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Special Interview

オリンピアンからの言葉
～指導者、そして自分自身を信じること～
原 大智
平昌冬季五輪モーグル銅メダリスト, 日本大学 スポーツ科学部 2 年生

◆競技レベルの向上と筋力トレー
ニングへの意識
NSCA

ときにおけるトレーニングという言
葉に対するイメージなどありました

まずはオリンピックの舞台、

大きな感動をありがとうございまし

か？
原

ました。

NSCA

カナダでトレーニングを実

践したとお話しいただきましたが、

筋力トレーニングを始めたのはカ

それはどんな内容でしたか？
原

た。オリンピックという本当に大き

ナダに留学していたときなので 3 ～

な大会で銅メダルという素晴らしい

4 年前になります。それまでは、ス

グをすると身長が伸びなくなるとい

成績をおさめられました。レース後、

キーの練習に対して純粋に「楽しい」

う噂が流れていたので、必要だとは

最初に感じたことを教えてくださ

という気持ちで取り組んでいるだけ

思っていませんでした。カナダに

い。

でした。それらは、世界に進出して

行ってから本格的なトレーニング施

ありがとうございます。メダル

から、
「楽しい」から本格的な
「厳し

設に出向き、トレーナーさんが作っ

を獲得したときは嬉しかったのです

い」練習やトレーニングへと変化し

てくれたプログラムメニューとし

が、同時にまさか自分が獲得すると

ました。

て、ベンチプレスやスクワットなど

原

NSCA

中学のときは、筋力トレーニン

トレーニングを本格化した

のフリーウェイトエクササイズを実

もありました。すごい不思議な感じ

のは勝ちたいからということからで

施していました。筋力的にも骨格的

で、ふわふわしていました。私の一

すか？

それともパフォーマンスを

にも未熟だったので、重いウェイト

番の目標だったので夢みたいです。

向上させる上で自然と取り入れて

は扱わず体幹トレーニングなども取

いまだに夢から覚めていない感じで

いったという感じでしょうか？

り入れていました。現在では、僕ら

は思っておらず信じられない気持ち

原

負けず嫌いだから勝ちたいという

モーグル選手はウエイトリフティン

想いが一番です。勝ちたいからたく

グのスナッチを中心的に取り入れて

行なうことについてうかがいます。

さん練習をしますし、人より多く練

います。

重要な入口になると思いますが、ト

習すれば絶対上手になるということ

レーニングを始めたきっかけやその

を信じてトレーニングを行なってい

す。

NSCA

それでは、トレーニングを
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NSCA

スナッチといったウエイト

リフティング種目を取り入れるとい

原

週 3 ～ 4  回 は 筋 力 ト レ ー ニ ン グ

が強弱をつけて取り組んでいまし

で、しっかりとしたアジリティト

た。トレーナーからは、1 週間ごと

全身運動なので、最初はクリー

レーニングやスピードトレーニング

のメニューで手厚くサポートしても

ンから始め、徐々にスナッチを導入

は週 1 回、比較的軽めのスピードト

らい、また、週 4 回のトレーニング

しました。スナッチという種目につ

レーニングについては毎朝実施して

を 5 週間続けた後に 1 週間休養する

いては技術も必要だし、爆発的な筋

いました。また、有酸素性運動につ

という方法も教えてもらいました。

力も必要であると思って取り入れて

いては、通っていた学校の敷地はと

忙しくてトレーニングができてい

います。モーグルでは爆発的な筋力

ても広大でしたので自転車に乗るこ

ないときは、トレーニング量を振り

を発揮する場面があります。無酸素

とが多く、移動の際に含まれていた

返って確認し、休養したほうが自分

性運動の状態で行なう約 20 秒間の

部分もあったかと思います。

にプラスになるのかなと考えたりも

うことについて、原選手も納得して
トレーニングされていましたか？
原

レース中にジャンプが 2 回あり、そ

NSCA

しっかりしたプログラムで

します。

NSCA そうだったのですね。もう少

のジャンプの間における数秒で爆発

トレーニングされていたのですね。

的に踏み込み、コブをそれぞれ乗り

カナダでは、栄養・リカバリーにつ

し深い内容をうかがいます。これま

越えたり、リカバリーしたりします。

いての講義などはありましたか？

で、様々なメディアでも取り上げら

その際も比較的大きな力を使ってい

原

講義という形ではなく、現場で教

れていましたが、原さんには「（モー

る点から、爆発的な筋力を獲得する

えてもらうことが多かったです。練

グルの 3 つの採点項目のうち）自分

ことを目的として実施しています。

習やトレーニングで実践的に学ん

の武器は“ターン”と“スピード”
」と

クリーンやスナッチなどの

だり、トレーナーから教わりまし

いうフレーズとともに強靭な下半身

リフティング種目は技術が必要です

た。また、自分で考えるようになっ

のイメージがあります。スキーのト

が、指導者からしっかり学んでこら

てからはトレーニングが足りないと

レーニングに加えてストレングスト

れたのでしょうか？

感じたら足したり、疲れたら別の日

レーニングも実施しているというこ

に変更したりと感覚的ではあります

とですが、具体的にどのようなト

NSCA

原

はい。ですが、私の場合は比較的

すんなり導入することができたよう
に思います。最初はバーで練習して、
そこからは、スムーズに重量を増や
すことができました。

NSCA

スナッチを導入するきっか

けはコーチやトレーナーの勧めです
か？
原

カナダ留学時代のトレーナーが

本格的に教えてくれました。当時は
私も知識がなかったので、どのよう
なエクササイズが必要なのかわから
ず実施していましたが、ナショナル
チームのトレーナーもスナッチを導
入していたので、モーグルに必要な
種目だと思います。

◆カナダでの競技生活で得たもの
NSCA

カナダでの練習やトレーニ

ングのスケジュールはどのようなも
のでしたか？

ジュニア時代は、海外で競技生活を過ごすなかで、トレーニングや栄養、
休養について学び、実践していました。
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レーニングプログラムを実施してい

にしてこれまでやってきたのです

ようとはしますけど、専門的に学ん

るのでしょうか？ 大会に合わせて

ね。

でいる人のほうが詳しいので、そこ

逆算してプログラムを組んでいるの

原

ルーティンを作ったころもあり

は信用しないといけません。私はス

ました。それで失敗したりとか逆に

キーでコブを滑ってジャンプして、

大会というよりは、五輪に合わせ

ルーティンを絶対にやらなきゃいけ

そのなかで技術を高めることに集中

てトレーニングメニューを作ってい

ないという想いにかられて、そう

しています。筋力トレーニングは身

ます。大会では順位を目標にして五

なったときに、自分にとってストレ

体を鍛えるという意識で行ない、ど

輪に向けて頑張っていくようにして

スだと思ったんです。だからルー

ういう風に役立つのかは指導者の方

います。ルーティンは作りません。

ティンはなるべく作らないで自然体

に聞きますが、細かい部分までは覚

ルーティンを作って失敗したほうが

にしようと思いました。

えていないです。やれば強くなると

でしょうか？
原

思って取り組んでいます。

ダメージが大きいと思うので。逆に
好きなことをやってストレスがかか

◆専門スタッフへの信頼

らないようにしていれば、いちいち

NSCA トレーニングにおいても、か

パフォーマンスとの関係についてう

自分の行動など覚えていないので、

なりご自身で必要と思われたことを

かがいますが、実際のコースやコ

試合結果が悪いときは反省点がある

重要視して取り組まれているのです

ブ・気候の変化などに対応して筋力

だけでルーティンに失敗したとは思

か？

トレーニングも変化させたりします

いません。なるべく引きずらないよ
うにしています。

NSCA

原

いえ、トレーニングについては、

トレーナーが組んだプログラム内容

気持ちの部分も大事にして、

ルーティンを組まずに原選手がやり
たいと思うことから進んでいくよう

をしっかりやろうと考えています。

NSCA

筋力トレーニングに関しては全く

変化させたりしません。技術トレー
変化させたら間に合わないので、ど

見てこれはどのような目的で実施し

のコースやパターンがきても、私た

ているのかなど、トレーナーとディ

ちは対応できるようにトレーニング

スカッションすることはあります

や練習をしています。自分のなかの

か？

引き出しを増やすようにしていま

特にはないです。トレーナーさ

す。筋力トレーニングは土台づくり

んを信頼しているので、出されたメ

を安定させればよいと考えていま

ニューをひたすら極めようとしか考

す。土台の上にスキーの技術トレー

えていないです。

ニングが乗ってくるので、筋力ト

トレーニング内容としては

レーニングに関しては、身体という

一つひとつ、目的や効果などこうい

基盤づくりという感じで、大きく変

う意図があるんだなと自分でみてみ

えなくていいんじゃないかなと考え

たり復習したりするなどはあります

ています。

原
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たプログラムに対して原選手なりに

NSCA

か？

June 2018

か？

ニングもいちいち細かくメニューを

NSCA
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トレーニングとモーグルの

トレーナーに組んでもらっ

原

トレーニングや技術練習は、出場する大
会の状況に応じて細かい変更をするとい
うことは行なわず、着実に自身の課題を
クリアすることを意識しています。

NSCA

なるほど。では、トレーニ

復習するといったことは特にない

ングは土台として考えているという

ですが、たまに違うのやりたいなと

点について、例えば筋力が上がった

思ったときに、以前実施した種目を

り筋量が増えたりする場合、これに

プラスして取り組んだりはします。

対して動きの感覚が変わったり、実

NSCA

わかりました。全信頼をス

際のパフォーマンスにおいてパワー

タッフやコーチに預けているのです

発揮が変化したりということは起こ

ね。

りませんでしたか？ また、そうで

原
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トレーニングについて細かく考え

あればそれらは気になりませんでし

されたりはしますか？

たか？
原

原

かな栄養について学んだ感じです。

体力測定や体組成測定などにつ

特にコンビニ食など食べるときは脂

前のオフシーズンにすごいトレーニ

いてのデータは、トレーナーと話し

質の量が多く、タンパク質も不足す

ングをして体重を増やしました。こ

合って参考にしています。

るので、選び方の工夫をし、タンパ

世界ランキング 8 位になった年の

れによって感覚的な違いというより
は安定性が違うという感じがして、

NSCA

体力測定は年に何回やりま

心掛けている感じです。

すか？

これが良い影響をもたらして世界ラ

原

ンキング 8 位になったのかなと思っ

NSCA

春と秋の年 2 回です。
そのときのフィードバック

ています。そこからは筋力維持に

でトレーナーと話し合う機会がある

入っているので、ここ 2 年間は、そ

のですか？

ういう変化の感覚はないです。また、

原

一度減量をしたこともあるのです

NSCA

実際、身体を大きくして維

てしまってパワーもなかなか発揮で

現状は良いコンディションなのか、

きなくなりました。

といったことなどを確認するのです

際、栄養成分表などチェックするこ
となどありますか？
減量した当初はありました。今で

る癖がありますが、そんなには意識
をしていないです。

NSCA

カロリーなどを意識して食

事をされることもありますか？
原

か？
原

コンビニで食品を購入する

もたまにタンパク質や脂質の量は見

そうですね。

持していくなかで、数値をみながら

減量に取り組んだ理由は何

NSCA

原

が、そのときは体力と持久力が落ち

NSCA

ク質を補充しないといけないかなと

全くしていないです。カロリーは

そうですね。数値によって何が良

食事をとった分だけ運動して消費す

減量前は体脂肪率が 13 ～ 9％だっ

くなるのかというのは全くわかりま

ればよいと考えているので意識はし

たのを 4％まで落として、自分の競

せんが、僕たち選手は専門スタッフ

ていないです。

技パフォーマンスにどうつながるの

を信じてやるしかないと思いやって

か、もしかしたらパフォーマンスが

いて、平昌五輪では結果が出て正し

向上するのかなと思って落としてみ

かったんだなと実感しています。

だったのですか？
原

ました。結果的にパフォーマンスは

NSCA

そうだったんですね。ここ

◆平昌でのコンディショニングに
関する試行錯誤
NSCA

平昌五輪について、当時メ

落ち、世界ランキング 8 位になった

からは、アスリートとしての自己管

ディアでは気温が低いことが報道さ

次の年に大幅にランキングを落とし

理について質問します。普段自分が

れていましたが、寒さへの対応とし

てしまいました。

アスリートとしてやっていることな

てウォーミングアップを工夫したり

どありますか？

した点などはありますか？

NSCA

様々な試行錯誤をするなか

で実践されたということですね。
原

そうですね。

NSCA

トレーニングは全てプログ

ラムもチームとして行なうのです

食事は甘い物が好きなんですが、

チームとしてはやっていないで

原

実は平昌では序盤に体調を崩した

なるべく全体の栄養状況がアンバラ

んです。その原因は、はじめウォー

ンスにならないように気を付けてい

ミングアップを選手村ではなく、試

ます。

合会場でやっていたんですね。報道

NSCA

か？
原

原

大学生活のなかでは、食事

のとおり気温が低かったことが影響

など工夫することなどありますか？

して、汗が冷えてしまったことが一

原

サラダはなるべく摂ろうと心掛け

番の原因かなと思っています。選

ニューでやりました。エクササイズ

て、野菜でしか摂れない栄養はしっ

手村にジムがあるので、その後は

で用いる負荷は自分たちで考えな

かり食べようと意識しています。あ

ウォーミングアップをジムで実施

がらやるので、ここ 2 年間はトレー

とはタンパク質も主に考えて食べて

し、着替えて会場に行ってから再度

ナーと話し合って筋力維持を目的と

います。

体操などを始めるというパターンに

す。私個人としては筋力維持のメ

してトレーニングをしています。

NSCA

トレーナーとの話し合いの

なかで、今はデータが集まっている
と思いますが、過去のデータを活用

NSCA

それらは自分で学んで意識

されているのですか？
原

減量していたときに栄養士の方が

サポートしてくれて、その際に大ま

変えたのですが、これが良かったな
と思います。

NSCA

先に筋温を上げてから会場

へ出向いたと。特別なスタッフ、
チー
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ムとして戦略があったというわけで

身体のコンディションというか色々

いありがたいなという気持ちはあり

はなく、いつもどおりの準備では環

オリンピックでかかるストレスは大

ます。自分一人ではオリンピックの

境に対応できないと気付いて変更し

きかったです。

舞台は出場できなかったという気持

NSCA

大きなストレスがかかると

ちもそうですし、不安や緊張のなか

あれよあれよとオリンピックが来

いうのは想像に難くないですが、ス

でも、横にいて支えてくれたことが

てしまって、これから何か変えて大

ケジュール的にも厳しいものがあっ

大きかったです。オリンピック前ま

きく調子が変わるものかなという疑

たのですね。予選から勝ち上がって

では当たり前のように感じていまし

問もありますし、戸惑ってしまった

いくにつれてどのような心境の変化

たが、振り返ってみて、改めて彼ら

がありましたか？

の存在には感謝の気持ちでいっぱい

たということですね。
原

ら本末転倒なので、自分がやってき
たことを信じるという形での取り組

原

予選は 1 番スタートだったので、

です。

NSCA

みでした。ウォーミングアップを変

すごい緊張して吐きそうなぐらいで

えたというより、より良い
「いつも

した。オリンピックでは金メダルを

原選手の今後の活躍を期待していま

通り」を作り出すためのアクション

目指してましたけど、その前のワー

す。読者の方へ一言お願いします。

ということです。

ルドカップの成績が良くなかったの

NSCA

原

最後になりますが、読者も

自分は才能をもっていないと考え

で、今回ジャッジは自分に点数をそ

ています。全力で努力して練習に挑

んな付けてくれないだろうと思って

んでいたので、いつ報われるのかな

いました。ですのでとりあえず楽し

と思いながら全力で練習した結果が

す。大会が進むにつれ暖かくなって

むか、という気持ちで挑みました。

平昌オリンピックに繋がりました。

きた感じはしましたが。決勝は夜中

決勝はジャッジが高い点数を付けて

皆さんも全力で頑張って取り組めば

だったので、寒かったです。

くれて、かつ自分も楽しく滑れてい

結果は必ず出ると思いますので自分

たので、良いことづくしでその時間

を信じて全力で頑張ってください。

実際に気温の低さは感じま

したか？
原

最初の 2 日間はすごい寒かったで

◆平昌五輪開催中の心境の変化

は楽しかったです。予選から決勝の

NSCA

大会期間中は気持ちが落ち

間の 2 日間は心境の変化がなく普段

つかなかったそうですが、そのとき

どおり過ごせていました。予選は

のエピソードをご紹介いただけます

ジャッジが良い点数を出してくれま

か？

したが決勝はどうなのかな？ とい

原

オリンピック期間中は辛かったで

う不安な気持ちはありましたが、ど

す。ものすごい逃げ出したかったで

ちらかというと競技が始まる前の

す。ストレス過多になったり、太腿

期間のほうが気持ち的には辛かった

の状態が良くなくて肉離れ感が出た

ですね。本番が始まってからは楽し

り、なおかつ前述のとおり寒さで体

かったです。

調を 1 回崩していたのとトレーニン

NSCA なるほど、トップ選手しか味

グの時間帯が遅かったりしてすごく

わえない心境ですね。チームスタッ

大変でした。

フと呼ばれる専門家のなかには、ス

NSCA

競技の開催時間の影響が大

な方がいると思いますが、専門家の

グを行なったあとにジムでトレーニ

方たちとのかかわりについてエピ

ングするとなると夜の 10 時からに

ソードなどありますか？

なったりもします。その際に身体が

原

筋力トレーニングの面ではジムに

痛かったり、食欲もなくすし、スト

行ったらトレーナーの方がおり、絶

レスの影響で喉の調子が良くなく、

大な信頼をしていて一緒にいてすご
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りがとうございました。◆

キルコーチ、ストレングスコーチ、

決勝に合わせて公式トレーニン

8

原選手、お忙しいところあ

アスレティックトレーナーなど色々

きかったということですか？
原

NSCA

Number 5

極度の緊張を伴うなかで、これまで取り
組んできたことを生かし、また各専門ス
タッフの支えがあって、競技中は楽しみ
ながらパフォーマンスを発揮できました。

