
「台湾２０２０東京」アンケート

２０１６年１２月３０日

http://taiwan2020tokyo.org

　2020 年の東京オリンピックで「チャイニーズタイペイではなく台湾」の呼称を実現するために何が出来
るのでしょうか？　今回はアンケートという形で署名に賛同した方々を中心に「実現に向けて具体的な行
動に繫げるため」のご意見をいただきました。
　日本語でのアンケートということで回答者は日本人がもっとも多く台湾の方々からも回答をいただきま
した。全体的には日台関係を軸にこの問題を考える回答になっています。
　台湾問題に関心のある人たちは世界中にいます。今回は日本人が中心のアンケートでしたが、それぞれ
の国や地域でこのような意見を集めることで、この問題を広げるきっかけを作ることが出来ると考えてい
ます。

●調査期間
２０１６年１０月１０日～１１月２５日

●調査方法
・アンケート内容は日本語

・集会にてアンケート用紙を配布
２０１６年１０月１０日 （東京、文京区民センター）台湾研究フォーラム主催の「Taiwan is not Chinese 
Taipei ！ 2020 東京五輪『台湾』正名集会」

・インターネットで告知、回答は E メール
「台湾２０２０東京」ホームページ、メールマガジン。
署名サイト Change.org でネット署名した方へメール送信。

●回答数
総回答数　108 人
集会のアンケート用紙　27 人
インターネット　81 人

【国籍】
日本　76 人
台湾　21 人

【年齢】
10 代 1 人　20 代  14 人　30 代 15 人 　40 代 29 人　50 代 25 人　60 代 19 人　70 代 6 人　80 代 1 人

【性別】
男性　82 人
女性　17 人
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【Ｑ１】この問題に関心を持った「きっかけ」や「理由」を教えてください。

チャイニーズタイペイという呼称に違和感、関心があった　14

チャンネル桜、台湾チャンネルを観て　11

中国政府の台湾に対する圧力に反対　11

台湾に旅行をして知った、台湾に住んでいた時期がある、海外生活がきっかけ　9

東日本大震災の台湾の義援金に恩を感じて　8

change.org（署名サイト）からのメールで知った　7

元々、台湾問題に関心があった　7

歴史的に台湾と中国は別の国だから　7

Twitter や Facebook などの SNS やインターネットで知って　6

台湾人の友人、知人がいるから（または身内に）　6

台湾出身、台湾人だから　5

台湾人が親日的だから　5

台湾人と日本人は共通の価値観があるから　4

台湾が好き　3

台湾は中華人民共和国でも中華民国でもない　3

国際社会から孤立する台湾の現状への不満　2

小林よしのり氏の著作「台湾論」を読んで　2

台湾に親しみを感じる　2

台湾総統選の報道と台湾民進党が与党になったこと　2

中国の拡張主義への批判　2

日本の国防問題として　2

日本政府の台湾に対しての政策に不満　2

20 年前の初の民主的な総統選挙で台湾問題に興味　1

8 月 15 日に靖国神社前で配っていた台湾問題のチラシ　1

ROC（Republic of China）→Taiwan の名称の変遷を知っているから　1

ひまわり学生運動　1

チャイニーズタイペイという名称は失礼　1

テレビ番組「NHK スペシャル JAPAN デビュー」の問題　1

中華民国、国民党への反発　1

中国の民族問題（ウイグル、チベット、南モンゴル）　1

東アジアの安定　1

日本は一度台湾を裏切っているから　1
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【Ｑ２】「台湾」という呼称を実現するためのアイデアや、または運動を広めるためのアイデアや
方法があればお書きください。

インターネットでアピール（Twitter、Facebook、Instagram など）　10

一人ひとりが身近な人に伝える　9

チラシ、ポスター、張り紙、ポケットティッシュ配布などでアピール　8

日本政府に呼びかける　8

テレビ、新聞、雑誌で報道してもらう　6

台湾人の運動に期待する、台湾で国民運動になること　6

日本人と台湾人の交流を増やす、友人を作る　6

スポーツのイベントで台湾呼称をスポーツ団体に働きかけ、スポーツ文化の向上　5

街宣活動　5

署名を集める　5

マスコット、ステッカー、T シャツ、トレーナーなどグッズでアピール　4

集会や講演会を開催する　4

有名人による呼びかけなどインターネット動画番組を制作（Youtube、ニコ生など）　4

国連に訴える、国連加盟国の協力　3

若い世代に呼びかける　3

台湾政府が台湾独立を明確に　3

中華ではなく台湾料理、台湾製品に MADE IN TAIWAN など表記を徹底する　3

東日本大震災で台湾から多大な支援があったことを広める　3

インターネットではなく紙媒体での署名活動　2

新聞広告など各種メディアに広告を掲載する　2

台湾の近代史を義務教育で教える　2

中国国内の言論の自由や人権問題など普遍的な自由や民主主義の運動と一緒に訴える　2

日台友好をアピール　2

アメリカ政府、トランプ次期大統領に訴える　1

チャイニーズタイペイという発言があればおかしいと言う　1

フリーペーパー　1

ポケットティッシュ　1

看板の外国語表記に繁体字も増やす　1

国際司法裁判所に提訴など　1

周知デモを行う　1

政治家個人が台湾呼称を使うように呼びかけ　1

台湾と中国に大きな違いがあることをアピール　1

台湾についての映画を作る　1

台湾の可愛い女の子にアピールしてもらう　1

台湾の団体と連帯　1

台湾の日本語世代の方たちに呼びかけてもらう　1

台湾観光協会に働きかける　1

台湾黒熊をゆるキャラに　1

日本人に台湾を理解させること　1

靖国神社で街宣　1

勇気を持って「台湾」呼称に変更する　1
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【Ｑ３】キャッチフレーズや掛け声、共有できるシンボルなどのアイデアがあればお書きください。
※例　Taiwan is not Chinese Taipei ！、台湾は台湾！、台湾黒熊

・共有できるシンボル
台湾黒熊、台灣國黒熊、台灣黑熊代表台灣　10

台湾の国旗　3

Taipei 101※台北 101 高層ビル　1

・キャッチフレーズや掛け声
台湾は台湾！（台湾は台湾だ！、台湾は Taiwan）　23

Taiwan is not Chinese Taipei ！　8

加油台湾（台湾加油！、台灣台灣台灣加油！）　5

Taiwan is Taiwan!　4

台湾は中国ではない！　3

Call us Taiwan ！「台湾です」　1

Chinese taipei⇒271.8km2、Taiwan⇒35,980km2　1

Isola Formosa（フォルモーザ＝豊かなる島）ヨーロッパでの台湾の古称　1

Nippon is not American Tokyo　1

Only ONE "Taiwan"　1

TAIWAN is one of countries not one of regions.　1

Taiwan Formosa! Formosa Taiwan!　1

Taiwan first　1

Taiwan is Nation　1

Taiwan is Taiwan! Not Chinese Taipei ！　1

Taiwan is Taiwan. Nothing more, nothing less.　1

Taiwan is a Country!　1

Taiwan is a democratic and developed country as Japan.　1

Taiwan is not Chinese ！　1

Taiwan、Chinese Taipei 別々！　1

This is 台湾！　1

We are TAIWAN , we don't have any "C" letter.　1

We are Taiwan !　1

「台湾国って知っている？」　1

いい加減にしろ！中国！　1

チャイニーズタイペってどこのこと？　1

チャイニーズタイペイっておかしくありませんか？　1

チャイニーズタイペイではない　1

チャイニーズタイペイという国はありません。　1
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フォルモサ台湾　1

レイシストよ！台湾を、「中華台北」と呼ぶな！　1

ワン・台湾！　1

一寸法師台湾　1

我等は、台湾である　1

現代の創氏改名、「中華台北」に反対します！　1

誤 チャイニーズタイペイ→正 台湾　1

国際ルールを守れる「台湾」　1

私たちは知っているあなたが「台湾人」であり「台湾」出身だということを！　1

自由の国台湾　1

小さな巨人台湾　1

世界国民台湾！　1

戦後レジームを変える！　1

台北は都市名、国名は台湾　1

台湾 Taiwan 全面提起　1

台湾、一人一人が友好国　1

台湾≠チャイニーズタイペイ　1

台湾という国家を知ってください　1

台湾と呼ぼう　1

台湾と呼んでいた日本も UN も、おはいんなさい台湾、葉っぱのかたち台湾、地球に台湾がある　1

台湾の人が考えるべき　1

台湾の名前を奪う、「中華台北」に反対します！　1

台湾は支那などではない！　1

台湾は台湾人の国！　1

台湾は大事な日本の友達　1

台湾は中国に非ず！　1

台湾は中国の一部ではありません　1

台湾は中国以上のモラル大国　1

台湾は独裁覇権主義国家中国のものではない。台湾の自由と民主主義を愛する人々を守れ！　1

台湾は日本と同じ、民主的な先進国です。　1

台湾は日本の周辺国で最も親日的な国家です　1

台湾は日本存亡の要の国　1

台湾チャチャチャ　1

台湾魂　1

台湾差別の、「中華台北」に反対します！　1

台灣不是中華台北！　1

中華思想の無い「台湾」　1

中国と縁はあるが別の国！　1

中国の一部ではないのが事実です　1

東京オリンピックでは台湾と呼ぼう　1

東京オリンピックの正式参加国は「台湾」だ　1

日台友好！　1

日本と台湾は運命共同体！　1
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【Ｑ４】この問題をアピールできる記念日やイベント、場所などがあればお書きください。

※例　野球の日台戦、体育の日、東京都庁前

・場所
東京都庁前　8

靖国神社前　7

空港、航空会社や旅行代理店など　5

国会議事堂前や首相官邸前　4

中華街、横浜や神戸　3

中国大使館、領事館前　3

駅前や繁華街など　2

代々木公園、NHK 前　2

TBS 赤坂サカス　1

インターネットで拡散　2

テレビコマーシャルなど　1

テレビ朝日 六本木ヒルズ　1

マスメディアにアピールできる場所　1

駅前で街宣　1

観光地　1

自分の店　1

秋葉原、若者が集まる場所　1

神宮球場　1

台湾の日本人墓地　1

台湾文化センター　1

辰巳国際水泳場　1

電車の窓から見える場所に看板を立てる　1

東京ドーム　1

東京駅構内　1

日本の米軍基地周辺　1

北投温泉（台湾）　1
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・記念日やイベント
日台のスポーツイベント、高校野球など　13

台湾フェス、日台の交流イベントや物産展など　10

中華民国の建国記念日（1911 年 10 月 10 日※国慶日）　4

体育の日（1964 年 10 月 10 日※東京オリンピックの開会式）　3

台湾の総統府前　2

台湾文化イベントを主催する　2

日本の終戦の日（1945 年 8 月 15 日）　2

二・二八事件の日（1947 年 2 月 28 日）　2

「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」（テレビ人形劇）のイベント　1

下関条約が調印された日（1895 年 4 月 17 日）　1

嘉義農林学校、夏の甲子園に招待する　1

国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長※アンケート当時、日本に来日していた　1

国際見本市　1

春節（旧正月）　1

台湾 T シャツを集団で着てイベントをジャック　1

台湾の有名人が来日したとき　1

台湾ランタンフェスティバル　1

台湾人のいるアイドルグループを応援　1

台湾貿易センター、商談会など　1

中華人民共和国の建国記念日（1949 年 10 月 1 日※国慶節）　1

東京オリンピック絡みのイベント全て　1

日台関係の始まり、日中戦争の終わり　1

日台友好の記念日を作る　1

日本で開催される国家間イベントに参加し、訴える時間をもらう　1

日本の体育の日（10 月 10）は台湾国慶節と同じ日　1

日本への台湾割譲の日（1895 年 4 月 17 日）　1

米大統領候補※アンケート当時、米大統領選挙期間　1

李登輝氏の誕生日（1923 年 1 月 15 日）　1
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【Ｑ５】この問題に関心があり、取り組んでもらえそうな「政党」や「政治家」の方がいればお
書きください。
※国名も記載してください。

・政党
日本のこころを大切にする党（日本）　18

自由民主党（日本）　15

日本維新の会（日本）　8

時代力量 ( 台湾 )　4

民進党（日本）　3

日本第一党（日本）　3

幸福実現党（日本）　2

維新政党・新風（日本）　1

公明党　1

大阪維新の会（日本）　1

中国国民党 ( 台湾 )　1

民主進歩党 ( 台湾 )　1

・その他
バチカン市国　1

パラオ　1

フィリピン　1

ベトナム　1

ロシア　1

台湾と国交のある国の駐日大使、及び大使館　1

日台友好議員連盟　1

福爾摩沙私募基金　1
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・政治家
安倍晋三 内閣総理大臣（日本）　6

小池百合子 東京都知事（日本）　6

青山繁晴 参議院議員 自民党（日本）　6

蓮舫 民進党代表 参議院議員（日本）　5

岸信夫 衆議院議員 自民党（日本）　2

中山恭子 参議院議員 日本のこころを大切にする党（日本）　2

テリーザ・メイ イギリス首相　1

フレディ・リム（林昶佐）立法委員（国会議員） 時代力量（台湾）　1

ロドリゴ・ドゥテルテ フィリピン大統領　1

稲田朋美 防衛大臣 衆議院議員 自民党（日本）　1

黄國昌 立法委員（国会議員） 時代力量（台湾）　1

音喜多駿 東京都議会議員　1

河村たかし 名古屋市長 地域政党減税日本（日本）　1

吉田康一郎 元東京都議会議員 日本のこころを大切にする党（日本）　1

橋下徹 元大阪府知事 元大阪市長（日本）　1

古屋圭司 衆議院議員 自民党（日本）　1

桜井誠 日本第一党　1

山田宏 参議院議員 自民党（日本）　1

西村愼吾 前衆議院議員 日本のこころを大切にする党（日本）　1

石原慎太郎 元東京都知事（日本）　1

中山成彬 前衆議院議員 日本のこころを大切にする党（日本）　1

麻生太郎 衆議院議員 自民党（日本）　1

李登輝 元・中華民国総統　1

米大統領候補※アンケート当時　1
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【Ｑ６】この問題に関心があり、取り組んでもらえそうな「著名人」、または「企業や団体」など
あればお書きください。

・企業や団体
日本文化チャンネル桜（番組、台湾チャンネル）　5

DHC シアター　1

PHP 研究所　1

ＷＡＣ（出版社）　1

そこまで言って委員会（読売テレビ）　1

アパホテル　1

イエローハット　1

チャンネルくらら　1

経団連など経済団体　1

産経新聞社　1

自民党（日本）　1

小学館　1

世界日報社　1

青林堂　1

台北帝国大学同窓会　1

台湾企業と取引がある日本の会社　1

台湾独立建国連盟　1

拓殖大学　1

竹田研究財団　1

展転社　1

東武鉄道（台湾の鉄道と提携）　1

読売新聞社　1

日本財団　1

八重山日報社　1

飛鳥新社　1

扶桑社　1

民進党（日本）　1

李登輝友の会　1
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・著名人
金美齢　8

一青窈　3

青山繁晴　3

石平　3

福原愛　3

櫻井よしこ　3

ケント・ギルバート　2

ビビアン・スー　2

井上和彦　2

王貞治　2

宮崎正弘　2

金城武　2

五月天 Mayday（台湾のミュージシャン）　2

高須克弥 ( 高須クリニック )　2

桜井誠　2

小池百合子　2

杉田水脈　2

竹田恒泰　2

渡辺直美　2

ケント・デリカット　1

ビートたけし　1

ロバート・D・エルドリッヂ　1

安倍晋三　1

稲田朋美　1

永山英樹　1

黄文雄　1

我那覇真子　1

許世楷（元台北駐日経済文化代表処）　1

江崎道朗　1

高橋洋一　1

三橋貴明　1

志村けん　1

謝恵芝　1

謝長廷（台北駐日経済文化代表処）　1

小林よしのり　1

上念司　1

辛坊治郎　1

石原慎太郎　1

赤尾由美　1

田村秀男　1

百田尚樹　1

片倉桂史　1

門田隆将　1

野口健　1

有本香　1

羅福全（元台北駐日経済文化代表処）　1

日台ハーフの芸能人　1
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【Ｑ７】もし２０２０年の東京オリンピックで「台湾」の呼称が「実現できなかった」とすれば、
それは何が原因になっていると思いますか？　または、実現のために必要なことがあればお書き
ください。

・実現できなかった原因
中華人民共和国の圧力やロビー活動　31

日本のマスメディア、報道の問題、親中派のマスコミ　8

日本の親中派の政党や団体　8

親中派の政治家　7

日本企業の中国依存、経済の繋がりや利権構造など　7

日本人の意識、事なかれ主義、勇気の無さ　6

IOC（国際オリンピック委員会）、JOC（日本オリンピック委員会）、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会組織委員会、東京都の対中配慮　4

日本人の台湾への関心の低さ　4

日本政府の対台湾政策　4

外務省の親中派の役人　3

台湾人が台湾の呼称を望んでいるかどうか？　3

中華人民共和国が存在するうちは無理　3

台湾国内での盛り上がりが不足　2

アメリカの対中政策　1

チャイニーズタイペイ呼称ではないと国際スポーツに台湾選手が出場できないから　1

何らかの勢力　1

親中派の日本人　1

世界各国の中国に依存する経済人　1

台湾国民党の一部　1

台湾政府が台湾呼称を使っていない状況　1

中国政府が兵器を台湾に向けているから　1

長年の政治的な問題が原因　1

日中台以外の国の無関心　1

無関心さ　1

役人、官僚に朝鮮人、中国人が入り込んでいる　1
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・実現のために必要なこと
中華人民共和国の弱体化、影響力の低下　6

世界的な取り組み、国際社会の賛同　4

時間がかかる、時期を待つ、焦らない　2

実現のためには中国の民主化　2

小池百合子東京都知事に動いてもらう、都知事への直接の請願　2

日本国民全体を巻き込んだ運動、話題作り　2

We are friends. That's all.　1

あらゆる機会に訴え、台湾にも伝える　1

インターネット放送などで拡散　1

オリンピックは都市の問題で政府と関係ないという部分を利用する　1

チャイニーズタイペイオリンピック委員会の旗を、緑の台湾の旗に変更する　1

一人ひとりの草の根運動　1

各国オリンピッく委員会に嘆願書　1

国際的に台湾は台湾で当たり前なイメージを作る　1

国連改革　1

世界規模での知名度の上昇　1

台湾政府が主権獲得を目指す　1

中国がオリンピックをボイコットしても開催する　1

中国のオリンピック参加ボイコットを恐れない　1

中国の人権問題（臓器狩り）など周知させる　1

中国の分裂　1

東京五輪の開会式と閉会式でアピールする　1

日台の相互投資　1

日本に観光に来た中国人に働きかける　1

日本の親中派団体を上回る日台の民間団体の結成　1

日本の民進党、台湾出身の蓮舫党首に訴える　1

日本政府の勇気ある協力、弱腰外交をやめる　1

熱意や本気度の不足　1

平和の祭典としてのオリンピックの在り方を問う　1

- 1 3 -



「台湾２０２０東京」アンケート

台灣
TAIWAN

これからのために、ご協力をお願いします。
　今年の 1月にネット署名の呼びかけを立ち上げ、口コミや台湾での報道をきっかけに 10 月現在で約 6万
人の賛同の署名が集まりました。
　私たちの目的は、2020 年の東京オリンピックで「チャイニーズタイペイではなく台湾」の呼称を実現する
ことです。それを実現するためには、私たちに何が出来るのでしょうか？
　賛同された皆様のそれぞれが何か「実現するための知恵やアイデア」を持っていると思います。より実現
に向けて具体的な行動に繫げるために、多くの知恵や意見を集めたいと考えています。
　アンケートの結果はホームページでご紹介します。※氏名は伏せて公開します。
　このアンケートは運動の方向や方法を絞り込むために行うものではありません。アンケートの結果から、
この問題に関心のある世界中の人々が何かを得て、新しいアクションが起きることを期待するものです。

２０１６年１０月１０日

【国籍】　　　　　　　　　　　　【年齢】　　10 代、20 代、30 代、40 代、50 代、60 代、70 代、80 代　　　　【性別】

【Ｑ１】この問題に関心を持った「きっかけ」や「理由」を教えてください。

【Ｑ２】「台湾」という呼称を実現するためのアイデアや、または運動を広めるためのアイデアや方法があればお書きください。

【Ｑ３】キャッチフレーズや掛け声、共有できるシンボルなどのアイデアがあればお書きください。
※例　Taiwan is not Chinese Taipei ！、台湾は台湾！、台湾黒熊

【Ｑ４】この問題をアピールできる記念日やイベント、場所などがあればお書きください。
※例　野球の日台戦、体育の日、東京都庁前

【Ｑ５】この問題に関心があり、取り組んでもらえそうな「政党」や「政治家」の方がいればお書きください。
※国名も記載してください。

【Ｑ６】この問題に関心があり、取り組んでもらえそうな「著名人」、または「企業や団体」などあればお書きください。

【Ｑ７】もし２０２０年の東京オリンピックで「台湾」の呼称が「実現できなかった」とすれば、それは何が原因になっていると思
いますか？　または、実現のために必要なことがあればお書きください。

【Ｑ８】今後「台湾２０２０東京」でアクションについての会議などが企画された場合、参加出来るという方は「お名前（ハンドル
ネーム OK）と連絡先」をご記入ください。※場所は東京都内、開催は未定です。できればメールアドレスをお願いします。

アンケートはホームページでも募集しています。http://taiwan2020tokyo.org

※配布したアンケート用紙


