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摘

要

(中) 

  本論文旨在研究日本企業海外投資之歷史演進，以及其投資策略與特

徵。首先，係從歷史的觀點，透過文獻調查法闡述日本經濟自戰後到 21

世紀的發展與成長軌跡，並觀察其對外投資之演進過程。其次，利用統計

分析手法，以東亞兩大投資區域－中國與東協為例，透過實際的投資實績

與各項經濟指標進行比較分析，描繪出日本企業對兩區域投資的特徵與比

重。最後，探討日本、中國、東協三者之關係與日本企業今後的投資動

向。   日本企業在戰後貿易、資本交易限制逐步放寬的背景下積極進軍

海外，前後出現了四波投資熱潮。90 年代以後面對企業全球化的佈局與中

國經濟的崛起，面臨嚴峻的調整需求。同時為了規避風險，除了中國之

外，近年來積極對外簽署關稅協定・經濟合作的東協又再度浮現其重要

性。日本企業對中國與東協直接投資實績之比較結果如下：中國在製造業

與全產業之法人數、全產業之營收、勞工數等方面呈現領先狀況，而東協

在投資總額與件數、製造業營收、收益性、勞動生產性等方面占優勢；此

外，在投資業別方面，中國在纖維、機械等業別上領先，東協則在化學、

電機、運輸機等業別上領先。整體來說，兩區域之投資優勢不相上下，但

因日本對東協投資歷史較久遠，因此略占優勢。不過，中國之崛起不僅對

亞洲經濟產生衝擊，同時也象徵著世界經濟體間的角力變化。今後日本企

業對中國與東協，甚至是東亞其他國家之投資動向，尚有持續觀察之必

要。  

摘

要

(英) 

The purpose of this research is to investigate the historical development of Japanese 

firms’ FDI, and their investment policies and characteristics. First, from the point 

of history, the document investigation method is employed to demonstrate Japanese 

economy’s development and growth from post-war period to 21st century, and to 

examine the historical development of Japanese FDI. Second, take the two large 

investment areas in East Asia－China and ASEAN－as example, Statistical And 

Data Analysis is used to compare and analyze the investment performance and 

economic indicators to illustrate the investment characters and ration that Japanese 

firms toward these two areas. Last, the relations between Japan, China and ASEAN, 

and Japanese firms’ future investment tendency are discussed. From post-war 

period, Japanese firms aggressively started FDI after the relaxation of the restrictions 

on commerce and capital trade. There have been four investment booms. However, 

after 1990s the firms faced tough challenges due to many corporations’ 

globalization and the rise of China on economy. Meanwhile, in order to avert the 

risks, ASEAN, which has been eagerly signing FTA and EPA, shows its importance 

again. The comparisons of Japanese firms FDI performance between China and 

ASEAN are as follows: China is in the lead on the number of enterprise units of 

manufacture and all industry, total industry net sales and the number of employees; 

while ASEAN takes the advantages on aggregate investment, manufacturing net 



sales, profitability, and labor productivity. As for the areas of industries, China takes 

the lead on fiber and machinery while ASEAN on chemical, electrical engineering 

and transportation. Overall, the investing advantages on the two areas are neck and 

neck. ASEAN is a bit ahead of China since Japanese firms have invested in ASEAN 

much longer. However, China’s rise not only has the impact on Asian economy 

but also means the changes between the world’s economic entities. In the future, 

the investment tendency of Japanese firms toward China and ASEAN or even other 

countries in East Asia still needs to be studied. Keyword：Japanese Firms, FDI, 

East Asia, China, ASEAN  
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附

註  

全

文

點

閱

次

0000001  



數 

資

料

建

置

時

間 

2010/5/14 

轉

檔

日

期 

2010/05/14 

全

文

檔

存

取

記

錄 

495246061 2010.5.14 11:50 114.32.77.172 new 01 495246061 2010.5.14 12:28 

114.32.77.174 del 01 495246061 2010.5.14 12:28 114.32.77.174 new 02 495246061 

2010.5.14 12:50 114.32.77.174 del 02 495246061 2010.5.14 13:00 114.32.77.174 

new 01 

異

動

記

錄 

C 495246061 Y2010.M5.D14 11:55 114.32.77.172 M 495246061 Y2010.M5.D14 

11:58 114.32.77.172 M japa2596 Y2010.M5.D14 12:02 114.32.77.172 M 

495246061 Y2010.M5.D14 12:48 114.32.77.174 M 495246061 Y2010.M5.D14 

12:54 114.32.77.174 M 495246061 Y2010.M5.D14 13:39 114.32.77.174 M 

495246061 Y2010.M5.D14 14:26 114.32.77.174 M japa2596 Y2010.M5.D14 14:34 

140.136.213.53 M japa2596 Y2010.M5.D14 14:34 140.136.213.53 I 030540 

Y2010.M5.D14 15:22 140.136.209.41 

 


