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1、 緒言 
近年は登山者の増加とともに、遭難事故も

増加し、その増加ペースは危機的状況とも言

われている。１) (図－１参照) 
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図－１ 年度別遭難事故発生状況 

遭難のうちの原因で滑落に次いで多いのが

道迷いである。道迷いの主な原因はナヴィゲ

ーション技術の不足である。 

武田２)によると、道迷いを防ぐためには多

くの情報を集めることである。本研究では、

フィールドでの実験を通して、情報という点

に重点を置き、地図から読み取る情報、実際

に使用する情報と道迷いとの関係について調

査し、今後の野外活動の指導、遭難事故の減

少に役立てることを目的とした。 

 

2、 研究方法 
１) 被験者 

茨城大学一般学生 18 名(男 8、女 10) 

茨城大学 OL 部学生 8名(男 7、女 1) 

計 26 名 

２) 実験ルート 

水戸市森林公園とその周辺の指定したルート。

被験者にとって未知の土地であり約４，5ｋｍ、

標高差 100m 程度。 

３) 測定方法 

被験者は地図(国土地理院発行 2,5 万分の 1) 

から読み取れる情報を別紙に記入してもらい

スタート前に回収する。その後に地図、コン

パス、ビデオカメラを持ち、指定されたルー

トを歩く。その際、歩いている周辺およびチ

ェックポイントを VTR に録画する。不安、自

信、心理状態などはできるだけ発言してもら

った。 

４)情報の分類 

情報は 6個に分類した。 

<方向><距離><地図記号><地形><道><分岐> 

５)分析方法  

スタート前に記入した用紙から事前に読み取

った情報と、VTR から使用した情報を調べた。

使用している情報の基準は発言し、地図と照

合しているものとした。距離の測定が明らか

に間違っている情報などは使用できていない

と判断した。 

全体のコースを 6つのコースに分け 

コース１＝○S から① コース２＝①から② 

コース３＝②から③ コース４＝③から④ 

コース５＝④から⑤ コース６＝⑤から○G  

(図－２参照)、各コース、コース全体、コー

ス前半(コース 1～3)、コース後半(コース 4

～6)について道迷いと情報の有無についてク

ロス集計を行った。また情報数、情報の組み

合わせと道迷いの有無についてロジスティク

回帰分析を行った。

 
図－２ 実験コース地図(縮尺は実際とは異なる) 



3、 結果と考察 
１)事前の読み取り情報と道迷いの関係 

有意差が見られたのは表１の通りである。 

表１ 読み取り情報と道迷いの関係 
コース 情報 有意差 オッズ比 結果 

4 道 5％水準 ０，１１４ 約 9倍迷いにくい

後半 道 ５％水準 ０，２９２ 約 3倍迷いにくい

コース４とコース後半に有意差が見られた。

コース４は道の太さに特徴があり、それを読

み取っていた場合に迷いがなかった。 

しかし全体に有意差がないことから武田 2)

の言う、事前に多くの情報を集めることだけ

では迷いは防げず、実際に現地と地図との照

合ができる必要があると考えられる。 

２)使用情報と道迷いの関係 

有意差が認められたのは表２の通りである。 

表２ 使用情報と道迷いの関係 

コース 情報 有意差 オッズ比 結果 

全体 方向 5％水準 ０，２８ 約 4 倍迷いにくい

全体 分岐 5％水準 ０，３４ 約 3 倍迷いにくい

4 方向 5％水準 ０，１２３ 約 8 倍迷いにくい

前半 方向 5％水準 ０，１６ 約 6 倍迷いにくい

後半 地形 5％水準 ０，２５ 4 倍迷いにくい 

２)－1 ＜方向＞ 

方向は表２から道迷いを防ぐために最も重

要な情報であると言える。中でも迷いの少な

い場合は分岐でコンパスを使用する様子が多

く見られ、右や左の感覚で道を選択している

と間違いのルートに気付かない例がみられた

ことから方向の中でもコンパスを用いた方角

が高い質を持つと考えられる。コース後半で

は有意差が認められなかったことは、前半に

比べ目印が少なく、地形を読み取れない場合

は正置するための目印がないと推測される。

このコースで一般学生に比べ迷いの少なかっ

た OL 部は正置に山や尾根を確認しているの

に対して一般学生は傾斜以外の地形の読み取

りがなく生かされていない。このことから、

方向は基準になるものがない場合は情報の質

が下がると推測される。 

２)－2 ＜分岐＞ 

分岐については特徴のある T 字路などは現

地から地図の照合がしやすく、現在地の把握

ができ、迷わずに正しい道を選ぶことができ

ている。発言の中で「③は Y字路を左に行く。」

など、ポイントを分岐でとらえているものは

多く、重要度の高い情報であるといえる。 

２)－3 複数情報の必要性  

<方向>、<分岐>ともに重要な情報であるが

ゆえに迷いの原因になっている例も見られた。

特にコース３での道迷いのすべてが正しい分

岐の前にある地図にない分岐を正しい分岐と

思い込むというものであった。この迷い方の

多くは<分岐>が合っているから大丈夫と１つ

の情報に頼っていた。コース３は<距離>につ

いて少しでも考えていたならば誤った分岐で

あることは判断できたと考えられる。このこ

とから<方向>、<分岐>はともに重要ではある

がそれだけで迷いを防ぐ情報であるとは言え

ず、他の情報と組み合わせて使用することで

情報の質が上がると考えられる。 

２)－4 ＜地形＞ 

コース後半では地形に有意差が認められた。

コース後半は高低差が大きく、周囲は木に囲

まれ見通しが悪くなるコースである。<地図記

号>や<道>などの情報は少なくなるために、<

地形>の情報の必要性が高くなる。一般学生は

この区間 45 ケース中に迷いは 18 ケースに対

し、OL部は 20ケース中2ケースだけであり、

OL 部は迷いが少ない。特徴的な発言として尾

根や沢、鞍部という言葉が挙げられる。一般

学生で尾根や沢、鞍部などから現在地を判断

した被験者はいない。このことから地形、な

かでも尾根や沢、鞍部の情報は山や高低差の

ある場所では情報の質が高いと推測できる。 

２)－5 情報数と情報の組み合わせについて 

使用情報数と道迷いについて、有意差（1％

水準）が認められた。複数の情報の組み合わ

せが道迷いを防止に必要であることは明らか

であるが道迷いと複数の情報の組み合わせは

どの場合も有意差は認められず、現段階では

どの情報の組み合わせが有効であるかは断言

できない。これはサンプル数の不足が主な原

因だと考えられる。 

 

4、 まとめ 
① 事前に多くの情報を読み取っていても、

道迷いを防ぐとは言えず、実際と地図を

照らし合わせることが必要である。 

② <方向>は全体的に道迷いを防ぐために最

も重要な情報である。 

③ <分岐>は全体的に<方向>に次いで重要で

ある。 

④ <地形>は、高低差がある山などでは、最

も重要な情報である。中でも、尾根、沢、

鞍部などの情報は質が高いと推測される。 

⑤ いずれの情報もそれ 1 つだけでは確実に

道迷いを防ぐものではなく、他の情報と

組み合わせる必要がある。 

⑥ 今回はどの情報を組み合わせが道迷いを

防ぐために有効かは実証できなかったが、

サンプルを増やすことなどで、迷いにく

い組み合わせを実証できる可能性はある。 
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