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Abstract  To promote to learn and observe wildlife without facilitator, we placed signs on Showa Memorial Park 
and provided information about wildlife using web pages for mobile phone. Its utilization and effect were surveyed by 
questionnaire. The results indicated that the system could provide learning opportunities without facilitator whenever users 
choose. However, use of web pages was low. It is necessary to ensure incentive for users. 
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1．はじめに  
1-1．生物や生態系について学ぶ	 

	 今日、環境、生態系、生物多様性の保護、保全が叫ばれている。

それらは、生物資源の供給、気候調整、栄養循環、大気浄化、土

壌形成、レクリエーション・文化・芸術等の機会提供などの機能

を提供し、ヒト及びその他の生物が生存する上で重要である 3）。

ヒトは個体数が多く、一個体あたりの生態系への影響が大きいこ

との両面において超越的な優占種であり、生態系あるいは生態系

を構成する生物に多大な影響を与える4)。この現実を踏まえれば、

生態系への理解や、ヒトの立場を認識することが有意義であるこ

とがうかがえる。また、2010年に開かれた生物多様性条約第10

回締約国会議（COP10）では、2011年以降の生物多様性保全の目

標として「愛知ターゲット」を採択した。その第1に「遅くとも

2020 年までに、生物多様性の価値と、それを保全し持続可能に

利用するために可能な行動を、人々が認識する。」と記され、市

民が生物多様性の価値を理解し、行動出来る様に努力することが

重要であることは、世界の共通認識となっている6)。	 

1-2．都市公園で接触体験による環境学習	 

	 環境学習の場として都市緑地に注目した。都市に確保された緑

地や河川などの水環境や市街地など、人間の活動の中心となる都

市域にも多数の生物が生息している。都市緑地では、手軽に生物

の存在を実際に観察できるため、環境学習に適した場所であると

考えられる。また、野外における体験学習が教育において有効で

あると言われており、自己の五感や身体の感覚に基づいて直接的

に多様なものを体得することで、その対象物を自分自身のこと、

自分自身の問題として感じやすくなりより現実味を帯びた学習

が出来るという1）。以上より、都市緑地という身近な野外空間に

おいて、体験に基づく環境学習は効果的であると考えられる。	 

1-3．野外環境学習の課題	 

	 都市緑地における環境学習またはそれに近い野外生物観察会

などは、専門家や自然保護団体などによって多く行われている。

しかし、これらの学習機会には時間などの制約があり、公園に訪

れた誰もが得られるわけではない。	 

	 環境学習の機会を提供するツールとして、携帯端末が注目され

ている。今や広く普及している携帯端末を用いて環境学習プログ

ラムを提供することで、専門家などがいなくても、多くの人が環

境学習の機会を得ることができると考えた。環境学習向けに作成

された携帯端末による学習システムの開発はいくつか行われて

おり、Chenら5)や荻野ら2)は、既存の自然観察や野鳥観察などの

人づての学習スタイル、紙・看板媒体などによる情報提供手法に

おける手間や煩雑さの解消を目的に、開発を行っている。荻野ら
2)は、携帯電話による情報提供の利点として、看板の様な情報提

供と違い、固定された地点に縛られず自由に視点や立ち位置を変

えながら観察が出来ることを挙げている。さらに、Webページは

適宜情報の更新が出来るため、標識という常設の情報提供手法で

ありながら、時期や日時に応じて様々な情報を来園者に提供する

ことが出来る。しかし、Chen ら 5)の研究では、システムによっ

てどの様な観察行為・接触体験が誘発されたのかという体験学習

の評価は不十分である。また、荻野ら７)の研究は動物園という確

実に生物を観察できる環境で行われているため、都市緑地におけ

る野生生物観察とは性格が異なる。	 

1-4．目的	 

	 本研究では、①都市緑地に生息する生物と、生物同士の生態系

におけるつながりについて学習できる、②携帯電話とWebを活用

して、専門家やファシリテーターがいなくても学習の機会を提供

できる、③利用者に対して接触体験や観察行為を促す、という３

つの目標を基に、環境学習プログラムを開発した。そして、その

プログラムがどれだけ利用され、学習効果や観察体験につながる

のかを調査、検証した。	 

	 

2. プログラム実施手法 
	 本研究で開発するプログラムは、カメラ付き携帯電話で読み取
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れるQRコードを掲載した標識と、携帯電話用Webページを用い

て情報提供を行う。Webページを用いることで、紙媒体では難し

い目的や対象、時期などに応じた情報提供が可能になる。また、

利用者が情報を個別に持ち運び、個々の任意の視点からの観察等

を行えることから、この手法を用いることとした。	 

	 標識によって生物存在を強調し、QR コードをカメラ付き携帯

電話のバーコードリーダーを用いると、Webページへのアクセス

がURLの入力をしないで行うことが出来る。	 

	 本研究では、全３回に渡ってプログラムの実施をし、すべてこ

の手法を基本として情報提供を行った。実施したプログラムは以

下の通りである。	 

１．2009年9月19日(土)―20(日)	 国営昭和記念公園「子ども

の森」	 

	 「ケータイつかって	 どうぶつオリエンテーリング!!」	 

２．2010年1月24日(日)―3月19日(金)	 国営昭和記念公園	 

	 「QRコード付き標識長期間設置」	 

３．2010年3月20日(土)―3月22日(月)	 国営昭和記念公園	 

	 「いきものオリエンテーリング」	 

 

3. 「ケータイつかって どうぶつオリエンテーリング!!」 

3-1. 研究における位置づけ・目的 
	 このプログラムでは、標識と携帯電話、Web ページを用いた

情報提供手法の課題を明らかにするために、イベント形式（スタ

ッフが常駐し、集客・受付・アンケート回収・景品贈呈を実施）

で行った。 

3-2．プログラム内容 
	 実施地内に点在するスズメとタヌキの食物となる植物種付近

等に標識を設置し（図-１）、利用者には地図を配布してオリエン

テーリングの様に標識を探して回ってもらった。標識からアクセ

スできるWebページに掲載してある画像・文章によるストーリ

ーを通して、スズメやタヌキの食性や、同じものを食べる実施地

内のその他の種について情報を提供した（図-２, 図-３）。Web
ページを読んでクイズに回答することでゴールとし、クイズは紙

媒体で行った。 
 

 
【図-１】設置した標識例 

 

3-3．効果検証と課題 
	 プログラム終了後、利用各組１名ずつにアンケートし、91 の

有効回答数を得た。本プログラムが、利用者の観察行為をどれだ

け促進したかを調べるために、「実際に（Webページで紹介した）
植物に触れたり、ドングリや草の種を探してみましたか？」とい

う問をしたところ、「はい」と答えた人は55％にとどまった。ま

た、「利用中に、標識で紹介した以外の生きものにも注目しまし

たか？」という問に対して「はい」と答えた人も 31％と、多く

なかった。当日の様子でも、携帯電話の画面にばかり視線が集ま

り、そばにある植物をあまり観察しない利用者や、標識を見つけ

ることに熱心になり、周囲の風景に目を向けない利用者が多く見

られ観察体験の促進は不十分であることがうかがえた。 

 

 

【図-２】Webページ例 
 

 

【図-３】プログラムの手順 
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4．QRコード付き標識長期間設置 

4-1．研究における位置づけ・目的	 
	 このプログラムでは、スタッフが完全にいない状態で、標識と

Webページのみによるプログラムの提供により、どれだけ利用さ

れるのかを調査した。	 

4-2．プログラム内容	 

	 標識は生物が利用していると確認されている、あるいはその可

能性が高いと文献等で確認できる実施地内の樹木付近に、計 11

基設置した（図-４）。Webページには、①樹木の説明、②樹木と

関わりのある生物の紹介、③その生物の生息環境の説明、④園内

でその生物を見ることができる主な地点などを、文章と画像を用

いて３ページほどに分けて掲載した。100名近い来園者に利用さ

れた。	 

	 

	 

【図-４】設置した標識例	 

	 

	 

【図-５】標識利用の流れ	 

	 

4-3．利用の把握と課題	 
	 Webページにアクセス解析タグを設置して、利用状況を把握し

た。アクセス数の平均は平日で６ページ、土日には13ページと

なり、Webページの構成から考えて平日には１~３基、休日には

６基前後の利用があったと推測される。この数字から、一つの標

識を使うのみで、他の標識の利用に至るケースが少ないことが示

唆され、情報提供機会の増加、野生生物や環境へのより深い理解

を得るには、ただ設置する以外の利用のインセンティブを工夫す

ることが必要と考えられた。 
 

5．「いきものオリエンテーリング」 
5-1．研究における位置づけ・目的 

	 このプログラムでは、QR コード付き標識長期間設置の情報内

容と標識に加えて、インセンティブ改善のためにゲーム性を追加

し、提供情報による観察行為の促進の効果検証を行った。	 

5-2．プログラム内容	 

	 情報内容は、QR コード付き標識長期間設置のものに加えて、

樹木を観察して答えるクイズ、正解するとその樹木と関わりの深

い生きものの図鑑を、個別にWebページ上で集められるゲームを

追加し、観察行為の促進と利用のインセンティブの改善を試みた

（図-６,	 図-７）。「ケータイつかって	 どうぶつオリエンテーリ

ング」と同様にイベント形式で行い、利用者には公園内のスポッ

ト・遊具間の移動中に利用するように促した。	 

	 

	 

【図-６】Webページ例	 

	 

	 
【図-７】プログラムの流れ	 
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5-3．効果検証と課題	 

	 利用グループ数は59組で、プログラム終了後にアンケート実

施したところ、35の有効回答を得た。結果、35組中８組が、Web

ページの情報をもとに、紹介した生物を実際に発見していること

が分かった。自由記述や当日の様子では、クイズによって樹木を

観察する時間が増えたという利用者が多くみられ、本プログラム

にある程度の観察促進効果があることが分かった。しかし、どの

情報内容項目が利用者の生物発見に有効なのかは、今回の調査で

は分からなかった。また、イベント形式の実施もあり、このプロ

グラム（ゲーム性を有した情報内容）がイベント形式ではなく、

無人の状態でどれだけ利用があるのかも明らかにできなかった。	 

	 

6．プログラムの効果と課題に関する考察	 
6-1．３つのプログラムによる成果 

	 ３つのプログラムを実施したことによる最も重要な成果は、標

識と携帯電話用Webページで、ファシリテーターがいなくても
生きものについて学ぶ機会をつくることができた点である。１つ

目と３つ目のプログラムでは、短期間に合計で300名ほどの利用
を得ることができ、２つ目のプログラムでは、利用は少なかった

ものの、来園者の任意の時間での利用があった。野外でのファシ

リテーターを必要とするプログラムでは、時間の制約、利用料金

の発生、分量が多すぎる、などの障害があり、さほど生きものに

興味・関心の少ない人達が利用に対して消極的になってしまう可

能性が多いと考えられる。しかし、より多くの人に環境・生態系・

生物多様性を理解してもらい、保全などに取り組んでもらうため

には、興味・関心の少ない人たちが知識を持ち、知見を広めるこ

とは非常に重要であり、利用しやすい環境学習の形は不可欠だと

言える。故に、今回ファシリターターがいなくても多くの人数に

学習の機会を提供できたこと、来園者の任意の時間で学習の機会

を提供できたことは、有意義だと考えられる。 

6-2．３つのプログラムの課題 

	 本研究のプログラムの長所を活かすためには、いくつかの課題

があることも分かった。まずは、観察体験の促進不足である。「い

きものオリエンテーリング」では、提供した生きものの情報を頼

りに実際に見つけた利用者も見られ、樹皮のクイズによって「木

を眺める時間ができた」という利用者も見られた。しかし、今回

のアンケート結果などでは、「どの様な情報が、ファシリテータ

ーがいない状態で、利用者に対して積極的な観察を促すのか」が

判明しなかった。ファシリテーターがいる観察会などでは、ファ

シリテーターが鳥を発見して居場所を教えてあげたり、接触を促

してくれるが、本研究で提案したプログラムではそれが難しい。

より実感をもった学習のためには体験が不可欠であり、ファシリ

テーター付きの観察会ほどはできないまでも、より体験をともな

う学習を利用者ができるように、有効な情報内容を明らかにする

ことは重要であろう。 
	 次に、より多くの利用を得るための工夫が、大きな課題である。

３つのプログラムのうち、利用を多く得た２つは、イベント形式

での実施であり、公園内で呼び込みなどを行った。イベント形式

を取らず、宣伝も一切行わなかったQRコード付き標識長期間設

置では、利用は充分に得られなかった。生きものに興味・関心の

少ない人に本研究で提案したようなプログラムで学習してもら

うためには、ただ標識を設置するだけでなく、積極的に使いたく

なる様な標識のデザイン・配置・広告を必要があると考えられる。 

 
7．まとめ	 

	 本研究では、都市緑地に生息する生物について、ファシリテー

ターがいなくても体験を以て学習できる様に、生物の存在を示す

QR コード付き標識と、携帯電話用Web ページを用いた環境学習

プログラムを３つ実施し、その効果の検証を行った。結果、標識

とWebページを用いることにより、多くの利用者に学習の機会を

提供できたとともに、利用者の任意の時間によって学習ができる

ことがわかった。しかし、どの様な情報がより体験を伴った学習

を利用者に促せるかなどが明らかにならなかった。また、標識だ

けでは利用を多く得ることができず、利用促進の工夫が大きな課

題となった。	 
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