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007 と香川アンバサダー
2006 年、当時の真鍋知事から「香川アンバサダー」就任へ打診を頂きまし
た。大変光栄な話ですので喜んでお受けしました。それから何回か更新させて
頂いており、幸いなことに今も美しい香川県のために「香川アンバサダー」と
して勤めさせていただいています。
どうやってシカゴ在住のアメリカ人作家がそのような名誉を受けられたのか、
—そう尋ねる方もいらっしゃるかもしれません。
2001 年 4 月、友人であるジェームズ・マックメーホンと日本へ取材旅行に
行きました。それは、私の 6 作目であり最後の小説となる「赤い刺青の男」の
執筆のためです。そう、私は 7 年間（1996 年～2002 年）にわたり、アメリ
カ人初、3 番目のイアン・フレミング エステート社が著作権を有するジェーム
ズ・ボンド作家として活動していました。その「赤い刺青の男」は、2002 年
６月アメリカとイギリスで出版され、日本でも 2003 年に出版されました。取
材旅行にあたり、
日本の大ファンで、日本語が流暢である友人のジェームスに、ガイドとして
日本へ同行してくれるよう頼みました。
（私としては、行く先々で、彼のことを
私の秘書と勘違いされるのではないかと心配していました。）
小説の主要な場所の一つが瀬戸内海に浮かぶ直島です。直島は、ホテルとして
も有名なベネッセハウス・アートミュージアムがあることから現代アートの中
心地としても有名な島です。ホテルに泊まっているゲストは、部屋を一歩出る
とジャクソン・ポロック、デイヴィッド・ホックニー、アンディ・ウォーホ他、

世界中の作家の作品を展示している美術館に足を踏み入れた感覚にとらわれま
す。
小説のクライマクスシーンにベネッセハウス美術館を登場させました。取材
にあたり、ベネッセコーポレーションの福武 總一郎氏からいただいた温かいお
もてなしやご協力に対し、ここでもう一度感謝の気持ちを表したいと思います。

直島の島民と役場の方々は、ジェームズ・ボンドの小説に取り上げられた
ことを大変喜んでくださいました。そこで彼らが中心となり「赤い刺青の男」
と「ジェームズ・ボンド」の恒久的な記念館を立ち上げる運びとなりました。
（日
本人はいつも 007 の大ファンでいてくれます。）そして 2004 年、香川県の担
当部署がタイトルの使用許可申請を行い、記念館の運営ボランティアの募集を
開始しました（非営利で運営される施設です）。地元の芸術学校の生徒が展示物
を寄付してくれました。私も取材旅行の際の写真、メモ、原稿等を寄贈しまし
た。もちろんそこに、日本のファンと助力を頂いた方への感謝の一言を添えた
ことは言うまでもありません。
そして、2004 年 7 月 24 日、「007 赤い刺青の男記念館」がオープンする日
を迎えました。私と妻のランディは、オープニングセレモニーに参加するため、
香川県の招きで日本を訪れました。

イベントの後まもなく、香川アンバサダーへの就任を依頼されました。
私は日本語が話せませんし、日本にも 2 回しか行ったことがありませんので、
この大役に適任かどうか思うところがあるのは事実です。しかし、私のウェブ
サイトに「香川県」と「００７赤い刺青の男ミュージアム」へのリンクを張っ
て応援し続けています。公の場で私自身の経歴や作品やジェームス・ボンドに
ついて講演をよく依頼されます。そんなときは、いつも香川県について話をし
ています。送られてきた香川のパンフや雑誌を配布することもあります。もし
誰かが日本に行きたいと言ってきたら、私は自身をもって香川、特に直島を訪
れることを薦めます。
近い将来、すぐにでも香川を訪問したいと思っています。私の 007 ミュージ
アムが懐かしい！ 007 ミュージアムで、あの優しい人々やすばらしい県庁の
皆さんとの思い出を新たにしたいと願っています。
心をこめて
原文は以下のとおり
007 AND AN AMBASSADOR OF KAGAWA PREFECTURE
By Raymond Benson
In 2006, I was asked by then governor Takeki Manabe to become an Ambassador for
Kagawa Prefecture.

I was honored by this invitation and gladly accepted, and I am

further humbled and pleased that this appointment has been renewed several times...

and I am still happily serving as Ambassador for this wonderful area of Japan.
One might ask—how did an American writer living in Chicago, Illinois, receive this
privilege?
In April of 2001, I took a trip to Japan with my friend James McMahon so that I could
research my sixth and final James Bond novel, The Man With the Red Tattoo.

Yes, for

seven years (between 1996-2002), I was the third—and first American—continuation
author of James Bond novels, commissioned by the Estate of Ian Fleming.

The book

was eventually published in June 2002 in the UK and US, and in Japan in 2003.

I

asked James to accompany me because he was a huge fan of Japan, could speak the
language fairly well, and could serve as an informal guide.

(I am afraid in many cases

he was mistakenly referred to as my “secretary!”)
One of the primary locations in the novel was Naoshima Island, in the Inland Sea.
Naoshima is mostly known as a center for modern art, being the location of the elite
Benesse House Art Museum, which is also a luxury hotel. Guests can actually stay in
the hotel, walk out of their rooms, and find themselves in a museum that houses works
by artists such as Jackson Pollock, David Hockney, Andy Warhol, and many others from
around the world.

I used this museum as the location for the climax of the novel. I

must herewith once again thank Mr. Soichiro Fukutake of Benesse Corporation, for his
generous hospitality and the aid he provided to me.
The people and government of Naoshima were so pleased and proud to be in a James
Bond novel that they decided to erect a permanent museum commemorating the book
and James Bond in general (the Japanese have always been big fans of 007).

Thus, in

2004, the powers-that-be in Kagawa Prefectural Government set about gaining
permission for the use of the book’s title and finding volunteers to work on the building
(it was a not-for-profit endeavor). Students from local art schools contributed exhibits.
I contributed photographs from my research trip, notes, manuscript pages, and advice.
Noted Japanese fans and experts helped to contribute as well.
On July 24, 2005, “The 007 Man With the Red Tattoo Museum” opened to the public.
My wife Randi and I were flown to Japan to attend the opening ceremony as guests of
Kagawa Prefectural Government.

Not long after this event, I was asked to be an Ambassador.
It is true there is not a whole lot I am able to do in this position.

I do not speak

Japanese, and I’ve been to the country only twice (but then, there is the expression, “you
only live twice”!).

However, I do keep URL links on my website to Kagawa Prefecture

and the 007 Man with the Red Tattoo Museum. I am often asked to speak in public on
my career, my writing, or on James Bond—and I always talk about Kagawa Prefecture.
I hand out the Kagawa literature and brochures that I am sent.

And if anyone tells me

he or she is making a trip to Japan, I be sure to encourage them to visit Kagawa, and
especially Naoshima Island.
I do hope to visit Kagawa Prefecture again someday soon.

I miss my museum!

In the

meantime, though, I will relish my memories of the friendly people and the generosity of
my prefectural colleagues.
With all best wishes,

Raymond Benson
Author, Musician, Film Historian...
and Ambassador of Kagawa Prefecture since 2006
www.raymondbenson.com
www.theblackstiletto.net

レイモンド・ベンスン(Raymond Benson)さん
（007小説家。アメリカ合衆国・シカゴ在住。KAGAWA
アンバサダーを平成18年3月22日に委嘱。）
4 代目公認 James Bond 007 小説家。平成 14 年には直
島町が舞台となる「The Man with the Red Tattoo」を
発表。これを縁として 2 度来県した。
アメリカ合衆国で、30 以上の小説を発表。
小説家以外では、映画史研究家、映画インストラクター、
音楽家、舞台演出家等として、幅広い分野で活躍している。

☆KAGAWA アンバサダー事業について
香川県の名誉大使として、海外で広く香川を紹介していただいたり、県の活性化のために
経済、観光、文化など幅広い分野で、情報提供や提言などをしていただいたりする事業で
す。
☆KAGAWA アンバサダーからのお便りについて
県民の方々に KAGAWA アンバサダー事業及び県の国際化の推進について、より理解を深
めていただくことを目的に、世界を舞台に活躍されている KAGAWA アンバサダーの方々
から在住国や御自身の活動等について御紹介いただくものです。

