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台湾言語事情

1. まえがき

台湾は 1945 年の日本の敗戦時までは日本の統治下にあった。その後共産党に追われた国民

党が台湾に逃げ込み、一時中華民国台湾省と称していたが、今は中華民国が正式の名称になっ

ている。台湾には明・清の時代に移住した本省人と国民党軍とともに移住した外省人とがいる。前

者は福建系と客家系に別れるが、福建系が大多数を占める。外省人が何系で構成されているかは

不明である。現在台湾で使用されている言語は、北京語（標準語）、福建語および客家語である。

2. 中国語の発音の表記法

2.1 半切

この方法は、後漢末（紀元 200 年頃）から使われたと言われている。漢字 1 文字の発音は声母

と韻母に分けられる。たとえば「中」の拼音表記は zhong であるが、このうち zh が声母で、ong が韻

母である。反切法ではたとえば「東」の発音を「徳紅反」と表す。これは「東」の発音が「徳」（de）の声

母 d と「紅」（hong）の韻母 ong で構成され、dong であることを示す 1)。

2.2 ウェード式

清末に当時の駐華英国公使 Thomas F. Wade（1818～1895）が考案した。英米語を解する者に

は、字面から発音を想像しやすく、欧米で教科書や人名・地名に広く用いられ、日本の中国語教

科書でも用いられていた。その後、1958 年に下記 2.4 項に述べる拼音が制定され、近年人名・地

名の表記は、欧米では拼音に統一された。

文字は、アルファベット 26 文字のうち使われていないものがかなりある一方、有気音を表すアポ

ストロフ（例：t’）、特殊ローマ字 ê および ŭ が使われていること、また ch は同じ一つの声母でそり舌

音と歯茎硬口蓋音の二つの音（有気音を区別すると四つ）を表している（拼音では j, q, zh, ch と四

つの異なった声母で表記されている）点で拼音の方が表記法として優れていると思われる。

2.3 注音符号

清末の 1908 年に北京語を標準語の中心として注音字母が制定された。1930 年から「注音符

号」という名称で普及が図られた。これは日本語の片仮名のように漢字を簡略化したもので、声母

は、1 文字で表され、韻母は、1 文字または 2 文字で表される。すなわち、たとえば拼音の in は

i+en で、また ong は u+eng で表され、それぞれに注音符号が設けられている。したがって、漢字 1

文字は注音符号 1 文字（餓[e]などローマ字表記で母音 1 字の漢字）から 3 文字までで表される。

声調記号については、第一声は、記号なし（キーなし）で、第二声、第三声、第四声および軽声

にキーが割り当てられていて、所定の注音符号の上に声調記号が印字されるようになっている（表

1）。

ウェード式と注音符号を併記した音節表については表 23)参照。

2.4 拼音

中華人民共和国成立後、漢字のローマ字化が検討され、1958 年「漢語拼音方案」が制定され



2

た。アルアベット 26 文字のうち v のみ使用されないが、変音記号付き u（ü）が使われるので、結局

26 文字で構成されることになる。文盲を無くすため、当初漢字廃止も検討されたが、現在は漢字の

簡体字が正規の表記で使われることになっており、拼音は、いわば「ふりがな」として漢字の発音を

教えるために使われている。なお正式名称は「漢語拼音」であるが、以後「拼音」と略称する。

なお、国際標準化機構が ISO 7098: 1991 Information and Documentation — Romanization of 

Chinese を制定し、拼音が中国語の正式のローマ字表記になっている。

現在の中国語の音節表、すなわち声母と韻母の組合せ、については表 34)参照。

3. 台湾言語事情

台湾での実生活面での言語事情を記してみよう。これには筆者の体験に基づく内容も含まれて

おり、年月を経るにつれて事情が変わっていくことに注意していただきたい。

3.1 使用言語

台湾では、新聞・テレビ・学校・病院・官庁等における表記は北京語であるが、漢字は繁体字が

使われている。ただし、いわゆる台湾方言があるようで、たとえば、街で「機車」の看板をよく見かけ

るが、これは「モータバイク」を意味する。「機車」は繁体字であり、これを中国の簡体字で書くと「机

車」になるが、これは「機関車」の意味である。

テレビでは必ず字幕が出る。詳しいことは、分からないが、北京語の映画では福建語の字幕を、

福建語の映画では北京語の字幕を表示しているのではなかろうか？また、香港映画も北京語また

は福建語の字幕を表示しているはずである。

話し言葉としては、北京語、福建語および客家語があるが、どれがもっともよく使われているか

は、地域によって異なる。台湾全土で話し手の数がもっとも多いのは、福建語である。学校教育は、

北京語で行われているので、地方でも若い人には北京語が通じることが多い。またお年寄りでもテ

レビの普及により、北京語を聴いて分かる人が増えているが、話す方は苦手な人が多い。これは日

本と事情が似ている。

筆者は 1970 年代以降仕事でよく台湾を訪問したが、中年以上の駅員は戦前日本語教育を受

けていて、ふつうに日本語を話すので、切符を買うのに苦労はしなかった。ただし、日本語を話せ

る人が年々減っていくのが実情である。

3.2 教育

(1) 教科書・絵本・子供向け看板

教科書や絵本は北京語の繁体字で注音符号の「ふりがな」が付いている（図 1）。また街の子

供向けの看板で、漢字に注音符号と英語とが添えられているのを見たことがある（図 2）。

(2) PC キーボード

パソコンのキーボードのキーには、アルファベットと注音符号とが併記されている（図 3）。

(3) 辞書

日本の和英辞典に相当する漢英辞典 5)は、以下のような構成になっている。

1) まず部首表がある。ここで目的の語の一つ目の漢字の部首のページを調べる。
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2) そのページへ移ると画数の少ない方から漢字が並んでいるので、目的の漢字を探し

あてる。

3) その漢字には、漢字番号、注音符号および拼音が付記され、さらに該当する英語が

記載されている。

4) その漢字から始まる目的の語を探せば、その語に相当する英語が見付かる。ここまで

の手順は、日本の漢和辞典と同じである（注音符号および拼音は別として）。

5) 巻末には注音符号索引および拼音索引があり、さらに附録として注音符号拼音対照

表（表 4）が付いている。

6) 日本の中日辞典は、漢字が拼音のアルファベット順に並んでいるので、目的の漢字

の拼音さえ知っていれば、検索は容易である。台湾での注音符号索引は、日本のあい

うえお順索引と同じように、慣れれば迅速に使いこなせるのであろう。

3.3 交通

(1) 交通標識

路上の交通標識の漢字はもちろん繁体字である。その下に、非漢字圏の人のためにロー

マ字表記がある。これは基本的に拼音表記であるが、同じ都市（嘉義市）で拼音とそれ以外の

表記が混在しているのを見たことがある。すなわち、図 4 では「忠」が Zhong になっており、図

5 では Jhong になっている。前者は拼音であるが、後者は台湾独自のローマ字表記であると

考えられる。

(2) 駅名表示

日本の新幹線に当たる台湾高速鉄道では漢字の駅名にウェード式ローマ字が併記されて

いる。ここで興味深いのは、2011 年に「板橋」を Banciao としていた（図 6）のが 2013 年に

Banqiao と書き換えた跡がある（図 7）ことである。前者の ciao は、台湾語のローマ字表記で、

後者は拼音である。なぜ「新竹」、「台中」、「嘉義」をウェード式のままにし、「板橋」のみ拼音

に書き換えたのかは謎である。これら 3 駅名の拼音は、それぞれ Xinzhu、Taizhong、Jiayi で

ある。

日本の在来線に当たる台湾鉄道では、漢字の駅名に拼音が併記されている場合（図 8）と

ウェード式が併記されている場合とがある（図 9）。

また高雄の地下鉄では駅名の英文表記が Kaohsiung になっている（図 10）。ウェード式では

Kaosiung なので、Kaohsiung は台湾式なのだろうか。この地下鉄では「前鎮」（図 11）を

Cianjhen としている（図 12）。これの拼音は、Qianzhen で、ウェード式は Ch’ienchên なので、

Cianjhen は台湾語をローマ字化したものと考えられる。上記(1)項から分かるように、拼音の zh

は、台湾では jh と綴られるようである。

こうして見ると、台湾の国鉄である台湾鉄道および台湾高速鉄道でさえローマ字表記法に

統一がとれていない。
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(3) 駅名のアナウンス

台北の地下鉄の車内アナウンスは北京語→福建語→客家語→英語の順で流れるとのこと

である。筆者の経験では、高雄の地下鉄の車内アナウンスは北京語→福建語→英語の順で

流れていた。福建語についての知識はないが、同じ漢字の音でも四声のみ異なるのを耳にし

た。たとえば、駅名に「後驛」というのがあって、これは北京語では Hòuyì であるが、福建語で

は Hóuyì と発音していた。また、「中央公園」という駅名は、英語では Central Park としていた

が、英訳できない駅名は、北京語および福建語でアナウンスしていた。

(4) 英字新聞

現地で入手した英字新聞 6)によれば、中国の人名は、拼音で、台湾の人名は非拼音で表

示されている（図 13）。図 13 から分かるように、習近平中国国家主席は拼音で Xi Jinping と表

記されているが、馬英九台湾総統は、Ma Ying-jeou と表記されている。この「九」は、ウェード

式では chiu と綴り、拼音ではｊiu なので、jeou は台湾式なのだろうか。あるいは、韓国の朴は、

英文名を Pak にする人も Park にする人もいるように、台湾でも本人が自分の名前の英文綴り

を決めるのかもしれない。

同じ英字新聞の天気予報欄の台湾地図の地名は、ウェード式で表記されている（図 14）。

すなわち Taichung（台中）、Hualien（花蓮）、Chiayi（嘉義）、Taitung（台東）および Kaohsiung

（高雄）の拼音表記はそれぞれ Taizhong、Hualian、Jiayi、Taidong および Gaoxiong である。

3４. まとめ

台湾では、北京語、福建語および客家語が話されている（少数民族のことばもある）。交通標識

や鉄道では、ローマ字表記は拼音に移行しつつあるが、まだ統一されるに至っていない。地下鉄

のような地方交通機関の駅名表示は、地方によって異なり拼音が主になっている場合と台湾式が

主になっている場合とがある。
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表 1 注音符号
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表 2 注音符号音節表
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表 3 拼音音節表
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図 1 絵本

図 2 衛生運動ポスター
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図 3 注音符号付きキーボード

図 4 道路標識(1)

図 5 道路標識(2)
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表 4 注音符号拼音対照表
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図 6 台湾高速鉄道駅名表示（2011 年）
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図 7 台湾高速鉄道駅名表示（2013 年）



13

図 8 在来線駅名(1)

図 9 在来線駅名(2)
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図 10 高雄地下鉄ホーム駅名

図 11 高雄地下鉄車内漢字表示

図 12 高雄地下鉄車内ローマ字表示
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図 13 英字新聞の人名表記
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図 14 英字新聞の天気予報用台湾地図


