kubotatu

look for the 21st century hero
and make his plans for 2000
5

「心に浮かんだことをどんどんカレンダーに
書き込んでいって そうしたい、そうなりたい
一心でいると、不思議と実現しちゃうんだよ」

電子メールで世界中のブレイン
に来年の抱負を聞いてみた。
『2000年の夏にバイカル湖で1万
年前と同じ種族でともに暮らして
いたようにアメリカインディアンと
日本人、モンゴル人、中国人で大
集会をやらないか！』＜ホピ族の
人文科学教授カールソーより＞
『相変わらずソーラーエネルギー
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「2000 年の

ああしたい、こうしたい

を強 く念 じる」

You can always get what you want!
どんなことをどこまでできるんだろ

CRM、OnetoOne、Complexity

DO リストに書き込む。

う？

system に関する勉強。

5違う色で月別にマークしてみる。

に思い出しながら来年の空想にふ

・ SOHOをもっと高度にもっと合理

6イメージ写真を貼ってみる。

けること丸一日。おもむろにスケッ

的にもっと実用的に完成させたい。

7実現だけを楽しみに考える。

チブックと鉛筆を机に用意する。

・奇想天外なインターネットビジネ

そんな今年を走馬灯のよう

まずやってみたいことを箇条書き

スに挑戦。デジタルストームをサー

に書く、次にそれを全部カレンダーの

フィンしたい。世界の奇想天外な

いよいよ2000年である。毎年暮

月割りごとに割り振る。これで完成

インターネットビジネスをコラボレ

れには来年は何をしでかそうかとワ

である。あとは机の上に張っておき

ーションしたい。

クワクしながらスケジュールを埋め

さえすれば、どうやったらそれを実現

ていくのが楽しみなのだ。みなさん

できるか日夜考え始める。これがま

は来年をどうお過ごしになる予定な

た楽しいのだ。年明けまでの数日間

・ 2月のラスベガスマラソンに出場。

のだろうか？

そのことで頭が一杯になるのだが、

・ エベレストマラソンとか名の知れ
ないマラソン大会に出たい。

【 マ ラ ソ ン 2 回 】

僕の場合、守れようが守れまい

空を眺めてはあーでもない、こーで

が関係なく ああしたい、こうした

もないと思案しながら過ごすことが

い をどんどんカレンダーに書き込

多くなる。ただそれだけでいいのだか

【 アナログ生 活 を手 放 さない】

んでいってしまう。たくさん詰め込

ら年末は楽しくてしょうがないのだ。

・ 20年後の子供達になにか意味の

んでいくと これが目玉かな てな
テーマが浮き上がってくるものなの

僕が考える来年の計画を一気に
書き出してみるとこんな感じだ。

だ。 そうしたい、そうなりたい
一心でいるとなぜかそうなるのが毎
年不思議に思うことでもある。

ある遺産を残したい。
・ 原宿農園を完成する。
・ 草原の中に飛行場を作り、3 年

【 冒 険 】

越しでプロペラ飛行機を組み立て

・ 世界のパワースポット（22か所）

て、3年間はそれで飛ぶことを楽し

今年いっぱい自分はどんな軌跡

を冒険。インマルサットで映像とチ

み、あとの3 年間は自家用飛行機

を残したのだろうと月別に追ってみ

ャット形式でリアルタイム中継。特

で世界を旅したい。

る。1999年を振り返ると、僕はア

別企画として現地のヒーリングパワ

・自分の気に入った完璧な書斎に生

ナログ文化をもう一度大切に自分

ーをネット上で配信。

息して文字を読み、文字を書きたい。

の生活に取り込もうとしているのが

・ 世界遺産を同じように巡りたい。

・ 自作のバイクに乗り、夕暮れの

わかる。バランス感覚が働いたので

・ 1999 年に巡ったブライスキャニ

峠をのんびりツーリングしたい。

はなく、インターネットを極めれば

オンとマイアミビーチとゴビ砂漠と

・ 野山をトレッキングしたい。

極めるほどコンテンツの基本である

ゴールドコーストの夕陽を、ワイン

・デジタル映画を制作してインター

アナログの良さを改めて見直したと

を飲みながら眺めたい。

ネット放送で自主配信してみたい。

いうことなのだ。つまりここ10 年
間埋没していた「すべてインターネ

【 本 を三 冊 書 き上 げたい】

ットにする」思考から「アナログと

・「インターネットで創る企画の技

年のスケジュールを立てている。

デジタルを使い分ける人」になろう

術」続編、
「こうすればおもしろいネ

1 今年一年をカレンダーから振り

としているのがあきらかに実感とし

ットワーク」
、
「モバイル冒険小説」

返る。

ちなみに、僕はこんな風にして来

2 来年の希望をスケッチブックに

てわかるのである。
あっという間のことだったなぁ

【 イ ン タ ー ネ ッ ト 関 連 】

箇条書きにする。

と毎年感じるが、来年のことを考

・ 画期的なインターネットビジネス

3 電子メールで仲間に来年の抱負

えるとまだまだふんだんに時間があ

を実現。インターネット大学を創設。

を尋ねる（回答は下に）
。

るような錯覚に陥りやすい。来年は

・ Disclosure、Cash flow、IR、

42000 年 Yahoo カレンダーのTo

と衛星回線インターネ
ットと自作農でグラン

「世 界 のブレーンにメールで聞 く

君 は来 年 なにをする？ 」

The brains of the world make great plans for 2000

ドキャニオンの上に住
み、
グランドキャニオンの夕陽を眺

なくちゃな』＜ホノルルマラソンで

の人生を考えておかなくちゃいけな

めて一日を感謝して終える』＜ミス

会ったマッテリーさんより＞

いことになるんだよ』＜スウェーデ

ターソーラーマンより＞

『遺伝子操作で2010 年老化停

ンの医師カザフより＞

マのカーデザイナーH 氏より＞
『あなたのメールを読みました。
はい、作ります』
（ インターネット

『スペースシャトルに乗って地球

止、2020 年若返り、2030 年 20

『燃料電池自動車がF1 を制する

大学を作らないんですか と尋ねた

見ながらブランデーで乾杯するまで

歳をループすることができるように

日がくるだろうね、でも問題はタイ

ところ、こう返ってきた）＜新聞

は死なんよ、それまで走りこんどか

なるよ。だから老後でなくもう一度

ヤでいいか悩むところだね』＜ロー

記者
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