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Mike Basich x AREA 241
夢は果たして、実現するから夢なのか。

それとも叶うことなく終わるから夢なのか。

自分の山に建つ自分の家。

辺りには見渡す限り白一色の雪景色が広がり、

どこを滑っても自由自在。

スノーボーダーにとって夢のようなフィールドでの

夢のような生き方を実践する人物こそ、マイク・バシッチだ。

彼の夢は、「体験的でシンプルな暮らしをする」こと。

決して成金主義で閉鎖的思考の持ち主ではなく、

この場所もオープンスペースと言い切る。

決して簡単に手に入れられた訳ではない特別な場所にも関わらず、

誰でもウエルカムと言い、スノーモービルのハンドルを自ら握って案内する。

マイク・バシッチのエリア241での暮らしとその想いに触れたとき、

夢とは大切に育てていくことで、

実現させることのできる現実なのだと知った。

そして同時に、スノーボードの本来の姿を垣間見た気がした。

彼の夢の一端、その一部を本邦初公開。

■ Edit_Hirohito Iso / Special Thanks_GOLDWIN, Ishi

Photography_ Mike Basich
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フリースタイルスノーボードのルーツと呼ばれる小さなリゾート、ダナースキーラン

チは、カリフォルニア州とネバダ州との州境にある、タホ湖に程近い場所に位置す

る。道路を隔てた向かい側にはシュガーボウルがあり、MDPなどの撮影で有名な

サミットも近い。マイクとの待ち合わせとなったこのダナーは、かつてこのエリアで

初めてスノーボーダーを受け入れてくれたリゾートであり、ハーフパイプが初めて作

られた場所でもある。それゆえに現在も年に一度「Legend of Snowboarding」

という、スノーボードレジェンドが集まるコンテストという名の同窓会が開催されて

いる。マイクも当然この大会に参加し（結果は優勝！）、終了後に今回の目的地であ

るエリア241へ招待してくれる段取りになっていた。

レストハウスで軽く打ち合わせた後、マイクの車の後に続いて道を進むこと約 10

分。車は細い道を右折し、すぐに空きスペースに駐車した。エリア 241への入口だ

という。未開の地を想像していた筆者の期待を裏切るアクセスの良さであり、ここ

から本当に写真で見るあの山小屋（キャビン）へ続くのか戸惑う。何せこの駐車ス

ペースには、ハイウエイを走る車の音も聞こえてくるほどなのだ。そんな筆者の不

安をよそに、マイクは車から燃料が入ったタンクを下ろし、スノーモービルへ積み込

むと、「15分くらい待っててね」と言って走り出していった。

こうしてエリア241への初訪問は、予想以上にあっけなく、想像以上に簡単に始まった。

スノーモービルでアクセスする一軒のキャビンの周りには、東京ドーム 3個が

すっぽり入る40エーカーの敷地が広がっている。夜になればキャビンからの灯

りがわずかに足元を照らしてくれるだけで、あとは星の輝きと静寂に包まれる。

建物は鉄骨と木材、石造りで、当然すべてが彼と仲間による手作りである。8畳

程度の広さのリビングにベッドとなるロフト付き。前面には床から天井まで届

く大きな窓が設置され、視界を遮るものは何もない。部屋のアイコンとなる暖

炉やテーブル、石積みされた壁も当然手作りだ。

2005年からスタートしたこのプロジェクトは、少しずつ少しずつ形を整え、現

在の姿に変わっていった。初めの頃はティピ（アメリカ・インディアンの使用

する大型テント）に寝泊まりして1週間を過ごし、街に戻って1週間過ごす、と

いうサイクルで建てていったという。

「12歳から夢みてた生き方なんだ。人里離れて自分で木を切って、体験的で極

めてシンプルな暮らしをすることがね」。

もちろん、何の準備もなく突然この生活に切り替わったわけではない。子供の頃の模

型遊びに始まって、家を作る下準備も経験している。そうしてようやくスタートラインに

立てたのだ。準備に20年、完成まで 20年。一生の夢が今、実現していっている。

先述した通り、エリア241は文明と未開の地との狭間のような場所にある。つまり、

マイクはこの場所で仙人のような生活を送っている訳ではないのだ。自分のスノ

ーボード観、夢、その両者のバランスがとれている場所と言っていい。

「まず自分にとって何が重要かってことに重点を置きかえたんだ。両親の住むコ

ーファックス、それからトラッキーの町に近くて、標高が一番高い場所って順

番にね。標高が高い＝雪がいい。これが最重要だった」。

自分にとって何が重要かと同時に、スノーボーダーにとって何が重要かを理解し、

それはスノーボードを取り巻く業界すべてに対してのメッセージともなっている。単

に自分だけが満足するための場所ではなく、ある意味間違った方向へと進んでい

る現在のスノーボードシーンへの、彼なりのアプローチなのである。「独りで滑っ

ていたって十分ハッピーだよ。でも今でもスノーボードを始めた頃の楽しさや喜び

は誰かに伝えたいと思っている」。エリア241とは、マイク・バシッチの自己満足の

世界ではなく、スノーボードに誰よりもピュアで、誰もがスノーボードに真摯に向

かい会える、原点を体験させてくれる場所でもあるのだ。もちろん、自分が楽しむ

ことを忘れてはいない。「この冬はロープトーを作るんだ。JP（＝マーティン、シュ

ガーボウルのパークプロデューサー）のところからワイヤーをもらって、廃タイヤを

滑車に使って、これを引っ掛けて…」と、目を輝かせながら話す姿は、きっと20年

前から少しも変わっていないのだろう。

Photography_ Mike Basich self portrait

Area 241
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キャビン誕生前。この小さく見えるティピで生活し、少しずつ小屋を建てていった

（左上から時計回りに）柔らかい炎
が、気持ちまで暖かくさせてくれる
この暖炉も、マイクの手製 / 室内は
8畳ほどの広さにロフト付き。壁に
は断熱材も入れてある / キャビン建
設はマイクの力だけではなく、たく
さんの人のサポートがあった。その
中でも、家族の力は最も頼もしい。
両親とティナに囲まれて

自分の形だけでなく、ストロボの置き方や光のあたり具合まで、この一枚の写真を残すために必要なクリエイティブな要素は尽きない。キャビン目の前のフィールドにて

Photography_Dalton Paley

Photography_Mike Basich

Photography_Mike Basich

Photography_Mike Basich
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マイク・バシッチの創作への意欲は、エリア241のキャビンだけに留まらない。例

えばそれは太陽光による電気やバイオディーゼル燃料だったり、トレーラーハウス

を改造した実家の家だったり、エリア 241 の倒木を使用したスノーボードだった

り（最近ではスプリットボードの作り方までをウエブに動画でアップしている）、か

つてはステップインバインディングもハンドメイドしていた。「時間を費やすけど、

その分結果を喜べるから」と自分で作る理由を話すが、クリエイティブは彼の表現

であり、自然な衝動でもある。「『エリア241』という環境も、クリエイティブな発想

を維持出来る場所だし、そこには少し未開発な要素を残すことにしてる。新しいア

イデアを作って試したりもするし、写真も撮る。ウエアを創る時だって、写真を撮

る時のアイデアが活かされたりもする。自分で体験して、そこから発想するものが

最終的にウエアや写真というカタチになるんだ」と言い、こう繋げる。「少し未開

発で未発展な要素を残すことによって、また新しい発想と試行錯誤や実験をする

ことが可能になる。完璧じゃつまらない。何かを表現したりすることは人間という

動物が持っている本来の自然な衝動だよ。それが出来上がりきってちゃ、そこには

クリエイティブな要素が介在できない」と。

彼のクリエイティブを実現させる場所は、コーファックスという小さな田舎町にある通

称ウエアハウス。ハイウエイ80号から約5分の線路際に立つ、ショップ兼オフィス兼

ファクトリーである。この場所で事務的な作業から新しいアイデアのサンプル作り、

さらに世界中の241ユーザーへマイク自身が発送したりもする。

古き良きアメリカを思わせるこの小さな町は、サクラメントとリノの中間に位

置し、サンフランシスコからも約 3時間と、町のスケールの割にアクセスが良

い。カフェで朝食をとっていれば、誰かが挨拶をしてくるという小さなコミュ

ニティ。それゆえに、マイクの普段の表情を窺い知ることが出来る。この町は、

奇人・変人の類が生活するには少し小さ過ぎるからだ。

「両親のところへ案内するよ」と車を走らせても、あっという間に実家に着く。広

い庭に建つ瀟洒な建物もマイクが建てたものだ。風邪気味だからと僕たちに少し

距離を置いて話す母親は、彼が建てた家を控えめに、けれどうれしそうに案内し

てくれる。キッチンのガラスの模様や暖炉、そしてマイクの歴代ボードのアートが

飾ってある廊下まで、自慢の息子の作品を隅々まで見せてくれた。

マイクは四六時中キャビンにいる訳ではない。こうしたウエアハウスや実家、トラ

ッキーやリノにある Smokin' Snowboard のファクトリーなどをアクティブに動

き、それがクリエイティブに結びつき、製作に反映されていく。マイクといると、彼

を取り囲む温かい人の繋がりを感じずにはいられない。それは取りも直さず、マ

イク・バシッチという人物の内面を表しているということだ。

スノーボーダーだからこそ山にベースを置き、だからといって隠居している訳では

ない。むしろ、よりスノーボードの本質に近づいている気さえする。「毎日スノーボ

ードをし、体験から新しい発想が生まれ、それを写真やウエア、エリアに活かす。

そのサイクルを保つ。それを地域に広める。それが僕の成功の捉え方だ」と話す彼

のスタンス、それこそがスノーボーダーの理想の姿なのだと思う。

ウエアハウスのショップ部分にて

実家の庭に置いてあるミルを使い、木材を切り分けていく

ほとんどのものはウエアハウス裏のファクトリーで作られる

外壁ももちろん自分で貼り直した。もとは鍛冶屋だという

Smokin'の工場でボードにアイデアを映しこむ

キャビンの製作途中。五角形がその特徴

倒木を使用して作った自分のボード

右の人物がSmokin'のボスであり、マイクの友人ジェイ

トレーラーハウスを改造して建てたマイクの実家

■ Photography_ Mike Basich

DIY
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エリア241のパウダーを駆け抜ける。場所選びの当初、マイクが最重要項目に掲げたのはもちろんこの雪
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『エリア 241』の開拓はいつ頃からなの？

2005年だから 32歳の時だね。ずっとやりたかった夢の生き方なんだ。12歳か

ら夢みてた。人里離れて自分で木を切って、体験的で極めてシンプルな暮らし

をすることさ。ママに訊いてもらえばわかるけど、子供の頃から小屋とか小川

の流れてる模型を創ったりしてたんだよ（笑）

子供の頃はサクラメントの街に暮らしてたよね？

そう。でもツリーハウスなんかも造ったし、家も自分で建てる少し手前までは

やったよ。だから今のような暮らしに直ぐに移行したかったけど、その時期に

ちょうどスノーボードを始めて、違った世界が目の前に開けていた最中だった。

だから、まず先にそっちに飛び込んで普段できない経験をしてみようって思っ

たのさ。ワールドカップで世界中を転戦したし、『241』を始めてビジネスのや

り方を学んだりして、それで山暮らしが少しだけ後回しになったね。

INTERVIEW
■ Interpretation+Translation_Ishi

Photography_Tom Zikas
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12歳から 20年経って実際の行動に移そうとしたのは？

ずっと頭の片隅にはあったんだよ。ただこの暮らしをするのには思いつきだけ

じゃ駄目だし、半自給自足生活のノウハウも身につけなきゃいけない。それに

すべてを自分独りでやるから、20年くらいはかかると計算した。30歳過ぎだか

ら今からならちょうどいい頃だろうと思ったのさ。まだ独身だしね。最初はジ

ェレミー・ジョーンズ（注意：当然フリーライドのジェレミーを指している）

の奥さんが不動産屋で、ダナー界隈の土地付きの家を探すのを手伝ってもらっ

たんだけど、どれも凄い立派な値段だった（驚） これじゃ無理だって一旦は

諦めかけたんだけど、ちょっと違う角度から考えてみることにしたんだ。それ

は、まず自分にとって何が重要かってことの方に重点を置きかえた。それで何

処の土地が売りに出ているかを一切無視して地図を広げてみた。両親はコーフ

ァックスの辺りに暮らしている、それからトラッキーの町に近く、それで標高

が一番高い場所って順番に調べた。標高が高い＝雪がいい。これが最重要。そ

りゃスノーボードが僕の生活の最重要項目だからさ。そしたらラッキーなこと

に、2箇所の土地が売りに出てたんだ。一つは車のアクセスが良かった。もう

一つはモービルでのアクセスのみ。それから実際にモービルでロケーションの

下調べに出た。何度か思いっきり迷ったよ（笑） そのあとキャッスルピーク

の近くの場所に出て「よっしゃ！　ココだ！」って迷わずに決めた。

それ以前にもキャッスルピークに登ったことはあったでしょ？

もちろんスノーボードでは何度もね。あの辺りの山、ボレアル、シュガーボウルが凄

いのは海岸沿いから低気圧がヒットして、ダナー湖の湿度を得て雪を降らせる最初の

山脈なんだ。そこからトラッキーの町に向かって緩やかになって、さらにタホ湖畔の南

に向かっていく。スコーバレーも標高が高いけど、降雪量はシュガーボウルから比べ

ると半分くらいだ。だからこの土地を手に入れられると分った時はさすがに興奮した

よ。40エーカー（東京ドーム3個分で日比谷公園がすっぽり収まる大きさ）あるし、国

道からも遠くないから、静かだけどちゃんと現代的な生活にもアクセスができる。じ

ゃなきゃ世捨て人になっちゃうからね（笑）

『エリア241』に泊めてもらった時に思ったんだけど、近代的な生活が嫌になっ

て住む環境を変えたんじゃないよね？

人に邪魔されずに静かに暮らしたいし、同時に世の中とも関わりたい。引きこ

もらずに自分の経験とか価値観を共有したい人と分かち合いたい。何に対して

も、それらと自分の距離をどう保つかってことだよね。別に雑誌とかのメディ

アに露出してスノーボードをする必要はない。独りで滑っていたって十分ハッ

ピーだよ。でも今でもスノーボードを始めた頃の楽しさや喜びは誰かに伝えた

いと思っている。それから自分で出来ることは自分でやりたい。時間を費やす

けどその分、結果を喜べるし何事にも自信が付く。電気だって作れるんだよ。

バイオディーゼルも精製してるし？

世の中のかなりのことは自分で調整が可能なんだ。みんなそう思わなかったり気付

かないだけ。例えばメカニックじゃないけど自分で自分の車は修理できる。だから何

処で故障しても心配ない。僕はこうやって自立できることに価値を見出してる。それ

は成功という名のアメリカの一般的な価値観じゃない。白い囲いのデカイ家に住ん

で、高級車と奥さんと犬が、、なんてのとは違う。昔ユタに住んでた頃はそんなのにも

トライしたけどね。そんな成功の価値観はウソっぱちってこと。

ヒッピーのように近代的な生活を否定する生き方を選ぶ人は、貨幣制度や税制

とか政府を拒否するでしょう？　でもここは実際に便利な立地だよね？

そうだね。だから『エリア 241』は、今までに培った経験と子供の頃から抱い

055
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ていた夢の暮らしが、いい感じでミックスされている環境だと思う。少し山を

降りればちゃんと郵便ポストに投函できる。国道を少し車で走ればフリーウェ

イの入り口もすぐだ。そこから仕事の拠点コーファックスまでは 15 分で行け

る。そんな立地条件にあるよ。

以前はユタにしばらく住んでたよね？

高校出てからだから10年は住んだね。アメリカじゃ高校を卒業しても進学しな

いんだったら実家にはいづらい。それで姉貴（ティナ・バシッチ）と高校の同

級生たちと一緒に引っ越した。ユタ州はアメリカのほぼ中央に位置するから、

当時ワールドカップを転戦するのにも有利だった。空港が近くて西海岸にも東

海岸にも簡単に行けるし、便利なとこだった。ただ参ったのは、普段はスノー

バードでビッグマウンテンのフリーライドをしてるのに、その頃のワールドカ

ップの競技種目はパイプだけだった（苦笑） 雪の最高な日にパイプを滑るた

めに飛行機に乗るのなんて（笑） タホで滑っていた頃はそんなにフリーライ

ドしてなくて、パイプ全盛期だったからそれで良かったけどね。当時はさらに

スケールアップと新しい環境を求めてユタに行ったのもあったからさ。最初は

パイプだってそんなにルールとかしっかりしてなくて自由だったし、でも徐々

に規制がされていった。それが背景で『エリア 241』はスノーボードの本質を

自分で表現できる、そして体験できる新しい環境としてキープしたいのさ。自

分のためなのも、もちろんあるし。

昔のダナースキーランチはワイルドなスキー場だったよね？

ダナースキーランチはタホ周辺で最初にスノーボードを受け入れてくれたスキ

ー場だった。総支配人のノーム・セイラーが若者に凄い理解のある人だったよ。

1987 年のシーズン始めの 10月だったけど、まだ国道側の斜面には雪が降り積

もってなかったんだ。そしたらノームの長男のランスは、トラックに降雪機を

積んで北斜面側に回り込んで「ココなら雪が溶けないからジャンプ台作ろうぜ」

ってさ（笑） それでダミアン・サンダースにデイナ・ニコルソン、ジム・ゼ

ラースと姉貴たちとでキッカーを作って遊んでた。そのセッションも誰かがビ

デオに撮ってたんだ。貴重だよね。

そのランスがゲレンデ正面のクリフを飛んでいるのを目撃したことあるよ。

そんなことばっかしてた。さすがに行き過ぎるとノームにどやされたけどね。でも、ま

た翌日に懲りずにやったり（笑） 本当に自由だったな。そんな環境だったから、ダナ

ーで滑ってた連中はその後スノーボードの世界を引っ張っていったんだと思う。最初

のパイプの大会もダナーだったな。ドン・ボスティック（現在はX-Gamesのスケート

とスノーボードの競技運営責任者）が主催してくれた。

そういえばウインターX-Gamesのスノーボードでジャッジしてるよね？

今年もX-Gamesのパイプに3日間入ったけど、昔では想像できないくらい今の

パイプは完璧に仕上がってる。ドロップインしてトランジッションを通過する

時なんか頭真っ白のままでいい。その次はもう空中。しかもすっごい高さにい

る。凄いレベルだよ。これらがほぼ自動的になされることによって以前のよう

にエッジングだったり、ボードコントロールとかについてさえ考えなくなった。

それは凄いことだけども、同時に「考える」ってことを失ってるワケさ。もち

ろんボードやバインディングといった道具の技術が向上したのも影響している

けどね。ただ、だからって「パイプは本来こうあるべき」なんて僕は思わない。

あれはひとつの技術が集約して結晶されているけど、同時にもっと他の提案だ

ってあるとも思う。スノーボードはクリエイティブなものだよ。決まったカタ

チなんてない。それは楽しむ側が望むかどうかに係ってる。

そのクリエイティブはどうして生まれると思う？

僕が思うにそれは「横乗り」に関係すると思う。例えばスキーだったら左右の

脚を均等に使う運動をする。そして身体の筋肉はその運動によってバランス良

く保たれる。つまり安定だ。だけどスノーボード、スケートボードにサーフィ

ンは「横乗り」だから、片方の脚や上半身に力が付くけれど、その逆はあまり

力を付けずに身体のバランスが均等に保たれない。このオフバランス、つまり

不安定さが思考に影響して一般の人とは違ったユニークな発想をするんだと思

う。だからスノーボーダー、スケーターにサーファーは芸術志向でアーティス

トが多くみられるんだと思うよ。僕にとっての『エリア241』という環境も、そ

んなクリエイティブな発想を維持出来る場所だし、そこには少し未開発な要素

をオープンな環境として残すことにしてる。新しいアイデアのバインディング

を作って試したりもするし、写真も撮る。ウエアを創る時だって、一般的には

市場調査をして、価格帯を設定して、素材とか機能を吟味して製品化される。

けど僕のやり方は写真を撮る時のアイデアがウエアに活かされたりもする。自

分で体験して、そこから発想するものが最終的にウエアとか写真というカタチ

になる。セオリー的でない。だけどそれが僕だ。そして少し未開発で未発展な

要素を残すことによって、また新しい発想と試行錯誤や実験をすることが可能

になる。完璧じゃ駄目だ。つまらない。何かを表現したりすることは人間とい

う動物が持っている本来の自然な衝動だ。見たことの無いものを見たいという

興味だってそう。それが出来上がりきってちゃ、そこにはクリエイティブな要

素が介在できない。

その独自性は他のスポーツ、特にチームスポーツにはないよね？

そうだね、例えばコーチングひとつを例に挙げても、選手に「こうしろ！」ってのは

スノーボードには必要無い。大会だったらどう勝ちたいかは必要でも、ワックスの

かけ方だって様々な方法でいい。この方法でなきゃ勝てないってことはないと思

う。良い例がアンディ・フィンチだ。ヤツは自分の前に滑ったライダーのコンビネ

ーションやミスを見極めて自分のルーティーンを変更したりしないんだ。だから毎

回のランごとに違った滑りをしてる。そこがクリエイティブだし、フリースタイルだ。

それはアンディがどう勝ちたいかなんだと思う。それでいい。最近大会でそれは

難しいよ。過去に僕自身は大会ではいい成績を残せてないけど、それでも大切な

のは、自分のスノーボードが昨日よりどれだけ上達してるかってことだと思ってた。

それがまだ残されているのはフリーライドさ。

90年に入ると、大会だけで自分の進化を表現できないことに気が付いた連中が

ビデオでそれを具体化し始めたよね？

ダミアン・サンダースが良い例だ。何かを表現したいって気持ちと、そこに情

056
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この環境で彼は、スノーボードに出会った頃の気持ちや喜びを多くの人に伝えようと考えている。自らが滑り、実践することで
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エンジン積んでなかったら走らないぜ（笑）？

それはスノーボードのビジネスに限らないよね？

会社に資本を集めるために投資家から投資を集う。その投資家は投資した分と利益

に見合った報酬を当然要求する。会社は社員の給料や建物の賃貸料を払うために

最小限3千本のスノーボードを製造販売しないといけなくなる。みんながその商売を

する。問題は、市場がその会社から3千本を必要としているかがそこでは無視され、

スノーボードは製造され市場に過剰に流通すること。それは市場に対し不健全な在

り方だけど、会社は誰もそれを止めようとはしない。あるいは今はそれを止められず

にいる。しかし必ずそれは修正できるんだ。それには情熱と信念も必要だ。

お金の為だけのビジネスに情熱はない？

最初の年『エリア 241』の山小屋を造る時に感じたね。一度だけアメフト部の連中

を時給千円で雇ったんだ。この辺りじゃ良い金額だよ。それまで自分独りで岩を運

んでたりしたから試しに手伝ってもらった。僕が一日かけて掘り起こしたり、運んだ

り、積み上げたりしたのが、たった3時間であっと言う間に完了さ。最初は凄い仕事

が進んで画期的だったけど、なんか僕は指図してるだけで、連中はただ資材を運ぶ

だけの関係だから一緒に作業してる実感が沸かなくてヘンだった。お金だけで働く

ってことは、マクドナルドとかスーパーで働いてるのと一緒なんだとその時に感じ

た。効率だけが重要だから情熱なんか要らないさ。でもよく考えると、それじゃ同じ

目的で同じ時間を過ごしてる意味がない。

ただの作業環境だからだね？

昔、Hooger ってブランドのライダーだった頃に、ヨーロッパのスキー工場に

挨拶しに行ったら、70歳くらいの婆さんがくわえ煙草で僕のボードをラミネー

トしてた（驚） そこには誰かのボードを作ってるという意識やもちろん情熱

なんてないさ。ただの仕事だよ。夕方 5時までの流れ作業さ。仕事に充実感が

ないからそうなるんだ。

ウエアを作ってるなかでも同じことが言えるかな？

なんで高品質な製品を作るかってのを簡単に説明するよ。それはたとえ安くても直ぐ

に無駄になるものを流通させることが世の中に良く無いってこと。これは物事の捉え

方だ。逆に聞こえるかもしれないけど、有機素材を使用した服でもあまり長持ちしな

くて、石油製品を使った服の方が長持ちしたら、使用頻度と耐久年数の観点からみ

ると環境にはいい。石油だって本来は土壌にある有機素材だ。プラスチックやナイ

ロンなどの問題点は加工や成型がし易く、製造単価が低いことによって利用者が簡

単に使い捨ててしまい、リサイクルされにくい。そこに気が付けばいいんだ。プラス

チックでも直ぐに捨てないで壊れるまで使えばいい。もっと細かくいうと、大地に手

を加えることは基本的な考えとして地球に影響を与えてる。この近所の子供たちがウ

エアを直接買いに来る。「先シーズンに買ったのは細かいとこが壊れただけでもう着

れない」って。それで「今回ジャケットは我慢するけど、長持ちするって評判だからパ

ンツはココのを買いたい」。そうやって買っていってくれる。僕はスノーボード市場に

過剰に商品があることを知っている。だから3千着とか作ってテキトウな販売して、人

に高級車を自慢したりはしない。それが僕にとっての成功の証しではないからさ。食

う物に困らないでスノーボードを続けていければいい。毎日スノーボードをし、体験

から新しい発想が生まれ、それを写真、ウエア、エリアに活かす。そのサイクルを保

つ。それを地域に広める。それが僕の成功の捉え方だ。

そんな商品を取り扱ってくれるショップは多いの？

この前のシーズンは、既に取り扱ってくれてるショップの店員たちが何人か訪

ねて来てくれたよ。それで実際の商品を山小屋で試着したり、一緒にスノーシ

ューでハイクしてスノーボードして、ここの開発環境を実体験してくれた。こ

こで感じたことを今度その人たちの地元で、それぞれのやり方で実践してくれ

れば、スノーボードの世界観は大きく変わっていくと信じている。僕は自分が

死ぬまでの間に体験という貴重なことをして、それを写真で表現したり、『エリ

ア 241』のような環境を用意したり、こだわったウエアを通して、スノーボー

ダーに「自分にとって本当に重要なのはなんだ？」ってことを伝えたい。それ

を理解したスノーボーダーたちと世界観を共有したい。自分のノウハウを独占

するんじゃなくって共有して、それを感じたスノーボーダーがまた新しいこと

に挑戦していけばいいと思っているんだ。

熱があれば同じような情熱に共感する人たちから支持されたりサポートされる。

それだって当時は新しいアイデアだ。でもすぐに受け入れられたね。

受け入れられるか否かなんだけど、マイクのデザインしているウエアは値段の

わりにポケットの数が少ないのを知ってる？

市場に出回っている他の商品と比較してないから具体的な数字はわからないけ

ど、僕にはあれで十分だ。ポケットの数はどうでも 3万円以上払ってジッパー

が噛んだり、シーズン中に破れたりしたら意味がない。ウエアで最も重要なの

は、シンプルで機能的で寒い思いをしないってことさ。せっかくスノーボード

やってみたのに手足が冷たくなったら「ボードなんて最悪！」って誰だって思

うだろ？ それとモデルチェンジだって毎年なんか必要ない。数年は使えるも

のを作って提供してるんだから。車が良い例だよ。毎年モデルチェンジなんか

しない。本来モデルチェンジする時のタイミングは、エンジンなどの駆動部分

に画期的な技術革新がなされた時だけだ。あとは文字通りマイナーチェンジだ

ろ？　不必要に市場を煽って購買させる必要はないんじゃないか？　それはス

ノーボードのビジネスでも実行できるし、そう軌道修正することも可能だ。

購買って言えば『Smokin' Snowboard』でボードを出してるよね？

以前は別のブランドでボードを出していたけど、その会社の経営方針と合わな

くなって疲れた。会社には投資家の意向が強く反映される。僕の考えはそこで

反映され難い。僕がいいと思うアイデアを出しても製品に反映されない。それ

で嫌な思いをしながらスノーボードに乗っても楽しくないから辞めた。最初は

プロモデルとかでなく、自分の乗る分だけの最小限のボードを造ろうと思った。

『エリア241』の敷地にはたくさん倒木があったから、それを製材すれば自分の

乗るボードの材料は一生分確保できる。80年代のボードはベニヤ板で出来てた

し、防水塗装すればいいか、くらいに考えてた。そう言えば最近はまたボード

がロッカーだよな？ とか考えている時に、同じタホでブランドやってる

『Smokin' Snowboard』のジェイにプレス台を使わしてくれないか相談をし

た。だから最初は数年分だけ必要な本数だから、5本もあれば足りると思って

話したんだ。ジェイも最初はガレージでプレスすることから始めて、もう何年

もローカルに販売してる。そのやり方と一過性でないところに、ヤツがスノー

ボードに対して持ってる情熱が僕と似てて、そこも共感できた。じゃ僕は材料

を手配するから、ジェイがプレスを担当してくれればお互いいいじゃないか。

そしたらジェイが「ウチで造って自分のバシッチブランドで販売したら？」っ

て言うんだ。それが成り行きというかいきさつ。僕はスノーボードを販売する

ことに興味がない。ウエアを作ってそれを広めることに興味があるんだ。でも

自分が乗るボードは絶対に必要だし、販売することによって僕らのやり方に興

味を持ってくれるスノーボーダーがいてくれればそれでいいと思う。それから

実際に敷地内の倒木を自分でトラックで引っ張って、それを自分で製材して芯

材にして、ソールやサイドウォールも石油系の素材は全部リサイクル素材を使

って、ここからあまり離れていない『Smokin'』の工場でプレスしたら、どの

くらいの二酸化炭素が大気中から軽減できるか計算した。それでも十分なボー

ドが造れる。ちゃんと不自由なく乗れるんだ。性能は下がらない。トップシー

トのグラフィックも複数年使う。新しい印刷技術が採用されるまでね。例えば

ショップが僕のボードをオーダーしてくれたけど、発注数の半分しかそのシー

ズンに売れなかったとする。だけど翌年もグラフィックは一緒だから去年の在

庫とはならない。中身もグラフィックもまっく一緒なんだからね？　だってみ

んなもう気付いてるだろ？　同じモールドでグラフィックだけ新しくして売り

つけるなんてスノーボーダーを馬鹿にしてる。その観点から見ると、過去10年

のスノーボードはグラフィックしか進化してないことになる。18歳以下だと親

が買ってくれるから、子供向けに購買欲を煽るやり方だ。でも18歳以上で自分

のお金で買うんだったら中身とその品質で選ぶよ。最高級車のフェラーリでも


