
はじめに 

 

 本報告書では、台湾における就学前の幼い子どもの育児や養育をめぐる言説や規範につ

いてジェンダーの視点から検討し、日本の状況と相互参照するための資料を提供すること

を目的としている。 

台湾は日本の九州とほぼ同じくらいの大きさの島であり、位置的には九州と台湾の中間

に沖縄が位置している。台湾の人口の大多数は、漢族系住民と言われる人々であり、現代

台湾の人口の 98 パーセントを占める 1。その他に少数先住民とされる人々が 2％を占める。

社会科学の分野で、台湾は韓国や中国と並び、日本としばしば比較の対象となっている。

また日本と比較するために、様々な社会調査がなされている。そのような研究によると、

台湾は同じ儒教をベースにした社会でありながら、日本よりも女性の社会進出が進んでい

るようにみえる。例えば台湾の女性の国会議員の割合は高い、といった印象もある 2。筆

者が台湾へ調査に行き、日本人であると自己紹介すると、「日本の女性は可哀そうだねえ、

日本の男は『大男人主義』だから」と同情されることもしばしばである。「大男人主義」と

は、中国語で男性が女性よりも人間として立派である、といった男性第一主義、すなわち

男尊女卑の考え方である。 

日本には、戦前、長男が原則として「家」を継ぐという「家」制度が存在した。女性は

家永続のため、男子を出産しなければならないというプレッシャーの下にあった。しかし

戦後、男尊女卑を基調にした明治憲法と家制度の廃止により、女性にも参政権が認められ、

社会的地位は上昇した。ただ、なお戦前の家制度の規範意識は現代の日本社会に色濃く残

っている。一方、台湾は 1895 年から 50 年間にわたって日本の植民地支配を受け、その間、

日本内地の社会制度が浸透したものの、被植民者とされた人々の家族制度だけは容易に変

化することがなかった。それは宗族を基礎とする父系中心主義のものであり、そのような

家族制度の下においてもやはり、女性は劣位の存在であった。 

このような台湾の父系を第一とする慣習は現代でもまだ消えてはいないと思われる。

1990 年代以降の民主化や、さらにその後のグローバル化により、人々の意識は確かに個人

主義的になってきてはいる。しかし、原則として生家の名を継承できるのは男性である。

結婚した女性は夫の家に属する、とみなされる傾向が強いし、台湾の夫婦の間では、夫の

親と同居していなくとも、祖先祭祀では夫の家が優先される。 

日本人が敗戦後に台湾を去った後、中華民国によりもたらされた家族法は、中華民国民

法(1945 年)である。陳昭如氏とその論文解題を担当した林氏によれば、1930 年にすでに

民法第５編の「相続」において、表向きは女性に財産相続権が認められていた。しかし財

1 これには戦後、中国大陸から国民党とともに台湾に渡った人々を含む。戦前から台湾省に住んでいる

人々を本省人というのに対し、彼らは「他の省からやって来た人々」という意味で、外省人と呼ばれる。  
2 台湾女性史入門編纂委員会編 2008『台湾女性史入門』人文書院 p.74。  
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産相続権とは別に定められた家督相続権については、1970～80 年代に親族編改正の議論

はあったものの、最終的には原則として男性が家を継ぎ、女性が家を継げるのは男性兄弟

がいない場合、という案が可決された。そのため財産相続における形式的平等の下では、

娘が財産相続を放棄するよう迫られる事例が多いという 3。 

では、そのような歴史的背景を持つ台湾社会において、女性はどのように位置づけられ

るのだろうか。女性の社会進出を阻むものの一つに、就学前の幼い子どもの養育、保育が

あげられる。本報告書では以後、就学前の子どもの養育、保育について「子育て」と表記

し、歴史／文化人類学的手法により、台湾における子育てをめぐる言説についてジェンダ

ーの視点から考察する。なお以後、本稿では子育てをめぐる言説を「子育て言説」と表記

する。 

3 陳昭如 2010「「不孝」の権利――台湾女性の相続をめくるジレンマ」、林香奈 2010「解説 脱性別化し

た法は性差別に対抗しうるか――娘の相続にひそむジェンダー不平等への問いかけ」野村鮎子・成田静

子編『台湾女性研究の挑戦』人文書院 pp.13-46。  
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1 章 台湾の概要と先行研究の検討 

 

（1）台湾の概要 

 

ここでは、調査対象とした台湾の概要について述べる。台湾はサツマイモのような形を

した島であり、亜熱帯・熱帯の気候に属する。人口は約 2300 万人である。漢族系住民が

98％を占め、彼らの多くは明末から清代初めにかけて大陸の対岸の福建や広東から移住し

てきた人々の子孫である 1。台湾にはそれ以前からオーストロネシア系の少数先住民が暮

らしていたが 2、漢族系住民の定着によって、より山間部へと移り住んだ。 

台湾は先述したように 1895 年から 1945 年の間、日本の植民地支配を受けた。戦後は国

民党政権に転換したが、その後 1947 年に二・二八事件 3が起き、また当局が台湾住民を

抑圧する白色テロの時代が続いた。このような社会情勢への不安から、台湾では 1980 年

代、または 90 年代初頭まで移民熱が盛んで、アメリカやカナダなどへ親戚のつてなどを

頼って移民する人も多かった 4。台湾社会の民主化が始まったのは、戒厳令の解除がなさ

れた 1987 年以降であり、民主化が本格化したのは 1990 年代に入ってからである。 

近年は、インドネシアやべトナムなどから配偶者としてやって来る外国人女性を農村部

では積極的に受け入れており、彼女らやその子どもは「新住民」とよばれている。台湾は

このように、日本に比べると相対的に社会に多様性がある。台湾外交部（日本の外務省に

相当）によれば、台湾はすでに多元社会の段階に入ったという 5。 

台湾の漢族系住民における伝統では、結婚して家族・家庭を作ることは、男女にとって

人生の最大の目標の一つであるとみなされている。特に結婚している女性には、家系を絶

やさないように男の子を産む 6ことが期待されてきた。しかし近年、そのような台湾でも、

少子化とそれに伴う高齢化が日本以上のスピードで急速に進んでいる。以下に示すのは

1 the Government Information Office, bThe Republic of China Year Book  
http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/ch02.html  2013 年 8 月 9 日ダウンロード。  
2 台湾においては、先住民の人々からの要望もあり、「その島にもとより暮らしていた人々」、という意

味をこめて「原住民」という呼称が定着している。  
3 二二八事件とは、次のような一連の事件である。1947 年 2 月 28 日に、ヤミたばこを売っていた女性

を当局が取り締まり、それに抗議した人(本省人)が殺された。それをきっかけに、国民党政府に不満を

持っていた本省人の当局に対する抗議行動が台湾全土に広がった。当局はそれに対して、彼らを武力で

鎮圧した。何義麟 2003『二・二八事件――「台湾人」形成のエスノポリティクス』東京大学出版会。ま

たこの事件をきっかけに、1987 年まで 40 年間にわたり、台湾では戒厳令がしかれた。前掲書。  
4 宮崎聖子 2010「グローバル化のもとでの台湾における看護教育と看護師」『国際ジェンダー学会誌』

第 8 号 国際ジェンダー学会 pp.47-65。  
5 「「新住民」子女は台湾の多元的文化の結晶」2012.9.20 配信  Taiwan Today（中華民国／台湾 外交

部）http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=196466&CtNode=1777 2013.8.1 閲覧。それによれば、台湾

における「新住民」は約 47 万人に達し、「新住民」の重点学校は 1974 校で、これは全国の小学校のう

ち 74.24％に相当する。「新住民」の子女が全校生徒の 20％を超える学校は 855 校あるという。  
その他、外国人配偶者については以下が参考になる。「新移民女性の教育」台湾女性史入門編纂委員会編

2008『台湾女性史入門』人文書院 pp.54-55。  
6 中国語では、「伝宗接代」といい、男性の家の血すじを繋いでいく、という意味である。  
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2011 年 8 月 19 日に配信された、台湾外交部によるウェブサイト”Taiwan Today”の記事で

ある。少々長いが、引用する。 

 

出生率が世界最低の 0.895、加速する超高齢化 

2010 年の台湾の合計特殊出生率は 0.895 と、前年の 1.03 から大きく下落して世界最低となっ

たことが、内政部戸政司の統計で明らかになった。1 人の女性が生涯に産む子どもの数は 1 人に

満たず、さらに行政院経済建設委員会（経建会）が 2020 年と予想していた 0.9 割れを 10 年先

取りした形だ。先ごろ、65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合が 14 年後には 20％にほぼ倍

増するとの予測が示され、高齢化のペースの速さが指摘されたが、出生率の低下でこれに輪を

かけた急速な少子高齢化が懸念される。 

台湾の出生率は 2009 年、ドイツをわずか 0.01 ポイント上回りかろうじてワースト 2 位だっ

た。これが 1 年で一気に 0.9 割れとなったことについて内政部は、「2010 年は気性の激しい子

どもになると言われる寅年だった上、前年が婚姻がうまく行かなくなると言われる『孤鸞年』

だったため」と説明した。なお、日本での出生率は 2010 年が 1.39 で、前年の 1.37 からわずか

に上昇した。 

一方、台湾の高齢者人口が総人口に占める割合は 10.7％（今年 5 月、内政部）で、日本の 23.1％

（2010 年 9 月、総務省）の半分以下。ただし、増加に要する年数（経建会予測）をみると、台

湾と日本はともに 7％から 14％が 24 年、10％から 20％が 20 年だが、20％から 30％では日本が

19 年、台湾が 15 年。2008 年の同予測値発表当時から、台湾の高齢化が将来、加速度的に進む

と予測されていることがわかる。 

台湾の少子高齢化の現状は、出生率で日本をはるかに下回る少子化、高齢化も欧米との比較

で急速といわれる日本を超える勢いで進んでいる。経建会の昨年予測では、出生率が 0.9 とな

る 2019 年に人口のマイナス成長が始まる見通しだったが、すでに 0.9 を割ったことで内政部は
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警戒を強め、馬英九総統も「国家の安全にかかわる問題」として重視している。昨年の出生率

の低さは、ある程度一時的なものとしても、現実には少子高齢化が進んでおり、政府は対策を

急いでいる。 

内政部は現在、少子化を食い止めようと次々と新しい取り組みを行っている。あまり評判は

良くなかったものの、賞金 100 万台湾元で、子どもを産もうと呼びかけるスローガンを募集し

たほか、低所得世帯向けの子ども手当てや、お見合いイベントを実施。今年は七夕バレンタイ

ンデーの「プロポーズ大作戦」イベントの開催、有名人を起用した広告制作、子ども手当ての

対象拡大に取り組むなど全力をあげている。（後略） 7 

 

この記事によれば、台湾の合計特殊出生率は 2010 年で最低の 0.895 となり、この速さ

は当局の予測をはるかに上回るものであった。少子高齢化は、日本、台湾以外のアジア諸

国においても急速に進んでおり、これは今後の社会のあり方に大きなインパクトを与える

ことになるだろう。その際に、女性が労働市場に参入することと、特に小さい子どものケ

アを誰が、どのように負担するのかという社会資源の配分が注目される。 

台湾における子育ての研究に関しては、1990 年代以降、歴史学、ジェンダースタディー

ズ、幼児教育、あるいは家政学系の実証研究の分野で研究がなされるようになった。一方、

台湾は東アジアに位置し、儒教的なバックグラウンドが日本と共通することから、中国や

韓国、あるいは香港、シンガポールなどとならんで、家族をめぐる研究や母親役割に関し

て、しばしば日本との比較研究の調査対象となってきた。落合恵美子らによるアジアの国

や地域を対象としたジェンダーに関する大規模な比較研究では、主として子育てを中心に

調査がなされている 8。この研究で台湾について調査(インタビュー調査を含む)を担当し

た斧出・藤田によれば、台湾女性の年齢階級別労働力率には、日本のような仕事の一時中

断による M 字型が 1980 年代には見られた。しかし、90 年代に入ると 20 歳代後半から 40

歳前後にかけての労働力が上昇し、その谷間がなくなっている。2003 年では、20 歳代後

半をピークに、40 歳前後から急速に減少カーブを描く逆 V 字型をしている。これは香港、

7 http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=174359&ctNode=1778&mp=9 
2013.8.1 ダウンロード  
8 斧出節子、 藤田道代 2007「台湾の育児(第 6 章)」落合恵美子 , 山根真理 , 宮坂靖子編『アジアの家族

とジェンダー』  勁草書房 pp.143-145。落合恵美子 , 山根真理 , 宮坂靖子 , 周維宏 , 斧出節子 , 木脇奈智

子 , 藤田道代 , 洪上旭 2006「変容するアジア諸社会における育児援助ネットワークとジェンダー  ――  
中国・タイ・シンガポール・台湾・韓国・日本」広田照幸編著『子育て・しつけ』 日本図書センターpp.92-116
（初出は『教育学研究』71 巻 4 号 日本教育学会 )。  
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シンガポールと共通しているという。有配偶女性全体でみると、6 歳未満の子どもがいる

場合と、3 歳未満の子どもがいる場合とを比較すると、労働力率は 53.64％、51.42％と、

両者にほとんど差がない。よって、台湾では子どもの年齢に応じて必要とされるケアの大

きさが就労に影響を与えていないことが分かる。 

この状況の理由の一つとして、男女賃金格差が比較的小さく、学歴別賃金格差が大きい

ことがあげられる。台湾では、男性の平均月収は 2006 年 3 月現在(1 元≒4 円)で 3 万 7590

元に対し、女性は 2 万 8659 元で、女性は男性の 76.2％と格差は大きいが、日本に比べれ

ば小さい。一方学歴別平均月収では、「中学以下」では 2 万 6646 元、「高校・職業学校」

で 2 万 9658 元、「専科(短大)」で 3 万 6389 元、「大卒以上」で 4 万 1725 元である。「高校・

職業学校」と「大卒以上」を比べた場合、1.4 倍もの差が認められる。台湾の進学率の上

昇はめざましく、高校卒業後に進学する者は 2003 年で 74.9％、2000 年のデータでは男性

で 67.7％、女性 69.1％と、男女の差はほとんどみられない。そのため、高学歴女性におい

ては、子どもがいても育児援助が確保されていれば、労働市場に向かう力になっていると

思われる 9。 

台湾の 40 歳前後からの女性の労働力率が急減する理由として、斧出と藤田は、台湾の

女性のライフコースの分化をあげている。現代の台湾では高学歴で結婚・出産後も、様々

な形で育児のサポートを受け、定年まで働き続けるライフコースと、若いときは働くが子

どもが成長し、自身の親世代が高齢となる頃には家庭に専念し、孫の世話をするというラ

イフコースが併存している。前者は主として高学歴者であり、2000 年の統計で、大卒以上

であれば既婚女性の労働力率は 71％である。高学歴者は家計を補助するためだけではなく、

一生働き続けることが当たり前と考えている。一方、高校・職業学校卒の労働力率は 55％、

中卒では 41％となっている。あまり高学歴でない人々は、働き続ける意欲はあっても、就

労条件により働くことと家族のケアとの間を揺れ動くこととなる 10。 

斧出らの研究は、これまであまり日本では知られなかった台湾における子育てと女性の

労働に関して実態を明らかにした実証研究で、重要である。しかし人々の意識を規定する

子育て規範に関しても検討する余地があると思われる。これら先行研究の成果を踏まえた

上で、本研究では、人々の行動に影響を与えると考えられる就学前の幼い子どもの子育て

に関する言説についてジェンダーの視点から検討する。 

 

（2）先行研究の検討 

 

9 斧出節子、 藤田道代 2007「台湾の育児」落合恵美子 , 山根真理 , 宮坂靖子編『アジアの家族とジェン

ダー』  勁草書房 pp.143-150。  
10 落合恵美子, 山根真理, 宮坂靖子, 周維宏, 斧出節子, 木脇奈智子, 藤田道代, 洪上旭 2006「変容

するアジア諸社会における育児援助ネットワークとジェンダー ―― 中国・タイ・シンガポール・台湾・

韓国・日本」広田照幸編著『子育て・しつけ』 日本図書センター p.105。  
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日本における子育てに関する言説は、「母性」概念と密接に結びついている。日本の「母

性」概念については、これまで心理学や医学、社会学、歴史学など様々な領域で研究がな

されている。しかしその捉え方は、学問領域や研究者の立場によって多様性がある。例え

ば大日向雅美の日本の母性について論じた『母性の研究』(1988)によれば、「もっとも先駆

的領域ともいえる医学およびその近接領域においても、女性独自の生殖能力を指すものか

ら、一般常識的な価値観を内在させるものまで、母性概念は多義的に用いられ」ている 11。 

心理学や比較文化学においては、日本人が母親への思いを格別に大切にする習慣のある

ことが分析され、日本における母性の重要性が指摘されてきた。例えば山村賢明の『日本

人と母』(1971 年)は、日本社会がドラマなどを通じて母性をいかに過度に賛美しているか

を様々なデータを駆使して示している 12。 

柏木は、1995 年の論文において、日本の親子研究の特徴に関して、子どもにとって親と

はどのような存在であるかが重要視されてきた一方で、親にとって子はどのようなもので

あるかについての研究が手薄であると指摘している。さらに、現実の社会生活を反映する

ように、心理学の分野においては親子研究といえば母子研究であり、男性は親ではあるが

もっぱら職業人であり、職業的社会化においては男性のみが研究の対象となる、という研

究上のすみわけがなされてきたことを指摘している。欧米では、子どもの発達へのもう一

人の貢献者として父親に関する研究は活発である。日本は、欧米の研究を常ならば後追い

するのであるが、それでも父親、「父性」研究に関しては不活発であるという 13。 

この論文の中で、柏木は、日本女性史の研究成果に基づき、日本の女性が社会から締め

出され、家庭の中にその生活を限定されてゆき、母であることに役割を限定されていった

長い歴史を概括している。すなわち、儒教の三従の教えを基本とする男尊女卑思想、8 世

紀ごろの家父長的家族の成立に伴い、女性個人の能力は評価されず、出産機能のみにその

価値を認められるようになった。明治政府による家制度の強化、富国強兵策は、母子尊重、

母子一体思想をさらに強め、それは昭和に入っての戦時体制下で一層助長された。戦後も

その価値観は残り、1947(昭和 22)年の児童福祉法は、すべての児童に「等しくその生活を

保障され愛護される」権利があるとする子ども観と同時に、子の成長には母親が絶対に必

要であるという「母子一体の原則」を強調した 14。柏木のこの論文が発表された頃くらい

から、歴史学や社会学において、ジェンダーの視点に基づき、国家や「国民」構築との関

連から子育てや母性を分析する視座も出てきた 15。これまで子育てや母性は私的領域に属

11 大日向雅美 1988『母性の研究』川島書店 p.9。  
12 山村賢明 1971『日本人と母』東洋館出版社。  
13 柏木恵子 2006「親子関係の研究」広田照幸編著『子育て・しつけ』 日本図書センターpp.70-71（初

出柏木恵子・高橋恵子編著 1995『発達心理学とフェミニズム』ミネルヴァ書房)。  
14 柏木恵子 2006「親子関係の研究」広田照幸編著『子育て・しつけ』日本図書センターp.71（初出 柏

木恵子・高橋恵子編著 1995『発達心理学とフェミニズム』ミネルヴァ書房)。  
15 たとえば上野千鶴子 1998『ナショナリズムとジェンダー』青土社。  
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するとみなされてきたが、私的領域と公的領域をつなぐ「場」であるという見方に転換し

つつあり、本研究でもこの視点を共有している。 

中国文化における「母性」について言及しているものでは、例えば下見隆雄の『孝と母

性のメカニズム』 16があげられる。同氏は、老子や孟子などにおける親子関係を分析する

ことで、儒教社会と母親と「孝」の概念について検討している。すなわち、儒教社会にお

いては、「孝」は母親、または母なるものを実質としており、「孝」そのものが母性情念に

根ざすものである。そのために孝はほとんどが母親への奉仕として説かれた、という。ま

た父親の父権もそれ自体として確立してはおらず、母性に依存して形式として権限を施行

する。結果として、儒教社会では母性が重要な位置づけを持つ 17。下見の研究では、「母

性」は「女性性」といった意味で用いられる場合もあり、また時代的な変遷が考慮されず

に議論が進められている点にやや疑問を感じる。また「孝はほとんどが母親への奉仕とし

て説かれた」とはいえ、それは成人男性によるものであり、そのような具体的実践だけが

「孝」の発現なのかについても検討の余地がある。しかし、下見の主張は、現代台湾の親

子関係に通底するところがあるようにも思われる。 

筆者の知る限り、台湾で放映された、2000 年以前を時代設定にしている家族ドラマでは、

母と子、特に母と成長した息子の関係は濃密である。そこで描かれる母親の役割は、子ど

もが幼いうちは厳しくしつけ、成長すればその教育に力を尽し、結婚した息子に対しては

その家庭生活を支配するものである。 

アメリカの文化人類学者も、このことを裏付けるような記述を残している。Harrell

（1981）は台湾農村社会の男性と女性では、社会における役割が異なる、という。家庭で

の男性、特に父親の役割は、子どもをしつける過程で厳格で権威をもって子どもとの距離

を保つ傾向にある。中国社会は父系中心主義の家族構造であり、親子関係もそれを反映し

て、子どもは父親の前では尊敬の態度をとり、その関係は親密ではない。しかし女性はそ

れとは異なり、子どもとの関係は緊密である。女性は父系中心主義の社会において娘とし

て夫の家に入り、夫の家での新参者となる。その当初は家族の中で力を持たないが、妻と

して、母としての実践を通して、家における役割を確立していき、文化が付与した社会的

意義を全うする。その実践の一つが、跡継ぎを産み増やしていくことである。伝統的漢人

社会では、息子は長幼に関係なく、等しく家の継承者である。従ってこの社会では、家

にとって子を産む母親の役割と社会的機能は、重要視されてきた。一方、女性は父系を繋

ぐことで、社会的承認を獲得し、祭祀される地位を手にする。すなわち女性の生殖能力

は、二重の意味を有する。女性は、家永続のために子どもを産むだけでなく、家庭に

おいて、子ども、特に息子との緊密な関係を作り出し、晩年における家での地位と力

16 下見隆雄 1997『孝と母性のメカニズム――中国女性史の視座』研文出版。  
17 下見隆雄 1997『孝と母性のメカニズム――中国女性史の視座』研文出版 p.298。  
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を手に入れる 18。 
Ahern（1975） 19は Wolf(1972) 20をひきながら、女性の最終目的は、自分の産んだ

息子(や娘)を旗下に収め、あるいは女性同士のネットワークを構築して、父系的な宗族集

団(「家」jia)とは別の「子宮家族 uterine family」を構成し、「家」での発言力を強める

ことだ、という。これは男性中心主義の家族形態を下支えする一方、それに対する大きな

脅威でもある。すなわち、女性は子どもとの情緒的紐帯によって連帯し、男性中心主義の

「家」を分裂させ、分家の契機となるのである。 

台湾において、「母性」という用語は、日本植民地期に入ってきたと考えられる。学術

研究の分野では、「母性」という言葉を使用しているものもあり、例えば潘淑満は 2006 年

の論文「平等或差異?―母親身分与母性政策的論述(平等か差異か？――母親の地位と母性

政策の言説)」の中で、ジェンダーの視点から優生保健法や労動基準法などの政策を検討し

ている 21。しかし、現代台湾に暮らす人々に「母性 mu xing という言葉や意味を知ってい

ますか」と尋ねると、しばらく考えて「母親が子どものために自分を犠牲にしていろいろ

と尽くすことでしょう？」と説明してくれるものの、一般にはポピュラーな言葉ではない

ようである。むしろ「母愛 mu ai」や「母職 mu zhi（母親役割）」のほうが親しみがあると

いう。 

「母職」は広義には、「母親役割」、「母親であること」、「母親であることの実践」、と訳

せるだろう。陳らによる「「母職」概念的内涵之探討――女性主義観点(「母職」概念の含

意の検討――フェミニズムの視点から)」 22では、「母職」に motherhood という英訳をあ

てており、日本語では「母性」と訳することも可能であろう。この論文では、西欧のフェ

ミニズム諸派の歴史と、その中で母職がどのような含意をもって扱われてきたかを論じて

いる。それを一覧にしたものが表 1-1 である。先の大日向の指摘と同様、この表からは、

母職概念の多面性と子育てとの強い結びつきがよみとれる。 

なお Rich は歴史学、社会学、人類学、文学の材料などを用いて母性を考察する中で、

ジェンダーの視点から母性を経験(experience)と制度(institutions)に分けて考察すること

を提言している 23。この視点は本研究にも応用しており、ここで扱うのは主として子育て

をめぐる制度である。 

 

18 Harrell, Stevan  1981  Growing Old in Rural Taiwan. In  Other Ways of Growing Old.  Amoss 
Pamela and S. Harrell eds. pp.193-210. University of Stanford Press. 
19 Ahern, Emily M. 1975 Power and Pollution of Chinese Women, In  Woman in  Chinese Society, 
Margery Wolf and Roxane Witke eds., pp.169-190, Stanford University Press. 
20 Wolf, Margery 1972  Women and the Family in Rural Taiwan,  Stanford University Press. 
21 潘淑満 2006「平等或差異?―母親身分与母性政策的論述」『社区発展季刊』114 期 pp. 219-238。  

22 陳恵娟、郭丁熒 1998「「母職」概念的内涵之探討――女性主義観点」『教育研究集刊』41 輯 pp.73-101。  
23 Rich, Adrenne 1976 Of Woman Born : Motherhood as Experience and Institution, W.W. Norton & 
Company. 
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表 1-1 各派フェミニズムにおいて「母職」概念が言及している諸相 

   主義 

    の類別 

母職   

の含意 

リベラルフ

ェミニズム 

ラディカル

フェミニズ

ム 

実存主義フ

ェミニズム  

 

サイコロジ

カルフェミ

ニズム 

マルクス主

義フェミニ

ズム 

理性・教育 ●     

婚姻  ● ●   

家事 ●  ●  ● 

仕事 ●  ●  ● 

生殖  ● ●  ● 

養育、育児 ● ● ● ● ● 

（出典）陳、郭 1998 p.95  ●は、各派フェミニズムがその局面に言及していることを示す。 

               母職=motherhood 

 

(3)本研究の分析視角と方法 

 
台湾において子育て言説は社会に一定の影響力を有するが、それに関する研究の蓄積は

少ない。そこで本研究では、幼い子どもの育児、養育をめぐる言説の検討を行う。育児・

養育を中心に取り扱うのは、第一に、近年世界でも稀な低さを示した台湾の出生率が、規

範と何らかの関係があるのではないかと考えたためである。第二に、グローバル化が進む

中、資源の配分において、子育てをめぐる言説は公・私の領域を繋ぐ場として非常に重要

であると考えられるためである。 

具体的には、現代を中心に言説の構築に影響力を有すると思われる台湾の保育、育児雑

誌や育児・養育をめぐる社会制度などの資料を収集し、それがどのようなものかを分析す

る。これに関しては、主として台北市にある国立台湾師範大学図書館と国家図書館を利用

した。また、規範の言説だけでなく、それが人々の日常の実践とどのような関係にあるか

については、台湾の人々に対する聞き取り調査により補足を行い、考察する。ただし筆者

が行った聞き取り調査は、用語に関する初歩的なものに限られるため、先行研究から得ら

れたものを可能な範囲で利用することとする。 

その際、ジェンダーだけではなく、エスニシティや世代の差異にも着目する。台湾は一

般に中華圏に属すると考えられているが、少数先住民や外国人労働者等のニューカマーも
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社会を構成する。台湾社会における子育てについて学術研究が行われる場合、それはほと

んどの場合、マジョリティである漢族系住民のものである、という暗黙の前提がある。し

かし少数先住民の場合、それとは異なる固有の規範があるのではないかと推測される。本

研究では、可能な限りそれを明らかにした上で、社会における漢族系住民と少数先住民の

それとの位置関係を考察する。また近年では、台湾には多くの外国人家事労働者 (メイド)

が増えている。彼女たちのほとんどは介護労働者として台湾で働いているが、実際は雇い

主の子どもの世話も担っている。外国人家事労働者の増大が子育てにどのような影響を有

しているのかにも着目しつつ、分析を行う。台湾においては、働く両親に代わり、祖父母

による子どもの養育も盛んである。よって、世代間での子育ての負担についても検討する。 

本研究は現代を中心に分析を行うが、それ以前の歴史的文脈は非常に重要であると考え

る。前述したように、台湾は日本の植民地を 50 年間経験し、その後、大陸から台湾に渡

った国民党政権のもとで、1980 年代まで長期の戒厳令下に置かれた。しかし、この間の子

育て言説については、ほとんど研究がない。特に、日本の植民地下において、台湾の人々

は被植民者、あるいは「二級国民」の扱いを受け、日本語の習得を強制され、自由で主体

的な言論の場は持てなかった。また日本から解放された後も、国民党政権下では、戒厳令

解除まで自由な言論は禁じられていた。言語面でも、義務教育においては中国語(北京官話)

の習得が義務付けられた。学術面において、中国・国民党中心の歴史認識・歴史叙述が、

台湾を主体とした歴史認識・歴史叙述へと転換し、「台湾史」という学問領域が確立したの

は 1990 年代に入ってからであった。すなわち、植民地下の経験とその後の 80 年代までの

歴史自体が長い間タブーとされたのである。 

日本の各時代の研究の成果をみても分かるように、戦争は子育てのあり方に大きな影響

をもたらす。台湾の人々はその意味でいえば、日本の植民地として日中戦争、第二次世界

大戦を日本とともに戦い、その後は日本とかつて対立関係にあった国民党の支配下におか

れるという、国際関係においては非常に劇的な経験をしている。したがって、現代の子育

て言説を研究する際に、それ以前の状況をおさえておく必要があると考えた。よって本研

究では、この時代についても可能な限り子育てに関する資料を収集し、分析の対象とした

い。 

資料については、日本植民地期のものは台湾の新北市中和区にある国立台湾図書館に所

蔵されており、それを使用した。また 1945 年以降、政権が日本から国民党に渡る過渡期

においては、アメリカが台湾の政策に大きな影響力を有していたことから、メリーランド

にあるアメリカ国立公文書館のアーカイブⅡに資料があるのではないかと考え、調査を行

った。しかし残念ながら、いまのところ大きな成果はあがっていない。後述するように、

アメリカが当時の国際関係における台湾との関係を考慮して、資料を処分、または非公開

とした可能性もある。ただし、子育てとは直接結びつかないものの、中国から京劇や文物
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などを通じて共産主義思想が台湾に入ってくることに、アメリカが非常に神経をとがらせ

ており、その政治状況は緊張したものだったことは分かった。 

その他、1950 年代以降に入ると、託児所なるものが設置されるようになる。これについ

て収集できた資料は少ないが、考察の対象に含めたい。 

 

(4)調査の概要 

 

本研究では、現代台湾における子育て言説をジェンダーの視点から検討した上で、日本

との比較を試みることを目的としている。 

本研究では、現代台湾における子育て言説に関わる基礎的資料、すなわち①一般雑誌、

②学術書と論文雑誌等、③歴史資料 の収集を中心的に行い、先行研究を検討することに

重点を置いた。また、台湾における人々の子育てをめぐる認識を把握するために、④初歩

的なインタビューを一般の人、数名に対して実施した。具体的には、「母性」という概念に

該当するような用語が中国語にあるかや、親子関係に関しての一般的なイメージなどにつ

いてである。これら資料については、台湾において①～④の収集を行い、また戦前と戦後

の結節点となるような政策の有無を知るために、アメリカの国立公文書館で歴史資料③を

渉猟した。台湾へは 3 回、2012 年 8 月 17～24 日と 2012 年 12 月 30 日～2013 年 1 月 3

日、2013 年 5 月 2 日～6 日に、アメリカへは 2012 年 9 月 6 日～13 日に調査旅行を実施

した。それぞれの実施内容は以下の通りである。 

 

1 台湾 出張期間(2012 年 8 月 17 日～24 日) 

国家図書館、台北師範大学図書館等で文献調査、台北市内でインタビュー調査を行う。 

2 アメリカ、ワシントン 出張期間(2012 年 9 月 6～13 日) 

 メリーランドのアメリカ国立公文書館(アーカイブⅡ)で文献調査を行う。 

3 台湾 出張期間(2012 年 12 月 30 日～2013 年 1 月 3 日) 

国家図書館、台北師範大学図書館等で文献調査、台北市内でインタビュー調査を行う。 

4 台湾 出張期間(2013 年 5 月 2 日～6 日) 

 国立台湾図書館、台湾師範大学図書館等で文献調査、台北教育大学の翁麗鳳教授にインタ

ビューを行う。 

 

台湾では、国立国家図書館や台湾師範大学図書館で、1980 年代以降の一般向け親子雑誌

やマタニティ雑誌などを、学術雑誌では教育学、心理学、家政学、ジェンダー関連のもの

を中心に調査した。1980 年代というのはとりあえずの区分であるが、台湾が経済発展を遂

げ民主化が始まる時期に当たる。日本植民地期の資料については、国立台湾図書館(新北市
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中和区)で収集した。文献調査では、台湾在住の研究者林炳炎氏に協力を仰いだ。 

なお、北米への留学熱の高い台湾では、米国留学帰りの人材による啓蒙・出版活動が、

育児や親子関係に関して大きな影響力を持っていることが分かった。その例として幼児教

育とペアレント・エデュケーションについて教育活動を行っている信誼基金会 24の存在が

あげられる。ただしこの基金会ついては十分な資料が得られなかったため、本報告書では

とりあげない。 

24 信誼基金会  台北市重慶南路 2 段 75 號。同基金会は製紙業で有名な永豊餘グループの創始者何伝（字

は信誼）が創立した。1970 年代の台湾で最も早くから幼児教育やペアレント・エデュケーションにとり

くみ、関連会社は出版事業も行っている。信誼基金会のホームページより。2013 年 8 月 20 日閲覧。  
http://www.hsin-yi.org.tw/ 
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2 章 日本植民地期における「母性」とジェンダー―国語保育園を中心に 

 

(1)はじめに 

 

 台湾は 1895 年に日本の植民地とされ、その後植民地の人々に対して、天皇中心主義的

な価値観に基づく教化が日本語を通して行われた。日本植民地期において、被植民者の女

性は、高等女学校に進学するような富裕層を除き、あまり顧みられることはなかった。し

かし、1930 年代半ばくらいから、その女性と子どもに熱い眼差しがむけられようになる。 

ここでは、日本植民地下の台湾で 1930 年代半ば頃より漢族系住民に対して実施され、

台湾全島に普及したいわゆる「国語保育園」について検討する。この「国語(日本語。ここ

では歴史的用語として用いる)保育園」（以下、カッコ省略）は、後に述べるように、筆者

による暫定的な名称である。公学校(1941 年以降、国民学校に再編) 1にあがる前の幼児を

対象としたもので、当初は内地(歴史的用語として用いる)の農繁(期)託児所をモデルに創設

されたものである。内地では、農村の母親の労働負担の軽減や、母親が仕事中の子どもを

安全に預かることなど目的としていたが、台湾においては、後述するように日本文化の注

入と日本語の習得が主たる目的となった。預けられた児童は 1943 年において全島で 7 万

人、施設数は 1979 か所ともいわれる 2。またここで日本語を学んだ経験のある人は、そ

うではない人と比べて日本語がより身に付き、また終戦後 70 年近く経って高齢になった

今でも、流暢な日本語を操る。従ってその歴史的意味は小さくはない。 

 植民地台湾における幼児教育として幼稚園が存在したが、こちらは内地人と漢族系住民

の富裕層をその対象としており、その数は限られていた 3。一方、国語保育園は、就学前

の漢族系住民の幼児を対象として実施されたものである。これについては、翁麗芳が『幼

児教育史』で、幼児教育の一環として言及している 4ものの、具体的な状況は明らかにさ

れていない。ここでは、資料の得られた台北州、台中州、台南州を中心に、国語保育園に

ついてその設置目的や、経営主体、保育の担い手、対象となった子ども、経費などの実態

を明らかにした上で、保育園をめぐる「母性」言説の含意を検討する。 

なお、ここで扱うのは、いわゆる漢族系住民に対象を限定する。オーストロネシア語族

系の少数先住民は、漢族系住民と異なる統治システムの下に置かれ、台湾総督府警務局理

蕃課が主管していた。先住民は「蕃族」と見なされ、警察がその統治権を握っていた。そ

1 「内地」の初等教育に相当するが、教育内容は日本語の習得が中心であった。 
2 1943「保育園を合理的統合 完璧の国校予備校へ」『台湾教育』491 号、pp.64-65。 
3 翁麗芳 1997『幼児教育史』心理出版社（台北）pp.220-228。 
植民地期台湾の幼児教育・保育は、日本内地にならって幼稚園と保育園は二つの系統に分かれていた。

日本においても当初から富裕層向けの幼稚園と、貧窮層救済から始まった保育園と、その起源は異なる。

これについては、以下に詳しい。上笙一郎、山崎朋子 1974『日本の幼稚園――幼児教育の歴史』理論社、

上笙一郎、山崎朋子 1986『光ほのかなれども――双葉保育園と徳永恕』光文社。 
4 翁麗芳 1997『幼児教育史』心理出版社（台北）pp.220-228。 
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の少数先住民の幼児にも、日本語による保育は日本語を修得した若い世代の女子の青年団

が中心となって行われた。例えば、台湾総督府警務局理蕃課が各地に派遣された警察官に

向けて発行していた『理蕃の友』は、高雄州潮州郡マカザヤザヤ駐在所において 1941 年

に託児所が設置されたことを報じている 5。しかし、得られた資料に限りがあるため、少

数先住民についてここではとりあげない。 

 

(2)国語保育園の呼称と性格 

 

 この「国語保育園」は日本内地の農村で実施された農繁託児所をモデルとして、その設

置は各州庁(州庁は内地の県に相当)の裁量で行われた。従って、施設の呼称や実態は、地

域によりまちまちであった。例えば、台北州では「国語保育園」「保育園」の名称を用いて

おり、それは社会教育（学校以外の場における教育）の一環、「国語普及」のための事業と

して位置づけられている 6。台南州では「幼児国語講習所」という名称を用いており、こ

れを台北州と同様、社会教育の「国語普及」と位置づけている 7。 

台中州では保育事業を「幼児に対する社会事業と教育事業との融和」 8として扱ってい

る。すなわち、台北州、台南州が幼児の保育施設を教育的な意味合いの社会教育として扱

っているのに対し、台中州はこれを福祉的な意味合いの社会事業と社会教育の中間点に位

置づけている。台中州では当初は農繁期に親に代わって子どもを保育する機関を「託児所」

と呼んでいたが、「託児所」では印象が悪いということから、1934 年ごろ「保育園」とい

う名称で統一することになった 9。この保育園も季節的なものであったが、その一部は、

通年で開設する常設のものへ展開した。嘱託として台中州の保育事業を推進した岡部松五

郎 10は、次のように述べている。 

 

(台中州の 引用者注)常設保育園は、短期の季節保育園の教育的効果が一般に認識され、一層保

育効果を高揚すべく、昭和 12 年頃から次第に長期的施設のものが開設され、それが更に年中通じ

5 「山にも立派な託児所」1941『理蕃の友』第 120 号（第 10 年 12 月）台湾総督府警務局理蕃課内 理

蕃の友発行所 p.8。 
6 例えば台湾総督府 1940『台湾に於ける優良部落施設概況』において、「新荘郡新荘街大和」部落につ

いて記述があり、ここでは 1939 年に国語保育園を設置した(p.58、61)。また満 4 歳から満 6 歳未満の者

を預かることができるこの国語保育園を「国語普及」の機関として記述している。 
7 例えば、以下。台南州 1940『社会教育要覧 昭和 15 年度』。 
8 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.6。 
9 台中州方面委員聯盟 1935「季節保育事業研究協議会概況」『方面時報』8 号、p.32。 
10『優良男女青年団実績概況』によれば、岡部松五郎は 1932 年に台中州豊原郡潭子庄の潭子公学校長で

あり、当地の女子青年団の組織化に功績があった人物である。すなわち岡部のバックグラウンドは教育

者である。台湾総督府文教局社会課 1937『優良男女青年団実績概況』、p.68。 
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て開設するところの常設保育園(幼稚園の簡易化された施設)へと進展したもので、その後益々常設

化の傾向を示すに至ったのである。 

略…台中州下に於ては開設当時は何々農繁期託児所と称してゐたが、其の後州下保育園の使命が

家族の労働援助といふような福利的施設より漸次幼児の保育といふ教育的施設へ乗り出してくる

ようになった。 11 

 

 以上述べたように、地域や時期により名称がまちまちであるため、翁麗芳氏の著書の中

では「保育園」と「託児所」は全く異なる機関として認識され、分類されている。しかし、

このような台湾の幼児を対象とした施設は、日本語普及や日本的文化を注入することを主

要な目的としており、日中戦争の頃から飛躍的に増加した点では共通している。それは、

岡部の以下のような記述に端的に示されている。 

 

即ち本施設は少国民たる幼児を保育して真に国家が要求する国民体位の向上と国民資質の培養

とを以て本島保育事業の生命となし、人的資源の確保に努力し国家の要求に即応し皇国民たるの基

礎的錬成に培ふことを目標として発展したるものである。 12 

 

つまり、国策に沿って漢族系住民幼児を教化し、皇国民として育成するための施設であ

り、台北州や台南州でも同様の説明がなされている。このような教化機関が設置された背

景には、第一に日中戦争という中国との戦争を日本が始めたことで、中国大陸に故地を持

つ漢族系住民に対する教化が急務とされたことがあげられる。台湾領有初期から、年齢が

小さいほど日本語等の習得には効果があることは指摘されていた。しかし、漢族系住民に

おける公学校への就学率は低く、また漢族系住民は大家族制であることや福建系の女性は

屋外労働をすることが少ないため、当初、保育園の必要性を認める者はいなかった。それ

が、日中戦争を契機に状況が変わったといえる 13。そして戦局がおしつまった 1943 年に、

台湾総督府文教局は、幼児に対する教育・教化機関を全島的に統合することに乗り出すの

である（後述）。 

 設置の背景の二つ目としてあげられるのは、「漢族系住民女性は母性に欠ける」という

日本人の認識である。漢族系住民女性は公学校への就学率が男性に比べ低く、日本人為政

者の眼には、近代化や「日本化」から最も遠く、問題の多い存在であった。台湾において

は、漢族系住民に対して公学校という初等教育機関が設置され、日本語を中心とした教育

が実施された。しかし男子に比べて女子の就学率は低く(図 2-1)、従って日本語ができな

いため新たな知識へ近づくことも難しいとみなされていた。また、漢族系住民の家庭や母

11 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.5 。本書の実質的な執筆者は

台中州嘱託 岡部松五郎である。 
12 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.5。 
13 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.1。 
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親は、子どもに「台湾的」文化を媒介し、学校での教育を損なうものと考えられた。台湾

においては、結婚の際に男性の家側から女性の家側に贈られる結納金(聘金)はかなりの高

額に上るのだが、その負担を回避するため、他家からもらい受けた幼女を養育し、成長を

待って自身の息子と結婚させる幼児婚の習慣があった。しかし、このような娘（新婦仔）

はしばしば売買や(養)母による虐待の対象となったこともあり 14、日本人は漢族系住民母

親に対し「子どもの売買をする者」という眼差しを向けていた。このように、漢族系住民

女性は(母親であっても)「母性を持たない」存在とみなされていたために、できるだけ早

く子どもを母親の元から日本的教化の傘の元にひき入れることが必要であると考えられた

のである。 

 

図 2-1 台湾における初等教育の男女別就学率（1921-1942 年） 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

（出典）『台湾総督府学事年報』各年度版より宮崎作成。ただしこれには中途退学など 

は表れないため、実際の就学率はさらに低かったと考えられる。 

 

以下の日本人女性による文章は、当時の日本人の認識を代表している。 

 

本島には伝統的な、幾多の家庭的陋習があり育児の中心たるべき其の母は罵詈打擲を以て育児の

方法なりと心得、無愛嬌、無表情を以て主婦たるもののとるべき態度なりと心得ている。そして子

供は自己の所有物であるから、これを人に売らうと人にくれやうと、それは親の勝手だ、学校に入

学させようと、させまいとそれは親の権利だ、子供の時代から少しでも多く働かせ、一銭でも余分

に儲けさせた方が親の利益だ―などと考えている母親の未だに多いこの台湾、…略 15 

 

「(日本語を知らず)無学で教養のない母親」に代わり、学校に上がる前から幼児に日本

14 Wolf, Arthur and Huang,Chieh-shan 1980 Marriage and Adoption in China, 1845-1945, Stanford 
Univewsity Press. 
15 藤野千恵 1939「保育断片」台中州方面委員聯盟『方面時報』47 号、p.4。 
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語を教え、歌や踊り、挨拶などにより「皇国のよい子ども」として躾を行うという教化的

側面が次第に重視されるようになった。このような保育施設を、とりあえず本報告では「国

語保育園」とする。 

 

(3) 国語保育園の状況  

 

では、国語保育園は具体的にどのように運営されていたのか、目下入手できた資料に基

づき検討する。 

 

(a)経営主体と設置場所 

 国語保育園設置の推進は、内地の状況 16をみながら各州、各街庄で進められた。台湾に

は政策の受け皿として、州、庁(内地の県に当たる)があり、その下部に市、街、庄(内地の

市町村に当たる)といった行政・教化単位があった。1930 年代前半には、街庄の下部にさ

らに小さな単位として「部落」(歴史的用語として用いる)が置かれ 17、保育園も部落ごと

に経営されるようになる。前出の岡部は、「本島(台湾)の保育事業の嚆矢」として、1932

年 6 月に設置された新竹州銅鑼庄三座厝農繁期託児所をあげている。これは客家の大地主

頼得鳳氏が、同庄業佃会と苗栗郡連合の指導と後援のもとに設置したものであるという 18。

4-6 歳の児童を対象に、廟を託児所として 2 週間開設し、午前 7 時から午後 5 時の間保育

を行い、要した 60 円の経費は同氏が負担した。 

州別では、台中州が保育園設置指導への最も早い取り組みを示している。台中州では

1933 年 7 月に鹿港街洋子厝に農繁期託児所が開設されたのが嚆矢である。当時創設され

た部落振興会 (部落の指揮をとるために設置された機関) 19 の事業として試験的に設置さ

れ、彰化郡教化聯盟が主催する形である。その後、同州は 1935 年 4 月、本格的に開設者

を招集し、季節保育園事業協議会を開催した。設置要項標準案を決定し、パンフレットを

作成して州下に示し保育内容の改善、「保姆」(歴史的用語として用いる。以下、カッコ省

略)の養成を図ることの重要性を周知したという。また、同年 5 月末に日月潭林間学校で特

志婦人 46 名に対し、保姆養成の講習を 4 日間行い、6 月から 7 月にかけて 60 か所を開設

している。さらに 200 名の保姆を講習により養成し、1935 年に開設した施設数は 74 か所

となり、保育園は１年のうちに台中州下全市郡に普及した。これら講習会等は、台湾社会

16 内地の農繁託児所も、名称は地域により様々で、季節託児所、農繁期託児所などといった。日本の保

育学の分野では、従来から農繁期に乳幼児を預かり親の労働を助けるためのものであるとされてきたが、

松田は、その初期の大正期においては、厳しい環境の下でなかなか学校に出てこられない子守児童の教

育保障を目的として設置されたことを明らかにしている。松田澄子 2005「山形県の農繁託児所について」

『山形県立米沢女子短期大学』40 号、pp.35-50。 
17 宮崎聖子 2008『植民地期台湾における青年団と地域の変容』御茶の水書房、pp.206-207。 
18 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、pp.1-2。 
19 部落振興会については、以下を参照。宮崎聖子 2008『植民地期台湾における青年団と地域の変容』

御茶の水書房、pp.206-207。 
18 

 

                                                   



事業協会台中支部がその経費を負担している。岡部が嘱託に命ぜられ、この事業に従事す

るようになったのも 1935 年である 20。 

地域ごとの例をあげると、台中州の西屯庄では、保育園の経営主体は西屯庄下の各地部

落振興会であった 21。また、同州員林郡では、女子青年団が経営する保育園もあった 22。

なお、台北州の女子青年団では、1936 年時にはまだ保育施設がほとんど緒についていなか

ったため、その先進地域に学ぼうと員林街田中央季節保育園を視察している。その際の視

察記では、同園が農繁期の 2 週間くらいを 7 時から 5 時の間、幼児 34 名を預かっており、

保姆は無給である、と記されている 23。 

台湾総督府は、1937 年 8 月に、台北市郊外の草山で女子青年団指導者講習会を開催し

た際、託児所の経営を講習内容に取り入れている。この講習の対象となったのは、団の指

導者となるべき高等女学校卒業生かそれと同等の女性である 24。この講習会は、従来各州

でそれぞれ行われていた託児所、保育園の設置について、総督府自身も指導に本腰を入れ

始めた表れと考えられる。そのためか、筆者の聞き取りによれば、台北州では 1938 年頃

から国語保育園が本格的に設置され始めた。 

その他に、愛国婦人会台湾本部も、保育施設を経営した。1936 年時点の資料によれば、

愛国婦人会台湾本部は、愛国婦人会東京本部の奨励により、農繁託児所の名称で、台中州

に 7 か所と高雄州に 6 か所を新設した 25。 

保育施設は、そのための建物をわざわざ設けることは少なく、設置場所は公学校や部落

の集会所、あるいは地方名士の個人宅などが多かったようである。例えば、台中州の大甲

六塊厝保育園は 3 週間の保育を行うが、街当局の指導により保姆の郭氏阿栽と助手の陳氏

鴦、黄氏婷、蕭氏鳳玉三人が保育にあたり、場所としては黄尭龍(街協議会員、社会教化委

員)が自己の住宅を充て、その他一切のめんどうをみたという 26。 

 

(b) 保育の担い手 

 国語保育園の園長(施設長)は多くの場合、公学校長、または場所や資金を提供した地方

の名士が就任した。保育の担い手は「保姆」と呼ばれた。保育園を立ち上げる際に中心と

なって指導をしたのは公学校の女性教員(日本人、漢族系住民の両方を含む)で、実働部隊

20 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.3。 
21 台中州大屯郡西屯庄役場 1939『西屯庄社会教化施設概況(台中州大屯郡西屯庄)』発行所 大屯郡西屯

庄役場 西屯庄教化聯合会、p.19。 
22 員林郡栄興女子青年団保育園 詹氏勧 1936「我が保育園の状況」台中州方面委員聯盟『方面時報』

23 号、p.31。 
23 宇田菊生 1936「全島主要都市を巡りて(三) 台北州女子青年団幹部島内視察旅行記」『薫風』昭和 11
年 3 月、pp.1-4。 
24 1937「全島女子青年団指導者講習会」『台湾教育』421 号、p.111。 
25 福島義尚「農村施設大綱なり、支部分会と共に、農繁託児所の設置に務む」『台湾愛国婦人新報』85
号、愛国婦人会台湾本部、pp.38-44。 
26 大甲公学校長 岩元義盛 1935「季節保育所を語る」台中州方面委員聯盟『方面時報』10 号、pp.17-20。  

19 
 

                                                   



は女子青年団員(地元の漢族系住民)が務めることが多かったようである。公学校の通常の

仕事をこなしながらの女性教員の負担は大きく、例えば台中州のある公学校長は、保育園

指導のために女性教員の負担が増え、本務がおろそかになることへの危惧を表明している

27。 

国語保育園の主要な働き手となった女子青年団員は「保姆」あるいは「保姆助手」と呼

ばれた。ただし、台湾におけるその資格については、公立幼稚園の保姆と異なり、定めが

ない。州ごとに出版している保育事業の資料には「望ましい保姆像」について記載はある。

例えば台北州では、「幼児保育の国家的使命の重要性を認識し保育報国の誠を捧ぐる覚悟を

鞏固にしなければならない。保育者は賢明にして慈愛深き母の心と明朗なる童心とを兼ね

備へねばならない」などとしている 28。しかし、台湾では、日本語で保育を担当できる人

材が不足していた上に、速成で多くの保育担当者を用意しなければならなかったことから、

規程を定めることはしなかった。台中州の岡部は、保育担当者について「女学校卒業、あ

るいは同程度の学力を有する有閑階級の婦人が各部落に一名位はいるものと予想していた

が、実際には公学校卒業生さえ一人もいない部落があるほど」であり、その人材難に苦し

んだと述べている。そこで台中州では保姆養成の講習会を開催し、1938 年までに受講者は

1400 名に達した。とはいえ、これら女性も結婚すると保姆を辞めることになり、岡部たち

は人材の確保に頭を悩ませたという 29。 

岡部がいうように、保姆としては高等女学校卒業生が理想であったが、絶対数が不足し

ていた。内地では保姆に高等女学校卒業程度の学歴が望まれる一方で、子育て経験のある

年配の女性も保姆として望ましいと考えられた 30。しかし台湾では、子育ての経験よりも

日本語運用能力が優先されたため、日本語で教育を受けた若い世代の女子青年団員が地域

の保育担当者となったわけである。以下は、保育園で働いた団員の手記である。 

 

(保育園は)予定の 40 名に達し、5,60 名の盛況でありました。団員は二班に別れ(ママ)一週間交

替で勤めて居ます。場所は学校の前庭。 

青年団員は早起して児童より早く登園し、来た子供に玩具を渡し、喜んで来所する様に努めました。 

学校へ連れて参観させると、国語の練習を見て、小さい声で真似て自然の間に国語を覚えるか

ら学校参観は善いことだと思ひます。…中略…私達の保育園は青年団員の得た費用で経営しました。

本年一期には台湾社会事業協会台中支部から 50 円を頂き有効に使用し内容充実を図る様努力して

居ます。先ず三輪車を 15 円で購入しました。滑台も備へたいと思って居ます。 

27 集集公学校長 矢口卯兵 1935「季節保育所を語る」台中州方面委員聯盟『方面時報』10号、pp.17-20。  
28 台北州 1942『国語保育園保育細案』立川文明堂(三、保育心得「保育者」の項。頁番号なし)。 
29 岡部松五郎 1938「保育の重要性と保姆養成機関設置の急務(二)」台中州方面委員聯盟『方面時報』37
号、p.3。 
30 例えば山形県の農繁託児所を調査した松田によれば、保姆の条件の一つに「自分の子どもを育て上げ

た経験のある年配の婦人」が挙がっている。松田澄子 2008『子守学級から農繁託児所―最上・庄内地区

編』みちのく書房、p.30。 
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経済保護のみでなく、良習慣等を得させ第二国民として養成せしむるのを究極の目的として居ま

す。神棚奉斉により崇神思想の涵養に努めて居ます 31。 

 

(c)経費 

国語保育園に必要な経費は、多くの場合、保姆、保育者に対する手当が大部分を占め、

その他、備品の購入や子どものおやつや玩具にあてられた。保姆や保育者の手当は、地域

の状況や保育時間により異なったようである。 

例えば『台南州社会教育要覧』の「幼児国語講習所開設計画(昭和 15 年度)」によれば、

15 年度の計画では、台南州下の施設数 1054、対象とする幼児約 3 万 9000 人、講師数(保

育者)1292 人、平均保育日数 181 日、平均保育時数 318 時間、経費のうち手当 4 万 8688

円、その他経費 3 万 64 円、となっている。「手当」は保育者に支払われるもので、経費の

最も大きな部分を占める。「その他経費」は備品やおやつ代などと思われる。手当の額を保

育者の人数で単純に割ると、一人当たり年間で約 37.7 円である。保育者の平均年間労働日

数を 181 日とすれば、手当の 1 日平均額は約 20 銭(台南州の場合、『台南州社会教育要覧』

によれば、一日の平均保育時間が 2 時間のところが大多数を占めている)、一月では 15 日

の労働とすると約 3 円である。 

台中州の常設保育園では、主任保姆一月 30 円(学校教員相当の人が担当するという想定

と思われる)、助手一月 15 円という内地の状況を参考にしようとしていた 32。筆者の聞き

取りによれば、台北州においては、保姆をつとめた女子青年団員が月 10 円を得ている場

合もあれば、無償の場合もあった。 

資料を見る限り、子どもの親たちは、おやつにする芋などを子どもにもたせる場合もあ

ったが、費用を負担することはあまりなく、また負担があったにしても、少額だったよう

である。台中州は経費のかさむ常設保育園について保護者から保育料を徴収することを計

画していたが、内地の状況にならって、台湾でも年間 10円に抑えることをめざしていた 33。 

 

(d) 児童の年齢、保育期間、活動内容 

対象となる児童は就学前の者で、台中州では年齢の目安を 3 歳から 7 歳、台北州では 4

歳から 6 歳としている。設備と従事員と経費の面から、乳児の受託は困難であった 34。保

育期間は、1 回につき 2-3 週間が多い。二期作の場合、年に 2 回開設するというところも

あり、中には台中州の一部の保育園のように常設的に開設する場合もあった。台中州では、

31 員林郡栄興女子青年団保育園 詹氏勧 1936「我が保育園の状況」台中州方面委員聯盟『方面時報』

23 号、p.31。 
32 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.50。 
33 台湾社会事業協会台中支部 1937『季節常設保育園経営及保育の実際』(実質的執筆者は 1、2 章は台中

州社会事業主事石川真澄、3 章以降は台中州嘱託岡部松五郎)、p.45。 
34 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.66。 
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親の労働援助のために、保育時間は早朝から夕方までが望ましい、としている 35。台南州

(幼児国語講習所)では、1940 年の年間の保育日数は平均 181 日、一日の保育時間は平均 2

時間であるが、1942 年になると、保育日数が 245 日と増えた上に、一日の保育時間も平

均 2.4 時間と伸びている 36。 

活動内容については、特にこれを規定する法令はないものの、各州において、保育のガ

イドラインを定めていたもようである。例えば台中州のガイドラインにあたる、台湾社会

事業協会台中支部『台湾における保育の理論と実際』(1942)では、保育園の目的は幼稚園

と差異はない、として、1941 年の幼稚園令に沿って、以下のように保育園の目的を定めて

いる。 

・幼児を保育すること 

・心身を健全に発達せしむること 

・善良なる性情を涵養すること 

・家庭教育を補うこと 37 

 

さらに前掲書は「子どもは生活そのものが遊びである」という前提に立ち、保姆は保育

項目(観察・談話・唱歌・遊戯・手技 38)によって指導をすべきであるとする。この幼児教

育の内容は、「幼児教育の祖」と言われたフレーベルの思想と実践を念頭に置いていること

が分かる。それが講習会などで保育担当者等に説明・解説されたか否かは不明であるが、

少なくとも本書の実質的執筆者である岡部は、台中州保育事業に関する 1937 年の別の著

作の中でフレーベルやペスタロッチの名前に言及しており 39、また 1939 年の著書では、

その流れをくむ倉橋惣三らの著作を参考にしたと書いている 40。 

ただし、1942 年のこの著書では、すでに「大東亜戦争」が始まり、1941 年には公学校

が「皇国ノ道ニ則リテ初等普通敎育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為ス」という目標を掲げた

国民学校に再編されたことから、幼児の保育に関しても「皇国民の基礎的錬成」のために

改善を要するとしている。実際に、保育の指導計画の中には、兵士に対する尊敬や兵士に

なることを奨励するような内容も多くなっていく。例えば台北州の 9 週間の保育計画のな

かで、第 5 週めは日本の国の強さ、この国に生まれた有難さを（「日本の国」）、第 6 週め

35 台北州 1942『国語保育園保育細案』立川文明堂(台北)では、3 か月(15 週)の保育計画が案として示さ

れている。台中州では、当初は農繁期のみの「季節保育園」を設置していたが、1937 年頃から常設にし

たものも現れ、常設のものは 1941 年度には 67 か所となった。台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾

における保育の理論と実際』、pp.3-5。 
36 台南州 1942『社会教育要覧』、p.129 より試算。 
37 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.15。 
38 「手技」とは折紙や粘土細工など、玩具を弄ぶことで何かの技巧を楽しむ遊びを指す。 
39 台湾社会事業協会台中支部 1937『季節常設保育園経営及保育の実際』、p.1。 
40 台湾社会事業協会台中支部、台中州方面委員聯盟 1939『保育読本』(実質的執筆者は台中州嘱託岡部

松五郎)、p.2。 

22 
 

                                                   



は兵隊への尊敬と、兵隊になることの重要性を（「兵隊さん」）、第 8 週めは陸軍の歴史を

子どもに話して兵隊に感謝することを（「陸軍」）教えるようにしていた 41。 

使用言語は、基本的には幼児が家庭で親しんでいる台湾語を用いるが、童話の中の人物

や掛図などを用いて、身振りなどもまじえながら国語 (日本語)に触れさせる工夫を要求し

ている。また唱歌によって「潤いのある人格を涵養する」必要があり、楽しく歌いながら

国語に馴れさせることが重要である、と説く 42。 

その他、挨拶をすることや爪を切っておくこと、はなをかむこと、「気をつけ」などの姿

勢がとれるようにすること、順番を守ること、宮城を遥拝し大麻(天照大神などの神札)を

拝む、たんやつばを吐かない、などを含む躾も保育園で行うべきこととされた。また昼食

やおやつを与えて子どもに十分な栄養をとらせること、薬を飲ませて回虫駆除を行うこと、

入浴させて衛生を保つことなど、健康、衛生面での配慮がなされた。漢族系住民には入浴

の習慣がないため、保育園でその習慣を養い、健康を保つことが重視されたのである。 

保育のための施設としては、保育室、室内遊戯室、食堂、午睡室が合わせて 30 坪以上

あることが望ましい、とされた。その他に神棚、国旗掲揚台、便所、洗面及び洗足場、浴

室が必要とされた 43。 

 

(e)親や地域の反応 

 親たちは当初、国語保育園に懐疑的であったり、費用負担を心配する者もいた。そのた

め、子どもにおやつと玩具を与えて、登園するよう仕向けている保育園もある。しかし子

どもを預けることで農繁期に労働しやすくなったり、子どもが清潔になり、行儀もよくな

り、日本語で挨拶できるようになる様子をみると、次の開所時期を待ち望む者も出てきた

という。また、これがきっかけで教育の重要性を悟り、勧誘を待たずに進んで国民学校に

入学しようとする者も現れた 44。日本語を習得することは、すでに当時の台湾社会には必

要不可欠となっており、親たちも日本語習得が子どものためになると考えていたと思われ

る。 

また当局は、幼児だけでなく指導をする側の女性にとっても、保育園が皇民錬成の機関

となる副効果を狙っていた 45。筆者によるインタビューでも、それを裏付けるような話が

きかれた。当時台北州の保育園で保姆として働いていた女子青年団員（漢族系住民）46や、

嘉義で保育園設置を指導した公学校女性教員（日本人） 47に、保育園についてインタビュ

ーしたところ、戦争が激しくなっていた頃は、国語保育園のことを良いとか悪いとか批判

41 台北州 1942『国語保育園保育細案』立川文明堂 pp.67-74。 
42 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、pp.19-28。 
43 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、pp.62-63。 
44 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際』、p.2、10。 
45 1943「保育園を合理的統合 完璧の国校予備校へ」『台湾教育』491 号、pp.64-65。 
46 2000～2001 年に筆者インタビュー。 
47 2011 年に筆者インタビュー。 
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するような人はいなかったし、親も喜んで子どもを連れてきていた、自分たち自身もお国

のためと考えて一生懸命であったという 48。 

  

(4)戦争の激化と国語保育園の統合 

 

 以上述べたように国語保育園は、日本的文化の注入を目的として、日中戦争の頃から地

域の人々の労力や財力を流用しつつ、台湾全土に急速に普及した。その背景に、1930 年代

半ば以降は、戦争遂行のために被植民者の人的資源が必要不可欠となったことが挙げられ

る。戦局が押しつまった 1942 年には台湾においても特別志願兵制度が実施され、1943 年

には国民学校が義務化された。それと連動して 1943 年 6 月の『台湾教育』は、総督府文

教局が各州でまちまちに設置されていた保育園を統一法規により統合することとなった、

と報道している 49。筆者は、実際にどのように統合されたのかについて確認はできていな

い。しかし被植民者の幼児をも「打って一丸」とする機運が高まっていたことは明らかで

あり、佐藤源治も 1943 年 7 月に出版した『台湾教育の進展』の中で、「幼稚園・保育園・

託児所或は幼児国語講習所等は……国民教育の根基に培はねばならない。それには是非と

も就学前の幼児に対して教育の義務制を布くべきである」として、就学前教育の義務制を

主張している 50。そして 1944 年にはついに、台湾の人々に対して徴兵制がしかれた 51。 

 

(5)小括 

 

1930 年代半ば以降、戦力、労働力へと養成するために、被植民者の幼児に熱い眼差しが

注がれるようになった。そこで、日本的文化を有せず、母性が「欠如している」とみなさ

れた漢族系住民の女性に対して、その育児に介入がなされ、国語保育園が開設された。当

初は地域によって区区に運営されていた国語保育園は、最終的に総督府の意向をトップダ

ウンで伝えるような幼児教化の装置となりつつあったと言ってよい。そこでは、母親の労

働負担軽減よりも子どもを日本的に育てることに主眼が置かれた。保姆として保育園に関

わることが期待されたのは、漢族系住民のうち、日本語を習得し「近代的」とみなされた

若い女性に限られた。こうしてみると、漢族系住民の女性においても、台湾総督府が被植

民者の女性に付与した「母性」の含意は、日本語運用能力により層化されていたことが分

かる。 

48 台湾の女性が戦争の中で果たした役割や諸個人の経験については、以下を参照。宮崎聖子 2013「植

民地女性と「国民化」の問題――1940 年代前半植民地台湾における女性と青年団」松田利彦・陳姃湲編

『地域社会から見る植民地支配――朝鮮と台湾』思文閣出版 pp.153-188。 
49 1943「保育園を合理的統合 完璧の国校予備校へ」『台湾教育』491 号、pp.64-65。 
50 佐藤源治 1943『台湾教育の進展』台湾出版文化株式会社（台北）pp.218-219。 
51 宮崎聖子 2008『植民地期台湾における青年団と地域の変容』御茶の水書房、第Ⅵ章。 
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内地では「産めよふやせよ」の国策の下、母性の重要性が強調されたが、漢族系住民の

人口増加に関しては、日本人の態度は非常に抑制的であった。例えば台中州嘱託の岡部は、

「国家目的を遂行するために必要な兵力・労力として適さない人口の量的増加は望ましく

ないばかりか忌避すべきもの」と述べ、被植民者の人口増加に冷淡な態度を示している 52。 

1930 年代前半にはすでに、このような状況と表裏一体をなすような言説があったことが

想起される。台湾では、満州事変の勃発を受けて、日本人と台湾人の通婚により、内台融

和を促進しようという動きがあった。ただし、その場合も通婚が奨励されたのは、日本人

女性と台湾人男性の組合せに限られ、日本人を母に持つことで子どもが日本的に養育され

るのを企図したものであった。新聞や雑誌などでこの「内台共婚」は喧伝されたが、実際

にそれを行った人は少数にとどまった 53。 

ここでは、少数先住民における状況は考察の対象とできなかった。しかし台湾総督府は

まず漢族系住民に実施した政策を、後に先住民に実施する、という方針をとっていたと思

われる。よって少数先住民地域においても同じような狙いを以て子育てのあり方が展開さ

れたと推測される。今後はこれらについても検討する必要がある。 

52 台湾社会事業協会台中支部 1942『台湾における保育の理論と実際 p.13。本書の実質的な執筆者は岡

部である。 
53 宮崎聖子 2007「「内台共婚」と植民地における台湾人女子青年団の位置づけ」『南島史学』70 号 南

島史学会 pp.83-97。 
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3 章 戦後の保育機関――託児所を中心に 

 

日本植民地期に台湾女性に求められたのは、その子どもを日本的に育てることであった。

そのため、（学校教育においてのみならず）子育てにおいても日本語能力による層化が行わ

れ、彼女たちの大部分は「母性に欠ける」とみなされていた。では、戦後の子育てはどの

ようなものであったのか。ここでは、戦後の子育てのあり方を捉える手がかりとして、戦

後に始まった託児所について検討する。 

戦後の台湾は、統治機構の転換により、大きく揺れ動いたといえる。日本支配から解放

され、当初は国民党の来台を喜んだ台湾の人々であったが、その後、新政権に対する失望

と不満が高まっていった。1947 年 2 月 28 日、大陸から台湾に渡ってきた当局(外省人)が

台湾のヤミたばこのとりしまりを行ったことをきっかけに、台湾の人々(本省人)との間に

おいて、大規模な抗争が起きた（二・二八事件）。これをきっかけに 1949 年に戒厳令が発

令され、白色テロの恐怖政治の時代に入った。その際、多くの本省人が殺害され、その中

にはいわゆる知識人が少なくなかった。戒厳令が解除されたのは、1987 年である。この間、

国民党は、「中華民国」こそが「正当中国」であり、共産党政権は「簒奪者」であるとした。

また、「簒奪者」に対する戦争状態であるために、戒厳令の長期施行は当然とされた 1。 

まず、葉郁菁 2006『托育服務(保育サービス)』 2、江泰熠 1988「台湾省託児施設的発展

与展望(台湾省託児の発展と展望)」により、戦後に始まった託児所の概略をみてみよう。

江によれば、託児所は一般託児所と地域の託児所の二つの系統に大きく分けられる。 

 

(1)一般託児所 

 

台湾の託児所の設置は、当初、私立救済施設管理規則の規定で管理していた。しかし 1955

年 10 月、内政部(日本の内務省に相当)は託児所設置弁法を公布し、1973 年には託児所設

置標準を公布した。そこでは託児所の設置基準や収容する対象者、建物、設備についてな

どの規定がなされた。設置単位は、①政府、②機関、学校、団体、工場、企業に付設、③

私人の創設によるものとなっている。この弁法は数度の修正をへて、2006 年に廃止される

まで続いた。この託児所は、核家族化が進み、子どもの世話をすることが社会的に問題と

なっていることに対応するために作られ、都市部を中心に設置された 1955 年には 57 カ所、

6268 人を預かっていたが、1987 年には 1108 カ所、9 万 3877 人となっている 3。 

 

(2)地域の託児所 

1 若林正丈 1998「政治」若林正丈編『もっと知りたい台湾』(第二版)弘文堂 pp.180-183。  
2 葉郁菁編 2006『托育服務』心理出版社(台北)。  
3 江泰熠 1988「台湾省託児施設的発展与展望」『社区発展季刊』41 期  pp.45-53。  
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一方、地域の託児所も同じ頃にスタートを切っている。 

1945 年以降、政府は台湾の復興に力を入れており、当時の台湾社会は農業を基盤として

いたが、女性は耕作のために忙しく、幼い子どもの世話をする時間が不足していた。これ

を解決するために、台湾当局は台湾省政府 4社会処に準備統括を委託し、農林庁、財政庁、

省農会などの機関に関連法規の検討を行わせた。1955 年 6 月、政府は各県市に通達を出

し、その結果、各郷鎮市(郷鎮は日本の町村にあたる)に続々と「農忙託児所」が設置され

始めた。なお、ここで用いている「農忙託児所」は、中国語をそのまま表記している。日

本語訳としては、農村託児所とすべきところかも知れないが、後述するように別に「農村

託児所」という名称が存在するので、ここではそのまま表記することとした。 

当初、「農忙託児所」の設置は、省政府が各県市に依頼し、所管する郷(鎮)の二つのうち

一つには託児所を設置するようにしたやり方により、初年度には 171 カ所が設置された。

試運転の過程で改善点などを見出し、1956 年には全島的に設置がなされた。それによれば、

託児所をすべての郷鎮に一つ設置し、一カ所に少なくとも 3 クラス設けることとした。た

だし、当初は農繁期のみに子どもを預かる短期的なもので、施設も粗末で簡単なものだっ

た。設置単位は、地元の議会、農会(日本の農協に相当)、婦女会、小学校、衛生署(日本の

保健所に相当)、民衆服務社などが引き受け、必要経費については省、県、市などから補助

がなされた。1958 年になると、政府はこれを全日制の「農村託児所」とし、固定的な保育

機関の基礎を作った。 

その後、ユニセフ(国際連合児童基金) 5はこの計画を知り、1962 年から 1974 年までの間、

援助を行った。ユニセフは、台湾政府と児童社会福祉サービス計画に共同署名し、台湾の

託児施設の長期的発展を狙った。この間の援助により、託児所の施設の拡大(建物の建設な

どのハード面を含む)、教育機材や遊具の充実、児童の栄養改善(粉ミルクなどの物資配給

を含む)、職員の研修、制度の整備などがなされ、次の時代への基盤を築いた 6。 

1975 年、省政府社会処は、福祉強化と保育サービスを定着させるため、「農村託児所」

を「村里託児所」に改名し、県市政府は各村里 7に必ず一つ託児所を設置するよう勧奨し

た。これにより、短期、臨時的な保育は長期的、固定的なものへと変化していった。また、

4 台湾省とは、中華民国が統治する台湾島とその周辺地域をさす。中華民国の現在の実効統治区域以外

の地域を中国人民解放軍に制圧されると、中華民国政府の統治区域と台湾省の統治区域がほぼ同一の区

域として重複するようになった。中華民国政府国民党は、将来大陸を奪回することを目標にし「中国全

土を代表する政府」という立場を取り続けていたため、「台湾省」の名称を保持したが、実際の省の機能

は形骸化した。1998 年には、台湾省の機能は凍結された。若林正丈 2008『台湾の政治』東京大学出版

会 p.219。  
5 ユニセフの本部はニューヨークにあり、歴代の事務局長はアメリカ人である。ユニセフホームページ

より 2013 年 8 月 20 日閲覧。  
http://www.unicef.org/   
6 江泰熠 1988「台湾省託児施設的発展与展望」『社区発展季刊』41 期 p.48。  
7 村、里は郷、鎮の下部の最小の地方自治単位である。  
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この託児所の設置は農村だけでなく、各地域に拡大した。村里託児所は、各郷鎮公所(公所

は役場、役所に相当)、農会、婦女会、民衆服務分社、国民小中学によって開設・運営され

た。多くは地域活動センター(公民館に相当)、集会所、廟、小学校の空き教室などで行わ

れた。1987 年には、全省で 2828 カ所、預かった幼児は 13 万人あまりとなった。 

保育管理制度の充実をめざして、政府は 1993 年「台湾省各県市立郷鎮市立託児所組織

規則」を制定し、託児所の品質管理を強化した。これにより、雨後のタケノコのように一

般の託児所が大量に設置された。村里託児所は減少する一方、一般の公立託児所、私立託

児所が増加したのである。 

 村里託児所は 1995 年に 1931 カ所、10 万 6976 人を預かっていた。しかし 1 年後、政

府の方針転換で村里託児所は募集を停止し始め、2004 年までに残ったのは 73 カ所となっ

た。公立・私立託児所にとってかわられる時代が来たのである。 

 以上が、戦後から設置された地域の託児所の沿革である。農忙託児所、農村託児所、村

里託児所と名称を変えながら地域に設置されてきた託児所は、1993 年「台湾省各県市立郷

鎮市立託児所組織規則」により保育機関における品質管理の強化が行われるようになった

ことで、一般の公立、私立託児所にその役割を譲り渡していった。 

 

(3)地域の託児所の減少と一般託児所の増加 

 

1996 年、縮小により村里託児所のクラス数は模範託児所に限定して集中するようになっ

た。また女性の就労が増え、託児所はもはや低収入家庭向けではなくなり、必要のある人々

に開放された。特に一般の公立託児所に対する需要が高まった。1995 年の公立託児所は

21 カ所だったのが、次の年には 227 カ所になり、2001 年には 297 カ所、収容人員は 9 万

7383 人と大幅に増加した。しかし経費不足と民営化の波により、公立託児所はその後民間

が運営するようになっていった。 

民間託児の主体は私立託児所によるのもで、これは毎年増え続け、2005 年には 3960 カ

所、20 万人を預かっている。一方公立は 280 カ所、7.6 万人が受け入れ可能である。 

 

(4)考察 

 

さて、地域の託児所は、トップダウンでかつ広く台湾島内に設置されたという経緯や、

地域の空地や廟などを利用して様々な団体によって運営されている状況をみると、植民地

期の国語保育園と共通点が多い。当時の台湾農業社会において、たしかに女性は忙しく働

いていたが、託児所の設置要求が市民からあがったという記述もなく、また当時の政治状

況からそのような要求があったとも考えにくい。その中で、託児所が急速に普及した背景
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には、政府の強力な意図があったと考えられる。ただし、目下この時期の託児所設置の背

景やその保育内容などについて詳しい資料を得られていない。 

 ところで、近藤久洋によれば、台湾は 1948 年の経済合作法を起源に、アメリカの援助

を受けて経済復興を進めた。台湾に対するアメリカの経済援助は、1950 年から 1965 年 6 

月まで、年平均 1 億ドルの援助規模で推移し、援助形態は、防衛物資援助・開発借款・技

術協力・軍事協力・余剰農産物援助であった。1950 年に始まった朝鮮戦争により、アメリ

カにとっても台湾は経済的、軍事的に重要な地域であったのである 8。また、アメリカが

台湾をアジア太平洋地域における「共産主義」の防波堤とみなしていたことは、さきにも

述べた。アメリカを中心に運営されているようにも見えるユニセフが、1960,70 年代に台

湾に対して大規模な援助を行った理由も、それと無関係ではないと思われる。そこで、子

どもの教育や託児所に関するより上層部の資料があるのではいかと考え、アメリカ国立公

文書館においても資料探しを試みたが、先にも述べたように、成果はあがっていない。 

そこで本章では、1955 年 10 月 4 日「託児所設置弁法(託児所設置規程)」(2006 年 11 月 

1 日廃止)の、1981 年の修正版の規定を、子育ての規範を表現した言説とみなし、検討す

る。全文は本章の末尾に載せ、本章で検討を加えた部分に下線を付した。 

第 3 条をみると、託児所は生後 1 か月から 6 歳未満までの子どもをその対象としている

ことが分かる。別章で述べることになるが、現代の託児所で預かる子どもの最低年齢は 2

歳に規定されている。これを考えると、初期の託児所(とはいえ、1981 年の時点では、す

でに 16 年以上の歴史があるが)は、生まれて間もない乳児を受け入れていることが分かる。

台湾漢族系住民の女性は、現在でも出産後ふつう 1 カ月間、大事をとって養生する。これ

を「坐月子 zuo  yuezi」という 9。台湾では現代でも妊娠、出産に関わるタブーが多く、

また守らねばならない習俗も多い。1 カ月からというのは、そのような習慣を含みこんで

の設定であり、「坐月子」が終われば女性が子どもを置いて働くことを想定しているものと

思われる。 

また、第 4 条の保育時間の設定では、子どもを 24 時間連続して預かることも想定して

いる。 

第 14 条において、託児所の職員は、「女性が望ましい」と規定している。これは、子ど

ものケアには女性が向いている、という前提があるためであろう。 

第 17 条では、預かる子どもの 1 割については、費用減免の対象とする、としている。

ここでは、貧窮対策の一環としての託児所設置の意味もうかがえる。 

8 近藤久洋 2008「台湾の援助政策」『JBICI DISCUSSION PAPER No.14』国際協力銀行  開発金融研

究所 p.3。  
9 伝統的にはお産をした女性の世話は同居の姑などがしていたが、現代はそれが商業サービスにもなっ

ている。台湾には、坐月子センターなるものがあり、産婦人科に敷設されているものも多い。ここでは、

出産を終えた女性と子どもの世話を宿泊・食事つきで行う。費用は提供されるサービスで様々だが、一

般に坐月子にかかる費用は、かなり家計の負担になるようである。  
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第 22 条では、成績優秀な職員に対し、現金でボーナスを出したり、補助を出して海外

研修に行かせるなどとしている。関係機関が、職員の質の確保に配慮している様子がうか

がえる。 

 

(5)小括 

 

ここでは、戦後から 1990年代にかけての一般託児所と地域の託児所について概観した。

一般託児所に関する「託児所設置弁法」についてみると、少なくともこの規定に関しては、

母親が子どものめんどうをみなければならない、という規範は希薄であるように思われる。

現実には多くの場合、母親が子どものめんどうをみていたはずであるが、この規定におい

て預かることができる児童に、日本の保育所のように「保育に欠ける」子どものみといっ

た制限は設けられていない。翻って台湾当局は、女性が働くことで経済発展を遂げ、それ

を足がかりに経済復興することに力点を置いていたと推測される。 

地域の託児所については、農忙託児所の 1950 年代半ばからの増加があり、それが村里

託児所への転換、常設・固定化したことにはユニセフからの援助の力が大きかったことが

分かった。すなわち、台湾をめぐる国際関係が保育機関のあり方に大きな変化をもたらし

たといえる。この援助には台湾に対するアメリカの配慮も感じられるものの、これについ

ては、今後さらなる裏付けが必要である。 
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資料 

 
託児所設置弁法 1955 年 10 月 4 日公布 2006 年 11 月 1 日廃止 

 

本辦法依兒童福利法第十一條及第十五條第一款之規定訂定之。  

第  2 條  

托兒所之設置分左列三種。  

一、政府設立。  

二、機關、學校、團體、工廠、公司附設。  

三、私人創設。  

第  3 條  

托兒所收托兒童之年齡，以初生滿一月至未滿六歲者為限 ，滿一月至未滿二歲者為托嬰部，滿二歲至未滿

六歲者為托兒部。  

第  4 條  

托兒所之收托方式分左列三種。  

一、半日托：每日收托時間在三至六小時者。  

二、日托：每日收時間在七至十二小時者。  

三、全托：收托時間連續在二十四小時以上者 。  

收托四歲以上，六歲以下兒童者，除家長因特殊情形無法照顧外，不得全托。  

第  5 條  

設置托兒所應注意維護兒童安全與健康，須有固定所址及良好環境，其房舍以地面層及二樓為原則，並具

備左列設備。  

一、遊戲室。  

二、活動室。  

三、保健室。  

四、寢室。  

五、辦公室。  

六、接待室。  

七、廚房。  

八、廁所。  

九、浴室。  

一〇、露天遊戲場。  

一一、升旗台。  

一二、教學用具。  

一三、康樂用具。  
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一四、消防設備。  

一五、基金或經常費。  

前項各款設備及每一嬰幼兒應佔室內外活動之面積，由省  (市) 主管機關參酌當地實際情形訂定之。  

依第二條各款設置之季節性、流動性或固定性農村村里托兒所應具備之條件，由省  (市) 主管機關視環境需

要訂定之，不受前項之限制。  

第  6 條  

托兒所專辦或兼辦托嬰業務者，其應增加之設備如左：  

一、調奶台：長 150 公分，寬 60 公分，離地面 85 公分。  

二、護理台：長 200 公分，寬 63 公分，離地面高 100 公分。  

三、沐浴台：長 200 公分，寬 63 公分，離地面高 100 公分  

第  7 條  

設置托兒所須備具申請書及必要表件向當地主管機關申請立案。該主管機關應會同當地衛生主管機關實地

勘察後核定之，並按季報內政部備查。前項書表由省  (市) 政府依地方實際需要分別訂定之。  

第  8 條  

托兒所置所長一人，負責所務，所長之下得分設教保、衛生、社會工作及總務等部門，其負責人分別由教

師、護士、社會工作員及保育員擔任之。托嬰部應增置特約醫師及專任護理人員。  

第  9 條  

托兒所所長應以具有左列資格之一者任之。  

一、專科以上學校兒童福利系科或相關系科畢業並具有一年以上幼兒教保工作經驗者。  

二、師範或家事職業學校幼教科或相關系科畢業並具有二年以上幼兒教保  工作經驗者。  

三、高中或高職以上畢業，曾受保育人員專業訓練六個月以上，並具有三年以上幼兒教保  

  工作經驗者。  

專辦托嬰部之托兒所所長以領有醫師、護理師、護士或助產士之證明者為合格。其為高中或高職畢業者，

以曾受育嬰專業訓練，並從事托嬰工作一年以上為限。  

第  10 條  

托兒所教師應以具有左列資格之一者任之。  

一、專科以上學校兒童福利系科或相關系科畢業修畢兒童福利及幼兒教育  

    有關課程二十個學分以上者。  

二、師範或高級家事職業學校幼教科或相關系科畢業並具有一年以上教保  

    經驗者。  

三、高級中學或高級職業學校畢業，曾修習幼兒教育二十個學分以上或曾  

    參加保育人員專業訓練六個月以上，並具有二年以上教保經驗者。  

四、幼稚園教師登記或檢定合格者。  

五、國民小學級任教師登記或檢定合格者。  

第  11 條  
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托兒所社會工作員應以具有左列資格之一者任之。  

一、專科以上學校社會工作系或相關系科畢業者。  

二、大專及高級中學或高級職業學校畢業，曾修習社會工作十二個學分或曾參加社會工作專業訓練者。  

三、高級中學或高級職業學校畢業，曾從事社會福利及社會服務工作三年以上者。  

第  12 條  

托兒所保育員應以具有左列資格之一者任之。  

一、護理、助產學校畢業者。  

二、高職幼兒保育相關科畢業者。  

三、高中以上學校畢業並曾接受三個月以上保育工作訓練者。  

第  13 條  

托兒所教師、保育員及護理人員應依左列標準設置之。  

一、滿一月至未滿一歲之嬰兒，每十名需置護理人員一名，超過十名者，  

    可增置保育員。  

二、滿一歲至未滿二歲之嬰兒每十名至十五名，需置護理人員一名，超過十五名嬰兒以上者，可增置保育

員。  

三、滿二歲至未滿四歲之幼兒，每十三名至十五名需置保育員一名。  

四、滿四歲至未滿六歲之幼兒每十六名至二十名，需置教師一名。社會工作員得視需要設置之。  

第  14 條  

托兒所工作人員，應身心健康，並未患有傳染疾病；其教師、保育員、護理人員以女性為宜。  

 

第  15 條  

托兒所之教保及衛生保健應依托兒所教保手冊  (附件一) 之規定辦理。  

托兒所之設施應依托兒所設施規範  (附件二) 之規定辦理。  

第  16 條  

托兒所得於收托辦法中規定收取必要費用，其收費標準應由當地主管機關視實際需要訂定之。  

第  17 條  

托兒所在收托兒童名額中，至少應有百分之十為減免費名額，凡家境清寒之兒童得申請減免費優待，其實

施情形應按期列冊報請當地主管機關核備。  

第  18 條  

托兒所得接受外界之補助，其補助限用於減低兒童納費及增加設備，並於年終造冊報請當地主管機關備查。  

第  19 條  

托兒所遷移或停辦，應先申敘遷移或停辦之緣由、日期或停辦後財產處理之辦法，報請當地主管機關核准

後辦理之。  

第  20 條  

設置托兒所應向當地主管機關辦妥立案手續後始得收托兒童，其逾半年不為立案之申請者，應勒令停辦。  
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第  21 條  

托兒所有左列情形之一者，當地主管機關應令其改進，其不加改進或違反法令者，得勒令暫停收托，情節

重大者並得撤銷立案。  

一、不按規定填具各項工作、業務報表送當地主管機關核備者。  

二、遷移未依規定辦理者。  

三、辦理不善，妨害兒童身心健康者。  

四、強迫兒童信教或有其他不正當之行為者。  

第  22 條  

辦理托兒所成績優良及資深績優人員，當地主管機關應予以現金、實物或其他榮譽之獎助，其成績特優者

應報請省  (市) 政府予以獎助。  

直轄市或縣  (市) 政府對特優托兒所所長及 特優工作人員，得補助其費用，組團出國考察 。  

第  23 條  

違反本辦法規定者，依行政執行法執行之。  

第  24 條  

本辦法自發布日施行。  
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4 章 育児雑誌における子育て言説とジェンダー 

 

3 章では、戦後の託児所の普及と託児所設置弁法における子育て言説を検討した。託児

所の設置は、政策としての経済発展や国際関係における政治的な配慮が働いているのでは

ないかと思われた。次に、台湾における「親職」と「母性、母職」の概念と子育て言説に

ついてみてみよう。 

 

(1)「親職」概念について 

 

幼児教育の専門家で台北教育大学の翁麗芳教授にうかがったところでは「現在、台湾で

は母性や母職という言葉は(日常生活では)あまり使いません。むしろ親職という言い方が

普通です」「日本の母親は、子どもと一緒にいなければ、ということでノイローゼになっ

たりしますね。そして、育児は大変だということになる。台湾の育児も大変ですが、その

大変さは日本とは別のものです。台湾には日本のような三歳児神話はありません」という

1。 

では、「親職」という概念はどのように生まれ、現在どのように扱われているのか。翁

は、親職教育について教育関係者や親たちに向けて書かれたテキストの中で「親職教育(ペ

アレントエデュケーション)」の歴史について述べている。以下、それによりつつ「親職」

の概念についてみてみよう 2。台湾におけるこの言葉は、現在、台湾でも普及しており、

ここ数年の台湾社会の文化的変化と国際的な情報網から影響を受けている。 

例えば、現在 30-40 代の人々には、国家第一とする家庭の構築が目標として示され、親

職教育に関しては、以下に示したようなカリキュラムで触れられてきた。 

a 中学  公民道徳、家事、国文 

b 高校 看護、家政、公民、三民主義、国文 

c 大学 看護、国文、健康と人生 学科によっては他に、婚姻と家庭、生活科学 

 

古典の中で家の機能について言及している文章は、公民、三民主義といった倫理によっ

て家庭をととのえることで愛国を謳っていた。三民主義とは、国民党を率いた孫文が唱え

た民族独立、民権尊重、民生安定のスローガンであり、これは国家の方針としてその後の

リーダー蒋介石、蒋経国にひきつがれ、現代でも学校で教える重要な理念である。しかし

近年は、自身の人生について現実的に考え、生涯設計をするという考え方も出てきており、

1 2013 年 5 月 6 日インタビュー。  
2 翁麗芳 2011(2001)「父母教養観(父母の子育て観)」蔡春美・翁麗芳・洪財福『親子関係与親職教育』

心理出版社 第三版(台北)pp.79-102。  
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これは大学の高等教育において教養科目の選択必修で、「婚姻と家庭」、「健康と人生」、と

いった科目において学ぶ機会がある。 

 子どもの父親・母親に対し家庭づくりに厳格な要求がなされるようになったのは、

1960-70 年代である。これには「政治的な背景」があったと翁は述べているが、それは、

台湾の置かれた世界の中での位置づけと無関係ではないだろう。台湾は日本から解放され

た後、国際連合にその発足当初(1945 年)から加盟していた。その後、1971 年に国連総会

決議により、国連での中国の代表権が中華民国から中華人民共和国に移ると、それを不服

として国連を脱退した。日本も翌年、中華人民共和国を中国の代表として承認したことか

ら、日本とも正式な国交を絶った。さらに、これまで台湾が重視し、経済援助を受けてき

たアメリカとの国交も 1979 年に失っている。従って、70 年代は、台湾が国際舞台で次々

と足場を失っていく時代であった。 

1980 年代に入ると、教育部、台湾省政府教育庁は「親職教育」という言葉をあみだし、

学校教育における親職教育を定着させようとした。1982 年 9 月、教育庁は親職教育を各

級の学校において以下の内容で推進するよう指示した。 

1.学校は担任制を強化し、家庭訪問を実施する。 

2.学校は、不適応生徒の保護者を招いて座談会を行い、有効な改善策を検討する。 

3.学校と家庭と社会は協力して、校外生活を補導する。頻繁に家庭訪問や母姉会開催を

し、学校と家庭の連絡をはかる。 

4.学校は関連機関と協力してママ教室を設置する。 

5.小・中学校は毎学期少なくとも一回、保護者(家長)参観を行う。 

6.各公立学校、社会教育機関は「親職教育」の情報提供サービスを行う。 

 

1970-80 年代は「三民主義教育」が実施された時代で、親職教育は三民主義と結び付け

られ、政策として実施された。勤倹建国を目標とし、社会全体で「問題家庭」をなくそう

とした時代であった。「家為国本(家は国の基本)」「斉家報国(家を整えて国に尽くす)」とい

った言葉の扁額が、各高校・大学の講堂などには必ず飾られた。父母の役割は国家に有用

な人間を養成することであり、中央婦工会でも 1977 年から「斉家報国運動」を展開した。 

当時の新聞報道の論調は、「問題の子どもは問題ある家庭から、問題家庭の問題は家長(保

護者)の教育にかかわる知識から」といったもので、父母の役割は国家に有用な人材を養成

することであり、愛と忍耐で子どもを養育・教育することであった。 

 その他に「母職幹部講習」「ママ教室」などが実施された。母職幹部講習は、中華婦女反

共聯合会 3の主任委員宋美齢の指導の下、母職訓練を行い「優良女性」を養成しようとし

3 中華婦女反共聯合会の前身は、1950 年、蒋介石夫人の宋美齢が台北市に設立した「中華婦女反共抗俄

聯合会」である。「抗俄」とはソ連に対抗する、という意味である。当時国民党は台湾にやって来たばか

りで、宋美齢は「女性も一致団結して国家を支えるべき」、とこの会を設立した。時代の変遷により、1964
36 

 

                                                   



たものである。内容としては、家庭管理、食物と栄養、児童保育、家庭衛生、家人の服飾

の 5 テーマで、専門家の講義が行われた。 

小康計画(家庭のきりもりをする計画)の一環として、「ママ教室」も開催された。これは、

台湾省政府が実施したものである。省主席 謝東閔によれば、「賢妻良母（中国語で、日本

の良妻賢母にあたる）」を養成し円満な家庭をつくることを目的としている。省政府は『媽

媽(ママ)読本』を 1977 年に 10 万部作成し、小中学校や役場、地域の理事会などに頒布し、

母親たちに提供した。これは一セット 10 冊からなり、それぞれは「住みよい住宅」「清潔

な衣服」「食物と栄養」「家庭財務管理」などとなっている。 

救国団 4の「張老師」(親子の悩み相談) 5と台北市教育局が共同による親職教育講座もな

された。中学高校生の保護者や生徒指導主任、校長などを対象として「父母の教育問題座

談会」が開かれた。 

 こうしてみてみると、「家庭を整えて国家に尽くす」ことが 1980 年代までの親役割の含

意であり、親と子どもとの具体的な関係性に着目するというよりも、「国家の一分子として

の家庭」に重きが置かれていたと思われる。80 年代は「母性」や「母職」ではない、「親

職」という中立的な用語を使用してはいるものの、学校と連携して開かれるのは母姉会や

ママ教室であり、その担い手の重点もまた母親、女性に置かれていたことが分かる。家庭

の責任は母親、女性に担わされていたわけである。 

 翁によれば、この様相は 1980 年代を境に変化したという 6。おそらくそのきっかけと

なったのは、1987 年の戒厳令解除による台湾の民主化であろう。では、1990 年代以降は

どのように変化したのであろうか。「親職」概念の定義は、研究者によってさまざまである

という。しかし翁によれば、親職教育の目標としては、成功した親となること、親として

の役割を果たすことであるという。学びの方法としては、親職教育を生涯学習の一環とし

て学び続けること、あるいはディスカッションなどにより、親としての楽しさ、苦しさを

分かち合うことも用いられる 7。ここでの親職は、かつてのように特に母職、母親を強調

年に「中華婦女反共聯合会」と改称し、1996 年から「中華民国婦女聯合会」(略称「婦聯会」)と改称し

た。婦聯会のホームページより 2013 年 8 月 20 日閲覧。  
http://www.nwl.org.tw/ 
4 救国団は、「中国青年反共救国団」がその正式名称である。青少年層を対象として、反共、中国奪回の

思想教育を目的に 1952 年に設立され、初代主任は蒋経国であった。しかしその後社会の変化により、

1989 年にはその性格を教育と公益サービス(コミュニティ活動への参加、社会的弱者へのボランティア、

環境保護など)にシフトし、2000 年には「中国青年救国団」と名称を変更した。台湾の教育に関しては

いまなお大きな影響力を有している。ホームページより 2013 年 8 月 20 日閲覧。  
http://cyc60.cyc.org.tw/about 
5 「張老師(張先生)」は 1969 年に救国団により創始され、青少年問題に対応することで国家の運営に資

するという目的をもっている。「張老師」は専門家と協力し、青少年の相談にのるなどの事業を行ってい

る。「張老師」という名称は、親近感をもたせるためにつけられたという。ホームページより 2013 年 8
月 20 日閲覧。  
http://www.1980.org.tw/web3-20101110/main.php?customerid=3 
6 翁麗芳 2011(2001)「父母教養観(父母の子育て観)」蔡春美・翁麗芳・洪財福『親子関係与親職教育』

心理出版社 第三版(台北)p.82。  
7 洪福財 2011(2001)「親職教育与家長参与」蔡春美・翁麗芳・洪財福『親子関係与親職教育』心理出版
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してはいない。むしろ近年の社会構造の変化、すなわち女性の就業率の高まりや、女性が

仕事に対するコミットメントを強めていること、育児への参加が父親の存在を確認するの

に有益であるということが「父職」のあり方に変化をもたらしているという 8。 

 

(2) 育児雑誌にみられる育児担当者 

 

それでは、母親・父親であることや育児は、現代台湾においてどのように語られている

のであろうか。ここでは、広く流通している一般向けの月刊雑誌『育児生活』を例に、育

児の担当者についてみてみたい。『育児生活』は、一般書店やコンビニなどで売られている

月刊誌で、一部 230 元(ただし定期購入の場合は 199 元) 9である。約 190 頁、フルカラー

で育児の問題や子どもの生理・心理、親子関係、育児に関する制度などについて幅広く扱

っている。出版元は育児生活雑誌社 10で、婦幼多媒体集団(婦幼マルチメディアグループ)

の傘下にある。このグループは、「婦人と子どもに関しては台湾で最も権威のあるメディア

で、金鼎賞 11を数度にわたり受賞した」とされている 12。この雑誌が対象としているの

は、乳児から小学生くらいまでの子どもを持つ家庭である。類似の雑誌に『嬰児与母親(乳

児と母親)』『媽咪与宝貝(マミーとベビー)』『媽媽宝宝(ママと赤ちゃん)』といったものが

あるが、前二者も婦幼多媒体集団旗下の企業が出版しており、これらの体裁や価格は似た

り寄ったりである。ただし、『育児生活』は、対象とする子どもの年齢はおよそ小学生くら

いまでを射程にいれており、比較的幅が広いことからこの雑誌を分析の対象に選んだ。『育

児生活』の発行部数は平均 53,000 部で、国家図書館や教員養成大学である台湾師範大学

図書館にも置かれている。入手できた 2011 年 1 月から 2013 年 3 月に発行された 27 冊を

対象に、育児に担当者について記述のある記事を選び、表 4-1 に示した。 

表 4-1 によれば、雑誌 27 冊に 13 の育児担当者に関連した記事がみられた。このうち、

父親の子育てに関するものが 3 件(④、⑧、⑪)、専業主婦について 3 件(②、⑩、⑫)、ベビ

ーシッターまたは乳児センターについて 3 件(⑤、⑥、⑨)、単親家庭について 1 件(⑦)、隔

世養育家庭について 1 件(⑬)、少数先住民(アミ族)に関するもの 1 件(①)、幼保統合 13の制

度について 1 件(③)となっている。これをみると、台湾における育児の多様性が現れてい

社 第三版(台北)p.108。  
8 洪福財 2011(2001)「親職教育与家長参与」蔡春美・翁麗芳・洪財福『親子関係与親職教育』心理出版

社 第三版(台北)pp.142-144。  
9 1 元は、2013 年 8 月時点で約 3.5 円。  
10 住所は台北市復興北路 369 号 9F 之 1。  
11 行政院新聞局が設立したもので、出版分野で優れた業績を出した企業や従業員に与えられる。  
12 台北市雑誌商業同業公会のホームページにおける企業紹介文より 2013.8.22 閲覧。

http://english.magazine.org.tw/Magazine?mag=172 
13 5 章 p.57 で述べるように、台湾にはこれまで幼児の就学前教育に日本の保育園にあたる託児所と、幼

稚園の二つのシステムがあったが、2012 年 1 月にこれらを統合することとなった。これを「幼託整合」、

すなわち幼保統合という。  
38 

 

                                                                                                                                                               



ると言える。 

 

表 4-1 雑誌『育児生活』において育児担当者について記述した記事 

年月 

号 

頁 記事タイトル 内  容 

① 

2011 年 

5 月 

252 号 

149- 

152 

双隔代教養故事―

銀髪阿祖護二孫 

（W 隔世の子育て

物語―銀髪のおば

あさんひ孫の世話

をする） 

台東は若年世代の人口流出が激しく、成功鎮にはアミ

族の生活保護を受けている家庭がある。 

あるアミ族のおばあさんの物語。林阿蘭は、小学生 

のひ孫二人のめんどうをみる曾祖母で、いわゆるＷ 

隔世養育をしている。自身は体調が不良でありなが 

ら雑貨店経営と雇われ仕事をしつつやりくりして 

いる。ひ孫たちが中学生になる以前は毎日学校の送 

り迎えをし、学校の教師と連絡をとり、食事の支度 

をした。また孫たちが宿題をしたか確認する毎日。 

子どもとは原住民の母語で話す。そのため子どもは、 

学校の原住民語のクラスで苦労することもない。 

70 歳であれば、ゆっくりしていい歳だが、彼女はそ 

うはいかない。 

 
 

② 

2011 年 

5 月 

252 号 

153- 

156 

専 職 媽 咪 不 憂 鬱 

老公来幇忙（フルタ

イムママは大丈夫、

パパが手伝う） 

台北市私立聯合医院松徳院区の調査によれば、専業主

婦は仕事をもつ主婦より軽いうつ病の罹患率が高い

ことがわかった。家庭における地位の低さや自己肯定

感の低さが原因である。 

女性のうつには、夫、子ども、舅姑との関係、経済的

不安から来る 4 つのプレッシャーがあると分析され

ている。 

 

③ 

2011 年 

6 月 

253 号 

 

124- 

128 

幼託整合之後的改

変 (幼稚園と託児所

の統合後の変化) 

今年(2011 年)6 月に三読を通過した幼保統合(幼託整

合)草案は来年 1 月から実施となる。幼児関係機関に

どんな影響があるか。また父母はどんな準備が必要

か。 

託児所と幼稚園の差異は、利用条件に親が働いていな

ければならないという規定はなく、どちらにするかは

39 
 



親の選好による。 

幼稚園は教育部の管轄で比較的厳格。4-6 歳を収容。

託児所は内政部と社会局の管轄で 1か月から 6 歳まで

を預かる。（126 頁に比較表あり） 

託児所の基準に満たない運営状況が問題視されて、同

年齢の子どもの教育環境の整備のため、統合がなされ

ることになった。 

法律が成立しても、実際の統合には 10 年かかると林

佩蓉副教授は言う。法改正後は名称が幼児園となり、

2-6 歳の子どもを収容する。3-6 歳では 15 人に一人の

教師、2-3 歳では 8 人に一人。年齢の混合はできない。

以前の託児所の基準からすると、2-3 歳については厳

しい基準になっている。 

2 歳以下の子どもはベビーシッター（保母）または乳

児センター（託嬰中心）に預けることとなる。 

幼稚園を教育部が主管することにより、子どもや保護

者はより多く、よりよい教育を受ける機会を得るが、

託児所への影響は出る。また基礎評価がなされ、罰則

が定められる。深刻な場合は認可取り消しもある。 

新政策理念のある園には大きな影響は出ない。政策の

効果がすぐには表れないだろうが、教育の改善が期待

できる。 

 

④ 

2011 年 

8 月 

255 号 

112- 

113 

爸爸們的育児経験

分享（パパたちの育

児経験を分かち合

う） 

様々な分野の有名人男性の子育てを紹介 

⑤ 

2011 年

11 月 

258 号 

114- 

121 

理想的保母在哪裡? 

（理想のベビーシ

ッターはどこに?） 

ベビーシッター（保母）に預ける長所とは 

・一般家庭のような雰囲気で子どもが生活できる 

・5,6 カ月から 2 歳くらいまでは愛着関係が構築され

る時期であるため同一人に 2、3 歳まで預け、その

後幼児園に行くようにすれば、子どもの心理面でよ

い。 

・母親の教育方式に従って託児してもらえる。 
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ベビーシッターの選定で注意すること 

選定の条件 

専門家してのバックグラウンド、人格、住環境、託

児期間の計画、年齢と健康状況 

目下、政府はベビーシッターが一度に預かれる数を 2

歳以下のこども二人、2 歳以上の子ども 2 人、計 4 人

まで許可している。 

ベビーシッターを雇った場合、政府による補助があ

り、共働き家庭で年収が 150 万元以下なら子ども一人

につき月 3000 元～の補助が受けられる。  

多くの母親は、45～56 日の産休が終わる前からベビ

ーシッターを探し、試用する。もし合わなければ、休

暇を利用して次を探す。 

雇用の際は、契約をかわすほうがよい 

   

⑥ 

2012 年 

4 月 

263 号 

39-4

2 

全家一起学做保母 

（家族みんなで学

んでベビーシッタ

ーになろう） 

0～2 歳児のめんどうを見ている家族の成員（両親、

祖母）、隣人は学んでベビーシッター（保母）資格を

とろう。先日の内政部の発表によれば、保育品質を高

めるために、これらの人は 126 時間の研修を受けて修

了証をえられれば、政府が毎月 2000 元の補助をだす

こととなった。2012 年 6 月から実施される。 

その他に 0～2 歳児を地域ベビーシッターシステム

（社区保母系統）のベビーシッターに預ける場合、共

働き家庭には子ども一人につき月 3000 元～の補助が

出される(所得税率により異なり、また第三子がいる

場合は、所得や共働きを問わない)。 

地域ベビーシッターシステムは、2001 年にベビーシ

ッターを管理する国家制度として始まった。内政部児

童局は各県市に委託して「地域ベビーシッターシステ

ム」を始動し、ベビーシッターの基礎訓練、紹介、研

修、情報提供などを行っている。有志に居家保育（一

般家庭で子どもを預かる）に必要な知識を身に着け職

に従事してもらうとともに、すでに従事している人に

小グループ活動による成長を促し、保育品質を高める
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ことを行っている。このシステムに加入するとベビー

シッターは 2 年に一度の健康診断を無料で受けられ、

ベビーシッター事故保険に加入できる。ベビーシッタ

ーに地域ネットワークの支持を与えることで、保護者

が安心して託児できるようにする。 

2009 年から「保母技術士証」を取得しないと、地域

ベビーシッターシステムに加入できなくなった。この

資格は 20 歳以上の者(ビザのある外国人も含む)、ま

たは関連科目のある高校を卒業した者。7 科目、126

時間の内容 

 

⑦ 

2012 年 

5 月 

264 号 

24- 

27 

給単親父母的 4種教

養方式（単親家庭の

4 種の教育法） 

2011 年 12 月、「失親教育」を家庭教育の範疇に入れ

る法案が立法院院会の三読を通過した。台湾における

単親家庭の割合の高まりは、政府の注目するところと

なっている。単親家庭の保護者はどのように子どもに

必要な養育と教育を提供できるのか。単親になった場

合、親はどのように子どもに説明したらよいだろう

か。 

親を死別や離婚などで失った場合、子どもへのケアで

注意すべき点は？ 

父親と息子の場合 

父親と娘の場合 

母親と息子の場合 

母親と娘の場合 

 

⑧ 

2012 年 

8 月 

267 号 

128-

135 

同世代爸比的育児

経 

（同時代パパの育

児バイブル） 

28 歳、38 歳、48 歳の男性有名人の子育ての事例 

⑨ 

2012 年

10 月 

269 号 

60- 

64 

宝宝給誰帯？  保

母 vs.託嬰中心 

(子どもは誰に預け

る？  ベビーシッ

ター vs.乳児センタ

出産後、しばらく自分で子どものめんどうをみたいと

いう人は多い。しかし競争の激しい現代、1 年間育児

休暇をとる人は少なく、多くは坐月子が終わると復帰

する。この時誰がめんどうをみるか。 

ベビーシッター、乳児センターのそれぞれの長所と短
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ー) 所 

2008 年からベビーシッターに預けると、補助が出る

ようになり、ベビーシッターに預ける人は増えてい

る。また中高年女性でベビーシッター資格をとる人は

増えている。 

 

⑩ 

2012 年

10 月 

269 号 

160- 

167 

一個人帯孩子苦不

甚言?!（一人での子

育ては大変?!） 

専業主婦の子育ての悩み 

助けを得られず一人で子育てをしている母親は、日々

のことに心を砕いても、夫の理解が得られない。子ど

もの世話とその他もろもろの事をどう処理すればい

いのか。また家族と育児に関してどう分担すればよい

のか。 

3 人の女性の事例 

 

⑪ 

2012 年

12 月 

271 号 

 

128- 

137 

老公不跟孩子玩！

（夫が子どもと遊

ばない！） 

多くの女性は夫と共に子育てをしたいと考えている

が、実際は女性一人がそれを負担している。パパは何

を考え、ママはどうするのか。 

台湾では、「男は外回り、女は内回り」の観念は根強

い。 

欧米では 1960-70 年代に、職住分離が強まり、母職の

重要性が鼓吹された。しかし 1980 年代にはサービス

業の進展や女性運動の高まりで人々の意識が変わっ

た。西欧では、男性に育児要求をするようになった。

西欧では祖父母が孫のめんどうをみることはなかっ

たが、華人社会ではそうではないため、男女の役割が

大きく変わることはなかった。 

父親の子育てに関するいくつかのヒント 

 

⑫ 

2013 年 

1 月 

272 号 

158- 

161 

全職媽咪的兼職計

画 (フルタイムママ

の兼職計画) 

台湾の専業主婦の 7 割は幸せでないと感じている。 

共働きは一般的になっているが、出産直後で助け手が

ない場合、 無給の育児休業(留職停薪)をするか、仕事

をやめてしまうのは女性である。しかしある調査によ

れば、女性は子どもが 1 歳になるころ、夫一人だけが

働くのはリスクがあると考え、仕事に戻らねばと感じ
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ている。 

パートタイムの仕事をしている母親は、フルタイムで

働く、または全く仕事をしていない母親より幸せであ

る、というアメリカの研究がある。子どものために家

庭にいる母親にとって理想の五つの仕事とは、 

    

・自身の専門または才能がいかせるもの 

・ネットオークションを経営 

・金融理財投資 

・商品の販売      

・地域ベビーシッターになる(他の子どもの世話もす

る) 

 

⑬ 

2013 年 

2 月 

273 号 

20-2

4 

隔代教養只有壊没

有好？（隔世養育は

悪いだけでよいこ

とはないのか？） 

2010 年の行政院主計処の統計によれば、3 歳未満の

子をもつ既婚女性の 33.6％は両親に子どものめんど

うをみてもらっている。女性の就業は高まっている

が、この 20 年間で、自分たちで子育てをする割合は

低くなっており、父母やその他親族に依頼する割合は

10.6％高まった。隔世養育家庭が年々増えていること

がわかる。 

主計処の定義では、「隔世養育 (隔代教養)家庭」とは、

祖父  (母 )世代と少なくとも一人の未婚の孫からなる

家庭(世帯)で、父母の世代が戸口に入っていないもの

を指す。 

これには広義と狭義のものがあり、主たる保育者が祖

父母で、父母が帰宅後、子どもを祖父母に預けるのは

広義。父母が自ら育児をする時間がなく、子どもを祖

父母のところに住まわせ育児をしてもらうやり方は

狭義のものである。 

祖父母に子どもを預ける理由 

・家族構造の変化 

・ ベビーシッター(保母)の虐待を恐れて肉親に預ける 

 

祖父母が孫のめんどうをみる場合のよい影響として
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 この雑誌の記述をみる限り、子どもが小さくても、女性が子育てをしながら働くことを

奨励していると考えられる。例えば②では、専業主婦のうつ病罹患率の高さに触れており、

⑨では、出産後、女性は小さな子どものそばにいたいとは思っても、一カ月で職場復帰を

する人が多いということ、⑫では、専業主婦で幸せでないと感じている人は 7 割を占めて

いる、として、小さな子どもがいても仕事を始める一歩を踏み出すようすすめている。ま

たこの雑誌も、そのための保育の手立てをかなり詳しく紹介している(③、⑤、⑥、⑨)。

一方で、父親の育児への参与を促しているのは④と⑧で、これは他の育児雑誌にも共通す

ることであるが、有名人男性に登場してもらい、育児の経験を語ってもらうやり方をとっ

ている。ここでは、ミュージシャンや大学教員などが登場して、育児の楽しさや子どもへ

の愛を表現している。しかしながらこれらの記事は、男性が育児にコミットするのが難し

い現状を反映しているとも考えられ、⑪では、10 ページを費やして、父親が子育てで知っ

ておくべきことや、子育てのヒントを記述している。これは、190 ページ程度の雑誌とし

てはかなりの紙幅の割き方であると考えられる。 

 父親の育児参加が少なく、母親が一人で子育てをする場合、子育てだけではなく家事を

負担に感じたりする(⑩)。②はさきほど専業主婦に関する記事として挙げたが、専業主婦

のうつ病の原因となっている自己肯定感の低さは、夫との関係や、自身に収入がないこと

から来る不安、家庭での地位の低さに由来していることを記述しており、一面、夫(子ども

の父親)のあり方を示唆しているようでもある。 

 興味深いのは、⑥である。子どもの祖父母がベビーシッターの資格をとれば、預ける両

親は補助金を受け取れるので、自分の孫であっても子どもを預かっている人は資格をとろ

う、と呼びかけている。実際にそうする人が出てくれば、人々が私領域とみなしていたも

のを、公領域（報酬のある）へ定義しなおすことになり、それに対する費用を政府が負担

することとなる。これは日本には見られない現象である。 

 ⑬の隔世養育(隔代教養)も、日本にはあまりみられない現象であろう。主計処の定義で

は、「隔世養育家庭」とは、祖父 (母)世代と少なくとも一人の未婚の孫からなる家庭(世帯)

で、父母の世代が戸口（日本の住民票に相当）に入っていないものを指す。日本において

は保育園や幼稚園への子どもの送り迎えをする祖父母は多いが、親が健在であれば、子ど

は、血縁関係を広げられる、子どもが祖父母の育児の

苦労をわかる、など。 

短所は、現代の育児に対する高齢者の認識不足。高齢

者の受けた教育は、現代のそれとズレがある。 

育児を担う高齢者にいくつかのアドバイス 
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もが祖父母と暮らすことは多くない。この隔世養育への言及の多さも台湾の特徴であり、

ここではとりあげなかった他の雑誌についても、同様の頻度で隔世養育への言及がみられ

た。 

①は先住民の曾祖母が子どものめんどうを見ているという記事であるが、これは行政院

主計処の定義には合致しないものの、隔世養育家庭といってよいものであろう。台湾東部

の台東のアミ族のおばあさんは、ひ孫の養育者として描かれており、漢族系住民にはほと

んど見られない現象であろう。なぜ彼女が子どもたちを預かることになったのか明確には

記されていないが、仕事のために子どもたちの親が都市部に出て行っているのであろう。

台湾東部は経済発展においては後進地域であり、また少数先住民の人口割合も高く、全体

として豊かではない。76 歳という高齢になっても、働きながらひ孫のめんどうを見る彼女

の生活は、先住民の暮らし向きの困難さを象徴するかのようである。 

 

(3)小括 

 

ここでは、戦後からこれまでの台湾における親職、親役割に関する動向をみてきた。1980

年代までの親職教育と、90 年代以降のそれはかなり様相を異にしている。 

1980 年代までは、中華民国の国家建設の目標と結び付けられて、次世代(子ども)育成の

重要性から「親職教育」の啓発が図られたが、現実には女性が主たるターゲットとなって

いたと思われる。国政の状況や国際関係が母親役割を大きく規定していた時代であったと

言える。 

しかしその後、状況は変化する。変化の契機の一つは、1990 年代に本格化した民主化で

あろう。加えて、台湾は経済発展を遂げ、産業構造の変化から女性の就業も増えた。また、

祖父母と暮らす子どもや単親家庭の増加など、90 年代は台湾社会が一気に変化をきたした

時代であったといえる。 

そのような現実社会の育児担当者の多様化を反映して、親の理念型／あり方も多様化し

ている状況が雑誌記事には表れていた。母親だけでなく、父親への育児参加を呼びかける

記事の多さはその表れであろう。また雑誌は、祖父母が孫を育てるのは「しかたがないこ

と」としてとらえており、子育てを行っている祖父母世代に対して発信していたのは、「親

職教育」の一環であるともいえる 14。さらに雑誌は、変化に対応しようとする政府の政策、

すなわち地域ベビーシッターシステムや幼保統合についてかなり詳しく報道し、それを利

用するよう読者を促すという機能も果たしていた。 

14 事実、さきに挙げた親職教育のテキトスト『親子関係与親職教育』においても、第 8 章「不同家庭形

態的親職教育(様々な家庭形態の親職教育)」では 26 ページを割いて、単親家庭、隔世養育家庭、再編家

庭(再婚などによる)、国際結婚家庭などの親職教育について述べている。  
蔡春美、洪福財「不同家庭形態的親職教育(様々な家庭形態の親職教育)」2011(2001)蔡春美・翁麗芳・

洪財福『親子関係与親職教育』心理出版社 第三版(台北)pp.201-226。  
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とはいえ、雑誌が記事⑪で指摘したように、女性の社会進出が男性の家庭参加や家事分

担に直接的につながってはいないようである。この点では、日本の現代的状況と共通して

いるといえるかも知れない。 

 

図 4-1 雑誌『育児生活』の表紙 2013 年 8 月 279 号 

 

（出典）台北市雑誌商業同業公会のホームページより 2013.8.22 ダウンロード。  

http://english.magazine.org.tw/Magazine?mag=172 
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5 章 育児・保育をめぐる社会制度とジェンダー 

 

 ここでは、育児・保育をめぐる近年の社会制度から子育て言説について検討する。具体的

には、労動基準法（1984 年 7 月公布）、性別工作平等法(両性工作平等法として 2002 年 1 月

公布、2002 年 3 月施行、2008 年 1 月に性別工作平等法に改称)、就業服務法（1992 年 5 月

公布）、そして幼児の教育・保育にかかわる幼児教育及照顧法(2011 年 6 月公布、2012 年 1

月施行)の内容について、検討する。 

台湾では、性別工作平等法は日本の雇用機会均等法に相当するもので、1990 年に NGO 団

体が草案を起草してから成立まで 12 年の長い歳月を要した。その理由としては、この法案

の性格が、これまでになく既存のジェンダーレジームを揺るがすものであったためであるこ

とを指摘する研究者がいる 1。また、80 年代中期以降、ボトムアップ型の女性運動が推進力

となり、急速に市場志向型の色彩が強くなる中、台湾の社会福祉政策が新たなジェンダーレ

ジームを追求する方向へ転換した結果であるとする見方がある 2。しかし、金戸幸子は、こ

れまでのこうした見方に肯首しつつ、台湾政府が国際社会から認められる「国づくり」の一

環として、「ジェンダー主流化」の趨勢を国家戦略として取り込んだ結果、この法案が成立し

たと指摘している 3。 

これらの先行研究は、政治学や社会福祉からの分析視角であり、たいへん参考になる。た

だし子育てに関する直接的言及はないため、次に、台湾の社会制度でそれがどのように扱わ

れてきたのかに着目してみたい。 

  

(1) 出産をめぐる制度 

 

 それでは、性別工作平等法成立までに子育てはどのように表現されていたのか、政策の内

容について、先行研究によりつつ確認する。台湾師範大学のソーシャルワークとジェンダー

研究を専門とする潘淑満は、2006 年の論文で、台湾の社会福祉政策に関して、「母性」をめ

1 張静倫 2000「台湾的婦運議題与国家性別政策――訴求与回応」林国明・蕭新煌編『台湾社会福利運動』

巨流図書公司(台北）pp.367-388。 
2 Chen, Fen-Ling 2000 Working Women and State Policies in Taiwan: A Study in Political Economy, 
St.Martin’s Press. 
3 金戸は、これまでの先行研究に示されなかった、以下の三つの視点を提示し、法案の成立過程を考察して

いる。 
1.日本や韓国では国連女性の 10 年(1976～1985 年)を契機に、国連の圧力に押される形で男女労働者の平等

を達成するための法律が制定されたが、国連に加盟していない台湾でなぜ法案の必要性が叫ばれたのかを

検討する必要がある。 
2.台湾は国連を脱退した後、1992 年に国連再加盟を最重点課題として挙げた。それを踏まえて、90 年代以

降、台湾の政府が女性関連の国内本部機構(ナショル・マシナリー)の設置に力を入れてきた理由を考察する

必要がある。 
3.法案成立過程に入った 90 年代は、台湾社会が大きく変化した時代であり、2000 年には総統選挙で民進党

が勝利し、初めて国民党政治に終止符が打たれた。この国家再編の過程を視野に入れる必要がある。 
金戸幸子 2005「台湾の「両性工作平等法」成立過程に関する国際社会学的考察――多様化社会建設に向け

た国家社会戦略としてのジェンダー主流化をめぐって」『日本台湾学会報』7 号 pp.18-43。 
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ぐる含意の変遷を検討している 4。それによれば、1980 年に少年福利法が制定され、2003

年に児童及少年福利法に統合されたが、児童・少年に対する福祉政策は策定されても、女性

を主体としたものは 2006 年の時点で存在はしないという。これは後述するように、2013 年

の時点でも同様であった。 

1980 年代以前の母性保護概念は、出産に関連したものに限られた。例えば 1968 年の「台

湾地区家庭計画実施弁法」の規定によれば、「節育(バースコントロール)」を推奨する対象者

となったのは、選別されて婚姻関係にある者に限定された。すなわち、「既婚女性」は「節育」

の知識と避妊をする権利を得ることができたが、未婚者や離婚者、夫を亡くした人は排除さ

れた。一方、男性の家庭計画における責任と義務については、何も言及されない状態であっ

た。規定の内容は、伝統的な父権社会の性別役割分業に基づく道徳観を維持するものであっ

た。また、1971 年には「両個孩子恰恰好、男孩女孩一様好 (二人の子どもがちょうどいい、

男も女も同じくいい)」というスローガンが打ち出された。しかしこれらは、政府が「節育」

を通して人口増加を抑制するために行ったものであった。ここでみられる母性保護概念は、

生物学的な母親役割の上に構築されていたと言える。 

1983 年の「優生保健法」は、女性の出産・育児経験と結びついているが、「台湾地区家庭

計画実施弁法」とはやや異なるジェンダー規範にもとづいている。女性が節育と避妊により

計画的出産を行うことを推奨する家庭計画実施弁法は予防的な施策であり、人口抑制がその

目的である。いっぽう優生保健法は、予防だけでなく、事後的な救済策を提供している。既

婚またはこれから結婚する男女には、無料で優生保健に関する情報が提供される。男女どち

らか一方が遺伝性、または伝染性の疾患を持つ場合、医師の診断を経て、配偶者の同意があ

れば、無料で結紮手術を行える。また、妊娠した女性が、医師の診断により妊娠・出産に適

さないとされた場合、本人の希望があれば人工妊娠中絶をすることができる。ただし、既婚

女性の場合は、配偶者の同意が必要である（第 9 条）。優生保健法は、優生に関する情報と

結紮手術や人工中絶などの方法を併用することで、人口の「質」を高め、母子の健康を保護

し家庭の幸福を増進することを目的としている。 

潘は、「家庭計画実施弁法」も「優生保健法」も、女性が生物学的な母であるという価値観

だけを植えつけ、社会関係における基準で女性の日常生活を縛っていると批判する。女性は

ほとんど「母親」の代名詞であり、女性であれば婚姻関係に入り、その中に限って妊娠・出

産の保障を得られる。しかし、年齢的な差異や未既婚、階級や文化的差異は考慮されず、女

性は主体になりえていない。 

 この時代、出産すなわち母性は私的領域の問題であった。母性保護がなされてきたのは、

この私領域に対してであった。しかし、母性保護理念は私的領域と公的領域(仕事、政治参加、

人身安全)の交錯するところにあるという考えが、母性保護を職場における権益保障へと展開

4 潘淑満 2006「平等或差異?―母親身分与母性政策的論述」『社区発展季刊』114 期 pp.219-238。 
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した。 

 

(2)産育と就業・産業をめぐる制度 

 

1970 年代中期に台湾経済が発展し、労働力集約型の各地の加工区 5に多くの女性たちが就

業するようになった。これを契機に政府は、女性が労働市場(公領域)に参入すると、出産（私

領域）に影響を与えることに注目するようになった。1984 年に成立した「労動(労働)基準法」

は、女性の出産を初めて公領域(労働)と私領域(家庭)とを結びつけるものとみなし、女性が

職場における労働者と家庭における母親の役割を兼務できることを基本的権利とした 6。 

 ここでは、子育てに関わる現代の法律として、労動基準法(1984 年 7 月公布、以下、労基

法) 7、性別平等工作法 (両性平等工作法として 2002 年 1 月公布。以下、平等法) 8、就業服

務法(1992 年 5 月公布。以下、服務法) 9についてみてみたい。この部分については潘の論文

を参考にしているが、同氏の論文発表年は 2006 年であり、その後法制度に数度の修正が行わ

れたため、ここでは最新のものを参照し、子育てに関連すると思われる条文を抜き出し、中

国語から日本語に翻訳した上で本章の末尾にまとめて掲載している。なお、この翻訳は報告

者による暫定的なものである。 

 

(2)-1 夜間就業について 

労基法は、国民の就業を促し、経済発展を促進する目的で制定された(第 1 条)。労基法の

第 49 条によれば、原則として女性が夜 10 時から翌日の 6 時まで働くことを禁止しており、

以下の通りとなっている。 

 

雇用主は女性労働者を午後 10 時から翌朝 6 時の間労働させてはならない。ただし、雇用主が工会の同

意を得て、あるいは工会がない場合労資双方の同意があり、且つ以下の規定をみたす場合は、この限

りではない。 

一 必要な安全衛生措置がなされている。 

二 公共交通機関が使用できない場合、交通手段または女性宿舎が提供できる。 

女性は健康またはその他正当な理由で夜 10 時から朝 6 時の間に働けない場合、雇用主は労働を強 

制できない。 

5 輸出加工区のことであり、外資を導入し、輸出用製品を製造するための機能を有する。1966 年 12 月に

自由貿易区、免区や工業団地などを融合した高雄輸出加工区が誕生した。 
財団法人交流協会「情勢調査報告（台湾の工業発展と輸出加工区）」より。2013.8.22 ダウンロード 
http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/08/D990F36CE98E528149256EAF004258B5?OpenDocument 
6 潘淑満 2006「平等或差異?――母親身分与母性政策的論述」『社区発展季刊』114 期 p.227。. 
7 参照したのは、2011 年の修正を経たものである。 
8 2008 年 1 月に性別平等工作法と改称した。参照したのは 2011 年の修正を経たものである。 
9参照したのは、2012 年の修正を経たものである。 
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第一項の但書規定は天災や突発事故のために雇用主が女性を 10 時から 6 時の間働かせなければならな 

い場合、これを適用しない。 

第一項の但書規定は、妊娠、または授乳している女性には、これを適用しない。 

 

ここでは、女性保護の目的で、夜間労働を禁止し、特に妊娠、授乳している女性はさらに

保護されていると読むことができる。しかし一方で、女性は家庭責任のために労働時間を制

限されていると解釈することもできる。 

 

(2)-2 妊娠期間について 

労基法の第 50 条は、次のように規定している。女性労働者は、分娩前後は仕事を停止し、

8 週間の産休を与えなければならない。妊娠 3 か月以上で流産した女性に対しては、仕事を

停止し、4 週間の産休を与えなければならない。勤続 6 カ月以上の者については、仕事を停

止している間、給与を与える。6 カ月未満の者については、給与の 5 割を与える。 

また 51 条では、女性の妊娠期間中、申し出により、より軽度の作業に変更でき、給与を

減額されないとうたっている。 

一方性別平等工作法は、性別における労働上の平等を保障し、性差別を解消し、性別にお

ける実質的平等を徹底するために制定された(第 1 条)。平等法では、妊娠 3 カ月未満におけ

る流産についても産休を規定し、さらに配偶者の出産に夫が付き添う場合も、有給での休暇

を 3 日間認めている。労基法に比べると、出産に対し、家族を単位とした保障が図られてい

る。 

   

(2)-3 授乳時間について 

授乳時間は、労基法 52 条で初めて明記された。平等法 18 条においても同様の記述がある。

それによれば、1 歳未満の子に女性が母乳を与える場合、雇用主は毎日二回、一回につき 30

分を限度に授乳時間を与えねばならない。授乳時間は労働時間とみなす。 

しかし、制度があっても職場に託児所などがない限り、授乳することは現実には不可能で

ある。平等法 19 条はやや現実的で、授乳時間以外に労働時間 1 時間の短縮かまたは勤務時

間の弾力的運用ができるという幅を持たせている。ただし、短縮分の給与は支払われないた

め、そのコストは女性労働者にかかっている。 

  

(2)-4 生理休暇、育児休暇、勤務時間、家庭休暇について 

平等法は、生理休暇(14 条)、産休と出産に付き添うための産休(15 条)、育児休暇 (育嬰留

職停薪、育児のために職位を離れてもそれは保持されるが、給与は支払われない。16 条)、

授乳時間(18 条)、勤務時間の短縮または勤務時間の弾力的運用(19 条)、家庭休暇(家族の看護
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などのために使用する。20 条)の六項を規定し、後ろの四項については、男女関係なくとれ

るとした。 

17 条では育児休暇 (育嬰留職停薪)を取得後、職場に戻ることを雇用主は原則として拒否

できない、としている。しかし、業務の変更や縮小により、復職を拒否できる例外規定があ

るため、女性が職場をいったん離れると復職は保障されないと考えてよいだろう。そのため、

女性はなかなか職場を離れられないし、いったん職場を離れた女性にはもとの職位にもどる

ことが保障されていないことが分かる。陳姣伶によれば、2007 年に育児休暇を申請したのは

5,024 人に過ぎず、これは労働保険の出産給付を申請した人の 3.1％にしかならない 10。 

21 条では、15～20 条のこれらの休暇を取得した場合、雇用主は人事考課などで不利な扱

いをしてはならないとしているものの、それについての罰則規定はない。そのため、これら

を安心して取得できるような状況ではないことも推察される。また 22 条では、正当な理由

がない限り「被用者の配偶者が就業していない場合、第 16 条(育児休暇)及び第 20 条(家庭休

暇)の規定は適用しない」としている。これでは妻が働いていない場合は、夫は育児休暇や家

庭休暇が取得できないことになってしまう。共働きの夫婦の場合は、育児休暇中の給与が払

われないのであれば、家計への負担を考えると休暇を取得するのは給与の低い妻となるだろ

う。25 条によれば、結婚、妊娠、出産、育児、家族のためなどによりいったん離職した女性

を雇用した事業所は表彰されるものの、女性の復職を拒否した場合の罰則規定はない。 

これらを見る限り、台湾ではジェンダーに最も配慮した平等法であっても、法制度自体が

女性は家庭の中にいることを前提としており、女性の稼ぎは「家計の補助」であって、女性

の経済的自立が推奨され、保障される設計になってはいないことが分かる。 

 

(2)-5 就業手当について 

1992 年に公布された「就業服務法」は、その目的を「国民の就業を促進し、社会・

経済発展を促進すること」(第 1 条)としている。潘淑満によれば、本法成立から 10

年間の修正過程では、外国人家事労働者に門戸を開放するかどうかが議論の焦点にな

っており、女性の再就職については等閑視されていたという 11。ただし、24 条と 26

条では、単独で家計を負担する者について以下のような手当金の記述がある。 

 

第 24 条 主管機関は、以下の者が就業を望む場合、計画を策定し、その就業を促進しなければな 

らない。必要があれば関連の手当または補助金を与えることができる。 

一 単独で家計を負担している者 

二 中高齢者 

10 陳姣伶 2009『就業母親的嬰児照顧選択及託育経験探究』台湾師範大学 人類発展与家庭学系 博士論文 

p.12。 
11 潘淑満 2006「平等或差異?―母親身分与母性政策的論述」『社区発展季刊』114 期 p.227。 
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三 心身障がい者 

四 原住民(少数先住民) 

五 生活保護世帯の者で、働く能力のある者 

六 長期失業者 12 

七 その他中央主管機関の必要と認める者 

この計画は定期的に検討し、確実に実行しなければならない。 

第一項の手当あるいは補助金の申請資格、金額、期間、財源及びその他関連する規定は、主管

機関がこれを定める。 

第 26 条 主管機関は、単独で家計を負担している者の就業、または妊娠、出産、育児のために離 

職した女性が再就業できるよう指導し、必要に応じて職業訓練を実施しなければならない。 

 

これによれば、出産や育児などのために職場を離れた女性が再就職するのに職業訓

練は受けられるものの、単独で家計を負担していない限り、再就業のための手当や補

助金は出ない。 

平等法 24 条でも、女性の再就職とそのための訓練を受ける権利を明記しているが、

先にも述べたように、いったん育児などで仕事を休むと元の職位に復帰できる保障は

ないのである。 

 

(2)-6 託児所について 

平等法では、第 23 条により、250 人以上を雇用する事業所では、託児施設を設置す

るか、適当な託児措置をとることを義務付けた。託児所への言及は、他の制度には見

られないことである。外交部が発信するニュースサイト Taiwan Today によると、本

制度が発足して 10 年後の 2012 年に労委会がアンケート調査(対象事業所 3078、被雇

用者 4002 人、うち女性 3001 人、男性 1001 人)を行った。それによると、託児施設を

設置するか、適当な託児措置をとっているのは、250 人以上の事業所の 77.3％を占め

た。2002 年からは 41.0 ポイント、前年からは 8.4 ポイント増加しているという 13。 

 

(3)幼児教育・保育機関をめぐる制度 

 

 台湾では、これまで日本と同様、幼児に関しては教育部(日本の文科省に相当)所管の幼

稚園(幼稚教育法 1981 年 11 月公布)と内政部(日本の内務省に相当)所管の託児所  (児童

12 長期失業者とは、連続して 1 年以上失業しており、労工保険脱退の日から遡って 3 年のうちに保険支払

期間が満 6 カ月以上あり、最近 1 カ月以内に公立の就業促進機関に求職登録をしている者をさす。 
13 Taiwan Today(中華民国外交部) 2012 年 3 月 20 日 「「性別工作平等法」施行から 10 年、労委会が実

態調査」 2013 年 8 月 20 日ダウンロード  
http://taiwantoday.tw/fp.asp?xItem=187901&CtNode=1890 
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福利法 1973 年 2 月公布)の二本立てで運営されてきた。しかし、2012 年 1 月に幼児教

育及照顧法(幼児教育及び保育法)が施行され、幼稚園と託児所が統合された。これを「幼

托整合」といい、日本の「幼保一元化」にあたる。この法律は 2005 年に教育部から草案

が出されていたが、その後公聴会が開かれ、幾度かの曲折を経て 2011 年 6 月に三読を通

過し、幼児教育及照顧法として公布されたものである。 

本制度の制定の背景には、まず人口構造の変化が挙げられる。近年、台湾の少子化が深

刻になった。原因としては、人々の価値観の変化、仕事と子育ての両立の困難、テクノロ

ジーの発展による経済環境の変化などが挙げられる。 

また台湾では、託児所は児童及少年福利法により、また幼稚園は幼稚教育法により設置

されており、両者の目的や内容、預かる子どもの年齢等は類似していても、主管機関が異

なるため、人的資源の浪費や教育の質の不均一、教員養成やカリキュラムなどの面で問題

があるとみなされていた。幼児教育及照顧法は、幼保統合(幼托整合)により幼稚園、託児

所の施設名称を「幼児園」とし、教育部の主管とした 14。では、最近のこの変化は子育

て言説にどのように表れるのだろうか。 

この法律は、総則、幼児園設立および教育・保育業務、幼児園組織と職員資格および権

利、幼児の権利の保障、保護者の権利および義務、幼児園の管理および指導・助言、罰則、

附則の全 8 章、60 条から成る。その目的は、教育と保育(以下、教保)における方針の確

立と、そのシステムの整備に関する措置を定め、幼児が適切な教育と保育を受ける権利を

保障し、心身の健全な成長と発達を促すことである（第 1 条）。ここで子育てに関連する

と思われるのは、第 5 章(第 34～40 条)で示されている「保護者の権利と義務  (家長之権

利及義務)」の部分である。これについてみてみよう。 

 

第 34 条 幼児園は保護者会 (家長会 )を設置することができる。国民小中学付設の幼児園は、この

保護者会に編入することができる。  

前項の保護者会は地域の学生保護者団体に加入できる。  

第 35 条 父母または後見人及び各レベルの学生保護者団体は、直轄市、県 (市 )主管機関に、以下

の情報開示を請求できる。各主管機関はこれを拒否できない。  

一 教保政策  

二 教保サービスの品質管理の規制と方法  

三 設立許可された幼児園リスト  

四 幼児園入退学費の関連規定  

五 幼児園評価報告と結果  

第 36 条 幼児園は以下の情報を公開しなければならない。  

14徐于婷、洪福財 2011.6「解読≪幼児教育及照顧法≫」『幼児教育』302 期 pp.18-24。 
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一 教保目標と内容  

二 教保人員、その他人員の学歴と資格証  

三 衛生、安全、緊急事件の処理措置  

第 37 条 父母または後見人は幼児園が提供するサービスや内容に異議がある場合、幼児園に説明

を求めることができる。幼児園は正当な理由なく、これを拒否できず、必要があれば修正・調

整を行わねばならない。  

第 38 条 直轄市、県 (市 )レベルの学生保護者団体及び教保人員組織は、直轄市、県 (市 )所管機関

が幼児園に対して行う評価の企画に参画できる。  

第 39 条 幼児園の教保が幼児の権利に損害を及ぼす場合、父母または後見人は幼児園に対し、異

議を申し立てることができる。幼児園の処理に不服の場合、処理の結果を知り得た日から 30 日

以内に幼児園の直轄市、県 (市 )の所管機関申し出ることができる。所管機関の決定に不服の場合、

法により訴訟を起こすことができる。  

直轄市、県 (市 )の所管機関は、前項の訴えに対して評議し、評議会を招集しなければならない。

そのメンバーは所管機関の代表、保護者団体の代表、教育、心理またはカウンセラーの学者や

専門家である。うち機関代表以外の者は、総員数の 2 分の 1 より少なくてはならず、男女の性

別比は、どちらも全体の 3 分の 1 以上でなければならない。これら組織及び評議の関連事項の

自治法規は、直轄市、県 (市 )の所管機関が定める。  

第 40 条 父母または後見人は、以下の義務を履行しなければならない。  

   一 教保服務契約が規定する費用の支払い。  

   二 幼児園が特殊な必要から開催するケーススタディの研究会や関連の活動への参加。  

三 幼児園が開催する親職活動への参加。  

四 特殊心身健康状況を幼児に告知すること。必要の場合、関連の健康状況の資料を提供する

こと。  

 

 これら条文を見ると、保護者は新たに再編された幼児園と多くのコミュニケーションを

とる必要がある。保護者会への参加、地域の学生保護者会への参加、教保品質の評価など、

子どもの教保のために親は一層の協力、コミットメントを求められている。徐らによれば、

このような保護者会は公立幼稚園では以前から存在していたが、それ以外のところでは存

在しなかったため、これについては多くの人が未経験のためどうしたらよいか分からない、

というのが現状であるという 15。幼児教育及照顧法自体が、子どものよりよい発達を狙

って策定されたものであるが、教育的色彩が強まった分、両親への期待と責任は強まって

いる。40 条では幼児園の実施する親職教育への参加も義務づけられ、幼児園と保護者の

15 徐于婷、洪福財 2011.6「解読≪幼児教育及照顧法≫」『幼児教育』302 期 pp.18-24。 
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一体化を強めようとする政策の意図もうかがえる。ここでは「親職」と記述されてはいる

が、これまでの経緯を鑑みると、実質的には母親が担当することになるであろう。 

 ところで、この幼児教育及照顧法の成立と、それによる幼稚園と託児所の幼児園への再

編により、働く女性には具体的にどのような影響が出るだろうか。台湾では、これまで「待

機児童」の問題は存在しなかったという。むしろ託児所や幼稚園は空きがあり、子どもの

獲得のため激しい競争を行っている。幼児教育及照顧法以前は、託児所が 2 歳から就学前

までの子どもを、幼稚園は 4 歳から就学前の子どもを受け入れてきた。しかし、共働き家

庭の 0 歳から 2 歳未満の子どもの世話は、祖父母や親戚、あるいはベビーシッター(保母)

の家庭における保育などによって支えられてきた。 

0 歳から 2 歳未満の子どもを預かる機関に乳児センター（托嬰中心）が存在するが、そ

の数はたいへん少なく、たとえば台北市では託児所が 400 カ所あるのに対して、乳児セ

ンターはわずか 21 カ所しかない 16。乳児センターの需要が少なかった時代は確かに存在

し、聞き取り調査によると、ある台北市在住の 60 代女性はその理由について、かつて事

故で子どもが亡くなる事件が発生したことがあったためではないかという。しかし保育機

関が全体として少子化のため減少傾向にあるにもかかわらず、この乳児センターのみは近年

増加しているという。可処分所得の高い三都市（台北市、新竹市、台中市）では大きなのび

を示し、2008 年の調査では、台北市の半数以上の乳児センターは満員状態である 17。 

 同志社女子大学の宮本義信によれば、日本の場合、待機児童の約 8 割は 3 歳未満児で

あることから、幼保一元化構想は、乳児の受け入れ枠の拡大など 0～2 歳未満を重視した

施策である。一方、台湾の幼保統合は、富裕層と貧困層、先住民などの教育の格差を是正

し、人生初期からの発達を公平なものにするため誕生したが、結果として年長児童中心の

教育を重視している。しかし、乳児センターの所管は内政部、幼児園は教育部であるため、

乳児センターを幼児園に付設した場合、その所管は分かれてしまう。宮本によれば、2 歳

未満の低年齢児対策の制度的な切り離しは問題であるという。 

政府は 2011 年に「児童及少年福利与権益保障法」を改正し、居家式保育サービスに法

的根拠を与え、ベビーシッターを登録、管理し、2 歳未満の子どものケアのための需要に

応えようとしている。この法律の 25 条によれば、20 歳で 126 時間以上の「保母専業訓

練課程」の修了証書が得られれば、ベビーシッターとして仕事を始めることができるが、

一方で乳児センターの拡大は考えられていない 18。また、ベビーシッターの訓練内容が、

果たして十分なものなのかは疑問が残る。 

16 宮本義信 2012「台湾の「幼児教育及照顧法」と「幼託整合政策」に関する調査研究」『同志社女子大学

学術研究年報』第 63 巻 pp.80-81。 
17 陳姣伶 2009『就業母親的嬰児照顧選択及託育経験探究』台湾師範大学 人類発展与家庭学系 博士論文

p.12。 
18 宮本義信 2012「台湾の「幼児教育及照顧法」と「幼託整合政策」に関する調査研究」『同志社女子大学

学術研究年報』第 63 巻 pp.80-81。 
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 こうしてみると、政府は「教育」の対象とみなされない低年齢の子どもの保育に対して

は、母親や家族の責任とみなし、金をかけない方針をとっていると推測される。政府が求

める母親役割は、子どもの年齢によって層化されていると言える。 

 

(4)小括 

 

 本章では、労動基準法、性別平等工作法、就業服務法、そして幼児の教保にかかわる幼

児教育及照顧法の内容に着目し、子育てに関わる条文の含意について検討した。労基法で

は、産む性としての女性は保護の対象となってはいたが、それは父系中心主義の男女役割

観の色彩の強いものである。性別平等工作法が最もジェンダーに配慮してはいるが、女性

の経済的自立は保障されていなかった。幼児教育及照顧法では、2 歳から 6 歳までの子ど

もの教育を強化する目的で策定され、「教育する親」の役割が強調されていた。しかし、

子どもと一体となった母イメージが旧来とそれほど変わりがなければ、幼児教育及照顧法

の制定は「教育する母」の強化につながる。宮本によれば、幼児教育及照顧法の成立には

経済協力開発機構(OECD)の調査報告(OECD 2001 Starting Strong）も影響を及ぼしてい

るという 19。OECD 報告書は、すべての子どもに対する教育の公平性と高水準の質の保

障が社会経済全体の発展のために重要な意味を持ち、それへの着実な公的投資が極めて有

効な政策手段であるとしている。ただし報告書は、乳幼児のいる女性が家庭の責任と職業

の機会均等をうまく両立できるようになることが政策成功の鍵であると強調している 20。

幼児教育及照顧法が OECD 報告書の理念に基づいていても、女性の職業上の機会均等が

達成できていない場合、もたらされる結果はまた異なったものになるのではなかろうか。  

  

19 宮本義信 2012「台湾の「幼児教育及照顧法」と「幼託整合政策」に関する調査研究」『同志社女子大学

学術研究年報』第 63 巻 p.76。 
20 OECD 編著、星三和子ほか訳 2011『OECD 保育白書――人生の始まりこそ力強く: 乳幼児期のケア

(ECEC)国際比較』明石書店 pp.25-39。 
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資料 

 

労動基準法 1984 年 7 月公布 

 

第 49 条 雇用主は女性労働者を午後 10 時から翌朝 6 時の間労働させてはならない。ただし雇用主が工会

の同意を得て、あるいは工会がない場合労資双方の同意があり、且つ以下の規定をみたす場合は、この限

りではない。 

一 必要な安全衛生措置がなされている。 

二 公共交通機関が使用できない場合、交通手段または女性宿舎を提供する。 

前第一項の安全衛生措置は、その規準を中央主管機関がこれを定める。但し雇用主と労働者が契約した安

全衛生施設が本法を優越する場合、その定めに従う。 

女性労働者は健康またはその他正当な理由で午後 10 時から翌朝 6 時の間に働けない場合、雇用主は労働を

強制できない。 

第一項の但書規定は天災や突発事故のために雇用主が女性労働者を 10 時から 6 時の間働かせなければなら

ない場合、これを適用しない。 

第一項の但書規定は、妊娠、または授乳している女性労働者には、これを適用しない。 

 

第 50 条 女性労働者は分娩前後は就業を停止し、8 週間の産休を与えなければならない。妊娠三カ月以上

で流産した女性労働者に対しては、仕事を停止し、4 週間の産休を与えなければならない。 

勤続 6 か月以上の者については、就業を停止している間、給与を与える。6 か月未満の者については、給与

の 5 割を与える。 

 

第 51 条 女性労働者の妊娠期間中、軽度の作業がある場合、異動を申し出ることができる。雇用主はこれ

を拒否できず、給与を減額できない。 

 

第 52 条 一歳未満の子どもに女性労働者が自ら母乳を与える場合、雇用主は第 35 条に定めた休憩時間以

外に毎日二回、一回につき 30 分を限度に授乳時間を与えねばならない。 

前項の授乳時間は、労働時間とみなす。 

 

 

性別工作平等法 2002 年 1 月公布 

 

第 14 条 女性で生理のために仕事が困難な者は、毎月生理休暇 1 日を取得できる。その日数は病気休暇と

して計算する。生理休暇をとった場合の給与の計算は、病気休暇により行う。 
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第 15 条 雇用主は女性の被用者の分娩前後に仕事を停止させ、8 週間の産休を与えなければならない。妊

娠 3 カ月以上で流産した女性に対しては、仕事を停止し、4 週間の産休を与えなければならない。妊娠 2 か

月以上 3 か月未満で流産した場合、仕事を停止し、1 週間の産休を与えなければならない。妊娠 2 か月未満

で流産した場合、仕事を停止し、5 日の産休を与えなければならない。 

勤続 6 か月以上の者については、仕事を停止している間、給与を与える。6 か月未満の者については、給与

の 5 割を与える。 

産休期間の給与の計算は、関連の法規で規定する。被用者が医師の診断で妊娠継続のための休養や治療が

必要とされた場合、その治療や看護のための休暇と給与の計算は関連の規定による。 

被用者の配偶者が分娩する場合、雇用主は被用者に 3 日の付添産休を与えねばならない。この休暇期間、

給与は支払われる。 

 

第 16 条 被用者は勤続 1 年後に、満 3 歳以前の子ども一人につき、育児休暇(「育嬰留職停薪」職位を保

持するが給与は支払われない)を申請できる。期間は子どもが満 3 歳になるまで、2 年を限度とする。同時

に二人以上の子を育てる場合は、育嬰留職停薪の期間は合わせて計算され、最長で最も年齢の小さい子に

は 2 年を限度として適用される。 

被用者は育嬰留職停薪中、もとの社会保険に継続して加入できる。本来雇用主が負担する保険料は納付を

免除する。本来被用者が負担する保険料は、支払を 3 年間遅らせることができる。育嬰留職停薪に関する

手当については別に法律を定める。育嬰留職停薪の実施弁法は、中央主管機関がこれを定める。 

 

第 17 条 前条の被用者が育嬰留職停薪の後、復職を申し出た場合、以下の状況を除き、また主管機関の同

意を得ている以外は、雇用主はこれを拒否できない。 

一 休業、損失、業務縮小の場合。 

二 雇用主が法により組織を変更し、または解散、委譲した場合。 

三 不可抗力で仕事を 1 か月以上停止している場合。 

四 業務の性質を変更し、被用者を削減する必要があり、適当な業務がない場合。 

雇用主は以上の理由で被用者を復職させることができない場合、30 日前の通知により、法定基準に従い、

見舞金または退職金を与えなければならない。 

  

第 18 条 子どもが 1 歳未満で被用者が自ら授乳する必要がある場合、規定の休憩時間以外に、雇用主は毎

日 2 時間、一回につき 30 分を限度として授乳時間を与えなければならない。この授乳時間は、就業時間と

みなす。 

 

第 19 条 30 人以上が雇われている事業所の被用者は、3 歳未満の子どもを養育するため雇用主に対し、以

下の二項の一つを請求できる。 

一 毎日の就業時間を 1 時間短縮し、短縮した分の給与は請求しない。 
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二 就業時間の調整。 

 

第 20 条 被用者は家族成員の予防接種や重篤な疾病のため自ら看護することが必要な場合、家庭休暇(「家

庭照顧休暇」)を請求できる。家庭休暇は事暇 21として計算され、年間 7 日を限度とする。家庭休暇の給与

は、各事暇規定による。 

 

第 21 条 被用者が前七条の規定により請求をした場合、雇用主はこれを拒否してはならない。被用者が前

条で請求をした場合、雇用主はこれを欠勤と見なし皆勤賞与に影響を与えたり、考課やその他で不利な扱

いをしてはならない 

 

第 22 条 被用者の配偶者が就業していない場合、第 16 条及び第 20 条の規定は適用しない。ただし正当な

理由がある場合はこの限りではない。 

 

第 23 条 250 人以上の事業所における雇用主 は、託児施設を設置するかまたは適当な託児措置を提供しな

ければならない。 

主管機関は、雇用主が託児施設設置または託児措置を行う場合財源の補助を行わねばならない。託児施設

については、設置標準及び経費補助弁法を中央主管機関がこれを定める。 

 

第 24 条 主管機関は、結婚、妊娠、出産、育児、または家庭のために離職した者が再就業できるよう、就

業服務と職業訓練、その他の訓練を実施しなければならない。 

 

第 25 条 主管機関は、結婚、妊娠、出産、育児、または家庭のために離職した者を雇用主が雇用し、成果

をあげた場合、主管機関は適当な奨励を与えねばならない。 

 

 

就業服務法 1992 年 5 月公布 

 

第 24 条 主管機関は、以下の者が就業を望む場合、計画を策定し、その就業を促進しなければならない。

必要があれば関連の手当または補助金を与えることができる。 

一 単独で家計を負担している者 

二 中高齢者 

三 心身障がい者 

四 原住民(少数先住民) 

21 事暇とは、何か用事がある場合に取得する休暇のこと。 
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五 生活保護世帯で働く能力のある者 

六 長期失業者 

七 その他中央主管機関の必要と認める者 

この計画は定期的に検討し、確実に実行しなければならない。 

第一項の手当あるいは補助金の申請資格、金額、期間、財源及びその他関連する規定は、主管機関がこれ

を定める。 

 

第 26 条 主管機関は、単独で家計を負担している者の就業、または妊娠、出産、育児ために離職した女性

が再就業できるよう指導し、必要に応じて職業訓練を実施しなければならない。 

 

 

幼児教育及照顧法 2011 年 6 月公布 

 

第 34 条 幼児園は保護者会 (家長会)を設置することができる。国民小中学付設の幼児園は、この保護者

会に編入することができる。 

前項の保護者会は地域の学生保護者団体に加入できる。 

 

第 35 条 父母または後見人及び各レベルの学生保護者団体は、直轄市、県(市)主管機関に、以下の情報開

示を請求できる。各主管機関はこれを拒否できない。 

一 教保政策 

二 教保サービスの品質管理の規制と方法 

三 設立許可された幼児園リスト 

四 幼児園入退学費の関連規定 

五 幼児園評価報告と結果 

 

第 36 条 幼児園は以下の情報を公開しなければならない。 

一 教保目標と内容 

二 教保人員、その他人員の学歴と資格証 

三 衛生、安全、緊急事件の処理措置 

 

第 37 条 父母または後見人は幼児園が提供するサービスや内容に異議がある場合、幼児園に説明を求める

ことができる。幼児園は正当な理由なく、これを拒否できず、必要があれば修正・調整を行わねばならな

い。 

 

第 38 条 直轄市、県(市)レベルの学生保護者団体及び教保人員組織は、直轄市、県(市)所管機関が幼児園
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に対して行う評価の企画に参画できる。 

 

第 39 条 幼児園の教保が幼児の権利に損害を及ぼす場合、父母または後見人は幼児園に対し、異議を申し

立てることができる。幼児園の処理に不服の場合、処理の結果を知り得た日から 30 日以内に幼児園の直轄

市、県(市)の所管機関に申し出ることができる。所管機関の決定に不服の場合、法により訴訟を起こすこ

とができる。 

直轄市、県(市)の所管機関は、前項の訴えに対して評議し、評議会を招集しなければならない。そのメン

バーは所管機関の代表、保護者団体の代表、教育、心理またはカウンセラーの学者や専門家である。うち

機関代表以外の者は、総員数の 2 分の 1 より少なくてはならず、男女の性別は、どちらも全体の 3 分の 1

以上でなければならない。これら組織及び評議の関連事項の自治法規は、直轄市、県(市)の所管機関が定

める。 

 

第 40 条 父母または後見人は、以下の義務を履行しなければならない。 

一 教保服務契約が規定する費用の支払い。 

二 幼児園が特殊な必要から開催するケーススタディの研究会や関連の活動への参加。 

三 幼児園が開催する親職活動への参加。 

四 特殊心身健康状況を幼児に告知すること。必要の場合、関連の健康状況の資料を提供すること。 
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6 章 少数先住民、外国人家事労働者をめぐる子育て言説 

 

 第 6 章では、台湾におけるマイノリティである少数先住民と、外国人家事労働者をめぐ

る子育て言説について考察する。この二者は、台湾社会においてマイノリティである。そ

の子育てをめぐる問題は、ジェンダーだけでなくエスニシティや階層とも関連して、台湾

の社会構造をより照らし出すものと思われる。 

 ここで少数先住民を特に取り上げるのは、これまでの記述が主として漢族系住民を対象

としていたためである。しかし、マイノリティである少数先住民はメディアなどに取り上

げられることは少ない。ここでは、資料がないことを前提に、その要因について考察する。 

台湾当局は 1990 年代に介護を主たる目的として外国人女性を家事労働者として大量に

受け入れ始めた。彼女たちは、実際には子どもの世話も併せて行っている場合も多い。こ

こでは、雇用する側の人々の子育てに家事労働者がどのような影響を与えているのかにつ

いても検討する。 

 

(1)少数先住民と子育て 

 

(1)-1 少数先住民の概要 

オーストロネシア語族系の少数先住民(以下、先住民)は、もとから台湾に住んでいた

人々、という意味をこめて中国語では「原住民」という。日本植民地期以前は主として台

湾の山間部において狩猟や焼き畑などにより生活していたが、その後、日本植民地下で「日

本化」を強要され、また国民党政権下で 1980 年代までは国家統一を強調した「漢化、中国

化」を強いられた。彼らの社会は政府の管理下に置かれ、経済的基盤が脆弱なままに資本

主義にのみ込まれ、急激な変化を遂げている。 

先住民は現在、労働市場では周縁化され、低賃金労働や肉体労働、危険な仕事に従事す

る者が多い。都市部に職を求めて出てきている人も多いが、インフラの脆弱な地域に住み、

アルコールやドメスティックバイオレンスの問題を抱えている場合も少なくない。女性の

場合、農林・水産・牧畜、都市部ではあまり技能を必要としない製造業、その他の産業に

従事することが多い。「その他」には介護労働や清掃作業員、レストランや酒場での店員な

どのサービス業が含まれる。一方、彼らの郷里である地域は、人口の大量流出に悩んでい

る 1。 

現在、先住民として認定されているのは 14 の民族である。もとはヤミ、タイヤル、ア

ミ、サイシャット、ツォウ、ブヌン、プユマ、ルカイ、パイワンの 9 族とされていたが、

2001 年からサオ、クヴァラン、タロコ、サキザヤ、セデックが追加された。これら先住民

1 台湾女性史入門編纂委員会編 2008『台湾女性史入門』人文書院 pp.214-219。  
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は本来、それぞれ固有の文化を有しており、家族関係に関しては、多様性がある。各民族

の居住形態および継嗣の原則はそれぞれ異なり、男女の権力関係にも違いがある。ただ、

性別役割分業という点では共通点がある 2。アミやプユマなどは母系制社会で、農耕は女

性が行い、食物の分配などに関して女性家長の権限は相対的に高かった。しかし、資本主

義の進展で女性の行う農業による収入が減少すると、女性の地位も低下する傾向がみられ

た 3。 

1980 年代から 1990 年代にかけては先住民運動が起こり、1990 年代には先住民文化復興

の流れが起きた。1996 年には行政院に「原住民委員会(現在は原住民族委員会)」が設置さ

れ、先住民の地位向上に取り組んでいる 4。 

 

(1)-2 少数先住民と子育て言説 

少数先住民の子育てに関する言説を現代のメディアに探してみたが、報告者の力不足の

せいか収集することはできなかった。あるいは、彼らの人口に占める割合が少なく、また

購買力も高くないため、出版や放送の商業ベースにのらないということであろうか。 

さきに 3 章で紹介した葉郁菁編 2006『托育服務』や蔡春美・翁麗芳・洪財福 2011(2001)

『親子関係与親職教育』には、単親や国際結婚の家庭、障がい児のいる家庭の子育てにつ

いての記述はあるものの、先住民についての記述はなかった。4 章でとりあげた雑誌『育

児生活』における先住民に関する記事は、曾祖母が二人の子どもを育てるという非常に困

難な状況を記述していた。これは「超」隔世養育とよぶものであろう。漢族系住民とは異

なり、一般に「子育てと関連する」と見なされるような言説が見あたらない点が、先住民

の台湾社会における位置を表しているように考えられる。では、先住民女性はどのように

表象されてきたのであろうか。 

日本植民地期は、台湾総督府は先住民地域(漢族系住民とは異なる統治システムに置か

れた)に警察官を駐在させ、警察官は総督府の出先機関としてその地域を支配した。その際、

警察官は先住民の指導者層の娘をめとることが奨励された。警察官は、基礎的なことを教

える蕃童教育所の教員を兼ねていたことから、その妻も日本語を話し、和服を着ることで

地域への教化の浸透を図ろうとしたのである。しかし、警察官には日本に正妻がいること

が多く、彼らが勤務地を離れる場合、先住民妻は置き去りにされることが多かった。一方、

先住民社会の人々も、コミュニティの女性を日本人に差し出すことで、自分たちに対する

支配を宥和させ、危機を乗り切ろうとした側面もあったと思われる 5。 

2 頼淑娟 2010「部落と都会の間――台湾原住民女性の世代間における経済活動の変転」野村鮎子・成田

静香編 2010『台湾女性研究の挑戦』人文書院 pp.249-268 
3 台湾女性史入門編纂委員会編 2008『台湾女性史入門』人文書院 pp.214。  
4 台湾女性史入門編纂委員会編 2008『台湾女性史入門』人文書院 pp.220。  
5 日本人警察官と先住民女性との結婚については、以下に詳しい。鄧相揚 2000 下村作次郎監修・魚住

悦子訳『植民地台湾の原住民と日本人警察官の家族たち』機関紙出版センター。  
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1970 年代になると、都市部の先住民女性は性風俗産業と結び付けられて記述されるよう

になる。郷里から都市部に出てきた女性たちは、都市部において底辺労働につかざるを得

ないということや夫との死別、さらに性風俗産業からの誘惑によって、売春に従事する人

が増加した。また郷里の社会では、貧困にあえぎ、両親が娘を借金のかたとして性風俗産

業に売ることもあった。このような現象は 1980 年代、台湾のメディアにおいて「雛妓(幼

い娼妓)」問題として取り上げられた 6。またこの時代に、多くの先住民の少女たちは日本

人男性による買春ツアーの対象となった 7。 

張如恵によれば、先住民女性に関して近年見られる研究は娼妓・雛妓問題に集中し、そ

れにより先住民女性は常に汚名を着せられていた。性風俗産業における先住民少女の割合

は、台湾における先住民の人口比を上回っている。もともと性風俗産業で働く行為に対し

て先住民コミュニティは処罰や制限をしていたが、それによる収入は現実には大きく、貨

幣経済の波に呑みこまれるようにして伝統的な道徳観や倫理観は駆逐され、少女たちは家

計の支え手として期待されるようになった。しかし、雛妓問題がニュースで大量に流れ、

女性の出身ムラの名前が取り上げられると、ムラ自体が「売春ムラ」という烙印を押され、

先住民個人にも同様のレッテルが貼られた。非先住民文化の人々の間には、雛妓＝先住民

少女、雛妓＝先住民の父母に売られた娘、先住民の父母＝娘を売る者、というステレオタ

イプが生まれた 8。 

さらに近年では、先住民は、親が都市部で出稼ぎをするために子どもを祖父母のもとに

預ける隔世養育家庭のイメージと強く結びついている。郭李宗文と呉佩芳によれば、台湾

の高校以下の学校(幼稚園は含まない)の学生について調べたところ、先住民学生の隔世養

育家庭の割合は 5.50％であり、一般の 1.87％の約 3 倍という高率を示している。先住民の

隔世養育については多くの研究がなされており、隔世養育家庭では教育機関との連携が悪

く、子どもの成績も芳しくないという結果が報告されている。そのため、一般の人々も先

住民の隔世養育に対して、「問題であり、子どもの成長を妨げるもので、失敗の始まりであ

る」といったステレオタイプの見方をしており、否定的なイメージは強い 9。 

こうしてみると、日本植民地期には、日本人警察官に「嫁ぐ」娘、また都市部において

性風俗業に従事する少女や祖父母に育児を任せる(母)親は、これまでみてきたような子育

ての含意とは全く異なるものであると言える。先に挙げた女性の描かれ方には、一定の共

6 頼淑娟 2010「部落と都会の間――台湾原住民女性の世代間における経済活動の変転」野村鮎子・成田

静香編 2010『台湾女性研究の挑戦』人文書院 p.258。  
7 野村鮎子 2010「可視と不可視の間――原住民女性の今日的課題」野村鮎子・成田静香編 2010『台湾

女性研究の挑戦』人文書院 p.279。また、1970 年代の台湾が高度経済成長期に入った頃から漢族系住民

の娼妓は徐々に減少し、それにともない女衒が借金のかたに先住民少女を買うようになっていった。同

pp.281。  
8 張如恵 2002『民族与性別之潜在課程――以原住民女学生為例』師大書苑有限公司  (台北)pp.22-25。  
9 郭李宗文、呉佩芳 2011.4「原住民隔代教養真的註定失敗嗎? (先住民の隔世養育は本当に失敗する運命

なのか？)」『幼児教育』301 期 pp.4-24。ただしこの論文自体は、先住民の隔世養育に対するステレオタ

イプな見方を打破しようという方法と研究結果を提示するものである。  
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通項もある。植民地期に日本人警察官の妻となった女性や高度経済成長期の雛妓は、外部

の人間、すなわち日本人や漢族系住民の眼には、先住民社会を代表する象徴として描かれ

ている。その背景として、「見る者＝日本人、漢族系住民」と「見られる者＝先住民」とい

う、眼差しの権力関係がある 10。日本人警察官の妻や雛妓は、外部／自民族以外の人間に

性的慰めを与える与え手の役割を担う一方、内部／自民族の人間からは「正道を外れ自民

族の名を汚すもの」として非難される。しかし見方を変えれば、彼女たちは自民族の跡継

ぎを産むという通常のやり方ではないが、自分の家族や民族を守り、支えていたともいえ

る。それは先住民族内における女性の劣位と無関係ではない。先住民女性のこのようなア

ンビバレントな表象は、エスニシティとジェンダーの二重の抑圧に由来している。 

子どものそばに居てそのケアをするような子育ての記述がみあたらないのも、先住民女

性が経済的に周縁化されている苦境の表れであるとみることができる。先住民家庭の世帯

収入は台湾全体平均の 2 分の 1 にも満たないにも拘わらず、あるいはそのために、女性の

労働力率(2008 年 53.4％)は、漢族系住民のそれ(49.8％)を上回っている 11。毎日が「食べ

るため」に必死であるがゆえに、漢族系住民の子育て言説とは異なる様相を呈している。 

野村鮎子によれば、先住民女性の人口としては 25 万人あまりで、台湾全体の人口の 1％

を少し超える程度である。戦前から現代まで、先住民に関する学術研究には多くの蓄積が

あるが、先住民におけるジェンダー格差や先住民女性の現代的問題を扱う論文はたいへん

少ない。先住民女性の問題は、「先住民族運動」と「女性運動」の間ですっぽり抜け落ちて

いたが、この先住民女性にこそ台湾のかかえるジェンダー問題が凝縮されているという 12。 

ここでは先住民女性の子育てをめぐる言説のありようを取り上げたが、報告者は従来の

言説を増幅、あるいは固定化する意図はもたない。しかしこれらを打ち消すためには、先

住民の女性自身のロジックにそった実証研究の積み重ねが重要となるであろう。 

 

(2)外国人家事労働者と子育て 

 

(2)-1 外国人家事労働者の概要 

ここでは、外国人家事労働者とよばれる人々をめぐる子育て言説について検討する。台

湾では、近年、フィリピンやインドネシアなどから来た多くの外国人女性が、家事や高齢

者の介護、子どもの世話を担っている。街頭では、外国人らしい女性が、台湾の小さな子

どもを連れているのを見かけることも多い。2003 年の統計によれば、台湾全土では 2.28％

10 2 章で述べたように、植民地期の日本人が漢族系住民の母親を「母性がない」と批判したのも、これ

と同様の権力関係にあったからであると言える。  
11 頼淑娟 2010「部落と都会の間――台湾原住民女性の世代間における経済活動の変転」野村鮎子・成

田静香編 2010『台湾女性研究の挑戦』人文書院 p.258。  
12 野村鮎子 2010「可視と不可視の間――原住民女性の今日的課題」野村鮎子・成田静香編 2010『台湾

女性研究の挑戦』人文書院 p.269。  
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の世帯が家事・介護労働者を雇用しており、外国人を雇用しているのは 1.84％、残りは地

元の労働者であるという 13。すなわち、地元の家事労働者を雇う人は少数派で、その場合

の勤務形態は週に数度の通いであり、給与も外国人に比べるとかなり高い。 

アジアにおける外国人家事労働者について研究を行った安里和晃によれば、台湾当局は、

製造業、建設業などにおける人手不足のため、1988 年頃から外国人労働者の導入を検討し

始めた。導入すれば、これまで先住民が行っていた仕事を奪うという批判もあったが、1989

年、主要な公共事業などにおいて外国人労働者を導入することを決め、そのための法整備

として、就業服務法草案を検討し始めた。その過程で、非合法で滞在している外国人労働

者を合法滞在者へ入れ替えていった。1992 年には家事労働者と介護労働者が導入され、そ

れに合わせて就業服務法が公布された。1997 年には就業服務法が改正され、外国人労働者

の修業年限が 2 年から 3 年へ延長された。1997 年以降、景気の悪化と失業率の高まりか

ら外国人労働者の導入は抑制されたが、それでも家事・介護労働者に対する需要は大きく、

受け入れ者数は伸び続けている 14。 

この家事・介護労働者の導入の背景には、1980 年代から 90 年代にかけ、女性の高学歴

化に伴い 20 代から 30 代の女性の労働力率が大幅に上昇したことがある。結婚や育児、介

護等で(高学歴)女性が就業を断念することは、台湾経済にとって損失が多い。その若年層

の継続雇用を確保し、経済成長を継続するための方策としてとられたのが、外国人介護・

家事労働者の導入であった 15。台湾では、家事労働者と介護労働者のカテゴリーがそれぞ

れ設けられているが、人数として多いのは介護労働者であった(表 6-1)。彼女たちは住み込

みで雇われることが多く、その場合は子どもの面倒をみることもある。また、台湾では共

働き夫婦が離れて暮らしている両親に子どもを預けて仕送りをし、その金で親が外国人介

護労働者を雇用することもある。その場合、介護労働者は子どもの世話と家事も請け負う

こととなり、介護と家事労働の境界は実態としては曖昧である。そこで本報告書では、両

者を合わせて家事労働者と表記する。家事労働者の送り出し国には、フィリピン、インド

ネシア、ベトナムなどがあげられる 16。表 6-1 によれば、2006 年の時点で、外国人労働

者に占める家事労働者の割合は全体の 45.1％と、半数に迫る勢いである。 

安里によれば、家事労働者は雇用コストが低く抑えられ、実質賃金はほぼ最低賃金であ

る。台湾の場合、家事労働者は労働基準法の適用を受けないため、住み込みの場合、24 時

間体制の勤務になることがあるにもかかわらず、超過勤務の分の給与はほとんど支払われ

13安里和晃 2004a「台湾における外国人家事･介護労働者の処遇について――制度の検討と運用上の問題

点」『龍谷大学経済学論集（民際学特集）』第 43 巻第 5 号  p.10。  
14安里和晃 2004a「台湾における外国人家事･介護労働者の処遇について――制度の検討と運用上の問題

点」『龍谷大学経済学論集（民際学特集）』第 43 巻第 5 号  pp.1-9。  
15安里和晃 2005a「介護労働市場形成における外国人家事･介護労働者の位置づけ――台湾における事例

から」『龍谷大学経済学論集（民際学特集）』第 44 巻第 5 号  pp.8-9。  
16台湾女性史入門編纂委員会編 2008『台湾女性史入門』人文書院 pp.104-105。  
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ない。時給換算での賃金は約 50 元 17である。休暇や賃金の支払い方法などに関しては、

台湾と送り出し国との関係によるのでまちまちであるが、労働時間は 1 日平均 12.5 時間

と長いため、家事労働者は身体的疲労が顕著であるという。外国人労働者が雇い主を自ら

の意思で変更することは難しい。家庭という密室が仕事場であるため、雇い主から虐待や

ハラスメントを受けやすく、あるいは孤立しているストレスから雇い主の幼い子どもを虐

待してしまうといった事件も起きている。さらに彼女たちは、出稼ぎに伴う多額な斡旋料

や、強制貯蓄などを負担している 18。一方、雇い主にしてみると、女性の社会進出によっ

て生じた家事・育児・介護にすべて対応できるため、家事労働者は「便利」な存在になっ

ており、その需要は年々高まっている。 

表 6－１ 在台外国人労働者の類型と人数（1991～2006） 

年別 

在台の

外国人

労働者

数 

産業関係 福祉関係 

製造業、 

建設業 

外国籍 

船員 
合計 介護労働 家事労働 合計 

1991 2,999 2,999 -- 2,999 -- -- -- 

1992 15,924 15,185 70 15,255 306 363 669 

1993 97,565 86,677 426 87,103 4,257 6,205 10,462 

1996 236,555 204,916 1,384 206,300 16,308 13,947 30,255 

2000 326,515 218,999 1,185 220,184 98,508 7,823 106,331 

2001 304,605 190,422 1,249 191,671 103,780 9,154 112,934 

2002 303,684 180,038 2,935 182,973 113,755 6,956 120,711 

2003 300,150 176,156 3,396 179,552 115,724 4,874 120,598 

2004.5 304,024 176,438 3,779 180,217 119,752 4,055 123,807 

2005.8 310,008 174,080 2,888 176,968 133,042（42.9%）  133,042 

2006.8 336,462 181,563 3,152 184,715 151,747（45.1%）  151,747 

（出典）潘（2007）「外労政策―外籍家事工受暴現象的社会意義」『社区発展期刊』  

119 期 p.109 

 

台湾当局にとってはどうであろうか。家事労働者の導入は、女性の負担を減らす福祉政

策のように見えるが、日本のような介護保険制度と異なり、彼女たちを雇用した場合の政

府からの給付はないことから、社会的評価は与えられていない。しかし、雇用主が費用を

17 1 元は、2013 年 8 月時点で約 3.5 円。  
18 安里和晃 2004a「台湾における外国人家事･介護労働者の処遇について――制度の検討と運用上の問

題点」『龍谷大学経済学論集（民際学特集）』第 43 巻第 5 号  p.16-17。  
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払って労働者を雇えば、政府は社会保障費を増大させることなく、むしろ税金などを家事

労働者や雇用者に課すことで税収を得られるしくみになっている。加えて、台湾における

外国人労働者政策は、不安定な中台関係に影響を受けている点が特徴的である。すなわち、

労働者の導入をコントロールすることで、中国や周辺国に対する駆け引きや対抗手段が得

られる。台湾当局は、家事労働者政策を外交手段としても運用しているのである 19。 

 

(2)-2 外国人家事労働者と子育て  

家事労働者がメディアなどで取り上げられる場合は、何か事件に巻き込まれたり、問題

を起こした場合で、日常生活では「影」のような存在である。報告者が聞き取りを行った

高齢者の家庭(息子の家族やそれ以外の親族と暮らしている)にもインドネシア人やフィリ

ピン人の家事労働者がいたが、彼女たちはふだん、用事がない時には自分の部屋、あるい

は部屋の片隅にひっそりと暮らしている。しかし、雇用者側にとって、食事の準備や買い

物、洗濯をし、老親や子どものめんどうもみてくれるという、なくてはならない存在でも

ある。換言すればその家にとって必要な母親、妻、そして「嫁」(ここでは中国語のヨメ(媳

婦)にあたる用語として用いる。以下、「カッコ」を省略)の役割を一身に担うような存在で

ある。 

では、彼女たちと雇い主の女性(家事を本来担当していたはず)はどのような関係にある

のだろうか。報告者は、台北市在住の 40 代女性に次のような質問をしてみた。彼女自身

は、家事労働者を雇ってはいない。「台湾では外国人労働者に子どものめんどうをみてもら

うこともあるようですが、母親は、子守の彼女たちに子どもの愛情をもっていかれるとい

った心配はしないのですか？」「それはあります。しかし、しようがない。母親には仕事が

あり、働かねばなりません。」「外国人の方が子どもの世話をする時、言葉の上で問題はな

いのでしょうか？」「あまり関係ありません。最近の親は、フィリピン人なら英語ができる

から、子どもも英語の学習ができてよい、と歓迎する人もいます」。 

台湾の中上層の世帯の人々とそこで雇われている外国人家事労働者に関して調査を行

った Lan(2006)は、双方に対するインタビューにより、興味深い考察を提示している。こ

こではそれを参照する 20。同氏によれば、家事労働者と雇い主である家の女主人を区別す

るラインは、非常に薄いという。例えば、子どもの塾の送り迎えをする家事労働者は、そ

の子の母親であると勘違いされる。このように家事労働者を雇うことは、子育て(や結婚、

親孝行など)の意味やその文化的価値を再定義する契機となる。 

台湾の 30 代の母親にとって、一日中母親役割のみで過ごすというのは魅力的ではない

ため、家事労働者を雇用する人もいる。ある人は、住み込みの家事労働者は子どもを保育

19 安里和晃 2004a「台湾における外国人家事･介護労働者の処遇について――制度の検討と運用上の問

題点」『龍谷大学経済学論集（民際学特集）』第 43 巻第 5 号  pp.1-28。  
20 Lan, Pei-chia 2006, Global Cinderellas: Migrant Domestic Workers and Newly Rich Employers in 
Taiwan, Duke University Press, pp.94-124. 
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施設や居家式保育を行うベビーシッター (保母)に預けるよりもよいと考えている。自宅で

子どもをみてもらえば、保育施設に預けるより愛情深い感じがするし、年配のベビーシッ

ターに預けると子育ての方針について自分の意見が聞いてもらえないかもしれないからで

ある。台湾では年長者の意見は、若い人にとってプレッシャーである。また台湾における

息子の妻に対する姑の態度は (日本と類似しており)厳しい。彼女が仕事をしている日中に、

姑が子どもの世話をする場合、自ら進んで姑にその謝礼のお金を渡していても、姑―嫁間

の葛藤を引き起こしやすい。姑は自分のゆったりした余生を送れる「黄金の時代」が彼女

のために犠牲になっている、と感じるのである。嫁の側でも、育児で姑の世話にならない

ため、また子育てがもとで姑との同居を避けるために、家事労働者を雇う場合もある。 

妻が働いていない裕福な家庭では、家事を家事労働者に任せて、自分の時間を子育てや

その他の「高尚」な活動に振り向けることもある。妻が働いておらずそれほど裕福な家庭

でなくとも、家事労働者を雇うことがある。そのためのお金がかかり、他の費用を切り詰

めなければならないが、自分の時間を持ち、子育てから一時的に解放されるためにはやむ

を得ない、と女性は考えているのである。その中にはこれから外に働きに(パート、または

フルタイムで)出ようとしている人もおり、女性は常に経済的コストと家族の福祉と自身の

利得との間のバランスの中で職歴を決めている。 

ここで描かれている女性にとっての家事や子育ては、かつてアン・オークレーがイギリ

スの主婦について描いたのと同様、単調で骨が折れ、孤独なものである。そのため、職場

が家庭責任からの逃避場所になっていることもある。こうしてみると、家事労働者はその

くびきから女主人を解放し、さらに加えてその家の主人により快適な家庭を提供をするこ

ともできるといえる。 

台湾において中国的文化の規範はいまだに強く、父と息子が「家 Jia」のメンバーシッ

プの中軸であり、息子の老親に対する「孝」は、果たさねばならない義務である。今でも

親を高齢者の施設に入れる行為は「責任感がない」と非難の対象となる。一方、娘は「盆

からこぼれた水」であり、結婚後は夫の父の家に入り、夫の親の世話を担うよう期待され

る。 

しかし、女性がこのような伝統的嫁役割を引き受けることは、個人の自律性や自己実現

を放棄することにつながる。台湾社会におけるケアギバーのイメージは、家族の身分制度

のもとで夫の両親に「仕える」というイメージであり、それは家庭の中で劣位にある女性

と結び付けられている。一方男性は、自分の親であるにも関わらず、その介護は「妻のし

ごと」だと考えている。「三代同堂(三世代が幸せに同居する)」のイデオロギーは、嫁によ

る無報酬の介護によって支えられており、この務めを果たさない女性は社会的失敗者の烙

印を押されてしまう。女性のなかには、このような「不公正な任務」と渡り合うために、

自身の収入のほとんどと引き換えに、姑の介護をし「孝」の義務を代行してくれる家事労
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働者を雇う者もいる。ここでは夫から妻へ、妻から家事労働者へといった、ケアギバーの

転移の連鎖が見られる。 

このように、台湾では私的領域の労働は女性のしごととであると考えられているせいか、

女性の多くが自身のポケットから家事労働者の費用をまかなっている。そこには「悪い母

親、嫁」と謗られたくない、という思いもある。しかし、家事労働者を雇ってはいても、

女性たちは、夫や義理の両親からは相変らず昔ながらの役割を期待される。台湾の若い世

代の女性は、現代的なキャリアウーマンであることを受け入れているにも拘わらず、伝統

的な「賢妻良母」の役割を担わされている。家事労働の社会的責任は、女性が実際それを

果たす、果たさないにかかわらず、彼女たちの負担から取り除かれることはない。そのよ

うな中、外国人家事労働者は女主人が妻として、母として、嫁としての役割を達成するの

を助けている。 

では、家事労働者が関わることで母親役割にどのような変化があるだろうか。Lan が行

った調査によれば、女主人は家事労働者に助けられつつも、一方で自身の母、妻、嫁役割

を脅かされると感じることもある。家事労働者が子どもの世話をする場合、女主人たちは、

彼女たちに子どもへ精一杯の愛情を注いでほしいと願う一方で、嫉妬や剥奪感を感じる。

母親たちは子どもの愛着を奪われないために、母親としての労働を層化し、おむつ替えや

子ども部屋のそうじなど「重要でない」仕事を家事労働者に割り当て、自分自身は子ども

に本を読んでやったり宿題を一緒にするなど、社会化に関わることを行う。結果として倫

理を教える威厳のある母親と、子どもに甘い外国人子守、という色分けとなる。母親たち

の Lan に対する役割区分の説明の語りには、自分のしごとは子どもにホワイトカラーの倫

理観を教えることであり、「外国人の子守」にはそれはできない、という差別感が表出され

ていた。 

厳しくしつける母親よりも子守に子どもがなつくのを恐れる母親は、家事労働者に意図

的に「こわい人」役割を命じる場合もある。さらに母親たちは、「血は水より濃い」ので、

自身の母親役割は永久的である一方、家事労働者のそれは一時的で、子守の存在は母子の

絆に対する脅威にはならないと考えている 21。 

 

(2)-3 考察 

 (2)-2 でみたのは、言説というよりも、子育てをめぐる人々の実践である。Lan が描い

た人々は、家事労働者を雇うことのできる比較的裕福な階層であり、それが台湾全体を代

表するわけではない。彼女たちが雇用した家事労働者は、女主人のためにやっかいで気の

重い母、妻、嫁役割を果たしてくれている。しかし、台湾の女性がどれほど卓越したキャ

リアや学歴を有していても、家事労働者を雇っても、伝統的な役割期待からは自由になる

21 2003 年に修正された就業服務法の第 51 条によれば、家事労働者の契約期間は最長 3 年であり、必要

があれば雇用主はその延長を申請できるが、許可するか否かは行政院の決定するところである。  
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ことはない。翻って言うならば、台湾における「男性は外回り、女性は内回り」の規範の

強さが窺える。 

住み込みの外国人家事労働者を育児のために雇用した場合、「悪い母」という謗りを免

れるために、台湾の母親たちは、新たな局面に対応した役割を実践していた。それは、育

児においても、家事労働者がするしごとと自分がするしごとを層化して役割区分をするこ

とであり、そこでは子育てや母親役割の再定義が行われていた。 

 

(3)小括 

 

本章では、少数先住民と外国人家事労働者をめぐる子育てについて検討した。 

先住民については、日本植民地期以後の歴史が、現在の彼らの生活を規定していること

が分かった。彼らの生活は、政治的にも経済的にも周縁化されているため、育児や保育の

内容に関してよりも、隔世養育や、売春問題としてステレオタイプにとりあげられる傾向

があった。 

外国人家事労働者の台湾への導入で、母親の子に対する母親役割について変化をもたら

していることが確認できた。ただしそれは日常実践のレベルであり、Lan が描いたインタ

ビュー調査をみる限り、家事労働者を子どもの保育にあてても、伝統的な母親役割にはな

お揺るぎがないことも分かった。 

一方、ここでは外国人家事労働者自身の子どもをめぐる子育ての問題をとりあげること

はできなかった。外国人労働者の中には、国外への就労のために、地元に子どもを残して

いる人も多い。台湾へ介護や育児のケアのサービスを提供する一方、自分の家族に対して

それができない。いわゆるグローバルなケアの連鎖の問題は深刻であると思われる。また、

彼女たちの仕事場が「私領域」とされるところであるために、雇用者から暴力を受けても、

ドメスティックバイオレンスの対象とはならない非常な周縁に位置づけられていることも

問題として指摘されている 22。 

林津如によれば、台湾の家事労働者政策は、共働き家庭における高齢者と子どもの世話

についての政策の上に成り立っており、当局の保守的性別役割意識を表出しているという。

同氏はジェンダーだけではなく、エスニシティや階層の不公正をただすことこそ、家事労

働の社会化の目標としなければならない 23、としているが、まさにその通りであろう。 

22 潘淑満 2008「外籍家事工受暴現象的社会意義(外国人家事労働者が受ける暴力の社会的含意)」『社区

発展季刊』119 期 pp.103-117。  
23 林津如 2000「「外傭政策」与女人之戦―女性主義策略再思考(「外国人メイド政策」と女の戦い―フェ

ミニズム戦略の再考)」『台湾社会研究季刊』39 pp.93-151。  
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7 章 まとめ 

 

（1）考察 

 

 本報告書では、歴史的経緯に着目しつつ、台湾の子育て言説についてみてきた。以下、

それについて振り返ってみよう。 

2 章で、日本植民地期の国語保育園における子育てと台湾人女性の「母性」言説につい

て考察した。被植民者を戦争に動員する必要に迫られた日本人為政者は、台湾人の「母性」

を日本語能力によって層化し、保育園の運営に利用した。3 章では、戦後の託児所が創設

された 1950 年代から 90 年代までの状況を概観した。そこでは、台湾が国連を脱退し、国

際社会で中華人民共和国が相対的に力を得ていく中で、ユニセフが託児所設置に援助を行

い、台湾の保育機関のあり方に影響を与えたことも確認できた。日本植民地期と戦後初期

までは、母親たちからの要望というよりも、国家政策の遂行（戦前は戦争の遂行、戦後は

経済発展の達成）のため保育園、託児所が設置されたことが分かった。 

 4 章では、1970 年代～90 年代の台湾における「親職」概念の歴史を概観した上で、子

育て言説を、育児雑誌を手がかりに検討した。当初、政府は国家に尽くす人間の育成を親

職の主眼としており、女性を主たる担い手と想定していた。しかし、90 年代の本格的民主

化と女性の就業の増加により、父親へ育児への参加をよびかけるものへと変化していった。 

現代の育児雑誌においては、専業主婦は価値の低いものとして位置づけられていた。女

性の就業を促すため、父親の育児経験を紹介したり、子どもの預け先として新たに設けら

れた地域ベビーシッター制度等の紹介が詳しくなされている。ただし、女性の就業によっ

て、育児の負担は子どもの父親ではなく子の祖父母に横滑りしている状況が見られ、台湾

にはそれを表す「隔世養育世帯」という言葉も定着していた。育児雑誌においては、この

ような隔世養育を「しかたのない事」とみなし、親職教育の対象に祖父母を加える傾向に

ある。 

潘淑満は、台湾において、省籍、国籍、職業、経済地位／階層、教育程度、居住地域の

異なる 37 名の女性（母親）に対しインタビューを行い、戦後の女性の母職実践、経験、母

職に対する見方について検討した。それによれば母親たちは、「子どもの要求を満たすこと」

が母親として重要であると認識し、実践している。また学歴やエスニシティは異なっても、

37 名のインタビューを受けた全員が、家事の分担について「男は外、女は内」のステレオ

タイプから自由ではなかった 1。また子どもを祖父母に預けた場合でも、実際にそのめん

どうをみるのは祖母である 2。この研究結果にも裏付けられるように、雑誌のよびかけと

は裏腹に、台湾において女性の社会進出は男性の育児・家事参加に直接的にはつながって

1 潘淑満 2005「台湾母職図像」『女学学誌』20 期 pp.62-70。  
2 潘淑満 2005「台湾母職図像」『女学学誌』20 期 p.78。  
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いないことが分かる。 

5 章では、育児・保育をめぐる社会制度を検討した。労動基準法、性別工作平等法、就

業服務法、幼児教育及照顧法において、女性の就業と子育てにかかわる条文について検討

し、先行研究を参照しつつ考察した。労動基準法、性別工作平等法は、基本的に性別役割

分業観にもとづいており、就業により女性の経済的独立を保証するものではないことが確

認された。ただし、性別工作平等法において託児所設置の規定を設けたことで、より女性

が働きやすい就業環境へと改善が進んでいることも分かった。 

日本より一足早い幼保統合（幼託整合）を達成した幼児教育及照顧法の制定は、さきに

述べたように、子どもの教育機会の平等を追求したものである。その背景には、9 年の義

務教育では国際社会からたち遅れてしまうという台湾当局の強烈な危機感がある 3。幼児

教育及照顧法では、保護者にさらなる責任と負担が求めているため、母子一体の規範の強

い現状のままこの制度が浸透することで、将来の母役割のあり方に影響が出るのではない

かと推測される。またこの法律の制定で、「教育」の対象とならない 2 歳未満の低年齢児に

ついては、台湾当局はそれほど予算をかけておらず、養育責任は母親やその家族にあると

見なしている。よって政府が母親に求める役割は、子どもの年齢により異なっていると考

えられる。また、保育の選択肢が少ない中での 2 歳未満の低年齢期の子育てのあり方が、

母子一体の規範の固定化につながっていると推測される。 

6 章では、少数先住民と外国人家事労働者について検討した。少数先住民については彼

（女）らをめぐる子育て言説が見られず、むしろ植民地時代には日本人に「嫁ぐ」先住民

女性、近年では雛妓のイメージが流布する現象を検討した。先住民女性は社会経済的に台

湾で最も周縁化された人々であり、ジェンダーとエスニシティの二重の抑圧のもとにある

ことが、その一因である。 

外国人家事労働者は、就業服務法の制定により、近年台湾で増加している。彼女たちは

フィリピンやインドネシアなどからやって来ており、家庭の中で介護や育児を担っている

ことが多い。本研究では Lan（2006）のインタビュー調査によりつつ、中・上層家庭の子

育てにおいて、女主人と家事労働者は層化された役割を分担し、そこでは母役割の再定義

が実践されている過程を確認した。とはいえ、家事労働者を雇っていても、夫やその他の

家族員から女主人に対して寄せられる妻、嫁役割の期待にはほとんど変化がないことも分

かった。外国人家事労働者を導入した台湾政府においても、労働力不足の解消と政府収入

の拡大、国際社会で力を得ることがその目的であって、政策の意図はもとより女性の視点

に立ったものではなかった。 

台湾の子育て言説についてまとめると、以下のような特徴があげられる。 

①台湾における子育て言説は、国民統合あるいは国家建設と結びつけられていたが、為政

3 山田美香 2011『香港・台湾の教育改革』風媒社 pp.100-102。そのため台湾では、2014 年から公立・

私立ともに高校の授業料が免除されるという。  
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者の交代にともない、その含意は歴史的に大きく変化した。 

② ①と関連するが、そのような歴史を背負っているため、1945 年以降、台湾当局は常に

政府として対外的な立ち位置に配慮せざるを得ず、子育てや母親、父親のあり方は国際関

係に強く影響を受けている。そのような状態は現在に至るまで継続している。 

③現代台湾においては、伝統的な家族主義、女性の自己実現を当然とする西欧的な規範、

そして国家戦略として国民統合をめざそうとする複数の子育てをめぐる規範が併存し、ゆ

れ動いている。 

④マイノリティである少数先住民に関しては、民族全体として台湾社会で周縁化されてい

るため、子育て言説には彼ら固有の状況がみられる。しかし、一口に先住民と言っても社

会的・文化的にも多様性があるため、さらなる研究の蓄積が必要である。 

⑤1990 年代以降、グローバル化のもとで台湾当局の方針により、外国人家事労働者が大量

に導入された。②の一環としてとらえることができるが、台湾における子育てだけでなく、

外国人家事労働者の出身国における子育てにも影響を及ぼしている。 

 これまで先行研究では、台湾における GEM（ジェンダーエンパワーメント指数）の高

さに注目が集まっており、「台湾の女性の地位は高い」というイメージが日本においては強

い。しかし現在、UNDP も GEM における統計のとり方には多くの課題があり、ジェンダ

ーの問題を正確に表現できないと認識している 4。台湾の具体的な状況をみてみると、そ

のイメージの原因は、女性の高学歴層とそうではない層の二極化にあるように思われる。1

章で紹介した斧出と藤田の研究によれば、高学歴の女性は結婚・出産後も、様々な形で育

児のサポートを受け、定年まで働き続けるが、一方であまり高学歴でない女性は、働き続

ける意欲はあってもそれがかなわず、子育てが終わると親の介護へ向かう 5。従って台湾

の女性の地位が高いというイメージは、高学歴者の状況がより強く反映された結果ではな

いかと思われる。また安い賃金で雇用できる外国人家事労働者の存在は、高学歴層とそう

ではない人々の育児をめぐる負担の格差をさらに拡大している。しかし、これまで母親の

仕事とされていた子どもの世話を他に転嫁できても、それが子どもの祖母や外国人女性で

あるとしたら、性別役割分業の変更にはつながらず、むしろ固定化することになる。 

 

（2）日本への示唆 

 

 本研究では台湾を中心に記述し、日本と比較をすることはできなかったが、最後に、こ

4 杉橋やよい 2011「国連開発が提唱する新しいジェンダー不平等指数―データ加工の落とし穴」『カテ

ィング・エッジ』40・41 合併号 北九州市立男女平等参画センターpp.6-7。杉橋は、男女間の格差その

ものに着目するのであれば、世界経済フォーラムの「世界ジェンダー格差指数(GGI)」を利用するのが

ベターであるという。  
5 落合恵美子・山根真理・宮坂靖子・周維宏・斧出節子・木脇奈智子・藤田道代・洪上旭 2006「変容す

るアジア諸社会における育児援助ネットワークとジェンダー ― 中国・タイ・シンガポール・台湾・韓

国・日本」広田照幸編著『子育て・しつけ』日本図書センターp.105 
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こで得られた知見が日本にどのような示唆を与えるのか検討する。 

第 5 章で扱った労動基準法、性別工作平等法の「母性保護」や女性の労働保障の部分に

ついては、日本との法律と共通点は多かった。性別工作平等法は、違反に対する罰則規定

がない点で、日本の男女雇用機会均等法と共通している。従って、台湾の女性の就業環境

は日本とそれほど差はなく、性別役割分業規範が今なお維持されている点でも日本と共通

していると言える。ただし、女性の社会進出が進むと、育児の負担が家庭の外に出される

台湾と比べて、日本でそれがないため、仕事と育児の両方が母親への極度の負担になって

いる。これは、日本の男女の賃金格差が大きい上に、育児を外部化できる選択肢、制度が

少ないことが大きな原因であろう。 

台湾の場合、お金さえ支払うことができれば、子どもの世話をどうするかについては選

択肢が多く存在する。また、激しい競争社会における子どもの教育費を負担するため、子

どもと家にいるよりも働いて収入を得ることを選ぶ女性もいる。その場合、規範と現実の

折り合いをつける実践として、子どもは母親が育てるべきであるとは考えない若い世代も

出現している。そのような人にとって「母性」は、子どもの世話をすることではなく、「子

どものために働くこと」すなわち、職場参与することなのである 6。この場合、家庭に二

人の「パンの稼ぎ手」が存在することになるが、育児の負担を誰がどのように担うかは大

きな問題である。 

日本は男性の就労時間が長すぎることにも加えて、子育てに関する選択肢がないことが、

女性における就業の選択肢をもなくしてしまっている。OECD が指摘するように、女性が一

定の自己実現を達成できない限り、質の高い子育ては難しく、ひいては国際競争力は得ら

れないであろう。しかし、外国人家事労働者をこの選択肢に加えることが課題の解決につ

ながるのかについては、慎重な検討を要する。 

 

 

6 陳姣伶 2009『就業母親的嬰児照顧選択及託育経験探究』台湾師範大学 人類発展与家庭学系  博士論

文 p.26。  
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おわりに 

 

 本研究では、台湾における子育て言説を日本植民地期から現代にかけて、ざっと整理し

てみた。本研究の意義をあげるとすれば、歴史と国際関係の分析視角を加えて、大づかみ

であれ子育てをめぐる言説の全体像を示したことであろうか。しかし、対象とした時期が

長いこともあり、ここで取り上げた各時期・各事項については、さらに研究を深める必要

があると感じている。 

子育ての含意は非常に多義的であり、それに含まれる妊娠、出産のあり方や、親子のつ

ながりについても、台湾と日本は異なる。同じ儒教文化、アジアに属していても、相互参

照することで興味深い示唆が得られるのではないかと考える。 

最後に、台湾の子育ての歴史を振り返るとき、日本がかつて演じた歴史を再認識せざる

を得なかった。我々はこのことを忘れるべきではないだろう。 
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