
スノーボードジャーナリスト。1974 年生まれ。千葉県松戸市出身。スノーボード歴 24 年。専修大学卒業後、全日本スノーボード選手権大会ハーフパイプ
種目に 2度出場するなど、複数ブランドとの契約ライダーとして活動していたが、ケガを契機に引退。その後、アウトドア関連の老舗出版社でスノーボード・
エディターとしての道を歩み出し、2004 年から世界最大手スノーボード専門誌の日本版「TRANSWORLD SNOWboarding JAPAN」に従事。編集長と
して 10年 3ヶ月に渡り職務を遂行し、2016年 3月に退社。2013年に開催された、アクション＆アドベンチャースポーツのインターナショナル・フォト・
コンペティション「Red Bull Illume Image Quest 2013」の日本代表審査員を務める。また、X GAMES のほか各種スノーボード競技において、テレビ
での解説やコメンテーターとして活動するなど、その幅を広げている。2016 年 8 月 18 日、スノーボードメディア「 BACKSIDE」をローンチ。フリース
タイルスノーボーディングを再構築することで、シーンのさらなる活性化を目指す。

野上 大介 
DAISUKE NOGAMI
（ BACKSIDE編集長、スノーボード解説者 ）
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── 國母和宏という生き様 ──
（ A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 128 ページ ）
言わずと知れた世界のトップスノーボーダー・國母和宏の 24 年に渡るスノーボー
ド人生を紐解いた創刊号では、4 歳でスノーボードを始め、中学 2 年で US 
OPEN2 位の偉業を成し遂げ、バンクーバー五輪での腰パン騒動を経て、世界の頂
に登り詰めるまでを、一冊すべてを通して濃厚に特集している。150cm あまりの
一枚の板にまたがってグローバルな視点で活動を続け、そこで培われてきた人間力
と滑走力から、國母和宏とフリースタイルスノーボーディングの奥行きの深さを感
じとってほしい。“世界の KAZU” の素顔が垣間見られるだけでなく、滑走意欲やラ
イフスタイル向上の一助となるはずだ。

── フリースタイル
スノーボーディングの本質 ──
（ A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 130 ページ ）
フリースタイルスノーボーディングの起源をたどることはもちろん、その本質を探
るために植村能成のスノーボード人生を紐解いた。語弊を恐れずに断言すれば、彼
のスノーボーダーとしての歩みは、そのまま日本のフリースタイル史になぞらえる
ことができるから。また、フリースタイルスノーボーディングの現在地を探るうえ
で、競技者と表現者という両側面から育まれたスノーボード観を持ち、ジェネレー
ションも異なる工藤洸平の言葉にも耳を傾けることにした。コンペティターを経て
たどり着いたアーティストとしての生き方にこそ、その本質が宿っているからだ。

── スタイルこそすべて ──
（ A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 152 ページ ）
“遊び” であり “競技” でもあるスノーボードを語るうえで欠かせないスタイル 
という価値観。まずはライディン グスタイルについて考えてみたい。バックカ
ントリーやストリートでの滑りが 進化すればするほど、一般スノーボーダーか
らは現実離れしてしまい理解しづ らくなる。競技レベルが高まってトリックが
高難度化していくほど、勝つため に求められる複雑な技からは個性が失われつ
つある。そこで大きく “型” と “流儀” に分けて考えてみたい。一年中滑走可能
な環境を手にしたことで型 は作りやすくなったが、先述したように複雑難解な
技からは個性が失われてい く。反面、ライディングスタイルは “滲み出るもの” 
という説がある。ライダー という生き方の流儀が滑りに投影されるという考え
だ。「スタイルこそすべて」と題した今号を読んで見 えてくるもの。それは、
スタイルとは己自身であるということだ。滑り続ける 理由は様々だろうが、見
た目以上に中身がカッコよくあってほしい。競技性が 際立つオリンピックシー
ズンだからこそ、このテーマを捧ぐ。

── スノーボードと仲間と絆 ──
（ A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 148 ページ ）
同じ目的を志して協働する仲間とは異なり、滑り方や滑る場所さえ問わない自
由を重んじるフリースタイルスノーボーディングの世界においては、その仲間
との関係性も、より深いものになるのではないか。ライディングスタイルには
等身大の自分が写し出されるからこそ、言葉以外に滑りでも語り合うことがで
きるからだ。國母和宏率いる STONP が育んだ、世界に挑んだ男たちの絆。岡
本圭司と角野友基が育んだ、時空と世代を超えたふたりの絆。平野歩夢と平岡
卓が育んだ、滑りで夢を語り合うメダリストたちの絆。こうして育まれていく
“スノーボードと仲間と絆” を読み解くことで、仲間たちへの想いを巡らせてほ
しい。
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「BACKSIDE」は、国内外のスノーボード情報を、
どこよりも早く、詳しく伝える、WEB マガジンです。
スノーボーダー とひと言で括っても、それぞれが求めている情報は多種多様を極める。 
それは、経験年数や滑走日数といった “経験値” による縦軸と、ライディングスタイルや 滑走スキルといった “技術力” による横軸が複雑に絡み合っているから 。

スノーボードは自然の恵みである雪を必要とするため、四季に恵まれた日本では通
年楽しむことが難しく、社会と雪山との距離感を 計りながら生活を送っているス
ノーボーダーも少なくないだろう。その隙間を埋めることで、「雪山への一歩」「生
活向上の一歩」を 後押しするウェブメディアを目指す。

そこで、国内外の情報を BACKSIDE 独自の視点から切り取り、
スピーディかつ詳細に発 信することはもちろん、あらゆるスノー
ボーダーへ有益な情報を届けるべく、毎日更新 しながら多角的
にコンテンツを展開。スノーボーダーと親和性の高い MOVIE を
中心 に、日々アップデートされる最新の NEWS、多くのスノー
ボーダーにとって目から鱗が 落ちるだろう HOW TO、編集長や
有識者による COLUMN、シーンを盛り上げるライダ ーたちの本
音に迫った INTERVIEW など、わかりやすく上質なテキストを添
えて、 1 日 に 3 本程度のペースでお届けしている。

── 夢への歩み ──
（ A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 140 ページ ）

平昌五輪ハーフパイプで頂点を狙う 19歳、
平野歩夢が幼き頃に描いたオリンピック金メダルへの道。

2018 年 2 月 9 日に開幕する平昌五輪。「金メダルしかない」と公言するのは、2月 13 日から行われ
る男子ハーフパイプに出場するソチ五輪銀メダリスト、平野歩夢。
この 4年間、目指す色をひとつに定めたことで自らを徹底的に追い込み、そしてもがき苦しんできた。
それに追い打ちをかけるかのようにして昨年 3 月、伝統の一戦で重傷を負ってしまい戦線離脱。平昌
五輪までの助走期間が短くなってきたタイミングにもかかわらず数ヶ月間、雪上に立つことが許され
なかったのだ。
しかし、オリンピックシーズンに入ると、昨年 12 月のワールドカップでは史上最高難度を誇るフロ
ントサイド・ダブルコーク 1440 をコンテスト史上初めて成功させると、ショーン・ホワイトら強豪
アメリカ勢を抑えて優勝を飾るなど、まさに世界の頂が射程圏内に入ってきた。それに負けじとショー
ンは、歩夢が出場していなかった今年 1 月に開催されたワールドカップで 100 点満点のスコアを叩
き出し、絶対王者として完全復活をアピール。歩夢が幼き頃に描いた夢、それは「ショーンに勝って
金メダルを獲る」こと。舞台は整った。7 歳でオリンピックに憧れを抱いたあの日から、幾多の人間
ドラマが繰り広げられてきた。その夢への歩みを追う。
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お問い合わせ
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Management Office
HANGOUT COMPANY inc.
担当：田村 梨江   090 - 8778 - 5483

info@backside.jp
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