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序章 

一、本研究の背景 

単語を覚えれば覚えるほど外国語の勉強に役立つ。英語の

場合、単語を 500 さえ覚えれば、やさしい英語で書かれた「星

の王子さま」1が読めると言われる。では、日本語では 500 個

の単語でどのようなものが読めるのか。あるいは、日本語を

読むためには最低限どのくらいの語数が必要なのか。また、

どのような単語をどれだけ、どのような順番で覚えれば、効

率的に外国語を身につけられるのか。 

あるテクストに現れる異なり語のすべてを使用頻度の高

いものから並べ、上位 1,000 語でそのテクストの 60％が理解

できる場合、上位 1,000 語のカバー率は 60％であるという。

英語やフランス語などでは、1,000 語を知っていれば約 80％

理解できるというが、日本語では 60％ぐらいしか理解できな

                              
1  フランス語原題は Le Petit Prince で、フランス人の Antoine 

Marie Jean-Baptiste Roger,comte de Saint-Exupéry 

 (1900.6.29-1944.7.31）によって書かれた小説である。体裁は、

児童文学ながら、子供の心を失ってしまった大人に向けての示

唆に富んでいるという。英語訳は、1943 年にニューヨークで出

版されて以来、多くの英訳版が出版されている。 
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いという2。 

日本語能力試験は、非日本語母語話者を対象に日本語の能

力を測定し認定するために制定したものである。それによる

と、1,000 語程度の語彙量を持つ日本語学習者の日本語能力

は、だいたい初級の前半と後半の間のレベルにあるという3。

このように、500 語、ないし 1,000 語ぐらいの語彙量しか持

                              
2  これについては、すでに中野洋（1975）（1976）に指摘された

ように、これらの報告は概観するにはよいかもしれないが、各

言語の構造や調査単位が異なるため、厳密に言えば直接語彙の

比較をするには不適当である。例えば、前述の日本語は、助詞

・助動詞を除いた値であるが、他の言語では前置詞・冠詞など

を調査対象としている。しかし、玉村文郎（1998：16）にも示

唆されたように、語彙の比較や対照研究においておおよその傾

向として捉えることは差支えなかろう。 
3  日本語能力試験（Japanese Language Proficiency Test、略称 

JLPT）は、1984年から国際交流基金と日本国際教育協会によっ

て行われてきており、一番やさしい4級から一番難しい1級まで

全部で四つのランクが設けられていた。2010年から新制度の改

定に伴い、財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際

交流基金によって主催されるようになり、レベル分けもこれま

での4段階 (1～4級)から5段階(N1～N5)区分となった。N5は旧試

験の4級、N4は旧試験の3級レベルとほぼ同じであるという。現

段階、新試験の語彙表は非公開の原則により入手不可能である

ため、2009年までに基準とされてきた語彙表（『日本語能力試

験出題基準（改訂版）』2002年、凡人社）を参考にすると、一

番やさしい4級は簡単な会話ができ、平易な文、又は短い文章が

読み書きできる能力とし、初歩的な文法・漢字（100字程度)・

語彙（800語程度)を習得する目標とされており、おおよそ初級

コース前半を修了したレベルに相当する。これに対し、3級は4

級よりやや難しく、日常生活に役立つ会話ができ、簡単な文章

が読み書きできる能力とし、基本的な文法・漢字（300字程度）

・語彙（1,500語程度）を習得目標として設定され、初級コー

スを修了したレベルに相当するという。 
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っていない非母語話者の日本語学習者は、だいたい初級程度

だと考えられる。このような初級者にとっては、雑誌や新聞

など、生の日本語で書かれる一般的な文章は読みづらいであ

ろう。というより、むしろ無理と言ってもいいくらいである。

ただ、積極的に生の日本語で書かれているものを読もうとす

るのであれば、教科書以外では、日本昔話や童話といった児

童向けの作品なら読める可能性がありそうである。 

 

二、日本昔話について 

日本昔話を文字通りに解釈すると、日本人の伝えてきた昔

のハナシということになる。オンラインデータベース

「JapanKnowledge＋ ジャパンナレッジ」の『日本大百科全書』4

によると、昔話とは、民間説話あるいは口承文芸の一類で、

伝説・世間話とともに、民間に行われる代表的な常民の文芸

をいう。また、『新版 日本昔話ハンドブック』（2010 年、稲

田浩二等編、三省堂）を紐解くと、次のような言及が見られる。 

民間の人々が生活の中で伝えてきたもので、語り手が聞き

手に語るという口頭伝承（口承）を基本的な伝承の様式と

して持つ、一定の型を備えた散文の物語。昔話という語の

由来については、柳田国男は、「冒頭に必ずムカシという一

句を副えて語る『ハナシ』が昔話であり、この発端の句が

                              
4  詳しくは、「昔話」の項を参照されたい。（2013年6月22日アク

セス） 
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昔話という名称の起こりでもある」（『日本昔話名彙』）と説

いている。発端句や結末句（結句）を用いるなどして話の

様式性や虚構性を重視する点を特徴として、伝説や世間話

と区別される。 

（第四部資料編「昔話」[folktale]の項、P.240） 

一方、童話とは何か。同じく『日本大百科全書』で「童話」

を調べてみると、以下のように木村小舟（1942）を引用した

説明が見られる。 

説話の諸形式を基礎として自由に創作された、子供をお

もな読者とする文学の一形式。ことばそのものは、江戸期

の山東京伝（さんとうきょうでん）が随筆『骨董（こっと

う）集』上編（1814）のなかで「むかしばなし」と読ませ、

曲亭馬琴（ばきん）も同じく随筆『燕石襍志（えんせきざ

つし）』（1810）で「わらべものがたり」と読ませて使って

いる。ともに子供にふさわしい昔話をさしていた。 

明治期に使われた最初の例は、木村小舟（しょうしゅう）

の『少年文学史』明治篇（へん）下巻（1942）によれば、

1899 年（明治 32）に開発社という出版社が「修身童話」と

いう幼児向きの読み物を発刊したときであるという。木村

は同書で「同じく昔物語、或（あるい）は伝説口碑の類も、

これを文学的に取扱ふ時は、お伽噺（とぎばなし）といひ、

それが教育的に描かれた場合には、お伽噺といはずして童

話と称する。 ―中略― かういふ一種の見方も、もはや

今日よりすれば、亦大（またおほい）に異論もあらうが、
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此（こ）の当時は、大体かやうに区別を立てたものであつ

た」と述べている。事実、蘆谷蘆村の『教育的応用を主と

したる童話の研究』（1913）および『童話及伝説に現れたる

空想の研究』（1914）での童話は昔話をさしている。 

童話が新しい意味をもって使われたのは 1918 年（大正 7）

創刊された雑誌『赤い鳥』からである。…5 

（括弧は原文のまま） 

すなわち、「童話」は、かつては、「お伽噺」と並び、｢昔話｣

の代用語として使用された時期もあったということである。 

「童話」が昔話という意味で使われていたことは、前述し

た蘆谷蘆村のほかに、伝承文学研究の先駆をなした高木敏雄

の『童話の研究』（1916 年、婦人文庫刊行会刊）でも知られ

る。また、試みに、「童話の研究」をキーワードにし近代デジ

タルライブラリー6で検索してみると、高木敏雄 (1913）の『修

身教授童話の研究と其資料』（東京宝文館）以外に、服部北溟

（1917）『悪太郎は如何にして矯正すべきか』（南北社）、蘆谷

重常（1925）『童話教育の実際』（日本学術普及会）、志田義秀

（1941）『大東名著選第 16 日本の伝説と童話』（大東出版社）

などでも、「童話」という呼称で昔話研究がなされていたこと

が分かる。「童話」は、1899 年から日本で使い始められたと

                              
5  同注4、「童話」の項を参照されたい。 
6  近代デジタルライブラリーは、日本の国立国会図書館が公開し

ているインターネット上の電子図書館で、明治・大正・昭和前

期の著作権が切れた、あるいは著作権が存続しているが著作権

者の許諾を得た図書資料を、スキャンしてインターネット上に

公開するサービスである。（2013年6月22日アクセス） 

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/938904
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/938904
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980101
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言われているが、大正時代が終わったあとも、しばらく日本

昔話の代名詞として使われていた。一方、お「伽噺」という

呼称は、巌谷小波（1870（明治 3）～1933（昭和 8））が「昔

ばなし」に対して考案したもので、児童のための創作物語の

意味で用いられる。しかし、それも必ずしも前述したように

日本昔話の類を文学的に取り扱うというわけではない。例え

ば、自由奔放でかつ情熱的で率直な歌を持って表現する歌人

の与謝野晶子が、自分の子どものために書いた『おとぎばな

し少年少女』（1910（明治 43）年）、博文館)7は、その一例で

ある。 

なお、第二次世界大戦後、昔話を「民間の説話」の意味で

伝説とまとめて、「民話」と呼ぶこともあるという8。このよ

うに、日本昔話をさす呼称ないしそれに関する概念や範囲は、

時代や立場によって異なる。しかし、それは大概大衆の日常

生活から生まれたもので、叙事的、伝奇的、教訓的、寓話的、

空想的、民衆的な要素をもち、民衆の意見、嗜好、信仰など

が端的に示され、民間に伝わる説話の一種として独特な分野

を成している。そして、たいてい「昔」、「昔むかし」もしく

は「あるところ」などの発端句で始まり、本当にあったかど

                              
7  これについては、古沢夕起子（1995：211）に、「晶子自身は自

分の作品を「おとぎばなし」と呼んでいるのだが、―中略―、

内容的にも「童話」と呼ぶ方がふさわしいものもあるため、「

児童を読者対象として書かれた作品」といったほどの意味で使

用した。」と述べられている。 
8  詳しくは、『新版 日本昔話ハンドブック』（2010：11）を参

照されたい。 
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うかは知らないけれどという心持で語り継がれる話であると

捉えることができる。昔話は、特定の詩人や文学者が作った

ものではないため、個性に乏しく芸術性も低いという点9が指

摘できるものの、素朴で生き生きとした庶民の生活や感情が

あふれていると言える。昔話が社会生活と直結していたとい

う痕跡は、日本語の諺や俗信などからも確認できる10。ある

意味では、日本昔話は日本文化の特質の一面を理解する貴重

な存在である。これを自学自習か日本語を教えるためのテク

ストとして利用すれば、日本語の学習だけではなく、日本文

化の特質を理解することにも役立つと考えられよう。 

 

三、本研究の目的及び特色 

日本昔話は日本語の学習にどれほど役立つのか。また、そ

れをどのように活用したら日本語の勉強に役立つのか。日本

昔話を読むために最低限の語数はどのくらい必要なのか。日

本昔話を通してどのような日本文化に親しむことができるの

か。これらを明らかにするには、日本昔話の語彙の性格の究

明ないしそれを読むための基本語彙の整理が欠かせない。そ

れは、音韻や文法といった日本語の研究部門の中で、語彙部

門が文化的側面と一番深く関わっているからである。 

                              
9  『広辞苑』（第5版）「昔話」を参照されたい。 
10  詳しくは、水沢謙一（1959）「昔話に直結した諺・俗信」『日

本民俗学会報』NO.6（日本民俗学会）を参照されたい。 
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日本昔話に関しては、文学や民俗研究などの分野ではすで

に多くの研究成果が蓄積されている。このことはもう贅言を

要しない。それに対し、言語学的アプローチはまだまだ少な

い。これについては、収録データ数が 18 万件以上にのぼる日

本語研究・日本語教育文献データベース11で、「昔話」をキー

ワードにして検索すると 101 件しかヒットしないことからも

確認できる。しかもその半分以上は方言研究や国語研究の資

料に集中しているのである。語彙研究に限ってみれば、わず

かに 11 件しかヒットしなかった。その内訳は、諺・比喩・位

相関係が 5 件、オノマトペ関係が 4 件、語彙の理解度などが

2 件といった具合である。これは、おそらく昔話の口頭伝承

という様式と、文芸性が欠如するということと深く関わって

いるものと思われる。ただ、昔話を「教材」として扱う報告

が 6 件12もあり、その内 4 件が日本語教育関係であったとい

                              
11  このデータベースは、国立国語研究所が研究情報発信の一環と

して、日本語学及び日本語教育に関する研究論文情報をWebサイ

トで公開しているもので、2013年6月に確認した時点では約18万

6千件が収録されている。 
12  以下に、著者名、発行年月、論文名、書誌・書名、巻号、ペー

ジの順で掲げておく。山本節(1979.12)「昔話教材について「鬼

に癭とらるゝ事」その他」『国語国文学報』NO.36、池田伸子 

(1999.12)「昔話を素材としたマルチメディア教材を用いた日本

文化学習の効果」『九州大学留学生センター紀要』NO.10pp.47-

55、山口育子(2000.03)「日本事情教材としての「昔話」の有効

性－龍谷大学日本語クラスの授業を通して－」『龍谷大学国際セ

ンター研究年報』NO.09pp.35-51、菊池民子(2000.12)「海外に

おける初等中等日本語教育のための昔話日本語劇 オーストラ

リアでの試み」『日本語教育研究』NO.40pp.127-134、棚田真由

美(2006.03)「国定教科書における「五大昔話」の教材化に関す

http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/
http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/
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うことは注目される。これはまさに、日本昔話が、日本語の

勉強や日本事情・文化の認識のための教材として、見直され

つつある証と言えよう。このような状況において、日本昔話

そのものの語彙の性格の究明ないしそれを読むための基本語

彙が整備されれば、それが日本語教育における活用にもつな

がると考えられる。 

語彙は、一定の範囲の語からなる集合で、語の集まりであ

る。語彙は、どのような語がどのように使用されているのか

という質的側面と量的な側面を持っている。本研究は、この

ような立場に立ち、文字化された従来の紙媒体だけではなく、

視聴覚媒体によって伝承されたものも視野に入れ、日本昔話

に関連する語から集まった日本昔話語彙を取り上げ、語彙調

査を通して語の使用実態を観察し、以下の 2 点について検討

することを目的とする。これによって、日本昔話語彙の性格

の解明、また日本語教育における学習支援に寄与することが

期待される。 

（1）日本昔話語彙の性格の究明 

（2）日本昔話を読むための基本語彙の構築 

（1）は、日本語の学習や教授のために作成された既存の

教育基本語彙表と田島毓堂が提唱した比較語彙研究の「意味

                                                         

る考察 第四期・第五期を中心に」『教育学研究紀要（中国四国

教育学会）』NO.51pp.422-427、フレーデンハーゲン・淳子村上 

(2006.03)「副教材としての昔話－OPIを応用した実践報告－」

『ヨーロッパ日本語教育 2005日本語教育シンポジウム報告・

発表論文集』NO.10pp.152-158。 
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分野別構造法」（後述）を手掛かりにして、単語の基本度合い

及び意味分野別構造から日本昔話語彙の特徴を検討するもの

である。（2）は、主として語の出現頻度と範囲から日本昔話

を読むための基本語彙の土台を浮き彫りにしようとするもの

である。 

 

四、本研究の構成 

本書は、日本語の学習支援や異文化理解の一環として、文

化的側面と一番深く関わっている語彙研究部門に立ち、日本

昔話語彙を研究対象に据え、それに関わる諸問題に対してど

のように積極的に取り組むべきか、その可能性を探るのが狙

いである。全体としては、目次が示すように、二つの部から

の構成となっている。第一部は七章に分けて、調査の方法及

び基本語彙を選定する方針など、それに関する分析について

検討してみる。 

第一章では、「語彙研究の基礎は語彙調査である」という

視点から、語彙調査の単位及び設定方法や問題点について検

討してみる。 

第二章では、日本昔話を日本語の読み物として活用する可

能性を検討し日本語教育との接点について探ってみる。 

第三章では、昔話の基本語彙を構築する一環として、視聴

率 33.6 パーセントを記録した人気アニメ番組「まんが日本昔
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ばなし」を調査対象として取り上げ、既存の教育基本語彙表

との重なり度合いから、その性格を探求してみる。 

第四章では、明治二、三十年代から重視されていた「標準

語（共通語）」の立場から編集され、「代表的昔話」の色彩が

濃いと思われる『日本昔話集（上）』（1930 年、アルス社）を

取り上げ、昔話を読むための基本語彙の土台作りを試みてみ

る。 

第五章では、昔話を読むための基本語彙について検討し複

数の資料から昔話基本語を抽出し特徴のある意味分野を浮き

彫りにしてみる。 

第六章では、意味分野別構造分析法により日本昔話語彙の

意味分布を明らかにしカイ二乗（χ2）値により有意に出現率

大である分野を指摘しその性格を考えてみる。 

第七章では、登場人物及び生産物・用具に関わる言葉の使

用傾向を観察し、その使用様態から昔の庶民の関心事や生活

文化を探ってみる。 

第二部は、語彙調査の最も主要な成果として語彙表を提示

し、日本昔話語彙の使用様態ないしそれを読むため基本語、

特徴語の検討に基礎データとして公開する。 

終章では、結論をまとめ、今後の課題を考える。 
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五、終わりに 

昔話は、特定の文学者によって書かれたものではない。そ

のため、文芸性が低いと言われる。また、「この畜生、人をば

かす積り」や「こいつめ」、「臆病者どもめ」あるいは「こし

ゃくなこぞうめ、おれさまがあいてだ」などのように、人名

または人を表わす名詞、あるいは対象とする物事を表わす語

に付随して、それをののしり、卑しめるという不適切な表現

も見られる。そのため、日本語の勉強や文化の理解には適し

ていないという意見もあると予測される。しかし、全体から

みると、それらの表現の異なり語数や使用頻度はそれほど多

くはない。そのような問題があるとしても、やはり素朴で生

き生きとした庶民の生活や感情が随所にあふれているという、

貴重な資料であることには変わりはない。 

本書は、語彙研究の一つの試みとして、よく親しまれ、知

られている昔話を取り上げ、語の集まりという観点からその

あり方を探ろうとする。そして、その成果をもって、少しで

も日本語教育や日本文化の理解、あるいは基本語彙に関する

研究、計量的な語彙研究、比較語彙研究等に寄与できるよう

にしたい。
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