2006 年世界選手権団体準決勝。 小手面で先制したヤングは、
この相面で二本目も奪い、大将戦に望みをつないだ

関係は薄かった気がします
（ヨーロッパは
別かもしれませんが）
。しかしその状況が
少し変わったとは思います。アメリカチ
ームを例にすれば、２００８年には始め
てヨーロッパ選手権の視察に行き、
２００
９年には史上初となる日本とアメリカの
合同合宿がロスで行なわれたり、韓国と
アメリカの合同合宿が韓国で行なわれま
した。そこから勢いがつき、
２０１４年に

年に第
回開催されている世界剣道選手権大会︒

回大会が実施され︑

年までに計
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1

世界選手権に合計 度出場し︑

そして︑その偉業を果たした彼らは今︑何を思っているのか︒

環境ではおおいに日本を下回るなか︑なぜ日本を倒す奇跡が起きたのか︒

選手︑スタッフ全員が仕事を持ちながら剣道に打ち込み︑

たった一度の敗北の相手は︑韓国ではなく︑アメリカである︒

男子団体戦において日本は 回の優勝を果たしている︒

16

1
9
7
0
もうあの大会
（２００６年）は 年前

ても、日本に勝利したことよりも、あの

すことはないです。あえて思い出すとし

かに言われない限り全然自分では思い出

と、２００６年の世界大会のことは、誰

のことになりますね。正直なことを言う

かないと思います。 年以上同じ仲間と

この国でもこれらがそろうことはなかな

いの根性があるのかといってました。ど

イオンに顔と顔を合わせて戦える」ぐら

た。あとは根性です。よくみんなに、「ラ

このチーム全員に同じ気持ちがありまし

12

ときの仲間たちと、あの頃から歩んで来

ムに対する愛、夢をおいかける情熱……、

３大会でキャプテンを務めたクリストファー・ヤングに聞いた︒

7

っては本当にいろんな意味で「星が並ん

いていなかったかもしれませんが今とな

た道のことを思い出します。当時は気づ

つの大会の結果で何がが変わる必要はな

わった」と言われました。当時私は、
「一

ます。

良くできたのはすばらしいことだと思い

チームを組み、一度も喧嘩もないまま仲

２００６年の大会直後、
「剣道界が変

）のだと思います。す
だ」（ Stars aligned
べてが「一期一会」といいますか、一生

うやったらうちらは強いチームを作れる

ろんな国の選手が僕のところにきて、「ど

ね。ブラジルやカナダ、
フランスなど、
い

すが、
それ以上に剣道に対する熱さ、
チー

思います。もちろん剣道の技術もそうで

はみんなの力を合わせて描いたものだと

お話してしまっていますが、本当にこれ

としての結果なのに自分ばかりがいつも

トがそろったことです。
アメリカ・チーム

いちばんは、本当にすごいチームメイ

ています。

がいれば剣道は必ず広まっていくと信じ

いと思います。そういう剣道を愛する子

会では、勝ち負けに関係なく、後悔はな

て、今年９月に韓国で開催される世界大

た。大会の間の３年は、
他の代表チームの

国の決勝を見学するというパターンでし

度世界大会で対決し、最終日に日本と韓

気がします。それまで、各国は３年に一

（近く）になっ
道の世界が少しだけ close
たと言いますか、共通する思いが増えた

じです。ただし、その世界大会から、剣

い」と言いましたが、今でもその思いは同

か。われわれもがんばりたい」と言われ

「無理じゃない
絶対できる」と
勝ったことに対して感慨にひたること

アイスホッケー競技でソ連を破った試

８０年に開催された冬季オリンピックの

して今でも語り継がれているのが、１９

アメリカのスポーツ界における奇跡と
はいっさいありませんが、そのことによ

合 で す。実 力 で は 圧 倒 的 な 差 が あ る と
思われた相手
（ソ連）に対して、まさに

ないと一流になれない」といった気持ち

ないと強くなれない。日本に学びに行か

したこともありますが、「これくらいやら

代表チームで警視庁や筑波大学で稽古を

大学に１年間留学しましたし、アメリカ

思いますがあのときは夢への純粋な
“熱

てみればよくそんなことを考えられたと

に「勝てる」と信じていました。今になっ

たく怖さを知らなかったというか、本当

かもしれませんが、私たちも当時はまっ

」という映画にもなっています。
on ice
アイスホッケーのチームにも通じるの

を起こした試合でした。「 Miracle
miracle

なる日本での強化合宿に参加、２０１５

はいつでも持っていかないといけないと

大きいですね。私や弟のダニエルは筑波

年には韓国の代表トレーニングセンター

さ”が先行していました。
「勝てるわけが
ったのではないかと思いたいです。
今年１

次の選手たちを指導する側に立っていま

なものを犠牲にしてきました。今、私は

仕事と剣道を両立させるためにいろいろ

ました。

対できる」と心の中でこっそり思ってい

「なんで無理 なの？ 無理じゃない。絶

ない」というたくさんの先生方の声にも、
月末には日本、カナダ、ブラジル、アメリ

す。うちのチームを見ていると剣道に対

私たちも学業と剣道を両立するため、

カの４カ国の代表選手による合宿がアメ
な交流なんて想像もつなかったですね。

す。今のアメリカの選手は私たちと同じ

する熱心さ、がんばりは充分感じられま

て学生たちと練習試合をしました。０─

入る１カ月前、私たちは筑波大学へ行っ
張っている選手から「アメリカチームは
（希望）を与えてくれた」と聞くこ
Hope
とがあります。それはやはり嬉しいです

ず良いチームが作れると思います。そし

にソ連と練習試合をして大敗しています。

５でボロ負けしました。でも、
アイスホッ
ように努力して、剣道に対する
Respect
（尊敬）を持ちながら日々修行すれば、必
ケーでもアメリカ代表は大会の１週間前

２００６年の大会以来、ほかの国で頑

今となればいい思い出ですが、台湾に
リカで行なわれました。 年前にはこん

会ができ、国同士の交流がオープンにな

思います。

がりやシステム、組織がつくれたことも

それから、アメリカチームというつな

ます。

って変化が起こったことには感謝してい

どに乗ることもあります。

的にいろいろな選手と情報交換や相談な

（尊敬）し
てもそういう気持ちは respect
ますし、応援したいです。今でも、定期

ることがあります。ライバルの国であっ

ったのかなと。

に一度くらいパーフェクトに並ぶ瞬間だ

10

で韓国チームと合宿したりいろいろな機

取材・文＝安藤雄一郎 撮影＝金野孝次郎

2
0
1
5

アメリカ

クリストファー・ヤング

10

はヨーロッパ選手権前にでハンガリーや
イタリアと合同稽古をしたり、史上初と

昨年 6月、テキサス州にできた北米トヨタ本社のロビーにて

世界の剣道の
潮流を感じて
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Stars Align

ればコーチの側に立っていますが、今も

２００６年のチームメイトは、今とな

がうまくブレンドされる
一緒になって行動しています。絆が強い

は、 努 力 と 苦 労 と 楽 し さ
状態が必要だと思います。
」のひとつの
「
Team
USA
モットーも、
「正 し く 厳

地元を出て
を感じた
Spark

現在は、北米トヨタの Chief International
んです。
「◯◯をやってくれ」と誰かに言
という、国際法務案件の担当を
われればみんなそれを必ずやってくれる。
Counsel
させていただいています。また、トヨタ

る。それはプロでもアマチュアでもいっ

力を発揮する人もいれば逆になる人もい

ると変わるということです。実力以上の

たことがあります。人は実際の勝負にな

４回目のことでしたが、ひとつ思ってい

私にとって、２００６年の世界大会は

（運）も必要です。
て人材、そして luck
日本との対戦では先鋒戦で負けた後に

思います。勝つためには、これらに加え

トもそのミックスがうまくいっていると

ポーツ環境は全体的に、野球もバスケッ

ぎる、薄すぎるが生じる。アメリカのス

にかを入れすぎれば濃す

そのミックスが大事で、な

楽しくなければならない。

けることはできないので、

かし、苦労だけだと人は続

しなければいけません。し

今年の世界大会に向けた代表候補選手

てくれます。

も何の戸惑いもなくチームのために動い

れたことが大きかったと思います。彼は、 ９人を連れていきました。ほかの人たち

登場した弟のダニエルが二本勝ちしてく

は南カリフォルニア地域だけでなくミシ

あったのですが、これに男子の選手候補

でヨーロッパの選手が集まる剣道大会が

本に行ったのです。その次の週にはパリ

た。そしてすぐに日本の出張があって日

に帰って月曜日の朝から仕事に行きまし

曜の夜８時の飛行機に乗って朝２時に家

て現地へ行き、土日に稽古をした後、日

社を休んで夜の稽古に間に合う便に乗っ

あれば行きます。先日は金曜日の半日会

住んでいます。それでも西海岸で合宿が

転に伴い、テキサス州ダラスという町に

の出身ですが、２０１６年から会社の移

私は西海岸にあるトーランスという町

弁護士という仕事は、大変さで精神的

神が何にでも適用すると思います。

真剣にやっていた人は、そこで鍛えた精

あると思います。スポーツを思いっきり

境においてもちょっとアドバンテージは

私は剣道をしているからか、ビジネス環

どは、そのまま会社社会とかにも通用し

剣道で学ぶ人間関係、努力の大切さな

はなく周りにもすぐバレます
（笑）
。

気を抜いたりしますとやはり自分だけで

けます。また、剣道と同じくサボったり、

められますし、後輩からも信頼をいただ

力すれば先生には評価され、先輩には認

会社は剣道の組織と同じく、全力で努

が数えきれないほどあります。

中、剣道をしていたからこそ見えるもの

ですが楽しくてしょうがないです。その

上司から日々学ぶことが山ほどあり、変

せていただいています。仕事でも先輩や

チームのためなら何でも犠牲にするとい

しょです。世界大会では日本のほうがプ
きっとどのチームも「うちの弟をいちば

ガンやアメリカ中部、北カリフォルニア

に弱ったりストレスを感じたりする人も

しく 楽しく」でした。苦

レッシャーはかかっていますから、どこ
んに欲しい」と思う選手じゃないかと思

の子もいます。東海岸のペンシルベニア

います。しかし私の場合は、
日本で鍛えら

自動車株式会社
（本社）の常務役員であ

かで狭い隙間が必ず空く。そこを通って
うほどの天才です。
ただ、
あの大会でもそ

から来ている子もいます。今後は必死に

れた経験や、たくさんのかかり稽古や寒

う気持ちが今もある。それはすごいなと

いけばチャンスはあるのではないかと思
うでしたが、誰かが負けたら他の誰かが

なって努力するなら、地域に関わらず引

稽古のことを考えると、それほどでもな

労はしなければ強くなり

っていました。それに、われわれには失
それを補う、落ちたら救うということを

き上げる方針です。ただし、「何もしない

いですよ
（笑）
。国際出張が最近多いなか、

る上司の「業務秘書」のような役もやら

うものもプレッシャーもなく、負けるこ

バラに試合をするのではなく、一つのチ

に勝負をかければいいと言っていました。 つねに言い合っていました。５人がバラ

とをビビッているのではなく、一打一打

ームとして戦うということ。それは、き
で代表に入りたいという都合の良い話は

思います。

プロの国は剣道が仕事ですし、人生が
っと「正しく、厳しく、楽しく」ずっと
ないぞ」と言っています。

ません。そのためには努力

かかっています。私たちはもちろんプロ
一緒にやっていたからこそできたと思い

います。最近は、すごく熱い気持ちで剣

いうか……。でもその苦労を後輩にさせ

ます。アメリカの習慣は少し違いますが、

ではありませんが、同じぐらいのレベル
ます。

それで日々成長できています。これも剣

ア メ リ カ の 考 え は、強 く な る た め に

の稽古をしなければ強くなれません。

何日間か２～３時間ぐらいしか寝ないで

動を彼らにも与えたいのです。ある新人

たくない。そして日本で私が経験した感

で、そ う い う 意 味 で は 剣 道 の 未 来 に は

た。後日、後日、
「こんな凄い世界がある

道に取り組んでいる人が世界中にいるの

世界大会で体感したストレスと仕事の

があると信じています。
hope
私は高校生のころまでカリフォルニア

道に感謝ですよね。
プレッシャーは違うかもしれませんが、

いても、寒いなかで切り返しやかかり稽
古やっているよりは楽だなと思えるよう
それをどうやって自分に取り入れて分析

う気遣いは、剣道を真剣にやっていた人

が少しでも楽に素早く動けるか。そうい

はちゃんと待機しているか、上司や先輩

空いているか、カバンをいつ持つか、車

をしているだけです。食事中にグラスが

ます。しかし、剣道では当たり前のこと

また、業務秘書の仕事では、周りから

たと確認できますので励みになります。

思い出して、最終的には自分の役になっ

時でも、私は剣道で似たいような経験を

で千本素振りをするなら、仕事でも千回

もしなくてはいけないと思います。剣道

に対する努力と同じような努力は仕事で

います。ただ、ひとつ大事なのは、剣道

社に入っても成功している例は多いと思

実業団に入ると聞いています。
そして、
会

日本では、たくさんの剣士は大学から

り弱気になったりはしません。

敗はしますよ、でも自分に不安になった

思い出せば、ブレることはないです。失

信じることを学んだので、そういうのを

するかは同じです。剣道を通して自分を

がけでやっていたのはすごい。筑波大学

いっぱいいました。とにかく全力で、命

のですが、私以上に剣道が大好きな人が

大濠高校の稽古に参加させていただいた

（火花、閃光）ですよね。
であり spark
高校時代は数カ月福岡に滞在して福大

とが分かりました。これはひとつの励み

り何倍も稽古している人が山ほどいるこ

いいることが分かった。そして、自分よ

分と同じぐらい剣道に熱心な人がいっぱ

思っていたのが、
日本や世界を見ると、
自

り剣道を熱心にやっている人はいないと

での剣道しか知りませんでした。自分よ

かできないなか、どういうことを忘れず

くに剣道に感謝しますね。稽古がなかな

ない時もあります。だからこそ、今はと

きていたのが月１回とか２回にしかでき

しいこともありますが、週に６回稽古で

今はダラスに住んでいます。仕事が忙

するんです。

て心で感動して、それで剣道をもっと愛

いけません。自分の目で見て身体で感じ

ね。そういう励みは、肌で感じなければ

ールが来ました。それは嬉しかったです

これから必死でがんばります」というメ

たらメンバーから外してもいいですから、

と知らなかったです。今後サボってまし

の子は筑波大学の稽古に感動していまし

たり、先輩にキツイこと言われたりする

になります仕事で理想の結果出せなかっ

はみんな経験しています。私は剣道で学

同じなにかをしなければ、という気持ち

でも警視庁でも毎日すべてを出し切って

「動きが早い。気が利くね」とよく言われ

んだことを直接今の仕事に反映している

はつねに持っていないといけません。

どこでもそうだと思いますが、人間は

稽古していました。自分が強くなるには、 にいればいいかを考えています。

だけです。そして、剣道と同じく、先輩
や上司が感謝してくれると、見守ってく

彼ら以上にやらなければいけないという

つねに学びたい、成長したいという気持

最近ある企業雑誌で、大手企業の社長

日本や世界を見て思いました。
比
みました。そこで、やはり「才能」より、 ことを、

ちがなければ。自分も、剣道でも仕事で

は何を一番求めているかという記事を読

べられるものがあれば、いつでも上には

れますし暖かく指導をしてくれ、自分は

「努力と情熱」を持つ人と書いていまし

ももっと成長したい、学びたい、強くな
りたいと思っています。

上がいると思うことができます。
今年は、世界大会の選手候補をパリに

た。剣道もそういうものじゃないでしょ
うか。技術は努力で磨くものです。高校

連れて行き、去年は筑波大学に連れてい

た部分もあります。どうやって駅を見つ

生あたりまでは才能が先行するかもしれ

剣道を愛する人がいれば剣道の未来図

けるか、どうやって道場までたどり着く

きました。僕の場合は誰も連れていって

は明るいです。
私たち指導者の責任は、
剣

か、
どうして先生に怒られているのか、
ど

くれなかったのですが、だからこそ得し

道をなぜ愛しているかを見せること。剣

うやったら一本当たるのか。そういう一

ませんがプロになれば日々の努力の積み

道のすばらしいところを見せられれば僕

個一個の経験を経て皮が少し強くなると

1978 年８月生まれ。トーランス剣道
道場にて剣道を始める。カリフォル
ニア州立大学バークレー校、ジョー
ジタウン・ロースクール卒 業。 現
在は米 国トヨタ自動 車にの Chief
International Counsel。 剣 道 教
士七段。 世界剣道選手権大会に
は1997 年（京都開催）で初出場、
2015月に開催された第 16 回大会
まで７大会連続で出場し、団体戦２
位（２回）
・３位（３回）
、個人戦ベス
ト８
（２回）
を記録した。
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重ねで差が出てくると思います。

と同じく剣道を愛する人は出てくると思

Christopher E.J Yang

10 年以上に渡って厳しい訓練を続けてきたことで絆が深まって
いった
2015 年の世界大会を終えて。武蔵君とチェ・ソンイ夫人とともに

