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第５回「通訳案内士のあり方に関する検討会」議事録 
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（司会進行 久保） 
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開会 
 
（観光資源課 久保課長補佐） 
それでは、ただいまから第 5 回「通訳案内士のあり方に関する検討会」を開催します。 

本日はご多忙の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 
本日は定保委員が欠席である。 

 
（本日の配布資料確認） 
 
それでは以後の進行を廻座長にお願いしたい。 

 
１．議事 
（廻座長） 
それではお手元の議事次第に従い進行する。 
まず議事の１として「訪日外国人旅行者へのアンケート結果」について事務局より報告

をお願いしたい。 
 
（久保課長補佐） 
資料 5 の「訪日外国人旅行者へのアンケート結果」について説明する。調査を行ったの

は 3 月 1 日から 2 日の 2 日間である。有楽町の JNTO にあるツーリスト・インフォメーシ

ョン・センター（TIC）にて訪問外国人旅行者に口頭アンケートを行った。2 日間でサンプ

ル数は 61 であった。回答者の出身国など全体の概要から説明する。TIC 利用者のほとんど

の方から回答いただき、9 割以上が欧米からの個人旅行者であった（オーストラリア・イギ

リス・カナダ・フランス）。回答者の訪日回数だが、67％が初めて来日されたということで、

2 回目が 13%、3 回目になると 3%、在住の方も 8％ほど回答していただいた。 
2 ページ目を参照いただきたい。TIC にいらした方々がガイドを利用したかどうかを聞い

た。左側の円グラフを見ると、18%の方がガイドを利用された。その内訳だが、右側の棒グ

ラフにあるとおり、団体ツアーでガイドを利用したという方が 45.5%、団体ツアー以外だ

が有料ガイドをつけたという方が 45.5%、それから無料ガイドを付けたという方が 27.3%
いらっしゃった。 

3 ページ目を参照いただきたい。実際利用したガイドに満足したかどうかをお聞きした。

左側のグラフの通り、満足したという方が 90%を超えており、日本で受けたガイディング

に関しておおむね高評価していただいている。満足した理由は、右側にあるとおり、楽し

いトークで旅行を盛り上げてくれたが 50％、その他ガイドの説明が分かりやすかった、本

を読んでも分からないようないろいろな情報を教えてもらうことができたが 40%であった。 
次に、4 ページ目だが、9 割の方がガイドに満足したが、1 割の方、有効回答者でいうと

1 名だが、は満足しなかったと回答している。満足しなった理由として、説明が分かりにく
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く、注文に的確に対応してくれなかったということだった。 
2 割の方はガイドを利用したが、それ以外の方はガイドを利用していないわけだが、利用

しなかった理由をお聞きしたところ、7 割以上の方は、情報は自分で調べられると回答し、

ガイドの依頼方法が分からなかった方が 12%、「その他」の回答としては「ガイドの存在を

知らなかった」と回答した方が 58 名中 4 名（割合としては 5%ほど）であった。依頼方法

や存在の広報が不足していることが分かった。 
次に、5 ページ目だが、ガイドを使われた方、使われなかった方すべて含めて「どんなガ

イドであったら使ってみたいか」を尋ねた。その結果、棒グラフのとおり、日本伝統文化

体験や、寺社仏閣を見学する、伝統的なスポーツを観戦するといったところにガイドが欲

しいという方が多いという傾向と、エコツアーの体験にも興味があることが受け取れる。 
 
（廻座長） 
質問や意見については議事 3 まで説明が終わってから頂く。 
続いて議事 2「地方自治体へのアンケート結果」について事務局より説明する。 

 
（久保課長補佐） 
資料６に基づいて、地方自治体へのアンケート結果を説明する。 
地方自治体には県単位の地域限定通訳案内士制度があるが、利用しない県がたくさんあ

るので、その理由は何かをお聞きした。加えて、外客誘致の上でどのようなガイドが必要

なのかということも聞いている。都道府県に書面を送り、結果を FAX で回収という形で調

査を実施した。全都道府県と政令市に配布し、回答は 31 件であった。 
 地域限定通訳案内士を導入している県は 6 道県なので、それ以外は導入していないのだ

が、導入していない主な理由が 1 ページ目に記載してある。一つ目の大きな理由としては、

試験実施事務コストが大きい（56%）であった。「その他」の回答として、外国人旅行者は

広域で移動するので、県単位のガイドの需要が見込めないのではないかという方が「その

他」と回答したうちの 85％なので順位にすると 44%で 2 位になる。通訳案内士やボランテ

ィア通訳ガイドで十分対応可能であるとの回答が 40%であった。 
2 ページ目だが、外客誘致を行う上で、どんなガイドが必要かということを聞いたところ、

各地域ともまず広域ガイドが必要だという意見が多く（64％）、次いで自然遺産エコツアー、

文化体験（それぞれ 48％）が上位 3 項目であった。その他都道府県をまたがる観光エリア、

個別の観光地・観光施設のガイド（それぞれ 40%）、市町村エリアのガイドも有用だとの意

見があった。 
また、その他として、場所ではないが、ガイド料金について、低額であることや留学生

が重要であるといった意見もあった。販売店の方で専門用語が分からないのでそれを通訳

してくれる人が必要であるや、準通訳案内士のような取得しやすい資格が必要であるとい

った意見もあった。 
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（廻座長） 
続いて議事 3『通訳案内士制度の見直し』について事務局より説明する。 

 
（久保課長補佐） 
資料 7 に基づいて説明する。事務局で通訳案内士制度が今後どうあるべきか案を作成し

た。 
1 ページ目を参照いただきたい。通訳案内士制度の見直しの方向性として、大きく 2 つあ

る。案の 1 つ目として、引き続き通訳案内士の方々のみに外国人旅行者へのガイドを認め

るもの、そして、もうひとつの案として、通訳案内士以外にも外国人旅行者へのガイドを

認めるものである。これは業務独占を取り払うということである。 
案 1 だと、通訳案内士の方々のみにガイドをしていただくので、品質の確保は出来るが、

ピンポイントガイド、日本文化体験など外国人のニーズに対応できるようなガイド、アジ

アの方々に対するガイド、これまでゴールデンルートでなかったので焦点が当たっていな

かった地方でのガイドニーズに対応できないというデメリットがある。 
案 2 だと業務独占を取り払うので、先程のようなニーズには対応できるが、いろいろな

方が入ってくるので、ガイドの品質は確保できない、というデメリットが考えられる。ど

ちらを選択していくのか。これまでの通訳案内士制度の状況を踏まえて判断しなければな

らない。 
今まで、どういう風に変化してきたのか、繰り返しになるが、環境変化は 4 つになる。1

つ目は「ピンポイントガイドへのニーズの対応」、2 つ目は「中国語・韓国語ガイドの増加

が緊急に必要」、3 つ目は「地域でのガイド育成・活用ニーズ」が地域から出てきている。

地域の雇用創出や活性化につながる。4 つ目は我々が今重要に考えている、「政府の訪日外

国人旅行者数に関する目標の前倒し」である。こういった目標に合う制度にしていかなけ

ればならない。 
こういった 4 つの状況を考えると、次の青い枠になるが、見直しの方向性としては、優

秀な通訳案内士によるガイディングだけでなく、ピンポイントガイドやアジア言語ガイド、

地域独自ガイド等の新たなニーズに対応することが必要になってくる。ここでいうと、案 2
になるが、通訳案内士以外にも有償のガイドを認めることが必要である。先ほども言った

が、案 2 をとると色々な人が入ってくるので品質の確保ができないという問題があるので、

懸念される問題にはきっちり対応していく必要がある。 
続いて 2 ページ目だが、ガイドの品質をどのように確保するかを説明する。優秀な通訳

案内士を輩出するとともに、制度改正によって旅行者を案内することになる新しいガイド

の品質を確保することが必要である。 
左側に書いてあるが、新しい通訳ガイド制度になっても通訳案内士としての意義はこれ

までと変わらない。訪日旅行者に対して質の高いガイディングを通じて日本のよさを伝え

るというこれまでの通訳案内士の役割は変わることは無い。団体ツアーや VIP、富裕層へ

の案内といった高いスキルが必要となるようなガイドサービスの提供に関して国を挙げて
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対応していく必要がある。政府としては、こういった高いスキルを持ったガイドを準備し

て満足度の高い訪日旅行を実現していくことが重要な役目である。したがって、右側の赤

い枠の部分だが、通訳案内士という資格に関しては、さらに質の向上を考えていかなけれ

ばならない。通訳案内士の質を向上させるためには、通訳案内士を名称独占資格として引

き続き国家資格として存続させることが必要である。 
一方で、新しく入ってくるピンポイントガイドやアジア言語ガイド、地域独自ガイドに

対応するような質の確保も今後重要になってくる。こちらに関しては、先ほども言ったが、

専門家やボランティアガイド、ピンポイントガイドに関してはその分野の専門家、地域で

活躍されているボランティアガイドを活用していくことによって色々な外国人のニーズに

対応していくことができる。専門人材育成が容易になるというメリットがあり、料金や時

間に関しても多様化していくので、お客様の方から見てみると、サービスが多様化し向上

することにつながる。また、地域における新規雇用創出といったメリットもある。 
アジア言語ガイドに関しては、在日外国人や留学生を活用することで抜本的に増加させ

ることができると考えている。訪日アジア人旅行者のニーズである母国のメンタリティー

を理解したガイドが出てくるということになる。 
地域独自ガイドに関しては広域ブロック、市町村、観光施設単位でガイドが充実してい

く。訪日旅行者へのニーズに対応したガイドができる。こちらでも地域の新規雇用の創出

といったメリットがある。 
こういったガイドに対応するために国として何をしなければならないのか。２つのオプ

ションを用意している。 
1 つ目は、全くフリーにしてしまう、国が全く関与しないという方法である。ガイドをや

りたいという方々や組織が自由に訪日外国人旅行者に対してガイディングを行う。一方で、

２つ目として完全フリーではない、国が関与しなければならないという考え方もありえる。

②のところにあるように研修や国等の認定を合わせて質を向上させていくというやり方も

ありうる。研修を受講した方を「研修受講ガイド」として認定し、そういったガイドだけ

がガイド検索システムに登録可能となるように設定する。自ら質の向上に取り組まれたガ

イドだけがマーケットで活躍するような仕組みを作るということもありうる。 
続いて 3 ページ目だが、今の通訳案内士制度の中で問題になっている悪質ガイドへの対

応は新制度になったらどうなるのか。最初の青い枠のところだが、特定の国からの訪日ツ

アーに無資格ガイド問題が発生している状況はこの検討会でも何度か話題になっている。

こういった問題に対して、通訳案内士が提供している料金やサービスがその国の方々の国

民性を含んだ旅行ニーズに合致しているのかということを考えると、必ずしもそうではな

いという意見が多数ある。また、日本には英語に比べてアジア系言語を使える方が極端に

少ないので、無資格ガイドを排除するだけで、アジア言語ガイド全体の課題を解決するこ

とにはならない。ただ、無資格ガイドの問題の中でも悪質ガイド、すなわち土産屋に連れ

ていって質の分からないものを売りつけるなどの行為は日本に来ている旅行者の方々に日

本の悪いイメージを植えつけ、訪日インバウンド推進の支障となりうる問題である。こう
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いったことを考えると、このような悪質ガイド行為を防止するために何か取り組みを行わ

なければならない。そのために両国政府、業界全体で取り組んでいくことが必要である。 
考えられる方策の例として２つ下に示しているが、1 つは先ほど申し上げたような両国ま

たは業界をあげての協力体制の構築ということだが、日本と相手国双方でインバウンドの

推進に関する協力体制をつくる中で具体的な有効な方策を検討していく。もう 1 つは、ア

ジア言語ガイドの質を向上させるという観点から、たとえば通訳案内士の海外試験をアジ

ア人が資格を取得しやすいように試験方法などの見直しをする。今は各県に登録をしなけ

ればならないという登録方法が使い勝手が悪いのであれば、そこを見直しする。それから、

通訳案内士以外のガイドの方々も含めて訪日されるガイドの方の研修を海外の各地域で行

うことも考えられる。 
最後に、通訳案内士の重要性は今後も変わらず重要である。したがって、通訳案内士の

職業の魅力をさらに向上していかなければならない。魅力的な通訳案内士を輩出するため

の方策として案を出している。黄色の枠であるが、まず 1 つ目だが、通訳案内士と旅行者・

旅行会社とのマッチングの促進である。今でも通訳ガイド検索システムはある。外国人旅

行者向けの観光案内所もあるが、それらをさらに改善して通訳案内士紹介機能を強化する

ことにより、通訳案内士の手配を希望されるお客様のマッチングをさらに向上できるので

はないか。 
2 点目に、通訳案内士向けの研修に関しては今も国が支援しているが、こういった研修を

さらに充実させるために取組みを支援していく。 
3 つ目に、通訳案内士のための手引書の作成ということで、通訳案内士は個人事業主であ

る方が多いが、案内士の方のために外国人のニーズに合ったガイディングのために必要な

スキルやマナーをまとめた手引書を作成してみてはどうか。 
4 つ目に、通訳案内士にかかる広報強化ということで、日本には通訳案内士という

certified guide がいるが、先ほどのアンケートでも見ていただいたとおり、知られていない

という状況もあるのではないか。そこで、外国人旅行者や海外国内企業等にもっと知って

もらうための広報活動をしていく必要があるのではないか。たとえば、JNTO が海外旅行

者向けに出しているホームページ等にもっと通訳案内士の情報を多く載せることで需要を

促進できるのではないか。 
5 つ目に、優秀ガイドの表彰制度だが、通訳案内士の中でも特に優秀な方々を表彰して、

表彰された通訳案内士の方には何らかの特典があるような制度を実現できないか。 
 
（廻座長） 
これより議事 4「通訳案内士制度の見直しに関する議論」に入りたい。ただいま事務局よ

り説明があった資料７「通訳案内士制度の見直しについて」を中心に議論を進めたい。 
制度の見直しの方向性と見直しによって懸念される事項への対応として事務局のほうか

ら説明があったが、第 1 にガイドの品質の確保、第 2 に悪質ガイドへの対応、第 3 に通訳

案内士の職業の魅力の向上の 3 点についてそれぞれ方策が示されたが、各論点とも皆様そ
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れぞれのお立場で活発な議論をお願いしたい。 
 
（辻村委員） 
今いかにも通訳案内士の問題は国内問題のように捉えられているが、これは国際信用問

題なのではないか。アジア言語に対する問題について議論されているが、これを逆に韓国、

台湾、中国がどうなっているかということと対応して見てみると、それぞれの国には制度

がきちんとある。そこで日本人に日本語の通訳をやって欲しいという問題がおきていて、

それぞれの国が日本で試験を行っているかというと行っていない。日本はアジア言語が足

りないということで海外での試験を行った。その結果が見えていない段階で、今、次の改

正を行おうとしている。それは大変なことである。 
昨日、（社）日本観光通訳協会では新人研修会を終えたが、その中には海外試験を受けた

方が研修会に参加していた。これは初めてのことであった。試験制度ができて、受かって、

やっと「これは研修を受けた方がいいんだ」と海外から研修に来るようになってきた。そ

の方々のお話を聞くと、試験は難しかったし頑張って取ったが、いざ登録しようと思うと

登録できない。「では私が保証人をやる」と何人かに言ったが、結局日本人の保証人がいな

ければ登録できない。日本の国家試験が行われ、それに対してそれぞれの地域で受験生が

でてきた、そして合格者が出来てきたことを実態調査しないまま次の改正があり、では制

度を無くそう、となったときに海外で受験した人の信用とは何になるのか。そして日本の

通訳案内士制度はどのように評価されるのか、ということは国内問題ではなく国際問題な

のだと思う。まず改正ありきでこの会議が進んでいることは承知のうえで、実態調査をし

て欲しい。この 3 年間で 3 回試験があったので、試験の結果がどうだったか、10 年後、20
年後、海外で受験した方が通訳案内士として活躍するようになるまでのプロセスを考えて

改正していくのか。国際問題として日本の通訳案内士が世界的に評価されていくかどうか

という岐路に立たされている。私たち自身が通訳案内士の業務独占廃止に関わっている以

上に、国際的にこの通訳案内士の問題を取り上げていかなければならない。 
私も先々週台湾に旅行したが、全員ライセンスをもっていた。空港に迎えに来ることな

どほんの数時間の人でも、ライセンスを持っており、1 日の間に複数の仕事をしている。空

港送迎もするし、市内案内もする。様々なことを組み合わせながら全員がフルタイムの仕

事として成り立っていた。そしてその方々は日本の通訳案内士制度を知っていて、日本の

通訳案内士試験は難しいと言っていた。海外の人が日本の通訳案内士になることは易しい

わけはない。その中の 1 人は北海道にはよく行っているが、ノンライセンスということは

自覚していた、というのが実態だった。 
また、今回の研修の中で韓国の方がいた。その方は韓国の大手旅行会社の社員だった。

自分で休暇をとって研修を受けに来ている。しかし、韓国の旅行会社に保証人になっても

らっての登録は出来ない。しかも都道府県の知事の認可をもらわなければならない制度で

ある。私が保証人になれば千葉県からもらうわけだが、その韓国人の会社ではノンライセ

ンスを使っているので、彼女が資格を取ってその会社で通訳ガイドとして働けるか分から
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ない。この海外制度をこれからも増やしていこうという流れの中で「どうするのか？」と

いうことを本当に実感した。まずは海外制度をやって、10 年後、20 年後の 3,000 万人を求

めていく中で、相手側との互恵になっているかどうかを是非検証していただきたいし、急

いで改正しなくてもいいのではないかと感じた。 
前回もお尋ねしたピンポイントは突然出てきた言葉だが、ピンポイントの説明をきちん

としていかないと、ぼんやりした何でも出来そうなピンポイントというのは広くても「ピ

ン」かもしれないというわけの分からない言葉だから、なるべく分かりやすい言葉に置き

換えながら、これが何を表現して何をするのかをぜひ考えて欲しい。 
確かに中国語や韓国語のガイドが足りないのは現実だが、それをどうするかは次の手段

として、国の政策としてもっていって欲しい。 
地域活性化のためのボランティアガイドや地域のガイドを養成しようということで前回

の法律改正が行われた。2,3 年で結果が出るものではないので地域限定通訳案内士をもう少

ししっかりと育てて欲しいし、それを取った人たちが活躍の場ができる時間が欲しい。 
ガイドの品質保証は私達を含めて絶対にしていかなければならないし、自信を持って通

訳ガイドができるように、できるならば国の研修が欲しいし自分たちの研修制度も欲しい。

これは切に思う。研修を受けないまま実務に付かなければいけない今の状況の中では、何

らかの形で研修制度が欲しい。国の制度なので、しっかりとした研修を行い、長い目で見

た方策を考えていただきたい。 
 
（廻座長） 
 ありがとうござました。 
先程、地方自治体へのアンケート結果の説明があったが。 

 
（辻村委員） 
試験にお金がかかるから、というのは確かにそうだと思う。私たち自身も通訳案内士の

登録を地方自治体にすることになっている。私も地方自治体の仕事した経験から考えると、

このようにしてライセンスを出して欲しいといったら地方自治体は不便だし面倒くさいと

思うと思う。年に何人いるかわからない通訳案内士のために各地方自治体が国から定めら

れた色や形のもとに各地方自治体で登録証を出している。これは年に 1 人しかいない地方

自治体でも同じことをしなければいけない。仕事として考えたらこんな制度なければいい

し、1 人ぐらいしかいないところだったらやりたくないと思うのは当然だと思う。 
登録そのものが国全体で動ける全国組織のレベルなので、国の観光局、それが JNTO な

のか直接国なのか分からないが、そこの登録にすることによって、全国区資格のものは国

に登録、地域限定のものは都道府県知事に登録、となれば随分役割分担も変わるし、地域

が自分たちでやっている仕事もクリアになるのではないか。 
 
 

8 / 24 



（廻座長） 
事務局の方から今の問題についてお答えいただきたい。 

 
（和田課長） 
それでは 1 点目の国際信用問題になるという点について、まさにその通りだと思う。平

成 18 年の制度改正にあたって海外試験が導入された。その検証についてもこの検討会で出

したが 100 人単位の方が海外の試験会場で試験を受けた。ところが、実際登録されている

方はごくわずかで、辻村委員ご指摘の通り、日本人の保証、都道府県知事の登録といった

点、また我々が感じているところとしては、日本人向け試験を前提としたものなので、外

国人の方が合格するのは難しいと認識している。今後の方向性については海外試験をなく

すという方向で考えているのではなく、外国の方々のメンタリティーまたはニーズという

ところで、自国の人にガイドして欲しいという声を多く聞いているので、そういうところ

に関してはむしろ自国の方でかつ品質の高いガイド、これは通訳案内士の試験に外国の

方々もきちんと合格し、また試験だけでは足りないかもしれないので、海外に出向いて研

修をするなどして品質を保証しながら訪日外国人の方々のニーズに応えていけるような方

策を考えていきたい。 
2 点目のピンポイントの定義をすべきだというのはその通り。それから自治体の都道府県

限定のガイドについても意見いただいたが、正直言って我々としても地域限定通訳案内士

がたくさん使われ、各地域において通訳案内士の方が増えていくことを望んではいる。し

かし、アンケートの結果でお示ししたが、残念ながら事務的コストを意識している。国の

役人も地方の役人も同じだが、限られた人員で行政を効率的に処理するという観点からす

るとなかなか手をつけられない難しさがある。今日のアンケートでも明らかになっていた

が、都道府県に留まらない、もう少し広域なガイドを養成したいというニーズが強いとい

うことを考えると、なかなか地域限定通訳案内士は作ってはみたものの、もちろん少しず

つ進歩はしているが、我々が思ったようには画期的な効果があったとはいえないのではな

いか。 
3 点目に、研修の話だが、これも全くその通りで、研修の重要性は十分認識しているので

通訳案内士の方々のニーズと我々がいったい何が出来るのかを相談しながら今後しっかり

と研修制度について考えていきたい。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。 
次にご意見がある方いるか。 
 
（山田委員） 
まず、今の見解について。自国の人にガイドして欲しいというニーズが非常に強いとい

うことだったが、根拠は何か調査したのか。本当にそう思っているのか。現在自国の人が
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しているのは、あくまでも旅行会社がコストを安くするためであり、お客様が本当にその

ように思っているというきちんとした調査に基づいて言っているのかを聞きたい。 
日本には毎年、希望を持って中国語、韓国語を勉強して国家試験を受けている方がたく

さんいる。先日合格発表があったが、中国語は 165 人が受かった。ここ 3 年間で数が非常

に増えている。実際その人たちはほとんど仕事がないという状況を放っておいて、国がお

金を使って研修したり、外国人に受かりやすい試験にするというのは、他の国と比較した

場合に全く逆行している。日本人がたくさんヨーロッパにいるが、フランスやイタリアに

いる日本人の方に聞くと、試験は非常に難しく、その国の人たちと同じ試験をしていると

いう。なぜ海外にいる人に日本人向けとは異なる問題を作ろうとするのか理解できない。 
ピンポイントの問題だが、ピンポイントというのは、FIT でバトンタッチ式で、あるいは

富士山にだけ行きたいとか、そういうことをおっしゃっていると思うが、ピンポイントの

ガイドや広域のガイドを、新しい動きだとか、団体のツアーから変化してきている傾向だ

と捉えているが、団体のツアーをしているガイドが全く FIT や単発の特殊な仕事をしてい

ないということは絶対にない。みんなしている。組み合わせという辻村委員からもお話が

あったが、団体ツアーは収入が確保されるのでやるのである。10 日間、15 日間と長いから

する。しかし、その間に 2 日間の仕事や 3 日間の仕事、1 日だけの仕事などしている。VIP
もある。新しい旅行会社の手配の形として言っているが、ガイドにとってはそういうもの

をたくさん組み合わせながら学んで経験を積んでいくのであって、団体ツアーばかりやっ

ている人がピンポイントのガイドの仕事をできないというような考え方はおかしい。 
地方でのガイド不足については、日本は観光地が非常に豊富であり、旅行会社の方々も

様々なツアーを新しく造成している。そうなるとワンパターンは絶対ありえない。高山と

白川郷だけだからとか言っても、金沢からここを加えてとか、関空まで送って欲しいとな

るに決まっている。広域ガイドを作るという発想は机上の発想であって、私達がいかに多

種多様な仕事をしているかということを理解していない。旅行会社の方たちも法律はでき

ても決して守らないと思う。広域のガイドを作っても、広域をちょっとぐらい越えてもい

いだろうというふうになっていくだろう。したがって、全国ガイドが全国に増えていけば

いい。全国ガイドがいれば、県境を超えてはいけないとかいう問題は無い。地方のガイド

でも埋もれている人がたくさんいる。その人たちをいかにして発掘し、活用し、活躍して

もらうか、観光立国政策に備えて「もっと皆さんやってください」と PR すべきである。 
ボランティアガイドも、認定試験のようなものをするという話があったが、ボランティ

アガイドは毎年全国大会開いており、JNTO の方も参加している。そういうところで、「今

後観光立国政策が 3000 万人という時代が来るので皆さんもぜひ国家試験を受けてほしい」

と PR すべきである。ボランティアガイドで、本当にガイドになりたければ国家試験を受け

ているはず。受ける気がない、受けるほど真剣ではないが社会参加をしたいという方達に

易しい試験をするというのはおかしい。ボランティアガイドには積極的に国家試験を受け

てこのプロジェクトに参加して欲しいと周知することが必要である。広域ガイド制度は作

るのが難しいと思うので反対である。 
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地方ガイドの不足についてだが、地域によるが、例えば和歌山の問題については、日本

は非常に電子機器が発達しているので、GPS やユビキタスを使うとか、オーディオガイド

のようなものを各施設に備えるなど、そういうことに力を入れる必要がある。地方のガイ

ドは、東京に住んでいてもそうだが、不安定な生活、いつ仕事がくるか分からない、何日

仕事があるか分からないので皆離職して、他の仕事に就いてしまう。週に例えば 2、3 回、

定期的に 3～5 人ぐらいでシフトを組んで観光案内所に待機できるよう、地域が観光を推進

したければ地方自治体や政府が補助をするべきである。そこでウォーキングツアーを定期

的にすることを計画するなど、ガイド不足を補いながら、ガイド試験をもっと受けてもら

うように各都道府県が PR することが必要である。 
悪質ガイドの取り締まりだが、実態調査も必要だが、窓口を作るべき。ご存知かと思う

が、イタリアで日本人がぼったくられて問題になり、イタリアの観光相が直ちに対策をと

った。観光立国としてのイタリアのイメージに深刻なダメージを与えたということで、警

察を管轄する内務省や消費者担当団体と協力してホットラインを作った。日本の場合は中

国人・韓国人系のお店に中国人・韓国人がぼったくられているがオーナーが中国人であれ

韓国人であれ法務局にきちんと登録されており、日本の法律の下にビジネスをしている。

旅行業法は日本人消費者しか保護できない、というような言い訳をしないで、JNTO や VJC
のインターネット上や、中国語や韓国語を話せる人を待機させたクレームを受け付ける施

設を作るべきである。それによって警察の立件も可能になる。消費者からの告発がなけれ

ばできないということであれば、そういうことも同時にすることも考えるべきである。 
海外のガイド制度について資料を提供されたが、その後良く調べてみると、イギリスや

ドイツや韓国などは皆制度を強化している。日本のように緩和していこうとしている国は

ない。皆観光が非常に大事だということで観光立国を目指している。イギリスの場合、2002
年に新しい制度ができた。今までは民間の制度だったが、政府がガイドの質を標準化する

ように、横断的に観光関連の組織・省庁が新しく組織を作った。研修は民間が行い、試験

をするのが政府の標準化機関であり、そこで初めてブルーバッジやグリーンバッジが与え

られるようになっている。韓国も 2～3 年前に大統領が変わってから、大統領の一声で無資

格ガイドを使った旅行ガイドが処罰されるようになった。ドイツも各州でやっていたがド

イツ政府によるものでなかったので、業務独占ではないが認定制度を新しく作ったのであ

って、日本のように立派な試験制度があるにもかかわらず、留学生やボランティアに易し

い試験をしたり、海外の人に合うような試験をしてガイドを増やそうという動きは他の国

ではない。 
留学生を使うというのは国際的に恥だと思う。日本政府が外国の政府と交換留学生とい

うことで奨励して、非常にたくさんの留学生が今後も日本に来るようだが、一方では日本

に是非来てくださいといいながら、日本の観光立国政策の推進のために人が足りないから

と政府が旗を振って留学生を安く使おうとしていることがもし国際的に知れたら恥だと思

う。 
現在の通訳案内士制度を堅持し、通訳案内士制度の今の問題である「仕事が全く無い」
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ということでガイドが皆いなくなっていく状況を改善し、優秀な人材を確保しなければ今

後の観光立国政策は成り立たないので、ガイドの存在の広報・PR が非常に大事だと思う。 
2006 年の法律改正で、都道府県庁で登録名簿が公開されているが、個人情報保護法の問

題からその場に行って自分で見ない限り、遠隔地から登録ガイドの情報を調べることがで

きない。その方法が非常にネックになっている。ガイドを探そうとしても全く情報が取れ

ない。例えば登録のときに、個人情報保護法があるが、メールアドレスや FAX など最低ひ

とつ公表してもいいということにして、必要な場合に遠隔地から都道府県に問い合わせれ

ばその人の連絡先がわかる、という方法にしていただきたい。 
 
（廻座長） 
今回の通訳ガイドの委員会はさまざまな立場の方からのお話を伺って通訳ガイドのあり

方を考えようという会であるので、今度は業界の方々に短めに要点だけ意見を伺いたい。 
 
（石井委員） 
 業界団体の中で今回一番スポットが当たっているのは通訳案内士の業界の方々で、それ

をとりまく我々旅行業界ももちろん必要不可欠な業界であると認識している。今回色々な

議論がなされているが、通訳案内士の制度の過去数十年行われてきた結果がこういう状態

だというのは皆さん認識の上でお話されているわけで、何か新しいことをしなければ変化

は生み出せないという認識に変わりはない。もちろん業界団体の当事者の方にとってはメ

リットよりもデメリットの方が大きくなるという認識が強いのは分かるが、現状このまま

できてしまったことが、結果として世界各国からも、非難されているかどうかはわからな

いが、あまりいい結果が出ていないことは認識すべきである。 
ついては今回提示のあった新制度認定というような形になるのかどうかは別にして、新た

な方法論は必要である。基本的にはこのあと、国としてどのように捉えていくかという問

題も制度設計していかなければ、通訳案内士の制度をそのままに残しつつ、新しい認定が

膨れていくことで、通訳案内士が萎んでいくのは困る。ランク付けをしてはどうか。通訳

案内士は非常に権威のある国家資格であって、認定に関してはあくまで業界団体が認定す

るという取り扱いの中でいくべきである。 
 今この状況の中で海外での試験の問題もあった。我々が考えなければならないことは人

を増やすためにいろいろな方法論があるという議論もあるが、基本は日本国内でどうやっ

て需要に対して供給を作っていくのかということが大きな問題である。海外で資格を取っ

たり、認定資格もそうだが、取った方が多く出てきたとしても、基本的には日本の国益と

して果たしてそれが全部結びつくのかという問題もある。例えば所得はあるが、日本の国

内には所得税を払い込むチャンスがなかったり、実際には今 61 の国と地域に関しては査証

免除措置としてビザを必要としない。そうすると、90 日間の滞在が許されている中で、長

い方は 90 日間丸々日本に滞在し、色々なツアーを受けてやっているという話を聞く。わず

か 4 回の入出国で約 1 年間の収入の大半をガイディングとして得ている外国在住の人もお
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り、今後査証免除国が多くなってきた段階だと、どんどん海外からの就労者、すなわち日

本にはタックスペイヤーにはなりえない人が増えてくることは大きな問題である。そのへ

んのくくりをどのようにしていくのか。やはり我々は、観光振興を促進する上で、大きな

目的はただ単に人が増えればいいという訳ではない。消費が伸びることがゴールではなく、

国際的な観点から国内での雇用をどのように促進するのか。 
 雇用の方法については留学生もいろいろな問題をはらんでいる。日本の大学は少子化が

進んできて、学生数確保のために留学生の比率も大きくなってきている。ただせっかく親

日家になって、各国の架け橋になろうとする方々に対して日本での就労チャンスが得られ

ていない現状もある。そういったことも含めて資源関係も教育問題とも絡んでくる問題で

ある。 
 また、海外で資格を取った方が日本で就労する問題についても国によっては就労ビザの

問題もあり、観光目的として訪日し、お金を収受することを恒久的にやるということが国

として認められるのかどうか。無資格ガイドの問題が取りざたされているが、収入のポイ

ントはどこかを考えたときに、免税店や車内販売など、日本では何でもありきな状態であ

ると認識している。他の国でもそうだが、免税店は政府公認や政府が関与して、適正な販

売を促すよう国がある程度管理・確認している。このような他の観光要素も一緒に抱き合

わせで考えていかない限り、無資格ガイドは他に収入を得られるところが多く、結果とし

て海外から来ている旅行者の方に迷惑がかかっているのではなかろうか。制度の見直しの

中で、それに係る制度の問題についても議論しながら制度設計をしていかなればならない

のではないか。 
 
（廻座長） 
話が通訳案内士制度だけでなく観光政策全体 に関することなのであとで考える。 

 
（中西委員） 
旅行者の視点で、今までの話を総括してみたい。ガイドの方々には、訪日外国人観光客

に日本を正しく理解してもらい、快適で安全な旅を経験し、また日本に来たいと思っても

らえるようなガイドをすることで、観光地としての日本の魅力をアピールする、重要な役

割を果して頂いている。そういう意味では、前から言っているように、ガイドの質を担保

するための資格はあっていいと思し、それが通訳案内士試験という形で担保出来るなら、

その制度を活用すべきと思う。但し、山田委員、辻村委員とは若干見解が異なるかもしれ

ないが、旅行の目的や旅行の形態によって、ガイドに求めるものが異なる観光客もいるか

もしれない。旅行会社の方でも、重点の置き方が異なることがあるかもしれないので、メ

ニューやプログラムを豊富にし、旅行者の便宜を図るために、通訳案内士というプロフェ

ッショナルではないが、日本の国益を守る意味で、最低限の知識やマナーを持った方を認

定して、ある範囲のガイドを御願いする制度があっても良いのではないかと思う。 
ピンポイントの問題は、先ほど山田委員、辻村委員が言ったように、通訳案内士の方々
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が、夫々自己研鑽し、勉強しているはずである。その中で、自分達の就業機会を増やす努

力の一環として、自身で勉強するとともに、研修が必要であれば、国としてどう関与する

か、あるいはガイド団体としてどんな研修をするかは別として、自分たちでメニューを充

実させ、付加価値を高めていくことにより対応すべき問題で、ピンポイントニーズに対応

する為、特別なガイドを作るというのは違うと思う。広域の問題についても、点だけでな

く、面で旅行して、色々な観光地を見たいという旅行者も多いと思う。１人のガイドが通

しで案内するという考えもあるが、ポイント・ポイントでガイドをつけたいという観光客

もいる筈で、それぞれのニーズに対応すればよいと思う。ガイドの方は東京や大阪、福岡

など登録地を拠点にして、そこから自分の強みを踏まえ、顧客のニーズに対応したガイド

をオファーすれば良いわけで、各地域で、自分達の観光地を、より魅力的に紹介したいと

いう強い思いはあるかもしれないが、その為に、地域を限定したガイドが不可欠かは、検

討の余地があると思う。 
無資格ガイドの問題については、私自身が中国を旅行した経験に拠れば、御願いしたガ

イドは全て資格をもっていた。また、観光地の周りを公安が回っていて、ガイドがガイド

章を付けているかチェックしていたように思う。そのような観点からすると、前回どなた

かが言ったように、消費者からのクレームを待つのではなく、行政罰として、外形要件で

取り締まっても良いのではないかと思う。即ち、有資格のガイドが必要な場所・旅行の形

態といった要件は明確に決めるべきだが、無資格ガイドを携行した旅行業者、あるいは使

ったホテルや無資格ガイドそのものを、行政罰として罰しても良いのではないかと思う。

ビジネスに関しては、中国の方は、自分に不利益にならない限り、また、罰せられない限

り、何でもやる傾向がある。海外から無資格ガイドを連れてくる旅行会社も、中国や韓国

では、有資格のガイドが必要ということは十分自覚しているので、形式犯として、きちん

と取り締まり、有資格のガイドの携行を義務付けることは、相手国の政府にも十分理解し

てもらえると思う。JNTO の立場を離れてしまっているかもしれないが、どうしたら思い

出に残る良い旅を、訪日外国人旅行者に提供できるかという観点で発言させて頂いた。 
 
（廻座長） 
今後の方向性をたたき台としてだしてもらったので、それに沿って意見をいただきたい。 

 
（青木委員） 
皆様の意見と似たようなところとそうでないところもあるが、まず通訳案内士制度見直

しの方向性について、私なりの考えを述べたい。以前も申したとおり、通訳案内士という

名称そのものを見直すべきである。ガイドは専門知識を解釈してその人のために通訳して

いるわけではなく、外国語を使って直接案内し、だれかの為に通訳しているのではないか

ら、通訳案内士というのは不的確ではないかと思う。せっかくこういう議論の場が設けら

れているので、この際、名称も含めて見直しを求めたい。外国語観光案内士というのが正

しいのではないか。外国においてもそうなのではないか。外国語案内士としているはず。 
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 今、通訳案内士制度の見直しの方向性について、案 1 と案 2 があるが、ここで１がいい

とか 2 がいいということを申し上げるつもりはない。問題なのは、今、社会のニーズが多

様化してきており、多様化しているニーズに対応すべく社会システムをどう構築していく

かが重要ではないか。確か、戦後、英語圏からお客様がたくさん来ていた中で、この案内

士制度制定されたと思うが、そのため英語を話す案内士が多く排出された。一方、そのよ

うな状況の中で日本国内においてアジアからの観光客に対応できる人材の育成とその意識

が希薄だったのではないか。しかし、今はアジアからの観光客が急増している。が、今の

日本の現状は、急速な社会変化に対応できないという現状にある。これが最も大きな問題

で、その問題を解決すべく、検討会が行われている理解している。急増しているアジアか

らの観光客に対し、豊富多彩なサービスを提供し、日本のファンになってもらい、多くの

リピーターを育むためにも、アジアの言語に対応が出来るガイドの育成･輩出が急務である

と考える。 
 外国の方に日本のことを案内する時に、当然ながら日本人が出来れば一番望ましい。日

本の文化や日本のことをよくわかっている人が案内するのができれば一番いい。しかし、

残念ながら、先ほども言ったように、日本は今のような社会的環境にない。それが故に、

日本人でアジアの文化に精通し、流暢にアジアの言語を話せる人材の育成が非常に立ち後

れている。この問題をどう打開するのか。時間があれば 5 年、10 年、20 年かけて人材を育

てていけばいいが、観光立国を掲げ、アジアからの観光客が急増している昨今では、もう

待ったなしの状況にある。一刻も早く対応できる社会基盤の整備が急務である。そういっ

た意味で留学生の活用等も提案したわけだが、留学生のみならず、日本人が対応できない

ところを日本におられる外国の方々も活用していくような社会制度を設けるべきだと考え

る。もちろん、言葉が話せるからそのままガイドということではなく、しかるべく研修制

度を設けて、日本人の心を代弁できる国際人材をきちんと育成していくことが大切である。 
もう 1 つ強調しておきたいことがある。この制度から少し道がそれるかもしれないが、

日本は今国際社会の中で沈没しかかっている。政治的、経済的、文化的を含む様々な面に

おいてその存在感が薄れていく一方だ。こういう時に、1 人でも多くの日本のよき理解者、

日本のファンを作ることが大切ではないか。日本のために外に向かって発信する人、日本

のためにきちんと代弁者となってくれる外国人、アジア地域においては非常に乏しいもの

がある。今、日本国では、グローバルサーティーという留学生 30 万人構想がある。世界中

から留学生を日本に呼ぼうというプロジェクトだ。それはただ単に労働人口問題を解決す

るものだけではなくて、将来の日本を作るために大きな視点にたった政策だと思う。今 12
万人を超える留学生日本で学んでいるが、7 割強が日本とは経済格差が大きいアジアの国々

からきている。留学生の皆さんは日本で学費と生活を両立していくために許される時間帯

の中で皿洗いやその他の厳しい状況の中でアルバイトしている。そのために日本に対して

よいイメージがもてないということも否めない。日本のファンになれないままに帰国して

しまっているのは非常に残念である。将来の日本を作るためにも、留学生をもっと知的労

働ができるチャンスを提供することが極めて重要なことだと思う。留学生が日本の文化に
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対する理解を深めることは日本のファン作りに繋がる。観光の分野で留学生を活用できる

制度ができれば、留学生を活用できる空間を作り出すことができれば、日本にとってアジ

ア言語ガイド不足の現状を改善することもでき、日本が足りない部分をカバーしてもらえ

るというメリットと、将来の日本のファンを作る意味においてもメリットが大きい。 
この制度を見直すポイントとして、社会のニーズが多様化している現状を鑑み、サービ

ス供給側も利用者が選べるメニューの供給が求められる。例えば、Ａランク～Ｃランクを

設けたらどうだろうか。例えば今まで難しいガイド試験を通ってきた方々はＡランク、そ

の他の研修制度を経た人材が B ランクと C ランク。お客様にはトはなく、鯖などの青魚で

いいというと考える人もいるように、利用者の視点からサービスの提供体制を整える。そ

ういった視点に立ち返って言えば、業務独占している現状は改善すべきだと思う。 
 
（廻座長） 
あと８名の方のご発言がまだである。時間が限られているので、3 分くらいでまとめてほ

しい。 
 
（藤井委員） 
ボランティアから見た今日の話についての意見を言いたい。前回欠席し、資料を見ただ

けなので理解していないが、今日の資料の 2 ページ目の「ピンポイントガイドを認める意

義」のところに専門家やボランティアガイド等の活用展開というところしかボランティア

ガイドのことが書いてないので、ここについてお話しする。 
活用してもらうことは非常にいいことであるが、どうやって活用してもらうかが大切で

ある。もし私の理解が間違っていたら許していただきたい。これはどうもボランティアに

教育して、認定し、ある程度お金を取るようにして、通訳案内士が仕事をするその下のラ

ンクに置いて増える外国人の対応をさせようということであればあまり賛成できない。ボ

ランティアの意味は十分承知だと思うが、いろいろな経験を持った人たちが集まって、無

償でサービスを提供し、外国人の方々に「日本に来てよかったな」と思って帰っていただ

くというのが我々ボランティアの仕事である。いろいろな議論があるが、毎回ボランティ

アの会議で確認している。 
今月号のキャビネットに私が載っている。このページで説明しているのは私で、これは

カナダから来た家族に対して浅草の案内をしているところだが、これを見て頂ければ分か

るように、誰がボランティアから話を聞きたいのかということだ。決してお金持ちの人た

ちが来て、ボランティアに説明しろと言うことは無い。バックパッカーや学生などお金を

持っていないが何か聞きたい人たちが来る。そういう人たちに対してお金をくださいとい

うことをボランティアは言うつもりはないし、やってはいけない。そうすると日本に来る

外国人ががっかりするし減ってくる。まず第一にそこを明確にする必要がある。 
二点目は、もし、百歩譲って、ある教育を受けてお金をもらうようにすると、通訳案内

士とのバトルに入る。間違いなく入る。というのは、通訳案内士たちもそうだが、我々も
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お金をもらえるとなるとそれなりの努力をする。無意味な競争をしなければならないこと

になるので、それは止めたほうがいい。色々言いたいことはいっぱいあるが、ボランティ

アに有償で案内させるという考えはどうしても賛成できないので十分ご理解いただきたい。 
 
（廻座長） 
 ボランティアの域を逸脱しないようにということだった。 
 
（出野委員） 
地域限定通訳案内士を実施している立場から申し上げる。地域限定通訳案内士を始めて 3

年目になる。今年の合格者は登録者を含めて 65 名、それに静岡県での通訳案内士 159 名を

合わせて 220 名くらい通訳案内士がいる。先月末に県登録の通訳案内士あるいは地域限定

通訳案内士を集めて研修会をやった（毎年開催）。観光通訳協会の協力でやったが、地方で

は、正直言って、仕事が無いというのが一番大きい意見であった。無資格ガイド等の問題

もあるし、特に最近静岡は中国・韓国からかなり団体で来るお客様が多いのだが、ほとん

ど通訳案内士を使うところは無いのが現状である。 
そういう中で、先程山田委員の意見の中に、登録のときに個人情報で OK をもらったら

どうかというのがあったが、静岡県の場合は登録のとき全員に確認をして、旅行社等には

名簿を出している。ホームページにも「ここへ聞けば教えます」という形では出している。

仕事が欲しいというガイドが圧倒的に多いので、ほとんどの方が「ここまで公開していい

ですよ」と承諾しており、極端に言うと自分の売りのポイントまで出して、少なくとも旅

行社とのマッチングをはかるようにしているのだが、そういう形でガイドのスキルアップ

とマッチングを積極的に進めている。 
その中でピンポイントガイド、アジア言語ガイド、地域独自ガイドを認めるというのが

今の地域限定通訳案内士とどこがどう違ってくるのか分かりづらい。元々通訳案内士法に

基づく通訳案内士でなかなか地域のことが専門的に説明できないから、平成 18 年の改正で

地域限定通訳案内士を作ったにもかかわらず、次の認定ガイドを作っていくということか。 
今まで 3 年間実施してきたが、非常に厳しい試験である。今年度の静岡県の合格率は 10％

を切っている。6 割というガイドラインがあるので、かなり厳しい試験を経て登録したガイ

ドに、なるべくそういう場を確保してもらいたい。全体の方向としてはこの改革はいいと

思うが、個々の問題があることをご承知いただきたい。 
そういった中で、もうひとつ申したように無資格ガイドどう対応するのかということだ

が、厳しい内容でもいいのではないか。静岡県でも契約店舗に連れて行って強引に買わせ

るという話も聞いているし、その辺は厳しい対応をして、ガイドをすることによって日本

にいいイメージを持ってもらってリピーターになってもらうというのが基本であり、その

時は制度としてはいいものであり、先ほど石井委員が言っていたように現状いろいろな問

題が出てきているのは確かなので、見直しは必要である。その中で、地域限定通訳案内士

ができたと考えているので、ぜひそれを念頭に改正を進めていただきたい。 
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（廻座長） 
それでは次に、島﨑委員いかがか。 

 
（島﨑委員） 
これまで、4 回ほど議論してきて今日方向性をまとめていただいたが、基本的な方向性と

しては案２でいいと思う。旅行者の視点に立てば、日本に来たときに受けられるサービス

のメニューとして色々な選択肢があってしかるべきであり、制度にするかについて色々議

論はあるが、ニーズに応えるための仕掛けは作っていく必要があると思う。今は資格とし

ては難しい通訳案内士だけしかないが、実態はそれだけでなく、色々な形でのガイドが出

てきていて、悪質ガイドもそうなのだが、そうしたものが野放しになっていて、どこも関

与していないという状況はむしろ憂慮すべきなのではないか。それらに対して品質保証と

いう観点からも一定の網をかぶせて、国の関与にするのかどうか関与の仕方はいろいろあ

ると思うが、一定の関与をして品質を管理できるような形にして旅行者のニーズに応えて

いくことが、基本的な方向として必要なのではないか。 
認定制度みたいなものが出来るとすると、そうした場面でも通訳案内士の方が活躍する

場面も出てくる。むしろ、そういったところで逆に職域、仕事の幅も広がってくるのでは

ないか。 
 
（廻座長） 
悪質ガイドは根元から断たねばならない。出てきたものを叩くもぐら叩きのようにきり

のない、大きな問題だと思う。 
 
（角田委員） 
まず、私の立場は、基本的に案１で考えている。これまで資格を取って活躍されている

方のモチベーションが下がってしまうのが一番不安であるからだ。しかしレベル分けは必

要である。先日、東京での３日間の滞在のうち、1 日目と 3 日目にガイドが欲しいというご

家族がいて、1 日目は初めてお願いする男性のガイドに依頼した。よい方なのだが、まじめ

すぎるのか、説明が紋切り型だったということで、やや不満が生じ,交代を依頼された。そ

こで翌々日は満を持して大ベテランの辻村さんにお願いした。もちろんお客さまは大満足

であった。チェックアウトの際に「どうして 1 日目と 3 日目のガイドが同じ料金なのか」

と問われたが、ごもっともな質問であると思う。 
留学生の方々の件に関しては、日本の観光のためにお手伝いしていただくことはとても

よいことだと思う。学生を守り育てるというのはどこの国でも大人の役目である。経済的

なサポートにもなるし、彼らがますます日本を好きになってくれるかもしれない。土地の

方と交わるというのは彼らにとってもよい経験になる。その場合に、通訳案内士というこ

とではなく、アシスタント的な仕事でお手伝いしていただくのがよいと思う。 
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とにかく、需要と供給があっていないのが一番の問題である。そのシステムを早く構築

するべきだ。昨日も六本木の一流ホテルのコンシェルジュから「安心してお願いできる通

訳案内士さんを紹介してほしい」という依頼があった。仕事が無いとおっしゃる通訳案内

士側と、我々のように、この方なら安心！というガイドさんが少ないと感じる側の両方が

存在するというのが現実である。 
賛成したいのは山田委員がおっしゃったホットラインというシステムである。例えば先

日銀座の某有名お寿司屋さんに行かれたゲストが、3 千円のランチセットを 2 人で 2 つオー

ダーしたあとに、追加でお刺身を頼んだら、その一皿が 2 万 4 千円だったということでシ

ョックを受けて戻ってこられた。これはイタリアのレストラン事件に匹敵するようなこと

ではないかと思う。外国人観光客を増やしていくというためにはホットラインはよいアイ

デアだと思う。 
 
（廻座長） 
今のホットラインの件は、国がやるということなのか業界がやるということなのか。タ

クシーセンターのような団体でやるのか。そのような感じで、業界で作るということもあ

りうる。民間がやるのは難しい。 
次に、三瓶委員に試験の話をお願いしたい。 

 
（三瓶委員） 
通訳案内士試験の出題・採点の立場から。見直しの大きな方向性として 2 つの案が示さ

れているが、どちらか一方に決めるというものではないと思う。 
望ましい方向性は、質の確保および向上に努めつつ、従来で言う無資格者にも外国人旅

行者のガイドを認めるという折衷案であろう。通訳案内士という資格名称は試験に合格し

登録すれば与えられるが、その後の品質まで担保されてはいない。通訳案内士の中には駆

け出しの人もベテランの人もいるが、その差は明示されず、いかなる専門分野でどれだけ

の経験を持っているかについても、あまり情報がない。したがって例えば、個人情報保護

との兼ね合いでどこまで載せるかは今後検討するとしても、Web サイトに「こういう経験

を持つ人がこういう専門分野、得意分野に守備範囲を持っている」というような情報が一

覧表になっていれば、そこから適切な人に仕事の依頼をすることができるようになる。 
いずれにしても、質の担保には通訳案内士に格付けをすることが必要で、実務研修を施

し、研修修了時点でまずどのランクとするかを決めておくのがよい。その後、継続的に研

修を受け、実務経験も積んで、顧客からの評価も受けながら、数年に 1 度ランクアップを

認定するという形で、能力の向上と同時に明示的な資格レベルが上昇するシステムが望ま

しい。通訳案内士試験自体は合否を決めて送り出すだけなので、あくまでスタートライン

である。通訳案内士資格は、名称独占となるかもしれないが、国家資格として存続させる

ことが必要である。試験に合格し、その後の初任者研修を受け、実務経験を積むと同時に

継続研修で質を向上させることで、名称資格を持たない人との実質的な差別化を図ること

19 / 24 



ができる。 
ところで、先に話が出た留学生の問題だが、大学教員の立場から言えば、留学生諸君に

はまずは勉強してもらわないと困る。彼らは日本に勉強しに来ているのであって、仕事を

しに来ているわけではない。経済的な手当てができていることを証明した上で留学生とし

て日本に来ているのである。アジア圏からの観光客増加に対応できないからアジア圏から

の留学生を活用する、彼らの経済的な支援のために観光客案内の仕事を公的に与える、と

いうのは本末転倒である。仮に留学生がそうした業務に従事することを認めるとしても、

ヨーロッパなどがそうだが、休暇期間中に限った就労ビザを発給するなど、限定的なもの

とする必要がある。また「日本人の心を代弁できるような」という趣旨の発言があったが、

であるならば留学生に任せきりにせず、中国語や韓国語を勉強している日本人の学生と組

み合わせてペアでガイディングする機会を与えるなどのプロジェクトを観光庁が文科省と

ともに立ち上げて、学生の相互理解にも資する協働の機会が設けられれば、大学としては

ありがたい。さもなければ、質の低い悪質ガイドを排除すべしという議論と矛盾すること

にもなる。 
 これまで海外試験場用には、日本地理・日本歴史などの問題を当該言語に翻訳したうえ

で受験させてきたが、内容的には日本人が同内容の試験を受けるのとはハンディがあるの

でどうしても難しく、合格率も低い。しかし、実際彼らも日本に来れば、そうした知識を

元にガイドができなければ意味がないので、そこにダブルスタンダードを設けて良いのか

という問題も存在する。日本地理・日本歴史の試験も、ガイディングの基礎となる前提知

識を問うているものであり、やはりこれをクリヤーしてもらわねばならないだろう。 
 なお試験に関しては、現行の形式・内容がベストであるとは考えていない。制度そのも

ののあり方の方向性がある程度決まれば、試験のあり方の見直しができるだろう。ガイド

業務への従事を考えていない受験者も現実には存在する。そこで、ガイド付きの観光の重

要性や魅力をよりアピールするなどして資格者の就業機会を増やす努力をし、職業的な魅

力を増大させることで、合格者の中から実務従事への希望者の数を増やすことが重要であ

ろう。 
 
（深川委員） 
増え続ける問題は、アジアからの観光客に対してどの様に対応するかということである。

2000 万人、3000 万人来たときに、観光庁のデータからいっても 7 割 8 割がアジアからで

ある。我々として日本の業界として、日本でそれなりの手当てをしていかなければならな

いと考えている。そのためには旅行という観点から言うと、質の管理をどうしていくかと

いうことで、その質の管理の中の一番重要な要素の 1 つがガイドである。そういう意味で

は我々旅行会社としては受けの業者としての責任強化ということを今 JATA で研究・検討

している。今日の提案の中にもあったように国・業界団体の協力体制の構築ということが

あったが、これが最も大事であると考えている。通訳案内士と旅行者・旅行会社とのマッ

チングの促進の中にガイドのあり方がある。日本の観光振興のためには業界とガイドや斡
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旋員は切っても切れないという中で考えて行きたい。 
 
（松澤委員） 
今どなたかがおっしゃったように、質が求められている。我々旅行業者の場合は、主に

海外の旅行業者との取引、いわゆる B to B での取引で、しかも海外の旅行会社に求められ

る旅行手配の質はかなり厳しいものが有る。品質管理に関して細かい契約内容でお互い契

約している。 
質ということで、ガイドの質が重要なポイントで、そういう面では、案 2 の部分につい

ては、我々現場でツアーを受ける立場としては、多少の不安が残る気はする。品質の確保

について何らかの対策の検討が必要と思う。 
試験については、どうしてもアジア言語に注目が集まっているが、フランス語やドイツ

語、スペイン語といった英語以外の特殊言語のガイドも不足しているので、忘れずに検討

をお願いしたい。 
ひとつの解決方法として、試験内容についてのある程度の検討が必要ではないか。特に

特殊言語のガイドを増やして欲しいという気持ちはある。試験内容の見直しだけでは不十

分だと思うので、毎度申し上げているように、合格後の有資格者の新人ガイド研修につい

てはかなりの部分で重点を置き、研修制度を充実させていかなければ、ガイドの質は保て

ない。B to B でやっている立場としては、質の確保が必要であるが、しかしながら特殊ガ

イドについては不足しているので、試験内容はある程度見直しが必要であり、さらに研修

の充実も必要であると考えている。 
 
（柿沼委員代理） 
京都として、一番の観光地として、普段我々がお付き合いのある，案内士を使う側のホ

テル、旅行業者、そして使われる側の通訳案内士への色々とヒアリングした結果を踏まえ

て，お話させていただく。 
結論から言うと、ニーズがこれだけ多様化している以上、ニーズに応じたランクわけを

しなければならない。それがこの案 1・案 2 になるかというと、案１が通訳案内士をひとく

くりにしている以上は案 2 であると考える。それにプラスアルファで通訳案内士にかかる

部分では強化すべきであるというのが京都市の考え方である。というのも、ヒアリングし

ており、この委員会でもそうだが、結局使う側、使われる側で主張しても全く意見が異な

るわけだが、やはり使う側がどう感じるかが結局重要であり、使う側がニーズに合わない

といっている以上はニーズに合わない。そこは重視すべき考え方である。 
そうしたことを踏まえると、今回観光庁の事務局で作った制度改正はやむをえない。今

グローバライゼーションでどんどん国際観光の競争が強まっている以上は、制度改正も急

を要する、とどまっている時間は無い。 
一方で、通訳案内士についても、観光庁の指摘にもあるように、重要性は全く変わらな

いと考えている。だからこそ、100％の品質管理をして欲しいと強く思う。というのも最近
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我々が使ったガイドでも、評判が悪かったりして残念なことがあった。結局使う側からす

れば、だめなガイドは 1000 人に 1 人とか少ない割合かもしれないが、それに当たった以上

は、重要な VIP をお迎えする時も一回の失敗も許されないので、ぜひとも通訳案内士とい

う資格を持っている以上は、やはり 100%信頼に足りる素晴らしいガイドだという品質保証

をしていくべきであると、京都市としては考えている。 
 
（廻座長） 
これで皆さん一回りだいたい意見は伺った。今日の見直しのたたき台だが、案 1・2 と

ざっくりわけたが、案 1 と 2 が重なっている、1 と言っていても 2 のような答えの方もいた

し、2 と言っていても 1 のような答えの方もいたので、あまりこれで分けるということでは

なく、これを 1 つの基準としてもう 1 回見直そうというたたき台であるので、ご理解いた

だきたい。右か左かと分ける必要は無い。 
皆さんの協力があり、意見を集約できたので、あとはまとめていただく。ここで進行役

を事務局に返す。 
 
（和田課長） 
ありがとうございました。たくさんの指摘を頂き、1 つ 1 つに答えていくと時間がかかる

ので、基本的な考え方だけ申し上げる。 
まず通訳案内士制度だが、戦後、浅い時代のときにできたものであり、当時はやはりラ

グジュアリー層の方が日本に訪れ、しかも英語中心の制度だったのではないかと思う。今

はだいぶ時代が経って現時点で見れば、昔は英語で外国人の方を案内できる方はほとんど

いなかったし、外国語表示もほとんどないという時代だったのではないかと思う。そうい

う時代ではなくなってきている中で、どういう制度を用意することが外国人の方に満足い

ただけるかという観点から考えていくべきである。そういう意味では、今まで役割を果た

してきた通訳案内士の方々に対する評価は全くかわらないので、引き続き頑張っていただ

きたい。 
ただ 1 点申し上げたいのは、資格を取ったからすぐに仕事があるというものではないと

いうことである。外国人のニーズは色々あると思うし、頑張って勉強した方々にはぜひと

も頑張ってそういうニーズに応えていただきたいので、そういう観点から通訳案内士の制

度を見直したい。 
もう 1 点は、無資格ガイドの話が色々あったが、最初に海外での試験について話してし

まったので若干説明不足であったが、私共の考えとしては、まずは、国内でアジア言語の

方々を育てたい。しかし、英語に関して言えば中学校から義務教育で勉強しているが、他

のアジア言語はなかなかそういうわけではない中で、どうやって育てていくかという問題

がある。一方で、70％くらいの方がアジアから来られているということなので、その辺を

どう考えるかという観点で色々な方法をミックスしながら我々としては対応していかなけ

ればならない。 
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見直しに当たって、例えばボランティアの方々は無償でやることに意義があるという考

えであると思うので、それを邪魔するものでは決してない。留学生についても、勉強の邪

魔をするとかそういうことを考えているのではなくて、むしろ、両国の架け橋としてもし

役割を果たしていただけるのであれば、そういう能力を是非活用していただければという

趣旨であり、決して勉強の邪魔をして直ちに通訳案内士として活躍しろとか、そういうつ

もりは全くない。 
それから、先ほど言った頑張る通訳案内士の方々を応援したいということについて、今

通訳ガイド検索システムがあるが、必ずしも仕事を探す上で役に立っていないのではない

かというところが我々の反省点であり、そういう意味で仕事を探しやすいように、先ほど

何名かの委員の方々から意見をもらったが、「私はこういうスペシャリティがある」とし、

そのスペシャリティをシステムの中に表示してしっかりと「私はこれがしたいんです」と

主張していただきたい。そういう観点で見直しをしたい。個別にいくつかあるが、精査し

た上で次回回答させていただきたい。 
 
２．閉会 
（久保課長補佐） 
本日はどうもありがとうございました。本日の会議の議事録についても委員の皆様にご

確認いただき、公開させていただく予定である。この検討会だが、年度をまたいで 4 月以

降も検討するようになっているので、新年度の開催日程についてはまた別途調整させてい

ただきたい。最後に、観光地域振興部長の田端より挨拶申し上げたい。 
 
（田端部長） 
 本日はありがとうございました。今事務局からもあったように、4 月以降もこの場で議論

させていただくということで、お願いしたい。 
観光立国あるいは観光戦略ということが非常に重要な位置付けになっている。前原大臣、

また政府全体においても非常に重要だと認識している。その中で今後の少子高齢化を見据

え、日本の観光産業が地域の活性化につながるという意味合いで、高い期待度がある。こ

ういう中で外国の方の受入環境整備が大きなテーマで、その中のひとつの通訳案内士制度

もぜひそういう視点を常に持っていただきたい。かつ、柿沼委員からもあったが、比較的

急を要するようなぐらい、日本が置かれている立場は大変である。そういう認識の下、ス

ピード感をもってと、大臣からも常に発破をかけられているぐらい大事である。現状ミス

マッチがあるのであれば、それをなんらかチェンジしていく。CHANGE から T を取ると

CHANCE になる。いずれにしても、ポジティブシンキングをしながら、せっかくこの観光

産業や受入環境をどのようにしていくかを議論していくということであるので、ぜひその

ような視点で議論をお願いしたい。 
非常に付加価値の高いサービスを求められる人もいるし、非常に優秀な通訳ガイドを是

非お願いしたいという人もいる。角田委員からもあったが、顧客サイドが違うと思ったら、
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変えて欲しいと通常はなるので、そういう意味でのニーズのマッチングが必要である。ニ

ーズも多様である。旅行会社の商品も画一的でなくいかに多様化し、ニーズにマッチして

いくか、皆さん努力されている。同じように顧客のニーズが多様化しているので、そうい

うものに馴染むような通訳案内士制度をどうやって作っていくか、という視点で是非議論

をいただければと思う。 
青木委員からあった留学生の点は、これだけ内にこもっている日本人の気風が国際社会

でどうなるか、大変心配している。国際交流親善含めて日本のことが大好きな方が、日本

へ留学生として来ており、こういう方に、日本はこういういい所だと、世界でグローバル

な国際社会の場で是非発信していただきたい。こういう意味で非常に重要だと思うので、

留学生の色々な活躍の場も仕組みを改善しながら進めていくべきだと思う。 
いずれにしても、大事な問題なので引き続き議論をお願いしたい。 

 
（閉会） 


