
⽵岡：

⼩塚：

⽵岡： ちなみに、いちばん記憶に残ったのはどれでした？

⼩塚： あの、滑りやすい路⾯で浮き輪を吹っ⾶ばすとこ（笑）。

全然⽌まらなくて、そのままス〜ッと⾏ってぶつかっちゃ

いました。

⽵岡： クルマもだけど、笑いも⽌まらなくなってたもんね

（笑）。

⼩塚：

職業：フィギュアスケート選⼿
経歴：両親ともにフィギュア選⼿の家庭に⽣まれジュニア時代から注⽬を
浴びる。
2007年よりトヨタ⾃動⾞に所属しながら中京⼤学体育学部に
社会⼈学⽣として進学。
2010年 全⽇本選⼿権で初優勝
2011年 世界選⼿権では銀メダル獲得

職業：モータージャーナリスト
経歴：OLから転⾝し、カーライフ全般を⼥性の視点からレポートするモー
タージャーナリスト。テレビ･ラジオ番組へも多数出演。
⽇本⾃動⾞ジャーナリスト協会（Ａ .Ｊ.Ａ .Ｊ）理事
⽇本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
国⼟交通省「社会資本整備審議会 道路分科会 有料道路部会」委員

ホームページ：http://www.kei-rally.com/

今回の「モビ・レポ！」はスペシャルバージョンということで、私、⽵岡圭がフィギュアスケートの⼩塚崇彦選⼿にイン

タビューをすることになりました。⼩塚選⼿は、モビリタのような体験施設は今回が初めてとのこと。せっかくなのでペ

アを組ませていただいて、⼀緒に体験することにしちゃいました。

今⽇は教習所以来のこういった体験だったと思いますが、なんだかすごく楽しそうでしたね〜？

普段じゃ絶対に体験できないようなことですからね。よく映画でとか、テレビとかで⾒はするけれど、実際に⾃

分が体験することはないじゃないですか。それが実際に体験できて、すごく新鮮というか楽しめました。

65キロのときは、ビックリしましたよぉ〜。45キロのときは、あそこで⽌まったから、これくらいでブレーキ踏

んで、ハンドル切っていけば⼤丈夫〜、なんて思ってたんだけど、そのままズルズルと…。⾸が後ろに引けて、

吊るした浮き輪が近づいて来て、あぁ〜⽌まらないっ！

2012年当時のインタビュー記事です

http://www.kei-rally.com/


⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡： 実証できてよかったですよ。でも、今⽇隣に乗っていて

思ったんですけど、⼩塚さんって普段からすごい慎重派で

しょう？

⼩塚： 結構そうかも。初めての道は、ソロソロ⾏きますね。慣れ

てきたら、ちょっとずつスピードを出す感じ。

⽵岡： ⾞間距離も、今⽇こういう場所だから意識しているんじゃ

なくて、普段から多分広めに取ってるんだろうな〜という

感じがしたし、ブレーキを踏むのも早⽬だったし。

⼩塚： 実はウチの⺟が、結構ブレーキをギリギリで踏むんです。

隣で乗っていると、怖いじゃないですか。だから⾃分は、

ちょっと早⽬に踏んだほうがいいなと思って。

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

そうそう。ウケる〜ッって笑いっぱなしだったもんね。ブレーキで、あんなにウケた⼈初めて⾒ました（笑）。

あぁなっちゃったら、ウケるしかないでしょ（笑）。

でもね、いきなりあれだけフルカウンターでハンドルを切れる⼈って、普通はあまりいないですよ。さすがはア

スリートだなぁって感動しちゃったモン。あんな滑りやすいところでハンドル切ったのって、多分今⽇初めてで

すよね？

初めてです。すみません、普通じゃなくて（笑）。

やっぱり滑るということに慣れてるのかな。もしかして雪道とか、結構運転してますか？

してます、してます。名古屋でも、たまに雪降りますし。あと、海外に⾏ったときにも、アメリカのデトロイト

で。

あの寒いところだ。

そう、あの寒いところで、結構雪が降ったりする中、運転しました。とにかくスピードを落として、でもどうし

よう〜、みたいな感じで。でも今⽇ここで体験して、やっぱりスピード出しちゃいけなかったことがわかってよ

かった。間違ってなかったんだ〜と、納得できました。

なるほど、お⺟さんが反⾯教師だったんですね。そういえば、さっきデトロイトとおっしゃったけれど、1年の3

分の1以上は海外にいらっしゃるんですよね。どこへ⾏っても結構運転しているんですか？

最近、国際免許を取ってからは、運転してますね。

⾏ったり来たりだと、左側、右側通⾏に慣れるの⼤変でしょ？

どっちかに寄っちゃったりすることはありますよね、やっぱり。

私も海外では、センターラインが左肩ってずっと唱えながら運転してますモン。撮影とかで、Ｕターン繰返すと

わからなくなってきちゃうから…。で、⽇本に帰ってきて成⽥空港から家までも、ものすごく緊張しながら運転

するの。

2012年当時のインタビュー記事です



⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡： やっぱり上下の感覚が、⼀番気になります？

⼩塚： まずは上下。低いのがすごく怖い。だから僕、海外で運転

するときは絶対SUVを選びます。何か安⼼するんですよ。

上から⾒られるから。

⽵岡： なるほど。でも失礼だけど、その年齢で、そういうことを

ちゃんと意識している⼈って、少ないですよね。

⼩塚：

⽵岡：

神野：

⼩塚：

緊張する。する！ あとは、左、左、左って、帰ってきたら、ずっと⾃分に⾔い聞かせて。裏道に⼊っていった

ときが危険で、いつの間にか右に寄ってちゃってることが多いんですよね。やっぱり右に慣れちゃっているのか

も。

でも事故はナシ？

事故は…、あっ、1回だけ擦ったことがあります。タイヤだったんですけど、やっぱりカーブでちょっと寄り過ぎ

ちゃったみたいな…。

でもそれだけなら優秀。やっぱり慎重派だからかな。慎重と⾔えば、今⽇もドライビングポジションをチョコ

チョコ調整してましたよね。やっぱりアスリートだから、スケートのときのポジションとかと同じで、いろいろ

気になるのかな？ と思ったんだけど。

いつも運転している⾼さに合わせたいなと思って、それでシートを上に上げたり、下に下げたり、ハンドルを上

げたり下げたりして。

あ、そうですか？

そうですよねぇ、神野チーフインストラクター（以下神野CI）。少ないですよね？ 若者なのに、アイポイント

が⾼いって⾔葉が出てくるのは。

⾃然に⾝についたものだと思うんですけれど、⾃分のクルマがどう動いているのか、真上からみた図を常に意識

して⾛るのが理想状態なんです。お話を聞いていて鋭いな〜と思いました。多分スケートでも上から俯瞰した⽅

が、⾃分の動きがきちんときれいに⾒えているんじゃないですか？

ジャンプを⾶んでても、いつもの真っ直ぐの感覚のときよりも、ちょっと左に外れているとか、これは前のめり

だとかというのはわかりますし、ビデオで⾒て、いま⾃分の⾓度がどうだったかとか、そういうのを照らし合わ

せていくと、いろんなパターンが体の中で⽣まれてくるじゃないですか。こうなっているときはこういう感じに

なっているんだとか、そういうイメージ図は何となく頭の中で描けますね。

⼩塚選⼿と神野CIとのやり取りを聞いていると、⼀流アスリート同⼠の会話のように聞こえてきました。やはり頂点を極

めた⽅は、違う種⽬でも同じような感覚をお持ちなのかもしれませんね。しかし、ブレーキ踏んで「ウケる」って…!? 

いうのにはビックリ！ ⼩塚語録まだまだ登場しそうです。
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⽵岡： プログラムで失敗しちゃうときってあるじゃないですか。

例えばジャンプで転んじゃったりとか。でも、気持ちの切

り替えをパッとしないと、プログラムは続いていくわけで

しょう。そういうときってどうしているのかなって、是⾮

お伺いしたかったんです。私の場合、例えばレースとかで

スピンしちゃうと、その先もレースは続くわけだから気持

ちを⽴て直さないといけないのに、怖さを引きずっちゃっ

たりするんです。

⼩塚： 気持ちの⽴て直しですか。何だろう、ひと⾔で⾔ったら、

開き直るしかないですね。失敗したけど、次からちゃんと

できたら、もしかしたらその1つの失敗だけで済んで、最

終的にはちゃんとした点数がもらえるかもしれない。ここ

でダメだったから、次もダメだって、全部投げちゃった

ら、絶対に可能性がないわけだし、だから最後の可能性を

信じてやるしかないですね。

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

ショーに⾏っている間は、ショーの練習だけで、練習時間

としてはちょっと少なくなりますけど、今はシーズンに

⼊ってきたので、ちゃんと練習するときは、4時間ぐらい

やってますね。

開き直れるまで練習か…。やっぱり違いますね。それと、

最終的な点数と⾔えば、試合中に滑りながらプログラムを

変えている場合もありますよね。ジャンプを2回転から3回

転に変えるとか。

実は私、フィギュアスケートを観るのが趣味。⾃分ではペンギンが歩いているぐらいしか滑れないというか、歩いている

ぐらいしかできないのですが、⽣でリンクに観に⾏けなかったときは、テレビで録画してみるほどの⼤ファンなんです。

そこで、フィギュアスケートの選⼿に、以前から⼀度聞いてみたかったことを伺ってみました。

そこで開き直れるというのが、すごいですよね。

やっぱり練習をして、⾃信をつけて、で、ちゃんとやっていった上で失敗するのはしようがないじゃないです

か。だから、そこまで思えるまで⾃信をつける練習する。で、ダメだったら、もうダメ。それで失敗するものは

失敗するんです。

ちなみに練習って、1⽇にどれぐらいするんですか。

氷の上は、最近ちょっとずつ増えてきて、今4時間ぐらいです。(取材時2011年9⽉)

1⽇、4時間。毎⽇。
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⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚： 僕も験担ぎはたくさん決めてたんですけれど、去年から全

部なくして、部屋の掃除をするだけにしました。何かの本

に部屋の掃除をすると⼼がきれいになるから、真っ⽩な気

持ちでいられる。だから、部屋の掃除はしたほうがいいと

書いてあったんです。僕の部屋、結構汚いので（笑）。

⽵岡： 汚いって、なんか意外ですね（笑）。

⼩塚： 試合に出ていく前は、絶対に部屋をキレイにして、カーテ

ンも全部きれいにして、エアコン切って、完璧にして出ま

すね。

⽵岡： ⾃宅もそうだろうけど、ホテルの部屋とかでも？

⼩塚：

最低限できることはしたいじゃないですか。ルールは決まってるんですけど、その中だったら何をしても別に問

題はないので、ルールを頭の中に⼊れておいて、例えばコンビネーションジャンプだったら3回までで、3回連続

を1回しか⼊れちゃいけないとか、で、繰り返しの数は決まっていて、それも今やったほうがいいとか、いろいろ

頭の中で計算するんです。これは練習のときからちょっとずつ訓練してます。例えば失敗して、違うところでリ

カバリーができるという状況になったときに、その練習もしておくんです。そうじゃないと、実際に本番でやろ

うと思ったときに、頭の中がパニックになって真っ⽩になって、ぐちゃぐちゃになっちゃうこともありますか

ら…。

それって、今⽇のモビリタ体験と似ていますよね。もしも滑っちゃったら、じゃないけれど、体験しておくのが

⼤事っていうところが。それともう⼀つ、緊張を解く⽅法をお聞きしたかったんです。例えば試合の前とか…。

もしや、緊張しなかったり？

緊張はします。緊張はしないと、集中できないというか。だからといって、緊張し過ぎると、頭が真っ⽩になっ

てしまって、体ガチガチ…。ロボットみたいになっちゃうので、練習して、練習して、⾃分がなるであろうシ

チュエーションを全部シミュレーションして、で、これをやったらいけない、これをやったらいけないと削って

いって、じゃ残ったものはこれだから、これさえやれば⼤丈夫というふうに絞っていく。それを全部揃えていく

と、試合のときにちゃんと⾃信が出るんです。そう考えたら、去年はすごくいい状態に持っていけました。

なるほど〜。私なんか験担ぎじゃないですけど、右側から靴を履くみたいなものくらいしかないですねぇ

（笑）。

そうです。ホテルに着いて、バーッと荷物とか全部出して、かなり汚い状態にはなるんですが、試合の前に余裕

があるときは1時間ぐらいかけて、部屋をきれいにして、ベッドメークまできちんとやってます。試合のときだけ

は別⼈で、他⼈の部屋みたいな感じ（笑）。験担ぎをあまりやり過ぎると、何々を忘れたとか、何々をやってな

いとかとなったときに、どんどん焦ったりしちゃうんでやめたんです。僕、結構忘れ物が多いので、いろんなも

のを験担ぎしちゃうと、どんどん増えちゃうんですよ。だから、ちょっとずつ減らしてますね。

2012年当時のインタビュー記事です



⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡： 普段⽇本では、オーリスに乗っているんですよね？

⼩塚： 実は、最初はヴィッツに乗りたいなと思って、ネッツトヨ

タに⾏ったんです。ｂＢとかＲＡＶ４とか、アイポイント

が⾼めなクルマも⾒たりしたんですが、なんだかオーリス

が乗っててすごくしっくりきて、形も好きだったし、気に

⼊っちゃったんですよね。ヴィッツより広めだから、

ちょっと遠出するというときも落ち着くし、ゆったりでき

るし。

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

でも、今までやっていたのを減らすのも、また勇気がいりますね。

そう、勇気をもって、これはやらなくても⼤丈夫と思うようにしたんです。で、終わったときに、⼤丈夫だった

ら、そこからその験担ぎ要らないじゃないですか。そうやって、1つずつ減らしていきました。

いっぱいやってたときは、どんなことをやっていたんですか。

左⾜からリンクに⼊るとか。バスの中ではヘッドホンで⾳楽聞くとか。⾳楽を聞くことは悪いことではないで

しょうけれど、別にそれを聞いてなくてもいいしって感じで、ちょっとずつ減らしているところです。

すべてのシチュエーションをシミュレーションする。つまり体験しておくのが、いちばん⼤切なことなんですね。初めて

と⼀度体験したものは違うということころは、クルマの運転と似ているかも。

世界を極めるアスリートの普段の⽣活って、なんだか気になりますよね？ そこで、⼩塚選⼿ってどんな感じなのかを

探ってみることにしました。

オーリスってインテリアがすごく特徴的ですよね。

確かに。それと、⼿で引くサイドブレーキのクルマがよかったんです。僕の感覚ではサイドブレーキは⾜じゃな

くて、ここにあるので。⾜踏み式のに乗ったときでも、ついついこの辺りを探しちゃうんですよね。

いちばん遠出したのはどこですか？

友達と3⼈で四国まで⾏きました。

なかなかのロングドライブですね。

22歳になって、⼤分⾃分で動けるようになってきたし、スケートの⽅もちゃんとパターンが決まってきたので、

きちんとやらなきゃいけない部分はこなしつつ、それ以外の時間を使って、新しいことをやってみたいとか思え

るようになってきたので、少しずついろんなことを経験し始めたところなんです。

ドライブ以外にもやり始めたことってありますか？

友達との遊びの範疇ですけど、サッカーとか野球とか。そうそう、ソフトボールの始球式をやる予定だったん

で、今年の春はその練習もしてましたね。頑張って、極めるのが好きなんです。

スポーツ選⼿って、ケガとか⼼配だから、ほかのスポーツはやらないのかと思ったら、そうじゃないんですね。

いろんな筋⾁を使うことはいいことかなと。リフレッシュもできるし、体も動かせるし。前はゲームも好きだっ

たんですけどね（笑）。
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⼩塚： あと最近は、⼤学院のことに割く時間が多いですね。僕は

⼤学院で応⽤スポーツ系の中のバイオメカニクスをやって

いるんです。⽣理学系とか⼒学系とかあるんですけど、体

にポイントをつけて、ハイスピードカメラなどを使って、

⼈間の動きなどを調べています。

⽵岡： それは何に応⽤していくんですか？

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡： 怖くはないんですか？

⼩塚： 怖いですけど、でも怖がっていたら進まないので。勇気を

持って。

⽵岡： 勇気を持って開き直って。

⼩塚： としか⾔いようがないです（笑）。

⽵岡：

⼩塚：

僕が今思っているのは、今後未来に向かって何々ができるようになるとかじゃなくて、今までやってきたものの

証明というのに役⽴つんじゃないかなと思っています。フィギュアスケートって、今までビデオとか動画で撮ら

れて解析されてきたりとか、あまりしていないんです。

フィギュアスケートの細かい研究って進んでいないんですか？

ほかの陸上とか野球とかサッカーに⽐べると、そういう分野は全然進んでないんですよ。それこそ今、3回転ジャ

ンプができる⼈の映像を解析して実証できたら、⼦どもたちが今後3回転ジャンプをやっていくときに使えるじゃ

ないですか。逆に今、3回転ジャンプをやっている⼈が、誰もできていない4回転ジャンプをやるために使うの

は、その⼈の感覚によるところが⼤きいので難しいかもしれませんが、すでにできている3回転ジャンプを⾶んで

いるその⼈の感覚が、実際どういうふうになっているんだろうというのを、データとして⾒せることができれ

ば、役⽴つと思うんですよ。

なるほど。それはドライビングスクールと似ているかもしれないですね。レーシングドライバーの運転データを

⾒せて、ここはこうだ、みたいなことを説明したりしますから。

何となく、それに近い感じです。

それはそれとして、その⼈の感覚でしかない4回転ジャンプとかって、どうやったらできるんですか？ 新しい技

に挑戦するって、まず怖いじゃないですか。

例えば3回転ジャンプから4回転ジャンプにするというときには、3回転ジャンプにすごい余裕を持たせてから、4

回転をやるんです。3回転ぎりぎりしか回らない時点で4回転をやっても、3回転しか回らないですからね。もう

少し具体的に⾔うと、⾼さがある程度出てきたら、4回転にチャレンジ。4回転回るつもりでやってても、最初は

3回半しか回らないし、やっぱり感覚なので、何回も何回も練習して。

聞けば聞くほどすごい世界ですね。

ブレーキを踏むのと⼀緒ですよ（笑）。

2012年当時のインタビュー記事です



⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

⽵岡：

⼩塚：

慎重派ながら、新しいことにチャレンジし、そして極めるのが好き

だからこそ、世界に挑戦できるんでしょうね。⼩塚崇彦選⼿の強さ

が少しはわかったような気がしました。フィギュアスケートとドラ

イビングと舞台は違っても、何か共通するところがあるのも⾯⽩

かったし、今度はバイオメカニクスでの融合なんていうのも、⾯⽩

いかもしれませんね。

気さくで優しい好⻘年というイメージそのまんまの⼩塚選⼿。楽し

いお話をありがとうございました。今後の活躍を期待しています！

ブレーキと⾔えば、最初急ブレーキ、踏めなかったですね（笑）。

そうそう。

おれ、もしかしてチキンとか⾔ってませんでした？

最初怖くてゆっくり踏んじゃって。ガッと踏めばよかったなぁ。

うわぁ〜、チキッちゃった〜！ っていうの、今⽇初めて聞いた⼩塚語録でした。

メチャメチャ泣きそうでしたよ〜（笑）。だからこそ、2回⽬の100キロのときは思い切りいきました。思い切り

いかなきゃいけないというのがわかりましたから、もうそれは、思い切って。

でも、なんか楽しそうでしたけどね。

新しい経験をするのが好きなんですよ。何事も。

2012年当時のインタビュー記事です




