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企業研修におけるオリエンテーリングの活用手引書

(特非)愛知県オリエンテーリング協会　編

オリエンテーリングは､地図に示されたポイントを如何に速く正確に通過するかを競う

スポーツである｡地図をみて目的地にいくという行為は日常生活でもよく体験することで

あるが､うまく地図を読める人もいれば､すぐに迷う人もいる｡そこには､地図から情報

を読み取り最適なルートを決める能力､自分自身の行動をチェックできる能力､そして間

違えた時に迅幣こ修正する能力などが含まれるoこれらを総合して｢ナビゲーション能力｣
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と呼ぶ｡すぐに迷う人と迷わない人ではこのナビゲーション能力の使い方に差がある｡

ノ　この｢地図｣を｢情報｣､ ｢目的地｣を｢目標｣と置き換えれば､それは仕事を進める上

でも重要な能力の一つであることが理解されるであろう｡効率よく仕事の成果をあげる上

で､正確な情報を把握し､これを判断し､実際に行動してみて､自ら行動に問題がないか

チェックし､修正する､これはどんな仕事を進める上でも基本となる能力である｡

そこで､この能力を向上させる研修として､オリエンテーリングを活用することは有用

である｡本手引書は､そのためのガイダンスとして作成した｡特に､オリエンテーリング

というスポーツを活用する最大の意義は､実際に身体を動かして体験し､そして考えて自

ら気付くことにある｡他人から一方的に与えられる座学では得ることのできない研修内容

となる｡研修で重要視されるのは｢体験｣と｢気付き｣である｡もちろん､スポーツが目

的ではないので､個人の体力の差などに影響されることは望ましくないが､体力を消耗し

た状態や競い合うという緊張した場面を作ることで､漫然と地図を眺めているだけでは浮

かび上がってこない､ナビゲーション能力の重要な要素に気付いてもらうよう導くことが

効果的である｡

本手引書の構成

本手引書は大きく3つのパートに分かれる｡

1.基本編では､個人におけるナビゲーション能力の体験と気付きを対象とする｡

2.組織編では､基本編をベースにチーム全体としての効率をマネジメントすることを

学ぶ｡

3･情報編では､そもそも｢地図｣という正確な情報が与えられない場合において､効

率的に仕事を進めることについて学ぶ｡



1.基本編

この章では､まずオリエンテーリングの基本的な設定方法や安全に研修を進める上での

注意点を述べた上で､個人個人ばナビゲーション能力を体験し､気付く研修内容の組み方

について述べる｡

1. 1地図

オリエンテーリングでは､地図からだけの情報で判断を下すため､それに耐えうる正確

な地図が必要となる｡歩いていて目に付くもの､建物などは正確な形と道の距離なども正

確に書かれていることが重要である｡観光パンフのようなデフォルメされたものでは､判

断が正確であるかどうか自分自身でチェックできなくなることもある｡市街地であれば国

土地理院発行の地形図や､公園であれば公園のパンフレットなどに記載の正確な地図を準

備する｡地名は建物名などが入っヤいると､地図を読む行為より､看板などに頼った行動

をとりやすく､できれば地名などの表記がないものが望ましい｡オリエンテーリングの競

技用に作られた地図であれば､問題なく使える｡

1. 2使用する範囲

あまりに広大な領域で行うとポイントを廻るだけで体力を消耗してしまい研修どころで

はなくなる｡体力の限界を知る､というようなことが研修の目的でないかぎり､ 2km四

方程度が望ましい｡その中で考えさせるコース設定を行う｡また､研修の安全性を考える

と､交通の多い市街地などは向かない｡逆に山奥で遭難する危険性がある場所も好ましく

ない｡利用する範囲の周辺がすべて太い道や鉄道などで囲われていることが望ましい｡こ

の囲む道などを｢安全回路｣と呼ぶ｡ある程度の広さをもつ公園は､交通事故の心配もな

く､周辺も囲われているので､研修を行うには適する｡また､携帯電話が通じる場所の方

が､受講者の動きを管理しやすく､また携帯電話で新たな状況を設定するなど､研修に変

化を付けやすい｡

1. 3コースの設定

オリエンテーリングのコースを組む上で考えないといけないのは､コースを組む人(セ

ッター)と実際行う人(ランナー)の両方の立場から考える､ということである｡

まず､ランナーは､おおよそ､次の手順でルートを考えることになる｡

(1)通常は､もらとも直線的なルートを選ぶ｡わざわざ遠回りをする人はいない｡

(2)実際に走るときは､どこを走っているか､ときどき地図をみる｡

頻繁に地図をみるとタイムロスをすることに気付いた人は､なるべく地図を見る

回数を減らす工夫をすることになる｡

(3)すると､地図を見なくても大きな特徴物があれば､それを見て走ればよい｡例えば､

途中までは大きな池の周辺を回れば､その間は地図をみる必要がなくなる｡



(4)重要なのは池をどこで離れるか､ということである｡例えば､池にかかる橋が見え

たらもう一度地図をみて間違いのないようにする｡この橋が重要な特徴物となる｡

(5)地図には､その場所にあるあらゆる地形､建物などが記載されている｡これらを総

称して｢特徴物｣と呼ぶ｡電柱などは点状特徴物､道路は線状特徴物､池などは面

状特徴物､と呼ばれる｡

(6)ランナーは､地図を漫然とみるのではなく､次のポイント-移動するために必要

となる特徴物を地図から選択してよみとっていく｡どの特徴物を選択するかは､自

分の決めたルートによって変わってくる｡

(7)目的とするポイントは極めて小さな点にしかすぎない｡これを直接探すのは時間

の無駄である｡まずは大きな特徴をみて､次第に小さな特徴を選択することになる｡

例えば､まずは大きな池を選択し､池を離れるポイントとして橋を選択している｡

また道が複雑に入りくんゼいる場所では､交差点をひとつずつ選択し､地図を見て

慎重に進む｡ここで無理に走って､地図を見なければたちどころに迷って返って時

間をロスする｡

(8)これはちょうど､高速道路ではスピードを出し､降りるインターチェンジだけ間違

えないようにし､目的地にちかづいたら慎重に走るのと似ている｡このように状況

に応じてスピードをコントロールする｡

さて､セッターの立場で考える｡ランナーは上記のような行動をとることを考えるので

あるから､セッターとしては､なるべくその裏をかくようなコース設定をした早｡言い換

えれば｢ランナーがなるべく悩み､迷いやすいルート｣である｡

オリエンテーリングは､セッターの.｢民｣を読み取り､ランナーがいかにそれを回避する

か､セッターとランナーの｢心理戦｣の一面をもつ｡

具体的には､以下のような設定である｡

(1)一見､直線ルートの方が近そうで､実は登りで時間がかかるルート

(2)次のポイント-いくまでに､ 2通り, 3通りの行き方が考えられるルート

(3)途中の特徴物を間違えやすいルート｡同じ特徴物が並ぶルート｡

1. 4研修の進め方

さて､研修では｢体験｣と｢気付き｣を重視する｡どちらも自発的行為である｡したがっ

て､グループで行って､人の後をついていくだけでは得ることができない｡どんな場合も

地図は一人に1枚もたせ､自分で考えさせるのが基本となる｡

｢気付き｣では､最初からあれこれ耳から教えるのは好ましくない場合が多い｡まず｢体

験｣し､自分の行動を振り返ることで｢気付く｣のである｡



1. 4. 1　STEPl

地図をみて目的地-いく､という行為自体は､あれこれ教えなくても､だれでもやれるこ

とであるので､まずは､体験をしてもらうのが有効である｡

1周3 0分程度で回れるコースを設定し､地図の記号の見方などは説明の上､各自､自分

の思ったとおりに回る｡この際タイムを計測することで､漫然と地図をみることがないよ

うにしておく｡

体験終了後､気付かせる方法には､以下のようなものがある｡

(1)自分で自分が歩いたコースを地図の上に書かせ､どの特徴物を選択したか○をつけ

させる｡この場合､体験する前に､特徴物などの話をしてしまうよりは､まずは何も

説明せず体験させ､後に上記で述べたようなランナーの心理を解説し､考えさえた方

が効果的である｡また､迷っ､た場合も､もれなく記入し､なぜまよったのか､正常な

ルート-どうやってもどったか､についてもすべて記入してもらう｡迷うところまで

はいかなくても､ ｢ここで1分ほど地図をみた｣といったロスタイムも別の印をつけ

てもらう｡

(2)一人では気付きにくいことでも､他人と比較することで気付きやすくなる｡何人か

のチームで同じコースについて､どんなルートを選択し､どんな特徴物を選択したか

を比較させる｡自分のコースを説明する人は､必ずどうしてそれを選択したか､理由

を述べさせる｡聞いている人は､自分の選択と比べ､どこが違うか､あるいはどちら

が優れているか､意見を必ず述べる｡

(3) (2)の変形として､チームを組んで､一緒にコースを回らせ､ある区間はメンバー

の一人だけがルートを決定し､他のメンバーは黙ってそれについていくようにする｡

区間が変われば先導するメンバーを順次交代させる｡人についていくとき､必ず､ ｢私

ならこっちのルートをとる｣などと思いながらついていくものである｡ゴール後､同

じように地図にルートと選択した特徴物に○をつけた上で､ (2)の要領で話し合う｡

自分が同行している分､意見は出やすい｡

この研修のポイントは､ ｢気付く｣ために､ ｢地図に書きこむ｣ ｢文章にして理由を述べる■｣

といった､第3者にも見える形で表している点にある｡これまで何気なく行っていた行為

を要素に分解し､その理由をいちいち述べる､という経験はたぶんない｡このr見える化｣

することで､気付きが具体化する｡

これら研修の効果をより上げるために､セッターは､誰もが同じ選択をせず､なるべく

多くの議論ができるよう､コースを吟味して組むことが必要となる｡

この話し合いで､メンバーから意見の出方が少ない場合は､講師あるいはセッターが以

下の観点からアドバイスをすることが効果的である｡



(1)選択した特徴物以外の選択肢はなかったのか?他のルートは考えられないか?

(2)ルートの取り方は時間的なロスはなかったか?地図を見ている時間は長くなかっ

たか?

(3)選択したルートや特徴物は迷いやすくなかったか?

1. 4. 2　STEP2

sTEPlで､ほぼオリエンテーリングの概要と注力すべき点は理解されるので､次に本格

的なコースに挑む｡ STEP2では､かなり迷いやすいコース設定をする｡これは自分たちが

立てたプランが実際に行動(Do)をしてみると､プランどおりには行かないことを経験す

るためである｡

プランどおり行っていないことをチェックし､修正する作業(アクション)が必要であ

る｡品質管理では｢PDCA｣と呼ばれる､ ｢Plan⇒Do⇒Check⇒Action｣であるが､オリエ

ンテーリングでも仕事でも同じことがいえる｡

プランとは､地図が与えられ､走り出す前に､どのルートを通るか決めることである｡

sTEPlを経験したランナーは､漫然とルートを考えず､この区間はこの大きな特徴物を捕

らえ速く走り､ここは､この細かな特徴を選択し､慎重に走ろう､といった細かなプラン

ニングができるようになっているはずである｡

そして､自分のプランについて､チームのメンバーと議論することが重要である｡ STEPl

では体験を元に議論したが､ここでは体験する前のプランの段階で､これからおこるであ

ろうことを予測して議論するのである｡この議論を通じて､自分のプランの荒さや細かさ

が理解される｡ STEP2では､数名のチームを組んで､チームとしてプランの結論を出すの

もよい｡結論を出すことで､単に相手の考えを聞くだけでなく､自分のプランのよい点悪

い点を真剣に考えるようになる｡

さて､プランニングが終わったら､次は実際に行動する｡ STEPlと同様に一人ずつおこ

なってもよいが､チームで行動するという選択肢もよい｡すでにチームとしてのプランニ

ングができているので､あとはそれにしたがって行動することになるが､ STEP2で重要な

のは､プランどおりいかない場面にどうするや､､であるoつまり迷ったときの解決手段に

っいて各自で方法を考え､修正手段(アクション)をその場で話し合いをする｡

この際も緊張した場面を作るためにタイムを測るとよい｡タイムの速い遅いは個人の体

力にも依存するので､その点は配慮が必要｡

ゴール後､今のルートについてチームで振り返りの話し合いをする｡特に迷った場合や

時間をロスした点について､問題点を挙げさせる｡特に迷ったときの脱出方法より､迷わ

ないための予防手段をどうするか､が非常に重要である｡自分が迷っていないかをチェッ



クするにはどうするか､考えてもらう｡

チームでの議論が進んでいないようであれば､講師より以下の観点からアドバイスを行

う｡

(1)まず､自分たちがプランどおり実行できているかを自分でチェックするにはどう

するか?

(2)プランどおりのルートを通っているとき､道に順番に見える特徴物を､チェック

しているか?チェックが多すぎると時間をロスするし､少なすぎても迷ってロスす

る｡最適にチェックするにはどうするか?

(2)似たような特徴物が並ぶ場合､道を曲がるなどの重要な特徴物では､その周りの

特徴物､例えば｢川をわたってすぐの分岐｣など､複数の特徴物を組み合わせるこ

とで､間違いは少なくなる｡

(3)行き過ぎたら､どんな特廠物が見えるか､あらかじめ知っておく｡

(4)最後に場所が確認できた特徴物まで戻る｡

2.組織編

この章では､組織､すなわちチームとして効率をあげ､それをマネジメントすることを

オリエンテーリングを通じ､疑似体験することを目的とする｡

2. 1ポイントの設置

まず､地図上の適当な-箇所をスタートと定める｡地図の中に多数のポイント設定する｡

この際､スタートからの距離や到達の難易度(道が分かりやすいか?)をそれぞれ変え､

いろんなタイプのポイントを容易する｡距離は難易度に応じて､各ポイントに得点をつけ

ておく｡

2. 2′レ-ノレ

4-6名程度でチームを組み､ポイント位置と配点を記入した地図を1人1枚渡す｡

スタートから出発し､ 1つだけポイントを通過して､スタート-戻ってくる｡通過した

ポイントの得点がそのチームの得点として加算される｡メンバーのうち1人(マネージャ

ー)は必ずスタートにいて､他のメンバーは同時にポイントをとりにいく0

各チームの得点は､刻々､スタートに掲示し､お互い各チームのポイント状況がわかる

ようにしておく｡制限時間､おおむね60分～90分を設け､その時間内になるべく多く

の得点を挙げることを競う｡

制限時間時には､全メンバーがスタートにいないといけない｡もし､遅刻した場合は､

1人1分につき1 0点減点など､減点を課す｡各チーム､各ポイントは一度しか得点にな

らない｡重複がないようポイントをとる｡



なお､ポイントを正しく通過することを確認する方法として､例えば､マークのついた

カードを各ポイントに用意しておき､それを1枚持って帰る､などの方法を準備しておく｡

2. 3チーム構成

各チームのメンバー数は同じでないと競争にならない｡しかしどうしても同じにできな

い場合は､ 1人あたりの平均点で競う｡各チームの質をそろえるために､基本編STEPlで

計測された各人のタイムを参考に､メンバーの合計タイムがなるべく均等になるようにチ

ームを編成するとよい｡また､ 1.基本編STEP2のチームをそのまま継続すると､お互い

各メンバーの個性を理解しており､作戦は立てやすく､議論も進みやすい｡　-

2. 4進行

まずは､チームの中で､スタートにいるマネージャー役を決める｡

ルールを説明後､地図を渡し､ 10分程度の作戦タイムをもうける｡各チーム､誰がど

のポイントをとりにいくか､作戦をたてる｡

各チーム同時スタートし､制限時間まで続行する｡進行とともに､プランとは　狂いが

生じる｡思ったより時間がかかって帰ってきたメンバーがいたりする｡あるいは途中で体

力がなくなってプランどおり追行できなくなってくる｡制限時間内になるべく得点を挙げ

るには､遅刻による減点をさけるため､より得点が低いが近いポイントにプランを変更す

ることが必要となる｡マネージャーと各メンバーは状況に応じ､プランを変更していく｡

2. 5振り返り

終了後､各チームにて振り返りの話し合いを行う｡より多くの得点をとり､他のチーム

に負けないようにするにはどうすべきであったか､途中､途中の状況判断に誤りはなかっ

たか､などについてである｡話し合いが散漫にならないよう､修正プランを作り上げる､

などの課題を課してもよい｡

また､ 2回目の競技を行い､この振り返りを再度体験してもらってもよい｡ 2回行う場

合は､ 1回目は3 0分程度の短い制限時間として､体力の消耗をふせぐとよい｡

2回行うと1回目で､ポイント様子がわかり判断材料に使える情報が増える｡この情報

をメンバー間で共有し､作戦に反映させることができる｡

3.情報編

この章では､不確かな情報しかない状況においてもより正しいプランニングを行い､行

動をチェックすることを学ぶ｡通常､オリエンテーリングでは正確な地図､正確なポイン

ト位置をもとに作戦を立てることができる｡しかしながら､この地図自体は､事前にスタ

ッフが調査をし､情報を集めて完成させたものである｡すなわち情報収集の大部分はすで

におこなわれている点に気付くことが重要である｡しかしながら∴通常の仕事では情報が



1 00%集まっている､などという場面はほとんどなく､大抵は不確かな状況の中で､判

断や決断をし､行動しなければならない場面が多い｡

しかし､短い研修時間の中で､地図そのものの情報を集めることを行うのは無理がある

ので､ここでは擬似的にポイントの情報に不確からさを入れた方法をとる｡

3. 1　コース設定

この方法では､コース設定に工夫が必要である｡進行すると同時に､新たな情報が追加

されていくように工夫する｡種々の方法が考えられるが､例えば､以下のような方法であ
′

る｡

(1)方法自体は､ 2.組織編で用いたポイントを集めるスタイルをとる｡

(2)ポイントをあらかじめ設置しておくが､地図には何も記載しない｡ただし､ポイ

ント位置の特徴を文章で書いた一覧表を渡す｡例えば｢池のすぐそば､川の流れ出

す場所｣など複数の特徴物を組み合わせて説明する｡

(3)各チームは地図をみて､可能性のある場所をピックアップする｡必ずしも､そこ

にあるとは限らないので､メンバーで偵察をしにいくことになる｡一度スタートを

でたら､ 1つしかポイントは取れないが､その途中で､別のポイントを見つけるこ

とができる｡その情報はスタートにもって帰って､チームで共有できる｡

(4)場合によっては､時間をかけても､余分に回って､情報を集める専用のメンバー

を決める､などの作戦もありうるが､そこは各チームの判断にまかされる｡

(5)講師が､新たな情報を途中で追加してもよい｡

1回目は､ 2.組織編のやり方､ 2回目をこのやり方にする､というのもよい｡

これの変形版として､以下のような方法もとりうる｡

(1)文章ではなく､ポイントの場所を写した写真で示す｡

(2)各ポイント-いくと､別のポイントについての情報が記載されている｡

(3)より情報の伝達を早くするため､携帯電話の使用を許可する｡

(逆に､許可をしない場合は､最初にルールとして示す必要がある)

4.最後に

最後に､今回の研修の趣旨について､講師より説明を加えたり､あるいは､講師自身の

仕事の経験をもとに､ PDCAの重要性を解説するとより自分の仕事-の反映を意識するこ

とができ効果的である｡

また､受講者には簡単なレポートをまとめさせ､発萄することで､各自が学んだことを

共有化できる｡


