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要旨 
 

台灣人在日常生活中對話時，大部分都是使用中文，較不常使用台語。因此

以此作為本次主題。本文將會比較過去及現在的台語使用狀況，並以政治、媒體

及社會的三個角度來探討台語消失的原因。為了防止台語消失，政府及民間也做

了許多努力，本文會介紹幾個較具代表性的例子，並提出兩者的問題點。最後，

會對目前的現有政策提出修正建議，期望台語能保存並流傳。 

 

關鍵詞：台語、沒落、保存、皇民化運動、媒體相關政策 
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壱、 序論 
一、 動機 

普段私たちが大学の中で話している言葉は、中国語か英語、外国語学部

の学生ならば専攻している様々な言語を使用しているだろう。しかし台湾

語を使っている大学生を見ることはほとんどない。使うとしたら卑語を言

う時ぐらいである。実家に帰る時でさえ、たとえ年長者の話す台湾語を聞

き取ることができても、中国語を使うことがほとんどである。我々はそれ

を不思議に思い、台湾語が衰退していく理由について研究することを決め

た。 

二、 定義 

本稿では「台湾語」と「台湾語を使う」という二つの概念について言及

しているため、まずこの二つの言葉を定義する。「台湾語」は、中国の閩

南（びんなん）地方から流れてきた閩南語が台湾の特殊な地理と人文環境

の影響を受けて変化し、今の形に辿り着いた言語のことである。また、「台

湾語を使う」というのは、台湾語が日常生活の中で一番使われている言語

であることを指す。 

 

 

弐、 使用傾向 
一、 日本統治時代 

1920 年代、台湾の植民地政府に対する抗争は非暴力的になった。日本

は権力を固めるために国語（日本語）教育を押し広め、さらに役所では日

本語を問題なく使える人以外を雇ってはいけないと規制した。 

1931 年、植民地政府の正式な命令により国語講習所が設立された。し

かしこの時期においても、日本語が台湾語の代わりに日常生活の中で主に

使われる言語になったことはなく、皇民化教育より前の植民地言語教育で

は、台湾人をバイリンガルにするだけだった。 

1937 年、日中戦争が勃発したのをきっかけとし、植民地政府が皇民化

教育を実行、植民地政府は全面的に台湾当地の言語の使用を禁止していな

いが、台湾語は昔よりも抑圧されるようになった。 

1943 年、役所の資料から、「日本語を「理解」できる台湾人は当時の総

人口の 80%に達していたことがわかる。」（蕭阿勤 2015:107）大袈裟では

あるが、日本語を使える人（特に若者）の数は着実に増えていた。 
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1944 年、学校の基礎教育の普及によって、「台湾の学齢人口の登録率は

71.31%に達していた。」（蕭阿勤 2015:107）日本語はそのおかげで台湾の

主な言語になった。「第二次世界大戦の終戦後、30 歳以下の台湾人は台湾

語ではなく、日本語を主な言語として使っている。都会では特に顕著であ

った。30 歳以上の人の中で中国語を読める、もしくは書ける人はせいぜ

い 2%だった。」（蕭阿勤 2015:114） 

 

表 1. 歴年の台湾人の日本語普及率と日本人の「土語」普及率(%) 

 

 

表 1 が言及した土語とは即ち当時の台湾語である。上の表と記述から、

日本による国語教育の成功が見られる。日本語は当時の若者の主な言語に

もなっている。 

 

二、 現在 

表 2 中の閩南語は即ち本稿における台湾語である。年齢が低くなればな

るほど台湾語の使用率が徐々に下がっていくのが見られる。それとは逆に、

華語－つまり中国語の使用率が大幅に増えていた。この表は台湾語が衰退

していく状態を表していると言ってよい。さらに、2010 年に出された資

料では「喋れるなら（台湾語を使えると）チェックを入れていい」という

形式だったので、台湾語をよく使っていない人でも「使える」と回答し、

台湾語の使用率が実際より高くなった疑いがある。 

現時点では 2013 年よりも新しい統計資料がない。目下、行政院は 2020

年の国勢調査の作業を行っている。 
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表 2. 2010 年国勢調査と 2013 年国勢調査の比較表 

 

 

 

参、 没落の原因 
一、 政治的要因 

1. 日中戦争勃発 

1937 年、日本が中国華北に侵略し始めてから、戦争の規模が拡大して

太平洋戦争となり、その規模の拡大の速度に日本本土の資源だけでは負担

できなかった。そのため、植民地である台湾の人々を動員する必要があっ

た。植民地の人々を徹底的に動かさせるには、その忠誠を得る必要がある。

そのために総督府は皇民化教育をさらに強めていった。 

 

2. 国民精神総動員 

1937 年 9 月、全国が一斉に戦争の準備と支持をしてくれるように、日

本政府は「国民精神総動員」を押し広め、大量かつ瞬速に全国の資源を使

えるようになった。前述の通り、戦争の規模が巨大で拡大の速度が速いた

め、日本は植民地の人力資源を動員させるために国語教育をさらに徹底的

に実行し、当地の言語を積極的に抑圧した。大衆の日本語能力を増進させ

るために、総督府は大量に「国語講習所」を増設した。特に知識階級に対

しては「国語家庭」の認定制度を設けて、様々な優遇を与えた。例えば国
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語家庭出身の子供の方が小学校に入る機会がある、役所では優先的に国語

家庭出身者を雇うなどである。 

総督府は新聞紙で漢文欄の掲載を禁止するだけでなく、漢文科を学校の

教科から取り除いた。児童が台湾語を使った場合はひどい体罰を受けるこ

とになる。さらに台湾語と関わり深い台湾伝統の音楽や劇を規制して、“漢

人の色”を少しずつ消して皇民化を押し進めていった。すべては言語の影

響によって、台湾人の言語を変えようとする政策である。 

 

二、 マスコミの影響 

1. 台湾語番組の放送を禁止 

次に、国民党政府時期の台湾語を抑圧するマスコミの政策について紹介

する。 

 

I. 広電法を制定 

1972 年、テレビで放送された「雲州大儒俠」という台湾語番組が流行

っていたが、台湾全島の民族の思想を統一させるための国語運動の妨げに

なってしまった。同年、テレビ局はその影響で台湾語番組の放送時間を一

日に一時間以内しか放送できないと規制された。 

1973 年、行政院のテレビ局がテレビとラジオの審査を引継ぎ、台湾語

番組の放送は段々難しくなった。 

1976 年、政府は広電法を制定。広電法によって、ラジオの台湾語番組

の放送比率が全番組の 50％、テレビ番組は 70％を越えてはいけないと規

制されたが、実際では台湾語番組は、テレビでは一日に一時間だけ、ラジ

オも台湾語の曲を一曲だけしか放送できなかった。台湾語番組は消えずに

存在していて、完全に禁止されていないが、当時の子供にとって、テレビ

とラジオは言葉を習う大切な媒介である。学生や子供が台湾語に触れる機

会が少なくなると、台湾語の分かる若者が一気に減ることになっていった。 

そして、1987 年解厳以降にやっと、台湾語番組の規制を少しずつ緩め

た。 

 

II. 映画の審査 

映画はテレビ番組やラジオの管理範囲内にないが、国民政府が台湾を統

治し始める頃から映画審査制度があるため、許可なしでは映画を放送する

ことができなかった。したがって、情報の流通していない、設備も古い時
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代では、台湾語の映画は初めから制限されていて、存続が難しい。 

1981 年、楊麗花さんが主演した映画『陳三五娘』が最後の台湾語映画

になった。 

1983 年、政府が映画審査制度の代わりに「映画法」を設立。すべての

映画は最初から最後まで、国語（中国語）を使わなければならなくなった。

この法の影響で、台湾語映画はさらに厳しい状況に陥った。 

 

2. 汚名を着せられた台湾語 

政府の役員、著名人やコラムニストは、このような環境の中で台湾語を

批判し始めた。マスコミを利用して台湾語の悪い噂を全島に広めさせ、年

長者には台湾語への不信感を、子供には台湾語に対する悪い印象を与えた。

その中でも一番衝撃を受け、矢面に立ったのは、台湾語の文化に欠かせな

い歌仔戲と布袋戲である。 

1970 年、コラムニストの何凡は聯合報に布袋戲を批判し、国語運動を

理由として、歌仔戲と布袋戲の放送禁止を要求した。同年、国会議員の洪

炎秋、秀瑞と謝建華は、「布袋戲は最低な趣味」と批判した。 

1982 年、華視が巫明霞さんが主演した国語の歌仔劇を放送したが、視

聴率と評価が著しく良くなかった。言語政策に圧迫されて生まれた「国語」

の歌仔戲は、台湾人に受け入れられなかった。 

 

三、 社会の風潮 

もし公共の場で、例えば演説や授業の途中で台湾語を使うと、「ホーロ

ーショービニズム」だと批判される。「ホーロー」は中国語では「福佬」

と書く。それは台湾の別称「フォルモサ」の語呂合わせであり、日常的

に台湾語を使う人を卑しめる呼び方でもある。そして「ショービニズム」

は即ち「排外主義」である。なぜそう批判されるかというと、公共の場

で台湾語がわからない人がいると、台湾語を話すことは他人に気を配ら

ない悪いことだとされる。 

ホーローショービニズムが形を取ったのは、台湾民主化初期の頃であ

る。その頃はちょうど白人覇権が流行っていて、新世代の台湾の知識階

級はそれを真似て、警戒と批判されるべきショービニズムを作ろうとし

ていた。当時の先端を歩く人たちにとって、一番大事なのは西の国の思

想と合わせることであり、台湾の現状を見て西の理論を適用できるかど

うかではなかった。当時「多数が少数をいじめる」のは許されざること

だった。客家人にとって台湾語を使う人は多数であったように、外省人

にとっても、原住民にとってもそうであった。そのため、台湾語を話す



7 
 

こと自体が罪深いことになり始める。 

このような環境の中で、台湾語を話すことは不先進的で、俗的なだけ

でなく、他の言語を話す人をいじめる言葉だと思われるようになり、人

前で台湾語を使わない人が次第に増えていくこととなった。 

 

 

肆、 現状の改善方法 
 

前述したように、台湾語は徐々に没落していった。しかし現在では政府

と民間は台湾語の保存のために様々な努力をしている。ここは政府と民間

が実際に行った政策や方法について紹介する。 

一、 政府 

1. 《国家語言発展法》 

2018 年 12 月 25 日、立法院三読会は《国家語言発展法》を通過させた。

《国家語言発展法》とは、「国家の言語」を定義する法律である。その範

疇には、台湾の各民族が使う言語と手話も含まれる。国家の言語はすべて

平等であり、国民の使う国家の言語は差別や制限を受けてはならないとす

る考え方である。 

 

2. 台湾語チャンネルの予算が三読会を通過 

2019 年 1 月 10 日、立法院三読会は 2019 年度の中央政府総予算を通過

させ、その中には文化部が編入した財團法人公視の台湾語チャンネル設立

プロジェクト予算の 4 億元が含まれている。文化部部長の定例君氏は、「こ

れは文化の同権の道標である」と発言した。 

 

3. 本土教育補助 

台湾語の教育に関して、条件に適った者であれば、11 個の要点に沿っ

て政府に補助を申請できる。例えば研修の開催、現地の言語の授業の開設

などがある。 

 

 

二、 民間 
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1. 台湾語ボードゲーム 

『ゴン・サー・シャオ』は初の台湾語ボードゲームである。ゲームを通

じて若者に台湾語を話す機会と環境を作る。 

 

図 1.台湾語ボードゲームのゴン・サー・シャオ 

 

資料:嘖嘖 zeczec より 

 

2. 台湾語劇団 

金枝演社と阮劇團、この二つは台湾一とその次に来ると言われている劇

団である。金枝演社は室内劇場から出て、歴史と史跡を組み込んだ大型演

劇を何本も制作した。2008 年 4 月、淡水の滬尾砲台にて行われた『山海

経』はその一つである。阮劇団は今年、日本の有名な劇団「流山児☆事務

所」と手を組み、台湾文学の古典である『嫁妝一牛車』を共演し、第十七

回台新芸術賞に入賞。 

 

3. 台湾語創作 

周盈成さんの『世界台』は、教育部が公開した台湾語の標準文字で書か

れた国際ニュースである。中に使われていた言葉には台湾語の辞書サイト

へ繋がるリンクを設定させてあり、音声ファイルも聞くことができる。中

国語がわかって、台湾語を少しわかる人であれば八、九割は読める。国際

新聞を読みながら、台湾語の勉強ができる。 

 

4. 台湾語メニュー 
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嘉義のような台湾語を使っている人が多い場所では、図 2のように台湾

語のメニューも提供されている。林聰明沙鍋魚頭は歴史のある名店である。 

 

図 2. 林聰明沙鍋魚頭の台湾語メニュー 

 
資料:鄭順聰の facebook より 

 

 

伍、 現在の方法の問題点 
一、 政府 

1. マーケティング力不足 

現時点の補助申請はどれも「本土文化」を取り込むことを過剰に主張し
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ていて、面白みのない政策ばかりである（例：図 3六番目の「愛する台湾

語-母語を使う放送プロジェクト」）。これらは台湾の若者を台湾語の復興

に引き込むのが目的のはずだが、このような面白みのないタイトルでは若

者の興味を引けない。 

 

図 3. 2019 年度文化部の言語多様性友好的環境補助リスト 

 
資料:文化部獎補助資訊網 

 

2. ターゲット顧客層のズレ 

現在、政府からの補助を受けている台湾語テレビ番組（図 4）は今も主

に年長者をターゲット顧客としていて、台湾語を受け継ぐ若者がいない。 

番組の内容が若者の好みに合わない。故に、若者は自らこれらのチャンネ

ルを視聴しない。結局若者は台湾語番組にあまり興味を覚えられず、深く

理解するきっかけが欠如したままになる。 
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図 4. 公視台湾語チャンネルの番組表

 

資料: 公視台湾語チャンネル 2019 年 11 月 26 日現在 

 

3. 詰め込み教育の悪影響 

中学校や小学校の台湾語教育方針は、興味を育てるよりも能力を育てる

ことと点数に重点を置いている。「詰め込み」教育は暗記を繰り返すこと

で授業内容を記憶するパターン化した教育であるため、子供たちには「習

ったことがある、見たことがある、印象もある、それなのにわからない」

という状況に陥ってしまう。時間をかけて勉強したはずなのに効果が乏し

いため、努力が報われていないと感じた子供はその勉強を嫌うようになる。

それでは勉強している人の関心もやる気も引くことができない。それどこ

ろか、逆効果になる可能性もあるのではないか。 

 

二、 民間 

民間の一番の問題は効果が乏しいことである。流行りのスマホアプリゲ

ームでは、台湾語の音声ファイルを出せるが、経費不足のため、大きい宣

伝ができない。民間のグループの中では、実は面白くて、台湾語と歴史に
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ついて若者の興味を引けるような色んな商品がある。（例：『打鬼』）しか

し資金不足のため、これらの商品は宣伝で損をし、製作が困難になってい

た。結局ゲームは公開できても静かに終わるか、作っている途中から諦め

るかだった。 

加えて、台羅字（＝台湾語文章）は読みにくい。多くの教科書や台湾語

と関わる芸術装置には、発音の正しさのために台羅拼音を使うが、台湾語

を読めない人には読めない、そして台湾語を使い慣れてる人でさえ簡単に

は読めないといった問題がある。 

また、現在は若者をターゲット顧客層にした番組が少ない。昔は『魔法

阿媽』や『花田少年史』など、全て台湾語で吹き替えされたアニメがあっ

たが、近年ではほとんど見ない。 

以上のように、資金不足、台羅字が難読、そして若者をターゲットとし

た台湾語番組が少なくなっているなどの理由で、民間による取り組みも効

果が乏しいと言える。 

 

 

陸、 結論 
 

これまで述べてきた通り、台湾語は様々な歴史的背景やその時々の政府

の政策により、使用する者が確実に減っている。政府も民間もそれぞれの

立場からこの現状を改善するための努力を行ってはいるが、いずれもうま

く進んでいるとは言い難い。そのため、「本当に台湾語がわからない」若

者たちは、台湾語に対して興味が湧きにくい状態が続いているといえる。

この現状を打破するためには、政府は補助プロジェクトの重心を若者が好

む台湾語を勉強するゲームに置くべきだと考える。民間企業が開発した台

湾語ボードゲーム、若者の考えを掴めるシナリオで作った台湾語映画、台

湾語と台湾の古い時代の作家を語るスマホゲーム（1930 浪漫譚）、ゲーム

会社「赤燭」の映画やゲーム（『返校』と『還願』）のような創作が効果的

ではないだろうか。 

台湾語の文化創作産業が発達したら、若者はそれにもっと深い興味を覚

えるだろう。そうすれば、日本語や韓国語のように、その文化を知らない

人たちも知らない文化と言語を知ろうとする。今後、台湾語が古い思想と

古い伝統の籠に囚われず、若者に受け入れられ、「生き続ける文化と言語」

に変化していく道を辿ってほしい、私たちはそのように願っている。 
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