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調査の概要 
 

１ 調査の目的 

 本調査は、海外に進出している日系企業の人事労務管理の実態を明らかにすることを目的

とし、1999 年にはじめて実施した調査の継続調査である。2001 年に第 2 回、2003 年に第 3

回、今回が第４回目となる。同一調査項目による定点観測を意図し、前回調査の調査項目を

概ね継承している。 

 

２ 調査の対象 

 海外 59 カ国・地域の別表 1 に挙げた日本人商工会議所、日本人会等の団体等（以下「日本

人商工会議所等」）に加盟する現地法人、支社・支店を対象とする。 

（1）対象国 

 原則として外務省大臣官房領事移住部政策課の『海外における邦人及び日系人団体一覧

表』（平成 16 年 5 月）、東洋経済新報社『海外進出企業総覧（国別編）2005』（2005 年 5 月）

を参考として、進出企業数の多い国・地域を順に選択した。 

 

（2）対象団体数 

 日本人商工会議所等は、原則として 1 カ国につき 1 団体としているが、地域的な広がり

や組織事情を勘案して合計 83 団体を選定している（別表１）。 

 

（3）対象企業数 

調査対象は基本的に、この 83 団体の会員企業である現地法人、支社・支店の数に一定

の抽出率を乗じて得た 2,656 社とした。すなわち、会員企業数 500 社以上の日本人商工会

議所等には抽出率 10％、100～499 社の場合は抽出率 20％、50～99 社の場合は抽出率 30％、

20～49社の場合は抽出率 40％、5～19社の場合は抽出率 50％、0～4社の場合は抽出率 100％

をそれぞれ乗じて調査対象企業数を決定した。 

 

（4）調査対象企業 

 調査対象企業の選定は、各国・地域の日本人商工会議所等に依頼し、その際、調査対象

企業を製造業と非製造業の双方からなるようお願いした。各日本人商工会議所等は会員企

業名簿等により選定した。 

 

３ 調査の方法 

（1）調査委員会 

本調査に際し、研究者と労働政策研究・研修機構（JILPT）を構成メンバーとする作業委
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員会を設け、調査基本設計、アンケート票設計、分析、報告書作成にあたった。メンバー

は、白木三秀（早稲田大学政経学部教授）、梅澤隆（国士館大学経済学部教授）、永井裕久

（筑波大学大学院経営システム科学教授）、戎野淑子（嘉悦大学経営経済学部助教授）、熊

迫真一（早稲田大学博士後期課程）、藤本真（JILPT 研究員）、坂井澄雄（JILPT 国際研究部

研究交流課長）、高畑正人（JILPT 国際研究部研究交流課） 

 

（2）アンケート調査 

郵送によるアンケート調査を実施。日本人商工会議所等を通じて、海外進出日系企業に

対してアンケート票の配布・回収を行った。  

 

４ 調査時点 

  2005 年 10 月 1 日時点 

 

５ 回答状況 

 調査対象企業 2,656 社に対して 710 の有効回答を得た。有効回答率は 32.3％。 
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別表 1 日本人商工会議所・日本人会会員企業数 

国名 在外日本人商工会議所・日本人会等 会員企業数
現地法人数

（東洋経済）
HP 抽出数 

アジア地域       

韓国 ソウルジャパンクラブ 296 -  59 

中国 中国日本人商工会議所 440 -  88 

  上海日本商工クラブ 720 -  72 

  大連日本商工クラブ 360 -  72 

  天津日本人会 221 -  44 

  青島日本人会 - - 270 54 

  広州日本商工会 220 -  44 

  深せん日本商工会 293 -  59 

香港（中国） 香港日本人商工会議所 577 -  58 

台湾 台北市日僑工商会 378 -  76 

ベトナム ホーチミン日本商工会 254 -  51 

  ベトナム日本商工会 130 -  26 

タイ 盤谷日本人商工会議所 1,170 -  117 

シンガポール シンガポール日本商工会議所 705 -  71 

マレーシア マレーシア日本人商工会議所 542 -  54 

ブルネイ ブルネイ日本人会 4 -  4 

フィリピン フィリピン日本人商工会議所 453 -  91 

インドネシア ジャカルタ・ジャパン・クラブ 390 -  78 

ミャンマー ヤンゴン日本人商工会議所 61 -  18 

カンボジア カンボジア日本人商工会 - 3  3 

インド カルカッタ日本商工会 8 -  4 

  バンガロール日本人会 - - 44 18 

  デリー日本商工会 91 -  27 

パキスタン カラチ日本商工会 18 -  9 

スリランカ スリランカ日本商工会 52 -  16 

バングラディシュ ダッカ日本商工会 22 -  9 

中近東地域       

イラン テヘラン日本人会 - 13  7 

バーレーン バーレーン日本人会 - 7  4 

サウジアラビア リヤド日本人会 - 17  9 

アラブ首長国連邦 アブダビ日本人会 - 44  18 

トルコ イスタンブール日本人会 - 28  11 

ヨーロッパ地域       

スウェーデン スウェーデン日本商工会 24 -  10 

デンマーク 北友会 12 -  6 

イギリス 在英日本人商工会議所 320 -  64 

アイルランド 在アイルランド共和国日本企業懇話会 39 -  16 

オランダ 在蘭日本商工会議所 254 -  51 

ベルギー （財）ベルギー日本人会 223 -  45 

フランス 在仏日本商工会議所 207 -  41 

ドイツ デュッセルドルフ日本商工会議所 308 -  62 

  （社）フランクフルト日本法人会 159 -  32 

  ハンブルグ日本貿易会 90 -  27 

スイス ジュネーブ日本倶楽部 41 -  16 

ポルトガル ポルトガル日本人会 22 -  9 

スペイン マドリッド水曜会 49 -  20 

  バルセロナ水曜会 61 -  18 

イタリア 在イタリア日本人商工会議所 166 -  33 

フィンランド 日本クラブ - 21  8 

ポーランド ポーランド日本商工会 - 63  18 

ロシア モスクワ日本商工会 - 50  15 

オーストリア オーストリア日本人会 38 -  15 

チェコ チェコ日本商工会 57 -  17 

ハンガリー ハンガリー日本人商工会 37 -  15 

ギリシャ アテネ日本人会 - 11  6 
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国名 在外日本人商工会議所・日本人会等 会員企業数
現地法人数

（東洋経済）
HP 抽出数 

北米地域         

カナダ トロント日本商工会 131 -  26  

  バンクーバー貿易懇話会 81 -  24 

アメリカ 北加日本商工会議所 - - 300  60 

  
ジャパン・ビジネス・アソシエーション 

（南カリフォルニア日系企業協会） 
424 -  85  

  ヒューストン日本商工会 90 -  27 

  ジョージア日本人商工会 155 -  31  

  シカゴ日本商工会議所 360 -  72  

  デトロイト日本商工会 225 -  45  

  ニューヨーク日本商工会議所 300 -  60  

  ホノルル日本人商工会議所 - 88   26 

  ワシントン日本商工会 99 -   30 

南米地域         

メキシコ メキシコ日本商工会議所 174 -  35  

パナマ パナマ日本人会 - 90   27 

コロンビア 日本・コロンビア商工会議所 - 19   10 

ベネズエラ 二水会 30 -  12 

エクアドル キト日本人会 - 5   3 

ペルー 日秘商工会議所 79 -  24 

チリ 日智商工会議所 66 -  20 

ブラジル ブラジル日本商工会議所 295 -  59  

  リオデジャネイロ日本商工会議所 41 -  16  

アルゼンチン 在亜日本商工会議所 81 -   24 

アフリカ地域         

エジプト カイロ日本商工会 26 -  10  

ナイジェリア ナイジェリア日本人会 13 -  7 

タンザニア ダルエスサラーム日本人会 - 2   2 

南アフリカ 南アフリカ日本商工会議所 44 -   18  

オセアニア地域         

オーストラリア シドニー日本商工会議所 180 -  36  

  メルボルン日本商工会議所 81 -  24 

  ブリスベン日本商工会議所 29 -  12  

パプア・ニューギニア ポートモレスビー日本人会 - 1   1 

ニュージーランド オークランド日本貿易懇談会 38 -   15  

合    計 83 か所（59 カ国・地域） 12,554 462  344  2,656  

（資料出所） 

１．日本商工会議所・日本人会の会員企業数：外務省大臣官房領事移住部政策課『海外における邦人及び日系人団
体一覧表』（平成 16 年 5 月） 

２．現地法人数：東洋経済新報社『海外進出企業総覧（国別編）2005』（2005 年 5 月） 
３．ＨＰ：当該商工会議所のホームページ上で確認した会員企業数。  

（注） 
１．過去に調査協力の実績があり、『海外における邦人及び日系人団体一覧表』に会員企業数が掲載されていないも

のは、『海外進出企業総覧（国別編）2005』の数字とした。その際、１カ国に複数の在外商工会議所があるアメリカ等
については、商工会議所の管轄地域が不明のため、調査協力依頼先である商工会議所と同じ地名の住所もしくは
近隣地域の同地名を持つ企業を所属企業と仮定し、会員企業数を算出した。 

２．調査対象企業数（抽出数）は、会員企業数に下表の抽出率を乗じて算出した。 
 

企 業 数 抽出率 

 ０社以上 ～  ４社 100% 

 ５社以上 ～ １９社 50% 

 ２０社以上 ～ ４９社 40% 

 ５０社以上 ～ ９９社 30% 

 １００社以上 ～４９９社 20% 

 ５００社以上 10% 
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別表 2 国別回収一覧 

国名 在外日本人商工会議所・日本人会等 調査対象企業数 有効回答数 
有効回答率 

（％） 

アジア地域         

韓国 ソウルジャパンクラブ 59  14 23.7  

中国 中国日本人商工会議所 88  24 27.3  

  上海日本商工クラブ 72  16 22.2  

  大連日本商工クラブ 72  7 9.7  

  天津日本人会 44  0 0.0  

  青島日本人会 54  11 20.4  

  広州日本商工会 44  25 56.8  

  深せん日本商工会 59  29 49.2  

香港（中国） 香港日本人商工会議所 58  21 36.2  

台湾 台北市日僑工商会 76  29 38.2  

ベトナム ホーチミン日本商工会 51  31 60.8  

  ベトナム日本商工会 26 0 0.0  

タイ 盤谷日本人商工会議所 117  8 6.8  

シンガポール シンガポール日本商工会議所 71  25 35.2  

マレーシア マレーシア日本人商工会議所 54  18 33.3  

ブルネイ ブルネイ日本人会 4 0 0.0  

フィリピン フィリピン日本人商工会議所 91  17 18.7  

インドネシア ジャカルタ・ジャパン・クラブ 78  25 32.1  

ミャンマー ヤンゴン日本人商工会議所 18 9 50.0  

カンボジア カンボジア日本人商工会 3 3 100.0  

インド カルカッタ日本商工会 4 4 100.0  

  バンガロール日本人会 18 0 0.0  

  デリー日本商工会 27 25 92.6  

パキスタン カラチ日本商工会 9 8 88.9  

スリランカ スリランカ日本商工会 16 11 68.8  

バングラディシュ ダッカ日本商工会 9 0 0.0  

中近東地域         

イラン テヘラン日本人会 7  7 100.0  

バーレーン バーレーン日本人会 4  4 100.0  

サウジアラビア リヤド日本人会 9  0 0.0  

アラブ首長国連邦 アブダビ日本人会 18 0 0.0  

トルコ イスタンブール日本人会 11 0 0.0  

ヨーロッパ地域         

スウェーデン スウェーデン日本商工会 10 0 0.0  

デンマーク 北友会 6 0 0.0  

イギリス 在英日本人商工会議所 64  3 4.7  

アイルランド 在アイルランド共和国日本企業懇話会 16  12 75.0  

オランダ 在蘭日本商工会議所 51  7 13.7  

ベルギー （財）ベルギー日本人会 45  3 6.7  

フランス 在仏日本商工会議所 41  14 34.1  

ドイツ デュッセルドルフ日本商工会議所 62  23 37.1  

  （社）フランクフルト日本法人会 32  0 0.0  

  ハンブルグ日本貿易会 27 1 3.7  

スイス ジュネーブ日本倶楽部 16  4 25.0  

ポルトガル ポルトガル日本人会 9  8 88.9  

スペイン マドリッド水曜会 20  8 40.0  

  バルセロナ水曜会 18 14 77.8  
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国名 在外日本人商工会議所・日本人会等 調査対象企業数 有効回答数 
有効回答率 

（％） 

イタリア 在イタリア日本人商工会議所 33  4 12.1  

フィンランド 日本クラブ 8  0 0.0  

ポーランド ポーランド日本商工会 18 14 77.8  

ロシア モスクワ日本商工会 15 0 0.0  

オーストリア オーストリア日本人会 15  5 33.3  

チェコ チェコ日本商工会 17 3 17.6  

ハンガリー ハンガリー日本人商工会 15  0 0.0  

ギリシャ アテネ日本人会 6 2 33.3  

北米地域         

カナダ トロント日本商工会 26  16 61.5  

  バンクーバー貿易懇話会 24 0 0.0  

アメリカ 北加日本商工会議所 60 5 8.3  

  
ジャパン・ビジネス・アソシエーション 

（南カリフォルニア日系企業協会） 
85  0 0.0  

  ヒューストン日本商工会 27 0 0.0  

  ジョージア日本人商工会 31  0 0.0  

  シカゴ日本商工会議所 72  15 20.8  

  デトロイト日本商工会 45  6 13.3  

  ニューヨーク日本商工会議所 60  10 16.7  

  ホノルル日本人商工会議所 26 0 0.0  

  ワシントン日本商工会 30 0 0.0  

南米地域         

メキシコ メキシコ日本商工会議所 35  7 20.0  

パナマ パナマ日本人会 27 11 40.7  

コロンビア 日本・コロンビア商工会議所 10 0 0.0  

ベネズエラ 二水会 12 8 66.7  

エクアドル キト日本人会 3 0 0.0  

ペルー 日秘商工会議所 24 6 25.0  

チリ 日智商工会議所 20 16 80.0  

ブラジル ブラジル日本商工会議所 59  22 37.3  

  リオデジャネイロ日本商工会議所 16  9 56.3  

アルゼンチン 在亜日本商工会議所 24 12 50.0  

アフリカ地域         

エジプト カイロ日本商工会 10  3 30.0  

ナイジェリア ナイジェリア日本人会 7 5 71.4  

タンザニア ダルエスサラーム日本人会 2 1 50.0  

南アフリカ 南アフリカ日本商工会議所 18  0 0.0  

オセアニア地域         

オーストラリア シドニー日本商工会議所 36  29 80.6  

  メルボルン日本商工会議所 24 12 50.0  

  ブリスベン日本商工会議所 12  7 58.3  

パプア・ニューギニア ポートモレスビー日本人会 1 0 0.0  

ニュージーランド オークランド日本貿易懇談会 15  14 93.3  

合    計 ８３か所（５９カ国・地域） 2,656  710 32.3  
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