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﹃チームジャパンみんなでメダルを獲る﹄
という一体感を感じられた︒

日本代表選手団 団長

応援に訪れた競技場では、役
員同士、また選手とも抱き合う
シーンが何度も見られた

したが︑昨年の夏︑各競技団体の選
手を味の素ナショナルトレーニングセ
ンターに集めて合宿を行い︑
﹃チーム
ジャパン﹄として︑トレーニングや勉
強会︑懇親会をしました︒この合宿
の結果︑選手の仲間意識が生まれて
お互い連 絡を取るようになり︑バン
クーバーでも選手同士が励まし合う
雰囲気が生まれました︒
私もバンクーバー入りしてから︑選
手村のレストランなどで選手と会う
時間をできる限り持って溶け込むよ
うにしましたし︑
﹃チームジャパンの
みんなでメダルを獲るんだ！﹄と︑一
丸になっているのが実感できました︒
その一体感は選手にとって心強いもの
だったと思います︒
４年後のソチ大会に向けても︑ 年
に 度でも冬の各競技団体のナショ
ナルチームが一堂に会する機会をつく
るべきだと思います﹂
団長として経験したオリンピック
は︑改めてオリンピアンの世界を感じ
る場になったという︒
﹁私にとって︑今回は本当の意味での
オリンピアンについて︑改めて考える
機会となりました︒
私は小さい頃からオリンピックが大
好きで︑中学時代にオリンピック憲
章に触れ感動しました︒オリンピック
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憲章には︑
﹃オリンピズムとは人生哲

総体としての人間を目指すもの﹄と

学であり︑肉体と意志と知性の資質
を高めて融合させた︑均衡のとれた

ら︑分からない選手には︑なぜそれで
はダメなのかを教える厳しさも必要
です︒努力をしたいという我がまま

か︒その言葉を胸に︑選手が真摯に競
技に取り組む姿を見て︑本当の意味
でオリンピアンの世界を知りました﹂
団長として軸足にあったものは︑選
手を守ることだった︒
﹁団長としてどんなことがあっても選
手を守るという事も大事にしていま
した︒選手を叱咤することも守るこ
とに繋 がっていると思っていますか

あります︒
つまり︑人間という生き物は争う
ことから逃れられない性質を持ってい
るけれど︑血を流すのではなく︑汗
と涙を流して肉体と精神を作り上げ
ていこうという思いが込められている
のです︒さらにオリンピズムの求める
ものは﹃努力のうちに見出される喜
び︑よい手本となる教育的価値︑普
遍的・基本的・論理的諸原則の尊重
などに基づいた生き方の創造﹄とあ
ります︒つまり︑オリンピアンには夢
や感動を与える力だけでなく︑それ
を与えられた子どもたちが自分たち
の生き方さえも変えるほどの教育的
力があると言っているんです︒
開会式でのＩＯＣロゲ会長の﹃責
任なくして栄光はない﹄
という言葉に︑
すべてが凝縮されていると痛感させ
られました︒だからこそオリンピアン
はロールモデルとして︑誇り高く謙虚
な人間になり得るのではないでしょう

Voice of Team Japan
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﹁今までは他競技の選手同士が︑顔を
合わせることはほとんどありませんで
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選手時代より遥かに強いプレッシャー
初めての胃痙攣に︒
日本人最多となる 大会の夏冬オ
リンピックを経験した選手として︑そ
して初の女性の団長として︒橋本聖
子団長は選手への敬意と愛情を持っ
て 日間を一緒に戦った︒その胸の内
を語る︒
﹁初めて団長という立場でオリンピッ
クに参加しました︒選手の時は︑自
分のレースだけに集中すればよかった
のですが︑団長となると︑競技者や
監督やコーチ︑医療スタッフなど全員
が気持ちよく︑ひとつの輪になってオ
リンピックに臨むためにはどうすれば
いいのかを考える必要がありました︒
団長という立場で感じるメダルの
プレッシャーは︑選手時代より遥かに
強いもので︑初めて胃痙攣を起こし
ました︵笑︶
︒最初は上村愛子選手の
スタートの時︑ 回目はスピードス
ケート男子５００ で︑長島圭一郎選
手と加藤条治選手がスタートライン
に立った時︒う ずくまりたくなるく
らいの痛みに襲われましたが︑力でね
じ伏せました︒選手時代に胃痛は経
験しましたが︑胃痙攣は初めてのこ
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とでした﹂
バンクーバーでは︑選手との一体感
を重要視した︒
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Seiko Hashimoto

橋本聖子

これ以上やることがないという状態
になって初めて金メダルに繋がるので
す︒そうしないと１００分の１秒の世
界は縮まらないという思いを持ち︑ス
タッフと選手が一体となって努力でき
るようにする事が︑ＪＯＣ理事として
の私の仕事です﹂

1964 年 10 月 5 日生まれ。
北海道勇払郡早来町（現：
安平町）出身。スピード
スケート選手としてサラエ
ボ、カルガリー、アルベー
ルビル、リレハンメルと４
度のオリンピックに出場。
アルベールビルでは日本
人女子史上初の冬季オリ
ンピック銅メダル（スピー
ドスケート女子 1500m）を
獲得。また、自転車競技
でもソウル、バルセロナ、
アトランタの各オリンピッ
クに出場。男女を通じ日
本初の夏冬オリンピック出
場者である。また７度のオ
リンピック出場は日本最多
記録。
（財）
日本スケート連
盟会長、参議院議員。

チでの合宿ができれば素晴らしいで
しょう︒たとえ現地で日本食を料理
しても︑水はソチの水︒４年前から︑
ソチの食材や水︑空気を体に入れて
あげることで︑選手にはアウェーでは
なくホームの感覚でソチ冬季オリン
ピックに臨んでほしい︒すべての人が

﹁責任なくして栄光はない﹂︒ オリンピアンは︑誇り高く謙虚な人間になってこそ︑子どもたちへの教育的な力がある︒
ならば良いけれど︑そうではない我
る時もありますね︵笑︶
﹂
強い魂を取り戻す教育を示していく
がままは絶対に許してはなりません︒
韓国の躍進は︑橋本団長をいい意
必要性を感じました﹂
厳しく言う勇気と︑どんなことがあっ
味で刺激したという︒
４年後はソチ︒アウェーをホームに
ても選手を守るという決意で︑団長 ﹁韓国の躍進は脅威ではなく︑日本も
することが大切だと語る︒
を務めました﹂
やればできるんだと思いました︒身 ﹁次の冬季オリンピックの舞台はロシ
観戦中には︑何度も役員と︑そし
体 的には日 本 人 と 変 わら ないのに︑ アのソチです︒選手は４年に１回し
て選手と抱き合う姿が見られた︒
韓国の選手と日本の選手が全然違う
かないオリンピックを︑４年間毎日イ
﹁ついつい選手や役員と抱き合ってい
のは〝目〟と〝体の中に詰まっている
メージして準備するわけです︒だか
ました︒やはりオリンピックという
力強さ〟です︒そこにこれからの課
ら競技役員︑監督︑コーチも毎日ソ
舞台では︑言葉よりも体からにじみ
題があると感じました︒
チをイメージしてやるべきことを考え
出るものがあると思いますし︑抱き
韓国の選手には︑すべての競技に
なければ︑次のメダルには繋がりませ
合うことで頑張りを確認し合えます︒ おいて礼 儀礼節が行き渡っていると
ん︒選手のトレーニングと併せてソチ
帰国した後も︑選手や役員と久しぶ
感じています︒もともと日本は︑秘
という地域の研究をすることも必要
りに会うと︑自然と抱きしめてしまっ
めたる思いを持つという国民性に強さ
だと思います︒
て︑一般の方から不思議そうに見られ
があったはず︒チームジャパンとして︑
例えば︑チームジャパンで毎 年ソ
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ファギュアスケート
男子シングル 銅メダリスト

プレッシャーに勝つ、
面白さと不安。
自分を試し、
何かを超えたい
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悪いことは次への階段︑﹁怪我は必然だった﹂︒

﹁氷に乗ると何かが微妙に違う感覚に
なっていました︒特にジャンプは︑長

決めて︑それで回りが動いてくれる︒
自分の発言や行動に責任がある立場

指示にみんなが合わせて動いていたの
ですが︑今度は自分が最初に意思を

ロゾフコーチに教わっていた時は彼の

年 毎日やって身体に染み込ませてい
た感覚があって︑
﹃行ってしまえ﹄と

覚が変わってしまった︒

いう思い切りが僕の成功パターンでし
前回のトリノ大会では８位と実力
た︒でも今度はすごく神経を使って︑
を出し切れず︑その２年後には男子
もっと前とか後ろとか考え失敗する
シングル世界最高得点をマークしな
ようになったんです﹂
がらも︑オフには右足膝をケガ︒そこ
シーズン前半は思うような結果が
から１年半にわたる復活劇で︑オリ
出ない日々が続いた︒
ンピックの表彰台に立った︒
﹁身体にとってはハードなことでした︒ ﹁何があっても経験だと思うようにし
ようと言い聞かせていました︒でも一
けれどメンタルに関しては︑２年 前
番焦ったのは試合前のアップのとき︒
のオフはモチベーションが上がらず空
試合の時だけ特有のすごく身体が動
回りしていたので︑ケガをしたこと
いて軽くなる感覚があるはずなのに︑
でスケートを出来る喜びを感じオリ
そうならない︒でも︑ 月の全日本
ンピックに行くことができたと思いま
す︒あの時は︑３年間 教わってきた
選手権フリースケーティングでやっと
コーチとの別れや新しい振付師を探
その感覚が出たんです︒
﹃ああ︑これ
したり︑技術的にもやることが山積
これ﹄って︒やっと自分の感覚が戻っ
みで︑頭が整理できず練習に身が入
てきた瞬間でした︒オリンピックも世
らなかった︒身体が出来ていないのに
界選手権もその感覚が出来て︑楽し
試合が近づいて急に無理してのケガ
く滑ることができました﹂
でした﹂
一方︑オリンピックに向けて結成し
オリンピックに焦点を定め︑手術
た︑各 方面の専門家による〝チーム
して１シーズン欠場する道を選んだ︒
髙橋〟も︑仕上がりつつあった︒
﹁手術してもギリギリ間に合うタイミ ﹁この１年はリハビリからしっかり身
ング︒だから怪我も必然なんだと思
体を作って︑栄養士や技術コーチ︑ト
うようにしました︒悪いことは大抵︑ レーナー︑専門の方が集まったチーム
次に進むのに必要な場合が多いもの
を組みました︒このチームが暗黙の了
ですから﹂
解で動けるような結束力は︑ちょう
リハビリでは︑身 体 全体の改造に
どオリンピックに間に合うように出
着手︒その半面︑これまでと身体感
来たという感じでした︒ニコライ・モ
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やっと自分の感覚が戻って﹁ああ︑これこれ﹂
って！ 嬉しくなりました︒

Daisuke Takahashi

1986 年 3 月 16 日生まれ。
岡山県倉敷市出身。2002
年世界ジュニア選手権で
日本人として初めて優勝。
世 界 に 認 められたのは
2005/2006 シーズンから。
グランプリファイナルで日
本人男子初の表彰台を経
験しトップグループ入り。
トリノ冬季オリンピックで
8 位入賞、2006/2007 シー
ズンには世界選手権銀メ
ダル。ところが負傷により
2008/2009 シーズンを棒
に振ることに。2009/2010
シーズンに完全復活。バ
ンクーバー冬季オリンピッ
クで日本人男子初のメダ
ルを獲得。世界選手権で
は日本人男子初の世界王
者となった。

になって︑人任せじゃなくなった事は
昔からやりたかった曲だったので世
りを感じることが出来ました︒それ
何かに影響したかもしれませんね﹂
界観に入り込めましたし︑映画﹃道﹄ にスポーツは︑目標を達成出来ても
そして迎えたオリンピックの舞台︒ も切ない暗さが共感できる曲︒ステッ
出来なくても︑試合の時の究極の緊
何を感じて氷上に立ったのか︒
プのところは︵道化師らしい︶明るい
張感や集中を体験する︑そのプロセ
﹁トリノのリベンジでもないし︑オリ
音調になるけれど︑その裏にある哀
スは人生で生きてくる︒僕も︑何が
ンピックに出られた喜びでもない︒こ
愁とかが感じられるメロディで︑それ
あっても﹃死ぬわけじゃないし﹄て思っ
のプレッシャーに勝てるのかという面
を表現したつもりです﹂
て前に進めるようになりました
︵笑︶
︒
白さと不安がありました︒自分を試
フリースケーティングでは４回 転
だからもっとスポーツの魅力が伝わる
したい︑何かを超えたいと︒もちろん︑ ジャンプに挑戦し渾身の演技だった︒
ように︑国や色々な方々から更なるサ
目指していたのはトップ︒３位を目指 ﹁４回転ジャンプは︑自分は︵ケガの
ポートをいただいて︑日本全体が盛り
していたら５番︑６番になるもの︒だ
前は︶出来たという気持ちがあった
上がっていけばいいなと感じました﹂
から﹃表彰台に立つぞ﹄ではなく﹃表
ので挑戦しました︒メダルを獲れた
これまでは︑いちアスリートとして
彰台に立った﹄というイメージで練習
ことは嬉しいですが︑演技内容は満
スケートを見てきた︒しかしこの１年
しました︒でもバンクーバーで公式練
足いくものではなかったので︑悔しさ
で考え方は変化した︒
習が始まったらみんなの調子も良く
と嬉しさが入り交じる気持ちでした︒ ﹁ここ１年は引退後のことを考えなが
て﹃ああ︑自分も調子合わせてきた
オリンピック後に引退と決めていたの
ら練習していました︒実は結局まだ︑
けど︑みんなもちゃんとやってきたん
ですが︑やっと自分という感覚が取
やりたいことはみつかっていません︒
だ﹄って︒正直︑現実的にはメダルは
り戻せて︑楽しくなって来たところで
ただ︑
﹃繋ぐ﹄ということを考えるよ
厳しいなと思いました︒だから︑もう
す︒だからイキイキしているスケート
うになりました︒まだスケートの人
自分のやりたいことをやる︒自然体
が一番伝えられる状況である限り続け
気が今ほど無かった頃も知っているの
で行こうとかえって思えました﹂
ていきたいと思い直しました﹂
で︑こうやって注目される事は幸せだ
ショートプログラム﹁ｅｙｅ﹂
︑
フリー
最後の舞台と決めていたはずのオ
と分かっています︒でも成績を出して
スケーティング﹁道﹂
︑共に納得いく
リンピックは︑むしろスケートの魅力
繋いでいかないと注目は途切れてし
プログラムに仕上がった︒
を再認識する場所になった︒
まい次世代の選手は辛いことになる︒
﹁僕は︑音楽のイメージを感じ取って︑ ﹁オリンピックは本当に国がひとつに
だから繋 げるために︑僕は成績を残
それを表現するタイプ︒
﹃ｅｙｅ ﹄は
なる︒メディアもみな取り上げて︑街
していきたいですし︑スケートに憧れ
にも国旗が溢れて︑日本人が勝った
る子供達をもっと増やしたいです﹂
ら﹃僕︑日本人なんです﹄って言いた
オリンピックの魅力を︑そしてフィ
くなる︒そういう力があると思うん
ギュアスケートの楽しさを次世代に繋
です︒テレビを見る側だった頃は元気
ぐために︒髙橋選 手は新たなステッ
をもらいましたし︑今回は一体感と誇
プを踏み出した︒

髙橋大輔

点数を待つキス＆クラ
イで。長光歌子コー
チは、恩師であり第二
の母のような存在
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表彰式から一夜明け
会見。次世代を担う
小塚崇彦選手と織田
信成選手にメダルを
見せる
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子どものころを思い出した︒
つてない絶好調でした﹂
４回目のオリンピックを田畑真紀
公式練習のラップタイムで組み立て ﹁小学１年の時︑地元に氷上祭という
選手は︑初めて思い残すものもなく
のがあって︑そこで優勝して金メダル
れば︑１分 〜 秒という︑標高が
迎えられた︒自分のオリンピックへ懸
をもらってから︑
﹃毎年メダルが欲し
高くスピードの出やすいカルガリー並
ける思い︑求めているもの︒すべてを
い﹄って思ったのが選手生活のスター
みの記録が出ていた︒
クリアにして臨めたという︒
ト︒でも翌年は個人種目では転倒し
﹁今までのオリンピックを振り返ると︑ ﹁羽田雅樹コーチも﹃速すぎる﹄と言っ
てしまって︑リレーの方でメダルをも
て︑本番では︑１分 秒中盤から
みんなフルスイングをしていたんです
らえたんです︒それがすごく嬉しかっ
秒台頭の抑え気味のラップを設定し
ね︒
﹃ここまでやったんだから力を残
たことを思い出して ･･･
︒そしたら︑
したくない︒全力だ！﹄って感じで︒ ていました﹂
ところが２月 日の１５００ｍ は︑ 私にはまだチャンスが残っているって︑
特に１５００ｍに関しては思い入れが
２分 秒 で 位と惨敗した︒
気持ちを切り替えられたんです﹂
強かったけど︑他の種目でも周りの期
２日間氷を離れ︑ひたすら自分の
待を感じるとそうなってしまって⁝︒ ﹁ 本 番は﹃ 何 が起こったんだろう？﹄
と思うくらいにひどくなっちゃたんで
スケートについて考えた︒
だから今回は︑フルスイングしないで
す︒もう落ち込むしかなかったです︒ ﹁ ３ 日 ぶりにリンクへ行って 氷 に 上
いこうと思っていたんです﹂
結果を出すことを前提でたくさんの
がった時に︑す ごく 嬉しかったんで
２００２年ソルトレークシティー大
人のお世話になっていたし︑わがまま
す︒長野のオリンピックは︑代表に選
会は︑前年に１５００ｍで世界記録に
を言わせてもらってトレーニングをし
ばれながらも直前に骨折して出場で
迫るタイムを出していたにもかかわら
てきましたから︒そこで結果を出せ
きなくて︒その後︑久しぶりに氷に
ず本番では力を発揮できないまま終
なかったというのは︑スケート人生の
乗った時にスケートを滑れるだけです
わり︑精神面での成長が必要だと感
中で一番悔しかったし︑悲しかった⁝﹂ ごく嬉しかったことがあって︑その時
じた︒そしてトリノ大会は︑シーズン
選手村へ帰るといても立ってもいら
の感覚に︑
﹃アッ似てる﹄と思いまし
前のケガで出遅れた︒それから４年
れなくなり︑１時間ほど外の川辺を︑ た︒それに︑すでに個人種目で金メ
を経ての今季︒３０００ｍと１０００
目的もなしに走り続けた︒
ダルを獲った選手たちも︑みんな３月
ｍの不調が︑逆に幸いしたという︒
のワールドカップへ向けて練習をして
﹁開幕戦の３０００ｍで失敗してワー ﹁その時︑いつもメンタルトレーニング
でお世話になっている先生に﹃ダメで
いるのを見て︑
﹃やっぱりみんなスケー
ルドカップ出場 権を取れなかった上
した︒悔しいです﹄
と電話したんです︒ トが好きなんだな﹄と思ったら︑励ま
に︑オリンピックの最 終選考 会では
そうしたら先生が︑
﹃オリンピックで
されました﹂
１０００ｍも失敗︒それが１５００ｍ
は出る人の ％が悔しい思いをして︑
日からのパシュートは︑新鮮な思
だけに集中するきっかけになったんで
いを持って臨めた︒準々決勝こそ︑個
す︒私は欲張りだから︑そういう状
１％の人だけが喜べるんだ︒でもあ
人種目の失敗レースを思い出して緊
況がないと種目を絞り切れないんで
なたにはまだ１％の可能性が残ってい

一人だとフルスイングしちゃって空周り︑
でも仲間がいることで冷静になれる︒

Voice of Team Japan

スピ ードスケ ート チ ームパシ ュート●銀メダリスト

氷に立てることの幸せを
再び感じることができたレース︒

４度のオリンピックに出場している田畑選
手。その経験値は、チームパシュートの際
に他の２選手にとっても心強いものだった

19

55

57

冷静になると︑スケートを始めた

56

る﹄と言ってくれて︒それで﹃アレッ︑
その１％ってパシュートなのかな﹄と
思ったんです﹂

21

すね︒これしかないという方が自分は
力を出せるタイプというか︒だから︑
精神的に万全な態勢でバンクーバー

張感は一気に無くなった︒

それを自分の拳でガツンと突くと緊

手が無言で握り拳を突き出してくれ︑

張したが︑それを察した小平奈緒選

26

54

12

99

に入ることができて︑公式練習ではか

00
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子どもの頃︑
リレーでメダルを獲ったことを思い出して
﹁そうだパシュートがまだある！﹂
って︒

Maki Tabata

﹁一緒に滑る仲間がいたことで︑変な
前︒０秒 差という勝負ができたの
フルスイングがなくて冷静に滑ること
は︑自分たちの力を出し切り︑互い
ができました︒でも２日目の準決勝
が信頼し合ってレースができたからだ
はヒヤッとしましたね︒決勝に脚を残
なと︒だから後輩たちにも︑それが
しておこうと︑余裕を持って勝てる相
出来た自分を褒めてもらいたいと思っ
手なら力を使い切らないでおこうと
て︑私が真っ先に喜んだんです︒個
して ･･･
人で獲るより嬉しい気持ちになりま
︒勝っているから大丈夫だと
した﹂
思ったら︑ゴール寸前のコーナーを抜
世界ランキング上位の選手がいない
けた時は同じくらいのタイム︒ゴール
チームでも︑メダルを獲る可能性があ
後は﹃まさか負けてないよね﹄と焦り
るチームパシュート︒田畑選手はこの
ましたよ﹂
決 勝 は︑緊 張 より 気 合 が 勝った︒ 種目の面白さを︑あらためて伝える
ことができたと喜ぶ︒
対戦相手はトリノ大会優勝のドイツ
だったからだ︒しかも︑コーナーのポ ﹁嬉しさと悔しさはまだ半分ずつ︒み
んなが喜んでくれているシーンが入っ
イントを蹴ってしまえば失格になるた
ている日本のテレビ映像は見返して
め︑メダルが確 定したという 安心感
も嬉しいのですが︑レースだけの映像
もなかった︒
﹁ 残り２周で１秒 リードしたから︑ を見るともう悔しさが先行して見ら
れないです﹂
滑りながら﹃やばい︑
金獲っちゃうじゃ
彼女の勝負師魂の火は︑まだ消え
ない﹄と思いましたね︒でもそこが落
ていない︒
とし穴なんですね﹂
﹁短距離ではなく︑日本人が獲ってい
結果は︑０秒 差で２位︒
ない中・長距離で金メダルを狙うから
﹁負けが分かった瞬間は︑もちろん悔
こそワクワクするし︑新たな道を切
しかったです︒でもすぐに︑１５００
り開いていけるから面白い﹂
ｍの失 敗 後に知人が送ってきたメー
念願のメダルは手にしたが︑個人
ルの﹃ 悔しくても︑今まで頑張って
のメダルという宿題は残った︒その宿
きた自分を褒めてあげなさい﹄とい
題をどうするのか︒結論は︑まだ出
う言葉を思い出したんです︒勝負で
していない︒
ある限り勝ち負けがあるのは当たり

田畑真紀

02

1974 年 11 月 9 日生まれ。
北海道勇払 郡出身。1994
年リレハンメル冬季オリン
ピック出場。
1998 年長野大
会は代表に選ばれるも直
前に左足首を骨折し棄権。
2002 年 ソ ルトレ ークシ
ティー大会、2006 年トリ
ノ大会に続き、オリンピッ
ク 4 回出場。1500 ｍを主
軸に、1000 ｍから 3000 ｍ
まで世界トップレベルを
誇る。1500 ｍ日本女子記
録保持者。バンクーバー
大 会 で は、1500 ｍ 19 位
になるも、チームパシュー
トで小平奈緒、穂積雅子
とともに銀メダルを獲得。
35 歳でのメダル獲得は、
日本人選手の冬季オリン
ピック史上最年長記録。

72

02

画に繋いでお手本にするんです︒とに
かくアメリカを模倣することに熱中
していました︒でも︑家の形を見て︑

連続で頭が混乱してしまったんです︒
それまでアメリカをコピーする練習法
でしたが︑フィギュアスケート発祥の

の子は将来どうなるんだろう﹄とい
うような目立つ性格の子でも︑それ
を良い個性として残していくと成績
を上げて︑最終的には素晴らしい人
間になっていくものです︒相手は生き
ているわけですし︑指導法に答えは
ありません︒コーチ側も日々成長しな
ければと思います﹂
佐 藤コーチの選 手 時 代の経 験は︑
どう指導につながっているのか︒
﹁スケートを 始 めたのは戦 後 間 も な
く︑日本国内で青少年の遊び場とし
てのスケート場が再建設された頃で
す︒海外からの情報が閉ざされてい
ましたから︑日本は２回転ジャンプが
地であるヨーロッパのスタイルとは基
最高︒ところが︑海外ではディック・ 柱を想像するようなもの︒基礎が分
からない︒初の国際大会はオリンピッ
礎が違うのです︒何が正しいのか分か
バトン選手︵アメリカ︶が３回転ジャ
クでしたが︑ただ緊張して︑ジャン
らなくなりました︒しかもゲルシュイ
ンプを何種類も跳び︑３回転時代が
プも何度も転んだのを憶えています︒ ラー氏は心理学も取り入れている人
到来していました︒忘れもしない︑ス
挑 戦して壁に当たって悩んで︒その
で︑これも混乱のもとでした︒
ケートを始めて３年目の夏︒先生が
連続の中で答えを探しました﹂
結局︑自分の指導は︑遠回りをし
﹃３回転ジャンプをやれ﹄と言うんで
１９６５年世界選手権でアジア人
ながら︑変遷してきました︒そのおか
す︒見たこともないものをどうやった
初の４位と記録を残し︑その後引退︒ げで北米とヨーロッパの良いところを
ら跳べるのか？ 手を締めれば良い
指導者の道を選ぶ︒
合わせることができましたし︑
選手時
と言われてやりましたが︑ただ怖くっ
﹁コーチとして駆け出しだった頃︑札
代と同じように︑手探りで進んだ結
て︑当然転びました﹂
幌冬季オリンピックが行われるとい
果︑技術論が確立できたと思います﹂
海外からの情報がほとんどない時
うことで︑日本スケート連盟がその
北米とヨーロッパの情報が交差し合
代︒試行錯誤しながら技術を磨いて
前年に︑スイスからアーノルド・ゲル
う時代を迎え︑佐藤コーチにはひとつ
いった︒
シュイラー氏という有名なコーチを招
の技術論がまとまった︒
﹁ 当 時はビデオな どもありませんか
聘しました︒ひと夏︑つきっきりで指 ﹁指導法には答えがないですが︑教え
ら︑年に１回アメリカから来るアイス
ショーを観て︑その写真をパラパラ漫
導法を学んだのですが︑新しいことの
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Voice of Team Japan
日本代表選手団 フィギュアスケートコーチ

指導法を確立するだけではない︒
どうやって伝えるかを考える︒

親よりも長い時間一緒にいる︑
だからこそ人間教育の場でもある︒

し︑やはり人間教育をしなければな
らないと痛感しています︒ではどんな
人間に成長してほしいか︒実は︑
﹃こ

基礎を徹底した指導法︑生き方を
一方で︑小塚崇彦選手のように大人に
も 含めて指 導 する人間 力が買われ︑ なる時期の選手には︑頭の中で噛み
２００９年にアジア人コーチ初のフィ
砕いてから伝え︑選手が自分で耐え
ギュアスケート殿堂入り︒世界が認め
ながら答えを出せるようにするのも
る一流の指導法とは何か︒
大切です﹂
﹁教えている基礎技術は誰に対しても
有名選手を指導する一方で︑スケー
同じです︒
ただ︑
その教え方︑
伝え方は︑ トを始めたばかりの小さな子どもと
相 手によって︑また時 代によって変
の時間も大切にしている︒
わってきました︒選手への伝え方︑か ﹁１日５〜６時間︒私は生徒にとって
ける言葉はとても重要です︒若い頃
お父さんよりも長い時間接している
は熱血指導と言われて︑空回りの失
相手なんです︒引退後も第二の父の
敗といえる指導法もたくさんありま
ように慕ってくれる生徒も多いです
した︒もちろん今でも年に数回︑怒
鳴ります︒途中で投げ出してしまう
ような子には︑めいっぱい怒りますよ︒

局は上回る︒良いスケートができない

だけでなく滑りを持っている人が結

ている技術は一貫しているつもりです︒
あるレベルより上になると︑ジャンプ

日本人初の３回転ジャンパーとし
て、高い技術力を世界に示した
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試合前恒例の儀式は、選手の背中をなでてポンッと叩く。選手の心を落ち着かせ、勇気を与える

佐藤信夫

はナショナルトレーニングセンター
に指定されました︒これは大きなこ
と︒大学の選手は自由に氷に乗れる
し︑日本スケート連盟の強化選手に
とっても練習場所が確保されたこと
が日本のフィギュアスケートのトップ
選手を引き上げました︒今回のオリ
ンピックに出た男女のうち︑小塚︑浅
田︑安藤の３選手が中京大で︑織田︑
髙橋の２選手が関西大︒鈴木選手も
名古屋が拠点なので中京大のリンク
に通えます︒浅田選手は︑毎日３回︑
１人だけの貸し切り練習をできる素
晴らしい環境でした︒それだけ環境
が大切ということです︒
これからは名古屋まで通えない選
手︑そしてもっと小さい子ども達が
練習する環境が整っていけば︑さら
に日本は伸びる余地があるでしょう︒
スポーツは本来︑環境に根付いて栄
えるもの︒寒い地域で氷があるとか︑
家の近所に屋内リンクがあって︑自
然と通えることが︑競技の発展のた
めに大切なんだと思います﹂

1942 年 1 月 3 日 生 ま れ。
大 阪 府 出 身。1960 年 ス
コー・バレー冬季オリン
ピック、1964 年インスブ
ルック冬季オリンピック
の男子シングル日本代表。
日本人初の 3 回転ジャン
プ成功者。1965 年、世界
選手権で東洋人男子初の
4 位入賞を果たす。引退
後は指導者として、佐藤
有香、荒川静香、安藤美
姫、村主章枝、中野友加
里、小塚崇彦らを育成す
る。久美子夫人もフィギュ
アスケートの元オリンピッ
ク選手でコーチ、娘の有
香さんもプロフィギュアス
ケーター、コーチ、振付師
と多岐にわたり活躍。

学でリンクを作り︑中京大のリンク

Nobuo Sato

朝から夜まで毎日氷に乗り、
選手の指導にあたる

今でも悩み迷う日々︑指導に答えはない︒
と限界があるから︑素直なスケートや
正しいエッジワークを辛抱強く︑ジャ
ンプと並行して教えるのが私の指導
法です︒もちろん︑違う考え方のコー
チが教えた選手がチャンピオンになる
こともあるので︑他が間違っていると
言うつもりはないです︒他のコーチの
子が先にジャンプを跳べるようになっ
ても︑最後にどこまで追いつき︑越え
られるかが︑
私の指導スタイルですね﹂
海外の練習環境を求める選手も多
いなか︑佐藤コーチのもとにはトップ
スケーターも多く集まる︒
﹁昔は︑日本は情報が遅れているため
に海外に行く選手がいましたが︑今
や︑世界ジュニア選手権も世界選手
権も男女の金メダルを日本が独占す
る時代︒日本が遅れているとは誰も
思っていません︒ただ︑練習環境とい
う面では海外に分がある︒リンクの
数︑指導者の数︑振付師が充実して
いる環境の方が︑成長は早い︒日本
は滑る場所がないので︑海外の滑り
放題のリンクで毎日切磋琢磨されて︑
言葉の壁や食事の違いも受け入れれ
ば海外練習もうまく行くでしょう﹂
環境が整わないと言われる日本か
ら︑世界トップ選手が多く出てきた
のはなぜか︒
﹁ここ 年間で︑中京大と関西大が大
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4

世界一暮らしやすい街と言われるバンクーバー。
海と山を臨むその美しい街は、
やはり、
自然や文化、
社会と融和した、
持続可能な
（サスティナブル）
オリンピックのあり方を模索し、
ひとつのモデルケースを示した。

環境対策 ︑ 経済貢献 ︑
社会貢献 が３つの柱

ウィスラーの選手村。下水道の排水処理熱を電気に使
うなど工夫が凝らされている

3

そこで︑都市部に住む先住民や
低所得者層に対しても恩恵のある
オリンピックを目指した︒先住民

らも美しい建物が建築できる事例
を示したのです︒また屋根を伝っ
て溜められた雨水は︑トイレの排

世 界の頂 点 を目 指 すアスリー
との融和を重要視し︑また低所得
ト た ちによる 熱 戦 が 繰 り 広 げ ら
者層の雇用機会を創出︒こういっ
れたバンクーバー冬季オリンピッ
た環境面以外の取り組みも︑未来
ク︒実は︑オリンピックは﹁スポー
につながる恩恵と考えた︒
ツ﹂だけなく︑
﹁文化﹂と﹁環境﹂
建築基準を設定
を加えた 本柱をテーマとしてい
る︒今回のバンクーバー冬季オリ
さらに環境対策については︑
様々
ンピックでも︑数々の文化プログ
な工夫を凝らした︒
ラムが行われたほか︑
﹁サスティナ ﹁まず設定したのは︑新築する建
ブル︵持続可能な︶オリンピック﹂ 物へのグリーンビルディングガイ
を掲げて環境や社会に配慮したオ
ドラインです︒屋上の緑化︑廃熱
リンピックのあり方が示された︒
の再利用システムなどの取り組み
バンクーバー冬季オリンピック
に応じてポイントが高まるシステ
ム︒義務ではありませんでしたが︑
新たに建築した全施設で基準をク
リアしました﹂
新しい施設の中でもサスティナ
ブルの象徴は︑リッチモンドオー
バルだ︒
﹁これまで松くい虫の被害によって
廃材となっていたパイン材を天井
に使いました︒廃材を利用しなが
組織委員 会︵VANOC︶のサス
ティナブル担当︑アン・ダフィー
氏は語る︒
﹁まず私たちのオリンピックでのサ
スティナビリティを定義すること
から始まりました︒そして︑環境
対策︑社会貢献︑経済貢献の つ
の貢献を結合させたものと定義し
たのです﹂

3

photo by AFLO/VANOC/JOC

バンクーバー現地リポート

Report from Vancouver

放送局などのオフィスが置かれたバンクーバーコンベンションセンター。緑化された屋上はサスティナビリティの象徴

サスティナブル・オリンピック
〜未来へつながる大会を〜
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Report from Vancouver

バンクーバー現地リポート

Team Japanのサポー
ト拠点

JOCジャパンハウス
350人参加のレセプション、
国際交流の場に
JOC バンクーバー本部として

ガリア、オーストラリアとのパー

2 月8日〜 28日、市内のホテル
内に「JOC ジャパンハウス」を

トナー NOC 協定調印式を実施。

設置。現地での統括拠点、また

ダリスト、フィギュアスケートの

試合前の決意表明のほか、全メ

ホスピタリティサービスや記者

男女シングル選手らの会見を行

会見の場として活用した。

い、600 人を超える報道関係者

まず日本代表選手団の選手村
外本部として情報やサポート体

が集まり、世界にニュースを配
信する情報拠点となった。

制を集約し、事務局を設置。ま

2 月 21 日には、日本領事館と

たスポンサーや関係者へのホス

共催でレセプションを開催。27

ピタリティサービス用に開かれ

人の IOC 委員をはじめ、国際競
の日本人会のメンバーらが来場

また記者会見場等では、期間
中に 15 回の記者会見と、ブル

後半戦への思いを結集。集まっ
た約 350 人の参加者らは、貴重
な国際交流の場を楽しんだ。

れる︑ほぼ１００％の容器を回収
しリサイクルする計画を立て︑ス
ターを獲得︒パナソニック社は︑﹁エ
コなアイデア青少年ビデオコンテ
水やガーデニアの水として再利用︒ 業や政府を巻き込んだソフト面で
スト﹂を実施し︑またエコ活動に
さらにオリンピック終了後︑この
のサスティナビリティにも取り組
ついて紹介するイベント会場を設
会場はバスケットボールなら 面︑ んだ︒
置するなどのムーブメント推進活
﹁オリンピックのパートナー企業や
動で︑スターを獲得した︒
政府︑納品業者らもサスティナビ
ダフィー氏はこう結論する︒
リティの実行メンバーと考えまし ﹁大会期間を通してサスティナブ
た︒環境 保護などの基準を作り︑ ル・オリンピックが実際に示され
そ れを 実 行 した 企 業 や 組 織に 対
たことで︑国民の意 識 が変わり︑
して﹃サスティナビリティスター﹄ 何をすべきか分かり︑このオリン
を与え表彰したのです︒その結果︑ ピックに誇りを持つことができた︒
それが私たちのゴールです﹂

輔選手ら 37 人が参加し、大会

企業・政府も巻き込む

長島圭一郎、加藤条治、髙橋大

団関係者らが来場し、応援する

一方︑ハード面だけでなく︑企

試合のテレビ放映が行われた。 した。日本代表選手団からも、
期間中は 1600 人を超える選手

2

のスターズが生まれました﹂
例えば︑コカ・コーラ社は︑ペッ
トボトルを再利用して従業員の制
服を作るなどのカーボンオフセッ
ト︵二酸化炭素相殺︶に取り組み︑
オリンピック大会期間中に消費さ

62

（左）試合前会見やメダリスト会見
が開かれ、選手や役員らが胸のうち
を語った（下）ラウンジのテレビで
は日本代表選手団の映像が放映さ
れ、関係者らが応援に集った

VANOC がサスティナ ブル・
オリンピックに取り組んでから

年︒未来につながるオリンピック
のひとつの形を世界に示したこと
で︑その思いは結実した︒

7
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意識を持ち︑
何をすべきかが分かり︑
そして誇りを持つことが出来る

技連盟（ I F）や在バンクーバー

や、日本代表選手団が出場する

（上）アン・ダフィー氏（左）開会の
瞬間のカウントダウンクロック。
この後
カウントは増え未来へつながっていく

アイスホッケーなら 面といった
多機能の運動施設となり︑生涯ス
ポーツの場として市民のレガシー
︵遺産︶になるのです﹂
また︑なるべく既存施設を再利
用する︑森林伐採のエリアを計画
より小さくする︑製氷の際の廃熱
を電気や暖房に再利用できるよう
旧施設も改修するなど︑考え得る
あらゆる工夫を凝らした︒

たラウンジでは、日本食の提供

人々で賑わった。

スピードスケート会場となったリッチモンドオーバル。天井に注目

8

