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〃イメージという言葉lEZO最近よくUOかれる言蕊Dひとつである。女I生雑誌といえば,

若い女の子達に魅力的なイメージをつくりだすことをさかんにﾌﾟすめている。大企業I式，消

費r者に対して国家の福祉というものを大いに気を配っているし，責任を感じているんだとい

うイメージを植え込むのに懸命であり，政党は国家への奉仕というイメージを左き故らして

いる。国家は国家で，平和愛好国であると水先進国であるとかいったイメージを他の国々

に，与えようとしている｡

実鴎とのイメージという言葉は，新しいものかもしれない。しかしこの言葉、陰にかく

れている意味は，”文明〃と同換大そう古いものである。古代ギリシヤにおいては’か⑪

雄弁家デモテネスが全世界に対し”民主主義の国家としてのアテネ〃,”マケドニアのプィ

リソプニ世のひきいる田政者の考え方とは、正反対の立場にあるアテネ”というイメージを

６ｌｂ出すことに極めて鶏Ｄであった。さた，マキキベリの〃君主瞼αの中には，部下あるい

は他の国の統治者を前にして，君主が”特椥の所有者”たるイメージを維持するためにしなけ

ればならないことの暗示力、たくさん見受けられる。太陽王たるフランスのルイ１４世をと

り左いていた華やかさ，栄光といったものも結局のところフランス国民あるいは，世界のあ

らゆる国々に対する自らのイメージ提示の－手段にすぎなかった｡しかし，今日"イメージ

をg鑓する"ということは,導門的な性格を稀[Fてきている｡それは経済とか法科Rなどと同

じように複雑な専門的知diL例え感心理学，統計学トジャーナリズム関鶴美術などの知

蛾を要求されるひとつの学１１Mとなっている。もし，ついやされる愛用かものの通要住を計る

ための“尺度”でありうるとするなら，このＰＲの技術ほど迩妥な仕駆は,他にはないとい

うことになる。

周知の通り，とのＰＲマンという職業は米国で，段も収入の大きなもののひとつなのであ

る。
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Ｐｕｂｌｉｃｒｅｌａｔｉｏｎｓ’す左わら，大衆伝蟄ま‘宣伝"ｂ〃広告〃などと訳されたり，

近頃では，大きなメーカーで，新しい製品を出すごとに，紀者会見を行ない，記事の形で宣
伝してもらうものなども現われている力､多くの鰯合ＰＲは，不信用という反応を露発し
ている。つきり，かなりの人々にとって，ＰＲという技術は，ロ欧ﾛ蘭､テクニプク”にすぎ
ない。あるいは偽物を本物らしくみせる手〈だであり，放っておくと，とても光fLをいエゥ
なものをうさ<光るためのテクニックであるといえよう。

しかし，本来，ＰＲは，｡欧MN＃のテクニブク〃ではなく，”知ってもらう〃，〃知らせる”
という技術である。砲かに，ＰＲでだ注してやろうという人もいるであろうがこうした人々
は，棄て患者を殺す医者のようなもので，本来讐であるものの，たさたを派生した悪に過ぎ
たい。そこでＰＲは,あるものについて"近代的な伝達手段を駆使して大規僕に，一般大衆
に知らせる技術。と定義づけることができよう。したがって，”イメージを創造する〃とい
うことは，宣伝活動の結果でてくるものといえよう。

今左で通べてきたことから，なかなか興味深'八問題を提起できる。つ在りＵラテン・アメ
リカにおける日本のイメージは，わが国を紹介するという目的に,今戎で直接あるいは間接
にむけられてきた，いい意味での我々の宣伝活動の結果，平均的なラテン・アメリカの人々
がわが国について持っている知鐡の総和であるということである。これがこの研究発饗のテ
ーマになるわけであるカキ現崔わが国は，〃日本のイメージづくり〃のためにいったいどん

なことをしているのであろうか。

今から１年半程iitI，神奈川大学のスペイン語科の生徒i故人とこの問題に関してゼミナール
を持つ機会を得たか，何回か話し合った後，次のような研究プランをつくった。

まず，質と盆の両面においてできるかぎり正砿に，わが国が今，ラテン・アメリカの国
々で行なっている宣伝活動を明らかにしていくということ，第二に平均的ラテン・アメリカ
人のわが国に関する知蟻の水準力w､つたいどの辺にあるのかできるだけ正砿に明らかにして
いく。次に，スペイン曙系の国々でわが国を正しく知ってもらうために今後どのようなプラ
ンをたてていったらよいのか，その一般的な指針を考えていきたい。

しかしｐわれわれｶｨﾋの一年半の間にやってきたことは，最初の裸趣､極く一部にかぎ
られてし雀つた゜具体的にいうと，わが国で出しているスペイン語の定期f１行物や映画をみ
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ラテン・アメリカ諸国における日本のイメージ

て，ラテン・アメリカの人々か日本についていだくイメージである。
-..･･･.11.t､２．，．．､1

ｂｏ２． １｡.．：

以下はわれわれの研，E成果の概要である。
０，●「--０

１へ定jUj刊行物
｡2~-PPI少Le6.８．_

（１）Ｅ１ＣｏｎｅｒｃﾕｏＪａｐｏｎ６ｓ
．；《：…．．｝・・丁｡’

との維鰭は，２ケ月に１度の割合で，発行されることにたっているもので，jBt近は，
､罫..･

かなり，規則的に111されている。１１５９年に&U刊されたが,タイトルからも容易に

うたづけるように，主要な目的は，ラテン・アメリカと日本との通商に直接関係のあ
さ.．

：る，ニーースと力izf;jｉｆを染めることにある頑文化的・社会的ニュースも時々，掲

戟している。．

との雑捻を本当に効果的左ものにしていくためには，おそらく次の２点を解決した
日□、●

ければ；なら底いだろう。

一つは，特定の利益染団から離れて，全く公平な見地から，綱染業務を行うととが

でiiるｋ，にすること，そのためには，広告主から,充分な経済的独立性を得ること

が必要とされる。もう一つは，非常に効果を持つとの雑誌ができるだけｂいろいろを

分野のラテン・アメリカの人々の手にわたるように，完全な配布ルートを確立すると
！...{．、

とが必要であるということである。

(2)ｐａｒａｃｏｎｏｃｅｒａＪａｐ６ｎ

私見によれ瞳国鑑教育情報センターの出しているこの小雑誌は，今吏で忙出され

た雑誌の中て，鑓も真剣に，本当のわが国の姿をラテン・アメリカの国々に紹介し上
､.-

うという意図Iのあらわれているものである。国際歎育情報センターは，一応独立した

法人であるが，実際にはその活動資金の大部分を外務省に求めている。同センターは

外国で使用されている教科書の中で，日本に1Nける誤った内容のものを見つけ出し，

それをその都度訂正していくということを，避本的な目的として，１０年前に創立さ

れた。（筆者が,この国際教育冊報センターで出した〃スペイン譜系諸国の地理教科i野

の日本の収lzこい方について蝉という小llU子を参照のこと。）

このセンターId[，他にも”ＵｎｄｅｒｓｔａｎｄユｎｇＪａｐａｎ〃という－連の小雑誌

を出してv､ろ。これは日本に関して正しい考えを持ってもらうことを目的として，主

に外国の教科譜の作者とか教Rmに送られている。すでに２D回ほど発行をⅢねている
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が，その中にスペイン語のものが２回ある。一つは，”地理の教師のための日本〃で
執鉦者は，以前，一橋大学で地理学を担当された石田敦塾１９６６年に発行された

が，約１００ページで，かたり豊富な写真と図巽があり，その名前が示すとおり日本
という国を非常に正確に伝えている。この小冊子の目的は，スペイン語系の国々の中
等教育の地理の教員や地理の教科轡の作者に対して，正確な資料を与えることにある。

もう一つの小冊子は”日本と西洋文明〃というタイトルかついている。この部門を専

門に研究している東京大学の先生方によって譜かれた８０ページ程度のもので，日本

に対する西洋文明の流人というものを明らかにするため，１６世紀から１９世紀をで

の歴史の流れを簡単に説明していろ。（近く，このシリーズもので，日本の教育に関

する小冊子が，スペイン語で発行される由。）

以上のようにこの小冊子の縞雄方針15t，どちらかというと広告・宣伝をするという

エリ，むしろ教育的な内容を持つものである。であるから，特に教科i』I作成者やその

他の人々にとって，日本に関する冊報の源泉となる。それだけにわが国のイメージ形
成に寄与する貢献度は，大負いわけである。

ただ問題は，発行部数と配布方法である。各々5.000部屋度しか印刷されず，そ

のうち約2.000部がラテン・アメリカに送られるが，せめて１０万部ぐらい発行さ

れていて，その全部がラテン・アメリカの教育関係微関に送られているなら，わが国

にとって非常に有益な事業とたろう。

(3)ｐａｎｏｒａｌｎａｄｅｌａｌｎｄｕｓｔｒ１ａＪａｐｏｎｅｓａ

大体１２０ページぐらいの雑誌タイプのもので，ラテン・アメリカ協会が発行して

いる年刊錨

内容は巻頭記事で前年度の日本の経済情勢の一般的見解を述べ，次に，一連の記事

が，各産業部門，例えば，鉄鋼,非鉄金属,造船OTli力産業などについて，それぞれの

現状を説明している。後半約６ロページは広告に利用されている。

この協会は，外務省と，関係のあることから察して，かなりの数iitのものが在外大

使館を通じて中南米諸国に配布されているものと思う。同様に，広告の数から見て，

残りは広告主を迪じてヤスペイン錨系諸国にある代｣圏苫あるいは，出張所に送られて

いると考えられ為。
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(4)その他の出版物について

数年前に，”Ｅ１Ｊａｐ６ｎ．という維錯が発刊されたが，数回出されただけで，

発行を停止している。主に，社会・文化面について取り扱い，資金は，広告収入にた

よっていた。

ＴｈｅＪａｐａｎＴユｍｅｓ，ＡｓａｈｊＬＥｖｅｎユ、ｇなどの英字折明社が，時々，ス

ペインｉｎ§の出版物を出しているがｉその刊行頻度は，１年１回以下である。例えhピト

巡航見本市船のさくら丸か，ラテン・アメリカ諸国を妨問するとか，カラカスの第１

回日本見本市のような特別を柵しものがある時にかぎって出されるわけである。この

場合綱巣方針は，あらかじめ広告主たちに返ってきめられていて，特定のグループ

の宣伝になるようなわが国の通商，産業のあらさしに、【点をl酌/､ている。

ＮＨＫの国際局が，スペイン婚とポルトガル語で出している小IIP子に〃Ｂｏｌｅｔｉｎ

ｄｅＲａｄﾕｏＪａｐ６ｎ‘がある。ＮＨＫでは，こうしたものを､他のいろいろな外

国語でもだしている。主な目的は，ＮＨＫの海外放送に興味を持っている人々に，短

波放送の恭組のプログラムの周波数を教えることで，その他余白を利用して，今室

でに放送された番組の中て，好好だったものをのせたｂ，ＮＨＫの諸活動についての

ニュースの礎供をしたりしている。２ケ月に－度出されているが，ラテン・アメリカ

においてできるだけ，広範囲にわたってゆ盆わたるように，附醜希望識放送局，新

附範その他の報適関係機関などに，直接送られている。

(5)全体的汗価

さず〃スペイン錨のＩＨＩ〃について述べよう。１９６８年９月２０日号のＴユｍｅ鎧

に次のようを記事がのっていた。

「私か今Hhuんでいる小説は非常にむずかしい英語で掛かれているが，私がj;Aたこと

のあるこれよりむずかしい英蛎というと，日本の小型オートバイの操作を説明したも

のだけだ。」

この一文は，わが国の外国錨の水辿をよくあらわしているといえよう。尻ベイン譜

で響かれたものに関しても，主ことにひどいものがある。少し例をあげてみたい。

・ＥｎｅｓＬｅｃａｔｄｌｏｇｏｎｏｓｌユ、ユヒａｍｏｓａｐｒｅｓｅｎｔａｒａｌｏｓ

ｌｅｃｔｏｒｅｓｌａｒｏｔｏｄｅエａｂｏｍｂａｄｅｇｒａｎｔａｍａ５ｏ，ｙｌａｓ
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ｂｏｍｂａｓｄｅｐｅｑｕｅｎｏｔａｍａｎｏｑｕｅｔｅｎｅｍｏｓｅｎｅｘユｓｔｅｎｃｉａ

ｃｏｍｏｂｏｍｂａｄｅｕｓｏｍｈ１ｔﾕPle，peroencuant○ａｌａｓ

ｂｏｍｂａｓｅｓｐｅｃユａｌｙｄｅｔａｍａｎｏｇｉｇａｎｔｅｅｓｔａｍｏｓ
Ｏ

ｆ､ａｂｒユｃａｎｄｏｌａｓｂｏｍｂａｓｍａｓａｐｒｏｐユａｄａｓｐａｒａｃａｄａ

ｅＳｐｅｃユｆｉｃａｃﾕ６，．〃

皿Ｉｎｄｉｃａｌａｃｅｎｔｒ１ｆｕｇａｄｏｒａｄｅｌ１ｍｐユｅｚａａｕｔｏｍａｔ１ｃａ

ｓｕｐｅｒ１ｏｒｄｅｌａｍｂｒﾕcaci6nnac1onal，lａｑｕｅｅｓｔａ

ｒユ、ｄユｅｎｄｏ１ａａ１ｔａｅｒエｃユｅｎｃ１ａｅｎｌａｒｅｆユｎｅｍＬａｄｅｌ

ａｃｅユｔｓｃｏｎｌｅｓｔｉｂｌｅｒｅｃ１ｅｎｔｅｍｅｎｔｅ．〃

こうしたものを除くと他の各種出坂物の中には，すぐれたスペイン雨のものも，砿

かにあるが，鰭じてもつと努力が必要である。

ｌ穴に出版物に要したと思われる経費について推定によｂ概算してみよう。

”ｐａｒａｃｏｎｏｃｅｒａＪａｐ６ｎ”を例として,あげてみれば,との小冊子は，市

販する掴合は，２ドルと在っているが，実際には市販されていたい。

元値が２ドルということたら製作に饗した愛用は。１ドルから１ト."５０セントの間

であろうということが考えられる。そうすると、５．０００部印刷すると，５．０，０ドル

からz５０，ドルの費用がかかっていることになる。印刷されたものが，すべて，海外

に送られると考えて，郵送料は船便で１部につき約１００円だから５０万円，つさb

およそ１，５００ドルになる。そうすると，製作費及び運賃の合計は5.000部印刷す

るごとに多く見てＲ０００ドル､つ室b約２５０万円に達するわけである。前述のよう

にスペイン錨DII係の出版物は，年間２０回左で発行されていると考えられる。１回につ

き５．０００部としても，多く見積って約５千万円の金カミスペイン鍋系の人々に，わが

国を知ってもらうための手段としての定期刊行物に投資されていることにたる。この

５．０００万円とv､う金1卿士，決して充分とはいえないが，もし，もっと上手に使われ

ていたら，より大きな効果をあげることかできたであろうと思われる。

｡

さて，こうした出版物は，どのような欠陥を持ってv､るであろう力、古ず，発行部数

の不足があげられる。人口206(人の大陸をカバーしようとしているのだから，発行され
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たものがすべて，一部のもれもなく，ラテン・アメリカの人々の手にわたったとしても

年間４０００人に１部ということにたってし古う゜加えて配布ルートがあやふやで，有

名驫爽といってもいいも…で,爽艤には発行…,ｆ,つ…ＩＭＩ3万人に‐'剛
の割合でしか発行されていないことに左る゜

そこで０配布ルートを改良することがどうしても必要になってくる。何らかの形で，

政府の畏肋が得られるような印刷物D配布センターのよう左ものは考えられたいもので

あろうか。このセンターの役割には，二つ考えられる。さず,印刷物配付の中IOU点(とな

りうるラテン・アメリカの機関，学佼などのリストを整備し，しっかりしたものにつく

り変えねばたらない。こうしたものの中に1.4新uUtb雑蜷鎚教科野・参考灘IjM係出

版払一般の図聾賦教育センター，文化センター,それに,文化・科学・経済をどの分

野で，すぐれた業紙をあげている人々などが含されるととになる。

次に住所録は,、三段階にわけて，一爵亟要なものか，１０．０００，第二段階のものが，

５０．０００，第三段階のものが，６０．０００，合叶で１０万ぐらいの宛先を含むものに

なると考えればよい。

それではヒヒで，こうしたスペイン語で出されている出版物の質の問題について検討

してみたい。

スペイン語の質は別にしても，一般]殉に内容にかたよりかあることは否めたい。広告

主に依存することが多いので，どうしても単なる商業広告の－手段とたってしまう傾向

がある。一部のものは，異国慨幡を出そう，変ったものにしよう，倉れいを6のにしよ

うとする意識が強すぎるようである。"日本イコール，画士山，プラス芸者々という

イメージは幸v､無くなって来つつあるが，これに変って，もつとおかし左もの，つ性，

。Ｂ率イコール，新幹線ﾌ･ラニ高速道路。という新しいイメージがでてきていること

は甚だ興念なことだ。２年前のメキシコの雑錨ｖﾕsﾕ６，に４つか５つの日本の広告

が出ていた力ｉその中で，銀行，Ｈ１機製｡aのメーカー，製鉄会社の三つ笈でが，自分た

ちの活励状況を印象づけるために超特急の写其をのせていた。とにかく，わが国のス

ペイン語I對係の出版物の質を高めなければならない。この意りI急でOiitI述の印i61j物配布セ

ンターが，内容のすぐれた印刷物の配布だけを引き受け，よくないものは受理しないと

いうことであれ煙出版物の質を斑める上で，非常に有効なものとなる。
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2．妃録映面

（】）一ＩＩＢ的特徴

映画の持つ彩轡力はある特定のイメージを形成する上で，非常に大きなものがある

という理薗が，テレビや映画館などで，広告の支えとなっている。大衆に対して映画

の持つ影瀞力が大きいので，世界各国の政府やb公けの機関が金に糸目をつけず，自分

の国の宣伝の為に映画を利用することが非常に多いのである。

８日録映画は，大きく分けて２つにわかれると思う。”見られる妃録映画”と・見ら

れない紀録映画〃である。日本では今さかんにilB録映画がつくられているが，大部分

はお念入りをしてし金っていて。”見られない紀録映画”になっているのではないだ

ろうか。メーカーや商社で，大き左もCDになると大ていＰＲ課に，「これが何何だ』

とか，「世界に奉仕する何何」あるいは生允「何何の横顔」といったフィルムを持っ

ている。つ室D，彼らは，外国に大iitに配給していくような手段をもちあわせていな

いから，こうしたフィルムが見られない記録映画の中に入ってし雀う。外国にある代

理店とか販売店に送られ，そこで，ごく少数の顔客の前で気蚤ぐれに見せられ，それ

で終わってし雀う゜

日本をテーマとしたユペイン酷の解説つきの映画の一般的な特徴を見ると，一つは

すべて，英錨用につくられたものを翻訳し流用したものであるということである。私

の知っているかぎりでは初めからスペイン語系の国とだけを対象としてつくられた記

録映画は，今戎でには無lハようである。これは，劇Ul会社の宣伝用につくられたフィ

ルムにも，他のことを目的としている攻府機関あるいはｉ政府関係観閲によってつく

られたフィルムにもいえることである。現在，カラーで約２０分のフィルムをつくる

と５００万円から２．０００万円もかかる。そこで，さず，英招でつくっておいてそ

のあとで，スペイン語。フランス錨，ドイツ膳，中国語などのコピーをつくる。費用

の点から見ると，コピーをつくる場合は，５０万円から４０万円ですむという経済的

な理由は十分理解できるが,とにかく製作の段階で，ラテン・アメリカの人々を無視

しているということは事実である。生活のリズム，好み，ものの考え方など，すべて

が米国とラテン・アメリカではひどくちがっていることを考えると，これは洩念至便

なことだ。
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ラテン・アメリカにおける日本のイメージ

邇端な例をあげると，米国人の男の子か，日本を旅行して兄山§するとと十べてに

ただもう感心するばかりという内容の映画があった。姻想も充分ねられていたし，写
真もすばらしいものだがｂただ，でてくる反j冠bE，〃パパの車とママの恥…..｡'とい
うようなめぐ性れた中流階級のものの考え方を，すべて身につけた米国の１少年の反
応なのである。、

スペインの少年が日本的な事物を前にしての反応は,この米国の坊やのものとは大き
な迩八がある。つ性ｂ,日本をラテン・アメリカの人に対して紹介するのと，米国人
に対して紹介するのと賎根ｺﾎｺｳｳにちかうものでなければならないということである。

第２に，今童で何度もくりかえされて，誰でもが知りつくしているような話題を依
然として用いていることがあげられる。

近年,雫私は，'たくさんのフィルムにスペイン語の解脱を吹きこんできれしかし，
その大部分は,『｡．…･…全世界の鱗栄と平和にとって日本の意義ある成長は…….-.』
と水『･･……．このようにして日本は。人類にとって最大の福祉をもたらす新しい通
を指し示してv､主す。』といった表現でおわっている。

”画士のふもとを走る新幹；151゜とれもさた使いふるされたテーマのひとつである。
それにとのシーンti，あさクふさわし《たい場面にでてくる。ｆuえば，新しいプラス

チックの持つ鯖異的な性能を大I'､に宜伝するためにつくられた映画にでてきたり，日
本のオモチャ産業に関するフィルムにでてきたりする。

しかし’良い面もあり，それは，カメラワークがすばらしいということである。も

ちろん例外もあるが，総じて日本の上の極の映画は写真芸術という面からいうと直め
て優秀である。

『日本のデザイン』というフィルムの中に忘れることのできない，それはすばらし

いｼｰﾝかあった｡遠近感のない平面的なﾕｸﾘｰﾝの上に色彩豊かな布地が幾巻も

次から次へと広がってくるｂ女性の茄物につかわれる布地なのだが，敬抄な色調であ

りながら,生き生きとした対照の感じられるものでｐさきに，映画になったピカソの
面を見ているという艦じかした。

(2)ジェトロの役2Ｈ
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さて,この楓の映画の主な製作機関としてＪｅｔｒｏの存在を忘れることはできな

い。数年前からジェトロは，１年間に６本，ゴU2のヨ0分もののテレビ月鋏画をつく

っている。このテレビ映画の製作目的は，米国の人々に今日の日本の姿を紹介するこ

とにある。１９６５年以峰スペイン，ラテン・アメリカ，フランス，ドイツなどの

諸国へも紹介することになり，それぞれの国０１;への翻訳がちと左われはじめた。１９６６

年からは年４本と製作本数が減り，主た１９６８年から，カラー・フィルムとなった。

それではタイトルを見てみよう。

１９６５年：

☆（日本総麹ともいうべき

『これが日本だ.ｉ

☆ひとりの米国の学生が日本を旅行する

『ジャンク・ファセソトの囲険』

☆日本の港を扱った

『４０００の玄関をもつ国』

☆伝統的な陶磁器』叫乍について扱った

『炎の芸術』

☆日本の宣伝・広告ｆとついての

『ある顔』

☆日本の若者述を扱った

『若者が資任を感じる時』

１９６４年：

☆『アンディ・アダムスの日本の経済報告』

☆米国の１少女

『ドリーン・ライン・フィリップスの日本日記』

☆延築関係の

「住と塾』

☆都市のイルミネーション広告についての

『都会の天井』
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ラテソ・アメリカ賭国における日本のイメージ

☆ある労働者の生活を描いた

『コンクリート・ミキサーの迎転台から』

☆広囲市の紹介をしている

「広葛b』

１９６５年：

☆．『日本人の生活諸条件』

☆『５人の外国人記者のみた日本』

☆『東京』

☆岡山での２人のアメリカの少年の物語である

『ポムと＝ツク』

☆『大和たてしと』

☆『長崎』

1166年:

☆『日本の子供達』

☆アメリカの少女

『イサペルの手紙』

☆日本の産業発展を描く

『産業交趨蕊』

☆ｆｕ子工学の世界を描いた

『ミクロの世界」

１９６７年：

☆日本のオモチヰ産業に関する．

『トピーの圃険』

☆『日本のデザイン：生活の美』．、

☆伝統的な日本と新しい日本を対照させた

．『来京と松江の物語』

☆『輸入と輸出：エリ良い生活をめざして』

(3)海外の反轡
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で徳実際にこれらの映画の放映の状況を見てみよう。

メキシコでは，１１６７年にメキシコの唯一のテレビ放送磯ljUFであるテレシステマ・

メヒカノが，４チャンネルで、１９６６年にＪＥＴＲＯで製作された４本のフィルム

を放送し，「イサペルの手綱は再放送された。

放送時ＩＭＩは日によってちがうが，大体３時から５時の間に行なわれた。ＪＥＴＲＯ

の依頼でメキシコ放送局力行なったアンケートによると，約４Ｒ０００世帯の人々が

「イサペルの手紙」を見たことがわかった。賎も視穂率の感かつたのは，「日本の子

供麺で，約２１．０００世帯だった。このほか２チャンネルでその他のフィルムがヨ

回放送されている。

ペルーの放送状況に関して，今手もとにある資料は不充分なものだが，リマの政府

教育テレビ局の７チャンネルで毎週木岨日夜の８時から，時雀で，ＪＥＴＲＯ関係の

フュルムが放送された。どんな番組が流されたのか報告が来ていないのでよくわから

ないが，７チャンネルは，年間を通じて，同じ時間にヨ２本の映画しか流していない

から，恐らく同じフイルムを何回も放送したものと思われる。放送ごとにおよそ'

５０，０００世帯の人々が聴取したと計算されている。

スペインにおいては，国立放送局か，１９６６年の「今日の日本」シリーズの４本

を５月から７月にかけてﾉ放送したことがわかっているが，隊しいととは不明であ

る。

これがＪＥＴＲＯのフィルムのテレビによる放送の概略であるが、今まで日本のイ

メージをスペイン語を国鏑とする人々に伝えようとしたものの中で，ＪＥＴＲＯの行

なっていることか－番主とも左ものであることは０主ちかいまい。１つ迩妥なことは,

ジェトロが，フィルムの放映のために金を支払ったのは，メキシコの場合だけである

ということである。ペルーの場合も，スペインの掛合も、ＪＥＴＲＯに無料で放映す

るということで借用を申し出てきた。周知の血D，テレビは，"砲くことを知らない

食欲をもつ怪物ロで，フィルムがいくらあってもたりないで、次から次へと広み込ん

でし富うので，とても必妥なだけフィルムをつくってやるわけにはいかない。こうし

た傾向は，さだ日本や米国ほどに，テレビが国民生活に深く浸透していない国に特に

見られることである。つ蚕ＤＣフィルムがｏいつも払底している状況にあるので，ラ
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ラテン．アメリカ諸国における日本のイメージ

テン・アメリカの国々の大部分のテレビ局は，もしわれわれが日本を紹介しているフ

イルムの提供を彼らに申し出れＩ｡［，喜んで引きうけてくれるだろう。

フィルムに関しても，前述の出版物の配布センターの主うなものをつくり，日本紹

介のために，外国のテレビ局に適当に配給してもらったらどうだろう｡自分連の活動状況

についてＰＲ映画をつくっている会社も，そのフィルムをラテン・アメリカのほぼ全

域にわたって，テレビで流してくれる機関があるとたれ1.ﾋﾞ，むしろ大いに歓迎するの

ではないかと思われる。

(4)内容の評価

ヒヒでＪＥＴＲＯの映画の内容について批評を加えてみたい。本来が米国向けにつ

くられたもので，ラテン・アメリカのことは，何ら考臓されていないという点を除い

て考えると,次のエうなことがいえる。

テーマは変化に画み，武が多く，一般によく選択されている。このことは前記のテ

ーマの￣B睡我でも容易にうなづけることと思う○さた，内容が商ﾖ肖釣．経済的なもの

￣辺倒にならないように，その政を適当にセーブし社会的，文化的な内容もかなり

おりこんでいることは側遮Nハない｡しかし，全Hjnj勺にいえることであるが，簸者には

どうも，「日本を名実ともに近代的国家として紹介しなければならない」という意識

が強すぎるように魁える｡だから「日本は，世界で一番i圓馴,､塔をもっている」と力、

「日本の超特急は，世界で一時通い」と力、「工業生産では，世界で第ヨ位である」

といった他の国との比較をへきえきするほど，〈ｂ返し〈ｂ返し行なうのだ。

やや蛇足になるが，人間の価１面の中で何が股高の価値をもつかについては大いに函

競のあるところと思うが，あるものは神であるというだろうし，宗教であるという人

もいるだろう。注た，ある人は人間性であるというだろうし，力，櫓力であるという

人さえあるだろう。とにかく，鉦者引0K考えるに，最上位とをでばいかなくても，精神

的に立派であり、おくゆかしい，つ室ｂ､エレガンシアということか人間の価値の中

で上位をしめることは疑いの余地がない。

映画を通じて,外国に日本という国を知ってもらおうと思う人は，スマートさを身

につけてほしい。むやみやたらと，さわぎたてたいでほしいと里う゜さた，こうした
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フィルムには，はたやかな面ばかりが登柵して，その裏にある社会の暗v､面は，でて

こない。バラ色の描写に肛点がおかれすぎているのだ。例えば「東京と松江」という

フィルムの中て，団地の一室を借りて住んでいる君ハカソプルがでてくるが，その解

説によると，「東京で，中流の生活をする者は，皆こういった部屋に住んでいる。」

ということになっている。現実はなれのした話であることはすぐにわかる。‘

●

一国のイメージを､燈しようとする蟻その国の欠けるところをどのようにしてみ

せるべきか，これは大変にむずかしいことであるが，しかし，最初に述べたように，

ＰＲするということは決してだ注すことではなく，知ってもらうことなのだ。だから

劣っている部分についても，注た知ってもらう必要ﾂｹKある。どうやって知らせるかと

いうことは別のH８階Uである。しかし，総じてＪＥＴＲＯのだしているフィルムは，日

本のイメージ形成において，プラスになっていると思う。

（原文スペイン鋤
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