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第二十六号（二〇一二年十二月十二日発行）

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 26, 12 Decmber 2012

翻刻「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

第二十六号

二〇一二年十二月

考察を発表する。

林

晃

平

HAYASHI Kouhei

天との戦いもある。今回は、一先ずその翻刻を行い、追って、それに基づいた、作品の特徴などの

に近いが、それに伊勢外宮が丹波から伊勢に遷宮したことを挟み込んでいる。また、龍宮勢と帝釈

石川透氏蔵の写本『伊勢外宮由来』は興味深い作品である。内容は所謂御伽草子の祝言御伽文庫

要旨

キーワード：浄瑠璃・浦島太郎光成・御伽草子・尾上宿禰・帝釈天

A Transcription of“ISE GEGU NO YURAI URASHIMA RYUGU IRI”
(the Origin of Ise-Gegu shrine and why URASHIMA entered Dragon Palace)

苫小牧駒澤大学紀要

1

四目綴
題簽ナシ

袋綴

誌

装訂
黒色

書

表紙

剥れた可能性あり

本文と同質の紙に直書で内題が記されているもの
が元の表紙か
題 外題「伊勢外宮由來浦嶋龍宮入」
内題「伊勢外宮由來附浦嶋龍宮入」

二五〇

×

横

全三九丁（表紙含まず）

縦

一六六（ミリメートル）

巻頭題「伊勢外宮由来附浦嶋龍宮入」
法量
丁数
一五字～一八字

六行

半丁

一九五（ミリメートル）前後

×

字高

例

旧所蔵者か

裏表紙の裏の中央下部に「中□石保」と朱角印（印面文
未詳）あり

凡

第二十六号

二〇一二年十二月

◦丁替わりの表示には、
」で表を、
』で裏を示す。

苫小牧駒澤大学紀要

◦翻刻に当たっては、原本の有り様を留めるため、新旧

の字体に統一せず、できるだけ原文に近い字体を用い
た。

◦一部にミセケチが存在する。当該箇所を傍線部で明示

し、その右側に訂正本文を傍記した。

◦一部にふりがなが添えられている。特別に表記できな

いものを除き、そのままの状態で翻刻した。

◦第二段以降には、句点が施されているので、そのまま
生かした。

付記

なお、本翻刻の解題と通読本文は、紙幅の関係もあり、
次号に掲載の予定である。

貴重な書籍の閲覧と翻刻の許可を賜った石川透氏に謝
意を表す。
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林

晃平

翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

花つみ忌日を祭り母上ニ孝〳〵はかの』
（一丁裏）

更父母孝々にして父の為には香ヲ焼

心あく迄こうにして力の程は八人不知殊

御子浦嶋太良光成迚器量世に越へ

常の習に而こそ秋の世の去り玉ふ去共

武の軍士壱人御座す然るに光吉上無

の禮しゆ浦嶋権之守光吉迚げんざい勇」
（一丁表）

りやく天皇の御きやうに丹後の國水のへ

中々ぼんぶの及所にあらず爰に人王二十二代ゆう

行各別にして年数之来暦各事の成は

抑三千大千世界をかんが見るに日月の軍

秀の弟なる奢者の無道人供人大勢討」（三丁表）

國司滿前の中将勝村彼も眞取の大臣勝

鈴かの坂を越玉ふ然る所に其頃伊勢の

勢州指て急きける程無伊勢の國

夫よりも大明神の御輿を守護し奉り

致さんと供人多く引くしで丹波の國へ趣

近き帝より如様〳〵とのせんじあり頓而郷國

成けり浦嶋御受を申畏り而候と母上に』（二丁裏）

早とく〳〵との給へて勅使は歸洛被

州山田へ宮を移し可奉とのりんけんなり

汝じ隣國成間急き御越の御供仕勢

明神は伊勢國渡會郡山田四か原へ移さるゝ

天照太神の神宅により丹波國豊げ大

異國の二十四孝にも越へつべし去年

連上洛せしか道にて御輿にはたと行

伊勢外宮由来 附浦嶋龍宮入

二十三にして今年五歳の若君を持玉ふ

會先拂のけひこの者共是を見て御選

ニン

去名を靍若丸と名附諸人の恰好父

宮の御輿也誰人にても下馬しで通り

コド

母の寵愛不殘家の繁栄時を得で明

玉へと聲〳〵に寄わりたり勝村聞て何

スヾ

し暮させ玉へけり有時大裏より勅使立光

神かきねかならわし也此國を通らんとて

セン

成立出對面有去時勅使の玉ふは此度」
（二丁表）
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へ宮移し奉り神事不淺取行都を指

大明神の御輿を守護し奉り勢州山田

成猶乘取て怒をなし四方八面に討拂へ

叶わじと駒引返し山道に社は迯入ける光

勝村か良等そこばく討るれば勝村今は

かる中に割て入り落花みちんに討ひしぐ」
（四丁表）

飛おり道端たなる松の木を引倒しむら

りもろふぜき者あまさじと頓而て馬より

にて御輿の押へを打けるか此由を見るよ

勢討て懸り悉く討捨ける浦嶋は馬上

を推參なる奴原と討てとれと言ふ侭に大

歩行けるけひこの者とも通さじと立向ふ所

かきのけよ勝村か通るぞと馬をかき立』
（三丁裏）

我に下馬せよとは推參也御輿を脇に

べけれと無憚奏門有帝實と思ひ夫れ〳〵

被仰討候社是けんほふ成し御沙汰社申

御呼出し退けつの上御糺明の上兎も角も

あらず何樣大臣殿聞誤かと存る間兩方』（五丁裏）

若けには候得共左樣のひか事仕る者に

好実有人なれば愼んて恐なから光成社

折節御前に有けるか此人浦嶋とは聊か

其頃播摩の國司山野邊の尾立の宿祢

に行るべしと既に罪科極りける然る所に

兎も角も神慮を釋し候得ば急き罪

なれば愼んて浦嶋は路しの狼藉は」（五丁表）

せんの玉へて頓而内裏へ上らるゝ御前に

大臣誠と思召夫は悪くき次第也奏門

參下人そこばくあやめ候なりと言ふ鳬ば

御選宮の御供とけんに掛道にて狼藉仕

タヲ

テ

二〇一二年十二月

ハリマ

ト

て登りける扨末代に至る迄山田の外宮は

めせとの仰せなり畏て候と両方共に召寄よ

乘

是也是は扨置眞取の中将勝村は危』
（四丁裏）

とのりんけんなり其時勝村進出参候我等御輿

コド〳〵

き難をのかれ方々都に迯登り兄の眞取の

に参會仕道を開畏る一礼を仕候所に是に
第二十六号

ヤガ

大臣にあらぬ事を申なし扨も此度浦嶋は
苫小牧駒澤大学紀要
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頓而罪に行ふべし尤浦嶋は切て掛る敵

翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

候光成利不盡に討懸り参か下人そごばく」
（六丁表）

なればよしをなすとは申せとも神慮を穢

晃平

あやめ候得共我等神慮を恐れ重て本望達

し候得ば流げい死罪はなため所領を召上國

林

せんと胸を押へ堪忍して罷歸り候得ば定

は御免のりんけんなり浦嶋ゑひりやう上は力不及』

其の大勢立寄引立て猿沢の池のほとりにして頓

難有々々と御前と立ければ勝村はけんびいしの侍

（七丁裏）

ておぐひやうとや存候わんと誠しやかに申鳬
浦嶋聞で如何に勝村天気を掠め左様
シャ

選宮の御輿也誰人にても落させ玉へ狼藉

て首を剰にけり此の勝村か最期の躰悪ま

の神人等是は御

玉ふなと断り申候得ばこぶん何神か』
（六丁裏）

の者社無りけり

の狂言申されよ先

きねかならわしなり此国を通らんとで我に下馬

第二段目

輿は如何と存追迯し仕り宮移し奉り候は是也

敵す御ぶん山路に迯入しを追懸討んと思へとも御

人討れ候に依而我等も止事得ずして大勢討

上の北の方に打向へせんじの趣き申さるれば

なし本國指てぞ下りにける屋形になれば母

しか所領召被上無哀もゑいりやうの上は力」（八丁表）

其後浦嶋太郎光成はよし無事にいづ

コドワ

せよとは推参也と悪口し大勢討て懸り社人五六

社人共被召出御尋可有者也偽なるか勝村と盈

母上妻女聞し召夫は誠や浦めしやと泪

ホン

欠て言ふければ弁舌達せし勝村も一弁問」
（七丁表）

クワ

に。むせばせ玉へける良有て母上泪を押へ
ブ

ソレ

に不及して赤面して社扣へける内よりのせん

夫人間の禍福は前生よりも定れば悔凡
タドヱ

じにはおゝ勝村か狼藉前代未聞の曲者

夫の迷へなり縦所領に放れても御身一所に

マヨ ヒ

にて其罪深ければ猿沢の池のほとりにて

6

力を討玉ふ心の内社哀れなり浦嶋今は早

事にも逢ぬべし必づ歎き玉ふなと人々に

る社嬉しけれ此若成人なすならば如何なる

きやうり諸共袖迄なす迚も親子諸共に母送

有なれば浦めしとは思わねなり朝な夕なの』
（八丁裏）

ゆる。うなばらや誠や傳聞唐の萬礼か小

枕らむれ入る千鳥ねを立てほのかに見

嶺より落る瀧す浪幾世のさめを。かち」（十丁表）

吹方なれや山續き其方の空は白雲の

釣をいとなみ。なす業のゑほふの方の秋風

と一よふの舟に竿指て花かの沖に入り玉ふ

サヲ

此屋形には叶ふまし是等へ渡らせ玉へ迚年

舟に竿指て爰の遠とゝの樂はこらせんの

ヲク

經て住し屋形をば今日を限りに立出てあの

二度世に立て心の侭の身なれとも孝なる名

イヲリ

いづ

ソナ タ

礒近き山元に柴の庵を引結び親子夫」
（九丁表）

遂て身退は天の道と思ひ世を捨て漁夫

ヲワ

婦住玉ふ昨日今日とは思ひとも所領に

となる我は浮世に捨られで母孝行の其為

こなだ

放れし事なれば何しか星落のいとなみ

に誰方浪のよるべ空のあまを舟浪間に（十丁裏）

デ

つぎ果で。いたわしや北の方しつか仕業の。

針を打おろし終日釣をたれ玉ふ暫あつ

ヘ

をた巻を繰返し〳〵ても昔忘の浮思ひ里

て糸引上て見玉へば小き龜を釣上たり

ロフ

田に落て落穂をひろへ沃の根芹をつみ

光成心に思ふ樣夫靍は千歳龜は万こふ

マ

玉ふ又光成は漁ぶとなり手なれの業に身

と聞からに行末久敷よわへなり目出度壽

二〇一二年十二月

ひめもつ

をやづし浮日数をぞ送らるゝ心の内社は』
（九丁裏）

命を我か手に掛て害せんな。なさけなし

ユウリヤグ

ツリ

第二十六号

ゼリ

哀れなり頃は雄畧二十二年戊午九月中ば

と思ひ頓而針とり放し海に返し玉へける

ヲリ

の頃なるに今日は日和も長閑にて海中浪も

情の程社しゆしやうなり既に日も関よふ」（十一丁表）

ギョ

しづかなり釣をたれ母上をはこくみ奉らん
苫小牧駒澤大学紀要
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たなに打乘で浪にゆられで光成か乘

りなばあでやかなるか。わずかの舟板の割

し所に何國共無二八計りの女良言ふ計

に片むけば立歸らんと思ひ舩指戻せ

宮浄土也今は何をか返べき自は八大龍王の

申しける樣は爰社とこ夜の國と申して我住龍

晴日月の光も明に心も住る折柄に女房』（十二丁裏）

計りか其内に舟は陸地に入にける其時天

見へわかず浪にゆられて。うたかだの二時

翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

し舩に流れ寄塩垂衣も。いとゝさへ。かわく

其中に毒虵か龍王の姫なるか。いもせの血なみ

晃平

間も無。不情にて助けでたべとぞ申ける光

有故に一つの龜となり御身の針に掛りし事縁

林

成不思義に思ひ女良は何國の人ならん姫』
（十一丁裏）

に引るゝ釣の糸結び留のを便りにて是迄

ロクヂ

は泪の隙もなく參ん候自は古國の者な

は。いざなへさむろふぞや只何事も〳〵も前世の

スメ

るかあれに見へたる山岸にて舟を横し皆

契りと思召龍宮に心を留て玉われと口説て」（十三丁表）

シヲダレ

々しづみし其中に。わらは連のふ命なから

社申せしが浦嶋夢の心地にておゝ此上は力

ハツカ

ギシ

へて斯浮目を見し事恥しさよと。覺〳〵

なし兎も角も御身の心に任すべしと

ユウキ

タレニワ

クトキ

と涙玉ふ浦嶌も流石岩木にあらざれば

頓て舟より上がるゝ姫はなのめに悦て浦

ツレ

色には迷ふ人心。寔にいたわしやの次第かな

嶋を討連て内裏を指て急かるゝ是は

さめ

急き。こなたへの舩に召れよと頓て手を」
（十二丁表）

別龍宮の城と打見得で白金の桹門

ナギ

取をのが舟にぞ乘にける。うづしく心も失呆

有門に宮殿ろうかぐ玉を垂庭には。眞
シンドウ

ハダホゴ

らう

て返るさほふは忘れ宛暫時を移さ

珠の砂を敷子金を以宝來きうとがくを討』（十三丁裏）
リ クデン

るゝ其時天俄かに震動し浪風肅々吹

瑠璃宮殿玉をたれ。けまんの籏鉾立競

ル

立れば偏々常夜となりにけり何國を夫とも

8

玉殿に出給へ希人是へ〳〵とせうじ宛種

すみなの目に悦びけんぞぐ数多討連て」
（十四丁表）

簾中に入玉ふ父龍王に角と申せば。はだ

計りなり女房申ける様は是に御待候得と

璃の。きさ橋登にぞ心言葉も及ばれの

きはなかりけり高き七十四丈に盈たる瑠

かの光りかゝやさて。てらは玉の夜のけし

思召浦嶋に近付父龍王の御方よりかす〳〵

宮の御方へ斯と案内仰ける姫宮なのめに

走の其為に四方に四季の躰をまなび姫

に狂を捨樣す亦有時は龍王より浦嶋馳

の下紐討解て昔終日よもつから酒ゑん

千代萬代を重ねとも斯せる事は若と我心

結びし縁な朽ずして今ぞ仰せの左枕に」（十五丁表）

の声〳〵に謠ふしやうかぞ面白や先の世に〳〵

マレ

々の珎果を積備へ樣々饗應玉へける姫君

の仰也いざや參り候わんと姫諸共に花そのへ出』

玉へ爰や彼所と見玉ふに先東は春の躰か

もてなし

の御心中浦嶋の娯しき申計りはなかりける

其後浦嶌太郎光成は思わずも龍宮

と打見得て嶺の白雲打とけで谷の。さ原

かしこ

（十五丁裏）

の城に入玉ふ丹後國御座す母上北の方御

にもへ下る折柄木々の木ずへも春さめて。ほご

第三段目

事のみ露程も忘るゝ隙は座しまさ』
（十四丁裏）

ろびたるや朝霞早中春に歸らんと扨南は

ま

ねと海縵々たる浪を分とこよの國に入ぬれば

夏の躰かと打見へで沢邊の照す。かきすばた

方

歸る左法の有らずして思わざる龍女に契り

池のまこもに終日から。とぼす。ほたるの是も

よもづ

を返。よしなき月日を送らるゝ有時龍女浦

亦こへがに胸をや。こかすらん花橘に顔留」（十六丁表）
ほどゝぎす

嶋を。なぐさめばやと思ひ数の鱗召集めくわん

て山時鳥の聲いとゝ。めづらしふるみ附
第二十六号

二〇一二年十二月

けんこふきやうなる社面白けれ七勺りよりつ
苫小牧駒澤大学紀要
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翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

し誰をうらみてくつの葉の。ほに出たるや

ども其姫には縁の結び候得ば此儀において』

王の玉ふは。さん候大釈の勅使背申にあらね

にて參迎に來りたり早とく〳〵と申鳬龍

村すゝき扇の追風そよべにて。そばの白露

（十七丁裏）

夫より西は秋の躰桔梗かるかや。をみなめ

はら〳〵とこぼれかゝるや蔦かずら夫北

は叶ふまじ御免なれとぞ申し鳧夜刄大に怒

か龍王に主人の息女下界に於て。ならび無

やしやと言ふ者也然るに天王の仰には毒虵

し申さるゝは我は是大釈に使奉る奏けん」
（十七丁表）

を聞かんと思ひ龍王に討添出玉へ其時ちよく

龍王驚き立出玉へば浦嶋もこは如何に子細

す折柄に。とふり天大釈より。ちよくし來り

見もわかす爰や彼こを見玉へで心を捨さま

竹の其下に白き兎の伏たるは何れを雪と

ちり〳〵夕間暮谷のすもしの一結び雪折

（十六丁裏）

王の聟なりとうり天とも大釈とも子細は勝

ち切て捨ぬ者をと。する〳〵と進出我社は龍

縦鬼にもせよまつた神にもあらばあれ首ね

言わせ其侭聞置事是日本の知恥なり

を吐き出すものかな加樣に狼藉致し候由を

たて聞給ふに遖れきやつめか口に任せ悪口

登るべし早とく〳〵と申鳧浦嶋障子を。へ」（十八丁表）

此奏けんか手に掛てみちんになし姫を連れ

べき也御身の力に不及は其者に對面させよ

事思も寄らず縦聟取たりとも引放し上け

よつかいの内にても汝下界に有なから違背申

つだ

は冬にて皆山々も白たへに。こずえの雪

て抑大釈天と申奉るは意も三十三天の主也

美人たるよし聞し召及れ御宮仕の其為

手次第三千大世界にして人の結びし縁』（十八丁裏）

モミチ

はけたもた〴〵春の花にも似るべし紅葉』

に急ききけん城の王に指上べしとのりんけん

10

かへ摑み彼こへ振倒す。おきんとするを首ふつず

元より浦嶋日本名よの大力やしか上帯

かゝるやしや心得たりと引組上を下へと返しける

たる夜刃殿に力競申さんと押肌抜て飛

に隠れ無浦嶋太郎光成と言ふ者也聞及

を引放し連行んとは思も寄ず我社は。日本

の海底に身を沈め玉へ思へたへんと宣ひて

れ誰を便りに老の身なからへんと思ふべき。あ

角にももたさんと思ひ有けるに今光成に別

り無身となりぬれど浦嶋有ければ兎にも」（二十丁表）

暮し候所に幾程あらずして所領に放れ便

嶋か有ば社思ひなけぎも討忘れ月日にも

社哀れなり我妻権守に別れしは。あの浦

タヲ

と引抜殘しけんぞく。こくうにばつと追放し」

欠出玉ふ浦嶋の北の方頓而袂を止めさせ玉へ

こは不覺なる御心庭自迚も妻に別れ何に命の

（十九丁表）
そくさんへんとゝ申せとも日本の兵は誰も角

おしからん名去忘れ形見の靍若責て十五にも

其後丹後の國に御座す浦嶋の母上并御

教くんまし〳〵て老母をなぐさめ奉る誠に

形見には此子になぐさみ玉へかしと樣々

クチワ

社候なり見よや〳〵誾て御内を指て入

なる迄は思ひ留らせ玉へかし孫は少し遠けれと』

（二十丁裏）

玉ふ光成か勇力遖れこごんの勇力士やは
恐れぬ者社無りけり

臺きん達にて者の哀を留めたり殿を如何』
（十九丁裏）

夫婦一所に有し時たにも事たらざりし。い

いとおしき子の子のにて。さむそふぞや浦嶋の

にと尋れば光成釣に出玉へしより二度歸り

となみを今は北の方計りにて根芹をつみ

第四段目

玉わねばこは如何かならせ玉ふぞやと。なけきし

二〇一二年十二月

木の実をひろへ其時々を。いとなみて漸月日
第二十六号

つませゐへけり良有て母上泪を押へ口説事
苫小牧駒澤大学紀要
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翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

わずして有時御門の御前に公家くわいこく

の時も此人浦嶋お取持玉ふか今に忘れ玉

十三歳に成玉ふ今この有樣を哀れと問わぬ

座しまして四方山の御物語り有ける所に

を送らるゝ年去日を重ね靏若丸今は早」
（二十一丁表）

方ぞなし是は扨置都には雄畧せいね

尾立の大臣の宣ふは扨も一とせ雄畧之御

時伊勢の外宮を丹波より移し玉ふ時丹

ま

いの帝迚二代替り今は人皇二拾四代元宗
天皇と号し奉る

後の國の住人浦嶋太郎と申者時の奉行

其時の。せつしやうは先

年播摩の國司山野邊尾立の宿祢今は

を蒙り加様の〳〵の次第にて所領を被召上』

（二十二丁裏）

尾立の大臣とぞ申鳧扨此元宗天王と申奉は
先帝雄畧の御孫にて一めの王子の御子なり』

あらずして風に放れ行方不知成たるよし

淺間敷不情にて世いろを送る折柄幾程

しを子細有て親一目の王子を雄畧帝に害

承り候彼の浦嶋に老たる母と幼けなき忰壱

（二十一丁裏）

せられ玉へし時此元宗未御幼子にて播摩に

人持たるよし未浮世に有ならば哀れ御

ジ

迎ひ去玉へしを國司尾立の宿祢雄畧に隠

尋まし〳〵してかの所領を玉わらば難有御 免

メグミ

し玉へてもり立玉へ清寧の帝に奏問あり

にて御座有べし不便なり事共やと泪々と

＊

御代と續せ玉へけり今元宗天皇と名乘せ玉ふ

共に奏問ある帝ゑいぶんまし〳〵て一歳せ」

御幼児の御昔を思召玉へ意も御両眼に御泪お浮

（二十三丁表）

ト

も此人故也去に依で今摂政大臣となり國を治

（二十二丁表）

玉へけり一歳せ眞取の中将と浦嶋と退けづ」
（＊上欄に「元は顯也」とあり）

べさせ玉へて寔に不便の次第なり夫々尋よとの

12

倫 也畏り候と頓而丹後に勅使立國にもなれ
計はなかりける

の栄花に盛り玉へける目出度共中々申』（二十四丁裏）

五段目

ば。いざ庵に尋入宣じの趣き述玉ふ浦
嶋の母上北の方大に悦び取物も取不食靍

に成ければ愼て畏り一々次第相門ある内

靍若丸を引具て参内被成ける斯而御前

玉へば大臣御悦

ば天位を背き梵天へ敵をなしぬれば此

の外の狼藉なり惣而下害の奴原良共すれ」（二十五丁表）

くのみならず頓而夜刃を打取事是以

勅使に遣し候所に毒虵か龍王天命を背

去程にとふり天大釈の御前には天のとも八

よりの宣じには浦嶋は不吉の名なれは

度板天摩利支天兩大将にて惡き下界

若丸を都よりの勅使に添へ登らせらる花落

迚水のへの権の少将光次に任ぜられ丹後の

へはつこうせしめ龍宮を退治せよとの倫

しゆく召れ扨も此度奏けんやしやを龍宮へ

國を被下ければ難有〳〵と御前お罷出大臣

なり畏り候と御前を罷立都合其勢六万余

になれば先大臣の屋形に行初め終りを語り』（二十三丁裏）

に暇乞供人少々引具し丹後國へ所領入」
（二十四丁表）

騎下界へ社は押寄る此事四方に隠れなぐ

不淺御将束を改めさせ

ある人々に對面あり宣じの趣き語らるゝ

龍宮の城へ聞へ八大龍王集り如何せんとの評定

ヤヅ

浦嶋の母上北の方御悦は不淺其後光次

取々なり。なんた龍王申さるゝは所詮しゆ』

（二十五丁裏）

柴の庵の其跡に父光成の御病所を立末
す

代の為に迚巻物一巻遊わし年号月日

〴〵のあしゆらへ觸をなし語らへ玉へと申ける殘
ツカ

の其下に自筆に判を居へ玉へ病所守に

二〇一二年十二月

る龍王尤と修羅へ角と支へ立しゆゞのあしゆ
第二十六号

添渡し置紛失無様にと申付子孫繁昌
苫小牧駒澤大学紀要
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翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

亦己らか首一々不殘討取龍宮龍王の御前へ

以前宗元とやらも。我手に掛て討たるなり」（二十七丁表）

大勢を以みつかゝる返礼なれば。いなとは。いか

奉らんと大手ひろへて飛かゝる鉄仙鬼心得た

ら是を聞一ねんしゆらか戰の時八大龍王

て言わるべき早打立尤迚龍宮と。あしゆら

れ者共一々出て勝負せよ如何に〳〵と誾て

りと引組上を下へと返しける本より浦嶋にぼん

を進ませ時の聲をぞ上にけり

立たりしは恐しかりける次第なり是を』（二十七丁裏）

一手に成都合其勢廿万余騎虵まんの簇と

梵天の陳より鉄仙鬼と言ふ鬼只そへ進出

見て出る者もあらざればおふあぐびして

名よの大力故鉄仙を安々と取て伏せ首ふつ

大音上け抑是は板天の使奉る鉄仙鬼と

居たりける。かゝる所にらんしやう鬼後より

ひるかへし梵天指て責登る兩方より寄」
（二十六丁表）

は我事なり己ら遙か下界の身として梵

走り來つてむつつと組さつしたりと。かい

ずと引抜扨も〳〵無念かな是程安く取ら

天の敵となく如何んとして叶ふまじ其陳引な

摑み後ろさまに投ければ板天飛來り手

勢しゆみの寸福にて。はたと行會互に簇

と言ふ程に集る中へ割て入り向ふ者を幸』
（二十六丁裏）

取にせんと引組たり不慮もやな日頃に覺へん

のしつまれば

にはらり〳〵と。なき倒すさしもの龍宮多勢

力出板天も危く見得し所に摩利支天

タヲ

とは雖も負立られ間ばらに成て引にけり

初めこふも〳〵地こ〳〵き増長多門天一度に」

（二十八丁表）

遙に有龍宮の陳より花やかに出立たる武
ヲン

いまし

とつと打會高手小手に誡め梵天の御

者しつ〳〵と歩行出大音上け抑是は大
日本國に隠れ無浦嶋太郎光成と言ふ

前に引すへたり大釈御覽じて己れ遥か

ハル

者也不思議の縁に引れ今は龍宮の城にあり

14

まつすぐ

下界の身として我に敵とふいわれなし直眞

任せで悪口の吐きつくわへりなり。やれ者共引』

無理非道とは何事ぞ下界においても直な

わんあさましさよと申ける大釈聞召我を

は極り有なればむけんならくへ沈み給

には百部もおとりたり縦万代へるとも一度

ぼれて身のあさげりも弁へず下界の凡夫

見ると聞とはばつくん違ひ色欲にお』
（二十八丁裏）

非明白に座て是非第一の玉躰と承り候

抑大釈天と申奉るは三十三天の主にて利

懐中に天照大神座す故なり見玉ふべし

なり亦浦嶋か天王に被恐子細は意も

しては成難し其上日本な大日如來の本國」（三十丁表）

更に万物の生ずる所なれば天地和合無じ

明なり天存ば地有地は元より天の免を

こづせんと顯れ玉へげに〳〵浦嶋か申所社分

出あたりを照し玉へける其時五躰尊明王は

所に不思きや浦嶋か胸板より金色の光か

立早々首を剰よとの仰なり畏而候と引立る

（二十九丁裏）

るお以是天道と社言ふなり光成重ておゝ人の

と仰けるげにも浦嶋は外宮の宮移しの時

レ

妻を取らんと非分の勅使は天道と言ふや」
（二十九丁表）

天照太神宮と書ける札多年守に懸ける神

とぐ

影にて傳聞大釈修羅か戰らこあしゆらか

力と社見得にける五躰尊な所詮龍宮下界は

はね

契約せし。しやし夫人とやらお盗取三界

和ぼく有浦嶋お返し玉へと。こふ空に上らせ

なり光成參候

を動し玉ふかゝる女におぼれては天王とは

玉ふ本より大釈是非第一の王子に座ませば』（三十丁裏）

に申べし早 疾々とぞ倫

言われまじおゝ結構の大釈やと。あざ笑て

互に和ぼく有光成を龍宮に社は返さるゝ

めぐみ

社は申ける大釈聞召しやし婦人を昔の事

天上下界に至る迄浦嶋太郎光成社き

しや

第二十六号

二〇一二年十二月

汝か心の及ぶ所に不有何人捨別も不知口に
苫小牧駒澤大学紀要
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翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

たい不思議の者なりとかんぜの者社無ける

しづ

て嫉どのよふに思し召さん恥かしや。さは有」

亦つた我か子の靍若もさぞや成人しづ

の國に御座す母上は如何成らせ給ふらん

思ひとも最早三歳せに成にける今は丹後

りて浦嶋とこよの國に入玉へ昨日今日との」（三十一丁表）

の事あり旅行駒の足はやめ繋かぬ日数重

頓てこふいんおしむべき事時人をまた

浦嶋縦年世はへたつとも。せめて昔の跡』（三十二丁裏）

弁へ龍宮に御心を留め玉われば口説き歎かるゝ

候まじ去に於ては後悔ましますべし夫お

べし御母は扨置能身ゆかりの人迄もやわか

ますとは宣ひとも日本にては五代も十代も過ぬ

壽命は遙に違なり御身の恐には三歳世座

なから日本と龍宮とは日月の迫り格別にて

（三十二丁表）

らんと思ひ出せば頻に古郷なつかしぐ

計りも見んにはと頻に暇を乞玉ふ姫君おゝ

第六段目

飛立程に思われて龍女に向へ今迄は御

其義なら力不及早御歸り遊ばせよと父龍王

さ

まし

身に心を任せきのふけふとは存ずれと最早

へ申迄もなし併なから三歳せ契し印には

きの ふ ぎよ

三とせに罷成我古里に老たる母と幼なき』
（三十一丁裏）

形見を一つ參らせんと右のたもとより美しき

ぞんず

したし

よし

みとり子壱人持てじ覚かなぐ存れば父龍

玉手箱取出し構て此蓋を開かせ玉ふ事

みと

王へ宣ひて暇を玉われと仰ける龍女聞召

なかれ若も開かせ玉へなば必つ後悔まし〳〵

申せ

今迄は片時も倒を立たらて親む自を

べし必つ忘れ玉ふなと渡さるゝ光成請」（三十三丁表）

おぼつ

見捨て歸らせ玉わんとは何事ぞや日本へ

取 懷 中にぞ入玉ふ姫君小龍を召れ浦嶋

くわい

御歸り座て亦もや龍宮へ歸るべき道もなし

殿古郷へ郷り玉ふなり御送り申せとて去らば〳〵

まし／＼

角申せば自か古郷の御妻の御事を。そねみ

16

限りなし。かなぞこぞと尋れとも事問ふ

れば若丹後國は有ざるかと覚束なきは

に世は替り淵は瀬となり瀬は淵となり鳧』
（三十三丁裏）

けり浦嶋濱に上り玉へ有樣を見玉ふに昔

さに上らるゝ小龍は暇お乞へ浪のそごにぞ入に

行へも知れぬ海庭へ半時計りは其内に本の。なき

の泪の分れぞ互々に哀れなり扨光成小龍を召れ

幾程有ずして風に放れ行方不知成玉ふ

被召上淺間敷不情にて世露を送る折柄に

天皇の御時此國の人なるか子細有て所領

其浦嶋と言ふ人は人王二十二代の帝雄畧

僧聞玉へ扨不思義なることを尋玉ふ者かな

か老婆や妻子の有所教てたべと仰ける老

ば光成夢の心地にて然ば浦嶋太郎光成』（三十四丁裏）

やと申さるゝ老僧聞召これぞ丹後の國よと宣

たつね

こ

人もあらざれば宿を求めん便りなぐ既に其日

去共御子靍若丸人王二十四代帝顯宗天王へ」

いにしえ

も暮れければ爰や彼こと見玉ふに。とある森

被召出浦嶋は不吉の名なれば迚みつのへの権

（三十五丁表）

明さんと思召する〳〵と立寄見玉ふに。しやく

の少将光次と任せられ丹後の國を玉わり

の内に燒火春日に見得にけり彼に立寄一夜

まくとして荒れたる柴の庵に六十に余る七十」

じゅんめい

父浦嶋の御爲に此所に寺を立末念佛怠

ず今人王五十三代 須 名 天王の御代なれば凡

（三十四丁表）
に及ぶ老僧佛前に念佛申て御座す光成

年星三百四五十年にも相成申べし加程久敷

いん

立寄如何に御僧旅の者にて候が道踏み迷ひ

ス

事を今の世に尋玉わんより一生は風前の燒
ア

夜隠に及び行方不知何國をそことも弁へ

火なり今日ふあつても明日も待の身なれば』

二〇一二年十二月

（三十五丁裏）

ず十方に暮て候哀れ御僧の御ほふしに宿

第二十六号

かし玉へ扨此國は何れの國にて候ぞ聞まほし
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林

晃平

翻刻・「伊勢外宮由来浦嶋龍宮入」

て人王二十四代顯宗天王へ被召出浦嶋は

なかりしに其子幼名は靍若丸十三歳にし

候得とぞ仰ける浦嶋あつと思ひ御不審な尤

不吉の名なれば迚みつのへの権の少将光次」

御身も其に念佛し明なば何國へも通られ

には候得共我社は昔の浦嶋也子孫のあらば

終りを語り玉へば光成聞て覺束なぐは」
（三十六丁表）

孫には座せば。こなたへと浦嶋をともなへ初め

事なれとも此國の主じ。みづのへの左衛門殿御子

けたい有間敷者也依而状如件顯宗二

光成の祭礼怠慢なぐ子々孫々に至る迄

立の大臣の御影たり昔の艸庵りの跡ひやうと

に任せられ丹後の國を玉わり事偏に尾

（三十七丁表）

存ずれとも先程の浦嶋と聞柄に。なづかし

年

教て玉へと申鳧老僧聞し召こは誠しからぬ

く立出對面し座上に請じ玉へける浦嶋

かに讀上る浦嶋の御物語りに少しも紛れ

たい

まし〳〵

は七世の孫に逢ふとは此節おぞ申ける其

無きなれば光成光末是は〳〵と計りにて』（三十七丁裏）

よみ

丙寅
七月一日権の少将光次判と高ら

後光成過し昔しの事どもを一々次第に語

て候と頓而取寄せ。さつと開て讀玉ふに抑

は何にかせん明て見早と思ひ蓋を開て見

玉手箱開なと堅ぐ制して渡されとも今

祝の泪不浅其後浦嶋龍女かあたへし

雄略二十二年伊勢の外宮を丹波より移し』
（三十六丁裏）

玉へば箱の内より白き雲立ぞと見へて有

り玉へば光成夫々病所の巻物取寄よ畏

玉ふ時眞取の中将か逆意にて尾立の宿祢

ければ今迄は若かりし。よわへ。たちまち仙

イチ

光成のかそうと故死罪を逢れ。きよぶとなり

人となり靍に乘こくうに飛んて上りける人

ぬか

同二十二年午の九月中旬にして父光成海

々きいの思ひをなし頓而神に祝ひ丹後の國の」

ヒ タン

ヤム

猟に出行方不知老母妻子非歎の泪止事は

18

浦嶋の明神是なり家名三関の祝お備
へ明神に捧しかば寔に千代萬代のため

（三十八丁表）

』
（三十八丁裏）

二〇一二年十二月

しとかや千秋万歳万々歳目出度し〳〵

第二十六号

とも申計りはなかりける
浦嶋龍宮入畢
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The Use of Response Tokens by Low-Intermediate and High
Beginner Learners: Before and After Targeted Instruction
―初級および初中級英語学習者へのレスポンス トークン実習の前と後―
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listener responses

Abstract
The purpose of this paper is to address the following questions: (1) Will lowintermediate and high-beginner learners be perceived as more“fluent”following the
targeted instruction of response tokens, specifically convergence response tokens?; (2)
How do learners use response tokens before and after targeted instruction?; (3)
Finally, what aspects of fluency are the most salient? To answer these questions, two
sets of learner corpora each comprising of the spoken utterances of three pairs of
low-intermediate and high-beginner learners were analyzed. Although the results
could not be generalized, they do point to the potential implicit of the instruction of
response tokens on perceived fluency.
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For language teachers, fluency is an opaque concept. This was evident
during the 2011 Pan SIG Conference at Shinshu University
(Matsumoto, Japan). The theme of this conference was“Paths to
Fluency,”alluding to the variety of ways in which learners achieve
fluency, but no agreed upon description of fluency was offered. This
was interesting considering that students want to achieve fluency
although teachers are not able to describe what fluency actually is,
especially when the term is applied to reading, listening, writing along
with speaking. In this paper, I focus my attention on spoken fluency.
One word that can sum up fluency is ease. The ease at which a
speaker produces speech and the ease at which a listener processes
speech are important starting points for a workable description of
spoken fluency. Gazzaniga (2008), whose focus was fluency in general
and not spoken fluency, suggested that ease of processing and
aesthetic judgment (i.e., what we view as pleasing and beautiful) are
intertwined. One study that Gazzaniga reports found that ease of
processing makes us smile (Reber, Scharwz, & Winkielman, 2004). To
the perceiver something is fluent when it is familiar, that is, we have
a“history”that indicates the“external stimulus”is not harmful
(Reber, Scharwz, & Winkeilman, 2004; Bloom, 2010). This is a
barebones description of fluency, and it reveals scant descriptive
detail in regards to spoken fluency.
In their description and analysis of English grammar, Celce-Murcia
and Larsen-Freeman (1999:4-5) viewed language as having three
“interrelated”dimensions. One is the form language takes. Another is
meaning. And the final dimension is use. Another word for use is
“pragmatics”
. Huang (2007) provides a useful definition of pragmatics:
“Pragmatics is the systematic study of meaning by virtue of, or
（3）
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dependent on, the use of language”(p. 2). Although Celce-Murcia and
Larsen-Freeman (1999) are not wrong in their description of how
people use language, there are some important points worth noting.
Firth and Wagner (1997) noted that in second language acquisition
(SLA) research there was a bias toward the individual. This is also the
case when fluency is operationalized for research (Cervantes, 2012).
Firth and Wagner (1997) argued that SLA research should consider
language acquisition as a social phenomenon that is socially situated in
contexts and between/among people. It is for this reason I eschew
“typical”measures of fluency from the individual point of view (Ellis
& Barkhuizen, 2005; Cervantes, 2012), and look at how“recipients”of
talk judge fluency.
Fluent Speech
Fluent speech has all the grammatical parts of speech in the right
places, is meaningful, and is appropriately used. Take the following
conversation:
Conversation 1
A Do you want to go to a movie tonight?
B No, I don’
t.

(Invitation)
(Refusal)

Speaker A invites speaker B to a movie and speaker B refuses. Notice
that there is nothing wrong with form. There is nothing wrong with
meaning. This is a pure transaction between two speakers. However,
speaker B’s refusal may be inappropriate (Ishihara & Cohen, 2010)
because it is not the usual way (or the“preferred”way) to respond to
an invitation—the preferred way being an acceptance. Refusals are
dispreferred responses, and speakers, in consideration of who they are
（4）

苫小牧駒澤大学紀要

第26号

2012年12月

taking to, often give excuses for not accepting the invitation, while at
the same time using para-linguistic (e.g., prosody, body language)
moves to express a sense of contriteness.

Compare it with the

following:
Conversation 2
A Do you want to go to a movie tonight?

(Invitation)

B I'm sorry. I'm busy.

(Refusal)

In the second conversation, speaker B refuses speaker A's invitation
but softens it with an apology and an excuse. It would be much
simpler for speaker A to directly refuse rather than going to the
trouble of offering an apology and an excuse. Speaker A's concern for
speaker B's feelings highlights the importance of relational language
(O'Keeffe, McCarthy, & Carter, 2006).
McCarthy (2008) describes “fluent talk” as having three
characteristics: (1) ease; (2) the frequent use of clusters such as you
know what I mean? (McCarthy and Carter, 2007); (3) and mastery of
“small words.”McCarthy's decision to include“mastery of small
words”is linked to“confluency.”The latter idea takes into account
the speaker and listener's collaborative role in creating“fluent talk.”
A major feature of spoken language, besides its low lexical density
(see McCarthy and Carter, 1997), is the high frequency of small words.
Besides their high frequency, words such as so and well have a
discourse function. So and well often begin a sentence. The former is
often used as a“summarizing marker”(Carter & McCarthy, 2006:
143). The latter often indicates the speaker's need for time to think.
Small words can also take the form of response tokens (McCarthy,
2003; O'Keeffe, McCarthy, M., & Carter, 2007).
（5）
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Response tokens are non-floor taking turns. They are not classified
by form but by function (Carter & McCarthy, 2006). Consider the
following:
Conversation 3
A I'm going to Europe next month.
B Really? That's great.
A Yeah. I'm going to be there for a month.
Really is classified as an adverb and great is classified as an adjective.
However, how these words are used classify them as response tokens.
Response Tokens
To start, the term response token, as O'Keeffe, McCarthy, and Carter
(2008) point out, is a blanket term used to refer to a wide range of
concepts such as“back-channeling”and“many vocal, verbal and nonverbal non-floor-holding devices that a listener may use to respond to
the floor-holding message in a conversation”(p. 142). In my view, paralinguistic moves in conversation, such as non-verbal communication,
work in conjunction with linguistic movies express thoughts, feelings,
and emotions more succinctly, thus less likely to be misunderstood by
others. Greer et al. (2009) found that Japanese students use“receipt”
tokens to express both understanding and misunderstanding through
“echo questions”(McCarthy, McCarten, & Sandiford, 2005b). The
recipient shows understanding by“echoing”or“repeating”important
words. If the“echoing”is done with an upward intonation, the
speaker at-turn works to“repair”the problem source until it is
resolved or given up (Wong & Waring, 2010). Although O'Keeffe,
McCarthy, and Carter list four types of response tokens, for the
purpose of this study I focus only on three. In no particular order the
（6）
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three types are
●

continuer tokens,

●

engagement tokens,

●

and convergence tokens.

Each token works at the affective level of language. Continuer tokens
are usually minimal responses. Words such oh, yeah, and uh-huh are
typical examples. In terms of function, the listener uses continuer
tokens as a“receipt of talk”and to indicate to the speaker to continue
speaking. Continuer tokens show acknowledgement but show little
engagement. Ohta (2001) suggested that learners go through stages of
development in the of use listener responses. Ohta argues that“the
listener must first understand the interlocutor's talk, and then select
an appropriate expression congruent with the tenor of the talk. In
contrast, acknowledgement responses are more of a‘one size fits all'
response that can be used to show comprehension or receipt of
information more generally”(p. 107).
Engagement tokens are usually non-minimal responses that take
the form of adjectives and adverbs. At the affective level they are
stronger than continuer tokens. Compare the two following
conversations

（7）
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Conversation 4
A I started studying Japanese.
B Oh.
Conversation 5
A I started studying Japanese.
B Oh, that's great!
Although the first example is probably fine, it shows minimal listener
involvement. Boxer (1993), in her study of commiserative responses,
reported that native speakers of English often felt perturbed by their
Japanese interlocutors' lack of emotional involvement. The Japanese
speakers' use of continuer response tokens was inadequate in the
context of commiseration. The native speaker of English expected
more emotional involvement than just an mm or a uh-huh. Highbeginner learners do use response tokens to indicate receipt of
incoming talk, and, as Ohta found, often use acknowledgement tokens
inappropriately, most likely indicating a lack of comprehension. A lack
of comprehension may account for the avoidance of engagement
tokens that show agreement and emotional involvement—“I heard
you and I'm responding appropriately.”
The third type is convergence tokens. Convergence tokens indicate
points of convergence on a minor point of agreement in a
conversation. Convergence tokens are usually followed by a change or
a shift in a conversation. Cervantes (2009) found that his high-beginner
and low-intermediate English learners frequently used continuer and
engagement tokens at various levels of success, but rarely used
convergence tokens, giving topic changes or shifts an unnatural feel.
Because convergence tokens indicate a convergence and agreement
（8）
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on“mundane”topics, the use of convergence tokens requires that the
listener comprehend the previous talk. This may account for why low
level learners have trouble collaboratively shifting topics and closing
conversation (Cervantes, 2009, 2010).
Teaching Response Tokens and Listenership Skills
Ellis (2006) addressed the controversial question of grammar
instruction in the language classroom. Ellis, along with others (see
Doughty & Williams, 1998a, 1998b), argued that mistakes become
fossilized when not addressed. Both the explicit and implicit
instruction of grammar as focus-on-form (Long & Robinson, 1998; Ellis,
2006)) tasks in communicative classroom contexts have been shown to
be effective. Focus-on-form tasks acknowledge the links between
meaning and form (Long & Robinson, 1998). Long and Robinson (2001)
contrast focus-on-forms with focus-on-forms tasks that fail to recognize
the link between meaning and form. Particularly, noticing activities
that help learners“notice”gaps in their knowledge (Schmidt, 1993).
Swain (2009) has advocated what she refers to as languaging to teach
grammar. Languaging is the employment of all four modes of
communication (i.e., reading, writing, listening, and speaking) to
acquire a second language. She also suggested using the learner's
native language as a tool of learning. Swain (2009) explains in more
detail:
What many teachers (and learners) fail to realize is that we
come to understand something (e.g., the content of a text or
a grammatical concept) by talking it through; by talking
about it. It's often when a student has to explain what
they've heard in a listening exercise, for example, that they
（9）
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discover what it is they do and do not understand. Working
together (collaborating), students can help each other to
construct a fuller understanding.“Mainstream SLA”is still
arguing that doing exercises leads to learning because
learning is happening in the head in some unknown way. I
don't agree. I think we (researchers, teachers and learners)
can see and hear learning happen in the collaborative
dialogue students engage in during class. Teachers need to
listen to their students' languaging. From it, they will learn
a great deal about how the students are understanding the
target language, and importantly, why they are doing what
they are doing with language (16-17)
Kasper and Rose (2001) studied whether pragmatic use of language
could be explicitly and implicitly taught in a manner similar to Long's
and Ellis' conceptions of focus-on-form. Kasper (2001) did an exhaustive
review of the literature and concluded that both implicit and explicit
instruction of pragmatic use of the target language increased learner
pragmatic proficiency to some extent. Kasper concluded, “For
complex pragmatic ability—conversation skills, pragmatic fluency—
time on task seems to be decisive. Sustained focused input, both
pragmatic and metapragmatic, collaborative practice activities, and
metapragmatic reflection appear to provide learner with input and
practice they need for developing most aspects of their pragmatic
ability”(p. 57). Again, there is a sense that learning occurs not only in
the mind but happens in social settings. When people engage in
talking, the process of intersubjectivity, or of achieving mutual
understanding, is the focal point where language learning occurs. With
each turn at talk participants display understanding (Firth & Wagner,
（10）
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1997; Schegloff, 2007).
O'Keeffe, McCarthy, and Carter (2007) argued that listenership plays
a vital role in what they refer to as confluency. O'Keeffe, McCarthy,
and Carter differentiate confluency from fluency because spoken
language is mostly conducted“face-to-face”and in real-time. Fluent
talk is the result of the successful interaction between speaker and
listener at both the transactional and relational (affective) levels.
McCarthy has done extensive research on listenership and has argued
for its importance to fluent talk—a departure from the usual view of
fluency being an individual accomplishment (Cervantes, 2012). His and
his colleagues' reviews of spoken corpora show the dynamic and
important role a listener has in creating fluent talk. Again, this goes
back to the notion that fluency is mostly a matter of how talk is
perceived as being fluent by the listener. The listener takes into
account what the speaker is saying in a way that allows for smooth
and effective communication. Learners use response tokens to show
listenership.
Learner-Learner Interactions
Teacher textbooks often instruct teachers to have their students
work in pairs to complete tasks. Mackey (2007) pointed out that little
research has been conducted on learner-learner interaction. This is
odd, considering that non-native speakers of English often
communicate in English with other non-native speakers of English
(Crystal, 2003). McCarthy's research on listenership points to the
importance response tokens have in the production of fluent talk,
saying nothing about the effectiveness of both the implicit instruction
of response tokens, especially by lower level learners in the foreign
（11）
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language context. Studies have shown that implicit and explicit focuson-form activities (i.e., language learning tasks that link form to
meaning) increase grammatical accuracy, and have proven to be more
successful than“non-interventionist”approaches to language learning
(Doughty & Williams, 2001b). Similar studies have shown that implicit
and explicit instruction increases pragmatic use of the target
language. My goal is to shed light on the effectiveness of explicit
instruction of response tokens to lower level learners of English in the
foreign language context.
To do this I address three questions: (1) Will low-intermediate and
high-beginner learners be perceived as more“fluent”following the
targeted instruction of response tokens, specifically convergence
tokens?; (2) What aspects of fluency are the most salient?; (3) Finally,
what are the instructional implications of the findings? For this study,
the operational definition of“fluency”is perceived fluency.
Methods
This study was conducted by comparing the means on perceived
fluency scores between two groups. Group 1 received 39 hours of
instruction plus targeted instruction over one academic year. Group 2
received 22.5 hours of instruction but no targeted instruction. All
students took their courses at a small private university in Japan.
Table 1A and Table 1B provide some background information on the
two groups.
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Participants and Materials
Group 1. Group 1 included all students (n=16) who completed two
academic semesters, or 39 hours of instruction, of beginner-level
English courses (Freshman English and Advanced English) in the 2009
academic year. Group 1 studied conversation strategies and
listenership skills (see McCarthy, McCarten, & Sandiford, 2005a;
McCarten, 2007; O'Keeffe, McCarthy, & Carter, 2007). At the end of
the spring 2009 semester, following 19.5 hours of instruction, the
students were paired and asked to have an extended conversation
(see Cervantes, 2009). The conversations were recorded and analyzed.
The results of this analysis indicated that students had difficulty
managing the flow of conversation, specifically the use of convergence
tokens to change or shift topics. Cervantes (2010) argued that the
students failed to work together collaboratively (e.g., in one pair, one
student initiated 8 topic changes while her partner initiated no topic
changes). In the following 2009 fall semester, materials and lessons
targeting engagement tokens and convergence tokens, the use of
discourse markers such as so and anyway were used over the course
of the semester. Prior to each paired conversation being recorded,
each student was assigned to complete a languaging task (See
Appendix 2). The students were asked to think about the use of small
words in the context of a conversation, describing their use in either
their L1 or in English in a process similar to the one described by
Swain (2009). Once the paired conversations were recorded, three
paired conversations were chosen randomly by pulling a number out
of a hat. These three pairs represented Group 1 in the current study.
Group 2. Group 2 included all students (n=38) who completed one
semester, or 22.5 hours of instruction, of a beginner-level English
（13）
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course (Freshman English) in the spring semester of the 2010 academic
year. The course covered basic conversation skills and listenership. No
specific skill or response token was targeted, although they were
introduced. Unlike Group 1, Group 2 was allowed the option of
bringing a prepared script of their conversation to the recording,
although they were advised against reading it during the conversation.
The idea behind this was to focus students' attention on the use of
response tokens and of other discourse makers in their conversation.
The students were also given a checklist of conversation strategies to
use during the course of their recorded conversations. Three pairs
were randomly selected by pulling numbers from a hat. These three
pairs represented Group 2 in the current study.

TABLE 1A: GROUP 1 BACKGROUND INFORMATION

PAIR 1

PAIR 2

PAIR 3

L1/nationality

age/sex

TOEIC SCORE

Japanese

18/female

370

Chinese

20/female

295

L1/nationality

age/sex

TOEIC SCORE

Japanese

18/female

380

Chinese

20/male

200

L1/nationality

age/sex

Japanese

18/male

280

Korean

21/female

445

TOEIC SCORE

(mean = 328)
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TABLE 1B: GROUP 2 BACKGROUND INFORMATION

PAIR 1

PAIR 2

PAIR 3

L1/nationality

age/sex

TOEIC SCORE

Japanese

18/female

375

Japanese

18/male

NA

L1/nationality

age/sex

TOEIC SCORE

Chinese

19/male

505

Chinese

19/male

265

L1/nationality

age/sex

Japanese

18/male

265

Japanese

18/male

NA

TOEIC SCORE

Graders. As shown in Table 2, there were five male and six female
graders. Of the 11 graders, eight spoke English as a first language and
three spoke English as a foreign or second language. Only two
reported having no foreign language ability, and three reported
having basic second or foreign language ability. All of the non-native
speakers of English graders (n=4) spoke English at an advanced level,
with three having lived in the United States for at least five years.
The graders were all between the ages of 22-50 years old. All of the
graders were volunteers.
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TABLE 2: BACKGROUND INFORMATION OF THE FLUENCY GRADERS

sex (male/female)

age group

country of origin

L1

FL

Grader 1

male

41-50

U.S.A.

English

Spanish

Grader 2

female

30-35

Thailand

English

Hmong

Grader 3

female

36-40

U.S.A.

English

none fluently

Grader 4

female

41-50

U.S.A.

English

none

Grader 5

female

36-40

Japan

Japanese

English

Grader 6

female

30-35

Mexico

Spanish

English

Grader 7

male

30-35

U.S.A.

English

a little Japanese

Grader 8

male

22-25

U.S.A.

English

none

Grader 9

female

41-40

Argentina

Spanish

Japanese/English

Grader 10

female

26-29

Japan

Japanese

English

Grader 11

male

36-40

U.S.A.

English

Low-level Japanese

Procedures
The graders listened to six conversations (three pairs from Group 1
and three pairs from Group 2), and graded the fluency of each of the
six conversations using a five point Likert scale (5=very fluent,
4=fluent, 3=somewhat fluent, 2=not very fluent, 1=not fluent). The
order in which the graders listened to each conversation was
determined by pulling a number from a hat. Following this, the
graders were asked to answer the following broad open question
(Brown, 2009): Write two or three sentences explaining your grade.
The purpose of using a broad open question was to prompt graders to
write about their grading process (Brown, 2009). No definition of
fluency was provided and no particular instructions were given
besides“listen and grade the fluency of each conversation”to avoid
subject expectancy (Brown, 1988). The above procedure was
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completed online and took about 40-minutes to complete. Although
there are methodological problems with using a Likert scale to
measure fluency, I was more interested in the rationale behind the
graders' scores. That is, what aspects of fluency did the graders view
as noteworthy?
Analysis
For the purpose of this study, the mean score, the standard deviation,
and t scores were calculated for the six pairs. Next, the mean scores
and standard deviation for Group 1 and Group 2 were calculated.
Finally, the mean scores for Group 1 and Group 2 were compared to
determine statistical significance by doing a t-test analysis. Since
Group 1 was expected to have a higher mean than Group 2, the
measure for statistical significance was a one-tailed decision at p <
.025 with 4 degrees of freedom.
Additionally, the findings from the broad open question“Write two
or three sentences explaining your grade” were analyzed to
determine what aspects of fluency were the most salient, thus
accounting for any differences between Group 1 and Group 2.
Results
Table 3 indicates the results of the fluency grades of the six pairs of
conversation. Using mean scores and t scores, the following pairs were
in the top half. Conversation 4 (C4) recorded the highest mean (3.45)
and t score (59.4), C1 recorded the second highest mean (3.36) and t
score (57.6), C6 recorded the third highest mean (3.37) and t score
(55.9). The following pairs were in the bottom half. C5 recorded the
third lowest mean (2.91) and t score (49.4). C3 recorded the second
（17）
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lowest mean (2.73) and t score (45.3), and C2 recorded the lowest mean
(2.09) and t score (3).
TABLE 3: RESULTS OF FLUENCY GRADES
mean fluency score

very fluent

fluent

somewhat fluent

not very fluent

not fluent

C1

0

36.4% (4)

63.6% (7)

0

0

3.36 (57.6)

C2

0

0

27.3% (3)

54.5% (6)

18.2% (2)

2.09 (33)

C3

0

27.3% (3)

27.3% (3)

36.4% (4)

9.1 (1)

2.73 (45.3)

C4

9.1% (1)

27.3% (3)

63.6% (7)

0

0

3.45 (59.4)

C5

0

27.3% (3)

45.5% (5)

18.20%

9.1% (1)

2.91 (49.4)

C6

18.2% (2)

9.1% (1)

63.6% (7)

0

9.1% (1)

3.27 (55.9)

( t score)

2.91

Table 4 shows how each grader graded each conversation pair. The
table shows that the standard deviation of the six conversations is
0.51. The table also shows the mean score of each grader.
TABLE 4: GRADER FLUENCY CHART
C1

C2

C3

C4

C5

C6

mean

SD

Grader 1

3

3

4

5

3

5

3.833333

0.983192

Grader 2

3

2

3

3

3

3

2.833333

0.408248

Grader 3

3

3

2

4

4

3

3.166667

0.752773

Grader 4

3

2

2

3

4

3

2.833333

0.752773

Grader 5

4

2

2

3

2

4

2.833333

0.983192

Grader 6

3

2

3

3

2

3

2.666667

0.516398

Grader 7

4

2

3

4

4

3

3.333333

0.816497

Grader 8

4

3

4

4

3

3

3.5

0.547723

Grader 9

4

1

2

3

3

5

3

1.414214

Grader 10

3

2

1

3

3

3

2.5

0.83666

Grader 11

3

1

4

3

1

1

2.166667

1.32916

3.36

2.09

2.73

3.45

2.91

3.27

2.97

0.51

Table 5 shows the mean and standard deviation of each group. Group
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1 recorded a mean score of 3.36 with a standard deviation of 0.09.
Group 2 recorded a mean score of 2.58 with a standard deviation of
0.43. An analysis of the means of both groups yielded a t value of
3.111. The t value was found significant at p<0.025 with a df of 4.
TABLE 5: GROUP 1 AND GROUP 2 COMPARATIVE SCORES

t value = 3.11
Group 1

significant at p<0.025 with a df of 4.
Group 2

Pair 1

3.36

Pair 1

2.09

Pair 2

3.45

Pair 2

2.73

3.27

Pair 3

Pair 3

2.91

Mean

3.36

Mean

2.58

SD

0.09

SD

0.43

Discussion and Limitations
The results indicated that graders rated the fluency of Group 1
higher than Group 2. Each conversation pair in Group 2 recorded a
fluency score in the bottom half of all scores. TOEIC scores indicate
that students from each group varied in English proficiency, from
beginner to low-intermediate. The proficiency of each student was
difficult to control, and most likely had an influence on the results.
However, the independent variables of hours of instruction, targeted
instruction, and use of a script did have an impact on fluency scores.
It is not clear whether hours of instruction or targeted instruction
were to account for the higher fluency scores of Group 1. In this
respect, the results are not generalizable. Nonetheless, the findings are
strong enough to suggest that time spent on the targeted instruction
of response tokens, particularly engagement and convergence
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response tokens, and other communication strategies could increase
spoken fluency.
What were the differences between the two groups? The groups' fluency
scores reveal only the level of perceived fluency, providing scant
detail as to what aspects of fluency were salient to the graders. To
determine this, a look at the graders' responses to the broad open
question Write two or three sentences explaining your grade shed some light
on the differences between groups. The graders' responses can be
found in the appendix (Appendix 1). To do this, I analyze the graders'
positive and negative statements for each conversation.
For C1 (Group 1). Positive comments:“smooth,”
“neither went silent
looking for a word,”
“little hesitation,”
“speed and continuity,”
“I could
follow the conversation,”and“sounded like they had a good time.”
N e g a t i v e c o m m e n t s : “ s c r i p t e d , ”“ s p o k e n r a t h e r s l o w l y , ”
“pronunciation,”
“struggled,”
“strain to understand”and“hesitant
responses.”
For C2 (Group 2): Positive comments: None. Negative comments:
“monotone,”“I didn't understand what they were saying,” not
“smooth,”
“pronunciation not very good,”
“a bit broken,”
“sounded if
as though they were reading off some book,”and“the conversation is
very slow.”
For C3 (Group 2): Positive comments:“appeared sharp,”
“flowed
well,”“spoke with confidence,”“little wait time in-between
conversation bits,”“I can easily make out what they are talking
about,”“spoke with confidence,” and “quick conversation with
minimal delay.” Negative comments “scripted,”“difficult to
understand,”
“are many‘anyways,' sounds out of context,”
“not very
authentic sounding,”and“some articles and contractions missing.”
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For C4 (Group 1): Positive comments: “simple yet easy to
understand,”
“conversation flowed well, sounded natural,”
“they don't
seem scripted and relaxed at least enough to giggle,”
“asked a lot of
questions,”
“seems to enjoy English,”
“conversation sounded more
smooth by using‘really',‘that's great,'”
“ …didn't lack for content,”
and“flowed well…very little hesitation.”Negative comments:“There
are many "anyways" that for me, are out of context…and silent
intervals,”
“I couldn't make out what they were saying,”and“some
pronouns and articles missing.”
For C5 (Group 2). Positive comments:“conversation sounded pretty
smooth,”“easy to follow because the speakers had good English
accents,”
“confident. smoother sentences. Keen knowledge of word
variety,”and“understandable.”Negative comments:“I didn't believe
the students knew what they were talking about,”
“Some questions
were not correctly constructed,”and“Limited topic.”
For C6 (Group 1).“Conversation was smooth, …sounded natural,”
“
It seemed like the speakers were genuinely interested in what the
other had to say and the conversation became more natural,”
“they
seemed very at ease exploring topics on the fly. They are on their
way to fluency,”
“they seemed very at ease exploring topics on the
fly. They are on their way to fluency,”
“ topics didn't jump around too
much and expand more of conversation,”and“flowed well. There was
very little difficulty creating and rolling one conversation into the
next.”Negative comments:“their voices sounded somewhat timid and
lacked confidence,”
“ a bit slow,”
“verb tenses are lacking and it's a
slow dialogue,” and “understandable, but it sounded like they
struggled.”
Conclusion
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Pronunciation becomes a problem only when there are other problems
that can account for a low perceived fluency score. For example,
sounding“monotone”and not having a“smooth”conversation makes
pronunciation problems more acute and thus more likely to matter. In
some cases, graders noticed pronunciation problems but nonetheless
gave them a higher score because of the smoothness or ease at which
the conversation progressed. Graders across the board disliked
hesitation and scripted conversations. Even though the graders were
unaware that the pairs in Group 1 were allowed to use scripted
conversations, they still noticed the unnaturalness of the
conversations. Some graders seem to give a conversation a high
fluency score when the pair seemed to be“having a good time.”From
a teaching perspective, the importance of being properly engaged and
showing interest in a conversation matter.
C4 was graded the highest, despite low TOEIC scores. The graders
took particular notice of affective aspects of the conversation. For
instance, graders positively commented on the speakers' having fun.
In contrast to C2, the lowest of the pairs graded, one grader
commented that the results might have been different if the
atmosphere had been more relaxed. Clearly being relaxed and
enjoying the conversation increased how the graders perceived
fluency. If students are able to relate comfortably to their
interlocutors, others will perceive their fluency as higher than it
actually is. A student that does neither sounds “unnatural,”
“scripted.”In terms of teaching implications, giving learners the
opportunity to produce unscripted (i.e., learners producing
conversation without reference to script) is a step in the right
direction. Learners need opportunities to not only express their ideas
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but opportunities to be good listeners.
Many of the graders considered“authenticity”as an important
aspect of fluency. In part, this accounts for many of the graders
commenting on the unnaturalness or scripted feeling of some
conversations, specifically but not limited to Group 1. The main reason
Group 2 scored higher was because the talk sounded authentic. The
ability to explore topics and complement each other was also noted by
the graders as an aspect of fluency.
Fluency is not just a matter of what the speaker says but includes
how the listener perceives that message. As was explained earlier, a
listener shows listenership through short minimal or non-minimal
response tokens. These responses function at a relational level of
interaction, and could be eliminated, but at a price. The price paid for
eliminating response tokens and other relational aspects of spoken
language is that a conversation starts to feel unnatural. The graders
gave higher fluency scores to those conversations that had a more
natural feel, mostly the inclusion of relational aspects of language, in
which response tokens have a significant role. Clearly, there is more
to spoken communication than getting the grammar right or speaking
the words correctly.
The current study provides only limited evidence that the targeted
instruction of response tokens (i.e., listenership skills) improves spoken
fluency. It does show, however, that people are attuned to the
importance of relational factors in spoken communication. Language
teachers could“push”their students' fluency through the targeted
instruction of response tokens. Swain's conceptualization of
“languaging”is one possible means to developing fluent talk between/
among participants engaging in the social act of talk.
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Appendix 1
Conversation 1

Grader 1

The two students seemed to understand each other but I have the feeling
that they were reading from a script which may have either inhibited
their conversation through the need to stay on task or masked their
weaknesses. Would really like to see a new version of this experiment
without scripts (assuming there are scripts).

Grader 2.

The level of speaking sounded beginners. The vocabularies and sentences
they used were quite simple.

Grader 3.

1) Conversation was smooth
2) Phrases were spoken rather slowly, with some interval between each
word but neither went silent looking for a word

Grader 4.

The conversation flows pretty smoothly, but there is a little hesitation
from the speakers.

Grader 5.

At first Not Very Fluent. I changed the rating to Somewhat Fluent after
listening to conversation two. I then listened to this conversation after
listening to all the six conversations. I then changed the rating to Fluent.
At first the first conversation sounded scripted. But later I guess that
had notes with written questions? I am guesses two students with first
languages and Chinese? The reason I changed my rating to Fluent was
because of speed and the continuity of the conversation.

Grader 6.

It took me a while to realize that they were talking about a movie in the
1st conversation. Partly due to inflection and pronunciation. Some parts
were very clear.

Grader 7.

They responded very well.
The conversation sounded they had good time.
When they changed the topics, it went smooth.

Grader 8.

The ladies had a conversation mostly about their likes and dislikes and I
could follow the conversation. I did struggle with the accent at times.

Grader 9.

Struggled.

I can understand what they are saying but some parts of the conversation
Grader 10. I have to strain to really get what they are talking about. Both people
seem somewhat fluent.
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Hesitant responses indicate speaker is attempting to determine the correct
wording for the response or question.

Conversation 2
Grader 1.

I felt the tone was monotone and the speakers really didn't understand
what they were saying.

Grader 2.

The conversation flow did not sound smooth at all. They, especially, the
male individual, sounded as if they were just reading off some book,
though they still had difficulties reading it.

Grader 3.

1) There is much hesitation when selecting words
2) The conversation has long intervals between exchanges
2) Sometimes pronunciation was not good (very Japanese?)

Grader 4.

The conversation was a bit broken up. It didn't feel natural, but was
understandable.

Grader 5.

The second conversation the male sounded timid. That could disrupt the
fluency in a taped conversation in the classroom in front of the teacher.
He may be more fluent in a relaxed environment. He talks to himself in
Japanese when he makes mistakes.

Grader 6.

There seems to be long pauses indicating long translation period in the
brain. Articles of speech are missing as well syntax is incorrect. Students
seem very unsure of themselves sticking to basic subjects.

Grader 7.

There was a lot of silent moment between the conversation.
It sounded that they didn't have a good time.
The conversation didn't expand.

Grader 8.

The conversation was basic at the beginning and did not have subject
flow. I sensed that the lady was more comfortable with her conversation
skills.

Grader 9.

struggled

This is a very slow conversation. They take too long to say what they are
thinking which leads me to think that they are not familiar enough with
Grader 10.
English to have a conversation. The girl sounds more fluent than the guy
who speaks in incomplete sentences.
hesitant responses indicate speaker is attempting to determine the
correct wording for the response or question. However, the male in this
Grader 11.
conversation was faster at formulating responses and spoke clearly during
the initial questioning.
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Conversation 3
Grader 1.

The two students seemed to understand each other but I have the feeling
that they wer

Grader 2.

The Chinese man sounded he never really spoke English before. It was
difficult to understand what he was talking about.

Grader 3.

1) There are many "anyways" that for me, sounds out of context.
2) The conversation continues after a "bye"
3) The conversation is not smooth (the topics jump suddenly)

Grader 4.

The conversation flowed very well. Easy to understand. They spoke with
confidence.

Grader 5.

You can hear one of the speakers(Korean speaker?) reciting while the
the other person is speaking. Not very authentic sounding. Actually
slows down the conversation because he is studying notes during the
conversation.

Grader 6.

They are somewhat fluent there is very little wait time inbetween
conversation bits. The are some articles missing and contractions are
lacking however I can easily make out what they are talking about. Their
inflection is pretty good . However again they are sticking to what seems
like a script or safe topics. Spontinaety is true fluency.

Grader 7.

It sounded more like a job interview.
It was more like a question and an answer from a text book.

Grader 8.

The conversation was very broken and hard to follow becasue the first
speaker spoke very clearly and was easy to understand while the second
speaker was not.

Grader 9.

struggled. not confident.paused frequently.

The first speaker is fluent enough for me to understand and he seems to
grasp English enough to have a conversation. I'd say that the first speaker
Grader 10. is almost fluent. His accent would make it hard for someone who only
speaks English to understand though; for example, the average American.
The 2nd speaker is not fluent.
Grader 11.
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Conversation 4
Grader 1.

Same as Conversation 1. I couldn't tell if assumed scripts were inhibiting
strengths or masking weaknesses.

Grader 2.

The content of the conversation was simple, yet, I was able to understand
their words.

Grader 3.

1) There are many "anyways" that for me, are out of context.
2) There are silent intervals where the speaker seems to be looking for
what to say (may be he/she didn't understand the question) or looking for
"the" word.

Grader 4.

The conversation flowed well. It felt natural, with very little hesitation.

Grader 5.

I liked how the female speaker took control of the conversation. She asked
a lot of questions to keep it going. She seems to really enjoy learning
English

Grader 6.

Their fluency is pretty good. OHHHH Avril Lavign! I couldn't make out
what they were saying again some pronouns and articles are missing. Like
"yes I like (it)" . There is little wait time during each comment. They don't
seem scripted and relaxed at least enough to giggle.

Grader 7.

The lady responded very well and tried to explain what she liked the
most and went more specific.
The conversation sounded more smooth by using "really", "that's great".

Grader 8.

I was able to follow both speakers easily. It appeared that they were
trying to have fun with their conversation, making it seem natural instead
of read. And I agree that the English teacher is very handsome :)

Grader 9.

Confident. Smoother sentences. Keen knowledge of word variety.

Grader 10. The girl is more fluent than the guy. She sounds more natural.
Grader 11.

This was a more jovial and relaxed conversation it seemed as though they
were actually having a conversation. It did not lack for content.
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Conversation 5
Grader 1.

Same as Conversation 2. I didn't believe the students knew what they
were talking about.

Grader 2.

The conversation sounded pretty smooth.
2) Some questions were not correctly constructed.

Grader 3.

1) Each small piece of conversation sounds smooth. However this recording
is not like the previous ones where the pair talked for the 4 or 5 minutes
it lasts, so it's difficult to judge whether they are really fluent (short
conversations are easier to keep)
2) Some questions were not correctly constructed.

Grader 4.

The conversation was broken up. The speed at with it flowed kept
speeding up and slowing down. Unlike the others it seem like one person
did the talking and answering, then switch off.

Grader 5.

I liked how the student snapped his fingers in the beginning. Especially
when the volume is on max. The speakers seemed relaxed, but seemed
challenged to be fluent in the conversation.

Grader 6.

Pronunciation is clear but they seem apprehensive and shy. They were
afraid to derail from topics given almost like they had an outline ahead of
time. Not enough content to truly diagnose fluency.

Grader 7.

Some first parts were good like talking about a movie, but they seemed to
have nothing to talk at the end.

Grader 8.

Conversation very easy to follow because the speakers had good English
accents. I had no trouble understanding their conversation, although they
did stop and go a lot. Limited topic.

Grader 9.

confident. smoother sentences. keen knowledge of word variety.

Grader 10. First guy is more fluent than the 2nd guy. Both are understandable.
The students seemed to start off well but then the conversation seemed
Grader 11. difficult. It seemed as if they were attempting to create the conversation
in Japanese and then convert it to English.
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Conversation 6
Grader 1.

Same as Conversations 2 and 5.

Grader 2.

Their conversation sounded smooth like #5. However, their voices sounded
somewhat timid and lacked confidence, which made me think they are not
that fluent.

Grader 3.

1) Conversation was smooth
2) Conversation sounds natural. Just a bit slow.

Grader 4.

The conversation was understandable, but it sounded like they struggled.

Grader 5.

I was torn between rating this conversation Fluent and Somewhat
Fluent. If the conversation continued as fluent as the beginning of the
conversation I would have given this conversation a Very Fluent rating.
At first they were fine, then as the conversation went on, it seems like
they got stuck on fluency, up until the part about skiing. It seemed like
the speakers were genuinely interested in what the other had to say
and the conversation became more natural and back to fluent. I rated
this conversation as fluent, because as they went on, the speakers forget
about language, focus on content, but then their monitor goes up and their
English becomes choppy.

Grader 6.

I almost graded these two fluent but, their verb tenses are lacking and it's
a slow dialogue. However they seemed very at ease exploring topics on
the fly. They are on their way to fluency.

Grader 7.

During the conversation, topics didn't jump around too much and expand
more of conversation.
They comment each other very well.
The questions were more specific.

Grader 8.

The 1st speaker seemed more comfortable with her English than the 2nd
speaker. They both spoke softly so it was hard to follow at times.

Grader 9.

struggled

Grader 10.

The girl is fluent. Her words are pronounced well. If her grammar was
correct, I'd say she'd be very fluent. The guy is somewhat fluent.

This conversation flowed well. There was very little difficulty creating
and rolling one conversation into the next. The female in this conversation
Grader 11.
seemed to have a better command of the English language so I would
rank her communication skills a bit higher.
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Appendix 2

PART 1: CONVERSATION STRATEGIES, WORDS, ANDSOUNDS
 In Japanese (or your mother tongue), explain how “conversation
strategies,” “conversation words” and “conversation sounds” are used
in conversation.
UNIT 1: CONVERSATION STRATEGY: HOW ABOUT YOU? (p. 8)
ᢥ㧦หߓ⾰ࠍ⡞ߊߚ⥝ޕ߇ࠆߚޕ

UNIT 2: CONVERSATION STRATEGY: ASKING FOR HELP: HOW
DO YOU SPELL BOOK? WHAT’S THIS IN ENGLISH? (p. 18)

UNIT 3: CONVERSATION STRATEGY: SHOWING INTEREST BY
USING REALLY AND A FOLLOW-UP QUESTION: REALLY?
_______________? (p. 28, 29)

UNIT 4: CONVERSATION STRATEGY: SAYING MORE THAN
YES OR NO. (p. 38)
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UNIT 4: CONVERSATION STRATEGY: WELL… (p.39)

UNIT 5: CONVERSATION STRATEGY: ASKING QUESTIONS IN
TWO WAYS. (p. 48)

UNIT 5: CONVERSATION STRATEGY: I MEAN,… (p. 49)

UNIT 6: CONVERSATION STRATEGY: ME TOO, ME NEITHER
(p. 58)

UNIT 6: CONVERSATION STRATEGY: RIGHT and I KNOW (p. 59)
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UNIT 7: CONVERSATION STRATEGY: ASKING FOLLOW-UP
QUESTIONS. (p. 70)

UNIT 7: CONVERSATION STRATEGY: THAT’S ____________. (p.
71)

UNIT 8: CONVERSATION STRATEGY: TAKING TIME TO THINK:
Uh, Well, Let me see… (p. 80)

UNIT 8: CONVERSATION STRATEGY: CONVERSATION
SOUNDS: Uh-huh, Oh (That’s _________) (p. 81)

CONVERSATION STRATEGY: ANYWAY (p. 113) and ANYWAY. IT
WAS NICE TALKING WITH YOU…IT WAS NICE TALKING WITH
YOU, TOO
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PART 2: UNIT 8 QUIZ
PART 3: ORAL QUIZ
 Choose one question from each unit. Have a conversation with your
partner for about 6 minutes; I’ll tell you when the oral test is over.
Make sure to practice before the test.
PARTNER: ___________

NUMBER: __________

UNIT 5:
UNIT 6
UNIT 7
UNIT 8
Works Cited
Bloom, P. (2010). How Pleasure Works: The New Science of Why We Like.
New York: W.W. Norton & Company.
Boxer, D. (1993). Complaints as positive strategies: what the learner
needs to know. TESOL Quarterly, 27, 277-299.
Brown, J. (1988). Understanding Research in Second Language Learning.
Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, J. (2009). Open-Response Questions in Questionnaires. In J.
Heigham & R. Crocker, Qualitative Research in Applied Linguistics: A
practical introduction, pp. 200-219. Great Britain: Palgrave.
Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English: A
Comprehensive Guide to Spoken and Written English Grammar and
Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Celce-Murcia, M. & Larsen-Freeman, D. (1999). The Grammar Book: An
（33）

Seth Eugene Cervantes The Use of Response Tokens by Low-Intermediate and High Beginner Learners: Before and After Targeted Instruction

ESL/EFL Teacher's Course (2nd edn). Boston: Heinle & Heinle.
Cervantes, S.E. (2009). Use of Response Tokens among LowIntermediate English Learners: What They Do Well and What
Needs Improvement. Bulletin of Tomakomai Komazawa University, 21,
36-60.
Cervantes, S.E. (2010). Raising Student Awareness of Listener Response
Tokens. Paper presented at the meeting of the 18th International
Conference on Pragmatics and Language, Kobe University, Japan.
Cervantes, S.E. (2012). Re-conceptualizing Fluency: Listenership and
Confluency. Bulletin of Tomakomai Komazawa University, 25, 123-135
Crystal, D. (2003). English as a Global Language (2nd edition). Cambridge:
Cambridge University Press.
Cutting, J. (2008) Pragmatics and Discourse: A resource book for students
(2nd edition). London: Routledge.
Doughty, C. & Williams, J. (1998a). Issues and terminology. In C.
Doughty & J. Williams (eds.), Focus on Form in Classroom Second
Language Acquisition (pp. 1-11). Cambridge: Cambridge University
Press.
Doughty, C. & Williams, J. (1998b). Pedagogical choices in focus on
form. In C. Doughty & J. Williams (eds.), Focus on Form in Classroom
Second Language Acquisition (pp. 197-261). Cambridge: Cambridge
University Press.
Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA
Perspective. TESOL Quarterly, 40, 83-107.
Firth, A., & Wagner, J. (1997). On Discourse, Communication, and
(Some) Fundamental Concepts in SLA Research. The Modern
Language Journal, 81, 285-300.
Gazzaniga, M. S. (2008). Human: The Science Behind What Makes Your Brain
（34）

苫小牧駒澤大学紀要

第26号

2012年12月

Unique. New York: Harper Perennial.
Greer, T, Bussinguer, V., Andrade, S., Butterfield, J., & Mischinger, A.
(2009). Receipt through Repetition. JALT Journal, 31(1), 5-34.
Huang, Y. (2007). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Ishihara, N. & Cohen, A.D. (2010). Teaching and Learning Pragmatics:
Where Language and Culture Meet. Harlow, England: Longman
Pearson.
Kasper, G. (2001). Classroom research on interlanguage pragmatics. In
G. Kasper & K.R. Rose, Pragmatics in Language Teaching. Cambridge:
Cambridge University Press.
Kasper, G. & Rose, K.R. (2001). Pragmatics in Language Teaching. In
K.R. Rose & G. Kasper, Pragmatics in Language Teaching (pp. 1-9).
Cambridge: Cambridge University Press.
Long, M.H. & Robinson, P. (1998). Issues and terminology. In C.
Doughty & J. Williams (eds.), Focus on Form in Classroom Second
Language Acquistion (pp. 15-41). Cambridge: Cambridge University
Press.
Mackey, A. (2007). The role of conversational interaction in second
language acquisition. In A. Mackey (Ed.), Conversational Interaction
in Second Language Acquisition (pp. 1-26). Oxford: Oxford University
Press.
McCarten, J. (2007). Teaching Vocabulary: Lessons from the corpus, lessons
for the classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, M. (2003). Talking back:“small”interaction response
tokens in everyday conversation. Research on Language in Social
Interaction, 36 (1), 33-63.
McCarthy, M. (2004). From Corpus to Course Book. Cambridge:
Cambridge University Press.
（35）

Seth Eugene Cervantes The Use of Response Tokens by Low-Intermediate and High Beginner Learners: Before and After Targeted Instruction

McCarthy, M. (2008). Profiling spoken fluency. The Language Teacher, 32,
32-34.
McCarthy M. & Carter, R. (1997). Written and spoken vocabulary. In
N. Schmitt & M. McCarthy, Vocabulary: Description, Acquisition and
Pedagogy (pp. 20-39). Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, M., McCarten, J., & Sandiford, H. (2005a). Touchstone 1:
Teacher's Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, M., McCarten, J., & Sandiford, H. (2005b). Touchstone 2:
Teacher's Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Niezgoda, K. & Rover, C. (2001). Pragmatic and grammatical
awareness: A function of the learning environment? In K.R. Rose
& G. Kasper, Pragmatics in Language Teaching (pp. 1-9). Cambridge:
Cambridge University Press.
O'Keeffe, A., McCarthy, M., & Carter, R. (2007). From Corpus to
Classroom: Language use and language teaching. Cambridge:
Cambridge University Press.
Schegloff, E.A. (2007). Sequence Organization in Interaction: A Primer in
Conversation Analysis Volume 1. Cambridge: Cambridge University
Press.
Schmidt, R. (1993). Consciousness, learning and interlanguage
pragmatics. In G. Kasper & S. Blum-Kulka (Eds.), Interlanguage
pragmatics, (pp. 21-42). New York: Oxford University Press.
Swain, M. (2009a). Languaging and second language learning. The
Language Teacher, 33 (7), 14-17.
Wong, J., & Waring, H. Z. (2010). Conversation analysis and second
language Pedagogy: A guide for ESL/EFL teachers. New York:
Routledge.
（セスユージンセルバンテス
（36）

本学講師）

苫小牧駒澤大学紀要

苫小牧駒澤大学紀要

第26号

2012年12月

第26号（2012年12月12日発行）

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 26, 12 December 2012

苫小牧地点におけるＣＣＳ実証試験の期待
Expectations for the First Integrated CCS Demonstration Project
at the Tomakomai Site

川

島

和

浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード

地球温暖化 総合科学技術会議 評価専門調査会
フォローアップ結果 ＩＳＯ規格化

要旨
経済産業省は、2012（平成24）年２月８日、わが国で初めてとなるＣＣＳの統
合的な実証試験を北海道苫小牧地点で実施することを決定した。わが国の総合科
学技術会議は、内閣府設置法第26条によって、2008年12月にＣＣＳ実証試験に係
る評価結果を公表したものの、そのフォローアップは貯留地点が確定した時点で
実施することとされた。今般、ＣＣＳの貯留地点が苫小牧に決定されたことを受
けて、評価専門調査会は、ＣＣＳ実証試験に係る事前の評価結果に対するフォロ
ーアップ結果を公表すると同時に、ＣＣＳ実用化に向けた課題を指摘している。
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Ⅰ．はじめに
経済産業省は、2012（平成24）年２月８日、わが国で初めてとなる二
酸化炭素の回収・貯留（Carbon dioxide Capture and Storage、以下「Ｃ
ＣＳ」という。
）の統合的な実証試験を北海道苫小牧地点において実施
することを決定した１。
周知のように、ＣＣＳとは、発電所、鉄鋼所、セメント工場など大規
模な工場等を通じて排出される温室効果ガス（ＧＨＧ）から高濃度の二
酸化炭素（CO2）を分離・回収して、輸送して、地下深くの貯留に適し
た帯水層に CO2を圧入して貯留する技術である。このため、ＣＣＳは、
大気中に放出される CO2の排出量を抑制する効果が大きいことから、
地球温暖化を緩和する重要な選択肢の一つとして世界的に期待されてお
り、欧米諸国を中心として商業レベル、研究レベルでの実証プロジェク
トが展開されている。
わが国において、ＣＣＳの大規模実証試験の実施を加速させた要因と
して、2008年7月にわが国で開催された主要国首脳会議（Ｇ８）北海道
洞爺湖サミットが挙げられる。議長国であった福田首相（当時）は、サ
ミット首脳宣言のなかで、
「2050年までに世界全体の温室効果ガス排出
量を少なくとも50％削減する」という目標を表明している。また、ＣＣ
Ｓ 技 術 に つ い て は、 国 際 エ ネ ル ギ ー 機 関（International Energy
Agency、以下「ＩＥＡ」という。
）の支援のもとで、「2020年までにＣ
ＣＳの広範な展開を始めるために、各国のさまざまな諸事情を考慮しつ
つ、2010年までに世界中で20のＣＣＳの大規模実証プロジェクトが開始
されることを強く支持する」ことを表明している２。
これを受けて、経済産業省は、2009年度の予算概算要求において、
2009年度から2013年度までの５年間にわたって国費総額約330億円を見
込む新たな大規模研究開発の事業計画を盛り込んだ。この事業は、「気
候変動問題対策二酸化炭素削減技術実証試験」であり、トータルシステ
（39）
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ムとしてのＣＣＳ実証試験である。わが国の総合科学技術会議は、内閣
府設置法第26条にもとづいて、2008年12月８日に当該事業の評価結果を
公表している。そこには、貯留地点の諸条件に対応した実施計画の適切
な検証・評価の実施および実施期間の適正化等の指摘事項を確実に措置
することを前提に、実施すべきことを明記している。ただし、この評価
結果に係るフォローアップについては、ＣＣＳ実証試験の貯留地点が確
定した時点で実施することとした。
このため、経済産業省は、ＣＣＳ実証試験実施に向けた国内貯留候補
地の選定作業の具現化を開始した。この過程において重要な役割を担っ
たのが、2008年５月に民間企業の出資によって設立された日本ＣＣＳ調
査株式会社（以下「日本ＣＣＳ調査」という。）であり、経済産業省等
の委託事業を通じてＣＣＳ実証試験に係る貯留候補地における地質調査
を実施している。
日本ＣＣＳ調査は、最終的に絞り込まれた３つの貯留候補地のなかで、
北海道苫小牧地点の実地調査を2011年６月に終了している。その後、同
年10月に経済産業省に対して、苫小牧地点における「貯留層総合評価」
および「実証試験計画（案）」に関する調査報告を提出している。経済
産業省は、日本ＣＣＳ調査からの調査報告を受けて、同年10月にＣＣＳ
実証試験実施に向けた専門検討会（以下「専門検討会」という。）を設
置した。専門検討会では、当該調査報告に係る妥当性について、同年10
月から12月にかけて専門的知見を有する第三者により技術的な観点から
確認および評価を実施した。また、
「貯留層総合評価」および「実証試
験計画（案）
」に記載のない事項であっても、ＣＣＳ大規模実証試験を
進めるうえで評価すべきと考えられる課題については、専門検討会で議
論し、必要に応じて、実証試験計画（案）に反映することとされた。経
済産業省は、専門検討会の意見を踏まえて、同年12月に「苫小牧地点に
おける『貯留層総合評価』及び『実証試験計画（案）』に係る評価」（以
下「評価報告書」という。）を公表した。
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そこで、本稿では、まず、経済産業省に設置された専門検討会が2011
年12月にとりまとめた評価報告書を概観する。次いで、総合科学技術会
議が2008年12月に公表したＣＣＳ実証試験に係る評価結果を整理する。
また、総合科学技術会議のもとにある評価専門調査会がＣＣＳ実証試験
の貯留地点が苫小牧に決定されたことを受けて、2012年９月に公表した
事前評価のフォローアップ結果も整理する。さらに、ＣＣＳ分野の国際
標準化に向けた国際的な動向を踏まえながら、今後のＣＣＳ実証実験の
展開に期待を寄せている。

Ⅱ．わが国におけるＣＣＳ実証試験への取り組み
2011（平成23）年10月、経済産業省に設置されたＣＣＳ実証試験実施
に向けた専門検討会は、日本ＣＣＳ調査から提出された苫小牧地点にお
ける「貯留層総合評価」と「実証試験計画（案）」における技術的な妥
当性の確認を実施し、経済産業省は同年12月にその評価報告書を公表し
た３。以下では、評価報告書からＣＣＳ実証試験の意義と目的、貯留地
点の選定過程、専門検討会による評価項目をみてみよう４。
１．ＣＣＳの大規模実証試験の意義と目的
ＣＣＳは、CO2を直接的に削減する技術としてその効果が期待されて
おり、技術的にも地下の掘削技術、CO2分離・回収技術、地下への CO2
圧入技術など石油開発や化学プラントなどで培われた技術が応用されて
いる。しかしながら、ＣＣＳの実用化においては、個別の技術を組み合
わせたトータルシステムとしての技術の検証が不可欠であり、この点に
おいて、世界各国で実証試験の計画が展開されている。わが国において
は、2003年から2005年にかけて、新潟県長岡市において約１万トンの
CO2を地下約1,100ｍの帯水層に圧入する試験が実施されている。そこで
（41）
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は、圧入された CO2が1,000年にわたり貯留できることを高い精度で確
認するとともに、CO2の挙動の把握や予測を行うシミュレータやモニタ
リング手法等の開発が行われている。
このような状況のもとで、わが国におけるＣＣＳの大規模実証試験で
は、上記のような技術開発の成果を踏まえて、実用化レベルに近い規模
として年間10万トン以上の規模で CO2の圧入を行い、ＣＣＳの実用化
レベルでの検証を行う予定である。また、ＣＣＳを実用化するためには、
安全に長期間にわたり CO2を貯留できることに加えて、コストの低減
化を行うことが重要である。したがって、コストの低減化に向けて、ど
のようなシステムや運用方法を構築することが必要になるかなど幅広い
観点での検証が予定されている。さらに、わが国においてＣＣＳの実用
化を実施することは、国内での CO2の削減に貢献するだけではなく、
欧州諸国をはじめとするＣＣＳ分野に関連する事業化において非常に大
きな市場の獲得につながるものとして期待されている。
２．ＣＣＳの大規模実証試験候補地の選定過程
ＣＣＳの大規模実証試験における候補地の選定に際しては、公益財団
法人地球環境産業技術研究機構（以下「ＲＩＴＥ」という。）による全
国貯留層賦存量調査において評価された貯留地点候補のうちの98地点
（地域）と、民間企業によって貯留可能量評価が行われた17地点の合計
115地点が最初の評価対象とされた。
次いで、この115地点が、既存の検討資料にもとづいて、①陸域か海
底下貯留か、②掘削深度500ｍ以上の既存坑井データの有無、③近傍
CO2排出源の有無、および④既知の漏出リスクの評価を通じてスクリー
ニングされ、候補対象が７地点に絞り込まれた。この７地点の近傍の排
出源事業所については、個々の CO2排出量を業界別 CO2排出量を参考
に推定し、エンジニアリング・スタディにもとづいて実排出源ごとの15
事業モデルが設定された。
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さらに、この7地点15事業モデルのなかから、４つの貯留層タイプを
網羅したうえで、貯留層の既存の地質調査データの豊富さ、近傍の
CO2排出源事業所の立地、当該排出源に適すると想定される分離・回収
プロセスが既に実用レベルにあるかなど、ＣＣＳ実証試験を早期に開始
するために必要とされる要件について比較検討がなされ、実証試験候補
の4地点が選定された。具体的に、この４地点とその貯留層タイプは、
①北海道苫小牧地点（構造性帯水層と非構造性帯水層（新第三紀以降））、
②福島県勿来・いわき沖地点（生産終了油・ガス層）、③福岡県北九州
地点（非構造性帯水層（古第三紀））、④日本海沿岸地域（構造性帯水層）
である。
このような選定過程のもとで、日本ＣＣＳ調査は、苫小牧地点、勿来・
いわき沖地点、北九州地点の3地点について、ＣＣＳ実証試験に向けた
実地調査を展開してきた。しかしながら、勿来・いわき沖地点について
は、2011年３月11日に発生した東日本大震災の影響によって当面の調査
が中止されることとなった。また、北九州地点については、現状での基
礎的なデータが不足しており、さらなる実地調査が必要とされた。これ
に対して、苫小牧地点については、３次元弾性波探査の実施に加え、コ
アサンプルの収集等を目的とした調査井掘削を実施し、ＣＣＳを実施す
るうえで必要となる設備に関する基本設計等も実施された。
以上のことから、日本ＣＣＳ調査は、2011年6月に終了した苫小牧地
点における実地調査等の成果を踏まえて、同年10月、経済産業省に対し
て苫小牧地点における「貯留層総合評価５」と「実証試験計画（案）６ 」
を提出した。
３．専門検討会による評価項目の確認
専門検討会は、日本ＣＣＳ調査が2011年10月に経済産業省に提出した
苫小牧地点における「貯留層総合評価」と「実証試験計画（案）」の評
価に際して、次のような評価項目を設定したうえで、各項目のとりまと
（43）
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めを行っている。
（１）貯留層総合評価に係る評価項目
専門検討会では、貯留層総合評価に係る評価項目について、
「貯留性能・
遮蔽性能に関する事項」と「貯留層の周辺環境に関する事項」の２点を
設定している。
このうち、前者では、①貯留層の性能として、「今後の実用化を念頭
に貯留層を選定しているか。また、実証試験を行うに足りる浸透率、孔
隙率となっているか。」を、②遮蔽層の性能として、「遮蔽層は十分な厚
みと広がりがあるか。また、実証試験の CO2圧入レート及び貯留層に
対して十分な強度を有し、CO2を保持することが可能か。」を、③貯留
「貯留した CO2は、予定圧入量を圧入した後、如何
CO2の挙動として、
なる範囲に分布するか。また、その後の長期挙動予測においても、貯留
層内に安定的に留まるか。」を、それぞれ挙げている。
後者では、①活断層の有無と地震活動の状況として、「貯留層の周辺
の断層は十分調査されているか。特に、CO2の貯留範囲内及び長期挙動
を考慮した CO2の移動予測範囲に断層は存在しないか。」を、② CO2漏
出の可能性検討として、
「CO2漏出の可能性が考えられる要因を分析し、
十分な対処を行うことを計画しているか。」を、③地震との関係として、
「CO2圧入によって地震が誘発されないことが十分に検討されているか。
また、周辺の活断層などによる地震が貯留層に与える影響評価が適切な
ものか。
」を、それぞれ挙げている。
（２）実証試験計画（案）に係る評価項目
専門検討会では、実証試験計画（案）に係る評価項目について、「シ
ステム構成、運転計画」、
「モニタリング計画」、
「異常事態発生時の対応・
措置等」の３点を設定している。
このうち、
「システム構成、運転計画」では、①全体とシステムとして、
「実証試験を実施する意義・目的を踏まえたシステム構成となっている
か。
」を、②運転計画として、
「CO2圧入・運用計画は適切なものとなっ
（44）
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ているか。
」を、③ CO2の分離・回収設備として、「CO2の分離・回収方
式は商業運転中の設備をふまえた適切な方式となっているか。」「CO2の
分離・回収コストの低減化を考慮したシステム構成か。」を、④液化出荷・
輸送設備として、
「CO2の液化出荷設備は商業運転中の設備をふまえた
適切な方式となっているか。」「タンクローリー輸送システムは、排出源
からの CO2の液化出荷を考慮したものとなっているか。」を、⑤ CO2圧
入設備として、
「設備は圧入量に対して適切な規模か。また、消費エネ
ルギーを最小化できるように考慮されているか。また、緊急時の対処も
考慮されているか。」を、⑥圧入井として、「圧入井の場所は安全性を確
保する上で問題はないか。また、その他、周辺環境に問題はないか。」を、
それぞれ挙げている。
「モニタリング計画」では、①貯留に係るモニタリング計画として、
「実
証試験開始前にベースラインデータを把握することとなっているか。」
「CO2の挙動を監視するのに十分な手法が取られているか。」を、②海洋
に係るモニタリング計画として、「実証試験開始前にベースラインデー
タを取得することとしているか。」「監視計画は適切な手法となっている
か。また、将来の実用化を考慮してモニタリングコストの低減化を検討
できる計画となっているか。」を、それぞれ挙げている。
「異常事態発生時の対応・措置等」では、「適切な対応策が検討されて
いるか。
」を挙げている。

Ⅲ．総合科学技術会議における大規模研究開発の評価
１．総合科学技術会議による評価とフォローアップ
わが国の総合科学技術会議は、内閣府設置法第26条第1項第3号にもと
づいて、国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、大
規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発に係る評価を実施して
（45）
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いる７。具体的には、国費総額が約300億円以上の新規の大規模な研究
開発について、総合科学技術会議が自ら評価を行い、この評価結果を公
表するとともに、実施計画や推進体制の改善、予算配分への反映を求め
ている。この評価に際しては、総合科学技術会議のもとに設置された評
価専門調査会が、必要に応じて専門家・有識者の参加を得て、府省にお
ける評価の結果も参考にして調査・検討を行い、総合科学技術会議がそ
の報告を受けて結果のとりまとめを行っている。また、この評価を実施
した研究開発については、当該研究開発が開始されたのちに、評価専門
調査会が評価結果における指摘事項への対応状況等を確認するフォロー
アップを実施している。
このような状況のもとで、経済産業省は、2009（平成21）年度の予算
概算要求において、2009年度から2013年度までの５年間にわたり国費総
額約330億円を見込む新規の大規模研究開発の事業計画「気候変動問題
対策二酸化炭素削減技術実証試験」を立案した。すなわち、ＣＣＳ実証
試験である。したがって、総合科学技術会議は、2008年９月９日に評価
専門調査会のなかに評価検討会を設置し、ＣＣＳ実証試験に関係する分
野の専門家・有識者による調査・検討８を経て、評価専門調査会がその
結果を踏まえた評価のとりまとめを行い、2008年12月８日に「総合科学
技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価『気候変動問題対策
二酸化炭素削減技術実証試験』の評価結果」
（以下「評価結果」という。）
を公表している９。
この評価結果は、後述するように、貯留地点の諸条件に対応した実施
計画の適切な検証・評価の実施及び実施期間の適正化等の指摘事項を確
実に措置することを前提に、ＣＣＳ実証試験を実施すべきとしている。
しかしながら、実施する各工程の技術の組み合わせやモニタリング実施
方法等の具体的内容については、貯留地点の諸条件に応じて変更される
ものであることから、評価専門調査会が実施する事前の評価結果に係る
フォローアップは、貯留地点が確定した時点で実施することが申し合わ
（46）
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されていた。
2012年２月８日、経済産業省によってわが国で初めてとなるＣＣＳの
統合的な実証試験を行う貯留地点が北海道苫小牧地点に決定された。こ
の決定を受けて、評価専門調査会は、同年８月８日に事前の評価結果に
おける指摘事項への対応状況等の確認を行うフォローアップの作業を開
始した10。事前の評価結果のフォローアップに際しては、評価専門調査
会にフォローアップ検討会が設置され、調査・検討の実質的な作業が行
われた。その後、評価専門調査会は、同年9月19日に「『気候変動問題対
策二酸化炭素削減技術実証試験』の事前評価のフォローアップ結果（案）」
を審議し、フォローアップ結果を公表した11。なお、このフォローアッ
プ結果は、今後予定されているＣＣＳ実証試験の詳細設計等、事業実施
に反映させることが義務づけられている。
２．評価専門調査会における評価結果のとりまとめ
ＣＣＳ実証試験の事業目的は、「火力発電所等の大規模排出源から分
離回収した二酸化炭素を年間約10万トン規模で地下帯水層へ貯留する技
術を実証するとともに、圧入後の二酸化炭素長期挙動予測シミュレーシ
ョン技術、モニタリング技術等の確立を図る」ことである。なお、事業
実施主体の選定については、経済産業省による公募委託が採用された。
前述のように、総合科学技術会議は、経済産業省が実施するＣＣＳ実
証試験の事業計画に対して、2008年12月8日に評価結果を公表している。
この評価結果では、ＣＣＳ技術の実用化に向けたＣＣＳ実証試験プロジ
ェクトを「国として早急に取り組むべき研究開発である」と位置づけて
いる。しかしながら、実証する各工程の技術の組み合わせやモニタリン
グ実施方法等の具体的な内容については、貯留地点の諸条件に応じて変
更されるものであることから、経済産業省に対して、ＣＣＳ実証試験実
施に際して措置すべき事項として次の３点を指摘している。すなわち、
①貯留地点の諸条件に対応した実施計画の適切な検証・評価の実施及び
（47）
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実施期間の適正化、②関連施策も含めたＣＣＳ技術の研究開発の計画的
な推進、③安全性確保等への取組強化と国民への情報開示等の徹底であ
る。
上記の①について、ＣＣＳ実証試験では、選定した貯留地点の諸条件
に応じて、CO2分離・回収、輸送、圧入および貯留の方法やその技術、
モニタリングの実施方法等を見直すこととし、貯留地点の選定結果によ
っては実施計画の内容に大きな変更が見込まれることが示されている。
このことから、貯留地点に対応した具体的な実証内容や事業費等の実施
計画については、その実証内容の適切性や経済性、安全性の確保や環境
影響の防止等に関する検証を行い、外部専門家等による妥当性の評価を
実施したうえで策定することが示されている。また、モニタリングに関
しては、圧入・貯留と併行して実施し、当該ＣＣＳ実証試験が終了する
2013年度以降も引き続き実施することが示されている。さらに、当該Ｃ
ＣＳ実証試験の実施期間については５年間とされているものの、この期
間は目的や目標を達成するのに必要な年数ではなく、経済産業省におい
て中間的な見直しを実施する一般的な期間として設定されたことも示さ
れている12。
②について、ＣＣＳ技術の実用化に向けた技術的課題の解決を計画的
に、迅速かつ効率よく推進するために、経済産業省は、ＣＣＳ技術を構
成する各工程の要素技術に関する他の研究開発の成果を活用すると同時
に、世界各地で実証または計画が進められているプロジェクトなど研究
開発関連事業等との連携協力を推進することが示されている。
③について、ＣＣＳ技術の実証試験がわが国において初めての大規模
な実証プロジェクトであることから、関係法令を遵守するとともに、設
備全体の安全な運転管理や事故の未然防止に向けた取組み、周辺環境も
含めたモニタリングなど安全性確保や環境影響防止のための体制等の強
化が示されている。また、ＣＣＳ技術が温室効果ガス排出削減の長期目
標の達成に重要な技術であることから、これに対する国民の理解と関心
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を得るための情報開示の徹底も示されている。
３．ＣＣＳ実証試験に係る実施計画の変更点
2012年２月８日、経済産業省は、わが国で初めてとなるＣＣＳの統合
的な実証試験を行う貯留地点を北海道苫小牧地点に決定した。また、同
年４月３日にＣＣＳ実証試験の事業実施主体を日本ＣＣＳ調査に決定し
た13。これを受けて、日本ＣＣＳ調査は、経済産業省によって2012年２
月に公表された「苫小牧地点における実証試験計画」14を踏まえて、Ｃ
ＣＳ実証試験に係る実施計画を策定した。
この過程においては、事前の評価結果の内容とは異なって、ＣＣＳ実
証試験の実施期間と予算額が変更されたことに注意が必要である。評価
結果では、ＣＣＳ実証試験の実施期間は５年間（2009年度～ 2013年度）
とされていたが、12年間（2009年度～ 2020年度）に変更された。ＣＣ
Ｓ実証試験の実施期間については、その目的や目標を達成するのに必要
な年数ではなく、経済産業省による中間的な見直しを実施する一般的な
期間として設定されたことから、今般、貯留地点の確定に照応して、設
備の建設、圧入・貯留とモニタリングの実施などの実証段階ごとに目標
達成に必要な実施期間が設定されたことによる。
また、予算額については、評価結果では、ＣＣＳ実証試験の実施期間
を５年間（2009年度～ 2013年度）として予算額を約330億円としてきたが、
CO2圧入・貯留・モニタリングを実施する以前の７年間（2009年度～
2015年度）の事業費総額の予算額を約565億円に修正している。この内
訳としては、2009年度から2011年度までの候補地点の調査費用が約95億
円、2012年度から2015年度までの設備建設費用が約470億円である。た
だし、2016年度から2020年度までの５年間にわたる CO2圧入・貯留・
モニタリング費用については、現時点で精査中のため予算計上されてな
い。図表１を参照。
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図表１

苫小牧地点におけるＣＣＳ実証試験スケジュール

（出所）経済産業省（2012）「フォローアップ検討会（第１回）資料」。
加えて、経済産業省によって2012年２月に策定された「苫小牧地点に
おける実証試験計画」において、CO2排出源として室蘭と苫小牧の製油
所の２ヶ所を想定し、室蘭の製油所からはタンクローリーで CO2を輸
送することを想定していたが、最終的には、室蘭の製油所からの CO2
分離・回収と輸送の実施計画は中止されている。このことから、苫小牧
地点におけるＣＣＳ実証試験では、出光興産北海道製油所を唯一の
CO2排出源として、その隣地に建設する CO2回収基地までパイプライン
で輸送し、CO2圧入基地から２本の圧入井（深度約1,000ｍと約3,000ｍ）
を通じて帯水層に CO2を圧入・貯留することとなった。図表２を参照。
図表２

苫小牧地点における実証試験基地の概略

（出所）図表１と同じ。
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ＣＣＳ実用化に向けた発展段階

（出所）図表１と同じ。
苫小牧地点におけるＣＣＳの大規模実証試験の発展段階として、2003
年度から2005年度に新潟県長岡での CO2圧入・貯留・モニタリングに
係る実証試験から、年間100万トン規模の実用化段階を想定した事業計
画への展開として、図表３を参照されたい。
なお、ＣＣＳ実証試験の実施内容等についての基本的な方針に変更は
ない。①実証目的、規模、②ＣＣＳ技術の確立、実用化の時期、③安全
性評価の検討会を通じた安全性評価等の連携、④基礎的技術の研究開発、
⑤分離・回収コストの低減化技術開発については、当初計画どおりに実
施される予定である。
４．評価結果に係るフォローアップ作業の開始
評価専門調査会は、2012年2月8日に経済産業省によってＣＣＳ実証試
験に係る貯留地点が北海道苫小牧地点に決定されたことを受けて、事前
の評価結果に係るフォローアップの作業を開始した。評価専門調査会は、
2012年８月８日に経済産業省から研究開発の概要等のヒアリングを行う
とともに、フォローアップの進め方について議論を行っている。
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評価専門調査会では、ＣＣＳ実証試験に係る事前評価のフォローアッ
プ事項の検討に際して、事前の評価結果における指摘事項との確認作業
を行っている15。図表４を参照。
事前の評価結果のフォローアップの進め方としては、評価専門調査会
にフォローアップ検討会を設置して、調査・検討等が行われることとな
った。フォローアップ検討会では、同年８月21日に第１回会合を、同年
９月７日に第2回会合を開催して、評価専門調査会への調査検討のとり
まとめを行っている16。

Ⅳ．評価専門調査会におけるフォローアップの公表
１．事前評価での指摘事項に対する経済産業省の取り組み
評価専門調査会は、ＣＣＳ実証試験の貯留地点が2012年２月８日に苫
小牧地点に決定されたことを受けて、同年８月８日から事前の評価結果
に係るフォローアップ作業を開始した。そこでは、ＣＣＳ実証試験に係
る事前の評価結果において指摘事項として措置することが求められてい
た点について、経済産業省の取り組み状況に対するヒアリングが行われ
た17。
前述の図表４を参考にすると、まず、指摘事項（１）①に対する取組
状況では、地質、エネルギー、地震等の外部専門家で構成するＣＣＳ実
証試験実施に向けた専門委員会において、設備設計・建設計画、圧入計
画、モニタリング計画および安全性確保体制等に係る技術的な観点での
評価を踏まえて策定していることが示された。
指摘事項（１）②では、CO2の圧入前から圧入後の全期間を通じたモ
ニタリング計画を策定していること、また、本実証試験終了後も、海洋
汚染等および海上災害の防止に関する法律にもとづき適正なモニタリン
グを実施していることが示された。さらに、貯留地点を決定した際に実
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施期間の見直しを行い、４年間（設備の設計・調達・建設）、３年間（CO2
圧入）
、２年間（圧入後のモニタリング）の計９年間の実証試験計画と
したことが示された。
指摘事項（１）④では、苫小牧地点について、自治体、漁業関係者、
港湾管理者、現地町内会等の関係者に個別に説明するとともに、苫小牧
市でＣＣＳフォーラム18やパネル展を開催するほか、商工会議所、苫小
牧駒澤大学、苫小牧工業高等専門学校の学生を対象とした説明会を開催
し、ＣＣＳ技術の実用化の必要性や、安全確保、環境影響などに関する
説明を行っていることが示された。また、広く国民的な理解の醸成のた
めに、委託先である日本ＣＣＳ調査のホームページにＣＣＳに関する概
要、調査状況などを公開するとともに、パネル展示等を通じた環境問題
に関するＰＡ（Public Acceptance、以下「社会的受容性」という。）活
動を行うことと、経済産業省においても専門検討会の開催に際しては一
般公開で行うとともに、資料や議事録もすべてホームページで公開して
いることが示された。
次いで、指摘事項（２）①では、ＣＣＳの実用化に際しては、安全性
を確保するとともに、コストの低減を図ることが不可欠であることから、
経済産業省においても、実証試験事業のほかに、「二酸化炭素回収・貯
蔵安全性評価技術開発事業」（モニタリングによる安全評価の高度化）
と「二酸化炭素回収技術高度化事業」（中長期的な CO2回収コストの低
減化）の研究開発を実施していることが示された。このモニタリング事
業の成果は、今般の実証試験にも活用が予定されていること、ＣＣＳ技
術の実証事業の実施機関である日本ＣＣＳ調査とその技術開発の実施機
関であるＲＩＴＥとが密接に連絡を取り、連携を強化していること、さ
らには、上記の事業については米国の国立研究機関との共同研究を実施
していること、炭素隔離リーダーシップ・フォーラム（ＣＳＬＦ）やグ
ローバルＣＣＳインスティチュート（ＧＣＣＳＩ）などの国際会議にお
いても意見交換を実施していることが示された。
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指摘事項（２）②では、実証事業の進捗に併せ、専門家による実施推
進体制を整備し、制度面等の課題についても評価する予定であることが
示された。
最後に、指摘事項（３）①では、法令ごとの責任体制を明確にし、適
切な保安管理体制の構築に努めることが示された。
指摘事項（３）②では、大規模実証試験の実施状況やモニタリングデ
ータ等の情報については、逐次公開を予定していること、また、苫小牧
地点での建設工事が開始された際には、現地にライブカメラを設置し、
ホームページ上で映像をリアルタイムで一般公開することを検討してい
ることが示された。
２．補足説明の要求事項に対する経済産業省の回答
評価専門調査会では、ＣＣＳ実証試験に係る事前の評価結果のフォロ
ーアップに先立って、経済産業省に対して、①実施計画、②実施・推進
体制、③国民への情報開示、④関連研究開発との連携状況（連携計画）、
⑤実用化に向けた制度的・社会的課題への対応についての補足説明と補
足の資料提出を求めており、経済産業省はそれらの要求事項に対して回
答を示している19。以下では、実施計画に係る補足説明の要求事項とそ
の回答のいくつかをみてみよう。
評価専門調査会からの補足説明の要求事項（１番目）：「明確なマイル
ストーンと達成目標について、それぞれの時期、実用化へのシナリオ、
実施シミュレーションなどを含め、説明していただきたい。」に対する
経済産業省の回答は、次のとおりである。
すなわち、
「本実証試験事業は、2020年度までに CO2回収・分離から
貯留までの一連の要素技術を組み合わせトータルシステムとしての運用
を行い、年間10万トン規模の CO2圧入を安全に実施できること、及び
モニタリングを通じて安全に安定して貯留ができることを実証し、実用
化への橋渡しとなることを目的としている。実施にあたっては、『設備
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の設計・建設』
、
『CO2圧入』
、
『モニタリング』の各段階がそれぞれ確実
に実施されることが一つの区切りと考えており、現時点ではそれぞれの
実施期間を４年、３年、２年と計画しているが、各段階の終了時に事業
の見直しを行うこととしている。」という回答が示された。
補足説明の要求事項（２番目）：「貯留地点確定に至るこれまでの経緯
について説明していただきたい。その中で、他の候補地との比較をどの
ように行ったのか、比較の基準となった事項と、それぞれの評価につい
て説明していただきたい。また、苫小牧が貯留地点として選定された結
果、
（深く掘る必要が生じたり、圧入地点が２箇所になったり等により）
約1.7倍にも予算が増加したとあるが、必要なコストが多くても苫小牧
が最も適当であるとの結論に至った理由についても説明していただきた
い。
」に対する経済産業省の回答は、次のとおりである。
すなわち、
「貯留地点の選定に当っては、公益法人地球環境産業技術
研究機構（RITE）による全国貯留層賦存量調査において評価された貯
留地点候補98地点及び民間企業により貯留可能性評価がなされている17
地点の合計115地点を対象とした。115地点の中から、深度500ｍ以上の
データが存在することや、近傍に CO2の大規模排出源が存在すること
等を基準に７地点を選定。選定した７地点について、排出源ごとに分離
回収から圧入までの一貫システムとして評価を行った。具体的には、貯
留可能量、分離回収技術の確立した CO2排出源があるか、過去の貯留
層の調査結果等を総合的に評価し、苫小牧、勿来・いわき沖、北九州、
新潟の４地点を選定。上記４地点について、地質構造調査とともに地元
との調整を行った結果、苫小牧地点について2011年６月に調査が終了。
苫小牧以外の地域については、地質調査の遅れや地元との調整に時間を
要しており、各地点の調査結果を待って2020年までのＣＣＳ実用化に支
障をきたすことがないよう、当初の予定よりコスト高になるが、苫小牧
地点での貯留可能性について更に詳細な検討を行うこととした。昨年10
月～ 12月にかけ、地質、エネルギー、地震等の外部専門家で構成する『Ｃ
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ＣＳ実証試験実施に向けた専門検討会』において、貯留層評価、設備設
計・建設計画、圧入計画、モニタリング計画及び安全性確保体制等に係
る技術的な観点での評価を実施（並行して、ＣＣＳに関する地元の理解
促進を実施（フォーラム等の開催）。
）
。本年２月、上記専門検討会の評
価結果等を踏まえ、苫小牧を実証試験の実施地点として決定。」という
回答が示された。
補足説明の要求事項（８番目）：「事前評価時点との相違点として実証
スケジュールと予算が提示されているが、スケジュールの延長に伴う予
算の増加の算定内容を説明していただきたい。」に対する経済産業省の
回答は、次のとおりである。
すなわち、
「2003年から2005年まで新潟県長岡で小規模モデル事業を
行っており、事前評価時点ではこれを基に見積もりを行っていた。しか
し、候補地の変更に伴い、当初、深さ約800ｍの圧入井の掘削を予定し
ていたところ、苫小牧地点においては、地質調査の結果、更に深い圧入
井を掘削することとなった（深さ約1,100ｍと約3,000ｍの圧入井を掘削
予定。
）
。また、当初、年間10万トン規模の圧入設備を想定していたとこ
ろ、苫小牧地点においては２つの貯留層に圧入することから、より多く
の年間15万トン規模の圧入を行う設備に変更する必要が生じ、予算が増
加となった。
」という回答が示された。
補足説明の要求事項（９番目）
：
「CO2圧入・モニタリング費用を本体
（約565億円）とは別途計上されているが、どの程度の費用を予定してい
るのか説明していただきたい。」に対する経済産業省の回答は、次のと
おりである。
すなわち、
「平成20年の事前評価の段階では、CO2圧入、モニタリン
グにかかる費用は年度当たり20億円程度と算定を行った。一方、実施地
点が苫小牧となったことで、事前評価時の想定より CO2貯留の深度が
深くなったことや圧入する CO2の量が多くなったことにより、費用の
増加が見込まれる。逆に技術開発の進展によりコストダウンが図られる
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部分もあるなどの変動要素が存在することから、現時点で新たな金額を
提示することは困難である。」という回答が示された。
３．評価専門調査会におけるフォローアップ結果
評価専門調査会は、2012年２月８日、ＣＣＳ実証試験を行う貯留地点
が北海道苫小牧地点に確定したことから、事前評価の指摘事項への対応
状況等の確認を行うフォローアップを開始した。そして、フォローアッ
プ検討会は、同年９月19日に「
『気候変動問題対策二酸化炭素削減技術
実証試験』の事前評価のフォローアップ結果（案）」20をとりまとめ、
審議の結果、これを評価専門調査会の決定とした。
評価専門調査会におけるフォローアップ結果では、「事前評価の指摘
事項については、本実証試験事業を実施するための準備状況という側面
で見た場合には、概ね必要な対応がとられていると判断する。」と示さ
れている。しかしながら、本事業の目的としているＣＣＳ技術の将来の
実用化・普及に向け、本事業の成果をどのように活用していくかという
側面で捉えた場合には、ＣＣＳ技術の実用化・普及に向けた全体の構想
とそのなかでの本事業の位置づけが必ずしも明確ではないと指摘してい
る。特に、本事業で実証を行う年間10万トン規模の技術システムの成果
を実用化段階の年間100万トン規模へどのように発展させ、それをどの
ように普及させるかという具体的なシナリオについて、現時点ではそれ
が示されていないという課題を指摘している。
以上のことから、評価専門調査会では、とりまとめたフォローアップ
結果を踏まえつつ、今後実証試験を本格的に実施する段階において取り
組むべき課題として、以下のような指摘事項を明らかにしている。
（１）実施計画における課題
フォローアップ結果では、実施計画について、①実証内容の適切性の
観点と②経済性の観点における課題を指摘事項として明らかにしている。
実証内容の適切性の観点からは、「実用化段階後の年間100万トン規模
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への発展に向けて、本事業での年間10万トン規模の二酸化炭素貯留で実
証できる技術内容を明確にするとともに、当該技術内容の成果を基に規
模の拡大を図る場合に、これに対応してさらに検証が必要と想定される
技術内容等の課題と、その実現に向けた手段・方法を明確にする必要が
ある。
」と指摘している。また、将来のＣＣＳ技術の実用化・普及を考
える場合、今回計画している実証試験の内容とは別に、次の２つの取り
組みの必要性を指摘している。すなわち、「①大規模なＣＣＳ技術の実
用化では、複数の二酸化炭素排出源から１か所の地点に二酸化炭素を貯
留することが想定されることから、温度、圧力の異なる大量の二酸化炭
素を混合した際のキャビテーション、フラッシング、水撃などの不安定
性流動の発生についての検証、②ＣＣＳ技術導入の主たる対象として想
定される石炭火力発電所からの二酸化炭素回収について、二酸化炭素に
混入している汚染物質の効果的・効率的な除去方法の検証」である。
経済性の観点からは、ＣＣＳ実証試験に際して、安全にＣＣＳが実施
できることの検証に加えて、コストの低減化を行うためには、どのよう
なシステム、運用方法を構築することが求められるかなど幅広い観点で
の検証を行う必要性を示している。具体的には、現時点でトン当たり約
7,300円とされているＣＣＳのトータルコストについて、「二酸化炭素の
貯留に係る全体のコストの約６割を占める分離・回収コストについては、
平成20年に政府として策定した『低炭素社会づくり行動計画』において、
4,000円／ t から2020年代に1,000円台／ t に低減することを目指すとし
ていることからも、分離・回収コストの低減化に係る目標を設定するこ
とが重要である。
」と指摘している。
また、フォローアップ結果では、実施期間について、次の課題を指摘
事項として明らかにしている。すなわち、
「二酸化炭素圧入が３年、モ
ニタリングが２年とされている実施期間に関しては、科学的裏付けを含
む根拠を明確にする必要がある。また、事業の実証試験計画において示
されている技術実証課題について、それぞれの目標達成時期とそれに向
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けた年度ごとの工程表を明確にする必要がある。さらに、海底で長期間
のモニタリングを継続的に実施していくためには、観測項目等の検討と
併せ、観測の実施手段である地球化学的、地球物理学的測定器や陸上へ
の情報伝達装置等の観測機器の設置計画についても明確にしておく必要
がある。
」と指摘している。
（２）実施推進体制における課題
フォローアップ結果では、実施推進体制について、次の課題を指摘事
項として明らかにしている。すなわち、「本事業の実施機関である日本
ＣＣＳ調査株式会社の組織体制の中で、本事業の実施面で責任を有する
プロジェクトリーダーをはじめ、本事業についてのより具体的で実効性
のある責任・実施体制を明確にする必要がある。また、外部専門家によ
る事業の実施推進について検証・評価を行う体制について、早急に整備
するとともに、その整備に当っては、①専門家の構成について、実証試
験の内容に精通する技術的な専門家だけでなく、社会的受容性に関する
専門家の参画・協力を得るとともに、その人選に当たっては、利害関係
者の排除等公平性・透明性に充分に留意する必要がある。②その役割に
ついて、ＣＣＳ技術の実用化・普及を目指すという観点から、ＣＣＳシ
ステムの技術的な妥当性の評価にとどまらず、計画・設計・工事などの
事業実施の各段階におけるコストの妥当性等経済性に関しても評価する
機能を持たせる必要がある。」と指摘している。
（３）国民への情報開示における課題
フォローアップ結果では、国民への情報開示について、次の課題を指
摘事項として明らかにしている。すなわち、
「本事業の意義、事業実施
における安全性の確保や環境影響の防止等の取組みについて、ホームペ
ージで公開するだけでなく、例えば、マスコミ等を通じて本事業及びＣ
ＣＳをめぐる国際的な動向等の関連する幅広い情報を国民に広く開示す
ることや地域住民以外の者を含め幅広い層を対象に現地訪問ツアーを企
画するなど、より能動的な対応を検討・実施する必要がある。特に、本
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事業の意義については、年間10万トン規模の二酸化炭素貯留の実証試験
を行うに当たって、約565億円以上の国費を投入することの具体的な効
果に関し、国民に対してわかりやすく説明していく必要がある。」と指
摘している。
（４）関連事業との連携協力における課題
フォローアップ結果では、関連事業との連携協力について、経済産業
省の他の研究開発事業、他府省との連携協力に係る対応状況と、豪州、
中国等海外との連携協力に係る対応状況を鑑み、それぞれの課題を指摘
事項として明らかにしている。
前者において、経済産業省では、ＣＣＳ技術の実用化に向けて、本事
業とは別に、①「二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業」と②
「二酸化炭素回収技術高度化事業」の２つの研究開発事業を実施している。
このうち、①の成果については、本事業にも活用することを明らかにし
ている。
このような状況のもとで、「成果を活用するとしている①『二酸化炭
素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業』については、活用が期待される
技術の内容と当該技術の本事業への導入プロセス（いつ、どのような方
法で導入するのか）を明確にする必要がある。また、②『二酸化炭素回
収技術高度化事業』については、将来のＣＣＳ技術の高度化に向け、そ
の成果を本事業による成果とどのように組み合わせていけるのかという
道筋を明確にする必要がある。さらに、経済産業省内で行う研究開発と
の連携協力にとどまらず、例えば、ＣＣＳ技術の高度化を図る上で必要
となる各種技術開発については文部科学省、環境影響評価については環
境省との連携を図るなど他府省との連携強化を進めていく必要がある。」
と指摘している。
後者において、経済産業省では、ＣＣＳ技術の実用化に向けて、米国
の国立エネルギー研究所等の国立研究機関との共同研究を実施するとと
もに、ＣＳＬＦやＧＣＣＳＩ等の国際会議の場を活用し、日本でのＣＣ
（61）

川島 和浩

苫小牧地点におけるＣＣＳ実証試験の期待

Ｓの取り組みを紹介して、ＣＣＳに関する豪州、中国等の各国の動向の
聴取や意見交換を実施している。
このような状況のもとで、「海外のＣＣＳ事業との連携協力について、
例えば、本事業の成果を我が国が中国を含む諸外国のＥＯＲビジネスに
も展開することができるような仕組みでの協力関係の構築、米国での帯
水層プロジェクトとの協力など、研究開発成果に対する知的財産の取扱
いにも留意しつつ、国家的な事業戦略を明確にして取り組むことが必要
である。
」と指摘している。
（５）実用化に向けた制度的・社会的課題への対応における課題
フォローアップ結果では、実用化に向けた制度的・社会的課題への対
応について、次の課題を指摘事項として明らかにしている。
このなかで、ＣＣＳ技術の普及を展望した技術およびシステムの国際
標準化に向けた取り組みについては、2011年10月に国際標準化機構21
（International Organization for Standardization、以下「ＩＳＯ」という。）
のなかに、ＣＣＳ技術のＩＳＯ規格を策定するための専門委員会（ISO/
TC265）が新設されたことに即応し、公益財団法人地球環境産業技術研
究機構（ＲＩＴＥ）が国内に審議委員会を設置し、対応についての検討
を開始している。
このような状況のもとで、「海洋汚染防止法上の取扱いについて、経
済産業省は、平成28年度初頭からの圧入試験を開始する前までに、海洋
環境への事前影響評価を実施し、許認可を取得する予定としているが、
状況によっては、許可されないこともあり得ることから、その場合の施
設への投資額を極力抑制しうるよう、施設の建設が進む前に、許認可の
取得手続きを終えるべく準備を急ぐ必要がある。我が国におけるＣＣＳ
技術の実用化・普及に向けては、貯留地点の確保が重要となることから、
今回の実証地点の選定に当たって、社会的受容性がどのように影響した
かを評価して、実用化タイプごとの貯留ポテンシャルの推定や地域にお
ける理解の増進のための方法論について、今後、検討を行うことが必要
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である。
」と指摘している。

Ⅴ．ＣＣＳ分野における国際標準化の動向
１．ＣＣＳについての新規の専門委員会（ISO/TC265）の設立
2011（平成23）年５月、カナダは、ＩＳＯに対してＣＣＳについて国
際標準となるＩＳＯ規格を策定する技術活動の委員会設置を提案した。
ＩＳＯは、このカナダからの提案を受けて、同年10月にＣＣＳについて
の新規の専門委員会（ISO/TC265）を設立することを決定した22。
わが国では、ＩＳＯに専門委員会（ISO/TC265）が新設されたこと
に照応して、公益財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）は、
日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）から同年12月に専門委員会（ISO/
TC265）に対応する国内審議団体として承認されている。その後、ＲＩ
ＴＥは、専門委員会（ISO/TC265）に対応する国内審議委員会を設置し、
2012年4月12日に第1回目の国内審議委員会を開催し、ＣＣＳ分野の国際
標準化について議論を開始した。
ＩＳＯに設置された専門委員会（ISO/TC265）の議長・幹事国はカ
ナダであり、設立当時、議決権のある参加国は、オーストラリア、カナ
ダ、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、オランダ、ノル
ウェー、南アフリカ、スイス、英国の13カ国であった。また、オブザー
バー参加国は、アルゼンチン、ブラジル、チェコ、エジプト、フィンラ
ンド、インド、イラン、ニュージーランド、セルビア、スペイン、スウ
ェーデン、米国の12カ国であった。その後、2012年6月にパリで開催さ
れた第1回専門委員会（ISO/TC265）の総会以降に、スペインが議決権
のある参加国への変更を希望したことから、現時点では、議決権のある
参加国は計14カ国、オブザーバー参加国は計11カ国となっている。
2012年６月にパリで開催された第1回専門委員会（ISO/TC265）の総
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会では、
ISO/TC265の名称を「二酸化炭素の回収、輸送、地中貯留（Carbon
dioxide Capture, transportation, and geological Storage：ＣＣＳ）」と
決定し、その分野（scope）を「設計、建設、運営、環境計画・管理、
リスクマネジメント、定量化、モニタリング、検証、および二酸化炭素
の回収、輸送、地中貯留の分野に関連する諸活動の標準化」と決定した。
さらに、ＩＳＯ規格化に向けた５つのワーキンググループ（ＷＧ）の設
置が決定された。すなわち、①回収、②輸送、③貯留、④定量化と検証、
⑤横断的諸課題（cross cutting issues）というＷＧの設置である。
わが国では、第１回専門委員会（ISO/TC265）の総会の結果と今後
の対応について審議を行うため、同年７月６日に第２回専門委員会
（ISO/TC265）に対応する国内審議委員会を開催した。そこでは、第１
回専門委員会（ISO/TC265）の総会で決定された５つのＷＧの設置を
受けて、専門委員会（ISO/TC265）に係る「定量化と検証ＷＧ」と「横
断的諸課題ＷＧ」の両分野を検討する「定量化と検証」と「横断的諸課
題」に係る国内ＷＧを設置することが承認された。
２．ＣＣＳ分野における国際標準化の期待
ＲＩＴＥは、専門委員会（ISO/TC265）の国内審議団体として、Ｊ
ＩＳＣから2011年12月に承認され、ＣＣＳの国際標準化に積極的に活動
している23。
周知のように、ＣＣＳは、大気中へ放出される CO2の排出量の抑制
効果が大きいことなどから、地球温暖化を緩和する重要な選択肢の一つ
と期待されており、既に諸外国では、多くの実証試験に加え、商業レベ
ルでのＣＣＳ事業も展開されている。わが国においても地球温暖化対策
としてＣＣＳの速やかな対応が求められており、現在実用化に向けて年
間10万トン規模で実施するＣＣＳの実証試験や必要な研究開発が進めら
れている。しかしながら、現状ではＣＣＳには高コスト、炭素価格等の
CO2排出削減を行うインセンティブの欠如、および住民合意に係わる不
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確実性などの課題があるため、石油・天然ガス開発分野を除いて広範囲
な商業的利用はまだ行われていないこと、また、ＣＣＳはまだ新しい技
術であるため、ＣＣＳに係わる法規制と標準に関する枠組みを制定して
いる国は少ないことがＲＩＴＥによって指摘されている。
ＲＩＴＥでは、ＣＣＳ分野での国際標準化は、広範囲かつ適切なＣＣ
Ｓの導入促進に役立つことを強調している。この理由として、これまで
ＣＣＳの推進者は、ＣＣＳプロジェクトの選定、設計、開発、操業、お
よび閉鎖に対して、異なるガイドライン、ベストプラクティス、および
関連標準を利用しているのが現状であり、これらＣＣＳプロジェクトが
要求する固有の要件を扱うＣＣＳに特化した標準が必要とされていたこ
とを指摘している。さらに、ＣＣＳの国際標準化によって、ＣＣＳプロ
ジェクトが安全と環境面で、国際的に合意された知見に沿っていること
が保証されるため、提案者、規制当局、および国民にとって大きな利益
が得られることが期待されていることも指摘している。

Ⅵ．おわりに
総合科学技術会議は、ＣＣＳ実証試験について、2008（平成20）年12
月８日に評価結果を公表して、指摘事項を確実に措置することを前提に
実施すべきであると提言している。その後、2012年２月８日にＣＣＳ実
証試験を実施する貯留地点が北海道苫小牧地点に決定されたことを受け
て、総合科学技術会議のもとに設置されている評価専門調査会は、同年
９月14日に事前評価のフォローアップ結果を公表している。そこでは、
事前評価に係る指摘事項について概ね必要な対策がとられているという
判断を行っているものの、ＣＣＳの実用化に向けた課題も指摘している。
すなわち、ＣＣＳ技術の実用化・普及に向けた将来的な全体構想と今般
のＣＣＳ実証試験の実施計画との位置づけが必ずしも明確ではないとい
（65）
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う指摘である。
ＣＣＳを実用化するためには、安全に長期間にわたり CO2を貯留で
きることに加えて、コストの低減化を行うことが課題とされている。最
近では、経済性の観点から英国などＥＵにおける炭素取引価格の下落を
背景として、ＣＣＳの実用化を躊躇する傾向もみられている。その一方
で、ＣＣＳ技術の普及を展望する技術およびシステムの国際標準化に向
けた取り組みも開始されている。ＣＣＳ分野に係るＩＳＯ規格化である。
わが国において、ＣＣＳ技術の実用化・普及の鍵を握るのは、苫小牧
地点で実施されるＣＣＳの大規模実証試験である。ＣＣＳの課題として
指摘されているコストの低減化に向けて、どのようなシステムや運用方
法を構築することが必要であるかを検証し、国内外の研究機関等との連
携を強化して、ＣＣＳ実用化への扉が開かれることを期待している。

──────────────────

＜注＞
1
2

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120208002/20120208002.pdf
ＣＣＳを取り巻く国内外の動向等については、拙稿（2011）を参照さ

れたい。
3

専門検討会は、2012年10月26日に第１回目の会合を開催し、同年12月

15日の第４回目の会合に至る審議過程で、評価報告書のとりまとめを行
った。
4

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs/report_001.

html

5

日本ＣＣＳ調査は、2009年10月から2011年６月にかけて、実地調査と

して３次元弾性波探査と調査井掘削を実施し、これにより得られた探査
データ、物理検層データ、コア試料分析データ、リークオフテスト等を
用いて地質モデル構築と CO2長期挙動予測シミュレーションを行い、
それらの成果を取りまとめ、2011年10月に「貯留層総合評価」を策定し
ている。
6

日本ＣＣＳ調査は、CO2の排出源からの CO2分離・回収、輸送、貯留

層への圧入に係る設備検討として、実証試験設備に必要な排出源からの
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CO2分離・回収設備、CO2液化設備、輸送、圧入設備についての概略設
計を実施している。また、圧入井の仕様やモニタリング計画案、関連法
規対応等も検討し、それらの検討成果を総合的に取りまとめ、2011年10
月に苫小牧地点における「実証試験計画（案）」を策定している。

7

総合科学技術会議は、重要事項に関する専門的な知見を迅速に探るた

め、この会議のもとに4つの専門調査会を設置しており、原則として月
１回、各専門調査会は適宜開催されている。このうち、評価専門調査会
は、2001年1月より、競争的な研究環境の実現や効果的・効率的な資源
配分のため、研究開発評価に関するルールの整備や国家的に重要な研究
開発の評価について調査・検討を実施している。
8

評価検討会における調査・検討項目には、①科学技術上の意義、②社

会・経済上の意義、③国際関係上の意義（国際貢献・役割分担、国益上
の意義・効果等）、④計画の妥当性（目標・期間・予算・体制・人材や
安全・環境面等からの妥当性）
、⑤運営等（事前評価の実施状況、評価
結果の反映の仕組み等）が示されている。
9

10
11
12

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/kettei20081208/iken081208.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu94/siryo4-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/siryo3-1.pdf
ＣＣＳ実証試験においては、専門家による実施推進体制の整備とは

別に、ＣＣＳ技術の実用化の必要性や、安全確保、環境影響などに関し
てわかりやすく説明し、広報するなどの取組の推進も指摘されている。
13

経済産業省では、苫小牧地点におけるＣＣＳ実証試験の決定に際して、

2012年2月8日に、2012年度からＣＣＳ実証事業に向けた設計、建設等に
着手するための事業者選定の公募、すなわち、「平成24年度『二酸化炭
素削減技術実証試験事業（国庫債務負担行為に係るもの）』」を実施する
委託先の公募を行っている 。その後、経済産業省は、１件の応募があ
ったことから、外部有識者のみで構成された選定委員会において厳正な
審査を行った結果、同年4月3日に日本ＣＣＳ調査を委託予定先として決
定した。http://www.meti.go.jp/information/data/c120403aj.html
14

実証試験計画の内容は、「全体計画の概要」、「技術検証課題と実証方

法」
、
「異常事態発生時の対応」で構成されている。なお、専門検討会で
は、同計画について、「システム構成、運転計画」、「モニタリング計画」、
「異常事態発生時の対応・措置等」の項目ごとに、計画の適切性について、
安全性の確保や環境影響の防止等の観点を含めて、評価を行っている。
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苫小牧地点におけるＣＣＳ実証試験の期待

http://www.meti.go.jp/information/downloadfiles/c120208a02j.pdf
15

事前評価のフォローアップ事項の検討に際して、その他の事前評価

時の意見等のなかには、商業的に成り立つ費用水準が実現できるか、国
民への還元として国内で貯留可能な量はあまり大きくないと見込まれる
なかで、この成果をどのように活用するかについても提起されている。
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu94/siryo4-2.pdf
16

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/sanko2.pdf，

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/sanko3_1.pdf

17

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/sanko1_1.

pdf，http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/
sanko1_2.pdf， http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/
haihu96/sanko1_3.pdf，http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/
hyouka/haihu96/sanko1_4.pdf
18

2011年10月8日、苫小牧市において「地球温暖化とＣＣＳ」というＣ

ＣＳフォーラムが開催され、地域住民へのＣＣＳ技術に関する情報公開
と理解促進活動が行われた。来場者は297名であり、筆者は、このフォ
ーラムにおけるパネリストとして参加している。
19

補足説明の要求項目数は、実施計画が10、実施・推進体制が1、国民

への情報開示が1、関連研究開発との連携状況（連携計画）が3、実用化
に向けた制度的・社会的課題への対応が4であり、また、補足の資料提
出の要求事項数は、実施計画が1、実施・推進体制が1、関連研究開発と
の連携状況が1、実用化に向けた制度的・社会的課題への対応が2である。
なお、追加の説明および追加の資料提出を求める要求事項の回答と併せ
て、詳細は、次のサイトを参照されたい。http://www8.cao.go.jp/cstp/
tyousakai/hyouka/haihu96/sanko2.pdf，http://www8.cao.go.jp/cstp/
tyousakai/hyouka/haihu96/sanko3_1.pdf
20
21

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/siryo3-1.pdf
ＩＳＯは、①国家間の製品やサービスの交換を助けるために標準化

活動の発展を促進すること、②知的、科学的、技術的、経済的活動にお
ける国家間協力を発展させることを目的としている。１カ国１機関が代
表として参加しており、現在の参加国数は163である。なお、日本の代
表機関は日本工業標準調査会である。2011年12月末現在の規格発行数は
1万9,023件であり、224の専門委員会が活動している。
22

ＣＣＳ分野の国際標準化については、ＲＩＴＥの HP を参照されたい。
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http://www.rite.or.jp/，http://www.rite.or.jp/news/press_releases/
pdf/120423press.pdf

なお、経済産業省に要求された補足資料のなかに

ＣＣＳ分野についてのＩＳＯ規格に関するものが取り上げられている。
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu96/sanko2.pdf
23

http://www.rite.or.jp/iso_tc265/
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中学校地理における北海道地方の単元開発
―中核的事象「産業」を事例として―
The Development of the Hokkaido Unit in Junior
High School Geography Textbooks
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達夫

KIKUCHI Tatsuo
キーワード

動態地誌的学習、北海道地方、中核的事象、産業、
自然環境

要旨
小稿は、中学校地理における北海道地方の地域学習の在り方に注目し、地域的特色
を追求できる単元開発を行う。具体的には、現行中学校学習指導要領社会編（解説社
会編）の内容と検定済教科書（中学校社会科地理的分野）の内容を確認し、中核的事
象「産業」を取り上げ、北海道地方の地域的特色を追求できる単元開発を行った。
その結果、多様な産業の存在を北海道地方の地域的特色と位置付け、その成立条件
として多様な自然環境の分布があったこと、その発展条件として歴史的背景と他地域
との結びつきとの関係性があることに気付かせる授業展開を開発した。また、多様な
産業の成立・発展・衰退の事例として、鉱業（石炭搬出）を取り上げた。
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はじめに

自明のことではあるが、新中学校学習指導要領は、平成24年４月以降、
完全実施となっている。現行中学校学習指導要領の場合、いくつかの改
訂があり、言語活動の充実、社会参画、伝統と文化の尊重などが示され
た。地理的分野では、世界と日本の諸地域学習の在り方で、方法知から
内容知への重点化の改訂があった。とりわけ、日本の諸地域学習は、従
前の動態地誌的学習を深化させた「中核方式」を採用した。
平成元年以前までの諸地域学習は、網羅的な学習（内容知の重点化）
で、いわゆる暗記科目であるという弊害を生んだ（山口によれば、平成
元年以前のものも、窓方式として動態地誌的学習には含まれると指摘し
ている）
。その反省のもと、平成元年以降、方法知を重視しながら、動
態地誌的学習を導入してきたが、思うような成果が出ず、今回の改訂に
至った。山口編（2011）によれば、従前の学習指導要領は、重点窓方式
の動態地誌的学習であり、地誌学習としては優れていたが、現場にはそ
の趣旨が十分理解されなかったと指摘している。そのため、今回導入し
た中核方式は、それらの反省にあると推測している。
これまで、中学校地理における日本の諸地域学習では、地域区分につ
いて明確な基準を学習指導要領で示していない。現行学習指導要領でも、
その点に変化はない。ただ、その多くは、７地方区分（九州、中国・四
国、近畿、中部、関東、東北、北海道）を採用してきた。７地方区分は、
都府県単位を超えた広域な地理的範囲であるものの、北海道のみ変化が
ない。小学校社会科では、市町村単位、都道府県単位を地理的範囲とし、
中学校社会科では、地方単位を地理的範囲とする。そのため、北海道は、
地域区分の基準の仕方によって、位置付けが異なる。ここに、北海道の
地理的範囲の特殊性がある。中学校地理における北海道地方の学習は、
この点に注意を要する。
とりわけ、北海道に位置する小学校では、地域学習の地理的範囲とし
（73）
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て、市町村又は振興局（旧支庁）を想定しており、都道府県を単位とし
た北海道全域を学習対象とすることは少ない。中学校に入ると、北海道
地方の学習は、都道府県単位という概念の知識があまりないまま、一地
方の学習として展開することになる。他地域と比較する場合、地方単位
の比較か、都道府県単位の比較かによって、地域的特色の位置付けが変
わってくる。
以上のような背景から、小稿は、中学校地理における北海道地方の地
域学習の在り方に注目し、地域的特色を追求できる単元開発を行う。こ
こでの視点は、他地域（今回の場合、他の地方が該当する）と比較する
上で、地理的条件の差異が明確になるものを意識した。ただ、統計資料
では、都道府県単位を中心としたものが大半であり、工夫・加工が必要
な場合が多い。

Ⅱ．日本の諸地域学習の内容と特色
まずは、平成20年版中学校学習指導要領において、日本の諸地域学習
について、どのように示されているか、確認しておきたい。日本の諸地
域学習は、日本を幾つかの地域に区分し、それぞれの地域について、以
下の（ア）から（キ）で示した考察の仕方を基にして、地域的特色をと
らえさせるとなっている。また、内容の取扱いとして３点示されている。
１つは、地域区分については、指導の観点や学校所在地の事情などを考
慮して適切に決めること、２つは、指導に当たっては、地域の特色ある
事象や事柄を中核として、それを他の事象と有機的に関連付けて、地域
的特色を追求するようにすること、３つは、
（ア）から（キ）の考察の
仕方については、学習する地域ごとに一つ選択すること、また、日本の
諸地域学習全体を通してすべて取り扱うこと、になっている。なお、
（ア）
から（キ）までの考察対象となる中核的事象とは、自然環境、歴史的背
景、産業、環境問題・環境保全、人口・都市村落、生活・文化、他地域
（74）
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との結びつきの７項目である。
以上から、幾つかの地域区分を前提とし、それぞれの地域の特色ある
地理的事象や事柄を他の事象と有機的に関連付けて追求する活動を通し
て、地域的特色を認識させるようになっている。また、解説社会編では、
２点について言及している。「有機的に関連付けて」とは、地域の特色は、
様々な事象が結びつき、影響を及ぼし合って成り立っていることに着目
して、地域的特色を中核となる地理的事象と他の事象との関連からとら
え、その成り立ちを考察するものとしている。また、「追求するように
すること」とは、生徒が、地理的事象を見出してその特色を調べたり、
事象間の関連を考察したりして、地域的特色をとらえていくような学習
活動を求めたものとしている。すなわち、区分した地域について、羅列
的に地理的事象を理解する学習活動にならないよう強調している。
すでに述べたように、地域区分は、明確な区分の基準を示していない
ものの、従来どおり、７地方区分を採用するものが多いと考えられる。
仮に7地方区分を採用した場合、中核的事象との関連では、１地方につき、
１つの中核的事象を取り上げることになる。ただ、どの地方で、どの中
核的事象を取り上げるべきか、規定されていない。概ねは、各教科書会
社の選択した中核的事象によって、指導するものと考えられる。北海道
の場合、
「自然環境」を３社、
「歴史的背景」を1社が選択している。よ
って、北海道の特色ある地理的事象は、自然環境が先行するものと判断
できる。
今回の中核方式では、中核的事象の内容理解が最終目的にならないよ
う留意する必要性が示されている。すなわち、最終目的は、諸地域の地
域的特色の理解であり、あくまで中核的事象は、その手段にすぎない。
とりわけ、各地方のまとめは、中核的事象のそれではなく、その地域に
おける地域的特色であることを強調している。この点は、山口編（2011）
でも、指導展開として陥りやすい留意点であると指摘している。
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Ⅲ．中核的事象「産業」の内容とその選定意図
すでに述べたように、各教科書会社の作成した検定済教科書では、北
海道地方の中核的事象として、自然環境を取り上げる事例が多かった。
筆者は、その視点を一方で尊重しながら、事象の有機的な関連付けを意
識し、あえて他の中核的事象「産業」を選択した。
現行学習指導要領による「産業を中核とした考察」では、以下のよう
に示されている。地域の農業や工業などの産業に関する特色ある事象を
中核として、それを成立させている地理的諸条件と関連付け、地域に果
たす産業の役割やその動向は他の事象との関連で変化するものであるこ
となどについて考える、となっている。
解説社会編によれば、「それを成立させている地理的諸条件と関連付
け」については、産業の立地は、幾つかの地理的諸条件が関連し合って
作用していることに留意し、自然的条件と社会的条件との両面から関連
付けて地域的特色を追求するものとしている。また、「地域に果たす産
業の役割やその動向は他の事象との関連で変化するものであることなど
について考える」については、産業を成立させている地理的諸条件の変
化や他地域との関係などを伴って変化するものであることなどを踏まえ
て考察することが必要であることを指摘している。
筆者は、北海道地方の中核的事象として産業を取り上げる理由を、以
下のように考えた。まず、北海道の産業は、多様性がある点に注目した。
具体的には、農業、酪農、漁業、林業、鉱業（石炭産出）、工業（食品
工業、木材加工業）の生産量や出荷額、割合の優位性に着目することで、
それらの成立に自然環境が基礎条件となっていることを気付かせ、さら
に歴史的背景、他地域との結びつきが深く関係していることを追求でき
る内容と考えた。その結果、多様な産業の成立には、多様な自然環境の
分布を前提とし、成り立っていることがわかる。このことが、北海道地
方の地域的特色を決定付けている。
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なお、他の地方と中核的事象との関係は、以下のように想定した。九
州地方は環境問題・環境保全、中国・四国地方は人口・都市村落、近畿
地方は歴史的背景、中部地方は他地域との結びつき、関東地方は生活文
化、東北地方は自然環境を取り上げる。また、比較地誌的考察では、関
東地方と近畿地方、北海道地方と九州地方を想定した。前者は、日本の
中心地の移動（共通点を重視）、後者は、周辺地における産業立地の違
い（相違点を重視）、それを経て日本の地域構造の理解につなげること
を想定した。
第１表 各検定済教科書（筆者案を含む）における地方と中核的事象の関係
地方名

Ｙ社

Ｋ社

Ｔ社

Ｎ社

筆者

九州

環境問題

自然環境

環境問題

環境問題

環境問題

中国・四国

人口

他地域

人口

人口

人口

近畿

歴史的背景 環境問題 歴史的背景 歴史的背景 歴史的背景

中部

産業

産業

産業

産業

他地域

関東

他地域

人口

他地域

他地域

生活文化

東北

生活文化

生活文化

生活文化

生活文化

自然環境

自然環境 歴史的背景 自然環境

自然環境

産業

北海道

資料）武田竜一（2011）：『地理教育第41号』地理教育研究会 pp.29-31.
注１）環境問題は、環境問題・環境保全、人口は、人口・都市村落、他
地域は、他地域との結びつきの略。
注２）山口編（2011）：『動態地誌的方法によるニュー中学地理授業の展
開』明治図書による内容の場合、T 社（N 社）と同じであった。
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Ⅳ．中核的事象「産業」とした北海道地方の単元開発
北海道地方の中核的事象を産業とした場合、関連事象として、自然環
境、歴史的背景、他地域との結びつきを想定した。
以下は、北海道地方の単元計画を全４時間とし、その内訳を山口編
（2011）にならい、第１次（Ａ過程＝1時間）、第２次（Ｂ過程＝２時間）、
第３次（Ｃ過程＝１時間）とした。中核的事象を用いる場面は、第２次
である。とりわけ、中核的事象を用いる学習は、追求や考察ができるよ
う調べ学習や作業学習を想定していることから、本計画でもそれに準じ
るようにした。
第１次では、北海道地方の地域的特色の大要をつかむため、地理的位
置、自然地理的事象（気候・地形）、人文地理的事象（都市・人口・交通）
について、地図帳を活用しながら、ワークシートに読み取った事実を整
理させる。地理的位置では、日本全域の中で北方に位置すること、北方
領土、ロシア連邦との位置関係などを確認する。自然地理的事象では、
気候区分として冷帯に属し、一定の積雪がみられること、中央部に山脈
が連なり、大河川（石狩川・十勝川・天塩川）の中下流域に低地が広が
っていること、人文地理的事象では、札幌を中心に、函館、旭川、帯広、
釧路といった地方中心都市が点在すること、鉄道網、高速道路網が東西
南北に広がっていること、港湾や空港が点在していることなどを確認す
る。重要な点は、単なる地名の整理にならないよう、地図帳を参照しな
がら、地理的位置・分布の確認をしっかり行うことである。
第２次では、中核的事象「産業」と関連事象の自然環境、歴史的背景、
他地域との結びつきを関係させながら、作業学習を取り入れ展開する。
すなわち、北海道地方には、多様な産業が成立・発展していることを地
域的特色として押さえ、その成立条件に自然環境、その発展条件に歴史
的背景と他地域との結びつきが関係していることを思考し、理解するこ
とにある。
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１時間目では、産業別（種類別）の統計資料を用いながら、北海道と
他地域（都府県）を比較させ、優位性のある産業（種類）を読み取らせ
る。その際、統計資料は、1960年代、1980年代、2000年代といった時系
列もわかるものを準備したい。その結果、農業、酪農、漁業、林業、鉱
業（石炭搬出）
、工業（食品工業・木材加工業）といった優位性ある産
業を読み取ることができる。加えて、地図資料を用いて、それらの産業
の主要地を確認させる。ここでは、産業別の地理的差異（地理的分布）
に注目させる。農業では、水田、小麦、酪農では、主要な産地、漁業で
は、主要港湾の水揚げ量、林業では、主要な木材産地、鉱業では、主要
な産炭地、工業では、食品工業や木材加工業の集積地などである。この
中には、すでに産地としての役割を終えたところもある。
その成立・発展過程は、年表資料を用いて、確認させる。とくに、漁
業は、200海里規制の時期、林業は、北洋材（外国材）の輸入の増加時期、
鉱業は、国内の政策転換やエネルギー革命が生じた時期、その前後を比
較することで生産量に変化が生じていることをおさえておく。
２時間目は、多様な産業の成立・発展・衰退の事例として、鉱業（石
炭搬出）を取り上げる。まず、北海道における石炭搬出の歴史的なきっ
かけを確認する。次に、なぜ、石炭搬出が重要性を帯びることになった
のか、
戦争需要（兵器製造やエネルギー原料）と工業需要（重化学工業）
について、グラフ資料を手がかりに、その事実を追求させる。具体的に
は、グラフ資料の数値の急増期は、何によって生じたことなのか、思考
させる。同時に、急減期は、どのような理由が考えられるのか、思考さ
せる。これらを通じて、国内政策の推進・転換や外的要因（エネルギー
革命）の影響があったことを理解する。
続いて、道内の交通網をみせながら、どのような交通手段を使い、ど
の地域へ石炭搬出をしていたのか、統計資料を交え、思考させる。その
結果、鉱業の成立・発展には、他地域との結びつきが重要であった点を
理解する。
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第３次では、北海道地方の地域的特色として、多様な産業の成立・発
展について振り返る。それらの成立には、多様な自然環境の分布が前提
としてあること、それらの発展には、歴史的背景（国内政策の推進・展
開、外的要因の影響）や他地域との結びつきが不可欠であったことを確
認する。このような流れを関係図（構造図）として整理し、他地域との地
理的条件の違いを浮き彫りにしながら、北海道地方の地域的特色として
位置付ける。よって、他地域との比較を通じ、多様な自然環境の分布が、
産業のみならず、北海道地方の地域的特色を決定付けていることを追求
させる。
第２表
単元名
１

社会科地理的分野の指導計画例

日本の諸地域―北海道地方―

単元目標

（１）北海道地方の地域的特色を、産業を中核とした考察の仕方をも
とに、多面的・多角的に考察させ、とくに関連事象との関係性につ
いて思考させる。
（２）北海道地方の地域的特色を、産業を中核とした考察の仕方をも
とに、地域的特色を理解させ、その知識を身に付けさせる。
２

単元構成計画（全４時間）

第１次「北海道地方を特色付ける地理的事象の大要をつかむ」（1時間）
第２次「北海道地方の特色について産業を中核にしながら、関連事象を
交え、探求・追求する」（２時間）
第３次「北海道地方の地域的特色についてのまとめ」（１時間）
中核的事象目：産業
関連事象：自然環境、歴史的背景、他地域との結びつき
３

指導計画例
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教師のかかわり

○地図帳を活用しながら北
海道地方について、地形、
第１次
都市の分布、交通網などを
（１時間） ワークシートに整理し、地
域的特色を概観する。

○読み取った地理的事象につ
いて、地形、都市の分布、交
通網など、どのような地域的
特色があるかを確認させる。

【１時間目】
○統計資料（地図帳ほか）
を活用しながら、他地域
（都府県単位）と比較し、
どのような産業（種類）が
優位にあるのか、読み取
る。また、各産業として、
どのような種類のものを生
産しているのか、ワークシ
ートに記入する。

【１時間目】
○ここでは、多様な産業にお
いて、北海道が、優位にある
（あった）ことを気付かせ
る。農業では、米、小麦、酪
農では、乳牛、漁業では、サ
ンマやカニの漁獲高、林業で
は、木材搬出量、鉱業では、
石炭搬出量、工業では、食品
工業や木材加工業の占める割
合。いずれの産業において
も、北海道の自然環境に深く
関係していることに気付かせ
る。
○地図化することにより、農
業、酪農、漁業、林業、鉱
業、工業の主要地に地域的差
異があることを気付かせる。

○各産業の主要地について
地図帳を参照しながら、白
（２時間）
地図に記していく。その結
果、ある程度の地域的特色
があることを読み取る。
第２次

【２時間目】
○産業の事例として、鉱業
（石炭搬出）を取り上げ
る。年表資料（明治期以
降）や統計資料をみなが
ら、鉱業の成立・発展・衰
退には、国内政策・転換、
外的要因が深く関係してい
ることを読み取る。

【２時間目】
○鉱業（石炭搬出）は、箱館
の開港にきっかけがあり、石
炭鉱脈の発見により、産出さ
れるようになった事実に気付
かせる。加えて、戦争需要、
工業需要に支えられ発展し、
国内政策・転換、エネルギー
革命などにより、衰退した事
実に気付かせる。
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○地図資料・統計資料をみ
ながら、石炭は、どのよう
第２次
に搬出し、どこに移出され
（２時間）
ていたのかを読み取る。

○石炭は、主として道外地域
へ移出されていたことに気付
かせる。その際、どのような
交通手段を利用したのか、思
考させる。

○北海道地方の特色ある
「産業」を中核とした考察
を基に、自然環境、歴史的
背景、他地域との結びつき
との関連性を思考し、地域
第３次
的特色について、関係図
（１時間） （構造図）を通じてまとめ
る。

○北海道地方の地域的特色と
して、多様な産業の成立（発
展・衰退）があり、それと他
の関連事象（自然環境・歴史
的背景・他地域とのつなが
り）が深く関係していること
に気付かせる。とりわけ、産
業に関わらず、多様な自然環
境の分布が、他地域と比べ、
地域的特色を決定付けている
ことを追求させる。

＊全体を通じての教材活用においての留意点
教科書、地図帳に加え、統計、年表、写真、図書館資料、博物館資料（産
業遺産・北海道遺産）を効果的に用いて、多面的・多角的に資料活用を
行えるように留意する。
４

単元の評価基準

北海道地方の地域的特色として、多様な産業の成立・
関心・意欲・ 発展または衰退を取り上げることができ、それと他の
態度
事象との関係性について、関心を高め、それを意欲的
に探究・追求しようとしている。
北海道地方の地域的特色として、多様な産業の成立・
思考・判断・ 発展または衰退を取り上げることができ、それと他の
表現
事象との関係性について、各種資料を用いながら、多
面的・多角的に思考しようとしている。
北海道地方の地域的特色として、多様な産業の成立・
発展または衰退を取り上げることができ、それに他の
資 料 活 用
事象と、深く関係していることを、適切な資料を用い
ながら有用な情報を得ようとしている。
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北海道地方の地域的特色として、多様な産業の成立・
知 識 理 解 発展又は衰退を取り上げることができ、それに他の事
象が、深く関係していることを理解している。

Ⅴ．おわりに
小稿では、中学校地理における北海道地方の地域学習の単元開発を行
った。具体的には、現行学習指導要領の内容と検定済教科書（新中学校
教科書）の内容を確認し、指導計画案として、中核的事象「産業」を取
り上げ、関連事象として、自然環境、歴史的背景、他地域との結びつき
を交えながら、
北海道地方の地域的特色を浮き彫りにできるよう努めた。
とりわけ、検定済教科書の内容では、北海道地方の中核的事象として、
自然環境を多く選択しており、それ以外からの切り口も必要であると考
えた。それは、ステレオタイプ的な地域的特色に陥らないことを期待す
るものであった。
すでに述べたように、各地方の地域的特色を理解する上で、動態地誌
的学習である中核方式を採用したが、中核的事象とその他の事象とのつ
ながりを模索することも強調している。指導計画例の場合、関連事象を
３つに留めたが、残り３つの事象でも、関係性を示すことができる。例
えば、人口・都市村落は、炭鉱都市の成立や人口流出による衰退、生活
文化は、
道外からの労働者の移入に伴う産炭地における地域文化の成立・
発展・衰退、環境問題・環境保全は、炭鉱施設群の保存や再利用などの
実態を想定することができる。理想的には、１つの中核的事象を通じて、
すべての関連事象（他６つの中核的事象）との関係を示すことができれ
ば、多角的に地域的特色を浮き彫りにできるであろう。ただ、限れた時
数を考えれば、関連事象は、ある程度の精選（2・3事象）をする必要は
あろう。
今後の課題は、本指導計画案の授業実践とその学習成果の考察が必要
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な点である。この考察を経て、本指導計画例の有効性や課題が初めて明
確になる。加えて、北海道地方の中核的事象を産業にすることで、他の
地方学習をどのように展開し、日本の地域構造をどのように理解させる
のか、全体指導計画の作成も必要となる。これらは、他の研究報告や授
業実践報告の内容を確認しながら、機会をみて実施・提案できればと考
えている。

付

記

小稿は、2012年８月25日実施（北翔大学）の全国地理教育学会北海道
第10回例会／札幌地理サークル第424回例会において、自由研究発表し
た内容に、若干の検討・修正を加え作成したものである。研究発表の際、
フロアより貴重な意見を賜った。記して、感謝申し上げる。
なお、本研究は、平成22・23年度北方圏学術情報センター研究費（生
涯学習部）を使用した。
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