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1.ジオグラフィカのインストール 

1-1.ジオグラフィカについて 

 ジオグラフィカは松本圭司氏が開発したスマホアプリです。GPS 情報、地図情報をマッチングして山行

に有用なアプリを実現しています。主な機能として以下があります。 

 画面に地図・現在位置を表示する。 

 どこを歩いたか記録できる。 

 ナビゲーション機能がある。 

この機能を使いこなすために少しでも役に立てるように、その使用方法をまとめました。 

私もまだ使用期間が短いので間違って理解している部分もあります。お気づきの点はご連絡ください。

なお、ジオグラフィカの機能や使用にあたっての必要事項は松本氏自ら、フェイスブックなどで発信し

ています。それらも参考にしてください。 

フェイスブック https://www.facebook.com/geographica.iphone/posts/904102326349127 

ジオグラフィカと読図説明   http://geographica.biz/tmp/map_and_geographica.pdf 

1-2.スマホの準備 

 できるだけ高機能のスマホを用意しよう。機種によっては、GPS機能に劣るものもあるようです。 

山で必要な機能：防水、防寒（寒さに弱い機種に注意）、ＧＰＳ高精度。 

山に必要な備品：落下対応→スマホケース（磁石のないもの）。ストラップ。 

        寒冷地でのグローブ対応→スマホペン（操作に慣れておく） 

        バッテリー切れ対応→モバイルバッテリー 

1-3.アプリのインストール 

 アプリの一般的な方法でインストールできる。 

1-4.インストール後の設定 

 SD カードにデータ保管するように設定する。ジオグラフィカのメニューで設定する。 

 「メニュー」→「設定」→「一般」で「ストレージ」を「SD カード」を選択する。 

 その他の設定は巻末に「設定推奨値一覧」を最後に載せますので参照してください。 

1-5.機能制限解除について 

 インストール後のジオグラフィカは一部機能が限定されています。山行で使用する前に「機能制限解除」

をしましょう。そうしないと、実際山で使おうとしたら使えない機能があったという事態になりかねま

せん。有料ですが、非常に安価な料金（2018 年現在 960 円）を一度支払うだけで、機能制限を解除で

きます。 

限定されているのは下記の機能です。 

A. トラックログの記録回数は５回まで。記録後ログを削除しても記録回数は戻りません。 

B. 表示キャッシュの容量は 100MB まで。 

https://www.facebook.com/geographica.iphone/posts/904102326349127
http://geographica.biz/tmp/map_and_geographica.pdf
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C. 一括キャッシュは５回まで。これも一括キャッシュデータを削除しても回数は戻りません。 

D. 一括キャッシュでダウンロードできる地図タイルの枚数は３００枚まで。解除後は 3000 枚に

なります。 

ちなみに、日光白根山の地図を最大ズームレベル 16 で一括キャッシュすると、菅沼・金精峠・

五色沼・避難小屋までいれると 64 枚になります。また、南アルプスの白根三山のような広い領

域では、縦走で奈良田から広河原まで含めると 408 枚になります。 

1-6.タッチパネル基本操作 

 ジオグラフィカはスマホやタブレットで動作するアプリなので、スマホの操作に慣れておく必要があり

ます。一般的には指で操作しますが、冬期にグローブをしたまま操作するために、タッチペン（スマホ

ペン）での操作にも慣れておきましょう。 

操作名 説明 

タップ  画面を指で軽く触れる操作。項目の選択をする。マウスのクリックと同じ。 

ダブルタップ ２回連続してタップする操作。マウスのダブルクリックと同じ。 

ロングタップ 長時間（1-2 秒）タップしたままにする操作。「長押し」とも言う。 

マルチタップ マルチタッチともいう。同時に複数の指で操作すること。 

ドラッグ タップしたまま画面上を移動する操作。 

フリック 画面を指で払うようにサッとはじく操作。画面を上下や左右に切替えるときに使

用する操作。 

スワイプ  画面に触れ、指を滑らせる操作。 

ピンチイン ２本の指で画面に触れて、つまむように指を近づける操作。写真や地図を縮小表

示するときに使用する操作。 

ピンチアウト ２本の指で画面に触れて、広げるように指を離す操作。写真や地図を拡大表示す

るときに使用する操作。 

一本指ズーム ダブルタップ後、指を画面から離さずに、上に移動するとピンチインと同じ操作

が、下に移動するとピンチアウトと同じ操作ができます。 

  

 

2.ジオグラフィカの画面操作 

2-1.ジオグラフィカの言葉 

 ジオグラフィカを操作するときは下記の言葉の意味を理解しておきましょう。 

マーカー 地図上に登録した地点情報。ウェイポイントという場合もあるが、ジオグラフ

ィカでは Google 同様にマーカーと呼ぶ。登山口、分岐、山小屋などを登録す

る。事前に登録する事も、登山中に登録することもできる。 

ルート マーカーを順番につないだ線。ルート案内を開始すると、現在位置と最初のマ

ーカーまでの直線距離、高度差、到着予想時刻が表示され、現在位置とマーカ

ーが直線で結ばれます。 

ロックオン 目標を定めて追跡する機能。マーカーやルートがロックオン対象です。マーカ
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ーをロックオンすると、現在位置からの直線距離、高度差、到着予想時刻が表

示され、地図上で現在位置とマーカーが直線で結ばれます。 

トラック 歩いた軌跡を記録して地図に表示出来る。記録したデータをトラックログとい

う。トラックログはジオグラフィカで記録したもの以外でも、ヤマレコなどか

らダウンロードしたもの、他の GPS機器で記録したものも使用できる。 
 

2-2.ジオグラフィカの初期画面 

 

 

 座標表示領域。画面上部には、現在地の高度、座標、コンパス、速度が表示されます。この領域を左に

スライドすると「検索窓」がでてきて、山名や住所で検索できます。すべての山名が登録されているわ

けではないので、検索できないときは、近くの有名な山名で検索して地図を移動させてください。さら

に左にスライドすると表示しているトラックの「標高グラフ」が表示出来ます。また、座標部分を長押

しすると現在地情報をメール送信するなど複数の処理ができます。 

 画面クリア：ボタンや座標表示を消します。クリア中は緑表示になります。２回選択すると元に戻りま

す。登山中はできるだけクリア状態にしておいた方が誤操作を防止できます。 

 メニューボタン：左上のメニューボタンを押すとメニューが開きます。メニューで様々な処理が行えま

す。長押しすると状況に応じた処理ができるスマートメニューが表示されます。スマートメニューは活

用しましょう。 

 GPS ボタン：GPS 作動中は緑色になって、現在地には赤い現在位置カーソルが表示されます。現在位

置カーソルの矢印は向いている方向を示します。もう一度押すと、GPS 作動のままで、アイコンがコ



5 

ンパス表示になります。この状態は上が向いている方向になりますので、地図読みで言う「整置」の状

態です。もう一度押すと黄色になって GPS 作動していない状態です。 

 現在位置追尾ボタン：追尾中は緑色になります。追尾中は現在位置を画面中央に固定します。もう一度

押すと画面が暗くなって、さらに押すと追尾は解除されて黄色に戻ります。 

 センターマーク：画面中央を表します。この位置座標が画面下部に表示されます。 

 マーカー追加ボタン：センターマークの地点をマーカー登録します。 

 トラックログ：トラックログ記録を開始します。記録中は緑色になります。記録中に押すと、距離など

のトラック情報が表示されます。また、市の下のボタン処理で、記録の一時停止、記録終了を指定する

こともできます。 

 ルート案内：登録済みのルート一覧が表示されて、そこからルート案内を開始できます。 

2.3.地図表示での操作 

 表示地図内移動 表示している地図を移動するには画面を「ドラッグ」します。「フリック」するとす

ばやく移動できますが、地図データの取得・表示に時間がかかるのであまり有効な

方法ではありません。 

長距離移動するときは、地図を低縮尺（広域表示）にして移動してから元の縮尺に

戻した方が良いようです。 

移動先の住所・山名が分かっているときは「検索」するのが一番有効です。 

 拡大 地図をピンチアウトすると、縮尺が大きくなって、詳細な地図が表示されて見やす

くなります。ダブルタップ・一本指ズーム（上移動）でも同じ処理ができます。ス

マホペンでは一本指ズームを使うと良いでしょう。 

 縮小 地図をピンチインすると、縮尺が小さくなって広い範囲を表示出来ます。しかし、

表示内容は粗くなります。１本の指でタップした状態で他の指でダブルタップ、ま

た一本指ズーム（下移動）でも同じ処理ができます。スマホペンでは一本指ズーム

を使いましょう。 

 

3.ジオグラフィカの使用方法（山行前の準備） 

3-1.地図データの用意 

  A. 地図データのキャッシュ 

  キャッシュとはジオグラフィカでは地図データをダウンロードしてスマホ内に保存する事を表わ

します。山行中にジオグラフィカを使用するには事前に地図情報をスマホにキャッシュしておく

必要があります。山中でも電波圏内なら使用できますが、圏外になってしまうと地図を表示出来な

くなります。また、WiFi など安価な通信が使える環境でキャッシュしておくと高価な通信費用を

節約できます。キャッシュには２つの方法があります。 

方法 表示キャッシュ 一括キャッシュ 

保存期間 設定で指定 削除操作しない限り永久保存 

範囲指定方法 画面表示した範囲 画面で範囲指定 



6 

保存されるズームレベル 表示したズームレベル 指定したズームレベル 

確認方法 オフラインで地図が見えるか 範囲確認機能有り 

 

左の図はキャッシュ漏れが発生した状態を示します。下半分は

地図が表示されていますが、上部は地図が表示されていませ

ん。山でこんな状態が発生したらとんでもないことになりま

す。そうならないためにも、事前に「表示キャッシュ」または

「一括キャッシュ」で地図データをキャッシュしておく必要が

あります。 

 

 

  （説明：ズームレベルとは？） 

ズームレベルは Googleが考案した方法で、ズームレベルによって地図精度が変わります。ズーム

レベル 0が世界地図を 1枚で表したものです。レベル 1 は縦横 2倍して 4枚で全体を表わします。

それからレベルが 1 つ上がる毎に縦横 2 倍に拡大されます。国土地理院の地図データはズームレ

ベル 2 から 18 までの画像が提供されています。ズームレベル 15~17 では 1/25000 地形図のデー

タが使用されています。同じデータですから内容は同じなのですが、レベルが上がると精密な（見

た目のきれいな）データになっています。 

  B.表示キャッシュ 

  表示キャッシュは画面に地図を表示しながら山行予定ルートをなぞることによって、表示した地

図データを保存する方法です。というより、保存してから表示するからデータが残っているので

す。 

表示したデータのみ保存するので、表示しなかったエリア、使用しなかったズームレベルのデータ

は保存されません。合理的ではありますが、漏れが発生する可能性があります。以下のようにすれ

ば良いでしょう。 

1. 「現在地追尾ボタン」をオフ（黄色）にする。 

2. 山行予定ルート全体を表示する。これで広域地図を取得する。 

3. 登山口から下山口まで山中で使用するレベルで表示してなぞってみる。 

4. 予定ルートで迷い込みそうな場所がもれなく表示されているかどうかを確認する。また、ルー

トファインディングの難しそうな場所はより詳細な地図も表示しておく。 

5. スマホをオフライン（機内モード）にして必要な地図が必要なレベルで表示出来るか確認する。 

  表示キャッシュデータは容量と保存期間を指定できます。 

「メニュー」→「設定」→「キャッシュ」で期間・容量を指定できます。 

期間は１ヶ月、容量は 100MB で十分ですが、SD 領域に余裕があれば 500MB にしても良いでし
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ょう。期間・容量がオーバーしたデータは古いものから順に自動で削除されます。 

  C.一括キャッシュ 

  一括キャッシュは指定した範囲・レベルのデータをすべてキャッシュする方法です。 

  まず、山行ルートをすべて含むように地図表示します。 

「メニュー」→「ツール」→「一括キャッシュ」で行います。 

  

 

①一括キャッシュの初期画面です。 

◎を選択すると下の画面になります。 

 

×を選択すると地図表示の画面に戻ります。 

 

  

 

②ピンク表示で領域が表示されます。領域の変更は４隅の＋マー

クを長押ししてからドラッグします。 

領域が決定したら◎を選択します。③の画面が表示されます。 

×を選択すると地図表示の画面に戻ります。 

  

 

③一括キャッシュ確認画面が表示されます。 

1. 一括キャッシュ名を編修します。 

2. ズームレベルを変更できます。<や>をタップするとレベルを

変更できます。16 ぐらいが良いと思います。 

下にダウンロードされる地図データの枚数が表示されます。１

レベル上げると約４倍になります。 

3. 地図は「単色地図」だけで良いでしょう。 

4. 確認画面の変更が済んだら◎を選択します。 

ダウンロードが始まって、地図データが保存されます。 

保存が終わると、「終了確認」画面が表示されますので OK を

タップしてください。 

山行前にオフラインにして地図表示できることを確認しましょ

う。 
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  一括キャッシュしたデータは後で確認することができます。 

「メニュー」→「ファイル」→「一括キャッシュ」で現在保存されている一括キャッシュデータを

確認できます。 

  

 

① 現在保存されている一括キャッシュデータの一覧が表示され

ます。各明細行毎に以下の処理ができます。 

一括キャッシュした地図へのジャンプ＝ →アイコン 

ダウンロードし直し＝ ↓アイコン 

データ詳細の確認＝  ＞アイコン 

また、行を選択して特定の処理を実行できます。行選択するには名

前をタップします。すると✓マークが名前の前に表示されます。そ

の後、下の✔アイコンをタップするとポップアップメニューが表

示されて、下記の処理ができます。 

データの削除 

一括キャッシュ範囲の確認 

フォルダ移動 

  

 

① 一括キャッシュデータの詳細画面 

キャッシュ名はこの画面で修正できます。 

キャッシュ一覧にダウンロードした地図データの明細が表示

されています。一括キャッシュではゾーンレベル 8のデータが

最も広範囲の地図のようです。一覧でデータ明細をタップする

とその地図のイメージが表示されます。 

  

 

② チェックメニュー 

このメニューから一括キャッシュデータの削除・範囲確認ができ

ます。①の画面で複数のデータを選択したときは範囲確認はでき

ません。 
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③ 一括キャッシュ範囲確認 

指定した範囲がブルーで表示されます。ブルー以外の色の時はデ

ータが壊れています。ダウンロードしなおしてください。 

この画面で地図の表示レベルを変更することはできます。 

④ 領域の変更はできません。間違って領域を指定したときは、こ

のデータを削除して、最初から策し直してください。 

3-2.山行計画の登録 

  A.マーカー登録 

  山行前に登山口、下山口、山小屋、分岐などルート上の主要地点を登録しておくと便利です。登山

地図、ネット情報などを情報源として登録します。登録したマーカーは山行中のナビゲーションに

使えます。登録するには、地図を表示して、マーカーを登録したい地点にセンターマークを合わせ

ます。正確な位置を指定するためにできるだけ詳細な地図を表示したほうが操作しやすいでしょ

う。そして、「マーカー追加ボタン」をタップするとマーカー追加画面が表示されます。 

  

 

追加画面での入力項目 

高度：正確な標高が分かる場合は入力できます。 

名前：マーカー名 

読み：ひらがなで入力。ナビゲーションで音声を使うときは入力し

ましょう。そうしないととんでもない読みになることがあります。 

メモ：必要なら入力する。 

アイコン：種類は少ないですが変更できます。山で使うには目立つ

ものが良いでしょう。 

接近報告：チェックしましょう。ナビに使えます。 

入力後◎で登録されます。 
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登録すると、マーカーアイコンが地図上に表示されます。 

マーカーアイコンでできる処理 

タップ：高度、現在地からの直線距離、高度差、磁方位などの情報

表示。 

長押し：ポップアップメニューが表示され、以下の処理ができま

す。 

  マーカー削除 

    削除したら戻せません。 

  マーカー非表示 

    再表示するには、 

「メニュー」→「ファイル」→「マーカー」 

でマーカー一覧を表示して再表示操作ができます。 

  編集（登録内容の変更） 

    登録時とほぼ同じ画面がでて内容変更ができます。 

  ロックオン 

    追跡を開始します。左の画面はロックオン（追跡中） 

した時の画面です。画面上部の座標表示の下に、現在地か

らの直線距離、高度差、到着予想時刻が表示されます。 

  位置変更  次で説明します。 

  

 

マーカーの位置を間違って登録した場合は、位置の変更もできま

す。変更するには、マーカーを長押しして、ポップアップメニュー

を表示して「位置変更」を選択します。 

すると左のような画面がでます。ここで、地図を動かして、マーカ

ーの正しい位置にセンターマークをセットします。そこで、◎をタ

ップすると、新しく指定した位置に変更されます。 

この時に登録済みの標高値を訂正することもできます。 

  B.ルート登録 

ルートはマーカーをつないだものです。面倒なので、ここでは説明しません。 

  C.トラックデータのインポート 

地図に登山道を表示するには、実際に歩いたトラックログを取得してインポートします。そのログ

は下記の方法で取得できます。 

   1.ヤマレコなどに公開されているトラックログ(gpx)をダウンロードする。 

2.ヤマケイオンラインで公開されているルートデータをログ形式(gpx)でダウンロードする。 
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3.カシミール 3Dでルート作成してトラックに変換して書き出す。 

上記でPCに取得したデータをスマホにメール送信してジオグラフィックにインポートします。

スマホでの手順は以下です。 

1. 添付ファイルを開くと「アプリで開く」画面で Geographica を選択。「１回のみ」を指定す

る。 

2. 読込確認画面に OK で応える、インポートが始まります。 

3. 「保存しました。ただちに表示しますか？」にOK で応える。 

以上で、読込んだトラックデータと登山口の地図が表示されます。 

  D.トラックのフォルダ管理 

   トラックログは数が増えてくると管理が面倒になってきます。そのためにフォルダで管理する

と良いでしょう。複数のフォルダを作成して分類保管するということです。フォルダ管理につ

いては後ろで説明しています。 

3-3.その他の準備 

 出発前に、スマホの充電、モバイルバッテリーの充電をお忘れ無く。 

 

4.山行中のジオグラフィカの使用 

 山でジオグラフィカをどのように使用するかは、本人の考え方によって様々な使い方があると思いま

す。ここではいくつかの方法を考えてみます。 

パターン 1.基本は印刷した地図を使用する。ジオグラフィカは困ったときの予備にする。 

パターン 2.マーカーを使ったナビゲーションを使用する。 

パターン 3.トラックログを使ったナビゲーションを使用する。 

パターン 4.（推奨）トラックログを表示しておき、マーカーを使ったナビゲーションを使用する。 

4-1.共通処理 

 山中でどのパターンで使用する場合でも考慮しなくてはいけない項目を説明します。 

 A.バッテリー消耗を減らすために 

  山中でバッテリー切れになると面倒です。そのためにはバッテリー消耗を減らす工夫が必要です。 

機内モード 電波を発しない状態にするとバッテリー消耗を減らすことができます。 

機内モードでも GPS動作は問題ありません（一部スマホでは問題あり）。 

ただ、機内モードでは電話・メール受信できませんので、休憩中に機内モードを

解除して確認すれば良いでしょう。確認後はまた機内モード ONにしましょう。 
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 B.トラックログを記録する 

   トラックログを記録すると、バッテリーの消耗は大きくなります。しかし、歩いた軌跡を記録し

ておくと万一道迷いしたときに復帰の手助けになりますので、できるだけログを記録するように

しましょう。 

＜記録開始＞ 

トラックログの記録開始は、登山口で、「トラックログボタン」をタップします。左のような画面

がでますので、名前を入力して◎をタップして開始してください。 

名前としては「20181003 熊鷹山」などと日付を頭につけると

一覧で日付順に並ぶので分かりやすくなります。 

ログ記録中は「トラックログボタン」は緑色になります。 

そして、記録は下山するまで続ける必要があります。そのた

めには誤操作を少しでも防ぐために「画面クリアボタン」を

タップしてボタン表示を消しておきましょう。 

稼働しているかどうか心配な場合はトラックの「記録音」を

設定しておきましょう。そうすれば、記録の度に音がでるの

で稼働していることを確認できます。 

＜トラック情報を見る＞ 

トラック記録が稼働中の時は緑の「トラックログ」ボタンを

タップすると現時点でのトラック情報を見ることができま

す。 

画面下のアイコンは左から「記録停止」「記録一時停止」「戻

る」です。情報を確認するだけで地図表示に戻るのは「戻る」

を使います。 

 

 

＜記録の停止・一時停止・再開・追記＞ 

下山したときはトラック情報画面で「記録停止」します。「一

時停止」は長い休憩の時に使用しますが、一時停止中も記録

時間には含まれます。一時停止した時は「再開」を忘れない

ようにしましょう。 

１泊２日などの山行で、山小屋に到着したときは「記録停止」

して、翌朝に地図画面からスマートメニューを表示して「追

記」すれば簡単です。 

ただ、私は日付が変われば別のログとして記録する事にしています。そのほうが日別に情報をま

とめられるからです。 

ただ、間違って「記録停止」してしまった時は、「追記」します。 
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 C.整置 

 

 

印刷した地形図では、現在位置が分かれば、コンパスを使って

地図を「整置」して、目の前の地形と地図を照合しやすくしま

す。 

ジオグラフィカではその処理が極めて簡単です。 

「GPSボタン」をタップして「コンパス」表示するだけです。

もちろん、スマホの長辺方向を基準に「整置」にしているので

スマホは正確に体の正面に置きましょう。 

左図はマーカーにロックオンした状態で整地しています。 

 D.スマホ携帯と安全 

スマホを携帯するにあたっては落下対策を十分考えましょう。また、操作する場合は安全な場所で立ち

止まって操作するようにしましょう。 

4-2.万一のための保険として使用する 

 今までと同じように印刷した地図とコンパスを使ってルートファイディングしながら歩きます。そし

て、難しい局面に遭遇したときだけジオグラフィカを見ます。その時、地図上に現在位置が表示されて

いるだけでなく、歩いてきたコースも表示されています。それを見れば、ルートファインディングの手

助けになるでしょう。 

4-3.マーカーを使ってナビゲーションする 

 積極的にジオグラフィカのナビゲーションを利用するには、マーカーをロックオンしてその地点まで

のナビゲーションを起動します。 

＜ロックオン＞ 

ロックオンするには、マーカーアイコンを長押しして「マーカー処理メニュー」から実行する、画面の

スマートメニューから実行する、２つの方法があります。 

ロックオン中の画面は「整置」の画面例を参照して下さい。 

＜ナビゲーション＞ 

ナビゲーション中には以下の事ができます。 

画面上の座標表示の下にナビ情報（現地点からの距離、高度差、到着予想時刻）が表示されます。 

既定時間毎にスピーチで所定の項目を読み上げてくれます。 

スピーチ項目は「設定」で変更可能ですが、時刻、現地点からの距離、高度差、到着予想時刻、磁方位

などがあります。 

ナビゲーション中は標高 100m 毎に案内してくれます。 
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所定時間内でも画面上の「コンパス」表示をタップすれば読み上げてくれます。スマホが見づらいとき

に便利です。 

ロックオンしたマーカーに近づいたらスピーチで教えてくれます。 

＜ロックオン解除＞ 

ロックオン中のマーカーに到着したらマーカー長押し後ロックオンを解除して、次のマーカーをロッ

クオンします。次々にマーカーをロックオンしながら下山口を目指します。 

＜注意すべきこと＞ 

ナビ情報は現地点とマーカーまでの直線距離で計算されます。したがって、マーカーを適切にセットし

ないと、途中に谷や大きな方向転換があると、距離・到着予想は当てにできなくなります。 

＜迷いやすい地点にマーカーを＞ 

マーカーを設定するのは山小屋などの分かりやすい地点だけでなく、尾根の分岐など「道迷いしやすい

地点」も登録しておくと良いでしょう。そうすれば、その地点で立ち止まることになるので、気がつい

たら道迷いしていたという状態にはならないでしょう。もちろん「道迷いしやすい地点」を地図から判

断できる人は道迷いしないかもしれませんが。 

＜推奨＞ 

私はマーカーを使ったナビゲーションを推奨します。コースを明確にするために、事前に取得したトラ

ック情報を表示しておきます。 

4-4.過去のトラックログを使ってナビゲーションする 

 事前に、インターネットなどで取得したトラックログ（今回歩くコースと同じコースを歩いたデータ）

を取得してインポート後、地図上に表示されることを確認しておきます。 

＜ロックオン＞ 

登山口でトラックに対してロックオンします。ロックオンするにはトラックの線を長押しします。表示

されるポップアップメニューから「ロックオン」を選びます。 

＜ナビゲーション＞ 

ジオグラフィカには、歩く予定の過去のトラックデータと、現在のトラックデータが表示されているの

で、画面さえ開けばズレを認識できます。 

また、トラックデータから外れた場合（約 100m）にスピーチで連絡してくれます。 

標高（100m 毎）、歩行時間（１時間毎）などスピーチで連絡してくれます 

＜ロック解除＞ 

下山したら、解除を忘れずに。トラックの線の長押ししてポップアップメニューを表示して行います。 

4-5.その他機能 

 A.検索 

 「あの山の地図を見たい」と思ったときに、地図を移動して山を探すのは面倒です。そんな時に「検索」

が使えます。 
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 検索画面 

座標表示を左にスライドすると

検索画面です。入力欄をタップし

て入力開始します。 

1. 右下の検索アイコンをタップ

します。 

2. 検索結果が一覧表示されます。

複数ある場合もあります。一覧か

ら選択して→アイコンをタップ

すると目的の山の地図が表示さ

れます。 

検索結果に候補がないときは、近

くの有名な山を検索して地図移

動しながら探しましょう。 

 B.高度グラフ 

 検索画面をさらに左にスライドすると、トラックデータを表示して

るときはとのトラックの高度グラフが表示されます。 

そして、センターマークをトラックの線に合わせるとその地点がグ

ラフ上に表示されます。 

高度グラフ以外に下記のトラック情報が表示されています。 

距離：トラック全体の距離。水平距離のようです。 

最高高度：トラック内での最高標高 

累計高度＋：トラック全体の上りだけを加算した高度 

累計高度－：トラック全体の下りだけを加算した高度 

T: 左はセンターマーク地点を通過した時刻で、右の数値は歩き始め

からの時間です。 

D:歩きはじめからの距離 

E:センターマーク地点の標高 

この情報は、トラック入り端画面から、トラックログの詳細画面を

表示しても見ることができます。この場合の TDE の数値は表示し

ている一番上の地点での情報になります。 

 C.磁方位をコンパスにセットする 

地図とコンパスのナビゲーションでは、コンパスに次の地点の方向をセットして、その方向を確認しな
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がら歩くことはよく行われる方法です。ジオグラフィカではマーカーをロックオンすれば常に最新の

方向が線で表示されていますのでコンパスを使う必要はないのですが、コンパスでも方向を確認した

いことがあるかもしれません。その場合、簡単にコンパスに方向を

セットできます。それが磁方位の活用です。目標にするマーカーを

タップすると左図のようなマーカー地点の情報が表示されます。右

上の磁方位は現在位置からマーカーを見た方向と磁北との角度で

す。ですから、リングを回転して、進行線を磁方位角度に合わせま

す。その後はコンパスを体の前に置いて、磁北を合わせるように方

だの向きを変えます。 

 

5.その他 

5-1.フォルダ管理 

 ジオグラフィカではトラック・マーカー・ルート・一括キャッシュなど保管できるものがあります。そ

れらは数が増えると操作が面倒になります。そこで、フォルダを作成して分類する方法を説明します。

トラックの場合で説明しますが、マーカーなどでも同様の操作で管理できます。 

 A. トラックでのフォルダ管理例 

トラックデータの分類としてはジオグラフィカで記録したものは年別に、他の端末からインポートし

たものは別のフォルダに分けると管理しやすくなります。 

「2018」、「import」などのフォルダを作成して管理しましょう。「メ

ニュー」→「ファイル」→「トラック」でトランク管理画面を表示し

ます。 

左の画面ではすでに 2 つのフォルダが作成済みですが、新規に作成

するには下の左から２つめの「フォルダ作成ボタン」をタップしま

す。すると「新しいフォルダ」という名前のフォルダができます。 

B. 「新しいフォルダ」の右の＞アイコンをタップすると、下

の画面が表示されて、そのフォルダに保管されているデータが一覧

出来ると同時にフォルダ名の変更もできます。 
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フォルダ名を「2019」に変更しました。 

 

↑アイコンをタップすると上のレベル（親）のフォルダに戻る

ことができます。 

 

 

 

既に存在するトラックデータを別のフォルダに移動するため

には、左の画面のようにそのトラックデータをチェックしま

す。 

次に、下のチェックアイコンをタップすると、チェックしたト

ラックデータに対する処理を選択することができます。 

 

 

フォルダに移動をタップすると、移動できるフォルダが表示

されますので、移動先のフォルダを選んで下さい。それで移動

できます。 
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5-2.データ管理 

 トラック、マーカーなどが増えてくると操作が煩雑になりますし、ジオグラフィカのアプリにも負荷が

大きくなります。また、スマホで多くのデータを管理するのは良いとは言えません。考え方としては、 

A. 山行前に前回作成したデータは非表示にする。 

B. 使わなくなったら即削除する。 

C. すぐは使わないが保管しておきたいデータは PCで保管する。 

この基本方針でデータを管理して下さい。 

 A.表示データを非表示にする 

トラックログを表示状態のままにして件数が増えてくると、表示のために余計な時間を要して画面の

動きが遅くなります。 

 

 

トラックログ・ルートなどは表示しているデータ全てを一括

で非表示にできます。 

「メニュー」→「ファイル」→「表示中のファイル」で左のよ

うな画面が表示されます。 

画面下の「すべて非表示」で表示を取り消しできます。 

非表示にしたものを表示する場合や、一部のみ非表示にした

い場合は「トラック一覧」「ルート一覧」から指定します。 

 B．一覧処理 

一覧処理は「メニュー」→「ファイル」から起動する処理で、トラック一覧、マーカー一覧、ルート一

覧、一括キャッシュ一覧があります。一覧処理から処理可能な項目は以下の通りです。筆者が確認して

いないものは表記していません。 

データ種類 削除 フォル

ダ移動 

表示切

替 

ジ ャ

ンプ 

その他 

マーカー ○ ○ ○ ○ 登録内容変更など 

トラック ○ ○ ○ ○ GPX 出力、集計表示、設定、明細表示、明細削

除、コピー、トラック追記開始など 

ルート ○ ○ － － マーカー一覧、ルート案内開始 

一括キャッシュ ○ ○  ○ 範囲確認、再ダウンロード、明細、名前変更 
 

5-3.GPS 数値の過信は禁物 

 ジオグラフィカは非常に役に立つツールです。しかし、頼りすぎは危険です。 

スマホに表示される地図と目の前に広がる地形との照合する地図読みのセンスは磨き続けましょう。
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というのも、谷筋とか深い森林では衛星データをうまく捕捉できず、ジオグラフィカが間違った位置を

示すことがあります。 

次の地図は、私が熊鷹山から西沢口への下山時（2018 年 10 月）に私が歩いた経路を地形図に載せたも

のの一部です。紫色線がジオグラフィカで記録したもので、黒色線が同時に携帯していた Garmin 

Etrex30 で記録したものです。黒色線は私が歩いた経路をほぼ忠実に表していると思います。しかし、

紫色線は、尾根部分はほぼ正確なのですが、植林地を沢へ下る部分からかなり不安定な経路になってい

ます。これはジオグラフィカのせいではありません。スマホの GPS の精度に問題があるからだと思わ

れます。８年前に私が初めて熊鷹山の沢ルートを歩いたとき、Garminの旧機種で記録したときも不安

定な線になりました。谷部分では衛生の電波が捕捉しづらいので仕方ありませんが、新機種になってか

らは随分と精度が上がりました。「みちびき」が一部使えるようになったこともその理由かも知れませ

んが、新機種自体にも精度を安定させる工夫があるのだと思います。スマホの GPS は精度の点でまだ

まだ問題がありそうです。今回の例では最大で約 50m の誤差はありそうです。 

 

2018 年の 11 月から「みちびき」が衛星４台体制になって、一層精度が上がると報道されています。誤

差数センチとも言われますが、それは現時点のスマホでは無理なようです。誤差 2～10ｍの誤差は覚悟

した方が良さそうです。 

したがって、ルートファインディングにジオグラフィカを使用する時はその誤差を考慮する必要があ

ります。10m の誤差でミス判断する局面は山では比較的少ないのではないかと思いますが、ありえな

いことはありません。したがって、わずかの位置のずれで判断を違えるような地点では、その誤差を十

分に考慮した判断が求められます。最終的には皆さんの地図読み技術で目の前の地形を地図と照合し

てジオグラフィカが指し示す現在位置を補正することができれば完璧な判断ができるでしょう。くれ

ぐれもジオグラフィカに頼りすぎて地図読み技術を退化させることのないようにしてください。 

ただ、数年後には誤差数センチが実現されるかもしれませんが。 
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5-4.設定推奨値一覧 

 （一般） 

項目 初期値 説明 

オフラインモード OFF  

ナビゲーションバーを隠す OFF ON にすると地図表示が広くなる。バーを使用す

る時は下からスワイプする。 

ローバッテリー警告 ON  

二本指で地図を回転 OFF  

ボタンバイブ OFF  

DOZEモードを無効化 OFF トラックログが途切れるようならONにしてみよ

う。 

近接センサーで画面を消灯 OFF  

標高タイルを使用 ON  

ジオイド高補正 ON  

画面の向き 縦固定  

GPS 精度 標準  

ストレージ 本体 SD カード 

カーソルの向き コンパス  

現在地カーソル 大  

現在地送信先 － 事務局のメールアドレス。遭難したときに、現在

位置をメールで送信する宛先を指定します。 

座標位置バーを長押しすると送信できます。 

重量設定 体重 60Kg,荷

物 10Kg 

体重、荷物を登録。トラックの集計表示でカロリ

ー計算に使う。 

（表示） 

下地に GoogleMap を表示する ON (OFF):ONでは地図にコンビニのマークがでたり

しますが、山では不要でしょう。 

座標精度で文字の色を変える ON  

高解像度モード ON  

最高倍率地図を非使用 ON 最高倍率の地図は文字が小さくて読みづらい場合

は ON のまま。文字が読める場合は OFFにする。 

選択ボタンの色を強調 OFF  

座標形式 度分秒  

距離単位 メートル  

高度単位 メートル  

スケール 単線  

スケールの線 太さ:2a:80%  

（キャッシュ） 

アルバムアプリ対応 ON  
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期間 １ヶ月  

容量 1GB (500MB) 

現在の容量  表示キャッシュのクリアが出来る 

（トラック） 

記録音 小鳥 (なし) 耳障りになるので音なしにする 

記録タイプ 自動  

記録頻度 標準 (細) できるだけ細かく記録する 

記録中トラック 太さ:5a:50%  

既存トラック 太さ:4a:50% 太さ:2a:50% 細くする 

高度を標高タイルから取得 ON  

トラックアイコンを非表示 OFF Start,Goal アイコンを非表示するかどうか 

（マーカー） 

マーカーを自動表示 ON 地図表示範囲のマーカーを自動で表示する。マー

カー設定で非表示のマーカーも表示する。絶対

ON のままにする。 

ラベル表示 自動  

下部ラベル 自動  

（ルート） 

トラックリンク ON  

ルートライン 太さ:4a:60.0% 太さ:4a:60%  

到着アラーム 音声  

時間表示 時刻  

休憩時間 普通  

ラッセル補正 なし  

歩行速度 普通  

（スピーチ） 

接近報告 ON  

インタイバルスピーチ ON  

スピーチ間隔 10分 15分 

シャイクスピーチ OFF  

シェイク感度   

（スピーチ内容） 

時刻 ON  

座標 OFF  

高度 ON  

速度 OFF  

ルート情報 ON  

登高速度 OFF  

お知らせ ON  
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