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タイ王国大阪総領事館

ドゥシット・
メーナパン氏

総領事

もビジネスの街なので、
生活のリズムというのか

また住みやすい街であるとも言えますね。
食べ

…全体的にスピードが速い。

物もおいしいですし、
タイ人に人気のある観光ス

ポットもありますしね。

小島 人気のスポットとはどこでしょうか？

高いのはグリコの看板のある道頓堀ですね。
そこ

遊館、そしてショッピングです。最近大変人気が

メーナパン もちろん大阪城。そしてＵＳＪ、海
も見習わなければ」
…そんなことを言い合う場面

小島 タイの人にとって、日本の中で一番人気に

で写真を撮ることが流行っているようです。

高い観光地はどこなのでしょう？

メーナパン 一番は東京です。関西は二番目のエ

想でしかありませんが、
タイ人一般の持つイメー

リアです。
その中でも人気があるのは京都と奈良。

ジを裏切らないものだと言えますね。

ョンも異なるので、
これは本当にごく個人的な感

個人としては…まあ、
出会う人やシチュエーシ

も少なくありませんね。

日本」」」」
タイ人人人人のののの憧憧憧憧れれれれ――「「「「

小島幸保 編集室長（（（（以下小島）））） 日本にはどん
なイメージをもっておられるのでしょうか？

ドゥシット・メーナパン（（（（以下メーナパン）））） タ
イ人にとって日本および日本人に対するイメー

一方で日本人とタイ人が大変似ているところ

お寺を見に行く人が多いので。

道も最近の「ヒット」です。札幌にも直行便が飛

行便が飛んでいるということもあって。
また北海

最近人気が高いのは福岡です。
福岡空港への直

もあるように思います。
それは家族愛の深さとで
広く「仲間」を大切にするという
点ですね。こういったところは考
え方のよく似た民族同士なのかも

大阪、名古屋、東京。この５つの都市とそのエリ

んでいる…直行便が飛んでいるのは札幌、福岡、

アがタイ人には人気の観光地となっていますね。

しれません。
タイ人が日本人に見習うべきと

メーナパン 着任前に、プライベ

ている映画を何本も見てきましたよ。
１００本以

メーナパン 私も幼いころから日本を舞台にし

のですが…

ットになっているという話を聞いたことがある

された場所が、
タイ人の間ではとても人気のスポ

中野順哉 編集員（（（（以後中野）））） 以前映画で紹介

ころは真面目さと周囲への気配り
だと思います。タイ人にはあまり
ないところではないかな（笑）
。

小島 では大阪に対してはどうで
しょう？イメージは「日本」とは

ートで大阪には何度か来たことが

が大好きなんですよ。

上はあるんじゃないかな。
それほどタイ人は日本

異なるのでしょうか？

ありますが、その時には感じるこ

戦。
日本軍はミャンマーに行くためにタイを通過

マに書いたことがあります。
内容は第二次世界大

タイのある有名な小説家が日本のことをテー

とが出来なかったことが、今回の
赴任で見えてきたように思います。
一般の「日本人」と「大阪人」は
同じではないように思います。何
と言って
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もいうのでしょうか、
実際には家族だけではなく、

タイ王国大阪総領事館 総領事

ジは非常に良いもので、
特に規律正しさはもっと
も尊敬に値する美点だと感じています。
「タイ人

ドゥシット・メーナパン氏

説を書くとなると、攻撃・侵略

国々がこういったテーマで小

の日本人です。大半のアジアの

してゆく…主人公はそのなか

の偉大さを物語る事例であると思います。

血開城するということがありました。
これは国王

国王が英断的な意思表示をすることで、
首都が無

は政治的な権限があったわけではないのですが、

バランスを感じるのですが。

も、
精神的には国王がそれを支えている…絶妙な

民の、
それこそ民主主義によっておこなわれつつ

をした日本ということになる

れてからのことなのでしょうか。
それとも伝統的

中野 王室への敬意というのは、現国王が即位さ

嫌います。

し、タイ人は特に「階級的な圧力」というものを

る」とは感じていません。むしろ欧米にこそ、そ

日本の民主主義について、私は「行きすぎてい

タイの現状です。

…だから、国王を皆頼りにしている、というのが

をいただくことで多くの困難を乗り越えてきた

ただ国民が答えに行き詰った時、
国王よりご意見

では国王に政治的な権限は与えられていません。

ックなものだともいえるかもしれません。
法律上

国王との関係については、
もっとプラグマティ

言する上では、
とても大切な考え方だと思います

たものではありません。もっと

に現王室に対して国民は敬意をはらっているの

メーナパン 民主主義は自分の考えを自由に発

ナイーヴな恋愛もので、その後

のですが、この作品はそういっ

も何度も何度もテレビドラマ

の祖父ですので、
日本の明治時代にあたるのでは

の治政も偉大でありました。
ラーマ５世は現国王

います。現国王ラーマ９世のほかに、ラーマ５世

メーナパン 伝統的に王室を国民は敬ってきて

でしょうか。

国王はははは国民にとってもう一人のののの「「「「父父父父」」」」

な改革の一つは、貴族・高官が召使を私物化する

ういった危惧を感じることが多いですね。

ないでしょうか。
ラーマ５世のなされた最も偉大
ことを禁止し、人権を尊重したという点です。ま

もう一つは独立を保った国であること――そこ

方を国にもたらそうとなされました。
名古屋にラ

をヨーロッパに留学させ、
広い視野やものの考え

更には教育ですね。
まずは沢山の御子さん全て

れもそういった思いやりに満ちています。
その結

えておられます。長年続けてこられた事業は、ど

また国王は国民に喜びを与えることを常に考

気がします。国民にとって精神

も興味深い事例であるような

国民の在り方というのは、とて

いった意味ではタイの国王と

いう疑問を持っています。そう

メーナパン 日本への赴任は今回が初めてです。

小島 日本での赴任は大阪以外にどちらか？

留学をしたい国第１１１１位位位位

た電話を導入するなど、
産業においても大きな改

で私からの質問は、
現国王ラーマ９世とタイの国

革を成し遂げられました。

民との関係がどういった状況にあるのか…それ

ーマ５世の銅像もあります。
日本でも有名な国王
なのではないでしょうか。
タイと日本の正式な国交関係もラーマ５世の
時代にはじまりました。ほぼ１
３０年前のことですね。

中野 個人的な意見ですが、私
は日本の現代の民主主義は「行

果、
タイを他の周辺国と比べても政治的、
経済的、

的な支えにもなっている…と

きすぎている」のではないかと

文化的、精神的に落ち着いた「良い状態」に導い

いう点が特に。政治の実際は国

ていると言えるでしょう。

の「父」なんですよ。

という証でしょう。
国王は国民にとってもう一人

これは国民皆が国王を心から尊敬し愛している

ど全てのタイ人の家には写真が飾られています。

いることではありません。
にもかかわらずほとん

王の写真を飾る…ということは、
何も強制されて

メーナパン この部屋にも飾られていますが、国

について教えていただきたいのですが。

ます。
一つは日本と同様に王室を持っていること。

から受け継がれてきているタイのイメージあり

「以前の日本人」
中野 そんな中でも二点ほど、

化や映画化されています（※）
。
タイ人は日本をポジティブに
受け入れている例だと言える
のではないでしょうか。

小島 そういう小説に親しむ世代と、若い世代で
は、
日本に対する印象は違うのではないですか？

メーナパン 日本に対するイメージにジェネレ
ーションギャップはないと思います。ただ、最近
は選択肢が増えていることは事実ですね。
私たち
が若い頃は欧米や日本しか念頭になかったので、
映画もアニメもアメリカ・日本を中心に選択する
わけですが、最近は韓国やインドの映画などを楽
しむ人は多いので、
若者の選択肢が増えている…
車も私たちの若い頃は断然「日本製」でしたが、
今はインドや中国を選ぶ人もいますし…でも日
本の人気はどの年齢層でも共有していますね。

中野 逆に日本人の持っているタイのイメージ
というのは、正に今総領事のおっしゃられた選択
肢が増えるという中で芽生えてきたものなのか
もしれません。というのも、残念ながら我らより
前の世代の日本人が、
タイに特別なイメージを持
っていたという気がしないからです。
ただ近年アジアの国々との関係が深くなるこ
とで、
東南アジアの国々の個々の違いというのが
ようやく一般人の間でも意識されて来た、
そんな
ふうに思います。

１９９２年の政治的危機においても、
法律上で
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小島 先ほど、国王様がお子様を全て留学させた
というお話がありましたが、
現在一般のタイの学
生にとって留学はポピュラーな選択肢なのでし
ょうか。

学金を受ける人と、自費で行く人がいますが、奨

メーナパン 近年留学する学生は多い。国から奨
学金に関してはもう１００年くらいの伝統があ
りますよ。留学先となる国は、教育のレベルが高
い国、
あるいは技術力の高い国です。
ヨーロッパ、
アメリカ、日本、オーストラリアなどを目指す場
合が多いですね。
そして留学してきた学生は帰国
後国の発展に寄与すべく積極的に貢献してくれ
るので、留学は国としても、とても大事なことで
あると考えています。
この総領事館のスタッフもほぼ全員が留学経
験者です。

小島 我々の母校である関西学院大学は、海外へ
の数を増やしていきたいと考えています。ただ、

の送り出しも、海外からの受け入れも、ともにそ
海外から来られる留学生の最近の状況を聞きま
すと、留学先の選択肢の中で、日本を選ぶ学生の
数が随分少なくなってきているそうなんです。
タイではそのあたり…アジアの留学先として
の日本の地位というものは、
どういった状況にあ
るのでしょうか。

大阪をいかにタイ人人人人ににににＰＲするべきか

小島 タイのみなさんが持っておられる日本の
イメージを、我々ももっと良いものに磨いていか
なければいけないと思うのですが…。
総領事もタ
います。その視点から、日本はきちんと自国の文

イの文化を日本に紹介する機会が沢山あると思
化をタイにアピール出来ていると思われますか。

はないでしょうか（笑）
。タイ人は本当に日本の

メーナパン 日本はもう何もしなくていいので
ことを良く知っていますし、
日常生活においても
「日本」と接する場面は少なくありません。朝起
きて出勤には日本の車、バスも日本製。日本の料
理もタイでは大変な人気です。
生活の一部といえ
るでしょう。
技術力、教育など、日本を目指したい点が沢山
ありますし、３年前にタイ人に対してビザの免除
措置がとられていることもあって、
この数年で日
がっています。ですので…もう十分（笑）
。

本に足を踏み入れたタイ人の数は３倍に膨れ上

小島 さきほどグリコの看板、ＵＳＪ、大阪城と
いったスポットの名が出てきましたが、
それ以外
に、
今、
総領事が旅行社に「大阪のここがいいよ」
所・モノというのはありますでしょうか。

あるいは「これを食べるべき」と推薦したい場

板焼きやお寿司はさすがに美味しいですね。
ただ、

しては、特に大阪という訳ではないのですが、鉄

。料理に関
メーナパン まだそこまでは…（笑）
と思います。最近は中国に行く人も増えています。

メーナパン アジアでいうと、日本はまだ一番だ

るかもしれないので、
「ここ！」
「これ！」と改め

タイ人一般の方がもっと日本のことを知ってい

いません。

て伝えることはまだ出来るほどの知識をもって

将来的なタイと中国の関係を視野に入れて…と
も多くないですね。
インドに行く人はほとんど英

いう動機ですね。韓国は大変少ないです。インド
語が通用することが理由です。
やっぱり一番は日
本だと思います。

小島 日本では関東、関西、九州…と地域によっ
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て味が違うので、
是非総領事には大阪の味をたっ
った噂を流すのも良いかもしれません（笑）
。

のお寺に行けば、こんな願い事がかなった」とい

R
P

山くると思いますよ。

その背景にある物語性を伝えるとか。
タイ人は沢

するのもいいでしょう。
例えば四天王寺の伝統と、

が知られていない…という点を逆手にとって

京都・奈良はとても有名ですが、逆に大阪の寺

ぷり味わっていただければと思います。

メーナパン 色々試したんです。ただ、結局は自
分の好みにもどってしまうんです。
タイの料理は
味が濃い。だから日本の料理を食べる時も、味の
濃いものを好んで食べてしまいます。
ソースや醤

ーが書いた「クーカム」
（邦題「メナムの残照」
）
。

油をかけて…。

中野 タイフェスティバルなどを見させていた
１９７０年に初めてドラマ化。１９７２年、

（※） １９５７年に女流作家トンマ・ヤンディ
だくことで、
「ああすごいな！」という感銘をう

場所：タイ王国大阪総領事館にて収録

２０１５年１０月９日

１９９５年、２０１３年に映画化。

にわたって放送される。
１９７３年、
１９８８年、

年、１９９０年、２００４年、２０１３年と６回
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けるとともに、
うまくＰＲなされているな…とい
う感想を持つのですが、
総領事ご自身はどういっ
でしょうか。

た点に留意して自国のＰＲを考えておられるの

のか、
どのようなイメージを持ってもらいたいの

メーナパン 相手にどのように理解してほしい
か…これを明確に考えるということが一番大事
だと思います。例えばタイの場合、文化が特徴的
なので、ここが力強いＰＲポイントになります。

ればもっと材料がありそうですね。

い尽くしていても、ソフトの面をぐっと掘り下げて考えてみ

えて考えてみると、新しい発見がありました。ハード面を言

ておられるとも伺いました。それを大阪や関西学院に置き換

となり、タイという国をＰＲをする上で、常に文化を意識し

い対談となりました。今回は日本との交流を中心としたお話

「微笑みの国」と言われるタイ。そのイメージどおりの楽し

編集後記
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日本人もまた、
そういった文化を知ることに興味
を持っているので、
日本でのＰＲはここに力を入
れます。
まずタイ人の日常生活を知ってほしいの
で、料理ですね。料理も立派な文化ですから。そ
の他「これを見せたい」
「理解してほしい」とい
う様々なモノに対しても、
必ず文化という要素を
そこに盛り込んでいくようにしています。
大阪もタイ人にこう理解してほしいというコ
ンセプトがあれば、
それをテーマにしてＰＲする
のが一番でしょう。また「誰に」という対象もは
っきりした方が良いでしょう。
個人的な意見ではありますが、
大阪の観光のＰ
Ｒをするのであれば、やはり料理が良いのでは。
またタイ人が大阪に来たら何が出来るのか、
これ
も具体性をもってＰＲするのがいいでしょう。
特にタイ人が観光で興味を持っているのは１
に料理、２はショッピング、３はお寺です。
「こ
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