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　2014年，記録的な 1341万人という，東京都民より多い外国人が日本を訪れまし
た。さらに，日本政府は 2020年の東京オリンピックに向け，2000万人の訪日客を
誘致する意気込みです。そこでますます重要となってくるのが，外国人観光客に日
本の姿を正しく伝えることのできる通訳案内士です。
　そのための登竜門である観光庁の通訳案内士試験は，「外国語の試験」と「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」の知識テストか
ら成る筆記試験（一次試験）と，何らかのトピックに関するスピーチと Q&Aとイ
ンスタント通訳から成る口述試験（二次試験〔面接〕）とに分かれています。その
中の日本地理・歴史・現代社会の知識を一気に身につけ，通訳案内士試験に最短距
離で合格できるように本書は制作されました。
　本書は，2000年（特に多項式問題になった 2006年）から 2014年までの地理，歴史，
一般常識問題の徹底分析に基づいて生み出されたもので，頻出過去問題を考慮して
学習効果を UPさせるために重要な分野・項目別に並べてあります。また，本試験
のガイドラインに沿って出題されそうな，訪日外国人客の間で話題になっていると
ころは，まだ出題されていないものでもあえて加えました。
　さらに学習効率を高めるために，2000年以降 2回以上出題された重要事項を赤
文字にし，写真や暗記重要項目（頻出ポイント）を記しました。本書の重要項目を
一気にマスターしていただくために，付属の暗記用赤シートもぜひフル活用してく
ださい。また，勉強が息切れしないように，ためになる面白コラムを載せる工夫を
しました。
　本書の制作にあたり，多大な努力をしてくれたアクエアリーズスタッフの上田敏
子氏（全体構成企画・校正），岩間琢磨氏（校正），通訳案内士試験道場スタッフ全員，
および（株）語研編集部の島袋一郎氏には，心から感謝の意を表したいと思います。
そして何よりも，我々の努力の結晶である著書を愛読してくださる読者の皆さんに
は，心からお礼申し上げます。
　それでは皆さん，本書をマスターし，念願の通訳案内士試験を突破しましょう。
また，得られた知識と能力を通訳ガイドの業務や日常生活の中で役立てられんこと
を心から願っています。
　2015年 6月

植田一三
高田直志

 プロローグ
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　中国地方の東西に走る中国山地以北の鳥取県，島根県，山口県北部は山陰地方と
呼ばれ，中国山地の南に位置する広島県，岡山県，山口県南部は山陽地方と呼ばれ
る。山陰の気候は，一年中雨が多く，冬はシベリア高気圧のため雪の降り積もる日
本海側の気候であるのに対して，山陽は年中降水量が少なく，晴れた日が多い瀬戸
内海側の気候である。山陰では過疎化と高齢化が社会問題となっていて，例えば，
鳥取県の人口は日本一少ない五十数万人，また島根県の人口は七十万人台で二番目
に少なく，高齢化率は秋田県と並び日本最高レベルの 3割以上である。

地図で学ぶ頻出ランキングはこれだ！　中国地方編

山陰 山陽

横綱 石
い わ み

見銀山（世界遺産／島根県） 厳
いつくしま

島神社（平清盛／宮島）

大関 出雲（出雲大社／神話／島根県） 瀬戸内海国立公園（宮島他）

関脇 大
だいせん

山（大山隠岐国立公園／鳥取県） 秋吉台（カルスト／山口）

小結 山陰海岸国立公園（鳥取砂丘） 広島市（原爆ドーム／三角州）

前頭 三
さんべさん

瓶山（大山隠岐国立公園／島根） 関門海峡（下関市 -北九州市）

★★★石
い わ み

見銀山 ・
・・

★★三
さ ん べ

瓶山 ★★出雲

・ ★★大
だいせん

山

★★山陰海岸国立公園

・
・

★★★広島市
原爆ドーム

★★★厳
いつくしま

島神社

★★★秋吉台
カルスト台地・鍾乳洞

・
・

★★関門海峡

★★瀬戸内海国立公園

3． 中国地方
偉大なる維新の士を輩出した中国地方を一気にマスター！
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鳥取砂丘で知られる「鳥取県」の魅力とは！

　鳥取・島根の位置関係が曖昧な人は少なくない。山陰両県は高齢化率，人口や最
低賃金など，ワースト・ワンを競いあうお隣同士であるが，鳥取が島根に勝るもの
のなかに「伯

ほうき

耆富士」大
だいせん

山の雄姿に，鳥取砂丘の風紋の美しさがある。

◉頻出ポイントはこれだ！
▶ 山陰（中国地方北部・日本海側の気候で冬季に豪雪）

▶ 大
だいせん

山（＝伯
ほ う き

耆富士・中国地方最高峰・大山隠岐国立公園）

▶ 鳥取砂丘（山陰海岸国立公園・山陰海岸ジオパーク）

　鳥取県の自然・地形とは！　

　鳥取県の東部の海岸に横たわる風紋の美しい鳥取砂丘は山陰海岸国立公園の目玉
である。また地球科学的にみて重要な自然遺産を含む「山陰海岸世界ジオパーク」
にも指定された。鳥取県中部にはラジウム含有量が世界有数で，本格的な湯治場と
して知られている三

み さ さ

朝温泉があり，そのさらに山奥には，山
岳修験道の聖地として岩肌に建てられた寺院建築が知られる
三
みとくさん

徳山三
さんぶつ

仏寺投入堂がある。一方鳥取県西部にみえる富士山
型の山が中国山地最高峰の大山である。またの名を鳥取県西
部の旧国名をとって「伯耆富士」と呼ばれており，その南に
連なるジャージー牛の飼育で有名な高原地帯の火山，蒜

ひる

山
ぜん

と
ともに，大山隠岐国立公園を形成している。

神話の出雲，銀の石見，絶壁の隠岐で知られる「島根県」の魅力とは！　

　「島根」は県名より県東部の「出雲」という旧国名のほうが知名度は高い。だが
西部の石

いわ み

見は世界の銀の 1/3を産出したとして，また日本海に浮かぶ断崖絶壁の隠
岐は皇族が流された島として名高い。そんな知られざる島根をご案内しよう。

◉頻出ポイントはこれだ！

▶ 大山隠岐国立公園（島根半島の隆起沈降海岸・隠岐の海
かいしょくがい

食崖・三
さんべさん

瓶山）

▶ 重
じゅうでんけん

伝建（堀巡る水郷松江・世界遺産石
い わ み

見銀山・小京都津和野）

▶ 神々の国出雲（出雲大社・玉造温泉・風土記）

三徳山三仏寺投入堂
Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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　島根県の自然・地形とは！　

　島根県東部にある島根半島の西には伊勢神宮と並び日本を代表する神社，出雲大
社が鎮座し，「縁結びの神」のご利益にあやかろうとする人たちでにぎわう。
　県の中部には，17世紀前半には世界の銀の約三分の一を産出していたと言われ，
世界の流通経路を変えた世界遺産の石

い わ み

見銀山がある。そしてその銀を積み荷した場
所で，重伝建に指定された港町にある温泉が温

ゆ の つ

泉津温泉であり，これら世界遺産群
を見下ろすようにそびえる火山が三

さ ん べ

瓶山である。
　島根県の沖合には中世には後鳥羽天皇や後醍醐天皇が流された隠

お き の

岐島
しま

が浮かぶが，
特に海

かいしょく

蝕崖
がい

が発達した断崖絶壁の摩天崖のダイナミックさもよく知られている。こ
こは隠岐諸島ジオパークに指定されており，また島根半島，三瓶山，大山とともに
大山隠岐国立公園に指定されている。
　古い街並みとは！　

　島根の県庁所在地松江市は，国内には 5か所しかない国宝天守を有する城下町と
して知られる水郷で，今なお堀川遊覧船や明治時代の日本を英語で各国に紹介した
小泉八雲の旧居など，見どころも多い。またラムサール条約によって保護されてお
り，2014年シジミ漁が日本一だった宍

し ん じ

道湖に沈む夕日の美しさでも知られている。
この湖の南東には，『出雲国風土記』にも出てくる神々も湯

ゆ あ

浴みしたという玉
たまつくり

造温

泉がある。
　一方，鳥取県との県境，安

や す ぎ

来市には，日本画
の巨匠，横山大観コレクションや，米国の雑誌
“The Journal of Japanese Gardening”の日本庭
園ランキングで 2003年以来ずっと日本一の庭園
の座を守ってきた足立美術館がある。
　島根県の西部，山口県との県境にも古くから
の街並みが残っている。それは堀割にコイが泳
ぎ，町内には多くの神社仏閣，カトリック教会まであり，非常に落ち着いた雰囲気
の城下町で，「山陰の小京都」と呼ばれる津和野である。

足立美術館庭園
Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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維新の士を輩出した「山口県」の魅力とは！　

　吉田松陰，伊藤博文，桂太郎ら，近代日本を作り上げた男たちを生み出した萩。
下関事件に長州戦争，日清戦争の講和条約の舞台となった関門海峡。山口なくして
近代日本はない。では近代日本の旅にご案内しよう。

◉頻出ポイントはこれだ！
▶ 秋吉台国定公園（カルスト〔石灰岩〕・鍾乳洞）

▶ 重伝建（柳井の白壁の街並み・長州藩の城下町萩）

▶ 関門海峡（壇ノ浦）

　山口県の自然・地形とは！　

　山口県の北部は日本海側の気候で降水量が多く，
南部は瀬戸内海の気候で冬でも温暖な天気が続く。
県の中央に位置する高原地帯は，石灰岩が野原に
露出した，カルスト台地と，その地下は神秘的な
美しさを誇る秋

あきよしどう

芳洞で知られており，秋吉台国定
公園に指定されている。
　山口県の古い街並みとは！　

　島根県の津和野とともに知られる山陰の小京都というと，江戸時代に長州藩の城
下町となった萩市である。この町では文禄慶長の役で朝鮮から連れてこられた陶工
たちが表面に貫入というひびを入れた陶器，萩焼を作りだした。また，幕末には吉
田松陰率いる松下村塾などが倒幕運動の一大拠点になり，明治時代にはここから伊
藤博文など近代日本を担う人材が数多く巣立っていった。
　瀬戸内海側の都市とは！　

　山口県で人口が最も多い都市は県庁所在地の山口市ではなく，関門海峡を挟んで，
関門トンネルと関門海峡大橋で北九州市の門

も じ

司と結ばれている交通の要所，下
しものせき

関市

である。県南西部に位置するこの市の西側に広がる響灘でとれるフグは名物として
知られる。一方，県南東部を流れる錦川には錦

きんたい

帯橋
きょう

という五連の太鼓橋がかかる。
この橋の位置する岩国市の東は広島県である。

秋吉台のカルスト台地
Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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平和記念館で有名な「広島県」の魅力とは！

　2014年の旅行専門サイト TripAdvisorのランキングでは，訪日客のうち評価の
高い訪問地の第二位が広島平和祈念資料館だった。「あの日」のことをかみしめつ
つ平和を求めるのは日本人だけではない。そんなヒロシマをご案内しよう。

◉頻出ポイントはこれだ！

▶ 広島市（太
おおたがわ

田川三角州＝デルタ・城下町→原爆投下→政令指定都市）

▶ 瀬戸内海国立公園（世界遺産厳
いつくしま

島・鞆
とも

の浦・しまなみ海道・カキ）

　広島県の自然・地形とは！　

　広島県西部には，平清盛が平安時代末期に建てた厳島神社の社殿と朱塗りの大鳥
居海が海に浮かぶ日本三景の一つ厳島（宮島）が浮かぶ。また，県東部の福山市に
は江戸時代に朝鮮通信使が停泊し，対潮楼という楼閣から見た仙

せんすいじま

酔島の風景を絶賛
したことでも知られる港町の鞆

とも

の浦もある。これらすべてが日本初の国立公園の一
つ，瀬戸内海国立公園の代表的な景観である。
　広島市　

　広島市の地形で特徴的なのは，中国山地から流れる太
田川が瀬戸内海に流れ出るときに形成する三角州である。
三角州とは，川が海と接する平野部においていくつにも
分かれて海に流れる地形である。その三角州の元

もとやすがわ

安川上
空に 1945年 8月 6日，原子爆弾が投下された。
　広島県の古い街並みとは！　

　県東部の尾道市は山裾の狭い地区にたくさんの名刹が点在し，林芙美子や志賀直
哉ら近代の文学者たちも訪れて作品を書いた。現在この町は四国の今治に向かって
たくさんの島をつなぐしまなみ海道の起点でもある。尾道市の西は，古くから瀬戸
内海交通の要所として栄え，重伝建に指定されている古い酒蔵が建ち並び，「安

あ き

芸
の小京都」と呼ばれる竹原市である。

原爆ドーム
Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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瀬戸内海の景観を楽しめる「岡山県」の魅力とは！

　日本で初めて国立公園に指定されたところの一つが瀬戸内海国立公園である。温
暖な気候，移動するたびに車窓の海が異なる表情を見せる美しさ，そして新鮮な魚
介類など，日本初の国立公園の名に恥じないスポットがこの岡山にある。

◉頻出ポイントはこれだ！

▶ 中国山地蒜
ひるぜん

山（火山・ジャージー牛）

▶ 瀬戸内海の気候（年中温暖少雨）

▶ 倉敷美
び か ん

観地区（白壁の蔵造の街並み・美術館）

　岡山県の自然・地形とは！　

　本四連絡橋の一つ，岡山県倉敷市から香川県坂出に向かって架かっている瀬戸大
橋。その倉敷側にそびえる鷲羽山にのぼると，穏やかな多島海にかかるこの橋が美
しく，瀬戸内海国立公園のなかでも特に景観を誇るところである。
　岡山県の古い街並みとは！　

　岡山市には，その黒い色から烏城と呼ばれる岡山城があり，そこから川を渡った
ところにあるのが日本三名園の一つ，後楽園である。県の北部には，中国山地の山
あいの城下町で，美作の小京都とも呼ばれる津山市があるが，ここにも商家の町家
や武家屋敷が残されている。
　岡山市に次いで人口の多い都市が倉敷市で，江戸時代には岡山周辺の商業の中心
として栄えたため，川の両岸に白壁の蔵屋敷が連
なり倉敷美観地区を形成している。さらに周辺に
は美術館や博物館が林立している。この街のもう
一つの顔は工業都市としての顔である。特に水島
地区での石油化学や鉄鋼業が盛んなだけでなく，
日本の学生服の大部分はこの町で作られている。

倉敷美観地区
Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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通訳案内士地理問題にチャレンジ！　⑤中国地方編　

問題：原爆ドームとともに広島県で世界文化遺産登録を受けている施設は次のう
ちどれか。

①姫路城　　②太宰府天満宮　　③グラバー園　　④厳島神社　　（2013年改題）

解説：平安末期に平清盛が建てた瀬戸内海に浮かぶ④厳島神社が正答である。日本三景の絶
景を期待するなら満潮時を，潮干狩りなら干潮時を観光協会の HPなどでチェックして
から行きたい。なお①姫路城は兵庫県，②太宰府天満宮は福岡県，③グラバー園は長崎
市であるし，②はそもそも世界遺産ではない。

問題：城下町松江が位置する都道府県として最も適切なものは次のうちどれか。

①秋田県　　②石川県　　③島根県　　④山口県　　⑤鳥取県　　（2011年改題）

解説：県名と県庁所在地の自治体名が異なるのは，中国地方では島根県松江市のみである。 
正答は③。また島根県と鳥取県の位置に注目。覚えにくければ「と」っとり→「と＝東（と
う）」と記憶してはいかがだろう。なお，石川県の県庁所在地は加賀百万石の城下町，②
金沢市である。

コラム 「裏日本」の魅力
　かつて山陰地方は，首都圏や関西圏などの「表日本」に対して，「裏日本」と呼ばれてい
た。差別的な表現として最近は用いられなくなったが，この「裏」という呼び名に，そこ
はかとない深さ，あるいは真実が隠されているように思える。例えば，渡来人がもたらし
た「たたら製鉄」により，燦然たる時代を築いた「出雲王國」は，表日本の皇室の祖先に「國
譲り」をして歴史の表舞台から消えた。が，酒，相撲，和歌，温泉，歌舞伎など，出雲に
起源をもつものも少なくなく，その存在は今なお謎となっている。その，「何かが隠されて
いる」神秘性，あるいは深みこそが「裏日本」の魅力なのである。
　その「裏日本」の魅力を世界に伝えたのが，明治時代の松江に滞在した小泉八雲ことラ
フカディオ・ハーンだった。彼は文明開化の表日本に対し，「本当の日本の姿」を「裏日本」
の松江，出雲に求めた。表ではなく，日本人の「裏」すなわち真相に踏み込んだ彼の著作
群が，後の日本学研究必読の書となるのも当然だろう。ちなみに彼は松江では「へるんさん」
と呼ばれ，今でも愛されている。
　東京や京都，富士山などの「表日本」もよいが，日本人の心の奥深くを外国人に紹介す
るためにも，奥の深い，ミステリアスな「裏日本」にも注目していただきたいものである。

ユニークな効果的勉強法：地理編②　物産館編
　東京は有楽町にお勤めの B氏から，ユニークな地理勉強法を聞いた。B氏の勤務先の周
辺には，有楽町駅前の東京会館だけでも，滋賀，静岡，北海道，和歌山，富山，秋田，徳島，
香川などの物産館があり，何気なく寄ったら勉強した内容の実物がたくさんあったとのこ
と。私も足を運んだところ，郷土料理や工芸品の実物が手に取ってみることができ，ある
いは購入すれば舌で各地の名物が味わえる。さらに各道府県の観光パンフレットももらえ，
利用しない手はない。

©独立行政法人　国際観光振興機構（JNTO）
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「山脈」地図マッチングクイズにチャレンジ！（10大山脈・山地）

地図を参考に①から⑩までの山脈・山地の名前を答えましょう。
① 道東と道央を隔て，南端の襟裳岬では山脈が海に消えていくのが見られる。
② この地方の背骨のような山脈。山脈の東側に比べると西側は多雪。
③ 山の北西は日本海側の気候で豪雪。南東はからっ風が吹きすさぶ。
④ 「北アルプス」

「アルプス」の名に恥じぬ，日本の屋根と呼ばれる三千メートル
級の山々が連なる脊梁山脈。

⑤ 「中央アルプス」
⑥ 「南アルプス」
⑦ 和歌山県と大阪府を分かつ山脈。南麓を紀ノ川が流れる。
⑧ 港町神戸を見下ろす夜景が美しいが，冬には六甲おろしが身に染みる。
⑨ 近畿地方南部を東西に横切る山地。古くから修験者が歩いた。
⑩ 日本海側の山陰と瀬戸内川の山陽に分かつ山地。最高峰は「伯耆富士」大山。

　解答　
① 日高山脈 ⑥ 赤石山脈
② 奥羽山脈 ⑦ 和泉山脈
③ 越後山脈 ⑧ 六甲山地
④ 飛騨山脈 ⑨ 紀伊山地
⑤ 木曾山脈 ⑩ 中国山地

①

②

③

④
⑤
⑥

⑨

⑩ ⑧

⑦
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⑦文治政治と改革の行われた「江戸時代中期」

　江戸時代になり半世紀もすぎると泰平の世が訪れた。このような世の中をまとめ
るには「武」よりも「文」の力が必要だということがようやくわかった五代将軍綱
吉は儒学を奨励した。軍人たる武士が本格的に学問をおさめた始まりである。

◉江戸時代中期の頻出ポイントはこれだ！
世紀 為政者 事項
17末 5代将軍綱吉 湯島聖堂建設。生類憐みの令発布。柳沢吉保起用。

18前 8代将軍吉宗 享保の改革・目安箱設置→小石川養生所設置
御三卿（田安家・一橋家・清水家）成立

18末 老中松平定信 寛政の改革・寛政異学の禁で朱子学推進
19前 老中水野忠邦 大塩の乱→天保の改革

　徳川綱吉と柳沢吉保（17世紀後半）　

　徳川家光の四男で五代将軍になったのが徳川綱吉である。歴代
将軍のなかでも群を抜いて儒学を好んだ彼は，江戸に孔子廟の湯
島聖堂を建てて儒学の振興に努め，自らも儒学に基づき政治を志
した。このような政治を家光までの「武断政治」に対比して「文
治政治」と呼ぶ。綱吉は政治の実務を行う老中を置かず，側用人
すなわち将軍の秘書役の柳沢吉

よしやす

保を起用して政治を行ったが，晩
年に動物愛護令の生類憐みの令を出し，犬等の動物を虐待する者を徹底的に処罰し
た。
　一方，この時代は商人が活躍した。例えば現青森県あたりから日本海・瀬戸内海
沿岸を経由して大坂に向かう西廻り航路および太平洋側を通って江戸に向かう東廻
り航路などを定めた伊勢の河村瑞軒や，現愛媛県に別

べ っ し

子銅山を発見して管理し，明
治期に財閥を築くに至った住友氏などが挙げられる。
　徳川吉宗（18世紀前半）　

　18世紀前半に御三家の一つ，紀州藩出身の八代将軍吉宗が将軍
職についた。この頃になると幕府にも様々な弊害が出てきたので，
彼は享保の改革を行った。例えば，人々の意見を聞くために目安
箱を設置し，それによって薬草などを栽培して人々に配布する施
設，「小石川養生所」を江戸に開設した。さらに出島などを通して
オランダから入ってくる，キリスト教関係以外の洋書輸入を解禁したことによって，

徳川綱吉像
Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons

徳川吉宗像
Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons
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日本で蘭学，すなわち近代科学研究が発達した。また，飢饉のときの救
きゅうこう

荒食
しょくもつ

物とし
ての甘藷栽培を青木昆

こんよう

陽にさせた。農学，植物学という理系の学問は，その後彼の
弟子の前野良沢らに受け継がれた。そして御三家に次ぐ将軍候補の家系として，吉
宗の次男，三男をそれぞれ田安家，一橋家に，そして孫を清水家の御三卿に指定し
た。
　田沼意次から松平定信へ（18世紀後半）　

　18世紀後半，吉宗の死後，側
そばようにん

用人となったのが，印旛沼（現千
葉県）の干拓事業や同業者組合（株仲間）の奨励や貿易の拡大な
ど積極的な経済政策を行った田沼意

おきつぐ

次である。しかし，彼は人々
から賄賂を受け取ったうえ，事業も失敗し，さらに浅間山の大噴
火や飢饉などの対策の不手際によって失脚した。
　田沼時代の後，徳川家斉が十一代将軍となるが，具体的な政務
をこなしたのは老中の松平定信である。彼は贈収賄を厳しく取り
締まり，株仲間を物価をつり上げる庶民の敵として解散させ，幕
藩体制維持のために役立つ朱子学のみを認める「寛政異学の禁」
を推進した。当時の朱子学は，「上は下のものをかわいがり，下は
上の言うことをよく聞けば世の中丸くおさまる。」という思想と解
釈され，支配者にとって非常に都合がよかったので，定信は朱子学以外の儒学を湯
島聖堂で教えるのを禁止した。
　その頃から北海道周辺にロシアの船が来航するようにな
ったにもかかわらず，幕府はその周辺の地理がどうなって
いるかよくわかっていなかった。そこで，伊能忠敬が 50
代後半という高齢にもかかわらず，実費で弟子たちを率い
て日本の沿岸を歩き，測量をしたのである。そして，蝦夷
地と樺太は弟子の間宮林蔵が踏査し，ついに『大日本沿海輿地全図』を完成させた。
　水野忠邦（19世紀半ば）　

　1830年代は凶作が続き，餓死者まで出て混乱した。これを天保の飢饉と呼ぶ。
日本中が襲われたこの飢饉であるが，三河の田原藩では農業振興の重要性を説いた
佐藤信淵の「農政本論」に基づいた農政を実施したために，餓死者が一人も出なか
った。このときの田原藩家老が蘭学者渡辺崋山である。
　飢饉は都市住民にも深刻な影響を与え，大坂で幕府の役人をしていた大塩平八郎
が，知識と実践の両立を重視する「陽明学」に基づいて「救民」を旗印に立ち上が

田沼意次像
Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons

松平定信像
Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons

大日本沿海輿地全図
Photo by Ⓒ Naoshi Takata
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ったが，計画は失敗し，処刑されてしまった。これを大塩の乱と呼ぶ。
　一方，この混迷を極める政治を立ち直らせるために天保の改革を行ったのが老中
水野忠邦である。忠邦は，倹約や風紀粛正を行ない，農村復興のために大都市に集
中した農民を帰郷させる「人返し令」を出し，株仲間の解散を行なったが，江戸や
大坂の近郊を幕府の直轄地とする「上

あげちれい

知令」が猛反対にあい，失脚した。

通訳案内士歴史問題にチャレンジ！　⑤　

問題：江戸時代には次第に農業の生産力が増し，商品作物が作られるようになり，
各地に特産物が生まれた。出羽村山（最上）の特産物は次の中のどれか。

①藍玉　②藺草（いぐさ）　　③黒砂糖　　④紅花（べにばな）　　⑤みかん
（2012年改題）

解説：藩というのは半独立国のため，各藩の経済は各藩で賄うのが原則なので，少しでも藩
政が潤うように各地の気候や地形に合った名産を作った。出羽とは現秋田・山形県のこ
とで，ここでは染料の④紅花が正答である。ちなみに①藍玉というのは，今でいうデニ
ムの染料であるが，これは今なお阿波徳島の名産である。

問題：江戸時代に主要な鉱山は，江戸幕府が直轄支配していた。次の鉱山の中で
江戸幕府の直轄していなかったものはどれか。なお，この鉱山は住友が財閥とな
る基礎を築いた。

①生野銀山　　②伊豆金山　　③石見銀山　　④佐渡金山　　⑤別子銅山
（2012年改題）

解説：江戸幕府は各藩が経済的に潤うことで軍備を増強し，倒幕運動を起こすことを警戒した。
そこで鉱山はほぼ天領にしたが，その例外が正答である現愛媛県東部の⑤別子銅山であ
る。その他の選択肢では，単独の鉱山として日本唯一の世界遺産石見銀山（いわみぎんざん）（現
島根県）は，最盛期には世界の銀の三分の一を産出しており，現兵庫県の①生野銀山も，
それに次ぐ量を産出していた。

ユニークな効果的勉強法：歴史編③　動画編 1
　ネットの動画には無料で楽しめ，しかも歴史の勉強になるもので溢れている。無料のも
のでお勧めなのが GYAO!の「歴史探訪」である。一つ当たり約二分間で，北は北海道か
ら南は沖縄まで，歴史の舞台になったところが目白押しである。なお，だらだら見ないた
めにも，メモを取りながら視聴するのをお勧めする。

©独立行政法人　国際観光振興機構（JNTO）
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地図で学ぶ頻出ランキングはこれだ！　③江戸時代の地名

西 東
横綱 長崎（出島） 江戸（幕府）
大関 石見銀山（銀産出） 水戸藩（御三家・尊譲派）
関脇 二条城（大政奉還） 浦賀（ペリー来航）
小結 長州藩（倒幕） 会津藩（戊辰戦争）
前頭 薩摩藩（倒幕） 松前藩（蝦夷地交易）

    ※西は外様大名か天領，東は親藩か天領に集中。

　江戸時代の地名をマスター！　

・

・

・

★★★
長崎
（出島）

・ ・

★松前藩
（アイヌとの
交易を独占）

★★★
石
い わ み

見銀山
★会津藩

（親藩・藩校日新館・京都守
護職・戊辰戦争激戦地）

・

★★★水戸藩
（御三家・藩校弘道館〔尊皇攘夷
の中心〕・徳川慶喜出身地）

★★★江戸

・

★★浦賀
・ペリーの黒船来航地
・日米和親条約

★★★京都
二条城

（大政奉還）

・

・

★★長州藩
（外様大名・藩校
明倫館・吉田松陰・
伊藤博文出身地）

・

★★薩摩藩
（外様大名・
藩校造士館）

・
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⑧開国と倒幕の行われた「江戸時代幕末（19世紀半ば）」

　ペリー来航により，江戸幕府は開国した。さらに幕府はこの国の大家たる天皇の
許可なく，不平等条約を結んだ。この国の本来の大家の存在を再確認したとき，「尊
王」という概念が諸藩を動かし，大政奉還を成し遂げた。

◉幕末　頻出ポイントはこれだ！
為政者 事項

大老井伊直弼
日米修好通商条約（不平等条約）締結。長州吉田松陰らが批判
安政の大獄→桜田門外の変で水戸尊攘派浪士らにより暗殺

14代将軍家茂
文久の改革で和宮降下。会津藩，京都守護職として長州藩排除
薩長同盟：（薩摩の西郷）-土佐浪士坂本竜馬 -（長州の木戸）

15代将軍慶喜
水戸藩→一橋慶喜→将軍
大政奉還：二条城にて幕府が政権を朝廷に返上→戊辰戦争

　井伊直弼と吉田松陰　

　1853年，米国の軍人ペリーの 4隻からなる艦隊が三浦半島
の浦賀に来航し，幕府に開国を要求した。翌年，幕府は米国と
日米和親条約（神奈川条約）を結んだ。なお，外国船が江戸沖
に侵入するのを防ぐために，幕府は伊豆代官の江川太郎左衛門
に命じて反射炉を現静岡県の韮

にらやま

山に造らせるとともに，品川沖
には砲撃用の台場を構築した。
　日米和親条約締結の 4年後，彦根藩主井伊直

なおすけ

弼が，幕府の緊急時の意思決定リー
ダーである大老に就任し，米国の領事ハリスとの間に日米修好通商条約を結び，横
浜，神戸，箱館，長崎，新潟の五港を開港する。それは米国に治外法権を認め，か
つ日本側に関税自主権のない不平等条約だったが，大老は朝廷の許可を得られぬま
まそれに調印した。
　それを，長州藩の松下村塾率いる吉田松陰は
批判したが，大老は吉田らを安政の大獄にて処
刑した。この大獄に対して尊王攘夷を掲げる水
戸藩の浪士たちを中心に江戸城の門外で大老一
行を殺害した。これを桜田門外の変と呼ぶ。
　徳川家茂・慶喜　

　尊攘派の攻撃をかわすため，幕府は文久の改革の一環として，十四代将軍徳川

韮山反射炉（静岡県）
Photo by Ⓒ Naoshi Takata

江戸城桜田門（千代田区）
Photo by Ⓒ Naoshi Takata
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家
いえもち

茂の妻に，皇族の和宮を降下（臣
しんか

下に正妻として娶らせる）させることで朝廷と
幕府の関係を強化しようとした。これを公武合体という。しかし，これは尊攘派を
激怒させ，江戸城坂下門で，またもや水戸藩の浪士たちが老中の安藤信正を襲撃し
た。これら一連の襲撃を通して倒幕の機運が高まってきた。
　同じく文久の改革の一環で，幕府は京都の朝廷に尊攘派が接近しないように京都
守護職を設置し，会津藩をその任に当たらせた。尊攘派のパワーが最も高まった
1863年夏，公武合体派の会津藩および薩摩藩が，朝廷に接近しつつあった尊攘派
の長州藩を京都から追放することで公武合体派が権力を握った。しかし翌 64年，
長州藩が再上洛し，薩摩・会津両藩と戦った。幕府はこれをきっかけに西日本諸藩
に命じて長州を倒す，いわゆる長州戦争を二度にわたって引き起こした。
　その頃，各藩がそれぞれ自分の藩の利益のみを考えるのではなく，日本全体のこ
とを考えるべきだと考える人物が出てきた。その中でも，土佐の浪士坂本龍馬は薩
摩の西郷隆盛と長州の木戸孝允らの間に立ち，薩長同盟を結ぶことで幕府に対抗し
ようとした。すると時代のうねりが急に倒幕に向かって流れ出した。そしてついに，
水戸藩出身で御三卿の一橋家を継いでいた徳川慶

よしのぶ

喜が将軍に就任するやいなや，京
の二条城にて朝廷に政権を返す大政奉還が行われた。そして朝廷は王政復古の大号
令を出し，天皇親政を宣言することで徳川将軍の歴史は幕を閉じたのだ。
　戊辰戦争　

　大政奉還の後，東北や越後を中心とした旧幕府軍が，薩長を中心とした新政府軍
（官軍）との間で内戦が起こった。京都の鳥羽・伏見の戦いによってこの戦争は始
まり，圧勝した新政府軍は勢いに乗り江戸の町を包囲した。そこで薩摩の西郷隆盛
が幕臣の勝海舟と話し合い，江戸城を無血開城させることに成功した。その後，新
政府軍は旧幕府軍の頑強な抵抗に遭いながらも兵を北上させた。
　特に会津では，鶴ヶ城をのぞむ飯盛山に立てこもった十代の少年たち（白虎隊）が，
城の方角に立つ煙を見て落城と誤認し，切腹した。新政府軍はさらに旧幕府軍最後
の砦，箱館の五稜郭に立てこもった榎本武

たけあき

揚らと対峙した。幕末に京都守護職のも
とで尊攘派を取り締まった新撰組副長らもここで亡くなる。半年ほどの籠城の後，
旧幕府軍は新政府軍に降伏し，戊

ぼ し ん

辰戦争は終わった。
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外国人に紹介すべき必須・日本の世界文化遺産はこれだ！②

姫路城

1945年 7月，姫路の市街地が空襲にあい，市街地の 6割が焦土
と化した。城は米軍の攻撃の対象だったにもかかわらず，翌朝も
城はその雄姿をみせた。焼け野が原の市民を勇気づけた城には世
界遺産以上の価値があったのでのではないだろうか。

石
い わ み

見銀山

かつてこの山陰の銀山が世界の銀の 1/3を産出したこと，そして
その銀が西欧人を引き寄せ，鉄砲やキリスト教を日本に伝えたこ
とを，世界遺産登録以前から知っていた人は，地元島根県民でも
少なかったのでは。欧州を日本に引き付けた貴重な遺産である。

琉球王国の

グスク

首里城の建築や装飾は中華風と和風の「ちゃんぷるー（ミックス）」
でありながら，グスクという土着の聖地であることだけは守って
いる。表面上の装飾は変えても，精神的な芯は変えないしたたか
さ，しぶとさを感じさせる世界遺産だ。

古都京都の

文化財

京都には寺社が 2,000弱あり，そのうち 14寺社と城郭がいずれ
も逸品ぞろいの世界遺産だ。しかしこれらの建造物は世界遺産で
ある以前に，伝統を守り続けてきたこと自体が「世界無形遺産」
ではないだろうか。建造物は焼けても精神は残るからだ。

今後の必須！国際イベントをマスター！
オリンピック
開催地

2016夏
2018冬

ブラジル：リオ・デジャネイロ
韓国：ピョンチャン

サッカーワールド
カップ開催地

2018
2022

ロシア
カタール

サミット開催地 2015 ドイツ（2016年は日本）
APEC開催地 2015 フィリピン
万博開催地 2015 ミラノ（イタリア）
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日本の国際観光の歴史とは！

　戦中生まれのガイド曰く，「昔 1ドル 360円のとき，ガイドのチップで＄100も
らって，高卒の初任給ぐらいだったからこの業界に入ったんだ。」，戦後生まれ曰く
「バブルの頃は円高で仕事がなく苦労した。そのうちアジア人だらけで，どうなっ
たんだ？　この業界。」，中国語ガイド曰く「今はとにかく訪日客＝中国人。忙しす
ぎて，休みたい…。」，ではこの業界の背景を見てみよう。

①欧米向けインバウンド中心の時代　1930年代 -1960年代をマスター！

◉基本コンセプト

日本
→アウトバウンド（送客）→

外国
←インバウンド（受入）←

　国際観光には，外客を日本に誘致するインバウンド
と，日本の客を外国に送客するアウトバウンドに分か
れる。日本では高度経済成長期まで，国際観光とは欧
米の富裕層を物価の安い日本に滞在させるインバウン
ドが主だった。日本が本格的にインバウンドに着手し
たのは世界恐慌後の 1930年代だ。中国に住む欧米人
のリゾート地として雲仙や霧島，瀬戸内海などを整備
する「国立公園法」（1934年制定）がそれに関する最初の法律だといえるだろう。
しかし 40年代になると，戦争で国際観光どころではなくなる。
　戦後，GHQによる占領期に，インバウンドを中心とした財団法人日本交通公社
ができた。また，戦後の混乱期に清潔で安全な宿泊施設を保証するために国際観光
ホテル整備法が，また健全な旅行を保証するガイドを養成するために通訳案内業法
が制定された。続いて法隆寺金堂壁画が焼失したことをきっかけに 1950年文化財
保護法が制定され，観光地としての文化財を守るという点でも注目された。
　一方，占領期には日本で航空機を製造したりすることは GHQによって禁止され

2．国際観光
国際観光に関する知識を一気にマスター！

1930年代のインバウンド用
パンフレット

Photo by Ⓒ Naoshi Takata
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ていたが，1951年に JAL（日本航空株式会社，ワンワールドに加盟）や ANA（全
日本航空株式会社，スターアライアンスに加盟）の前身である日本ヘリコプター株
式会社が相次ぎ成立し，インバウンドに必要な空の便を自前で確保した。
　さて，その後 1963年には新たな時代の国際観光推進を目論んだ観光基本法が成
立した。同時に日本の高度経済成長は本格化し，1964年の東京オリンピック開催
のおりには，インバウンド客が増大するとともに日本人の海外旅行が解禁され，ア
ウトバウンドの時代が到来した。

②日本人アウトバウンド時代　1970年代 -1980年代をマスター！

　1970年の大阪万博開催時にも訪日外客が増大し，翌 71年にはアウトバウンド送
客数がインバウンド受入数を上回るようになった。その流れは 73年の石油危機以
降も続き，そのような時期にできたものが新東京国際空港だ。
　1985年に取り決められたプラザ合意以降，円高ドル安が急速化した。それにバ
ブル経済の好景気も重なり，日本はアウトバウンド客が激増した。
　一方，80年代までは経済的に余裕のある欧米人がインバウンド客の多数派を占
めていたが，韓国，台湾，香港，シンガポールなど NIEsの台頭と海外旅行自由化
により，新興工業経済地域からのインバウンド客が増大した。

③アジア人インバウンド時代　1990年代後半をマスター！

　1990年代に入り，日本のバブル経済は崩壊した。
すると 1991年に日本政府はアウトバウンドとイン
バウンドのバランスを取るべく，two-wayツーリズ
ムを提唱した。また，92年に日本は UNESCOの世
界遺産条約に調印した。このときは文化遺産として
は法隆寺や姫路城，自然遺産としては屋久島や白神
山地が UNESCOの諮問機関である ICOMOS（国
際記念物遺跡会議）によって認定され，このことは
インバウンドにも大きな影響を与えた。
　そして 1994年に開港されたのが関西国際空港だ。その後，アジア人観光客の占
める比率はついに欧米人を抜き，97年のアジア通貨危機により，特に大きな影響
を受けた韓国からの訪日客が一時的に減少することもあったが，基本的に日本のイ
ンバウンドはこれ以降アジア人が主な客となっていく。

世界遺産　法隆寺
Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons
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④観光立国への道　2000年代をマスター！

　70年代に生まれた世界の観光問題を取り扱う世界観光機関
（WTO）という組織が，2000年代に入ってからは国連機関に
なり，略称を UNWTOと改正した。
　同じ頃国内では小泉純一郎政権の「構造特区」によって， 
様々な規制緩和が行われた。例えば，農漁村体験を観光化し
たグリーンツーリズムを推進するために，特区に指定されれ
ば旅館業法などが規制緩和されるようになった。2005年には
愛・地球博が開催され，それに伴い台湾と韓国からの訪日客
は査証免除になった。さらには愛知県に中部国際空港（愛称「セントレア」）が開
港した。一方，特に経済成長が著しい中国に対しては，2010年に個人観光ビザの
発給を始め，2011年には初回訪問地を沖縄県にするという条件でマルチビザを発
給したりするなど，力を入れている。
　2000年代半ばから，日本政府は本格的に観光立国を推進するようになる。具体
的には政府基本方針として 2030年までに訪日客を 3千万人にしようという Visit 
Japanキャンペーンが始まるとともに，観光立国推進基本法が制定された。上記の
キャンペーンを推進すべく，独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）が「日本政
府観光局」という通称を使用するようになり，それまで国土交通省が管轄していた
インバウンド事業を，2008年からは国交省から独立した観光庁が取り扱うように
なった。しかし 2008年にはリーマンショックが原因で世界同時不況となり，経済
発展の著しい中国を除く訪日観光客は一時的に激減した。
　一方，会議，報奨旅行，イベント，展示会など，一度に多くの訪日客が見込まれ
る旅行形態をMICEと呼んでいるが，2010年には特にこれらを誘致したり，首都
により近い東京国際空港（羽田）の本格的な国際化を実現化したりした。

⑤震災・反日デモと空前のインバウンドブーム　2010年代をマスター！

　2011年に東日本大震災が起こり，一時的に訪日客が激減した。具体的には前年
に 861万人を記録した訪日客が，11年には前年比約 3割も減少した。
　翌 12年にはピーチ，エアアジア（現バニラ・エア），ジェットスター各社をはじ
めとする格安航空会社（LCC）の就航などもあり，その年の訪日外客は中韓との
領土問題が発生したにもかかわらず 837万人にまで回復した。
　しかし 2013年には前年から続く反日ムードの影響もあり，中国を最重視してい

通訳案内士と観光客
Photo by Ⓒ Naoshi Takata
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たインバウンドの在り方に疑問が生じ，マレーシアやインドネシアなどのイスラム
教徒にたいするインバウンドにも本格的に取り組むようにもなった。
　中韓両国の反日ムードが恒常化した（というか慣れっこになった？）14年には，
両国からの訪日客が激増しただけではなく，円安の追い風もあり各国からの訪日客
も増加した結果，史上最多の 1341万人を突破した。

通訳案内士一般常識問題にチャレンジ！　⑦　

問題：国際連合は第二次世界大戦後の 1945年に 51か国の原加盟国で設立され，
日本は 1956年に 80番目に加盟した。2014年現在の加盟国数は（　）カ国とな
っている。また国連の専門機関の一つとして 1972年に「世界遺産条約」を採択
した国連教育科学文化機関（ユネスコ）がある。

・（　）に入れるべき数値はどれか。
① 219　　② 206　　③ 193　　④ 180　　⑤ 167
・下線に関連して，諮問に先立ち現地調査を行う専門機関はどれか。
① ICOMOS　　② UNICEF　　③ ILO　　④ UNCTAD

（2013年改題）

解説：（ ）に入れる数字は③ 193か国。厳密な数字を覚える必要はないが，国連加盟国は「200
弱」と覚えておこう。

 また，現地調査を行う専門機関は① ICOMOS（International Council on Monuments 
and Sites/国際記念物遺跡会議）という。

 ちなみに③の ILOは国際労働機関，初めに Iがつくものは「国際 International」の場合
が多いだが，「国連」だと（UN＝ United Nations）になるのでご注意。② UNICEFは
国連児童基金，④ UNCTADは国連貿易開発機構の略だ。

問題：日本では 2012年 3月に国内線に初めて格安航空会社が就航した。格安航
空会社の英語の頭文字をとってなんというか。

① BRT　　② LCC　　③ LRT　　④MRJ
（2012年改題）

また，そのうち 2014年 8月に日本国内線の就航を開始した LCCはどれか。
①ジェットスター・ジャパン　　②バニラ・エア
③春秋航空　　④ピーチ・アビエーション

（2014年改題）

解説：正答はおなじみの② LCC（Low Cost Carrier）だ。なお，2015年 1月に破綻し，民
事再生手続きをしたスカイマークは，JALや ANAに比べると格安だが，LCCのカテゴ

©独立行政法人　国際観光振興機構（JNTO）
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リーではないとされる。
 東京／成田 -広島線・高松線・佐賀線で激安の路線で知られるのは③春秋航空だ。②バ

ニラ・エアは 2013年にエアアジアから改称した。

問題：国際会議や企業の会議・報奨旅行・イベント，展示会などを総称し，英語
の頭文字をとってなんというか。

① APEX　　② IATA　　③ ICCA　　④MICE
（2012年改題）

解説：正答は，多くの集客が見込まれるイベントを表す④MICE（Meeting, Incentive tour, 
Convention または Conference, Exhibitionの頭文字）。

国際観光の現状とは！

　中韓の反日感情が高まる反面，2014年には史上最多の中国人，韓国人が訪日した。
我々は反日＝日本嫌いと単純化しがちだが，反日は親日に対するアンチテーゼ，ま
たは否定すべき日本の中に畏敬すべき日本が同居するねじれ構造になっていること
を忘れないでほしい。逆に日本の反中，嫌韓はそもそも相手国に対する畏敬の念が
欠けるため，訪中・訪韓日本人客が激減したと考えられる。

①国際観光の現状はこれだ！

　アウトバウンドが活発な国々には以下の三つの特徴がある。

①経済的余裕のある先進国あるいは「新興国」であること。

②隣国と地続きであること。

③時間的にある程度余裕がある人々が多いこと。

　以上のことを頭に入れて国際観光の現状にフォーカスを当ててみよう。
　1995年の国際観光客到着数は約５億人だったが，2014年には延べ 11億人を突
破した。受入国の約 4割がヨーロッパだが，アジア太平洋地区は約 3割を占め，そ
の比率は今後も高まりつつある。
　2013年現在，インバウンド受入数が最も多い国はフランス，2位は米国，3位は
スペインだ。なお，2012年の 3位は中国だったが，環境悪化などのためか 4位に
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低下した。日本の 13年現在インバウンド受入数は世界 27位であり，受入数より送
客数が多いため，国際旅行収支額は赤字となっている。
　一方，2013年に世界で最もアウトバウンド客が多く国際観光支出の多い国は，
経済の躍進が目覚ましい中国だった。2位は法律的に国民の休暇を保証している先
進国ドイツで，米国がそれに続く。
　日本人の海外旅行者数は 14年には 1690万人と，前年と比べおよそ 57万人減少
した。これはその年の急速な円安や，中韓を訪問する日本人が減少したことなどが
原因と考えられる。ちなみに日本から出国する人の数は，8月が最多で，2012年
の旅行先は 2013年には米国が 1位，2位は中国，3位は韓国である。
　一方，2013年の国際観光収入，すなわち外国人客を受け入れて最も経済的利益
を出している国は米国で，スペイン，フランスがそれに続いた。反対に国際観光支
出，すなわち外国に行ってお金を使う国は，13年には 1位は景気の良さと，海外
旅行ブームを反映して中国，次に米国，3位ドイツになった。　

②訪日インバウンドの現状はこれだ！

　東日本大震災の影響で，2011年の訪日客は前年度に比べると約 3割減少した約
622万人だった。翌 12年は回復して約 837万人，そして 2013年には約 1036万人，
2014年には約 1341万人に達し，日本の旅行収支は 55年ぶりの黒字となった。
2013年の訪日外客で最も多かったのは韓国人，次が台湾人，3位は中国人だったが，
2014年には 1位が台湾人，2位が韓国人，3位が中国人だった。以上の 3か国（地
域）で訪日外客全体の約 6割を占めた。一方，延べ宿泊者数別に見ると最も多いの
は，訪日客数と同じ台湾人だが，2位は中国人だ。これは査証免除で随時訪日でき
る韓国人とは異なり，日本入国ビザの手続きが煩雑なため，どうせ訪日するなら訪
日滞在日数を長くする傾向にあることに起因するとみられる。
　一般論で言うと，以下のことが言えるだろう。

韓国人
九州，中四国訪問者の比率が高い。
★本国から距離的に近いため。

台湾人
北海道，東北，北陸甲信越，四国，沖縄訪問者の比率が高い。
★日本関連の情報も多く，都会や名所より知られざる日本に憧れる。

中国人
ゴールデンルート（関東，関西，富士山）訪問者の比率が高い。
★煩雑なビザを取得するのであれば，一通り名所をまわりたいため。

欧米人
古都（京都，奈良，神奈川〔鎌倉〕）栃木（日光），広島（宮島）
★オリエンタルな日本に興味があるため。
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　ちなみに，都道府県別外国人宿泊者数が最も高く，訪問率が高いのも，1位は東
京都，2位は大阪府，3位は北海道である。
　2012年の旅行消費が日本経済にもたらす波及効果は日本の GDPの約 5％を占め
ていたが，そのうち訪日外国人による国別消費額は訪問者数も買い物額も多い中国
が 1位である一方，一人当たりの消費額は冬季に長期滞在のスキー客が多いオース
トラリア人が 1位を記録している。
　訪日観光客にアンケートを取ったところ，アジア人訪日客の訪日目的は観光・レ
ジャーを挙げる人が多く，欧米人（以下インド含む）は業務目的の割合が高まるが，
これはそれぞれの国から日本への距離が近ければ観光客の比率が高まり，遠ければ
ビジネス客の比率が高まることを表している。ただ欧米人の中でも，カナダ，オー
ストラリア，フランス人などは観光・レジャーの割合も高く，一括りにはできない。
　また，アジア人も欧米人も団体旅行より個人旅行の形態で来ることが多いのだが，
その中でも団体旅行の割合が高いのはアジア人といえる。そして滞在中の支出に関
しては，アジア人は買い物代，欧米人は宿泊費に多く使う傾向がある。アジア人は
帰国後のことを考えて行動するのに対し，欧米人はとにかく滞在中に自国のことを
忘れて日本を楽しみたいという人が多いようだ。
　また，2014年度の観光庁実施のアンケートによると，訪日客の日本滞在に対す
る感想はおおむね満足だが，不満に思うことの 1位は無料の公共無線 LANが少な
いこと。2位はコミュニケーション，3位は目的地までの公共交通の経路情報の入
手だった。観光案内所に関しては外国語対応も可能な「ビジット・ジャパン案内所」
が 2015年 3月現在，全国に 528か所設置されている。

③観光方面の各種法令及び政策はこれだ！

　日本政府は観光を振興するために様々な法令を整備し，各種政策をとっている。
例えば，京都や奈良，鎌倉などにおいては，古都の景観を守るために「古都におけ
る歴史的風土の保全に関する特別措置法」が制定さ
れているし，その他の観光地でも電線の地中化など，
景観法が適用されているところも少なくない。
　また，日本には 3千か所あまりの温泉地と 3万
か所弱の源泉があるが，これらを管理するための法
律が温泉法だ。これによると，日本における温泉の
定義の一つは，温度が 25度以上ということになっ 草津温泉　湯畑

Photo by Ⓒ Naoshi Takata
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ている。
　その他，都市に住む人を中心として，農村で農業体験などをするグリーンツーリ
ズムや環境保護や生態系に関心を持ってもらうためのエコツーリズムなどに関して
整備されたのがエコツーリズム推進法だ。
　そして通訳案内士法による通訳案内士は，2014年現在 2万人弱が登録されてい
るが，その中で英語の案内士が約 7割，次が中国語，韓国語の順で二つ合わせて約
2割ほどだ。一方，訪日客の 7割がアジア人であることを鑑みると，特にこれらの
地域からの客を歓迎する地域にとって需要と供給のミスマッチが生じるため，広域
ごとに通訳案内士法の規制緩和を求めるための総合特別区域法や市街地ごとの中心
市街地活性化法が国会に提出されたことに加え，奄美群島振興開発特別措置法や小
笠原諸島振興開発措置法など，特例措置を設けた。
　ところで昨今日本のポップカルチャーを「クール・ジャパン」と称し，映画やド
ラマの撮影地として観光客を誘致するフィルムコミッション，先端医療技術を駆使
して人間ドックに入る PET検診などの各種検診のついでに観光してもらう富裕層
向けの医療観光（  ＝ヘルスツーリズム），スキーやゴルフなどのスポーツ観光，九
州を中心としたクルーズ観光，そして国際会議・国際イベントなどを積極的に誘致
するMICEなど，様々な分野に分けて推進している。
　ちなみに 2013年に行われた国別国際会議開催件数は，1位が米国，2位はドイツ，
3位はスペインで，日本は 7番目（アジアでは 1番目）に多かった。
　最後に，13年にビザ免除になった国々はイスラム教徒の多いマレーシアと，仏
教徒の多いタイである。さらに 14年にはインドネシアも IC旅券所持者のみ査証が
免除になった。彼らの訪問コースや旅行のスタイルは，中国人観光客のものと類似
しているが，イスラム教徒には礼拝する場所やハラール料理の手配など，解決すべ
き問題も少なくない。

ユニークな効果的勉強法：一般常識編④　観光白書編

　本書の第 3章「2．国際観光」を熟読したら，観光庁の発行する「観光白書」をぜひと
もご購入いただきたい。できれば，前年度のものと本試験直前の 7月から 8月にかけて発
行する最新号の両方があれば鬼に金棒である。
　特に白書後半の統計が大切だが，数値を暗記するのではなくグラフの持つ意味をよく考
え，背景にあるものを読み解きながら一年ずつ変化を見ていけば，通訳案内士を取りまく
観光産業の流れがわかっていくことだろう。繰り返すがコツは数値の暗記ではなく，その
年に起こった出来事を加味しつつ，流れを読み取ることなのだ。
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◉国際観光　頻出事項ランキングはこれだ !!
頻出事項 備考

1 訪日外客 訪日外客数と国別の順位は必須。
2 国際空港 東京・成田・関西・中部各空港
3 観光庁 08年，国交省から独立。観光立国推進基本法を推進。

4 JNTO
観光庁の独立行政法人「日本政府観光局」。
「Visit Japanキャンペーン」を推進。

5 UNWTO 世界の観光を促進する国連機関。本部はスペインのマドリード。
6 関連法 旅行業法／温泉法／景観法などが頻出。
7 LCC 2010年代に日本に参入しだした格安航空会社。

通訳案内士一般常識問題にチャレンジ！　⑧　

問題：以下の記述のうち，誤っているものを一つ選びなさい。

① 2012年に開業した東京スカイツリーは高さ 634メートルで，自立式電波塔と
しては世界一の高さである。（2015年 3月現在）

② 観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によれば，2013年の訪日外国人旅行客
のうち，訪日旅行中の支出額に占める買い物代の割合が最も高いのは中国か
らの旅行客だった。

③ 世界観光機関（UNWTO）の統計によれば，2013年に世界で来訪外国人旅行
客が多かった国の 1位はフランスであり，アジアでは中国とトルコが上位 10
か国に入ったが，日本は 27位だった。

④ 日本に観光目的などで短期滞在するために査証（ビザ）が必要なのは，ビジ
ット・ジャパン事業の対象となっている国・地域のうち，2015年 3月現在
IC旅券を所持しないインドネシア国民だけである。

（2013年改題）

解説：ビジット・ジャパン事業の対象となっている国のうちでは，緩和されたとはいえ中国
もビザが必要だから正答は④。2015年から IC旅券を所持するインドネシア国民はビザ
が免除されたことはおさえておこう。

©独立行政法人　国際観光振興機構（JNTO）
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