
SOIL from “the Earth” by Kako Satoshi in 1975
かこ さとし作「地球 - その中をさぐろう」より

Contact Us : oltvects@outlook.com

Press Kit & Privacy Policy
Original
Kako Satoshi

Design & Illustration & Text
Kakinuma Tsutomu ( OLTVECTS )

Programming
Iwase Keijiro ( act1 corp )

Supervision 
Tanaka Haruo ( Assoc.Prof. Tokyo University of Agriculture and Technology )

Supervision ( Ant Nest )
Sato Toshiyuki ( Assoc.Prof. Tokyo University of Agriculture and Technology )

Supervision & Text ( Arakawa River Stage ) 
Imamura Kazuyuki ( Ph.D. / Secretary general . NPO Arakawa River Clean-aid Forum )

Music 
Matsushita Shouhei ( M-Swift )

Sound Effect & English Transration
Horino Yuki

Music ( International Year of Soils 2015 )
Ishida Kouhei

本アプリは、Bloomberg L.P. / NPO 法人荒川クリーンエイド・フォーラム / 公益財団法人河川財団 / 宮田物産株式会社 / FIT チャリティ・
ラン (Financial Industry in Tokyo For Charity Run) の協力・支援を得ています。



【 コンセプト 】

「Soil( ソイル )」は 1975 年に福音館書店より出版された「かこ さとし」の代

表作「地球 その中をさぐろう」に登場するシーン ( 地形 ) を「土」を主題として、

新たに絵素材を描き起こしてリメイクしたものです。

地球の半径は約 6,370km ですが、実際にわたしたちが暮らしているのは、その

いちばん外側にある地殻 ( ちかく ) とよばれる、わずか 5～40km ほどの層の表

面です。そして、地殻のもっとも外側の、わたしたちが触れられる浅い部分だけ

に「土」はあります。

わたしたちは物心ついたときから、当たり前のように土の存在を知っています。

しかし、それが一体何なのか、どのようにしてできたものなのか、そして、わた

したちの生活やほかの生き物たちにどのような影響を与えているのかについて、

大人でもくわしく説明できない人がほとんどではないでしょうか？

本作品では、どこにでもありふれていて、関心を持たれにくい地味な存在である

「土」と、「土に関わるさまざまな動物、植物、現象、人間の生産活動」について

取り上げています（土のみならず、自然科学について幅広く関心をもって頂く小

さなきっかけになればとの想いから本作をつくりましたが、非才ゆえ、意あって

も満ちたりぬ部分が多くあるかとおもいます。制作者の欠をユーザーの方々に

補っていただき、制作者にも勉強させていただけるのであれば願ってもないこと

です）。



数百、数千という数えきれないほどのさまざまな疑問に対する答えが本作品の中

には詰め込まれています。しかし、本作品はあくまでソフトウエア上での「つく

りもの」に過ぎず、扱える生き物の種類や現象は本物の大自然のそれに比べれば

足下にも及びません。ですので、本作で遊んでいただいた後は、外に出てぜひ、

実際の自然のなかで自らの目で「ほんもの」をご覧になって、「つくりもの」と

の違いを感じとっていただければ幸いです。

土とはなんなのか？

アカマツの根はどれぐらい深くまで伸びているのか？

ササの根はどんな形をしているのか？

地下水はどんな様子でたまっているのか？

ゴボウの葉はどんな形をしているのか？

ラッカセイはどのように実をつけるのか？

キアゲハはなぜニンジンの葉に卵を産みつけるのか？

水田の中にはどのような生き物がいるのか？

日本の土はほかの地域の土と何が違うのか？



【 本作品での学びのフロー 】

土の名前 動植物の名前

土の説明

より詳しい土の情報 ステージの地学的情報 画像処理についての情報

動植物の説明

L V 1

L V 2 L V 2

L V 3 L V 3

L V 4 L V 4 L V 2

土を掘る さぐる

イラストへの関心

土壌学・化学・農業・食品 土壌学・地学 デザイン・画像処理 生物

高度な学び



【 より深く知るためのステップと対象年齢 】

（１）地面を掘る

本作品は「文章」を読まなくても感覚的に楽しめるように設計されています。土

をただタップするだけでも、土の種類によって硬さ（１回のタップで削れる量を

調整することで表現）や掘削時の音が異なります。画面上部には現在掘削してい

る土の名前や土層の名前が表示されます。より詳しく知りたい場合は、土の名前

の『＋』アイコンをタップすると、詳細な説明が表示されます。

（２）土と生き物

フィールド内には、初夏のステージだけでも 100 種類以上のオブジェクト（動

植物）が存在し、バリエーション違いを含めると 1,000 個近くあるため、ステー

ジの端から端までくまなく見ていくだけでも数時間はかかるでしょう。さらに土

の中をすみずみまで探索するとなると、かなりの時間を要します。読み書きがま

だ出来ない幼児でも、感覚的に地中やさまざまな動植物の様子を知ることができ

ます。



気になる動植物があれば、画面右下の「むしめがね」のアイコンをタップして「解

説モード」に切り替えることができます。解説モードでは、動植物に目印が表示

され、この目印をタップすると該当する動植物の名前や大きさなどが表示されま

す。なお、名前は日本語（カナ表記）と英語表記の２通り表示されます（フィー

ルド内に存在するほぼすべての「もの」について説明を用意してあります）。

より詳しく知りたい場合は、土の名前と同様に、画面上部の動植物の名前の横に

ある「＋」アイコンをタップすると詳細な説明が表示されます。この説明は小学

校中学年以降であればじゅうぶん理解できる内容になっています。内容にもこだ

わり、一般的な図鑑のように、単に形状や機能的な説明を載せるだけでなく、そ

れがどのように「人」と関わりをもっているのかなど、歴史や文化的な背景も分

かるようにしました。



（３）天候変化の意味

フィールド内の天候を自由に変えることができます。また、その天候ごとに適し

た動物が表示されます。たとえば、天候が晴れのときのみあぜ道にカナヘビが出

現します。カナヘビなどのハ虫類は骨の形成に紫外線が必要なため、日光浴が不

可欠です。このように、なぜ特定の天気の時のみ表示されるのかの「理由」を用

意してあります。そして、その答えもこの作品内をくまなく調べ上げることで自

然とわかるようにしてあります。

（４）より深い理解

タイトル画面の右上にあるアイコンをタップすると「テキストオプション」を表

示できます。テキストオプションには「ツチについて」、「ステージについて」、「イ

ラストについて」、「クレジット」の４種類の「読みもの」が搭載されています。



「ツチについては」、東京農工大学土壌学研究室の田中先生のご協力のもと、土に

ついての専門的な内容を図解などをまじえながら、詳しく説明しています。こち

らは中学生以上を対象とした内容になっています。また、農業などに携わる方に

もおすすめです。

「ステージについて」は本作品のステージの成り立ち（地学的な）を確認するこ

とができます。たとえば、初夏のステージでは数万年前の本ステージ断面の様子

と現在の断面の様子を比較しながらなぜ現在のような形状になったかを説明して

います。

イラストについて」は本作品のイラスト（2DCG）がどんなソフトウエアで、ど

のような制作方法を経てつくられたのか、また一般的な画像の形式（ビットマッ

プ画像やラスター画像など）について数学的に簡単に説明してあります。この項

目は自然科学的な要素よりもデザインやアート的な部分に関心をもった方を対象

にしています。

このように、本作では主題である土壌学だけでなく、生物学、植物学、地学、水

理学、農業、文化、歴史、環境問題、イラスト、画像処理、数学などさまざまな

視点から楽しめる複合的な内容になっています。児童から大人まで、原作を知っ

ている人からそうでない人も楽しめて、そして学べる作品になるように努めまし

た。

About soil

About Illustration

About Stage



【 より上質な体験を 】

　プレイ中により本作品の世界に入り込んで頂くために、作品内で流れるミュー

ジックにもこだわりました。本作品のミュージックはアパレルブランドの「ナノ

ユニバース」などともコラボし楽曲を提供している作曲家の「松下昇平

(M-Swift)」が制作を担当。単なるアプリの BGM ではない、１つの芸術品とし

て、各季節にマッチした上質な音楽に仕上がっています。また、ミュージックは

天候と連動してシームレスに変化するようになっています。

A B

音
量

天気

楽曲一覧

タイトル画面 soil メインテーマ

梅雨 雲陰 五月晴

秋雨 鰯雲 秋晴れ

吹雪 泡雪 冬晴れ

春雨 春雲 麗ら晴れ

初夏ステージ

秋ステージ

冬ステージ

春ステージ

晴の曲

曇の曲

雨の曲



【 原作と本作のステージ対応について 】

【 EXTRA STAGE について 】

EXTRA STAGE は原作にはないステージです。「荒川河口 1」、「荒川河口 2」

は実際の荒川河口を参考に作成しました。「春の農場」は特定地域のモデルはなく、

架空のステージです。

【 言語 】

日本語・英語

※OS の言語設定を英語に切り替えると、アプリ内の言語も英語に変更されます。

【 動作環境 】

OS：iOS10 以上を搭載したデバイス。

※2022 年 1 月現在の動作環境です

原作ページ 本作（Soil） 土壌 R 層

礫

花崗岩

堆積岩

安山岩

安山岩

8 / 9 / 10 / 11

14 / 15

16 / 17

6 / 7

4 / 5

初夏の農村 沖積土・黒ボク土・泥炭土

赤系褐色森林土

ポドゾル

褐色森林土

褐色森林土

秋の渓谷

冬の雪山

春の里山

春の野原

※原作のすべてのページをリメイクしているわけではない点にご注意ください。



厚生省中央児童福祉審議会特別推薦
全国学校図書館協議会選定
日本図書館協会選定

推薦  および  選定

１９７５年１月２０日発行　　発行所：福音館書店
I SBN4 - 8 3 4 0 - 0 4 4 5 - 71 9 7 5  S a t o s h i  K a k o

かこ  さとし作　
地球 - その中をさぐろう -  

【 原作情報 】
地球の中のようすを地表から中心部にわたって詳細に描いた、「かこ さとし」の
代表作です。



【 制作 】

原作：加古  里子（かこ  さとし）

企画・デザイン・イラスト・テキスト：カキヌマ  ツトム (OLTVECTS )

プログラミング：イワセ  ケイジロウ (Ac t 1  c o r p )

ミュージック：松下  昇平（M-Sw i f t）

監修：田中治夫（東京農工大学  土壌学研究室  准教授）

監修（クロナガアリの巣）：佐藤俊幸（東京農工大学  動物行動学研究室  
准教授）

監修（荒川河口ステージ）：今村かずゆき（荒川クリーンエイド・フォー
ラム理事・事務局長／博士（工学））

S E・翻訳：ホリノ  ユウキ

国際土壌年、AppP r e v i e w ミュージック：イシダ  コウヘイ

本アプリは、Bloomberg L.P./NPO 法人荒川クリーンエイド・フォーラム / 公益財団法
人河川財団 / 宮田物産株式会社 /FIT チャリティ・ラン (Financial Industry in Tokyo 
For Charity Run) の協力・支援を得ています。



【 Privacy Policy 】
Iwase keijiro built the SOIL app as a Free app. This SERVICE is provided by Iwase keijiro at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone 
decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal 
Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except 
as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at SOIL unless 
otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The 
information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through 
third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol 
( “IP” ) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of 
your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your 
browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to 
collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie 
is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the 
tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting 
it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I 
cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external 
sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over 
and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’ s Privacy

I do not knowingly collect personally identifiable information from children. I encourage all children to never submit any personally 
identifiable information through the Application and/or Services. I encourage parents and legal guardians to monitor their children's 
Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through 
the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally 
identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to 
consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or 
guardian to do so on your behalf).

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify 
you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-01-02

Contact Us
oltvects@outlook.com.


