身体部位を表す方言語彙の表示システム
Learning system for dialect words denoting human body parts
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Abstract: When non-native clinical nurses and care workers provide care to native Japanese speakers, the
use of dialect words denoting human body parts and physical symptoms might create communication
barriers between them. We have thus developed a system that indicates dialect words corresponding to
body parts on PCs and tablets. The system displays an illustration of the head and entire body (front and
back sides); dialect words pop up when a user clicks or taps on a body part. The user can change the local
region and dialect by using pull-down menus. This system will help both non-native workers and native
Japanese people who are unfamiliar with the dialect.
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１. はじめに
経 済 連 携 協 定 （ Economic Partnership
Agreement, EPA）により日本語を母語としない
看護師や介護福祉士が日本国内にて就労する
ようになっている。しかし、彼ら/彼女らが日
本語母語話者の介護や看護に従事する場合、身
体の部位やその症状を言い表す方言語彙の理
解が難しく、方言がコミュニケーションにおけ
る障壁となっている。
今村ら（2015）は看護研修生、介護研修生入
国者を対象とした自記式アンケート調査を実
施した。その結果、看護研修生の 88％、介護研
修生の 75％が方言を理解できず困った経験を
有していると報告している。
この問題は、必ずしも非日本語母語話者と日
本語母語話者との間にのみ生じるものではな
い。日本語母語話者同士であっても出身地や世
代の違いにより方言が障壁となり得る。実際、
2011 年に発生した東日本大震災の際にも、被災
者と医療・福祉関係者の間でコミュニケーショ
ンがスムーズに行われないケースが見られた
（今村ら, 2013）。
このような問題に対処するため、竹田（2012）
は『東北方言オノマトペ用例集』を公開し、今
村ら（2014）は方言支援ツールを公開している。
また、後藤（2015）は山形方言の教材に関する
検討を行っている。この他、医療や福祉を目的
としたものではないが、平山ら（2013）は方言

を変換するシステムを発表している。
しかし、現時点では医療・福祉関係者が手軽
に利用できる方言検索システムや方言学習シ
ステムはほとんど存在しない。そこで、本研究
では、今村ら（2014）の方言支援ツールに基づ
いて、タブレットや PC から直感的に利用でき
る方言語彙表示システムを試作した。
２. 方言支援ツール
今村ら（2014）の方言支援ツールは、身体語
彙図と医療・福祉関係方言語彙集から成る。前
者は図 1 のように身体の各部位を表す方言語彙
を図示したものであり、後者は図 2 のように状
態などを表す方言語彙を表にしたものである。
いずれのデータも PDF ファイルであり、ホーム
ページにて都道府県と地域を選択することに
よって表示させることができる。
これらの資料は、印刷して診察室などで日常
的に利用することや、災害時に緊急支援チーム
が現地で利用することが想定されている。また、
身体図は、プライバシーが保たれにくい避難所
や大部屋の病室などで、口に出して言いにくい
部位を指さしで伝えるために用いられること
も想定している。
これらの資料は紙ベースであるため、検索に
不自由が生じる面もある。例えば、都市部など
様々な地方出身者が集まっている場合、様々な
地域の方言を知りたいとする医療者のニー

図 1 身体語彙図の例（岩手県一関地区，男性）

図 3 提案システムの表示例（岩手県一関地区，男性）

がポップアップ表示される。したがって、利用
者は直感的な操作で方言語彙にアクセスする
ことができる。なお、情報端末の画面サイズに
応じてイラストのサイズを自動的に変更する
機能を有している。
４. おわりに
本研究では、身体部位を表す方言語彙をタブ
レットや PC で表示させるシステムを提案した。
今後、現場からのフィードバックを得ながら改
善を行っていく計画である。
図 2 医療・介護方言語彙の例（岩手県一関地区）

ズがある（岩城, 2015）。このような横断的な
検索の場合、PDF ファイルや紙の資料を一つず
つ閲覧するよりもアプリケーションを利用し
た方が簡便である。同様に、日本語を母語とし
ない看護師や介護福祉士が来日前に日本の方
言を知るためにも、まずはアプリケーションで
閲覧できる方がハードルも低くなると考えら
れる。
３. 提案システム
上記の方言支援ツールのデータを利用して、
タブレットや PC にて簡便に利用できるシステ
ムを開発した。本システムは web ブラウザから
利用できるので、インターネットに接続できる
情報端末であれば基本的に使用できる。
このシステムでは、まず画面上部のプルダウ
ンメニューにより地域を選択する。すると、図
3 に示すように全身（前面、背面）および顔面
のイラストが表示される。このイラストでは、
方言語彙が登録されている部位が円で示され
ている。この円をマウスでクリックまたは指で
タップすると、図 3 のように対応する方言語彙
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