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Challenger or Lover: Disabilities in Taiwanese Consumer Culture 

Ta-wei Chi 

 

The Taiwanese consumer culture on perceptions and misperceptions of disabilities 

actually emerged long before postmodernity in Taiwan. As early as the 1960s, at 

the height of the Cold War, this consumer culture was already embodied by 

popular publications. In this presentation, I suggest that disabilities in Taiwanese 

consumer culture was first represented during the Cold War, prior to the waves 

of consumerism, and later extended to postmodernity, as shown in the highly 

commercial visual culture in the twenty-first century. I focus on two writers, the 

American educator Helen Keller (1880-1968) and the local writer Qiong Yao 

(1938- ), who respectively portray the disabled as a figure of the resolute 

challenger of difficulties (assumedly asexual) and as a figure of the passionate 

lover (assumedly hypersexual), have decided how the disabled have been 

understood or misunderstood in popular culture up to the present day.        

 

Keller has no Taiwanese identity nor experience in Taiwan, but she has been 

the single most influential writer on disabilities to Taiwanese readers from the 

1950s onwards. The newspaper archive shows that local people with disabilities 

in the 1960s and 1970s routinely claimed Keller as their role model. Even in 

postmodernity, the celebrities known for disabilities are commonly named (or 

self-named) Keller Reborn. Meanwhile, Qiong Yao, one of the most popular 

novelists in several East Asian countries, fashions the common attitude towards 

disabilities by portraying the disabled characters as passionate lovers in nearly 

ten of her novels, some of are modeled after the British canon Jane Eyre, 

which is known for its mad woman and blind man. The Taiwanese renditions of 

Jane Eyre were produced in and enhanced by the Cold War paranoia, during 

which any form of abnormality (such as homosexuality) was to be suppressed or 

corrected. Keller ’ s and Qiong Yao ’ s fingerprints remain locatable in the 



postmodern cultural products referring to disabilities.  
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人や恋人を克服する：台湾の消費文化における身体的、精神的障壁 

ジダウェイ 

 

台湾の消費文化では、現代の頃から身体的、精神的な障害の理解と誤解が生じてい

る。 1960年代初頭、すなわち冷戦のピーク時に、台湾の人気のある本はすでに消費

者文化における身体的および精神遅滞のイメージを示していた。 台湾の消費者文化

における身体的、精神的な遅れは、冷戦時代に初めて現れたが、ポストモダン時代

までは商業化された21世紀の視覚文化においてさらに壮観であった。 

台湾の有力な著述家、ヘレン・ケラー（1880-1968）と台湾人の瓊八尾（1938-）を

歴史から探求したい。 ヘレン・ ケラーは、台湾の人々は身体的、精神的障害が人生

の窮状で克服され（セックス・ ミスで克服されている）と考えており、Qiong Yao

は台湾の人々が身体的・ 精神的障害が狂った愛であると ザ 二人の台湾人の影響は、

21世紀の大衆文化まで見られた。 
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ヘレン・ケラーは台湾には行っていない。 しかし、1950年代以来、彼女は台湾人の

心に物理的および精神遅滞を理解する最初の人であった。 台湾の古い新聞のアーカ

イブによると、1960年代から1970年代にかけて台湾の身体的・ 精神的障害を持つ

人々は、常にヘレン・ ケラーが彼らの次のモデルであると主張していた。 ポストモ

ダン時代でさえ、身体的および精神的障害のために知られている有名人は、台湾版

のヘレン・ ケラー（Helen Keller）と呼ばれることもあります。 

私はまた、Qiong Yaoがその影響を無視できないことを強調した。 彼女はいくつか

の東アジア諸国で非常に人気のある愛作家です。 彼女は、数十ものベストセラーの

小説を書いた。その中には、身体的および精神的に障害のある人々が愛に夢中にな

っている様子が描かれている10冊（1970年頃の出版物）がある。 身体的、精神的な

障壁の中で、今日の台湾の消費者文化を深く理解しているなら、ヘレン・ケラーと

瓊耀が痕跡を残していることを振り返ることが最善です。 
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