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The Magician of Communication

William Ree
コミュニケーションの魔術師〜ウィリアム・リードさん

日本との出合い
リード氏がはじめて日本という国の存在を知ったのは、1963年、
11歳のとき。坂本九の名曲「上を向いて歩こう」
（通称スキヤキ・
ソング）を聴いて魅せられたのだという。同じ頃、学校帰りに上級生
のいじめっ子に痛めつけられ、自分の身を守れなかった悔しさから、

マインドマッピング・
インストラクターになる
SEMAの代表を後進に引き継いだ頃、
リード氏は自ら活用して
いたマインドマッピングを広めたいと思い、
インストラクターの資格を
取得する。

合氣道の本と出合う。
20歳で初来日。早稲田大学で学ぶが、本当の目的は合氣道を

「マインドマッピングは、
キーワードと絵を組み合わせたノート術です。

習得することだった。
１年後にアメリカへ帰国。1974年にアーラム・

これを使えばどんなアイディアも１枚の紙に集約できる。しかも記憶

カレッジの日本語学科を卒業する。当時、アメリカ人で日本語を

力を高め、
プレゼンテーションや学習にも有効な最高のツールですよ」

け

学ぶのは稀有なケースで、周囲から

マインドマッピングの基本は「アイディアのお手玉」だとリード氏

不思議がられたという。その後、理科

は言う。あふれるアイディアや情報のすべてを記憶し、上手に整理し、

教育の修士号を取得し教職につくが、

コントロールする。左右の脳をバランスよく使うのだという。また、

学校のシステムが性に合わず2年で

マインドマッピングは日本人に最適のツールだとも語る。

退職。1982年、30歳のとき再来日。

「日本の漢字はもともと絵が基本になっている。漢字はすごくコン

以来、ほとんどの時間を日本で過ごす

パクトでいろんな意味が凝縮されていますよね。それに、
日本人は
持ち運びに便利なものが好きです。なんでも小型化するでしょう。

こととなった。
道場にて（掛け軸はリード氏自筆）

日本で起業

携帯電話がいい例です。また、世界で日本ほど漫画やアニメが好き
な文化はありません。日本人はとてもヴィジュアル型だと思いますね。
だからマインドマッピングは日本人にぴったりなんですよ」

30歳でフリーの翻訳家になったリード氏は、翻訳会社の勧めで
自動車産業を専門とするようになった。1989年に現在の彼の仕事の
基盤となる有限会社リード・リサーチ・インスティテュートを設立。
その後、SEMA
（米国自動車用品工業会）の日本事務所設立に
関わり、
日本代表を4年間務める。
「起業はもちろん簡単なことではありません。すべて自分で解決し
なければならないし、安心も保証もない。それでも楽しいんです。
一度経験してしまうと、二度と雇われの身になろうとは思わないで
しょうね」

ジェイ・レヴィンソン氏との
出会い
自らのビジネスにゲリラ・マーケティングを活用して効果を実感し
たリード氏は、
なんと大胆にも、ゲリラ・マーケティングの開発者ジェイ・
レヴィンソン氏に直接Eメールを送ってコンタクトをとった。
「彼の著書の中に、思わず姿勢を正して読みたくなるような箇所が
あったので、
そのことを書いたんです。私の連絡先も添えてね。すると
翌日、彼が家に電話をくれたんです。驚きました。
『すごいぞ、
やった！』
という感じでした」
同じ方法で、
リード氏は複数の
世界的なベストセラー作家とも

William Reed
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知己を得ている。この一見、
シンプ

ウィリアム・リード

ルで幸運としか思えない方法にも、

1952年生まれ。1989年、
リード・リサーチ・インステ
ィテュート設立。現在、BSMARTSyst
ems代表。
ゲリラ・マーケティング・マスタートレーナー、
マインド
マッピング上級インストラクターとして活躍中。
著書に「Shodo
（書道）」
「K
（氣）
i 」などがある。

実はきちんと考え抜かれた戦略が
隠されているのだ。もちろん、小手
先のテクニックだけで人の心は動

ジェイ・レヴィンソン氏と
脳のランプを手に

d
かせない。彼自身の人間力が人をひきつけるのは言うまでもないが。
「『買う気にさせる9つの裏ワザ』と同じ原理です。ただ『会いたい』
とか『何か教えて』というのではダメです。相手に『こいつに会って
みたい』
『話してみたい』と思わせるようでなければ･
･
･
」
リード氏は、感動を率直に相手に伝え、相手の心を動かすコミュニ

ポイントは
「結びつけること」
セス・ゴーディンが企画する、500のクリエイティブ・プロバイダーを
選 出 するコンテストの 最 終 選 考に残り、また、韓 国 やシンガ
ポールのパートナーとマインドマッピングを普及させるプロジェクトを
推進・・・と、数々のプロジェクトを抱えているリード氏だが、プライ

ケーションの達人なのだ。
その後、彼はレヴィンソン氏と良き友人となり、氏の勧めでゲリラ・
マーケティングのマスター・
トレーナーとなる。

ベートでも多忙だ。合氣道に書道、
タップダンスも趣味としている。
「自分で会社を興したのは、趣味の時間をつくりたかったからという
理由もあるんです。もし会社勤めをしていたら、全部はできませんよ」

ゲリラ・マーケティング
ゲリラ・マーケティングは、
もともと中小企業や個人事業のために

しかし、趣味は確実にビジネスにも生きている。
「合氣道からは臨機応変に対処することを学びました。資金も情報
もない中でどうやって目標を達成させるか、
という壁にぶつかったと

デザインされたマーケティング戦略だが、今では大企業もその効果

きに、流れに任せればいいのだという合氣道の考えが役に立ちました。

を認め、活用している。

また、書道からは、
目の前にあるものの本当の姿を見るということを

「宣伝は大切ですが、
マーケティング戦略の１パーセントを占めるに

学びました。行間を読むのです。これはビジネスにおいても重要です。

すぎません。ゲリラ・マーケティングには100のメソッドがありますが、

日本人は本心を語らないことがありますからね。
『検討しておきます』

そのうち６割はお金がかからないものです。例えば、
『30秒メッセージ』

と言いながら本当は検討などしないことが多いでしょう」

と呼ばれるテクニック。これは、初対面の相手に自己紹介するときや

リード氏の手にかかると、すべてが実に効果的に結びつけられて、

名刺を渡すとき、短時間でいかに印象深いメッセージを伝えるか、

絶妙な相互作用をし始めるから不思議だ。

というテクニックです」

「成功するのはとても大変なことです。やるべきは、
オンリーワンに

またリード氏は、
１ページ・ニュースレターを自ら実践している。定期的

なる方法を見つけること。他にはない存在になるのです。そのため

にゲリラ・マーケティングとマインドマッピングのニュースレターを

には、独自の結びつきをつくることです。人と同じものを見ながら、違う

発行しているのだ。

ものを見る。そしてそこに新たな結びつきをつくるんです」

「15ページもある長いニュースレターは誰も読みませんが、
１ページ
で実用的なものなら、みんな『手軽で読みやすい』と重宝がってくれ
ます。要はムダな部分をすべてそぎ落として、本当に必要なメッセージ
だけを簡潔に伝えるということなのです」

リード氏の理想はドラえもんだという。
そこには、マインドマッピングやゲリラ・
マーケティングという魔法の道具をポ
ケットから出して、困っている人々を助
けたいという思いが込められているの
だろう。時に失敗することはあっても楽

主宰するウェブサイト。
登録すると、無料のニュースレターを受け取ることができる。

天家のドラえもんがヒーローだと語る
言葉に、彼の人柄が垣間見えた。

タップダンサーの仲間たちと

リード氏の著書。
3冊とも発行元は
JapanPubl
i
cat
i
ons,
l
nc.

マインドマッピングのサイト

ht
t
p:
/
/
www.
bsmar
t
.
net

ゲリラ・マーケティングのサイト

ht
t
p:
/
/
www.
gmar
ket
i
nggeni
us.
com

ニュースレターをまとめた
書籍が近日出版予定。

（1986年刊）

（1992年刊）

（1989年刊）
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The Magician of Communication
William Reed
Interviewer: Masanori Kanda

KANDA: Thank you very much for having read my first book on English
learning. I am the author Masanori Kanda. I feel very happy that you picked up
this book in a book store because I put so much energy and heart into this book.
While I was writing this book, I got a chance to interview an extraordinary man,
who you’ll listen to shortly. The interview went so well and it turned out to be
very rich and useful information for entrepreneurs.
To tell you the truth, the company arranging this interview planned to sell it in a
CD format at 7,000 yen, but I have made it for free for you because I want you to
experience the pleasure of English learning. So, enjoy listening.

Introduction

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（翻訳：阿部真奈美）

（1）Amazingly
通常は"
unbel
i
evabl
e"
の意味で使い
ますが、
ここでは WOW！"
という驚きと、
(
)
)(
)
A
B
A
"
Notonl
y̲
̲
,
butal
so(
̲
̲
=(
̲
̲
だけで
(
)
B
はなく̲
̲
も)
"
という２つの意味を持っ
ています。

（2）man of many talents

KANDA: Welcome to the first edition of our Million Dollar English Program
for Entrepreneurs. And we have a great guest today. And he is a Guerrilla
Marketing Master Trainer as well as an advanced Mind Mapping Instructor.
Amazingly, he has a black belt in Aikido and has written many books on
（1）
Japanese Shodo.
And, obviously he is a man of many talents, and I would like to welcome
（2）
Mr. William Reed.
（3）

REED: Thank you, Kanda-san, it’s a pleasure to be here.

（4）

KANDA: Thank you very much. I’m very honored to meet you today. And by
the way, I would like to ask you the first question. Are you a superman?

最大の賛辞。つまり"
geni
us
（天才）"
だと言っています。

（3）Reed
すばらしいイントロダクション。誰かを
紹介する際に使えるスタイルです。
例えば、パーティーやミーティングなど
でスピーチをする前など、
まずその人物
を褒め、
そして名前を紹介します。
名前を先に言うと、
そこから先はあまり
聞かず、名前すら覚えていないことが
多いからです。先にその人の偉業を
紹介することによって注意を引くことが
できます。そしてもちろん、紹介される
側も気分がいいですしね！

（4）it’s a pleasure to be

here.

REED: [laughs] No, I’m just a very busy guy. [they laugh]

ホストに感謝の意を表す丁寧な言い
回し。

An Encounter with Japan and Starting a Business
KANDA: OK. Let me first ask you this question: When did you first come to
Japan, and why did you decided to stay here?
（5）

REED: Well, I first actually discovered Japan in 1963, when I was 11 years
old, and, you know, the “Sukiyaki” song – Sakamoto Kyu, “Ueo-MuiteAruko”, that was the number one hit in America, the first time, I think, that a
foreign language song was a hit. And it was so mysterious to me! I didn’t
understand it. Actually, I thought it was a woman singing. I just loved that
song. It just captivated me.
（6）
And at the same time, that year I was walking home from school one day and
some bullies, older kids, came up and kind of roughed up me and my friend.
And I realized I couldn’t defend myself, especially against a large number of
（7）
people. So the next day I went to the bookstore and found a book called “The
Power of Aikido.” And from that time, I just was so interested in oriental
（8）
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（5）decided
正しくは"
dec
i
de"

（6）captivated
capt
i
vat
e=f
asci
nat
e、at
t
r
act
（心を奪う、魅了する）

（7）realized
=under
st
oodネイティブスピーカーは
"
Iunder
st
ood.
.
.
"
の代わりによくこの
言い回しを使います。分からなかった
ことがやっと理解できた、
というニュア
ンス。

（8）I just was so interested...
もしくは"
Iwasj
us
ts
oi
nt
er
es
t
ed.
.
.
"

コミュニケーションの魔術師
ウィリアム・リードさん
【インタビュアー】神田昌典

（翻訳：佐々木マミ）

【神田】 私の英語学習に関する最初の本を読んでいただき、
ありがとうございます。著者の
神田昌典です。皆さんが書店で私の本を手にとってくださったことを、
とてもうれしく思います。
この本には大変なエネルギーと心を注ぎました。この本を執筆中に、素晴らしい人物にインタ
ビューする機会を得ましたので、
このあと皆さんにお聞きかせしたいと思います。このインタ
ビューは起業家にとって非常に貴重で役立つ情報にあふれた、
とても素晴らしいものになり
ました。
実はこのインタビューを制作した会社は、
これをCDに収録して7,
000円で販売する予定
でしたが、私のたっての希望で無料でお届けすることにしました。皆さんに英語を学ぶ楽しさを
味わっていただきたいと思ったからです。どうぞお楽しみください。

イントロダクション
神田（以下K）
：起業家のための『100万ドルの英語プログラム』創刊号へようこそ。今日は
素晴らしいゲストをお招きしています。ゲリラ･
マーケティング･
マスター･
トレーナーであり、
またマインドマッピングの上級インストラクターでもあるこの方は、
なんと合氣道の黒帯の
保持者であり、
さらに書道に関する本もお書きになっています。そんな才能あふれる方、
ウィリアム･
リード氏をお迎えしましょう。
リード
（以下R）
：どうも、神田さん。お招きいただきありがとうございます。
K
： こちらこそありがとうございます。今日はお会いできて光栄です。さて、早速お聞きしたい
のですが･･･
あなたはスーパーマンですか？
R
：（笑）いえ、私はただの、超多忙な男ですよ。

日本との出合い そして起業
K
： では手始めに、最初に日本にいらっしゃったのはいつ頃ですか？ そして日本に住もうと
決めた理由は何でしょう？
R
： 初めて日本という国の存在を知ったのは1963年、私が11歳のときでした。坂本九の
「スキヤキ･
ソング（上を向いて歩こう）」という歌があるでしょう。あの曲がアメリカで流行
しましてね。外国語の歌が大ヒットするなんて初めてのことだったんじゃないかな。歌詞も
分からないその歌が私にはとてもミステリアスに聞こえたんです。最初は女性が歌っている
のかと思っていたんですけどね。すごく気に入って、すっかり夢中になってしまいました。
それと同じ年の話ですが、友達と学校から家に帰る途中、上級生のいじめっ子にひどく
痛めつけられたことがあったんです。私は自分の身も守れないんだ、
まして多勢が相手では･
･
･
そう悟って、次の日に本屋へ行って「合氣道の力」という本を買いました。東洋の文化に
強く興味を持ったのはそのときからです。
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culture – well, I didn’t know the difference, but anyway Japan. And I decided I
wanted to do it.
That was 1963, the year that Kennedy was assassinated. When I actually
came to Japan was 1972, at the age of 20. The Vietnam war was still going. I
was fortunate to be able to come to Japan instead of go to Vietnam. And my
purpose – well, I studied at Waseda my junior year abroad, but my real
purpose was to study Aikido. So that’s when I began.
And I stayed one year, then went back, and came back again ten years later,
in 1982, at the age of 30, which is also when I first became freelance, independent,
and worked for myself, and I have been here pretty much ever since.
（9）

KANDA: OK. Well, of course you’re a black belt holder and you were initially
interested in Aikido, but you also are a successful entrepreneur. How did you
study entrepreneurship in Japan? I mean, you know…
REED: Well, I went into it, as they say, kicking and screaming. [K laughs]
（10）

In other words, I didn’t have a lot of choice. I didn’t want to teach English. I
（11）
had majored in Japanese in college, so I could speak and read fairly well, but
that’s not enough to actually work with it. So I had to train myself very hard to
become a translator.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（9）pretty much
=al
mos
（ほとんど）
t
この"
pr
et
t
y"
を
ネイティブスピーカーはよく使います。
「きれい」という意味ではありません。

（10）kicking and screaming
どんな意味か想像してみてください。
ネイティブスピーカーは必ずリピートす
るものなので聞き続けていればそのう
ち意味が分かりますよ。

（11）In other words
この言葉は、
ヒント。今言ったことを別
の言葉で（普通は分かりやすく）説明
するときに用いる表現です。

（12）is
過去の話なので正しくは"
was"

KANDA: OK, that is your initial career?
（12 ）

REED: My initial, yes.
KANDA: Wow.
REED: Freelance. And then in 1989 I actually started a Yugengaisha company,
called Reed Research, and that’s the base that I’ve been working from. But I
was freelance before that.
KANDA: How old were you at that time, when you started your first business?
REED: Uh, OK, well, let’s see… I guess it was 1989. So you can subtract…
I’m 51 now.
KANDA: I see. So you were about 20 —
REED: No, no, older. I came to Japan at 30, in ’83, and then six years later,
so…
KANDA: About 36?
REED: Yeah. But I started freelance at 30, and then started a company at 36.
KANDA: Can I make one comment?

（13）

REED: Sure.
KANDA: I have come across many people, many successful entrepreneurs,
（14）
and the one thing they have in common is that they started their business at the
age of 33.
REED: Oh! [he laughs]
KANDA: Well, of course there are some exceptions. But I found age 33 to be
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（13）Can I make one

comment?
会話の中で自分の意見を述べる際に
便利なフレーズです。相手の意見と
異なるかもしれない、
と思ったときに使
えます。

（14）come across
＝ふと.
.
.
に出会う

当時は東洋の国々の違いも分かりませんでしたが、
とにかく日本に魅かれました。それで、
合氣道をやろうと決めたんです。あれは1963年、ケネディーが暗殺された年でした。
そして私が実際に日本に来たのは1972年、20歳のときです。ベトナム戦争の真っ最中
でしたが、幸運なことに私は戦場へ行かずに日本に来ることができました。大学の3年次を
早稲田で勉強しましたが、私の本当の目的は合氣道を学ぶことでした。合氣道を習い始めた
のはその年です。
それから1年後にアメリカへ帰国し、
日本に戻ってきたのは、
その10年後の1982年。私は
30歳になっていて、
その年にフリーランスとして独立しました。それ以来、
ほとんどの時間を
日本で過ごしています。
K
： なるほど。黒帯ということから、当然、合氣道に興味があったのだと想像できますが、
あなたはまた成功した起業家でもありますね。どのように日本で起業の勉強をしたのですか？
R
： それこそ七転八倒しながら打ち込みました。それしか道がなかったんです。英語の教師を
する気はありませんでしたしね。大学では日本語を専攻していたので、会話力も読解力も
ある程度ありましたが、仕事に通用するレベルではありませんでした。それで翻訳家に
なるために一生懸命勉強したんです。
K
： それが最初の仕事ですか？
R
： ええ。
K
： すごいですね。
R
： フリーランスでしたけどね。その後1989年に「リード･
リサーチ･
インスティテュート」という
有限会社を設立しまして、
それが今の仕事の基盤になっています。
K
： 最初に会社を設立したのは何歳のときでしたか？
R
： ええと、
あれは1989年で、今、私は51歳ですから、
そこから計算すると･･･
K
： そうすると、二十･･･
R
： いえ、
日本に戻ったのが83年、
ちょうど30歳のときで、
それから６年後の話ですから･･･
K
： 36歳？
R
： そうですね。30歳でフリーランスになり、36歳で会社を興したんですね。
K
： ひと言いいですか？
R
： どうぞ。
K
： 私も大勢の成功した起業家にお会いしてきましたが、彼らに共通していることがひとつ
あります。皆さん33歳で起業しているんですよ。
R
： ほう！
K
： もちろん例外もありますが、33歳という年齢は起業家のキーナンバーなんですよ。
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a key number for entrepreneurs.
REED: Mm. Oh, that’s about right.
And I mentioned that I went in kicking and screaming. Let me explain that a
（15）
little bit. I could get a job, but I didn’t want to get a job. I wanted to work for
（16）
myself.
And, you know, it’s not easy. From your own experience, you know you
（17）
have to do so many things that’s not written in a book, and you have to figure
out so many things for yourself. You need people’s help. There’s no security,
no safety. And yet it’s so much fun! After you experience it, you never want to
go back and get a job. So in a way, [I was] kind of driven to do it.
KANDA: Your professional area have grown into many different categories.
（18）
You first started out as an interpreter or translator, but then you have become,
you know, a master instructor or trainer of Guerrilla Marketing as well as
Mind Mapping. Would you tell us about —

One point comment
by Chris.

（15）kicking and screaming
ほら、
また出てきましたね。意味は分かり
ましたか？ 答えは"
七転八倒"
です。
例えば、こどもが学校に通う初日は
七転八倒（嫌がってバタバタ）
します。
あるいは、
リゾートで休暇を過ごした
あとに仕事に戻るとき、飛行機に乗る
のは七転八倒する気分でしょう。

（16）Let me explain that a

little bit.
自分の言ったことに説明を加えたい
ときに使えるフレーズ。ここでReed
さん
は自分が"
ki
cki
ng and scr
eami
ng"
になった状況について話しています。

REED: —How I got from A to B?

（19）

KANDA: Yeah.
REED: OK. Well, let me back up just a little bit. I graduated from college
（20）
with a degree in Japanese in 1974, from Earlham College. And at that time
Japanese was pretty unusual for Americans to study. So people would ask me,
“Why did you do that?” It was like Swahili or you know – it’s so specialized.
And I’m glad I started early, because it takes a long time to learn! But
anyway, I couldn’t really do much with it, so I went back to graduate school,
and I got a Master’s degree in education, specializing in science education. I
taught school for two years, which was about as much as I could take. I enjoy
teaching, but I didn’t like teaching in the public or private school system. So I
got out of that.
（21）
Then for about four years I worked in industrial rubber sales, selling hose
and gaskets and things like this. But my real dream was to go back to Japan.
So I did that, then, and eventually came back in ’82.
And so, what can I do? I didn’t want to teach English. I did, briefly; maybe
about six months, and that was enough for me to decide “OK, this is not it.”
But I knew I needed to learn more Japanese. So I studied again and again and
tried to build up my reading skill. And then I started to get freelance work.
Eventually then I realized – I was working with a translation agency, and they
said “We want you to specialize.” They gave me three choices: the automotive
industry; they liked my work, but they wanted me to specialize.
The automotive industry; the shrimp industry.
KANDA: Shrimp?!

（17）From your own

experience, you know
相手との関係を深めるにいいフレーズ。
相手の立場を理解し、
自分も同じような
経験をしていることを伝えています。

（18）have
→has

（19）How I got from A to B?
相手がいかにして現在の場所(
位置)
に
たどり着いたかを質問するときによく
使うフレーズ。つまり、Reed
さんにこの
質問をするとしたら、
「どのようにして
翻訳家から起業家になったのですか？」
という意味になります。

（20）let me back up just a

little bit.

自分の話の背景説明をしたいときに
このように言います。

（21）So I got out of that.
脱退する。このフレーズは業界が変わっ
たときに使えます。
（業界を変えずに
会社だけが変わった場合にはあまり
使いません）

（22）fishy business

REED: Yes, yes. A very fishy business. Or women’s lingerie. So that was
（22）
sort of a life choice, you know; which way to go. But I thought maybe the
automotive industry had the best potential, so I chose that.
I took a correspondence course in power mechanics, in Japanese; passed it –
probably the first and last foreigner ever to do that! But I’d learned all the
words, all the professional words. And then I broke into journalism,
（23）
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クリスのひとくちコメント

これはジョーク。Fi
shy
は怪しいという
意味ですが、s
hr
i
mpにかけているわけ
ですね。面白いかどうかは、あなたの
ご判断です

（23）broke into
ある職業や業界に「br
eaki
nt
o」する
とは、
その業界である程度の成功を収
めたということ。

R
： 確かにそうかもしれませんね。
先ほど七転八倒して起業家になったと言いましたが、少し補足すると、私は仕事に就
くチャンスもあったんですよ。でもそうは望まなかった。独立した仕事がしたかったんです。
もちろんそれは簡単なことじゃありません。神田さんもご自身の経験からお分かりでしょう。
本には書かれていない、やるべきことが無数にある。多くのことを自分で解決しなければ
いけない。助けが欲しい。そこには安心も保証もない。
だけどそれでも楽しいんです。一度あれを経験してしまうと、
もう二度と雇われの身になろうとは
思わないでしょうね。言ってみれば、私はフリーになるべくしてなったという感じです。
K
： リードさんのご専門は、多岐に広がりましたね。まず翻訳家、
そしてゲリラ･
マーケティング･
マスター･
トレーナー、
マインドマッピングの上級インストラクター。どうやって･･･
R
： AからBへ移行したか？
K
： ええ。
さかのぼ

R
： ではちょっと遡りましょうか。私は1974年にアーラム･
カレッジの日本語学科を卒業しました。
当時、
アメリカ人が日本語を学ぶというのはとても珍しく、
みんなからよく理由を聞かれたものです。
今で言えばスワヒリ語を学ぶようなもので、
とても特殊だったのです。
でも早く始めて良かったですよ。習得するには長い年月がかかりますからね。それで、
その
時点ではまだまだ使える状態ではなかったので、大学院に進んで理科教育の修士号を取
得しました。2年ほど教師をやりましたが、
それが精一杯でした。教えるのは楽しかったのですが、
公立や私立の学校のシステムの中で教えるのは性に合わなかった。それで辞めました。
その後、ホースやガスケットなどのゴム製品をセールスする仕事に4年ほど携わりましたが、
私はずっと日本に戻ることを夢見ていました。そしてついに82年に日本に帰ってきたんです。
帰ってきたのはいいのですが、
そこで私に何ができるのか？ 英語を教える仕事は望みません
でした。半年くらい経験してみましたけどね。 これじゃない と分かるのには十分な期間でしたよ。
もっと日本語を学ぶ必要があることは分かっていましたので、一所懸命に勉強し、読解力を
高める努力をしました。それからフリーランスの翻訳を始めたのです。仕事は翻訳会社から
依頼を受けていました。先方は私の仕事を気に入ってくれていましたが、専門分野を持って
ほしいと言われまして、3つの選択肢が与えられました。自動車、
エビ･･･
K
： エビ！
？
R
： ええ。f
i
s
hy
な
（ナマ臭い）分野ですね、
それから女性用下着。どの道に進むべきか、人生を
決定するような大選択でしたが、一番将来性がありそうに思えた自動車産業を選びました。
日本語の通信講座で自動車整備を学び、無事に課程を修了。そんなことをした外国人は
後にも先にも私だけじゃないですかね。その講座で多くの業界用語を習得して、
それから
自動車ジャーナリズムの世界に行きました。
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automotive journalism. And that was quite interesting; did that for a few years,
and met many people in the industry.
And then I was asked to start an office for a trade association, called SEMA Specialty Equipment Market Association – which I did about six or seven years
ago. I ran that for four years and turned that over to my assistant.
And around that time I decided – because I’d known about Mind Mapping,
and I used it, and I wanted to teach. Of course I was teaching Aikido and doing
all this at the same time, in my spare time.
And I wanted to teach, so I decided I would get certification as a Mind
Mapping instructor. And then I used Guerrilla Marketing to promote the
business. It worked so efficiently, so effectively, that I decided to get certified
as a Guerrilla Marketing coach, and then Jay Levinson asked me to become a
master trainer, so I did that too.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

"Mind Mapping", a Great Notetaking Tool
and Memory Technique
KANDA: OK, for the listeners who are not so knowledgeable about Mind
（24）
Mapping, would you briefly explain what Mind Mapping is all about?
REED: Mind Mapping is a form of notetaking which combines keywords and
pictures, that helps you to put any idea on one piece of paper. It could be a
speech, an entire book, a story… But the rule is that you put it in a branch
fashion, just the key words, so you can pull it out and it helps your memory,
（25）
or you can use it to present, or to learn… It’s a form of notetaking.

（24）not so knowledgeable
さらに情報を仕入れたいときの丁寧
き
な訊き方 。 例えば、"
I
'
m not so
knowl
edgeabl
e aboutcomput
er
s,
coul
dyouhel
pmewi
t
ht
hi
sf
i
l
e?"
というふうに使えます。

（25）pull it out
=取り出す。例："
Pul
lt
heMi
ndMap
outf
r
om yourdeskdr
awer
.
"
（＝机の引き出しからMi
ndMap
を出す）

KANDA: This is an amazing technique, for creative people I think – as well as
entrepreneurs, because many entrepreneurs in Japan, once I teach Mind
Mapping or refer to Mind Mapping, after 15 minutes they start to scratch out, I
mean they try to —
REED: Try to take notes in it?
KANDA: Right, take notes. Of course, it’s not a perfect form, but still they
love the idea.
REED: Yeah!
KANDA: Why do you think Mind Mapping is suitable for, suitable to
（26）
Japanese people?
REED: OK. First, I think it’s suitable to any human being, because it fits the
way we think. It’s a great tool for using your head. And by that I mean
it’s a
（27）
great tool for waking up your brain, connecting ideas. And it’s just a few
words, just key words, so you don’t have to remember too much. Actually, you
remember it from the key word. So I think it works for anybody.
It’s like juggling thoughts. You have so many thoughts, so much information.
How are you going to remember or organize this? So, juggling thoughts.
Actually, as a Mind Mapping instructor we also have to learn how to juggle.
KANDA: What do you mean?

（28）
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（26）Why do you think ~ ?
インタビューに限らず、
いいコミュニケー
ションには質問をすることが重要です。
"
５W１H"− Who,What
,Wher
e,
When,Whyそして Howを使います。

（27）And by that I mean
このフレーズも、別の言い方で再度
説明をするときによく使われます。"
I
n
ot
herwor
ds .
.
.
"
と同じ。"
That
"
は、
その前に説明した文（情報）
を指して
います。

（28）What do you mean?
もっと詳しく知りたいときに使えるフレーズ。
"
Idon'
tunder
st
and,pl
ease gi
ve
me mor
ei
nf
or
mat
i
on.
"
を意味する
ダイレクトな質問です。

とても面白かったですよ。数年間で大勢の業界人に会うことができましたしね。
その後、SEMA
（米国自動車用品工業会）の日本事務所を設立しないかと誘われました。
6〜7年前のことです。日本代表を４年間務めたあと、私のアシスタントに継いでもらいました。
決心をしたのはその頃です。自分自身で活用していたマインドマッピングを人に教えたいと
思ったんです。教える仕事も好きでしたしね。仕事をこなしながら、空いた時間に合氣道を
教えたりもしていました。
それでマインドマッピングのインストラクターの資格を取ろうと決めたのです。加えて、私は
ビジネスの販売促進にゲリラ･
マーケティングを使っていましたが、
その抜群の効果を身を
もって体験していたので、ゲリラ･
マーケティングのコーチの資格も取ることしたんです。
マスター･
トレーナーになったのは、
ジェイ･
レヴィンソンに勧められてのことでした。

記憶に残るノート術「マインドマッピング」
K
： マインドマッピングについて、
あまりご存じないリスナーのために簡単に説明していただけ
ますか？
R
： マインドマッピングとは、
キーワードと絵を合体させたノート術です。これを使えばどんな
アイディアも1枚の紙に集約することができます。スピーチ原稿、一冊の本、物語。基本は
その内容を枝葉のようなイメージに置き換えることです。キーワードを並べ、
すぐに取り出せる
ようにするのです。記憶力を高め、
プレゼンテーションや学習にも有効な、
ノートにメモを
取る方法の一種ですよ。
うろこ

K
： クリエイターにとっても、起業家にとっても、
マインドマッピングは目から鱗が落ちるような
テクニックですよね。私が起業家の皆さんにマインドマッピングを教えると、15分後には始める
んですよ、
その･･･
R
： メモを取り始める？
K
： そう、
メモをね。まあ完ぺきな形じゃないんですが、
とにかくみんな夢中になります。
R
： 当然ですね。
K
： マインドマッピングが日本人に向いているのはなぜだと思いますか？
R
： あらかじめ言っておきますが、
マインドマッピングはどんなタイプの人にも向いています。
それは人間の思考にマッチしているからです。マインドマッピングは、脳を活性化させ、アイ
ディアをつなぐ、頭をフル活用するための素晴らしいツールです。そして必要なのは、
ほんの
数語のキーワードだけで、
たくさん頭に詰め込む必要はないんです。キーワードからすべてを
思い出せるんですから。誰にとっても有効だと思いますよ。
いわばアイディアのお手玉です。あふれるアイディアや情報のすべてをいかに覚え、
整理するのかということです。そうそう、
マインドマッピングのインストラクターは、実際にお手玉も
学ぶんですよ。
K
： と言いますと？
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REED: Juggling, with balls! And I use it in the seminars, because it helps you
balance your right and left brain.
KANDA: Ah, I see.
REED: And they recently came out with a study, a university in Germany,
where they taught jugglers, they taught people how to juggle. Three months
later they measured and found a 3 percent increase in grey matter in some part
of their brain. I think maybe it’s going to be a Nobel Prize discovery. And I
（29）
believe that Mind Mapping actually makes you smarter, because you make
（30）
more connections.
Now, that works for everybody. “Why is it good for Japan?” was your
question. I think it’s especially suited for Japanese. Because look at the writing
system: kanji is basically word pictures, originally. And they’re very compact.
One kanji contains so many associations.
So, first of all, that. Secondly, Japanese like things small and compact, they
（31） （32）
（33）
like to reduce, portable. Look at the cell phone. Everything in the palm of
your hand. And Mind Map does that for your thinking. Portable.
And lastly, I don’t know of any culture in the world that probably likes
（34）
Manga and Anime as much as Japanese, and they use pictures. So, it’s visual
thinking. Japanese are very visual people. So I think Mind Mapping is
perfectly suited to Japan in that sense.
KANDA: Yeah. The translated book of Mind Mapping in Japan is like “this
notetaking method will change your life” – that’s the title of the book. And
actually, I took the book, and it changed my life, ever since!
（35）

REED: It was true!
KANDA: Yeah!
Do you have an interesting episode in teaching Mind Mapping to Japanese
people?
REED: I’ve got so many stories about that. But the initial resistance… Let me
start first with this.
People like the idea. But for some reason it’s hard to change their way of
thinking. So you teach the rules: one word per line; use pictures; no more than
five branches; central image in the center. And you explain, you show
examples.
And they start. And everyone is drawing long branches, with long sentences,
no pictures, no color, no central image. Excuse me?! [laughter] I thought I’d
（36）
made it clear. But they don’t know how.
So I realized that you can’t just teach the rules. The biggest discovery for me
was you have to walk people through the steps. For example, finding key
words; you can’t start without key words. So now what I do is I give a text,
maybe Mukashi Banashi, some story, you know, and a highlight pen, and they
just find the key words. That’s all. One skill. Don’t teach the rule; teach the
skill. Then they get the idea and they start to do it.
The other thing that helped me in teaching Mind Mapping to Japanese is, if
you’re just doing it by yourself , you’re not very careful. So I say, “OK,
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クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（29）I think maybe
これはネイティブスピーカーが、確かで
ないことについて意見を述べる際に、
よく使う表現です。

（30）I believe that
これも意見を述べる際によく使うフレー
ズです。 "
Ibel
i
eve"
は、
より強い意味
合いを持ちます。

（31）first of all
英語の会話では、話の道筋を数字で
表すことがよくあります。
"
Wel
l
,f
i
r
st
l
y.
.
.
"
というように使えます。

（32）that
このt
hat
は前出の情報を指しています。

（33）Secondly
そして、
「次に.
.
.
」と話を続けるときには、
"
Secondl
y.
.
.
"

（34）And lastly
「最後に.
.
.
」は"
Andl
ast
l
y.
.
.
","
And
f
i
nal
l
y.
.
.
"
など。

（35）ever since!
これは文法的にはヘンかも知れませんが、
神田さんの言わんとしていることはすぐ
分かりますね？
正しくは"
I
thaschangedmyl
i
f
e"
、
あるいは "
I
tchangedmyl
i
f
ef
or
ever
.
"
と言った方がいいでしょう。

（36）Excuse me?!
"
Excuse me.
"
には色々な意味合いが
考えられます。ここではジョークとして
使われています。Reed
さんはセミナーで
"
Ex
c
us
eme?!Whatar
ey
oudoi
ng??"
と言いましたが、"
Hey!Whatar
eyou
doi
ng?"
とも言えたのです。"
Excuse
me?!
"
の方が丁寧な言い方ではあり
ます。

R
： ボールをジャグリングするんです。私もセミナーに取り入れています。右脳と左脳のバラ
ンスを良くしますからね。
K
： なるほど。
R
：ドイツの大学が最近行った研究では、
ジャグリングを続けると3
ヵ月後には脳の灰白質が
3パーセント増加するという結果が出ています。ノーベル賞ものの発見でしょう？ マインド
マッピングは脳のつながりを密接にして、人を賢くするのです。今述べたのは誰にでも
当てはまることですが、 なぜ日本人に向いているのか という質問でしたね。そう、
マインド
マッピングは特に日本人にピッタリだと思います。日本の文字を見てごらんなさい。もともと
漢字は絵が基本になっています。漢字はとてもコンパクトで、
ひとつの漢字にはいろいろな
意味がぎっしり詰まっているでしょう。それが第1の理由です。
第2に、
日本人はコンパクトで、持ち運びに便利なものを好みます。小型化が好きなんで
すね。携帯電話がいい例です。すべて手のひらサイズ。マインドマッピングはアイディアの
小型化です。持ち運びに便利なんです。
そして第3の理由。世界中で日本ほど漫画やアニメが好きな文化を私は知りませんが、
マインドマッピングも絵です。ヴィジュアルで考えるのです。日本人はとてもヴィジュアル型の
人種です。ですから、
そういう意味で、
マインドマッピングは日本人にピッタリだと思うわけです。
K
： マインドマッピングの本の日本語版は『人生に奇跡を起こすノート術』
というタイトルですが、
実際に私もその本を手にとって以来、人生が変わりましたよ。
R
： タイトルに偽りなしですね。
K
： まさしく。
ところで、
日本人にマインドマッピングを教えたときの面白いエピソードはありますか？
R
： たくさんありますよ。最初にぶち当たる壁･･･
まずこの話から始めましょう。
みなさん、
アイディアは気に入ってくれるのですが、今までの考え方を変えるのは難しいもの
です。まず基本のルールを教えました。1行に1単語。絵を描いて。枝葉は5つ以内。中心に
核になるイメージ。そう説明して、例を見せたのです。
彼らは描き始めました。
しかし見てみると、誰もが長い枝葉を描き、長い文章を埋め込んで
いる。絵も色もない。中央のイメージも。
「おいおい」って感じでしたよ。ちゃんと説明したと
思ったのに、
まだやり方が伝わっていなかったんです。
私は悟りました。ルールを説明するだけではだめだとね。私にとって一番大きな発見でした。
生徒には段階を踏みながら体験させるべきです。まずはキーワードの選択。キーワードなしでは
始まりません。私は生徒に、昔話などの物語が書かれた本と蛍光ペンを与え、
キーワードを
探させます。まずはこれだけです。ひとつのスキルだけ。ルールを教え込むのではなく、
スキルを
身につけさせるのです。スキルを学べば感覚をつかんで上手にやり始めますよ。
もうひとつ日本人にマインドマッピングを教えるときに有効な方法があります。生徒はマイン
ドマップを自分だけで完結させると、
あまり丁寧に描きません。
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everyone’s going to show their Mind Map,” like a gallery.
So after they do their Mind Map – they have a theme, and in maybe 20
minutes they create a Mind Map – I give everyone three Go stones, Go-Ishi,
and say “Walk around the room. You can vote three times. And you put the Go
stone on your favorite map.” And I say, “The one who gets the most Go stones
gets special something.”
KANDA: I see. So the background on your approach is that more visual
（37）
your Mind Mapping is, the more memory, or long-term memory that you are
going to have?
REED: Yes.
KANDA: So it’s easier, or a lot better.
REED: Yes.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（37）So the background

on your approach is ...

相手が言ったことを別の言葉で言い
換え。これはとてもいいコミュニケーショ
ン・ツールです。話をしているときに、
キー
ポイントを聞き取れれば、 "
So what
y
ou ar
es
ay
i
ng i
s.
.
.
"あるいは"
So,
t
hebac
k
gr
oundony
ourappr
oac
h
i
s.
.
.
"
などと言い換えて確認することが
できますね。

（38）frustrating

KANDA: I see.
REED: If you just write long sentences, and in all directions, and it’s hard to
read, and you can’t even remember what you wrote, it’s not a Mind Map. They
think they’re Mind Mapping, but it’s not a Mind Map. And then it’s
frustrating, so they give up. So there’s no point.
（38）
（39）
So many people read the book and they like the idea, they want to learn more
about it, but they only go so far, and stop. So I think it’s very important to
meet other people doing it, and show and work with them, and then they start
to get the idea.
KANDA: I see. OK.

Chris' Cafe'

f
r
ust
r
at
i
ng=annoyi
ng,
makes you
f
eelangr
y 腹立たしい

（39）there’s no point.
状況を打破できない場合に使えるフレー
ズ。例えば、
パーティーやミーティングが
終わり、
もうそこにいる必要がないと感
じたときに"
Ther
e'
s no poi
nts
t
ay
i
ng
anyl
onger
.
"
と言います。ビジネスが
うまくいかず、
取引中止を決断したときに
"
Ther
ei
s no poi
ntt
al
k
i
ng abouti
t
any
mor
e
（これ以上話してもムダ）
.
"
と
言えます。

クリスのカフェコーナー。
ちょっとひと息ついて、クリスの話に耳を傾けてみませんか？

「ホームステイ・イン・フランス ＃１」
私が英語教授法の研修のため、フランスで３週間ほどホームステイしたときのことをお話ししましょう。
フランス語は高校時代に勉強しましたが、大学入試には読み書きだけが重要だったので、スピーキングの勉強は一切しませんでした。
5年間フランス語を勉強して、覚えたフレーズはたった２つ。
「私はフランス語を話せません」と「私の本はどこですか？」。
ロンドンからフランスに向かう飛行機の中で、"
Jenepar
l
epasFr
ancai
s
（私はフランス語を話せません）
.
"
と言う
練習ばかりをしていました。
「本はどこですか？」と言う練習をしても意味がないですからね（笑）。
ホームステイ先には先生（Jane）が一緒について来て、ホストファミリーに私を紹介してくれました。Janeはイギリス人ですが、
フランス語が話せるのです。そこではこんな会話が交わされました。
Jane：（フランス語）ペラペラペラ･･･
クリス･･･ペラペラ。
ホストファーザー ： ペラペラペラペ〜ラ？
･･･
このイントネーションで何か質問をされているのは分かりました。彼はこちらを向いているので、何か答えなくてはならないことは
分かったのですが、言えることはたったひと言･･･。
私 ：（にっこりしながら）Jenepar
l
epasFr
ancai
s。
（練習しておいてよかった！）
･･･そこでJaneの助け舟が。
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そこで私は「みなさんのマインドマップを展示します」と告げるのです。テーマを与え、
マインドマップを20分ほどで書かせたあと、各人に3
つの碁石を配ってこう言います。
「みんなの
マインドマップを見て回り、好きなものを3つ選んでその前に碁石を置いてください。一番
多く碁石を獲得した人には特別プレゼントをあげましょう」
K
： なるほど。あなたのやり方のベースにあるのは、
マインドマップはヴィジュアル的であるほど、
さらに大量の記憶、長期間の記憶ができるということですね。
R
： そうです。
K
： その方が簡単で効果的だと。
R
： はい。
K
： 分かります。
R
： だらだらと長い文をあちこちに書き、読みにくいものになれば、何を書いたのか思い出せなく
なります。そんなものはマインドマップではありません。書いてるつもりで、書けていないんです。
そんなマインドマップはフラストレーションを生み、誰もがイライラして投げ出してしまうでしょう。
それでは意味がないんです。
実に多くの人々がこの本を気に入って、
もっと学びたいと思ってくれます。
でも功を急ぎすぎて、途中でくじけてしまう人も多いんです。ですから私は、他の実践者に会い、
一緒に学ぶことがとても大事だと思います。そうすれば簡単に要領をつかめますよ。
K
： 納得です。

Jane： ペラペラ。
ホストファーザー ：ダッコー（フランス語でOK）、オッケー！
早速、Janeになんと言っていたか聞きました。
ホストファーザーは私にフランス語を話せるか質問していたそうです。
つまり、私の答えは合っていたということ！ 話せるフランス語はこのひと言だけだったのですけどね（笑）
。
私 ： それで、あなたはなんと言ったのですか？
Jane： "
Pasencor
e"
と。
私 ： それはどういう意味？
Jane：「Notyet
」つまり「まだ話せません」ってこと。

Germany

私 ： そうか！

Paris

これは私にとって、とても大切な会話でした。
頭の中で、フランス語は話せないと決めつけていた私に、"
Pasencor
e"
は、

France

そのうち話せるようになると思わせてくれる言葉だったのです。
あなたの英語もまったく一緒です。

Bor deaux

「英語が話せない」とか「英語ができない」と思っていても、

Marseille

「まだ」と考えましょう。
「まだ、英語は話せない」
「まだ、英語ができない」と。
勉強をして、少し時間をかければ、きっと、

Spain

英語（や、他の言語でさえも！）を話せるようになるはずです。
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Guerrilla Marketing and its Power
KANDA: Let us bring [up] the subject of Guerrilla Marketing, because that
（40）

is probably the most interesting topic for most of the listeners here.

クリスのひとくちコメント

REED: OK.

One point comment

KANDA: And of course, Guerrilla Marketing is initiated by a person called
（42）
（41）
Mr. Jay Levinson, and the book has been translated in Japan and has been a
best seller. And I was quite influenced by the book’s concept as well. And
would you tell us about, briefly, what Guerrilla Marketing is all about?
（43）

REED: OK. First let me explain the spelling of the word, because everyone
gets it wrong. Two R’s, two L’s, no O’s.
KANDA: OK.
REED: Some people think it's “gorilla marketing”, or they spell it wrong. So
（44）
that’s one thing.
Secondly, it has nothing to do with terrorist organizations![laughter]
KANDA: Especially after 9/11…
REED: Yes, after 9/11, people get suspicious. I tried to order a book recently;
it got caught in the customs, not the customs, at the post office because they
thought it was a suspicious package. It’s a book!
Anyway, so some background. What is Guerrilla Marketing? The term
“Guerrilla Marketing” was coined by Jay Levinson and was the name of his
book, which became a brand. And there are many techniques in Guerrilla
Marketing. But essentially it’s using your head to leverage all of your
（45）
resources.
So, you don’t have much money, maybe… It was originally designed for a
small business or a private individual. Now the big companies want to do it
too.
It’s how to think and make the connections and use your leverage, use your
imagination, your energy and your time well, and then spend money on
（46）
marketing.
Most people do it the other way. They spend money on the advertising, they
have the advertising agency do it, and they miss the boat. Advertising used to
（47）
be a very good investment, in the first half of the twentieth century – when it
was invented, basically.
KANDA: About 50 years ago.
REED: Yeah. And, you know, you make
an advertisement and you’re
（48）
（49）
guaranteed to get your money back. But now it doesn’t work as well – because
everybody’s doing it; everybody’s sick of it; nobody’s listening; and they don’t
believe it, they don’t trust it. “Oh, yeah, you just want to sell me something.”
So you have to be much smarter and reach people in many more ways. There
are dozens of different ways that explain the difference between traditional and
Guerrilla Marketing. I have a chart that shows 18 of them here.
KANDA: Can I have a copy, so I can show the listeners?
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by Chris.

（40）bring [up] the subject
話題を変えたいときに"
I
'
dl
i
k
et
obr
i
ng
upt
hes
ubj
ec
tof
.
.
.
"
ミーティングなどで
次のトピックに移りたいときによく使い
ます。

（41）is
→ was

（42）initiated
i
ni
t
i
at
e=st
ar
t創始する

（43）briefly
もっと詳しく、
そして簡潔に情報を得たい
ときによく使います。例："
Pl
eas
et
el
lus
br
i
ef
l
yaboutyourexper
i
ence.
"

（44）“gorilla marketing”
またもジョークです。こういったジョー
クは自分を印象づけるにはとてもいい
方 法ですね 。自分や会 社をユーモ
ラスに語ることができれば、相手の
記憶にも強く残ります。

（45）But essentially
相手の話が長い時はキーワードを逃さ
ないように聞きましょう。 "
Es
s
ent
i
al
l
y
"
と切り出したときには今話したことの
要約をすることが多いのです。

（46）and then
ここではReed
さんのイントネーション
に注意。普通に"
andt
hen"
を読むと、
「そして」、
「次に」という意味になり
ますがここのイントネーションでは、
「マーケティングに資金を費やすのは
一番最後にすることだ。無料でできる
ことをすべてやってみて、それでもと
いうとき以外はマーケティングに費用を
使うな！」という意味になります。

（47）miss the boat
=mi
ssanoppor
t
uni
t
y
好機を逃がす

（48）make
→ made

（49）you’re
→ youwer
e

ゲリラマーケティングとその威力
K
： さて、
それでは次に、
ゲリラ･
マーケティングについてお話しいただけますか？ おそらく、
こ
れをお聞きの皆さんが一番関心を寄せるところだと思いますので。
R
： 分かりました。
K
： ご存知のとおり、
ゲリラ･
マーケティングはジェイ･
レヴィンソン氏が開発したもので、
日本でも
翻訳本が出版されベストセラーになりました。私自身もそのコンセプトに大いに影響されましたね。
ではゲリラ･
マーケティングとは何かを簡単にご説明ください。
つづ

R
： まずゲリラ･
マーケティングの綴りなんですが、
みなさんよく間違われるんですよね。 Gu
e
r
r
i
l
l
a は、
Rが2
つ、
L
も2
つ、
Oは入りません。
K
： はい。
R
： スペルを間違えて、 ゴリラ･
マーケティング と勘違いする人もいらっしゃるので、
まずは
その確認をと思いまして。
それから、
これはテロリスト集団とは何の関係もありません。
K
： 特に9.
11の事件以来・
・
・
R
： ええ、9.
11の事件以来。みなさん敏感になってまして、
よく疑われるんです。最近、通販で
注文した書籍が税関に、いや郵便局だ、郵便局で止められました。不審物だと思われたん
ですね。ただの本ですよ。とにかく、
そんなエピソードがいろいろあるんです。
それで、
ゲリラ･
マーケティングとは何か、
でしたね。これはジェイ･
レヴィンソンが考えた言葉で、
彼の著書のタイトルでもあります。そしてそれがブランド名となりました。ゲリラ･
マーケティングには
いろいろなテクニックがありますが、
その本質は、
自分の能力すべてを活用するために、頭を
使うということです。
あなたが資金不足だとしても大丈夫。これはもともと、中小企業や個人事業のためにデ
ザインされたものです。今や、大企業も活用していますがね。
ゲリラ･
マーケティングでは、
よく考え、
うまくアイディアを組み合わせ、
自分の力と想像力を
生かし、
エネルギーや時間を有効活用します。マーケティングにコストをかけるのは、
そのあとです。
大抵の人はそれと逆の方法をとりますね。広告にお金をかけ、広告代理店に依頼したりして、
そして失敗するんです。かつて広告･宣伝はとてもよい投資でした。宣伝広告というものが
確立した20世紀前半まではね。
K
： 50年くらい前ですね。
R
： そう、
その頃は宣伝すれば資金を回収できると相場が決まっていました。でも今はそうは
いきません。なぜなら、誰もが同じことをやっているからです。もうみんな宣伝に飽き飽きしている。
誰も注目しないし、信用もしない。
「ああ、分かってるよ。何かを売りつけたいだけだろ 」って。
ですから私たちはもっと賢くなって、
いろいろな方法を駆使して相手に近づかなくてはなりま
せん。今までの古典的なやり方とゲリラ･
マーケティングの違いはいくらでもあります。そのうち
18個のポイントを書いたチャートをここに持ってきました。

※ P.
61参照

※

K
： コピーして、
リスナーに配ってもいいですか？
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REED: Absolutely. I’ll give you a copy of this. There are at least 18 differences
between traditional and Guerrilla marketing.
But in essence it’s investing in smart thinking about marketing, so that you
（50）
use your time and your energy and your imagination first, and then decide how
to spend money on promotion and marketing.
KANDA: So, to rephrase what you said, that basically meaning that you
（51）
have to plan out the strategy first…
REED: Yes. You need to have a marketing plan; you need to use psychology…
Psychology has become much more advanced. Because we know - for example,
they’ve found, in some industries, that it takes an average of nine times for your
message to reach a person, before they’re ready to buy.
And that’s assuming that you have what they want. Because the problem is
that two out of the three times that you deliver your message, they are not
listening. That means you have to reach them 27 times before they’re really
ready to buy, to trust you and to buy. And that’s assuming you have the quality
and everything else already.
Now, how do you do that? Are you going to call somebody and say, “Are you
ready to buy? Are you ready to buy? Are you ready to buy?” I don’t think it’s
going to work. You have to find many ways to educate them and to present the
benefits to them, and use psychology and timing, and be very customized, and
really try to help them. Then you can reduce the number of times that it takes
to reach them.
KANDA: I think that, I mean, Guerrilla Marketing is particularly suitable for
（52）
the Japanese small business owners, because you know, my experience tells
（53）
me that the effectiveness of TV advertisement in Japan is kind of very very
little, as compared to the other nations, probably, because —
REED: And compared to the expense!
KANDA: — because when I started as a salaried worker and started to sell
American refrigerators in Japan – you know, I worked for white goods
companies – and I talked with a major advertising company and they told me,
“Unless you spend ten million dollars, your brand will become just none,” you
know.
REED: Uh-huh.
KANDA: And I was surprised, because no American company, no matter how
rich they are, they have no budget close to ten million dollars for initial startup.
REED: Yeah. That’s promotion for the advertising agency! [they laugh] They
want you to spend ten million dollars!
KANDA: It seems like there was competition at the time. The Korean
manufacturers actually came to Japan; they wanted to establish their brands.
So they were ready to spend, like, seventy million dollars and they actually
spent it! But no effects, no results.
REED: Yeah. Yes, yes. And that’s actually – I think the Internet has affected
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クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（50）But in essence
これもまたまとめる際によく使うフレーズ。
この言葉を聞いたらキーポイントが出て
くると思っていいでしょう。自分の話を
まとめるときに使ってみて。

（51）So, to rephrase what

you said
相手の話した内容を確認する際に使える
フレーズ。いいコミュニケーション･
ツール
です。相手の話をきちんと聞いて、理解
したということを伝えられます。

（52）I think that
自分の意見を述べる一番シンプルな
言い回し。

（53）because
自分の意見の裏づけを述べることが大切。

R
： もちろんです。あとでコピーをお渡ししますよ。相違点が18項目ほど書かれています。
要するに、
これは賢いマーケティングへの投資です。賢いマーケティング法を学べば、
まず先に
時間、
エネルギー、想像力を使い、
その次にいかにプロモーションやマーケティングにコストを
かけるかを決められます。
K
： 言い換えれば、基本は最初に戦略を立てるということ。
R
： そうです。まずマーケティング･
プランを持っていなくてはいけません。心理学を使うことも
大事です。心理学の世界では様々な研究が進んでいまして、例えばある業界では、お客を
買う気にさせるまでに、平均９回のメッセージを送らなければならないという研究結果が報告
されています。
９回という数字も、
あなたが相手の望むものを持っているという前提での話
ですよ。さらに問題は、相手は３回のメッセージのうち２回は聞いていません。そうすると相
手があなたを信用し、商品を買う気になるまでに27回もメッセージを送る必要があるという
ことになります。繰り返しますが、
あなたが期待に応えられる品質などすべての条件を備えて
いると仮定しての話ですからね。
さて、
どうやってやるか。何度も電話をかけて「買いませんか」と繰り返しますか？ それでは
成功しないでしょう。あなたは相手を教育し、買うことの利点を分からせなくてはいけません。
心理学やタイミングを活用して、相手の好みを十分に把握し、相手のためになることを考えて
あげるのです。そうすれば、買う気にさせるまでのアプローチの回数も減らせるでしょう。
K
： ゲリラ･
マーケティングは特に日本の中小企業にピッタリという感じですね。私の経験から
言うと、
日本のTV
コマーシャルの効率は、
他の国と比べると極めて低いんです。それはおそらく･
･
･
R
： コストが高すぎるから。
K
： 私が白物家電製品の会社に勤めて、
日本でアメリカ製の冷蔵庫を売り始めた頃に、
大手の広告代理店と話したことがありましたが、
その時言われましたよ。
「１千万ドルかけ
なきゃ、おたくのブランドは無名のままです」ってね。
R
： ほらきた。
K
： 驚きましたね。どんなに資金豊富であろうと、アメリカの会社でスタートから1千万ドル
もの大金を予算に組めるところなんてありませんよ。
R
： 当然です。それは広告代理店のプロモーションですね。あなたに１千万ドルを使わせようと
しているんだ。
K
： その頃、競争相手である韓国のメーカーが日本に進出して、
ブランドを確立しようとして
いました。彼らは７千万ドルを使う用意ができていて、実際にそうしたんですが、
まったく効果は
ありませんでした。
R
： そうでしょうね。私が思うに、
インターネットの影響もあるでしょう。
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that, because people get so much information… Also, we’re exposed to an
average of 3,500 marketing messages every day – even more in Japan —
KANDA: —Say that number again?

（54）

REED: That’s three thousand five hundred marketing messages every day.
And in Japan even more. On the stair steps, and in the toilet! Everywhere you
look there’s something written; and noise… speakers… loudspeakers… Do
you think people are really listening to each of those messages?
KANDA: Ah, no.
REED: I don’t think so. But a very interesting phenomenon: if you go to New
York City or even Tokyo, a big urban city with lots of noise, and you drop a
coin on the sidewalk, all the heads turn. Because it’s something that catches
what they’re interested in. But if you just try to give your message, people
won’t believe you, and they’ll just tune it out. It doesn’t mean that you
shouldn’t advertise, but that there’s other things.
（55）
Guerrilla Marketing presents 100 weapons, we call weapons or tools.
Advertising is one of them. Advertising is important, but it’s only 1 percent of
marketing.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（54）Say that number

again?
もう一度繰り返して欲しいときに使う
言い回し。"
Coul
dy
ous
ayt
hat
agai
n?"
や"
Coul
dy
our
epeatt
hatnumber
?"
などもよく使います。

（55）there’s
Ther
e'
s(
Ther
ei
s
)→ Ther
ear
e
（ネイティブスピーカーでも間違えるん
です！）

KANDA: You said 100 many different methods you can use in Guerrilla
Marketing. What kind of major techniques do we have in Guerrilla Marketing?
REED: For example, having a 30-second message, what they call the “elevator
speech” somebody says, “What do you do?” or when you give your card, to be
able to tell somebody in a very short time, maybe 20 seconds, that’s a
Guerrilla marketing method – how to give a memorable message.
KANDA: Because nobody listens to more than 30 seconds…
REED: Yeah. Exactly. They’re not listening after that, and they don’t care
what the name of your company is; that’s not that important to them. They
want to know what’s in it for them, or what’s the connection between you.
（56）
Also, having a seven-step marketing plan, including your target, your benefits,
your niche, your identity, your purpose, your budget – just one page. Having a
plan – that’s already saved you so much time. A one-page newsletter (I’ll
explain that a little bit later) – that’s a fantastic – educational, permissionbased marketing.
Of the hundred methods, 60 percent of them don’t cost any money. But they
require your time, and you might have to spend money to educate yourself,
and to get the software or something. But they’re not spending money on
advertising.
KANDA: OK. Do you have a successful example of using Guerrilla Marketing in
Japan? I would like to hear some of the success cases regarding small
（57）
business owners. Or if you have an example of large corporations using
Guerrilla Marketing, I would like to hear an example.
（58）

REED: Right, OK. One of my clients is a large German pharmaceutical
manufacturer. They took Mind Mapping and Guerrilla Marketing and combined
[them]. And the problem was they had the marketing staff and the sales people,
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（56）what’s in it for them
ビジネスや本によく出てくるフレーズ
です。WI
I
FM → What
'
sI
nI
tForMe?
→「自分にとって得ることはあるか？」

（57）I would like to hear

some of the success
cases
もっと詳しい情報や事例を知りたい
ときに使えるフレーズ。

（58）I would like to hear

an example.
57に同じ。"
Coul
dyougi
vemean
exampl
e,pl
ease?"
とも言えます。

そこから相当量の情報が入ってきますから。加えて私たちは毎日平均3,
500の広告メッセ
ージにさらされているんです。日本ではもっとかな。
K
： いくつですって？
R
： 毎日3,
500の広告メッセージですよ。日本はそれ以上です。階段やトイレ、
どこを見ても
何かが書かれている。スピーカーからも大騒音が。みんな、
そんな宣伝にいちいち注目すると
思いますか？
K
： いいえ。
R
： 私もそうは思いません。でも面白い現象があるんです。ニューヨークや東京、騒音だらけの
大都市で歩道に小銭を落としてみます。すると周りの全員が振り返るんです。それはみんなが
興味を持っている物の音だからです。
しかし、
ただメッセージを繰り返したって人々は信用せず、
無視するだけです。宣伝をするなと言っているんじゃありません。他の方法があると言っている
のです。
ゲリラ･
マーケティングでは100の武器やツールを紹介しています。宣伝もそのひとつです。
宣伝は大切です。
しかしそれはマーケティング戦略の１パーセントを占めるだけです。
K
： ゲリラ・マーケティングには100のメソッドがあるとおっしゃいましたが、
その中でも特に
重要なテクニックは何ですか？
R
： 例えば、30秒メッセージ、
エレベーター･
スピーチと呼ばれるものです。初対面の相手に
自己紹介するとき。あなたが名刺を渡すとき。20秒ほどの短時間で、
いかに印象深いメッセージ
を伝えるか。それがゲリラ･
マーケティング･
メソッドです。
K
： 30秒以上だと、誰も聞いてくれない。
R
： そのとおり。それ以上だと聞く気が失せてしまうのです。あなたの会社の名前など、
どうでも
いい。そんなことは相手にとって重要ではありません。彼らが知りたいのは、
そこに彼らにとって
どんな得になるものがあるのかということ。あなたと彼らの間のつながりは何かということです。
もうひとつ、
７段階のマーケティング･
プランを持つことも重要です。ターゲット、利益、得意
分野、
アイデンティティ、
目的、予算･･･
それを１ページにまとめましょう。プランを立てる、
それ
だけで時間を有効に使えます。
１ページのニュースレターという･
･
･
これはあとで説明しますが、
最高に教育的な、パーミッションベースのマーケティング戦略もあります。
100のメソッドのうち、
６割はお金がかからないものです。時間はかかりますし、
それを学ぶ
ための投資や、
ソフトウェアを買う費用がかかるかもしれません。でも、広告にはお金をかけま
せん。
K
： 日本でゲリラ･
マーケティングを使って成功した例はありますか？ 小規模の会社の成功例を
お聞きしたいのですが。大企業の例もあれば、
それも聞かせてください。
R
： 分かりました。私の顧客で、
ドイツの製薬会社の話です。マインドマッピングとゲリラ･
マーケティングの両方を取り入れた会社の例です。
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the people who deal with the medical representatives. And the marketing staff –
they tend to – there’s the office headquarters, and the field workers. And so, how do
you coordinate the two?
KANDA: A very common problem in major corporations.
REED: Yes. Plus, there is so much competition. Japan is a huge market for
pharmaceuticals, one of the biggest markets in the world, but everybody’s
here. And so how do you distinguish?
So I was mentioning to them about the 30-second message. And it didn’t
quite click why that was important. And we were looking at some of their
（59）
competitors’ websites. And one of them, a French company, actually had –
they called it a “30-second message”, they put it on their website. Oh, they got
serious after that!
So researching your competition is another Guerrilla Marketing technique.
Because everybody gets so involved in their own thing. That’s one example.
Another one, a large auto parts and accessories retailer, Japan’s largest one.
I’m working with them now to make a one- page newsletter which is used to
educate their staff and as a sales promotional device.
So in other words, if you give them a 15- page newsletter, nobody’s going to read
it. If it’s just one page, and it’s useful and relevant, people “Oh! It’s so
（60）
compact and easy to remember!” And then they can use that not just like a
press release – do you read press releases?

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（59）click
何かが"
c
l
i
c
k
する" 突然何かがひらめ
いたり、理解できたときです。ここでは、
Reed
さんのクライアントが30秒メッセー
ジのバリューを理解できなかったという
ことでした。

（60）relevant
=i
mpor
t
antt
oyouoryoursi
t
uat
i
on
関連のある

KANDA: No.
REED: Nobody reads press releases. And they say you should not believe your
own press releases. Because it’s just you talking about me, me, me, and nobody
cares.
So how do you actually frame your message in terms that people will want,
that will have some value for them? And the value of putting it on one page
is that you have to boil off all the excess, only the essentials.
（61）
So I’m helping them to create a regular publication that they will use not only in
Japan, but to all of their seven overseas stores – you know, in Los Angeles, in
Paris, in Taipei and Singapore…

（61）the value of putting

it on one page is that...
"
Theval
ueof.
.
.
.i
s.
.
.
.
"
商品の説明をするときに使えるフレーズ。

One-Page Newsletters
KANDA: The concept of a one-page newsletter is significant, I believe,
because you know in Japan, not many companies issue, publish newsletters.
（62）
And when they started publishing newsletters, it’s like 15 pages, it’s a kind of
a fully printed, nice, expensive ones they give to you. But a one-page
newsletter, that is so cost effective, I think, in order to farming the clients, or
farming the prospects into real clients.
And how did you come up with the one-page newsletter concept? Is it one
（63）
of the most used techniques in Guerrilla Marketing?
REED: It’s one of the marketing weapons or tools. The concept was invented
by a man named Roger C. Parker, who is also a Guerrilla Marketing coach,
and a 30- million-copy best- selling author. But he sold all these big, thick
books, he was writing books, and he realized that people want the short messages.
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（62）The concept of a

one-page newsletter is
significant, I believe,
because...
"
The .
.
.
.i
ssi
gni
f
i
cant
,Ibel
i
eve,
because .
.
.
.
" この言い回しは何か
の重要な点（バリュー）について話す
場合に使えます。

（63）how did you come up

with
ある情報についてさらに知りたいときに
このように言います。例えば、"
How
di
dyoucomeupwi
t
ht
hei
dea?"
あるいはビジネスプランの話で "
How
di
d you come up wi
t
ht
hose
number
s?"
など。

その会社では、医療関連の専門家とやりとりする、マーケティングとセールスのスタッフが
いたんですが、問題は、
そのマーケティング部が本部と外勤スタッフとに分かれていること
でした。
２つをどうやってコーディネートします？
K
： 大企業にありがちな問題ですね。
R
： ええ。日本は製薬会社にとって巨大な市場で、世界最大市場のひとつです。もう誰もが
参入しているし、競争は激しい。そこでどうやって差をつけるか。
私は30秒メッセージを提案してみましたが、
なぜそれが重要なのか、彼らはピンとこなかった
ようです。そこでライバル会社のホームページを見てみました。あるフランスの会社が、実際
に彼らはそれを30秒メッセージと呼んでいましたが、
それをホームページに載せていたんです。
その後、彼らの目が真剣になりましたね。
競争相手のリサーチ、
それもまたゲリラ･
マーケティングのテクニックですよ。みんな自分
たちのことだけで手一杯ですからね。まずこれがひとつ目の例です。
もうひとつの例は、
自動車部品･
アクセサリーを扱う、
日本最大手のリテーラーの話です。
今、私は彼らの１ページ・ニュースレターの製作に協力しています。それは社員教育とセール
スのプロモーション用ツールとして使われるものです。
ニュースレターは15ページもあると誰も読みませんが、
それが１ページで実用的かつ中味
のあるものならば、
みんな「とてもコンパクトで覚えやすい。」と言ってくれるでしょう。
プレスリリースとは違う使い方ができます。プレスリリースは読みますか？
K
： いいえ。
R
： だれも読まないでしょうね。プレスリリースは信用するなと言われますが、
それは自分たちのことしか書いていないからです。そんなことは誰も興味ないんです。
どうやって人々が望むもの、彼らにとって価値あるものについてのメッセージを構成すれば
いいのでしょう。その情報を１ページに集約するメリットは、
余分なものを排除し、要点だけを残せることです。
そうやって私は、彼らの日々の広報製作を手伝っています。
それは日本国内だけでなく、LA、パリ、台北、
シンガポールなど７つの海外支店で使われます。

1ページ・ニュースレター

1ページ・ニュースレター

K
：１ページ・ニュースレターのコンセプトは意義深いものですね。日本ではニュースレターを
発行している企業は少ないですし、発行していても、文字がビッシリと書かれた15ページも
ある、見栄えが良く高価なものでしょう。対して１ページのニュースレターは、
クライアントを
奮い立たせ、脈のある見込み客を正規のクライアントに変えるコスト効率も高い。
どうやって１ページ・ニュースレターのコンセプトを思いついたのですか？ ゲリラ･
マー
ケティングにおいてよく使われるテクニックのひとつなのでしょうか。
R
： これはマーケティングの武器、
ツールのひとつですが、
このコンセプトはロジャー･C･
パー
カーという、ゲリラ･
マーケティング･
コーチであり、
３千万部の売り上げを誇るベストセラーの
著者が発明したものです。かつて彼はこういう分厚い本をたくさん書いて売ってきましたが、
人々が求めているのは短いメッセージだと悟ったのです。
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He had an example: one of his clients was actually working in a museum, and
she wanted to change jobs. So she sent out 150 resumes, all over the United
States. Not one response. She was so discouraged.
So he said, “Why don’t you listen, you’re just saying me, me, me. Nobody
wants to hear that. Since you have so many great ideas, why don’t you make a
one-page newsletter called ‘Museum Marketing’ and just give it for free?”
So she sent it out, again to maybe the five or six places that she was most
interested in, and she started getting calls: “Can you come and do some
consulting for us?” It’s very different!
Roger himself, based on a one-page newsletter, he got invited by Microsoft to
come and do a week of training.
Why? Because it pre-sells your expertise; there’s no pressure, it’s free; it’s
（64）
nicely laid out, it has a good graphic format… You know, I subscribe to some
Merumaga, you know, mail magazines; after awhile I don’t even want to look
at them. Just so many words no layout, and if you’re busy you’re not going to
take the time. No headings, no space…
A mail magazine is a good idea, but not when everybody’s doing it and they
all look alike. You have to stand out. So a one-page newsletter, for example:
it’s compact; it’s monthly… I have two newsletters – one on Mind Mapping
and one on Guerrilla Marketing. Every month I send out for free, in English
and Japanese. I now have readers in more than 15 countries all over the world.
KANDA: Wow! How do you send them?

（65）

One point comment
by Chris.

（64）pre-sells
商品を前もって売ること。この場合は、
商品を売る前にあなたの知識を売って
いる、
そしてこの"
pr
esel
l
"
によって、
あなたの商品は売れるようになるという
ことです。

（65）How do you send them?
"
Howdoy
ou.
.
.
（d
. os
omet
hi
ng）.
.
.
?"
というシンプルな質問ですが、続きを
聞いていくとReed
さんはこの質問に
答えていないことに気づくと思います。
次に神田さんはどう出るでしょうか？

REED: It’s word of mouth. Or, I should say, “word of mouse”, because of the
Internet. But I went to one of the Mind Mapping software pages, and they had
a press page – all the articles of all the people that wrote great articles about
their software.
So I thought, “Well, these guys are going to be interested in Mind Mapping,
so I’ll just send them a copy of an announcement about my free Mind Mapping
newsletter. They might be interested.”

（66）What is the medium

KANDA: What is the medium to send them – by fax, or by mail…?

（67）Wow! Well, my

（66）

REED: No, they had archived the articles, and the byline had the e-mail of the
author of the article and the review. And many times these people are
computer magazine editors or owners.
So anyway, I sent out to 20 of them. Two of them responded – that’s already
a good response. One of them put an advertisement promotion, his personal
recommendation of my newsletter, on his website! Which, from the next day,
about 30 subscribers per day increase; two or three per hour, every time I sign
on. And that’s the only thing I did. And then he asked me to write an article; so
I did. And even more!
KANDA: Wow! Well, my question is that you sent your newsletter to many
different countries and many people, right? Do you send them the
newsletters by fax, or —
（67）

REED: — Oh, I’m sorry. I didn’t understand your question. What I do
（68）
is… People don’t like to open attached files from a strange person, or anyway
I only send to people who ask me…
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クリスのひとくちコメント

to send them – by fax,
or by mail…?
そう、神田さんはもう一度同じ質問を、
今回はもっとはっきりと訊いています。
しかしまた、
Reed
さんは自分のストーリー
にエキサイトしていて質問をちゃんと
聞いていないことがわかります。さて、
神田さんは次はどうするでしょうか？

question is ...
今回はやっとReed
さんは神田さんの
問に答えます。あなたに同じような
ことがあったら、神田さんのすばらしい
例を参考にしたらいいですね。まず、
色々な問いかけで質問を続ける。
答えてもらえるまであきらめないこと！
でも、あくまでも丁寧に。望む答えが
得られなくても、神田さんは"
Wow!
"
などと言うことできちんと聞いている
ということを伝えています。

（68）I’m sorry.

I didn’t understand
your question.
そしてもちろんこのようなシチュエーショ
ンでは謝って、
質問に答えてくれるでしょう。
逆に、
あなたが話し手で、質問に違う
答えを返してしまったり、理解できない
ことがあったらこのフレーズを使えま
すね。

彼の顧客の例ですが、
その女性は美術館で働きながら転職を考えていました。彼女は150通
の履歴書を全米中に送りましたが、
１通も返事が来ません。彼女はとてもがっかりしました。彼は
言いました。
「いいですか、
あなたは自分のことばかり書いている。それでは誰も読みたがり
ません。あなたは素晴らしいアイディアをたくさん持っているのですから、
ミュージアム･
マー
ケティングという名前の１ページ・ニュースレターを作って、無料で配ってはどうでしょう？」
彼女はその言葉に従い、
それを最も希望する企業、
５，
６社に送りました。すると「うちでコンサル
タントをやってくれませんか？」という電話がかかってきたのです。それほど違いが出るんです。
ロジャー自身も、
１ページ・ニュースレターに関して、
マイクロソフト社に１週間のトレーニングを
頼まれました。
なぜ効果があるのか？ それはあなたの専門知識を事前に宣伝するからです。そこには料金が
かかるプレッシャーもなく、見やすい図表でうまくレイアウトされている。
私はいくつかのメールマガジン、いわゆるメルマガの配信を登録していますが、
しばらく
すると、
もう読む気もなくなりました。文字がびっしりで、見出しもなくレイアウトもされていな
いんですからね。忙しい時など、
わざわざ読んでいる時間がありません。メールマガジンは
いい案ですが、誰もがやっていたら効果なしです。ましてどれもが同じような見た目ではね。
目立たなくてはいけないのです。
１ページ・ニュースレターは、簡潔で月に１度の配信でOKです。
私はマインドマッピングとゲリラ･
マーケティングの２つのニュースレターを毎月無料で配って
います。英語と日本語で配信していますが、今や世界中の１５カ国以上で読まれていますよ。
K
： すごいですね。それはどうやって配るんですか？
R
： 口コミです。マウス(
口)
から広がっていくんです。インターネットを使うから、
マウスを使って
と言ったほうがいいかな。
マインドマッピングのソフトウェアに関するサイトの中に、
そのソフトウェアについて書かれた
すばらしい記事がたくさん載っているのを見つけましてね。私は思いました。この記事を書い
た人たちはマインドマッピングに興味を持つに違いない。マインドマッピングの無料ニュース
レターの宣伝コピーを送ろうと。
K
： どんな媒体を使ったんですか？ ファックスか郵送か･･･
R
： いえ、
その記事はファイルされていて、
それを書いた記者の名前の横にEメールアドレスが
あったんですね。たいがい彼らはメルマガの編集者だったり、発信者だったりするんですが、
とにかく私は宣伝コピーを20人に送り、
２人から返事をもらいました。それだけでも成功です。
そのうちの１人は彼自身のホームページに私のニュースレターを推薦するコメントをつけて、
広告のプロモーションをうってくれたんです。その翌日から、
１日に約30人の読者が増えて
いきました。
１時間に２〜３人、アクセスするたびに増えているんですよ。
私がやったのはこれだけです。それと彼からの依頼で記事を書いて、
さらに反響がありました。
K
： すごいですね。ところで私が聞きたかったのは、
ニュースレターを様々な国に住む多数の
読者に配っているということですが、
それはファックスか何かですか？
R
：ああ、
すみません。質問を誤解しました。
普通、皆さんは知らない人物から送られてきた添付ファイルは開けませんよね。私も頼まれた
ときにしか添付ファイルは送りません。
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So what I do is I just send an e-mail, announcing, on the first of the month,
that the new newsletter is available, and preview the topic. They go to my
website, to the page... I’ll show you. It’s like a business card, but it explains
the information of where to go. They go to these pages and they sign on, and
they can view the newsletter on their web browser, and they can download it as
a pdf file – and you know, Adobe Acrobat is so easy to get for free – and then
they can save it; they can send it to their friends, many of them are doing that,
that’s why I hear from people I’ve never met…

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

KANDA: So basically you don’t use mail or fax?
REED: Oh, no no no no no.
KANDA: So your sending cost is zero.
REED: Zero! Just my time. On the other hand, if I do a seminar, for example,
I might want to have an issue that I had written that’s related to the topic. So
what I’ll do is, I’ll print out copies, see? So, I have English or Japanese, it
depends on the audience. Every month, just increasing. So I can actually
physically print out on two sides and then give it as a handout. It just depends.
But I don’t spend any money on stamps.
KANDA: Well, I like the concept of a one-page newsletter, because I used to
write, like, a 20 - or 30 - page newsletter every month. That killed me!
（69）

REED: Ah, yes, so much work, yes, yes. But actually it’s a lot of work to
write a one-page newsletter, because you have to reduce it. And the way that
you do it, like Winston Churchill said, “I have to apologize for giving such a
long speech this morning. I didn’t have time to prepare a short one.”
KANDA: So your message has got to be concise. That basically means that
（70）
（71）
you have to take out all the unnecessary words.
REED: Mind Mapping.
KANDA: Oh, Mind Mapping!
REED: It saves time.
KANDA: That’s why Mind Mapping becomes so important.
REED: That’s why I can do so many things, all my hobbies and everything,
because Mind Mapping saves time and shortens my learning curve. You
（72）
know, it’s a great tool!

The Arts and Business
KANDA: Well, let me ask you this question, because not only in your business
but also you have many different personal interests, including Aikido – and
black belt, especially seventh degree, I hear —
（73）

REED: Yeah.
KANDA: It’s amazing.
REED: Well, 32 years’ experience, so…
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（69）That killed me!
「死にそう」だったということですね。
この言い回しはOKですが、神田さんは
今元気なので、"
Thatal
mostki
l
l
ed
me!
"
と言った方がよかったですね。
何かとても大変なことが起きたときに
使えるフレーズ。

（70）concise
＝shor
t
,succi
nct簡潔

（71）That basically means

that …
これもまた要約する際に使われるいい
フレーズ。ここまで読んできて、何度も
繰り返し述べられている内容がある
ことに気づくと思います。それがコミュ
ニケーションなのです。私たちは会話の
中で同じことを違う言い方で何度も繰り
返します。ですから、
分からないと思っても、
聞き続けていると同じことを何度も言う
はずなので、
あきらめないで。

（72）shortens my learning

curve
続きを聞いていくとReed
さんはこの
言葉を何回も言っていることに気づく
でしょう。意味は？ それは.
.
.
あとで
お教えします。

（73）especially
神田さんが何を言おうとしているかは
分かりますね。でも"
i
npar
t
i
cul
ar
,t
he
s
ev
ent
hdegr
ee"
.
と言った方がよかっ
たかも。
「特に」は"
especi
al
l
y"
とも"
i
n
par
t
i
cul
ar
"
とも訳せるのでどちらの
言 葉を使うかは難しいと思います。
そこでヒント。何か1つのことを語って
いるのなら"
i
n par
t
i
c
ul
ar
"
、2つ以上の
ことならば"
especi
al
l
y"
を使います。
例："
Sh
er
e
a
l
l
yl
o
v
e
smo
v
i
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
r
o
ma
n
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そこで毎月１日にEメールを送ります。新しいニュースレターがホームページにアップした
と連絡するんです。
トピックのプレビュー版をつけてね。それを見て読者は私のホームページ
へ行きます。
お見せしましょう。これは名刺のようなものですが、
どこへ進めばいいのかという情報が
あります。読者はホームページを開き、
ログインして、
ニュースレターを読み、PDF
ファイルとして
ダウンロードもできます。アドビアクロバットは無料で簡単に手に入りますよ。それを保存するこ
とも可能ですし、友人に転送してもいい。実際そうしている人はたくさんいます。だからよく私は
知らない人たちから連絡を受けます。
K
： すると基本的に郵便もファックスも使わないんですか？
R
： ええ、全然。

■Mi
ndMappi
ngSTRATEGI
ES
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/
/
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K
： では郵送コストはゼロ。
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com/
news.
cf
m
リード氏のホームページ情報カード

R
： ゼロです。使うのは私の時間だけ。
セミナーを行う場合、議題に関係する私の著作を使うときにはコピーを取ります。これです。
英語版と日本語版。受講者によって対応します。印刷物は毎月増えていくので、両面コピーし
て資料として渡します。これも切手代には何のコストもかけていません。
K
： １ページ・ニュースレターのコンセプトが気に入りました。私も昔は毎月20〜30ページの
メールニュースを書いていたんですが、
あれはつらかった。
R
： ほんと、重労働ですよね。でも１ページ・ニュースレターを書くのも骨が折れるんですよ。
余分なものをそぎ落とすわけですから。ウィンストン･
チャーチルはこう言ったことがあります。
「今朝はスピーチが長くなってしまった。お詫びします。短いスピーチを考える暇がなかった
もので」
K
： ポイントは、簡潔にということですね。つまり不必要な言葉は削れと。
R
： マインドマッピングです。
K
： ああ、
マインドマッピング！
R
： 時間の節約です。
K
： やはりマインドマッピングは重要ですね。
R
： だから私は趣味でも何でも、多くの事をこなせるのです。
マインドマッピングが余裕をつくり、学ぶ時間を縮めてくれる。これは素晴らしいツールです。
ア ート

芸術とビジネス
K
： あなたはビジネスだけでなく、
プライベートでもたくさんの趣味をお持ちですね。例えば
合氣道。確か黒帯７段とか･･･
R
： ええ。
K
： すごいですね。
R
： 32年もやってますからね。
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KANDA: Oh, OK. But Shodo. And also I hear you’re a tap dancer as well.
REED: Yeah, yeah.
KANDA: How could you pursue so many different interests within a given
limited time? I’m sure that you’re a busy person.
REED: Yeah. Well, I guess I did it in my spare time. But one reason why I’m
（74）
an entrepreneur, one reason why I work for myself, is I need to make time
（75）
for those things. If I’m working in a company I can’t do all that.
So my time is my time. Benjamin Franklin said “Time is money.” When I
（76）
became an entrepreneur I realized that the real meaning is “ My time is
money”!
So anyway, I need to create the time, right? I came to Japan originally to
study Aikido. But I found that it gives me so much energy, keeps me young,
you know.
KANDA: Yeah, you look very young.
REED: I’m 51.
KANDA: You don’t look like a 51- year- old.
REED: And I have more energy now than when I was younger.
KANDA: I believe that! You look younger than your picture.
REED: Than my picture? Well, that’s only two years old. I have a time
（77）
machine!
And also Aikido is a Japanese art: it’s the art of using what you have. If
somebody attacks you, you can’t say, “Excuse me, can you try it on the other
side?” or “I’m not ready.” You can’t say that. It’s a Budo, martial art. You have
to deal with what happens. And not fight, because if you fight, you’re going to
find somebody stronger than you.
So you have to learn how to lead their energy and then throw them by using
that. It’s a very smart martial art. And somehow it just kind of got into me how
to do that. So, OK, I don’t have enough money, I don’t have enough information.
So, how can I get it? You just naturally start to do that. So that’s one thing; Aikido
helped me.
Shodo, 20 years, I guess it’s pretty unusual to be a Shihan, as a foreigner,
but —
KANDA: You’re a Shihan?
REED: Yeah.
KANDA: Wow!
REED: Yeah. I exhibit in galleries and Tokyo Ekimae.
But the thing that it’s taught me is how to really see what’s in front of me.
Because when you try to copy the characters, at first it’s so hard. Because it
doesn’t look like the original at all. The reason is because you’re just copying
your idea. You think, “Oh, I know that one,” and you don’t even look at it.
It takes so much training to actually see what’s there. And even then it’s off,
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クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（74）one reason why
たくさんある理由の中の1つを説明す
るときに使う表現。

（75）one reason why I work

for myself
同じアイディアを違う言い方で述べて
います。また繰り返しです。ここまで
何度も出てきましたね。

（76）Benjamin Franklin

said...
引用も良いコミュニケーション･
ツール
です。有名人の言葉を引用すれば、
自
分の考えや状況を説明しやすくなるし、
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盛り上がるでしょう。
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K
： その上に書道も嗜まれるし、
タップダンスもお得意でしょう？
R
： ええ、
まあ。
K
： ご多忙なのに、限られた時間の中でどうやってそんなに多くの趣味を楽しめるのですか？
R
： 余暇を使って楽しむんですよ。私が自分で会社を興したのは、
そういう時間をつくりたかっ
たという理由もあるんです。もし会社勤めをしていたら、
こんなこと全部できませんよ。
私の時間は私のもの。ベンジャミン･
フランクリンは「時は金なり」
と言いましたが、
自分で会社を
・・
つくったとき、
その本当の意味は「私の時間は金なり」だと気づきました。
とにかく、私は時間をつくりたかったんです。
私は合氣道を学ぼうと日本に来ましたが、合氣道は私にエネルギーを与え、若さを保たせて
くれると知りました。
K
： 確かにとてもお若く見えますよね。
R
： 51歳ですよ。
K
： とてもそうは見えません。
R
： 若いときよりもパワフルなくらいです。
K
： 納得できますよ。写真よりも実際のほうが若く見えます。
R
： 写真より？ まぁあれはたった２年前のものですけどね。実は私はタイムマシーンを持って
いるんです。
合氣道は日本の芸術です。自分の中に宿る力を使う術です。誰かに襲われた時、
「すみません
けど、
こっち側から向かってきてくれます？」とか、
「まだ準備できてないんで」なんて言って
いられないでしょう？ 臨機応変な対処をしなければいけません。それが武道です。でも
戦うのではありません。もし戦うなら、自分より強い相手に出会うだけです。相手のエネル
ギーをリードして、
それを使って相手を倒すことを学ばなければいけません。とても賢明な
格闘技です。
合氣道は仕事でも私を導いてくれました。資金はない、情報も足りない、
どうやって目標を
達成させるか？ 流れに任せて始めればいいんです。合氣道が役に立ちました。
書道のほうは20年やっていますね。外国人が師範の免状を取るのは珍しいことですが･
･
･
K
： 師範なんですか？
R
： ええ。
K
： 驚きですね！
R
： ギャラリーや東京駅の駅前で作品を展示したこともありますよ。
とにかく、書道から学んだことは、
いかに目の前にあるものの本当の姿を見るかということ
です。文字を書こうとすると、初めは難しい。手本とは似ても似つかない。その理由は、
自分の
考えをただ書き写しているからです。
「ああ、
この字は知ってるよ」と、注意深く見ないからです。
本当は何が書かれているのかを見るには、訓練を積み重ねなければいけません。しかし
それでも不十分です。空間を見なくてはいけないんです。
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it’s just not right. So you have to actually look at the spaces.
So, figure and ground. It’s like a gestalt perception. You have to see the whole.
That’s so important, because everyone looks at the obvious things, and they miss
the subtle points.
Now, in business, that’s so important. Especially in Japanese, they don’t say
what they’re really thinking, sometimes. “Oh, we’ll think about your project.
Thank you very much.” They’re not going to think about it! There’s something
else, some other message. They want you to give them some other help. But
they’re not going to ask you directly. Japanese communication is very
indirect.
（78）
So I learned from Shodo how to see between the lines.
KANDA: That’s very interesting, because you don’t waste your time at all in
doing Aikido and Shodo, you do not sacrifice your business opportunities.
REED: No, it helps me!

（79）

KANDA: It actually helps you. It’s a very interesting concept, and I have
（79）
never heard about it. I mean, I’ve heard about it, but… no Japanese people use
it so well.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（78）Japanese communication

is very indirect.
このコメントは、
日本とアメリカのコミュ
ニケーションスタイルの違いを表して
います。他に違いはありますか？

（79）No, it helps me!

It actually helps you.
また繰り返しですね。コミュニケーショ
ンを築く鍵です。ここでは神田さんが
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ual
l
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を付け加えていますが、
その
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t
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" Kanda:"
I
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you?!
"
という具合に。

REED: They don’t have time! Jikan bimbo, they have no time. That’s one
problem. Or they don’t have the right or good teacher, or they don’t know how
to make the connection. They think, “Oh, that’s a traditional Japanese art: Oh
that’s hard. I’m not going to do it.”
And tap dance – I learned how to improvise, or how to perform. And that’s so
important in business too. That’s not why I did it; I did it.
KANDA: Yeah, especially as a speaker you have to improvise a lot.
REED: That’s not the reason I did it. I realized later “Ah, I’m learning how to
do that.” Or how to stand, how to relax.
KANDA: I believe not so many people can make that connection, because you
know, the art person is really interested in focusing on art. So Shodo instructors,
Shodo masters, tell you how to do Shodo, but she doesn’t tell you how to do
business on the basis of Shodo.
REED: Yes, yes. They never experienced that.
KANDA: But you can make the connection! And that, I think, is one of the
（80）
skills that you really have. Why do you think that you have that skill? Does
（81）
that have to do with that you lived in the United States and you now live in
Japan, so you can combine two cultures?
REED: Well, if that was true, then there would be lots of people doing that.
Because there are lots of people who have lived in Japan and another culture,
and they’re not doing that.
I think the difference – and I don’t think I’m especially smart or brilliant – I
think that the secret is just making connections. And the way you do it, when
you start doing Mind Mapping – anybody, not just you know some special
people…
What it is, it’s like the challenge of pinball. You hit the ball up in the air,
（82）
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（80）that
=前文を指します。

（81）Why do you think that

you have that skill?
相手を褒めるのはすばらしいコミュニケー
ション・スキルです。相手のすばらしい点、
感心する点に気づいたら、
それを伝え
ましょう。すごいですね、
どのようにして
そうなったのですか、
というふうに。
褒められると人は嬉しいものですから、
もっと情報を得られるかもしれませんよ！

（82）it’s like the challenge

of pinball.
ゆ

比喩を使うと面白くなるし分かりやすい
です。時には文化の違いで理解でき
ないこともあるので、相手にもわかる
ような比喩を用いることです。

図と地。ゲシュタルト
（形態）の認識のようなものです。全体を見なければいけません。
とても
大事なことですよ。なぜならみんな、
目に映るものしか見なくて、
繊細なポイントを見逃すからです。
それはビジネスにおいても大変重要です。特に日本人は往々にして本心を語らないことが
ありますよね。
「そのプロジェクトに関しては検討しておきます。ありがとうございました」そう言いながら、本
当は検討などしません。そこには別のメッセージが隠れています。彼らは何か他のものを求
めているのに、
その要求を直接口にすることはありません。日本人のコミュニケーションはと
ても遠回しなのです。
私は書道から行間の読み方を学んだわけです。
K
： とても興味深い。あなたはまったく時間を無駄にしないんですね。合氣道や書道をやり
ながらも、
ビジネスのチャンスを犠牲にしない。
R
： 逆に糧になります。
K
： 本当に。とても興味深い考えです。今まで聞いたことがありません。いえ、聞いたことは
あるんですが、誰か日本人があなたのように上手にやっているということは･･･
R
： 日本人は忙しすぎます。時間貧乏とでも言いましょうか。
もしくは良いコーチがいない、
うまく物事を関連付ける方法を知らない、
そういう問題点
もあります。大抵の人は「日本の伝統芸術なんて難しいよ。やりたくない」と考えるでしょう？
タップダンスからは即興やパフォーマンス術を学びましたが、
それもビジネスでは大切なこと
です。それが理由で始めたわけではないですけどね。
K
： スピーチでも、
アドリブは大いに必要ですしね。
R
： それを学ぼうとタップダンスを習ったのではないですが、
そういう利点を同時に学んでいるん
だなと、
あとから気づいたわけです。立ち居振る舞い方やリラックスする方法をね。
K
： それを結びつける人は少ないでしょうね。芸術家はその芸術だけに集中します。書道の
先生なら書道を教えますが、
それをベースにしたビジネスは教えません。
R
： ええ、彼らには経験がありませんからね。
K
： でもあなたは違う。ビジネスと芸術を結びつけられる。あなたの実力のひとつでしょうね。
どうしてそんなことが可能なんでしょう？ アメリカと日本に住むことによって、二つの文化を
結びつけることができるからでしょうか？
R
： もしそれが理由なら、同じことができる人はたくさんいるでしょう。日本と他の文化圏に住
んだ経験のある人は大勢いますからね。でも彼らはそれをしていない。
けつ

私が特別に賢いとか聡明だというのではありませんよ。その秘訣は、結びつきを考えること
です。特別な人だけじゃない。マインドマッピングを始めれば、誰もができることです。
ピンボールは飛ばした玉をバンパーの間で長く弾かせるほどポイントを稼げますよね。
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every time you keep it, the longer you keep it bouncing between the little
levers, the more points you get. So the more connections you make, in your
brain and in your network, and then ideas that you combine in new
combinations, the more points you get.
But nobody wants to do that, because they’re lazy. So they hit the pinball, and
it just goes straight down, and they get one point. Or nothing. And then they
get tired, or they get discouraged, they lose energy. But it’s the opposite – if
you invest your own energy in the beginning, it buoys you up, and people start
（83）
to come to you, to help you.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（83）buoys
buoy=encour
age,suppor
t
元気づける

KANDA: This is my personal interest, because you mentioned about energy,
how to use the other person’s energy to benefit you, through the calligraphy
and Aikido.
REED: Right.
KANDA: When you make a presentation in front of a large audience, and
you’ve got a lot of energy, sometimes a lot of energy is going to pressure you.
But is there a way to use, take advantage of the audience’s energy, so that you
（84）
can benefit from their energy?

（84）is there a way to...
"
I
s"
で始まる質問には"
yes"
か"
no"
の
答えが返ってくるだけです。

REED: Yes!
KANDA: How do you do it?

（85）

REED: The best way is to be totally prepared. How do you be prepared? You
have to know what they want to know, how you can help them. If you’re just
there to talk about yourself, they’re not that interested. But you have to know
how you can help them, and you have to make the message so clear, and so
interesting, with stories and pictures; you have to wake up their brain.
First you have to wake up your brain, and you do that with the Mind Map.
（86）
Then you organize what you want to say, in a flexible way. And you
（86）
remember it, you can connect, you can start anywhere. Then you present it –
（86）
not just talking, but your whole body: gestures, eye contact, even with a large
number of people. And then they will start to give you energy. And that’s like
（86）
surfing – a wave just picks you up.

（85）How do you do it?
会話を続けるベストな方法は５Ｗ+1
Ｈ
の質問をすること。

（86）First... Then... Then...

And then
何かを説明するときや、込み入った話を
する場合には "
Fi
r
s
t
.
.
.
.Then.
.
.
.Then.
.
.
.
Andt
hen.
.
.
.
"
など順序立てて話します。

KANDA: But you have to prepare yourself.
REED: Yeah. Now, a surfer – I don’t surf, but just watching people – a surfer
can go really high up in the air, if they learn to ride the wave and they don’t
fight it. But you have to know how to get into it. But if you fight it and you’re
afraid of it, you just fall down. So I think it’s similar.
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KANDA: OK, so you have to get rid of your fear, and basically it means that
（87）
your preparation make it possible.

（87）basically it means that...

REED: Yes. And the other thing: if you know how to make connections,
which you can train yourself to do with Mind Mapping, you start to see things
that are obvious when you point it out, but nobody noticed it before. Now,
that’s the key to creativity: seeing, looking at the same thing that everyone
（88）
else looks at, but seeing something different, some new connection. And then
you have to communicate it.

（88）that’s the key to creativity:

簡単に説明をしたいときに使えるフレーズ。

キーポイントを示すフレーズ。
例"
Th
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t
'
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a
l
e
s
:
（この
あとに自分の説明を入れます）.
"

同じように、頭の中やネットワーク内の結びつきをつくるほど、
そしてその新しいコンビネーション
の中で、
さらにアイディアを結びつけるほど、高得点が取れます。でも誰もやりたがらない。不精
なんですね。ピンボールの玉を突くと、玉はそのままストレートに落ちてくる。得点は１ポイント、
もしくはゼロ。そしてゲームに飽きて、
がっかりして、
エネルギーを失くしてしまう。
でも逆なんです。エネルギーは最初に投資しておけば、
あなたを鼓舞し続けてくれるでしょう。
周りに人が集まるようになり、支えになってくれるのです。
K
： エネルギーといえば、書道や合氣道において相手のエネルギーを利用する方法に個人
的に興味があるのですが。
R
： なるほど。
K
： 大勢の前でプレゼンテーションをする時、大きなエネルギーを感じますが、
それは時に
プレッシャーにもなります。それを逆手に取り、自分のアドバンテージにする方法があるの
ですか？
R
： もちろん。
K
： どうやって？
R
： 最良の方法は、完全な準備です。準備の方法は、
まず相手が何を知りたいのか、
自分が
相手をどう助けられるのかを理解すること。もしあなたが自分のことだけを語ったら、相手は
さほど興味を示しません。自分がいかに相手の役に立てるかを理解し、分かりやすく面白い
せい

メッセージを伝えることです。たとえ話や絵を使って相手の脳を覚醒させましょう。
そのために、
まずは自分の脳を覚醒させなくては。マインドマップを使って、何を伝えたいのか
整理します。柔らかい頭で考えましょう。そしてそれを記憶し、関係づけ、
どこからでもスタート
できるようにします。そして実際プレゼンテーションをするときは、
ただ話すだけでなく全身を
使います。身振り手振りを交え、聴衆が大勢であっても目を合わせるようにします。すると
相手はあなたにエネルギーを与え始め、
サーフィンのように波があなたを運んでくれるのです。
K
： それにはまず準備ということですね。
R
： そうです。サーフィンは見るだけで自分ではやらないのですが、
サーファーは本当に空中
高く飛べますよね。あれは波の乗り方を覚え、波に逆らわないからです。皆さんも流れに乗る
方法を知るべきです。もし波に逆らい恐れていたら、転げ落ちるだけです。そこがサーフィンと
同じなんです。
K
： なるほど。恐れを取り除くことですね。そして基本的に、準備がそれを可能にすると。
R
： そうです。それともうひとつ。いかに関連づけるかはマインドマッピングを使って上達でき
ますが、
それを知っていれば、指摘されてみればもっともな、
それなのに誰も今まで気づかな
かったものが見えるようになります。それは創造力への鍵です。みんなと同じものを見ながら、
違うものが見える。新しい結びつきが見えるんです。そして、
その次にコミュニケートすること
が必要になります。
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KANDA: Communicate it…?

（89）

REED: Communicate the connection. Point it out.
KANDA: Oh, I see. You have to clarify.
REED: Yeah, clarify. If the connection exists only in your own mind, or if it’s
not even real, then nobody will listen to you. But if it’s there, and just nobody
noticed it, they respect you. “Oh, I never thought of that!”

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（89）Communicate it…?
イントネーションを変えるだけで質問を
することができます。神田さんの口調に
注目。疑問文ではないですが、
イントネー
ションを変えるだけで質問になっています。

Chris' Cafe'

クリスのカフェコーナー。
ちょっとひと息ついて、クリスの話に耳を傾けてみませんか？

「ホームステイ・イン・フランス ＃2 （勘で勝負！）」
ホストマザーはとてもおしゃべり好きな人でした。私が「オゥ」、
「ウイ（Yes）」、
「ダッコー（OK）」しか返事ができなくても、
お構いなしで話しかけてきます。わたしが理解していようがいまいが、関係なしにノンストップで話しかけてくるのです。
最初は毎日、彼女の言っていることを聞き取ろうとしていたので、
くたくたになりました。
そこで、
リラックスして「聞き流す」ことにしたのです。フランス語の「シャワー」を浴びるようにね。
そしてこれは、フランス語のイントネーションとリズムに耳を慣らすのに、とてもいい方法だったのです。
ある朝、朝食をとっていると、英国人カップルがやって来て一緒に食べ始めました。彼らは前日の夜、私が寝ついてから到着したようです。
いつものようにホストマザーが入ってきて、私たちに話しかけてきました。
ホストマザー ： ペラペラペラペラ…
私 ：ウィ、ウィ、ソウデスネ。
（時折フランス語も英語も分からなくなると、日本語が出てしまうのです！）
ホストマザー ： ハハハ・・・
（と笑いながら退室）
英国人カップルは私を見ました。
Karen： 彼女、なんと言ったの？
私 ： 分からないけど…たぶん「英語が話せる仲間が来て嬉しいでしょう！ 毎日私の話を聞いていて、
ちょっとロンリーになってたんじゃない？」とか、そんなことを言ったんだと思うよ！
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K
：コミュニケートですか？
R
：その結びつきをコミュニケート、伝えるんです。
K
：なるほど、明確にするんですね。
R
： そう、
はっきり説明するんです。もし結びつきが自分の中でしか存在しなかったら、
または
それが本物でなかったら、誰もあなたの言うことを聞きません。
しかし、
もしそこに存在すれば、
そして今まで誰もそれに気づかなかったのなら、
あなたは尊敬のまなざしを受けるでしょう。
「そんなことは思いつきもしなかった」とね。

Si
mon：ワーオ。フランス語すごいんだね！
私 ： そう？ ありがとう。でも、たぶんそう言ったと思うと言ったんだよ。勘だけどね！
Si
mon： 僕はフランス語が分かるんだよ。彼女はまさに、今君が言ったとおりのことを言ったのさ！ 勘は大当たり！
私 ： やった！
この経験で私が学んだのは、一語一句聞き逃すまいとするより、あきらめてリラックスした方が、
何を言っているかが分かったということ。勘で聞き取る方が、ちゃんと訳して意味をつかもうとしていたより上達が早かったのです。
そこで、フランスでの残りの日々は、フランス語が分かるふりをして過ごしました。話している人が笑うと、私も笑いました。
怒っているのを見て、私も怒ったふりをしました。話している人のボディ・ランゲージから、
そしてイントネーションから、
ヒントを探りました。
質問をされたときは、間違いを恐れずに、勘で答えてみました。間違っていたって大丈夫！
もう一度リピートしてもらえばいいんですから。それに勘が当たっていたときは…
やったね！ もちろんシンプルな答えしかできませんけど（笑）。
大事なのは、分かったふりをすること、なぜなら、
そのまま話を続けてもらえるから。
そして話してもらえれば、

oui oui

そのぶんだけフランス語は上達するのです。
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Meeting Your Mentor
KANDA: That’s great! You make so many connections, and connections of
different things - Aikido and also business. And it seems like you have great
masters and great teachers in your life. And many young people ask me, “I
would like to have a mentor. How can I meet my mentor?” How do you
answer that question?
（90）

REED: That’s very interesting. I read somewhere that you will be the same
person in five years – except for the people you meet and the books you read.
I think that’s true. I’ve changed so much, by the books I’ve read and the
people I’ve met. And I’ve sought it out. And I’ve found that many times even
best-selling authors are quite approachable.
Of course they’re busy, and you
（91）
can’t just say, “Give me something.”
But if you learn from them and express – that’s how I met Jay Levinson. I know
more than a dozen world-famous best-selling authors, and many of them are my
close friends now. I’ve stayed in their homes.
And I didn’t start out knowing them. I didn’t get any introduction; I just
basically contacted them.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（90）How do you answer

that question?
これは仮定の質問なので、正しくは
"
Howwoul
dy
ouans
wer
t
hatques
t
i
on?"

（91）approachable
"
abl
et
oappr
oach"
と同じ意味。
Appr
oach
しやすい、つまりFr
i
endl
y
（親しみやすい）
という意味。相手の
知らない人について話すときに使え
ます。Fr
i
endl
y
というより丁寧。

KANDA: How did you contact them? I mean, basically, many people want to
steal something from celebrity; they want to just benefit themselves. But I
don’t believe that method or that approach would work.
REED: Right.
KANDA: But you have a track record of getting to know well many gurus. So
how did you do it?
REED: It’s the same principle as “nine exposures to make them buy”. Only
now you’re not selling anything, you’re just selling – you’re getting them
interested enough in getting interested in you, to contact you or to
communicate with you.
Jay Levinson I contacted through e-mail. But I didn’t just say, “Hey, I’m
interested in your book.” So many people want to talk to him, you know? But I
read something in one of his books, called “The Way of the Guerrilla,” one of
my favorites; great book. It does not exist in Japanese. If you want to translate
it, it’s a great book!
There was something that he said in there that made me sit bolt upright.
（92）
And I told him that. And I said the page number. So he knows I read his book.
And I was very careful to phrase the thing. It was kind of fan mail from a
reader. And I just put my contact details. The next day he called me at home! I
was so surprised. “Oh, wow, this is great!” But something that I said just hit
him, that was different from the many people that try to contact him.
（93）
Then I found out he was going to be speaking at a nearby state. I was living
in Virginia and he was going to be coming to North Carolina the next month;
I went down to meet him. He lives in San Francisco; my brother does too. I
said, “Gee, I’m going to be in town.” [He said] “Oh, come out to the house.”
And over a period of about five years, whenever I’d do something that I
thought was kind of Guerrilla-like, I’d just send him a little notification, or just
keep in touch. And he was very kind to speak to me about this.
（94）
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（92）sit bolt upright
背筋を正すこと。よく、
夜中に目が覚めて
何かを思い出したときに
"
si
tbol
tupr
i
ghti
nbed.
"
します。

（93）something that I said

just hit him
心を打ったという意味。"
hi
t
"
であって
"
punc
h"
ではありません！

（94）keep in touch
=st
ayi
ncont
actwi
t
hsomeone
〜と接触を保つ.

メンター（師）
と出会う
K
： 素晴らしいですね。あなたは別の性質を持つもの同士のコネクションをたくさん作りました。
合氣道とビジネスもそうです。あなたの周りには素晴らしい指導者がいるのでしょうね。
多くの若者に「メンターがほしいのですが、
どうやって見つけるのですか？」と聞かれます。
あなたならどう答えますか？
R
： 面白い質問ですね。どこかで読んだ記事に「あなたは５年後も同じ人物でいるだろう。
あなたが会う人、読む本の影響を受けなければ」とありました。それは真実だと思います。
私も今まで読んだ本や出会った人たちによって随分変わりました。その出会いは自分から
求めたのです。私はある事実を発見しました。大抵の場合、ベストセラー作家のような著名人
であっても意外に親しみやすく、会うことは十分可能なのです。当然、彼らは忙しい身の上ですし、
ただ「何か教えて」というわけにはいきません。でももし彼らから学ぶことができたら･
･
･
。
私は世界的に有名なベストセラー作家を多く知っていて、
その多くの人達と親しく付き
合っています。家に泊まりにいったりもしますよ。彼らとは、
まず知人になることから始めてい
ません。誰かに紹介を頼んだりもしませんでした。ただ連絡を取ってみたんです。ジェイ･
レヴィンソンにも、
そうやって会いました。
K
： どうやってコンタクトを取ったのですか？ 著名人から何かを盗み取ったり、自分の得に
なることを願う人は大勢いますが、
そのアプローチは成功しないでしょう。
R
： そうですね。
K
： でもあなたは実際に多くの達人たちと親しくなりました。どうやったんですか？
R
：「買う気にさせる９つの裏ワザ」と同じ原理ですよ。ただこの場合は物を買わせるのでは
なく、彼らの興味を自分に向けるわけですが。あなたとコンタクトをとりたい、話がしたいと
思わせるようにね。
ジェイ･
レヴィンソンにはEメールを書きました。でもただ、
「どうも。あなたの本は面白かった」
なんて書きませんでしたよ。だって彼と話したい人はごまんといるわけでしょう？ 私はお気に
入りの彼の著書「TheWayoft
heGuer
r
i
l
l
a」の一部を引用しました。この本はまだ日本語
で出ていませんが、素晴らしい本です。翻訳をお勧めしておきますよ。
この本には、
思わず背筋を伸ばして座り直すようなことが書いてあったんです。私はそのことを彼に
告げました。そのページ番号も書いたので、彼に私がちゃんと本を読んだことが分かってもらえた
はずです。私は表現にとても気を使いました。読者からのファンレターのようなものですからね。
私の詳しい連絡先も添えておきました。すると翌日、彼が家に電話をくれたんです。びっくり
しましたよ。
「すごいぞ、やった！」って感じでした。私の書いた文が彼の目に留まった。彼に
コンタクトしてくる他の人たちのものと違いがあったんですね。
そして、彼が近くの州で講演をすると聞きました。私はバージニア州に住んでいましたが、
彼が翌月ノースカロライナに来るというんです。私は彼に会いに行きました。彼は私の兄弟と
同じくサンフランシスコ在住だというので、
「じゃあサンフランシスコにも行きますよ。」と言うと、
「私の家に寄ってくれ」と誘ってくれました。
それから５年以上の間、私が何かゲリラ的なことをやるたび、彼に連絡を取り、彼はとて
も親切に教えてくれました。
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And then, eventually, when I really actually paid the money to get the
coaching and start getting results, then it really got his attention. Now we’re
great friends. But I’ve repeated that pattern with so many teachers – in the
（95）
arts, in business…
And the thing is, some people will not respond to you - because either they’re
trying to protect their knowledge, because that’s all they have; they’ve got a
best-seller and they don’t want to give anything more… Or they’re just too
busy, or they have an agent that’s blocked them out… But a lot of them are not
that way.
And anyway the book is old information for them. They move on. There’s so
much more. And if you can help promote their brand, of course - what Seth
Godin calls - You can be an Early Adopter; and a Sneezer; an Opinion Leader
- so if you like it and you tell all your friends, then everybody catches the idea!
KANDA: Ah, OK. Yeah, I got a similar experience. I used to contact a lot of
（96）
American marketing gurus, and some are interested in doing business in Japan.
Mostly they are not, actually. They don’t care, because they’ve got so much
big domestic business opportunities already.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（95）I’ve repeated that pattern

with so many teachers
メンターを探しているのならば、
リード
さんのメソッドを使ってみたらいかが
でしょう？ リードさんは彼自身のメンター
を見つけるのに、
このメソッドを何回も
使っています。あなたにも、真似できま
すよ。

（96）got
もちろん意味は通じますが、正確には
"
I
'
v
ehadas
i
mi
l
arex
per
i
enc
e.
"

REED: Yes.
KANDA: So one time I realized that it’s not a matter of my lack of business
skills or lack of my English skills; it’s more like their attitude. If they’re not
interested in doing business in Japan, I don’t have any choice to pursue their
business opportunities.
（97）

REED: No. No.
KANDA: But there are people in the United States who would like to do
business overseas.

（97）So one time I realized...
これは貴重な情報！ あなたの商品の
話に興味を持たない人がいたとしても.
.
.
それはあなたの英語が通じないからでは
ありません。99％は、
その人が望むもの
ではないからなのです。これを覚えて
おけば、単に趣味としてではなく、情報を
得るためのコミュニケーション手段として
英語を話すことが怖くなくなるでしょう。

REED: Sure. Yes, yes!
KANDA: And they are so welcome. I mean, they just are willing to listen to
whatever I say. Then I end up with a meeting with Paul Scheele who developed the
PhotoReading program.
REED: Oh, right, right! I read your book!
KANDA: And we have a very good communication, and we became friends
with each other.
REED: Approachable, right?
（98）

KANDA: Yes, yes! Very approachable.
REED: And Leonardo da Vinci said, “See the connections between all things.”
Everything in the world, in the universe, is connected. You know the “six
degrees of separation”? The movie popularized the name. But they say that
there are only six people between you and anybody else on the planet. And
they actually did an online experiment with more than almost 700,000 people,
chosen at random. And they proved it!
KANDA: Yeah, you can even meet with the U.S. President by doing that.
REED: Yes. Or you know somebody who has, or…
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（98）Approachable
さて、
どんな意味だったでしょうか？

そして最終的にお金を払ってコーチを受け、結果が出始めると、彼は心底私に興味を
持ってくれました。今や私たちは良き友人です。私は芸術でもビジネスでも、他の達人たち
にも同様にこのパターンを繰り返しました。
しかしながら、応答してこない人たちだっています。自分の知識を守ろうとしている場合
もあるでしょう。なぜならそれが彼らのすべてだからです。ベストセラーを出した、
それ以上
のものは提供したくないと。また彼らが忙しすぎる場合もありますし、
エージェントに止められ
ている場合もあります。それでも、応えてくれる人は大勢います。
とにかく、本の情報は古くなります。彼らは前進し続けますし、
周りではもっとたくさんのことが
起きています。もしあなたが彼らのブランドを広めるのを手伝えるなら、
セス･
ゴーディンの言うと
ころの初期採用者になれるわけです。スニーザー
（くしゃみをして広める役割をする人）、つまり
オピニオン･
リーダーです。そしてそれが気に入ったら、友人たちに教えることです。そうすれば
みんながアイディアを得ることができます。
K
： 私にも同じような経験があります。以前、
アメリカのマーケティングの達人たちにコンタクトを
取っていたことがあるのですが、
そのうち何人かは日本でのビジネスに興味を示しているよう
でした。でも大抵の場合はそうじゃなかった。すでにアメリカ国内で大きなビジネスチャンスを
持っていたからです。
R
： なるほど。
K
： 私は気づきました。私のビジネススキルや英語のせいじゃない。彼らのやる気が問題なのだ。
日本での事業展開に興味がないなら、
それ以上ビジネスを進めることはできないと。
R
： そうでしょうね。
K
： 一方、海外にビジネスを広げたいと思っているアメリカ人もいます。
R
： もちろんです。
K
： 彼らなら歓迎してくれます。私の提案を喜んで聞こうとしてくれます。そして私はついに
フォトリーディングを開発したポール･
シーリィに会うことができました。
R
： ああ、
あなたの本を読みましたよ。
K
： お互いにいいコミュニケーションが取れる友人になりました。
R
： 案外近づきやすいものでしょう？
K
： ええ、
とても。
R
： レオナルド･
ダ･
ヴィンチは「すべてのつながりを見よ」と言いました。世界中のすべて、
宇宙のすべてはつながっているのです。
「Si
xDegr
eesofSepar
at
i
on
（６次の隔たり）」を
ご存知ですか？ 映画（邦題：
「私に近い6人の他人」）
でおなじみになりましたが、
それによると、
人は世界中のどんな人とも６人の人間でつながっているそうです。アトランダムに選ばれた70万
人にインターネット実験を行って証明されたんです。
K
： そうするとアメリカ大統領にだって会えるわけですね。
R
： でなければ、実際に会えた人と知り合いとか･･･

39

KANDA: Yeah. I have another theory, actually, I recently came up with. As long
as you are committed to your idea or your mission, you will have six people
supporting you.
REED: Ah, that’s interesting – going the other way!
（99）

KANDA: Yeah. Because I hear a lot of entrepreneurs, I interview a lot of
entrepreneurs, “How did you start your business?” and “How many clients did
you have initially in the start of your business, in the first year?” And many of
them answer “I had six clients in the beginning.”
REED: Ahhhhhhhh……
KANDA: Or “I have six employees supporting me.” So it seems like this
number comes up again! Number six.
REED: Ah, that’s interesting!

（100）

KANDA: Yeah. So my next book concept is that as long as you’re committed
and supported by six people, I believe…
REED: Yes. Yes. You know, I’m experiencing something similar. I haven’t
counted the numbers, but people coming out want to support me, they want to
（101）
work with me in some way, and some of them are fully employed already;
they just want to help me, you know? But they have something to offer, and
then I can help them.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（99）that’s interesting
イントネーションによって色々な意味を
持ちます。退屈したような口調だったら、
本当はi
nt
er
est
i
ng
と思っていないこと
が分かりますし、早口でシャープな口調
の場合は時間がなくて話を終わりにし
たいということが分かります。ここでの
Reed
さんはどういう意味で言っている
でしょう？

（100）that’s interesting!
また同じコメントです。イントネーションに
注目。ここではどういう意味で言っている
でしょうか？

（101）people coming out
"
comi
ngoutofnowher
e"
という表
現は、誰かが（何かが）不意に現れ
たときによく使うフレーズ。

How to Succeed in Business Overseas
KANDA: OK. Do you feel a difference in doing business in Japan versus
doing business in the United States? And what would be the difficulty and
what would be the advantages? How do you feel from your personal
experience in doing business in Japan?
（102）

REED: Well, for me, I speak the language and I’ve been here so long that it’s
not foreign. It’s easier for me to do business here than in America! Strange!
But I think the one difference that I can definitely say is that people in Japan
need to have some tangible “somebody did it before”; “who else is doing it?”;
“show me a physical thing.” Not so much ideas. Americans are more interested
in the ideas. They make the connections. But they don’t necessarily follow up.
Sometimes communications in America are very loose. In Japan they’ll call
you: “Oh, excuse me, I’m sorry, I’m going to be one minute late!” In America,
you’re lucky if they even show up, sometimes! [laughter] So [the Japanese
are] very earnest, hardworking, but maybe not so risky, don’t want to take
（103）
new ideas, you know?
KANDA: You’re so knowledgeable about Japanese culture. Why do you think
（104）
the Japanese personality originated from?
REED: I’m not sure that Japan was always that way. But I think that after the Edo
period, when you had to be very careful what you said, and your place in society
was very clear, you risked your neck – literally! – If you said something rude,
（105）
you can insult kirisute gomen, you know, you insult a samurai and you get
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（102）How do you feel

from your personal
experience
相手をより深く知る際に使える質問です。

（103）earnest
=ser
i
ous真面目
「真面目だけど冒険をしない」
−Reed
さんの日本人観です。あなたは
いかがですか？ 日本人を説明するとき、
どんな言葉を使いますか？

（104）Why
神田さんはこの質問を"
Why"
と始め
ましたが、途中で気が変わったのか、
実際この質問は"
Wher
e"
から始める
べき文ですね。

（105）literally
話していることが真実で、予期しなかっ
たり思いがけなかったりしたときに使い
ます。

K
： 別のセオリーがあります。実は最近思いついたんですけどね。自分のアイディアやミッシ
ョンに専心していれば、支援してくれる人が６人現れるんです。
R
： それは面白い。逆の発想ですね。
K
： 起業家にどうやってビジネスをスタートさせたのか、会社の設立当初は何人のクライアントが
いたのかと聞くと、多くの人が６人と答えるんです。
R
： なんと。
K
： または６人の従業員がサポートしてくれたとかね。また６なんですよ。
R
： それは面白いですね。
K
： ですから私の次の本のコンセプトは「６人のサポートがあれば･･･」という感じでいこう
かなと。
R
： そういえば私も、似たような経験をしています。人数は数えていませんが、支援しよう、
何らかの形で一緒に仕事をしたいと言ってくれる人たちがいますね。何人かは他にフルタイム
の仕事を持っているんですが、
それでも彼らは私を支え、私も彼らをサポートしてあげられます。

海外ビジネスで成功するには.
.
.
K
： 日本でビジネスをやるのと、
アメリカでやるのと、違いを感じますか？
その問題点と利点は何でしょう？ 日本でビジネスをしてきた体験から、何を感じ取ったかを
教えてください。
R
： 私の場合は日本語も話しますし、長年ここに住んでいるので、
もう外国にいるという感じは
ありません。アメリカより日本でビジネスする方が楽なんです。不思議ですよね。
でもはっきりと言える違いは、
日本人は前例があるという、
目に見える事実を必要とすること
です。
「他に誰がやっているのか」
「具体的な例はあるか」。新しいアイディアは多くありま
せん。対してアメリカ人はもっとアイディアに興味を示し、結びつきを考え出します。でもそこ
からビジネスを広げるとは限りません。
アメリカ人のコミュニケーションは時にとてもルーズです。日本人だとちゃんと「すみません、
１分ほど遅れます」と連絡しますよね。アメリカでは、相手が現れればそれでラッキーだという
こともあります。日本人はとてもまじめで勤勉、でもあまり冒険を好みません。新しい案を
取り入れるのを渋ります。
K
： 日本の文化をよくご存知だ。その日本人の個性はどこから来ていると思いますか？
R
： 日本が常にそうであったかどうか定かではありませんが、江戸時代は各個人の社会的
地位が明確で、発言に十分注意しなければならない時代でしたよね。文字どおり、首がかかって
いました。もし何か無礼なことを言えば、切捨て御免となる。侍を侮辱すれば殺されたわけ
です。
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killed…
So people are very cautious. And they want to know – they don’t say in
advance what they’re going to – they check the other person’s reaction while
you’re talking – kao iro ukabu, ukabi nagara hanasu. So you’re checking what do
you think, and then you give your conclusion. I think the Edo period really created
that culture, and it’s still around in some degree.
KANDA: From a different perspective, how would you advise Japanese
entrepreneurs who would like to do business in the United States or other
countries? Do they have advantages, and do they have disadvantages?
REED: I think the Internet has brought down so many barriers. Obviously, you
need to speak English. You have to be able to communicate in English; I don’t say
“speak” like you have a TOEFL score. But I think Japanese tend to rely – or
（106）
maybe the employers tend to rely – “you have to have an MBA,” “you have to
have a certain TOEIC score,” or something.
I’m not saying that’s bad, but it’s not enough. Because there’s no safety net in
America: you just have to prove yourself; and you have to be very flexible.
And it’s not just America; I think the world, increasingly, is that way.
But one advantage is, if you can find the right partner, that makes such a
difference, because they will save, shorten your learning curve. But I think
（107）
that’s true both ways. The age of the lone wolf entrepreneur is finished. You
（108）
can’t do it by yourself.
KANDA: Uh-huh. You need a partner.
REED: Yeah. And there are lots of ways to partner - lots of ways to barter,
and so forth.

One point comment
by Chris.

（106）I don’t say “speak”

like you have a TOEFL
score.
通常は"
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ではなく"
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と同じ意味）

（107）shorten your learning

curve
この言葉の意味は分かりましたか？
ビジネスではよく使われる言葉なので
覚えておくといいでしょう。
（答えはあとで）

（108）lone wolf
一匹狼

KANDA: But what counts is not number of business you’re going to pursue,
（109）
but it’s more like the right partner, just one right partner, that you’re going to
find.

（109）what counts

REED: Yes. Yes. That can shorten the learning curve and save you so much
（110）
time and money.
Also, there was an interesting study that some psychologist did. They had an
aquarium, a picture of an aquarium. And there were tropical fish in the
foreground, and rocks and things in the background. And they would show
another slide that had some difference – they’d take away one of the fish, or
they’d move the picture. And they found that the Americans could notice the
difference consistently better than the Japanese.
And I thought, “Well, that’s strange; why are the Americans picking up these
changes?” So some smart guy said, “Well, let’s check the other way. Let’s
make changes in the background.” The Japanese picked it up much faster.

（110）shorten the learning

（111）

KANDA: Ahhh!
REED: The Japanese are looking at the whole. The group’s interested: “Well,
what’s he going to say? What’s the bucho’s idea?” – they’re always looking at
that. But the Americans are more like hungry hunters: “Oh, that fish moved!”
But I think you need both. You have to be able to see both, and shift your
perception. Otherwise, you’re stuck.
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クリスのひとくちコメント

何か
（誰か）が"
c
ount
s
"
とは、
そのことが
重要だと思っているということです。

curve
また出てきました！ これは、失敗から
学ぶプロセスという意味です。その時間、
プロセスは短いに越したことはありま
せんね。そこで他の人の経験からヒン
トを得るために本を読むのです。そして
より早くサクセスにたどり着けるという
わけです。

（111）Japanese picked it up

much faster
英語で"
pi
c
k
"
は色々な意味を持つ単語。
この場合は「日本人は答えがずっと
早く分かった」という意味です。

ですから、人々はとても慎重でした。彼らは結論を先に言わず、話しながら相手の反応を
見ます。
「顔色をうかがいながら話す」
と言いますね。相手の考えをチェックしてから結論を言う。
江戸時代がこういう文化を作り上げたのでしょう。それはある程度、現代にも残っていると言え
ます。
K
： ではあなたの異なる視点から、
アメリカや海外でビジネス展開を望む日本の起業家たち
にアドバイスをいただけますか？ 彼らにとって利点、
または不利な点は何でしょう？
R
： インターネットは様々な障壁を取り除きました。しかし英語を話す能力が必要なことは
明白な事実です。ただ話すのではなく、英語でコミュニケーションできなければいけません。
これはただ、TOEFLで高得点を取れればいいという話ではありません。日本人は、
もしくは
日本人の雇用主はそういうものに頼る傾向がありますね。MBAを持っていなければ、
TOEI
Cのスコアがある程度なければ、
とか。
それが悪いと言っているんじゃありません。でもそれだけでは不十分なんです。アメリカ
ではビジネスを保障するものはありません。自分の能力を示さなければならないのです。それと、
とてもフレキシブルになることも大切です。これはアメリカだけではなく世界中どの国においても
同じようになってきていると思います。
利点としては、適切なパートナーを見つけることができれば、事は大きく変わるということです。
その人はあなたの学習期間を短くしてくれますし、
また相手にとっても同じことです。一匹狼の
起業家の時代は終わりました。一人では成功できません。
K
： パートナーが必要だと。
R
： そうです。パートナーを組む方法、取引する方法はたくさんあります。
K
： 大事なのは、追求するビジネスの数ではなく、
たった一人の正しいパートナーを見つける
ことですね。
R
： そうです。勉強期間を短縮できるし、時間もお金も節約できます。
そうそう、心理学者が行った面白い実験があるんですよ。被験者に水族館の写真を見せます。
前面に熱帯魚。背景には岩礁。続いて２枚目の写真を見せます。それは１枚目と似ていますが、
多少の違いがあります。魚を１匹抜いたりして、絵に操作を加えています。一貫して違いに
気づいたのは、
日本人よりアメリカ人の方でした。
私は「それは不思議だ。なぜアメリカ人の方が多く違いに気づくのだろう？」と思いました。
するとある賢い男が「違う方法で試してみよう。今度は背景を変えてみるんだ」と提案しました。
すると今度は日本人の方が早く違いを指摘できたのです。
K
： そうなんですか。
R
： 日本人は全体を見ます。グループが集まると、彼らの興味は「彼はなんと言うだろう？
部長の考えは？」となる。日本人はいつもそういうことを考えているんですね。アメリカ人はも
どん

っと貪欲なハンターなので「あ、魚が動いた」と気づくんです。
私は両方が必要だと思います。両方を見る目を持ち、認識を切り替えないと行き詰まって
しまうでしょう。
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KANDA: Does it help you to achieve your goal, or life goal, to have a different
perspective – like a Japanese perspective and an American perspective? I think
they are completely opposite, against each other.
REED: Well, of course, in general terms there are big differences between
American and Japanese perspectives. But America has changed so much since
I was a kid. And Japan has changed so much since I’ve been here. I’m not sure
if those terms even mean much anymore.
What I’m more interested in is finding a perspective that is helpful for me
and helpful for other people. Because things are always changing. How do you
make sense of all these changes?
KANDA: Well, we can make a typical of basically what the American nationality
（112）
is all about, but basically, among Americans there are entrepreneurs and there are
more different types, the holistic viewpoint like Japanese people do. Even among
Japanese people there are entrepreneurs and there are other personalities. So in a
way that doesn’t make much more sense to categorize “this is America; this is
Japan.”

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（112）typical
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を使います。

REED: Yeah. And when you start to make new connections, you really get a
different view. I’ve been talking this week with a gentleman from Korea, with
a big project planned related to Mind Mapping – really big. And it changed my
perspective. He keeps telling me, “Don’t just think of Japan.” And he has
experience in Singapore and in Australia and different places. [And I thought,]
“Yeah!” So it’s a shift of view. And the access that it gives me, then.
KANDA: I think people have not come up with the speed of e-mail. Because
（113）
you just mentioned that e-mail changes also international business as well.
Because before, in order to get a contact with an American business partner, I
（114）
had to write faxes and write letters. And in order to get in touch with an
American marketing guru, you have to write or fax. But e-mail makes it so
much easier.
I had a contract, a non-exclusive sales distributor contract, selling what we
call the “affirmation clock,” which basically gives you a wakeup call with your
voice, and you can record whatever message you want.

（113）come up
通常、
このあとに"
i
deas"
と続くことが
多い文。ここでは"
cat
ch on"
とした
方がいいですね。

（114）a
→i
n

REED: Aha! That’s clever!
KANDA: Yeah, that worked so much, so well. And I got in touch with the
manufacturer in the United States, but I just sent e-mail and they gave me that
sales contract right away! So I got a distributor price that is a lot less than the
retail price.
So, basically, before, my idea was that in order to do business with oversea
（115）
countries, I had to go there, I had to talk —
REED: Yeah, and it’s so expensive timewise!

（115）So, basically, before,

my idea was...
これらは自分の意見が変わったときに
使えるフレーズです。

KANDA: Right. But it changed it completely.
REED: Yes. Yes. Yes.
KANDA: So that comes down to your idea of your Korean colleagues who
（116）
come up with the big ideas. Before, it took a lot of time to persuade those
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（116）So that comes down

to your idea of...
これも要約を述べるときにいいフレーズ。

K
： 違った認識、例えば日本人としての認識とアメリカ人の認識を持つことは、人生の目標
達成に役立ちますか？ その二つは対極にあるように思えますが。
R
： 日本人の認識とアメリカ人の認識には、当然、一般的に言われる大きな違いはあります。
でも私が子供だった頃に比べるとアメリカも随分変わりましたし、
日本だってここに来た頃
よりだいぶ変化しました。ですからその一般論はもう意味がないのではないかと思うのです。
私が求めるのは、自分にもみんなにも互いに役立つものの見方をすることです。物事は
すべて常に変化しています。どうやってその変化についていくかということですよ。
K
： 確かに私たちは、
アメリカ人の国民性は基本的にこうだとか、
ステレオタイプを決めつけ
がちです。でもアメリカ人の中にだって起業家タイプもいれば、様々な違ったタイプもいます。
日本人のように全体的な視点で見る人とか。同じく日本人にも起業家タイプもいれば、
いろ
いろな他の個性もあります。
ですからこれはアメリカ、
これは日本とカテゴリーを分ける意味はあまりないでしょうね。
R
： ええ。新しい結びつきを考え始めれば、視野が変わるのです。この1週間、
ある韓国人の
男性とマインドマップに関連する大きなプロジェクトの件で打ち合わせをしてきましたが、
おかげで私の考え方に変化がありました。彼はいつも「日本のことばかり考えるな」と言う
んです。彼はシンガポールやオーストラリアなど、様々な国で生活してきた人でしてね。なる
ほどと思いましたよ。視点をシフトさせて、道を開くのです。
K
： 先ほどEメールは国際ビジネスも変えているとおっしゃいましたが、多くの人がEメールの
スピードについていっていないように思います。
昔は、
アメリカにいるビジネスパートナーやマーケティングの達人に連絡を取ろうとすると、
ファックスや手紙を書かなければなりませんでした。でも今はEメールで簡単に連絡できます。
私は、
アファメーション･
クロックという商品の非独占販売の契約をしていました。その時計は
自分の声や好きなメッセージを録音できて、
目覚ましベルの代わりになるんです。
R
： それは気が利いている。
K
： ヒット商品になりましたよ。アメリカのメーカーにEメールで打診したら、すぐに契約書を
送ってきまして、末端価格よりずっと安い卸値で仕入れることができました。
昔は海外と取引をするというと現地に行って話すとか、
そういうアイディアでしたが･･･
R
： そうそう、時間的にも高くつきました。
K
： 今や完全に様変わりしましたね。
R
： まったくです。
K
： さっきのビッグ･
アイディアを提言した韓国人男性の話もそうですが、昔は違う国のビジ
ネスマンとの交渉には長い時間がかかりました。
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different business people in the different countries, but it’s a matter of sending
an e-mail now.
REED: It’s easier to make connections now. Definitely. So in order, today, to
be successful as an entrepreneur, you have to – You have one advantage in
that you don’t have a high cost in employees or rent or whatever, so you
can be more flexible.
But it’s tough, very tough, to succeed, because your boat is not so strong; it
can easily tip over. So what you have to do is find how to be the only one,
（117）
how to be unique.
Now, how you do that is by making unique connections. Because you might
be very good at one thing, but how many other people are good? Look at
piano: how many people are good at playing the piano? Are you going to make
a career as a world-famous pianist? It’s so difficult.
But if you are pianist who also happens to have a very nice personality, or you
have a story that goes with you… Fujiko Hemming – I went to see her the other
night. And she made some mistakes – but nobody cares! She filled the whole
（118）
Minato Mirai Hall and they loved her! She has such good communication. But
maybe in a concours or some competition, in Japan if you make one mistake
you’re out! But with her, it doesn’t matter!
So you have to somehow make new territory, new connections. And things
are changing all the time, so you have to keep awake. You have to wake up
your brain and keep awake. Otherwise, you can lose. Easy come, easy go.
（119）

Chris' Cafe'

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（117）So what you have to

do is...
アドバイスを与える時に最適のフレーズ。

（118）nobody cares
重要ではないということ。この場合は、
間違ってもたいしたことではない、問題
ではないということです。

（119）Easy come, easy go.
得やすいものは失いやすい。普通は
お金のこと
（「悪銭身につかず」）や
友人について言うことが多いですが、
時には女性について言うことも！

クリスのカフェコーナー。
ちょっとひと息ついて,
クリスの話に耳を傾けてみませんか？

「ホームステイ・イン・フランス ＃3 （姿勢とモチベーション）」
英語を習得する際に、一番大切なのは「MI
NDSET」つまり「心のあり方」、
「気の持ちよう」です。
学ぶ姿勢が不十分だと、得るものは少ないでしょう。
「英語は難しい」とか、
「英語が話せない」という態度の人は、
結局そのままなのです。
フランスで私は、まさにこのような体験をしました。
一緒にホームステイをしていた女性は、
ドイツ在住のイギリス人でした。彼女はドイツで英語を教えていたので、
語学を学ぶことについては、当然前向きな姿勢だろうと思っていたのです…が、違っていたのです！
初めて出会った日に、彼女はフランス語を話せないと言いました。フランス語は全然分からなくて、
これからの数週間、フランスで過ごすことに不安で、ナーバスだと･･･。
毎日朝食のときに、ホストマザーが私たちにフランス語で話しかけてきます。すると、彼女は私に通訳を求めてくるのです！
なんてことでしょう！ もちろん、私はホストマザーの言っていることはまったく分かりません。でも、先月お話したように、
当てずっぽうでも全然OKだったのです。
彼女は、毎朝毎晩、自分はフランス語ができない、あなたのヘルプなしではここでは暮らしていけない、と繰り返していました。
お気づきですね。私と彼女の「フランス語に対する姿勢」は正反対でした。

46

でも今はEメールのやりとりでいい。
R
： 間違いなくコネクションづくりが簡単になりました。
この時代、
いかに起業家として成功するか。あなたには利点がひとつあります。従業員や
オフィスの家賃、
そういうものにかけるコストが低いので、
フレキシブルに動けるということです。
しかし成功するのはとても大変なことです。あなたの乗った船はそんなに頑丈ではありません。
簡単にひっくり返ってしまうでしょう。ですからあなたがやるべきことは、
オンリーワンになる方
法を見つけることです。他にはいない存在になるのです。
そのためにどうするか。独自の結びつきをつくることです。
あなたには得意なことが１つあるとします。しかし同じことを得意としている人がどれだけ
大勢いることでしょう。例えばピアノ。ピアノをうまく弾ける人はそう珍しくありません。あなたは
世界的に有名なピアニストになる道を選びますか？ それは至難の業です。
でももしあなたが素晴らしい個性も持ち合わせたピアニストだとしたら。またはユニークな
エピソードを持っていたら。例えばフジコ･
ヘミングのように。
私は先日彼女の演奏を聴きに行きました。彼女はいくつかミスをしましたが、誰も気にしません。
みなとみらいホールを埋め尽くした観客は、彼女の演奏に心から満足したのです。彼女は
素晴らしいコミュニケーション力を持っています。日本のコンクールや大会では、
ひとつでもミ
さ

スをすれば終わりですが、彼女の演奏においては些細なことなのです。
とにかく、何とかして新しい領域を、新しい結びつきをつくってください。状況は常に変わって
いきます。ですからいつも目を見開いていることです。脳を活性化させ、覚醒していなければ
いけません。さもないと勝てません。簡単に手に入るものは簡単に離れていくのです。

私は「Pasencor
e
（notyet
＝まだ）」
つまり「私は、今はまだ、フランス語が話せません。でもきっとすぐに話せるようになる！」というスタンス、
そして彼女は「何も分かりません。フランス語は話せません。フランス語は難しい。絶対にフランス語を話せるようにはなりません」
というスタンスでしたから。
そして、結果はどうだったでしょう？ そう、3週間で、私のフランス語はゆっくりでしたが、上達しました。
ホストファミリーとの基本的な会話はできるようになりましたし、1人でレストランにも行けました。
自信がつき、フランスでのステイをエンジョイしていました。しかしハウスメイトの彼女は悲惨でした。
フランス語が全然分からない、なんでフランス語はこんなに難しいの、と言い続けていたのですから。
彼女は私に「なぜフランス語がいとも簡単にできるようになったの？」と訊いてきたくらいです。
さて、ここで宿題です（冗談です）。時間があるときにあなた自身の
「英語に対する姿勢」について考えてみてください。
すごく前向き？ならGood
！
そうでない場合は、どうすれば

oui oui

ポジティブな姿勢に変えられるか、考えてみましょう。
前向きな姿勢で英語に臨むことができれば、
どれだけ上達するか、その違いに驚くはずですよ！
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Current and Future Projects
KANDA: Yeah. Well, I’m impressed with your skills of connecting, with
making connections between a many different variety of things. And probably
because of your skills in making connections, you must have a lot of very
interesting projects on hand. Could you share with us something about your
interesting projects that you’re working on? Or your personal mission?
REED: Sure, sure. OK. Well, those are two different questions. I’ll address
them one at a time.
（120）
One project- You know Seth Godin? He wrote “Permission Marketing”?
He’s the man who came up with one-to-one marketing. He’s a New York
（121）
Times best-selling author, and his books are in Japanese as well.
KANDA: Yes.
REED: He’s got a project now called “Bull Market”, and he’s working with a
magazine called Fast Company, which you probably know.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（120）I’ll address them

one at a time.
一度にたくさんの質問をされたときには、
質問を理解し、1つずつ答えるという
ことを伝えられるように、
このフレーズを
使いましょう。

（121）He’s the man who…
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というように、
ある人のことを説明するときに用いる
表現法。

KANDA: Mm-hm.
REED: And he’s going to gather 500 creative providers – it’s a contest, a
competition - 500 companies who are creative providers, around the world, that
he thinks are really doing his concept.
KANDA: Ah, Viral Marketing, and so on?
REED: Yeah, all those things. Permission-based, you know… And helping
other people to do it, also. And it’s a competition, that you submit online. And
I got into the finalist level.
KANDA: Really!
REED: So I keep refining it, because you can tweak it. So I have to let you
（122）
know in another month or so. But I’m in the finalist level.

（122）tweak
工夫や趣向をこらすこと

KANDA: So, a look at your page is very educational.
REED: Thank you. But what he’s going to do, though, he’s going to make an
e-book, free – pdf file, e-book – to introduce – and his endorsement, of course
– introduce all these 500 countries around the world that he considers to be the
top global providers doing this concept. And he’s going to send it out to his
mail list of over one million people!
KANDA: One million people!
REED: That’s a very exciting project. So whether I get in or not, it has been
extremely helpful for me, just to refine my thinking, to really understand it.
（123）
Because everyone reads the books, and they think they understand it, and then
they don’t do anything. Or they don’t know what to do.
But if you actually have to compete or try to get recognition, or some form
like that, or be in the media or something, then you really have to be sharper,
to organize your thinking, and get the essence, and communicate it. And then,
if you hit what they like, it’s a natural connection.
So that’s one project. I mentioned also, a Mind Mapping project with this
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（123）it has been extremely

helpful for me
誰かに助けてもらったり、
あなたにとって
役立つことをしてもらったときなどに使え
るフレーズ。

今後のプロジェクト
K
： 多種多様なものを結びつけるあなたの技には感心します。その技術のおかげで、
たくさんの
興味深いプロジェクトを抱えているのでしょうね。現在進行しているプロジェクトに関して教えて
いただけますか？ あなたの個人的なミッションでもいいですし。
R
： 喜んで。
２つの別の質問ですが、1つずつ答えましょう。まず１つめのプロジェクト。セス･
ゴーディンをご存知ですか？ 「パーミッションマーケティング」の著者で、Onet
oOne
マーケテ
ィングを考え出した人物です。ニューヨーク･
タイムズのベストセラー作家でもあり、
日本語版も
出ていますよ。
K
： ええ。
R
： 彼は ブルマーケット というプロジェクトを抱えていて、FastCompany誌の編集にも
携わっています。たぶんご存知ですよね。
K
： はい。
R
： 彼は500のクリエイティブなプロバイダーを集める企画をしました。これは、彼のコンセプトを
実現できそうな、世界中の500
のプロバイダーを競わせるコンテストなんです。
K
： バイラル・マーケティングとか、
そういうものですか？
R
： ええ、
そういったものです。パーミッションベースとかね。また、他の人たちがそれをやるのも
手伝います。
とにかく、
それはオンラインで参加するコンテストなんですが、私は最終選考に残る
ことができました。
K
： そうですか！
R
： 今、練り直しをしています。手を加える余地があるものですから。あと１ヶ月ほどで結果を
お知らせしますが、
とにかく最終選考に残れました。
※

K
： あなたのページを見るのはとても勉強になりますね。
R
：ありがとうございます。ともかく、彼は無料のe
ブック、PDFファイルを作ろうとしているん
ですね。彼がトップ･
プロバイダーと考え、
またそのコンセプトを

■Bul
lMar
ket2004
ht
t
p:
/
/
www.
set
hgodi
n.
com/
bul
l
/
downl
oads/
Bul
l
Mar
ket
.
pdf

実行できる500の企業を紹介するためです。彼の推薦の言葉も
載ります。彼はそれを百万以上ある彼のメールリストに送るのです。
K
：百万ですか！

※リードさんは最終選考を勝ち
抜き、見事500のプロバイダー
の一員として選ばれました。
以下のＵＲＬから"
Bul
lMar
k
et
2004"
のebook
をダウンロード
できます。

リードさんの会社BSMART
Syst
ems
は、P.
280に掲載
されています。
ブルマーケット プロジェクト

R
： とてもエキサイティングなプロジェクトでしょう。私が最終選考に残るかどうかに関係なく、
これはとても役立ちました。自分の考えを練り直し、
しっかり理解するためにね。
人は本を読み、理解した気になりますが、
その次の行動がありません。またはどうしていいのか
分からないのでしょう。
でももし競争相手に勝ちたいなら、良い評価を受けたいなら、
またはメディアなどでアピール
するなら、自分をもっと研ぎ澄まさなければいけません。自分の考えを整理して、
その核心を
明確にし、
それを伝えるのです。そして相手の心をつかむことができたら、
それは自然な結び
つきとなるでしょう。これが１つめのプロジェクトです。
２つめは、先ほど触れた、韓国人男性とのマインドマッピングのプロジェクトです。詳細を
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Korean gentleman. It’s still a little bit early to give you the details, but let me
just start with what he has done.
Tony Buzan, who developed Mind Mapping, has created several sort of
prodigy-genius examples of his work. One is a young lady named Lana Israel,
who, at 13, discovered Mind Mapping – because her father, who is Tony
Buzan’s friend, introduced it to her. She didn’t like to get the idea from her
dad, so he just left the book on the table! She picked it up. She started to use
（124）
it. She graduated from high school a couple of years early.
She had her pick of schools: Harvard begged her to come, and she said,
（125）
“Well, I’ll go if you have a drama club.” She was a Rhodes Scholar. She went to
Harvard, graduated early. She then went to Oxford. She got a Ph.D. at the age
of 26 – the youngest person in the history – and that’s back from the 1600s –
to ever get a Ph.D. from Oxford. And she is just brilliant. Not only smart, but
she plays soccer, she’s a brilliant presenter, she’s writing music, she’s doing all
these things.
Anyway, my Korean friend invited her to Korea. She was on the Good
Morning Korea show, for one hour.
They sold over 100,000 books related to Mind Mapping. They have
introduced – and this is over a six-year period - they’ve introduced Mind
Mapping to 40,000 schoolteachers. Now Mind Mapping is officially a part of
the national curriculum, in the textbooks.

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（124）picked it up
ここでの "
pi
ck"
は"
l
i
f
tup
（持ち上げ
る）"
の意味。

（125）She had her pick of

schools
"
pi
ckofsomet
hi
ng"
とは、制限なく、
なんでも好きなものを選べる状況を
指します。

KANDA: In Korea?!
REED: In Korea.
KANDA: Wow.
REED: From the grade school level.
KANDA: I didn’t know that.

（126）

REED: This guy, just by introducing Lana, changed the whole country’s
national base. You wait: I bet you that the result of that, when those kids get
out of high school and college, Korea’s going to have such an advantage. You
just wait! I predict!
But things always open, right? Now, I don’t think the Japanese educational
（127）
system is that easy to change. But we’re going to bring Lana to Japan. And
we’re going to get her, hopefully – maybe with your help! – we get her on
television —
KANDA: This is a very exciting project!
REED: — and change the whole way of learning, from the earliest age. Because
kids are so fast to pick it up.
And also, another project: an MBA with a specialty in Guerrilla marketing.
I’m working with Jay Levinson now, and a specialist who works in higher
education. And we’re trying to make the connections with schools so that we’ll
offer an official, certified MBA with a specialty in Guerrilla marketing. And
I’m also talking to some local schools in Tokyo about this, to make the
connection. That’s another project.
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（126）I didn’t know that.
何か新情報や面白い話を聞いたときに、
"
Oh.That
'
si
nt
er
est
i
ng.
"
とか,
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tknow t
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などとコメント
できます。両方とも、本当に興味を持っ
ていることを伝えるには、イントネー
ションが重要です。

（127）But things (are) always

open
この文では"
a
r
e
"
が抜けています。

説明するには少し時期尚早なのですが、彼がすでに手をつけた部分について話しますね。
トニー･
ブザンはマインドマッピングを開発した人物ですが、彼の仕事は何人もの天才を
生みました。その１人にラナ･
イズラエルという少女がいます。彼女は13歳でマインドマッピ
ングに出合いました。ブザンの友人である彼女の父親がそれを娘に与えたのです。彼女は父
親からアドバイスされることを嫌っていたので、父親はただその本をテーブルに置いておきま
した。
その本を見てマインドマップを使いだした彼女は、通常より数年早く高校を卒業できたのです。
彼女には進学先の選択がたくさんありましたが、ハーバードが猛烈にアタックしてきたので、
彼女は演劇クラブがあるならと了承しました。ちなみに彼女はローズ奨学生でした。彼女は
ハーバードを再び飛び級で卒業、その後オックスフォードに行き、26歳で博士号を取得。
それは1600年代以来、オックスフォードでの博士号取得の最年少記録でした。彼女は
本当に聡明な女性です。賢いだけでなく、サッカーもやる、
スピーチも上手、作曲もすると
いった具合に多才なんです。
それで、私の韓国人の友人は彼女を韓国に招き、彼女を朝のTV番組に１時間出演
させたんです。そして、マインドマッピング関連の本を10万部以上売り上げました。彼らは
６年間で4万人の学校の先生にマインドマッピングを紹介し、現在マインドマッピングは
公式カリキュラムとなり、教科書に載るまでになったのです。
K
： 韓国で？
R
： そうです。
K
： すごい。
R
： 小学校からですよ。
K
： それは知りませんでした。

トニー・ブザン氏のマインド・マッピング

R
： 彼は、
ただラナを紹介するということで、国の基盤を変えてしまいました。見ていてごらんな
さい。その子供たちが高校、大学を卒業する頃、韓国はものすごく優位に立っているでしょう。
予言しますよ。
すべてのドアはいつも開かれています。日本の教育システムがそんなに簡単に変われると
思えませんが、私たちはラナを日本に連れてきます。できれば神田さんにも手伝っていただ
いて、彼女をTV出演させたいですね。
K
： それは楽しそうなプロジェクトだ。
R
： そして日本の教育を変えるんです。幼児期からね。子供は吸収が早いですから。
さらにもうひとつのプロジェクトが。ゲリラ･
マーケティング専攻のMBAの件です。いまジェイ･
レヴィンソン、
それから、高等教育機関で働く専門家と一緒に取り組んでいます。公式に
認定されたゲリラ･
マーケティング学のMBA
を与えることができるよう、教育機関とコネクションを
つくろうとしていて、東京地区の学校にも働きかけています。
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My Dream: Doraemon
REED: So many things going on! Anyway, my dream, my mission… OK,
（128）
my dream is to be like Doraemon, OK?
KANDA: Not Superman?
REED: No, not Superman. Because Doraemon can make mistakes! He makes
lots of mistakes.
KANDA: OK! [laughs]
REED: He’s a gadget cat from the future, right?

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（128）So many things going on
"
goi
ngon"
="
happeni
ngnow"
つまり、
色々なプロジェクトで忙しいときにはこの
フレーズを使えます。

KANDA: Uh-huh.
REED: He comes in and he helps the poor guy, Nobita-kun, who always gets
a zero on the test, you know? So he gives him little tools – Dokodemodoa, or
some magic pen that writes everything, you know?
And he’s not only a national hero, he’s a hero in Asia! TIME Magazine Asia
version did a great article on Doraemon. So he’s a hero: because he left home,
he overcame obstacles – well, he went into the past, you know – and he’s
brilliant with innovation, new tools; and sometimes gets into trouble, but he’s
always an optimist.
And I have, in a way – not from the future, but – With Guerrilla marketing
and Mind Mapping I have so many tools. And I can share them with people
like myself, you know? Because I’ve experienced the difficulty – and help
them overcome those problems and be better.
So that’s my dream: to be like Doraemon. My mission, for Japan… You
know, Japan recently overtook Germany and is now the number two in patent
applications in the world. The World International Property Organization
tracks these things.
Japan is now number two in patent applications. Patents –so it’s about
innovation. Japan has the technology, the ability to make things, the ability to
organize – look at the way the trains run!
But it’s a little bit too technically oriented —
KANDA: Right, right. Not marketing oriented.
REED: — and most people, when you say “Japan,” the first word that comes
to mind is not “creativity”.
（129）

KANDA: [big laugh] Oh, OK!
REED: But Japanese style: creativity, innovation, Toyota style, kaizen. And plus
Mind Mapping. If you combine those, I think Japan could be – not all of Japan,
but some people from Japan – could be number one in patent applications and new
innovation.
That’s my mission: to make myself available to people, to help them. I’m
（130）
not an engineer, but I can help engineers think more creatively.
KANDA: Yeah. I think I share the same feeling, because the last time that I
was holding a seminar, in the reception I met a guy, he is a manager, managing
a bunch of technical engineers. And he has nothing to do with the marketing
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（130）That’s my mission:
mi
ssi
on
を伝えるのに一番シンプルな
言い方。

夢はドラえもん
R
： いろいろ忙しくやってますよ。そして私の夢、私のミッションは･
･
･
そう、私の夢はドラえもん
になることかな？
K
： スーパーマンじゃなくて？
R
： ええ、
だってドラえもんはドジもするでしょう？ 失敗ばかりしている。
K
： いいですね。
R
：ドラえもんは、未来から来たネコ型ロボットでしたよね？
K
： ええ。
R
：ドラえもんは、情けないのび太くん･
･
･
いつもテストで０点を取るサエない男の子を助けて、
どこでもドアや何でも書けるマジックペンのような道具を貸すんですよね。
ドラえもんは日本だけでなく、
アジア中のヒーローです。タイム誌のアジア版にもドラえもんの
記事が載りました。そう、彼はヒーローなんです。故郷を去り、障害を乗り越え･
･
･
つまり過去へと
旅をしてきました。彼は創意工夫に満ち、新しい道具を持っていて、
ときどきトラブルに巻き
込まれるけど、
いつも楽天家です。
私は未来から来たわけじゃありませんが、ゲリラ･
マーケティングやマインドマッピングなど
たくさんの道具を持っています。そしてそれを私が経験したような困難に遭遇する人々と
分かち合えます。彼らが問題を克服し、向上するのを手助けできるのです。
そんなわけで、
ドラえもんのようになるのが私の夢ですね。そして私の日本でのミッション。
日本は最近ドイツを抜き、特許出願件数が世界第2位になったと、世界知的所有権機関が
発表しました。世界第2位ですよ。特許とは革新です。日本には技術、
ものをつくる能力、
調整する能力があります。電車のダイヤを考えてみてください。ただ少し理論的指向に
偏っているんですね。
K
： そうですね。マーケティング指向ではない。
R
： 大抵の人は日本と聞いて、最初に創造性という言葉は思い浮かべないでしょう。
K
： まあ、
そうですね。
R
： でも日本のスタイル、創造性、革新、
トヨタ式、改善、
そしてマインドマッピング、
これらを
組み合わせれば日本は･･･
日本全体でないにしても一部の日本人は、特許と新しい技術
革新でナンバーワンになれると思います。
ですから私の使命は、みんながアプローチしやすい存在でいること、彼らの手助けをする
こと。私は技術者ではありませんが、技術者がもっと創造的に考えられるようにしてあげられ
ます。
K
： そうですね。私も同じ気持ちです。つい最近開催したセミナーのレセプションで、大勢の
技術者を管理するマネージャーに会いました。マーケティングの分野は彼の専門外なのに、
彼は５万円も払って私のセミナーに参加したのです。
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function. But he came to my seminar, paying, like, go-man yen. And I was
impressed. [I asked him,] “Why did you come over here, because you have
nothing to do with marketing?” And he said, “I got a lot of ideas to motivate
people.” And that’s why I suggested to him that, using Mind Maps and also
PhotoReading, you can give a lot of motivation —
REED: Yes! Yes!

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

KANDA: — and give a lot of creativity to Japanese engineers. In other words,
change completely the picture of —
REED: Yeah. Yeah.
KANDA: — how technical development is going to be pursued in Japan.
REED: Sure, yeah!
KANDA: So we share the same idea, I think.
REED: Yes! And the other thing that they need is how to present it in English.
Because you need to communicate it to the outside world, right?
KANDA: Right, right!
REED: A number of my clients and prospects that I’m talking to now, that’s
their main concern: how can we get our engineers to present their ideas clearly
in the international setting? And so it’s presentation skills, it’s some English –
although words are only 7 percent of communication,
so they need other
（131）
things, not just the language. But if you can’t talk, you can’t communicate, so
that’s important. And how to get those ideas out there and make those
connections.
KANDA: I see. Well, if Mind Maps became the international communication
tool, I think that’s going to decrease the barrier, lower the barrier of different
languages —

（131）words are only

7 percent of
communication,
コミュニケーションで言葉自体が占める
のはほんの7％。だからそんなに単語
力がなくても、英語でのコミュニケーショ
ンは可能なのです。

REED: Yes.
KANDA: — so Japanese people have more encouragement or confidence to
go abroad.
This changes the perspective of our English education, probably —
REED: Exactly!
KANDA: — because the purpose is not to speak perfect English, it’s more
like the purpose should be to communicate. With Mind Mapping, using a lot
（132）
of visual hints, then we can decrease the number of vocabulary that we should
be using.
REED: Mm-hm. Yes.
KANDA: We just show them the pictures and we can communicate to whatever
nations people.
REED: And also key words, too. They say the number of words that you
need to actually understand and remember, of a sentence, is only 10
percent. That’s one word out of ten. Maybe one or two per paragraph. That’s
（133）
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（132）because the purpose is...
まさに、
その通り！ パーフェクトな英
語を話すことが目的ではないのです。
ネイティブ･
スピーカーですら文法の
間違いをするくらいですからね。ゴールは、
あくまでもコミュニケーションである
べきです。

（133）They say the number

of words that...
これは語学を勉強している人にとっては
いいニュースですね！ 読んだことを
理解して覚えるにはその文の10％
だけが分かればいいのですから。でも
ＮＬＰでは、"
They say"
から始まる文は
よくないと言われます。なぜだか分かり
ますか？ それは"
t
h
e
y
"
が誰を指すかはっ
きりしないからです。このような場合は
自分で確認してみること。10％理解
すればいいというのは本当かどうか、
調べてみたらいかがでしょうか？

私は感心して彼に聞きました。
「マーケティングの分野とは関わりないのに、
なぜここに来たの
ですか？」彼は答えました。
「私は人々のモチベーションを上げるアイディアをたくさん持ちた
いのです」だから私は彼に、マインドマップとフォトリーディングを使えば、モチベーションを
上げられると勧めました。
R
： そのとおり！
K
： 技術者たちに創造性も与えられます。つまり、青写真を完全に変えられる･･･
R
： ええ。
K
： 日本でどうやって技術発展に取り組むかという図式をね。
R
： 分かります！
K
： 私たちは同じ考えのようですね。
R
： そうです！ それからもうひとつ彼らに必要なのは、
それを英語でプレゼンテーションする
能力です。その技術を海外に向けて伝えなくてはなりませんからね。
K
： そのとおりです。
R
： 現在取引している多くのクライアントや潜在顧客たちの主な関心事はそれです。国際
的な舞台でどうやって、技術者たちにアイディアを明確にプレゼンテーションさせることが
できるのか。それはプレゼンテーションのスキルです。英語も大切ですが、言葉はコミュニ
ケーションの７パーセントを占めるにすぎません。言葉だけでなく他の何かが必要なんです。
ただ当然話せなければ、
コミュニケーションもできませんから、英語も大事ですよ。それと、
どうやってそのアイディアを引き出し、結びつきをつくるかということもね。
K
： なるほど。もしマインドマップが国際的なコミュニケーションのツールになれば、言葉の壁も
低くなるでしょう。
R
： ええ。
K
： そうすれば日本人が海外に向かう勇気と自信を持てます。この考え方は日本の英語教育の
観点を変えるかもしれません。
R
： そのとおり！
K
： 目的は完ぺきな英語を話すことじゃなく、
コミュニケーションをはかることです。マインド
マッピングやたくさんの視覚的ヒントを使えば、不必要な言葉を削れます。
R
： ええ。
K
： イラストを使って情報を交換できます。
R
： それとキーワードですね。実際に理解し、記憶すべき言葉というのは１センテンスのうち
10パーセントだけなんです。10単語のうち１単語。
１パラグラフに１つか２つ。思い出すべき
なのもそれだけです。
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all you need to recall it.
And then, if you’re going to just read the paragraph, you put everybody to
sleep. But if you recall the words and put it in your own words, and make a
new connection, then it’s live communication.
And it doesn’t matter, nobody cares – unless it’s just really bad grammar and
you can’t understand it —

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

KANDA: We should be teaching Mind Mapping first, in Japan, before teaching
English —
REED: Yes! Yes. Yes.
KANDA: — because Mind Mapping helps communicate in English so well.

Advice to Entrepreneurs
KANDA: OK, finally I would like to ask you this question, because most of
the listeners here are entrepreneurs: Do you have any books you recommend
for entrepreneurs, that they should read? And also, if you have any final
comments or final advice for entrepreneurs, I would like to hear that.
REED: Sure. Sure. For marketing I recommend anything by Seth Godin and
（134）
Jay Conrad Levinson, and a number of those titles are available in Japanese.
For creativity I recommend Tony Buzan. And Michael Gelb, who’s also a
friend of mine; he wrote a book called “How to Think Like Leonardo da
Vinci”.
KANDA: Is it translated, do you think?
REED: Yes.
Also I would recommend that people join the Guerrilla Marketing Association.
The Guerrilla Marketing Association is an online association with new video and
text content every month.
KANDA: Great.
REED: Every week you can speak to Jay Levinson on the telephone.
KANDA: Great!
REED: Thursday mornings, nine o’clock. I’ll give you the number.
KANDA: Is that a teleconference?
REED: A teleconference. Free. Well, a long-distance call is not free.
So you meet Jay Levinson, and every week he introduces new, really good
potential mentors, in different aspects of marketing.
KANDA: Mmmmmm!
REED: And all of these calls are archived on the site, and there are so many
new things happening with this.
And I would recommend also… Well, many of the books have been translated
into Japanese, but reading a book is not enough. You have to rely on your brain.
You have to make a new connection. The book is somebody else’s connection. It
can get you started.
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（134）For marketing I

recommend...
何かを薦めるときにはこのフレーズを使
います：For'
x
'
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Y'
.

パラグラフをだらだらと読めば、みんな寝てしまいます。でももし重要な単語を引き出して、
それを自分の言葉で語り、新しい結びつきをつくるなら、
それは生きたコミュニケーションとな
るのです。
完ぺきな英語じゃなくていいんです。誰もそんなこと気にしません。ひどい文法で誰も理解
できないというのでない限りね。
K
： 日本では英語を教える前に、
まずマインドマッピングを教えるべきですね。
R
： 同感です。
K
： マインドマッピングは英語のコミュニケーションにとても役立ちますからね。

起業家へのアドバイス
K
： さて、最後の質問になります。これをお聞きの皆さんの多くは起業家の方だと思いますが、
彼らにお薦めの本はありますか？ そして最後に何かひと言あればお願いします。
R
： 分かりました。マーケティングの勉強にはセス･
ゴーディンとジェイ･
コンラッド･
レヴィンソンの
本をお薦めします。日本語版もたくさん出ていますよ。創造性を高めるにはトニー･
ブザン、
それと
マイケル･ゲルブの本がいいですね。彼も私の友人です。彼は「ダ･
ヴィンチになる！」を
書きました。
K
： 翻訳本は出てますか？
R
： ええ。それと、
ゲリラ･
マーケティング･
アソシエーションのメンバーになることもおすすめしますよ。
ゲリラ･
マーケティング･
アソシエーションは、
オンラインで毎月新しいビデオやテキストコンテンツを
更新しています。
K
： すばらしい。
R
： 毎週ジェイ･
レヴィンソンと電話で話すこともできます。
K
： いいですね。
R
： 毎週木曜の朝9時です。電話番号をさしあげましょう。
※

K
： それは電話会議ですか？

※夏時間と冬時間によって
異なります。

R
： はい。長距離電話代はかかりますが、参加費用は無料です。 ジェイ･
レヴィンソンと話せば、
様々なマーケティング理論を持ったすばらしいメンターを毎週紹介してくれますよ。
K
： すごい！
R
： その内容はすべてホームページに記録されています。ここにはたくさんの新しい発見が
あるんですよ。
最後にアドバイスしておきます。多くの本が日本語訳されていますが、本を読むだけでは
十分でありません。自分の脳を信頼し、新しい結びつきをつくらなければいけません。本は
他人が考えたコネクションです。始めるきっかけにすぎません。
この本とこの本をつなぎ合わせようと考えるならいいアイディアですが、
この本をただ取り
入れるというだけでは、
あなたは従っているだけです。
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Now, connecting this book and that book, that’s a good idea. But just taking
this book, you’re just following. You have to make a new connection.
And in conclusion, a summary of advice… There’s no safety net. And
（135）
that’s not just America – although it’s tough, I think, in America – but it’s also
tough in Japan. There’s no safety net, so don’t expect that just because you
have an MBA or you speak English that’s going to work.
KANDA: Connection is more important.
REED: Yeah. Japanese tend to think they’ll get their shikaku, you know,
credentials —

クリスのひとくちコメント
One point comment
by Chris.

（135）And in conclusion,...
重要箇所を示すキーワード。分からない
ところがあったとしても、
ここでキーポイ
ントを押さえるチャンスです。

KANDA: It’s a lot of money, getting shikaku, and then of no use, actually, in
the real world.
REED: Yeah. There’s no guarantee that it’s going to get you any work. It
（136）
can be useful, but it’s not, by itself, enough. So there’s no safety net. So what
you need to do is invest in yourself. And the biggest ROI, the return on
investment, is the return on intelligence and imagination and innovation –
those three.

（136）There’s no guarantee

that…
確実でないことについて話す場合に
使える表現。ビジネス上でも使えます。
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（荷物が
.
時間通りに届くかどうか確実ではない）"

KANDA: Thank you very much, Will.
REED: You’re welcome. Thank you.
KANDA: We had a great, great input, so a lot of listeners actually can take a
lot of lessons from this tape —
REED: I hope so. Thank you.
KANDA: — and they can apply to their business. Thank you very much. I’m
very honored to have you here today.
（137）

REED: Well, it’s a pleasure to meet you.
（138）

KANDA: Thank you very much, Will!
REED: Thank you, very much!
KANDA: Hope to see you again!
REED: OK! Certainly. Thank you very much.
KANDA: So, how did you go? William has led an interesting life in Japan,
hasn'
t he? Did you get any good hints for your own life from William'
s experiences?
Remember, don'
t worry if you didn'
t understand every word. Even catching just one
key phrase is a great result. What kind of key phrases did you hear? Why don'
t you
choose one or two to practice using by yourself.
So, see you next time!

Fast Session
CHRIS: In this session you will hear the interview between Masanori Kanda
and the interviewee at high speed. You don'
t need to try to catch every word.
Just relax, and let your right-brain do the learning!
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（137）to have
インタビューの最後なので、文法上で
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"
というのが正しいで
すね。

（138）it’s
そしてReed
さんも！ ここでは"
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か
"
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"
が
正しいです。でも、このような細かい
ことはコミュニケーション上、
何の問題も
ありません。エモーションさえあれば！

自分で新しいコネクションをつくらなければなりません。
結論としては、成功を保証するものはないということです。アメリカだけではなく、
た
だしアメリカは特に厳しいと思いますが、
日本でも安全策はないのです。あなたが
ちょう

MBAを持っていたり、英語を流暢に話せるからといって保証を期待しないことです。
K
： 結びつけがもっと大事だと。
R
： そうです。日本人はよく資格を取りたがります。
K
： 資格を取るのはお金がかかるのに、実社会ではあまり役に立ちませんね。
R
： そう、資格で仕事を得られる保証はありません。役に立つこともあるかもしれま
せんが、
それだけでは十分じゃない。安全策はないということです。だからあなたが
やるべきことは、自分への投資です。あなたはi
nt
el
l
i
gence知性、i
magi
nat
i
on想
像力、i
nnovat
i
on改革という３つのリターンを得られるでしょう。
K
： ウィル、今日はどうもありがとうございました。
R
： こちらこそありがとう。
K
： 大変貴重なアドバイスを頂けてとても勉強になりました。これをお聞きのみなさんも、
このテープから多くを学べたと思います。
R
： そうだとよいのですが。
K
： そして、
それをビジネスに活かしてくれることでしょう。本当にありがとうございました。
お招きできて良かったです。
R
： お会いできて楽しかったです。
K
： どうもありがとう、
ウィル。
R
： ありがとう。
K
： またお会いしましょう。
R
： もちろんです。ありがとうございました。
【神田】いかがでしたか？ ウィリアムさんは日本で興味深い生き方をしてますね。
彼の経験に、
あなたの人生の参考になりそうなヒントはありましたか？
すべての言葉を理解できなかったとしても心配しないでくださいね。キーフレーズ
をひとつ聞き取っただけでも素晴らしいことなのですから。
あなたはどんなキーフレーズを聞き取りましたか？ そのフレーズを自分で使って
練習してみるとよいですね。
それではまた次回、お会いしましょう。

高速セッション
【クリス】このセッションでは、神田昌典とゲストのインタビューを高速スピードで聴きます。
すべての言葉を聞き取ろうとせずに、
リラックスして、右脳に働いてもらいましょう。
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「英語を勉強していると同僚に話したとき、
鼻から笑われた。しかしガイジン並みの英
語が口から溢れ出したとき・・・」
英語嫌いのあなたでも、無理なく続けられる。気づいたときには、自然に英語力が
アップしている。英語とビジネススキルが同時に学べる、一石二鳥の教材とは？

ハリーポッターを押さえアマゾンラ
ンキング堂々１位・２位ランクイン

「お金と英語の非常識な関係」（フォレスト出版）の著者の神田昌典です。この手紙をお読
みになると、「なんだ著者からの売り込みか！」と批判する人が必ず出てきます。「こいつ
は自分の商売のために、本を書いているのか」と。
はい、恐縮ですが、そういう面もあります。福沢諭吉先生も「学問ノススメ」をお書き
になった当時、学商と批判されたそうです。ですから私も福沢先生を見習って、批判覚悟
で、売り込みさせていただきます。なぜなら、私は、あなたの英語力を、楽しく、短期間
に身につける貴重な機会を提供できると信じるからです。
実は、ビジネスマン・起業家の方に対象を絞った、英語学習教材を作ったのです。すべ
ての人が対象ではありません。あくまでもビジネスに絞っています。ですから海外旅行、
日常会話がうまくなりたい人は、ほかの教材で勉強してください。このように対象は絞ら
れるのですが、ビジネスマンにとっては、自信をもってお薦めできる教材です。
一言でいえば、内容は、非常識。英語の先生にとっては、怒り心頭、抹殺したい教材だ
と思います。ですから英語道を求道されたい方にはお薦めできませんが、次のような方に

1

は最適な教材です。

)
)
)

文法を間違っても、間違ったことが気づかれない英語を話したい！
会話が途切れそうになっても、スムーズに英語を話し続けたい！
「あの人はガイジン」とまわりから言われる、かっこいい英語がしゃべれるように
なりたい！

)

単語力がなくても、「えーと、あれは何て言うんだっけ」と詰まらない英語を話した
い！

)

自分はポツポツ話すだけなのに、相手が話し続けることで、クオリティの高い英語
でのコミュニケーションをしたい！

要するに、英語力がなくても、英語力があるように思われてしまう。そんな常識はずれ
の英語教材なのです。
恥ずかしいことを告白すれば、私は英語ができないのです。アメリカの大学院を２つも
卒業しているのですが、それでも、英語を話すたびにつかえ、間違えまくっています。し
かし、その恥部はバレません。なぜなら、ヘタな英語を誤魔化すのがうまいからです。
あ〜あ、いままで隠していた秘密を、言っちゃったぁ。
この教材は、一線で活躍するビジネスの成功者たちを英語でインタビューしたものです。
英語でインタビューするのだから、講師は完璧な英語を話すんだと思うでしょ？

それが

学習者に対する礼儀っていうものです。しかし、この講師（神田昌典）は、違います。イ
ンタビューの速記録を見ていただくとお分かりになりますが、私の英語は、文法的にむち
ゃくちゃ。ボキャブラリー貧困。
さらに「オー、イェ〜ス」とか、「ワォ」とか、ほとんど英語でない言葉をしゃべってい
るのがほとんどです。にも関わらず、外人エグゼクティブは、気持ち良さそうにしゃべっ
ているのです。
「なんで、間違いだらけの英語を、聞かなくちゃならないんだぁ？」
そのようにお叱りを受けると思います。確かに、いままでの教材とは１８０度価値観が
違いますので、あなたも戸惑うことでしょう。
しかし、この教材は、勉強しはじめたそのときから、次のような効果があるのです。

)

アメリカの大学院を卒業した人でも、このレベルの英語なのか、という安心感
が得られる！

)
)

開き直りのパワーが得られる結果、英語を話す自信がつく！
どうせ日本人は、どんなに勉強しても英語はできるようにならない。最小限の
英語力でも、ビジネスで使える英語はどうすればいいのかコツがつかめる！
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)

こんな簡単な英語で、ここまで喋れてしまうのか、という手の抜き方のポイン
トが分かる！

もちろん、このような手抜きをするためだけの教材ではありません。実は、英語で収録
しているインタビューの内容には妥協がありません。私が話を聞いてみたい、成功者だけ
に突撃インタビューしています。ビジネスマンのあなたなら、一線で活躍しているエグゼ
クティブの話には、英語であることを忘れて聞き耳を立てるはずです。なぜなら、その内
容には、お金を生むヒントが詰まっている。英語を学べるだけではなく、ビジネスヒント
も溢れ出すからです。
この教材を作りましたのは、実は、インタビュアー神田の個人的な体験によります。私
は、著書のなかで、自分の好きな分野のインタビューテープを聴くことが最短・最楽の英
語勉強法だと主張しています。その勉強法を本で紹介するからには、読者はどこで最適な
インタビューテープを買えるのか、探し回ったのです。アメリカには、とても勉強になる
インタビューシリーズがありました。しかも速記録がついているので、英語の学習には抜
群です。私は、それを英語学習の教材として本で紹介すればいいかな、と思っていたので
すが、実際、取り寄せてみると、クレジットカードから現金が引き落とされるだけで、教
材が送られてこない！

愕然としましたよ。

そこで、仕方なく、自分が英語でインタビューしようということになったのです。この
企画には、緊張しましたよ。だって、私のヘタな英語がバレちゃうじゃないですか！
しかし、意を決してやりはじめたら、面白いのなんのって。なぜなら、インタビュー内
容が、信じられないほど充実していたからです。
インタビューをしながら気づいたことは、在日外国人が手がけるビジネスモデルは、高
収益で成長する事業が多いということです。彼らは、人脈がない。言葉が不自由。社員を
集めるのにも苦労する。お金は借りることができない。事務所すらも、簡単には借りられ
ません。このような何重苦を背負ったなかで、日本で起業するのです。すると小資本、小
労働力、しかも社長がいなくても回るモデルを手がけるしかないじゃないですか！

だか

ら、このインタビューを聞けば、毎回、目からウロコのビジネスヒントが得られるのです。
これは英語教材であって、英語教材ではない。生きたビジネスの、実用的な教科書だと
確信しています。
それでは、英語インタビューの、ラインナップのほんの一部をご紹介しましょう。

ランス・Ｅ・リーさん
米国商工会議所の元会頭。黒人で、しかも独立系事業者では、初の会頭
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就任。医療機器のリサイクル・ビジネスを手がけ、大成功。成約率を９割に高めた
目からウロコの名刺を使ったセールス法には口をあんぐり。ノウハウだけではない。
一言一言が重く、聞くものの身体に電流が流れる。
９０分のインタビューの後、私の頬には涙が。そして、まわりを見回したら、同
席していた６人中４人の目も真っ赤だった。残る２人は英語が分からない人だった。
それだけ、インパクトのある内容。神田が手がけたなかでも、最も素晴らしいイン
タビュー。英語が分かる人も、分からない人も必聴。

近藤 藤太さん
戦後の大成功者が、英語でビジネスを語る。歴史の生き証人。ＧＨＱで
マッカーサー元帥と働き、その後、輸出商社を起業し、大成功。カメラキ
ング、パールキングとの名声を欲しいままに。故・岸信介首相の私設アド
バイザーも務めた。
インタビューに収められているのは、彼が英国空軍の指定商社として認証を受け
るために、売り込みに使った英語表現。このトークで数百億円が儲かった。この表
現ひとつで、あなたの英語を使ったビジネスは、天と地ほどの差が生じるぞ。
内容のない英語教材で勉強すれば、どんなに勉強しても内容のない英語が口からでてき
ますよね。逆に、一言一言に重みがある、人生の成功者が話す英語に触れられれば・・。
そして、心の琴線に触れる言葉を口ずさめば、それはあなたの人生にとって、最高のギフ
トになるのです。
この教材を使った英語勉強法は、とっても簡単です。
通勤等の移動時間中に、耳を傾けるだけで、ナマのビジネス英語に馴れるばかりでなく、
ビジネス知識も得られるようになります。具体的なステップは次のとおりです。
１．英語に自信のない場合、まずはパーっとテキストの日本語訳に目を通し、インタビュ
ーの概要を把握します。経営コンサルタントが掘り下げて聞いていますから、これだ

けでも、多くのビジネスヒントが得られます。ある程度、英語は分かるので、チャレン
ジしてみようという場合には、この１．のステップは飛ばしてください。
２．７回〜１０回程度、聞き流してください。無理に分かろうとする必要はありません。
ときどき印象に残る単語を拾っていって、こんなことを言っているのかなぁ、と想像
することが大事です。
聞いているうちに、だんだん意味が繋がってきます。ちなみに、私自身も、英語の講
演テープを聞いたときには、はじめから分かるわけではありません。何回も聞くと、
脳の構造上、いままで聞こえなかった単語が聞こえてきます。それが繰り返されると、
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意味が繋がってきはじめるのです。
３．゛Fast Session（高速セッション）”と呼ばれる、通常の２倍〜４倍速で流れるセッシ
ョンがあります。この超スピードの英語を聞いた後に、通常スピードのセッションを
聞きますと、それだけで聞き取りやすくなる魔法の効果があります。
４．最後に、気に入った表現をそらでいえるように口ずさんでみます。その際、身振り手
振りを使います。是非、トライしてみてください。
これは凄い効果です。こうやって、ビジネス英語の脳がつくられていくのです。好き
な表現、気に入った表現を口ずさむだけで結構です。重要なのは、あたかもガイジン
のようになりきって、真似してみることです。このように学習を続ければ、英語がう
まくなるだけでなく、話す内容のレベルが上がってきます。
それでは、この画期的なビジネスマンのための英語学習教材について、内容をまとめてお
きましょう。

教材の内容

)

ＣＤ①

７４分インタビュー

ビジネスを分かっているインタビュアーならではの、深い内容で

す。

)

ＣＤ②

高速セッション

通常の２倍から４倍の速度で英語を聴き、速習していきます。これでヒ

アリング力が急速に伸びる！

)

テキスト

充実したテキスト。英語の解説だけではなく、ビジネスに役立つ資料も同時掲載。だから

テ キ ス トだ けで も 、 十分 、勉 強 に なります。是非、テキストのサンプルを見てください（⇒
http://www.learningsolutions.jp/PresentE.html）

１回あたり受講料： 英語と実践的ビジネス知識が同時に学べて、なんと１万円（税・送料
込み）ポッキリ！ しかも送料および消費税は、弊社が負担します。勉強家のあなたを少し
でも応援するための、勉強家応援・特別価格です！※ ２ヶ月に一度の教材配送時に、代金引換
にて、お支払いいただきます。
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解約するのはカンタンです！
この教材は２ヶ月に一度、自動的にあなたに配送されます。万が一、この教材にご満足いただけなかっ
たとしても、あなたには、継続の義務は一切ございません。止めることはあなた次第。しかも手続きはカ
ンタン。電話で配送停止をご依頼いただければ、喜んで、しかも笑顔で、教材の配送をストップいたしま
す。

想像してみてください。
英語でビジネス知識がつく。かっこいい、気に入った英語表現を少しずつでも覚えていく。
家族はびっくりするでしょう。同僚のあなたを見る目が変わるでしょう。
もちろんはじめは、「お前にできるはずがない」と鼻で笑われるかも知れません。しかし
数ヵ月後・・。
あなたの口から英語が自然に流れ出したとき、彼らは、目を丸くするのです。そして、
自分が英語を諦めてしまったことを、後悔するでしょう。この英語学習は、ビジネスに直
結し、そして海外へと人間関係が広がっていくワープの入り口なのです。
私はこの英語学習教材を ＭＥリスニング（Million Dollar English Program for Entrepreneurs）と名
付けました。その名の通りビジネスを学びながら英語も学ぶという意味があります。
もうひとつは、”I Love Me. I trust my power within.”あなた自身の可能性を信じてみるきっかけにし
て頂きたいのです。
人生は終わることを、恐れてはいけません。始まらないことを恐れるべきなのです。
是非、私と、一緒に英語を勉強しましょう。

追伸

今お申し込み頂くと、さらに３大特典つき

【特典その１】 特性バインダーをプレゼント
ＣＤとテキストを一緒にファイリングできる
特製バインダーをプレゼントします。テキス
トとＣＤをまとめて書棚にきちんと整理でき
ます。※デザインは変更される可能性があり
ます。
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【特典その２】本には書けなかった内容が満載のＣＤ（非売品）をプレゼント
さらに、6 回分継続していただいた方には、神田昌典が英語で語るＣＤ（非売品）を無料で、
差し上げます。本には書けなかったコミュニケーションの秘密が満載。神田が英語を使えるよう
になるまでの困難の道のりを、すべて公開。恋あり、笑いあり、涙ありの物語。女性に声をかけ
るときの必勝英語フレーズも大公開。

【特典その３】満足保証制度
このＭｅリスニングプログラムはこれまでにない画期的な英語学習教材です。あなたにとって満
足できるものか試してみてください。もしご満足頂けない場合には、商品到着後６０日以内にご
連絡ください。喜んでお支払い頂いた受講料をご指定口座へご返金いたします。

いますぐお申し込みを
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ME リスニング３大特典付き 優待申込書
（起業家のための「百万ドルの英語プログラム」リスニング） 申込書
●ME リスニング

1 号につき １万円 （税込／代引手数料・送料無料）

これは単なる英語学習教材ではなく、ビジネスマン・起業家の方に対象を絞った、画期的な英語教材です。経
営コンサルタントの神田昌典氏が外国人エグゼクティブに英語でインタビューしたＣＤを聞くことで、英語力はもち
ろん、ビジネススキルも身につく、まさに一石二鳥の内容です。外国人ビジネスマンのインタビューを収録したＣ
Ｄ、ヒアリング力を飛躍的に伸ばすファースト・セッションＣＤ、インタビューの詳しい解説やビジネスに役立つ情報
満載のテキストをセットで、２ヵ月に一度お届けします。

★３大特典
【特典その１】 特性バインダーをプレゼント→ＣＤとテキストをまとめて保管。
【特典その２】本には書けなかった内容が満載のＣＤ（非売品）をプレゼント
→６回継続の方にもれなくプレゼント。神田が英語が使えるようになるまでの困難の道のりをすべて公開。
【特典その３】満足保証制度→納得できるまで試せる６０日間返金保証。

お申込みは、簡単です。今すぐ下記にご記入の上、ＦＡＸ（

0120-989-099）までご返送い

ただくか、インターネットでお申込み下さい。
http://www.learningsolutions.jp/english/me̲listening.html

□ME リスニング定期購読を申し込みます
※ この教材は２ヶ月に一度、宅急便による代金引換便にてお送りいたしますので、お受け取り時に代金をお支
払い下さい。お申し込み後２週間ほどで第１回目の教材をお届けします（2004 年 8 月 16 日頃までにお申し込
みの方は 2004 年 8 月下旬までお待ちください）。ご不在の場合は、不在票がはいりますので、お受取りのご
都合のいい日を宅配業者にお伝え下さい。
お名前

生年月日
西暦
年

お届け先ご住所（□自宅、□勤務先）
〒
ＴＥＬ

ＦＡＸ

（日中ご連絡先）
※携帯メール以外
E−mail

＠

■お問い合わせ先■
ラーニング・ソリューションズ株式会社 クライアントサポートデスク
TEL:0120-989-033 FAX:0120-989-099 E-mail:ls̲info@learningsolutions.jp
電話受付時間： （月〜金）11:00〜19:00 （土） 8:00〜15:00

月

日

