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東京圏と北海道の実態調査に基づく通訳業務の比較考察

-通訳という仕事が通訳者にもたらす幸福度を考える-

板谷 初子

(北海道武蔵女子短期大学)

Abstract:
This paper presents a comparison of experiences of professional interpreters working in the 
Tokyo metropolitan area and Hokkaido Prefecture, with a focus on differences in the 
perceptions of their career in terms of economic, social and psychological satisfaction. The 
author was a member of a project team of the Japan Association for Interpreting and 
Translation Studies, which administered a survey to 199 professional interpreters in Japan in 
2017, and analyzed a total of 172 results of interpreters residing in the two areas. The 
statistical analysis reveals while interpreters in the Tokyo area are significantly more satisfied 
with their income and social recognition than those in Hokkaido, there is no statistically 
significant difference in their mental well-being. This is consistent with the research findings 
on the Economics of Happiness that income has limited effect on the happiness of workers. 
Results show, despite the disparity in compensation between the two areas, the same degree of 
work satisfaction. Further it is indicated that interpreting is a worthwhile job which fulfills all 
three conditions of a rewarding profession as stated by Tachibanaki and Takamatsu (2018). 
Finally, this study provides insights and information beneficial to all future professional 
interpreters.

1. はじめに

本稿は、活動拠点が異なる通訳者の就業状況や仕事に対する主観的認識の比較考察を

通じて、仕事から得られる満足度に差違があるかどうかを検証するものである。考察にあたって

は、日本通訳翻訳学会「日本における通訳者のキャリア開発プロセス実態調査」プロジェクト

が 2017 年に実施した質問紙調査で得られたデータを用いた。

この調査は、日本のプロ通訳者の実態を把握し通訳者を目指す人たちに適切なキャリア形
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成のための指針を与えることを目的として行われた。これにより得られた量的データは「日本に

おける通訳者のキャリア開発プロセスに関する実態調査」（新崎他 2019a）として、また質的デ

ータを分析した論文は「キャリア形成に関する通訳者の認識」（新崎他 2019b）として、それぞ

れ『通訳翻訳研究』第 19 号に掲載された。この調査では、回答者 199 人のうち 128 人（64％）

が東京圏 1 に在住、44 人（22％）が北海道に在住しており、この二地域で全回答者の 86％を

占めるという偏りが生じた。その原因として考えられるのは、調査を実施したプロジェクトメンバ

ーの居住地が東京圏と北海道であったことである。そのため、新崎他（2019a,b）の分析は、今

後さらに多数の地域からデータを集めることが望まれる。その一方で、サンプルの居住地の偏

りから、東京圏とそこから遠く離れた北海道の二地域に集中したデータが手に入ったため、そ

の比較が可能であると考えられる。本稿では、通訳という仕事から得られる満足度や幸福度に

地域格差があるのかどうかを、「幸福の経済学」の観点から考察する。本稿は、これから通訳

者を目指す人たちが参照できる比較データとその分析結果を提供し、通訳者のキャリア形成

の指針となることを目指す。

2. 先行研究

2.1 キャリア形成に関する先行研究

キャリア（career）の語源は「馬車用の運搬路」であり（井上・赤野 2018）、キャリアとはまさに

先人がたどってきた軌跡と言えるであろう。キャリア形成の研究の第一人者である Hall（2002）

は、キャリアを①昇進・昇格、②専門職、③生涯を通じた職務の連鎖、④生涯を通じた役割経

験の連鎖、と分類した。①②はキャリアを「職業的キャリア」と限定的に捉えているが、③④はキ

ャリアを「ライフキャリア」と広義で捉えている。この「ライフキャリア」の概念は、キャリアレインボ

ーモデルを提示したことで知られる Donald Super の考え方と共通する（武石 2016）。

Super は、ライフ・スパン及びライフ・スペースという概念を用いて「ライフキャリア」を説明した。

すなわち人はライフ・スパン（成長、探索、成立、維持、衰退）とライフ・スペース（家庭、学区、

地域社会、職場）の 2 つの次元で複数の役割を担いながら生きており、その役割の重要性は

人生の過程で変化するという考えである（as cited in 武石 2016: 3-4）。換言すれば、「ライフキ

ャリア」とは一生を通じて各種の役割がダイナミックに変化する過程であり、「職業的キャリアは」

その一部と捉えられている。

一方 Daniel Levinson は、人生を児童期・青年期、成人前期、中年期、老齢期の 4 つの時

期に分け、それぞれの時期は、「安定期」と各段階の境目にある「過渡期」の繰り返しであると

する「ライフサイクルモデル」を提示した（as cited in 武石 2016: 5）。Super と Levinson は共に

キャリアを広義で捉えているものの、どちらのモデルも終身雇用されている男性を念頭におい

ており、これらのモデルは汎用性が高いとは言い難い。フリーランスの女性が大多数を占める

通訳者（新崎他 2019a）のキャリアデザインを考察する際にはとりわけその適応が難しい。また、

日本では女性のキャリアに関する調査研究も行われたが（羽田野 2007; 荒木他 2017）、や

はり企業内でのキャリア形成が対象であった（渡辺 2009）。

そこで、本稿が依拠する理論的フレームワークは、2003 年に立ち上げられた法政大学キャ

リアデザイン学部の研究者などが唱えているキャリアデザイン理論である（小門 2008）。この理
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論はキャリアを職業に限定せず、個人が人生で行うことすべての活動に広げ、家庭や地域で

の生活、ボランティア活動までを視野に入れた包括的なものとみなしている。すなわち｢キャリ

ア」とは「働き方」だけでなく「生き方」でもあり、「自律的に、また本人主導によってデザイン（設

計）して、自分らしい生き方を追求していくことがキャリアデザインだ」という考え方である。この

概念は近年では日本の大学の新入生導入教育でも取り上げられ、就業経験のない大学生に

対しては「ライフデザイン」という名称で紹介されている場合もある(國學院大學 2016)。この

「キャリアデザイン（ライフデザイン）理論」は、終身雇用されている男性が念頭に置かれた従来

のキャリア形成理論よりも、通訳者のキャリア形成に適応できる可能性が高いと言えるであろう。

本稿でも通訳者のキャリアを職業に限定せず、キャリアデザイン（ライフデザイン）の一部として

通訳業があるという考え方に立脚して考察を行う。

2.2 通訳者のキャリア形成に関する先行研究

通訳者のキャリア形成に関する先行研究の例は限定的である。通訳教育及び通訳研究が

進んでいる欧州などでは、通訳者の就業状況や職業的ステータスに関する大規模な学術調

査が実施されている（Katan, 2009a,b; Gentil, 2013）。しかしこれらの研究結果をそのまま日本

で通訳者を目指す人たちの指針とすることには限界がある。そこで新崎他（2019a,b）が 2017
年に、日本を中心に有償で通訳を行う通訳者を対象とした質問紙調査を行い、日本で通訳

者を目指す人たちにキャリア形成の根拠となるデータを提供した。新崎他（2019a）は、通訳者

の年齢、性別、就業状況などの客観的なプロフィールだけではなく、経済的、精神的、社会的

認知度に対する満足度を含む、通訳者の主観的評価を明らかにしている。新崎他（2019ｂ）は、

通訳者が通訳という職業に対して「やりがい」「問題」「不安」「期待」という 4 つの認識を抱いて

いることや、通訳者が実現を望むキャリア像を示している。

新崎（2020）は、2017 年の質問紙調査データを分析し、日本の通訳者のキャリア形成プロセ

スを 5 つの類型に分類し、その特徴を検討した。表 1 は新崎（2020）の表を筆者が簡略化して

まとめた 5 つの類型の特徴である。

表 1. 通訳者のキャリア形成プロセスの類型化

類型名とその定義 特徴

「プロまっしぐら型」

転職ではなく 20 代までにデビュー

・平均 21 歳で通訳者を志す

・平均 25 歳でデビュー（デビューまで 4 年）

・経済的自立性が高い（95％）

「遠回り・プロ指向型」

転職ではなく 30 代までにデビュー

・平均 26 歳で通訳者を志す

・平均 34 歳でデビュー（デビューまで 8 年）

・デビュー前は継続的職業に就いていない

「転職型」

40 代までに転職でデビュー

・平均 28 歳で通訳者を志す

・平均 33 歳でデビュー（デビューまで 5 年）

・転職して通訳者になる



東京圏と北海道の実態調査に基づく通訳業務の比較考察

36

「生活安定・自己実現型」

転職ではなく 40 代にデビュー

・平均 36 歳で通訳者を志す

・平均 47 歳でデビュー（デビューまで 11 年）

・経済的自立性は低い（30％）

・子育てが一段落した元専業主婦中心

「壮年転職型」

50 代以降に転職でデビュー

・平均 53 歳でデビュー

・3 人のデータのみ

・今後増える可能性あり

このプロセスの類型化は帰納的な推論により行われているため今後さらなるデータ収集と分

析が望まれるところであるが、日本における通訳者のキャリア形成プロセスを考察した現時点

における唯一の研究事例であると思われ、通訳者を養成するための指導の観点からも大きな

意義があると考えられる。

新崎他（2019a,b）の調査結果を基に行われたもう一つの研究が存在する。西畑（2020）は

通訳者を収入レベルで分類し、各グループの通訳者像と通訳者自身が報酬に対してもつ認

識を明らかにしている。表 2 は各グループで自立できていると考えている人の割合である（西

畑 2020 を参考に筆者が作成）。また表 3 は東京圏を活動拠点とする通訳者の収入別の割

合である（西畑 2020: 113）。経済的自立ができていると考える人の割合は時給 5,001 円以上

で 75％であり、それ以上の時給ではさらにその割合が上昇しているため（表 2）、時給が 5,001
円を超えると多くの人が自立できていると認識していると思われる。しかし時給 5,001 円以上の

通訳者の 75％（表 3 より計算）が東京圏の在住であり、経済的自立ができていると考えている

通訳者は東京圏に集中していることが分かる。

表 2. 経済的自立ができていると考えている通訳者の割合

2,001～5,000
円（n=48）

5,001～8,000
円(n=36)

8,001～10,000
円(n=54)

10,001 円以上

(n=26)

自立できている 46％ 75％ 87％ 96％

表 3. 活動拠点

2,001～5,000
円（n=48）

5,001～8,000
円(n=36)

8,001～10,000
円(n=54)

10,001 円以上

(n=26)

東京圏 40％ 69％ 83％ 73％

西畑（2020）は、田坂（2008）を参照し、報酬を「目に見える報酬」と「目に見えない報酬」に

分類して考察した。目に見える報酬とは、文字通り収入や地位のことである。一方目に見えな

い報酬とは①能力が身につくこと、②良い仕事を残すこと、③自分が成長すること、の 3 点を

指す（ibid.）。西畑は、この「目に見えない報酬」とは通訳者が仕事を続ける原動力となってい

る「やりがい」（新崎他 2019b）のことであり、通訳者は目に見える報酬よりも目に見えない報酬
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をより重視していると論じている。

2.3 労働と幸福度に関する先行研究

2.3.1 伝統的学問の労働と幸福度に関する先行研究

現代経済学は、労働は不効用（苦痛）であり、人間は消費活動から効用（主観的な満足、幸

福度）を得るという考え方に立脚してきた（大竹他 2013; 橘木 2013; 橘木・高松 2018; 友

原 2013）。ただし消費活動を行うためには所得が必要であることから、苦痛である労働を我慢

して提供して得た所得を消費することによって、効用を得ることができると考えられてきた（大竹

他 2013; 橘木 2013; 橘木・高松 2018; 友原 2013）。一方社会学では、労働は仕事の種

類によっては苦痛でない場合があり、むしろやりがいとなることがあるとの立場にたっている（橘

木・高松 2018）。哲学では「世界三大幸福論」と称されるヒルティ、アラン、ラッセルの思想が

代表的幸福論としてしばしば取り上げられる。その中でヒルティは労働と幸福の関係に言及し

ている。ヒルティ（1959）は『幸福論』で、楽しみながら働くことが幸福をもたらすと説いている。

我慢して働くか、楽しみながら働くかという違いはあるにせよ、幸福になるためには労働が不可

欠であるという点では、経済学、社会学、哲学において齟齬はないと言えるであろう。  

2.3.2 「幸福の経済学」

労働を苦痛とみなしてきた経済学においても、最近では効用と主観的な幸福度の間に乖

離があることが明らかになりつつあり、より包括的に幸福が研究され始めている。「幸福の経済

学」研究の第一人者であるフライは、質問紙調査から得られた質的データを数値化することで、

どのような要因が幸福度に影響を与えているのかについて実証分析をおこなった（フライ

2012）。その結果、所得が高いことは主観的幸福度にあまり大きな影響を与えないことが明ら

かになっている（ibid.）。所得の上昇が幸福度の上昇にそれほど大きく寄与しないという現象

は、主に次の 3 つの仮説で説明することができる。一つめは「適応・順応仮説」である。これは

文字通り、人は増加した所得水準に慣れてしまうため、所得増加がもたらす幸福度は長く続

かないということを意味している（大竹他 2013; 橘木 2013; 橘木・高松 2018; 友原 2013; 
フライ 2012）。二つめは「相対所得仮説」である。この仮説は、人は参照点（自分と似たような

社会的特性を持つ周りの人たち）との比較で自分の幸福度を相対的に判断しているため、自

分の所得が高くても参照点の所得が高ければ幸福度は高まらないというものである（ibid.）。三

つめは「選好のシフト仮説」である。この理論は、所得の増加に伴い社会的地位、参照点、期

待値も上がっていくため、さらに幸福度が高まるためにはより高い所得増加が必要になるとい

うものである（ibid.）。所得増加がもたらす幸福度の実に約 3 分の 2 もが「選好のシフト」により

相殺されることからも（友原 2013）、所得増加が幸福度に与える影響はわずかであることが分

かる。

2.3.3 日本における「幸福の経済学」の先行研究

伝統的経済学では、人は消費活動から効用を得ると考えられてきた。また、その計測に関

しては、2 つの状況を比較して「どちらが」より望ましいのかを序数的に決定することはできるも
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のの、片方がもう片方より「どれだけ」望ましいかを客観的に測ることはできないとされてきた

（Debreu 1972; 神取 2014）。しかし近年日本でも主観的幸福度のデータを用いることで個人

間の効用を比較する試みが行われ始めている。そのため本節では、日本における「幸福の経

済学」の先行研究を概観する。

2.3.3.1 日本人は何から仕事の満足度を得ているのか

西・荒巻（2009）の調査では、「自分の能力を高められる」仕事や「おもしろい」仕事をしてい

ると感じている人は、仕事から高い満足度を得ているという結果が出ている。村田（2016）の分

析結果でも、仕事の満足度と最も強い相関関係にあるのは「仕事のおもしろさ」であった。では、

おもしろい仕事とはどのような条件を満たしている仕事なのであろうか。橘木・高松 （2018）は、

日本人が仕事から高い満足度を得る三つの特性を明らかにしている。まず最大の特性は「創

造性」である。創造的な仕事には、遊び心やユーモアが求められ、趣味との境界があいまいで、

新しいことを先駆けて行うことが求められる。二番目の特性は「他者援助性」である。人と接し、

人の世話をしたり助けたりする仕事で、相手が喜んでくれるときに満足度を得ることができる。

最後の特性は「向上心」である。向上心が強い人は仕事を上手く遂行し昇進する傾向が強い

ため、仕事の満足度が高い。

次に満足度の高い職業的属性をみていく。まず満足度の高い雇用形態は、経営者、役員、

自営業者、公務員などである（ibid.）。自営業の満足度が高い理由は自ら労働時間を選択で

きる利点があるからであり（大竹他 2013）、公務員の満足度が高い理由は失業する不安がな

いからである（橘木・高松 2018）。

職業に関しては管理職、専門職・技術職の満足度が最も高い(大竹他 2013; 橘木・高松

2018)。高所得であり時間の柔軟性が高いのがその主な理由である(ibid.)。
労働時間に関しては、短時間の人の満足度は長時間の人よりもやや高いだけで、労働時間

の長短は仕事の満足度を決定する上で大きな要因ではない（橘木・高松 2018）。大竹ら

（2013）の調査でも労働時間の増加に伴い幸福度は漸減しているが、週 90 時間以上の場合

には幸福度が逆に上がっている。これらの分析結果から、労働時間は幸福度に大きな影響を

与えるものではないことが分かる。

所得に関しては、所得が高いほど満足度が高くなる（橘木・高松 2018）。特筆すべきは、

200 万円から 300 万円以下の所得層の満足度がそれほど低くないことである（ibid.）。その理

由として橘木・高松（2018）は、回答者には主婦のパート従業員を含むあらゆる階層の人がい

るため、所得が低くても生活が苦しくない場合にはそれほど高い不満を感じていない可能性

が高い、と分析している。また大竹他（2013）の調査でも、所得の増加に伴い幸福度が高くな

るという傾向が確認されているが、年収 700 万円以上で幸福度は低下しており、「所得の飽和

点」があることが指摘されている。大竹他（2013）はまた、所得水準よりも持ち家があるかなどの

生活水準の方が幸福度に強い影響をもつと論じている。

2.3.3.2 所得と幸福度の地域間格差

大阪大学 COE で実施した 4 年間に渡るアンケート調査結果 2 から得られたデータによると、
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都道府県で一人あたりの所得が最も高いのは東京都、最も低いのは沖縄県であり、その差は

2 倍以上である（ibid.）。しかし所得が最も高い東京都の主観的幸福度は 7 位、沖縄県は 15
位である。この結果から、個人の幸福度には地域間格差が存在するものの、その格差は所得

の格差より小さいということが分かる（ibid.; 山根他 2008）。その理由は、幸福度は所得以外

の様々な要因（仕事の満足度、生活水準、本人の性格、性別 3 等）に依存するからである

（ibid.）。

2.3.3.3 「やりがいの搾取」という労働問題

「やりがいの搾取」とは、企業が労働者にとって仕事をやりがいのあるものにして、低い賃金

で満足させることである（橘木・高松 2018）。阿部（2006）はバイク便ライダーという職種に従事

する若者たちが過重労働に陥る仕組みを解き明かした。歩合ライダーは、売り上げが収入に

直結するため休みを返上して働き、配達時間短縮のためどんどん危険な運転をするようにな

る。バイク便ライダーの多くは趣味を仕事にしているため、自分が身につけた高度な技術を駆

使して好きなことをしながら収入を得ているという誇りや充実感を得ている。阿部（2006）はこの

ように好きなことを仕事にして働き過ぎてしまう労働者、つまり「やりがいの搾取」をされている

労働者を、「自己実現系ワーカホリック」と名付けた。

「自己実現系ワーカホリック」が生まれる条件には、趣味性の他にもゲーム性、奉仕性、サー

クル性・カルト性などがあると指摘されている（本田 2008）。ここではその中の奉仕性について

とりあげてみたい。奉仕性とは直接顧客に向かう奉仕であり、いわゆる「ヒューマンサービス職」

に典型的に観察される（ibid.:89）。「ヒューマンサービス職は、しばしば専門職であり、個人とし

て高度なスキルや知識、職業倫理に基づいて行われる仕事」（ibid.:89）であり、「顧客への最

大限の奉仕という気高い動機自体が、『働き過ぎ』を生み出す要因となる」（ibid.:90）。橘木・

高松（2018）はパネル調査のデータから、ヒューマンサービス職における対人労働そのもので

はなく、対人労働の自律性が高いときに賃金満足度が高くなり、「やりがいの搾取」が生じやす

いと論じている。

2.3.3.4 「自己実現型フリーター」と「有閑型パート」

三浦（2005）は、消費額水準における低階層に属する若者ほど、また正社員よりフリーターほ

ど、消費において自分らしさ志向が強いことを示している。阿部（2007）はこの現象が仕事の世

界においても観察されるかどうかを検証した。その結果 20 代と 30 代の有配偶者の不安定就

業者に関しては、「自分らしさ」志向との相関関係は確認されなかった。その一方で、40 代と

50 代の有配偶者の不安定就業においては、配偶者の年収が高くなればなるほど、「自分らし

さ」志向が強い傾向が確認された。つまり配偶者に収入があり生活が安定している 40 代、50
代の主婦層 4 は、自己実現のために不安定就業に従事する傾向が強いということが示唆され

ている。阿部（2007）はこのような主婦層を「自己実現型フリーター」とは別の性質を持つ「有閑

型パート」と名付けた。
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3. 調査の概要

本稿が利用したデータのもとになった調査（新崎他 2019a）は、日本でプロ通訳者を目指す

人たちに対するキャリア形成指導の指針を提供することを目的に、主に日本で通訳技術を獲

得し、日本を中心に有償で通訳業務に携わるプロ通訳者を対象に行われた。調査依頼は、

募集法、縁故法、雪だるま式標本法を併用した。216 人から調査協力の承諾を得て 199 人か

ら回答を得た（回答率 92％）。

質問紙は次の5つの項目で構成されている。I. プロフィール、II. 通訳者になるまでのプロセ

ス、III. プロ通訳者としての就業状況、IV. 通訳の仕事をする上で直面している問題、V. 通

訳の仕事に対する満足度、である。最後に任意の自由記述欄を設けた。

4. 東京圏と北海道の通訳者データの比較

本節では、東京圏と北海道の通訳者の実態を捉えることを目的に、両地域の調査結果を

項目ごとに比較する。

4.1 通訳者のプロフィールの比較

東京圏と北海道を活動拠点とする通訳者のプロフィールの主な特徴を表 4 に示す。なお本

稿で示す数値は全て小数点以下を四捨五入している。

表 4. プロフィールの比較

東京圏（n=128） 北海道(n=44)

平均年齢 51 歳 53 歳

最高年齢 74 歳 72 歳

最低年齢 25 歳 38 歳

男性の割合 11％（14 人） 7％（3 人）

女性の割合 88％（113 人） 93％（41 人）

通訳歴平均 21 年 12 年

最長通訳歴 50 年（1967 年にデビュー） 41 年（1976 年にデビュー）

英語通訳者人数 123 人/128 人（96％） 38 人/44 人(86％)

TOEIC 平均点 956 点 929 点

TOEIC 最高点 990 点 990 点

TOEIC 最低点 795 点 735 点

年齢、男女比に大きな差違はない。平均年齢は共に 50 代前半で、性別では女性が共に

約 9 割を占める 5。また、英語通訳者の割合も共に 9 割前後である。通訳歴の平均期間は東

京圏の 21 年に対して北海道は 12 年と開きがある。東京圏で最も早く通訳活動が開始された

年は 1967 年であり、北海道では 1976 年であることから、通訳という仕事に対する需要はまず

東京圏で生まれたと推測される。1960 年代は日本の国際化が急速に進展した高度成長期で
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ある（鳥飼 2013）。1964 年の東京オリンピックを契機に、実質成長率 10％という未曾有の高

度経済成長により社会が大きな変貌を遂げる中（大野 2005；菅原 2017）、日本の国際化に

伴い通訳者への需要が高まっていったと考えられる。一方北海道の国際化は、1970 年代に

札幌を拠点として始まった。札幌市は 1972 年の札幌冬季オリンピックを契機に、国際都市と

しての基盤が整備され始めた（札幌市 2002）。北海道における通訳者のパイオニアたちの多

くもまた、札幌冬季オリンピックで市民ボランティア通訳者を経験したことをきっかけに通訳者

の道を志すようになった（「ほっかいどうの通訳者たち」編集委員会 2010）。札幌冬季オリンピ

ックの際にはプロの会議通訳者は東京から呼ばれていた。北海道の会議通訳者が仕事を受

注するきっかけとなったのは、1972 年の北方圏センター6 の設立と 1974 年に開催された第 1
回北方圏環境会議である。同センターには当時北海道で唯一の同時通訳機材が常設され、

この会議以降地元の通訳者に会議同時通訳を任せようという機運が高まっていったと言われ

ている。このように、北海道のプロ通訳者が活動を始めるのは東京からおよそ 10 年後のことで

ある。

次に、両地域で活動する通訳者の英語の能力に差があるのかどうかを TOEIC の平均スコア

で検討する。平均点は東京圏が 27 点高い。最高点は共に満点であるが、最低点は東京圏が

60 点高い。しかしながら TOEIC スコアを有する通訳者は全調査者の 32％にとどまる。また、

平均キャリア年数が 27.5 年である時給 10,001 円以上の通訳者の中で、TOEIC のスコアを有

している通訳者は 25％に満たない。そのため TOEIC の平均スコアが必ずしも通訳者全体の

英語運用能力を反映しているとは断言はできないものの、東京圏の通訳者の英語力のほうが

高いことが推測される。

次に「通訳の種類」（表 5）について両地域を比較して、主だった特徴を述べる。

表 5. 通訳の種類の比較（複数回答可）

東京圏（n=128） 北海道（n=44）

会議同時 102 人 80％ 17 人 39％

会議逐次 104 人 81％ 26 人 59％

一般・随行逐次 76 人 60％ 38 人 86％

一般・随行ウィスパリング 74 人 58％ 36 人 82％

放送同時 40 人 31％ 0 人 0％

放送時差 40 人 31％ 2 人 5％

司法 9 人 7％ 6 人 14％

社内逐次 35 人 27％ 9 人 20％

社内ウィスパ 34 人 27％ 9 人 20％

ガイド通訳 7 人 5％ 22 人 50％

地域医療 3 人 2％ 10 人 23％

行政通訳 8 人 6％ 4 人 9％

通訳その他 5 人 4％ 6 人 14％
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会議通訳、放送通訳、社内通訳では実数、割合共に東京圏が上回っているが、それ以外

の種類では北海道が割合で上回っている。特に大きな特徴はガイド通訳で、実数、割合共に

北海道が東京圏を上回っている。実に北海道の通訳者の半数がガイド通訳をしていると回答

しているのである。北海道経済部観光局（2018）の調べによると、2013 年から 2017 年までの過

去 5 年間に、訪日外国人来道者数は約 115 万人から約 280 万人へと 2 倍以上増加した。し

かし、観光産業は自然災害、パンデミック等で急速に減速する。例として、2018 年 9 月 6 日に

起きた北海道胆振東部地震による観光業の被害額は、直後の 10 日間ほどで 292 億円と見

積もられている（北海道庁 2018）。さらに 2020 年から 2021 年現在にかけては、コロナウイル

スの蔓延により外国人観光客の入国が実質上止められている。外国人観光客数が減少すれ

ばガイド通訳の仕事も減少する。ガイド通訳者の割合が高い北海道の通訳者は、自然災害や

パンデミックなどの影響による経済的打撃がより大きいと考えられる。

地域医療関連の通訳者は、東京圏で 2％であるのに対して北海道では 22％と 10 倍以上の

割合である。北海道で地域医療に携わる通訳者が多い理由の 1 つに、札幌英語医療通訳グ

ループ（Sapporo English Medical Interpreters’ Group, SEMI）という 2009 年に発足した任意

団体の存在がある。SEMI に所属する通訳者たちは、医療に関する勉強会を毎週 3 時間行

い、在日外国人の診療時に通訳サービスを提供している。もともとはボランティアとして活動し

ていたが、利用者の 9 割が北海道大学の留学生と外国人研究者及びその家族であることか

ら、2013 年度より北海道大学との連携が始まり、交通費の一部と通訳業務への謝金（1 時間

につき 3,000 円）が支払われるようになった（北間 2016）。

4.2 通訳になるまでのプロセスの比較

表 6 は、通訳の道を志した理由（複数回答可）の比較である。通訳の道を志した理由は、東

京圏、北海道共に「語学が好き」が最も多く、6 割を超える。帰国子女の割合は、東京圏で

32％であるのに対して北海道では 5％と低い。4.1 節で TOEIC の平均点に言及したが、東京

圏の帰国子女の TOEIC 平均点は 970 点であるのに対して、帰国子女以外の平均点は 954
点である。そのため、東京圏の通訳者の TOEIC 平均点が高い要因の一つに、帰国子女の割

合が高いことが考えられる。帰国子女に関しては、TOEIC の平均点が高いことの他に、別の特

徴が見いだせる。通訳者になった理由として、「他に仕事がなかった」と回答した 15 人のうち

三分の一は帰国子女であり、その割合が高い。その理由は推測の域を出ないが、「語学が好

き」で通訳者になったと回答した帰国子女は 42％であるのに対して、非帰国子女は 66％であ

るという事実から、好きだから意識的に語学を勉強したであろう非帰国子女と、海外で生活を

することで自然に語学力が身についたであろう帰国子女では、通訳という職業に対する思い

入れが違うということが推測される。
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表 6. 通訳の道を志した理由の比較（複数回答可）

東京圏（n=127） 北海道（n=44）

語学が好き 78 人 61％ 29 人 66％

帰国子女 41 人 32％ 2 人 5％

専門職につきたかった 63 人 50％ 12 人 27％

誰かに勧められた 22 人 17％ 6 人 14％

通訳者の活躍を見て 30 人 24％ 13 人 30％

イメージにあこがれた 15 人 12％ 3 人 7％

他に仕事がなかった 15 人 12％ 1 人 2％

転職 32 人 25％ 8 人 18％

外国語の習得方法（表 7）に関しては、東京圏と北海道で留学した人の割合は同じだが

（39％）、海外で生活した人の割合には 2 倍以上の差があることが分かる。

表 7. 通訳する外国語の習得方法の比較（複数回答可）

東京圏（n=128） 北海道（n=44）

日本の学校教育のみ 30 人 23％ 14 人 32％

国内のインタースクール 6 人 5％ 0 人 0％

留学した 50 人 39％ 17 人 39％

海外で生活した 69 人 54％ 11 人 25％

留学年数平均 2 年 2 年

通訳技術の習得方法（表 8）に関しては、東京圏、北海道にかかわらず、通訳者の多く（そ

れぞれ 86％と 77％)が通訳専門学校で勉強している。

表 8. 通訳技術の習得方法の比較（複数回答可）

東京圏（n=126） 北海道（n=43）

通訳専門学校 108 人 86％ 33 人 77％

大学 18 人 14％ 5 人 12％

大学院 17 人 13％ 4 人 9％

独学 13 人 10％ 9 人 21％

その他 8 人 6％ 5 人 12％

4.3 プロ通訳者としての就業状況の比較

東京圏と北海道で大きな差が見られるのは収入面である。東京圏では 67％が 1～5 年以内

に自立ができたと回答しているのに対して、北海道では 81％が経済的自立はできていないと

回答している（表 9）。そのため、北海道では 90％の通訳者が通訳以外の仕事もしている（表
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10）。平均稼働時間に関しては、東京圏が 90 時間であるのに対して北海道では 24 時間と約

4 倍の差がある。これらのことから、北海道で通訳の仕事だけで経済的に自立をすることは、き

わめて困難だということが分かる。

表 9. 通訳で経済的自立ができたと感じるまでの年数の比較

東京圏（n=126） 北海道（n=43）

1～5 年 84 人    67％ 3 人 7％

6～10 年 27 人 21％ 2 人 5％

10 年以上 3 人 2％ 2 人 5％

経済的自立はできていない 8 人 6％ 35 人 81％

その他 6 人 5％ 2 人 5％

表 10. 就業形態の比較

東京圏（n=127） 北海道（n=41）

通訳の仕事しかしていない 66 人 52％ 4 人 10％

通訳以外の仕事もしている 61 人 48％ 37 人 90％

通訳者がどのくらいの収入を得ているのかというデータは、プロ通訳者を目指す人たちに指

針を提供する上で欠かせない。しかし、本調査の予備調査で「月収または年収を答えることに

抵抗がある」という意見が聞かれた。そのため、「無回答」欄を設けることにより、収入に関する

質問の回答に同意する通訳者のみから、稼働時間と時間あたりの平均報酬（表 11）の情報を

得て、その 2 つの数値から平均月収（表 12）を計算した。ただし、平均報酬は、①2,000 円以

下、②2,001 円～5,000 円、③5,001～8,000 円、④8,001～10,000 円、⑤10,001 円以上、とい

う幅のある数値での回答である。また稼働時間の回答者数は東京圏 128 人中 91 人（71％）、

北海道 44 人中 14 人（31％）であることから、稼働時間と平均報酬から平均月収を計算した表

12 の数値は一定の傾向を示しているにとどまる。

時給に関しては、東京圏の時給の方が高い（表 11）。例えば 5,001 円以上の時給を得てい

る通訳者は、東京圏で 79％であるのに対して北海道では 34％と、2 倍以上の開きがある（表

11 より計算）。

表 11. 時間あたりの平均報酬の比較

東京圏（n=124） 北海道（n=35）

2,000 円以下 3 人 2％ 2 人 6％

2,001 円～5,000 円 20 人 16％ 21 人 60％

5,001 円～8,000 円 30 人 24％ 7 人 20％

8,001 円～10,000 円 48 人 39％ 4 人 11％

10,001 円以上 23 人 16％ 1 人 3％
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さらに東京圏と北海道の平均月収を比較する（表 12）。時間あたりの平均報酬の計算は、便

宜上、①2,000 円、②3,500 円、③6,500 円、④9,000 円、⑤10,000 円で行い、千円以下は切

り捨てた。その結果、東京圏と北海道の通訳者の平均月収はそれぞれ約 65 万円と約 13 万

円で、その差は約 5 倍である。東京圏居住者の平均所得は北海道居住者の約 1.3 倍である

ため（総務省 2019）、この平均所得の差と比べると、5 倍という通訳者の平均所得の差は大き

い。また、回答した通訳者に限ったデータではあるが、最高月収には約 100 万円の開きがあり

（160 万円と 65 万円）、東京圏と北海道では通訳者の収入に大きな差があると結論できる。

表 12. 月収平均の比較

東京圏（n=91） 北海道（n=14）

平均月収 651,000 円 134,000 円

最低月収 2,000 円 3,500 円

最高月収 1,600,000 円 650,000 円

北海道の通訳者に関しては、ウィナー・テイク・オール（winner-take-all）の傾向が観察される。

回答者 14 人中 1 人の月収だけが極端に高く（約 65 万）、それに続く 2 人がその約半分の月

収を得ており、上位 3 人の収入が全体の合計収入の約 7 割を占めている。現代のプロフェッ

ショナルに対する労働市場では、「才能や努力のほんのわずかな差が、何百、何千倍もの所

得の差となる」(フランク 2018:216)ことがあるとされているが、北海道の通訳者市場でも、ごく一

部の通訳者（北海道外からの通訳者を含む）だけが主な仕事を独占する傾向がみられる。

4.4 通訳の仕事をする上で直面している問題の比較

直面している問題については表 13 の①から⑩までの 10 項目についてリッカート尺度で回答

を得た。①から⑤までは、１.非常に少ない、2.少ない、3.どちらとも言えない、4.大きい、5.非常

に大きい、となり、⑥から⑩までは、1.大幅に改善したい、2.改善したい、3.どちらとも言えない、

4.ほぼ満足、5.非常に満足、となっている。大きな傾向をつかむために、表 13 にそれぞれの地

域のリッカートの平均値を示す。

表 13. 直面している問題の比較

東京圏のリッカート平均 北海道のリッカート平均

①家庭の事情 2.3 2.8

②健康管理上の問題 2.5 2.3

③ストレス 2.9 2.9

④仕事の獲得量 3.2 2.0

⑤通訳による年収 3.4 2.5

⑥逐 次 通 訳 ス キ ル の 改 善 2.4 1.8
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（外国語→日本語）

⑦逐 次 通 訳 ス キ ル の 改 善

（日本語→外国語）

2.3 1.6

⑧同 時 通 訳 ス キ ル の 改 善

（外国語→日本語）

2.2 1.2

⑨同 時 通 訳 ス キ ル の 改 善

（日本語→外国語）

2.2 1.1

⑩知識レベルの改善 2.0 1.7

表 13 から次のような事実が分かる。①～③では大きな地域差が見受けられない。特に③の

ストレスについては、平均値は全く同じである。④の仕事の獲得量と⑤の年収に関しては、北

海道の通訳者のほうが少ないと感じる傾向が強く、4.3 節で示された傾向と一致する。⑥～⑩

では、全ての項目において北海道の通訳者のほうがスキルのレベルアップの必要性をより強く

感じている。北海道の通訳者は語学力がより低い傾向にあることや（4.1 節）、稼働時間が東

京圏の約四分の一しかなく実地訓練の機会が少ないことから（4.3 節）、スキルアップの必要性

をより強く認識しているのではないかと思われる。

4.5 通訳の仕事に対する満足度の比較

東京圏と北海道の「経済的満足度」「精神的満足度」「社会的認知度に対する満足度」をそ

れぞれ表 14、表 15 に示す。

表 14. 東京圏の通訳者の経済的、精神的、社会的認知度に対する満足度

回答者数の分布

n M SD 1 2 3 4 5

経済的満足度 128 3.5 0.87 4 10 37 66 11

精神的満足度 128 3.8 0.77 1 6 27 74 20

社会的認知満足度 128 3.2 0.97 7 26 38 53 4

註： 回答項目は、1:非常に不満、2:不満、3:どちらともいえない、4:満足、5:非常に満足

表 15. 北海道の通訳者の経済的、精神的、社会的認知度に対する満足度

回答者数の分布

n M SD 1 2 3 4 5

経済的満足度 43 2.7 0.87 3 14 17 9 0

精神的満足度 43 3.7 0.82 1 1 13 22 6

社会的認知満足度 42 2.8 0.84 4 9 22 7 0

註： 回答項目は、1:非常に不満、2:不満、3:どちらともいえない、4:満足、5:非常に満足
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表 14 と表 15 を比較すると、経済的満足度と社会的満足度のリッカート平均には差がある

が、精神的満足度にはほとんど差がない（3.8 と 3.7）ことが読み取れる。さらに東京圏と北海道

のリッカート平均の等分散を仮定した 2 標本による t-検定で、経済的満足度と社会的認知度

に対する満足度では p＜0.1 となり有意差が確認されるが、精神的満足度では p＞0.1 となり有

意差はない。この結果は表 13 で示された、「北海道の通訳者は東京圏の通訳者と比較して、

仕事量と収入が低いことを問題だとみなしながらも、仕事のストレスレベルは変わらない」という

ことと同じ傾向を示している。要約すると、北海道の通訳者は収入、経済的満足度、社会的認

知度に対する満足度が低いにもかかわらず、主観的には東京圏の通訳者とほぼ同じ精神的

満足度を得ていることになる。

5. 考察

本節では、これまでに明らかになった東京圏と北海道それぞれの通訳者の主な特徴をまと

めながら考察を行う。東京圏でも北海道でも通訳が職業として成立するようになった大きなき

っかけはオリンピックであり、そこには約 10 年間の時間差がある。TOEIC の平均スコアは東京

圏のほうが高く、これは東京圏に帰国子女や海外生活経験者が多いことに起因する可能性

がある。また東京圏の通訳者のほうが、稼働時間が長く会議通訳や同時通訳の機会も多いた

め、通訳ガイド中心の北海道の通訳者と比較すると、仕事を通じて通訳スキルを高める機会

が多く、また時給も高い。通訳の道を志した理由に地域差は少なく、「語学が好き」を理由に

挙げた人がどちらも一番多く、6 割を超える。また、通訳技術の習得方法にも地域差は少なく、

どちらも大半の通訳者が通訳専門学校で学んだと回答している。

しかしながら、収入には大きな差が見られる。東京圏では約 7 割の通訳者が 1 年から 5 年で

自立できたと回答しているのに対して、北海道では 8 割以上の通訳者が自立できていないと

回答している。平均稼働時間には約 4 倍の差があり、平均月収には約 5 倍の差がみられる。

なお北海道の通訳者の収入に関しては、上位約 2 割の通訳者の収入が全体の合計収入の

約 7 割を占めており、ウィナー・テイク・オール（winner-take-all）市場の傾向が強い。ではどう

いう条件を満たすとウィナーになれるのであろうか。データから推論できることは、専門性の高

い会議同時通訳スキルを身につけることである。このような技術は地方では供給が少ないため、

その仕事はスキルのある少数の通訳者に集中すると考えられる。もう一つは人気観光通訳ガ

イドになることである。顧客からの人気が高い観光通訳ガイドは旅行業者から多くの仕事のオ

ファーがあると予想される。

東京圏と北海道の比較で特筆すべき点は、「経済的満足度」と「社会的認知度に対する満

足度」には有意差があるが、「精神的満足度」には有意差がないことである。明らかな収入差

がありながら「精神的満足度」に有意差が見られないことは、「幸福の経済学」の研究成果で

説明が可能である。所得が高いことは主観的幸福度にそれほど大きな影響を与えるものでは

ない（大竹他 2013; 橘木 2013; 橘木・高松 2018; 友原 2013; フライ 2012）。人は所得の

増加に「順応」し、また「相対所得」で幸福度を判断するため、たとえ高所得であっても参照点
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の収入がより高ければ幸福度は高まらない。さらに「選好のシフト」で所得増加がもたらす幸福

度の約 3 分の 2 が相殺されることからも（友原 2013）、所得増加が幸福度に与える影響はごく

わずかであることが分かる。

では通訳者は仕事の満足度・幸福度を何から得ているのであろうか。仕事の満足度を高め

る主要な条件に「自分の能力を高められる」ことや「おもしろさ」がある（西・荒巻 2009; 村田

2016）。通訳という仕事は自分の能力が高まる仕事であることは議論の余地がなく、まずこの

点に関しては高い満足度が得られる条件を備えていると言える。「おもしろさ」に関しては、橘

木・高松 （2018）が示した仕事の満足度を高める 3 つの特性のうち、最初の 2 つが「おもしろ

さ」の具体的説明となっている。第一の特性は趣味との境界があいまいな「創造性」である。通

訳者になった理由で一番多いのは「語学が好き」であり、バイク便ライダーと同様に好きなこと

を職業にした人の割合が高いため、通訳者は仕事から満足度を得やすいと言える。第二の特

性は人と接して人を助ける「他者援助性」である。本田はヒューマンサービス職を、「しばしば

専門職であり、個人として高度なスキルや知識、職業倫理に基づいて行われる仕事」（2008:

89）と表現しているが、これはまさに通訳者の仕事そのものである。第三の特性である「向上心」

に関しても、通訳者の多くが自分の通訳スキルを改善したいと回答していることから（新崎他

2019a）、一般的に通訳者は向上心が高いと言える。このように、通訳という仕事は満足度を得

やすい特性を備えており、さらにその特性は活動拠点に依存しない。そのため幸福度の観点

からすれば、個々の通訳者にとって最良の活動拠点は東京圏に限らないことになる。このこと

は、幸福度の地域間格差は所得の地域間格差ほど大きくない（大竹他 2013； 山根他 2008）

という先行研究結果からも支持される。自由に活動拠点を選ぶことができない通訳者でも仕事

から高い満足度を得ることができるというのは、励みになる結果である。では、活動拠点を選択

できる場合にはどこを選ぶのが望ましいだろうか。通訳者の類型（表 1）ごとに考察してみよう。

まず「プロまっしぐら型」は早い段階で自立を目指す人が多いため、時給と経済的自立者の

割合が高い（表 2, 3, 9, 10, 11, 12）東京圏で活動することが望ましい。随行通訳、ガイド通訳

中心の北海道と比較して、東京圏では会議通訳や同時通訳をする機会が多いことから（表 5）、

通訳スキルを磨く機会も多く、まっしぐらにプロを目指す人に最適な場だと言える。同様のこと

が「遠回り・プロ指向型」や「転職型」にもあてはまる。

「生活安定・自己実現型」の通訳者に関しては、必ずしも東京圏を活動拠点にする必要はな

いと考える。この型の通訳者は、「有閑型パート」の主婦層と一致し（2.3.3.4 節）、「やりがい」

（新崎他 2019b）や「目に見えない報酬」（田坂 2008）がモチベーションとなり仕事をしている

と推察される（2.2 節）。仕事の満足度に大きな影響を与えるのは「創造性」「他者援助生」「向

上心」などであり（2.3 節）、これらの特性は居住地にかかわらず同様に得られるものである。ま

た所得の格差ほど地域間の幸福度の格差は大きくないことが解明されており（大竹他 2013；

山根他 2008）、本調査でも東京圏と北海道の通訳者間に精神的満足度の有意差はない。

そのため、「生活安定・自己実現型」通訳者に関しては、すでに生活の基盤が東京圏以外に

ある場合には、それを崩してまで東京圏に活動拠点を移すメリットは少ないと判断される。「生

活安定・自己実現型」の通訳者 31 人のうち 21 人が北海道の通訳者であり、また、北海道の
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通訳者の約半数がこの型であることから、北海道における通訳の仕事は経済的自立を実現

するには不十分であるものの、通訳者に自己実現の機会を提供する役割を果たしていると言

えるであろう。

「生活安定・自己実現型」に関して特記しておきたいのは「やりがいの搾取」の問題である。

趣味や好きなことを仕事にする自己実現を目的とした労働者で、対人労働の自立性が高い

専門職ほど「やりがいの搾取」の対象になりやすい（2.3.3.3 節）が、この労働者像は生活に困

っておらず語学という趣味を生かして仕事をしている「生活安定・自己実現型」通訳者像と一

致する。この型の通訳者の約 7 割が自立できていないと回答していることから（表 1）、エージ

ェントは生活に困っていない通訳者の報酬を不当に低く抑えている可能性があることが推察さ

れる。本調査の自由記述欄に、ある通訳者が次のような意見を書いていた。「地方通訳者の

中にはかなり低価格で仕事を行う人がいると聞く。『仕事に対する正当な代価』という考えを持

たず、市場の価格を崩すとはどういう思いなのか疑問を持っています。（中略）『この仕事を一

生の仕事とする』という意識を持たない人がいらっしゃるのかしらんと、少し残念な気持ちをもっ

ている」。北海道の通訳者の多くが低価格の仕事を引き受けているというのは事実であるが

（表 11）、果たしてその原因はプロ意識の欠如なのであろうか、それとも「やりがいの搾取」なの

であろうか。後者である場合には、不当に安い報酬であってもやりがいや自己実現のために喜

んで仕事を引き受ける生活に困っていない通訳者がいるため、エージェントは正当な報酬を

支払う意志がないという推論が成り立つ。この問題に関しては新たに検証が必要である。

「壮年転職型」に関しては 3 人分のデータしかないため、明確な通訳者像に基づく活動拠

点の分析は難しい。推論するに、経済的基盤が確立した上で早期退職をして好きな語学を生

かしながら仕事をするという「壮年転職型」であれば、現実的には元の生活拠点で活動するこ

とになると思われる。

6. まとめ

本稿では東京圏と北海道の通訳者データを比較しながら、それぞれの地域における通訳

者の実態を捉え、通訳という仕事から得られる幸福度についての考察を行った。その結果、経

済的満足度、社会的認知度に対する満足度には有意差が認められたが、精神的満足度に

は有意差が認められなかった。

本稿の議論を進める上で基本となった考え方は、通訳業はキャリアデザイン（ライフデザイ

ン）の一部であり、目指すべきは通訳としての成功のみならず通訳業を含む自分らしい生き方

の追求である、というものである。質問紙調査のデータ分析結果から導かれたことは、通訳とい

う仕事に対する関わり方は様々であるが、仕事の幸福度に大きな差はないということである。そ

のため通訳者のキャリア指導をする際には、個々人が自分の生活に適したキャリアデザインを

することができると伝えられる。換言すれば、通訳者のキャリアは国際会議の同時通訳を頂点

とする一本の数直線のように捉えられるものではなく、個々人の人生観に合わせて選択できる

キャリアであると言える。
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本稿の限界は、本調査の標本数が十分とは言えず、また比較対象が東京圏と北海道のみ

であるため、この考察結果が必ずしも東京圏と地方の違いを反映しているとは言えない点であ

る。しかしながら、これまで東京圏と地方の通訳者をとりまく状況を比較した研究はほとんどなく、

また通訳という仕事を幸福度という観点から考察した研究例も筆者の知る限りにおいては見あ

たらない。そのため指導者がキャリア形成指導を行う際には、伝聞によるわずかなエピソードに

頼らざるを得ない状況が続いてきた。本稿で提示した二地域の通訳者の比較データと幸福度

という観点からの比較考察は、キャリア形成指導をする際の有益な根拠を提供している点にお

いて教育的意義があると考える。

最後に「やりがいの搾取」について再度言及したい。アンケート調査の自由記述欄には「ブラ

ックバイト」「理不尽な仕打ち」「単価のダンピング」「やりがい搾取の対象になりやすい」など、

正当な報酬を支払わないエージェントに対する不満であると解釈される言葉が多く書かれて

いる。また通訳者の中からは、「やりがい」を優先する地方通訳者が「やりがいの搾取」を誘発

し、通訳者全体の労働条件を引き下げてしまう危険性を危惧する声もあがっている。数値的

には、東京圏と北海道の通訳者の収入を比較すると、平均月収には 5 倍以上の差が見られ、

この差は東京都と北海道の地域間格差である 1.3 倍を大幅に上回る。そこで、果たして通訳

者、とりわけ地方の通訳者は、「やりがいの搾取」の対象となっているのかどうかを検証する必

要がある。今後は通訳者の地位向上と環境改善のためにも、この「やりがいの搾取」という問

題をテーマに研究を進めたい。

【註】

1. 国土交通省（2016）は、東京圏を東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県と定めている。東京

圏 128 人の内訳は、東京都 94 人、神奈川県 28 人、千葉県 6 人である。

2. 2003 年から 2006 年までの 4 年間のデータである。

3. 女性の方が、幸福度が高いことは、大竹他（2013）、森川（2010）を含む多くの研究で報告され

ている。

4. 主夫の可能性もある。

5. 未回答者がいるため、回答者の総数と男女の合計人数は一致していない。

6. 北海道と同じような積雪寒冷地帯にある北米、カナダ、北欧諸国との交流を目的に 1972 年に

設立された社団法人の国際交流団体。2011 年に公益社団法人北海道国際交流・協力総合

センターに改称。
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