2．整備対象別の留意点
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整備対象別の整備手法の留意点
ここでは、宿泊、飲食、商業、観光、交通、観光案内所など整備対象ごとに外
国人旅行者のニーズ・要望、適応施策（整備手法）の基本的な考え方・留意点を
整理するとともに、あわせて本資料に掲載されている参考となる先行事例を整理
しました。
各地の課題に応じた取組みの検討・実施にご活用ください。

①宿泊
◆日本の伝統文化を味わうことができ、自分のニーズ（趣味趣向、料金

外国人旅行
者のニーズ・
要望

等）にあった旅館などに宿泊したい／そのための情報や予約がしたい
◆日本の宿泊施設特有の使い方（入浴、和室、布団、浴衣の使い方等）
が分からない／フロント等でのコミュニケーションが取れない
◆宿泊施設周辺の観光情報（観光、飲食、利便施設情報等）が知りたい

✔外国人の宿泊ニーズに対応した地域の旅館等の予約、問い合せ等の多
言語対応、利便性の向上
Î外国人旅行者に人気の高い日本旅館を、外国人旅行者の嗜好に合わせて簡易に
予約が可能な外国語サイトの構築 【H24京都（103～104頁）】

✔日本の宿泊施設特有の使い方や周辺施設情報を案内する多言語情報

適応施策
（整備手法）
の考え方

ツール、フロントコミュニケーションツールの整備
Î客室や館内におけるマナーや日本の宿泊施設の使い方、周辺の街歩き情報等に
関する多言語情報ツール、フロント接客ツール等の整備 【H24松江（153～154頁）】

✔地域の宿泊施設全体の外国人に対する継続的な受入意識、受入環境の
向上（体制づくり、おもてなし研修 等）
Î外国人受入のための地域協議会の設置やウェルカムマップ、ウェルカムマークの
整備 【H24草津（125～126頁）】

②飲食
◆自分のニーズ（趣味趣向、料金等）にあった日本、地域ならではの食

外国人旅行
者のニーズ・
要望

を体験したい／そのための飲食店の情報が欲しい
◆宗教上の理由等で食べられない食材があり（ベジタリアン、ハラール
等）、使用している食材についての情報が欲しい
◆食文化への関心が強く、食のマナーや楽しみ方を詳しく知りたい
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✔外国人の飲食ニーズに対応した、日本、その地域ならではの郷土料理
等の紹介を含めた多言語情報ツール（パンフレット、ガイドブック、
MAP等）、コミュニケーションツール（指差し会話、接遇マニュアル
等）の作成

適応施策
（整備手法）
の考え方

Î地域の名物や郷土料理等を提供する飲食店のデータベース化と、国・地域別嗜好
にあわせたガイドパンフレットの作成 【H23鹿児島（83～84頁）】
Î地域ならではの食を楽しむことができる店舗一覧情報の多言語化、外国人旅行者
への接遇マニュアルの作成 【H24会津若松（123～124頁）】

✔食のバリアフリー（ベジタリアンメニュー、ハラール対応等）に対応
した、国・地域別の嗜好に合わせた多言語飲食店ガイド等の整備
Îハラールやベジタリアン対応料理の有無など、国・地域の食のニーズに応じた多言
語飲食店ガイドの作成 【H23横浜（45～46頁）】

✔日本、地域固有の食文化やマナーを解説する多言語ツールの作成
Î食に関するルール・マナー、食文化情報を含め、国・地域別の嗜好に合わせた飲食
情報の多言語提供（欧米系には料亭・割烹等、中国系には居酒屋等）【H24金沢
（135～136頁）】

③商業・買い物
◆自分のニーズ（趣味趣向、料金等）にあった日本、その地域ならでは

外国人旅行
者のニーズ・
要望

の商業施設・買い物施設に関する情報が欲しい
－大型商業施設だけでなく、地域の身近な商店についても興味がある
（例えば、薬局、100円ショップ 等）
－伝統や文化についての関心が高く、伝統工芸品や特産品にも興味がある

✔外国人の買い物ニーズに対応した、身近な店舗や地域ならではの特産
品等の紹介を含めた多言語情報ツール（パンフレット、ガイドブック、
MAP等）、コミュニケーションツール（指差し会話、接遇マニュアル

適応施策
（整備手法）
の考え方

等）の作成
Î伝統工芸品や特産品等の歴史的・文化的背景のデータベース化と国・地域別嗜好
にあわせたガイドパンフレットの作成 【H24高山（139～140頁）】

✔店舗等における外国人目線での多言語による商品情報提供の充実
Î中国人旅行者が必要な買い物情報の把握とそれを踏まえた店頭での多言語情報
提供の実施（百貨店、家電量販店、薬局） 【H23福岡（53～54頁）】
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④観光・娯楽
◆自分のニーズ（趣味趣向 等）にあった日本、その地域ならではの観

外国人旅行
者のニーズ・
要望

光・娯楽施設に関する情報が欲しい
－代表的な展示施設や観光スポットに加え、地域の身近な文化や
体験にも興味がある

◆スポットにおける多言語の説明が不足しており、内容が分からない

✔国・地域別の嗜好の違いを踏まえ外国人目線でスポットを紹介する多
言語街歩きツール（MAP、アプリ等）／街歩き案内（サイン等）
Î日本文化を切り口とした外国人ひとり歩きガイドマップ、WEBページ等の作成 【H24
鎌倉（129～130頁）】
Î歴史や体験等、ターゲット国の詳細な旅行ニーズに合わせた実践的な情報パンフ
レットの作成 【H24湯沢（131～132頁）】

適応施策
（整備手法）
の考え方

✔地域の身近な観光資源を外国人目線で発掘し、多言語による情報提供
／体験コンテンツ作成
Î誘客ターゲット国・地域の趣味趣向に合わせた、より深い地域資源情報の提供
【H23金沢（67～68頁）】
Î地域の文化体験（職人体験、食体験等）資源による、外国人旅行者にとって関心の
高いテーマを題材とした多言語情報ツールの整備 【H24押上・業平橋（93～94頁）】

✔地域の主要な展示施設、観光スポットにおける多言語案内の強化
Î展示施設における多言語解説機能の拡充 【H24釧路・弟子屈（113～114頁）】

⑤交通
外国人旅行
者のニーズ・
要望

◆目的の観光地等に行くための交通手段や行き方に関する詳しい情報が
欲しい
◆交通機関の切符の買い方、乗り方等が分からない／難しい

✔交通機関等の多言語情報提供の充実／決済環境の改善

適応施策
（整備手法）
の考え方

Î複雑な乗継や利用方法等を解説する多言語パンフレット、WEBサイト、サイン等の
整備 【H24立山黒部（133～134頁）】
Î回遊性向上のための交通機関情報を集約した多言語ガイドパンフレットの整備
【H24名古屋（101～102頁）】

✔外国人旅行者向け乗車券、低廉サービス等による移動利便性の向上
Î費用の低廉化と回遊性向上のための施設等の特典が付いた共通乗車券（エリア
パス）、多言語ガイドブックの作成 【H23田辺・白浜（75～76頁）】
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⑥観光案内所
外国人旅行
者のニーズ・
要望

◆多言語対応のできる人がいる場所や多言語パンフレットを取得できる
場所が分からない／増やしてほしい

✔観光案内所自体の多言語対応機能強化（人、パンフレット等）を図る
とともに、多言語対応が可能な周辺地域の観光案内所、民間施設との

適応施策
（整備手法）
の考え方

連携等を検討し、地域全体としての多言語観光案内を充実
Î周辺市町村の観光案内所と連携した外国人対応の向上、多言語観光案内の強化
【H24登別（87～88頁）】
Î民間事業者と連携した地域の多言語案内所機能の底上げ、多言語案内所ツール
の整備 【H24横浜（97～98頁）、H24広島（107～108頁）】

⑦その他
【非常時対応】
外国人旅行
者のニーズ・
要望

◆旅行中の病気や事故の際の連絡先が分からない／言語対応が不安
◆日本特有の災害（地震、台風、津波等）の際の対応方法が分からない

✔外国人旅行者の不安解消に資する非常時に必要な情報内容・対応方法

適応施策
（整備手法）
の考え方

等を盛り込んだ多言語情報ツールの作成
Î外国人旅行者が旅先で困ったときの状況を様々な角度から分析し、簡易な方法で
コミュニケーションが可能な多言語ツールの整備 【H23高山（69～70頁）】
Î病気や災害時等に必要となる情報を網羅した多言語案内ツールの整備 【H24仙
台・松島（121～122頁）】
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整備対象別の掲載事例一覧
ここでは、10～14頁で紹介できなかった事例を含め、全ての掲載事例
を整備対象別に整理しています。地域課題、整備対象に応じた取組みを参
照する索引として、ご活用ください。

①宿泊
（3） 連泊を狙う「温泉資源」を活用した知的体験型夜間コンテンツの開発【登別】
（7） 空港を起点とした外国人旅行者の利便性向上【蒲田】
（10）外国人個人旅行者向け情報提供環境の整備【京都】
（17）宿泊施設の評価制度の構築・運用【湯沢】
（35）日本旅館への宿泊ニーズに対応した宿泊予約の利便向上【京都】
（36）外国人旅行者の嗜好に応じた一括型多言語観光情報提供ツールの整備【神戸】
（45）温泉資源を活用した外国人旅行者の利便性向上【草津】
（57）受入側の外国人旅行者対応機能の向上による利便性向上【松山】
（59）宿泊環境における外国人旅行者の不便解消手法の検証【松江】

P35
P43
P49
P65
P103
P105
P125
P149
P153

②飲食
（4） 包括的な多言語観光案内環境の整備【浦安】
（8） 食に関する外国人旅行者の詳細なニーズ調査及び不便不満の解消【横浜】
（11）各国の外国人旅行者目線による観光情報の提供【大阪】
（26）食を切り口とした新たな街歩き環境の充実【鹿児島】
（31）地域特性を活用した短期滞在型モデルの検証【蒲田】
（38）ハブ機能および回遊性向上の相乗効果による滞在時間の延伸【福岡】
（40）コンパクトな都市における滞在型観光の実現 【弘前】
（44）豊富な郷土料理を活用した地域のおもてなし環境の整備【会津若松】
（45）温泉資源を活用した外国人旅行者の利便性向上【草津】
（50）食をテーマとした外国人旅行者の利便性向上 【金沢】
（53）宿泊施設周辺における実践的情報及び回遊情報の提供による不便の解消【泉佐野】
（54）食に関する情報提供手法の充実による利便性向上【田辺・白浜】
（57）受入側の外国人旅行者対応機能の向上による利便性向上【松山】

P37
P45
P51
P83
P95
P109
P115
P123
P125
P135
P141
P143
P149

③商業
（10）外国人個人旅行者向け情報提供環境の整備【京都】
（11）各国の外国人旅行者目線による観光情報の提供【大阪】
（12）タイムリーな情報提供環境の整備【福岡】
（52）外国人旅行者の滞在型観光促進のための環境整備【高山】
（53）宿泊施設周辺における実践的情報及び回遊情報の提供による不便の解消【泉佐野】
（57）受入側の外国人旅行者対応機能の向上による利便性向上【松山】
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P49
P51
P53
P139
P141
P149

④観光・娯楽
◆観光施設（博物館、社寺、国立公園 等）
（9） 外国人旅行者に対するエコツーリズム環境の整備【富士河口湖・笛吹】
（21）日本文化をより深く理解するための多言語観光情報データベース化【奈良】
（30）外国人旅行者向け文化体験型観光の環境整備【押上・業平橋】
（31）地域特性を活用した短期滞在型モデルの検証【蒲田】
（33）外国人個人旅行者向けの着地型観光の環境整備【富士河口湖・笛吹】
（39）外国人旅行者目線による博物館施設等の情報提供の充実【釧路・弟子屈】
（42）世界遺産をより深く楽しむための案内ツールの提供 【平泉】
（51）外国人旅行者の滞在型観光促進のための環境整備【南伊豆】

P47
P73
P93
P95
P99
P113
P119
P137

◆地域資源全般（まち歩き 等）
（1） 都市型街歩きプログラムの構築・推進【札幌】

P31

（2） 新市場獲得（ロケーションツアー）のための環境整備【函館】

P33

（4） 包括的な多言語観光案内環境の整備【浦安】

P37

（6） 外国人旅行者の日本各地への旅行起点としての整備【銀座】
（11）各国の外国人旅行者目線による観光情報の提供【大阪】
（13）世界遺産の街歩きをエコにサポート【平泉】
（14）地域を効率的に観光するための多言語観光案内整備【仙台・松島】
（15）地域外在住の外国人視点からの新たな魅力発見【会津若松】
（18）誘客ターゲット国の趣味趣向にあわせた、より深い地域資源情報の提供【金沢】
（19）多様な外国人旅行者の不便の解決手法の検証【高山】
（24）外国人旅行者自らが好みに応じて選択できる多様な観光情報の提供【高知】
（25）留学生のワークショップを通じた観光情報の発掘と発信【別府】
（28）アジア市場をターゲットとした個人旅行者向け受入環境の充実【函館】
（29）外国人旅行者目線による地域資源の発掘及び観光ツールの作成【成田】
（46）留学生等と連携した地域資源の整理及び効果的な情報提供【川越】
（47）日本文化を切り口とした外国人個人旅行者向けの街歩き環境の充実【鎌倉】
（48）ターゲット国の詳細な旅行ニーズに合わせた実践的な情報提供【湯沢】
（55）豊富な自然環境を活用した広域的周遊環境の整備【鳴門・南あわじ】
（56）観光情報のデータベース化による地域の情報提供環境の向上手法の検証【高知】
（58）一元的な観光情報提供環境の整備による回遊性の向上【鳥取県西部】

P41
P51
P57
P59
P61
P67
P69
P79
P81
P89
P91
P127
P129
P131
P145
P147
P151

⑤交通
（12）タイムリーな情報提供環境の整備【福岡】
（13）世界遺産の街歩きをエコにサポート【平泉】
（16）自立型多言語看板整備モデルの検証【箱根・湯河原・熱海】
（20）国立公園を中心とした回遊性向上手法の検証【伊勢志摩】
（22）費用の低廉化と回遊性向上を目指した外国人旅行者向けカードの作成【田辺・白浜】
（23）既存の日本人向け共通乗車券を活用した外国人旅行者の回遊性向上【松江】
（34）交通機関を中心とする回遊性向上のための情報提供の充実 【名古屋】
（36）外国人旅行者の嗜好に応じた一括型多言語観光情報提供ツールの整備【神戸】
（41）効率的な周遊の実現のための観光地の街歩き案内の充実 【田沢湖・角館】
（49）特殊な交通事情を持つ地域での効率的な周遊環境の整備【立山黒部】
（61）安全・安心及び交通ネットワーク情報等の提供に向けた環境整備【八重山】
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P53
P57
P63
P71
P75
P77
P101
P105
P117
P133
P157

⑥観光案内所
（5） 地域特性を活かしたウェルカムサービス実施【秋葉原】
（27）外国人旅行者の回遊性向上のための広域観光案内所モデルの検証【登別】
（32）民間観光案内所との連携による観光案内機能の充実 【横浜】
（37）地域滞在時の自由度向上と交流促進を目的とした受入環境の向上【広島】
（38）ハブ機能および回遊性向上の相乗効果による滞在時間の延伸【福岡】
（60）コミュニケーション環境の整備と実践的な情報の提供による不安の解消【長崎】

P39
P87
P97
P107
P109
P155

⑦その他
◆非常時対応
（12）タイムリーな情報提供環境の整備【福岡】
（19）多様な外国人旅行者の不便の解決手法の検証【高山】
（43）外国人旅行者が緊急時対応に活用できるサポート環境の整備【仙台・松島】
（61）安全・安心及び交通ネットワーク情報等の提供に向けた環境整備【八重山】
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P53
P69
P121
P157

3．媒体別の留意点
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媒体別の留意点

（多言語ツール作成における留意点）

ここでは、紙媒体、IT関連媒体、案内看板など利用する媒体ごとに、基本的な特徴・
留意点を整理し、あわせて参考となる本資料掲載の先行事例を整理しました。
紙媒体は、外国人旅行者が観光する際に、現地での詳しい情報を入手でき、また手軽
に持ち歩くことができ、必要に応じて情報を書き込むことができます。またインター
ネット環境等に左右されないという特徴があります。本資料掲載の先行事例でも多くの
地域で、多言語によるパンフレット、MAP等を作成しています。
IT関連媒体は、情報の更新をタイムリーにできることが特徴です。階層別に情報を整
理することで、多くの情報量に対応できます。
案内看板は、設置場所が確保できれば、地域に到着した外国人旅行者への情報提供や、
観光地などへの誘導を行う上で有効な手段の一つです。紙媒体やIT関連媒体と連動した
情報を提供することで、より効果的な外国人旅行者に対する情報提供が可能になります。
各地の多言語ツールの作成に、ぜひご活用ください。

①紙媒体

（パンフレット ・ MAP ・ コミュニケーションツール 等）

◆パンフレットやMAP等の紙媒体は、外国人旅行者が簡単に持ち歩くこと
ができ、手にとってすぐに情報にアクセスすることができます。
◆必要に応じて情報を書き込むことができ、何より誰でも利用し易いことが

媒体の
特徴

最大のメリットです。
◆インターネット環境などにも左右されません。
◆一方で、リアルタイムの情報提供には不向きで、情報を更新する度に印刷
の費用と手間がかかります。
✔外国人へのニーズ調査を行い掲載する内容や写真を厳選する等、外国人旅
行者のニーズにあった情報を、分かりやすく魅力的に掲載することが重要
です。
✔アジア系はモデルコース、欧米系は詳しい歴史を好む傾向があるなど、

多言語
ツール
作成上の
留意点

国・地域毎のニーズに対応するため、言語別で作成することが基本です。
✔地域課題に応じて掲載する情報のテーマを絞ることで、分かりやすさが向
上します。
✔ルート情報、共通乗車券等をあわせて掲載することで、外国人旅行者の利
便性が向上し、媒体自体の価値が向上します。
✔指差し会話等のコミュニケーションツールを付することで、受入側の体制
にも配慮することが可能です。
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先行事例での作成例

① ターゲット国の趣味・嗜好にあったガイドブック

【H23金沢（67頁）】

○外国人の目線で情報提供をするため、アメリカ人、フランス人ライターにより金沢の文
化や伝統を深堀り
→いずれも観光情報を「読む文化」であり、写真を小さくし、文章・言葉で詳細に語る内容
→異なる国民性、文化、関心度等から、同じ資源でも異なるストーリーを掲載
▼国・地域の嗜好を取り入れて観光情報を深く表現
（フランス語版）

（英語版）

・武家や鎧などの視覚的に楽しい内容を紹介
・わかりやすく、飽きない内容を中心に紹介

・歴史的事情からエピソードまで物事を掘り下げる
ことでより興味を強く持つよう紹介
・美しさ、おもしろさの背景や理由を中心に紹介

【事例における対応言語】英語、フランス語

② 売りたいモノではなく外国人が求めるモノに合わせたガイドブック

【H23高知（79頁） 】

○食の好み、体験メニュー、おすすめ観光スポットなどテーマ毎に外国人モニターの意見
を取り入れ、各国のニーズに合ったコンテンツを国・地域別に作成
→高知の特産を売りにしたいが、モニター調査の結果からわかった国・地域別のニーズをガイド
ブックに反映
→外国人が実際に楽しんでいる様子を紙面に押し出し、見る人が興味を抱くよう考慮
▼国・地域毎に異なるガイドブック

▼モニターツアーでランク付けした情報をコンテンツ毎に掲載

（ガイドブック<4言語>）
・実際に現地で楽
しんでいる様子を
掲載し、体験喚起
するよう工夫

（中国版／食事ランキングのページ）

・中国では生魚を食べる機会が少ないため、高知の名物
のひとつである「かつおのたたき」はグルメスポット
としての掲載内容から除外
・一方でサワチ料理は関心が高いため、掲載
【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
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③ 食にテーマを絞った多言語ガイドブック

【H23横浜（45頁）】

○ハラール対応やベジタリアン対応など、様々な理由で食べられない食材があるという
国・地域へのニーズへ対応するため、多言語でガイドブックを作成
○ガイドブック内に、食への対応についてアイコンやイラストを用いて表現することによ
り、外国人が事前に食への対応状況を把握することや現地での言語サポートに対応
▼多言語で対応したガイドブック

▼アイコンやイラストを活用し食への外国人対応をサポート
（ガイドブック）

（指差し会話集）

ハラール対応メニュー

（左から
後：英語版、繁体字版、簡体字版、韓国語版
前：英語・アラビア語版、英語・マレー語版、
タイ語版）

・ハラールやベジタリアン
など食のニーズに対応す
るためにも、基本4言語版
に加え、タイ語、マレー
語、アラビア語にも対応

・現地でのコミュニケーション
対応を考慮し、イラストを用
いてわかりやすく表現
（英語・アラビア語版ガイドブック）

・「ベジタリアン」、「ハラール」、「アレル
ギー」への対応や「多言語メニュー表」の有無な
ど、外国人向け対応サービスの有無をアイコンを
用いて表示し、事前に店舗の対応情報を提供
【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
タイ語、アラビア語、マレー語

④ 国・地域別のアクセス状況に応じたモデルコース

【H24鳴門・南あわじ（145頁）】

○国・地域により異なる国際便の乗り入れ状況を踏まえ、乗り入れ空港アクセスに合わせ
たモデルコースを作成
→モデルコースの中の訪問地に関して、外国人留学生モニターツアーを実施し、国・地域別の
ニーズに合わせた観光地を紹介
▼空港別の来訪アクセス状況を考慮し、モデルコースを掲載
（アメリカの例）
・国・地域別訪問者数
統計調査等から、関
西空港からの入国者
数が多い状況

（台湾の例）
・高松空港や松山空港
に乗り入れ便があり、
四国内からの入国者
数が多い

（モデルコース例
・関西方面を観光するア
メリカ人をターゲット
に、「南あわじから鳴
門ルート」を設定

<英語版>）

南あわじ
南あわじ

・欧米人が好む傾向があ
る「伝統文化の体験・
鑑賞」を中心に紹介
・各空港から四国を観光
する台湾人をターゲッ
トに、「鳴門から南あ
わじルート」を設定
・台湾人が好む傾向があ
る「有名観光地」を中
心に紹介

鳴門

鳴門

・南あわじから鳴門方面へ、「瓦づくり体験」や「人形
浄瑠璃鑑賞」等、アメリカ人が好む「伝統文化の体験・
鑑賞」を中心にモデルコースを紹介
【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
ドイツ語
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⑤ 情報案内機能を充実させたガイドマップ

【H24横浜（97頁）】

○民間観光案内所においても外国人旅行者への情報案内を充実させるため、外国人のニー
ズが高いジャンルの情報に絞ったガイドマップを作成

→横浜におけるおすすめ飲食店舗や日本特有の商品・お土産が買える店舗等の情報をエリ
ア別に掲載
→共通ラックに、外国人旅行者への総合的なサポートができる連絡先を記載
▼ニーズが高い情報にコンテンツを絞り案内機能を充実させたガイドマップ
（ 共通ラック ）

（ ガイドマップ ）

・外国人から問い合わせが多い情報を中心にガイドマップに掲載し、問い合わせ
への対応を簡易化
・横浜におけるおすすめの店がエリア毎に紹介し、案内の際に紹介しやすく掲載

・総合的な観光案内が可能な公
共観光案内所の連絡先やＵＲ
Ｌ・ＱＲコード等の情報を記
載し、外国人旅行者の問い合
せへの対応をサポートする体
制を構築

【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

⑥ 外国人に不慣れな受入側に配慮した指差し会話集

【H24押上・業平橋（93頁）】

○外国人に不慣れな受入側の体制をサポートするため、基本4言語（英・簡・繁・韓）の
わかりやすさを重視した指差し会話集を作成
→文字だけではなく絵や漫画を活用し、直感的なわかりやすさを実現
→よくある質問やトラブルに対する応対を想定し、わかりやすく掲載
▼絵や漫画等を用いて、受入対応時のわかりやすさを重視したパンフレット

・「よくある質
問」や「トラブ
ル時」の対応を
想定した指差し
会話集を作成
・絵や漫画を用
いて、わかりや
すさを追求

・ 「ふりがな」を
ふってコミュニ
ケーションが容
易にできるよう
会話をサポート

【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
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②IT関連媒体

（HP ・ SNS ・ タブレット端末 等）

◆HPやSNS等のIT関連媒体は、情報の更新が比較的容易であり、外国人旅
行者に対してタイムリーな情報提供をすることができます。
◆多くの情報を提供することが可能で、また文字情報だけでなく、画像・映

媒体の
特徴

像・音声の発進も可能です。
◆インターネットを利用することで、全世界に訪日前から情報を提供するこ
とができ、その情報を訪日中、訪日後に参照してもらうことができます。
◆インターネットを必要とする場合は、日本ではまだWi-Fi対応環境が少ない
ということを考慮する必要があります。
✔多言語情報提供の地域のプラットホームとして、まずは、地域の代表的な
観光WEBサイトの多言語化が基本です。

多言語
ツール
作成上の
留意点

✔HPやスマートフォン、タブレット端末の内容は、外国人が興味を示すコ
ンテンツ作成及び情報のわかりやすさを実現することが必要です。
✔またコンテンツの作成とともに、Wi-Fi等のインターネットアクセス環境
の整備も考慮する必要があります。
✔アプリケーションを作成する場合は、HP等と比較した際の利便性、機能、
イニシャルおよびランニングの費用を十分に検討する必要があります。

先行事例での作成例

① わかりやすさに配慮した多言語ＷＥＢサイト

【H23平泉（57頁）】

○情報コンテンツを整理し、外国人視点による、わかりやすい多言語HPを作成
→モニターツアーを実施し、平泉観光に必要な情報の要望を聞き取り
→CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入し、リアルタイムで誰もが簡単に情報更
新が可能
▼情報量よりも見やすさ・わかりやすさに配慮し、多言語で対応
・わかりやすさを優先し、
「観る」「食べる」
「癒す」、「体験す
る・買う」の4つの項
目に分類

（情報更新が容易な「CMS」を導入）

・外国人の好むウォーキ
ング、サイクリング
コースの紹介や、工芸
体験、食の情報に力点
・頻繁に情報更新し発信していくため、
情報更新が容易なCMSを導入

・平泉を訪れる前に知っ
ておきたい情報として
「現地の天気」という
意見がモニターツアー
の中で寄せられたので、
ここに反映

・テキストや、画像等の「コンテン
ツ」を用意できれば、WEBによる
情報発信を容易に可能

【事例における対応言語】：英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
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② ＳＮＳの活用による多言語でのリアルタイムな地域情報の発信

【H23大阪（51頁）】

○活発なコミュニケーション環境を整えるため、言語毎（英語、簡体字、繁体字、韓国
語）に異なる最適なSNSサイトにて情報を発信
→情報発信力のある地域在住外国人を特派員に任命し、ガイドブックでは発信できない生の地域
の魅力をリアルタイムで発信
▼言語毎に最適なSNSサイトにて地域情報を発信
【英語（Facebook）】

【簡体字（Sina Weibo）】

（情報発信力を持ったSNSの活用）
口コミによる波及効果
例：紹介した商品につ
いてのコメントや他
【繁体字（Facebook）】

情報更新のしやすさ

のお奨め商品の紹介

【韓国語（NAVER CAFE）】

等、SNSならではの
「口コミ」が波及

例：SNS上での満足度
アンケートの実施な
ど、実施環境を整え

季節性のある情報提供
例：祭りやイベント等
の季節性のある情報

・国・地域で人気や情報波及効果の高い
SNSを提供
・また会員の拡大を図るため、情報発信力
のある地域在住外国人を特派員として、地
域情報を頻繁に発信

など、「タイム

やすく、またニーズ
の高い情報への変更
もリアルタイムで誰
でも手軽に更新可能

リー」が求められる
情報の提供が可能

【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

③外国人の購買環境充実のための多言語観光情報のデータベース化

【H24高山（139頁）】

○共通活用できる情報を集積し、容易に誰でも利用可能になるよう、観光情報を多言語化
しデータベース化
○データベースを活用し、外国人にわかりやすく、地域で統一した標記を「パンフレッ
ト」「名産品紹介パネル」作成に活用
→各種ツール制作における翻訳費用等のコスト削減に成功
▼データベース化により、外国人にわかりやすい統一した観光情報の標記を実現
（データベースを元に、各種ツールを容易に作成可能）
（データベース）

（ガイドブック）
一位一刀彫

日 木目と艶が美しい 一位一刀彫
本 職人の高度な技術によって、細かい部分や豊かな表情まで表現された、山国らしい美術品。
語

（名産品紹介パネル）

一位（いちい）の木を材料に、熟練の彫師が丁寧に彫り込んだ、彩色されていない彫刻作品。約200年前から作られている。
動きのある生き物などを木から彫り出すデザインは生みの苦しみに似て、ノミで一刀一刀、彫り進める。鋭い刃跡が残り、優美さと荒々しさを兼ね備
えている。
一位（いちい）の木を材料に、熟練の彫師が丁寧に彫り込んだ、彩色されていない彫刻作品。約200年前から作られている。動きのある生き物などを
木から彫り出すデザインは生みの苦しみに似て、ノミで一刀一刀、彫り進める。鋭い刃跡が残り、優美さと荒々しさを兼ね備えている。
一位は時間が経つと光沢が増すので、箱に入れてしまっておかず、飾っておくことが大事。

英 ICHII ITTOBORI Wood Carvings Beauty lies in the wood grain and the luster
語

These artistic wood carvings show the ultimate craftsmanship, with abundant expressions of the delicate parts. The finest blessings
from a mountainous country like Hida are here to be enjoyed.

Using “Ichii” wood, the expertise of the wood sculptors is fully exhibited through these carvings that are left uncolored. This
tradition dates back about 200 years. The designs of animate objects that are carved out of the wood are, almost like when giving
birth, produced painstakingly with a chisel, one stroke (“Itto”) at a time. The scratches made from the sharp blades are kept as they
are. Thus, Ichii Ittobori is characterized by the senses of both elegance and vigor. From Buddhist statues to Hina-dolls (for the
Girls’ Festival of early Spring), animals, masks, legendary figures such as dragons, as well as sculptures of the Shichifuku-jin (Seven
Deities of Fortune) and the Maneki-neko (beckoning cat), the Ichii Ittobori products are quite diverse. Not all of them are large or
high-priced; they also come as small items that are easy to buy, such as netsuke (a small toggle used to secure a pouch on a
string) and cellphone-strap charms. The luster of Ichii wood will increase over long use and time, so the carvings should stay
exposed to air, not closed up in boxes.

（

中 木纹清晰、光泽鲜艳 一位一刀雕刻
国 工匠们高超精湛的手艺将细小部分到丰富的表情都体现无疑。被公认为是山国独特的工艺美术品。
語 “一位一刀刻”是一种以紫杉木为材料，经过熟练的雕刻师精心雕刻，不加任何色彩的雕刻作品。大约从200年前开始雕刻制作。运
用紫杉树特有的细小的木纹和美丽的光泽，用凿子一刀一刀的进行雕刻，雕刻时所留下来的刀痕让作品显得美丽而粗旷。雕刻的

）

簡 作品有佛像、女儿节陈列的偶人、动物、面孔、龙等传说中有生命力的东西以及在日本比较受人们欢迎的吉祥物七福神和招财猫
体 等。其涉及面非常广泛。不但制作传统主题的作品，而且还制作很多有趣的、设计新颖、造型摩登的作品。除了价格昂贵的陈列品
字 以外，也制作坠子和手机链等价格适中的小作品。对于亚洲的观光客来说，坠子和手机链等小饰品非常受欢迎。

・共通の情報を利用することで、統一した標記や説明で

・商品毎に説明内容を6ヶ国語で多

特産品を紹介することが可能となり、「わかりやす

言語データベース化し、容易に

さ」を実現

誰でも利用可能に

・各種ツールの制作コストを削減
【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
フランス語、タイ語
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④エコツーリズム環境に配慮したタブレット端末の活用

【H23富士河口湖・笛吹（47頁）】

○看板による案内を実施できない環境の中でも、タブレット端末を活用し、四季折々の魅
力やマナー啓発等についてガイド案内を実施
○現地でのコミュニケーション手段としてタブレット端末を活用
▼イラストや音声を用いてわかりやすく啓発行動を実施
（看板がたてられない国立公園内）

（イラストを用いた案内）

（音声を用いた案内）

・わかりやすい案内やコミュニ
・国立公園という都合上、多言

ケーションの容易化のため、

語看板が立てられない

「イラスト」や「音声」を活用

・自然や景観に配慮した情報提
・自然や景観に配慮しながら現地

供が必要なためタブレット端

での外国人の行動をスムーズに

末を活用

することを実現
【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

③案内看板
◆多言語案内看板は、地域に到着した外国人旅行者に対して、対象物の内容
や位置を適切に伝えスムーズに誘導を行う上で、有効な媒体の一つです。

媒体の
特徴

◆紙媒体やIT関連媒体と連動した情報を提供することで、より効果的に外国
人旅行者に対する情報提供が可能です。

✔設置場所の検討が必要であり、また自然やまち並みなどを有する地域にお

多言語
ツール
作成上の
留意点

いては、景観の観点からも検討が必要です。
✔紙媒体、IT関連媒体等と共通のデザインや記号を使用するなど標記を統一
させることで、よりわかりやすい情報提供が可能です。
✔文字の多言語化に加え、外国人に分かりやすいピクトグラムや写真等を活
用し視認性向上を図ることが可能です。
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先行事例での作成例

① 外国人旅行者の回遊・周遊に配慮した多言語案内看板

【H23箱根・湯河原・熱海（63頁）】

○看板内に広域にわたる交通情報や観光地情報を掲載することで、周遊の意識付けを実現
→デジタルカメラサイズの観光地情報を掲載し、写真入り情報として持ち歩きを可能にすること
で、周遊の動機付け
→交通情報として隣接観光地への「近さ」「手軽さ」をＰＲするため、「交通手段」「所要時
間」を掲載
▼交通情報や観光情報を掲載したわかりやすい看板（湯河原）
（近さ・手軽さのＰＲ）

（撮影可能なサイズの情報）

（江戸地図風なデザインで
日本らしさをイメージ）

・中国人観光客は情報をデ

（ピクトグラムの活用）

・目的地までの「所要時間」

ジタルカメラで撮影し持

・地図上における読みにくさをサインで解消

「交通手段」を掲載すること

ち歩くため、観光地情報

・掲載できる情報に限りがあるため、必要な情報の選

で「近さ」「手軽さ」を提供

を写真入り情報としてデ

択やピクトグラムの活用

ジタルカメラサイズ（縦
横比）で掲載
【事例における対応言語】英語

② 街歩きマップと連動した多言語誘導サイン

【H24田沢湖・角館（117頁）】

○「街歩きマップ」と「路上誘導サイン」の連動により、路上誘導サインを見つけること
で地図から現在地がわかるよう整備
○路上誘導サインには主要観光スポットまでの「距離」と「時間」を付すことで、安心し
て気軽に観光が楽しめるよう整備
▼街歩きマップと路上誘導サインの連動による外国人対応
・アルファベットを
（街歩きマップ）

《

連動 》

標記し街歩きマッ
プと一体化

・目的地までの距離
と時間を掲載。
・4言語で標記
・街歩きマップは

・地図上の現在地を

HPからもダウ

・Ａ～Ｐまでの16基分の

ンロード可能

標柱番号を地図に明記

多言語標記

【事例における対応言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
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多言語化の対象言語について
基本は、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語の４言語
■訪日外客数の国・地域別内訳（2012年）

訪日外国人旅行者の約80%は「英語」「中
国語（簡体字）」「中国語（繁体字）」「韓

英語圏
15%

その他
20%

国語」圏からの旅行者です。

香港
（繁体字）
6%

よって、受入環境整備において、多言語媒
体を作成する上では、この４言語を軸として

80%

台湾
（繁体字）
18%

検討を進めることが基本となります。

韓国
24%

中国
（簡体字）
17%

出典：日本政府観光局（JNTO）

地域の外国人来訪特性に応じて４言語以外の多言語ツールを検討
■タイ、マレーシア、インドネシアからの
訪日外国人旅行者数の推移

地域によっては「英語」「中国語（簡
体字）」「中国語（繁体字）」「韓国
語」圏以外からの外国人旅行者が多い地

300000

域もあります。そのような場合、地域の

250000

外国人来訪特性に応じて基本4言語以外の

200000

多言語化を検討する必要があります。

150000

タイ

マレーシア
100000

先行事例では、ヨーロッパの特定国か
らの外国人旅行者が多いことに対応する

50000

事例や、タイ、マレーシア、インドネシ

0

インドネシア

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

アといった、中間層の所得増加やLCCの

出典：日本政府観光局（JNTO）

就航により今後もさらに増加が見込まれ

これらの国では、宗教上の事由もあり、
ハラールやベジタリアン等の食のニーズにも
対応できるように整備を検討することも必要

るＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）諸
国の言語に対応している事例もあります。

◆◆先行事例の中で特殊言語（基本４言語以外）に対応している地域◆◆
地域名

対応言語

地域名

頁

横浜（H23）

タイ語、マレー語、
アラビア語

45

金沢（H23）

フランス語

67

奈良（H23）

フランス語

73

登別（H24）

タイ語、マレー語

87

広島（H24）

フランス語

107

平泉（H24）

フランス語

119

鎌倉（H24）

フランス語、
スペイン語

129

対応言語

頁

立山黒部（H24）

タイ語

133

金沢（H24）

フランス語

135

南伊豆（H24）

フランス語

137

高山（H24）

フランス語、タイ語

139

田辺・白浜
（ H24 ）

フランス語、
スペイン語

143

鳴門・南あわじ
（H24）

ドイツ語

145
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4．地域の体制づくり

- 28-

地域の体制づくりについて
訪日外国人旅行者の受入整備を行っていくうえでは、地域における多様な関係者と体
制づくりをしていくことが重要です。自治体など行政を中心に、観光協会やコンベン
ションビューロー、取組み内容に応じて、宿泊、飲食、交通機関などを束ねる地域組織
など、地域の観光関係者で連携し、一体となって事業を推進することが基本となります。
事業推進にあたって、組織を動かせるリーダーを中心に「委員会」や「検討会」などの
プロジェクトネットワークを組成することで、地域の外国人旅行者の受入機運の向上や、
関係者による継続的な取組みにつながりやすくなります。
また、外国人旅行者の受入環境整備を実施するうえでは、地域において受入対応を行
うための人材研修や、外国人視点や外国人ニーズを取り入れるためのモニター実施など、
「人材の確保・育成」が重要になります。先行事例の中では、多くの地域で「留学生」
や「在住の外国人」と協力し、ニーズ調査や施策の評価などを実施しています。
さらには地域によっては、「観光を学ぶ学生とのタイアップ」や「多様な民間事業者
との連携」など、地域の特色を活かしながら、ユニークな体制を構築している地域もあ
ります。

◆地域の大学で観光を学んでいる学生を
対象に地域の多言語観光の研修（座
学・現地）を行ったうえで、外国人旅
行者への地域の観光案内に活用
【H23秋葉原（39頁）】

◆市内の民間事業者等の協力により、外
国人旅行者向けの街角観光案内所「ト
ラベルパル･インターナショナル」を市
内に複数設置 【H24広島（107頁）】

●観光情報案内
●観光マップ・パンフレットの配布
●トイレや休憩スペースの提供 等

それぞれの地域ごとの取組みの内容や特徴に応じ、継続的に取組みを実施できる体制
を構築することが重要です。
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