
第３４回やさしい英語でディスカッション International Viewpoint through English 
日時 ２０１４年６月８日（日）午後２時から４時 
場所 青葉区区民交流センター 第５会議室 
 
スピーカー 
１ Mr. Mason Beninger アメリカ出身 ２０１２年来日。現在テンプル大学日本キャンパス

にて国際ビジネスを勉強中。子供の頃、任天堂のゲームに出会い、その後も様々な日本のゲー

ムやアニメに夢中になる。彼の見たその日本のゲームやアニメなどの魅力やアメリカでの状況

を語ります。    

２ Mr. Arifin Ritonga インドネシア出身 ２０００年来日。２００８年から日本の大手

のシンクタンクでソフトウエア開発に従事。ガラパゴス化した現在の日本に対し、“今後、も

っと多様性を受け入れることで、そこからの脱却を！”と語ります。 

 

モデレーターMs. Lorna Nakata    司会 松友スタッフ 

Topic 1 The Nintendo Jidai; An American Prospective By Mr. Mason Beninger 
スピーチ要旨 
1. A personal anecdote: 

 任天堂時代とは？ 任天堂時代は、私と他の沢山の人生を変えたかということで私にとって

注目すべきものである。任天堂は私が日本の文化にはじめてであったものだ。 
 
2.  Nintendo; a brief explanation 

任天堂は、１８８９年カード（トランプなど）の会社として京都に創設された。 
１９７４年に任天堂はビデオゲーム業界に参入した。宮本茂という人を雇い、カラーTV ゲ

ーム機の開発をさせた。 
１９８１年にドンキーコングが発表され、社運は劇的に変化した。この間（ドンキーコング

に）に、マリオが出てきた。 
１９８５年にアメリカでも任天堂のファミコンが発売され、同時にスーパーマリオブラザー

ズのゲームも発売された。このスーパーマリオブラザーズは、常に一番よく売れているビデオ

ゲームだ。 
１９８９年には、ゲームボーイが発売され、これもアメリカで大ヒットした。 
１９９６年には、任天堂６４が発売された。これは僕の人生に影響を与えた最初のものだっ

た。 
 

3.The Nintendo Jidai; implications 任天堂時代：その意味するものは？ 
アメリカでは１９９６年に任天堂６４が発売され、２００万個以上が売れた。 
１９８９年初めてのゲームボーイが発売されたが、もっともよく売れたものは、テトリスで

３０００万個が売れ、ポケットモンスター（赤とブルー）は１９８９年から１９９８年の間に

２３００万個が、売れた。 
任天堂世代（又は‘Nintendo Jidai’,は英語の言葉になっている）は、１９８０年代と１９９０

年の半ばまでに生まれた人たちのことで、アメリカでは、７１００万人の人口である。任天堂

時代は任天堂がとても人気があり、N64 からゲームボーイスーパーマリオからポケモンまでの

時代であり、これらのゲームはこの時代の人を変えた。テクノロジーは、この世代では当然の



規範となった。この世代をジェネレーション Y という。その上の世代はジェネレーション X 
と呼んでいる。（注:ジェネレーション X の前の世代は、ベビーブーマーである） 

 
4. Christmas 1996 hobby at first sight, my personal story 

任天堂は１９９６年のクリスマスの時に、７歳の僕のところにやってきた。その日、太陽が

地平線から上がる前に、もう僕は起きていた。僕はそっと寝室のドアを開けて、ゆっくりクリ

スマスツリーのところに歩いて行った。そこで家族の皆が起きてくるのを待って、待って、2
時間待った。僕はソックスか素敵な本ぐらいのものが来るのだろうと、クリスマスにはそんな

に期待していなかった。プレゼントを開ける時間になったので、父が、“誰が最初に開けたい

の？”と聞いて来たので、僕は手を上げて、素早くツリーの前に行った。僕の名前が書かれて

いる大きな箱をつかんで、それを振ってみたら、父が“振らないで”と言った。僕は、びりび

りと包み紙を破って明けた。そこで僕は、大きな赤い字で書かれた NINTENDO N64．と、

書かれた文字を見た。ここで僕の人生が変わり、僕の新しい趣味になるビデオゲームを見つけ

たのだ。 
 

5. Nintendo and me: Japan, ( かっこいい国 ) 
任天堂は僕の日本への窓となった。N64 機でポケモンゲームをよくしたし、ポケモンカード

も集め、土曜の朝にはポケモンのアニメを見た。僕は今でもポケモンをしているし、未だすべ

てのポケモンを制覇したわけではない。又、スーパーマリオや大乱闘スマッシュブラザーズや

スターフォックスや他の沢山のゲームもした。 
僕は日本の全てのことへ段々興味をもつようになり、日本の時代劇の映画やアニメを見たり、 
日本の歴史を勉強するようになった。高校を卒業後、僕の子供時代を変えたこの国について

勉強したいと、日本に来る決心をしたのだ。 
僕だけでなく、他の 7000 万人の若者にも同様の影響を与えたであろう。 

 
僕は 80 歳になっても、未だ任天堂ゲームをやっているだろうと思う。 

 
主なやり取り 
Q あなたは、ポケモンのゲームが red & blue と言っていたが（スライドでも見せた）、日本の

ものは red & green だ。私はこの違いに驚いた。 
A それは多分マーケティング戦略の問題と思うが、よくわからない。初めトライアルとして 
red & blue で発売し上手くいったので、のちに日本と同じ red & green のものが発売された。 

 
Q ゲーム業界も競争が激しいと聞くが、任天堂のゲームとアメリカで作られたゲームとではど

のような違いがあるか？ 
A アメリカでは“ATARI”というゲーム会社があったが、これが当時は大きな競争相手だっ

た。”ポン”と言うゲームを発売した。卓球ゲームなどもあった。任天堂が良いのはゲーム内

で色々な選択ができることだが、ATARI のゲームは単純なものだった。 
 

Q 僕は任天堂のファンだが、今日のあなたのスピーチのポイントは何か？ 
A アメリカの任天堂は、１０年間にアメリカの７０００万の人の人生を変えた。大変大きな影

響を与えた。 



 
Q 次に何が来ると思うか？ 
A 任天堂はゲーム機の製造をやめたが、任天堂の未来はゲームのソフトウエアを開発販売して

いくだと思う。 
 

Q（アリフィンさんから）私も任天堂世代の一人だが、任天堂のゲームをやっても、なかなか

うまく行かなかった。次のステージに行けなかった。マスターするために沢山の時間を費やす

る必要がある。どうやって、ゲームをする為の長い時間を取るのにご両親を説得したか？ 
O（ローナさん）日本の親もそこが頭の痛いところだと思うが。 
A 私の小さい頃は家にはそんなにお金がなかったので、クリスマスに任天堂 N64 をもらった

ことは、嬉しいショックだった。親からのプレゼントは、本当にうれしい贈り物だったので、

今も持っている。その前には、いつも任天堂を持っている友達の所へ行き、友達のゲーム機を

使わせてもらった。それで、親には“２，３時間出かけてくるよ”と、言ってそれを守ってい

た。両親は、あまりそのことを気にしていなかった。私は学校へ行き、外で友達と遊び、ビデ

オゲームをすることで、バランスを取っていた。 
 

Q（アリフィンさん）任天堂のゲームでは、いま勉強のソフトがあるので、勉強する振りをし

てゲームをしようとするとできるが、どうか？ 
A 今は勉強のソフトが出ているが、当時、私は自分の PC はなく、我が家の PC は大きいし、

両親は仕事に使っていた。その PC で出来る唯一のゲームは、ミニチュアゴルフだった。今は

ソフトがよくなっているが、勉強ゲームをしているふりをして、ゲームをするのは、“面倒く

さい”（日本語で発言）と、思う。 
 

Q 貴方は、ゲーム機とゲームの話をしてくれたが、マンガやアニメやその他の日本のサブカル

チャーの人気や状況を教えて欲しい。 
A アメリカと日本の関係は、（貿易摩擦などで）時として良くなかった。アニメは１９９０年

初頭に入ってきた。アニメのビデオは VHS で当時３０００円位して高かった。マンガはイン

ターネットの普及につれ、１９９９年から２０００年にかけて入ってきて、それで見るように

なった。コスプレは、１９９０年代に始まった。我々は（アメリカ TV ドラマで後には映画に

なった）スタートレックのキャラクターが純粋に好きだったので、スタートレックのコスプレ

は好きだった。しかし、これはアメリカのものだ。インターネットの普及やグローバル化の影

響で２０００年にはアメリカで日本のマンガやアニメが、沢山の人に見られるようになった。

ドラゴンボールの漫画が人気を博し、初めて英訳本が発売されたが、１５００円もした。日本

のサブカルチャーの人気のけん引役は、やはり、任天堂のマリオだと思う。 
 

Q 任天堂のゲームをして何を学んだか？ 
A すべてのゲームは違ったシーンがあり、違ったストーリーがあり、ATARIの“ポン”と違

って沢山のレベルを選べた。どのようにゲームを使うかが重要であり、ゲームを選択して頑張

っても、失敗する。又翌日同じものをして失敗してもそれをし続ける。そして色んな選択肢が

あることも学んだ。 
 

Q 日本の PC のソフトでボーカロイドの初音ミクがあるが、どう思うか？ 



A 私は二つの見方を持っている。一つは素晴らしい飛躍的な技術だと思う。コンピュウターで、

声や音を合成し、曲を作り出し、その歌に個性を持たせて、初音ミクと名付けた。二つ目の見

方は、日本はユニークだと思う。始めて聞いた時には、日本は風変わりな変な国（the land of 
the weird）と思った。（笑） 今は、それはそれでいいと思っている。 

 
O（ローナさん）スーパーマリオは、一番売れたゲームだが、メキシコの名前が付けられてい

る。 
A そう、日本は多様性をゲームに中に持っている。マリオはイタリアの農夫で背が高くイタリ

ア人の心を持ち、プリンセスはマッシュルームの魔法の王国に住んでいる。 
O（ローナさん）日本で作られたが、メキシコの名前を持ち、イタリアの農夫だから、世界中

どこでも通用し、売れたのかも。そこがとても興味深い。 
 
Q＆O ゲームが流行ったことの良くない面についてはどうか？アメリカは多様性の国だ。それ

が７０００万人の若者が一つのモードに入っていくのは、どうなのだろう？ 
A ゲームオタクという英語もあるが、一日中昼も夜もゲームだけして他は何もしないなんて、

それは問題だ。他人と話したりすることなく、仕事を得るためのスキルも磨かずに居るのは良

くない。しかし、テクノロジ―やどうやってコンピュウターを使うかなどの知識をゲームから

得るのは、長い目で見れば、良いことだと思う。“ 
 
 

当日はこのテーマに関しては、若い方の発言が多かったですが、後日年配の参加者からメール

をいただきました。その一部をご紹介します。 

“任天堂ゲームは私にとっておよそ縁のない話題で、残念ながらその場で反応する事は出来ま

せんでしたが、その後の新聞報道などを通し考えてみますと、彼のトピックは当に時宜を得た

話題だったのではないかとの強い思いをもつに至りました。 

1）あのハリウッドが時代の変遷の強い影響を受け、作品の創造力・オリジナリティを失いつ

つある。今では日本のゲーム等にみられる斬新な発想力に刺激され、日本作品の模倣を始めて

いる。「日本人は外来文明を取り入れ・咀嚼し・同化してきた」日本に学ぶ点があるとばかり

のコメントがアメリカ人監督の口から聞かれる。 

 

2）「ゴジラ」新作版では、原発事故の怖さを想定した作品内容になっているという。 

その内容が７千万人もの若いアメリカ人に与える社会的影響は大きいと思われる。 

 

3）任天堂のある作品が｢同性婚を認めない」ものとして作られていたのに対し、ある客から

「同性婚を認める趣旨の作品にしてほしい」との訴えをうけた。これを受けて最終的に任天堂

は謝罪、認識を改めるとの方針を明らかにした。 

 

２-３日分の新聞記事からでも以上の様な出来事が読み取れます。ゲームなどの事業は日本が

生きていく一つの分野かもしれない。然し若い世代が無意識のうちに影響を受けるとすれば、

その作品に流れる思想なり価値観的な内容の十分な吟味が求められるだろうと思われる。“ 

 



Topic 2 Escape from Galapagosization by Embracing Diversity  
By Mr. Arifin Ritonga 
1.1 My 14 year experience in Japan. 
私はインドネシアのジャカルタ出身です。インドネシアは４つの大きな島があり、日本の５倍

の広さがある。２０００年に７，５時間のフライトで学生として来日した。第一印象は、日本

語が喋れない私に役所などに行った時にも身振り手振りで、教えてくれるなど、親切で、とて

もよく助けてくれた。又、ごみがなく、日本人はごみ箱がなくとも自宅にごみを持ち帰るなど

して、町がとてもきれいだと感心した。 
初めは、１年は東京で日本語を学び、その後瀬戸内海の弓削島に行った。ここは４０００人の

人口で、車やバイクは走っているものの信号がないというようなのんびりした島だった。その

後広島に移り、東京に来て横浜で仕事を得た。 
1.2 Many products are very popular in Japan but less popular abroad (Galapogasization phenomenon). 
日本のビルや車や電話は最先端の技術だと思うし、ハイテクに技術を使って製品を作って、国

内で誰もが使っている。しかし海外ではあまり使われていない。比較すると、これは私が数年

前に使っていたものでその時には、日本では i-phene やアンドロイドはなかった。その時の日

本のものは、高性能のカメラやメールがつかえた。シャープの製品だった。しかし私の国では、

もう当時、i-phene やアンドロイドが使われていて、シャープは使われてなくて、持って帰っ

た時には、笑われた。カメラや携帯はノキアやモトローラを使っている。日本国内では高い技

術を使って作り、皆が使っているが、海外では人気がない、このような状態をガラパゴス化と

いう。 
ガラパゴス化は日本が作った英語だが、ここでそれを説明する。ガラパゴス島はここで（スラ

イドに地図あり）、アメリカ大陸から離れたところにあり、７，８個の島で成り立っていて、

ここではユニークな所の生物がいることで知られている。何故ユニークかというと、大陸から

離れているからであり、太古は大陸とたいていの島はくっついていたが、この島は何処とも付

いていなかったからだ。さまざまな生物がここだけで進化して、他の土地のもとは大変違って

いる。 
日本の技術は、この島のものと似ている。日本のテレビは高品質だが他国で使えない。他の製

品も同様である。ただ日本市場を考えて日本人が日本で使うものとしてデザインされている。 
1-3 The problem emerges because the innovation is not well-communicated. 
商品戦略を決定するには、まずは新しい技術を開発し、技術革新を行う。そして、どの技術を

使うかを決める。しかし、その時に日本ではコミュニケーションは充分ではない。 
 
2.  The solution to solve such problem in my perspective. 
物を作る時に日本人は一つの考え方でまとまっている。新しいものを作る時に考えることは、

① 安いもの ② 最先端のもので、違った考え方や違った文化の人と一緒に考えない。例え

ば、洗濯機は音の出ないもの、静かなものを考えている。日本の文化では、音の大きいものは

隣人から苦情が来るからよくない。しかしインドネシアでは音が鳴らないと、故障かと思う。

チームで考えるときには、違った考えを持った方がよい。 
何かを決定する時に考えが違っていたら難しいかもしれないが、違った考えを尊重し、又違っ

た考えを持つことを恐れてはならない、と私は言いたい。 
 
主なやり取り 



O（opinion）日本製品は日本で必要とされる品質であり、日本で受け入れられている。しかし、

輸出品はその相手に対応するようなものを作るべきだ。 
A（answer）私の出した例は、インフラストラクチャー（社会基盤）がある日本のみに適応で

きるものだが、もっと成功するためには（私の知る限りでは）日本国内の市場には限界がある

のだから、外国で売らなければならない。しかしそのままでは外国では売れない。外国の市場

に適応することが必要だ。 
 
Q（question）貴方は３つの例（ウォシュレット、携帯電話、PASMO）を出したが、ウォシュ

レット TOTO は、イスラム教をターゲットにしている。 
A 私はウォシュレットのファンだし、海外でも探すが見つからない。 
 
Q 君が言うように、ウォシュレットも配管や水や電気などインフラを必要とする。インドネシ

アでは気温が高いから、水が温かいので（インフラがなくとも）大丈夫そうだがね（笑）。 
A いや別の問題がある。日本のトイレは風呂と別だが、インドネシアでは風呂とトイレが一

緒に作られているので、もし電気が壊れて（漏電でもしたら）大変なことになる。 
 
O 製品の面で見てあなたの言う通り、このような改良が大事だが、このようなことは製品分野

に限られている。しかし、世界にとって大切なことは、製品の交流だけではなく、心の交流だ。

それは政治的なこと（国と国）でもあり、個人と個人の心の交流でもだ。この点で君の言うよ

うに、日本はもっと順応すべきだ。 
A 全くその通りです。 
 
Q(メイソンさん)  ウォシュレット TOTO は、今アメリカ市場に参入しようとしている。ガラ

パゴスの壁を壊そうとしているのだ。最近では、NTT ドコモは、（米国のアップル社の）i-
phone を、採用した。i-phone、（米国のグーグル社の開発した）アンドロイドは沢山の人が使

っていて飽和状態だ。他の機種が市場に参入するのは難しい。 
A 私自身 i-phone のユーザーで何年も使っている。他の機種を使おうとは思わない。誰もが自

分の使っているものが好きだ。日本人もそうだろう。その製品（日本の携帯電話）を世界中ど

こでも受け入れられる様なものにするべきだった。この i-phone は、アメリカでもインドネシ

アでも多少の制限はあろうが、基本的には同じ機能を持つ。i-phone、アンドロイド、（韓国

の）サムソンは強力なユーザーを持っている。他の日本の携帯電話が、今から新たに参入する

ことは難しいと思う。 
今からだと、ソフトウエアなら大きな市場になりうると思う。 
 
主なやり取り 
Q 日本は技術革新の面ではリーダーであるから、日本は今後高齢化危機（aging population 
crisis）がやってくるので、その分野でこれを活かせばいい。日本は日本の技術で高齢者を介

護するロボットの開発などで、外国の技術も取り入れて、（技術革新し）リードしていくこ

とはどうか？ 
A そうだ、日本は進んでいる。（日本は今）高齢者介護の問題が存在する。この面でリードし、

１０年先、２０年先の未来に向かって、他国もそういうことになるのだから、その市場を考

えていくべきだ。 



O（ローナさん）我々は若くならない。確実に年を取っていく。それを考えるとこの分野の日

本の技術を世界中が使うことになるだろう。 
 
Q 日本は歴史的に見れば、過去には製品輸出に成功してきた。その mindset（思考態度、思考

傾向）がある。外国市場が必要とするものに適応して作ってきた。トランジスタラジオ、ウ

ォークマン、車などだ。いま、そのような考え方を見失ってしまったのか？ 
A そうだ。車は、トヨタ、ホンダ、スズキなど、今でも９０％が日本車で１０％が他国のもの

だ。例えば、日本の車はもうすでにその地域に合うように、より小さく、エネルギー効率の

良いものを作っている。 
しかし、ここでも車がぶつかりそうな距離で止まる機能を持つものを日本のテレビ CM で見

かけるが、これをインドネシアに当てはめると無理だ。特にジャカルタは交通渋滞がひどく、

車をできるだけ前の車に近づける必要がある。もしこの車がジャカルタ市場に参入すれば、

一日中、止まっていることになるだろう（笑）。この技術はインドネシアや他の新興国では

適切ではないだろう。しかし、車そのものは経済効率がよく、とても売れている。 
 
Q diversity(多様性)についてだが、日本社会、特に日本の会社では、必要であろう。会社はも

っと多様性を受け入れるべきだが、どうすれば、良いと思うか？ 
A 一つには、もっと外国員社員を受け入れること。もう一つは、社員を訓練生として、外国

に６か月くらい送り、その土地の人々が何を考えているかをよく見て、聞いて、会社に戻り、

同僚や他の社員にその考えを広めていく。そのような環境をつなげていけば良い。このよう

な考え方だけでなく、今日のこのようなディスカッションも大切だ。他の人が何を考えてい

るのかを知り、考えを共有し、考えが違っても大丈夫、恐れることはない。 
 
Q（モデレーターのローナから参加者へ）リタイアした人は現役時代にはどうでしたか？ 
O ガラパゴス化だが、ここにいる多くの日本人は日本が外国市場に適応することができている

と思っている。君の言った携帯電話は特殊な例だ。 
A 携帯電話は、韓国など多くの競争相手がある。そしてそれは今、冷蔵庫や洗濯機にも及び、

日本製品より韓国のものがよく売れている。主な理由は価格だ。低価格なのは機能がシンプ

ルだからだ、日本が日本国内と同じものを売ろうとするから、高価格になり、ローカルマー

ケットでは難しくなる。結局、我々はより安価なもので余り基本機能が変わりないものを買

うことになる。 
 
Q 僕は embracing diversity（多様性を受け入れること）は、大切だと思う。貴方は日本社会が

多様性を受け入れていると思うか？ 
A 何年か前と比べると、良くなってきていると思う。変わりつつあると感じる。私が日本に来

た時２０００年には、東京以外で外国人が職を得ることは難しかったと思う。だんだん変わ

りつつある。 
 
Q 僕は、日本は外国人のマネをしたり、外国製品のマネをしたり、外国製品を輸入してそれに

頼っていると思うが、どうだろうか？ 



A それはバランスの問題で、より安いものは輸入する方が儲かるかもしれないと、考えている

のではないか。ある意味それも良いのではないか。基本的には日本で作った方がよいし、日

本で作るべきだろうと思う。 
 
Q あなたにとって、もっとも悪いガラパゴス化の例は、ウォシュレットか？ 
A 悪い例ではないが、カードが最も典型的なガラパゴス化の例だ。（インフラが必要な）

SUICA や PASMO などのカードはとても便利で、将来もっと日常生活で必要になるであろう。 
 
Q あなたは IT 企業で働いているが、何人くらい、 何％くらいの外国人がいるか？ 
A７０００人いる従業員の中で外国人は３０人で、１％にも満たない。会社は新規雇用し続け

ているので増えるはずだが、定着しないですぐに辞めていく人もいる。彼らはその後帰国す

るので、家族の問題かもしれないが。 
 
リタイアした方が現役時代の日本が技術でも製品売上でも No1 だった時代と違い、今は、メ

ディアでしばしば途上国での売り上げ不振のメーカーで苦悩し努力を続ける日本人の姿を見

る。今回、スピーカーは外国人の視点からこの問題について率直な意見を述べてくれた。そ

のまま受け入れることは難しいかもしれないが、若い参加者の頭の片隅には残っただろう。

（瀬戸 信代） 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 


