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青森県における方言の地域差と世代差 

─津軽・南部地方境界地域の調査から─

泉　　ゆ う き*・小　田　匡　保**

要 旨

本稿は，津軽・南部地方境界地域での調査をもとに，青森県における方言の地域差の中で
も，特に津軽・南部方言区画の境界について再検討し，さらに方言使用・認知および方言意
識の世代差についても考察する。津軽方言と南部方言の区画界については，津軽藩と南部藩
の境に一致することが従来の研究で指摘されている。過去の調査から20年以上たった現在で
も，同じことが再確認できた。ただし，一部の語に関しては，津軽方言が南部地方に浸透し
ているようにも見える。また，野辺地駅周辺を中心として，多少の漸移地域が存在すると考
えられる。方言使用・認知の世代差については，若い世代ほど方言が使われなくなり，逆に
方言を知らない人の割合が高くなることが明らかである。ただし，言葉によって，使用・認
知率の低下には差があり，若い世代でも比較的よく使われている方言もある。方言意識の世
代差については，方言と共通語との使い分けの点から見ると，70代以上と戦後生まれの60代
以下との間で大きな違いがあり，中年以下の世代では約4分の3の人が，場面によって方言と
共通語を使い分けていることが判明した。
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I.　は じ め に

青森県における方言の地域差として，県西部
の津軽地方に見られる津軽方言と，県東部の南
部地方にある南部方言の二つに大きく分かれ
ることは，従来から言われていることである 1）

（図1）（此島1961: 127–130; 此島1968: 19–28; 此
島1982: 219–224; 高橋1979; 川本1992: 76–77）。
下北地方の言葉の違いを重視して，南部方言か
ら下北方言を独立させる考え方もある（佐藤
2003b: 49）。
津軽地方（津軽方言区画）と南部地方（南部

方言区画）との境は奥羽山脈で，その北端の境
界は，平

ひらないまち

内町狩
かりばさわ

場沢と野
の へ じ

辺地町
まち

馬
ま か ど

門の間であ
る。ここは平地続きではあるが，かつては津軽
藩（黒石領，19世紀には黒石藩）と南部藩と

の境界であり，狩場沢と馬門にそれぞれ番所
が設けられていた。また，藩境塚が作られ，
現在，青森県指定史跡になっている（平凡社
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図1　青森県の方言区画
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1982: 209, 287–288）。
この境界地帯において，津軽方言と南部方言

が「混交」ではなく，「著しい対立」があるこ
と，「主に単語や文法の相違で，音韻・アクセ
ントでは対立がない」ことを，日野（1958: 76）
は指摘している。その後，中島（1982）や佐藤
（1988），川本（1994）が詳細な調査結果を発表
し（川本は青森県全域），ここが多くの言葉の
分布境界であることを再確認している 2）。しか
し，彼らの調査から少なくとも20年以上が経過
しており（中島は1976～77年，佐藤は1985～
87年，川本は1981～83年の調査），現状はどう
なっているのかに関心が持たれる。本稿の第 III

章では，方言の地域差が明瞭に見られる津軽・
南部地方の境界地域の調査にもとづき，津軽・
南部方言区画の境界について再検討する。
次に，この地域における世代差については，

佐藤 （1988: 508–513）が，若年層（20歳代）に
おける方言の衰退と変化に着目しているが，そ
の後の動向や細かい年齢差が気になる。本稿の
第 IV章では，方言使用・認知の世代差につい
て考察する。最後に第V章では，佐藤（2003a: 

6–7）を参考に，方言意識の世代差についても
検討する。佐藤の所説については，第V章で後
述する。

II.　調 査 方 法

調査地域は，藩境を通過する青い森鉄道の駅
のうち，藩境に近い，西から小

こみなと

湊，清
しみずがわ

水川，狩
場沢，野

の へ じ

辺地，千
ちびき

曳，乙
おっとも

供各駅周辺地区とした
（図2）。小湊駅，清水川駅，狩場沢駅が津軽藩
域で現・平内町に，野辺地駅，千曳駅，乙供駅
が南部藩域で現・野辺地町（野辺地）と東

とうほくまち

北町
（千曳・乙供）に位置する。
調査対象者については，佐藤（1988），川本

（1994）は，1地点から1人の老人 （佐藤は60歳
以上，川本は70歳基準の主として男性）を選

んで話者としている。当該地区の古い方言を調
べようとすれば，それでよいのであろうが，本
研究ではむしろ方言使用の現状に焦点を当てた
い。予想できることではあるが，中島（1982）
の悉皆調査が示すように，同じ地区であって
も，実際は，「本来」の方言とは違う言葉を話
す人が交じっている 3）。人の移動の激しい現在
において，この現象はなお強まっていると考え
られる。そこで，同じ地区で複数の言葉（共通
語を含む）が使われることを前提に，ある地区
ではどの言葉が優勢かという視点で複数の人に
調査を行う。本研究では，世代差にも関心があ
ることから，各駅の乗降客から，10～20代，
30～40代，50～60代，70代以上の各世代10人
ずつ（各駅合計40人，全駅総計240人）に面談
し，アンケート用紙に記入していただいた。た
だし，駅の近くに居住しているかどうかまでは
確認しておらず，他地区からの来訪者が含ま
れている可能性がある 4）。調査は，2012年9月
11日～16日と10月20日～25日に，筆者の一人
（泉）が単独で実施した。

III.　津軽・南部方言区画の境界

津軽方言と南部方言の区画の境界を調査する

図2　調査地域
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言葉として，佐藤（2003a: 3）を参考に，青森
市内で高校生まで育った筆者 泉の経験から，
津軽方言と南部方言の違いが明確な5語をまず
選んだ。すなわち，共通語の「私」「だめ」「恥
ずかしい」「～だから」「～でしょう」であり，
これらを何と言うか尋ねた。

1.　「私」
「私」 という共通語は，津軽方言では 「ワァ」，
南部方言では「ワィ」と言う。「私」という言
葉を，ふだん何と言うかという問いの回答は図
3のとおりである。
津軽藩域にあたる小湊駅から狩場沢駅まで

は，津軽方言「ワァ」が多く使われているが，

南部藩域に入った野辺地駅では「ワァ」より南
部方言「ワィ」が多くなる。そして，千曳駅，
乙供駅と藩境から離れるほど「ワィ」の割合が
高くなる。

2.　「だめ」
「だめ」という共通語は，津軽方言では「マ
イネ」，南部方言では「ワガネ」と言う 5）（佐
藤1988: 483, 487, 510; 佐藤2003a: 3; 佐藤2003b: 

46）。アンケートの回答は図4のとおりである。
上記の「私」と同じく，西の小湊駅から東の

乙供駅に向かって，津軽方言の「マイネ」優勢
から南部方言の「ワガネ」優勢へと徐々に変化
する。ただし，両者の優劣が逆転するのは，野

図3　「私」を何と言うか

図4　「だめ」を何と言うか
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辺地駅と千曳駅の間で，南部藩域の野辺地駅で
は，両者が拮抗しているものの，津軽方言の
「マイネ」がやや多い（実数では15人と13人
で，2人の差）。もっとも，調査対象者が駅周
辺地区居住者とは限らないため，市街地に近い
野辺地駅では，買い物などでたまたま訪れた津
軽地方居住者が回答者に含まれていた可能性も
ある。

3.　「恥ずかしい」
共通語の「恥ずかしい」は，津軽方言では

「メグセ」6），南部方言では「ショシ」と言う 7）

（佐藤1988: 482; 佐藤2003a: 3）。回答は図5の
とおりである。

これも，「私」「だめ」と同様に，西から東に
向かって，津軽方言の「メグセ」優勢から南部
方言の「ショシ」優勢へと変化する。野辺地駅
では，やはり両者が拮抗しているが，南部方言
の「ショシ」が1人だけ多い。

4.　「から」
「雨が降るから」という例に見られる共通語
の接続助詞「から」は，津軽方言では「ハン
デ」，南部方言では 「スケ」 となる 8）（佐藤1988: 

483, 486, 510; 佐藤2003a: 3; 佐藤2003b: 46）。結
果は図6のとおりである。
「から」の方言は，本調査で取り上げた五つ
の語の中で，方言使用の地域差が最も明瞭であ

図5　「恥ずかしい」を何と言うか

図6　「から」を何と言うか
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る。すなわち，津軽藩域の狩場沢駅と南部藩域
の野辺地駅との間で，津軽方言「ハンデ」と南
部方言「スケ」の比率が一気に逆転し，その差
が最大である。また，他方言の使われる割合が
最も低い。

5.　「でしょう」
「雨が降るでしょう」という場合の推量の丁
寧表現「でしょう」は，津軽方言では「ビョ
ン」，南部方言では「ゴッタ」となり，それぞ
れ「フルビョン」「フルゴッタ」と言う 9）（佐
藤1988: 483, 487; 佐藤2003a: 3）。アンケート結
果は図7のとおりである。
やはり，西から東に向かって，津軽方言の

「ビョン」優位から南部方言の「ゴッタ」優位
へと変化しており，野辺地駅では明らかに南部
方言が多い。上記の「私」と最も傾向が似てい
る。

6.　総合
「私」から「でしょう」までの五つの語につ
いて，津軽方言と南部方言それぞれで合計した
ものが図8である。総合して見ても，狩場沢駅
と野辺地駅との間を境にして，津軽方言優勢か
ら南部方言優勢へと徐々にかわっていることが
明らかである。特に狩場沢駅・野辺地駅間に，
他よりも大きな差があることが明瞭である。
以上の結果から，全体としては，津軽藩と南

図7　「でしょう」を何と言うか

図8　津軽方言と南部方言の割合
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部藩の境である狩場沢駅と野辺地駅の間が，津
軽方言区画と南部方言区画の境界であること
が，現在でも再確認できる。ただし，「だめ」
や「恥ずかしい」のような一部の語について
は，野辺地駅で両者の割合が拮抗しており，津
軽方言が南部地方に浸透しているようにも見え
る。逆に考えると，「から」や「でしょう」と
いった文法に関わる言葉は，方言に強固に残存
しているとも言えそうである。また，両方言の
割合が藩境で一気に逆転するのではなく，境界
からの距離に応じて，津軽・南部両方言の比率
が高くなる傾向があることも分かる。「国内で
も珍しい「方言の境目がきっぱりと分かれてい
る地域」」という評価もあるが（鈴木・佐藤
2014: 54），野辺地駅周辺を中心として，多少の
漸移地域は存在するということであろう。な
お，共通語形については，津軽藩域での使用が
若干多く，南部藩域では，市街地に近い野辺地
駅でより使われていることも認められる。

IV.　方言使用・認知の世代差

本研究では，地域差とともに，方言使用・認
知の世代差についても調査を行った。具体的に
は，「カチャクチャネ」「アズマシイ」「ジョッ
パリ」「エフリコキ」「アグド」という方言を使

うか（知っているか）を尋ねた。これらの言葉
は，津軽・南部両地方で話される方言である10）。
まず，「カチャクチャネ」は「イライラする」

という意味の方言である 11）。調査結果は図9の
とおりである。若い世代ほど使用率が下がり，
10～20代では知らない人が5%いるが，30代以
上ではよく使われている。
次に，「アズマシイ」は「気持ちいい」と

いう意味である 12）。結果は図10のとおりであ
る。「カチャクチャネ」と同じような世代傾向
にあるが，使用率が全体的に下がる。それで
も，30～40代では半分以上の人に使われてい
る。
「ジョッパリ」は「意地っぱり」という意味
の方言である 13）。調査結果は図11のとおりで
ある。50代以上と40代以下で使用率に大きな
差があり，40代より下の世代では2割以下に落
ちる。しかし，10～20代でも知らない人はい
ない。これは，「じょっぱり」が地元の地酒の
銘柄にもなっているように 14），「ジョッパリ」
という言葉が青森県の代表的な方言としてよく
知られているためであろう 15）。
「エフリコキ」は「見えっぱり」という意味で
ある16）。回答は図12のとおりである。「ジョッパ
リ」と同様に，50代以上と40代以下で使用率
に大きな差があり，50代以上ではよく使われ

図9　「カチャクチャネ」を使うか
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図10　「アズマシイ」を使うか

図11　「ジョッパリ」を使うか

図12　「エフリコキ」を使うか
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ているのに，30～40代では10%以下，10～20

代ではゼロに急落する。10～20代では知らな
い人も3割以上いて，世代による使用・認知の
差が大きい。
最後に，「アグド」とは「踵

かかと

」という意味の方
言である 17）。結果は図13のとおりである。この
言葉は，70代以上と50～60代の間に使用頻度
の大きな差があり，30～40代では知らない人も
4割近くになっている。「エフリコキ」より20

年くらい早く消えかかっているように見える。
以上の結果から，若い世代ほど方言が使われ

なくなり，逆に方言を知らない人の割合が増加
していることは明瞭である。ただ，自分の気持
ちを表現する「カチャクチャネ」や「アズマシ
イ」のような言葉は，若い世代でも比較的使わ
れているのに対して，「ジョッパリ」や「エフ
リコキ」のような他人を（否定的に）形容する
言葉は40代以下で急激に使用頻度が下がるこ
と，「アグド」のような容易に共通語に置き換
えられる言葉は，より早く消えつつあることも
認められる。

V.　方言意識の世代差

佐藤（2003a: 6–7）は，方言意識の一つとし
て，場面によって方言と共通語が使い分けられ

ることを指摘している。「東京で見知らぬ人に
道を尋ねるとき」から「津軽弁を使う友人と地
元の道ばたで話すとき」まで5段階に分け，こ
の順に共通語で話す人の割合が減少し，方言で
話す人が多くなると述べている。しかし，この
使い分けが世代によってどう違うかについては
触れられていない。本研究では，「東京に行っ
て人に道を尋ねる時，どの言葉を使うか」と
「青森で東京の人に道を尋ねられた時，どの言
葉を使うか」の二つに分けて，世代差の調査を
行った。後者は，佐藤（2003a）では扱われて
いない場面設定である。
図14は，東京でどの言葉を使うかという問

いへの回答である。70代以上は9割以上が方言
を使うが，戦後生まれの50～60代では逆に共
通語を使う人が7割以上を占め，10～40代では
9割以上になる。
次に図15は，青森で東京の人にどの言葉を

使うかという問いへの回答である。同じ東京の
人を相手にしても，舞台が東京の場合とは異な
り，地元の青森ではどの世代でも方言が多用さ
れることが分かる。年齢別に見ると，70代以上
は100%方言を使い，若い世代になると共通語
使用者が多少増えてはくるものの，10～20代
でも方言を使う人が4分の3を占めている。
図14と図15を比べてみると，70代以上はど

図13　「アグド」を使うか
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ちらの場面でも方言を使用するのに対し （共通
語と使い分けている人は約1割），10～60代で
は約4分の3の人が方言と共通語を使い分けて
いることが判明する。調査の際も，「東京に行っ
た時は方言が出ないようにする」と答えた人
も，「青森で東京の人と話す時は方言が出るの
を気にしない」という回答が多く聞かれた。
以上のことから，方言と共通語との使い分け

には，70代以上と戦後生まれの60代以下で大
きな世代差があることが明らかである。それ
は，「方言が出ると恥ずかしい」「方言が出ても

気にしない」といった意識に年齢差があるゆえ
ではないかとも考えられるが，使い分けの理由
については調査項目に設定しなかった。また，
言葉の使い分け以前に，共通語を話すことがで
きるか（話す自信があるか）という前提条件自
体に世代差がある可能性もある 18）。

VI.　お わ り に

以上，本稿では，津軽・南部地方境界地域で
の調査をもとに，津軽・南部方言区画の境界に

図14　東京でどの言葉を使うか

図15　青森で東京の人にどの言葉を使うか



地域学研究 第29号 2016

―  ―30

ついて再検討し，さらに方言使用・認知および
方言意識の世代差についても考察した。
津軽方言と南部方言の区画界については，従

来の研究で指摘されている津軽藩と南部藩の
境，すなわち狩場沢駅と野辺地駅の間が境界で
あることが，現在でも再確認できた。ただし，
一部の語に関しては，津軽方言が南部地方に浸
透しているようにも見える。また，野辺地駅周
辺を中心として，多少の漸移地域が存在すると
考えられる。今回の調査では，調査対象者の居
住地や居住歴を確認しなかったため，今後はこ
れらの属性を考慮した分析が必要である。
方言使用・認知の世代差については，若い世

代ほど方言が使われなくなり，逆に方言を知ら
ない人の割合が高くなることが明らかである。
ただし，言葉によって，使用・認知率の低下に
は差があり，若い世代でも比較的よく使われて
いる方言もある。どのような言葉が残りやすい
のか，あるいは使われなくなるのか，少ない調
査事例から私見を述べたが，今後，語数を増や
して調査をする必要があるであろう。
方言意識の世代差については，方言と共通語

との使い分けの点から見ると，70代以上と戦
後生まれの60代以下との間で大きな違いがあ
り，中年以下の世代では約4分の3の人が，場
面によって方言と共通語を使い分けていること
が判明した。それが，方言が恥ずかしいという
意識の違いによるものなのか，あるいは共通語
を話す能力の年齢差によるのか，これもまた今
後の研究課題である。

〔付記〕
本稿は，泉の駒澤大学文学部地理学科地域文

化研究専攻2012年度卒業論文「青森県におけ
る方言の地域差と方言意識」を，小田が大幅に
加筆修正したものである。

注

1） 津軽地方と南部地方は，気質の違いや地域間 

の対立意識などにも言及される （篠崎2014: 

65–66; 鈴木・佐藤2014: 12–13, 52–53）。
2） 川本（1994: 163–167）は，境界が西あるい
は東にずれている言葉の例も示している。

3） 中島（1982: 112）は，その要因として，別
方言地域からの嫁入りや中等教育・買い物
の場所を挙げている。具体的には，狩場沢
の住民はかつて野辺地の中学校に通学して
いたという。佐藤（1988: 515）によれば，
それは1960年頃までという。また，狩場
沢の人は，日常的なものでも野辺地の町ま
で買い物に出るということである。

4） 居住地を確認しないのは調査方法として問
題かもしれないが，「昼間人口」の概念が
あるように，昼間の話者の分布，すなわち
昼間の方言分布という観点もありえよう。

5） 川本（1994: 162, 167） は，「マエネ」と「ワ
ガネ」を対比させている。

6） 川本（1994: 170, 182）によれば，「メグセ」
は南部方言では，（容姿が）醜いという意
味で使われる。同じ言葉が違う意味で使わ
れている一例である。

7） 川本（1994: 167）によれば，南部地方でも
上北地方東部と三八地方が「ショシ」で，
上北地方西部と下北地方は「ハジガシ」だ
という。

8） 体言の後の場合は 「ダ」 が接続し，「ダハン
デ」，「ダスケ」 となる。なお，この境界地
帯で調査を行った日野 （1958: 76） は「ハン
デ」と「シケァ」を対比させ，中島 （1982: 

119–116），川本（1994: 162）も「ハンデ」
と「シケ」としているが，佐藤の「ハン
デ」と「スケ」の表記に従う。南部方言は
「スケ」一色ではなく，此島 （1968: 152） に
よれば，「津軽はハンデ一つだが，南部



青森県における方言の地域差と世代差（泉・小田）

―  ―31

はシケ（シケニとも）を主として，シテ・
へンデが並行」しており，さらに，川本
（1994: 167）によれば，「シケ」は上北地方
と三八地方西部で，三八地方東部は「ヘン
デ」，下北地方は「シテ」だという。川本
（1994: 182–188）はさらに，「ヘンデ」と
「シケ」は周圏的分布をしていると述べ，
「へンデ」の分布地域の中に「シケ」が入
り込んだと推定している。

9） 体言の後には間に「ダ」が入り，「ダビョ
ン」，「ダゴッタ」となる。佐藤 （1988: 483）
によれば，「降るだろう」という丁寧でな
い推量には，「ビョン」と「ゴッタ」に加
えて，津軽方言では「フルンタ」「フルエ
ンタ」，南部方言では「フルベ」「フルンデ
ネガ」が使われる。また川本（1994: 167）
は，「（行く）だろう」に相当する表現を，
津軽地方内陸部では「ビョン」，同海岸部
では「ベオン」としている。

10） 菅沼（1975〔1936〕: 61, 86, 52, 40）は，「カ
チャクチャドス」（①気がくしゃくしゃす
る，②整頓していない様），「ジョッパリ」
（強情張り），「エフリコグ」（派手にする），
「アグド」（踵）の4語を，津軽・南部の両
方で使われるものとする。ただし，「アズ
マシイ」は津軽地方で多用された言葉のよ
うで，菅沼 （1975 〔1936〕: 42）は，「アヅマ
ス」（①気分のしっくり合うこと，②浮世
の刺激のないこと）を，津軽地方の方言と
している。また，高橋（1979: 66）も，「ア
ジマシ」（よい，すばらしい，快適だなど）
を「津軽地方特有な方言の代表的なもの」
の一つに挙げている。他方，尚学図書
（1989: 56） は，「あずましー」の使われて
いる地域として，南部地方の上北郡も記
載している。この記述の原資料は，現在の
横浜町での記録である有畑尋常高等小学校 

（1933頃）である（筆者未見）。また，現

代の鈴木・佐藤（2014: 54）は，「あずまし
い」が津軽弁・南部弁でともに用いられる
とする。かつてはあまり南部地方で使われ
ていなかったものが，その後に広まった可
能性もある。

11） 尚学図書（1989: 562）は，「かちゃくちゃ
ない」を「複雑だ。不確かだ。混乱して不
安だ。じれったい」と解釈する。

12） 尚学図書（1989: 56）は，「あずましー」を
「気持ちがいい。安心だ。満足だ」と解釈
する。

13） 尚学図書（1989: 1159）は，「じょーばり
（じょぱり，じょっぱり）」を「強情を張る
こと。意地を張ること。また，そのさま。
その人」と解釈する。

14） 弘前市にある六花酒造株式会社の日本酒で
ある。http://www.joppari.com/

15） 篠崎（2014: 63–64）は，「かちゃくちゃね」
などとならんで，「じょっぱり」を青森県
の方言の例に挙げる。また，松村（2006: 

1263），新村（2008: 1416），小学館大辞泉
編集部（2012: 1833）のような大部の国語
辞典にも「じょっぱり」の項目がある。な
お，新村（2008: 53, 33）では，「あずまし
い」と「あくと」も方言として見出し語に
挙げられている。

16） 尚学図書（1989: 315）は，「えーふりこぎ
（えふりこぎ，えふりし）」を「おしゃれ。
はで好み」と，「えーふり（えふり）」を
「生意気なこと。見えっぱり」と解釈する。

17） 尚学図書（1989: 35）は，「あくと」を「か
かと」と解釈する。

18） 佐藤（2003a: 5）によれば，津軽地方での
調査で，約3割が共通語をうまく話す自信
が「全然ない」か，「あまりない」と答え
たという。
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Regional and Generational Differences in Dialect in Aomori Prefecture: 
Observed from the Research in a Border Area between Tsugaru and Nambu Regions

Yuki IZUMI* and Masayasu ODA**

This paper studies the regional difference in dialect in Aomori Prefecture, especially re-
examining the dialect in the border of Tsugaru and Nambu dialect areas, based on the authors’ 
research conducted in the same border area. It also observes generational differences in the us-
age and recognition of the dialect and in the feelings of people using it. Previous studies have 
indicated that the border of the two dialect areas coincided with that of Tsugaru and Nambu 
domains in the Edo period. This study reconfirms the fact that that stands the test of time 
even after 20 years. However, a few Tsugaru words appear to penetrate into Nambu region. A 
dialect transition area, centered on Noheji Train Station, exists. Concerning the generational 
differences in the usage and recognition of dialect, it is clear that young people do not tend to 
speak or know local vocabulary. However, the decreasing trend varies from word to word, and 
some dialectal words are often used by the younger generation too. Finally, feeling about dia-
lect differs with age and is observed in terms of the words spoken to people from Tokyo. The 
research clarified that there is a major difference between the attitudes by people in their sev-
enties and older and those by younger generations born after the war and that approximately 
three quarters of the latter use Aomori dialect and common Japanese words according to the 
situation.

Keywords: dialect, regional difference, generational difference, Aomori Prefecture, Tsugaru region, 
Nambu region
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