値地図をさらに高度に活用するソフトとして，地理情報システム（GIS:Geographic   

Information System）がある．これは，地理的な位置や空間に関する，自然，社会，経済

などの情報をコンピュータに蓄積し，検索，集計，処理，分析，表示をすることができる

地理情報に関する統合的なシステムである．GIS をうまく活用することによって，私たち

の自然環境を正確に把握したり，また，例えば道路やガス，水道などの社会生活基盤を適

切に管理して，生活環境を快適なものにすることができる．教育の場でも環境教育や防災

教育で有効である．例として，GIS ソフト（ここで使用したのは ArcView）を用いて作成し

た生駒山地の急傾斜分布図を示す（図 12）． 

 

３．地学教材としてのデジタル教材の在り方  

以上，地形や地質の自然環境や自然災害に関するデジタル教材の例を示したが，このよ

うなものを実際に地学や環境教育の授業で役立て，実りあるものとするためには，さらに

次のような観点からの開発・研究が必要である．  

①身近な自然環境に関するデータベースの充実： 児童生徒が地域の自然や生活環境に

親しみ，自然と人間とのかかわりを理解し，環境や防災の問題を自分のものとするために

地域のデータは重要である．とくに地域の地形や地質・地盤の環境や気象に関するデータ

を掘り起こし収集するとともに，独自のデータ，写真，図表等も加えデータベースを豊か

なものとしなければならない．身近であることは時間的には同時代性であることも意味す

る．インターネット等によりできるだけ新しい火山や地震，気象災害などの事例を取り入

れる．  

②デジタル教材と実物の観察・実験とを融合させた効果的な授業プログラムの開発：  

デジタル教材の特性であり長所でもあるが，避けられない問題の一つは，コンピュータ上



での画像や実験は，ディスプレイでの営みであり，あくまで擬似体験であるということで

ある．とくに小・中学校「理科」では，本物の自然の体験・観察，実物による実験・実習

が必須である．両者の特性を相補的に構成する授業プログラムやカリキュラムを工夫しな

ければならない．  

③自己展開型教材プログラムの開発： 既存のデジタル教材ソフトを利用する上でのも

う一つの問題点は，あるテーマについての情報や問題の展開がそのソフトの枠組みの中に

閉じられてしまい，その作り手の発想の中での受身の学習となってしまうことである．こ

こでいう自己展開型教材プログラムとは，学習者が，テーマの設定・観察・実験・展開・

まとめ，などの学習過程の中で，自らの発想や興味に応じて，多様な素材（ここではとく

に地域の自然環境のデータベース）を自在に組み合わせ，さらに実験・実習のメニューを

取り入れ，自分のオリジナルな学習を可能にするものである．そのような個々人の必要に

応えられる柔軟で豊かな教材プログラムの中でこそ，地学や環境教育のデジタル教材が有

効に活用され，児童生徒の理解を深めることになるだろう． 
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  図１b 有珠山・洞爺湖・羊蹄山を望む 

 

図１a 北海道南部の火山地形

千歳上空から西南方を望む 

 

図１ c 東北の山々  －

磐梯山・吾妻山・蔵王山

図１d 霧島火山から南方

へ桜島―屋久島を望む 

図１e 隠岐島前 

約 600 万年前のカルデラ

火山、島前火山 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図３  （上）大阪

    （右）大阪 
図２ 標高データと地図画像の河川データとの合成地図 
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の０ｍ地域（1m 等高線図）

湾の海進 

   （上）レリーフマップ 

 

10 m 
 m 
図４ （左）大和川の河床勾配 



 

図５ 大阪周辺の 3D 地形と地質 

図８ 和
図７ 生駒山地と奈良盆地 図６ 六甲山地と逆断層 

泉山脈－岸和田上空から葛城山を望む
 図９ 和泉山脈の地質断面と侵食地形 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 10a 生駒山地北部の交野断層 

 
 

図 10b（左） 交野断層（白線）の

露頭。断層の上が花こう岩、下は大

阪層群。（下:10c）白線の左が花こ

う岩、右は大阪層群。枚方市津田地

蔵池。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 11 ランドサットのナチュ

ラルカラー画像の立体図 

図 12（上下） 生駒山地の急

傾斜地分布図。GIS による作図


