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エリアブランドを高めるルールづくり 

P.60 （１）街並み景観のルール（グランフロント大阪） 

P.66 （２）壁面後退部分のデザインルール（御堂筋本町北地区・南地区） 

P.70 （３）デジタルサイネージのルール（大阪駅前地区） 

P.75 （４）サイン整備のルール（大阪・梅田駅周辺） 
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4 エリアブランドを高めるルールづくり 

 

エリア内において適用する自主ルールを作り、景観やデザインをコントロールすることは、エリアブ

ランドを高めるとともに、魅力あるエリアづくりの推進につながります。この章では、各団体がこれま

でに作成した自主ルールを紹介します。自主ルールの適用エリアでは、これらの自主ルールを順守する

ことを条件に、キッチンカーや広告の設置を可能とし、新たな賑わいを創出しています。 

 

（１）街並み景観のルール（グランフロント大阪）  （本掲載内容は 2016.3 現在） 

 

①街並み景観ガイドライン策定の意義 

一般社団法人グランフロント大阪 TMO（以下、

TMO）では、「①大阪・関西の玄関口にふさわしい

都市景観形成」「②高質な都市空間を活用した賑わ

いと自主財源を創出する機動的な事業運営」「③グ

ランフロント大阪を中心としたうめきた地区のエ

リマネ活動の促進」を持続的にスパイラルアップ

していくことを目的に「グランフロント大阪 街並

み景観ガイドライン」を策定しています。 

 

 

 

 

②まちなみ景観形成コンセプト 

上位方針に沿って計画・整備されたグランフロ

ント大阪全体の「風格ある都市景観」に、歩行者目

線の多様な都市魅力と賑わいあふれる「界隈風景」

を両立させることが、街並み景観形成のコンセプ

トであり、TMO がそのコーディネートを担ってい

ます。 
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③「街並み景観」の定義とガイドラインの対象範囲 

「グランフロント大阪 街並み景観ガイドライン」における

「街並み景観」とは、沿道空間における歩行者目線での様々な事

業活動やアクティビティと定義しており、対象範囲は、グランフ

ロント大阪南館・北館の敷地内及び TMO が日常の管理運営を担

う周辺の歩道空間とうめきた広場（大阪北口広場）としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 賑わい軸の整備計画と街並み景観 

賑わい軸（大阪駅北 1 号線）は、2 列のけやき並木によ

る 11ｍの広幅員歩道を整備します。沿道施設低層部はカ

フェや店舗などの賑わい施設を誘導・配置します。TMO が

歩道を占用し、沿道店舗の店先利用によるオープンカフェ

を実施します。歩道には多機能照明柱や華やかなバナーフ

ラッグ設置による上質な賑わい空間を演出します。 
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 シンボル軸の整備計画と街並み景観 

シンボル軸（大阪駅北 2 号線）では、歩道と敷地内のセットバック及び回廊空間（歩道地区）

を合わせて最大 20m 幅員の高質な歩行者空間を整備します。歩道と敷地内あわせて 3 列のいち

ょう並木と水景整備により、ゆとりと風格あるシンボリックな景観を形成します。ゆとりの空間

を生かして、店舗からの賑わいの滲み出しや憩いの空間演出、日常の催事等イベント運営を行い

ます。 

 

 

 

 

 

④運用指針（2013 年 3 月） 

 一般社団法人グランフロント大阪 TMO によるガイドラインの運用 

本ガイドラインの効果的な運用を図るために、一般社団法人グランフロント大阪 TMO が主体

となり、TMO 自主財源となる広告媒体、主要な景観要素となる歩道のオープンカフェや公共空間

のイベントスペース運営に際し、施設所有者、広告主や各事業主他関係者等への周知・指導を行

うとともに、公民の協力・協調による本ガイドラインの運用に努める。 

 

 グランフロント大阪 街並み景観ガイドラインによる審査体制の構築 

本ガイドラインは、グランフロント大阪 TMO が主催する「うめきた地区エリアマネジメント

検討会」の部会として設置された「グランフロント大阪 景観検討部会」（H24.9～H25.1）での

検討結果を踏まえ、グランフロント大阪地区における、TMO 自主財源確保の為の広告媒体運営を

はじめとする街並み景観形成の誘導指針である。 

「グランフロント大阪 景観検討部会」は開業以降「グランフロント大阪 街並みガイドライン

運営委員会」（以下、運営委員会）としてその枠組みを移行し、以下の役割を担うべく、TMO が

設置・運営する。 

１． 街並み景観形成に資する審査・誘導 

 広告媒体等の審査 

当該地区における TMO 法人の自主財源となる広告媒体のうち、法令に基づく許可や

行政協議が必要な広告、および一律の誘導・判断が困難な広告等掲出の際に、TMO が運

営委員会とともに、本ガイドライン及び広告媒体等審査基準をもって審査実施にする体

制を構築する。 
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 公共空間を活用したオープンカフェ運営の景観配慮の確認 

当該地区における公共空間を活用した事業のうち、主要な景観構成要素となる沿道で

のオープンカフェ運営に際し、高質な都市景観の維持・向上に資する事業となるように、

商業者や施設管理者等への周知と誘導を行う。 

 北口広場を活用したイベント運営の景観配慮の確認 

北口広場におけるイベント運営事業に際し、簡易広告や環境演出等を伴うイベント実

施に関し、広場の空間特性を踏まえた都市景観の維持・向上に資する事業となるように、

事業者や施設管理者等への周知と誘導を行う。 

 その他 

所有者や商業事業者が行う区域内の建築行為について、街並み景観に影響があると

TMO が判断したものについての適切な指導・助言を行う。 

 

２． ガイドラインの検証・更新 

本ガイドラインは、今後も開発が進むうめきた地区の先行モデルとなるよう「進化するガイド

ライン」として位置付ける。特に TMO が自主財源確保のあり方を踏まえて、地域特性・空間特性

に応じた街並み景観の向上等の検討を継続するとともに、運営委員会とともに適宜、ガイドライ

ンの見直しを検討する。 

 

 エリアマネジメントの推進 

グランフロント大阪 TMO は、本ガイドラインの活用により、高質な空間特性にふさわしい賑

わいある街並み景観形成を推進するとともに、広告掲出による自主財源創出を図り、うめきた地

区におけるエリアマネジメント活動の充実に努める。 
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⑤広告媒体審査の枠組と届出の流れ 

１． TMO が管理・運営する媒体に広告を表示・設置しようとする事業者は、本ガイドラインを参照 

して意匠デザインを行い、掲出申出を行う。 

２． TMO はガイドラインに基づき確認・審査を行い、掲出内容の調整が必要と判断された場合は、 

適宜「グランフロント大阪 街並み景観ガイドライン運営委員会」（運営委員会）に確認を行う 

とともに、広告事業者へのデザイン変更等の指示を行う。 

３． 広告表示・設置に際し、行政への届出が必要な媒体は、TMO が申請主体・協議窓口となって必 

要な手続きを行う。 

４． 有識者他で構成される運営委員会は、TMO から定期的運用状況報告を受け、TMO に適切な指 

示を行う。 

５． TMO は運営委員会・大阪市景観担当部局の指導の下、必要に応じて運用の枠組みやガイドラ 

インの見直しを図る。 
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⑥広告媒体の掲出スケジュール 

 

 

 

 

 

 

※ デザイン案を受領する段階で、本ガイドラインの広告審査基準を順守した内容での提出をお願

致します。 

※ 調整事項が多く、審査に時間を要する場合、掲出が遅れる場合がございます。 

※ デザインの調整がつかない場合、掲出いただけない場合がございます。 

 

 

 

⑦グランフロント大阪 TMO 広告媒体等審査基準 
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（２）壁面後退部分のデザインルール（御堂筋本町北地区・南地区） 

 

①御堂筋本町北地区・南地区壁面後退部分におけるデザインマネジメントの概要 

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワークでは 2014 年 7 月に「御堂筋本町北地区壁面後退部分活

用委員会」、2019 年 9 月に「御堂筋本町南地区壁面後退部分活用委員会」を設置し、活動エリアである

本町北地区及び本町南地区（中央大通～博労町通）の壁面後退部分の利活用方法について、各地区の「ト

ータルデザインの方向性」を策定することで具体的なイメージや考え方を示しています。 

加えて、各地区の「審査要領」も定めており、当該地区を「上質なにぎわいと風格あるビジネス地（北

地区）」、「特別な時間を愉しむことができる落ち着きのある複合地区（南地区）」にふさわしいグレード

とするよう努めています。 

 

 壁面後退部分の利活用方法のイメージ 

① オープンカフェ【常設】 

 飲食物の提供 

 主に沿道建物の入居事業者（飲食テナント）が、 

オープンカフェを運営する形態を想定 

 

 

② キッチンカー【常設／一時】 

 飲食物の提供 

 主に沿道建物に入居していない事業者等が、営業

活動の拠点となる自動車等をベースに飲食物を販

売する形態を想定 

 

 

③ 物販（マルシェ／ワゴン販売等）【常設／一時】 

 物品（飲食物を除く）の提供 

 入居事業者（物販テナント）またはそれ以外が、商

品を展示し、販売する場として利活用する形態を

想定 
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④ パフォーマンス／イベント【一時】 

 体験や各種サービス等の提供 

 演奏や大道芸などのパフォーマンスを披露したり、

商品 PR や集客目的の企画をしたりする場として

利活用する形態を想定 

 

②壁面後退部分の利活用の考え方 

上質なにぎわい空間を創出するため、壁面後退部分の望ましい利活用の考え方を「審査基準」として

定めており、以下の基準に基づいて、当該エリアの壁面後退部分の空間の利活用についてのクオリティ

コントロールを行っています。 

また、「御堂筋本町北地区壁面後退部分トータルデザインの方向性」及び「御堂筋本町南地区(中央大

通～博労町通) 壁面後退部分トータルデザインの方向性」では、「オープンカフェ」「キッチンカー」「物

販」の利活用のあり方として、「望ましくないと考えるものの例」と「望ましいと考えるものの例」の写

真を用いて説明しています。 

 審査基準 
 

（１） 上質なにぎわいと風格あるビジネス地区（北地区）、特別な時間を愉しむことができる落ち

着きのある複合地区（南地区）にふさわしいグレードのものであること 

（２） 来街者に期待感と高揚感を与えるものであること 

（３） 公の場にふさわしいものであること 

（４） 原則として、単なる企業の PR 及び商品広告でないこと 

（５） 安全面に十分配慮されていること 

（６） 政治活動及び宗教活動に関する催事でないこと 

（７） 法令により禁止されている催事及び公序風俗に反する催事でないこと 

（８） 事業実施に際しては、各種関係法令（食品衛生法、消防法等）を遵守すること 

（９） 御堂筋まちづくりネットワークが取りまとめた「御堂筋 STYLE 創生」の実現に向けた取り

組みであること 

（１０） デザインは以下のとおりとする 

① 屋外広告物は、前条の対象となる行為に関連する広告に限る事 

② 屋外広告物は、にぎわいの演出に効果的で、当地区にふさわしいものとなるよう、色彩、デ

ザイン等について工夫され、また著しく景観を損なわないように配置数に配慮されたもの

とすること 

③ ファサードやイス・テーブル等の工作物は、別に定める「御堂筋本町北地区壁面後退部分ト

ータルデザインの方向性」及び「御堂筋本町南地区(中央大通～博労町通) 壁面後退部分ト

ータルデザインの方向性」に即したものとすること 

（１１） 地域の環境整備に寄与する取り組みとして、地域の清掃・美化・緑化に関する活動を定期

的・自主的に行う、あるいは地域が行う美化・緑化や地域活性化に繋がる取り組みに協力す

ること 
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 望ましくないと考えるもの（左）と望ましいと考えるもの（右）の例 

【オープンカフェ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインに配慮されていないパラソルや椅子、座り心地よりも収納効率を重視した椅子、周辺の建物

などとの統一感欠いた色味などを使うと、空間を安っぽくし、長居したいという気にさせません（左）。

周囲の環境と調和するよう自然の素材を使った椅子を配置し、色を絞ったり（テーマカラーを設定した

り）、明度や彩度を控えめに設定することで、街並みに変化を与えつつ、落ち着いた品のある空間を演出

することができます（右）。 

 

 

 望ましくないと考えるもの（左）と望ましいと考えるもの（右）の例 

【キッチンカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色づかいを派手にしたり、写真を大きくしたり、人目を引くことに注力した外観のキッチンカーは、

街中では浮いてしまいます（左）。色彩は街中に溶け込むような落ち着いたものを基本とし、メニューの

写真なども、注文時に手元で確認できるようにするなど工夫をすると、すっきりとした印象となり、街

中でも周囲の環境に溶け込みながら、にぎわいを演出することができます（右）。 
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 望ましくないと考えるもの（左）と望ましいと考えるもの（右）の例 

【物販（マルシェ／ワゴン販売等）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルシェ／ワゴン販売等は一時的なものであるとはいえ、商品は煩雑に見えないよう陳列方法を工夫

したり、屋根を設けたりして、店舗らしい雰囲気づくりに配慮する必要があります。マルシェなどでは

テントの色味や商品陳列の方法、広告・サインの出し方を統一するなどすることですっきりとした印象

となり、イベントとしての一体感を醸成することができます（右）。 

 

 

③審査料・協力金について 

壁面後退部分の使用行為の審査にあたっては、審査料を徴収しており、また、御堂筋まちづくりネッ

トワークが主催する使用行為の場合は、所有者等の同意が得られれば、御堂筋まちづくりネットワーク

は使用行為を行う事業者から協力金を徴収できることとしています。 

なお、徴収した審査料・協

力金は、御堂筋まちづくりネ

ットワークの収入とし、御堂

筋まちづくりネットワーク

定款第 5 条に定める事業（沿

道景観及び街路空間のあり

方等についての検討・提言、

日常的なにぎわいの創出・美

化緑化、エリア防災、エリア

の安全安心に関する活動、公

共空間及び道路空間等にお

ける活動又は利活用など）を

行う際の財源としています。  
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（３）デジタルサイネージのルール（大阪駅前地区） 

 

①大阪駅前地区デジタルサイネージガイドラインについて 

大阪駅前地区デジタルサイネージガイドライン運営委員会では、大阪市の「重点届出区域におけるデ

ジタルサイネージ等取扱要綱」を踏まえ、「大阪駅前地区デジタルサイネージガイドライン」を運営して

います。 

本ガイドラインは、デザイン性の高いデジタルサイネージの設置及び運用するに際しての必要な措置

を定めた地域ルールで、大阪駅前地区におけるにぎわい形成やまちの魅力向上を目的としています。 

 

 大阪駅前地区デジタルサイネージガイドライン運営委員会の構成 

構成員  株式会社第一ビルディング 

 西日本旅客鉄道株式会社 

 阪急電鉄株式会社 

 阪神電気鉄道株式会社 

 吉本ビルディング株式会社 

 

 大阪駅前地区デジタルサイネージガイドラインの対象地区 

地区名 大阪駅前地区 

重点届出区域地区名 御堂筋、四つ橋筋 

対象区域 大阪市北区梅田 1 丁目 8 番・13 番街区、梅田 3 丁目 1 番街区、大阪市北区角田

町 8 番街区の御堂筋・四つ橋筋に面する敷地 
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②大阪駅前地区デジタルサイネージガイドラインのコンセプト 

本ガイドラインのコンセプトは「良好な都市景観の形成」であり、「上質感のある賑わい景観」「デザ

イン性の高い景観」「心地良さを感じるおもてなし景観」をその要素として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③デジタルサイネージの設置基準 

大阪駅前地区におけるデジタルサイネージの設置基準としては、「一般基準」「内容基準」「ビジュアル

表現基準」「映像効果基準」「業種基準」などの基準を設けています。 

 設置基準（抜粋） 
 

■一般基準 

第１条 次の要件を満たすものでなければいけない。 

（１） 通行者の安全を阻害する恐れのないもの。 

（２） にぎわいの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いもの。 

（３） 関係法令に則ったものであること。 

（４） その他、大阪駅前地区デジタルサイネージガイドライン運営委員会（以下「ガイドライン運

営委員会という。）が必要と認める要件を満たすもの。 

（５） 詳細は、大阪市との個別協議とし、本ガイドラインを基本としながら、個別協議内容につい

ても共有するものとする。 

■内容基準 

第３条 広告物の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出しない。 

（１） 公序良俗に反するもの 

（２） 公衆に不快の念を抱かせるもの 

（３） 他社製品との比較広告 

（４） 過剰表現、その他誤解を与えかねない表現 

（５） 価格訴求、販売方法についての制限 
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（６） タイアップ広告 

（７） その他ガイドライン運営委員会が不適切と判断したもの 

■ビジュアル表現基準 

第 4 条 一般広告のビジュアル表現について各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出

しない 

（１） 情報過多、文字情報が多いもの 

（２） 赤・青・黄などの原色や高彩度の色（けばけばしい色彩）が多用され、かつ景観と調和しない

と判断されるもの 

（３） 見る人に著しく暗いイメージを与えるもの 

（４） 道路交通の安全を損なう恐れや注意表示と誤認される可能性があるもの 

（５） 性的表現・暴力的表現・差別的表現がなされていると判断されるもの 

（６） その他、ガイドライン運営委員会が不適切と判断したもの 

■映像効果基準 

第５条 映像効果については、以下の要件を満たすものでなければいけない。 

（１） 短時間毎に連続して同じ内容を繰り返し、見る人に不快を与えることがないこと。 

（２） 音量や音色が見る人に不快感を与えないこと。 

（３） 音量及び輝度については、個別協議とする。 

（４） 視覚的に強い表現等をしないこと。 

（５） 映像や光の点滅、特に「鮮やかな赤色」の点滅は使用を避けること 

（６） コントラストの強い画面の反転や急激な場面転換は避けること 

（７） 規則的なパターン模様（縞模様、渦巻き模様、同心円模様など）が、画面の大部分を占めるこ

とは避けること 

（８） 不安定な“揺れる映像”については、安易な使用を行ってはならない。 

（９） いわゆるサブリミナル技法のように通常の状態では知覚、識別できない表現技法で潜在意識に

働きかけることをして はらない 

■業種基準 

第６条 以下の各業種については、原則としてこれを掲出しない。 

（１） たばこ。ただし、マナー広告は審査の上了承する。 

（２） 賃金業（消費者金融等） 

（３） ギャンブル 

（４） 風俗営業 

（５） パチンコ 

（６） 宗教宗派 

（７） その他、ガイドライン運営委員会が不適切と判断したもの 
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 デジタルサイネージの大きさの基準例 

本ガイドラインの運用対象は概ね設置高さ 10m 付近までとし、10m を超える高さについては

別途協議を行うこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ビジュアル表現基準の具体例 

本ガイドラインでは、ビジュアル表現の具体例を示すとともに、判断基準をより明確にするための映

像資料として、別途、サンプル動画を収めた DVD を作成し、映像のフェード処理や動画の速度基準、

望ましいビジュアル表現等の具体例を示しています。 

 ビジュアル表現基準の具体例 
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（４）サイン整備のルール（大阪・梅田駅周辺） 

 

①大阪駅周辺地区サイン計画ガイドラインについて 

梅田地区エリアマネジメント実践連絡会では、国の補助を受け、活動のコンセプトの１つである「駅

から拡がるまちづくり」の一環として、地域内の回遊性向上や来訪者の移動性改善によって、国際競争

力のある都市環境の実現に寄与することを目的に、特定都市再生緊急整備地域を主たる対象範囲とした

「大阪駅周辺地区サイン計画ガイドライン Ver.1.0」を 2017 年 3 月に策定しました。 

本ガイドラインでは、「地上階とデッキ階」を重点的な整備範囲とし、改札口を起点として目的施設に

到着するまでの間を対象範囲としています。 
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②サインの情報量のコントロール 

表示内容は情報量をコントロールし、利用者にとってわかりやすいサインを目指す。また、サインだ

けでわかりやすさを完結するのではなく、配布地図や web など他の媒体を用いて相互に補完すること

が望ましい。 

 

 サインの情報量は少なすぎても多すぎても理

解がしにくい。（右図参照） 

 最適な情報提供を行うことで、サインとしての

視認性と美観性のバランスも高められる。更新

時の負荷を軽減するメリットもある。 

 

 

 

 

 

 情報量をコントロールする工夫１ 

誘導情報と案内情報を区別する 

 見る人のスピードに合わせて、「直感型サイ

ン（クイック）」と「学習型サイン（スロー）」

の 2 つのタイプのサインを展開することを

サインシステムのコンセプトとする。 

 以上のコンセプトより、誘導情報は直感型

サインとし、案内情報は学習型サインとす

る考え方を用いることで、利用に応じた情

報をコントロールすることができる。 

 誘導情報は情報量を限定し、案内情報は詳

細な情報を提供する。 

 

 情報量をコントロールする工夫２ 

誘導情報に優位をつける 

 情報に優先順位を設けたり、情報を掲載す

る範囲を優先ランクで区別するなど、情報

記載基準を設ける。 

 情報記載基準を設けることにより、各管轄

区域間であっても連続性を保ちやすい。 

  

見る人のスピードに合わせて 2 つのタイプの

サインを展開する。 
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 情報量をコントロールする工夫３ 

他の媒体を用いて相互に補完 

 タッチパネル式のデジタルサイネージや

手元マップ、WiFi 環境の整備、QR コード

やビーコンを使ったサービスなど、さまざ

まな媒体を活用。 

 Web や手元マップなどの地図は、現地の案

内サインや誘導マップと連動するよう、種

類が少ない方が望ましい。 

 

 

③情報の記載基準 

優先順位や優先ランクなどの記載基準は調査や検討会などを踏まえて策定した。 
 

【誘導情報】 

１. 情報の種類の優先順位（交通施設＞利便施設）について 

 情報量をコントロールするため、公共性が

高く、多数の人が利用する施設順に優先順

位をつけた。 

 移動の円滑化に最も貢献する交通施設を1番

目に、来訪者向けの利便施設を2番目とする。 

 2015 年度の仮設検証調査において外国人

がサインに欲しい情報として、「交通施設」

「利便施設」の回答が寄せられた。 

 

２. 優先ランクについて 

 優先ランクでは、サインの設置場所（現在

地）を起点にランクに応じた範囲の情報を

記載し、情報量をコントロールする。 

 「広域」については、公共性や利用者数の

多さだけでなく、施設が目的地への目印や

通過点にもなり移動を円滑にすることか

ら、常に掲載すると位置づけた。 

 「中域」と「近域」については、利用者だけ

でなく訪日外国人にとっての有益性を踏ま

えて区別した。また範囲の半径は目安である。  
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３. 交通施設情報について 

 「JR 大阪駅」「阪急電車」「阪神電車」「御堂筋線」「谷町線」「四つ橋線」の 6 駅は、公共性が

高く、乗降客数の多いため A ランクとした。 

 「北新地駅」は A ランクの駅よりも乗降客数が少ないため、B ランクとした。 

 「空港バス（新阪急バス）」「空港バス（バービス OSAKA）」は主に国際線のある関西空港行き

の空港バスが発着するため B ランクとした。 

 「空港バス（大阪マルビル）」は国内線のみの伊丹空港行きの空港バスが発着するため C ラン

クとした。 

 「高速バス」については、乗合バス事業者を対象とする。（乗合バス事業者…道路運送法に基づ

き、2 地点間を提示停路線で結ぶ乗り合いバスを運行させているバス事業者） 

 

４. 利便施設情報について 

 広域避難所に限っては緊急時において来訪者の安全を担う情報であるため、広域避難場所ごと

に定められている避難圏域に従い誘導サインに表示し、前項の情報記載の範囲の体系からは除

外する。（※１ 前項参照） 

 24 時間通行可能な空間に設置される誘導サインへの表記が効果的である。 

 出口については各社マニュアルの出口名で表記。その際、各管轄間との連続性に配慮する。（※

2 前項参照） 

 

５. 矢羽根サイン情報の掲載範囲について 

 訪日外国人にとって有益性の高い「A ランク」「B ランク」の情報のみを矢羽根サインに記載す

る。 

 矢羽根サインは一方向に 4 面しか設置できないため、B ランクまでとした。 
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【案内情報】 

案内サインにおいて掲載する情報は、エリア外との連続性を加味し、大阪市「観光案内表示マニュアル」

を基本としながらも、情報量が多く、煩雑にならないよう配慮し、見やすさを優先した記載基準とした。 
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④呼称の統一 

誘導情報や案内情報の表記については、国土交通省（観光庁／観光立国実現に向けた多言語対応の改

善・強化のためのガイドライン（H26））(以降)及び「大阪市／観光案内表示マニュアル（H11）」に基

づくものとするが、エリア内での連続性を向上させ、利用者にとって理解がしやすい表現にするため、

以下のように呼称を統一するものとした。 

 誘導情報 案内情報 

案内情報全般 ― 正式名称で表記 

JR 大阪駅／北新地駅に

ついて 
正式名称で表記 ― 

私鉄について 「○○電車」「○○Line」と表記 「○○電車○○駅」と表記 

地下鉄について 「○○線」「Subway ○○Line」と表記 「○○線○○駅」と表記 

空港バスについて 「Airport Bus」と表記 ― 

 

⑤他国語表記 

国土交通省（観光庁／観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン（H26））

に基づき、表示スペースが限られる誘導サインは２ヶ国語（板面に余裕がある場合に限り（情報が煩雑

にならない程度に）４ヶ国語表記（日本語・英語・ハングル・中国語（簡体字））にしてもよい）、案内

サインは交通情報と広域避難場所のみ４ヶ国語表記を基本とし、シンプルなわかりやすさだけでなくホ

スピタリティにも配慮する。 

また、同じく国土交通省（観光庁／観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドラ

イン（H26））に基づき、固有名詞はローマ字、普通名詞は英語で表記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、大阪・梅田駅周辺サイン整備検討協議会において、本ガイドラインをベースとしたサイン整備

に係る表示内容等の共通ルール（大阪・梅田駅周サイン整備標準仕様（共通ルール）Ver.1.0）※が、2018

年 7 月にとりまとめられ、順次整備を進めているところです。 

※ （参考ＵＲＬ）大阪・梅田駅周辺サイン整備事業について 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000469349.html 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000469349.html

