
多 言 語 情 報
を作るときどうしてる !?

聞いてみよう、つぶやいてみよう
平成 28 年度　多言語情報作成情報交換会

開催報告

公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE)



　　国人の方を対象とした情報を作るとき「どうしたらいいかな？」と思うことはありませんか？

2016 年 6月 1日（水）に多言語情報作成に携わる参加者が英語圏出身者を交えて日頃感じていることや課題を話合いました。

こちらの報告書から、現場ならではの多言語情報作成のヒントや解決策をみなさまに見つけていただき、多言語情報を作る

時に役立てていただけましたら、嬉しいです。

固有名詞の訳し方

私は、ひらがな、カタカナ、漢字が好きです。ローマ字は習っていな
いので、そのまま書いてあると良いです。ローマ字を勉強しなくては
いけないと思っているのですが、私にとっては複雑になります。ロー
マ字になっていると、日本語なのか英語なのかの判断がつきに
くいです。（出身地：アメリカ）
日本語読みをローマ字で書く場合はイタリックにすると日本語読みで
あることがわかりやすくなります。（出身地：日本）

誰がどのような目的で使用するかで、翻訳するか日本語読みをローマ
字表記にするか使い分けた方が良い。例えば、「西本願寺」は勉強す
る な ら “ West Hongan Temple” と な っ て い る と “ East Hongan 
Temple”（東本願寺）との関係性も知ることができて、わかりやすい
です。でも、観光の場合は “ West Hongan Temple” と日本人に言っ
ても伝わらないことがあるので、“ N i s h i  H o n g a n -j i  ” となってい
た方が便利だと思います。（出身地：アメリカ）

「横浜市国際交流協会」なら “ Yokohama Association for 
International Communication and Exchanges” と訳されているとわ
かりやすい。私たちはアルファベットに慣れているので、急いでい
る時はアルファベットで探します。（出身地：フィリピン）

*<参考 >国土交通省国土地理院

http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa41015.html
国土地理院　多言語

地名は国レベルで訳し方が決まり始めています *。いつも悩むのは施
設名称の訳です。その施設が英語のホームページを持っていれば、そ
こで使われている英語名称を尊重しています。横浜市だけでも施設訳
の基本があると良いと思います。「母子健康手帳」は読み方をローマ字
で残して、意味も書くと便利です。（出身地：日本）

文字だけ訳しても制度の内容まで伝えることはできない。日本語読み
をローマ字で残せば、日本人に理解してもらえるし、（日本語の発音で）
言うことができると窓口での手続きがスムーズになったり、制度につ
いて口頭で説明してもらえるきっかけになるのでは？（出身地：日本）

施設やイベントの場所を伝えたいときは、日本人に尋ねてもわかるよ
うな訳し方を工夫しています。（出身地：日本）

中国語圏の人だと漢字がわかるので、ローマ字にせず、そのまま残し
てもらった方がわかりやすいです。（出身地：香港）

施設名称が英語になっていると日本人につたわりにくいです。目の前
にその施設があるのに、わからないこともあります。（出身地：イギリス）

ラウンジの名称をタガログ語にしようとすると、ちょっと変な感じにな
ることが･･･。なので、敢えてローマ字にしています。（出身地：フィリピン）

何を⽬的としているかによって、固有名詞の訳し⽅
は違ってきますね。⽣活や観光を⽬的とする場合は、
⽇本語の読み⽅がわかると外国⼈のみなさんに便利。
「⽇本語を勉強したい。」と思っている⼈もいますし、
⽇本語が残っていると、施設を探すときの⼿がかり
にもなるので⽇本語を残す⼯夫も良いかもしれませ
ん。翻訳するときは、訳が様々だと
混乱しますので、なるべく統⼀した
訳を使っていくと良いですね。

開催者の気づき

アルファベットで 目的に応じて

ひらがな、カタカナ、漢字が好きです

訳しかたの決まりがある名称とない名称

ローマ字で日本語読みを残す

日本語読みがわかると、日本人に聞ける

言語によっては、訳がむずかしい

漢字圏出身者にはそのままで

翻訳されていると不便な場合も



↑「アメリカで綺麗な英語を聞きたいならニュースを見ると良い。」
と思うくらい　（普段の英語の使い方とギャップがある）。
（出身地：フィリピン）

↑日本人が「あ、あれでしょ、そうだよね？」と言う感じと似ている
かもしれません。（出身地：アメリカ）

翻訳する時の英語

簡単な英語は良いです。（出身地：アメリカ）

日本で作られた英語の情報はアメリカ英語とイギリス英語が Mix してい
ることがある。通じれば良いと思いますが、なるべくきれいな英語が
良いと思います。（出身地：イギリス）

英語に翻訳するとき、Plain English を使うことをみんな心がけている
でしょうか？英語圏でイギリスでもアメリカでも政府のホームページ
では Plain English が使われています。
「やさしい日本語」の書き方があるように Plain English も書き方が
あります。Plain English のことを日本人も学んだ方が良いと思います。
（出身地：日本）

単語だけをやさしくするのではなく、書き方、ルール、伝え方など方法
論を知ると良い。（出身地：日本）

“ In case of inclement weather･･･” はとてもきれいな英語だと思いま
す が、“ In case of  bad weather･･･” の 方 が わ か り や す い で す。
（出身地：フィリピン・イギリス）

「場所」の場合、普通のチラシなら “ Place” で良いと思う。
“ Venue” だと「カッコつけてるね～。」という印象。
（出身地：フィリピン）

変だなと感じる英語
「誰に？何を？」がわからない。主語が無く、受身になっていると不自
然に感じる時がある。（翻訳作業をする時）原稿を作った人に「この文
章の主語は誰ですか？」と聞くと「さぁ～、誰なんでしょう？」となる
ことも（笑）。誰が何をするのか、SVO を守って日本語原稿を書くと
翻訳しやすいし、翻訳した時にわかりやすい文章になります。
（出身地：アメリカ）

「あなたがするんだ。」という場合の “ You ” が使えていないこと。
強い命令で使う “ You ” と丁寧な言い方で使う “ You ” など “ You ” の
使い方も色々あります。（出身地：イギリス）

私には通訳（意味）が一番大切。翻訳（した言葉）や漢字がわかっても、
ときどき通訳（意味）がわかりません。（出身地：アメリカ）

日本で作成している英語ウェブページはたくさん単語を使っている。
アメリカ人はあまり単語を（繰り返し）使わない。（出身地：アメリカ）

日本の新聞は高校生がわかるように書いています。アメリカの新聞は
小学生がわかるように書いています。（出身地：アメリカ）

さまざまな国で使われている英語なので、「どこの国の英
語基準にすると良いの？」という疑問がありますが、「ど
この国の英語」ではなく「Plain English」であることが
⼤切なんですね。Plain English について、⽇本⼈も知っ
ていると良いなぁ思いました。
< 参考 >
アメリカ証券取引委員会発⾏
Plain English ガイドライン
http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf

Web で「プレイン イングリッシュ」と⼊れて
検索すると、⽇本語でわかりやすい説明をみる
ことができます。

開催者の気づき

「誰が何をする。」が明確な⽂章は、多⾔語にしたときにわかりやすい
⽂章にできそうです。翻訳された英語が変と感じるのは、元となる⽇
本語原稿の曖昧さが原因の 1 つかもしれません。⽇本語原稿の書き⽅
を⼀⼯夫することで、「変な英語」を改善できそうですね。
⽇本や地域独⾃の制度などの場合、その意味を伝える
ための⼯夫が必要だと思いました。

開催者の気づき

ごちゃ混ぜ英語を見かけます Plain English を知っていますか？

書き方のルールがあると良いかも

わかりやすい英語で 1

アメリカと日本の新聞の違い

わかりやすい英語で 2

使う単語で印象が変わる

SVOがわかりにくい 単語がたくさん

言葉が訳されていても意味がわからない時がある

“ You  ” の使い方



翻訳作業のこと

地名や名前の読み方や発音がわかる表記がないと（翻訳者は）翻訳がで
きません。原稿を作る人にとっては当たり前になっていることが多いの
かルビをふってくれることがなかなかありません。中国人の方の名前を
英語に訳すのが大変！有名な人であれば Web で見つけることができま
すが、一般の人の書き方は無いので。（出身地：日本）

北京語発音の名前は、文字をウィキペディアに入れると一番使われて
いる英語音表記がヒットします。翻訳を納品する時、名前箇所の英語
音表記はウェブを参考にしたことを予め伝えておきます。
（出身地：アメリカ）

ピンインと英語音表記は同じですか？
↑
ピンインは発音表記で声調記号を付けて使用します。英語での表記方法
と発音と似ています。（出身地：香港）

ラジオ放送用の多言語原稿を作るときは、基となる日本語原稿の段階
で行政と打ち合わせをしています。
例えば、「インフルエンザに気をつける」ことを案内する場合、行政
が作った原稿は細かいので、そのまま放送したらわかりにくいです。
情報をコンパクトにした日本語原稿にしないと翻訳者さんが困るだろ
うということを念頭において、日本語原稿作りをしています。
役所の原稿はそのまま使えないことを（役所側に）理解してもらって
います。（出身地：日本）

日本語でも、カタカナになっている名称の翻訳がむずかしいです。
元の言葉が何語なのか、造語なのかわかりません。（出身地：アメリカ）

「ジオマップ」の意味が通じませんでした。「地球学地図（色々な地学に
関する地図）の総称で対訳がないので、韓国の人は「ジオマップ」と日
本語発音をハングルであてていました。なので、意味まで理解してもらっ
ていないと思います。（出身地：日本）
↑
「ジオマップ」と聞いた時、何のことか分かりませんでした。
（出身地：アメリカ）

横浜市中区では（外国人を対象とした情報は）背景や趣旨を知っても
らえることを心がけて原稿を作成しています。
行政として原稿を簡単にできるかどうかは、内容によります。
簡単にすることで、意味や条件が変わって解釈されてしまうケースは、
原稿を簡単にしたり短くすることは難しいです。
（出身地：日本／行政担当者）

韓国語へ翻訳する場合は、日本人向けの原稿をそのまま使った方が作
業しやすいので、基本的に同じ原稿を使います。
（出身地：日本／行政担当者）

多言語に翻訳するときは、翻訳前にワンクッションおいて多言語翻訳
用の日本語原稿を作ると分かりやすくなりそうですね。（話を聞いて
いて）肩の荷がおりました。（出身地：日本）

紙媒体での特集記事の時、日本語原稿では同じことを何度も書いている。
そのまま翻訳するとアメリカ人は「Redundant!」（必要がない）と言い
ます。でも、ラジオでは最初と最後に伝えたいことを言うのがルール。
（媒体の性質よって書き方は変わります。）（出身地：日本）

ネイティブチェックをお願いされたとき、どこまで切って良いか悩みま
す。（出身地：イギリス）

翻訳した方法で大丈夫なはずなのに、ネイティブチェックで違う訳にな
ることがあります。（出身地：日本）

↑
原稿を書いた人と翻訳者が「これどういうこと？」と気軽に聞ける仲だ
と、より良い翻訳ができると思います。
翻訳者とネイティブチェッカーも仲良しだとやりやすいです。
（出身地：アメリカ）

日本語原稿の意味を誤って解釈して訳していることがあります。英語の
文章としては正しいのですが、意味が間違っている。このような場合は、
「こういう意味なんだけど、本当にこれで合っているか？」と再確認し
ます。必要であれば再々確認します。（出身地：日本）

「マイナンバー制度」など、国がやっている制度は日本語サイトと多言
語のサイトが同じデザインで作られているので、参考にしています。
（出身地：アメリカ）

日本の制度をよく知っていないと、翻訳することは難しいと感じていま
す。（出身地：日本）

何を伝えたいのか分かりにくい原稿を見ることがあります。伝える内容
の優先順位があると良いと思います。（出身地：日本）

⽇本⼈向けの情報をそのまま翻訳するのではなく、多⾔語へ翻訳す
るための原稿があると良い多⾔語情報を作ることができそうです。
そのためには、情報作成者 -翻訳の窓⼝となる⼈の連携が⼤切です
ね。また、良い翻訳ができるために、情報作成者 -翻訳窓⼝ -翻訳
者 -チェッカーがお互い気軽に聞ける関係づくり
が必要だと思いました。
各作業が孤⽴するのではなく、⼀緒に取組める
環境づくりができると理想的ですね。

開催者の気づき

読み方がわからないと翻訳が大変
中国語名称の英語訳はどうする？

カタカナ名称の翻訳はむずかしい

コンパクトな日本語原稿づくりをこころがける

翻訳用の日本語原稿があると良い

外国人向けの情報作成で心がけていること

同じことが何度も

チェックのむずかしさ
言語によっては日本人向け原稿が良い場合も

作業する人が気軽に聞け合える仲が理想的
意味が正しく伝わっているか念入りにチェックを

日本語と同じデザインの多言語版が便利

内容を知らないと翻訳はむずかしい

伝えたいことに優先順位があると良い



情報の伝え方

（どこから情報を入手するかについて）友だちから情報を得ることが多
かったです。同じ情報が多く、間違っている情報もありました。
多言語で情報があることを知らない人も多いです。
外国人が集まる場所（学校やレストラン）に情報を置くと見てもらえる
機会が多いと思います。（出身地：イギリス）

友だちからの情報や Facebook で情報を得ることが多いです。
外国人がよく行くお店に情報があると良いかもしれません。
（出身地：アメリカ）

教会に情報があると見てもらえる機会が増えるかもしれません。
今は Facebook も活用しています。良い情報があれば、すぐに「いいね！」
やシェアができます。（出身地：フィリピン）

作成した情報を配る方法を知りたいです。情報の内容が良いのに、
存在を知らなかったと言われることが多くあります。（出身地：日本）

その他
紙媒体などでスペースが限られる場合、どこまで情報を出せばよいのか
悩みます。（出身地：日本）

↑
細かいことを説明しなければいけない情報の場合、紙媒体では Starting 
Point だけで良いと思います。紙で Starting Point を伝え、詳細はホーム
ページに掲載するなど、段階的に情報を出す工夫をしてください。
（出身地：イギリス）

13 年前に日本で仕事をしていた頃、英語の情報はちょっと変でした。
今のウェブサイトは時々通訳（いみ）が間違っていますが、以前に比べ
ると良くなってきています。（出身地：アメリカ）

日本に来ている外国人は（来日理由や生活スタイルなどが）様々なので、
情報の出し方を 1つに絞るのはなかなか難しいです。
（出身地：フィリピン）

日本語と多言語訳の併記になっていると、対比して情報を探しやすいの
で日本に住んでいる外国人には便利です。ホームページも同じレイアウ
トで作ってもらえると探しやすいです。（出身地：アメリカ）

銀行での手続きの方法を知りたいです。（出身地：アメリカ）

英語訳の時に項目ごとに番号をつけることに注意してください。
優先順位があるように感じます。（出身地：日本）

香港出身者だと「広東語の情報はありません。」と言われて、情報を
入手する手段が絶たれてしまうことがあります。
代わりに北京語の情報をもらったりするのですが、香港出身者には北京
語より英語の方がわかりやすいです。
少数言語を母語とする人への対応方法や、代替できる言語について知り
たい。（出身地：香港）

タガログ語へ翻訳した文章を見た時、英語が混じっていたりしますが
･･･。（出身地：日本）

↑
英語とタガログ語が混じるタガリッシュ（Tagalish）はフィリピンで人
気がある話し方です。しかし、タガリッシュは相手によっては分かりに
くい場合があります。
保育園のお知らせの翻訳などをみるとタガリッシュで書かれているのを
見かけるときがありますが、その場合お母さんたちから「タガリッシュ
で情報をくれるなら、英語でください！」と言われることがあります。
（出身地：フィリピン）

英語で情報を案内後、その先（申込時や現場対応など）のフォローが
できているのか、気になります。（出身地：日本）

外国出⾝者のみなさんが、お友だちや知り合いからの⼝コミ、
Web、SNSから情報を得る機会が多いことがわかりました。レスト
ランやスーパーへ情報を置かせてもらうと効果がありそうですね。
私たち（YOKE) の場合、公共機関に情報を置かせてもらうことが多
いのですが、実際に外国⼈のみなさんが訪れる場所を考える
とギャップがあるかもしれないと感じました。
情報提供⽅法でも、様々な⼈との連携が必要
ですね。

開催者の気づき

AFWJ（Association of Foreign Wives of Japanses ／日本人の外国人妻の
会）やMarried in Japan group* などに情報提供をすると喜ばれるかもし
れません。（出身地：イギリス）

どのように届ければ良いか？ Facebook で情報を得ます

友だちやよく行く場所で 教会で

外国人がよく見るサイトへ情報提供を

情報の出し方 1 情報の出し方 2

日本語と多言語の併記は便利

欲しい情報

番号をつけるときの注意

少数言語使用者への対応の工夫

Tagalish ／タガリッシュ　について

英語で情報を出した後のこと

最近の英語情報

*   AFWJ（40 年以上活動しているグループ）　http://www.afwj.org/　
 　Married in Japan group（10 年以上活動しているグループ）　
 　https://groups.yahoo.com/neo/groups/MarriedinJapan/info
 　連絡先アドレス　marriedinjapan-owner@yahoogroups.com  
　必ず情報提供して良いか確認ください。
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