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@この本は、緩中斜面でベイシックなカーグ

術レベルの人を、対象にしていません。

を読んだからといって、保証しますが、とつぜん1:瑳
本は、「切っかけ」に免ちていま?。

この本で言ったことだけが真実なのt!'，とも，思っていません

シグに対する取り組みかたを、正直に述べたに

まあるのは一一一ー脚力とか経験値が、とつぜん、

れどL一一￥イメージをリセットしたり、

たり、「目からうろこを落とし」

ことが案外、
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PeterBauer
やわらかく腰を載せ、「ボードとー

うごく」、その不思議さ、美しさ

。WOJCIECH

CraigKe 目y

バインディングの存在をかんじさせす、

弾かれても、ねじれても、ナチュラル

bM訓 Ga川

Ph 回目peConte

前向きと横乗りの綱渡り的

バランスなのにアグレッシフで、、

どこかサーフしてる

SigfriedGrabner
レースでも、文字どおり自然体で、フリーランの

ように斜面と対話しながら降りてくる
。'Atsushi Ueda

imageGAP
うまいヒトの滑りや写真を見て、

rカッコい一つ」って憧れるでしょ?、

そこに上達のチャンスがあるんだけれど、

でも、たいていは大ざっぱな感激で、

「トゥサイド、こんなかんじで仕上げるよね」なんてフォームを真似るん

だけど、頭のなかは、エッジが立って、キューインとカーヴインク.して

ゆくばかりで、たとえば同時に r落下」してゆくのだという

イメージはなく、イメトレを、時間とか、距離にのせて発展させる

ことがなく、ある日じぷんの滑りをビデオに撮って、現実と理想

(イメージ)の差にガクゼンとする………のではないですか?

ぼくも、ピーターとか外人の滑りに憧れ、イメージギャッブに

ガクゼンとし、の、連続だったけれど、知らないうちに、その感激を、

5つのキーワードによって分析するようになったんよ。

POWER,
SPEED,

NATURAL,
OUTLINE,

FUN,
ぼくが、誰かの滑りに刺激されるのは、必す、乙のどれかの要素に

よってやねん。もっといえば、この5っか揃ってないと(5つが

まんべんなく、じゃなくていい)、その滑りをクールだとは感じない

んよ。そのキーワードが物差しになり、トレーニングのテーマが

具体的になって、上達もしやすくなったような気がするんだよね、

ぼくの場合。

13



が体物の
く

つ
ゆ

二
て
・

F

う
ち
円
凶

得
掴

自
一

E
』

と
ピ

a
a

ド
ス
，

F

一
じ
‘
伽

ポ
同
‘
‘

-限界スピードを上げようと、縦に縦に、-

フォールラインに向かつて滑ろうとした時期があった。

でもなんかすっきりしなヵ、った。

ただ、板の方向付けのやり方をあれこれ

変えてるに過ぎなくて、もちろん少しづっ上達は

してたと思うけれど・・・・・・。

ある日、杉本孝次と一緒に滑った。

彼について滑ってくのが気持ちよかった。

その後ひとりで滑ると、じぶんか、いままでより速い

スピードで滑っていたことに気づいた。

杉本君let、ある程度以上のスピードで、すごく

安定して滑ってるんだって、さらにその後で気づいた。

さらにさらにその後、 r限界スピードを上げてこう」という

考え方は、(ぼくにとっては)たいして効果がないうえ、

かえってネガティブになりがちだ、って気づいたんよ。

速いやつの……そうね、板、 E 本分くらいあけて、

一緒lこ「落ちてく」ことを体感すると、

いきなり遭う世界にワープできるわけよ。

その涜界を踏み鍾えるとね、スピードが、

じぷんに正面衝突するように襲ってきて、戦うもの、

じゃなくて、追い風みたいに、自分とおなじ方向に

併走するもの、になるわけよ。速く滑ろう、と

意識しすぎるとネガティブになんのよ。

あのレストハウスまで降りてこうとか、

板のうえに乗ってるだけじゃなくて、

板と自分というこつの物体が、

同じスピードで落ちてくイメージ。

「パインデインクの存在を感じさせなl.\J滑りつてのは、

バランスのうえでもそうだけど、

一緒に落ちてく、って意昧もある。

ラクして乗ったらダメなんよ

POWER
.4 、 5 王手前かなある程度滑れるようになって、バランスに長けて、

腰高で突っ立ったまま(カラダ全体を勘かすということをほとんどしないまま}

でも結構滑れるようになって、つまり、筋肉じゃなくて骨格だけで

「楽して乗ってんなあ」と感じた時期があって、こりゃあかん限界カ~いわ

と気づいてね、瞬間瞬間に力、使うんじゃなくて、滑り始めから止まるまで、

カラダ全体でしっかり運動しつつ、しっかり踏んで滑ったとき、

鐙れたんよ。それがぜんぜん苦痛じゃなくってさ。じ '/3\んの側としては、

気負ってるとか、力が入り過ぎてるというかんじはなくて、外側、

雪面の反発とかか、デリケートなもんだって気づいたのよ。

疲れる反面、動きの種類とカ唱が纏えてきて、ヒトに見てもらうと、

「滑りに迫力が加わったね」と、言われるようになった。

ぼく自身、滑りに、 r重さ」が加わって、安定してきた実感があった。

なんで重くないといけないかつて?

ワールドカップの選手の滑りを見ると、「璽く」感じない?

難しいシチエーションでもどしっと安定して、迫力があるよね。

r重もないと、荒れた雪薗とか高速滑走で、雪面とのコンタクトを
主2

保てなくなるんだな。雪面を圧すことによって得られる快感、そういう

世界に気づいたんだ。同時に、どんなレベルであれ、ラクに

滑るようになったら気をつけろ、というシグナルだったのカ唱。

うまくなればなるほど、脚の筋肉とかカラダにかかる負担が矯えるのは当たり前で、

その結果、限界スピードやテク二ックが上カ、ってくんだもんね。

ピーターとクレイグのビデオを、死ぬほどみのもんた

(あ、間違えた、みたもんだ H・H・さ芯ー)

NATURA ι

imageGAP

イメトレを、具体的にする

KEY 双TORDS
-おれがシピれるのは、そうだ、ナチュラルに滑るやつなんだと、

すっと後になって気づいた。

スノーボードは両足が固定されるので、ボードのうえで

変にねじってたりすると、なにかあったとき、バランスを崩すだろう

ということは、最初からかんじてたんだけどね。

あれはいつだっけ?

竹内正則が久しぶりにエコーバレーに来たとき、

滑りカザト人っぽかった。他の日本人とは明らかに遣ってた。

滑り続けてる限り運動カ、途切れす、運動か大きいから外人っぽいのだと、

すっと後になって気づいた。

初めて三上晃司と滑ったとき、リアエントリーのブーツ一一

当時かれはサロモンのスキーブーツを履いていたのだ一一ーで

足首をポツキポキに固められているにもかかわらす、すごく

自然でシンプルに滑っていて、おれが無理に力を使ってるのが分かった。

改めてピーターとクレイグのビデオを見たとき、「これはつまり、

難しい斜面でも無駄な力は使わす、やるべきことをできる範囲で

確実にやるライデインク 1なんだな、スノーボード履いて山を降りる

行為そのものが自然体でなくちゃいけねえんだな」と気づいた。

は、いいんだけれど、ピーターの腕の振りを真似してたんだけど

それが脚と反対だと気づいて(笑)、気づいたはいいんだけれど

直せなくて、やっと矯正できたと思ってもぎくしゃくしててぜんぜん

外しててそれでも苦労して研究してたんだけど竹内君に

「腕とか気にし過ぎだよ」って言われてさ、

rこりゃあ外側を真似してもできねえんだ Jって聞き直った。

フォームを莫似るより、ボードのいい位置にしっかり乗ろうとか、

ヒザをしっかり入れて之う、動き続けようとして、ビデオ撮ってみると

ピーターのフオームとはぜんぜん遣うんだけど、

アングルが決まったり、震が安定してきたわけよ。

ビューティフルに動き続けるカタチ

OU71ιINE
気の合う友だちがいなくては

FUN
-アウトラインって、時間軸上に連続するフォーム、あ、

簸しいコトパ使っちまった、要するに「動き続けるカタチ」ってことね、

ピーターの真似して、腕の振りが反対だったりして、そうか、

アウトラインに憧れるのはその人物に憧れることで、技術的には

また別のアプローチによって(憧れる滑りに)近づけるんだな、と

気づいた。つまり、 POWER 、SPEED 、 NATURAL 、

コレクトな運動力、結果的にシピれるアウトラインを生むんだろうと

気づいて、以来あまり腕の振りみたいなデイティールを気にしなくなって、

運動ぜんたいとしての流れを見習うようになった。

アウトラインがど=ヵ、変なら、妓術的にもどこ訓こ問題が

あるんだろうと気づくようにもなったんよ。

-ぼくはさんざんスノーボードしてるけど、べつに、

ωんにわためとか、もっと立派なニンゲンになるためじゃなくて、
もっと気持ちいいことに出会いたいためにスノーボードしてるわけよ、

そーいう意味では、どんなにいい雪でも、どこか共鳴できる友だちと

一緒でないとあまり楽しくない。どんなに技術的に優れてても、

そういう種類の r素」でスノーボードしたり生きてる人じゃないと、

シピれもしないし興隊もないし関係ないわけ。

もっと気持ちよくなるためには、妓術レベルを上げることが必要で、

そのことそのもの、を楽しむ FUN も大事よ。





裏、表、と滑って、
サイドウェイの基本に

リセット

-下半身がちゃんと曲がってなかったり(曲

げを)意識してなかったりして、トランジシヨ

ンなどて}、曲げてんのかネジってんのかコジ

てんのか分かんなくなる。そんなときゃ、サ

ヂヤエイの基本にかえって、表・裏、胸と

背中を意識する。極端に表(トゥサイド)、裏

(ヒールサイド)と滑る。ほら、腰のねじれ

や腕の娠りがリセッ卜された・...。

-ある程度足首の曲げがわかってきたら、

“イナズマ"ラインを思い出して 3 つの関節

を均等に曲げて、ヒザ下と上体を平行に保ち

ながら、そのもっとも高い・低い、姿勢で滑っ

てみよう。胸をかぶせた低姿勢とか、絢だけ

起きた高姿勢はダメだよ。わかるつO(P16参照)

の、じぷんがボードのうえでどれくらい動け

るか、を滑りながら実践するわけね。

1#
~~i

1説記&
7湾通量 r

LOW 砂

HIGH 砂

飛行機して
足首曲げて腰で乗る

,

.rパンザイJ 練習は、バランスがとりにく

いので、足首とヒザの曲げを意識するという

より、滑るだけで精一杯かも。

そんな場合は、商腕を飛行機のように伸ばし

て、いちばん闘げにくい足首を意識して滑る。

このとき両腕は、ノーズ・テイル方向ではな

く真横でもなく、スタンスアングルに対して

自然に、直角に。その姿勢を保って滑ると、足

首の曲げに集中できると同時に、重心がドン

と腰に載ってくるのが分かるから、腕に頼ら

すに(腕でごまかさずに)滑る、いい練習に

なる。

だ力、らって、 3 つの関節を均等にちょうど良く曲げて

滑んなさいって言われてそうで、きりや苦労しないわけでさ、

具体的な練習法を言うとね……、スノーボードって、

足首→ヒザー股関節と、「下力、ら」動くべきなんだけど、

とくに八 ドフーツ履いてるヒトって(足首が曲力、つてなくて)

腕で滑りを無理やりフォローしてることが多いんだよ。

腕を前にだしてるだけで前傾してる気になったりとか、雪面を

おさえつけようと、腕を低くするととか、股関節だけ曲がり週ぎて、

胸をかぶせるような滑りにつながってるとか、ほんとはしっかり

「踏んで」かなくちゃなんないのに、オリャッと腕を振ることを

切っかけにして「ょっこいしょ」トランジションしたりとか、

下半身じゃなくて、腕を、ポジションの基本にしちゃってるわけ、

だカ、らそういうヒトはいっぺん、腕をデッドにしちゃいましよう。

たとえばパンザイしてみる。と、上半身が起きて股関節の曲がり過ぎが

強制的にキャンセルされ、それまでの状況からいうと後傾になり、結果的に

足首、ヒザの曲げの重要さをま日る荒療治なんだな。滑らなくてもいい、

最初は止まった状態でパンザイし、ヒザを変にねじらすに、

足首とともにしっかり曲け凶てゆく。脚の筋肉がきつくなってきたら01く、

そのまま、緩斜面、中斜面、フラットパーン、

そんなに頑張らなくてもいい斜面で滑ってみましよう。

動く必要はないので、足首、ヒザの曲げに意識を集中してね。

かんたんだよ、パンザイして

腕を“テツド"にすりや、

下半身で滑るしかないもんね

KEEPMOV

@動きを、リセットしてみる
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(~ほら、ボードはまだヒールサイドの R を措

いているけれど、カラダは卜ゥサイドへと向

かっている。 トラックと、カラダの重心力消

〈ラインが、クロスオーバーしてるでしょ。

百ケ50ページ!こワープせよ 2]

E長個罷渇空回晶 i1~~"

“CROSS 圃OVER"image
eょっこいしょトランジ、ションを重ねて降りてくのも、それで

あなたがシアワセだったらいいんだけれど、斜度やスピードが

あがってくると通用しなくなる、つまり、快感が、制限されますよ。

はい、ここで図@を見てください。

童心が、トラックを、クロスオーバーして越えてってます。

これこそ連続ターンの塞本で、じぷん(の重心)がボード(のトラック)

を越えてくのだという意識をもつことがすごく大切、

じぷんとボードつてのは常に距離を変えつつクロスオーバーして

くんだってイメージを持つこと。実際に、そう滑れって言われても

難しいでしょう、でも、とくにターン後半にそう意識するだけで、

一ーイ呆証するけとーーすごい効果があるよ。

なんでクロスオ -J'\ ーしなくちゃなんないか?

仮免許もってる皆さんに、いまさら説明する必要はないと思うけど、

ょっこいしょトランジションできるのはスノーボードにはパインデインク

があって、それに頼ったりコジったりできるからなんだよ。

バインディングのないサーフィンやスケートボードは、分かるね、

滑らかにクロスオーバーしなくちゃ連続ターンできないんだよ。

“クロスオーバー"する(動き続ける)から、

連続ターンが成りたつわけよ
正しく動いて、その動きのストロークを広げましよう。

と、いう授業は終わったので(みなさん、理解してますね?)

仮免許で路上教習にでますよ。

E返書甚瀧筆書薗宮司

YoureallykeepMaVIN'?
⑨この教科書を読んでるあなた、「お、透心力つ」と感じて、じぶんか

ターンの内側にいると実感できるのはターン後半じゃないですか?

はい、ここで図。を見でください。トラックと、あなたの、きっと

腰付近にある「童心」を示じてますよ。

ターン後半 lこJ重心をターンの内側に保ち続けると、

(ヴィテリもそういう滑りの 1種なんだけど)ぼくの言葉でいうと、

ボードから「降り」ざるをえ怠くて、ダーンとスライディングする

みたいにコケるか(=なんちゃうてヴイテリ)、ほとんど止まって

しまって、ょっこいしょトランジション(図f})するしかないよね。

でもスノーボードって、連続ターンしてなんぼのもんやん。

@

視線もクロスオーバーする

・ぇ? 理屈じゃ(クロスオーバーが)分か

るんだけど、いまいちピンとこないって?

だったら視線を考えよう、スノーボードに限

らず、スキーでもなんでも、視線でターンを

リードするよね、ほら、クルマのコーナリン

グでも、コーナーの出口を見るじゃん。つま

り、視線は、トラックを先、先と、トレース

してるわけで、ほら、クロスオーバーしてる。

トラック

あなたの重心

-・,

@ヘ
クロスオーバー J ¥

してこそ連続ターン 1
・だからこそJじぷんとボードは常に距離を :

委指訪日スオィtーはくんだOJ 合いる •
イメージを持ち、そのイメージによって実際 '

にクロスオーバーを重ねてゆこう(本文参照)0 ,
,,,

KEEPMOVIN'
。そして、動き続ける

@

なんちゃって

ヴィテリの物理学

・なんちゃってヴィテリが流行したのもう 4

年くらい前だから念のため説明しとくと、

ヴィテリターンできないのにできたように写

真に織ってもらうため、ヴィテリの真似して

カメラマンの前でドテとこけて連続ターンは

はなから考えてないあれね。カラダとボード、

重心とトラックの関係は、こうなってんのね。

@

ょっこいしょトランジ‘

ションってつまり、

・なんちゃってヴィテリは連続ターンを無視

してるからいいんだけれど、クロスオーバー

しないと連続ターンはできない。ターン後半

で、お、遠心力、切れてる切れてる、みたい

なかんじで「内側」に居続けると、ボードは

ほとんどスピードとトルクを失ってしまって、

ょっこいしょ、とクロスオーバー(トランジ

シヨン)するしかなくなるわけね。

20



KEEPMOVIN'

@聾面とのコンタクトを保ちつつ、動く
-高速で走っているクルマのタイヤが、路面

から JDcml まど浮いたマンホールを通過すると

するよ。 tt;較的強いパネと、減衰圧の高い

ショックアブソーパーによる、タフなサスペ

ションなら、マンホールに乗り上げた瞬間も、

多少下力、ら突き上げられながらも縮みながら

銭地圧を保ち、マンホールから降りる瞬間も

力強で可寧 z1ながら綾地圧を保つよね。

つまり、ボコポヨ②斜面でも車体を安定させ、

トラクション(援地庄 Kよる駆動力)を保ち

続オるわ 7だ。 、

次 lこ、サスペシヨンがヘタった bにさー

ディングを想像してみよう。高速滑走中コ

に差しかかる、ヒサ"がガクンと折れて突き上

げられ、上半身はグシャツとつぶされ、コブ

を r踏む J ところではなく、コフから落ちる

と脚は伸び切り内力はゼ口、ランデイングし

た瞬間ヒザが折れてつぶされてトラクション

がなかなか回復せす…・・。

出較的“剛"な、

サス脚イメージ
たとえば、ボコボコの

ハードパックで‘も、雪面を

圧し続けるために

生きてる壁(雪面)を、

どう押す?

-壁を押すとする。腕を莫っすぐに伸

ばすと、押しやすい。力を入れやすい

というよりは、カを伝えやすいよね。

でも急に震がさっと引いたらコケぢゃ

うし、ものすごい力で押し返してきた

らヒジ、折っちゃうよね。

だからって、ヒジを曲げ切ると押せな

いし、壁が押し返してきたら盾を脱き

ゅうしちゃう。ヒジを、ちょうどよく

曲げておくと、押せるし、壁が押して

きたり引いたりしてもコントロールで

きるよね。壁がつまり雪面と考える…

..・ンなこたあ当たり前だと思うでしょ

? でも実際に滑るとき、そういうこ

とを意識してるかな? 意識してるの

としてないのとじゃ、滑りに、そうと

う差がでてくると思うよ。

スノーボードのことは

忘れて、トルクつてなにか、

ってお話しを

-たとえばテニスで、ボールを「押すようにJ

打てという。ただラケットを速くスイングす

るだけじゃダメなわけ。

ピッチャーは、単なる遠心力じゃなく腕をム

チのように使って粘って粘って最後の憲後に

球をリリースし、スピードに「重さ」を載せ

るよね。水泳も同じで、たとえばクロ ルで、

お風呂のオモチャみたいにただがむしゃらに

前腕をスト口ークしても速く泳げないよね。

手のひらで水をつかむようにじわっと漕がな

いとね。スポーツはすべてそういった力の使

い方を伴った勤きが必要で、ぼくはそういう

内力の使い方をトルクって言ってるんです。

。相手の力が大きければ、

大きな力て押し返す。

@キ目手の力が小さければ、

小さい力てす甲し返す。
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。むこうに号|かれたら、

押して追う。
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外からの力=外力と、

じぶんか働きかける力=内力とを、

パランスさせよう。

出較的“柔"な、

チータ脚イメージ
アイスパ-ンでもパウダー

でも、しなやかに伸び、

縮むために

-サス胸と同時に、血の通ったチータ(べつ

にシカでもいいけど)側のイメージを持とう。

かれらは、地面が堅くても柔らかくても、フ

ラットでも荒れていても、骨格と筋肉のスト

ロークをフルにつ力、って、ねばりながら縮ん

で伸び、パワーをむだ無く路面に伝えるから、

あんなに速く、安定して、走れるわけ。つま

り、アイスパーンでもチータ閥、パウダーで

もサス郷のイメージが役立つってことさ。

パワフルに滑れって言ってるわけじゃないよ。

自分のパワーの範囲内で、それをむだ無くト

ルクフルに使うために、サス胸、シカ劇 lのイ

メージを活かしましょうってこと。

マVTF
叫~. -令

。ます、動いてみる、

@イナズマラインをイメージして動く、

@動きをリセットして、強化し、ストロークを唱して、

Oクロスオーバーしつつ動き続けましょう。

OK ですかっ

はい、じゃあ次のステップに進みましょう。

第@→。教程は、自分の動きのことしか考えてなかったわけ。

関節をしっかり使って、ポート、に沈みこんだり、伸びあがったり

しながら、クロスオーバーして滑れるようになったと。

けれと、それは自己中心的で、雪面からの抵抗や、遠心力など

外からの力者 E、ある意昧で無視してるんだな。

だからこんどは外からの力をどう料浬するカ\

せっかく@から Oまで色分かつてきたわけだから、

雪面とのコンタクトを保つために、

外からの力=外力と、じぶんか働きかける力=内力とを、

バランスさせましょう。内力と外力のバランス、ってコトパでい

うと難しいけどさ、ターンの貴重中に傾いて、コケないってことは

そのバランスがとれてるってことでしょ、

…・…・・(イメトレしてください)・・……-。

複雑になるので、ここでは、脚の動きに絞って、考えますよ。

ただ自分かクロスオーバーするだけではなく、同時に外から

かかつてくる力を料理して、雪面とのコンタクトを保つために、

脚を、しなやカ\かつ、強靭に、飽げ伸ばすことが、必要なんだな。

たとえばパウターで、おりやっ!と瞬間的に踏むと、

(内力だけが急激に指えて外力とのバランスが壊れると)

ノーズが刺さって縦にまわってフッ飛んだりするよね、

脚をゆつくり(じわーっとね)曲げたり伸ばしたりして、じぶんか

ら働き力、ける力(=内力) ;を調繋しながら、パウダーとのコンタ

クトを、テ‘リケー卜に保たないといけないよね。

、有を
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KEEPMOVIN'

パウダーだったら、ラクに滑れるってわけじゃない。

"/\ードパックでは、じわっと強く圧すような内力か、

パウダーでは(脚を曲げ伸ばしつつ)デリケートなコンタクトを

保つそれが必要で、つまりどちらもトルクか必要で、

lまくにはどちらも重重しいけどね。
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飯霊イラスト第 E 次元叛重イラスト第Ii欠元
動きを分析すると、

動きを妨げてしまう

.前作、“SNOW60A円。ING MASTE
R- f)"では、イラスト第 l 次元を箔いた。あの

本は、初めてスノーボードを履く人も対象に

していたし、トランジションのためには多か

れ少なかれ抜重しなければならないので、も

のごとを分かりやすくしなけりゃならなかっ

た。しかし実は、ここで加童、ここで抜震と、

II出きを分析することはスムーズな運動を妨げ

てしまうのだ。

C下、

..遠心力がかかった卜ゥサイドをヒールサイ

ドに切り返すわけだから、多かれ少なかれ裁

護しなければならない。が、図解が r抜主主は

しなけりゃいけないもの J という先入観を生

む。本当は、抜重しないに越したことはない。
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この本はある意妹でかなりの経験者向けだか

ら、イラスト第 2 次元を考えた。

けれど、いちばん内力をつ力、うのは、トラン

ジションでボードがフラットになってるとき

だし、 f友重も加重もせす、闘を曲げも伸ばし

もせず、ただ、外力、らの力を阪収するととも

ある。イラスト第 2 次元はいい線いってるけ

れど、語れないことが多すぎるし、先入観の

害も生む。

分析する脳と、運動する脳は違うから、どう

してもうまくゆかないんだけど、分析する

なって言うのは乱暴だし、この本にも分析的

なイラストや文を使ってる。

分析することもまた必要なんだな、たとえば、

16-17 ページの 3 つの関節の話しなんかはピ

キピキに分析してくださ L\ 。けどこのお -27

ぺ ジなん力、は、感覚がパキパキになってる

とき、読んで(感じて)欲しいなあ、本の作

り手として、乱暴に言っちゃうと。

~\ ごミ誌
に士二 A

議全

""'jbl

抵寵寵酔舗窃 VI 髄歩

@雷聞と対話しつつ、動く
「と、う滑るか」で‘はなく、山や斜面と

対話しつつ滑るイメージをもとう

このシークェンスは、自分か能動的に動きつつ内力と外力とを

バランスさせた滑りで、一一分かりにくいかな、要は、自分か上下に

動けるバランスをフルに使い、雪面とのコンタクトをできるだけ

保つよう、外からの力もコントロールしている滑りで、八一ド

パックだけど、さっきのパウターみたいにこちらから働き力、けても

いて、いままで説明してきた「動き」の要素が全部はいっている o

「ははあ、伸身抜重で」とか、考えないでね、それ方、悪いクセなんだよ、 ••乙の滑りは伸身でもあり屈身でもあり一一屈伸というごとで一一、

どっちでもない。要は決まった滑りなんてない。

脚力、と、こで、曲がってる、伸びてるは結果でしかなくて、

「こうやって滑るんだ」なんて意味がない。

「じゃあ、動き続けるととだな」というのも違う、

状況によっては、脚を動かさないほうがいいこともある。

大切なことは、滑り方じゃくて、山や斜面と対話するイメージを

もつこと。イメージだからイメージ的にしか言えないんだけれど、

雪面に優しく接したり、強くでたり、相手が攻撃的た、ったら

なだめたり、元気なかったらハッパカ、けてみたり……

つまりは内と外のバランスをどう料理するかつてことで、

それがスノーボーデインクのセンスなんだと思う。それが

いちばん難しくて、切りがないんだけど、スノーボードを使って、

「雪面と対話する」、ボディランゲージするというイメージを

もつだけでずいぶん違うと思う。

すくなくとも、「伸身抜重で」とカ、よりもずっとね。

~

コブでは頭の高さを一定に・

・(余談ですが)コフでは頭の高さを 定に

保つイメージc滑んなさい、とこんなイラス

トがあるとする。賢明な読者はもうお分かり

ですよね、大切なのは、頭の高さを一定に保

つ、ことではなく、コブでも雪面とのコンタ

クトを保つために、カラダのストロークを大

きく使うこと力、必要で、結果、頭の位置力、あ

まり上下しないような滑りのほうがベタ で

すよ、ということで、雪面とのコタンクト力、

保てりや頭なんかいくら上下したって備わな

い。乙の教訓のとおり、メッセージの本

質を読み取るととが大切だよ。

SNOWBOARDING
MASTER-f)

・と、いうような意昧で(どんな意昧かは本文

を参照してください)、前著・スノ ボーテ lィ

ングマスター@を併読すると、ピギナーの力、

たはとくに効果的ですよ、内容も全然古くな

くって、このマックワールドのエッセンスも

ぜんぶ、詰まってんだから。

fi03-3294-6991(マ I) ン企画販売部)￥1.5 00
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SHELL[=26.5cm]

あきらめす、ワンサイズ

小さいシェルを履いてみよう

・ブーツサイズはおおむね 5 mm(またはハー

フインチ)刻みだが、八一ドブーツのプラス

ティックアウターシェルは、スキーブーツと

同様すべてのサイズを網羅している訳ではな

く、ふつう、たとえば 26.5cm サイズのシェル

には、 26. 目、 26.5cm と、 E つ以上のサイズのイ

ンナーを入れ販売している。

この場合 26.5cm サイズのヒトなら問題は少な

いか、 26.0cm だと(インナーの肉厚を変えて

いるメーカーもあるが)シェルとインナーの

隙聞が気になる。

八一ドブーツには、 1mm足が動けば 1 mmボー

ドも動くような、シビアなレスポンスも期待

したいので、 26.0cmの人は最初から無理とあ

きらめず、 25.5cmサイズのシ工ルも履いてみ

ましょう。痛くて滑れないのは最悪だから無

理して履けとは言わないけれど、シェルサイ

ズにはそれくらい神経質になるべきだ。滑り

に直結することだし、だいたい表示ブーツサ

イズなんて目安に過ぎないしね。

INNE弐r
5cml

チューニンク.しないで‘フィッ卜

すると思うなハードブーツ

.どんな八イパフォーマンスブーツでも、自

分の足型に合わないとダメだし、どんなブー

ツでも・・・・・・シェル|ま多かれ少なかれどこかが

当たったり緩かったりするので……チューニ

ングしないで履けると忠わないこと。

ボードやウエアなら自分の好きなライダーと

同じものや、自分が好きなデザインのものを

選ぶのは楽しいし、それが上還にもつながる

けれど、ブーツは、ブランドや機能以前に、

じぷんの足にフィット8ホールドするもので

ないと論外。店で、バックルをちゃんと絞め

て少なくとも20分は履き、不自然な痛みや痩

れがないものだけが選択の対象になる。

ブーツ以前に、自らの問題を明らかにするた

め、「いつもここが当たるJ など、自分の足の

データを知っておくこともすごく大切だよ。

カスタムインナーは

ベターな選択だが、

魔法の道具ではない

・シェル寸を落とすと痛くて履けない、ダメ

だ、と諦めるのは早い。カスタムインナーが

ある。ノーマルインナーより建いものもある

から、小さめのアウターシェルにも入りやす

いし、足とインナーとシェルがより密差する

から、操作しやすくなる。

でも、誤解すべきではないのは、カスタムイ

ンナーは、どんないびつなカタチの足であれ、

あらゆるシェルにぴったりと収める魔法の道

具ではない、という乙と。

どんなインナーであれ、履きこんで初めて自

分の足裂になるもので、カスタムインナーは

ごく短時間でフィツテイングを実現するだけ

であって、パッドを張るなどの、シェルとの

チューニングが不要になるわけではない。

-各メーカーはそれぞれのポリシーで八一ド

ブーツをラインナップしていて、一般に高い

モデルほど「強い」。自分は腕力がないからと、

「弱めJのものを選ぶとき慎重になるべき点は

(コストパフォーマンス重視でラインナップ

されている場合もあり)、上位モデルをデ

チューン(逆チューンナップ)して、確かに

フレキシフルに作られてはいるものの、いち

ばん大切なフィット8ホールド性能力、今一歩

になっているケースもあるので、この本の読

者なら、トップモデルかその次のモデルを選

ぶのが無難ではないかな。

ハードブーツは、シェルを

ストロークさせてなんぼ

・ヒザが入らす、トゥサイドが鰭めないうち

はシェルの前傾を(実際にトゥサイドでエッ

ジングしているポジションに即した量を)入

れてもいいが、徐々に起こしてゆこう。なぜっ

て八一ドブーツは、ギプスのように足首を固

める道具ではなく、足首を曲げタングにスネ

を載せるようにプラスティツクシェルをスト

ロークさせ(しならせ)そのパワーを脚力に

加えて、強いエッジングとか薗圧を得るため

の道具で、「ストロークさせてなんぼ」だから

だ (32ページ参照)。

ハードブーツは、ギプスの宅三日号奇奇骨号号事皐じゃなくて、
足首を曲げ(ヒザをいれ)、ブーツを動かしてなんぼ、と、知ろう。

ヒザを入れてプラスティツクシェルをしならせ、脚力に、その

パワーを加えてソールや工ッシ1こ伝える道具なのだ。

(ヒザを戻すときもシェルがもどる力がプラスされるよね)

ハードブーツは、足首の曲げをホールドするための役割も果たす

けれど、本質的には、脚力をむだ無く使い、補強するための道具で

あり、この意昧で、シェルが「堅め、柔らカ、め」というのと同時に、

実際に滑って、足首を曲げ、シェルを前後にストロークさせたときに

得られるパフォーマンスをイメージし、「強め、弱め」という

モノサシを持とう。

ｭ•(SELECT)
「堅い Jr 柔ら力、い」だけじゃなく、

「強し 'J r弱い」という尺度をもって、

八一ドブーツを選ぼう

EQfacts
スノーボードは、

“ノリモノ"スポーツだから、
道具ひとつで、うまくなったり、

うまくなりにくくなったりすんぞ
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なんで長い板を無視すんの?

・日本のゲレンデは混雑しがちで、ビッグタ

ーンがしにくいって理由もあり、比較的短い

板を選ぶ、長めのボードは選択候衡にも入つ

てないってヒトが割に多いんじゃないかなっ

ぼくはある時期、ロジカルの 175 に黍り込ん

だから今があると患ってるんだけど、一般論

として、短めの、サイドカットでキュンキユ

ン曲がれる板!こばかり蒙ってると、(ボードの

性能を引き出すための)能動的な運動、ボー

ドに対する働きかけをマスターしにくくて、

急斜面だと途織に滑れなくなったりする。

長めの板が基準になると、短い板に黍ったと

き、軽く、曲がりゃすく、いいことばっかに

なる。

たとえば、それは

「曲がる」ボードなのか?

「曲げる」ボードなのか?

E也 facts

ｭ•
「曲がる」ボードなら、ハイスピードでまっすぐ滑ろうとしたら

つらくなるとか、「曲げる」ボードだと急斜面でそうとう内力がいる

とかね。え、サイドカットがきついと曲がるんだろって?

違うよ、ある意昧ではそうだけど、ボードはサイドカットで曲がる

んじゃない、サイドカット、フレックス、キャンパ一、トーション、

シェイプ、それらぜんぶから、ひとつのバランスを引き出して滑り、

曲かつてるんだという、知識じゃなくて「認識」をもとう。

滑りの技術やイメージと、同等の認識を、ね。
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自分の板を、うまいひとに

乗ってもらう

イメージセラピー

・私事なんだけど(クルマの話ね)、よく、速

く走りたいなら、 3 万円払ってサーキットを

借りるより、 3 万円払ってうまい人に運転し

てもらって、助手席で感じるほうが効果的だ

と鶴くんだけど、こないだそういう経験をし

たんだよね。当たり前だけど、自分でドライ

ブすると自分の能力の範囲内の経験しかでき

ないよね。それを、うまい人に運転してもら

うと、そうか、こんなに力強くブレーキ踏む

のか、こんなスピードでコーナリングできる

のか、そうか、ドライブするってこういうこ

となんだとか、おれのクルマはこんなに逮え

のかとカ\自分が自分のクルマのことを感覚

的に知ってるだけに、白からウロコの連続な

のよ。

だから、じぷんの板、うまいヒ卜に乗っても

らうのも、すごい効果があるんじゃないかな。

「之の板はこうだね Jとか、その人の言葉じゃ

なくて、自分の板に乗った、その人の滑りそ

のものに感覚を傾けよう。そうカ\この斜面

でこの円でカーヴするのかとか、おれのボ

ドでこんなスピ ドでこんなターンができる

のかとか、あなたは、かれの、普段の滑りを

知っているはすだから、その滑りは百万言を

E吾ってくれるはずだよ。

WIDTH&SIDECUT

・サイドカットは円の一部を使ってるから、

円が大きいのはロングターン用、小さいのは

ショートターンしやすいなどと一般的には判

断されている。たしかにそうではあるのだけ

れど、円のスペックだけじゃなくて、ワイズ

(一般に言う、ノーズ、ウエスト、テイルの

3 つの幅のこと)を同時に意識することに

よってイメージがより立体的になる。

ノース'とテイルの幅が違って、先太りや末広

がりになってるボードもあって(=テー

パー/逆テーパー)、乗り昧も左右される。

じぶんの(ハードブーツの)シヱルサイズと

スタンスアングルの認識、サイドカットとウ

エストワイズによって、セッテイングイメ

ジを立体的にしよう。たとえば単に、「ウエス

トワイズが 190mm の板だとアングルがきっく

なり過ぎて無理だ J ではなく「サイドカット

がきつい板だとスタンスが広がると憶がずい

ぶん遣ってくるから OK だI とかさ。
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FLEX

・板の竪さ(柔らかさ)。ライデイングしたと

きの、乗り手の体重とかプレッシャーの儲け

方によって変わってくるカタチのこと(=フ

レックスパタ ン)。
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EFFECTIVEEDGELENGTH

・ご存じのとおり、エッジングしたときエッ

ジが援雪する長さで、全長とのバランスが問

題になる。その比率によって、スイングウェ

イトが重い軽い、減速要素が多い少ない、滑

走安定性が高い低いなど、乗り妹にかかわっ

てくる。全長に対して浅雪長が長すぎたり短

かすぎたりすると絶対いいボードには成り得

ない。アルペンボードとフリースタイルボー

ドではその出率が大きく遣うし、いちがいに

言えないんだけれど、現実的な処方として、

「このボードは全長に対して援雪が短いから

取り回しやすいですよ」

「後雪が長いから高速安定性が高いですよ」

などと説明されたら、かえってそれが短かす

ぎないカ\長すきゃしないカ、と警戒するくら

いの意識を持ちましょう。
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@ますスタンスワイズを決め、 参考までにぼくは身長 アイスパーンは心で切る?
165clT\，アルパインで

.無責任なようですが、信頼できるメーカー のスタンスワイズは40 いや、やっぱ

のボードならだいたい基準となる位鐙にイン
-42. 5:01，フリースタ エッジで切るんだよ、

ビスが打ってあるから一一一セットパックを考
イルでは48-5000 。

慮してインピス打ってるかくらいは店の人に
-この本ではいちいち説明しないけれど、ス

確認するとして 、とりあえずはいままで
ノーボードはノリモノスポーツだから、ワッ

自分が乗ってきたアングル、もしくは自分の
クスとか工ッジのチューニング1正当たり前。

肩幅より狭くならないことを目安につイズを
着々ある山にスキーのインストラクターがい

決めましよう。ある程度滑っているのなら、
ました。かれは生徒さんに「アイスパーンは、

いきなり (2 em以上とか)ワイズを変えないほ
心で切るんだよ」とかっこいいこと言ってま

うがいし1。
したが、実際アイスパーンで滑るとダサかっ

た。偉そうなこと言うわりに、エッジすらま

@ブーツセンターを出し、
ともに研いでなかったんですね。この数百JI的
なお話しから得られる真実は、前夜 E 跨間力、

-ブーツセンターって、ボードの中心にブー けてエッジを研いだごとが「心で切る」ため

ツの中心をセットすることじゃなくて(セン の自信につながるってことなんです。

ターを示すマーキングがある場合もあるが、

当てにしないほうがいし\)、アングルをつけて

セットしたとき、ブーツのつま先とカカトの

両端がエッジから等しい位置にくることで、

パインデイングをつけ、実際に滑るときと同

じテンションでブーツを固定したとき、ぼく

に言わせれば許容範函はプラス慎u (エッジの

外側)に 1 em、マイナス側(同内側)に 5 柵

程度を許容穏図として微調整し、それでOK

だと思わないで、滑ってレスポンスをチ工ツ 「ブーツセンターをだ

クし、好みでセツテイングを詰めてゆきまし
すJ とは、アングルを

ょう。ちなみに、パインデイングのトゥクロ
つけた状態で、つま先

とカカトの端がそれぞ あなた、ヒザが
ージャーは、ブーツを履いて絞めたときと、 れ両エッジと等しい位

ブーツだけ入れて絞めたときとテンションが
霞にセットすること。 オカマになってない?

違う(履いたときのほうが緩い)ので、必ず
それを基準としてセッ

-たまに見かけるけれど、ヒザをくつつけな
ティングを詰めてゆく。

ブーツを履いてチェックしよう。テンション くちゃなんないと、そのようにセッテイング

はトゥピースを前後させて調節するけれど、 し、ひどい場合は後ヒザが前ヒザの裏に入つ

ブーツセンターが狂わないよう前後とも移動 たオカマポジションになっている(本誌編者

させ、ヒールピースの位置を(ブーツセンタ のTOIくOもずっとそうだつた)。ヒザはくっつ

ーの)基準にしよう。ブーツセンターは滑り けるのではなくf絞めるJ べきで(そのほう

に直接影望書するので、それくらい神経質にな がベター)、最初カ、らくつついたポジションに

る価値はある。 なっていると、入りすぎたブーツの前傾と向

じで、ヒザを曲げつつ絞めたり、ヒールサイ

@バインディングの ドで、ボードの進行方向に曲げこんでくよう

力ンテイングを決め、 な運動をパワフルにやりにくい。オカマにな

-サイド力ントって分かるよね?
ってたら、後足のアングルをやや開く、サイ

股関節から商関が自然に伸びるように、ちょ
ドカント釜を減らすなど、人生をやり直そう。

っと内般にするパインデイングにつく力ンテ

ィング機能で、 33ページて'言ったようにブー 時三 '..;.事I:" -.忽!!! 四喝語

、.つ、ー酔 』ー一--ARテ}場了ιザー

ツのサイド(ラテレル)カンティング機能は •
中立でロックし、パインデイングで力ンティ

ングしたほうがいいんだけれど、前足アンク I'iインディングによる
ー、‘

ルを45度以上入れると、サイドカントよりも 力ンティングは、ヒー 、“‘
ルアップ、 トゥアップ、

-崎、

前足トゥアップ、後足ヒールアップで対応し
サイドカントか可能。

たほう力L一一ハードブーツは足首を固めるの F スタンスアングルやプ ""司面・・・・~

で一一一ラクになる。それらとサイドカントを j ツ前{賓との兼ね合い

組み合わせたほうがいい場合もあるし、 3D
もあり、立体的にセッ

ティングを詰めてゆか

でセッティングを煮詰めてゆカ、ねばならない ねばならない.

し、個人差があるので、いちがいに言えない。

。ブーツの前傾角度を

調節する。

.本当はカンティングと同時に前傾を決める。

32ページで言ったように(前傾を)入れ過ぎ

るとストロークが儀牲になる。基本として、

ヒザを思い切り入れたときと、入れないとき

の中間角度にセットしましょう。

たとえばパインデインクは複数の部局でできてるでしょ、

ベースプレートとカ\どこか 1 部分か頑丈すぎると、他の部分に

しわ寄せがきて、緩んだり、壊れたりするんだな。

おなじ意昧で、板、バインディング、ブーツのどれかひとつだけ硬い

つてのも良くない。要はバランスで、たとえば、 Hard、 MidiumHard、

Midiumみたいな(あくまでたとえばだよ)組み合わせが、結果的に

しなやかさも生むんだな。との板、あのフーツ、と、パーツばかり

考えす、トータルパフォーマンスをイメージしましょうね。

硬い板に、硬いバインディング、

硬いブーツだと、とう考えても、

ハードパックで、しなやかに

動きにくいよね、

EQfacts

SETTING, HARMONY
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スノーボードには

ヒールサイドとトゥサイドしかない。

それは、それぞれのエッジを立てること

ではなく、その尭対称な運動のなかで、いかに

面(ソール)を、圧し続けるかということ、

その意昧では一一 3 つの関節を均等に曲げるなどの意昧では一一

ヒールサイドとトゥサイドはおなじだとも言える。

シチュエーションによって、ヒールサイドとトゥサイドをすごく

意識するとともあるし、急斜面で、曲がろう、ではなく「降りよう」と

しているときなどは(ヒールとトゥを)、ほとんど意識しない。

それらを、すごく高い次元で無意識化、自動化(からだで覚える系)

してゆくこと一一言い方を変えると、「金宇」毛あころ 3予ろを
コーテ‘ィネー卜すること一一ーが、すごく大事だと思う。

そのためにはます、ヒールサイドとトゥサイドそれぞれで、

しっかり「踏める」ようになりましょう。

なんで

踏まなきゃ

いけないか?

分かんないヒトは、

ヒール 8トゥサイドの

基本をリセットやり直し
-踏まなくてもボードは力一ヴする。自分か

らソールを踏んで働きかけ(=内力。 23 ペー

ジ参照)なくても、内傾して角(エッジ)を立

てるとサイドカットが雪面に援して Rを箔く。

多少なりとも斜度があれば、雪面から外力

(ソールを押し返す反力)が生まれてボード

は力一ヴイングを始める。

踏まずに、ぱたりぱたりと内傾するだけでも

力一ヴインクするか、そういう滑りはクルー

ミングされた緩斜面でしか適用しな L¥0

ボードが力ーヴしよう

とする力より、;苔ちょうと

する引力がずっと強くなる急

斜面や、コブ、アイスパーンや

シャーベットなどの悪雪になると

途端に滑れなくなる。あなた、日中

はうまく滑れたのに、夕方、雪が霊く

なると滑りがガタガタになったことない?

ワールドカップ選手の滑りーーなんでもない

連続ターンーーを見ると迫力(=重さ)を感

じるでしょ。角(工ツジ)ではなく面(ソ

Jレ)をぎゅっぎゅっと雪面に圧しつけながら

ターンしているから、重くかんじるんよ。

なぜ「踏んで J 滑ったほうがいいのかっ

面(ソール)を雪に圧しつけたら抵抗になっ

て遅いじゃないか、と思う読者もいるだろう。

その通りだ l

早く滑りたかったら、どんな斜面でも直滑降

すればいい。直滑降ならターンしないので面

圧は不要だろうと思うでしょつ でもそれは

大間違い。直滑降でも一一高速ニ急斜面にな

るばなるほど一一面を圧すことが必要で、そ

れがいちばん難しい。そういう滑りはほとん

ど不可能だし、もし可能でも、それがスノー

ボーデイングといえるかどうかは疑問だね。

すべては、難しい斜面、高速下でも、安定し

た遣しいターンをするためなんよ。

クルマにたとえると分かりやすい。

ソ-J レを庄してないということは、サスペシ

ヨンがへタって、荒れた路面だと飛ばされた

りフワフワして、タイヤが路面との媛地圧を

保つてないということ (22 ぺ ジの“サス脚"

も参照してね)。

そんな足回りで荒れた斜面を高速ターンでき

るわけないよね?

要するにぼくは、一つのことしか言つてな L¥0

「内力と外力をバランスさせて雪商とのコン

タクトを保つ」

「角ではなく面で滑る J

「もっと踏もう J

みんなおんなじ乙とだ。

同じことを、あなたの按術とかシチュヱーシ

ヨンとかによってイメージしやすいよう、違

う言い方で説明しているだけなんです。
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TOE(1;oHEE叫SIDE

。骨格上、エッジンク‘の加減をしやすい。

@パランスのマージンが広いぶん、
滑りがし1いかげんになりやすし1。

TOEは後ろに乗って

前で踏む、

HEEしは前に乗って

後ろで踏む、

(ごとで前後均等

イメージをつくる)

。骨格上、強くエッジンク‘しやすい。

@バランスのマージンが少なく、
ハズすとダメージがおおきい。

-ヒールサイドと選って、つま先のうえには

骨はないので、ダイレクトにパワーを伝えら

れないが、定着、ヒザ、股関節を自然に使え、

バランスの鱈がおおきく、バランスも取りや

すい。逆に言うと綾が載っていなくても、ご

まかして滑れるので乱れやすい。ラクして滑

ってんなあと感じたら、 3 つの関節が均等に

曲がってイナズマラインを箔いてるか mペ

ージ参照)など、基本をチェックレましょう。

(!し宰ゅう お

スネで掲指球在圧す

ことで面をつくる

・はいここで実験。自然なスタンスで立ち、

スネで掲指球を圧す、あるいはスネを栂指球

に乗せましょう。 lまら、自然にカカトが浮き、

足首が曲がる。ハードブーツの場合は、タン

にスネを裁ぜる(後足のはなしね)ことによ

り、定着が曲がり、つまりプラスティツクシ

ェルをしならせてパワーを得ることができる。

39

Z
4
z
書

S
E

'st
't
E
B

'B
E
T

ｭa
's,
z

's
'sz
'Es
s
s

'a
'Es
t,
'ts
t

'a
'Et
s
''s
a

's
f
E
E
1
2
1
e
s

ｭsa
t
e
a
s
t

'SS
E
s
t
E

ｭZE
s
t
z
E
2•

-ライディングの基本は、トゥ、ヒールとも、

スタンスの中心(矢印)にプレッシャーを儲

けること、つまり均等に踏むことだが、スタ

ンスアングルのため、トゥサイドで両足均等

に諮むと中心よりノーズ側に、ヒールサイド

ではテイル側にプレッシャーが強かつてしま

う(非対称ボードはこのジレンマをある程度

解消してくれる)。

だからトつサイドでは後足に乗って前足で踏

み、ヒールサイドでは前足に乗って後足で踏

むイメージをつくることによって、両サイド

とも均等に踏む。

T トゥサイドでも問機

に、砂場で、例え(tパ

y クしてくる車を圧し

返すとイメージすると、

内カとタ十力のバランス

をイメージしやすい。

ソールとかブーツより

も、裸足の、足裂の感

覚に鋭激になろう。

~~イー
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たとえは秒場で梓81 き ー
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けないように引っ渡り ,
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-ヒールサイドは、ヒザからカカトへ骨が直

浸つながっているので、パワーを(カカト在

介して)ダイレクトにボードに伝えやすいが、

トゥサイドのように足首の関節を自在に使い

にくい(ほんとはヒールサイドでも足首使う

んだけどね)ので不器用で、バランス幅が狭

く、ハズすと滑りが大きく乱れてしまう。

ヒールサイドはトゥサイドと遣って、ポジシ

ョンをとったとき、綾が自然にボードの外に

出る。実験してください、いつものスタンス

で立つ。腰はもちろんボードのうえにあるよ

ね。足首とヒザを曲げ、カカトにプレッシャ

ーをかけると、ほら、腰はボードの外に自然

に出るでしょ。

つまり、ヒールサイドのポイントは、いかに

コレクトな位置に腰をキーブするか(へンに

綬を外してしまわないか)、ということ。

「カカトで踏もうJ と意識すると、ほら、脚

が伸びて腰が余計に外れてしまう。

足の甲(ソール)を

スネにひきつける

・だから、ただカカトに体重をか

けようとするのではなく、足首を

しっ力、りと曲げ、足の甲をスネに

引き寄せるような、ボードのデッ

キを胸に引き付けるようなイメー

ジで。そうすれば腰は自然に外に

でながらもボードにままるから、パ

ワーをソールに伝えやすい。

ブーツ、パインデイング、ボ ド

を介して滑るのだけど、イメージ

をつくるときは、当たり前だが、

足の妥(=自分のカラダ)による

イメージが、よりダイレクトなの

で効果的だよ。
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•
両ヒザを進行方向に曲げて

ゆくイメージか、結果として

ボードの上に「腰を載せ続ける」

ハードブーツはとくに、カカ卜て潜むという意識だ

けだと腰がボードから外れてしまう。ヒザを進行方

向に曲げてゆく意識が、外れがちな腰を近づける。

42

このシークェンスを見て、左手力、らだんだん出てきてるな、

とか、上体の角度かどうとかより、ヒールサイドのエッシ‘ングを

してるんじゃなく、ボードを鉛直に踏んで、酉で滑っていると

イメージしよう。一一面で滑ることはつまり、

ボードの上にいる(腰を載せておく)ってことなんだ。

このシークェンスはソフトブーツだから足首を曲げやすくて

腰を載せやすいのだけれど、強くエッシ.ンクしやすl-\八一ドフ、ーツ

の場合、強くヱッジンク、したぶん腰をボード上に近づけてかないと、

リスクだけが増えちゃう。

一ーでは、どう腰を近づけるか?

カカトっ、という意識とともに、両膝かターン方向に向いてくる

ような曲げを意識すること。逆にいうと、両膝をターン方向に

向けようとする意識が足首とヒザを曲げ、結果として、腰をボードに

近つける。ただ、カカトでエッジンク、とだけ意識してると、脚が

伸びがちになって(ボードと綾が離れるから)、エッジが

ズレただけでしりもちをついたりするわけ。

だから、足の甲をスネに引き付け、ハードブーツの場合はとくに、

両膝を進行方向に曲げこんでゆくイメージ‘を持ちましよう。

日ヒールサイドのポイントは、「どんなに板が

立ってもポート'上にいる J こと。だから例え

ば(単にカカ卜て鑓もうとするのではなく)足

の甲をスネにひきつけるイメージをもとう。

ヒールサイドとトゥサイドって、テニスのパ

ックハンドとフォアハンドに似てるんだわ。

パックハンド(=ヒールサイド)って関節を

使いにくいから不器用で、最初は悩むけど m

れると安定する。フォアハンドは関節を使い

やすいから苦労しないけど、自由なぷん乱れ

やすくもあり、いつまでたっても↑出むんだよ。

下腹を突き出して、

とりあえす「面」つ、くり

・トウサイドで腰ガ、ふらつき菌で踏めないな

ら、。下腹を突きだすように、@腿を立てる

と、@腰が銭った重みでプラスティツクシェ

ルがつぶれ、スネがタンに載る。

lまら、スネで j母指球を圧せるでしょ、腰もち

ゃんとボード上に位置してるよね。滑ると、

雪函のギャッブを拾った街挙が、肢を通じて

頭に響いてくるでしょ。膝てが黍ってる証拠だ。

この写真 I;): (分かりゃすいように極織なポジ

ションをとったので)ど後傾で、実際にこの

ような姿勢で滑り続けることはありえないん

だけれど、。f)@の方法で極捕に「腰で乗る J

と、箇で滑るということはどういうことなの

か、が実感できるし、トゥサイドの乱れも矯

正できる(八一ドブーツのはなしね)。

民
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トゥサイドは、股関節のマージンが大きくて、背を反らすようにも

メイクできる(ヒールサイドだったらあっという間にコケる)。

つまり、腰の位置がフラフラしがちで、腰がボードに載りにくいわけ。

とくに八一ドフーツの場合は足首かロックされるから、(足首を)

意識的にしっカ、り曲げないと、ヒザと股関節で調節しようと一一一

ごまかそうとーーしがちになる。足首だけ曲かつてないから、ヒザを

曲げるとケツがでて、それをカバーしようと腰を折る。よけい足首は

曲がらないわ、上体を前に向けようとしてネジれるわ・・・・・・そんな

態勢で無理してトランジションしようとするから腰がさらに

ふらついて(童心がふらついて)、逆エッジを食らったりするんだな。

トゥサイドのイメージをつくるのは難しい。写真を見ても、からだの

どこにと.んなカガ、かかつてるか、イメージしにくいんだな。.
、，

‘'
トウサイドI;:F後ろに乗って前てE沓むJといったよね(39ページ参照)、

つまり後足に腰を載せるわけ。どうやったら援が載るか?

腿を立てよう。足首がしっ力、り曲がって初めて腿を立てられる。

腿を立てることそできると(スネをタンに載せるようにして)、

スネで栂指球を圧すことガ、でき、トゥサイドかパワフルになる。
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ターンのピークにはたとえば「ぎゆいーん」というイメージ力、あっても、

ターンの後半カ、らトランシ‘ション(エッジの切り替え)付近には、

イメージか無く、なんとなくうやむやにこなしてないかな?

トゥサイド!、なんとなくトランジ τション、ヒールサイド!、みたいな

かんじで滑ってないかな? トランジ、ションは、ほんとは、ボードが

いちばん「走る」パートなのに。トランシ、ションのイメーシをリアル

にして、チューンして、滑りと快感の限界を高めよう。

realTRANSITION

トランジションにも、

リアルなイメージがある?
なんとなく、うやむやに

こなしてない?
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ターンを左右対称にする

ために、 ("G" だけではなく)

、‘ B" 字を描くイメージをもとう

• r トゥサイドは得意なんだけど、

ヒールサイドがいまいちなんだよなあ」

などと思っていても少しづつは上達するのだ

けれど、ターンをイメージするとき、C(ヒー

ル8トゥ)だけではなく、たとえば、ヒールサ

イドの仕上げからトゥサイドの入りがとーの

かゆーように， "SO のイメージを持つことに

よって、ターンが左右対称になりやすい。

スノーボードはヒールサイドとトゥサイドで

カラダの使い方も視界も遣うので、左右対称

に、同じ弧でターンするということがイメー

ジしにくい。一ーなぜ左右対称にすべきか?

たとえばヒールサイドターンが大きくてトゥ

サイドが小さいと、斜面をまっすぐに降りら

れません。

(36→43ページで言ったように、“C"、ヒール

サイド、トゥサイド、それぞれに集中してイ

メージする乙とも大事やけどね)

ヒールサイドとトゥサイドの“C" イメージ

だけではな c rヒールサイドのイ土上げから卜

ゥサイドへのエントリーJ など‘ s" 字ライ

ンのイメージを持って;骨ろう。

sC
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を切り返した直後からきっちりエッ

ジングすることに役立つわけよ、で

も、急斜面とかて 1立、分力、ってるん

だけどイメ ジしにくいよね、それ

で、効果があったのは、クロスオ

F( ーを、さらに E つのイメージで考

ιえるというか、

~:，' ~'-:~::.クロスイン、クロスアウトですね、
~9£;"

そうそう、そのクロスアウト、

急斜面でクロスアウトを意識すると

怖いからかえってネガティブになる

場合もあると言ったけど、ぼくはク

ロスアウトのイメージが役立った、

・怖いゃん、

C. 急斜面でノーズを下向けて、しっ

かりヱッジングしながらカラダをす

っと載せてったときにボ ドがダダ

ツと暴れると「ヤパ、曲げよう J と

思うんですよ、曲げようと思うとず

っとターンの内側にいることになる

んですよ、そうすっといつまでもダ

タダッてのが続くんですよ、

そういう、板が暴れちゃったり、ヤ

パいときこそ、下に落っこちていき

ながら、自分からターンの外側に出

てく、クロスアウトする、その先は

もう考えないわけよ、出てけって思

えると(出てけると)く仏わっと板、

回ってきたりね、

一一・それこそ出来たら苦労しないやん、

MAC ・技術的には難しくないんだよ、出

来るくせに、クセとか内傾とか、曲

がろうと思うから余計おかしくなっ

ちゃうの、曲げてリカパリーしよう

とするわけでしょ、曲げたければ、

出てけってことよ、

一一・出てけってことは、いつまでもタ

ンの内側にいるんじゃなくて(そ

のターンの)、ラインの外側に出よう

と、気持ちをもってくごとやんね、

MAC ・タダダってきた時点で、ロデオみ

たいにボードから半分降ろされちゃ

ってんのね、ターンのピークで失敗

しちゃってるわけだよね、なのに無

理やり簡がろうとするとよけいに力

ラダとボードが離れて(ボードは)

さらに暴れるからコントロール不能

になって、フォールラインの方向に

落とされるばっかでちっとも曲がっ

てかないわけよ、

一一・それにしても怖そうやけどね、急

斜面でクロスアウトすんのは、

MAC. だからね、それこそ出来たら苦労

しませんわ、みたいな言い方をすれ

ばね、普通は J内傾オーバーだな、

もっとしっかり蒙るように J で終わ

るわけだよね、そんなん出来たら苦

労しませんわ、っておれだって思う

よ、そんなことは本人が充分承知な

んだからさ、

だから問題は、いかに乗り続けるか、

いかに、もっと乗るかつてことで、

たとえば、クロスアウト、出てく、

ってイメージをもてば効果的ですよ、

という話しなんだよ。

このシ クヱンスで言うと、クロ

スイ νはOQ~O 。、それをとく

干らに意識すべきは Q~Oo ほら、つ

出ぎのトゥ -Jt:f' ドのピー夕、に入って

長女んじでじ立。ク pろアウトは

0cr; 060~ 事詩賢建は 006 。
ほら J タ‘マニィ部長 §~H~II にの写真
で，;£右側)也、にで;てく感じでしょ

作

移管

ロスオーパ はイメージできて

ると、だから;欠は実際に、パワフル

に滑るために、そのイメージを実際

の滑り、連続ターンに活かしてくわ

けだよね、

でも実際、急斜面とか、難しい状況

になってくると、そんなこと(クロ

スオーバー)は分かつてるけど、で

きりや苦労しないよ、ってかんじに

なってくるんですよ、

一一・そう、できりや苦労しないんです

よ、でもとの本の目的は、できるよ

うになる切っ掛けて lすから、

MAC ・そう、クロスオ パ 、トラック

と~心はクロスしてくんだって意識

を持つことは、深田りとか、工ッジ

、明町叫句 l

13

クロスイン・イメージによって、

トランジション直{1<からしっか

りタ ン弧(エッジンク 7 を決

め、急l，~ヰ菌、ノ、イスピード下で

のトランジションを安定させる。

トラック

CROSS-IN

(トランジ、ションの手前で、次の

ターンのピークに入ってゆくイメージ)

九、v

•

@哀話唾盗2・
.'.

クロスアウト・イメージによっ

て、たとえば急字幅で唱がろ

う J と思うあまり、ターンE且の

内側に居すぎて、カラダ(の重

心)がボードから外れてしまい、

ボードが余計に暴れることを防

ぐ。つまり、内傾オーノ可ーを解

消し、ボードにもっとしっかり

乗ることを助けるわけ。

CROSS-OUT

(じぶんかトラックをクロスして、

ターン弧の外にでてゆくイメージ)

クロスオーバーはイメージできてるよね、(つ、の方は 21 ページに戻って復習)つぎは、

クロス uアウトヘあるいは

クロス"イン"のイメージによって
遣しくトランジションしよう

ぞりここで右図を参照してください。ターンのピークからトランジ

ションにかけて(=ターン後半)は、自分か、ターン弧の外側にで

てゆこう、クロス“アウト"してゆこう、と意識するごとで、スムース‘

にクロスオーバーし、ターン後半に、自分か(ターン弧の)内側に

いすぎて、ょっこいしょトランジションになるのを防ぐ。

fうそうか、ターン後半はクロスアウト、前半はクロスインだな、と

思ってない? そうじゃなーいっ l そういう「ょっしゃ分かつ

た」的なイージーな納得力、、かえって滑りをぎくしゃくさせ

る一つ!。

クロスアウトもクロスインも結局は同じことなんだ。ただ状況に

よって、アウト、アウトと意識したほうが効果的だったり、イン、

イン、のほうが効果的だったりするって=と。たとえば急斜面で

クロスアウトを意識しても怖いから、ネガティフになって逆効果

(になる場合もある)。緩斜面でアウト、アウトと意識することで

クロスオーバーの墓本を体得するのが効果的た‘ったりね。

中急斜面では、クロスしてターン弧の内側に素早く入ろう、イン、

イン、と意識することによって、(中急斜面では)クロスオーバー

かどうしても遅れがちになることを解決したりするわけ。

fりトランジション力、ら次のターンのピークにかけて(=ターン前半)

は、自分か、次のターン弧の内側に素早く入ってくクロス“イン"

の意識を持とう。一一ここで自分の滑りをイメージしてください。

あなた、自分かターン弧の内側に入ってくってイメージをもつの

は、ボ ドか下(フォールライン) Iこ向いてからじゃないて。すか?

でも、それじゃ遅くて、クロスオーバーしてかない。自分とトラック

がクロスしな力、ら素早く内側に入る、クロス“イン"するのだ、と

意識することで、スムース、にクロスオーパーするんだよ。

realTRANSITION

E京事事量誓t¥ ~1 邑i1~i;.圃

CROSS-OUT

E主置墨主主宰遇措;量~~i:，薗

CROSS-OUT= CROSS-IN

E薄墨設連軍 E国民事

CROSS-IN

~21 引l門……一ベ←ω一一一一4引一ジ均m力拍ら
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動いて走らせる

(動的エントリー)

• r走るJ ことを、線(トラック)だけでイ

メ→ジするのではなくて、要はいかにスピー

ドを幸生さずトランジションするかつてことが

問題なんだ。このシークエンスは、堅い急斜

面で板が暴れていて、それでもヒールサイド

を仕上げ次のトゥサイドにエントリーしよう

としているところだが、ヒ ルサイドで得た

スピードをできるだけ殺さずトゥサイドにつ

なぐために、ソールを踏み付けながら、動き

を(ぎゅ一つ、ぽん、みたいに)途切れさせ

ないよう、とくに写真。f)@にかけて働きか

けている。こういった運動が、スムースにク

ロスオーバーする、「走るJ トランジションを

実現するんであって、ターンが、線(カーワイ

ング)かズレかであるかどうかはたいした問

題じゃないわけです。

じなんよ)、ボードがクロスし離れてゆくイ

メージではなく、つねにボードを真下に踏み

付けているイメージを持ちましょう。

急斜面のケーススタディでは、動いて、働き

かけることにより減速要素を減らしたけれど、

このシークェンスのように、静的なイメ ジ

も大切ですよ。なぜって、走らせようと、板

をおりやって蹴るみたいな誤解が多いのね。

違うよ、“すい つ"とか、静かなイメージを

持つことによって、無駄な勤き、つまり無駄

な減速が減って、板がスムーズに下に抜けて

くこともあるんだな。

そっと走らせる(静的エントリー)

.浅田りで降りてきて、斜度がやや急だった

のが緩く変化し、急斜面で得たスピードを失

いたくない状況です。

(浅回りで)縦に滑っている場合、遠心力と

か、エッジが受ける雪面抵抗とかの外力がそ

んなに、大きくなりません。そういう場合は

ポジシヨンを低くして、必要最小限の勤きで、

ボードを静かにカラダの下に置き(そんな感

「板、走ってるねえJrもっと、走らせないとダメなんじゃなし'Jとか、

よく聞くけど、板か走るってことを、なんとなく意識してない?

板が走るってことはと.ういうことなんだろうってマジに考えたこと

ある? 工ツジンク、っていうのは、ズレてなくて力一ヴインクしてて

も、雪面を削ってるわけで、減速なんだよね。斜面を滑り降りるに

つれだんだんスピードがあがってくるわけだけれど、アクセルを

踏んだような意昧での加速はありえなくて、「板が走る」つてのは、

限りなく減速要素方、少ない状態であり(ほんまかいな)、

連続ターンのなかで「板が走る」部分は、トランジ、ションなんだよね。

板がフラットになるのは一瞬かも知んないけれど、そこでもの

凄い差がついてくる。ターン後半に強いエッジングしてきで、それ

をポンってリリースしてやると、板がひゅっと動いて加速してるよう

にも感じるけれど、実際には後半の工ツジンク力、必要以上にきっ

すぎて、減速要素をt曽やしている……クルマにたとえて言えば、

時速lOOkmからフルブレーキンクして、フ‘レーキをぽんってリリース

したら、背中がシートパックに押しつけられるように感じるよね、

リリースしたとき時速70kmだったら、時速印刷に加速した

わけじゃないんだね、時速回kmとか、減速する度合いか

小さくなっただけなんだよね。

では、と、のように「走る」トランジションをするか。

realTRANSITION
知ってる?

ボードか「走る Jのは、

トランジションなんだよ
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ぱっと離してさよなら系奥まで粘って踏む系

「市占って踏む」系

面圧分布

「ぱっと離してさようなら」

系面圧分布

あなた、「ぱっと

放してさようなら系」

になってない?

・ターン後半でおりや

っと蹴り、このシーク

工ンスで言えば@のあ

たりで、ぱっとエッジ

を放してさようなら、

トゥサイドに飛び移る

系。あるいは、トゥサ

イドつ、トランジショ

ンはわかんねえから適

当にごまかしてヒール

サイいつみたいな力、ん

じで滑ってないつ

ソフトブーツでじわじわ

じわっと踏め
realTRANSITION

-このシークエンスを見て、じわじわじわっ

と踏む感じをイメージして欲しいんだけどさ。

ハードブーツは、シェルに頼ってコジれちゃ

うから、ぱっと紋レてうやむや系になっちゃ

いがちなのね。はいここでソフトブーツの

シークェンス、。、@で答えた内力をじわじ

わっと発疹して止めを刺し、。、@でも同様

にじわじわっと内力を発濁していることをイ

メージ o 八一ドブーツでも同じ運動が要求さ

れるのだけど、難しし \0 ソフトブーツを履い

て、そのセンスを会得するのも効果的だよ。

誤解してはいけないのは、ぱっと放してさよ

うなら系がいけないのではない。たとえばヱ

アターンは楽しいし、シチュ工ーションに

よっては有効な滑りでもある。しカ、し、最後

まで粘って踏める滑りができてこそ、斜度や

速度やトルクの限界があがって、ヱアターン

も本当の:章、昧であなたのものになるってこと。

あと 1m 、あと 1 秒、踏んで‘

奥までターンを仕上げろ

ヒールサイド

ノンエッジ

E往生際悪く

事占って踏む系」

面圧イメージ

・あくまで概念だけど、

奥まで、ごのシーク工

ンスでいえば@カット

目まてv粘って踏むこと

により、面圧分布もじ

泊 tーで』恥暗唱~~」
陰。・ ι"

e.
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有弘
、

踏むことを@で諦めること

なく、@でも@でも、まだ

まだじゃーっと粘ってトラ

ンジションの奥の奥までE昔

めっ。まだまだじゃー/

55~たて続けに読め
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踏力のデジタル

メーター的イメージ

-クルマのテ‘ジタル速度計って、いきなり 10

から o km/h になったり、 l 日日から 90km/ h に

なったりしないでしょ、どんなに短い時間で

も、 10 、 9、目、 7……と連続してるのね。トランジ

ションでは、多かれ少なかれ抜重しなければ

ならないのだけれど、内力をじわじわじわっ

と発獲し、途切れさせないためにデジタル

メーターのイメージをもつことも有効よ。ち

なみに、ぱっと放してさようなら系だと、

100 でトゥサイドに跳ひ、移ったら、きっと 50

まで落ちてしまう。

にも

「ぎゅいーん、ハイ!、ぎゅいーん、八イ !J

ではなく、

「ぎゅいーん、ハィーッ!、ぎゅいーん、ハィーツ !J

さらにイメージの衡強を。

・いままでのイメージが「ぎゆいーん、八イ!、ぎゅいーん、八イ !J

なら、「ぎゅいーん、八ィーッ!、ぎゆいーん、八ィーツ !J としてみる 0

・あわてずに、もうひと呼吸踏んでからエッジを切り替える。

・先行運動に入るタイミングをもうひと呼吸遅らせる。

・先行運動をて。きるだけ小さくしてエツシを切り替える。

.できるだけ抜重せずに先行運動してみる。

・トゥサイドをぱっと放してさようなら、ヒールサイドに飛び移るん

じゃなくて、ソールをしっかり踏んでフラットに戻し、ソールで、

しっ力、り雪面を感じてからヒールサイドに入る。

結局はどれも同じことを言ってるんだけどさ。

ターンか、途中で終わってない?

ターンの奥の奥の、トランジションのと真ん中までが、

トゥサイドでありヒールサイドであると意 i談しよう。

と真ん中まで至る時閣を意識し、じわーっと、往生際悪く粘って

踏み続ける。ためこんでるパワーを、一気に使い切らない。

トランジションに力、かるまでに、パワー(内力)をじわじわじわっと使い、

ああもうダメってときには工ツジがすでに切り醤わって、

パワーを途切れさせないこと。

まだまだターンの奥はある、

往生際悪く粘って踏め、

これでもか、と止めを刺せ。

だけど、誤解しないでね、「ターンをダメ押しすりゃいいんだな Jって。

ターンの終わりに、「おりゃっ」と蹴ったら、ヱツジンクが強まるだけで、

カラタは内傾したままで、ボードは切れ上カ 1ってしまい、ょっこいしょ

トランジションするしかなくて完全に失速してしまう。

54



realTRANSITION

奥まで踏んだら、足首から

次の Rを決めてゆけ

そのようにターンを仕上げ}、(次のターンに)エントリーして

きたら、できるだけ早い時点で次の円を方向づけしたい。それが

遅れ、ターン後半で修正しようとすると雪面抵抗もおおきく、

締め切りも迫ってるので大変だ(レースでは致命的になりかね

ない)。素早くクロスインして、安定感のあるエッジングを決めたい

んだけど、一般的に多いのは、なんとなくターンの内側に

はいってきて、どこで何を決めてるのかつて実感かなし 1。ー一一ターンの

エントリー(始動部分)からしっかりエッジンク.するためにも、

頭や手、胸、背中など上半身のパーツからターンを始めるイメージ

ではなく、足首、ヒザ、股関節、胸、肩、頭と、下から先にターンの

内側に入ってゆく、クロスインしてゆくイメージを持て。

右のシークェンスでケーススタディしよう。

。トゥサイドからヒールサイドに切り醤えたが、浮いて、遠心力

で外に放り出されそうなかんじもやゃあるため、@素早く、

エッジングと、その方向づけを確保したいから、カラダを伸ばして

でも、雪面にタッチしようとしている。こういうリスキーな局面で

頭から入ると@て・コケるんでーすね。@で足首によってエッジ.

ングとその方向づけを決め、。@でヒザ、股関節、と入ってく。

このように、「下から決めてゆく」イメージを持っていると、

カラダが自然に、ボードに仕事をさせる(四ページ参照)

態勢をつくってくれる。

「素早くエッジ、

を切り替えろ」って

何よ?

・エッジは素早く切り返すように、と教えら

れる。コトパは不完全なのに強制力があるか

ら、たとえばターンの奥の奥までしっかり踏

んで仕上げるべきところを、「素早く」ヱッジ

を切り替えねばとスカッと銭いて、うやむや

なトランジシヨンをしてしまう。

ターンの止めを刺して、ソールがフラットに

なるまで「踏め J れば、ごくわずかな運動で

エッジは瞬時に切り替わる。乙れが本当の窓

昧での「素早いエッジの切り替え」。そんなに

ラクなことじゃないのよ。
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トゥサイドはヒザで

ターンを始動する

-トゥサイドでは、一度切っ鉛けやコツさえ

つかめてしまえば出較的簡単に r下から決め

てく J というイメージを持てるとは思うんだ

けど、後ろの手を雪につきながらとカ\腰が

折れつつ頚から次のターンに入ってっちゃう

とか、とくに八一ドブーツの人に結僑いるか

ら、(下から決めてくという)イメージを持ち

にくいのなら、しっかり足首を曲げた状態で、

ヒザからクロスインしてターンを始動するイ

メージを持とう。そうすればカラダ(腿)も

自然に起きてきて、腰も滋るようになるんじ

ゃないかな (43 ページ参照)。

ヒールサイドでは、前の腕や肩、上半身をタ

ーン方向ヘローテーションさせることに懸命

になってるヒトが多いですが、カカト(足首)、

ヒザからターンに入る(入った)実感を得る

クセをつけましょう。

制ミ

4‘

3
4

頭(軸)を安定させる

ために視線をロック

-けっこう力強くカーヴイングができるヒト

でも、曲がってく方向と、フォールラインへ

と降りてくイメージがうやむやになっている

跨闘がトランジションだよね。その理由のひ

とつが頭の輔がブレがちになることで(頭を

左右に振りながらトランジションすることを

想像してごらんよ)、つまり視線が決まらない

わけ。視線(鉛直に立てた頭)がすべての運

動をリードするのに、トランジションのよう

に、通常のターンに較べて複雑で、 Gが左右

に変化する運動で、顕が左右にブレていたら

うまくゆくわけがない。

緩斜面だったら問題は少ないけれど、急斜面

などで頭の位置が一気に入れ管わっちゃうと、

トランジション直後、エッジと雪面のコンタ

クトを保とうとするときリスキーになるわけ

ね。ですから、練習法として、観点をロック

してみましよう、具体的には、じぷんのトラ

ンジシヨンを爆影してもらって、ビデオを構

えてる彼を克つづけるとかね。

視点をロックすると人間の仕組みとして頭の

輸はブレない。そのコツを会得すると、急斜

面のトランジションでも視線で運動をリード

できるようになります。

余談ですが、ヴィテリしたいヒトは、頭が傾

くと、寝ることはできても起き上がれません

よ、頚が立って残ってるから、起きて;欠のタ

ーンに入ってけるわけね。
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スタンプでイメージする

「踏む」トランジ‘ション

eJ:友重しなきゃ抜重しなきゃ、という意識が、

難しい斜面になると安定しない原因になった

りする。イラストのような形のスタンプで、

黒々と足跡をつけることをイメージすること

により、つま先、カカト、ではなく、土踏ま

ずまでしっ力、り踏め、結果的に最小の抜霊で

トランジションできるようになる。

58

あなた、 Of}から

@て守友重して、。

から加重するイメ

ージをもってない

? 逆に、むしろ

@でいちばん強い

プl/ツ、ンャーをか

けるくらいのイメ

ージを持とラー。

00は放っといて

もプレッシャーが

かかってくるパー

トだしね。

「抜重はしなくちゃいけないもの」

と、思ってない?

スコーンスコーンとエッジからエッジに飛び移るような滑りばかり

してない?抜重はしたほうがいい、しなけりゃならないもんだと

思ってない?違う方法もある。やはり、踏み続けて、雪面との

コンタクトを保ちましょう。スコーンスコーン系と、両方できるように

なりましょう。ー一一エアリアルはここでは無視すると一一一雪面と接して

初めて、ボードを通じて雪面になにかを伝えたり、雪面からボードを

介して伝わってくる力を料理したりできるわけで、雪面からソールか

離れていたら、その時聞はその状態をキープすることしかできない、

プレッシャーコントロールについてはなにもできないね。だから、

抜重をできるだけ少なくして、雪面とのコンタクトを保ち(内力と

外力のバランスによってコントロールを保ち)続けよう。一一寸童心力か

かかった右の工ツシカ、ら左の工ッジに切り返すわけだから、

抜重なんてのは絶対に必要な運動なんだよ。でもそれは、

くっついてたもんを1 回抜いてまたくっつけ直すみたいな運動じゃない。

そういうイメージに毒されているなら、

トランジ‘ションで‘「抜く」んじゃなく、
お

むしろ rJ王す」イメージ‘をもとう。

あるいは、 lDDkg掛けていたのをゼ口まで抜いていたのなら、それを

5Dkg、 70旬、 SDk目掛けたまま、トランジションて、きるようになろう。

抜重を避けようとすることの、

いちばんのメリットは、

動きが途切れなくなること

et在重が悪いわけじゃない。スコーン、スコ

ーンと抜くような滑りも楽しい。けれどスノ

ーボードはあくの強いスポーツで、自動化さ

れやすい(カラダに染みつきゃすい)から、ス

コーン、スコーンと抜いてばかりいると、そ

れしかできなくなるってことが問題で、上達

し、滑る斜面の難易度がよがってくればくる

ほど、主友重力、足を引っ張るようになることが

問題なんよ。たとえばこのトランジション、

雪面から怒ったより強いレスポンスが返って

きて弾かれた、しかし「抜重はしないJ と意

識し、踏み続けているとすぐにコンタクトを

回復し、前半のエッジングを決めにゆけて;欠

のターンも安定する (49ページに関連記事)。

結果として動きが途切れない。抜重を避けよ

うとすることのいちばんのメリットは、動き

が途切れないようになることかも知れないね。

4

「h
J

パ
れ
)

7

ショートターンにこそ

効果絶大な

「踏み続ける」イメージ‘

-スコーンスコーン系とか、ショートターン

も結構こなせるヒトは、ショートターンこそ

抜かないように、圧して滑りましょう。コブ

斜を降りるとか、アグレツシブなショートタ

ーンでは絶対に弾かれる瞬間がでてくるよね。

だから、ボードがフォールラインを向く前に

踏んで素早くエッジングを確保せよとか教え

られるんだけど、できるだけ抜重せすに箔み

続けようとイメ ジするほうが、ノーズの浮

きを抑え、素早く雪面をキャッチするために、

効果的ですよ。
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ショートターンは、

ドォーン!と踏んで

ノーズを下げる

ショートターンは、ワンターンワンターンがごくま豆し 1時間で終わる

ので、いままで言った、クロスオーバーと力、足首から(ターンを)

始めるとか、スタンプをイメージして路むなんてことができない。

その意昧て eロングターンをしっかりマスターするってことが前提だけど、

ロングターンが完笠になるまでショートターンしないってわけにも

ゆかない。一ーではどうするか? ます、ボードがフォールラインを

向いてから踏み込んでも手遅れだと知ること。フォールラインを

向く手前で、踏み込んで lゆくようにしましよう (09ID) 。

でも、それがてきりや苦労しないって話しだよね、だから、

トランシ、ションのとき、(次のターンに向かつて)ノーズを下げてく

ようなイメージを持とう。

あなた、力ラダの右にあったボードを左に振ろうとしてないフ

ボードの向きを変えようとしてない?

ノーズを下げてくイメージを持っと、カラダが斜面に対し垂直に

なりやすくなり後傾になるのを防げもするからテイルが弓|っ掛かる

こともなく、かつ、ターン後半!こ「ノーズを下げよう Jと意識する

ことによってカラダも自然にクロスアウトするから(分かる 7) 、

結果エッジがスムースに切り替わるんだよ。

;欠に、ボードを、自分の左右に遠く離さないイメージを持つこと。

ボードが離れると(離れたと感じると)引き戻さなきゃって滑りが

ぎくしゃくする。ボードを自分の真下に置いてドォーン!ドォーン!

ドオーン!と踏みつけてくイメージを持つ (600 4fJ) 。

ドオーン!と踏み付けたらノーズを下げる、

ドォーン!と踏み付けたらノーズを下げる、というのを繰り返す。

別の言い方をすりや、ショートターンで、ボードを左右に振るなって

言っても絶対娠るわけさ、でも「ドオーン!と踏み付けたらノーズを

下げる」というイメージを持つことによって振ることをうやむやに

させ、結果的に最小限の娠りでショートターンをメイクできるよう

になるわけ。
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急斜面では、

@落ちながら切り返し、 お
@壁を塗る左官屋のように「横 iこ圧す J

65
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厳後に全てをかける系だと、ひゃーっと落ち

てるときは何もできないよね、最後に全部衝

撃がくるから伺もできない。

急斜面って重力が強いから、何度も言うけど、

内力と外力のバランスを保ちにくいわけ。そ

れでも、できるだけ外力を一定に保つために、

“横に圧して雪面とのコンタクトを保ち続け

ましょうってこと。

左官屋さん的

(クレイグ的)三日月系

エッジを切り返した直後から次のターン

の R (狙j を決めて、検に圧すように路

んだら、「じわっJ とスピードコントロー

ルできるし、 R もじぷんの支配下におけ

るよね。クレイグみたいに三日月のトラ

ックを残せて、やっぱカッコいい。

ターンの最後に

全てをかける系
ターンはスピードコントロールの手段で

あるという立場からすればよ、急斜萄で

ダダダとズレて、スピードコントロール

というよりほとんど止まろうとしたら、

ターンの最後の最後ですべて処理しなく

ちゃなんないよね。やっぱダサいよね。

-あなた、急斜面だといつもボードが自分の

下(谷側)にあるイメージがないつ ガガガと

スライドさせて、スピードを落とそうとして

るとそうなる。充分にスピードを落として、

思い切って、ょっ乙いしょとノーズを下に向

けてひゃあと落ち、怖いから曲がろうとして

ガガガ……。そういう滑りを、ターンの最後

に全てをかける系と呼ぼう。

クロスオーバーは、弧の左右に自分か移動するイメージだけど、

トランジションしながら斜面を「降り」ているわけだから、標高差を

「落ちている」んだという意識をもつことが、とくに急斜面では役に

立つ。ショートターンと同じで、。@カット目で板をトゥサイドに振

ろうとしたら後傾になるよね。自分か落下してゆく平均スピードを

維持するつもりで(ズラしてスピードコントロールしようとしない

で)、自分から谷側にカラダを入れてくイメージを持つこと(00) 。

そのように斜面に対してカラダを垂直に保ちながら、

1 回1 回飛び降りるつもりで落ちてゆこう。

クレイグとカ\うまいヒトは、急斜面に三日月のトラック残すで。しょ、

足首から「落ちて」早い時点カ、ら績に圧してるってこと(f)~、。0) 、

三日月って、つまり績にス‘レてるってことだカ、ら、トランジ‘ションで

はすでにスピードコントロールされてる、いや、常にスピードをコン

トロール下において滑ってるってことだ。左官屋さんが、コテを左右

に圧しながら、壁を上力、ら下に塗ってくイメージ、だよ。あれって、

すーっと横に圧してるよね、つまりすーっとスピードコントロール

ができるんだよ。

落ちながら、横に圧してスピードコントロールするためには、ノーズ

を下げる必要があるのね。あるいは、自分から落っこちてゆくことで、

ノーズが下がるわけ(00) 。
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マックちゃんはヘソマガリだ

めちゃめちゃやね

.技術などを解説するとき、いろんなケース

を考えるあまり収拾がつなかくなった場合に

こう言って強引に解説を打ち切る。

rわしの身にもなってくれ J (TOKO 談)。

を楽しむ自分とか、やってる状態を言う。

どアンダー

・本来はクルマ用語で、アンダ Lーステアが強

いことだが、たとえば急斜面でエッジかけて

もドドドとズレて曲がって力、ない状況 Fをいう。

トラクション

・駆動力のこと。エッジも、トルクも利きつ

つフォールラインに落ちてるようなとき、「ト

ラクシヨンが利いてる J と形容ずる。

そやけれども

・殺しく言い過ぎたかなと力\エエカッコ言

い過ぎたかなとかやや後悔したとき、ひっく

り返したゆ一人ボケ一人ツッコミしたりする

接続詞。そやけれども、そうばっかりやのう

てこうでもある、という正統的使用の場合も

あるが、とつぜん関西弁になる点は同様。

自動化

・じぶんは意識してないのに、いつもの滑り

がクセになってカラダに染み付いてしまうこ

と。スノーボードは他のスポーツに較べてそ

の傾向が強いと思う。

振りしたときに使う。もともとはヴアーチヤ

ファイター用語。

実験君

・滑りをひとつ進めるため、たとえば極端に

ノーズアップして滑るなど実験してみること。

技の開発テヌトみたいなもの。そういうこと

頭で・っかち

・頭で納得すると満足するコトバや理論先行

のボキャブラソ君。ザ現実の滑りは伴っていな

い場合が多い。

ゴムマリ系

・夜店で釣るゴム紐がついた水風船のこと。

転じて、抜霊多めでトゥサイドからヒールサ

イドへとボヨーンボヨーンと飛び移るような

滑り(対語=ヨーヨームーブメント J

ナチュラルやなあ

・クレイグとかグラブナーの滑りを晃たとき

決まってこうつぶやく。地のまま素っびんで

生きてる三上晃司や竹内正則を指して「ナヂ

ユラルなやつやねん J というようにも使ラ。

出力・入力

• rよし!しっかり踏んでこう」とか気持ち

ゃ感情が先行して、でもうまくゆかないとき、

入力されたプレッシヤーに応じて内力を出力

するのだなどと、気持ちゃ感情を廃して出口

をさがすときに多用する。

えもんかけ

・怒り肩でヒジががきっと曲がってアゴが引

けてないイケてない滑り。

ーへソマガリだからこそ、一般常識や公序良俗に

だまされず、あなたの目からウロコを落としたり、

気づいてなかったことを気づかせたり、

気づきたくなかったことを露わにしたり、

「痛H:こ突かれたなあ」とか

ドキリとさせることができるのだ。

“へソマガリ"と“オリジ、ナル"は、ほとんど

同じ意味で、ある。これらはマックちゃんの

オリジナルなコトパである。

「ま、そーゆ一言葉さがすのが好きなだけで、

あっちゅうまに死語になんねんけどね」

じゃないですか物理的には」などと電話して

くるのを恐れていう。電話してくんなよ。

トルク

・ただ蹴ったり、ただ落下するのではなく、

(滑りを)タメたり、粘っこくしたり、走らせ

たりする内力のこと。

毘理屈やけどね

.説明しにくいことを強引に説明するために

持ち出す詑弁的たとえ(類語=電話してくん

なよ)

ゴム人形

・ヤパ、ドテつ、じゃなく、高速滑走時仁予

期せぬアクシデントによって瞬時に雪面に叩

きつけられ、受け身をとるところじゃない自

分の悲惨な状況を指す。

尺取り君

・伸びたり縮んだり、高くなったり低くなっ

たり、動きのキャパが大きく、かつ滑らかな

滑り。三戸純子に「おまえな、んーと、尺取

り君みたいに滑るんだよ」と直感的に言って

以来定番ボキャブラリとなる。

ある意昧で

・抜重せずにと書くと「そうか抜霊したらい

けねえんだJ とか、伸身でと書くと「そうか

伸身でないといけねえんだJ とか、読者が誤

解するのが心配で、 rある意昧で」だよ、と、

l 分に 5 回は念を押す。

スカる

・エッジが抜けたり、なにかしようとして空

「わしの身にもなってくれJ (TOKO談)

なんちゃって男

・ほんとはそうじゃないのにそれらしくごま

かすことをいう。例えばなんちゃって“ヴィ

テリ" I立、写真を鑓るためにワンターンでコ

ケるヴィテリ。なんちゃって“男"は、なん

ちゃってな滑りばっかりやってるやつを指す。

ショック

・クルマのサスペションに使うショックアブ

ソーパーのことだが、ショックの効いた閥、

広どと滑りのイメージにつ力、う。「減衰庄の高

いショックの効いた脚力、雪面とのコンタクト

を保ちトラクションがかかったトルクフルな

滑りを実現するのだJとかね(分かる7) 。

居場所

・ボードに、安定して乗っていられる場所。

電話してくんなよ

・本書にも髄所に晃られる、イメージを伝え

るために、ある意隊で強引な説明をするとき、

頭が堅くてマジメなヒトが「それはちがうん

ヨーヨー

・ヨーヨーは、ただ思い切り振り下げるだけ

では上がってこないし、下に降り切ってから

ピックアップしても上がってこない。時差と

タメが必要なのだ。その伸びながら縮むよう

な動きをイメトレの材料とし、ヨーヨームー

フメントなどという(類語=尺取り君)。

緯り気昧

・ボードのパフォーマンスに甘え、自分lまボ

ードから降り気昧で、ボードに曲がってもら

うような滑り。ヴィテリタ ンなど。
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-mz き鰐 f??
なんとなく“イメージ"してない?

real?
どこまでがイメージ?

自分が現実に滑ってるとき、その滑りを現実的にイメージできる?

現実とイメージって、言葉としてはよく聞くけど、じぶんのなかで

うやむやになってない? それを、たとえばビデオに撮って再生した

とき、現実とイメージとのギャッフ。に初めて気づいてガクゼンと

したりするんじゃない? イメージギャップつである種の先入観でしょ。

だから、それを埋める方法は、滑りや考え方に幅をもつこと。ああ、

おれっていつも Aの方法で'や;づてんなと気づ、き、 A以外の方法はな b、かな?

こんど Bでやってみよう、 Uう態度が大切だよ。

自分のやってることを、ある意味でつねに疑うことを忘れるな。
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さらにかけられるようになる。そういう意味ではやはり、

曲カ、つてないと一一一直線だと圧せないから一一一ダメなんだな。

でも、直滑降しろって意昧じゃないよ、

rl寄りょう」とする気持ちが、

ターンの質を、変えるんだよ

結果として、アクレッシフtなパワー力一ヴをするために、フォール

ライン方向に気持ちを載せてけってこと。

分かりゃすくいうとね、一一ーボールが範ガ、り落ちてくとします。

放っといたら真っすぐ落ちてスピードが出過ぎてどうしようも

ないから曲がるんだけど、曲がることを連続させて、結果的に

迄っこってゆこうという考え方よりも、もともと

「下まで落っとってし1くぞ」って気持ちで、それをパワー力一ヴで

コーデイネー卜するイメージのほうが、結果的に遣しいライデインク、か

できる。気持ちが重さを増して、スピードのなかで、プレッシャーを

ターンはスピードコントロールの手段であるという意昧で、

「ヤパ、曲がろう」と思った時点でもう負けちゃってるわけ。

たとえばあのレストハウスまで「降りてこう」という気持ちを、

スピードに載せて滑りを重くして初めて、落下するイメージで

ライティングすることができる。

「降りてこう」という気持ちか載ってなくて、スピードがでた状態で

ノーズを下に向けることは現実には怖くてできないから、

「聞かろう」として、滑りが軽くなって、弾かれたりズレたりする。

「曲かろう」とおもってると、

降りれないよ、

rl寄りょう」とおもって初めて

曲がれる(パワー力一ヴできる)んだ、

-降りる?曲がる?

-曲がろう、として、還しいパ

ワー力一ヴにはなりにくい。下

まで落っこっていくぞって気持

「降りる」気持ちが

生むパワー力一ヴ

Z3急斜面に残したトラックを見よげてごらん。

“〈刊の字になってないかな? すぐ曲がろうと

しないて・、 F章子 3枚突き破るくらいのつもりでフ

ォ ルライン方向に「落ちてJ から曲がって始め

て、半円のきれいな卜ラ y クを描けるんだよ。

ちをパワー力一ヴでコーデイネ

ー卜すると書いたが、逆に言う

と、落っこっていくぞって気持

ぢが結果的に、還しいパワーカ

ーヴをメイクさせるのだ。世界

門広 は、もちろんスノーボーデイン

グも、そのように表裏一体色即

づ是空なのだなんちゃって。

っけ)というTV番組で、。、×と大書され

た障子を突き破って見えない向こうに突っ込

んでゆくよね。ノーズがフォールラインを向

いたとき「曲がろうJ とする気持ちを忘れる

ため、障子を E 、 3 枚突き破るつもりで(ノ

ーズが下に向いた時闘を延ばし)落ちてこう。

障子を、パンパンパンと

突き破ってくつもりで\

気持ちを載せて「落ちて」ゆく

・アメリ力大陸横断ウルトラクイズ(だった

image?real?コブの急斜面で曲かろう

とし、緩斜面は真っすぐ

飛ばしてパスする B

-外人に多いタイプだが、必すしもコブでう

まくターンできる技術はないくせに、ボロボ

口になりながらも曲がろうとし、イ ジーな

斜面に入ると、きゅんきゅん力一ヴィングす

ることはチャレンジじゃないので飛ばしてパ

スする。コブは、雪面からのレスポンスがめ

ちゃくちゃだけど、とにかく踏むとか、結果

的に還しい滑りが身について、 A君より早く

パワーカーヴが身につくかもま日れないね。

、‘&

ん♂

て

喝亀 E

、気 3

ム

/

人主jι

コブの急斜面はズラして

ゴマかし、緩斜面で

力一ヴするA

-コブの急斜面ではズラしてごまかし無難に

降りて、中緩斜面に入った瞬間水を得た魚の

ように、キュワーンと曲がる。ひょっとして、

あなたもそうじゃないつ いつもグルーミン

グされた中緩斜面ばかり選んで滑ってない?

そういう斜面は、雪菌のレスポンスが明確だ

から、つぎはもうちょっとアンギュレーショ

ンを強めて、みたいな調子でキマジメに練習

してないつ で、コブはいつやるのつ

タメてタメてきれいに力一ヴする君と、

コケるズレる、けれどいつも先にレストハウスに

着いてる彼とは、いったいどちらのほうが

スノーボードがうまいんだろう?
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•

とりあえすこのへんで

砲がつでえ、と思ってなしγp

噂有量

あそこまで降りるのだ、と思ってる?

一一ボトムに、ココ口を、奪われろ
ある斜菌を滑るとき、フォールラインの下の、たとえばリフト乗り場

ではなく、じぷんの左右ばっかり見て、ターンしやすそうなサーフ

ェイスばっかり探してないフ あそこで'ターンして、次にあそこで

ターンして、あのアイスパーンを迂回してとばっか考えてないつ

スタート地点としてのピークから、ボトムまで、の聞にタコの頭みたい

な青氷のアイスパーンがあったとして、わ、ヤべえなと思って

しまった時点、で負けで不可能だという難しさはあるんだけれど、

フォールラインのリフト乗り場に意識を向けてしまう、意識をロック

オンして、ココロを奪われてしまおう。

フォールライン上に、コフ.やアイスパーンがあっても考えない。

通過する、突き破るかんじ。そこをどうやり過ごそうかなどとは考え

なし1。妓術的に無理だったらなにもしない。なんかしようとするカ、ら、

ヨ|っかカ、る、ズレる、転ぶ。左右lこ、マクドナルドがあっても、

ねえちゃんがいても、寄り道しない。コフもアイスパーンもただパス

して、ボトムまで、ひたすら降りてごう

(妓術じゃなくて、あくまで気持ちメインのはなしよ)。

右左にココ口を奪われるな

-ちょっと難しい斜面を滑るとき、じぶんか

ら、ま50m以内の、とくに左右ばっかり見て、

ますあそこでターンして、その次はあそこで

ターンして、とばかり考えてないつ 寄り道

すんな、いっちゃん快感を与えてくれる、ね

えちゃんG(グラピティ=重力)まで、浮気

せすに降りて(落ちて)くのだっ!

L::3iFたて続けに読め 75
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image?real?ｷ -急斜面では、

じぷんを横からみた

イメージを持て，
v
』

，

d

u
縦

品

川

泥

断

刊

の

←

を

}

内

面

メ

縦

斜

イ
イラストを見れば一目瞭然ですよね、

緩斜面でやっても意昧がないけれど、急斜面では、

ボトムにむかつて、前 lこ(縦 lこ)r 降りる」という気持ちに加え、

じぷんを横から見たイメージを持つ、つまり、標高差をイメージし、

標高差を一気に下に「落ちて」く気持ちを持つことによって、

あなたのライディングは、パワー力ーヴは、さらに遣しくなるのです。

このイラストのような Z蕊哉を f寺つ

だけでは不足{斜面に対して鉛直

なポジションをとれない)。もっと

前足に乗り、飛ひ隆りるつもりで。

フラットなところじゃ、べつにな

んも意識しなくても、斜面に対し

て鉛直なポジションをとれるけれ

ど、急斜面だとそうはゆかない問。

部屋で急斜面を

イメージするときにや

-平らなととろに立ったら、自分の重心を

通って頭に突き抜けてくラインと、自分がイ

メ ジする「上 J が一致するけど、急斜面を

滑ってるときは両者が一致しないでしょ。

ボードが自分の後ろ(山側)にあるわけ。実

際に滑るときも、部屋でシュミレーショント

レーニングするときも、そのズレをちゃんと

意識してたほうが効果的ですよ。
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ノーズをフォールラインに

向けてスピードを得ている

(0fie)。浅田りて維に降

りているが、パウダーの層

を縦に圧すことで、スピー

ドコントロ ルは成されて

いる。一見13<1頃に見える力士

テイ 1!-部分のパウダーを後

足で圧しているためで後傾

ではない (0→lI))。

パウダーは滑れりや気持ちいい。アンクルディープの

中斜面なんて難しいことなんてなにもない。でも、ヒザ上くらいの

深さになると、急斜面でないと滑れないし、急斜面になればなるほど

パウターも深くなり(イラスト参照)、ボードかパウターの下の堅い

パーンに接しないという意味で“ボトムレス"になり、難易度もあか

つてくる。難しい? パウダーなんかどーんと降りりゃいいじゃん

というヒトもいるだろう、たしかに難しくはないよ、どーんと降りる

だけならね。でも、たとえばクレイグみたいなターンをメイクしよう

とするなら難しい。スピードが上がると、パワーも必要になるしね。

パウダーでも、ただどーんと降りてイ工ーイツだけじゃなくて、

たとえば縦のイメージをもっ。斜度か同じで、パウダーじゃない斜面

と同じ深さ(=円)で連続ターンすると、デイープパウターた色ったら

刺さってしまう。ずっと浅く、縦に(フォールライン方向に)降りて

ゆかなければならなL \0 パウターにカ、けていた圧をふっと抜いて

前に飛び出し、縦に(蕩下方向に)抜重し、スピードコントロール

することもできる。そういうイメージと、ある種能動的な経験を

重ねることが、こんどはこんなスプレイをあげてやろうとか、

よりパウダーを楽しむことにつながるんだよ。

「パウダーは後傾」のウソ

・パウダーで、ふつうの斜面のように(斜面

と水平に)圧したらノーズが刺さってスタッ

クしてしまうため、多かれ少なかれ後足でテ

イル慎~のパウダーを圧しながら滑る。つまり、

斜面に対するボードの角度が変わるか、ボー

ド上のポジションは変わらず後傾ではない。

パウダーを圧すことによりスピードコントロ

ールが成される力、ら、ごく浅いタ ンで縦に

降りることができるし、パウダーにかけてい

た庄を抜いて前方に飛び出し浮遊感を得るな

ど、パウダー特有のライディングができる。

縦のイメージその0

パウダーはイエーイッ、

だけじゃなく、たとえば

「縦」という認識を持て

自分のなかにイメージする「縦」

・なぜ振り子のイメージだとうまくゆかない

のか?

振るイメージだとボードが自分カ、ら離れすぎ

る→縦れすぎるとエッジカ、立つ→キユワンと

力ーヴしたりしてボードが返ってこない→シ

ョートターンが不安定になり、たとえば 4 タ

ーンが限界になったりする。縦輔が左右に平

行移動するイメージでボードを常にカラダか

ら磁さす哀下に踏み付けると、リズミカルに

ショートターンしやすい。

せっかく、「縦」のイメージ.のはなしをしてるカ、ら、

じぷんのカラタのなかにも、「縦Jの輔のイメージをもとう、

ショートターンにすごく有効だよ。

うまいヒトが腰から下を左右に振りながら、ショートターンで

降りていくのを見てると、フリコとか円錐をイメージしない?

そのイメージでショートターンしようとするんだけれど、

なんカ、うまくいカ、ないんだなあと感じてないつ

遣うんだよ、ふつうに地面に立ったとき、頭から足元に落ちる「縦Jの

秘が、左右に平行移動するというイメージを持つことによって

ボードをしっかり踏めるようになって、ショートターンが安定する。

そんなあなたを誰かが見ると、左右に、円錐的に振れてるように

見えるけど、あなたのなかではあくまで縦輔が平行移動してる

イメージなんだな。一一寸?かりにくい? だったら反復横銚びを

考えてみよう、自分力、フリコのオモリになって、内傾してる、

円錐運動してるイメージじゃないて・しょ、脚は外に振れてるけれど、

気持ちとしては真っすぐで、ただ止まって、すく"戻ろうってイメージ

でしょ? そういうのに似てんね。

image?real?
縦のイメージその@

ショートターンは、

自分ぷう縦軸が、左右に

平行移動するイメージで
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thinkglobal,ridesteady. EEZ 暑調里 2
.トラックが「線かズレか」ではなく、

かえレッシブ、に滑ることこそ大切なのだ

88

線であろうかズレょうか

アグレッシブであれ

POWER
CARVING

-トラックが線であろうがズレようが、アグ

レッシプな滑りであればパワーカーヴだと意

識することで、カタチとかフォームなど些細

なことにこだわらない、トータルとして這し

い滑りが身につく。

力一ヴインク.って一般に、下のシークェンスのように、トラックが

半円の線になる滑りとされてるよね。まあ、それは事実なんだけど、

ここて凶は力一ヴインクを 13、たつに分けて考えたい。

ますは BASIC CARVING
スケートリンクで自転車に乗ることを想像してみよう。不安定で、

乗れたものじゃないよね? 接地しているところがス‘レないって

ことは安定感があるのね。スノーボードは、サイドカットがあって、

工ツジ‘ンクさえすりや勝手に力一ヴインク lしてくでしょ、ベイシック

力一ヴは、スキーでいうとブルークボーゲンのような(安定して

運動するための)ご、く基本的な技術であって、ある斜面を、べイシッ

クカーヴで(足場がズレないで)滑れりゃそんなにラクなことはない。

次にPOWER CARVING
ライデインク白そのものが、能動的であれ受動的であれ精神面も含め

てアクレッシフで、かっ減速要素が少ない滑りであれば、トラックが

線であろうかズレてょうかパワーカーヴであり、パワーカーブに

必要とされるのは、カタチと力、フォームて、はなく、気持ちだったり、

重さだったり、迫力だったりするのだと思う。

その意昧では、カタチとカ\トラックがズレてないこととカ\小さい

ことにこだわらず、全体的なフィーリングや、雪面からの衝撃への

タフな対応とか、パワフルな力一ウ、インクを目指そう。

せやけれども、ぼくは最終的には、どんな難しい斜面でも、 1 :本の

トラックだけを残して降りてけるようになることを目指すけどね。
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角(エッジ)で切るのも、

面(ソーノレ)を踏むのもいいけれど、

現実に「角フOラス面」で滑ってしも

ことを忘れないこと
角(エッジ)ではなく面(ソ ル)で、面を踏んで、面をl差して滑ろう、
と言い続けてきた。たとえば、アイスパーンに差しかかったとき、

ズレる、工ツジを立てて切らねば、と、と句んと、ん角づけしてったら

どうなる? スカッと抜けて、パンザイ状態ですっ転ぶよね。アイス

パーンこそ、角ではなく、面で、マーガリンをバターナイフ(ソール)

でトーストに圧しつけて塗り延ばすような滑りカ、必、要とされるのね。

この、ソフトフーツ、ヒールサイドのシークェンスだけど、OfJ@は

角的イメージだよね、でも同時に面も使っている(右上コラム参照)。

。00は面的イメーシ、が強くなる。けど同時に、角も存在してるわけ。

なにか言いたいんだって?

角だけのイメージで滑りがちだから、画で滑ることを意識しよう、

けど、面を知ったら一一面も角も存在してるわけだ力、ら一一角力、らL

菌まで自在に使って滑るのが大人じゃないかと・・・・・・。

イメージの有無にかかわらす薗と角は存在しているけれど、ハード

パックて面を意識できる人なんかは、逆にタイトな角(メタルエッジf仇ぶ

の幅E、 3mm)を菌としてイメージして、ノ}ードガ一司君るのも有効で

あり、そういう意昧では、「踏むJってことは商も魚も共通なんだ弓 t 白

90

ほら、面によって角を、

角によって面を、

キーブするんだよ

-ほら、八一ドパックでもパウダ でも、面

と角は存在する。ただ、バランス幅と踏力が

変わるだけで、その積分値(こーゆーこと書

くと聖堂しいって怒られるんだよなあ)、要する

に山の面積、内力の総和は、アイスパーンで

もパウダーでも同じなんだよ。あ、言っとく

けどこれ毘 I皇居だからね、電話してくんなよ。

Men

出血

Powder
Hardpack

パウダ は筒てづ骨れというが、角も

同時に存在する。いつも似たような

斜面て可以たようなターンを繰り返し

てばかりいると、「面によって角をキ

ーフ。する」という重要なセンスか育

ちにくい。

アイスノ〈ーンでフルカーヴし、次の

瞬間エッジが抜けて飛ばされても、

その僅かな面を踏んでいたら、多少

バランス崩すことがあっても、面に

よってキープされた角が雪面に接し

た瞬間ボードは力一ヴィングを始め

るだろう。

A世チ〈

河

、

ソー jレが接する雪買李

「壁」と意識し、壁を圧す

ように踏むイメージで

・八 ドブツ、アルペンボードで、とくに

トゥサイドの場合は、ノーズが内側に切れ込

みやすい。つまり角の滑りになりがちだ。こ

のシークェンスの板のウエストワイズは 183mm

なんだけど、そういう細いボ ドでも、ソー

ルではなく、ソールが接する雪面を「量産」と

イメージし、援を圧すように踏もう。そうい

う意識は、函在感じやすいフリースタイルボ

ードより、感じにくいアルペンボ ドのほう

が重要になる。
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大むかし、 usオープンに行って帰ってきた日本人か、

「まえ、向いてんだよ、ヒザなんかくっついちゃってんだよ」って、

みんな一気に前向きになっちゃった。で、 E 年前くらいには

「やっぱ績向きでしょ」フ。ームがあったよね。流行なんだよ。

スタンスアングルの前向き、償向き、そんなに大事なことを、

流行だからあ、みたいないいかげんな乙とで決めんな、

いっぺんちゃんと分析してみようって話しね。

なぜ一時期アングルかと‘んと.ん前向きになってったのか。

理由は様々だけど、アングルが横向きだとスピード力、出しにくい、

限界スピードがあまり高くないと思うんだよ。強引なたとえだけど、

砂-~ ,;"'w:", ， ""-"f_""'"岳

f 後らJ野
手の性もど方出τ町一

〉J?包Ji空前手戸主にそ
一 一一一一一ーとビー)l:I~F:フ!とむ E1>'~句、建の左右l乙 A
室、芳男守惑う，'l~tcl:~。つまり、ブーyの性能融研都が府岬

t曽えてきて、逆にいうとブーツ(やボード)の性能によって滑りか

左右されるようになり、モータースポーツみたいなもんで、自分では

なくメカの問題でクラッシユしたり、だからとんどん堅い(強めの)

道具を使わざるを得なくなってテリケートな操作をやりにくくなっ

たりとカ\ヒール→トゥの横乗りの、スノーボード本来の良さを阻害

していることカ、目立ってきて、また横向きに戻ってきた。

ヒールサイド、トゥサイドつてはっきり自覚できるアンクルは、

ゃったことをやっただけ感じやすくて、すごく安定感があるんだよ。

アングルを、流行で決めるんじゃなくて、だれかの滑りか前向き

(横向き)に見えてもしっカ、り観察して、漠然とアンク.ルを決めるの

ではなく、前向きだと速い、償向きだと遅いとかではなく、

前向きで‘もヒールとトゥのエッジンクを意識しなくちゃなんないし、

横向きで・限界スピードを上げてく練留も必要、ってこと。

スタンスアングルの前向き・横向き、

そんなに大事なことを、流行で決めるな

-前向きのアングルをとることによって、限

界スピ ドがよがった。それは事実だ。が、

問機に、その績向きのアングルのまま限界ス

ピードを上げてゆく練習も大事だし効果的だ。

横向きのまま

限界スピードを上げてゆく

ト

"町

ダ
ヲ

ねえ、これって

r前向きJIこ見える?

・一見前向きだけど、ヒザは前を向いている

けれど、良く観察すると腰も前に向いている

わけじゃなくて、前向きでも横向きでもない、

いいバランスアングルたということが分かる。

(少なくとも本人はそう思っている)

好きなプ口の滑りを見るときも、単に前向き

横向きではなく、ズボンのなかの脚を想像す

るとか、注意深く観察しよう。

~hinkglob~Jj ,rie;Je steady・
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ハードフーツだと、「足首とヒザをしっ力、り曲げて」と心掛けて、

それでも「角」の滑り、工ツジンクはてきるけど、下半身が、つまり

滑りが、どんどん大昧になっちゃうんだな。ソフトフ iーツで，，(;:J:不可欠

な、足首を曲げながらツマ先で雪面を圧すとかデッキを引き上げる

ことがハードブーツでもできるようになると、デリケートでかつ

力強い操作、たとえば急斜面でカラ夕、がねじれてもボードにプレッ

シャーをかけ続けられるとか、そーいう能力を高めることにつなが

んねん。つまり、「角ではなく酉で滑る J (p90) とか、「ソールをしっ力、り

踏め」と力、「パランス幅の外側のマージ、ンを使う J(p104) とカ\

さんざんいったけど、八一ドブーツしか履いたごとがないのなら、

いっぺん、ノフトフ、ーツ履いてみるのが近道かも知んないよってこと。

ソフトブーツで「面」を、

ハードブーツでりてランス」を

会得するのが楽しし、近道

SOFT 吟HARD

ぼくの弱点のひとつに、トゥサイドか自動化(カラダに染みついた

クセ)されてて、なんも意識しないでおりゃっ!と突っ込み、内傾

オ-J'\-( こなってコケることがあった。つまり/\ードブーツの性能

に頼り切ってる部分があったんよ。一一ソフトフ‘ーツだと頼れる

もの(プラスティツクシェル)がなくて、内傾オーバーになったら

えれえ怖いからそうはならない。ハードブーツと違って雪面カ、らの

反発や衝撃などを忘れようがなく、トゥサイドでは曲げた足首を

それ以上曲がらないように突っ張り、足首を曲げつつツマ先で雪面を

圧すことが、ヒールサイドでは(ハイパックかあるといえ)、足首と

ツマ先でボードを引き上げる運動か不可欠で、それが「菌」を生む

わけ。ソフトフーツを履くことのメリットはまず横乗りの基本に

リセットできること。次に、足首、ヒザ、股、 3 つの間接を均等に、

しっかり曲げるcl7ページ参照)ことを覚えやすいこと。それは

そう簡単なことじゃなくて、筋力が必要なのさ。

(フリースタイラ の芯、くらはぎやスネは、けっこう太し，)

それは八一ドブーツ履いても、必要なことなんだよ。

では、ソフトしか履いたことが

ない人が/\ードを履いたら?

・ソフトで滑りこんでいるなら、横雪量りの基

本ができている人が多いだろう力、ら、ハード

ブーツのメリットを引き出しやすい。ハード

ブーツは足首を動かしにくいぶん、ポジショ

ン(カラタを動かせる編)が狭いよね、逆に

言うとそのぷんシンプルで、体軸だけつくっ

てキュイーンと力一ヴィングするとか、バラ

ンスを会得しやすいわけね。

で、またソフトフーツに戻ったとき、八一ド

で会得したパランスによって、たとえばこれ

くらい内傾してもこの軸を保っていればカー

ヴしてゆくとか、それが本来わがものになっ

ているデリケートで強い函(ソール)操作な

と、に加わったとき、すごく限界滑定能力が上

がるんだ。

E芳5・2茂~~~~ヨ::til

-八一ドブーツしか履いたことがない人力、初

めてグラビティに乗ると、とーぜん前向き、

ナロウスタンスをとり、ヒール→トゥという

より(プラスティツクシェルに頼って)、左右

に工ツジングするクセがついているため、カ

ラダの輸を傾けてターンしようとするが、パ

インディングもブーツもないため往々にして

すぐコケる。

~~このシークェンスはパワーカヶ ""le(: ヵiら、.

あんましジェイミーっぽくはないけどね

-ソフトフ ツユーザは、積向きでワイド

にスタンスをとる人が多いので、左右ではな

く前後(腹・笥中)に、ヒール→トゥとプッ

シユ、態勢力、自然で、尻が出たら頭をかぶせ

るなどリカパリーもナチユラル、ブーツやパ

インデイングに頼らなくてもタ ンしやすい。

lobal, !,idesteady

臨塵盛圃

せっかく

ソフトブーツ履いたの応、

ハードと同じフォームはあか九

・よくあるんだけど、友達に「え、ソフト履

いてたの、八一ドで滑ってるんだと思ったよ」

って言われる。ソフトブーツ(とフリースタ

イルボードでも)八一ドと同じようなフォー

ムで乗ってしまうのね宣言初のうちは。ま、す

ぐに慣れるけど、けっこう思い切って償向き

に、うんこ座りにならないよう腰を落とし、

ジェイミー・リンみたく雨腕でテツキを押さ

えるように。両肩をボードに平行に保つイメ

ージで、ノ ズ方向を見るように首だけを曲

げて前肩 1ニアゴを載せ、肩からアゴが離れな

いよう心掛けましょう。

“ノ、ード"なあなた、いっぺん

ソフトブーツ履いて、ふつうに

「横乗り」してみたら?

HARD 吟SOFT

クラピティってスケートボードがあるんだ。ふつうのより長くて、

サ ファーがさいきん練習につ力、ってるらしいよ。

不思議に(と言うか当然なんだけど)スノーボーダーが初めて

グラビティに乗ると、スタンスもアンクルも、手の格好も、

スノーボードとほとんどおんなじフォームをとるわけさ。

フリースタイラーは横向きに、ワイドスタンスで乗るけれど、

八一ドフーツ履いてる人は、スケーテインク‘後、足を前向きに揃え、

カラ夕、を左右に傾けて曲かろうとして、当然、すぐ落っこっちゃう。

ソフトブーツはヒール、トゥとプッシユするけれど、ハードはアング

ルを前に振るから、ヒール、トゥに加え左右(償)に傾ける、下手

すっとプラスティツクシェルをコジてターンするクセがついてて、

グラビティのうえでプラスティツクシェルを取っ払われると途端に

乗れなくなっちゃうわけよ。

フリースタイラーは横向きで、左右ではなく前後(腹・背中)、

ヒールとトゥで乗るから、尻がでると頭を入れるとか、前に倒れそう

になると背を反らせて耐えるとカ\ほんらい自然な動きだから倒れ

にくい。ハードの人はそれを、忘れがちやねん。だから、分力、りやすい

ようにク色ラピティを例に引いたけど、八一ドブーツしか履いたこと

がない人、ハードブーツで伸び悩んでいる人はソフトブーツを

履いて、サイドウェイスタンスの基本を感じ、リセットしましよう。
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MINSTANCE(ex38cm)
.ノ fランス(とくに前後)がシビアになる。

.カラダの(上下の)ストローク!隔がおおきい0

.ボードの「ここ」に乗ってしもと、感じやすい0

.前、後、と踏むようなボード操作がしにくい。

!<)TA附

、
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随一『
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一句♂一、 "w

-よぷとζ」

アングル、力ン卜はそのまま、そのボードで可能な最小スタンス

に。目的は、ベストポジションを探すために、最小スタンスと最

大スタンスでの違手α惑を感じることだ。

分かりにくいかも知れない。けれどじっくり上下の写真を観

察し、ヒザの角度や腿の見え方の違いを発見し、あなたの内

なる感覚として再生しよう。イメトレとはそういう作業だ。

スノーボードからより快感を得るための原則は、

OMAXcMIN(両極端)をまず知り、

@そのなかでベストフィットを探し続け、

@ベストフィットを疑うことを忘れないこと。

thinkglobal!l

ridesteady

MAXSTANCE(ex48cnが

ここまで色この本を作ってきて、改めて気づく。 image GAP 、

イメージ(理想)と現実をくっきりと知り、荷者のギャッブを埋めて

ゆくためにはどうするカ\という方法を、切り口をかえて説明して

きたのだと。一一ビデオに縁ったじぷんの滑りを再生して、イメージ

(I'皇想)と現実の差に樗然とする。おれの滑りって完壁じゃんと思った

あなたには進歩はないし進歩する必要もない。理想と現実の差を

ちゃんと意識し、それを埋めようとする熱意があればあるほど、

あなたはシアワセなスノーボーダーだと言えます。

イメージギャッブを纏めるためにはやはり、滑りに対するセンサー

を敏感にすること。そのセンスを錆び付かせないことです。

いつもばくぜんと滑っていたら、センスは錆ひ、付き、スノーボード

そのものが楽しくなくなってしまう。でも、心配しないで、ごく簡単な

(センサーを錆び付かせない)方法がある。

じぷんのボードで、スタンス幅を最大と最小にして滑り、その差を感

じてみる。大切なのは、スタンスが広い狭いの、どちらか「良い、悪 l'J
じゃなく、両者の滑走感の遣いを、ただ感じること。

いつも同じボードで、同じスタンスで、同じような斜面で、同じよう

なターンばかりしていても上達はするでしょう。でもあなたなりの

クセがより繍強されて、発見とか、新しい快感に出会うことは、

どんどん困難になってくよ。一一スタンスは一例だけど、動きや、

力の使い方を含め、スノーボードからより快感を得るための原則は、

OMAX とMIN( 両極端)をまず知り、

@そのなかでベストフィットを探し続け、

@ベストフィットを疑うことを忘れないこと。

。TAKI

たとえば、大級聞きスヲンスをとったとする。ほら、進行方向に

リードしていくようにヒザを使えないよね。同一スタンスでばか

り乗ってると気づかないことが縫え、鈍惑になる。

h

a

~ Of' ,..
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時何捌順 守司
_..;::;'

4

向瓜 哩町下 、 品
ム、‘ l:': 話秒 一ー

釣. 岬~，、s

'

品輸 ~
、":，.' ....

:":'~"': ~角側、，_ _,';I:, ι:.;，;，.令 1.. -I

一. "命 、 ・， 吋.-- ・圃・・・;1.d胤長哩蟻盛遁語弘孟飽~官:""""""1

. 浩 一・、惜ふ.-;戸市司問削司出品~証曹田範...剖 ・ .
f: .，白九乙 宇ムヲ闇輯iIS''''持主=‘- -~ '-崎一τ4 マ

ー--ー-、‘a 亀 ~'-I ...-•
.どかっと踏ん張れ安定する。

.カラダの(上下の)ストロークl隔が少ない0

.ボードのどこlこ来ってるかがあいまし、。

.バランスを崩すと、前だけ、後ろだけ、の加重になりカ1ち。

たとえば、やわらかいボードでワイドスタンスをとると(ボー

ドの)フレックス古寺宣されテ'ッドになってしまうんだな、と

気づいたりもする。発見があると、飽きないし、楽しい。
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この本を買った、読んだ、

なかなかオモシロいじゃんかと思った、

それでも、おれなんか、

そんなにうまくなれる
わけがない、と

思ってるあなたに
運動神経がない、脚力がない、怖力、ゆ、

そんなんたいした問題ちゃうんよ

締翻錨輯磁調踊錨剛

一一・わしなんカ、頭てーっかちゃん、たと

えば急斜面ょう滑らん、臆病や、脚

力ないな、と自分を資めて、ネガテ

ィブなことばかり渦巻くタイプでね、

でもなぜかイケイケの気分になって

ぷわーと滑るんやけど、そんなとき

は必ずといっていいくらい逆エッジ

くらって頭打ってよけいネガティフ

になって・・…技術的にもそうだけど、

メンタル的にも不器用なんやね、

MAC ・おれなんかも死ぬほど思うよ、下

手だ、ピピってダサいと力、ね、でも

それで終わらせないだけよ、

一一・怪我してもええから思い切ってド

ーンと行ってまうとか?

MAC ・ううん、その日はそれで終わるか

も知れないけれど、それで終わりと

ちゃうやん、ビピってる今のおれは

カッコ惑いけど、いつかカッコ良く

なれるかもま日れないと信じて、頑張

るわけじゃん、

一一・その話しとはつながんないかも知

れないけれど、さっきマックちゃん

言ったゃん、ちゃんと深回りできな

いと急斜菌は滑られないって。ボー

ドを(斜面に対して)績に向けられ

ないからと、そうか、なるほど、と

思った。

わしって臆病ゃなとかそういう陵昧

なことじゃなくって、中緩斜面でき

っちり深田りをマスターして急斜面

やろうと、システマティックにやろ

うとやる気になったんよ、この本は、

そういう効果があるよね、最初に塞

いたけど、倒的や経験値は急に唱え

ないけれど、イメージは一瞬で変え

られ、ひょっとしたらイメージのほ

うが上達に効果的かも知れない・・・・・・、

MAC ・だからトコさんは、来客があるこ

とを知ってて、ドアの鍵を開けた状

態だったんよ、刺激が欲しい、変わ

りたいと潜在的にせよ思ってたわけ

よ、みんなプレゼントが欲しいわけ

さ、ひょっとしたらサンタが来て、

プレゼントしてくれるかも知れない

ってね、

一一・そやね、こういう本を買おうって

人は、そこを期待してるんだろうか

らね、

MAC ・その気持ぢ、おれがよく分かるか

らね、おれはそのプレゼント貰った

ときの緩しさをよく知ってるわけだ

よね、そういうことの連続だったし、

上級になったからって、壁を滋える

のが雲監しくなるだけで、感動が減る

とかないんだよね、ピギナーがエコ

ーのスクールに来て、生まれて初め

て連続ターンができてヤツターッ!

それとおんなじやねんね、そこがお

れと皆なの接点とちゃうかな、皆な

とおれが同じ人種ゃから、そういう

喜びとかを共有できるんちゃうかな、

一一・さっき開いた、ニュージーのへリ

スキーで Bさんのはなし、

MAC ・そうそう、そんなに経験ないのに、

「パウダーはます真っすぐ降りて、

スピードださないとダメなんですよ J

ってノーズを下に向けてあげたら、

Bさん「わっかりましたあ Jってほ

んとに莫っすぐ降りちゃって、さす

がにヤパいと思ったのか曲がろうと

カラダを傾けた、スピードでてるも

んだからそれは見事なスプレイ上げ

て「イ工ーツ! J 、

一一・マックちゃんも一緒になってイエ

ーツ l そういうときって、こう、

脳と脳がネットワークされてるみた

いな・…、

MAC ・て言うか、その人になっちゃって

んだよね、

ー一一・そういう意昧では、この本に書い

てあること全て、この本の目的は、

マックちゃんと読者とのあいだで、

そういうシンパシ一、共有感覚を得

ることやんね、いちばん宣言初に書い

たように、この本はぼくの LIVE

(現在進行形)に過ぎないけれど、

ぼくと同じ方向を向いたら、ひょっ

としたら上達とか快感を、より得ら

れるようになるかも知れないよって、

問問・そうやね、

一一・ケ ススタディとしてね、たとえ

ぱキャンプでね、とんでもなく運動

神経がにぶい人とか、スーパー頭で

っかちとか、筋力がゼ口とか、そう

いう人が来たとしたら、どういうふ

うにシンパシーを得るのつ

MAC ・いちばん大事なのは、その人が、

楽しもうとか、うまくなりたいとか、

そういう気持ちが強いかどうかだよ

ね、やる気がないんだったらヤメち

ゃったほうがいい、

一一・いくらやる気があったって、すご

い太ったおばさんで、ヒールサイド

でコケたら自分で起きれない、そん

なん手の施しょうがある?

MAC ・やる気があるんなら、痩せるのさ

(笑)、コツひとつ教えてあげるだけ

で、パックサイドでコケても起きれ

るようになるしね、

一一・でも痩せるのも大変ゃしなあ、

MAC ・そういう人って、得手不得手があ

って、優れた部分もあんねんけど、

下手な部分が強烈に巨だっちゃって

るだけなんだよね、たとえば頭でっ

かちの人は分析能力があって、分析

能力も、スノーボードにや絶対必要

なんよ、問題はそれによって感覚が

犠牲になってることで、感じたあと、

それを分析するようになれば、その

人、すごく伸びるだろうしね、

一一.そうできりや苦労しないやろけとな、

MAC ・運動神経が鈍いとか、ヒールサイ

ドで起きれないとカ、ね、その人が、

自分は鈍いとか、太り過ぎてスノー

ボードなんかとても、と思ってるこ

とのほうが、滑れない事実よりずっ

と大きな壁やねん、

一一・そりゃそうや、本人にしたら深刻

なことやもん、

MAC ・ほくなんか、だからインストラク

ターには向かないんだろうけど(生

徒が)、うじうじしてたりすると火い

つけるためにえらい怒鳴っちゃった

りすんのね、そうすっと「くっそー J

とか、イキオイでできるようになっ

たりすることも良くある、

上達って、自分はダメだとかゆ一意

識を含めた r言葉 J よりも、怒りと

かイキオイとか、精仰やねんね、

一一・これは本だから、 「限界のある言

葉J で勝負するし力、ないけど、ロジ

ックよりソウルのほうが大事やと。

MAC ・ 7 年くらい前かな、カナダのウイ

スラーでインストラクターしてたの

よ、ボブ iってやつがいてね、クレイ

ジーボフ、って呼ばれてたんだけど、

スノーボード始めて閣もないのに、

どんな斜面でもどーんと薄ちてくる

んだよ、そいつがね、マック、教え

てくれよって、こんなかんじだと滑

ったら、ボブ、ケンパーの尖った細

い非対称ボードに、ソフトブーツこ

んな前向きにセットして、その急な

GS のコース、ぐわんぐわんノーズ

アップさせながら、フォームなんて

むちゃくちゃだけど半分くらいまで

コケないて d降りてきたからね、下で

見てたおれら全員 rイッエーイツ! J

大切なのは、ノリとか気持ち良さと

かソウルでね、技術なんてあんまり

関係ないのさ。

一一・実際に読者全員と一緒に滑ってソ

ウルフル・シンパシーを得るわけに

もいかんから(笑)、言葉で、痛いと

こ突いたり、嘘やフェイクを暴いた

りしようと頒張っているわけですが、

クロスインとかショックとか、オリ

ジナルな言葉を使うやん、そういう

の、どんなふうに出てくんのつ

MAC ・スキーのことが多かれ少なかれ役

立ってると思うけど、

一一・むかしエコーパレーでスキーのイ

ンストラクターやってたときの経験

がつ

MAC ・うん、インストラクターって、本

読んだり、先鼓力、ら教えてもらった

りとか勉強して、生徒さんに毎日教

えるもんだから、それが自分の理論、

自分のものみたいに勘違いしてしま

いがちで、 fこうするし力、ねえ」みた

いに主張して、他の方法もあるんじ

ゃないかと考えにくい職業なんやね、

一一・なるほど、

MAC ・スキーのころからなんか遣うなと

思ってたんだけど、ある臼突然、ボ

ス(高橋校長)に f遠膝、あしたから

スノーボード教えろJ と言われて、

ま、なんちゃってトランジションく

らいはできたけど、ほとんど八ッタ

リでスノーボード、教え始めたわけ、

一一・うんうん、 19リの有名なエピソード

ね、

MAC ・本もなにもないから、自分でやる

レかないよね、でもね、お客さん、

毎週来てくれるんだよ、新しいお客

さんを連れてね、

おれ、言うこと毎週違うんだよ、先

週はこう思ったけど、その 1 週間で

おれ自身新レいことができるように

なってるから、 i逢うこと言うわけよ、

一一・ライブゃねえ、

MAC ・お客さんも、お前、先週言ったこ

とと違うじゃねえかと怒らないよね、

言われることに一貫性があるより、

うまくなったり、気持ち畏くなった

りするほうがいいもん、

一一.新しいことを見つけて、それ夜な

んとか言葉にして説明しようとする

傾向が、いまだに続いてるってこと

ね、

MAC ・そうだね、自分の造語 (66ページ

参照)もあるしスキ用語からひっ

ぱってきたり、外側のマージンなん

てのは土屋圭一(レ サ )も言っ

てるし、おれの場合いろんなとこか

ら股収してんね、クルマを買ってサ

スのごとが分かるようになると、そ

ういう用語を使うし、

一一・ショックの効いた滑りとか、

MAC ・だってほんとに効果あんねんもん、

リベ口に、 1:年でダメになるような

のだけど、強化ショック、つけたん

よ、それでマンホールを通過したと

き、サスは突き上げられながらもト

ラクションを保つことを実感したん

だよ、それを、スノーボードする脚

としてイメージしたらほんま効果あ

んねんもん、効果あったらその言葉、

使うよね (22ページ参照)、そういう

意昧では、ヒトに伝わりやすい言葉、

一生懸命探してんだろうね、

・わしは別に教え廃ちゃう言うたけ

ど、そういう窓昧では教え腐なんや、

MAC ・おれはなんか探してる人と、おれ

が探レて得たものが似てて、その人

と一緒に探して、おれの探しかたが

多少なりとも役立って、その人が見

つけるのを見届けるのが好きなの。

そういう意昧じゃ、難易度力、上がっ

ても一緒じゃん。

~ ~
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(ターンの前半と後半)

101

なったりする。

が、トランジションの手前力、ら;欠のターンの

工ントリ一部分を前半と意識すると、(前半に)

しつ力、り次のターン弧を決めにゆけ、結果と

してクロスインも成され、難しい状況でも、

力強い力一ヴイングができるようになる。

-・闘聞ターン前半

ターン後半

4

-従来の、ターン前半、後半イメージだと、

ターン前半で;欠のターン弧を決めにゆこうと

怒っても、すでに;欠のターンに入ってるわけ

だから間に合わす、ターン後半で、遠心力|

みたいなかんじでターン弧の内側にいすぎて、

ょっこいしょトランジションせざるを得なく

このターンの前半・後半イメージで、CARVE STEADY

次のターン弧を

決めにゆく

(前半)

・ほんとはヒールサイドに切り返す前からな

んだけど、足首から;欠のターンの方向を決め

てゆき (08~)、決定したRでカfヴイング

してゆくボードに黍りこんでゆく (00) 。

一時駒

ボードの性能に

乗るターン

(後半)

・曲がり、落ちてゆこうとするボードの運動

を邪魔しないよう、逆らわないよう、縫えめ

に、あくまで脇役としてその*、ードにそっと

乗り 16'んでゆくイメージ2 ぞれかボードのバ

コオーマジスを活力、す方法でもあるb

4

レベルが低い滑りだと、なんとなくうやむやにトランジションを

こなして、ターンのピークを過ぎたころから、遠心力ぅ! みたいに

ボードを蹴ったりして、ターン前半は何もしないでボード任せ、

ターン後半に運動(ボードに対する働きかけ)をしてるわけだけど、

ハイスピードとか急斜面とカ\難しくなればなるほど、その逆に

濁んないとダメなんだよ。トランジションから次のターンのエントリー

にかけては、ボードに仕事をさせちゃタメ、自分から

積極的に運動していかないとね。

急斜面で、自分かボードをクロスオーバーして超えてくってことは、

自分よりボードが上、山側にあり (77ページ参照)、進行方向の後ろに

あるわけだから、雪面とのコンタクトを確保するのは難しい、だから

こそトランジション手前力、らしっ力、り動いてコンタクトを保つ、

エッジ.ングする、必要がある。エッシ‘ンクlして、;欠のターンの方向づけ

をしろ。トランジ、ション手前から積極的に;欠のターンの内側へと

エッジングをゲットしにゆけ。一一ークロスイン (50ページ参照)だね。

そこまでか「自分が仕事をする」ターン前半よ。ボードがフォール

ラインを向く直前からをターン後半として(トランジションは含まれ

ないわけね)そこでは、ボードか落下してゆくのに逆らわず、邪魔

をせず、あくまでボードの運動を優先させて、ボードに仕事をさせて、

じぶんは控えめに、ボードに体を合わせてゆくかんじね。
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~たて続けに読め 103

7

3つの関節を均等に曲げよう07ページ)とか、ショートターンは

カラ夕、の中の軸が平行移動するイメージで(78ページ)とかさんざん

言ったけど、とりあえす忘れてください。ここでいいたいのは複雑な

話しじゃなくて、じぷんの中に、曲線の、しなる、パワーライン(じぶん

の力をソールヘ伝えるライン)をイメージしようってことです。

子供のころ、紙にサーキットの絵を描いて、鉛皇室を立て人差し指で

きゅっと押し、ピン!と飛ばして遊lぎなかった?

鉛筆って翰だ力、ら、力をためて、いきなり解叙するしカ、できないんだ。

力を伝えるってことは大前提で、蓄えた力をどう料理するかつて

ことが問題で、力者E伝えつつ姿勢変化ができるものって、

「しなり」なんだよね。パワーラインに角ガ、あったら(しなる曲線

じゃなかったら)、ヒンジが曲がることで姿勢は変えられるけど

力は伝えられないよね。

いっぱいしなれば、いっぱい姿勢変化できる。カラ夕方、伸ひ明るまで

は、しなっていたほうがいし1。スノーボードは横Gか大きい力、ら、

前後より左右にしなるとイメージするほうが分かりゃすい。

どんなに大きな横Gがかかっても、どんな態勢になっても、しなって

ウエルバランスを保ちつつ自分のパワーを伝え続ける・・・・・・。

じぶんの中に、曲線の、しなる、

パワーラインをイメージしよう

けれど頭はつねに立てること

・乙れはごく基本的かつ大切なことなんだけ

ど、 E買はセンサーだから、どんなにi嘆いたり、

どんな態勢になっても立てておかなくてはな

らない。うまい人の滑りを見たら、どう滑っ

てても頭だけはばきっと立ってるてψしょ。

いくらパワーラインをイメージレ、しなって

も、頭が寝てるとそこからパワーか抜けてく

し、センサーが傾いているからそもそもパワ

ーラインをイメージすることができないんよ。

thinkglobal,
ridesteady

I~直町田

たとえば定規をしならせてみる。角がなくて、

折れないから、力がずっと指に j卦かるでしょ。

そのイメージで、カを雪面に掛け続けるわけ。
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2

3

「内側」の限界をさぐるときは、

手を雪面につかないよう

・内側の滑りで、手を雪菌についた時点で、

内側のマージンはさらにひろがるのね。つま

り、手をつくことは、自転車の繍助輪みたい

なもので、リカバリーに役立つメリットと、

内側マージンの限界がわからないというデメ

リットがある。手はスキーのストックみたい

なもので、あるものは有効に使ったほうがい

いけど、内側マージンの限界をさぐる練習で

は、深く傾き、しかし手はつかないように。

4

-liE嘩ZEE

5

バランス・マージンの、

9

6

バランス幅のマージンの

外側を意識して滑ろう

なせ白「外側」在意識して

滑ったほうがいいのか

・スノーボードは、遠心力に逆らって(外力

とバランスをとって)内側に傾くことが楽し

く、ターン後半はとくに遠心力を体感しやす

いから、内傾オパになってしまいがち。

正確に言うと、バランス帽の、内側のマージ

ンばかりを使って滑ってしまいがちなのだ。

内傾オ パだとしっカ、り踏めず、ょっこい

しょトランジションになってしまい、滑りが

安定しない。イラストを参照、分かるね、タ

ーンが終わりに近づくほど、パランス幅ぜん

たいが起き、狭くなってゆくんだ。

内傾オーバーを解消するためには、バランス

隔を常に意識し、その外側を使って湾ろラと

意識する。その意識が内傾オーバーを解消ず

同時にボードの川立置に乗り慨 7
ことを助ける。外側のマージンが僧えあと内

側のミスも減る。

べつにサ ファーが偉いわけじゃな~Jけど、

うまいサーファーがボトムやリップで円をつ
ぷ吋

なぐのは、内傾し過ぎす、ヲーンの外慣uに飛，

ばされるほどカラダを起こfし週ぎす:つねに
いい位置に乗り続けている力、らだ。語

スノーボードにはパインディングがあるωで、

コジったり寝かせたり融通がきくんだ。でも

それに頼つ古いると滑りの限界Ii伸びない。
今か品
叫{

8 i 魂辺倒

刷 業革

ターンで内側に傾くってのは、ターンする、遠心力に対抗する

スポーツどれにもあるよね。スノーボードも、遠心力が楽しい。

ターンによってひとつひとつ違うんだけど、内傾した状態から、

内側、外側に、マージンが、許容範囲があるわけだよね。でもたいtてい

はそのマージンをごく大ざっぱにし力、意識しでなくて、多ての場合、，

内側に傾き週ぎてしまう。だから、(前べ←ジ百パワーラインが憲識

できていないとやや難しいんだけど)マージオの外側を探りにいくピ

ような気持ちで、マージンの外側をもっと使って滑りましょう。

そうすることによって、クロスアウト (50ぺ-:;J参照)とか、ターンの

r前半J (101 ページ参照)とかがしっかりして、 F滑りが安定してくる。
だからって、内側を使うなとは言わないよ。 盟

内側のマージンの幅をひろげるというより、。イテリとか楽しみ

ながら内側マージンの限界を探りにいこう。「内側 J( ct:楽しいしね。

内側を知ることによって、外側もクリアになり、いつもマージンを

意識し、そのマージ、ンを自在に使って滑れるようになる。

thinkglobal,ridesteady
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dearfriends
ともだちがいるから、スノーボードは、たのしい。

109

ー-

MOLLY

STEAVO
スティーブ-オートン

(“RIDE READY" や“CARVE

STEADY" を作ってくれたアドベン

チャースコープヰ土の日本窓口の“ 24時

間戦えますか男"なんよ。わしもヤパ

なったら真似しよか思うんやけど、ど

んな苦境て・も平気平気って平然として

て、でも解決案は出さへんねん、でも

結果としていつも「平気 J なのは、ひ

ょっとしていつも腹案があるんちゃう

かと……とにかくタフな男や。

HaruhitoMori

⑨おもろいやつやねん。一緒に滑ると

アイデア出たりとカ\気ぃ使いのとこ

もあんねんけど、わしには欠けとる、

ビジネスの企画を立てて、準備して、

根回しして、実行してゆくみたいな肯 E

力もあるしね。ま、スノーボードやじ

きた道中みたいなもんですわ。

~b [{CA

滝口保さん
TamotsuTakiguchi

ぞう言わずと知れた巨匠カメラマンで、初めて撮っ

てもらった方て aもあります。ぽ〈カミ 漠然と感じ

ていても言葉にできなかったものを写真というカ

タチにしてくれたり、表現する、ということ全て

を学びました。いろいろ大変な旅も重ねましたし

~ねえタキさん。

ーー\

森大二 8ユ力コさん
Yukako&DaijiMori

ぞ次こは、ぽくがスキーインストラクターだった

ころからのソウル生徒さんで、いまは鎖すに勤め

ていて、やってることはぜんぜん違うんだけど、

半年ぷりに会うとリフレッシュて・きるというか・

…たぶんおれみたいに欠点もあるんだろうけど、

自信があって自分の言いたいことははっきり言っ

て、なんか尊敬?できるのね。ユカコさんは奥様で、

二人ともいつも機嫌が良くて、二人で手をとり

あって前に歩いてるかんじでさ、微笑ましくて、

素敵なカップルなんよ、うらやましいわ。

片岡弘道さん
HiromichiKataoka

ぞうさいきん撮ってもらうことがいちば

ん多いカメラマンで、この本も l 冊、

かれの仕事やねん。ビジネス抜きで、

新しい撮り方を探そうとして、おれが

新しい滑り探そうとすることとシンク

口して、仕事してて楽しいねん。優し

い男で、おなじくらいの歳の息子がお

るからかなあ、ルスツで、迷子になっ

た男の子の幸!lL探したっとったわ。

zμ~'.

μ\ω~ ('I' ur~

KazumasaTakesue

⑨サーフィンのこと、あんまり詳しくないんだけ

ど、なんせ優れたサーファーで、マーくん(竹内

正則)に連れてってもらった海で、武末さんの口

|ングボード・ライデイングを見てぼくもサーフィ
ン、始めたんよ。スノーボードしでも、ロングボー

ドみたくさくっと腰て乗ってメ口ウで札派手さ

とかより、気持ち良さを感じる感覚の大切さ、み

たいなことを教えてくれるんだな。

岩村優子さん
YukoIwamura

⑨スノースタイル誌の編集者で、スノーポーテ'イ

i.. ングマスターなど、モノを作るために一緒に費や

, :irした時間がいちばん長いヒトです。柑性がいいと

E いうカ\彼女のおっとりとした性格がそうさせる

んだろうけど、スケジュールカ守甲した、急斜菌で

の撮影でも、やわらかい空気を運んで〈れる女性

です。むかし、ぼくが電話のない安アパートに住

んでるとき何本も「至急連絡サレタシ」と電報を

くれて、重い腰を上げて電話を引くきっかけにな

りました(笑)。

MASATakeuchi

ぞうま、カッコええ男や。日本人なのに

外人みたいに滑るまー〈んを見て、

カッコええなぁと憧れたもんや。最近

はゴルフを教えてもうとるねん。

ふふ ι

シーサー

高橋校長
NobuakiTakahashi

⑨エコー I~ レースポーツスクールの校長先生。

(安 L申鉢ヰでコキ使われたりもしたけれと 1 いま

のぼくがあるのは校長のおかげて・す。有能な経営

者だったりもするのだけれど、根っこはソウルな

スポーツマンであり、たしか 52歳だけれど、ス

ノーボードもぷっ飛ぶまで攻めるし、今年はソフ

トに履きかえてソウルライドするぜとおっしゃる。

尊敬しています。

TomomiNakamuta

⑨ 95年の 8 月に NZ で初めて会って

\マ 一緒に滑っ t::'.んやけど、いつもなんか

、 ~追いかけてて、地のまま突き進むタイ

fW 睡墜プで、下躍的言い方すると女性って
，~唱;盟ふつう、その場にいる人の顔色とか雰

圃圃-囲気で言い方変えたりするじゃん、

与;:~ そーゆーことが全然なくて、いつも地
で、清 4 しいんよ。

⑤A恒国 hi U回a

ｩTAKI

え

JunkoMito

t)SBでは教え子だが関西弁では師匠筋にあたる。

松ちゃん(ダウンタウン)がオフィシャル師匠な

んやけど、三戸はなんちゅうか「生きた関西弁J

を教えてくれるんや。パウダーとカ先に滑らせて

も、クニックもなんもないのに突然コケるから

コーちゃん(三上晃司)に「また地雷踏んだんか」

いわれとるわ。

KojiMikami

理う殺友て棉棒、ソフトでもハードでも

戸伊 うまいコンタクトレンズみたいなやつ、

〈占舗 とにかくいいやつ、書き始めるとキリ

r 火酒がない。

村山恵美ちゃん

ｩHidenoriNakajima

EmiMurayama

ぞ形本ちゃんの GF で、名古屋のお店とか山て会うくらいなん

だけど、彼女がいると、レストハウスの 5分10分の休憩でも、

いつもより不思議にリラックスできるとか、違うんだよね。

きっと頭もよくって、すごく高いレベルで人に気を使わせない

とカ\素敵な女性なんだってことだろうな。杉本ちゃんもええ

男やし、そりゃあお似合いのカップルやねん。(写真左)

ユン・ドン・ヒョク
YoonDongHyuk

⑨韓国のトップ・スノーボーダー。日本語読めな

いのに、ぼくの本を読んでくれていると聞き、国

際電話で盛り上がった。韓国に収まり切れず、日

本:， NZ、世界に出て、日本人的な『出各も持ちな

がら滑りはアグレッシフ.で、スカッとさせてくれ

るやつ。

杉本孝次
KojiSugimoto

ぞ店側切にも刺激受けるし、滑りの目標が変わらないわけじゃ

ないだろうけど、杉本ちゃんって「今年はこうでしょ」みたい

なこと言わなくて、ヒ卜の悪口も言わなくて、いつも朗らかに

前、向いてるかんじがするんだよね。(写真右)
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さいきんは下火になりつつあるけれど、大工とカ\カメラマンとか、

落語家とか、臓人的・芸術的分野に、徒弟制度があるのはなぜか?

それはべつに、弟子を安月給でこき使って、いじめて、

根性をつけさせるためではなし、

師匠の臓能を、言葉で、マニュアルで覚えさせるのが不可能だからだ。

だから四六時中師匠に従って、カラ夕、で、五感で、感覚で覚えるしか

ないのである。師匠も、言葉で教えられないことに苛立って、だから

怒鳴ったり、蹴飛ばしたりするのである。

そして、スポーツという非言語的な運動にこそ、ある意昧で芸術より

すっと、その種の徒弟制度的インストラクション(大相撲には残って

いるけれど)が必要なのである。

一一けれど、そういうわけにもゆかない。

だからスポーツ・インストラクションの多くは、聞き直ってしまった。

スノーボードで言う、

「ちょっとターンのピークで踏めてないね」とか

「もっと前だよ」とか、そう言われてそうできりゃ苦労はしない。

あげく、

「経験を積むしカ、ないよ」とか「ノリなんだよね」で片付けてしまう。

思考停止である。

「カラダで覚え」られりや苦労はないのだ。

「カラダで覚え」るためにはどうすればいいのかをこそ、

教えて欲しいのである。

私は、言葉のプ口として、言葉の力をあきらめたくはなかった。

「はいここでもっと踏んで態勢を低く」とか、

rz乙で前足に加重して後傾にならないように」とかいった言葉が、

現実の運動に間に合うわけがない。

言葉と運動は相いれないか、

言葉によって、言葉(意識)を、

ひいてはカラダを解放させることを、諦めたくはなかった。

だから、 95年四月の残暑のある日、思い出したように一一白状すると、

ほんとに単なる思いつきだったのだ一一マックの携需に電話し、

この企画を持ちかけ{たしか.J R川崎駅前からだった)、新青梅街道

沿いのテ‘ニース‘で、最初の打ち合わせをもったのである。
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さて、その企画は、ごのようなカタチとなった。

マックに電話した時点では、私は、脇役に徹するつもりはなかった。

私は、ライターとして、編集者としての自分の職能にはどちらかと

言えば自信があるほうだ(自信もないのにフリーランスとして仕事

するのは世間に対して失私であるという意昧においてね)。

錨的に言って、たとえば 62- 回ページのように、見聞きにワンシーク

エンスとワンセンテンスだけみたいな単純な借成は一一原則として

一一避ける。ふつうは工テ.イターとしての「芸」を見せようと、

自己主張しようとするのだけれど、さき回は、マックの言葉を、

できるだけピュアに、加工しないで、伝えようと思った。

それほどかれの言葉はあたらしく、めずらしく、痛かったのである。

96 年12 月 21 日未明 TOKO

@ー

本誌の台劃り(設計図みたいなもん)。二れを

つくるためになんとな〈だらだらと 10ヶ月

かかり、書くのに30日かかった。量近はマッ

クちゃんと f次はどんなんつくろうか」と盛

り上がっている。ま、二れも現在進行形やし。
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stα~wettonthedeck
むかし、スノーボ一円まキント雲だ、って言ったことがあるんだ。

キント雲って、孫倍空が乗ってるあれね。ボードにちゃんと乗ってると、

たとえばコフ守で飛ばされても、ボードがすいっと拾ってくれるというかさ。

「ショックを効かせて」とか「鹿脚のイメージで」とか「雪面と対話するように」

とかさんざん言ったけど‘すべては、ボードのいいところに乗り続ける、

“stay weHonthedeck" するための方法を、

言葉を替えて説明したに過ざないんだよね。

この本の機能はインストラクションだから、言うのが最後になったけど、

“stay well"は、なにも技術だけじゃないんだよ。

友だちと興奮を分かちあったり、新しい山とか、新しい感覚に出会ったり、

なんだかわかんねえけE感動して鳥肌が立ったりすることがあんじゃん、

そういう状況に居つづける、そういう自分で居つづける、

“stay well"することが大事で、

テクニックなんカモの一部に過き古いよ。

じゃあわしはこれで。また、新しいなにかを探しにいくわ。
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