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事例ａ （記号の柔軟な解釈変更） 
＞でもう１回いいますと、真っ直ぐ前よりもやや左目に、ほぼ真っ直ぐ前だと思いますがやや

左目に真っ直ぐ延びてます、３番くらいの道が、で右側にＣかＤの薮か、もしくはオープンが

あって、そこの植生界、植生界と道の分岐にポストがついてます。それでその薮はそれほど奥

（？）はないと思います。それで道は、５０ｍくらい先までは確認できるけど、その先はよく

わかりません。しゃ、ほぼ平だと思われます。 
：道の左側も平なのかな、 
＞道の左がちょっとピークになっているかもしれません。 
：左がピーク、右が平。 
＞右側は平だと思います。少なくとも薮のあるところは平です。比較的（３'０２） 
－ 
＞道は左に曲がっているのかな、少し奥で。奥で少し左に曲がっているかもしれません。で、

右、左側は若干高くなっています。ピークっぽくか、尾根状になっています。その薮と反対側

あたりに、 
：左が高いんでしょう 
＞でも微妙だと思います。ほんとに補助コンター、もしくは書いてないかもしれない。３番、

４番かもしれません、道は。 
 
 
事例ｂ（現在地への疑問） 
 実際、自分がとおるべき場所だと地図から判断した内容とはちょっと違っていたんですけれど、

その時はそれであっていると判断して、 
 そうするとすぐに左手にはっきりしたヤブの植生界があるので、それに沿っていけばいいと 
少しあがったんです。 
 植生界沿いにちょっと走って、走ろうと思ったときに 
 今度は別のことを考えて、ひょっとしてもしもっと上のところにある部分ではないか、そう

すればさっき道を横断していた溝というものがもっとよく解釈できるんじゃないかと思って、

随分上にきたなと思ったんです。 
 
 
事例ｃ：納得感（トランシーバーを使ったオリエンテーリング事例）（H→O） 
 ２： 
 Ｈ：東へいく太い分岐を確認してください 
 ０：はい 
 Ｈ：東へ１５０ｍぐらいいってください。左に家があります 
 ０：家は見えないけど 
 Ｈ：左はピークになっていますか？ 
 ０：はい、上に岩みたいなのが、、、 
 Ｈ：道の方向を確認してください。  （リロケート） 
 ０：４０度くらいです。 
 Ｈ：じゃあ南西へ５０ｍぐらい戻って、道の分岐を確認してください 
 ０：ありました 
 Ｈ：東へ太い道がありますか？ 
 ０：あるけど細いです                （→地図とは違う） 
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 Ｈ：じゃあ、それを東へ１００ｍいって左側の家を確認してください。 
 ０：ありました 
 Ｈ：右手に斜面があって、沢がありますか？ 
 ０：はい 
 Ｈ：そこに降りて、道から５０ｍぐらいでポストです 
 ０：ありました 
（地図を見て実際には現地を走っていない H は、自分の予想に従った情報が O から送られる

に連れて、実際自分が走っているような「仮想現実感」を得たと語っている） 
 
 
事例ｄ（論理の利用） 
 (AL)  Yah... I relcated very quickly, am.. because I knew when I crssed the hill, that I    
was ging the right way, and I .. it just.... Yah.  I was just slightly wrng, s . But I als I had a   
feeling. I think that I came t the rcks, and that yu had t try make a gd desicin,  am I a left  
r I am a right, because I knew that I 've been the clear distance, s  just t make a desicin 
am I  I left r right.   And I think that I knew was t the left. If I was t the rights, I wuld 
have  were   knew, because  when I was near crssing this very steep part here, and I 
knew that I was nt   crsssed it that, 'cause I had running away frm it, s.... Yah...  
 (JI) When I cming ut f the area, yellw area, I havent cme t the left r t the right, s,  
and in my, als thinking that I have checked the directin and when I caming  dwn here, I 
runing little bit t the left and sees this yellw marsh, t ** with, that is small trees n the left 
side, and als that this yellw area ges ut int the marsh, here it can maybe I thught if I wuld 
have been here it shuld have g little bit up it up, and it didn't and if I came here it shuld 
have al green, s when it pen and dn't ges up, I think I must be there  
 and just in the middle f marsh, I am cmplete sure because I see the frmatin f the hill n 
the ther side. That hw  I thinking when checking the pssibilities and ftne chsing the right 
ne but always. Then yu have t ckeck again. 
 
  


