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The Process of Japanization in Thailand:

The Impact of Japanese Product, Thai Consumers'

Absorption of Japanese Culture-Part 2

Abstract

Globalization has made culture different from what we used to

know: culture nowadays is not only a way of life in anyone society

anymore. When the Thai context is considered, Thailand has been sig

nificantly influenced by Japan through Globalization process. At pre

sent, not only Japanese economy, but also Japanese culture has

started to have a deep impact on Thai society, and we can arguably

witness the process of "Japanization" in Thailand. One clear example

is that young generation usually grows up with Japanese products

and cultural products that surround them. The influence of Japanese

products has gradually changed from affecting the way of life to af

fecting Thai cOIJ.sumer's values. The important factors that enable

Japanization process in Thai society are, firstly, the close relationship

of Thai and Japanese economies: Thailand has depended much on

Japanese investment. Secondly, Thailand and Japan are Asian coun

tries and have a very close relationship, including that both have
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never been colonized by Western countries. Lastly, in contrast to the

past, the Thai consumer's behavior has changed dramatically to ab

sorb foreign products, particularly Japanese, more easily. This study

will hopefully make a better understanding of the process of

Japanization in Thailand, and prepare for the repercussions of this

process in this age of Globalization.
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タイにおけるジャパナイゼーションのプロセス（鈴木・ワンポーカクン）

ワコール、資生堂、マツダ、日立などの日本企業の投資が本格化した。また

'980年代後半からは円高を背景とした三菱自動車やソニー、シャープ、明治

乳業、エステー科学などの生産シフトとして日本からの投資がピークとなり、

タイへの外国投資額の半分を占めるようになった（東洋経済新報社、1996：

46-50)。

日系企業のタイへの進出は1960年代に始まり、現在まで続いている。タイ

において日系企業の多くが自動車や家電製品などの耐久消費財生産に関連す

る企業のため、タイ国内でもこのような製品が普及した。タイ社会全体への

普及と同時に、日本の製品はタイ社会に消費文化を拡大させ、タイ人の生活

様式に影響を及ぼしているとアヌットは論じた。例えば、農村では自転車で

移動することが可能であるが、自転車とオートバイとの格差について批判す

る「ミス・オートバイ」という歌で言及されているほどオートバイを利用す

る人のほうが多いこと、またバンコクでの自動車の量が非常に多いことが無

駄使いであることなどをアヌットは事例として取り上げている（Anut，

1982：154)。さらに、箕曲が論じたように、耐久消費財が一般の人々へ浸透

する過程は、同時に日本のメーカーの耐久消費財が一般の人々へ普及する過

程でもあった（箕曲、２００６：141)。その結果、日本ブランドの耐久消費財は

タイ人の生活に直接関わっていき、日常生活に欠かせない存在になった。こ

こでタイ社会で日本のメーカーの製品が普及している実態を理解するために、

その一例として現在のタイ国内全市場自動車販売台数についてのデータを図

３で示すことにしよう。

図３：タイ国内の自動車全体売上（2000年、2003年、2006年）
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出所：http:Z/WWW・toyota､coth/red/th/salessummary､aspの表のもとに筆者が作成一
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このデータによると、日本自動車メーカーのタイでの市場シェアはおおよ

そ９割である。販売台数も2000年に231,892台、2003年に485,604台、2006年

に621,641台となり、年々飛躍的に増加している。そしてタイの国内市場の

各メーカー自動車売上ランキングをみてみると、上位から「トヨタ」「いす幻

｢ホンダ」「日産」「三菱」となって日本のメーカーが上位を独占している。

また、「トヨタ」と「いす幻を合わせると2006年の売上は全体の市場シェ

アの過半数を占有している。

さらにブランドエージ研究所によって2002年に実施された調査'によると、

テレビを始めとする家庭電化製品の項目ではタイ人の消費者は日本のメーカー

のブランドを高く評価をしていることを示している。５品目の家電製品の中

で日本のメーカーがすべて1位を占め、特に「ソニー」はテレビ、オーディ

オプレーヤー、デジタルカメラの項目で上位を獲得しているように大人気の

ブランドとなっている。また冷蔵庫とデジタルカメラの項目では日本のメー

カーは上位５位を独占している。そしてタイ人消費者の商品及びサービスの

購入に影響を及ぼす要因を見ると、電化製品の項目では製品の購入を決断す

る際、商品の性質の他に「メーカー名やメーカー名の馴染み」の影響が強い

ことが顕著になった。タイ人の消費者にとって他の外国のメーカーやタイの

メーカーより「ソニー」や「パナソニック」などの日本のメーカーによって

生産される製品に対する信頼性や評価が高いことが反映されているといえる。

表２：タイ国内の最も好評な電化製品のメーカー（2002年）

テレヒ冷蔵庫オーディオプレーヤークーラーテンタルカメラ

１ＳＯＮＹlＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ１ＳＯＮＹ１ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ１ＳＯＮＹ

２ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ２ＴＯＳＨＩＢＡ２ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ２ＤＡＩｍＮ２ＣＡＮＯＮ

３ＳＨＡＲＰ３ＳＡＮＹＯ３ＫＥＮＷＯＯＤ３ＣＥＮＴＲＡＬＡＩＲ３ＮＩＫＯＮ

４ＬＧ４ＳＨＡＲＰ４ＡＩＷＡ４ＣＡＲＲｍＲ４ＫＯＤＡＫ

５ＪＶＣ５ＮＡＴＩＯＮＡＬ５ＰＩＯＮＥＥＲ５ＳＡＩＪＯＤＥＮｍ５ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ

出所：http:"www・brandagecom/issue/csdetail・asp?id＝400,401のデータのも￣

とに筆者が作成

－２６－

テレビ 冷蔵庫 ｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｰﾔｰ クーラー デジタルカメラ

1．ＳＯＮＹ 1．MITSUBISHI 1．ＳＯＮＹ 1．MITSUBISHI 1．ＳＯＮＹ

2．ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ 2．ＴＯＳＨＩＢＡ 2．ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ 2．ＤＡＩＫＩＮ 2．ＣＡＮＯＮ

3．ＳＨＡＲＰ 3．ＳＡＮＹＯ 3．ＫＥＮＷＯＯＤ 3．CENTRALＡＩＲ 3．mＫＯＮ

4．ＬＧ 4．ＳＨＡＲＰ 4．ＡＩＷＡ 4．ＣＡＲＲＩＥＲ 4．ＫＯＤＡＫ

5．ＪＶＣ 5．ＮＡＴＩＯＮＡＬ 5．ＰＩＯＮＥＥＲ 5．SAIJODENm 5．ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ



タイにおけるジャパナイゼーションのプロセス（鈴木・ワンポーカクン）

以上のように第二次資料を参考にしながら、タイ社会での自動車や電化製

品などの日本の耐久消費財の存在の大きさを考察したが、日本のメーカーの

製品を利用するうちに、タイ人の考えに「日本商品の性質が高い」や「日本

が技術大国」というイメージが入り込むようになったといえるのではないだ

ろうか。いつの間にかタイ人消費者は日本の製品に魅了され、日本のメーカー

に対する馴染みの感覚や信頼感がもたらされた。そのため、耐久消費財を購

入する際に日本のメーカーの商品を選択する傾向があると捉えられるのであ

る。また、日本の商品はタイ人、特に中間層の人々にとって重要な役割を持っ

ていた。彼らには経済的な余裕があるといっても、日本製品より高額な欧米

の製品を消費するまで経済力を持っていない。そこで、欧米の商品ほど価格

は高くないが、性質がほぼ対等である日本のメーカーの自動車や電化製品な

どの製品は彼らの生活を充実させて、ライフスタイルの一部となったと理解

できるであろう。この傾向は、シャンプー、石鹸などの日用品やお菓子、イ

ンスタントラーメンなどの食品にもおよんでいる。次節では日本のポピュラー

文化商品に視点を転換して論じよう。

５．２多様な日本ポピュラー文化商品

マンガ・アニメーションの世界

多種多様な日本文化商品の中で、マンガとアニメはタイ社会に他の商品に

先駆けて浸透した文化商品といえる。マンガとアニメは特に子どもや若者な

どの受け手へ日本文化を積極的に伝播するものである。彼らはドラえもんや

一体さん、ピカチュウと一緒に成長していきながら、マンガ、アニメを通じ

て小さい頃から日本文化に触れていき、気がつかないうち日本の文化が好き

になってゆく。

タイへの日本アニメの導入が始まった1957年から今日まで50年間程にわたっ

て、「仮面ライダー」「Dr､スランプアラレちゃん」「忍者ハットリくん」「ド

ラゴンボール」「美少女戦士セーラームーン」「ポケットモンスター」「ワン

－２７－
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ピース」「名探偵コナン」「DEATHNOTE」「NANA」など、多様なジャン

ルの日本発のマンガ・アニメがタイの若者の間に広まった。2007年現在のタ

イでは、アニメ番組は日本のアニメを中心にほとんどのテレビ局で放送され

ている。特に、５，９チャンネルとＩＴＶチャンネルで、毎週土日の朝７時

から約２時間は日本のアニメの専門時間としてヒットしている（nＶの現

状については後述)。AGBNielsenMedia調査所の資料を引用したジェト

ロのデータによると、2005年７月から2006年６月まで1年間にわたって放送

された地上波放送アニメの本数は110本である。そのうち、日本から輸入し

た作品が半数以上あり、欧米産のアニメよりはるかに多くなっている（ジェ

トロ、２００７：47-50)。

アニメ・マンガ人気を支え、さらに拡大させているのはマンガ・アニメに

関連する商品の産業である。大ヒットしたアニメのキャラクターを商品化す

るとき、多種多様な文化商品の産業を生み出す。アニメのＶＣＤ、アニメ主

題歌のテープやＣＤ、タイ語に訳されたアニメソング、マンガ・レンタルの

ビジネス、ゲーム、フィギュア、雑貨品などのキャラクターグッズといった

子どもや若者向けの様々な商品が次から次へと販売された。アメリカの代表

的な文化と見られるファストフードの店「マクドナルド」も、「お茶犬」や

｢ハローキテイ」など日本アニメのキャラクターの人気に依存して、おもちゃ

のコレクションをしばしば売り出す。また、子どもたちが手に入れやすいよ

うに、値段が安いにせもののキャラクターグッズが歩道の屋台で売られる。

その他にも、「すいか」のＴ－シヤツブランドや「ねこちゃん」の雑貨品など

日本では見たことがないキャラクターグッズも目にする。

さらにここ数年、好きなアニメの主人公の服装を着て写真を撮ったり楽し

んだりする若者が集まるコスプレのイベントや、マンガが好きな人たちが集

まる場として作られた「メイド喫茶店」などマンガ・アニメに関連する新た

な文化商品が続いて登場した。タイではオタク層が約２万人、そのうちコス

プレイヤーが２千人いると言われ、その数は増加する一方である。カリスマ．

－２８－



タイにおけるジャパナイゼーションのプロセス（鈴木・ワンポーカクン）

コスプレイヤーや人気コスプレ・グループなども存在する（ジェトロ､２００７：

46)。また2007年５月現在、バンコクで営業するメイドカフェが２店ある。

若者文化の発信地サイアムスクェアにある初のメイドカフェは、2006年４月

にオープンした、マンガの魅力に惹かれるタイの若者向けの店である。日本

のメイド喫茶で使用される言葉がタイ社会にはあまりふさわしくないと考え

られるため、「いらっしゃいませ、ご主人様」のかわりにタイ女性のメイド

さんは「いらっしゃいませ、○○○へようこそ！」とお客さんに声をかけて

あいさつする。またオーナーが日本人である２店目は日本オリジナルのメイ

ドカフェのチェーン店である。「アソーク」という日本人の中心街と呼ばれ

るところに位置しており、タイに滞在している日本人向けの店となっている

(DailyManager’2007.05.06)。

J-Pop・J-Rock日本の音楽、アイドルのカバー・グループ

J-Pop・J-Rockはタイやアメリカの歌と異なる新たな選択肢として、若

者の問で人気になった日本のポピュラー文化商品の一つである。最初に、

｢すばる」などの日本の歌及び「少年隊」「光GENJI」「近藤真彦」などの

アイドルの歌が1980年代にタイに入ってきたが、その後タイで定番の歌となっ

た「すばる」を除いて大きなブームになることはなかった。その後、「X

JAPAN」がきっかけとなり90年代に日本の音楽が再び注目された。２１世紀

になると、J-Popが特に女の子たちに人気が高まってきた。ＭＴＶＭａｇａｚｍｅ

によると、タイの音楽業界及び若者に対するアジアのアイドルや音楽バンド

の影響に関するランキングの中で、「XJAPAN」「SMAP」「字多田ヒカル」

｢ラルク・アン・シェル」「GLAY」など日本のグループやアイドルは20位中

15組も入っている。

また、日本の音楽産業をタイの市場に拡大するために両国の音楽会社が協

力し、その結果タイで発売される日本音楽のテープやＣＤが以前より安くな

り、簡単に購入することができるようになった。その結果、日本の音楽を楽

－２９－
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しむ人が増えてきた。2002年にタイで大手の音楽会社である「ＧＭＭ

Ｇｒａｍｍｙ」が日本のジヤニーズ事務所（Johnny，sFamily）と提携してから

は、様々な活動が盛んになった。例えば、「ＧＭＭＧｒａｍｍｙ」はジャニーズ

事務所の方針と同様に、2002年にポップアイドル発掘のために、「G-Junior」

というプロジェクトを行った。このプロジェクトからデビューしたアイドル

の中で、「Ｇｏｌｆ＆Mike」は一番人気があるといえる。そして、2006年９月

に「ＮＥＷＳ」のメンバーである山下智久とタイの「Ｇｏｌｆ＆Mike」が

｢KittyGYM」の名で特別ユニットを結成し、「フィーバーとフューチャー」

というシングルでデビューした。また、タイ政府観光庁によって開催された

2003年のパタヤ・インターナショナル・ミュージック・フェスティバルで

｢タッキー＆翼」がスペシャルゲストとしてコンサートを行い、その２年後

｢タッキー＆翼」はタイ語版のシングル「VENUS」をリリースした。

バンコクの中心街にある若者の街、サイアムスクェアには日本音楽の専門

店が多く並んでいる。それぞれの専門店では、写真コレクション、ＤＶＤコ

ンサート、アイドルグループが登場する日本の音楽番組のＤＶＤなどなかな

か手に入らないアイドルに関連ずるグッズが売られている。人気の急増とと

もにＪＰｏｐ・J-Rockはタイの音楽業界に対しても影響を及ぼしている。昔

ながらの日本のアイドルを見本にしてデビューしたタイの歌手は少なくない。

かつては、日本の学校の制服を着るなど日本の雰囲気を利用するアイドルグ

ループもいた。また、一部分に日本語の歌詞が入ったり、「YAKUZA」

｢WAZABI」など歌のタイトルが日本語である事例もみられている。

日本のテレビ番組一ドラマ、バラエティ番組を中心に－

日本のテレビ番組としては、アニメ以外ではドラマやバラエティ番組もタ

イに輸入・放映された。まずドラマであるが、日本のドラマの流行を引き起

こす先駆者としての「おしん」について言及しなければならないだろう。

1983年の４月に日本で放送が始まったＮＨＫ制作の「おしん」は世界中の人々

－３０－
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に高い評価を受けている日本のテレビドラマである。タイの場合、翌年に５

チャンネルで「おしん」の放送が開始された。ＮＨＫインターナショナルの

統計データによれば1984年から1985年に放送された「おしん」ドラマの視聴

率が81％にも昇っている（Parichat，２０００：320-321)。「おしん」以外では、

1980年代頃には三浦友和・山口百恵によるドラマのシリーズが若者には人気

となり、その後も「パパはニュースキャスター」などのドラマやトレンディ

ドラマも放送された。深田恭子がＨⅣ感染者を演じた「神様、もう少しだ

け」も若者の人気を博した。

1992年５月の「流血事件」後に政府から独立したメディアがタイの人々か

ら求められた結果、1996年に初の民間のテレビ局「nＶ」が開局された。若

者やＯＬ層の視聴率獲得を目指すために、1999年に外国のドラマを導入して

放送する方針をたて、ＩＴＶテレビは主に日本と韓国のドラマを放送した。

その結果、タイのドラマと異なる新たな選択肢として日本のドラマが再び注

目された。1999年から2001年にかけてIＴＶテレビ局で放送された日本のド

ラマに出演した俳優やアイドルはタイの若者の間でよく知られるようになっ

た。内容については、コメディかあるいは友だち、家族・恋人などとの複雑

な関係を中心に展開されるメロドラマが多いと指摘されている（Ubonrat，

2004：189)。

しかし、都会の若者には評判がよかったが、現地のドラマと比べると全体

的な視聴率は低かった。その理由は、日本のドラマがしばらく放送されなく

なったり、再び放送されたりするという状況が続いていたためである。現在

の状況は、固定した時間帯ではなく、７チャネルなどで日本のドラマが時々

放送されている。そして、長年にわたって日本のドラマの放送を続けるIＴＶ

テレビ局は、国民の政治に対する関心が薄れ、また政府の高額なコンセッショ

ンなどの経営破綻の問題によって有罪判決が下されて、結局首相府広報局１１

チャンネルの処理の下で「TIＴＶ｣２にとして新たに生まれ変わった（ジェト

ロ、２００７：３１)。それ以来、ＴＩＴＶでは日本ドラマの放送が中止された。し
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かしながら、日本のドラマの人気が下がったわけではない。グローバル化し

た今では、ドラマ視聴の方法がテレビからインターネットに移動するように

なり、日本のドラマにはまる多くの人がインターネットのブログに集ってい

る。ドラマの内容を話題にしたり紹介をしたりするウェブもみられる。また、

日本で放送が終わったばかりのドラマのＤＶＤやＶＣＤの海賊版が出回って

いる。たくさんの日本や韓国のドラマが専門店で発売されており、インター

ネットでも購入することもできる。特に最近では、日本で放送中のドラマで

さえインターネットでほぼ同時にダウンロードして消費することもできる。

ドラマの他にも、日本のバラエティ番組はタイの市場に入り込み、若者に

限らず、幅広い視聴者層を獲得している。1990年代に地上波のテレビ局で放

送した「風雲！たけし城」や「加卜ちゃんケンちゃんごきげんテレビ」に続

いて、「テレビチャンピオン」はタイの視聴者に高い評価を受けていた。そ

のためテレビチャンピオンのタイパージョンや日本の番組のフォーマットを

見本にして製作されるバラエティ番組がタイで現れている。2007年に日本テ

レビ製作「天才！志村動物園」の「パンぐんとジェームズ」のコーナーがタ

イ語の吹き替えやタイ人の司会者を使うなどローカル化しながら、「ごろご

ろ笑え！サルと犬」というタイ語の番組名の下で放送が開始されると、たち

まち人気番組になった。

日本のファッション

若者向けの様々な雑誌の一部分で日本の若者のファッションがつねに注目

されていたが、2004年に日本の若者ファッション雑誌「CAWAII｣、2006年

に「RAY」のタイ語版が発売された。雑誌の中で化粧品のアイテムや化粧

の方法、ヘアスタイルセット、女の子のファッションスタイルのスナップ、

おしゃれなグッズなどや日本語版からそのまま取り上げられるコラムもある

が、渋谷や秋葉原などの日本の若者の街での流行に関する特集や日本のファッ

ションのコーディネートするタイの女の子のスナップのコラムもタイ側の編
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集部によって紹介されている。これらは日本の情報を伝える若者向けのファッ

ション雑誌とみられているが、中には男性へのアピールや性的な価値観をめ

ぐるコラムも掲載されている。タイと日本との性的な考え方が異なるため、

読者にも悪影響を与え、タイの文化や社会に不適切であると考える論者もい

る。例えばタイの女`性が人前で肌を出すことは慎むべきとされているが、日

本の影響を受けた若者層におけるミニスカートやキャミソールの流行にまゆ

をひそめる人も多い。

現在では、若者を引きつけるために日本のヘアスタイル雑誌を置いたり日

本のアイドルのポスターを貼ったりする美容院も多くなってきた。日本の化

粧の方法を紹介するポケットブックや、2007年３月に開設された「Bunka

FashionAcademy」という日本のファッション専門学校など日本ファッショ

ンにダイレクトに関わる事象が増えてきている。さらに、タイの専門学校で

は学生の人数を増加させる戦略として日本の高校生のような制服を導入する

学校も少なくない。これらの状況を考えれば、日本のファッションがタイの

若者のライフスタイルの一部分になっているといっても過言ではない。

日本語

日本のポピュラー文化がタイに広まるにつれて、日本語は外国語の中で非

常に人気があるものになった。国際交流基金（JapanFoundation）によっ

て2003年に実施された海外日本語教育機関調査によると、タイの日本語の学

習者数は1998年の39,822人から、2003年には54,884人に増加し、全体の学習

者数上位１０ヶ国の中で、７位を占めるようになった（国際交流基金、２００４：

9)。大学の入学試験のシステムでは1998年から日本語が試験科目に採用され、

日本語を学習する人の増加はさらに著しい。日本語を学習することには様々

な目的及び理由が挙げられる。日本との親善・交流や日本語によるコミュニ

ケーションができるようになることはもちろんであるが、ポップカルチャー

に興味があるという理由で日本語を学習する人も増えている。また、多数の
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日系企業の進出により、日本語ができる人は将来の就職に有利となるため日

本語を勉強する人も多くなっている（国際交流基金、２００４：11-12)。日本が

タイに与える影響は文化面だけでなく、雇用などの経済的な面でも多大であ

る。（鈴木・奥間、2004）

日本語人気や日本文化の活性化の下支えとして、学校教育以外の民間日本

語学校が大きな役割を果たしていることも見逃せない。現在若者に人気があ

る民間の日本語教育機関は２校（Ｊ・ＥＤＵＣＡＴＩＯＮおよびMAINICHI）存

在している。日本語学校が目指したもともとの目的は、日系企業で日本語を

使う必要がある社会人を対象にして日本語の講座を開始することであったが、

現在の目的はそれだけには限らない。日本文化商品を利用して若者などへ対

象者を広げたり、機関を自己宣伝したりする戦略がしばしばみられる。それ

らの民間の日本語教育機関では日本語コースはいうまでもなく、日本留学紹

介センター、日本留学フェアの主催、日本留学に関する奨学金の情報、日本

へのスタディー・ツアー、日本のホームステイのプログラム、日系企業のリ

クルーティングなどの事業を行い、それらに加えて日本語学校の「ジャパン・

フェスタ」や「JCoverSeries」などの日本ポピュラー文化に関連するイベ

ントを主催することもある。日本の国際交流基金のような文化交流機関や日

本国籍コンビニエンス・ストアなどの日本文化商品に関する民間企業及び日

本文化に注目するマスメディアと協力しながら、イベントを行うことは民間

の日本語教育機関の際立った特徴である。

曰本料理及び緑茶ブーム

現在のタイの社会では日本文化ブームが頂点に達して、何でも「日本」の

ものならいいというような状況であるといっても過言ではない。その中でも

日本料理及び緑茶のブームは見逃してはならないものであり、メディアやビ

ジネス業界に特に注目されている現象である。緑茶や日本料理は健康にいい

ということがタイ人に知れ渡り、他の日本文化商品と違って、日本料理と緑
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茶の消費者は若者に限らず、老若男女と幅広く及んでいる。

日本料理店の現状を見ると、タイにおける日本食の市場は年々急速に拡大

している。日本料理店を店舗数の面から見ると、タイはアメリカ、中国、韓

国、台湾に次いで、世界第５位を占めている（ThanSethakij，2007.05.

03-05)。日本食ブームが進んでいる背景には、日本食産業の市場をさらに促

進するため、日本料理を文化として紹介するイベントがしばしば開催されて

いるなどの要因もある。

タイ人の消費者にとって日本料理は健康に良いと思われており、老若男女

にかかわらず誰でも足を運ぶ店となった。お客に日本のイメージを感じさせ

るように、日本語のあいさつをしたり、お店の雰囲気やデコレーションを日

本らしいスタイルで装飾したりする。しかし、それらの店に出る料理はタイ

人の口に合わせて工夫されているメニューが多い。例えば、魚類のたたきの

メニューは必ず唐辛子などを入れて、タイ風のサラダ（ヤム）の味にする。

または、ラーメン屋でもタイ人の好みに合わせてトムヤム味のラーメンなど

特別な味に工夫され、評判がよい。

最初に日本料理がタイに入ってきた時は、高級で値段が高いものであった

が、一般の消費者の増加とともにデパートでの日本レストランチェーン店は

いうまでもなく、持ち帰りの日本食コーナー、寿司の販売コーナーや屋台も

スーパーやデパートのフードコート、バンコクのスカイトレインの駅前など

にあり、珍しい存在ではなくなった。以前と比べると、料理の値段も下がっ

てきたので誰でも食べられるリーズナブルな値段になった。大手スーパーや

デパートでは冷凍食品や日本料理の調味料、食材なども普通に置かれている。

緑茶フィーバー

日本食ブームと同時に、「緑茶フィーバー」という新たな消費文化が誕生

した。消費者の中では、緑茶は日本の文化商品のイメージに付着したもので

ある。そのため、緑茶飲料の生産者は緑茶が－つの日本文化として、消費者
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に「緑茶が日本、日本が緑茶」というメッセージを送ろうとした。消費者の

興味をひきつけるために、茶道、緑茶の畑、日本のお化けなど日本文化や日

本らしい雰囲気を緑茶のＣＭに使ったり、日本語で語りながらタイ語の字

幕をつけたりする緑茶及び緑茶に関連する商品のＣＭが絶えず放送されて

いる。特にある緑茶ブランドのＣＭで、最も美味しいと思われる緑茶の葉っ

ぱの上の部分が農民に取られそうになったとき、緑茶の葉っぱの上にいる青

虫が言った「新芽ちょうだい！」というフレーズが広く一般に知られている。

圧倒的な人気があったこのフレーズが曲の歌詞になったり、ＣＭに出てくる

キャラクターの青虫人形が売られたりするなど、一時大変な話題となった。

日本文化を表現しながら、美味しいという意味のタイ語を混ぜた「アロイで

すか」というようなＣＭもあった。緑茶は日本のイメージが強いと考えら

れるが、緑茶の市場をみると最初にタイの市場を開拓して売り出したのは日

本の企業ではなく、台湾とタイの企業であった。2006年６月に日本の飲料メー

カー「キリン」は「本物の緑茶を知ってもらいたい」とタイ市場に打って出

て緑茶飲料「生茶」を出した。

以前はタイ人にとって緑茶の味は苦くて口に合わなかった。そこで地元の

人の好みに合わせて、味を現地化したことが緑茶ブームをもたらす重要な要

因となった。他の飲み物より値段が高いにもかかわらず、緑茶は売り上げ上

位を占め、今まで期間限定のものを含めて、オリジナル味（砂糖入り)、蜂

蜜入りの味、黒胡麻と小豆の味、キーウィとアップル味、コーラ味、ミック

スフルーツなど、１５種類以上の日本で見たこともない緑茶がどんどん発売さ

れている（その後、日本でも甘味の緑茶飲料が発売されたが、販売は不振で

あった)。さらに、緑茶ブーム現象は飲み物だけにとどまらず、そのブーム

の流れに乗って生産者の側が原料として緑茶を利用し、緑茶入りのインスタ

ントラーメンやピータンなどの食べ物、歯磨きや生理用品などの日用品にま

で及んでいる。緑茶がブームになっている現象は、「何でも緑茶が入ってい

る」という飲み物・食べ物から日用品までに囲まれているタイ人の生活につ
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いて言及する曲が発売されたことにもあらわれている。日本のメディアもタ

イにおける日本料理・緑茶ブームについて注目し、その後に続いて起こった

｢おでんブーム」や「わさびブーム」についても報道した。

ここ数年間、日本料理や緑茶につづく新しい消費のトレンドとして評判が

ますます広がったのは日本スタイルの菓子とデザートである。タイのスーパー

マーケットに入ってみると、昔から売られているグリコポッキーはいうまで

もなく、最近では値段が現地生産のポッキーより５倍も高いにもかかわらず、

日本で販売しているものと同じポッキーや明治のチョコレートなどが日本か

ら輸入されて店頭に並んでいる。原宿辺りで日本の若者がクレープを食べて

いる姿をモニターで流す店もある。パン、ケーキ、シュークリームなどを販

売する日本の洋菓子のチェーン店もバンコクで販売を展開している。たこや

きのチェーン店もタイでの営業を始めた。

この頃タイの生産者も若い消費者を狙って日本ポピュラー文化の流行を戦

略に利用し、様々な不思議な商品を作り出した。スーパーマーケットの商品

を観察した際、「ハナミ」「ベント」「ドウゾ」「ケンドウ」「ショウグン」な

ど日本語をブランド名につけたお菓子や日本料理の風味のお菓子が多く見ら

れた。また、かつて文化的無臭商品と考えられたインスタントラーメンは今

はそうではない。チキン味からジャパニーズ。シーフード味のおかゆ、カレー

パウダー入りのタイ風かに妙め味などタイ風の味に工夫される日本の焼きそ

ば、東京しょうゆなど日本らしい味の新商品も発売された。そして勘違いに

よって誤った日本語をつけたりする事例も増えてきた。例えば、緑茶のブラ

ンドに日本語で「おはよ」と表記するものがあるが、そのパッケージには英

語では「Ohiyo」と表記されていた。日本語ならば正しくは「海苔緑茶」で

あるが、パッケージに「海苔録茶」とプリントされている商品もあった。ま

た「ドライフルーツ」は「かわいた果物の砂糖づけ」のように日本では使わ

れていない日本語で表現されていた。

ここまでタイ社会で日本商品から始まり、日本文化商品の実際の現状に関
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して論じてきた。生産者の側が日本語などの日本のイメージによって商品の

販売を促進している事例が少なくない。日本語や日本の雰囲気によって商品

の付加価値をつけているのである。また、現地化やハイブリッド化も進んだ。

次は日本文化商品に関わっている若者たちの声や彼らの考えについて検討し

ていこう。

６．曰本文化商品を好む若者たちの声

本研究では、日本文化商品の消費方法やその影響を理解するために、日本

文化商品を消費して憧れる人たちなどを対象者にしてインタビュー調査を行っ

た。2007年の２月一３月に実施したインタビュー調査は、スノーボールサン

プリングを採用し、筆者（ピーリヤー）および調査対象者の知り合いや友人

などを通じて対象者を広げ、１２人を対象とした。インタビューは、半定型面

接で行い、質問項目は自分のまわりの日本商品や日本文化商品、それについ

ての情報を得る方法、日本文化ブームに関する意見、日本のイメージなどに

関連したもので、インタビューの内容から日本文化の彼らへの目に見えない

影響を分析していく。

対象者の12人については、資料１にデータを掲げた。対象者の性別は10人

が女性であり、男,性に比べ圧倒的に多かった。タイにおいて人気がある日本

のポピュラー文化商品はドラマに出ている日本の男性アイドル、Ｊ－Ｐｏｐ・J

Rockのアイドルグループ、ファッション、愛用する雑貨品、お菓子などの

主に若者、特に女性向きのものである。本研究での日本のポピュラー文化商

品を受容している対象者が20代の若い層、特に女性が中心となったことは日

本ポピュラー文化の一つの特徴といえる。しかし、バンコクで開催された日

本ポピュラー文化に関するイベントを観察してみると、コスプレなどの日本

のポピュラー文化商品に興味を持つ男性が少しずつ増えている。

多様な日本のポピュラー文化商品の中で対象者全員がよく消費するのは、

マンガ、日本料理、緑茶と菓子である。マンガや日本料理などの日本の文化
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商品は日常の生活で見たり食べたりするものであり、タイの商品と変わらず

どこでも普通に売られている。そのため、他の日本ポピュラー文化商品より

手に入れることが簡単であり、それらの商品を消費する頻度が高いと考えら

れる。それに続くのは、日本語や日本の音楽、ドラマ・映画も対象者に人気

となっている日本のポピュラー文化商品である。日本語については、対象者

の中で７人が日本語を専攻しており、２人は日本語学校に通っている。特に

Ｌさんは奨学金を得て2007年４月に学士から修士まで日本に留学する予定も

ある。今回の調査ではテレビゲームは対象者の間にまったく興味を持たれて

いない文化商品である（テレビゲームは少年や青年の男子に人気がある)。

資料１：本研究における対象者のデータ

。＝よく消費する文化商品

○＝消費する文化商品

△＝前消費する経験があったが、今は消費していない文化商品

×＝消費していない文化商品

調査結果によると、対象者はみな身の周りに日本の電化製品が溢れるよう

な生活をするようになると、日本文化商品の体験も少しずつ増えている。日

本文化商品の消費によって、ある文化商品が好きになるとそれに関連するも

－３９－

仮名 年齢 学歴 性別

自分が消費する日本文化商品

マンガ コスプレ

マ
画

ラ
映

ド
．

音楽
カバー．

グループ

ファッ

ション
雑貨品 ゲーム

日本
料理

緑茶 お菓子 日本語 小説

Ａ 2２ 大４ Ｆ ◎ 。 ○ ○ × ○ ○ × ０ ○ ○ 。 △

Ｂ 2０ 大３ Ｆ △ × ○ ○ × 。 ○ △ ○ ○ ○ 。 ○

Ｃ 2１ 犬３ Ｆ ○ × ○ 。 × ○ × × ０ ○ ０ 。 △

， 2０ 大３ Ｐ 。 。 ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ 。 ０

Ｅ 2４ 大卒 Ｆ ○ × ○ 。 × × ○ × ○ ○ ○ 。 ○

Ｆ 2２ 大４ Ｆ ○ × 。 。 × × × × ○ ０ ０ ○ ０

Ｇ 2１ 大３ Ｆ ○ △ ○ 。 ◎ ○ × × ０ ０ ０ ○ ○

Ｈ 1９ 大’ Ｆ ○ ○ ○ ◎ 。 ○ ○ × ０ ○ ０ 。 ×

Ｉ 1９ 大１ Ｆ ○ ○ ○ 。 △ ○ × × ○ ○ ○ 。 △

』 1９ 高卒 Ｍ ○ × × ○ × × × × 。 ○ ○ ０ ×

Ｋ 2０ 大２ Ｆ ○ × ○ × × 。 ○ × ○ ○ ０ × ×

Ｌ 2０ 大２ Ｍ ○ × × ○ × 。 ○ × ○ ○ ○ ０ ×
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のに関心を抱くようになることが彼らの特徴である。様々な日本文化商品の

中で、対象者全員が消費した経験を持っているのはマンガや日本料理、緑茶、

お菓子などの飲食物である。マンガ・アニメを超えて、歌やドラマなどほか

の文化商品にも興味を持ちつつ、受け入れるようになったと考えられる。以

下ではインタビュー調査を通してタイの若者の日本商品及び日本文化商品の

実際の消費とその影響を明らかにする。

マンガ・アニメの世界で活躍しているＡさんとＤさん

Ａ：「実はあるマンガを見てからそのマンガのキャラクターが好きになりました。そ

のキャラクターの本当の気持ちや感情に触れたくて、またそのキャラクターになり

たいほど好きでたまらないので、コスプレをします。．スプレする時は、その小さ

な夢が叶う瞬間ですよ。そのキャラクターのようになったり、友達と写真をとった

りして楽しく過ごせる時間ですよ。

今は自分のブログをもってますね。マンガやコスプレについてのブログなんです

けど、コスプレの写真をアップしたりダイアリーを書いたりしますね。ブログに入っ

てくる人も少なくないですね。なんかコスプレの世界では「小雪」って知られて、

自分の存在がちゃんとありますからね.ブログを２年ぐらい作ってます。また同人

誌も書いてます。他には、「○○○Ａ」メイドカフェ（サイアム・スクエアにある店）

でメイドとしてやったことがありますね。お店のメイドでしたよ。「○○○A」カフェ

でメイドをやるのはマンガが好きな人たちですね。店のオーナーはメイドカフェを

作りたいみたいで、コスプレをする子たちを誘ってみたそうです。ちょうど、興味

があって、やってみました｡」

Ｄ：「日本のマンガはおもしろいですね。小さい頃から読み続けて今までもはまって

ます。マンガなら何でも読みますよ。子どもの頃から読んできて、数え切れないぐ

らいたくさん読みました。覚えてる限り、マンガと一緒に育ってきましたよ。欧米

のマンガを読むこともあるけど、あんまり好きじゃない。大体は日本のマンガが中

心ですね。日本のマンガのストーリーが気に入ってます。

大学１年生になってからコスプレを始めました。例えば、「朽木ルキア」という

「BLEACH」の主人公などのコスプレをしました。自分で布を買って、よく行くお
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店のおばちゃんに衣装を作ってもらいます。武器などのほかのオプションは自分で

作ります。

友だちに性格がマンガのキャラクターに似ていると言われてますね。例えば、あ

る話で盛り上がる時、態度とかギャグの受け方とかがマンガのキャラクターっぽいっ

て。好きなマンガキャラクターをまねすると、しゃべり方、表`情などが自分のくせ

になってしまう時もあります｡」

以上の語りのように、小さい頃から日本のマンガやアニメとともに育って

いったので、彼らにとってマンガやアニメは日本のポピュラー文化に触れる

出発点といえる。欧米のアニメを見ることがあっても、日本のマンガ・アニ

メと量的に比べると圧倒的に少ない。また、欧米のマンガ・アニメは「スー

パーヒーロー」についてのストーリーが中心になっているのに対して、日常

生活など多様化しているストーリーが日本のマンガ・アニメの魅力であると、

Ｄさんは語っていた。そしてマンガ・アニメを観たり読んだりして楽しむ行

動を超えて、文化商品に関連する様々な活動を始めるようになった。例えば、

彼らは自分の憧れるアニメの主人公や登場人物になりたいため、マンガのイ

ベントでコスプレをしている。コスプレをする時、お気に入りのキャラクター

の衣装を自分で作ったり、知り合いのお店に衣装制作を依頼したりすること

が多い。また、コスプレの写真をアップしたりダイアリーを書いたりするた

め、自分のブログも作った。それに、Ａさんは友達の誘いによってメイドカ

フェでメイドとしてバイトをやったことがある。またＤさんの場合、コスプ

レの他にマンガについてのブログももっている。好きなマンガをタイ語に翻

訳して、ブログにも載せることもある。彼らはそのような活動をすると、自

分と好きなアニメやアイドルとの距離感がもっと近づくと考えている。この

ように、彼らはコスプレを通してマンガ・アニメのようなバーチャルな世界

をリアルな世界に内在化させていくのである。

かつて、コスプレは小さな場所で少人数しか参加しない活動だったが、最

近ではコスプレの人気が広まって、多くの人に認められはじめた。Ａさんの

－４１－
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意見ではコスプレをする人が増えていっているといっても、その中ではマン

ガのキャラクターをよく知らないのに、ただ流行のためコスプレをしたり可

愛い服を着たかったりするだけの人が少なくない。マンガ・アニメのキャラ

クターに感'盾移入ができる道具としてのコスプレの目的と、ファッションと

しての今のコスプレブームにズレがあり、コスプレの魅力が一部分失われた。

そして、主催もマンガ・アニメが好きな人たちから日本文化商品に関わる企

業や日本語学校が中心になっている。イベントを盛り上げたり、商品を宣伝

したりするために主催者がコスプレのコンテストを行うことに対する抵抗感

をＡさんとＤさんはもっている。マンガやコスプレのような彼女たちの趣味

が商売として大人たちによって利益が追求されているのである。

日本のファッションを見本にしたＢさん、Ｋさん

Ｂ：「日本のファッションが大好き。高校生の頃から好きになった。高校生になると、

自分の格好を気にするようになった。日本のファッションは最高だなぁ。自分が高

校生の時に、日本のファッションでコーディネートすると、やっぱ周りの人が気に

なるよ。例えば、ミニスカートとかルーズソックスを履いたら周りから変な視線で

見られた。だけど、自分にとっては変とは思わないね。逆にきれいだと感じて、今

でも変わらない。でも今はタイの若者は日本のファッションを合わせてコーディネー

トするのは普通になったね。また、ヘアスタイルは高校生から日本っぽいスタイル

の髪型をお店の人にカットしてもらう。自分に近いって気がする。欧米のものだっ

たら、遠い存在と感じる。日本のものはより自分に合うみたい。なんか同じアジア

だもの。やはりファッションといえば、日本のファッションがはっきり頭に浮びま

すね。

日本のファッションは独自性があると思います。元々自分はファッションが好き

で、服とかも好きです。日本のストリートファッションはよく知られているし、最

高だから、興味を持つようになりました。今ははやりを雑誌によって見ながら、そ

れを見本にして自分の格好を合わせています。なんか日本の若者たちは自分らしい

ところを外に出していそう気がします。昔は日本のファッションのような格好する

人なんて全くいませんでしたよね。普段はＴシャツとジーンズぐらいで平凡でつま

らないし、何で同じ格好をしないと行けないのかと自分は思いました｡」
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Ｋ：「日本の雑誌のモデルの格好を見てかわいいなと思った。そして、こんな風な格

好をしたかったです。日本のファッションは個性がありますね。自信を持ったら、

着れますよ。自分は中学生から日本のファッションに興味があるようになりました。

雑誌の化粧しかたをよく参考にします。友達もそうですよ。ヘアスタイルも日本の

雑誌を参考しながら、どのようなスタイルにして欲しいか、ヘアサロンのスタイリ

ストに言ってカットしてもらいます｡」

日本の若者のファッションはタイの若者、特に女子に注目されている文化

商品である。日本の若者によく知られているファッション雑誌「CAWAII」

や「RAY」のタイ語版が発売されたことは、タイの若者の日本のファッショ

ンに対する人気を裏づける証拠になった。日本のファッションが注目されて

いる秘密は独自性や個性であると考えられている。日本の若者スタイルに関

心を持っているＢさんにとって、ジーンズやＴシャツのようなアメリカのファッ

ションは誰もこのような服装をする平凡なパターンになった。それに対して

日本の若者のファッションは個性的なスタイルなので、新たな選択肢として

人気があるようになった。普通の若者たちと違って日本のファッションを見

本にする格好が彼らの自己表現にもつながっているのである。それに欧米の

ものに比べて身体的には同じアジア人のため、日本の服装のデザインやヘア

スタイル、化粧のテクニックは彼らの顔や体によく合うと考えられている。

また香港、台湾や韓国などのアジア諸国とは違って日本がアジアのファッショ

ン・リーダーとして認められているため、日本のファッションは彼らの格好

の見本になった。自分の好みなので、時には周りの人たちの不思議な目線で

見られても自分のスタイルを変える必要はないと彼らは考えている。

インターネットの普及によって消費方法が変わったＣさん

Ｃ：「音楽のＣＤとかアイドルのグッズをたくさん買ってました。すごいお金を使っ

てましたよ。著作権のあるＣＤがなかった時には、海賊版のものを（日本音楽の専

門店の名前）で買わないといけなかったんですよ。著作権があるものはあったら、

買いますよ。なんか自分の好きなアイドルのために本物を買おうという感じです。
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でも今はそう言ったら困りますね。自分もネットでダウンロードしてますからね。

著作権のあるものばっかり買ったら、少ないし、お金もなくなっちゃいますよ。最

近中島美嘉やモーニング娘。のイラスト本やポスターブックも買ってるんですが、

AMAZONで注文したらお店より安いです｡」

インターネットやサイバースペースが普及していなかった頃は、歌などの

日本のポピュラー文化に関する商品や情報を探すのは簡単ではなかった。日

本の歌及び関連するグッズを手に入れる一般的な手段は日本音楽の専門店で

ある。1980年頃から海賊版のテープが発売されたが、今ではテープやＣＤな

ど著作権のあるものがタイで発売される場合は簡単に購入することができる。

値段が高いにもかかわらず、好きな歌手であれば必ず自分のものにしなくて

は満足できない。しかしコンサートや好きな歌手が出る番組などのＤＶＤは、

サイアムにある日本の音楽専門店で、海賊版の商品を買うしかなかった。

500バーツほどでタイ人にとっては高いが日本での販売価格より安い。しか

し、大多数の対象者はまだ学生であり、お小遣いしかもらっていないため彼

らにとって海賊版の商品は高価格ではあるが、なかなか本物が手に入らない

彼らの選択肢にもなった。そして最近ではメディア技術の発達のおかげで、

インターネットが彼らにとって日本ポピュラー文化の重要な消費空間になっ

た。専門店でのテープやＣＤ、ＤＶＤの購入ではなく、発信地と同時に音楽

を聴くことが可能で、インターネットから音楽をダウンロードするのは当た

り前のことになった。しかも専門店での購入と比べて、費用がまったくかか

らないため、彼らの間に大好評の手段である。このような消費手段はグロー

バル化、ネット社会化の進行と同時に成長してきた世代の特徴といっても過

言ではない。

日本の歌と比べたら、タイの歌の消費が少なくなったＥさん

Ｅ：「子どもの時、タイの歌とか英語の歌とか聴きました。けれど、ＸＪＡＰＡＮを

知ってから、日本のテープを買うようになり、気がつかないうちに日本のテープばつ
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かりもっています。今タイの歌ははやっている歌ぐらいは分かるけど、テープとか

もう買わないですね。

タイの歌はよく外国の歌をコピーしますよ。外国の歌をコピーしていることがば

れたら、がっかりしますよ。また、どの歌でも内容は全く同じ。だけど、日本の歌

だったら、恋愛の話にしても隠嶮的に語られるので面白いですね。リズムを聴いて

きれいだなと感じた。聴き始めた時、内容が分からなかったけど、リズムが好き｡」

Ｅさんの場合はＪ－Ｒｏｃｋ・J-Popという日本の音楽と出会って以来、T-Pop

に興味がなくなり、以前と比べてその消費が量的にも減っていることが分かっ

た。T-Popを聞くとしても、日本の歌に興味がない友達の話に乗れるように、

ただはやっている曲ぐらいは身に着ける。タイの音楽を否定するとまでは言

いにくいが、自分から｣情報などを探して求めようとはしない。タイの歌につ

いての意見では、内容は同じことを何回も繰り返して恋愛ばかり語っている、

または外国の音楽をコピーしたり混ぜたり（インスパイア）して、自分なり

のオリジナリティがないということである。それに対して、日本の音楽を聴

いてみると、タイの歌と全く違う。彼らにとって、日本の音楽の場合、恋愛

のことを語るが、隠噛的に表わすため、おもしろさを感じる。また、歌の内

容が恋愛の話のみではなく、色んな物事を語って、多様である。さわやかな

メロディ、個性があるリズムや歌のこだわりと相まって、日本の音楽に対し

ての評判が良かった。最初は言葉の意味が分からないとはいえ、それはたい

した問題ではなく、音楽のメロディを通して歌の気持ちが理解できると語っ

ている。

日本の音楽の楽しみからアイドルのカバー・グループとして送り手の役割

を始めたＧさん、Ｈさん、’さん

Ｇ：「自分はＮＥＷＳが好きなので、ＮＥＷＳの服装を見ると着てみたいなぁと思って

いました。コスプレをやっている友達からＮＥＷＳが着る服装を作ってもらってコ

スプレをしようかという誘いがあって、やってみました。ただコスプレでＮＥＷＳ
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のメンバーの格好をしたのに、カバーをしますかとか何回も聞かれたので、じゃカ

バーもやってみようかと思って、ダンスをしたい、ＮＥＷＳが好きな人を探し始め

て、「Ｋ○○○」のグループ名でカバー・グループを作りました。デビューしてか

ら、１年半が経ちましたね｡」

Ｈ：「自分はダンスが好きですし、ちょうどＮＥＷＳも好きでした。グループのメン

バーは自分の周りで探しました。例えば、コスプレで知り合った友達とか、ＮＥＷＳ

が好きな友達とかを「ダンスをしようか、ＮＥＷＳのようになってみないか」と誘っ

て、一緒にやってみました。

「K○○○」のグループのブログがあります。でも最近自分たちが担当するんじゃ

なくて、最新情報や活動の写真などファンたちに作ったりアップしたりしてもらう

形になりました｡」

：「J-Rockが好きですね。最初からＪ－Ｒｏｃｋを中心に聞いてたよ。J-Rockだった

ら、何でも聴くね。でも、－番好きな歌手はＤｉｒｅｎＧｒｅｙです。でも、高校の１

年生になると、J-Popも聞くようになりました。中学の２年生からコスプレをやり

始めました。ネットで知り合った友達に、コスプレのイベントを見にいくのに誘わ

れて、その友だちと一緒に行きました。コスプレがこんなものだと初めて知りまし

た。友達からコスプレしないかと誘われて、やるようになりました。よくコスプレ

をするキャラクターはＤｉｒｅｎＧｒｅｙのＳＨＩＮＹＡかMIYABIです。コスプレをす

る時、その瞬間自分が好きなアイドルになれるみたいです。彼にもっと近づけます。

J-Popの中ではＮＥＷＳが大好き。最初にジャニーズが一体どんなものなのか知

りたかったんです。その時、自分はJ-Popが大きらいで、なんでJ-Popが嫌なの

か理由を知りたかったんです。J-PoPのアイドルの素顔を知りたかったから、実際

に彼らのコンサートを見に行きました。ＮＥＷＳのことが好きになったきっかけは

彼らの外見ですね。また2003年のパタヤ・ミュージック・フェスティバルでＮＥＷＳ

(当時まだデビューしていなかった）のコンサートを見て感動しました。コンサー

トやった時に、自分からあいさつしたり声をかけたりすると、なんか反応してくれ

て、すごく感動して好きになったんですよ｡」

前述のように、J-Popのアイドルグループのファンがきっかけになり、Ｇ
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さんとＨさんは「ＮＥＷＳ」をカバーして、「Ｋ○○○」というグループを結

成した。Ｇさんは手越祐也、Ｈさんは草野博紀（旧メンバー）としてイベン

トなどで一緒に活躍している。自分の好きなアイドルを演じる前に、アイド

ルのキャラクターを理解するために、雑誌やインターネットで情報を調べた

りする。アイドルのコスプレをすると、化粧、格好やキャラクターも真似す

ることになり、アイドルの一面に触れられて、憧れるアイドルとの距離感が

一段と近くなるように実感すると対象者らは考えている。また、ＧさんとＨ

さんにとってカバー・グループの活動は、好きなアイドルの格好をしながら

それを含めてダンスなどの自分の好きなことをすることもできる。2005年の

終わりに「Ｋ○○○」としてデビューしてから彼女たちのパフォーマンスを

気に入る人もいて、結局「Ｋ○○○」のファンクラブもできた。メンバーと

の話し合いはもちろん、彼女たちのファンは「Ｋ○○○」のブログをアップ

したり、’情報を流したりする役割もある。Ａさん、ＧさんやＩさんのように

マンガを読んだり音楽を聞いたりする受け手の役割を超えて、彼らはコスプ

レやアイドルのカバー・グループの活動を通して送り手の役割も始めたので

ある。

タイのドラマにはない日本のドラマの魅力を感じているＦさん

Ｆ：「自分にとって－番好きなドラマはビーチ・ポーイズです。反町隆史が好きです。

日本が好きになったり、日本に行きたくなったりするのは反町のような人がいるか

らこそ。ドラマのキャラクターではなんか夢がある人だなと感じました。（ドラマ

では）自分なりの生活で幸せにする人ですね。これをみて、日本人は皆こういうタ

イプかなと思いました。自分がもっている夢を叶わせようとする日本人がたくさん

いると、その後知るようになりました。タイ人は「高校が終わって、大学に入る。

大学を卒業したら仕事」こういうパターンが多いじゃないですか。でも、日本人

（の進路）は様々ありますね。タイの男性、ヘアスタイリストになりたい人が少な

いでしょう。でも、日本人の男性はヘアスタイリストを目指したら、思い切って向

かう。「ニュースの女（ＡＮＣＨＯＲＷＯＭＡＮ)」というドラマも好き。主人公は決

して諦めないで、強い人ですね。映画のピンポンもいいです。映画の中で出たセリ
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フがすごく気になっているんですよ。主人公が「死なないなら、がんばる｣、「まだ

生きているくせに、何でがんばらないか」と言っている。自分はあきらめる気持ち

になる度に、このフレーズを思い出しますよ。元気がない時に、この映画を見ます

よ。

日本のドラマはタイのドラマのように恋の話だけが語られるんじゃなくて、親子

の愛情とか友達どうしの友情とか色々な話をやっている。日本のドラマを見たら、

癒されます。また、最後に何が起こるか想像つかないですね。日本のドラマを見て、

最終回を見逃してしまったら、困りますよ。タイのドラマはたまにしか見ません。

タイのドラマは同じことばっかり繰り返すので｡」

タイのドラマは、悪役は徹底的に悪いことばかりやる。また女の主人公は

性格がとにかくいい人であるため、いじめられても我`慢しなければならず、

最後にハッピーエンドが強調される。しかし恋愛を中心に泥臭い内容のワン

パターンを繰り返すタイのドラマと異なり、日本のドラマは、友達同士の友

情や達人の人生など様々なストーリーのタイプがあったり、最終回まで見な

いと結末が分からなかったりするため、対象者たちの問で大好評であった。

特にＦさんにとって日本のドラマはただ娯楽として楽しむばかりではない。

日本のドラマを見ながら、日本人の努力、最後まで諦めないことや夢の実現

など実践的な考え方を得て、自分の生活にも生かそうとしている。「ビーチ．

ボーイズ」に出演する反町隆史のキャラクターに感動させられて、いつか日

本へ旅行したいと考えている。Ｆさんは日本のドラマと俳優に出会ってから、

日本の文化に興味を持つようになった。ドラマの主題歌からJ-Rock・J-Pop

の音楽へと他の日本文化商品に波及してきた。日本の俳優が好きになったの

をきっかけに、日本芸能界の雑誌「J-SPY｣３によって好きな俳優、アイ

ドルの情報を得ている。それに、ドラマのサウンドトラックの歌を歌ったこ

とがきっかけで、自分で日本語の勉強も始めた。
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テレビチャンピオンを見てもっと日本料理を好きになった』さん

Ｊ：「子どもの頃から父に日本のレストランに連れて行ってもらった。おいしくて好

きになった。飾りもきれいだし。

テレビチャンピオンの影響もありますね。番組を見る前から、もともと日本料理

を食べているから。だけど、テレビチャンピオンで日本料理に関係するものを見て

から、さらに好きになったね。しかも料理だけじゃなくて、日本文化、技術、日本

人のライフスタイルも見れるから、日本のことに興味を持つようになったね。

ＦＡＮＰＡＮＴＡＥ（タイ版のテレビチャンピオン）を見たら、番組の終わりに次

週の番組予告があるじゃないですか。そして○○に詳しいまたは○○が大好きだっ

たら番組に参加してみませんかというお知らせもあるんですよ。ちょうど日本料理

の選手権出場者の募集を見て、自分も結構日本料理を食べてるからできるはずだな

と思ってついに応募しました｡」

このように、Ｊさんは子どもの頃から日本料理が好きだが、日本のテレビ

番組であるテレビチャンピオンをみて彼はさらに日本料理が好きになった。

そして、ＦＡＮＰＡＮＴＡＥ（タイ版のテレビチャンピオン）の日本料理の選

手権に出場して優勝者になった。また日本のテレビ番組を見て、日本文化や

日本人の生活様式に触れ、日本や日本の文化に関心を持つようになったとＦ

さんは語っていた。Ｆさんや』さんの事例をみると、ドラマやバラエティな

どのテレビ番組は視聴者を日本文化への関心につなげる役割もあるといえる。

日本が好きなきっかけで、日本で生活してみたいＬさん

Ｌ：「日本のことが好きですね、特にファッション。日本のファッションはおしゃれ

で、他の国より目立っている。ヘアスタイルは必ず日本のスタイルです。

お姉ちゃんが奨学金を取って、今東京に留学しているから、去年（2006年）の夏

休みに２ヶ月間行ってきました。観光地、ショッピング街、お寺とかに行ってすご

く好きになりました。町並みも雰囲気もきれいです。それがきっかけになって、日

本に留学したいと思って、奨学金を探しました。やっと奨学金が取れて、今年の４

月から東京の○○○大学に留学することになりました｡」
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１２人の対象者の中で、日本に旅行した経験があるのは５人（Ｂ、Ｃ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ）であり、留学の経験をもつ２人（Ａ、Ｅ）を含めて、過半数を超え

ている。渡日の経験がない対象者も日本への旅行や日本での生活を経験した

いという気持ちを持っていることがはっきり見えてきた。渡日経験のある対

象者は、留学や日本での生活をしてみたいという考えになってきている。例

えば、もともと日本のファッションが好きなＬさんの場合、日本に旅行した

ことが日本への留学の動機になり、奨学金を応募して、ついに今年の４月か

ら日本に留学することになったのである。

日本文化ブームと受容・消費者する若者への影響

以上、日本のポピュラー文化商品を好む若者たちの声や受容・消費の状況

を論じてきたが、日本文化の人気が頂点にまで高まってきた背景にはマスメ

ディアと生産者の役割が重要なものとなった。しかし、日本文化ブームなど

の流れに乗って、生産者側が日本文化の匂いや雰囲気を使って、商品を適当

に作ることは日本文化のいわゆるヘビーユーザーである対象者らにとっては

逆効果だった。本物の日本文化を考慮しないメディアの不注意な扱いを批判

する姿勢が彼らにはあった。日本文化を利用するとするなら中途半端なイメー

ジの消費をやめて欲しいと彼らは考えている。要するに、一般の人より対象

者らは日本文化商品を通じて日本文化の経験が深く、日本文化との距離感が

近いため、現地のメディア及び生産者の日本文化の扱いに対して批判的にな

るのである。

その一方で、彼らの周りで日本文化商品にあまり触れていない人たちが彼

らの行動や活動を不思議な目線で見ていることも明らかになった。タイ人に

とっては個性的である日本のファッションのスタイルを基にコーディネート

すると一般の人が日常的に着ている服装より目立つため、タイ社会にとって

浮いた存在になってしまった。憧れるマンガ・アニメの登場人物になり切る

コスプレはある物事にあまりにも夢中になり過ぎてリアルではない世界に閉
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じこもると活動であると思われている。

そこで、日本のポピュラー文化に関心を持っている人と日本のポピュラー

文化が全く知らない人たちの間にはっきり線を引く対象者もいる。しかもJ

Rock・J-Popがメディアで言及される度にタイでも起こったＸＪＡＰＡＮの

ギタリストの不審死の後追い自殺の事件や、日本のアイドルの強烈なファン

クラブのお祭り騒ぎが取り上げられる。その結果、マスメディアの報道や大

人たちの見方では彼らに対して「日本の文化の影響をあまりにも受けて日本

に対して崇拝心を持っている」と偏見を持って評価しがちである。

しかし、同じ外国文化の受容にもかかわらずアメリカやヨーロッパにこだ

わる人たちに対しての批判はほとんど現れていない。若者がコスプレや日本

のアイドルのカバー・グループをするとくだらないことと見られてしまうの

に対して、「ElvisPresley」や「TheBeatles」を真似するとパフォーマン

スをする大人であると賞賛される。マイナスのイメージを付与された対象者

はメディアの「ダブルスタンダード」報道や大人の批判に対して抵抗感を持っ

ている。彼らの語りを通して、タイ社会では若者が活躍する空間はまだ限ら

れていると感じさせられた。大人たちは自分の視点や心をもっと広げて、単

に外面だけで判断せずに行動や感情を理解してほしいというのが対象者の本

音である。「日本文化を受容しできる限り自分なりに合わせる。日本文化が

どんなに好きといってもタイの文化を決して忘れたり捨てたりするわけでは

ない」と彼らは自分の立場を主張している。

日本の文化商品を数多く体験すると、外見、趣味や娯楽などのほとんどの

側面で日本文化商品に結びつき、行動の変化があったことがインタビューよ

り明らかになった。彼らにとって日本文化は自己表現にも使われているもの

である。外面的な行動の他に日本のポピュラー文化の影響を価値観などの精

神的な側面にも受けた対象者もいた。日本のポピュラー文化が若者の生活様

式、行動に影響を与えていることは確かである。しかし、日本文化を吸収し

た上で、ある程度自分のスタイルに合わせて融合する過程があったので、価
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値観や考え方に対して日本文化の影響を判断することは現状では難しい。イ

ンタビューによると、彼らの中で身近な存在であり、受け入れやすいため、

｢自分より日本が上」「他の外国文化より目が日本に向かう」という日本に偏

る価値観をもっている姿勢は否定できない。しかし、日本文化のブームの動

きが今後も続くとしたら、アメリカの文化が日本人の価値観にまで影響を及

ぼしたように日本文化の影響がタイ人である彼らの価値観にも与える可能性

が高いであろう。その点の研究は、今後の課題である。

アジアの文化がアジア地域内で活性化している今の時代、ポピュラー文化

の発信地は日本のみではない。日本に続いて、韓国や台湾をはじめとする新

たな主体が登場してきた。特にここ数年、日本と同様にドラマやK-Popな

ど「韓流」という韓国の文化の人気がますます高まってきた。日本経由では

なく、日本で「韓流」がブームになったのとほぼ同時である。韓流は日本文

化のブームと対等に並んでいるとみられることもあるが、タイの若者はドラ

マを見たり、ＫPopを聞いたりするなど韓国文化を受容しているが、量的

にはまだ少ない。日本のポピュラー文化のような他の領域への広がりもあま

りみられない。また、日本文化と比べて、韓国の文化は遠い存在であるとい

うイメージがある。対象者のような日本文化を受け入れている人の立場でみ

ると、「RAIN」や「SUPERJUNIOR」「東方神起」などのＫＰｏｐのアイ

ドルグループであれ「Aｕｔｕｍｎｉｎｍｙｈｅａｒｔ（邦題、秋の童話)｣、「宮廷女

官チャングムの誓い（邦題)」などの韓国ドラマであれ韓国のポピュラー

文化の人気が高まっている傾向や、特にドラマの人気は日本ドラマ上回る勢

いがあることを認めている。しかし、一時的な流行であると彼らが考えてい

る韓流と違って、日本のポピュラー文化は1990年代からタイ社会に普及して

いるため、時には人気の上下や量の変化はあるものの、タイの若者の日本文

化の受容は定着している状況だと考えられている。今日のタイ社会では、日

本のポピュラー文化は定着して、彼らの生活の一部になっており、これから

もタイの若者にとって決して離れられない存在になっていると考えてもいい
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であろう。韓国文化は、その域には達していない。

おわりに

グローバル化の過程は大きな変化を生み出し、移動、交通、通信、メディ

アネットワークなどの様々なコミュニケーション手段の発達によって、あら

ゆるものがかなり自由に流れていく。日本とタイの関係も、経済をはじめ社

会・文化的側面でグローバル化の渦中にさらされている。世界システム論の

視点に立って日本とタイとの関係をみると、タイのような「周辺」は相変わ

らずに日本のような「中心」に従属させられていると理解することができる。

本研究では、タイにおける日本商品及び日本文化商品の実態を明らかにしな

がら、タイ人の日常生活に影響を与えている日本文化のヘゲモニーについて

論じた。1960年代から日本の商品を消費したタイ人には、「生活に対する快

適さや便利さ」「メイド・イン・ジャパンへのこだわり」「品質がいい日本商

品」などの意識が浸透したのである。その後、新たな消費文化をもたらすカ

ラオケなどの文化テクノロジー商品も普及してきた。それらの商品は岩渕に

よって文化的無臭と位置付けられたが、実際には日本文化商品の拡大につな

がった。気がつかないうちに「自分より日本が優位」という考え方がタイ人

の中に認識され、その結果醸成された日本に対する憧れが次に入ってくる文

化商品を受け入れやすくしたのである。

1990年代後半になると、日系企業の進出とともに、日本の文化がメディア

や商品を通じてタイ社会に急速に浸透した。タイの若者の間でマンガ・アニ

メ、J-Pop・J-Rockなどの音楽、日本のテレビ番組、アイドル、ファッショ

ン、コスプレ、アイドルのカバー・グループ、メイドカフェなどが人気にな

り、ついに日本のポピュラー文化のブームが起こった。日本文化が付属して

いるこれらの文化商品はアメリカの文化に対抗し得る文化的ヘゲモニーを日

本に持たせるようになった。今のタイの若い世代はアメリカのポピュラー文

化ではなく、日本の文化を積極的に受け入れて、選択しているといえる。そ
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れのみならず、タイ社会では日本語の学習者の急増や健康的と考えられる日

本料理の評判が老若男女に関係なく広がった。それにつづいて「何でも緑茶

が入っている」緑茶に関連する商品がどんどん登場してきた。さらにもとも

と文化的無臭商品であるとされたインスタントラーメンやカラオケなども少

しずつ文化商品へ変身している。タイではジャパナイゼーションのプロセス

が経済的側面から始まって、文化的側面にまで移行している。

今の多くの若者たちは、日本商品が囲まれている生活をしながら、マンガ

などの日本文化商品を楽しんでいる。彼らは子どもの頃から日本のマンガや

アニメ、ゲームと成長してきたため、日本ポピュラー文化との距離がまった

く感じられない。しかし、若者が消費する日本文化商品や日本のポピュラー

文化のほとんどは、マンガ・アニメからミニスカートに至るまで欧米を出発

点として日本で受容されたものの再受容なのである。

マンガやＪ－ＰＯｐなどの日本のポピュラー文化商品に関心をもつ若者が増

加するが、その反面タイの社会を全体的にみると、社会的・文化的な生活で

は一般の人々は「日本文化」というより日本文化の「イメージあるいは匂い」

を消費しているのも事実である。もともと日本のものではない「ギョウザ」

｢ラーメン」「ジャパニーズ・クレープ」などは日本を経由してタイ社会に入

り、タイ人は勘違いのまま「日本のもの」として受け入れた。現在、現地

(日本）とまったく違って甘い味がする緑茶、何でも緑茶入りなどの「緑茶

ブーム｣、屋台でも寿司を食べられる「日本食の人気」など様々な現象が日

本文化のイメージの使用によって生じた。しかも、日本語をブランド名につ

けたり、わさびやたこやきなどの日本らしい味を商品に入れたりする生産者

も少なくない。「日本文化の価値付け」という現象がメディア産業にも及ん

でいる。日本若者のファッションを模倣するタイのアイドル、日本語が歌詞

の一部に入っているT-Popが市場に提供されている。日本学校のような制

服を導入する学校もある。それらの現象はタイ社会では「日本の文化だから

こそ、消費する」という日本文化のヘゲモニーを反映しているといえる。
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グローバル化の過程によって、様々な地域に支配力を持っているアメリカナ

イゼーションやジャパナイゼーションが起こった。それに対して、グローバ

ル化の中で、中心（西洋）から周辺（アジア）へ向かう一方的な文化の流れ

にも変化があった。様々な主体が登場し、タイ社会において日本文化のブー

ム、そして韓国文化のブームが続いて生じた。さらに、今日「タイ料理」

｢ムァイ・タイ」「古式マッサージ」などタイのような周辺の文化も日本のよ

うな中心へ逆方向に流れ、量的にはまだ少ない状態であるが、少しずつ受け

入れられつつある。

外国の文化の浸透に抵抗できないグローバル化の時代では、自分の社会の

伝統的な文化の枠組みのみで生活することは不可能である。外国文化を受容

する過程で、良い点を融合する一方で悪い点を否定することが求められてい

る。外国文化のヘゲモニーを一方的に批判や非難するだけでなく、またただ

表面的な消費をするだけでもない、タイ社会に浸透してくる外国の文化に対

する知識やより深層的な理解が重要なことなのではないだろうか。

注

１．ここで参照した調査は、タイ人消費者の商品及びサービスの購入に影響を及ぼす

要因や消費者にとっての人気ブランドを把握するため、雑誌プランドエージマーケッ

ティングとブランドエージ研究所によって“Ｗｈｙｗｅｂｕｙ?，，と`THAILAND，S

MostAdmiredBrand"というテーマで実施されたものである。この調査では首都

であるバンコク、北部、東北部、南部、西部の全国の５地域から、各地域ことに300

サンプルを抽出し、1500人を対象とした。調査期間は2002年10月５日から11月20日

まで、調査方法はアンケート調査である。調査結果の一部分が2002年の12月のブラ

ンドエージマーケッティング雑誌に掲載された。

2．ＴＩＴＶ（タイの国営テレビ局）は2008年１月14日に終了し、タイ公共放送サー

ビス（TPBS）に転換した。ＴPBSの放送は2008年１月17日に開始されたが、３月

末の時点では日本ドラマの放送はされていない。（その後、「１リットルの涙」など

日本のドラマも放映され、注目された｡）

３．雑誌「ＪSPY」はスイサイアム・ガーンピーム（SrisiamPublishing）によって

－５５－
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出版され、タイの若者の間に人気があるアイドルの活躍や芸能人のニュースなどの

日本の芸能界に関する最新情報を伝えたり日本の若者のファッションスタイルを紹

介したりする雑誌である。第１号が1999年の11月から始まり、2007年の11月現在９５

号が発売されている。
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