1959年に友人宅のガレージで初シェイプ。
以来、一度もシェイピングを止めたことはない

スティーブ・ベイニー
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としての力量を物語る。妻や息子た

を削る懐の深さが彼のクラフツマン

ィートのパドル・レースボードまで

ョン豊かにショートボードから フ

ードだけに留まらない。バリエーシ

ェイブ・ヴィークルは何もロングボ

ングには定評があるが、彼が作るウ
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って時間もかかったが、そんななか

古い時代のシェイピングはいまと違

トだけでシェイプするというもの。
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の晩年、歳をとってあまりシェイプ
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ボードを作り続けていた。多いとき

なってしまった幾つかのレーベルで

クやオーレ、その他いまはもうなく

プラスティック・ファンタスティッ

サーフボード・インダストリーで

1960年代からタンデム・サーフィンのチャンピ
オンとしても第一線で活躍してきたスティーブ・
ベイニー。自ら立ち上げたレーベル「インフィニ
ティ」は44年にわたり南カリフォルニアのサー
フシーンをリードし続けてきた。シェイプ歴は55
年。そのクラフツマンとしての情熱と腕は、衰え
るどころかますます冴え渡る。
イパだ。 年代に私たちはカリフォ

り師匠と呼べる人がいる。ベン・ア

「私にはゴーディー以外にもうひと

どおりカリフォルニアの遺産である。

た。持つべき者に継承される、文字
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ルニアでアイパ・サーフボードを作
っていたからね。だから私はスティ
ンガー・スワローをよく削っていた
んだ。当時よくアイパもシェイプし

あらゆる道具と技術を駆使し
て、サーフボード作り一筋に
実 直に生きてきたスティー
ブ。67歳のいまも、職人とし
ての誇りを胸に秘め、毎日シ
ェイプルームで仕事を続ける
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幅広いデザインのバリエーションから、
カスタマーの望む唯一無二の一本を生みだす

にカリフォルニアに来ていた。私た

ちは隣同士でシェイプしたよ。彼は

ハワイで有名なシェイパーたちとシ

ェイピングしていたから、技をとて

もたくさん知っていたし、最新のデ

ザインについても学んでいた。私は

多くのことをアイパから教わった。

そういう意味で彼は師匠だね」

スティーブのショップにはいまも

彼が削ってきた歴代のサーフボード

がディスプレーされているが、その

なかにアイパのロゴが入ったスティ

ンガー・スワローもたしかに飾って

あった。スティンガーはサーフボー

表する強烈な個性をもつデザインで

ド・デザインの歴史上、 年代を代

ある。またアイパ自身も革新的なデ

ザイナーだったことを考えると、そ

の時代にアイパと仕事をともにした

時間はスティーブにとって貴重な経

験だったはずだ。自分のレーベル、

インフィニティとは別に、さまざま

なレーベルで異なるボードデザイン

をシェイプしてきた経験は、スティ

ーブのその後のシェイパーとしての
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ェイパーになると、得意とするデザ

インや頑なにこだわるモデルなどが

あり、カスタマーの多くはそれを求

めることになる。しかしそれはとき

として、カスタマーがサーフボード

にアジャストしなければならないこ

とにもなりかねない。その点に関し

てスティーブは徹底したカスタマー

主義を貫いている。

めにカスタマーは自分のところに来

「自分の作ったものを手に入れるた

ている、と思っているシェイパーも

いるが、私はそうは思わない。シェ

イプする際にもっとも重要なポイン

トは、カスタマーの話を聞き、何を
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Mini Competitor ● 6'10"×
23"×3 1/4" 2+1。ハイパフ
ォーマンス・ロングボードのモデ
ル、The Competitorのミニバー
ジョン。ボトム全体にコンケーブ
が入っているため加 速 性が高
い。回転性もよく、乗り味はまる
でショートボードのよう。

Secret Weapon E.P. Hull●
8'0"×24"×3 1/2" シングルフ
ィン。短めで厚めのミッドレング
ス。パドルしやすくターン性もい
い。厚めを希望したカスタマーの
要望に応え、Secret Weapon
とE.P. Hullという２つのモデルを
組み合わせたカスタムだ。

Style Master●9’
0”
×23"×3"
シングルフィン。クリーンなアウト
ラインをもつオールラウンドなボー
ドで、もっとも人気の高いモデル
のひとつ。ターン性も安定性もよ
く、
もちろんノーズライドにもよい。
その名のとおりスタイリッシュに乗
りたい一本だ。

Rad Noserider ● 9'6"×23
1/2"×3 1/2" シングルフィン
（2+1のオプションもある）
。長い
コンケーブをもつ、安定したノー
ズライディングに最適な1本。そ
れでいてVeeによりターン性も高
い。テールブロックはスティーブ
のお手製だ。

D-MAR ● 9'9"×23 5/8"×3
1/4" シングルフィン。オールド
スタイルが好きなチームライダー
のために作られたクラシックなモ
デル。ソフトなレールとローロッカ
ーが特徴で、乗り味は極めてスム
ースだ。とても速い王道のロング
ボード。
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（右上）デイブがデザインしたものをシェイプルームで
実際に削るのが次男のダン。ときおりスティーブのシェ
イプルームに顔を出す。父親のシェイプからも学ぶこと
が多いようだ
（右下）長男のデイブはSUPの名手として
コンペティションでも活躍。スティーブも一目置くマル
チサーファーだ。インフィニティのSUPはデイブがCAD
でデザインしており、そのクオリティは高く評価されて
いる
（左）スティーブと、タンデムパートナーだった愛妻
ベアリー、そしてデイブ。ファミリーの結束は固い

スティーブはこれまで何万本もの

求めているかを理解することだよ」

第で乗りこなすマルチサーファーだ。

ボードもロングボードも波と気分次

ペティションでも活躍し、ショート

デザインを担当。彼はＳＵＰのコン

の仕事が好きだからね。そうだね、

ングしたりもする。なにしろ私はこ

がデザインしたものを私がシェイピ

んなボードを作るべきかを考え、彼
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ボードを削ってきた。 ～ 年代に

老舗レーベル“ゴーディ”のシェイプを託され、
その貴重なテンプレートも譲り受けた
途があり、さらには体格の大小など

小さい波用などさまざまな目的や用

ーズライド用、ビッグウェイブ用、

だろう。サーフボードの場合は、ノ

じだよ。料理ごとに味は異なるもの

わせデザインされている。料理と同

「サーフボードというのは目的に合

ーとしての信条だ。

ェイプしたい。それが彼のシェイパ

スタマーが望む唯一無二の一本をシ

こうした自らの豊富な経験から、カ

１万本はシェイプしているだろう。

はショートボードだけでもおそらく

かがわからなくなるものだ。だから

「歳をとってくると何がクールなの

ードが並ぶ。

ィーブ好みのバラエティに富んだボ

デザインもあり、ショップにはステ

ターだけでなく、ミニシモンズ系の

ロゴがついている。いわゆるスラス

イニー・ブラザースというレーベル

ニティのショートボードにはザ・ベ

プロとして活躍していた。インフィ

はショートボード、ロングボードの

を手伝っている。ふたりともかつて

歯科医が本業の次男ダンもシェイプ

ーベル名のインフィニティ
（＝ 永

ードを削り続けてほしいものだ。レ

タマーが求める唯一無二のサーフボ

シェイピングを楽しみながら、カス

ている。 歳までといわず、好きな

しめる環境に、スティーブは満足し

のおかげでいまもシェイピングを楽

ちがファミリービジネスを継ぎ、そ

作りに専念できる。成長した息子た

ため、そのぶんスティーブはボード

がビジネスの方向性を見極めている

ンしているよ。最近はＳＵＰに乗る

歳まではシェイプし続けたいな」

によってもデザインを変えなければ
欲しいものを正しく知ること、そし
てその人が要求するものをきちんと
作ることが大切。ボードごとに、サ
ーファーごとに、サーフボードは異
なるものであるべきなのだ。実際に
私はバラエティを好む。ひとつのデ
ザインだけ削り続けていたら飽きて
しまうからね」
この言葉は、どんな注文にも応え
ることができるデザイン経験値と確
かな技術があってこそ言えるもの。
職人としての秘めたる自信と誇りを
感じずにはいられない。
「私はいま 歳。でもまだサーフィ
ことも多いけど、ロングボードも楽
しんでいる。 トリップにいくなら
のロングボードを持っていく。
9'0"
ウチには幅広いデザイン・バリエー
現在インフィニティのビジネスに

ションのボードがあるからね」
は妻のベアリーはもちろん、長男デ
イブも後継者として関わっている。
とくにデイブはＣＡＤを駆使してシ
ョートボードのデザインとＳＵＰの
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マーケティングも担当するデイブ

ハンティントン界隈でもっとも古いショップ、ゴーディーでもスティーブは削っていた。ゴーディーの晩年にこのレ
ーベルのボード作りを託され、ゴーディー亡きあとも削り続ける。1956年の10'6"テンプレートはいまスティーブ
のシェイプルームにある。50年代のテンプレートは実に貴重だ。まさにカリフォルニアの遺産である

ならない。そのためにカスタマーが

遠）
のごとく、
いつまでもずっと……。
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こそデイブの役割は大きい。彼がど
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