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概要：本研究では「麗澤版フィンランド語基礎語彙集」としてリストアップした単語の評価と語彙集としての整備
をおこなう。各単語の重要度をフィンランド語のネイティブおよびフィンランド語教師が評価したものを比較し、
その一致度を分析する。結果を先行研究の語彙リスト(Branch et al. 1980)と比較するとともに、最終的な語彙
の重要度のレベル分けをおこない、語彙集として公開する。
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1.

はじめに

私は大学に入ってフィンランド語を勉強し始めた
時、フィンランド語が難しい言語だと感じた。そう感じ
た一番の理由は、普段生活している中で、フィンラン
ド語の単語に触れる機会がないからである。日本語
には「サンドイッチ」や「カステラ」のように外来語が
数多くあるが、フィンランド語由来のものは「サウナ」
くらいしかない。英語や中国語、他のメジャーな言語
と似た単語が少なく、私自身、フィンランドに興味を
持たなければ、「サウナ」以外のフィンランド語に触
れる機会はなかったかもしれない。
実際、日本国内でフィンランド人を見かけフィンラ
ンド語を話す機会は決して多くない(そもそも人口
500 万人と国が小さい)。しかし、幸い現在学内にフィ
ンランド人留学生が在学していることや、フィンランド
へ関心が日本で最近高まってきていることもあり、フ
ィンランドに行ってフィンランド語で話したい、フィン
ランド語を勉強したいという学生が集まるようになり、
フィンランド語の単語を皆で勉強できればと考えるよ
うになった。
しかし、フィンランド語は他の言語に比べて学習し
にくい側面が多くある。そもそもフィンランド語は、ウ
ラル語族、フィン・ウゴル語派の中のバルト・フィン諸
語と呼ばれるグループに分類される言語である(松
村 1998)。フィン・ウゴル語派は、エストニア語やハン
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ガリー語と同じ区分で、他の北欧諸国の言語(イン
ド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派)とは系統が大きく異
なる。また、日本語の「大和言葉」にあたる固有語が
多く、特に主要な語彙においてはその傾向が顕著
である。例えば、「ドラゴン」という単語は英語やフラ
ンス語では「dragon」、ドイツ語では「Drache」、イタリ
ア語では「drago」のようにお互いかなり似たような言
葉になるのに対して、フィンランド語では「lohikäärme」
という全く異なった単語になる。 そのため、フィンラ
ンド語の語彙に親しんでいない状態では、たとえ文
法を知っていても、文を推測して理解することは他
の言語以上に難しくなる。フィンランド語を理解する
には、このような独特の固有語を含めた語彙の習得
にむけた対策が必要不可欠であると考える。
そこで私たちフィンランド語の学習仲間で、フィン
ランド語の授業の補助学習の機会として自主企画ゼ
ミナールを立ち上げ、フィンランド語の語彙を学ぶこ
とにした（2018 年度前期「自主企画ゼミナール」、履
修者 6 名、聴講者 3 名、担当教師千葉庄寿教授）。
フィンランド語の語彙学習に役立つような教材を作
ろうと考え、日常会話に必要な語彙をある程度カバ
ーするような語彙集を作成することを目標にすること
にした。(土屋 2019)

2.

研究のねらいと先行研究

麗澤版フィンランド語学習語彙集の整備と公開

2.1

研究のねらい

本研究は、学習用のフィンランド語の語彙集を整
備・公開することを目的とする。この語彙集は、昨年
度作成した「麗澤版フィンランド語語彙集」を基盤と
し、それぞれの語彙における重要度の評価の検証
が本研究の中心となる。
単語や表現の重要度は学習用の語彙集にはなく
てはならない情報だと考えられる。例えば、英語の
学習用辞書の多くは赤文字や太字でどの単語が重
要なのかが一目でわかるようになっている。単語帳
のような学習教材の中には、単語が重要度順に載っ
ているものも少なくない。学習する上でどの語彙を
優先して勉強するべきかは、学習者にとってとても
重要だからである。
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「麗澤版フィンランド語語彙集」について

昨年度作成した「麗澤版フィンランド語語彙集」(土
屋 2019)では、カテゴリーと担当者を決め、毎週、担
当者は授業内共有のGoogleドライブを用いて、日本
語の欄にカテゴリーに関する自分の知りたい語彙を
挙げた（図.1 を参照）。また、可能であればフィンラン
ド語も調べて入力した。作業に使用した Google ドラ
イブのスプレッドシートは、携帯端末からでも編集す
ることが可能な上、複数名の担当者や教師が同時に
編集を行うことができる点からグループ編集に有効
であった。期日までに担当者が語彙をリストアップし
たものに、意味と重要度を担当教師の判断で加えた
ようすを図２に示す。重要度は★の数で表され、重
要な順から「★★」「★」「印なし」の 3 段階に分けら
れた。こうして作成した単語リストを教師が Quizlet 上
に登録・公開し、授業まで受講者は各自学習をおこ
なった。
挙げられた語彙は毎回 120～200 単語程度で、最
終的に全 10 回、合計 1, 586 の語彙がリストアップさ
れた。

図 1：Google ドライブの語彙リストアップ画面
準備締め切り日までに、「日本語」「フィンランド語」の欄に知りたい単
語を入力し、自分の名前をその横の入力者の欄に入力する。語彙公
開日までに、担当教師が「フィンランド語」「重要度」「備考」の欄を補完
する。

2.3

先行研究

昨年度の研究(土屋 2019)では、自主企画ゼミナ
ールで作成した語彙リストを基に、フィンランド語の
大規模な研究用データベースから頻度情報を調べ
て重要度の評価をおこなった。用いたのは Korpとい
うフィンランド語の研究用データベースである。これ
1
は、収録されている言語データベース の用例を
キーワードを指定して検索できるサービスである。
本研究では、語彙集の比較・評価のための資料と
して Branch et al. (1980)を用いることにした。Branch et
al. (1980)は、フィンランド語の語彙を使用頻度順にラ
ンク分けした語彙集である。使用頻度の高い順に、
A から R までランク付けされている。例えば、「私」に
当たる「minä」は、使用頻度の高い A ランクに振り分
けられており、「帽子（hattu）」などは R ランクに振り分
けられている。語彙は英語、フランス語、ドイツ語、
ハンガリー語、ロシア語、スウェーデン語の訳が付さ
れている(日本語はない)。収録されている語彙数は
2,017 語である。
2.4

問題提起

Branch et al は、1980 年に出版されたものであり、
資料としては少々古い。語彙集としても、「1 月」「2 月」
「3 月」がなく「4 月」「5 月」「6 月」がないなど、不十分
な部分も多い。挨拶や 2 単語に分かれているものも
1

データベースとして、登録した人が自由に意見を交換した
り、知識や知恵を共有し合うことが可能な電子掲示板サイトで
ある Suomi24 のデータベースを選択した。Korp で検索でき
るのは 2001 年 1 月から 2016 年 9 月までの掲示版に投稿さ
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れたデータ(合計 26 億語)である。Suomi24 を選んだのは、
本来の口頭の会話に近いものがデータとして得られるのでは
ないかと考えたからである。
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語彙集には収録されていなかった。ランク付けに関
しても、「夏（kesä）」が C ランクで「秋（syksy）」が E ラ
ンクに振り分けられている。同等の語彙が別のランク
に振り分けられているのは、夏よりも秋の方が話題に
出やすいと推測できるが、同等のランクに位置づけ
されるべきだろう。日本語もないので、やはり Branch
et al.だけでの学習では難しい。
また、昨年度の研究では、Suomi24 データベース
を用いて頻度を調べ、データを参照することで重要
度をより正確で客観的なものにすることを試みた。そ
の結果、担当教師のつけた重要度は概ね Suomi24
の使用頻度とマッチしていたが、一部の単語につい
ては修正が必要であると判断された。また、同音異
義語などは適切な頻度情報が得られなかったことか
ら、重要度の判定に必要なデータが充分得られると
は言い切れなかった。

3.
3.1
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3.2

IBM SPSS を利用したデータ分析であるカッパ係
数は、2 人以上の評定者間の同意レベルを数値化
するツールである。得られたアンケートを基にカッパ
係数を使用し、それぞれの評価者の一致度を調べ
る。カッパ係数は-1 から 1 の範囲を取り、1 に近づけ
ば近づくほど一致度は高いということになる。反対に、
0.1 を下ると一致率は低くデータとして参考なりにく
い。

研究方法
アンケート調査

まず、前回の「麗澤版フィンランド語語彙集」にて
課題となった評価方法について研究を行う。自主企
画ゼミナールで学習する際に用いていたのは、担当
教師による三段階の評価であった。リストの中でも一
番重要な語彙には「★★」、知っておいた方がよいと
いう語彙には「★」、重要でない語彙は「印なし（空
欄）」にし、「★★」のついた語彙を中心に学んでい
た。しかし、この評価はあくまでも千葉教授個人の観
点によってつけられたものである。
そこで、フィンランド語を母語とするフィンランド人、
担当教師以外のフィンランド語が専門の日本人教師
に、アンケートをとることにした。今回アンケートを行
ったのは、日本人のフィンランド語講師 2 名と、フィン
ランド語を母語とするフィンランド人 2 名である。エク
セルにあらかじめ入力しておいた語彙リスト全 1738
語を、0 から２までの 3 段階で評価してもらった。使
用頻度が高いと思われる語彙には「2」を、まあまあ
日常で使われるというものには「1」を、ほとんど使わ
れないと思われる語彙には「0」を入力してもらった。
千葉教授が評価した「★★」に相当するのが「2」、
「★」に相当するのが「1」、「印なし」に相当するのが
「0」である。
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カッパ係数

図 2：カッパ係数の基準の値
SPSS で Excel に入力したデータを読み込み、縦
列 2 つの一致度を見ることができる。下図の左枠か
ら Rating1 と Rating2 に、評価したい 2 つの列を入れ
ることでカッパ係数を求めることができる。

図 3：SPSS でのカッパ係数の計算画面
3.3

エクセル上での評価

得られたアンケートデータを一つにまとめ、それ
ぞれの語彙の「全員の平均」「講師の平均」「フィンラ
ンド人の平均」「先生の平均－フィンランド人の平均」
を調べる。「全員の平均」は、元々使用していた千葉
教授の評価データに加え、アンケートを取ったフィン
ランド語教師 2 名とネイティブのフィンランド人 2 名
の評価データの、それぞれの語彙の平均値を調べ
たものである。「講師の平均」は千葉教授とアンケー
トを取った講師の、それぞれの語彙の平均値を、「フ
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ィンランド人の平均」は、アンケートを取ったネイティ
ブのフィンランド人の、それぞれの語彙の平均値を
とったものである。「先生の平均―フィンランド人の
平均」は、「講師の平均」から「フィンランド人の平均」
を引いたものである。これが 0 であるほどフィンランド
人と講師の一致度が高い。値がプラスになれば、講
師の平均の方が一致度が高いということになる。
また、Branch et al.に載っている語彙は、A から R
のランクをエクセル上に入力していく。すべての語
彙が語彙集に載っているわけではないため、一部
の語彙は空欄となる。

4.
4.1

研究結果
アンケート結果とエクセルへの転記

まず、カッパ係数を使う前に、エクセルに入力した
データについて記述する。カッパ係数は SPSS から
拡張機能を使用し得られるツールであり、SPSS はエ
クセル上のデータを反映させて使用するためである。
図 4：Excel に入力した画面
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ひとまとめにカテゴリー化された計 12 カテゴリーが
存在する。
E 列：日本語 語彙の日本語訳。自主企画ゼミナ
ールで受講者が知りたいと思った語彙である。
F 列：フィンランド語 語彙のフィンランド語訳。千
葉教授の訳である。
G 列：先行研究 Branch et al.の語彙集に載ってい
るランクである。使用頻度の高い順から A～R までに
ランク分けされている。すべての語彙が語彙集に載
っているわけではないため、一部のみ入力されてい
る状態である。
H 列：千葉先生★ 千葉教授が評価した重要度で
ある。重要度が高い順に「★★」「★」「空欄」となって
いる。これを基に自主企画ゼミナールでは学習して
いた。

図 5：Excel に入力した画面

A 列：Vol 自主企画ゼミナールにて学んだ回数、
すなわち第 X 回目授業の X に当たる部分である。
この数字が同じ語彙はカテゴリーも同じである。
B 列：No 語彙のナンバーを表している。上から
順に 1,2,3...と並ぶ。Vol が変わってもリセットされず、
一番下のナンバーは 1738 である。
C 列：SubNo Vol 内のナンバーを表している。上
から順に 1,2,3...と並ぶ。Vol が変わるとリセットされる。
D 列：カテゴリー 語彙の所属するカテゴリーを表
している。「挨拶・人間・身体」「街・田舎・交通」「食べ
物・台所用品」「衣類・スポーツ・文化」「行為・動作」
「色・感情・対のある形容詞」「家・部屋・インテリア」
「天候・季節・時」「学校・大学生活・社会生活」「自
然・動植物」「時間表現・時と場所の副詞」の 11 カテ
ゴリーと、「復習」として自主企画ゼミナール以前に
勉強していて、重要語句として取り上げられたものが
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I 列：千葉先生 千葉教授の★評価を数字化した
ものである。H 列の「★★」を「2」、「★」を「1」、「空欄」
を「0」と表している。
J 列：chiba2 I 列の数字にそれぞれ 1 を足して表
している。
K 列：chiba3 I 列の評価で、「2」「1」だったものは
「1」、「0」だったものは「0」と、2 段階の評価に訂正し
たものである。つまり、H 列で星が付いたものと付い
ていないものに二分した表し方である。
L 列：chiba4 K 列の数字にそれぞれ 1 を足してい
る。

図 6： Excel に入力した画面
M 列：山川先生 山川先生に「2」「1」「0」の三段階
で評価してもらったデータである。
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N 列：yamakawa2 M 列の数字にそれぞれ 1 を足
している。
O 列：yamakawa3 M 列の評価で、「2」「1」だった
ものは「1」、「0」だったものは「0」と、2 段階の評価に
訂正したものである。
P 列：yamakawa4 O 列の数字にそれぞれ 1 を足
している。
Q 列：yamakawa5 M 列の評価で、「2」だったもの
は「2」、「1」「0」だったものは「1」と、2 段階の評価に
訂正したものである。
上記と同様に「奥田先生」「 okuda1 」「okuda2」
「okuda3」「okuda4」「okuda5」のようにエクセルに入力、
さらに 2 人のフィンランド人ネイティブ「ヴェルナ」「ヨ
エル」についても同様に 5 列ずつ入力した。
4.2

カッパ係数

返ってきたアンケートを基に、カッパ係数を用いて
評価者の一致度を調べた。カッパ係数は 2者間の一
致率を調べるツールであるため、5 つのデータを一
度に照合することはできない。したがって、まずは千
葉教授の評価をゴールドスタンダードとし、それぞれ
の評価者との一致率を調べた。なお、カッパ係数を
使用する上で、「0」の値があると機能しないため、
元々の評価で「0」または「印なし」とされていたもの
は「1」、「1」評価のものを「2」、「2」評価のものを「3」
にひとつずつ繰り上げ、このデータを「chiba2」として
エクセル上に入力した。同様に一段階ずつ数値を
上げたものが「yamakawa2」「okuda2」「verna2」「joel2」
である。
今回は、(ⅰ)3 段階評価での一致度の比較、(ⅱ)
★の有無で分けた 2 段階評価での一致度の比較、
(ⅲ)基準を変えた 2 段階評価での一致度の比較の
三種類で調査を行った。まず、(ⅰ)は千葉教授の評
価の基準とし、それぞれの評価者と比較するやり方
（ 「 chiba2 」 を 基 準 と し 、 「 yamakawa2 」 「 okuda2 」
「verna2」「joel2」と比較する）だが、あまり一致度は高
くなかった。次に、(ⅱ)の方法では、は最初の千葉
教授の評価を参考に、★の有無で 2 段階に分けて
みることにした。評価してもらったデータの「2」と「1」
を「1」、「0」を「0」と表記し直した。その上、カッパ係
数で利用するため、「2」「1」の 2 段階にし、カッパ係
数 で 一 致 度 を 調 べ た （ 「 chiba4 」 を 基 準 と し 、
「yamakawa4」「okuda4」「verna4」「joel4」と比較する）。
しかし、これでも思うように一致度は高くならなかった。
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そこで最後に、(ⅲ)の方法を試した。これは、「印な
し(0)」の数が他の評価者よりも多い千葉教授の「0」
を「1」、「1」と「2」を「2」としたまま、他の評価者の「0」
と「1」を「1」、「2」を「2」として、kappa 係数で比較する
方法である（「chiba4」を基準とし、「 yamakawa4」
「okuda4」「verna4」「joel4」と比較する）。この方法が
一番一致度が高いという結果になった。
4.3

エクセル上での比較と評価

アンケートによって得られた評価データを基に、
それぞれの語彙の「全員の平均」「講師の平均」「フ
ィンランド人の平均」「先生の平均－フィンランド人の
平均」を調べた。また、それぞれの語彙がどの程度
一致しているのかを調べ、また平均による重要度を
一目でわかるようにするために、平均の値によって
ABCD の評価を付けることにした。

図 7：Eｘcel に入力した評価の画面
AK 列：一致度 ABCD 千葉教授を含めた 5 人の
評価者の平均値による評価
AL 列：一致度先生 千葉教授、山川先生、奥田
先生の評価の平均値による評価
AM 列：一致度フィンランド人 ヴェルナ、ヨエルの
2 人の評価の平均値による評価
なお、評価は「0」「1」「2」の 3 段階評価のものを参
考にしており、A は平均値が 2.0 のもの、B は 1.5 以
上 2.0 未満、C は 1.0 以上 1.5 未満、D は 1.0 未満で
ある。A が付いた語彙は、全員一致で「2」の評価が
つけられているということである。「一致度 ABCD」を
基に、各カテゴリーごとに ABCD がそれぞれいくつ
あるか調べた。以下の表のようになった。

図 8： 評価平均の分布
横列は Vol である。全カテゴリー合わせて、397 の
語彙は全員の評価者が「2」をつけたということがわ
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かる。ちなみに表にはないが、全員の評価者が「1」
をつけた語彙は７つ、「0」をつけた語彙は 0 であった。
Vol4,5 の復習の語彙は、千葉教授がすべてに★を
つけていなかったため A は 0 である。各カテゴリー
で合計の語彙数は違うが、中でも Vol3「食べ物・台
所」や Vol8「天候・季節・時」は、A が多い。反対に、
4「衣服・スポーツ・文化」や 9「学校・大学生活・社会
生活」は A が少なかった。挨拶のカテゴリーの中で
も、「お元気で」のような日本独特の言葉は、フィンラ
ンド語では形式的でしかなく、重要度は高くない。
また、 Branch et al. によって得られた頻度情報と
照らし合わせてみた。アンケートで A 評価であった
ものが必ずしも頻度情報が高いとは限らない。アン
ケートで A 評価、 Branch et al. でも A 評価の語彙
は、「手」「男性」「あげる」「もらう」「たくさん」等、日常
会話で使われやすいものだった。Branch et al.で R ラ
ンクでも、「シャツ」「帽子」「間違っている」「午後」な
どは評価平均で A とされた。
4.4
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図 9：カテゴリー３ 食べ物・台所用品・料理

一致度の分布について

本節では、評価平均を算出した語彙集について、
カテゴリーごとの一致度の分布についてまとめる。
4.2 節で述べた通り、(ⅲ)で得られた集計方法が一
番整合性が取れたことから、この方法で評価の平均
を割り出すことにした。Excel 上に「★平均」として列
を作り、SPSS を使用し、各回で度数を求めた。
本語彙集の語彙カテゴリーは、以下の 12 種類で
ある。
1→挨拶・人間・体
2→街・田舎・交通
3→食べ物・台所用品・料理
4→衣服・スポーツ・文化
4.5→復習(補足)
5→行為・動作
6→色・感情・対のある形容詞
7→家・部屋・インテリア
8→天候・季節・時
9→学校・大学生活・社会生活
10→自然・動植物
11→時間表現・時と場所の副詞
これらのカテゴリーは、種類によって重要度の平
均が異なっていた。重要度の高い語彙が大部分を
占めたカテゴリーは、以下の 4 つであった。
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図 10：カテゴリー4.5 復習

図 11：カテゴリー8 天候・季節・時

図 12：カテゴリー11 時間表現・時と場所の副詞
一方、一致度にばらつきがあったカテゴリーもあ
った。
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列を作成した（AR 列）。さらに、「★平均」の値によっ
て ABC の評価もつけることにした。平均が１であれ
ば A、0.5～1 未満であれば B、0.5 未満であれば C
評価を付けた（AS 列）。また、Branch et al で評価さ
れたランクによって重要度を検討する。今回は、ラン
ク I を基準とし、グループ A から I を重要とした。I は、
頻度が 24 から 26 回出てきた、208 位までの語彙で
ある。

図 13：カテゴリー9「学校・大学生活・社会生活」の分
布

図 15:Excel にて追加した列

図 14：カテゴリー10「自然・動植物」の分布
この二つのカテゴリーは、確かに重要単語は多い
のだが、生活する中で使われる機会が少ない語彙
が多いのかもしれない。たとえば、カテゴリー９の語
彙の中には、「就職試験」「離婚届」「失業手当」など
限定された場面でしか使われない語彙が、カテゴリ
ー10 の中には、「ひまわり」「ザリガニ」「ミニチュアダ
ックスフンド」など細かい種類の語彙があった。この
ような要因が、一致度のばらつきと関係があると考え
られるのではないだろうか。

5.

公開に向けて

今回調べた調査の中で、特に一致度の高かった
4.2 節の(ⅲ)の集計方法と、Branch et al の頻度情報.
を総合し、重要度を再検討することにした。
4.2 節の(ⅲ)の集計方法を利用するため、まず、ア
ンケートを取った 5 人の評価を「0」「1」にした。ここで
は、同様の評価基準である「chiba3」と、「yamakawa5」
「okuda5」「verna5」「joel5」にそれぞれ 1 を足して新た
に作成した「yamakawa6」「okuda6」「verna6」「joel6」
を利用する。この 5 つの平均を算出し、「★平均」の
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この二つの結果から、「★評価」で A、かつ Branch
et al で A から I に分類される語彙を「A＋」とした（AU
列）。こうして、最終評価として最重要の「A＋」、続い
て「A」、「B」、「C」という 4 段階の重要度評価が完成
した。
また、ここで評価された語彙は自主企画ゼミナー
ルの際に自分たちの知りたい語彙を抽出したリスト
であったため、すでに知っている語彙がリストから欠
落していた。具体的には、文章を書く上で重要な「私」
「あなた」や、be 動詞に当たる「olla」などの語彙が欠
けていたのである。これを補うために、Branch et al の
A～I ランクの語彙も「A＋」として追加して Quizlet に
公開する。

6.

まとめと今後の課題

今回の研究では、自主企画ゼミナールで作成し
た語彙リストの重要度を、アンケートや Branch et al の
頻度情報を中心に再検討した。そして学習者が習得
しやすいよう重要度を付け、公開に向けたデータの
整備をおこなった。今回得られた A＋から C までの
4 段階の重要度の評価により、一年前に行った Korp
のみの評価よりも正確に重要度を付けられたのでな
いかと思う。また、重要語彙を Branch et al から追加
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することにより、学習者の知りたい語彙が詰まった語
彙集として完成したのではないだろうか。
一方、今回の方法では、アンケートは 5 人分でし
か取れていないので、より精度を上げるならば、より
多くの人数で評価した方がよいだろう。さらに、実際
に公開し使った人からのフィードバックを得ることで、
さらなる改善につながっていくであろう。
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