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ロシア語の基礎語彙について⑵

日本とロシアのロシア語検定試験に出題される語彙の比較を通して

寺 田 吉 孝

１．は じ め に

ロシア語能力検定委員会 によって実施されているロシア語能力検定試験 (以下，略して検定）

にチャレンジする学生が数名ずつであるが毎年出てきている。検定４級を受験する学生が大半で

ある。しかし，北海学園大学では，４年間，４レベルのロシア語の授業が開講されているので，

３，４年次科目を履修している学生の中には，３級以上にチャレンジしようとする者もいる。

10年近く前のことになるが，2002年に検定４級の試験に出題された語彙を分析したことがあ

る 。検定では，その実施要項 において，それぞれの級の到達度判定基準に，習得しておくべき語

彙数を明示しているが，具体的に「どの単語を習得すべきか？」ということは示されていない。

そのため，独自に語彙資料の作成を行ってみた。

今回は，その続編である。検定３級では，1000語が習得すべき語彙数であるとされているが，

その1000語の中にはどういった単語が入るのかということを探るのが今回の目的である。

２．日本のロシア語能力検定試験３級に出題された単語

検定４級の語彙調査の時と同じ作業手順 で，検定３級に出題された語彙を調査した。用いた文

章解析ソフトも，同一のOCP（Oxford Concordance Program）である。

第51回～第56回（2007～2010年）の６回分の検定３級の試験問題で出題された全ての単語の

内，異なり語数は，1185語であった 。1185の単語が検定３級で何回出題されたかをみると，下表
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のようになる。

３．ロシア文部科学省認定「外国人のためのロシア語能力検定試験（ ）」の

基礎レベルの語彙

ロシア文部科学省認定の「外国語としてのロシア語検定試験（

）（以下略して ）」という検定試験が実施されており，1998年からロシアの大

学および大学院への入学を希望する外国人は，原則として， を受験しなければならなく

なった 。 の難易度レベルは，下記のように分けられる。入門レベルが最もレベルが低く，

４級が最もレベルが高い。レベル毎に，問題集，語彙集，到達基準説明書などが発行されている。

それらの発行物をみると，日本の検定３級は， の基礎レベルよりも難易度がやや下のよう

に思われる。

･入門レベル（ ）（略して， ）

･基礎レベル（ ）（略して， ）

･１級（ ）（略して， ）

･２級（ ）（略して， ）

･３級（ ）（略して， ）

･４級（ ）（略して， ）

北海学園大学学園論集 第148号 (2011年６月)

考慮し，例えば， ， ， などの熟語は，一つの単語として扱った。また，

同音異義語を区別して，異なる単語として集計した。例えば， （痛む）， （病気である），

（導く）， （運転する）， （友）， （お互い； の形で）， （～が

ある）， （食べる）， （勉強する）， （～に従事する）， （世界），

（平和）， （いいえ）， （～がない）， （学ぶ）， （～を勉強する），

（言語）， （舌）など。

短期研修生は除かれる。

出題回数 ６回 ５回 ４回 ３回 ２回 １回 総計

単語数 111(10％) 63(5％) 96(8％) 93(8％) 216(18％) 605(51％) 1184
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の基礎レベル（ ）の語彙集 の序文に習得すべき語彙が約1300語と書かれている。

そして，実際に1332語が語彙集に挙げられている。

日本の検定３級では，1000語が習得すべき語彙数であるとされているので， では約1.3倍

の語彙の習得が要求されている。

４．日本のロシア語能力検定試験３級に出題された単語と 基礎レベル

（ ）の語彙集にある単語の比較

２で得られた単語リスト（検定３級で出題された全ての単語）と３で得られた単語リスト（

の語彙集にある全ての単語）を一つのファイルに集め，OCPを利用して，両者に共通する語彙と

異なる語彙を導き出した 。

検定３級と の語彙の特徴としては，次のことが挙げられる。

ロシア語の基礎語彙について⑵（寺田吉孝)

資料1～3参照。

の語彙集の単語リストの訳語も英語，スペイン語，中国語，ドイツ語，フランス語で書かれている。

総単語数 共通する語彙 異なる語彙

日本の検定３級で出題された語彙 1184 444
740

の語彙集にある語彙 1332 592

検定３級

固有名詞
77語出題されている（人名52語，地名20語，その

他５語）
１語も含まれていない

個数詞
200までの個数詞の一部（13，14，16，18，19，50，

60，70，80，90，100は出題されていない）
1～100万までの個数詞

順序数詞
1～9の順序数詞の一部（４，５，６は出題されてい

ない）と20
1～10までの順序数詞

「民族，国民」を

表わす名詞

イギリス人（男），フランス人（男），日本人（男），

アメリカ人（男）

イギリス人（男女），スペイン人（男女），

中国人（男女），ドイツ人（男女），フラ

ンス人（男)
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の語彙集の最も顕著な特徴は，固有名詞が含まれていないということである。しかし，こ

れは， では，固有名詞が出題されないということを意味しているのではない。語彙集ととも

に発行されている検定試験対策用の見本の試験問題 には，固有名詞が数多く出題されている。ま

た，語彙集の序文には，次のように，固有名詞の学習の必要性が述べられている 。

「下のレベルの語彙集と同様に，基礎レベルの語彙集には，大陸や国の名称は入っていない。そ

れらは，本書の第２部にあるテーマ別の単語グループの一つとなっている。このグループの内容

は，世界における政治的，経済的情勢によって，また，言語学習の場所と目的によって，さらに，

ロシア語を学ぶ外国人の関心によっても，変わりうる。従って，これらの単語は，基礎語彙集だ

けでなく，各々の教科書で用いられる単語の10％を占めなければならない。」

日本の検定３級では，出題された全ての語彙1184語の約6.5％にあたる77語が固有名詞であ

る。 のように固有名詞を含めないことにすれば，出題された総語彙は，1107語となり，ロシ

ア語能力検定委員会が実施要項の３級到達判定基準のページに示されている習得語彙数約1000

語に近づく。しかし， の語彙集にある単語と一致しないものが多く見られる点は気になると

ころである。そこで，日本の検定３級での出題回数と の語彙集にある単語との一致の関係を

調べた。

次頁の表で示されているのは，たとえば，６回の検定試験すべてで出題された単語は６語を除

いて，また，６回の内５回の検定試験で出題された単語は２語を除いて，すべて の語彙集に

あるということである。また，１回しか出題されなかった単語の半数以上（約56％）は の

「民族・国家の」

を表す形容詞

「～語で」を表す

副詞
のみ

月 一部の月名（２月，５月，８月は出題されていない） 全ての月名

曜日 一部の曜日（火曜，水曜，木曜は出題されていない） 全ての曜日時
間
表
現

名詞 は出題されていない

四
季 形容詞 は出題されていない 全ての季節名

副詞 は出題されていない

名詞 のみ出題されている
方角 全ての方角

形容詞 出題されていない

［ ］
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語彙集にはない。

日本の検定３級で出題された単語の内， の語彙集にない単語を出題回数毎に分けて列挙す

る。

出題
回数

語数 日本の検定３級では出題されているが， の語彙集に含まれていない単語

6語

17語

72語

338語

６回

３回

２回

１回

５回 2語

４回 8語

日本の検定３級で出題された回数 ６回 ５回 ４回 ３回 ２回 １回 総計

の語彙集に含まれている単語 105 61 88 75 144 267 740

の語彙集に含まれていない単語 6 2 8 18 72 338 444
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２回以上出題されて， の語彙集にない単語は105語で，その内，固有名詞は29語ある。

残りの76語は，日本における検定試験であることを特徴づける ， の２語を除い

て大半は検定３級に出題されるに相応しい基本的な単語である。例えば，使用頻度の高い前置詞

， ， ，小詞 ，運動の動詞 ， ， ， や など。

１回しか出題されていない単語で の語彙集にない単語は338語あり，その内，固有名詞は

48語である。残りの290語の内，いくつかは，検定３級で出題するにはやや難しいかなと思われ

るものもあるが，大部分は，妥当と言えるだろう。

一方， の語彙集にはあるが，検定３級には出題されていない592語（資料３参照）をみる

と，これも基礎レベルの試験に出題されて当然と思われるようなものが多い。

５．日本の検定３級に出題された語彙と４級に出題された語彙の比較

以前，日本の検定４級に出題された単語と の入門レベル（ ）の語彙集にある単語と

の比較を行った時，431語の共通する語彙Aがあることがわかった。一方，今回，日本の検定３級

に出題された単語と 基礎レベル（ ）の語彙集にある単語の比較をすると，740語の共

通する語彙Bがあることがわかる。Aの語彙は，Bの語彙に含まれていそうなのであるが，実際

は，Aの語彙431語の内74語Dは，Bの語彙には含まれていない。
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６．終 わ り に

以上で見てきたように，検定３級で習熟すべき単語1000語を選び出すのはかなり困難な作業で

ある。

① 過去６回の検定３級で出題された1184語の内， 基礎レベル（ ）の語彙集にな

いものが444語（38％）ある。

② 基礎レベル（ ）の語彙集にある1332語の内，過去６回の検定３級で一度も出

題されていない単語が592語（44％）ある。

③ 過去６回の検定３級において，１回しか出題されなかった単語は，全体の51％の605語で

ある。そして，その605語の内の56％にあたる338語は， の語彙集に入っていない。

④ ５で見たように，検定４級と で共通する431語の内，検定３級と で共通する単

語に含まれないものが74語ある。

⑤ 検定３級では，200までの個数詞の一部しか出題されていない。しかし，200までの個数詞

は出題される可能性があると考えてよいだろう。

⑥ 検定３級では，20までの順序数詞の一部しか出題されていない。しかし，20までの順序数

Dに該当する74語

AとB双方に共通する単語 AとBで共通しない単語

検定４級と の共通語彙431語A 74語D
357語C

検定３級と の共通語彙740語B 383語E
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詞は出題される可能性があると考えて良いだろう。

⑦ 月名，曜日，四季，方角等を表す単語に関しても，一部しか出題されていない。しかし，

例えば，４月が出題されているのであれば，他の月が出題される可能性があると考えてよい

だろう。

検定３級と で共通に出題されている740語（資料１参照）は，習得すべき1000語として

相応しいであろう。しかし，資料２，３にあるような単語は，当該の検定試験が目指す目標等に

よって，出題されるか否かが決定されると思われる。つまり，日本の検定試験は，その要項で述

べられているように，読解力，聴取力，会話力，翻訳力の４つの力を見て，総合的な語学力を認

定する方針であり，一方， の入門レベルは，コミュニケーション能力に焦点を合わせてい

る 。

検定３級で習熟すべき1000語には，①～⑦を考慮して，上記の740語に100～120語程度加え

た約850語を入れることが出来るだろう。しかし，残りの約150語として，どの単語が相応しい

かはよくわからない。

基礎のロシア語を教えている教員としての希望なのであるが，日本の検定試験も と同

じように，自らの出題方針に沿って，習得すべき語彙を受験生に提示してみてはどうだろう。検

定３級の場合であれば，1000語に限定するのは難しいかもしれない。その場合は，1000語を超え

ても良いだろう。そして，事前に提示していない単語には，必ず注を付けるようにする。そうす

れば，出題も容易になると思われる。また，目標を設定することによって，受験者の学習意欲は

増し，より効率的な学習が可能になると考えられる。可能であれば， のように，語彙集，

問題集，到達基準説明書なども発行して，日本の実用ロシア語教育のスタンダードを確立させて

いただきたい。

今回の調査結果は，今年改訂予定の３種類の教科書（『ロシア語基礎コース』，『ロシア語でコミュ

ニケーション』，『入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』）の作成に反映させて

いく。
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資料1 日本のロシア語能力検定試験３級第51～56回で
出題された単語の中で， の基礎レベル
（ ）の語彙集に含まれている単語（740語）
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資料2 日本のロシア語能力検定試験３級第51回～56回
で出題された単語の中で， の基礎レベル
（ ）の語彙集に含まれていない単語（444語）
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資料3 の基礎レベル（ ）の語彙集にはある
が，日本のロシア語能力検定試験３級第51回～56
回では出題されていない単語（592語）

124

北海学園大学学園論集 第148号 (2011年６月)



125

ロシア語の基礎語彙について⑵（寺田吉孝)


