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日本の観光政策
日本から海外へ渡航する観光客に比べ、
海外から日本を訪問する観光客は３分
の１程度

国土交通省は「外国人旅行者訪日促進
戦略」の一環として2003年からビジッ
ト・ジャパン・キャンペーンを実施

「2010年までに1,000万人の訪日外国人
誘致」を実現するための活動を開始

 2013年 1036.4万人を達成



http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html


国土交通省 通訳案内士規定

通訳案内士は、報酬を受けて、外
国人に付き添い、外国語を用いて、
旅行に関する案内をすることがで
きます。通訳案内士になるには国
家試験（国際観光振興機構が実
施）に合格し、都道府県知事の登
録を受けなければなりません。



通訳案内士（通訳ガイド）
 職業資格認定制度がある唯一の通訳資格

◦ 国家の認定する唯一の語学関連資格試験

◦ 国土交通省認定通訳案内士

◦ 報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用い
て旅行に関する案内をする

◦ 語学力が優秀であるだけでなく、日本の文化、
歴史、地理さらに産業、経済、政治といった分
野に至るまで、幅広い知識、教養をもって日本
を紹介する

◦ “民間外交官”ともいえる国際親善の一翼を担
う仕事



通訳案内士 試験
１．試験語学
英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタ
リア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語

２．受験資格
年齢、性別、学歴その他の制限はなし

３．試験の内容
第１次試験 外国語の筆記試験、日本地理、日本歴史、
産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
第２次試験 通訳案内の実務（筆記試験で選択した外国
語による実践的コミュニケーション能力。人物考査を含
む。）

過去問題の入手先
http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/question_arc
hive.html

http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/question_archive.html


通訳案内士の合格率（H.26）
https://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/pdf/guide_gokakusha_h26.pdf

https://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/pdf/guide_gokakusha_h26.pdf


通訳案内業（ガイド）に従事す
るには
資格試験合格後、免許取得

↓

ガイド研修参加

↓

派遣会社や旅行社に登録

↓

スポットで受注、定期観光バスで就業
など



定期観光バスの通訳ガイド

 はとバス http://www.hatobus.com/ 
英語・中国語によるガイディングが用意されて
いる。

 使用言語
中国語、英語、韓国語、スペイン語

 ツアー・トレーサー
ＧＰＳ(Global Positioning System、全地球測位
システム）を利用し、バスの運行に合わせたガ
イドが自動的にヘッドフォンに流れるシステム
韓国語、スペイン語はツアー・トレーサーを使
用





はとバス（中国語）
http://www.hatobus.com/jp/course/metropolis.html

哈多巴士成立半个世纪以来，不断为旅客
提供各种便利与欢乐的巴士旅游，如今已
可说是东京观光的最佳代名词。 无论是
参访经典日式风情的神社佛阁与日本庭园，
亦或是前往崭新的热门观光景点，哈多巴
士为您提供了日式美食、购物之乐、邮轮
船旅等结合不同乐趣的各式行程，让您尽
享东京无穷魅力。
我们为大家准备了有英文导游陪同和有中
文导游陪同的旅游项目。

http://www.hatobus.com/jp/course/metropolis.html


はとバス（韓国語）

설립이래반세기이상편리하고즐거운버스
투어를제공해온하토버스는지금은도쿄관광의
대명사가되었습니다.
인기코스인신사불각과일본정원, 그리고화제의
새로운관광지등의방문과일식체험과쇼핑, 
크루징과같은즐거움을조합한다채로운코스에서
도쿄의매력을마음껏즐겨보시기바랍니다.
영어가이드가동행하는투어와중국어가이드가
동행하는투어도마련되어있습니다.
영어가이드가동행하는투어외에, 중국어, 한국어, 
스페인어자동가이드시스템 '투어트레이서'를
이용하실수있는투어도마련하였습니다.



はとバス（スペイン語）
Desde su creación, Hato Bus ha venido ofreciendo cómodas y 
divertidas giras turísticas en autobús a lo largo de medio siglo, 
habiendo llegado a convertirse en la actualidad en el símbolo 
emblemático del turismo en Tokio. Tanto visitando los santuarios 
sintoístas y los templos budistas más típicos o los nuevos lugares 
en boga, como descubriendo la cocina japonesa, yendo de compras 
o haciendo un crucero, nuestra gran variedad de giras incluye una 
amplia gama de amenidades que le permitirán disfrutar al máximo 
de los atractivos de Tokio.
Ofrecemos tours con guías en Inglés y en Chino. Además de giras 
con acompañamiento de guías de habla inglesa, ofrecemos giras en 
las que puede utilizarse un sistema "indicador de gira" que 
funciona como guía automática en los idiomas español, chino y 
coreano.



はとバス（英語）
With over a half century of experience introducing the beauty 

and history of Tokyo, the name Hato Bus has become 
synonymous with Tokyo tourism—offering visitors the most 
convenient and fun tours ever.
Whether you are looking for the time-honored standbys—
shrines, temples and Japanese gardens—or the more 
fashionable and trendy hot spots, Hato Bus Sightseeing Tours 
have exactly what you want! We have created wonderfully 
diverse courses combining a little of everything, from 
traditional Japanese food to excellent shopping, even 
picturesque cruising, to ensure that you end the day replete 
with the charms of Tokyo!
We offer tours accompanied by English-speaking and Chinese-
speaking guides.



通訳ガイドの実際

通訳ガイドの働きぶりにつ
いて

ＤＶＤを見てみましょう。



芸能・スポーツの通訳
 芸能通訳

◦ 来日したアーティストの記者会見、インタビュー、
テレビ出演およびその打ち合わせ、日常生活の世話、
スケジュール管理、芝居の稽古やリハーサルの通訳
など多岐にわたる

 スポーツの通訳
◦ 国内外で開催されるスポーツ大会などイベントでの
通訳（選手団付き、事務局付き、ＶＩＰ付き、プレ
ス、インフォメーション、連絡など）

◦ プロスポーツ（野球、サッカー、格闘技など）の選
手付き、インタビュー、練習、スタッフ、他の選手
とのコミュニケーション、生活全般の世話



芸能・スポーツ通訳者の資質
 自分が通訳を行うジャンルに関する幅広く
深い知識が必要
◦ 映画、演劇、音楽などに関する知識

◦ スポーツのルール、周辺的情報（選手、記録、チームの勝敗
などなど）

 舞台度胸が必要
◦ テレビ出演や記者会見など人前に出て通訳する

 ホスピタリティーが必要
◦ アーティストやスポーツ選手と長時間ともに行動するため、
世話好きな性格が望ましい

◦ 実例 浦和レッズ監督インタビュー 5分33秒あたり
https://www.youtube.com/watch?v=s9Q7GgREnNQ

杉浦大輔さん（通訳兼コーチ）

https://www.youtube.com/watch?v=s9Q7GgREnNQ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E6%B5%A6%E5%A4%A7%E8%BC%94


政府機関、地方自治体

 職員として団体や財団法人あるいは
都道府県庁の国際課などに勤務し、
国際交流業務を行う。

 通訳業務は本来業務の付帯的なもの
として扱われる場合が多い。

 仕事の内容

◦ 海外との連絡（翻訳業務を含む）

◦ 外国訪問の手配、随行、通訳

◦ 来日訪問団の受け入れ、接待、見学や訪
問のアレンジ、随行通訳など



官庁での国際業務

 外務省
◦ 在外公館勤務、外交の通訳

 防衛庁
◦ 在日米軍との折衝における通訳、領海侵
犯事件などの交渉通訳、自衛隊海外派遣
など

 警視庁
◦ 通訳センター勤務

 水産庁
◦ 乗船通訳



ボランティア通訳

 各地の国際交流協会

 仕事の内容
◦ 地域で開催される国際交流イベント

◦ 病院での医療通訳

◦ 外国人向け市民相談窓口業務 など

 問題点
◦ 無償奉仕であるため責任感が薄い

◦ 語学の勉強のために参加する人がいる

◦ レベルの低い「使えない通訳者」が少な
くない


