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通訳案内士の輩出方法に関する一考察
― 諸外国との比較から ―
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Although the number of foreign visitors to Japan has increased remarkably in recent years, many licensed guides have not been
usefully employed.
One of the main reasons for this is that there is a problem with the system of producing new work-ready guides in Japan.
Currently, the Japanese government only conducts the national examination, and informs successful applicants of a file of
associations of licensed guides, which offer several days of basic training to a very limited number of new guides.
Most new guides have no chance to take practical training to become a professional guide, and travel companies do not employ
them.
After examining guide systems in 54 countries and regions, I found that the following points are essential to a system which
produces new work-ready guides:
（１）A system which issues a license after several years of training, following a final examination
（２）A license renewal system to secure the quality of a guide
A system with these elements must be employed immediately in Japan in order to increase the number of a high-quality
qualified guides, and to meet the strong demand from the inbound tourism industry.
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１．はじめに

訳案内士法」
）が制定されて以降、通訳案

近年、通訳案内士試験の内容は平易化

1－1

内士は外国からの旅行者をもてなすこと

され、
試験合格者数は上昇している。2014

のできる唯一の国家資格者として重要な

年 12 月 現 在 の 登 録 者 数 は 10 か 国 語、

役割を担っている。

17,736名２である。政府は、訪日外国人旅

研究の背景

2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催は、日本の文化や魅力を世界
に発信できるまたとない機会であるとと

観光立国実現にむけた様々な取組みが

行者の満足のためには高いスキルと深い

もに、我が国のインバウンド観光拡大の

実施され、訪日外国人旅行者は増加の一

知識を兼ね備えた通訳案内士が不可欠で

強力な追い風となる。インバウンド推進

途をたどっているにも関わらず、通訳案

あるとする一方、外国人旅行者の多様な

のためには、訪日外国人旅行者の満足度

内士の需要は高まっていない。その背景

ニーズにあわせたサービスを提供する必

が重要である。外国人旅行者が日本滞在

として、無資格ガイドによるガイド行為

要もあるとし、通訳案内士以外の主体に

の印象を決める要因は様々だが、中でも

が黙認され、有資格者の就業が圧迫され

もガイド業務を認める方針をたてた。
「地

観光ガイドが与える影響は大きい。日本

ていることが考えられる。通訳案内士の

域限定通訳案内士」と「総合特区通訳案

では「報酬を受けて外国人に付き添い、

半数以上は年間稼働日数が30日以下であ

内士」である。

外国語を用いて旅行に関する業を営もう

り、そのうちの３割は10日以下である。

地域限定通訳案内士は、通訳案内士に

とする者」を「通訳案内士」と呼ぶ。通

仕事が無いため、通訳案内士の４分の３

準じた資格として2006年に施行された。

訳案内士は訪日外国人旅行者のそばにい

は資格を活かして活動することができな

しかし導入された７道県のうち沖縄を除

て、見て歩くだけでは分からない日本人

いのが現状である 。
毎年誕生する新人通

く６道県で、2011年以降、新規募集は停

の考え方やライフスタイルを説明し、旅

訳案内士が就業する機会は、３月下旬か

止されている。５年間で誕生した地域限

行中のトラブルを解決し、様々な要望を

ら４月の第１週の花見や紅葉の時期に限

定通訳士は379人である。
地域限定通訳案

かなえる。1949年に通訳案内業法（現「通

られている。

内士制度の次に導入されたのが総合特区

１
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通訳案内士制度である。この制度は2011

ックに向け、通訳案内士の量的拡大は必

状を指摘している。現行では資格を取得

年６月の「総合特別区域法」の閣議決定

要不可欠である。

した通訳案内士は、任意で通訳案内士団

により施行された。先進的な取り組みを

本研究の目的は、諸外国のガイド制度

体の研修を受けるだけである。研修への

行う特定地域に限り、一定の語学力と研

を参考に、ニーズにあった通訳案内士の

参加は一部公的な補助はあるものの、旅

修受講により通訳案内士資格が取得でき

輩出方法を提言することである。

行業界からの補助はない。通訳案内士の
案内サービスの質は、ほぼ全面的に通訳

る制度である。しかしその後の衆議院解
散により法案そのものが廃案となり、総

1－3

先行研究レビュー

案内士の個人裁量に委ねられている。高

合特区通訳案内士の育成は395名 でとど

通訳案内士制度を本格的に研究したの

井（2011）は通訳案内士が提供するサー

まっている。政府は、通訳案内士は「外

は有泉（2000）
である。1950年代から1970

ビスの質を、総合的に保障する仕組みが

国人旅行者のニーズをふまえたより質の

年代までに免許を取得したベテランガイ

重要であると述べている。

高いガイド」、総合特区通訳案内士等は

ドにインタビュー調査を実施し、ガイド

通訳案内士の質、接遇に関する意識や

「通訳案内士を補完する形で旅行者のき

側からみたガイド制度の問題点を３つに

能力を批判的に研究したのは権代（2009）

め細かいニーズに対応するガイド」とし、

大別した。①無免許ガイドが取り締まら

である。権代（2009）は有資格者間に、

２層ガイド体制の効果を模索している。

れていないこと、②通訳案内士試験がガ

「知識不足」
「服装や挨拶等のマナー面の

しかし通訳案内士の量的拡大は進んでい

イドの実質的な能力を示すものではない

心得不十分」
「演出などのおもてなしの技

ない。海外在住の受験者は減少し、合格

こと、③公的な研修制度がないこと、で

量に欠ける」などの「質のばらつき」が

者の登録も進まない。通訳案内士団体か

ある。有泉（2000）はその根本的な原因

あることを指摘した。通訳案内士を手配

ら「通訳案内士」の活用を求める声が上

は、行政機関が事態を放置したことにあ

する側が重視することは、経験よりも旅

がっている中、ボランティアガイドの活

ると指摘している。

行者に与える印象やセンス、品性などで

３

動の機会が拡がっている。日本政府観光

通訳案内士はインバウンド推進の最前

あるとし、通訳案内士に対して、会社の

局（JNTO）は、外国人旅行者にボラン

線において需要な役割が期待されるにも

代表、国の代表としての意識と接遇能力

ティアで通訳や案内を行う「善意通訳

関わらず、産業界や学術分野においても

を要望している。権代（2009）の研究は、

（GG＝Goodwill Guide）」の活動を応援し

研究の蓄積が少なく、その実態は十分に

通訳案内士を活用する側の意識に着目し

明らかにされていない。その理由として

たものである。

ている。
1－2

研究の目的

小松・中山（2007）は、有資格者が入会

訪日外国人3000万人を見据え、現行の

する通訳案内士団体が大小様々あるうえ

通訳案内士の輩出方法について、具体的

上述したように、現在国内には、有料

に、団体に所属していない通訳案内士も

にアプローチした研究はまだ無い。ここ

で外国人旅行者の案内を行う者として、

多数存在することから、業界全体の掌握

に本研究の意義を見出すことができる。

①通訳案内士、②地域限定通訳案内士、

が難しいことをあげている。小松・中山

研究方法は、2008年から2011年に観光庁

③総合特区通訳案内士の３種類のガイド

（2007）は、通訳案内士の実態を把握する

で開催された計15回の検討会の議事録の

が存在している。加えて JNTO の支援の

ために３つの通訳ガイド組織と、インバ

分析と通訳案内士への聞き取り調査と、

下、無料で案内や情報提供をする「善意

ウンド旅行を取り扱う旅行会社６社にヒ

2014年に再開された検討会の傍聴から得

通訳」もいる。一方、ランドオペレーター

アリング調査を実施した。研究の結果、

た知見を活用した。

団体（AISO）により「旅程管理業務資

通訳案内士団体から通訳案内士への就業

格」を取得し、
「ツアーガイド」の認定を

斡旋は補足的なものであり、会員ガイド

２．資格の取得方法

うけて業務を行っている者もいる。アジ

は旅行会社から直接仕事の依頼を請け負

2－1

通訳案内士試験

1949年の通訳案内業法の制定により、

ア圏からは、団体ツアーに同行して訪日

っていることを明らかにした。また、旅

する外国人添乗員が、
「スルーガイド」と

行会社のガイド依頼は人脈が中心で、ガ

通訳案内業を営もうとする者は運輸大臣

して国内の名所旧跡の案内を務めるケー

イド業全体として旅行業者の依頼という

の行う試験に合格し、免許を受けること

スも散見される。わが国には、外国から

「依存体質」
がガイドの就業機会を限定的

が定められた。試験は日本政府観光局

の旅行者をもてなすことのできる通訳案

にしていると述べている。

（JNTO）が事務を代行し現在に至る。通

内士という国家資格がある。それにもか

高井（2011）は、日本国内を案内する

訳案内士試験の合格率は、2003年の小泉

かわらず、正規・非正規ガイドが混在し

通訳案内士が創出する価値についての学

元首相による観光立国宣言までの合格率

ている現状は、通訳案内士が時代のニー

術的な研究がほとんどないとし、ガイド

は概ね一桁台と難易度が高かった。その

ズに あ っ て い な い ことを示している。

が提供する価値についての共通認識が関

後急速に伸び、2013年は過去最高の25.5

2020年の東京オリンピック・パラリンピ

係諸団体間において共有されていない現

％となっている（図－１）
。
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試験は毎年１回実施される。第１次試

ための実践的な能力が判定される。2013

るが、受験者数は2007年の9,245名をピー

験（筆記）は８月下旬、第２次試験（口

年に通訳案内士試験ガイドラインが改正

クに減少し、2013年は半数の4,706名とな

述）は12月上旬を経て、最終合格者の発

され、通訳案内士試験の一部科目を免除

っている（図－１）
。2014年に受験者数が

表は翌年２月上旬である。筆記試験科目

する制度が拡大した。外国語筆記試験で

回復した理由は、英語の筆記試験の一部

は、外国語、日本地理、日本歴史、一般

は、英語は従来の実用英語技能検定１級

科目が免除され、免除枠を利用した出願

常識（産業・経済・政治、文化）である。

の他、TOEIC840点以上を得ている者も

者数が45％上昇したためである４。2013年

外国語は英語、フランス議、スペイン語、

免除となる。フランス語技能検定１級、

に観光庁が、通訳案内士・地域限定通訳

ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルト

ドイツ語技能検定１級、
中国語検定１級、

案内士・特区通訳案内士を対象に実施し

ガル語、ロシア語、韓国語、タイ語（2006

ハングル能力検定試験１級に合格してい

た受験動機に関する調査結果（図－２）に

年試験より追加）の10か国語である。口

る者は当該筆記試験が免除される。その

よると、通訳案内士試験の受験動機の第

述試験は、総合的な外国語能力や一般常

他、地理、歴史、一般常識の科目につい

１位は「語学力を証明するため」、２位が

識に係る知識の他に、通訳案内の現場で

ても外部試験の成績が免除される。

必要とされるコミュニケーションを図る

通訳案内士試験の合格率は上昇してい

「就業」であった。次いで、「自己研鑽・
趣味」
、
「通訳・翻訳業に活かすため」と
続く。就業目的を動機の第１位として受

図－１

通訳案内士試験受験者数・合格者数・合格率

験した者は、地域限定通訳案内士試験と
特区通訳案内士試験の受験者であった。
受験動機や受験者数の減少から、難易度
の高い試験に合格しても通訳案内士とし
て生計を立てることが難しいという認識
が定着していることもうかがわれる。通
訳案内士試験は外国語による唯一の国家
試験である。通訳案内士試験の作成・採
点に携わってきた三瓶氏５は、
頂点を極め
るために国家試験にチャレンジして満足
を得るという受験者がいることを認め、
通訳案内士として就業する人だけを対象
にした試験に変更すると、受験者が相当

＊2014年の数値は筆者加筆

出典：観光庁（2014）

減るのではないかと述べている６。試験が
本来の機能を果たさず、語学力を測る試

図－２

通訳案内士試験受験の動機

験と考えられていることがわかる。
東京オリンピック・パラリンピックに
向け、通訳案内士数の増加は喫緊の課題
である。2014年、2015年と毎年通訳案内
士試験のガイドラインが改正され、科目
免除枠が拡大している。そのため2015年
度の出願者数は過去最高の12,168名とな
った。
通訳案内士試験実施の意味が、本来の
目的と乖離してしまっていることは試験
問題を見れば明らかである。
2014年11月、
全16の通訳案内士団体が太田昭宏国土交
通大臣に「通訳案内士試験の改善に関す
る意見書」を提出した。通訳案内士試験
の出題内容について、実務と無関係な問
題が多すぎることを指摘している。ここ
数年の日本歴史、日本地理、一般常識の

出典：観光庁（2014）「通訳案内士の就業実態等について」
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科目では、細かい年代、地名、人名など

因になる。そればかりでなく、合格でき

でいることもあるため、２月初旬に合格

を暗記しなければ解けない問題や、観光

ずに無資格で活動する者を増やす可能性

通知を受け取った新合格者が申し込みを

案内に必要のない知識を問う問題が目立

も秘めている。

してもすでに満員になっていることも珍
しくない。空きが無く、新人研修を受講

ち、主要観光地や日本文化への理解力を
測る問題が少ないという。その一例とし

2－2

通訳案内士の研修

できなかった新合格者は現場に出ること

て「東京証券取引所大納会における日経

国は国家試験は課すが、その後は通訳

にためらいを感じ、唯一、新人にも仕事

平均株価の終値は2012年から2013年にか

案内士にほとんど関知しない。通訳案内

の機会がある花見の季節に稼働できな

けてどのように変化したか。（正解：約

士試験に合格し、資格を取得しても翌日

い。通常、旅行会社はベテランの通訳案

10400円から16300円へ）」のような、金融

から通訳案内士として働くことは不可能

内士を求めるため、実務経験の浅い通訳

機関で働いている者でも難しい問題が挙

に近い。現行の試験が実務の要素を幅広

案内士には仕事の依頼はほとんどない。

げられている。筆者が2014年度の試験を

く採りいれているわけではないことは明

新合格者の中には資格を活用することな

概観しただけでも、外国人の訪問率が全

らかである。通訳案内士として就業する

く、次年度の新人研修の機会を待ってい

国最下位の島根県の「荒神谷遺跡」につ

には、各自が実務を想定した演習をしな

る者が少なくない。

いて問うものや、
「反本地垂迹説」を主張

ければならず、そのためには研修が不可

研修の受講料も決して安くはない。研

した人物に関する出題など、観光ガイド

欠である。行政機関は合格者を対象とし

修受講後に通訳案内士として就業できる

に必要とは思えない難問が多い。通訳案

た新人研修は行わない。合格書類に通訳

保証もなく、東京と京都、２箇所の研修

内士に真に必要な能力を問うはずの試験

案内士団体の一覧表を同封し、研修会や

を受講しただけで10万円を超える受講料

であるにも関わらず、現場に即していな

免許取得後の就業に関する情報は各通訳

を払い、研修期間中の滞在費や交通費な

い問題が数多く出題されることには疑問

案内士団体に問い合わせるようにと案内

ども含めると相当な金額となる。受講を

を感じる。2015年４月、試験のガイドラ

するだけである。

ためらう新合格者がいることは容易に想

インが改正された。一般常識などは実務

新人研修は、各通訳案内士団体が独自

像できる。このような実態が、資格を活

に役立つ知識に力点を置かれたはずだっ

に有料で、２月中旬から３月初旬の花見

用していない通訳案内士が多数存在する

たが、俯瞰しただけでも、
「2010年に東京

シーズン前に数回実施している。新人研

理由の１つとなっていることも考えられ

外国語大学の医療外国語講座で扱われた

修に参加する者は新合格者だけとは限ら

る。

３言語は何か」など出題の意味が不明な

ない。実務に関する知識や経験の乏しい

JNTO は、訪日外国人旅行者の増加を

設問が依然多いことに変わりはない。

通訳案内士も参加する。新人研修の実施

目的とし、日本の観光の魅力を海外に宣

現在、通訳案内士の７割は50歳代以上

期間は限られているが、募集は年末から

伝し、国内の受け入れ体制の整備をする

であり、20～30歳代は１割と少ない７。旅

開始している。通訳案内士として活動し

機関である。通訳案内士試験を代行し、

行会社はシニアを使いたがらないという

ていなかった有資格者が早々と申し込ん

通訳案内士試験の作成委員もいる。にも

声もある 。５年、10年後には益々通訳案
８

内士の高齢化が進む。職業としての魅力
が高まらない限り、通訳案内士のなり手
がいなくなってしまうことが懸念される
なか、実務と無関係な出題の多い試験の
実施は、通訳案内士の量的拡大を阻む原
図－３

通訳案内士の年齢構成

表－１

2015年新人実務研修実施状況
団体名

研修日と受講料

社団法人日本観光通訳 関東地区全５日間２/24～２/28
協会（JGA）
関西地区全４日間３/５～３/８

）内は会員料金
￥50,000（￥45,000）
￥40,000（￥35,000）

東日本地区５日間研修2/20～22・28・3/1
協同組合全日本通訳案
定員135名（先着順） ￥50,000
内士連盟（JFG）
西日本地区３日間研修2/14～2/16
定員 42名（先着順） ￥30,000
特定非営利活動法人通 東京Ａコース３/７・８・13・14・15
訳ガイド＆コミュニ
Ｂコース３/７・８・14・15
ケーション・スキル研
Ｃコース４/11・12・18・19
究会（GICSS）
大阪Ｄコース５/２・３・４・５
各コース￥75,600（￥54,000）
関東

Ａ日程３/２～３/６
Ｂ日程２/28～３/９
特定非営利法人日本文
Ｄ日程５/28～６/１
化体験交流塾（IJCEE）
関西 Ｃ日程３/12～３/16
Ｅ日程６/11～６/15
出典：観光庁2015「通訳案内士の就業実態等
について」

（

募集120名
募集 80名

一 般 社 団 法 人 関 西 通 京都研修２/18
訳・ガイド協会
３/１

￥8,000
￥12,000

通訳案内士団体のホームページを基に作成
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￥59,800（￥49,800） ＊１日だけ
￥59,800（￥49,800）
の受講は
￥59,800（￥49,800）
￥13,000
￥59,800（￥49,800） （￥10,800）
￥59,800（￥49,800）
各回35名
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かかわらず、定員の関係で新人研修を十

連携によるシステムの構築が必要だと考

professionnelle de guide-conférencier の

分に受けることができない通訳案内士が

える。

ディプロマ（公認ガイド修了証）を取得
することが必要となった。
講義は年間600

いることや、団体による新人研修の質が
統一されていない状況には関与しない。

３．諸外国のガイド資格付与

時間以上である。講義科目は「歴史・文

日本の通訳案内士の輩出方法を考える

化財の知識」
「文明の歴史と現在」「美術

いと い う 通 訳 案 内 士 か ら の 声 に 対 し、

にあたり、海外のガイド資格付与につい

と文化遺産の歴史」
「ヨーロッパ及びフラ

JNTO の統括役は2015年２月の検討会で

て調査した。49の国や地域のガイド免許

ンス文学論」
「フランス地理学」
「文化論

通訳案内士団体間の連携不足を指摘して

の有無を調査した有泉（2005）の研究結

と美術品説明」
「外国語（最低２か国語）」

いる９。通訳案内士団体は相互の連携によ

果に、５ヶ国を加えた計54の国や地域を

等とされている。このほか８週間～12週

り通訳案内士のニーズに応えられるよう

分析したところ、８割の国や地域でガイ

間の実地研修も含まれている。これらの

な横断的なシステムを構築すべきである

ド養成学校や研修機関が設置されている

講義・研修を修了すると職業証（ライセ

と述べ、通訳案内士自身がSNSを利用し

ことがわかった（巻末資料１）
。

ンス）が付与され政府公認ガイドとして

通訳案内士になっても就労する機会が無

就業することが可能となる。

てニーズの掘り起こしをする必要性をあ
げた。Facebook やブログ、Twitter を駆

3－1

ガイド育成機関
（２）中国

使して海外に直接情報を発信すること

ガイド資格の付与がどのように行われ

で、個人客や富裕層を呼び込むことが可

ているかを把握するため、外国人旅行者

能 で あ る と し、
「現 に、善 意 通 訳 団 体

受入数の上位５ヶ国 の制度を調査した。

関する規定は無い。しかし全国にガイド

（SGG）ではそのような活動を行なってい

対象５ヶ国は、ガイド免許制度の無いア

コースのある大学が117校（2011年）、専

るところもある」とボランティア通訳団

メリカを除き、上から順にフランス、中

門学校が1093校（同年）設置されている。

体の取り組みをあげた。一方、JNTO が

国、イタリア、ドイツ、イギリスである。

これらの教育機関で、ガイド育成のため

海外に向けてどのように通訳案内士の存

５ヶ国全てに、ガイド免許を取得するた

に地理、外国語、模擬実習などの授業が

在や価値について PR しているのかとい

めの教育機関が設置されていた。また、

実施されていたり、地域によっては補修

う質問 に対しては、「情報提供はしてい

教育機関での研修後、修了試験がガイド

指導という特訓コースもあることから、

るが、問合せは少ない」
「通訳案内士に焦

免許取得試験と同一視されていることも

実質的には試験受験前に研修が実施され

点を絞って情報発信はしていない」
「通訳

わかった（表－２）
。

ていると言える。
通訳案内士試験は毎年、

10

中国では法律上、試験前研修の受講に

11

各地域の人民政府旅行行政部門により筆

案内士制度（の有無）は伝えているが、
通訳案内士の利用価値（の具体的な説明）

（１）フランス

記試験と口述試験が実施される。試験内
容は大きく、観光法律規定、観光実務、

まではやっていない」と回答している。

以前は国内全域で活動可能なガイドと

JNTO は日本の観光資源を海外に発信

地域限定ガイドの２種類のガイド制度が

基礎知識、語学の筆記と、現場の模擬案

する事業を行う機関である。通訳案内士

あった。しかし2011年に１本化され全国

内や即興スピーチが課せられる口述試験

は価値のある人的資源である。JNTO が

区のガイド制度のみとなった。新制度導

に大別される。語学（筆記）は標準中国

通訳案内士に求めている町の魅力発信や

入により、ガイド認定試験も廃止され、

語を加えた12言語である。試験には「初

質の高いサービスの PR は、JNTO に求

2012年からは原則として指定の大学等で

級」と、不定期に実施される「中級」
「高

められている役割である。現在の姿勢は

外国語の面接試験を経たのち、License

級」
「特級」がある。中級以上の試験は国

他人任せと言わざるを得ない。海外マー
ケットに通訳案内士の活用を積極的に発

表－２

ガイド育成機関および研修内容

信していないにもかかわらず、通訳案内
士や団体にばかり努力を促すことには疑
し、通訳案内士を誕生させる機関であれ
ば、通訳案内士の有効活用や就業機会拡
大に対する取り組みに関わり、通訳案内
士が提供する案内サービスの実態や質の

フランス 指定大学
中

国

イタリア
ドイツ

高さを積極的に海外に発信する必要があ
る。通訳案内士の就労拡大へのニーズに
対しては、国と通訳案内士団体との相互

イギリス

観光系大学
専門学校の養成コース

研修項目・研修内容
講義600時間／年＋８週間～12週間
実地研修
講義、模擬実習

専門学校のガイドコース
（州、県により違う）

職業教育コースあり

連邦政府観光ガイド連盟
（最低３年間の実務経験要）

講義400時間／年＋ガイド技能実地
研修

政府認定ガイド訓練機関
Guild of Guide Lecturers

18か月（ブルーバッジ取得コース）
の講義＋実地研修

観光庁（2009）の資料、海外のガイド通訳協会の情報を参考に作成
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➡

修了試験又は資格付与

問を感じる。通訳案内士試験に深く関与

教育機関・研修実施機関
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家旅遊局がガイド不足と判断した場合に

ルーバッジ資格取得コースは通常18か月

講する必要がある。また、中級、高級、

のみ実施される。

である。同コースを受講するためには、

特級の等級制度があり、就業年数、ガイ

イギリスの基礎知識テストと面接に合格

ドコンテストへの参加、旅行会社の推薦

しなければならない。研修項目は、
歴史、

等により上位レベルに昇格できる。等級

建築、美術、地理、産業などの基礎的講

によりガイド証の色も違う。

（３）イタリア
州や県により違いがあるものの、ガイ

日本には通訳案内士資格の更新制度は

ド資格試験を受験するための職業教育

義、商品知識、精神・道徳・社会・文化、

コースがある。資格取得のためには筆記

環境問題、実際に街を歩きマイクを使っ

無い。そもそも、通訳案内士の登録者数

試験と口述試験に合格することが必要で

て話す実務研修、ボイストレーニング、

については抹消登録がなされないため正

ある。資格の枠組みは全国統一だが、州

救急法など多岐にわたる。政府認定ガイ

確な人数が不明である。毎年観光庁が発

や県により試験内容は異なる。筆記、口

ド訓練機関での研修を終えれば、修了試

表する通訳案内士登録者数は、転居者、

述試験ともに、外国語、芸術や建造物、

験を経て資格取得が可能である。修了試

物故者情報の更新が無いまま、試験合格

遺跡、自然景観、環境資源に関する知識

験の内容はレベル（レベル２～４）によ

者数を上乗せしたデータである。

が問われる。州や県によっては、歴史や

り異なるが、
筆記試験と実技試験である。

美術、考古学の学位を取得している者は

実技試験は実際に観光地で実施される。

一部試験が免除になる。

筆記試験の科目は研修時の科目と同様に

訪日外国人旅行者の受け入れ体制が未

「実務スキル」
「精神・道徳・
イタリアの法律では、歴史的建造物、 「商品知識」

整備で、通訳案内士試験の合格率が一桁

美術館など文化財に関する説明・案内は

社会・文化関連」
「環境問題」
「健康と安

台だった時代には、有資格者のニーズも

公認資格を持つガイドに限られている。

全管理」「ヨーロッパの発展」からなる。

あり、実務経験を積みながらガイド技術

日本語のような特殊言語の有資格者がい

ガイド認定試験が廃止されたフランス

を向上させることが可能だった。しかし

ない地域で、特殊言語を使用した案内が

を除いた４か国で、ガイド試験が講義・

高度な外国語能力を持つ者が珍しくなく

必要な場合には、有資格者の他に「観光

研修の修了試験に位置付けられているこ

なった現在、知識偏重型の試験に合格し

通訳免許」を持つ者の同行・案内が認め

とがわかった。

ただけではガイド技術の優劣が不透明な
ため就業には結びつかない。研修の機会

られている。近年では日本語がイタリア
全州（20州）の口述試験の外国語科目に
加えられている 。
12

（４）ドイツ

４．まとめ

3－2

ガイド免許更新制度

は非常に限定的であり、自助努力でガイ

イギリスと中国にはポイント制による

ド技術を向上させるには限界がある。産

ガイドの更新制度がある。イギリスでは

業界は実務経験の少ない有資格者を敬遠

毎年一定以上のポイントを維持すること

する。

ドイツ連邦政府観光ガイド連盟が研修

が必要である。
「自己啓発」
「関連コース・

一方、海外では、実務研修と通訳案内

を実施している。400時間の研修項目は

ガイドツアーへの参加」
「期間認定コース

士試験の合格により、ガイド免許が付与

「ガイド技能」「歴史等に関する理論的知

への参加」
「学習者の補助」
「会議・展示

される仕組みが構築されている。最終試

識」
「プレゼンテーションテクニック」
「コ

会・イベントへの参加・業務」等のカテ

験合格者にガイド資格が付与され、資格

ミュニケーションテクニック」「団体管

ゴリーでポイントを蓄積する。ブルーバ

を取得したガイドは即戦力である。この

理」
「実地研修」等である。研修が終了す

ッジガイドは年間40ポイント以上の蓄積

ような制度であれば、資格を活かして就

ると、筆記の修了試験を受験する。試験

が必要とされている。

業することが可能となり、職業としての

科目は「法律」
「社会保障」
「教授法」
「一

中国では毎年、ガイド証更新のために

魅力も広く知られるようになる。通訳案

般常識」である。合格者は一般ガイドと

審査を受けなければならない。審査は各

内士として就業することを目標にする若

して認定されるが、さらに専門性の高い

自の就業状況やポイント数による。ポイ

者も増え、産業界のニーズに適した多言

ガイドとして、自然、景観、ワイン、グ

ントはイギリスとは逆に減点方式であ

語ガイドも多数輩出される。

リーンツーリズム、博物館、教会、地域

る。持ち点10点から、業務中の喫煙（２

国は今まで、能力があり通訳案内士と

限定、歴史的衣装、農業などの専門分野

点）、ガイド証不携行（４点）
、旅行者に

して就業したいと考えている者に自助努

ごとの認定も行われる。

暗示的な方法でチップを要求する行為

力だけを課し、
支援を行ってこなかった。

（６点）、独断的な旅程変更（８点）
、旅行

この方法では質の高い通訳案内士の量的

者に被害や損失を発生させる行為
（10点）

拡大は進まない。通訳案内士として就業

等の項目に相当する場合に減点される。

することを目的にしている者が、講義と

Guide Lecturers」が研修を実施する。レ

減点項目は細かく設定されている。審査

実技研修を経て試験に臨み、合格して即

ベルにより内容は異なるが、最高位のブ

の結果、不合格の場合には養成研修を受

戦力となる仕組みが必要である。国がそ

（５）イギリス
政 府 認 定 ガ イ ド 訓 練 機 関「Guild of
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の質を担保している通訳案内士の量的拡

態と育成体制のありかた」
『日本国際観

大には、実技研修を経た筆記試験による

光学会論文集』第14号

資格付与が急務であると考える。

・権代三重子（2009）
「インバウンド促進
における通訳案内士の活用に関する考
察」立教大学大学院修士論文
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旅行サービスにおける通訳案内業の実

― 日中両国への提言及び今後の課題

資料１

or.jp/index.html

最終閲覧2014/5/7

・日本政府観光局「通訳案内士試験ガイ
ドライン」 最終閲覧日2015/11/08

・趙茜（2013）
「旅行業における日本と中

～第６回

・通訳ガイド＆コミュニケーション・ス

h
 ttps://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_
guide_exams/exam_guideline.html

諸外国のガイド免許、試験、罰則規定
免許制度
（認可、登録等を含む）

国・地域

アメリカ

全国的な制度は無い。
州、地域によってはガイド団体による
独自の認証制度有り（ニューヨーク市、
―
ワシントン DC、サウスカロライナ州、
ニューオリンズ州、ハワイ州は免許制
度有）

アラブ首長国連邦 有（免許）

イギリス

試験・研修制度

罰則規定
（NG は無免許ガイド、E はその雇用者）

無

NG拘留６か月以内と罰金。又はどちら
か一方。

有

上位レベル（ブルーバッジ）のみ研修有。 無。但し、指定された観光施設ではブ
有。
ロンドンの場合、２年間の非全日制研 ルーバッジガイド以外のガイドによる
政府認定機関（ガイド訓練機関Guild of
修後、筆記、実地試験。試験はバスに 案内は禁止。無資格者がガイディング
Guide Lecturers）による認定制度。
乗車してのテスト１日半と筆記試験と を行った場合、中止と退出が求められ、
レベル別に認定される
外国語。合格率５割
E には警告状が送付される。

イスラエル

有（免許）

有（筆記・会話試験）研修有（イスラ
エル観光専門学校にガイド訓練科有。
―
所管の課程を修了するとガイド証明書
を附与される。）

イタリア

有（州・県ごとに試験）

有（ガイド学校に１年通学後、試験受験） NG 有

イラク

有

有

インド

登録制。
特定の大学卒業者で研修と試験を経た ８週間の研修後、筆記と実地試験
者に身分証明書の発行。

無

エジプト

有。特定の大学（観光専門学校）卒業
試験（筆記、口述）有
者は有資格者として認められる。

―

エルサルバドル

有（証明書）

公認の学校卒業後、筆記・口述試験

NG罰金。36時間留置。罰金を払わない
場合は15日間以内の拘留。

オーストラリア

無

―

―

NG 罰金
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免許制度
（認可、登録等を含む）

国・地域

試験・研修制度

罰則規定
（NG は無免許ガイド、E はその雇用者）

オーストリア

有（公認ガイドは会社設立の申請が可 試験有。州立ガイド学校卒業後、受験。
NG 罰金
能）
試験は地方別。

オランダ

Street guideの免許を交付する地方自治 試験有。
体がある。
ガイド専門学校有。

―

カナダ

オンタリオ州ナイアガラ地区、モント
有
リオールは免許制度有

―

＊カンボジア

有

―

韓国

有
（2009年より新制度実施）

観光専門学校等を卒業後、試験

有（試験）。
E 有。
韓国通訳案内士協会会員対象の研修制
2015年３月より NG も有。
度有。

ギリシャ

有（許可）。ガイドは名所・旧跡の案内
をする者。通訳は入出国・ビジネスに
３年のガイド養成学校卒業後、試験
おける通訳、市内その周辺の案内をす
る者。通訳は外国語の試験のみで許可。

NG 有。
通訳がガイド業務を行った場合は免許
の一時又は永久取りあげ。

ケニア共和国

有（サファリガイド）

観光専門学校卒業後、認定

無

ジブラルタル

有（免許）

面接有

NG 罰金

シリア

有（免許）

試験有、研修無

―

シンガポール

有

３か月の全日制研修後、実地、筆記、口 NG・E 罰金。再犯の場合は増額。
頭試験
旅行業者の再犯は旅行業免許取消。

スイス

無

観光協会で研修有

―

スウェーデン

認可

２－３か月の研修後、試験

―

スペイン

有

３年の観光専門学校卒業後、試験

―

スリランカ

有

無

NG 罰金又は禁錮

タイ

有（TOT：Tourist Organization of
Thailand が許可）

有。大学に設置された３か月の研修課
NG 有
程後、証明書取得

台湾

有（認可）

３週間の研修後、省・市の筆記、口頭
有
試験

＊トルコ

有（文化観光省公認ライセンス）

専門学校、大学卒業後に試験。資格取
無
得後実践研修有

中国

デンマーク

ドイツ

有
（国によるガイドスコア管理有。持ち点
10点より減点制。無断でガイド活動を
止めた場合８点減点）
警察の認可

大学で専門分野専攻後、付与。
NG・E 有（1000元～30000元以下の罰
又は国家試験受験合格。
金）。
地域により自治体実施の研修参加義務
専門警察による NG の取り締まり有
有。
地方自治体の試験有。週２時間６か月
の研修。
―

ドイツ政府観光局、ドイツ連邦政府観
・地方観光協会が研修実施（400時間）。
無
光ガイド連盟による認定制度
・受験には最低３年の実務経験要
（全国統一資格）
有（区域限定免許）。
法令名は「無免許ガイド禁止法」

―

NG 有

ニュージーランド 無

―

―

ネパール

有（免許）

試験の後、観光省が研修

NG 罰金

ノルウェー

有（許可）。観光協会が証明書発行

試験無、研修有

無

パキスタン

身分証明書（日当、遅刻の罰金、取消
２週間の研修後、試験
料金は観光局が決める。）

無

ハンガリー

有（免許）

８か月の研修

―

フィリピン

有（免許）

有。研修有

―

フィンランド

有

国家試験有（免許更新時も試験有）

―

ブラジル

無

―

―

ナイジェリア
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免許制度
（認可、登録等を含む）

国・地域

試験・研修制度

罰則規定
（NG は無免許ガイド、E はその雇用者）

フランス

有（職業証）
＊18歳以上

NG・E 罰金有。
大学で専門分野を専攻、かつ600時間／ ヴェルサイユ宮殿、ルーブル美術館で
年コースを受講後、付与
は施設側が自主的にガイドライセンス
を確認している。

ペルー

有

公認の学校卒業後、登録

有（刑法に罰則規定）

ベルギー

有（州政府発行職業証）

有

―

ポーランド

認可

170時間の研修

―

ボリビア

有（免許）

公認学校卒業が合格要件

NG 罰金

ポルトガル

有（免許）

試験有。
ガイド協会の研修有。

NG・E 罰金

香港

観光協会が証明書発行

香港観光協会による研修・試験。
中文大学にガイド１年コース有

―

マルタ共和国

有

有

NG 罰金

マレーシア

有（州政府から免許）

国家試験後、３か月の研修。免許更新
NG 罰金
のために一定量の講義の受講が必要

メキシコ

有

公認学校修了後、筆記・口述試験

NG 罰金又は36時間留置。
罰金をすみやかに払わない場合は15日
間以内の拘留。

＊

モロッコ

有

試験有、研修制度無

―

＊

モンゴル

有

公認専門学校（６か月）又は観光学系
大学卒業後に登録可。
―
旅行会社の独自制度も有

ヨルダン

有

有

ロシア

有

モスクワ大学にて２年間、歴史・芸術・
―
建築・外国語研修あり

NG 有

表内＊印は筆者が加えた国。韓国、フランスは新制度に移行したため内容を修正。
出典：有泉晶子（2005）に筆者調査国（＊印５か国）を加筆
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