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１．調査の概要

観光庁では、平成26年３月に多言語対応の改善・強化を図ることを目的として「観光立国実現に向けた多言
語対応の改善・強化のための多言語ガイドライン」（以下多言語ガイドライン）を策定し、これに基づき自治
体や各事業者は、外国語での表記の整備を進めているところである。

一方で、日本国内の観光関連施設において、外国人旅行者にとって理解しがたい表現や誤訳も未だ存在して
いることから、どのようなメカニズムで誤訳等が発生しているのかを現地調査を実施することにより明らかに
し、誤訳を発生させないために改善点を把握し、どのような運用や支援が必要か「今後に向けた提言」として
整理を行った。

■実施概要

①実態調査 現地調査に先立ち、外国人目線により誤訳等の実態を把握し、誤訳を生み出しているメカ

ニズムを翻訳手法、実施体制、支援体制の３つの視点で検証し、現地調査の実施の視点を
整理。

②現地調査 東京、広島の２地域で調査対象（小売店、飲食店、観光施設等）の訪問調査（136施設）

を実施し、外国語表記及び翻訳の背景を把握。

③結果整理 現地調査の結果から、誤訳等が生じるメカニズムを検証し、その実態を類型化。類型化パ

ターンに応じた「目指すべきレベル」を設定し、レベルごとの改善のあり方を整理。
レベルごとで取り組める具体的な方策集として「外国語表記の手引き」を作成。
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２．実態調査の実施
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実態調査① 外国人目線による誤訳等の実態把握

英語、中国語、韓国語のネイティブによる誤訳等のサンプル収集、問題指摘調査を実施。

【英語】
Well selected 
直訳すると「よく選ばれる」
となるが、メニューでは“人気
＝Popular” と表現する方がふ
さわしい。

【中国語】
「きれいな人がトイレを使っ
てください」となっている。
请干净地使用厕所だと分かり
やすい。

【韓国語】
意味不明な「〇〇お立ちくだ
さい」となっている。
また単語の間にスペースがな
い。차례로 줄을 서주세요だ
と分かりやすい。

◇検証結果

誤訳等の実態
 必要に応じて掲げられた「注意喚起の表示 」に誤訳等が生じやす

いが、小規模な個店の場合には、メニュー等にも誤訳が見られる。
 誤訳、理解しがたい表現は、「付け焼刃で足された」表示にあり

がちである。

収集事例の言語別の誤訳の特徴
 英語は、ネイティブによるチェックの不足からか、よく使われる

表現とはなっていない場合が多く見られる。
 中国語は、文法の間違った表現が多くみられ、翻訳のチェックが

行われていないと考えられる。
 韓国語は、誤字や単語間のスペースが空けられていない状況が見

られる。



実態調査②-１ 翻訳手法の違いによる翻訳結果の比較検証

◇検証結果
 無料の翻訳サイトによる翻訳では、入力する日本語が回りくどい表現の場合、誤訳が生じた。
 有料翻訳の料金は事業者により差があるが、安価な場合には適切な翻訳となっていない場合が見られた。

翻訳方法 定食は、100円の追加で味噌汁をあら汁に変更できます。 親子丼

無料翻訳
サイト

ａ The set meal can be changed to miso soup with an additional 100 yen. Oyakodon

ｂ
The set menu can change the miso soup to arajiru fish soup by addition of 100

yen.
Chicken and eggs bowl

Ｃ
The meal set meal can change the miso soup to the fault stew by addition of

100 yen.
Oyakodon

有料翻訳

Ａ社
Miso soup on the side of meals can be changed to fish scrap soup for an extra

¥100.
Chicken & Egg Bowl

Ｂ社
For an extra 100 yen, you can exchange miso soup for fish-head soup when

ordering a set meal.
Chicken and eggs on rice

ネイティブ検証

B社の “fish-head soup”→「魚の頭スープ」で間違いではないのでが、食べたい気持
ちが湧く表現ではない。”Rich (unfiltered)” →「リッチ/濃厚な（こしていない/骨のあ
る）スープとすることで高級感が増し、食欲をそそる表現となる。「Upgrade the miso 
soup to Rich (Unfiltered) fish stock soup for 100yen on the set meal.」が望ましいか。

B社の “Chicken and eggs on rice”は間違っていない
が、”Sukiyaki sauce”/「すき焼きダレ」と入れると読み
手も分かりやすい。「Chicken and eggs cooked in 
sukiyaki sauce on bowl of rice.」が望ましいか。

検証の一例

「飲食店」及び「小売店」で実際に使用している表示を例題にして、無料の翻訳サイトで翻訳した場合と、有料で翻訳
した場合（安価・短時間でできるもの、ネイティブによる翻訳である程度の料金がかかるもの）、さらにネイティブが
翻訳した場合とで、比較検証を実施。
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実態調査①、②の結果から、現地調査に向けて必要な視点を整理
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実態調査②-３ 地域の外国語表記に対する支援体制の検証

◇検証結果
 多言語コールセンター、翻訳サービス、セミナーの実施、アドバイザーの派遣など、外国語表記や外国人観光客

の受入に対する支援体制がつくられている。
 ただし、周知が行き届いているかの確認ができていない実態も見られる。

自治体の支援・助成などについて、インターネットにより情報収集を行い整理した。また、外国人旅行者が多く来訪
する東京都および広島県における支援事業の実施状況についてヒアリング調査を行った。

大手チェーン(小売、飲食)へ２社にヒアリング調査し、翻訳体制の実態を検証。

実態調査②-2 翻訳の実施体制の検証

◇検証結果
 翻訳内容の統一のため本社で一括で翻訳を実施
 翻訳は翻訳会社へ外注
 各店舗で必要に応じて翻訳をする場合もある

 人材不足が課題
 商品アイテムの翻訳は基本的にメーカーから提供さ

れる情報以外は表示しない。

〇各施設/店舗においては、基本的表示（商品や展示物についての表示）と、注意喚起表示を分けてサンプル収集を行う。
〇上記の分類別に、翻訳方法、ネイティブチェックの有無を明確にする。
〇チェーン店の場合においては、基本的には本部での翻訳を行っている場合が多いため、本社へ翻訳方法の確認を行う。
〇小売店については、基本的に商品への表示はされていない場合が多いため、必要に応じて表示している注意喚起や

説明文などを対象とする。



３．現地調査の実施

外国語表記における誤訳、理解しがたい表現などの実態を把握する現地調査を、東京及び広島の２地域で実
施。外国語表記の事例収集と翻訳方法や経緯等のヒアリングを行った。

項目 概要

調査地域 地域①
（三大都市圏）

東京都（台東区ほか）
…浅草地域、上野公園周辺、スカイツリー周辺

地域②
（三大都市圏外の地
方都市）

広島県（広島市ほか）
…本通り商店街及び周辺の商店街、平和記念公

園周辺、宮島参道商店街及びその周辺地域

調査対象 飲食店、小売店、美術館・博物館、自然公園、観光地などの観光関連施設（全136施設）
言語は英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の４言語を対象

調査方法 ①訪問調査 調査対象を訪問し、施設内の外国語表記の収集（写真撮影等）、翻訳方法や経緯
等のヒアリングを実施。

②誤訳等の分析 ネイティブによる収集したサンプルのチェック、誤訳等の抽出、正訳の整理。
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調査指標を（１）（２）の視点で整理し、誤訳等のパターンを抽出。（３）のとおり、現地調査で収集した事
例をパターン毎に整理した。

分野：小売店、飲食
店、観光施設の３種
類に分類
言語：４言語（英語、
簡体字、繁体字、韓
国語）に分類

商品（展示品）について
の基本的な表示と、
補足説明や注意喚起
の２種類に分類

翻訳レベルを以下の３つに分類
レベル①：外国語を理解していない人が翻訳している

【自動翻訳の使用、日本人の従業員等の翻訳】
レベル②：外国語を多少理解しているが、検証体制が

ない翻訳
【本社や本部の日本人社員の翻訳、語学が堪能

とされている日本人の翻訳、ネイティブでは
ない外国人の翻訳】

レベル③：検証がされた翻訳
【専門外注の翻訳、ネイティブ翻訳（プラス

アルファの文章も追加）】

分野/言語の分類 表示内容の分類 翻訳方法とその背景の分類

7

４．調査結果の分析

（１）外国語表記の実態・経緯の類型化



 

 誤訳等が生まれるメカニズムは、基本的
に予算がない、時間がない、人材がいな
いといった背景から、機械翻訳等を使用
して自社で翻訳を行い、理解しがたい表
現等を含む誤訳等が生じているものと考
えられる。

 一方、翻訳事業者を使っている場合には、
理解しがたい表現等といった致命的なエ
ラーは生じていないと考えられるが、そ
れでも、訪日外国人の満足度、理解度を
向上させるためには、さらに望ましい表
現が必要となる場合がある。
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（２）誤訳等のメカニズムを生んだ背景の把握

誤訳等のパターン



パターンA：意味の通らない文章
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（３）誤訳等のパターン例の整理



パターンＢ：適切な単語が使われていない
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パターンＣ：スペルミス・文字の間違い
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パターンＤ：意味は通じるが適切ではない
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パターンＥ：＋αの表現がない
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５．改善案の提起

整理した誤訳等のパターンに基づき、「目指すべき翻訳のレベル」を設定し、レベルごとに改善の視点を以下のように整理
した。また、具体的な改善案は、別紙として「外国語表記の手引き」を作成した。

誤訳等の
パターン

目指すべきレ
ベル 改善の視点

Ａ意味の通らない
文章

レベル①
意味の通じる

翻訳を
目指す

機械翻訳を適切に活用する
・外国人の文化や考え方を考慮した原文づくりをする
・「機械翻訳の使い方の留意点」を広く周知する
・間違いをなくすために、翻訳文の確認の重要性を広く周知する
写真、イラスト、数字で示す
・翻訳が十分にできない場合でも、写真、イラスト、数字などを付け加えることで「伝わる」表記にする
周囲の外国人の力を借りる
・観光案内所、観光ガイド、知人等に外国人がいる場合には力を借りる
・力を借りる外国人とともに、外国人の文化や考え方を考慮した原文づくりを行う

Ｂ適切な単語が使
われていない

Ｃスペルミス・文
字の間違い

Ｄ意味は通じるが
適切ではない

レベル②
適切な表現を

目指す

ネイティブチェックの重要性を認識する
・「ネイティブチェックによる効果」を広く周知する
自治体や地域関係団体の支援を受ける
・自治体の支援メニュー、使い方などについての周知を図っていく
・地域関係団体を通じて地域のネイティブとのつながりをつくる

Ｅ＋αの表現がな
い

レベル③
よりよい表現

を目指す

商品購買に結び付く翻訳の必要性を認識する
・商品の良さ、美味しさ、素晴らしさを伝えていくことが商品価値を生むことを認識する
・外国人旅行者の購買欲を掻き立てていくために＋αの表現が重要なポイントであることを周知する
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