
「公共交通機関における多言語表記」調査結果概要



調査内容
公共交通機関の交通結節点及びホームページにおける多言語表記の現状について、外国人の
視点により全国一斉調査を実施した。

交通結節点調査は、複数の交通機関を乗り継ぎするためのルートを移動しながら、情報の連続性
や情報量、誤訳や表記の揺らぎについて調査した。

ホームページ調査は、外国人観光客が交通機関の利用にあたって閲覧する主なページについて、
誤植や表現を調査した。

「公共交通機関における多言語表記」調査概要
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平成３１年２月～３月

交通結節点調査は、外国人観光客の利用が多いと思われる全国８０ルート
ホームページ調査は、全国の鉄道、バス事業者８５社

調査期間

調査対象



ほとんどの分岐点において、日本語の案内がある場合は、英語でも案内がなされていた。
地域によっては、外国人の利用状況を踏まえ、中国語、韓国語、その他の言語での案内も確認できた。

言語別・分岐点における案内の有無（８０ルート）
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凡例 凡例説明

全ての分岐点において、対象言語での案内が確認できるルート

対象言語での案内のない分岐点が1点あるルート

対象言語での案内のない分岐点が2点以上あるルート

全分岐点を通じて、対象言語での案内が確認できないルート

言語別の対応状況、外国人観光客の傾向

言語 対応状況 ・外国人観光客の傾向

英語
• ほとんどの分岐点において、英語対応がなされていた。
• 英語での案内がなされていない分岐点もあるが、その場合は日本語の案内も確認できない場合が多く、日本人
でも移動が困難で多言語表記の問題ではない可能性がある。

中国語
• 繁体字よりも簡体字対応がなされている分岐点が多いことが確認できた。
• 中国語圏観光客は、日本語の漢字であっても認識している場合が多く、移動可能なケースも多い。一方、ひらが
なやカタカナ表記の場合は、中国語の案内、もしくは日本語で漢字を併記するとより移動しやすいと考えられる。

韓国語
• 中国語（簡体字）と同程度の案内がなされていることが確認できた。
• 韓国人観光客の多くは、韓国語の表記を確認できない場合は英語表記を確認すると考えられる。

その他の言語
• 特定の国・地域からの外国人観光客や在留外国人が多い地域では、ロシア語やポルトガル語等、地域の特性
に応じて英語や中国語、韓国語以外の言語での案内も確認できた。 2

交通結節点調査の結果
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複数の交通結節点で確認された課題 先進的な取組みの紹介

乗り換え先ごとに階段が異なる

多くの路線が乗り入れるターミナル駅を中心に、ホームに降
り立った時点で、乗り換える路線ごとに利用すべき階段が異
なる場合があり、誤った階段を利用すると遠回りをしてしまう
可能性がある。

案内の表記が揺れている

途中までは路線名の表記（～線）だが、乗換先の改札や、の
りば付近の案内では、駅名の表記（～駅）となり、路線名の
表記がなくなる場合が確認された。移動中に案内表記が切
り替わると、外国人観光客にとって理解し難い可能性がある。

表記内容が見えづらい

広場やコンコース等を通過して乗り換える際、案内標識まで
の距離が遠い、案内標識が小さい、また外国語の文字が小
さい等、視認性を欠く場合がある。

＜JR西日本・大阪駅＞
ホーム上の案内に、路線ごと
に、乗り換えのしやすい階段
に関する情報がまとめられて
いる。

＜大阪メトロ・新大阪駅＞

改札上の案内では、駅名
の案内に「御堂筋線」の案
内も併記している。

＜福岡市交通局・博多駅＞

ピクトグラムを使用しており、遠くからでも
新幹線の案内であることが容易に分かる。

交通結節点調査の結果

複数の交通結節点で確認された課題と先進的な取組み
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複数の交通結節点で確認された課題 先進的な取組みの紹介

案内の間隔が長い

100m等の長距離の間案内が確認できないルートが見られ
る。目立った分岐点がなく直線の場合であっても、案内が無
いと、ルートを外れてしまったと考え、引き返す、もしくは他
のルートを調べる等、時間を要する場合がある。

乗り換え時に改札の通過が必要か分からない

異なる事業者の路線を乗り換える際に、改札外に出て乗り
換える場合がある。この場合、外国人観光客は改札外に出
て乗り換えるということに気づかず、改札内で目的の路線案
内を探し、時間を要する場合がある。

案内はなされているが案内標識を見落とす

適切な位置に案内標識があったとしても、乗り換え路線や構
内店舗の多いコンコース等では案内標識を見落とす可能性
がある。

＜西日本鉄道・西鉄福岡駅＞

各所に距離の記載のある案内
標識が配置されている。進む
につれて距離が短くなることが
分かり、適切なルートを移動し
ていると認識することできる。

＜京成電鉄・京成上野駅＞

「改札口を出てからのりかえ」と
案内されているため、外国人観
光客は円滑に他社線に乗り換え
ることができる。

＜ＪＲ東日本・高崎駅＞

吊り下げ型の案内標識に加え、
床面に案内がなされている。
主要な観光地である富岡製糸
場の写真と英語での案内も記
載されている。

交通結節点調査の結果

複数の交通結節点で確認された課題と先進的な取組み
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複数の交通結節点で確認された課題 先進的な取組みの紹介

特急列車等の乗車方法が分からない

特急券の要否や購入方法、運賃・料金に関する案内が無い
ために、特急列車等に乗車することができない。

運賃表の多言語表記が読みづらい

自動券売機に駅名検索機能がない場合、券売機付近に設
置されている路線図型の運賃表から運賃を調べることにな
るが、路線図の駅名が多く、また併記してある英語の文字が
小さいために時間を要する。

自動券売機が日本語のみ対応している

自動券売機が日本語のみの対応となっている場合、窓口を
利用せざるを得ず、乗車船券の購入に時間を要する。

＜近畿日本鉄道・京都駅＞
自動券売機付近に「How to go 
to Nara」との案内があり、特急
や急行を利用する場合の運賃・
料金、経路、のりば等が整理し
て示されている。

＜名古屋鉄道・名鉄名古屋駅＞

自動券売機付近に英語のみの
路線図が設置されているととも
に、主要な行き先は大きく記載さ
れており、容易に運賃を把握す
ることができる。

＜東武鉄道・池袋駅＞

自動券売機が英語に加え中国
語（簡体字・繁体字）、韓国語、フ
ランス語、スペイン語、タイ語に
も対応している。

交通結節点調査の結果

複数の交通結節点で確認された課題と先進的な取組み
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複数の交通結節点で確認された課題 先進的な取組みの紹介

バス、路面電車の乗車方法が分からない

特にバス、路面電車において、乗車方法（どのドアから乗車
するのか、整理券を取る必要はあるのか等）や、運賃に関す
る案内が確認できない場合がある。

改札内コンコース等で、路線図が確認できない

改札を出ずに乗り換える場合、路線図を確認する機会がな
く、乗るべき路線や列車種別（特急、普通等）が分からない
場合がある。

停車駅や停留所に関する案内が確認できない

停車パターンの異なる列車やバスが運行している場合や、
複数の行き先がある場合に、停車駅や停留所の案内が無
いため、乗るべき列車やバスが分からない。

＜長崎電気軌道・長崎駅前＞

のりばに主要な観光地へのアクセ
スや、乗車方法等に関する情報が
まとめられている。

＜JR西日本・広島駅＞
ホームに向かうエスカレーターの
横に路線図が記載されている。

＜新潟交通・新潟駅前バスの
りば＞

各停留所の案内があり、主要
な停留所に関しては、英語に
加え中国語（簡体字・繁体字）、
韓国語、さらに地域の特性を
考慮してロシア語も併記して
いる。

交通結節点調査の結果

複数の交通結節点で確認された課題と先進的な取組み



提供されている
情報量

• 多くのページで英語に加え、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語のページが確認できた。また、自動翻訳機能を使用した
ページではタイ語やインドネシア語、フランス語等の対応も確認できた。

• 路線図、運賃、時刻表等、基本的な情報のみを多言語対応している場合や、企画乗車船券、沿線の観光情報、経路検
索機能等まで対応している場合があり、ホームページ間で対応している情報量に大きな差がみられた。

• 言語間でも、時刻表は英語のみ対応しており、中国語や韓国語のページでも英語の時刻表が掲載されている等、言語
間で情報量に差がみられた。

提供されている
情報の

利用しやすさ

• 公共交通機関のホームページに記載されている情報は運賃や乗車方法等、ある程度共通した内容が多く、一部誤訳等
により意味が分からない文章であっても、推測により内容を把握できる場合が多かった。

• 一方、自動翻訳機能を使用した一部のページでは、固有名詞の直訳等、外国人が理解し難い表現が多く確認された。
また、タブメニュー等が画像の場合、自動翻訳が適用されず日本語で表示され、適切に誘導されてない場合があった。

7

調査対象となったホームページは英語を中心に多言語対応がなされており、概ね問題なく利用できることが確
認できたが、ホームページ間、言語間で、掲載されている情報量や利用のしやすさに差がみられた。
多くのページは利用可能な程度の誤訳に留まったが、自動翻訳機能を使用した一部のページでは、利用が難
しい場合も確認された。
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ホームページの言語別対応状況（85事業者）

（うち自動翻訳※）対象言語での対応無対象言語での対応有

多言語で提供されている情報量・利用のしやすさ

※ ホームページ上で「本サイトは自動翻訳を使用
している」等の記載があり、明らかに自動翻訳
を使用していることが分かるホームページ数を
計上

ホームページ調査の結果
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ホームページ間で同様の誤訳パターンが確認できた他、翻訳とは別に、ホームページの構造が複雑で必要と
する情報を得ることが難しいといった課題もみられた。

全言語共通の
誤訳の傾向

• 日本語を直訳し、対象言語では使用されない、違和感のある表現になる場合があった。
【例】「発券所・発売所」→ 「release place」

• 主に自動翻訳の際に、意味の通らない表現になる場合があった。
【例】「遺失物センター」→ 「Forgotten Center」 、「小人」→ 「dwarf」

• 原文の日本語の文意が適切に翻訳されておらず、文章が理解し難くなっている場合があった。
【例】「小児は何歳からになりますか？いくらになりますか」 → 「What happens to the children fare from what age? 

Would you like to much?」
• 日本語向けサイトの文章を取捨選択せず訳しているため、日本語のみ対応しているサイトへのリンクまで多言語で案内
されており、外国人観光客にとって不要な情報となっていた。

各言語での
誤訳・誤記・

違和感のある
表現の傾向

• 英語では、和製英語の使用等で意味の通らない文章になっている場合があった。また主語や目的語等の欠如により不
十分な文章になっている場合があった。
【例】「ダイヤ」→ 「diagram」

• 中国語では、簡体字のページに繁体字表記が含まれる場合(またはその逆の場合)等が頻繁に確認された。
【例】「日元」⇔ 「日圆」

• 韓国語では、文体が敬語ではなく、口語体になっている場合があった。また、韓国語では使用しない外来語の文章等を
直訳しており、違和感のある文章が確認された。

複数のホームページで確認できた傾向

• 時刻表等がホーム画面から３、４回遷移しなければ確認できない、また路線図の駅名をクリックして表示する旨の説明がない等、誘導が
不十分と考えられる場合があった。

• 特に自動翻訳機能を使用している場合において、ニュースリリースや企業情報等、外国人観光客が利用する可能性が低いページが目
立ち、乗車案内をはじめとして必要とする情報が見つけづらくなっている場合があった。

• 翻訳の完成度を高めていくと同時に、ホームページを訪問する外国人観光客のニーズを理解し、必要な情報をページ上でより容易に見
つけられるような取組みも必要であると考えられる。

ホームページ構造上の課題

ホームページ調査の結果


