
1 訪日客の多様化  → 百人百様のツーリズムへ 
① オーストラリア、カナダ、フランス、インドネシア、マレーシア、タイ、ロシア、中
東など訪日客の多国化 
②  茶道・料理・酒造・侍・忍者など、体験型ツアー 

③ 築地・両国・東山など、ショートからロングのツアー    

2 大都市観光 → 地方都市・自然観光へ拡大 

  海外企業に負けないロングツアーの構築 
① 5日～11日のロングツアー 東京、京都、奈良、富士山、高山、
金沢、高野山、広島、仙台、平泉、盛岡等 
② 1グループ15人以下で公共交通機関を活用。Japan  Rail Pass、
7日間 29,110円を利用 
③ 各地域の通訳案内士の活動の場を提供 

日本のインバウンドの環境変化を踏まえ、 
NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)が目指す方向 

第３回通訳案内士制度のあり方に関する検討会 



②外国人の観光事業 
・茶道、料理、着物、書道、琴など
の 文化体験 
・通訳ガイド/ 東京・京都・金沢
等 
・MICE(国際会議・インセンティブ
等) 

③自立した事業運営 
・日本文化の継承・発展・創造を目標 
・百人百様のツーリズム 
・1つの実践・感動の輪を広げる 

①国際観光の人材育成 
・通訳案内士の研修 
・日本文化講師の研修 
・通訳案内士受験講座 
・自治体・民間の人材育成支援 

Institute for Japanese Cultural 

Exchange and Experience -IJCEE 

NPO日本文化体験交流塾 

2 

True Japan Tour㈱ 
 Discover  Japanese Nature,Beauty &Spirit 

通訳案内士団体 

第２種旅行業/通訳案内士の職業紹介 

実施の体制 

会
員
の
出
資
で
設
立 

会
員
に
仕
事
を
提
供 

研修の実施 

日本の本当の魅力を発信 
・日本の自然 
・日本の美 
・日本人の心 
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◆２０１４年末会員数６４０人 
・会員の90%は、通訳案内士 
・会員の30%は、日本文化講
師等 

NPO日本文化体験交流塾 /IJCEEの現状 

◆文化体験と観光ガイド事業 
・2012年 対前年325% 
・2013年 対前年210% 
・2014年 対前年240% 
 3か年で16.7倍 

◆文化体験の講師及びガイ
ド機会(2014年) 
・IJCEEとTJT直営事業 
 月平均 172回 
・職業紹介によるガイド機会 
 月平均  87日 



True Japan 
Tour の課題 

B to Cによる 
通訳案内士の活
動機会の拡大 

B to Bにおけ
る信頼できる
通訳案内士の
育成と紹介 

独自のウェブサ
イトによる集客 
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True Japan Tour の日本文化体験 

1 １人で日本文化講師と通訳案内士を兼ねる 
 ① 日本文化を直接伝達できるので好評 
 ② 通訳案内士が着付けや料理、茶道を学ぶ 
 
2 会場は、お客様のニーズに合わせて柔軟に実施 
 ① 日本文化体験交流塾・小石川会場 
 ② ホームビジット(会員の自宅提供) 
  ③ 借り上げ施設 
 
3 外国人のための独自のプログラム開発 
 ① 立礼を取り入れた茶道 
 ② 独自の寿司づくり 
 ③ グループ生け花 

低コストで仕事を拡大 
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通訳案内士新人研修               14日 

ガイド研修(関東)                 131日 
 Ash英語築地まち歩き／相撲見学／土俵祭り/忍
者・侍ガイド養成／鎌倉、秋葉原、江戸博、谷中等 
日本文化教室                    77日 
英語による茶道/着物/精進料理/仏像等 
ガイド研修(関西)                  24日 
まち歩き等(日本刀と包丁、熊野古道、宇治・平等院、
大徳寺等) 
バス研修                        15日 
富士山/工場見学/伊勢, 広島, 高野山/飛騨高山, 
金沢/京都・奈良 
IJCEE研修の合計                  247日 

2014年度 IJCEE研修の実績 



通訳案内士は、サービス業 
通訳案内士の資格を持っていても、仕事が保障されるわけでは
ない。通訳案内士が実践すべき数式は、以下につきます。 
 

お客様が得る満足 ≧ お客様が支払った金額 

お客様の支払った金額 = ガイドが受け取る金額 ＋ 
仲介業者が受け取る金額 ＋ 機会費用(交通費・宿
泊費等滞在に要する経費)    
 
① アジアからの観光客の滞在期間は、4～6日間で、20万円～
27万円位が総支出額。 
② 欧米からの観光客は7日～13日間の滞在期間は、34万円～
42万円位の総支出額。 
③ 1日あたり3万円から5万円位の滞在費用が必要。10時間で
割ると、1時間あたり3,000円～5,000円は、機会費用が必要 



プロの通訳ガイドに求められるもの 

① ガイドは、サービス業 

 ・お客様の満足 >提供価格 なら、リピーターが増加 

 ・旅程管理 

 ・知識・表現力・気配り・楽しさなど、総合力が必要 

② 質の高い知識 

  ・高い語学能力(観光のテクニカルタームが必要) 

 ・年代、地名、人名など固有名詞に頼らない国際感覚 

 ・外国人にとって必要な、日本を理解させる知識 

 ③ 自らの文化への誇り 

 ・日本、歴史、文化、国民性について、誇りを持つこと 

 ・技術、省エネルギー、リサイクル、平和などに現代的な視点 

10 



第1 ステップ 「新人研修」 
基礎力・プレゼンテーション能力の評価 

第2  ステップ   「様々な専門研修」 
百人百様のニーズに対応できる人材の育成 

第3 ステップ  「実務経験を積む」 
  ①１時間３０分の忍者体験/２時間の築地ガイド 
    ３時間の相撲ガイド/京都半日等 
  ②専門ガイドから1日観光ガイド 

※通訳案内士は、お客様に学ぶ。有料の仕事が、ガイドを育てる 

第4 ステップ  ベテランガイドへの評価 
  「第２種 運転免許」→経験の回数を踏ま
えて、評価・登録システムの導入 

国、JNTOで制度化を 



IJCEEの通訳案内士の能力活用システム 

① 専門を生かした活動分野の開拓 
・秋葉原、築地、両国、鎌倉など地域別 
・通訳、翻訳、観光等 
・食、着物、武道、茶道、書道、華道など 
・ゼネラリスト(インセンティブツアーなど) 

② 時間制の料金体系の導入 
・２時間の最低料金 
・１時間ごとの追加料金 

③ 評価システムの確立 
・新人研修時にプレゼンテーション演習の必修化 
・評価システム / 履歴等人材データバンク / アサイン 

④ 理解力を高めるテキストの充実 
・国際観光ガイドの基礎知識 ASH英語 特帯分野の資料・マニュ
アル  
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京都の寺院、神社、仏像、庭園をどう説明するか 
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東京・鎌倉の寺院、神社、仏像、庭園も基本は同じ 



1 日本を代表する観光地・京都市で、質の保証されて
いる国家資格の通訳案内士以外の有償の認定通訳案
内士制度を導入しないよう請願いたします。 

3 中心市街地特例通訳案内士の名称については、国
家試験に合格した通訳案内士と混同が起こらないよう
十分に配慮し、両者の区別が明確になるような略称の
使用に努めること。 

２．地域活性化総合特区通訳案内士と中心市街地特例
通訳ガイドの法案につけられた 衆参両院の附帯決議を
尊重し「通訳案内士が過剰な地域での新たな通訳案内

士制度 の導入」を実施しないよう請願いたします。 

国への要望1 



1 通訳案内士試験の実施にあたっては、通訳ガイドに真に必要な能力を審査するよう、
試験問題・制度を改正してください。 

 昨年の試験問題について、参考資料を添付しますが、このような問題は、第１線で活
躍する最も優秀な通訳案内士でも、多くの方が答えられません。通訳案内士に真に必要
とされることを出題してください。 
 今年度から、ビジネス英語の検定であるTOEIC840点以上で英語の１次試験が免除とな
りました。かつては、880点～890点以上が通訳案内士の暗黙の基準であったのに、著し
く低い水準です。しかも、二次試験の面接試験の合格率は、2012年87.3%、2013年73.7%
と、極めて高く、来年の合格者の語学力について、大変不安があります。 

こうした制度改革にあたっては、各通訳案内士団体にヒアリングを行うなど、実態にあっ
た制度構築をお願いします。 
 
2 通訳案内士試験の改善策について 

① 現在、語学・地理・歴史・一般常識の各科目の筆記試験の合格者は、翌年のみ受験
免除とされていますが、税理士試験のように、一度合格すれば、同じ科目を受けなくて良
いようにすることにより、受験者の負担の軽減を図ってください。 
② TOEICによる１次試験の免除は、880点に改正してください。 

③ ２次面接については、訪日外国人の期待を裏切らないレベルを合格水準としてくださ
い。また、二次面接の日本人試験官は、通訳案内士、または、少なくとも通訳案内士の
活動内容を十分に理解している人に限ってください。 

通訳案内士試験の改善に関する請願書      ２０１４年11月6日 参考 
                                         16団体 



新人研修 

国への要望2 

・通訳案内士として必要とされる知識をテキスト化 
 ２年から３年かけて順次刊行していく 
 
・合格後の通訳案内士に新人研修受講の義務付け 
 
・通訳案内士団体が実施する新人研修の講師謝金等の
補助制度 
 これにより、受講料の引下げを図る 



 国への要望3 

通訳案内士試験において、一般常識の設
問中、国内の旅程管理研修に必要とされ
る「国内旅行実務」に関する知識を出題し、
合格者には、旅程管理に関する試験の免
除を行うこと。 
 
 あわせて、従来の一般常識の出題につい
ては、「日本地理」、「日本歴史」のなかで、
可能な限り出題すること。 



理由① 
 平成25年以前の「一般常識」の出題例のなかには、
日本歴史、日本地理に出題されても良いものも含まれ
ている。また、平成26年は、こうした出題が少なかった
反面、あまりにも出題範囲が拡散し、かつ受験生が勉
強しにくいものとなった。 

理由② 
 旅行会社主催の企画募集型のツアーでは、通訳案内
士であっても、旅程管理の資格を求められる場合が多く、
ツアーガイドとして活躍している者のほとんどが、旅程管
理の資格を有している。 

  



・今後、通訳案内士の活動の場を広げるため、従来、日
本人を対象としたバスツアーに通訳案内士が添乗を兼ね
て、乗車する。 
 
・日本人を対象のバスツアーでも、富士山周辺の観光や
果樹狩り、黒部立山アルペンルート、桜見学ツアーなど、
外国人も参加することで、より集客を図れる。 
 
・通訳案内士として習得した、歴史や地理の知識は、日
本人観光客にも、喜ばれる。 

旅行業者等への要望 


