
 

 

研究論文 

揖斐川上流域における語彙の類型と地理的分布 

 

小野原 彩香 

要旨 本研究では、記述的研究によって提示されたデータを定量的に分析し直すことによって、記述的研

究からは見えてこなかったデータの特徴を洗い出し、新たな知見を得ることを目的としている。山田(1978, 

1980)による揖斐川上流域における語彙調査の結果を再度、定量的観点から分析を行うことによって、新たに、

各集落の使用語彙には地形的影響が多分にあること、川上、坂本、広瀬、東横山、西津汲、東津汲、日坂、

外津汲集落の fish、good、correct、greaseに相当する語が徳山村と岐阜県外の方言を分ける鍵であること、主

成分分析と random Forestの結果から、日坂、東津汲、西津汲、東横山、坂本、木之本集落の grease、good、

bite、fish、correct、they、he、sit、lie という語彙の方言が、東京の方言形と京都の方言形を分ける語彙かつ

京都寄りの語彙であること、徳山村は東京寄りの語彙と京都寄りの語彙を分けるような役割を担っておらず、

東京とも京都とも隔絶し、独自の語が多いことが判明した。 

1. はじめに 

探索的方法としての数理的・統計的手法を用い

た定量的研究は、従来の方法論によって抽出でき

なかったデータの特徴を洗い出せるという利点が

ある。その一方で、数理的・統計的手法を用いた

研究にはデメリットも存在し、分析結果が正しい

ものであることを保証する手段が存在しない。数

理的・統計的手法によって導き出された結果は、

仮説提示にとどまる。しかしながら、仮説の提示

は、大きな意味を持つ場合がある。例えば、従来

の研究手法によって導き出された仮説が複数あ

り、そのどれもが真であると証明できない場合、

定量的手法による研究がそれらのどれかを支持す

る結果を導き出すことがある。このことは、帰納

的観点に基づけば、仮説の補強という役割を担う

ものであるといえる。ゆえに、数理的・統計的手

法は、当該分野の研究の方向性を定めるきっかけ

となったり、ある論を全く異なる方法論から支持

するによって当該研究分野の活性化を促すことが

できると考えられる。  

多くの方言研究は、記述的研究によって報告が

なされているという現状がある。そこで、本研究

では、記述的研究によって提示されたデータを定

量的に分析し直すことによって、記述的研究から

は見えて来なかったデータの特徴を洗い出し、新

たな知見を得ることを研究の目的とする。  

本研究では、方言語彙の系統推定を行った後、

系統分類に効果をもたらす特徴語と集落を

random Forest によって提示した。また、対応分析

によって、集落間の関係と各集落の使用語彙の傾

向を明らかにした。  

 

図 1 調査地点と主な峠 

 

 



 

 

2. 使用データ 

2.1 対象地域の地勢 

都道府県名  郡名・村名（ [1]）  集落名  
岐阜県  徳山村  塚  
岐阜県  徳山村  櫨原  
岐阜県  徳山村  山手  
岐阜県  徳山村  本郷  
岐阜県  徳山村  下開田  
岐阜県  徳山村  上開田  
岐阜県  徳山村  戸入  
岐阜県  徳山村  門入  
岐阜県  藤橋村  鶴見  
岐阜県  藤橋村  東横山  
岐阜県  坂内村  川上  
岐阜県  坂内村  広瀬  
岐阜県  坂内村  坂本  
岐阜県  久瀬村  西津汲  
岐阜県  久瀬村  東津汲  
岐阜県  久瀬村  小津  
岐阜県  久瀬村  日坂  
岐阜県  久瀬村  外津汲  
福井県  南条郡  今庄町  
福井県  今立郡  池田町  
滋賀県  伊香郡  木之本町  

 

対象地域は、岐阜県の西部揖斐川町に位置し、

北を福井県に、西を滋賀県に接する。対象地域は、

図 1 のように周囲を 1,200m 級の高山にかこまれ、

その山狭の切りたった谷底を流れる揖斐川沿いに

点在する部落を集めてできた四ヶ村（徳山村、藤

橋村、久瀬村及び支流坂内川沿いの坂内村）と周

辺部の滋賀県木之本町、福井県今庄町、池田町 [2]

である。  

本研究では、山田 (1978, 1980)で報告されている

基礎語彙に関するデータを用いた。山田の調査は、

1976 年に岐阜県の揖斐川上流で行われた後、1979

年に揖斐川上流と交流があった福井県側と滋賀県

側の数地点で行われた。調査された地点は、徳山

村 8 地点、藤橋村 2 地点、坂内村 3 地点、久瀬村

5 地点、木之本町 1 点、今庄町 1 点、池田町 1 点

の計 21 地点であり、これは外津汲以北のほぼ全集

落にあたる。調査地点の地点名と群名・村名およ

び都道府県名との対応関係については表 1 に示

す。  

調査当時、同地域に入る道は、川沿いに整備さ

れ、徳山村の場合は、根尾村方面より馬坂峠越し

の道路もあるが、明治時代までは特に徳山村では

川沿いの道は危険に満ち、ところどころ寸断され、

                                                                 
1山田 1978・1980 調査時における郡名・村名。  
2 山田 (1978,1980)による調査時点での地名。  

一般的には利用出来る状態ではなかったという。

往時わずかに開いていた小道は、一つは塚から冠

峠越しに福井県越前地方に通じるもの、一つは門

入からホハレ峠越しに坂内村の川上へ、更に八草

峠越しに滋賀県木之本方面に通じるもの、及び徳

山から馬坂峠越に根尾村に通じるものの三本のみ

で、いずれも非常な困難と危険を伴っていた。下

流部も徳山村ほどではないにしろ集落間の交通は

かなり難しかったとされている。  

なお、徳山村への交通の便は根尾からのトンネ

ルが通じ、自動車道が完成したのは昭和 19 年、岐

阜市に達するバスの開通は 33 年であった。  

 

3.2 調査方法と被調査者 

調査項目は、Hattori(1973)の Japanese Dialects の

200 項目である。山田による資料の処理方法は、

Hattori (1973)に従っている。その処理方法とは、

中核的形態素が東京方言あるいは京都方言と対応

する場合には＋で、対応しない場合は－で、又対

応関係が疑問の場合は○で、東京・京都方言の語

に相当する語が二つあり、その一つのみが対応し、

かつ代表形を決めることが難しい場合は、△で示

されている。山田による集計結果の一例を表 2 で

示す。  

山田（1978，1980）で紹介されているのは、20

0 項目のすべてではなく、21 地点のうち 1 点でも

東京・京都に対して－、△、○の関係のあるもの

及び両者に対して中核的形態素の点ではすべて＋

であっても、形式上興味のあるものの二つである。

巻末 Appendix A に該当する項目と例として東京

方言、戸入方言を挙げる。  

表  1 対象地域  

表  2 山田 (1978, 1980)の集計結果一例（p

p.36-pp.37）  



 

 

インフォーマントについては、一地点で 1 名の

こともあれば 2～3 名の場合も存在する。山田（1

978，1980）によると、インフォーマントはいずれ

も土地生え抜きの人物であり、言語能力の獲得・

形成時期に当該集落にて継続的に居住しており、

他の土地での居住歴が殆ど無い人物であると考え

られる。また、インフォーマントの年齢について

は、最年長者で 87 才、最年少者で 54 才、3 人を

除いて 60 才以上である。  

 

3.3 山田（1978， 1980）における結果 

山田の研究目的は、語彙の面から、当該地域の

方言の根本的性格がより甲種的（東京的）なのか

乙種的（京都的）なのかを明らかにすることであ

った。そして、この研究目的は、当該地域のアク

セント体系が甲種系、乙種系方言の混交地帯であ

るうえ、集落ごとに言葉が異なるという諸氏のア

クセント研究の結果に基づく発想であった。  

ゆえに、Hattori (1973) によって調査作成され

た東京、京都の基礎語彙との比較を行うことで、

当該地域の語彙の性格を位置づけた。  

山田は、各集落の基礎語彙について調査を行っ

た後、それらを先述の方法にて集計し、集落ごと

の語彙の対東京共通率、対京都共通率を求めた。  

その結果、山田（1978）では、対東京共通率と

対京都共通率との差が、櫨原の 2％が最大で、以

下 1%台が戸入、広瀬、西津汲、東津汲の 4 地点

のみで、他はすべて 1％となった。Hattori (1973) 

では、東京・京都間の共通率の差は 6.1%、12 語

であり、櫨原の 2%、4 語ですら、有意味的である

には小さすぎるとし、当該地域の諸方言は、特に

東京、京都のいずれかにより近いということはな

く、両者のほぼ中間にあると結論づけている。  

また、山田（1978）では、当該地域の諸方言の

共通率が、東津汲の対京都共通率の最大 89.95％、

戸入の対京都共通率の最小 84.17％であり、対東

京、対京都のいずれも Hattori (1973) の東京・京

都間の残存語 93.9%に比べてはるかに低いとし、

当該地域の諸方言の独自性が強いと結論づけてい

る。また、この独自性は、集計の結果の数字から、

揖斐川の上流に行くに従って強くなるとしてい

る。  

さらに、アクセントとの関係に触れ、真野 (197

6)では、門入、櫨原、本郷、川上、広瀬、東横山

は、甲種系アクセント、戸入、小津、日坂、外津

汲などは乙種系アクセントとされているが、櫨原、

広瀬、坂本では、対東京共通率が対京都共通率を

上回り、逆に小津、日坂では、わずかではあるが、

対京都共通率のほうが高いとしている。また、各

集落の東京京都いずれとも対応しない語の数を見

る限りにおいて、戸入、小津が他集落より多く、

独自性が強いとしている。  

一方、山田 (1980)では、揖斐川上流域に加えて、

池田町、今庄町、木之本町について、山田 (1978)

と同様の方法論によって調査・研究を行なってい

る。これによると、いずれの三集落も対京都共通

率が対東京の共通率を若干上回っているが、その

差はあまり大きくない。また、今庄と木之本は、

京都に近いと言えるが、池田は揖斐川の上流域の

場合と同様ほぼ両者の中間というべきであるとし

ている。さらに、東京・京都とも一致しない語の

数が、池田 24、今庄 22 で、徳山村の数値に近い

し、木之本は 12 でかなり小さい値になることも分

かっている。  

 

3.4 当該地域の先行研究 

山田の報告以外で、語彙に注目したものについ

ては、太田 (1986)がある。太田の報告では、徳山

村並びに坂内村にて語彙に関する調査を行い、各

集落の共通語形の割合を研究している。そこでは、

戸入、門入でも、徳山村西端に位置する門入のほ

うが、戸入よりも本郷、上開田との共通度が高い

という結果を得ている。  

さらに、太田の結果を受けて、井上ら (1989)は、

各集落個人の語の共通度データをクラスター分析

し、本郷、上開田、下開田、山手の 4 集落、櫨原、

塚の 2 集落、戸入の 1 集落、門入の１集落と４つ

のクラスターに分けられるとしている。  

本研究の対象は、語彙であるが、当該地域の言

語体系を知るために、語彙以外の概観も簡単に記

しておく。詳細は各報告を参照されたい。アクセ

ントについての報告は、服部 (1930)に始まり、柴

田 (1950)、奥村 (1963)、野村 (1977)の論文中にて併

せて報告されている杉戸による報告、真野 (2004)

がある。山口には、当該地域について複数の論文

があるが、特に、『岐阜県下のアクセント（3）(4)』 

(山口 , 1989, 1990) では、徳山村戸入アクセントの

特殊性に触れている。さらに、上野 (1987)では、

当該地域のアクセントについて全国的なアクセン

ト分布の中での位置づけを行なっている。  

音韻を含む総合的記述については、野村 (1977)、

久木田 (1985, 1993)による文法、音韻がある。  

本稿では、本研究における語彙の分析結果とこ

れらの先行研究の知見を対照しつつ、考察を行っ



 

 

た。  

 

4． 分析の手順および分析手法 

本研究では、①使用語彙に関する集落の類似性

を求めるための定量的分析、②集落間の関係と各

集落の使用語彙の傾向の抽出を目的とした分析、

という大きく二つの観点から分析を行った。  

具体的な定量的方法は、以下に述べる通り、系

統推定と対応分析、 random Forest である。  

まず、集落間の使用語彙に関して系統推定を行

った。系統推定には、NeighborNet の結果を採用し

た。NeighborNet (NN)は Saitou, N. & Nei, M. (1

987) による Neighbor Joining (NJ) 法を、ネット

ワークを許容するように、すなわち複数の樹形の

可能性を表現できるよう改良したものである  (Br

yant, D. & Moulton, V., 2004) 。NJ および NN で

は、系統樹の枝の長さの総和が最小の樹形を選び、

樹形を限定し比較を行う。本研究では、ネットワ

ークの描画に  SplitsTree4 (Huson, D. H. & Brya

nt, D., 2006) を使用した。  

次に、集落間の関係と各集落の使用語彙の傾向

を明らかにするために対応分析を行った。対応分

析は、クロス集計票に適用する場合と、0、1 の 2

値変数のデータ（多値の場合は 0、1dummy 変数

に展開）に適用する場合があり、定式化は同じだ

が意味合いが異なる。データ M=(���)が与えられ

たとき、ケース��と変数��とに数量化値��、��を与

え、データ値���（2 値変数の場合は 0、1)に対す

る評価関数  

f(x,y)=∑�������を、∑�������=∑	
����
�
=1 

のもとで最大化する。ここで  

��=∑ ���ｊ
,		
�=∑ ����  

つまりデータ���の行和と列和である。つまり、  

x=(��)と y=(��) 

の重み付き相関を最大にするといっても良い。2

値変数の場合、よく似た反応パターンに、近接し

た数量化値が与えられることになるので、数量化

の結果 x、y の昇順（あるいは降順）に、ケース、

変数を並べ替えると、0、1 のパターンが似た順に

配列される。  

なお、分析及び結果の提示には R のパッケージ

FactoMineR中の Correspondence Analysis(CA)を用

いている (Package ‘FactoMineR’ , 2012) 。  

さらに、系統推定によって明らかとなった系統

分類の結果を元に、分類に影響を与えている語彙

すなわち、集落を分ける要因となる語彙を抽出す

るために random Forest を用いた。ランダムフォ

レスト（RF：random Forest）法は、決して精度の

高くない分類方法を複数組み合わせて精度を向上

させ、分析に用いる方法である。本研究では、系

統分類によって分けられた地域を分類コードとし

て用いた。  

 

5. 結果と考察 

図  2 系統推定  

図  3 系統推定のまとまりを記入した地図  



 

 

5.1 使用語彙に関する集落の類似性 

図 2 は集落ごとの使用語彙のデータを用いて系

統推定を行った結果を示している。系統上の枝上

に記載されている数字は、系統樹の統計的な信頼

性を調べるためにブートストラップ法を用いて導

いた信頼度 (%)の結果である。この信頼度は、n 回

の系統推定を行った際に、その信頼度の数字が記

載された枝上の先端側にある枝形が n 回の内何回

発生するかについて割合で示したものである。  

ここでは、1000 回の繰り返しによってブートス

トラップを行っている。図 2 の結果から、徳山村

とそれ以外は、86.1%の信頼度で系統が分かれ、

今庄、池田とそれ以外は、98.1%、東京、京都、

木之本は 98.6%の信頼度で系統が分岐することが

分かる。  

山田 (1978)の考察では、当該地域の諸方言の語

彙の基礎的性格が、東京、京都に対してほぼ等距

離にあり、その独自性が、東京、京都間の相違よ

りも大きいとしている。また、その独自性が揖斐

川の上流になるにつれて強くなると結論づけてい

る。  

本研究の系統推定では、山田の結論を支持する

結果が得られたといえる。また、本研究では山田

の結論に加えて、それぞれの地域の独自性の程度

を示すことができた。  

さらに、系統推定の結果を集落の空間的配置と

結びつけて考察を行ってみる。図 3 は、当該地域

の空間的な配置関係を示す図である。図 2 の系統

樹の結果を図 3 と対応させて考えてみると、地形

的に近接している地域は、系統樹上でも近接して

おり、地形的に離れている地域は、系統樹上でも

離れた場所に位置することが分かる。また、系統

上でまとまっている集落単位の一部は、そのまま

県や村の単位に相当することが分かる。系統樹上

でまとまる池田、今庄は行政界に注目すると福井

県であるし、滋賀県の木ノ本は系統樹上では、京

都と近い配置関係にある。さらに、系統上でまと

まっている、山手、上開田、門入、櫨原、戸入、

下開田、塚は徳山村である。また、川上、坂本、

広瀬は坂内村である。  

系統樹上では、東横山、西津汲、東津汲、外津

汲、日坂がまとまった配置になり、地形的に近い

小津が系統樹上では離れる。小津集落の方言につ

いては、先行研究において、柴田 (1950)が、特殊

アクセント、奥村 (1963)が東京式アクセント、山

口幸洋が垂井式 A型アクセントであると述べてい

る。さらに、真野が『岐阜県揖斐郡久瀬村小津の

アクセントの実態』 (2004)として、年齢層ごとに

使用アクセントが異なることを明らかにしてい

る。このように小津は、アクセント研究の面にお

いても、動揺が激しい。真野の報告中に、小津は

山間の集落でありながら、かつては 130 戸余、住

民 700 人余の西津汲に継ぐ規模の集落であった

が、山峡は険しく、周辺の集落との交通は容易で

はなかったとある。こういった人口規模及び地形

条件が小津の独自性に何らかの影響を及ぼしてい

る可能性が高い。将来的には、各集落の人口規模

や地形条件を加味し、言語変化がどういった条件

下で発生するかのモデルを提示する必要があると

考える。  

 

5.2 対応分析による集落の特徴語の抽出 

図 4 は東京、京都以外の集落と集落に特徴のあ

る語彙について対応分析を用いて示した図であ

る。また、本論文の巻末に Appendix B、C として

対応分析の行、列それぞれの得点を示す。例えば、

東京 I.1 は語彙 I が東京方言と一致、東京 I.0 は語

彙 I が東京方言と不一致、京都 I.1 は語彙 I が京都

方言と一致、京都 I.0 は語彙 I が京都方言と不一致

を示す。また、東京 fish.0.5 は山田論文中の△に

相当し、当該集落では、東京・京都方言の語に相

当する語が二つあり、その一つのみが対応し、か

つ代表形を決めることが難しい場合である。東京

night.?は山田論文中の○に相当し、東京、京都と

の対応関係が不明の場合、東京 hit.NR は欠損値を

示している。  

Appendix B、C によると、ｘ軸の正の方向には、

I、we、 sit、 few、 ripe の東京、京都方言に一致す

るもの（東京 I.1、京都 I.1、東京 we.1、京都 we.1、

東京 sit.1、京都 sit.1、東京 few.1、京都 few.1、東

京 ripe.1、京都 ripe.1）が特徴語として現れる。  

ｘ軸の負の方向には、 smooth の 0.5 すなわち東

京、京都方言に相当する語が二つあるもの（東京

smooth.0.5、京都 smooth.0.5）、東京方言の wife

に対応するもの（東京 wife.1）、grease の東京、

京都方言どちらにも対応しないもの（東京 grease.

0、京都 grease.0）が現れる。  

また、ｙ軸の正の方向には、I、we、sit、few、r

ipe、dry の東京、京都方言に一致するもの（東京

I.1、京都 I.1、東京 we.1、京都 we.1、東京 sit.1、

京都 sit.1、東京 few.1、京都 few.1、東京 ripe.1、

京都 ripe.1、東京 drｙ .1、京都 dry.1）、night の?

すなわち東京、京都方言と対応関係不明のもの（東

京 night.?、京都 night.?）が現れる。  



 

 

y 軸の負の方向には、東京方言の new に対応す

るもの（東京 new.1、京都 new.0）、hit の 0.5 すな

わち東京、京都方言に相当する語が二つあるもの

（東京 hit.0.5、京都 hit.0.5）、 rope の方言形が二

つあり、京都方言に対応する語があるもの（京都

rope.0.5）、 fish good correct grease の東京、京都

方言に一致するもの（東京 fish.1、京都 fish.1、東

京 good.1、京都 good.1、東京 correct.1、京都 corr

ect.1、東京 grease.1、京都 grease.1）が現れる。以

上の集落と軸の特徴語との関係を図 5 として示

す。  

図 6 は、図 5 の結果の内、東京、京都共に＋以

外の方言形を明示したものである。これを見ると、

x 軸は、正の方向には東京、京都に対応する語が

多い集落があり、負の方向には、その逆の集落が

存在し、それが徳山村の集落であることが分かる。

また、y 軸正の方向については、東京 I.1、京都 I.1、

東京 we.1、京都 we.1、東京 sit.1、京都 sit.1、東京

few.1、京都 few.1、東京 ripe.1、京都 ripe.1 の語の

x 軸得点は木ノ本の x 軸得点より大きな値を取る

ため、これらを除外した dry+、night○に特徴があ

ることになる。しかしながら、y 軸負の方向の語

と比較しても、両者に何らかの差異があるように

は見られないため、x 軸のように簡易な名前をつ

けることはできない。  

以上、対応分析の結果から、徳山村は使用語彙

の独自性が強いことが判明した。他地域と特に異

なる傾向を示すのは「なめらか」に相当する戸入

の「スベコイ」、「妻」に相当する櫨原の「オレ

ガイ」、「夜」に相当する山手の「ユッサ」、ま

た、「アブラ」に相当する徳山村全体で使用され

る「シロミ」であることが分かる。  

 

5.3 random Forest による集落の特徴語の抽出 

図 7 は、図 2 で求めた系統推定の結果をもとに、

地域を典型=(東京、京都、木之本 )、徳山=(門入、

戸入、塚、櫨原、山手、上開田、本郷、下開田 )、

坂内=(川上、広瀬、坂本 ) 藤橋・久瀬=(東横山、

西津汲、東津汲、日坂、外津汲 )、小津・鶴見=(小

津、鶴見 ) 、周辺=(今庄、池田 )とコード分けし、

このコード分けに依存する語、すなわち系統樹の

まとまりの原因となる語を random Forest によっ

図  4 対応分析（東京、京都以外）  
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図  6 図 5 のうち東京、京都ともに+以外の方言形  



 

 

て求めた結果である。各回の決定木の数は 500 と

してそれを 100 回繰り返し、Gini 係数の分布を求

めた。  

また、分析の性質上、random Forest を行った際

に、東京、京都に対して共に＋になる語を省いた

他、○、NR で表現されるデータが一集落でも含

まれる語については、その語の列そのものを削除  

して分析を行った。  

特徴語として上位に挙がったのは、grease、goo

d、bite、 fish、correct、 they、he、 sit、 lie である。

この結果を対応分析によって抽出した特徴語と対

照したのが表 3 である。対応分析による xy 軸正負

の特徴語を示したのちに、random Forest によって

抽出された語と重複するものを下線で示した。こ

の結果から、random Forest の結果は、対応分析の

y 軸負の語を多く抽出していることが分かる。こ

のことは、対応分析の集落得点から明らかなよう

に、日坂、東横山、東津汲、西津汲、外津汲とい

った集落の語彙が系統分類に効果をもたらしてい

ることを示す。それらの集落を図 2 の系統上で確

認すると、徳山村と岐阜県外の間に位置している

ことから、grease、good、bite、 fish、correct、 the

y、he、 sit、 lie といった方言形が両地域の両地域

の系統を分ける要因となる語であることが分か

る。本論文巻末に Appendix D として上記の集落

と語彙の方言形を示した。  

また、Gini 係数だけではなく、別の変数重要度

決定法でも random Forest を行ったが特徴語とし

て上位に挙がった単語は Gini 係数による結果と

一致した。  

図 8、図 9 は、random Forest で用いたデータを

主成分分析した結果である。図 8、図 9 の結果か

ら、random Forest によって抽出された系統推定を

元にした分類に依存する語 grease、good、bite、 fi

sh、correct、 they、he、 sit、 lie は、図 9 の丸で囲

んだ位置に固まることが分かる。そして、図 8 の

結果より、それらの語は、日坂、東津汲、西津汲、

東横山、坂本、木之本といった集落において特徴

的な様相を示すことが分かる。  

また、主成分得点と主成分負荷量の関係を見る

と、上記の語彙が東京方言寄りの方言形と京都方

言寄りの方言形を分ける語彙かつ京都寄りの語彙

であることが分かる。これは、徳山村は東京寄り

の語彙と京都寄りの語彙を分けるような役割を担

っておらず、東京とも京都とも隔絶する可能性が

あることを示し、対応分析の結果でも独自の語が

多いことが示されている。  

以上の対応分析と主成分分析との対応結果を総

合して考えると、日坂、東横山、東津汲、西津汲、

外津汲、坂本、木之本といった集落が、系統分類

に効果をもたらしていることが分かる。  

 

6. おわりに 

本研究では、山田のデータを元に数理的・統計

的手法を用いて分析を行った。山田の論文中では、

当該地域の諸方言は特に東京、京都のいずれかに

より近いということはなく、ほぼ両者の中間にあ

り、当該地域の諸方言の独自性が揖斐川の奥地に

行くほど強くなるということが判明していた。一

方、本研究では、山田の結果を踏襲しつつ、新た

に次のようなことが結果として提示された。  

まず、系統樹の結果から、この地域は、大きく

表  3 対応分析による特徴語と RFによる特徴語  

smooth△、wife

(T)+、grease- (x軸負)

I+、we+、sit+、

few+、ripe+ (x軸正)

I+、we+、sit+、few+、ripe+、dry+、

night○ (y軸正)

new(T)+、hit△、rope(K)-、fish+、

good+、correct+、grease+ (y軸負)
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図  7 random Forest による特徴語の抽出  



 

 

「徳山村」、「それ以外の岐阜県集落」、「岐阜

県外」に分かれ、その分類の程度も判明した。ま

た、系統推定の結果を空間分布とあわせて考えた

ところ、地形的に近い集落は、使用語彙も似てい

るという結果を示し、アクセント程複雑な様相を

呈していないことが判明した。  

そして、川上、坂本、広瀬、東横山、西津汲、

東津汲、日坂、外津汲集落の fish、good、correct、

grease に相当する語が徳山村と岐阜県外の方言を

分ける語彙であることが分かった。さらに、主成

分分析と random Forest の結果から、日坂、東津

汲、西津汲、東横山、坂本、木之本集落の grease、

good、bite、 fish、correct、 they、he、 sit、 lie とい

う語彙の方言が、東京方言寄りの方言形と京都方

言寄りの方言形を分ける語彙かつ京都寄りの語彙

であることが判明した。これは、徳山村は東京寄

りの語彙と京都寄りの語彙を分けるような役割を

担っておらず、東京とも京都とも隔絶し、独自の

語が多いことを示している。  

以上のように、定量的分析によってもたらされ

る知見は数多くあり、方言研究における定量的分

析の普及が方言研究の新しい局面をもたらす可能

性があると考える。  
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資料 

Appendix A 分析対象語彙  

 

No. name 東京方言 戸入方言

1 I ワタシ イラ、アガデ

2 thou アナタ ワレ

3 we ワタシタチ アッラ、アッラントー

10 many タクサン イッパイ

11 one ヒトツ ヒチョー

13 big オーキー イカイ

19 fish サカナ ユオ、サカナ

32 grease アブラミ シロミ

35 tail シッポ オッポ

38 head アタマ カシラ

44 tongue シタ ベロ

49 belly オナカ ハラ

55 eat タベル クウ

56 bite カミツク クイツク

60 sleep ネムル ネル

65 walk アルク アリク

67 lie ネテル ネコダットル

68 sit スワッテル スワル、ジョーラカク、ツクバル

70 give アゲル ヤル

72 sun オヒサマ オヒーサン

92 right ヨル ヨル

96 new アタラシイ アタラシイ、サラ

97 good イー ヨイ

99 dry カワイタ イヤイタ

101 ye アンタタチ ワッラ、ワッラントー、イカデントー

102 he アノヒト アノモン

103 they アノヒトタチ アノモントー

113 few スクナイ チート

114 sky ソラ テン

116 fog キリ キリ

128 arm ウデ ウジェ

135 milk オチチ チッチ

143 mother オカーサン オッカ

144 father オトーサン オトッサン

145 husband シュジン オトッサン

146 wife カナイ イエノハー

150 freeze コール コール

158 thick アツイ アツイ

167 smooth スベッコイ ツルツル、スベコイ

169 correct イー ヨイ

176 throw ナゲル ナゲル

177 hit ナグル ナグル

187 smell カグ カグ

188 puke ハク アゲル、ハク

191 fear コワガル オソガガル

196 ripe ジュクシタ イロッダ

199 rope ツナ ホソビキ
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Appendix C 
 
> res$col$coord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5

門入 -0.225 0.408 -0.226 -0.057 -0.123

戸入 -0.48 0.421 -0.21 -0.37 0.737

塚 -0.371 0.256 -0.112 0.141 0.176

櫨原 -0.428 0.449 0.083 -0.253 0.209

山手 -0.224 0.76 0.538 0.151 -0.727

上開田 -0.418 0.41 0.137 -0.088 -0.139

本郷 -0.24 0.333 0.062 0.002 -0.074

下開田 -0.388 0.181 -0.061 0.062 0.131

川上 -0.163 -0.153 0.174 0.424 -0.12

広瀬 -0.112 -0.224 -0.06 1.089 0.461

坂本 -0.097 -0.367 0.208 0.42 -0.016

鶴見 -0.077 -0.096 -0.007 -0.235 -0.068

東横山 -0.009 -0.501 0.299 -0.152 -0.182

西津汲 0.008 -0.564 0.276 0.089 -0.054

東津汲 0.055 -0.584 0.198 -0.254 -0.085

小津 -0.052 -0.274 -0.099 -0.504 0.148

日坂 0.101 -0.375 0.068 -0.116 0.047

外津汲 0.097 -0.557 0.103 -0.45 0.06

今庄 0.652 0.084 -1.137 0.131 -0.187

池田 0.32 -0.144 -0.715 -0.028 -0.478

木之本 2.044 0.527 0.484 -0.022 0.289

Dim 1 Dim 2 Dim 1 Dim 2 Dim 1 Dim 2

東京 I.1 3.878 1.299 東京new.1 0.184 -1.371 京都 freeze.1 -0.111 -0.503

東京 I.0 -0.195 -0.066 東京new.0.5 -0.01 0.067 京都 freeze.0 0.178 0.815

京都 I.1 3.878 1.299 京都new.0 0.184 -1.371 東京 thick.1 -0.27 -0.08

京都 I.0 -0.195 -0.066 京都new.0.5 -0.01 0.067 東京 thick.0 2.558 0.753

東京we.1 3.878 1.299 東京good.1 0.595 -0.612 京都 thick.1 2.558 0.753

東京we.0 -0.195 -0.066 東京good.0 -0.543 0.554 京都 thick.0 -0.27 -0.08

京都we.1 3.878 1.299 京都good.1 0.595 -0.612 東京smooth.1 -0.234 -0.143

京都we.0 -0.195 -0.066 京都good.0 -0.543 0.554 東京smooth.0 2.558 0.753

京都many.1 -0.381 0.13 東京dry.1 1.726 1.585 東京smooth.0.5 -0.911 1.037

京都many.0 0.063 -0.023 東京dry.0 -0.183 -0.168 京都smooth.1 2.558 0.753

東京 fish.1 0.453 -0.723 京都dry.1 1.726 1.585 京都smooth.0 -0.234 -0.143

東京 fish.0 -0.433 0.776 京都dry.0 -0.148 -0.239 京都smooth.0.5 -0.911 1.037

東京 fish.0.5 -0.212 -0.552 東京he.1 0.226 -0.495 東京correct.1 0.595 -0.612

京都 fish.1 0.453 -0.723 東京he.0 -0.251 0.542 東京correct.0 -0.543 0.554

京都 fish.0 -0.433 0.776 京都he.1 0.226 -0.495 京都correct.1 0.595 -0.612

京都 fish.0.5 -0.212 -0.552 京都he.0 -0.251 0.542 京都correct.0 -0.543 0.554

東京grease.1 0.404 -0.612 東京 they.1 0.382 -0.497 東京 throw.1 -0.422 0.253

東京grease.0 -0.658 0.991 東京 they.0 -0.288 0.37 東京 throw.0 0.842 -0.51

京都grease.1 0.404 -0.612 京都 they.1 0.382 -0.497 京都 throw.1 0.842 -0.51

京都grease.0 -0.658 0.991 京都 they.0 -0.288 0.37 京都 throw.0 -0.422 0.253

東京head.1 0.02 -0.106 東京 few.1 3.878 1.299 東京hit.1 -0.534 0.613

東京head.0 -0.126 0.625 東京 few.0 -0.195 -0.066 東京hit.0 0.694 0.138

京都head.1 0.02 -0.106 京都 few.1 3.878 1.299 東京hit.0.5 -0.079 -1.069

京都head.0 -0.126 0.625 京都 few.0 -0.195 -0.066 東京hit.NR -0.212 -0.552

東京 tongue.1 0.933 0.207 東京sky.1 -0.273 -0.183 京都hit.1 0.694 0.138

東京 tongue.0 -0.293 -0.066 東京sky.0 0.108 0.072 京都hit.0 -0.534 0.613

京都 tongue.1 0.933 0.207 京都sky.1 0.108 0.072 京都hit.0.5 -0.079 -1.069

京都 tongue.0 -0.293 -0.066 京都sky.0 -0.273 -0.183 京都hit.NR -0.212 -0.552

東京bite.1 0.719 -0.296 東京 fog.1 -0.304 -0.242 東京 ripe.1 3.878 1.299

東京bite.0 -0.361 0.146 東京 fog.0 0.968 0.769 東京 ripe.0 -0.195 -0.066

京都bite.1 0.719 -0.296 京都 fog.1 -0.304 -0.242 京都 ripe.1 3.878 1.299

京都bite.0 -0.361 0.146 京都 fog.0 0.968 0.769 京都 ripe.0 -0.195 -0.066

東京 lie.1 0.02 0.063 東京arm.1 -0.607 0.489 東京 rope.1 -0.413 0.261

東京 lie.0 -0.043 -0.129 東京arm.0 0.1 -0.083 東京 rope.0 0.121 0.009

京都 lie.1 0.02 0.063 京都arm.1 0.1 -0.083 東京 rope.0.5 -0.361 -0.472

京都 lie.0 -0.043 -0.129 京都arm.0 -0.607 0.489 京都 rope.1 0.329 0.24

東京sit.1 3.878 1.299 東京 father.1 -0.08 -0.049 京都 rope.0 -0.367 -0.035

東京sit.0 0.922 -0.073 東京 father.0 0.472 0.286 京都 rope.0.5 0.002 -1.058

東京sit.0.5 -0.351 0.046 京都 father.1 -0.08 -0.049

京都sit.1 3.878 1.299 京都 father.0 0.472 0.286

京都sit.0 0.922 -0.073 東京husband.0 0.148 -0.213

京都sit.0.5 -0.332 -0.029 東京husband.? -0.477 0.676

東京sun.1 0.084 -0.14 京都husband.0 0.148 -0.213

東京sun.0 -0.509 0.835 京都husband.? -0.477 0.676

京都sun.1 0.084 -0.14 東京wife.1 -0.812 1.106

京都sun.0 -0.509 0.835 東京wife.0 0.04 -0.056

東京night.1 0.02 -0.095 京都wife.1 0.085 -0.044

東京night.? -0.425 1.872 京都wife.0 -0.513 0.257

京都night.1 0.02 -0.095 東京 freeze.1 -0.111 -0.503

京都night.? -0.425 1.872 東京 freeze.0 0.178 0.815



 

 

Appendix D random Forest による特徴語とその方

言形  
 
 

 

grease good bite fish correct they he sit lie

東京 アブラミ イー カミツク サカナ イー アノヒトタチ アノヒト スワッテル ネテル

京都 アブラ エー カミツク サカナ エー アノヒトヤラ アノヒト スワッテル ネテル

門入 シロミ ヨイ クイツク ウオ ヨイ アノシュー アノモン スワル ネトル

戸入 シロミ ヨイ クイツク ユオ ヨイ アノモント アノモン スワル ネコダットル

塚 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノシュー アノヒト スワル ヨコンナットル

櫨原 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノシュー アノヒト スワル ネコロガットル

山手 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノヒトラ アノヒト スワル ネコロンドル

上開田 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノシュー アノモン スワル ネトル

本郷 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノシュー アノヒト スワル ネコロガットル

下開田 シロミ ヨイ クイツク イオ ヨイ アノシュー アノモン スワル カヤットル

川上 アブラミ ヨイ カミツク イオメ ヨイ アノシトラ アノシト スワル ヨコンナットル

広瀬 アブラミ ヨイ カミツク ウオ ヨイ アノシュー アノシト スワル ヨコンナットル

坂本 アブラミ ヨイ カミツク サカナ ヨイ アノヒトラ アノヒト スワル ヨコンナットル

鶴見 アブラミ エー クイツク サカナ エー アノシュー アノモン スワル ネトル

東横山 アブラ エー クイツク サカナ エー アノシトラ アノシト スワル ネソバットル

西津汲 アブラ エー カミツク サカナ エー アノヒトタチ アノヒト スワル ネソベットル

東津汲 アブラ エー クイツク サカナ エー アノヒトター アノヒト スワル ネトル

小津 アブラミ エー クイツク サカナ エー アノジンダー アノジン スワル ネコロンドル

日坂 アブラミ エー クイツク サカナ エー アノヒトンター アノヒト スワル ゴロネシトル

外津汲 アブラミ エー クイツク サカナ エー アノヒトラ アノヒト スワル ネトル

今庄 アブラミ エー カミツク ウオ エー アノモンラ アノモン ネマル カヤル

池田 アブラ エー カミツク サカナ エー アノモンラ アノモン ネマル ネカヤル

木之本 アブラ エー カミツク サカナ エー アノシトラ アノシト スワル ネル


