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開会 
 
 
（久保課長補佐） 
ただ今から第 6 回「通訳案内士のあり方に関する検討会」を開催いたします。本日はご

多忙のなかお集まりいただきましてありがとうございます。本日は出野委員、定保委員、

永井委員が欠席である。 
 

（本日の配布資料の確認） 
 
それでは、以降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って議事を進行する。まず議事１として「新しい通訳案

内士制度の骨子（案）」について事務局より説明願いたい。 
 
（久保課長補佐） 
資料５の「新しい通訳案内士制度の骨子（案）」について説明する。資料５の１枚目では

前回の検討会で出されたご意見を踏まえながら、新しい制度について事務局としての案を

提出させていただいたものである。まず、新しい通訳案内士の位置づけについて、検討会

で提出された意見では、観光立国の実現に向けて外国人旅行者に対して質の高いガイディ

ングを行い、日本の良さを伝えるという役割を担っていただいている通訳案内士の方々が

今後も引き続き重要な役割を担っていくべきではないかというご意見があった。それから

通訳案内士の質という部分では、試験合格後の通訳案内士が実践ですぐに働けるように知

識以外にもホスピタリティや旅程の管理などの能力も備えられるように制度を改善すべき

というようなご意見もいただいた。 
そのようなご意見も踏まえた新しい制度の案を黄色の枠の中に記載している。一つ目は

通訳案内士が今まで果たしてきた重要な役割を鑑み、資格取得時の能力を充実させること

を行なった上で、引き続き名称独占の国家資格として存続させるのが適当ではないかとい

うものである。それから二つ目は通訳案内士の位置づけについて、小規模なものから大規

模なツアーまでオールラウンドにいろいろなニーズに対応できる高度な技術を有する者と

して位置づけるべきではないかということである。３つ目は今後の通訳案内士の試験につ

いて、今までは知識に関する内容の試験がメインであったが、今後は旅程の管理やガイド

スキルといったようなガイドの現場で求められる能力を確認するということによって、実
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践的な能力を持った者が輩出される仕組みに改められるのではないかと考えている。 
下の図は、今、申し上げたことを図示したものとなっている。新しい通訳案内士の試験

は通訳案内士として必要な高度な技術を持っているかどうかを判定するものとし、旅程の

管理とガイドスキルを付け加える。合格すると、通訳案内士という名称を名乗ることがで

きることで他の新ガイドとの差別化を図ることができる。また、現在ある検索システムの

改善、例えば通訳案内士の専門性などを書き込めるようにして顧客確保を円滑にできるよ

うなものにする。さらに通訳案内士の質の向上に向けて国も支援していく。それから通訳

案内士の利用促進に関して広報を実施していく。全国の主要観光施設における入場料の無

料化などというものも検討していく。以上のような様々なメリットを通訳案内士の方々に

持っていただくというふうに考えている。 
続いて２ページ目に移る。名称独占ということを前提とすると、新しい様々な方々がガ

イド業務を行なうことができるようになるが、前回の検討会で提出された意見としては、

通訳案内士だけではピンポイントガイドやアジア言語ガイド、地方部でのガイド等の様々

なニーズに対応できていない、外国人旅行者とガイドの供給にミスマッチが生じていると

いうご意見をいただいた。次に、通訳案内士以外のガイドに関しても、研修等を行なって

品質向上を目指していくべきではないかというご意見もいただいた。さらに、国の制度と

しては通訳案内士という制度があるので、新ガイドの育成については業界を挙げて進めて

いくべきではないかというご意見もいただいた。 
これらを踏まえた制度案としては、まず一つ目として、新ガイドついては、ピンポイン

トガイドや地域ガイド等の様々なニーズに柔軟に対応するために、これは通訳案内士の

方々の補完として小規模ツアー等に対応できるものとする。また、新ガイドは、国、自治

体、民間の適切な役割分担により育成、活用を図っていく。具体的には地域や旅行業者等

の実際にツアーを受け入れる方々が、旅行者のニーズを踏まえながら自らの責任で活用い

ただく。 
国については、その下のピンクの部分になる。新ガイドの育成はこれから行なうものな

ので、自治体や旅行団体の研修がうまく円滑に実施されるよう国が研修ガイドラインを策

定し支援していくという方向で考えている。 
それから③であるが、自治体や旅行会社等が研修を修了したガイドを「認定ガイド」と

して積極的に活用するといった方策で品質の確保が図られていくと考えている。 
続いてページを１ページめくっていただきたい。悪質ガイド対策についてである。これ

まで検討会で提出されたご意見としては、日本で無資格ガイドが横行している現状にある

ので、無資格ガイドの取締りを第一に行なうべきであるというご意見、それから、土産物

屋で高額商品を強制的に販売するといった詐欺まがいの商売をする悪質なガイド行為はイ

ンバウンド推進に支障があるので、政府としてもクレーム窓口を設置すべきではないかと

いうご意見をいただいている。 
これを踏まえた制度案としては、まず、無資格者を取り締まるということについて、形
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式的に取り締まるのではなく、実質的に問題があるガイド行為に対して政府として適切に

対応するということにしたい。溝畑観光庁長官と卲琪偉国家旅游局長とが４月１２日に会

談を行ない、その結果、５月１日から行なわれている制度であるが、訪日ツアー改善提案

窓口というものを設置している。これは訪日旅行をされた中国のお客様が対象になるが、

ツアーの中で悪質な行為を体験された方が、どういう行為があったのかということを改善

提案として、帰国後に観光庁へ投稿していただくというシステムである。こうした情報を

観光庁で集約し、日本側の旅行会社に問題がある場合には日本側の旅行会社を指導・注意

し、中国側の旅行会社に問題がある場合であれば JNTO 中国事務所を通じて改善要請をす

る、それから、中国国家旅游局に情報提供し、必要に応じて指導・注意していただくとい

うような形で取組を進めたい。これは中国からまずは始めるということであるが、その仕

組みの運用状況を確認しながら必要な部分があれば、運用の改善をしていくという形でや

っていきたい。 
続いて４ページ目、外国人ガイドへの配慮についてである。検討会で提出された意見と

しては、まず、試験内容に関して、日本人、外国人を問わず、国内でのガイド実施に必要

な能力は共通なので、ダブルスタンダードを設けて外国人と日本人とで違う基準で判断す

るべきではないのではないか、また、現在の試験では、ガイド業務には不要な能力も問わ

れているのではないかというご意見も合わせていただいている。 
次に登録要件に関して、国内に居住されていない、試験に合格した通訳案内士の方々の

登録要件として日本国内に代理人を置くことになっているが、外国人合格者が代理人を探

すことが困難なために外国人合格者の登録が進まないのではないかというご意見もいただ

いている。そういったご意見を踏まえた制度案として、第一義的には日本人の通訳案内士

を養成していくことが重要であるが、外国人旅行者のニーズなどを踏まえると、自国ガイ

ドに対するニーズが強いので、日本の通訳案内士を補完するものとして外国人の通訳案内

士を円滑に輩出できるようにするという方向ではないかと思っている。 
それから、試験内容についてはガイド業務に不要な日本語能力を問わないといった方向

性で外国人受験者を適切に評価できるような試験方法への改善を今後取り組んでいきたい。

それから登録の要件については、登録者の現地住所の確認方法等、どういったものが本当

に必要なのかというところを検証し、代理人要件を緩和することができるかどうかといっ

た改善策を検討していきたい。 
最後に、５ページのその他の論点として、まず地域限定通訳案内士について、である。

検討会で提出された意見では、これまでに資格を取得した地域限定通訳案内士については

制度が改正されてからも何らかの配慮が必要ではないかとのご意見をいただいた。それを

踏まえた制度案としては、既に地域限定通訳案内士資格を取得された方々に関しては、引

き続き地域限定通訳案内士という名称を使えるようにする案を考えている。 
それから、今後、地域限定通訳案内士という制度そのものを残すのか、それとも新ガイ

ド制度に一本化するのかといったところは、自治体の意向も踏まえて今後検討したい。 
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通訳案内士の登録については、以前、通訳案内士は全国区で活躍する資格なので、地域

が育成する新ガイドとの差別化を図る観点からも、登録先を都道府県ではなく、全国レベ

ルで一元化すべきではないかというご意見もいただいている。今後の方向性として、通訳

案内士の一元化については、県で登録されていたものを国に上げるという話になると、地

方分権の流れと多少齟齬が出てくるので、そういった地方分権の流れや登録者の利便性等

を考慮しながら、今後検討していきたい。説明は以上である。 
 
（廻座長） 
それではこれから委員による、新しい通訳案内士制度の骨子案に関する議論に入りたい。

ご意見等があると思うので、ただいま事務局より説明があった資料、制度案について、最

初にご意見、コメント等をいただきたい。それでは石井委員にお願いしたい。 
 
（石井委員） 
旅行業として、今回の、国としては大胆な規制緩和という形で捉えられるかもしれない

が、現状の通訳案内士制度に対して大胆な発想と制度の提案だと思う。実は私は昨日まで

北京、上海に出張しており、帰ってきたばかりであるが、我々が一番気にするのは、旅行

に参加されたお客様の評判がどうなのかということである。中国側旅行社の担当者からい

ろいろ総合的な話を聞く限りでは、2000 年から中国の観光団体がオープンされて 10 年が

経つが、日本のガイドの質は向上するよりは低下していると思われるということである。

これは旅行費用の低価格化が進む中で、質も低価格化しているという率直な意見である。

これはやはり今までのような、「悪質な」という捉え方もあるのかもしれないが、ガイドの

利用等々に基づいて、今、日本国内だけにかかわらず、香港、台湾と外部から人間を調達

しながら中国の団体についてはツアーが行なわれているという実態がいろいろとあるよう

である。 
そういったことを考えると、通訳案内士というだけで片付けられない部分もたくさんあ

って、我々が議論しなくてはならないのは、お客様目線に立った時にいろいろな国と比較、

対照されるということである。日本は非常に素材が良い。ところが日本はガイド問題が大

きなウェイトを占めているので、なかなかお客様のところに届いていない。我々も本格的

な旅行者詐欺だけではなくて、ガイドの教育ということに本腰を入れて対応しきれていな

いと非常に痛切に感じてきた。今回、機会あって委員として参加させていただいた。今回

のように枠組みが緩和されるということの中で誰でもガイドができるようになるというの

は非常によいことであるが、裏を返すと、物凄い競争の中でこれから切磋琢磨しながらレ

ベルアップするための一つの方法として枠組みがつくられるのではなかろうかと我々は解

釈している。日本国内でどれだけ通訳案内士、もしくは、これからつくるガイドという形

を採ったときに、我々が求めるものは、通訳案内士はスペシャリストというところである。

今、物見遊山の観光が主流ではなく、いろいろな意味の観光が多種多様化しているので、
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我々が通訳案内士に求めるものはスペシャリストということになる。これまでは、ニーズ

があるかということでニーズに応じてやっていくということが非常に多かった。最近は旅

行も提案型になってきているので、いろいろな意味で旅行会社から海外の旅行会社へ発信

していく中で、これからは旅行会社に対して通訳案内士の側から旅行造成のためのコンテ

ンツを提供するという時代になってきている。 
それから、私がいろいろな国に行った中で、やはりこの人でなければできないというこ

とがあったように思う。中国も日本に向けていろいろなものに興味を持っている。例えば

ツアーの中でも健診ツアーを、国を挙げて今取り組んでいる。この健診ツアーも、ただ人

間ドックの通訳をやればいいということではない。ＰＥＴ健診を受けるには出発前からい

ろいろなコーディネートから始まって、いろいろな形でお客様をサポートしていく。健診

が終わってからもサポートしていく。 
以上のことを総合的に考えていく必要があると思う。日本滞在中だけがガイドの役割だ

というふうに考えなくていい時代になってきている。通訳案内士に関してもそうであるし、

ガイドについても仕事の分担というよりも、どういう形で質を高める方策を諸団体が、研

鑚しながらやるのかというところに大きなポイントがあろうかと思う。 
私とすれば、この新しい制度に賛成であり、それを今後、我々も業界を挙げてどんなこ

とができるのかということを常にスピードアップしながらやっていくということが望まれ

ると思う。今回の通訳案内士の新たな枠組み、ご提案については賛成である。また、いろ

いろな意味で低価格化はこれからもますます進むと思う。悪質ガイドに関しては、やはり

低価格へのニーズが背景にあるからだと思う。日本も 20 年前、30 年前の海外旅行と言うと、

免税範囲ぎりぎりまでお酒を買ってこられたと思うし、ある程度消費単価も高かったと思

う。今、中国もだんだんと旅行のリピーターが増えてくることによって、このようなモデ

ルとなるようなお客様からお金を回収し、それが費用に転嫁されていくというような枠組

みもこの先長い間続くような仕組みではないと私は感じている。我々とすればそんなもの

を排除するというよりは、良いものをつくりあげる、枠組みの中でこういう制度を利用さ

せていただくことは有意義であると考える。私たちの団体としては、このような枠組みに

賛成である。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。それでは、同じように訪日外国人旅行者を受け入れる側とし

て、インバウンド推進を担当していらっしゃるＪＮＴＯ中西委員にお願いしたい。 
 
（中西委員） 
御承知のとおり我々JNTO は、訪日外国人観光客を増大させるための実行部隊であり、

政策官庁である観光庁と一体となってやっている。そういう中で受入体制の重要な一翼を

担う通訳案内士の試験も我々が担当させていただいている。そういう２つの観点から意見
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を出させて頂きたい。 
訪日外国人観光客 3000 万人を実現するうえでも、訪日外国人観光客により質の高いツア

ーを提供する為に、通訳案内士の方々が果たす役割は今後も変わらないし、これから益々

重要になっていくという点については明確にしておきたい。然しながら、これまでの議論

でも指摘されているように、訪日外国人観光客が増えていく中で、ニーズも多様化してお

り、ガイドとして求められるものも多様化している。それらに対応したメニューなりオプ

ションなりを用意しないと、お客様＝訪日外国人観光客から見て、使い勝手が悪い面も出

てくる。それにより結果として、素晴らしい日本を夫々の立場で楽しむ、という目的を達

せられないことも起こりうるのではないかと思う。 
そういう意味で、今般、事務局から通訳案内士をあらゆるツアーに対応できる高度な技

術を有する資格者という位置づけで制度を見直して名称独占資格という形で維持しつつ、

訪日外国人観光客が、いろいろなピンポイントのニーズに利用出来る新ガイドを導入、活

用したいという御提案がなされたのは、外国人観光客 3000 万人という時代を考えると、必

要な取り組みではないかと思う。 
勿論、今回の提案に沿って、通訳案内士制度が見直されるにしても、この制度が目論見

通り有効に機能するためには、唯今、事務局の方から御説明があったように、新ガイドの

質を担保するための研修制度や、通訳案内士の利用促進につながるような仕掛けを考えな

くてはならない。其の為の具体策を夫々の関係者が引き続き整備、充実させていく必要が

ある。そういう際にはＪＮＴＯとしても制度のさらなる改善、あるいは実効性を上げると

いうことで積極的に関わっていきたい。 
また、これに合わせて通訳案内士の試験についても内容の一部見直しが必要になろうか

と思う。海外での試験、試験の内容についても今回の見直しの方向に従って観光庁の御指

導、御協力を頂いて適切に検討をしてまいりたい。何れにしても、先ほど石井委員からお

話があったように、我々の目的は、海外から来るお客様に、いかに印象に残る良い旅を提

供できるかということなので、今回の色々な議論も、そのような枠組みの中で、事務局が

纏めてくださった方向で進めていければと思う。 
 
（廻座長） 
それでは山田委員にお願いしたい。1 ページから 4 ページからの間の、新しい通訳案内士

の位置づけや外国人ガイド、悪質ガイドについていかがか。 
 
（山田委員） 
まだ新ガイドの具体的なことが全く説明されていないので、それについてコメントは出

来かねる。認定方法や語学、研修でも内容は置いておくとして、誰が責任を持ってやって

いくのかについて具体的なことが全く触れられていなかったので、それについても今、コ

メントは出来かねる。 
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制度については、配布資料を見ると、将来的に日本は２本立てで行くとされている。通

訳案内士と新ガイド、名称はまだ決まっていないが、その２つを主な柱としてやっていこ

うということだと思う。旅行業者及び自治体、国が新ガイドの質の向上のために全力を尽

くして応援していこうというようなことがたくさん書いてある。実際に仕事を覚えていく

ためには実際に仕事がなくてはやっていけない。通訳案内士は使い勝手が悪いといろいろ

と言われる理由はあると思うが、今まで旅行会社や国の支援というのはほとんどなかった。

試験を通ったから高い目標で期待に応えるようにと言われるが、実際には旅行業界全体は

新ガイドに全力を尽くし、安く、好きなように使いたいという発想のような気がしてなら

ない。旅行業者が新ガイドに力を入れ、近い将来、その人たちの活躍の場が急速に広がっ

たときに、誰でもできることから、その人たちの認定方法が、問題になってくると思う。

語学試験もしない、研修の後の試験もしない、中国人等の外国人を除くと、ボランティア

ンガイドさんというのは日本全国ネットワークが今あるので、その方たちの希望者が研修

を受けて新ガイドになる確率が非常に大きいと思う。 
新ガイドのボランティアガイドさんが何千人いたとしてもピンからキリまであるわけで、

通訳案内士の質にばらつきがあるとおっしゃるが、そういう方たちにもばらつきがあると

思う。ましてや語学の試験もしない、研修の後の試験もしない、誰でも入れるというとこ

ろでやっている人たちが将来、日本で一番使われるレベルであるということには懸念を感

じる。 
国家試験は国がやっていることだから、業界は新ガイドに力を入れよう」とどなたかが

発言されたと書かれている。国がやっているから放っておいてもいいのではないかと旅行

業者が考えていたら、毎年受かってくる人たちに全く伸びるチャンスがない。地方に通訳

案内士が少ないということで今回の問題が入ってきたわけであるが、いないはわけではな

く、毎年増えていく。その人たちは全く置き去りにされていく。全国を回るツアーは、東

京や大阪等、出発点にいるガイドが対応するので、地方に住んでいる人たちは新ガイドに

押されてほとんど仕事がなくなると思う。結局、仕事がしたかったら、新ガイドの、物凄

く安い料金、研修は誰でも受けられるから、ライセンスガイドも受けていいが、その人た

ちは結局、低価格、低報酬になる。円高等もあって低報酬もしょうがない、世界の動きだ

からしょうがないということも分かっているが、業としてやっていくためには生活できな

いような報酬で継続的にこの業界に留まることは非常に難しい。合格者は増えているが、

2006 年から英語だけでも 3800 人、中国語も 690 人くらい受かっている。しかし、その人

たちはほとんど、中国語も韓国語も壊滅状態であり、高いゴールを設定し、通訳案内士は

こういう専門分野に応えてほしいということばかり言っているが、実際問題、旅行会社が

後ろを向いているような状況では、私たちみんな仕事がないということになっていく。 
試験制度について、今回の改定で試験の内容を実際的にするということについては、具

体的にやり方は分からないが、賛成である。しかし、外国人に対し、ガイド業務に不要な

日本語能力は問わないというところは絶対反対である。日本でお客様を案内する時にいろ
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いろなことについて交渉することがある。運転手さんも中国人の添乗員が日本語をほとん

ど分からない状態でやってくることにとても苦労している。それから、聞いた話では、例

えば、昨年、中国人の方がホテルで亡くなられたとのことである。付いていた方が全く日

本語の分からない添乗員の方で、物凄く大変だったという。やはり日本の旅行を安全にし

ていくために、バイリンガルであるということは必須である。日本語はできなくていいと

いう発想はおかしいと思う。中国人が日本の大学へ留学するには、日本語能力検定試験の

レベル１がないといけない、また、日本人がアメリカに留学したいときには TOEIC が 600
点以上等といった条件があるように、日本の国家試験に関して日本語ができない人に対し

てライセンスをあげるということについては絶対に受け入れられない。 
 
（廻座長） 
新ガイド制度に対する懸念がたくさんあるということを述べていただいた。外国人ガイ

ドについても懸念があるようなので、事務局の方からお答え願いたい。 
 
（和田課長） 
いただいたご指摘につきお答えをしたいと思う。まず新制度は 2 本立てであり、通訳案

内士と新ガイドの 2 本にすると、安い新ガイドにすべて流れていくというようなご指摘を

いただいた。私どもはそういう考えは決して持っていない。今まで通訳案内士の皆様が果

たされてきた役割はとても大きなものがあったと思うし、これからも大事な役割を果たし

ていただかなくてはならないだろうと思う。私たちが外国に行ったときは、語学の問題や

道中の不案内、生活習慣の違い、いろいろな問題があって、非常に不便に思うことがある

が、それを解消してくれるのがまさにガイドの皆さんであって、ガイドという方々の果た

す役割は極めて重要だと思っている。 
今回提案させていただいた案の中にも通訳案内士という国家資格は、引き続き残して行

こうというご提案をさせていただいた。品質をきちんと保証された通訳案内士の方々がい

るというのはとても大きなことだと思う。また、旅行会社の皆さんが通訳案内士に仕事を

回さないのではないかというような趣旨のご発言もいただいたようなので、旅行会社の皆

さんからのご意見もいただきたいと思う。通訳案内士の方々が置かれている状況は伺って

いるので、どうしたら仕事が来るようになるのかについては引き続き関係者で話し合いを

していけばよいと思う。 
それから外国人受験者について試験を緩和するのはいかがなものかというご指摘もいた

だいた。私たちは外国人の方々が、通訳案内士試験を受けるにあたって日本語能力を問わ

ないということを言っているつもりはない。配布資料に書いているとおり、ガイドにあた

って不要な部分があるとすれば、そこの部分に限っては問わなくてもいいではないかとい

うことである。ここは、今後、どういう部分がそういうところに該当するのかを具体的に

検証していきながら、そういう部分があれば試験の中味を改めるのがよいのではないかと
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いうご提案をさせていただいたつもりである。 
 

（廻座長） 
山田委員からの旅行会社に対するお話があったので、旅行業の方からまずお話を伺いた

いと思う。では、松澤委員からお願いしたい。 
 
（松澤委員） 
今回のご提案で、新しい「通訳案内士」の位置づけというところで、旅程管理やガイド

スキル等のガイドの現場で求められる能力も確認するという要素が試験内容に加わるとい

うこと、そして研修制度の充実という点は我々ツアーの質をトータルに管理する旅行会社

の立場としては賛成である。弊社の場合はツアーのガイド手配の際は有資格の「通訳案内

士」に限定している。海外の旅行会社や外国人旅行者の目から見た場合の品質というもの

が確保されることが我々からすると最重要課題である。ツアーの品質重視ということであ

ればもちろん資格を持った「通訳案内士」で質の高いガイディングをするというのが基本

になる。最重要ファクターとして考えているし、今までも通訳案内士にお願いしてきてい

る。今後、新ガイド制度ができたとしても考え方は変わらない。品質の確保ということで

あれば、ある程度スキルの高い「通訳案内士」を中心にやっていくということになると思

う。 
それに加えて私共でも過去 5 年で取扱のボリュームが倍くらいに急増している。団体ツ

アーの本数も倍になっているので「通訳案内士」の活用も倍くらいになっていると思われ

る。今後もこの傾向は続く。特に、先ほどメディカルの話が出たが、メディカルツアーや

最近注目されているラグジュアリーツアーといった新しい分野も出てきている。そういっ

た分野では通訳案内士の活躍の場面は大いにあるのではないかと思う。 
一方、「新ガイド」についての見解であるが、訪日旅行の現況は、特に中国やアジアを中

心に、欧米以上に飛躍的に数が伸びている現状があり、欧米は東京イン、大阪アウトとい

う定型的なゴールデンコースが中心であるが、アジアはリピーターが増えている関係もあ

り地域を訪問するツアーの増加が目立っている。そういった新規の需要を開拓するという

意味においては、地域での新商品造成の観点からも地域でのガイドの増加が見込まれる新

制度案としては有効なのではないかと考える。 
 
（廻座長） 
旅行も多様化しており、豪華な旅行、医療観光といったものから気軽なものまで幅広く

あるので、通訳案内士さんの今までのような進出を確保し、活躍できる場が増えるのでは

ないかというご意見、新しいガイド制度に対して期待があるというご意見であった。それ

では島崎委員にお願いしたい。 
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（島崎委員） 
今後、3000 万人時代ということを考えた時に、今までの議論に出てきているが、質の確

保をどうするかということと量的な拡大、多様化するニーズにどう対応するということの

両方の観点がある。質の点については国家試験があり、それなりの試験をパスされたとい

うことで、品質の保証のある通訳案内士の方が制度の中核であろう。通訳案内士の方を中

心に、特に質を重視するという旅行については国家試験をパスされた方に対応していただ

くということが、今までもそうであったし、今後も必要だと思う。ここが根幹の部分だと

いう気がしている。ただ、そうした高いクオリティが求められる場面だけではないので、

語学等の問題があって、量的な面で全く対応できていない部分にどう対応するのかという

ことを現実的に考えた場合、全く品質保証がなくていいということにはならない。何らか

の制度、品質を担保する制度を当然ワンセットで導入すべきだということだ思う。新しい

形のガイドは旅行業者の側からしてもそういうものがあれば、もっと旅行者のニーズに対

応できると考えられるし、そうしたことが日本でのホスピタリティの向上、全体的なレベ

ル向上に資することになると思う。 
そうした観点から、中核はあくまで通訳案内士の方々だと思うが、それにプラスしてそ

うした新しい制度で対応していい部分があるのではないかと思う。制度が変わったときに、

具体的な形が見えていないのではないかというご意見もあった。たしかに、品質の確保を

具体化するにあたっては国がガイドラインを定められるということであるが、難しい点も

あろうかと思う。そこは旅行者のニーズ、視点に立った時にガイドのサービスが求められ

ており、そういうサービスに対応できるような品質を担保するためにどのような研修制度

なり認定制度なりを構築していくのかということについては議論があるところだと思う。

しかし、関係者で検討を行っていけば、必要なものや収束点が見出せるであろうし、状況

によって将来変更するこということもフレキシブルに考えていいという気もしている。こ

ういう形で制度を見直すという発想に立つことが根本的に必要だと考えている。 
 
（廻座長） 
先ほどの松澤委員のお話と近いと思うが、メインの通訳案内士さんによる高い質のサー

ビスが欠かせない。しかし、それでは全部埋めきれない隙間がある。様々なニーズに合わ

せて新ガイドという制度を、ニーズを見ながら展開していってもいいのではないかという

お話であった。それでは続いて深川委員にお願いしたい。 
 
（深川委員） 
これまで日本旅行業協会(JATA)外国人委員会でも何度も議論してきたが、旅行業界とし

ては今回の提案に基本的に賛成である。通訳案内士の質の話が何度も出ているが、非常に

重要な話だと思う。弊社では、現在、多くの通訳案内士の方々に登録をしていただいてい

るが、その方々によって旅行商品が成り立っているし、その方々の説明によって国の印象
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が決まり、その印象をお客様は自国に持ち帰っているのは間違いないと思う。 
そういう中で通訳案内士というのは従来どおり重要であり、今いる方々をそれなりに活

用していい商品をつくっていくことが重要だと考えている。今、679 万人の見込みを 1000
万人、2000 万人、3000 万人にしようとしたときに、言語で言えばアジア言語、地域で言え

ば地方といったニーズに対応できるのか。それについては非常に難しいところがあり、そ

うしたことから新ガイドというのが出てきたと思う。 
一つの例で言うと、弊社では約 300 名のスタッフを抱えて訪日インバウンドの仕事をし

ているが、弊社の社員がよく愚痴として言うのは、我々が裏方で仕事をしていて社長あて

の礼状をたくさんいただく。礼状のほとんどは通訳案内士の方々あてのものであり、我々

旅行会社の社員も一生懸命にやっているのにと冗談で言う。基本的にはそれだけ通訳案内

士が非常に重要な役割を果たされているということだと思う。それなりのことをやってい

ただいている通訳案内士の方々に仕事をお願いしている。これについてはこれからも変わ

ることはないだろうと考えている。 
業態が変わっていく中でのアジアへの対応、それから、地域への対応ということについ

てはこれからもっと考えていかなくてはならないという観点で、この新ガイド制度という

ものを認識している。JATA としては、”VISIT JAPAN YEAR” の今年、JATA メンバー全

員で共同商品をつくって各社で販売していくということを初めて試みて、うまくいったら

これからも続けようと考えている。これも通訳案内士の方々の職域を広げていこうという

ことも含めて、よいサービスを提供して日本のファンも増やしていくということを目的に

やっていきたい。その意味では、従来どおり通訳案内士の方々といい商品をつくっていく

というスタンスは変わらないと認識している。それが名称独占につながっていくと考えて

いる。是非そういう形で訪日インバウンド旅行を増やしていきたい。  
 
（廻座長） 
旅行業界の方のお話はいま伺ったが、今度は、ホテル業界の方、マンダリンオリエンタ

ルホテルの角田委員にお願いしたい。 
 
（角田委員） 
ホテルのコンシェルジュとして実際にアレンジをする立場としては、この新ガイドとい

う制度ができても、今までどおり変わらずライセンスを持った通訳案内士の方をお客様に

お勧めしていくと思う。たとえ料金が高くても私たちが信頼している方々を選りすぐって

お願いするであろう。それは、何ら変わりはない。 
しかし、業界の活性化のためには、もっと風通しをよくして刺激を与えることが必要で

はないか。この新ガイドという制度は、より多くの日本人がそれぞれに「おもてなしの心」

を持つという点でとても良い刺激になるのであろう。 
東京においても地方においても外国人が道に迷った風に見えても、見て見ぬふりで声を
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かけない日本人がとても多いように思う。いろいろな地域で、いろいろなスポットごとの

ガイドプログラムが生まれると、それならば私にもできるのではないかという気持ちが一

人一人に芽生え、おもてなしの心が各地に育ってくると思う。例えば、「みんなガイドにな

りましょう」キャンペーンのようなものを観光庁が打ち出すというように、日本全体の活

性化にこの制度を使っていけばよろしいのではないかと思う。 
また、先ほど中国語の通訳案内士は仕事がないという話を伺った。その一方で、旅行会

社の方が中国語のガイドのニーズが足りないという話をされており、そのあたりどのよう

になっているのかという素朴な疑問を持っている。 
さらに、仕事がないという点であるが、合格者は試験を受けられる前に業界のことをよ

くお調べになったのであろうか。例えばライセンスを取ったからといって、どんな仕事で

も必ずその日から生活が保証されるということはないと思う。そのあたりの現実もお調べ

になったり、先輩に教えてもらったりして、それでもやっていくという覚悟ができてから

仕事を一本化するという指導をしてあげるのも必要ではないかと思う。 
もう 1 点、先日、アラビア語の通訳案内士を手配してほしいという依頼があった。成田

空港に２つのアラブ系の航空会社が就航し、アラブ人の観光客がとても増えてきている。

ご存知のとおり、日本にはアラビア語ガイドの資格制度がないので、アラビア語の通訳派

遣会社を通じて通訳の方を雇った。これにプラスして通訳案内士の方にもお願いすれば完

璧だったのであるが、そうするとかなり高額になるので、今回は通訳の方おひとりにアテ

ンドという形でお願いした。例えば、アラブのことについて言うと、アラブ人の文化が分

かっている方に付いていただいた。まず、アラブの方の多くは、前もって行動の計画をあ

まり立てずに、昼間はだいたいゆっくりされていて夕方活動を始めるというような習慣等

を理解している方にアテンドしていただけたので、ホテル側も助かり、ゲストにもとても

評判がよかった。時代が変わるにつれてニーズも変わってくるので、そういう面でも柔軟

かつ刺激のある今回の制度の取り入れは、とてもよいのではないかと思う。 
 
（廻座長） 
先ほど、角田委員からニーズと供給のミスマッチがあるというような質問があったので、

観光庁から説明願いたい。 
 
（和田課長） 
それについてはいろいろな面があると思う。まず、通訳案内士の皆様が指摘をされてい

るのは、中国や韓国から来られるツアーで添乗員と称する方が同行し、この人がガイド的

な行為をする。いわゆる無資格ガイドと言われているような行為が横行しているという話

も聞いている。また、日本に来られて日本在住の無資格の方々が案内のようなことをされ

ているという話も聞く。そういう状況になると、通訳案内士の方々に仕事の依頼が来ない

という面があるのは事実だろうと思う。 
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一方で、中国等の皆さんは、かつての日本がそうであったように、外国に行くことが非

常に珍しい段階では自国民にガイドしてもらいたいというニーズもあるというのも事実で

あろうと思う。だからと言って悲観的にばかり考える必要はないと思う。中国の皆さんは

これから増えていくし、増やしていかなくてはならないと思うが、おそらく 2 回、3 回と来

ると、日本についてさらに深く知りたい、だから今度はガイドを付けたいというニーズも

あると思われるし、今あまり勉強していない部分についてガイドを付けてしっかり日本を

歩いてみたいという人も出てくると思う。そういうニーズをいかに取り込んでいくかとい

うことによって仕事はあり得るのではないかと思う。 
一方で数を増やしていかないといけないので、そういう面でいったいどうしたら中国や

韓国の仕事が増えるのかについて業界の皆さんや我々、通訳案内士の皆さんで話し合って

はどうかと思う。 
 
（廻座長） 
ニーズもありシーズもあるが、これがなかなかうまく結びつかない。それでは、地域の

話を伺いたい。静岡の話を、池谷氏にお願いしたい。 
 
（出野委員代理） 
今日は、出野の代理ということで出席させていただいた。京都の方も欠席されていると

いうことで、唯一の地方ということで非常に難しい立場に立っているというのが正直な感

想である。今回の改正について、地方が中国あるいは韓国といった東アジアの方々の受け

入れの現場になっている中で、解決したいという話の中での改正だというお話もあった。

確かにそういう面もあると思う。ただ一方で、私共、静岡はようやく空港ができて受け入

れを始めたところである。その中で今回の新ガイドの位置づけのところについて若干コメ

ントさせていただきたい。  
公的制度ということもあると思うが、配布資料の中で自治体等による研修の実施という

ようなことが唐突に入っている。これは私が自治体の代表として申しているわけではなく

個人的な感想である。認定というところもあるが、そんなに簡単に自治体全部が入ってい

くのかということは、個人的感想として言わせていただく。 
それから、地域限定通訳案内士についてであるが、静岡県ではこの制度を持っているの

で、その資格を持っている方々へのケアというものをどうしていくのかということについ

て注視している。これから検討していくということであるが、当県で実施して 3 年という

ことで、その中で急に（制度がなくなる）ということになるとなかなか難しい状況になる。

これから考えていくとのことであるが、私たちは現場で通訳案内士の方と実際に接してい

るので、いろいろな形でどうしてくれるのかという話もきっと出てくるであろうと思う。

その辺の提案をしていかなくてはならないと考えている。 
それから、山田委員より地方のガイドが置き去りにされているというような話があった。
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前回、出野より発言したが、私共で年に 1 回、通訳案内士の方や地域限定通訳案内士の方

を集めて研修を行なっている。前回の研修の中でも、仕事が非常にないという声が事実と

して上がっている。こうした中でこれから話し合っていくというのでは遅い。行政として、

県として、何らかの手を打っていかないといけないということで、話し合いではなく、実

際にやっていなかければいけないと考えている。そうした中で、これがすべてではないが、

一般的なツアーではなく、先ほどの健診ツアーのようなスペシャル・インタレスト・ツア

ー(SIT)やインセンティブツアーを始めとする MICE、こうしたものを県としても地域とし

ても積極的に受け入れる中で雇用の場をつくっていくということをひとつやっていかなく

てはいけないと思っている。今年度から少しずつ取組みを充実させていこうと思っている。 
それから、もう 1 点ある。静岡県は観光名所や温泉もあるが、産業もあるので、産業観

光というものも一つの資源になっていくだろうと思う。そうした時に通訳案内士の方々か

ら、そういうものをガイドするときに情報がきちんとできていないという声がある。今年

度、静岡県版のガイドの方々のためのマニュアルを作成する。ガイディングのことよりも

むしろ、静岡県にはこういう資源がある、例えば明治製菓の工場であれば工場見学が何時

からできる、料金はかからない、そういったものをきちんとまとめてみようということで

ある。これは実は、3 月に通訳案内士の研修を行なったときに、案内士の一人からご提案い

ただいたものである。今年度 1 年かけてそうしたものを情報として蓄積して活用していた

だいて少しでもガイドの皆さんに役立てていただきたいと考えている。 
 
（廻座長） 
たいへん興味深い話をいただいた。コメントがあるか。やはりニーズをつくっていくと

いうか、マーケットをつくっていくということを充実させつつ、職場をある程度広げてい

くということであろう。確かに何でもかんでもではなく、SIT や MICE、産業観光等に目

を付けている点がよい。通訳案内士の方々のアイディアも取り込んでおり、面白く、的を

射ていると思う。それでは、ボランティアガイドの立場からこの制度改革についてどう思

われるか、藤井委員にご発言をお願いしたいと思う。 
 
（藤井委員） 
先程の話で、新ガイド制度ができると一番のサプライソースになるのはボランティアで

はないだろうか、という話があったが、現実問題として JNTO の下で組織化された SGG に

は会員が約 4500 名から 5000 名近くおり、人数的にはたくさんいるため、ポテンシャルと

しては非常に高いと考える。 
まず冒頭に考えたのは、新ガイド制度は自然の流れであると思う。新ガイド制度に反対

する理由はどこにもない。マーケットを三角形に捉えればトップエンドは今までは通訳案

内士が行ない、法律的に見れば、その下はボランティアでなくてはならなかったはずであ

る。しかしそれは無理である。そのため、真ん中に新ガイド制度をつくり、全てをカバー
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するということに対して異論はない。ただ、新制度ができると、今、通訳案内士になられ

ている方、これから取ろうとしている方にとっては大変ショックなことであると思う。平

たく考えて、せっかく資格を取ったのにどうなるのか、ケアをきちんとする環境づくりを

行わなければ、大変な問題だと思う。 
ボランティアガイドの視点から新ガイド制度をよく読んでみると、小規模ツアーのガイ

ドをするということであるが、ボランティアガイドの主な利用者はバックパッカーや家族

などの個人旅行者である。今後、この制度がなくても、ボランティアとしてガイドをする、

つまり無償でガイドを行なうことは、ボランティア自体が禁止されない限り今後も続いて

いく。 
ただ、この新ガイド制度ができたら、何人かは新ガイドになろうという人が出てくると

思う。その人たちを含めたグループとして「ボランティアガイド」と呼んで良いのかどう

かを明確にする必要がある。今の JNTO の指導では、ボランティアガイドは、一切報酬を

もらってはいけないとなっており、ほとんどの場合、どのグループの規定にも明記してい

る。そのため、新ガイド制度ができるとボランティアガイドとは違う団体ができあがって

くるのではないかと思う。 
資格・認定という形になるので、研修はしっかりとシステマティックに行うべきで、ガ

イドラインも明確にする必要があると考える。県や団体によって異なる等の混乱が起きな

いようにぜひお願いしたい。 
私は、ボランティアガイドの中から新ガイドになりたいと出て行く方がいても構わない。

当然のことだと思う。しかし、そこで混乱を起こすようなことがあると、せっかく制度を

つくっても機能しなくなるだろう。また、無資格ガイドや勝手に自分で認定したガイドが

世の中に出てくる可能性が十分にあると考える。混乱を起こさないように、この辺はしっ

かりとつめていく必要がある。 
 
（廻座長） 
通訳案内士とボランティアガイドと、その間の新ガイドとがしっかりと分けられるか、

最初の頃は混乱を招くのではないかという懸念と、池谷代理からも先ほど意見があったが

自治体が行なう研修の一律化についての疑問点について、事務局から回答をお願いしたい。 
 
（和田課長） 
今日の資料の 2 ページ、新ガイドの位置づけをご覧いただきたい。誤解がないようにあ

えて申し上げるが、今日ご提案するのは、通訳案内士を名称独占にするということなので、

基本的には誰でもガイドができるようになる。ただし、試験を合格したものでなければ、

通訳案内士とは名乗れない。したがって、ここは、3000 万人時代を迎えるにあたり、日本

国民全員で外国人をおもてなしすると、先ほど角田委員もおっしゃっていたが、基本的に

は街を歩いている人間全てが外国人にご案内をしたりするという考え方でいくのだと考え
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る。 
ただし、それを業としてやる場合は、やはり研修なりを行い、しっかりとした知識・ス

キルを身に付けた方にやっていただくべきだろうという考え方はもっともであると思う。

基本的には、新ガイドの方々にも研修なりを受けていただくように誘導をしていくべきだ

ろうと考えている。そこで自治体等にやはり第一次的な責任を負っていただきたいと考え

ている。 
正直申し上げると、地域限定通訳案内士という制度をつくったが、試験なり、いろいろ

な物理的な手間やコスト等がかかるため、残念ながら６道県でしか、まだ実施されていな

い。もう少し気軽に、市町村エリアなどで、もっと柔軟にガイドを位置づけて、外国人を

呼んでいこうという取り組みが進むようになれば良いと考えている。 
したがって、2 ページの新ガイドの輩出というのは、県だけではなく、市などでの、いろ

いろなかたちでの認定ガイドというのがあり得るのだと思う。もちろん、この中から絞る

べきだという意見もあると思うが、それは、その議論で決めていけば良い。それぞれの主

体が責任を持って研修を行っていただきたい。ただ、おっしゃるように、やり方や質がバ

ラバラであることは好ましくないと考えている。何もないところからはじめるので、研修

にはこういう内容を盛り込んでいただきたい、こうやっていただきたいというガイドライ

ンを国がお示しし、それに沿って研修を行ってほしいと考えている。 
 
（廻座長） 
それでは、受験制度について三瓶委員に発言をお願いする。 

 
（三瓶委員） 

3000 万人のインバウンドが必要という方向性であれば、ガイドの数が増えねばならない

というのは論理的な必然であると思う。種々の問題はあろうが、総論としてはこの方向性

に賛成をするものである。 
ただ、試験の出題・採点に関わっている者の観点からは、いくつか懸念がないわけでは

ない。 
通訳案内士試験に合格して、通訳案内士という名称を合法的に名乗る人々が出てくるこ

とで、今まで有資格者以外の者が報酬を得て行なうことを禁止していたガイド活動が広く

解禁される（資料１ページ）。その場合、名称資格ガイドとそうでないガイドの差別化をか

なりしっかりとしておかないと、通訳案内士になる必然性がなくなってしまうことが問題

ではないか。わざわざ困難な試験に合格して通訳案内士にならなくても、実際に報酬を得

てのガイド業務に従事できるという制度案である。すると、通訳案内士試験の受験者が減

少することが危惧される。受験者が減るということは、裾野が狭くなり母集団が小さくな

るということであり、結果としてそれだけ頂上が低くもなる。受験者が減っても、通訳案

内士の合格率を下げないという政策的意図があるとすれば、結果として合格レベルが下が
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るという問題が起こることが容易に想像できる。 
 こうした新制度を導入する際に忘れてはいけないのは、単に「通訳案内士」という名称

を名乗ることができるだけではなく、「通訳案内士」資格を持つ者こそが享受できる劇的な

メリットが必要だという点である。さもないと試験の受験のインセンティブが生まれない

ということになる。新ガイドやボランティアガイドにも通訳案内士資格にチャレンジして

いただくことで掘り起こしを図りたいという意図がおそらく今回の提案の背後にあるだろ

う。しかし、現実には業としての外国語ガイドが可能となり、通訳案内士になる必要が感

じられないという制度になりはしないか。通訳案内士という名称が新制度下でも浮き上が

って、国家資格ではあっても、非常に限定的な部分でしか需要がないということになりは

しないか。杞憂であれば構わないがこうした問題を指摘しておきたい。 
資料 1 ページに、「小規模ツアーから大規模ツアーまでオールラウンドに対応できる高度

な技術を有する者」とされており、一方で 2 ページでは、新ガイドとは、「ピンポイントガ

イド」あるいは「地域ガイド」であると定義されている。しかし、ピンポイントガイドや

地域ガイドを複数組み合わせれば、大規模ツアーにも対応できることになるのではないか。

ある程度の旅行実務の経験とある程度の言語能力を持っていて、地域ガイドとして認定さ

れている人を複数名集めれば、大規模ツアーを格安のガイド費用で催行しようとすれば通

訳案内士を必要としないのではないか。 
先ほどから話題にのぼっているとおり健康診断を含めたいろいろな特殊なツアーが行な

われている現状である。その中で通訳案内士には、大規模ツアーから小規模ツアーまでに

対応するオールマイティな能力を求めつつ、しかし同時にスペシャリストでなくてはなら

ないと、かなりの期待がかけられている。それなりの能力が求められるのであれば、それ

に対応した試験制度をつくらなくてはならない。その試験の合格という事実が通訳案内士

は新ガイドとは質的に異なるという明らかな差別化の根拠となり、報酬や就業の機会にし

っかりと反映されなければならない。それがどこで担保されるかは、この案には見られな

い。 
これまで通訳案内士試験の出題・採点などに携わってきての経験から、要望しておきた

いことがある。出題者には JNTO と観光庁が作成したガイドラインが示され、出題の形式・

内容についての厳密な指示が伝達される。しかしながら、各言語の委員が一堂に集まりど

のような試験を行なうべきであるかについて協議したことは一度もない。したがってこの

試験の対象となる各言語の特性も、各言語での出題、実施、採点などの実情も分からない。

どういった試験をどのように行えば、必要最低限の知識を実際に試験することが可能にな

るのかという重要問題に関して、外国語の専門家が叡智を持ち寄ったことがないというの

は非常に残念なことである。ぜひともそのような機会をつくっていただきたい。今後もし

も、旅程管理、ガイドスキルなどの試験項目が加わるのであれば、なおさら試験の総体と

していったい何を問うべきなのか、然るべき人々がワーキンググループを作って検討し、

誰もが納得できるガイドラインを新たに作成していく必要があると思う。 
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もう一つ重要なことは、新しく導入するとされている旅程の管理、ガイドスキルといっ

た試験項目では、誰が見ても明らかにその受験者に、能力があるかないかが分かる。旅行

関係の仕事をしている方であれば、その受験者がこの点で優秀かどうか瞬時に判定できる

だろう。ところが、当該の外国語については、その受験者が本当に優れたレベルの言語能

力を駆使してガイドをできるかどうか、ないしガイドをしているかどうかは、クライアン

トとその言語の専門家にしか分からない。したがって、実際にクライアントから「この人

のドイツ語はひどかった」、「この人の中国語は素晴らしい」等、ガイドに関するフィード

バック調査を十分に行なう必要がある。さもなくばそのツアーが実際に成功したのは、は

たしてガイドの旅程管理能力によるものだったのか、優れた言語能力により満足のいく説

明ができたからだったのか、判然としないからだ。今までそのようなアンケート等による

フィードバック調査はなかったように思われる。 
資格試験とはあくまで入り口に過ぎないものであり、むしろ合格後に、どのように自己

研鑽していくかが重要である。言語能力の程度が「新ガイド」とは違うのだということを

しっかりと検証できるようにしないと、通訳案内士になろうというインセンティブをそぐ

ことになりはしないか。その点を危惧するものである。 
 
（廻座長） 
三瓶委員からご指摘あったと思うが、事務局はいかがか。 
 
（和田課長） 
先生のご懸念されている点は我々も同じく持っている。今回名称独占にすることによっ

て、通訳案内士の皆様の役割が変わるとは思っていない。また今後も果たしていただく役

割は変わらないと考えている。今の状況をいかに改善するかが第一のテーマだと思ってい

る。 
したがって、今よりもさらに外国人の皆様にご活用いただけるガイドとは何なのか、真

剣に考えていきたい。旅行会社や JNTO の協力をいただきながら、そこはしっかり考えた

い。それから、先生がおっしゃっていた劇的なメリットが必要というのは、感じており、

今、我々のほうでメリットをいくつか提唱させていただいているが、このあたりについて

も、実際の通訳案内士から「こんなことしてほしい」、「通訳案内士になったらこんなメリ

ットがほしい」という声をぜひいただきながら、いろいろなところと交渉をしながら、我々

もそれを実現できるようがんばっていきたい。 
2 つ目の、いろいろな新ガイドの組み合わせによって、全国ツアーガイドもできてしまう

のではないか、という点だが、基本的にはそうかもしれない。しかしながら、ここでは旅

行会社に意見を伺いたいのだが、実際にツアーに同行するガイドをどのように調達してい

こうと考えているのか。先ほど、深川委員や松澤委員がおっしゃっていたように、やはり

お客様の満足を考えてガイドの調達を行うと考える。そういう意味では、品質保証がされ
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ている通訳案内士の活用を第一に考えられるのではないかと思う。そのため、実態上は、

通訳案内士に最初に仕事を発注されるのではと考える。 
3 つ目の試験について、正直なところ、ご指摘をいただいた点について我々反省しなけれ

ばならない部分があると思う。制度の方向性が決まった上で、試験の実施体制や運用方法

等について見直すべき点は見直すようにしたい。 
 
（廻座長） 
それでは、外国人ガイドのことを中心に、青木委員長に発言をお願いする。 

 
（青木委員） 
先ほど、上海から羽田に着いて、かばんも持ったままここに駆けつけた。中国に良く行

くが、中国はすごいスピードで発展し変化している。日本はいつもガラパゴス状態でなか

なか動こうとしないが、ここの検討会は随分スピーディーにいろいろなことが運ばれてい

て、今日も新制度の提案がされており大変喜ばしいことだと思う。本日は２、３点意見を

申し上げたいと思う。 
まず一つは、市場のニーズがこれから、現在も含めてどんどん生まれている。訪日観光

客 3000 万人といわれているが、その中でも一般観光客、産業ツアー、メディカルツアー、

カンファレンスツアー、ビジネス客、国際交流団体、外交等、様々な分野において日本の

プレゼンスが高まるにつれいろいろな可能性が生まれてきている。そのため、通訳案内士

やガイドも一律ではなく、それぞれのニーズに対応していかなくてはならないという時代

にきており、現在、この制度が検討されて対応していこうという前向きな姿勢は大変素晴

らしいことだと思う。 
今まで、非常に難しい国家試験をクリアされてきた通訳案内士の仕事をどのように保証

するのかという話があったが、通訳という仕事をしている一人の人間としての実態を申し

上げると、資格を取ったからといって、誰から仕事を保証されるということはないではな

いか。弁護士や医者なども技術とサービスの評判のある人のところにお客様が集まってい

くものである。誰から保証されるというわけではない。制度そのものがあり、本人の努力

があり、実績があり、それでお客様に求められていくということである。この点について

は、個人の努力があればあまり心配ないと思う。本当に今まで努力し、いろいろなところ

で実績を積み上げているガイドは引く手あまたで忙しいということを良く知っている。 
もちろん移行していく中では、通訳案内士の活躍の場の住み分けをどうしていくかとい

うこともあるが、先ほども申したが、いろいろなニーズが生まれていく中で、当然お客様

は日本語のレベルもままならない、知識も良く持っていない人に、高いレベルの会議通訳

等を頼むわけない。いろいろなサービスメニューがあれば、これはおのずと供給と需要が

かみ合ってくるのではないだろうか。むしろ、今までのガイドの資格を持っている人たち

の存在が際立ってくるようにも思う。特に本当に優秀で積極的に行ってきた方は。そのた
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め、マイナスなことばかり考えるのではなく、前向きに考えて、皆さんの努力や社会的な

システムも含めて、うまく機能していけば良いと考える。 
また、新しい制度の確立に向けて、認定や研修について申し上げる。先ほど申し上げた

が、産業ツアーとかメディカルツアーとか一般観光ツアーなど、それぞれの地域において

全く違う。東京などは国際会議等のレベルの高いビジネスツアーがやってくるだろうし、

富士山があるところは富士山に特化した観光客が訪れ、京都は、日本の文化の真髄を求め

ている人が訪れる、それぞれにおいて求められるサービスがある。そういった意味におい

て、やはり新しい制度の認定を行うのを地方自治体に任せるのは非常に望ましいと思うし、

それに応じた人材の育成と輩出を行っていくということである。当然ながら大事なことは

先ほど数名の方々もおっしゃったように、資格認定や研修のやり方や基準がバラバラでは

困る。やはり品質、人はモノではないので私は資質と申し上げるが、資質の保証を行うた

めには、一定のガイドラインを作り、しっかりとした研修メニューを作り、1 回受かったか

ら、研修が済んだから、その人はずっと永遠にガイドをできるわけではなく、定期的に研

修やトレーニングが受けられるような社会システムを作っていけば、サービスの質の保証

はできてくると思う。 
いずれにしろ、結論を申し上げると、社会の変化に対応して供給していけるシステムを

構築していくことは必要不可欠な急務であり、待ったなしであるので、早急に整備してい

くことを求める。また、皆がハッピーになるような工夫をした制度が策定されることを求

める。 
 
（廻座長） 
では、辻村委員にお願いする。 

 
（辻村委員） 
いつも最初に発言させていただいたが、今回は遠慮させていただいた。 
元々この会議そのものが、業務独占ではないということから出発してきた。名称独占を

どう残していって、それがどうなるかが今回までに言われてきたことである。先ほど、三

瓶委員がおっしゃったラインセンスガイド、試験を受けることのメリットについて、今ま

では、国が保証した唯一の制度だったので、これをとることによって自分を高めていって

仕事をしてきた。そして民間大使だという誇りのもとに仕事をしてきた。しかし、もうこ

れからは「誰でも良い」となるという。1964 年に SGG(Systematized Goodwill Guide)が
できたのがこれである。「１億皆グッドウィルガイドになりましょう」とバッチを配ったこ

とを思い出した。それから 50 年経つと時代が変わるのだなと思う。当時、両方持っていた

自分としては、SGG バッチと通訳案内士の資格も通り、ライセンスガイドだったのだが、

今またここに戻ってきて、1 億皆がまたホスピタリティを持ったガイドになろうということ

になり、とても複雑な気持ちである。それ以来ガイドをして来たが、時代が変わることは
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もう分かってきている。30 万人時代が 3000 万人時代になり、状況が変わる中でどうして

いくのかが問題である。国家試験がなくなるのかと思ったら、なくならない。なくならな

いと決めた中で、ライセンスを持った人たちを国が差別化をして保証していくことになる

が、その点がこれから非常に問題になると思う。 
2006 年の改正以降、20％ぐらいの合格率を上げて、何千人というライセンスガイドを輩

出してきた。先ほど山田委員もおっしゃっていたが、何千人も輩出してきてしまい、その

人たちがたくさん研修に来ているにしても、仕事がないという状況である。国家資格を取

った人たちが全く仕事を得られないまま、研修だけしている事情の中で、今後どうするの

か。試験は残り、差別化をするというのであれば、どこで差別化するのか。「誰でも良い」

という中で、そんなに本当に差別化できるのだろうかととても疑問に思う。資格証を付け

て仕事をしようと言っていたが、今後はどうしたらよいのか。それは国際問題である。相

手の国の通訳制度はどうなっているのか調べてほしいと観光庁にお願いし、2 回に分けて資

料を出していただいたが、しっかりやっているところではなく、やっていないところをと

り上げてきて、やっていない国もあるので、日本もやらなくて良いのではという流れにな

った。では、中国はどうかというと、中国はしっかりやっている。そこから 3,000 万人を

受け入れようというというのに、日本では、誰でもやっていいという制度になった場合に

国の信用はどうなるのか非常に懸念している。日本は誰でもやっていい、でも中国ではラ

イセンスが必要だということで本当に良いのか、疑問に思う。 
この制度を改定するに当たって、2006 年の改定以前にこの話があればもう少し解決しや

すかったと思う。2006 年の制度改定の際に地域限定をつくったが、6 道県しかやっていな

いのならもうやめようということになった。その人たちがどうなったか、調査していない。

2006 年の改定後に、現実の通訳案内士の調査が行われて、現実はひどく、通訳案内士の生

活は成り立たないということが分かった。 
今回はそのすぐあとに、地域限定ガイドをそろそろなくそうということであるが、両方

とも地方自治体はできないだろう。新ガイドをやってもらうのだから、地域限定ガイドは

いらないということになり、これは一体どうするのか。この何年間か、地域限定のために

地方自治体が行ってきた制度を今後どうするのか。合格した人たちをどうするのか。数年

の間に全国移行すれば良いのか。 
日本の国家試験が海外で行われるのは良いのか。3,000 万人、その時 2,000 万人時代を迎

えるに当たって、とても中国語、韓国語が足りないという発想のもとで、試験が行われ、

日本まで来て面接を受け合格し代理人を立てて登録をした。その方々が日本の研修を受け

る時代になった。これまでにやっとここまでできたのに、今度はもういいよということに

なる。ライセンスがなくても、日本でガイドができるという時代をつくろうとしている。

これは本当に国際信用問題ではないだろうか。これで本当に良いのか、その辺の事情をや

はりしっかりと理解できるように海外にも PR していく必要がある。それから、日本の通訳

案内士制度がそれぞれの言語に訳されて、それぞれに通達が行っているのだろうか。試験
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を受けた人たちは、日本の通訳案内士制度の法律を知っているのか。50 万円の罰金ができ

ているが、これは本当に法律に書いてあるだけで、昭和 24 年から一度も使われていない罰

金制度だが、これで良かったのか。今度、制度を残すという中で、独占でなくなったとき

の罰金制度、周知制度についてぜひお伺いしたい。 
一つだけ感謝したいことがある。全国レベルでの通訳ガイドが、都道府県知事の認可で

はなく全国にしてほしいという要望について、それが盛り込まれていたことに対しては感

謝したいと思う。 
 

（廻座長） 
今のところ、1 ページから 4 ページでのお話と思ったのだが、すでに 5 ページのその他の

あたりについても話が及んでしまったので、その部分も含め、事務局から、地域限定案内

士制度、海外の試験の今後のことについて回答をお願いする。 
 
（和田課長） 
地域限定案内士の制度については、5 ページになるが、すでに地域限定通訳案内士の資格

を取得して、すでになられている方は引き続き扱いいただけるようにしたらどうかと考え

ている。そして、そこには 2 つ問題があり、1 つは、6 道県でさらに追加で地域限定通訳案

内士を育てていきたいという場合にどうするか、また 6 道県以外で新たに地域限定通訳案

内士制度をつくっていきたいという話があった場合にどうするか、この 2 つの問題がある

と認識している。 
まずは、6 道県に引き続きこれは残すべきかどうかを明確に確認したあとで考えていく。

最終的な取りまとめまでに少し時間があるので、自治体の方々のご意向も踏まえて考えて

いきたいというのが我々のスタンスである。 
海外試験について、4 ページになるが、ここについて先ほども申し上げたが、やはりいろ

いろな意味で実態に合っていないと考えている。我々は、前回の改定で導入した海外試験

制度を全て否定することは全くない。この制度を実態に合わせたかたちで直していくとい

うことを考えたい。それが具体的に何なのかはもう少しまた時間をかけて考えたいという

意味であり、趣旨を否定するつもりは今のところない。 
名称独占になった場合の罰金は何とおっしゃったか。 

 
（辻村委員） 
どこまで今の法律が変わるかをお教えいただきたい。 

 
（和田課長） 
名称独占になった場合は、通訳案内士以外の方が通訳案内士と名乗って営業活動を行っ

た場合は、それは罰金なり何なりの罰則がかかるということになる。基本的にはそういう
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考えでいる。 
 
（廻座長） 

5 ページまで入ってしまったが、とりあえず 1 ページから 4 ページ、その他のところを除

いた部分で、通訳案内士の名称独占について、名称を残しながら引き続き活躍してほしい

という、今まで通訳案内士の観光に係る貢献度は非常に高いということについては皆さん

の意見は一致したと考える。対応しきれない部分に関して、新ガイドも必要なのではない

かということで、新しい制度の骨子については、今後細かく詰める必要があるが、骨子に

ついては概ね合意をいただいたと考える。 
次回は、取りまとめということで、今までもちろん反対意見や懸念等いただいたので、

それはそれぞれで観光庁と相談いただいた上で、皆様のご意見を取り込みつつ、本日の骨

子に沿ったかたちで最終報告を取りまとめていきたいと思う。 
すでに話題になってしまったが、その他論点について、先ほど辻村委員がおっしゃって

いた地域限定通訳についてそのまま続けようということになっているが、新制度に一本化

するかどうかは今後検討しようということになっている。（２）の通訳案内士の登録方法に

ついては、ナショナルベースにするかローカルベースにするか、ナショナルベースにする

ことは非常に便利な部分もあるのだが、今は地方分権の時代でもあるので、その点どう整

合性を合わせるかという問題もあるので、今後の検討事項として残しているが、今、皆様

からご意見があれば伺いたい。 
 
（山田委員） 
辻村委員の意見に賛成する。全国版の通訳案内士は、47 都道府県にいるわけであるが、

この人たちは、仕事はないし誇りも持てず、今後ますます置いていかれる。例えば仕事を

地方でお願いしたいという場合に、その地域にいる通訳案内士の情報がない。通訳案内士

が本当に使われるようになるためには、通訳案内士側はどういう旅行社が日本にあるのか、

どういうところにセールスかけたら良いのか不明である。また、インバウンドをやってい

るところでも大手は別だが、小さいところは、通訳案内士制度というのがあるらしいが、

どこにいったら通訳案内士がいるのか調べる方法は皆無である。名簿が公開されるように

なったので皆無でははいが、そこの県にいって県庁に行って見れば分かるが、わざわざ遠

くから行くのは難しい。使い勝手が悪い。通訳案内士がもっと活用されるように国が支援

する等言っているが、ここに書かれている支援のアイディアで、メリットが見いだせるだ

ろうか。「検索システムの改善によって顧客確保の円滑化」や「通訳案内士の質の向上に向

けた国の支援」、「通訳案内士の利用促進に関する広報の実施」等書いてあるが、どれも実

際的でなく、机上で考えたアイディアで、我々は全くメリットだと思っていない。どこで

広報するのかというと、観光案内所で行うという。我々は業としてやっており、旅行会社

と車の両輪である。旅行会社に仕事が増えれば、ガイドも増えるはずだが、増えない。観
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光案内所で宣伝しても、観光案内所は、一人旅やバックパッカーが多く、自分で好きなと

ころに行く人たちで、ガイドなんか利用しないかもしれない。そういうところに PR すると

いうアイディアを出しているが、ピントがずれている。やはり、1 か所にまとめて、ここに

行けば通訳案内士の情報が得られるというようなシステムがあれば良いと思う。 
また、名称独占について、通訳案内士という名称を誰も利用できないということだが、

私たちは通称「通訳ガイド」や「ガイド」と呼ばれている。そのため、新ガイドとか認定

ガイドというのは、名称独占に違反すると思う。認定ガイドを誰がサーティファイするの

か知らないが、なんとかブロック認定、なんとか観光協会認定、人材派遣業者認定等、あ

りとあらゆるものを例に挙げて認定としており、非常にばかにしている。通訳案内士をま

ず非常に質が高いものとして雲の上にあげておき、旅行会社はみな、安い新しいガイドを

利用しなくては生き延びていけないから、国と地方自治体と業界で積極的に活用し、研修

を行い、全員で応援しようという体制になっている。そのときに、地域限定ガイドは、そ

の間にある。地域限定ガイドはコストがかかるということで新ガイドをつくったとし、つ

まり、2006 年に導入した地域限定ガイドがうまく活用されていないからそれを見直そうと

いうかたちで話しているのならば理解できる。しかし、地域限定ガイドの制度を導入した

ことを全く知らん顔して切り捨てて、全く違う新ガイドを地方自治体がやるのであれば、

理解できない。地域限定ガイドの制度を修正するということであれば、やはり語学の試験

もしないというようなレベルが信用できないものに対し、地方自治体が認定をするという

言葉を使うことに疑問を感じる。新ガイドは地方自治体が認定するべきだと思う。地方自

治体が、研修し登録し、名前については、私たちはガイドであるので、もし本当に私たち

に名称独占を与えるのであれば、ガイドという名前は使えないと思う。ガイド以外の言葉

で、「添乗員」や「旅程管理業務主任者」のように日本語でどのような名前が良いか考えて

みたのだが、「特定地域案内要員」が良いと考える。特定地域に関して案内をするスタッフ

で、ガイドではない。名称独占と簡単に言うが、難しいと思う。その点について、ご意見

願う。 
 
（廻座長） 
座長はあまり意見を言わないものであるが、仮に私がもし山田委員の立場だったら、旅

行業の人は通訳案内士についてよく分からないのであれば、そこにビジネスチャンスがあ

る気がするだが。 
 
（山田委員） 
ガイドがガイドを使って自分が会社をつくり儲けるということか。 

 
（廻座長） 
大きなビジネスチャンスがあると思うが。 
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（山田委員） 
やっている人はいる。しかし、私たちは自分たちで一緒になって成長していこうと協力

しなければ私たちの職業は壊滅する。 
 
（廻座長） 
それが一つで、観光業界があってガイドがいる、ガイドがあって観光業界がある。ここ

は難しいのだが、今後の観光業界のことを考えつつ、お互い歩み寄らないとなかなか難し

いと考える。ガイドという名称を使うなとなると、ボランティアガイドの名称も使えなく

なり、それはとてもショッキングな提案だったので私見を述べさせていただいた。 
 
（和田課長） 
やはり、先ほど申し上げたことの繰り返しになるが、実際に能力がある方に仕事がない

という面があるのは事実だと思うので、だからこそ、旅行業界と通訳案内士とで、実際に

どうやったら外国人旅行者のニーズに合った通訳案内士への仕事が出てくるのか、そこは

話し合いを行いながら考えていきたいと思う。 
ここに書いてあるメリットだけでは通訳案内士の意味がないという話だが、だからこそ、

皆様のお知恵でこんなことをしようという提案がいただきたいので、そのような話し合い

をぜひさせていただきたい。 
名称独占については、通訳案内士という名称にこだわる必要はないと考えるので、何で

も良いが何か特定な名前を付けて、その名称は使えないようにするというのが名称独占の

制度なので、そこはまだ法律を出すまで時間があるのでまた考えていきたい。考え方と基

本的な方向性だけ確認をしていただければと思う。 
 
（廻座長） 
その他に意見のある方はいらっしゃるか。なければ、本日の議事は以上となるので、進

行役を事務局へお返しする。 
 
（久保課長補佐） 
どうもありがとうございました。本日の会議の議事録は、委員の皆様にご確認いただい

た後、観光庁のホームページに掲載させていただく。次回の検討会、これが最終回になる

が、6 月中に開催したいと考えている。日程については、別途調整させていただく。 
最後に、観光地域振興部長の田端よりご挨拶申し上げる。 
 
（田端部長） 
本日は、お忙しい中、お集まりいただき、ご議論いただきありがとうございました。 

今日は、このような骨子で提案させていただきご議論をいただいたので、今日のご議論を
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踏まえ、報告書を作成していこうと思うので、引き続き宜しくお願いする。 
今日は、新しいロゴのバッチをまだつくっていないので、愛着を持って「Yokoso ! Japan」

を付けているが、「Japan. Endless Discovery」という日本津々浦々、非常にいろいろな魅

力があるということで、地域の活性化のためにどういう地域での魅力があるかを議論して

いる。そういうときに、よくいろいろな話を聞くと、地域にいろいろのもっと深いアピー

ル方法をしているところ、あるいは情報発信をしていて成功しているところや、なかなか

そこまで至らず、埋もれている地域もある。今日もいろいろあったが、通訳案内士の今ま

での非常にクオリティが高い点は、顧客満足のためにもそこを伝えていくことが大事だと

思う。検索システムの改善で顧客確保をしていこうというのは、ICＴ時代であり、いろい

ろな検索の仕組み、先ほども出たがフォローアップなど非常に良い仕組みがあるので、顧

客にとってどういうものが良いかを考え、通訳案内士の能力をもっと発信していくべきで

ある。今、日本にはいろいろと良いところがあるといっているが、諸外国からはそんなの

分からないではないかと、発信下手だとお叱りを受けている。インバウンド行政をどうや

って改善しようかしようか考えている。そういう意味合いの切り口で、ぜひこの通訳案内

士の仕組みについても考えていきたいと思う。また来月宜しくお願いしたい。今日はあり

がとうございました。 
 
（久保課長補佐） 
それではこれをもって、第 6 回通訳案内士のあり方に関する検討会を終了する。 

本日はありがとうございました。 
 
 
 
 
                                        

以上 


