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2020 東京オリンピックと

スポーツを中心としたまちおこし

スポーツジャーナリスト

二宮清純

京都は暑いと聞いていましたが、新幹線を降

りた瞬間、「ここはサウナではないか」と、一

瞬思いました。東京も暑いけれど、それを上回

っています。

2020 年東京オリンピック・パラリンピック

マラソン時は、暑さ対策に沿道のビルを開放

東京オリンピック・パラリンピックの日程が

決まり、暑さ対策のため、マラソンは朝 7時か

らのスタートになりましたが、「焼け石に水」

です。東京の朝 7 時は 28 ℃くらい。ゴールの

ときは、35 ℃か 36 ℃。それ以上かもしれない

という状況で、とんでもないことが起きるんじ

ゃないかと心配します。「外国人は暑さに弱い

から、日本の選手にとっていいんじゃないか」

と言う人もいますけれど、人命にかかわること

ですから、そういうことを言ってはいけない。

2008 年の北京オリンピックのとき、あるマ

ラソン選手が僕の目の前で倒れました。取材よ

りも人命救助だと思い、路上に日陰がないので、

近くにいた人たちと、ビルの中の冷房の効いて

いる場所に移動させようとしました。その間に、

選手が震え始めたんです。脱水症状は震えるの

が一番危険だそうですね。死ぬかもしれないと

思いました。

2020 年の東京オリンピックでは、日曜日で

すけれど、マラソンコースにあたる沿道のビル

の 1 階を、100 メートル間隔くらいで開けてお

くべきです。選手のみならず、観衆も倒れる危

険がありますから、避難する場所を考えておか

ないといけない。北京オリンピックでは、そう

いう場合、救急車で対応していましたが、その

救急車が目の前の信号で止まっているのを見ま

した。人が倒れているとき、信号待ちで止まら

なくてはならない状況ではどうしようもないの

で、それは反面教師にすべきだと思いました。

ボランティアにはヒューマニズムに基づいた教育を

もう一つは、ボランティア。北京のボランテ

ィアは、優秀な学生たちが多かったのですが、

だからといって機能するかどうかは別です。北

京では、通訳のボランティアだ、警備のボラン

ティアだと、それぞれの役割が決まり過ぎてい

ました。選手が倒れたので、「すぐ救急車呼ん

でくれ。避難所はないのか」と聞いたら、「そ

れは僕の仕事じゃありません」という返事が戻

ってきました。「セクショナリズム」というか、

「ビューロクラシー」というか、「官僚主義」

というか。人が目の前で倒れていたら、通訳だ

ろうが、警備のボランティアだろうが、まず、

人命救助です。「これは僕の仕事じゃありませ

ん」「私の仕事じゃありません」と言うのを聞

いたとき、「これでは、だめだな」と思いまし

た。そういうことを反面教師にする必要があり

ます。これは日本でも起こり得ることなので、

ボランティアに対しては、想定外のことが起き
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たときの対処方法についても、ヒューマニズム

に基づいた教育をしておかないといけない。

オリンピック・パラリンピックのパラダイムシフト

― 「成長」から「成熟」へ

日本で夏季オリンピックを開催するのは、今

回で 2回目です。1回目は 1964 年。このとき、

僕は 4歳でしたので、ほとんど覚えていない。

覚えているのは、体操選手のチャフラフスカ選

手や、マラソンランナー、アベベがいたことぐ

らいです。東京オリンピックが開催された 196

4 年当時、日本は、高度経済成長期の後半で、

コンセプトは「成長」でした。新幹線が走り、

いろいろなインフラが整備された。1964 年の

高齢化率、65 歳以上の人口比率はわずか 6 ％

でした。わかりやすくいえば、日本全体が「青

春真っ只中」でした。

ところが、2020 年は、高齢化率が約 30 ％に

なります。ほぼ 3人に 1人がお年寄りの時代を

迎える。そうであるならば、1964 年と同じこ

とをやっても意味がない、2020 年型のオリン

ピック、パラリンピックを考えるべきではない

でしょうか。それならば、コンセプトは「成

熟」です。「伸びる東京」「輝く日本」もいいけ

れど、もう少し重心を低くして、落ち着いて考

えてみる。若者が減り、高齢化率が 30 ％の時

代になるとすれば、むしろ「住みやすい東京」

「暮らしやすい日本」を追求すべきではないか

と思います。

1964 年の頃、一番もてはやされた言葉が

「効率」という言葉でした。「お前の仕事は効

率が悪い」と言われれば、「すみません」と言

うしかなかった。はたして今、「効率一辺倒」

でいいのか。もちろん「効率」は大事ですが、

「効率至上主義」の時代は終わったのではない

かと思います。これからは。「効率」より「快

適」重視。こちらの方にパラダイムシフトをす

べきではないでしょうか。

超高齢化社会とパラリンピック

障害者スポーツに対する環境整備は

高齢化社会への備え

そうであるならば、オリンピックはもちろん

ですが、もっと大切になってくるのはパラリン

ピックではないかと思います。オリンピックは、

ある程度成功すると思いますが、勝負はパラリ

ンピックです。ロンドンのパラリンピックは非

常に評判がよかった。「さすが先進都市、ロン

ドンだな」と言われました。

ロンドンでは、スーパーマーケットが、商品

棚の高さを下げました。車椅子の人が多いので、

高いところは取りにくい。通路の幅は、車椅子

が 2台通れるように広くした。生鮮食料品や雑

貨類は棚の下に置いて、取りやすくした。民間

が率先してやったんです。そういうこともあっ

て、高い評価を受けました。ちなみに悪い見本

は、私の名刺です。字が小さくて読めない。私

も 58 歳なので、老眼になっています。ある大

手の広告代理店の名刺は、もっと小さく、「忙

しいから、電話もメールも寄越すな」と言って

いるように見えます。

ロンドンでは、オリンピック、パラリンピッ

クの関係者の名刺の字は大きく、ほとんどに点

字が入っていました。できることから始める。

私は愛媛県の生まれで、愛媛県の伊予観光大使

をやっています。その名刺の字は大きくし、点

字も入れました。難しいことをやるのではなく、

小さいことでも、まずできることからやるのが

大事ではないかと思います。

私にパラリンピックの重要性を教えてくれた

のは、盲目のアスリートである河合純一さんで

す。6 大会のパラリンピックに出場し、金メダ

ル 5個を含む計 21 個のメダルを獲得しました。

パラリンピックのレジェントと言われています。

1998 年の長野パラリンピックが行われた後に

対談しましたが、そのときの言葉が忘れられま

12



せん。「二宮さんは、私にとっては後輩みたい

なものです」。最初は、その意味がわかりませ

んでした。歳は、私の方が上です。「二宮さん、

朝、新聞を読んでいますか」「老眼が入ってい

ますけど、読みますよ」「今、読めても、20 年

後、30 年後、同じように新聞を読める保証は

どこにもないですよ。白内障になるかもしれな

い。緑内障になれば視力を失います。黄班変性

症だったら視力失いますよ。二宮さんが大丈夫

でも、家族や両親のなかに視力を失う人が出て

こないとは限らない。つまり、健常者は、私た

ち障害者の後輩にあたるんです」と言われまし

た。「なるほどな」と思いました。

当時、私は、オリンピックとパラリンピック

は別なものだと考えていました。しかし、高齢

化社会は障害者と地続きにあると考えた方がい

い。パラリンピックに向けた障害者に対する環

境整備は、私たちの未来への投資になります。

高齢化社会の備えになる。河合さんの言葉で、

パラリンピックと高齢化社会との親和性に初め

て気付きました。「二宮さん、今、スポーツや

っていますか」と問われ、「近所をジョギング

したり、誘われたらゴルフに行くくらいですか

ね」と答えたら、「二宮さん、20 年後、30 年後、

ゴルフをやっていく保証はないですよ。膝を痛

めるかもしれない。腰を悪くするかもしれない。

交通事故にあわない保証はない。ご両親、ご家

族の方、どなたかが車椅子になる方が出てくる

かもしれない。私たち障害者は、二宮さんのよ

うな健常者の未来の姿なんです」と。たしかに

そうです。であるならば、世界で一番の超高齢

化社会である日本の、高齢化社会への備えは、

障害者スポーツに対する環境整備と方向性は一

緒ということです。それに気付いて、私はパラ

リンピックに力を入れるようになりました。

視覚障害者の 3人に 1人は、ホームから転落

日本は、視覚障害者の 3人に 1人が、ホーム

からの転落事故を起こしています。先進国でこ

んな国はない。その原因の 1つは、ホームドア

がないことです。2 つめは、スマホを見ながら

下を向いて歩いている人が、視覚障害者にぶつ

かること。3 つめは、キャリーバックで視覚障

害者の足を引っかける人がいることです。キャ

リーバッグは路上でも危ない。視覚障害者は、

方向を感知するために白杖をもっています。そ

れが手元から離れると、ホームに転落してしま

う。落ちたところに電車がきたら、アウトです。

それを予防するためには、まずホームドアを

設置することです。これは急務です。歩きスマ

ホも禁止する。歩きスマホをしているときは、

遠近感がなくなります。それが原因で人が亡く

なったら、加害者の人生も狂います。キャリー

バックにしても然りです。もう少しルールを明

確化しないといけない。

2020 年のパラリンピックでは、たくさんの

障害者が日本にやってきます。転落事故を防ぐ

ため、今から備えないと、本当に大変なことに

なります。諺に、「備えあれば憂いなし」「転ば

ぬ先の杖」というのがあります。今のうちに準

備をしていくことが重要です。

「ホワイトエレファント（白い像）」という

言葉があって、タイの逸話があります。タイは

仏教国ですから、象は聖なる動物です。王さま

が、武勲を立てたら部下に褒美として白い象を

贈った。しかし、そんなものもらっても困るわ

けです。象の小屋は大きし、よく食べる。王さ

まからもらった象を死なせてしまったら大変だ

ということで、象にばかり餌を食べさせて、家

族が死んでしまったという、「ありがた迷惑」

な逸話です。

もう一つは「ブラックスワン（黒い白鳥）」。

「こんなもの、税金を払っても」というのが

「ブラックスワン」です。私たちは、「ホワイ

トエレファント」や「ブラックスワン」をつく

り過ぎていると思います。そういうものではな

く、必要なものをつくった方がいい。何でもか

んでもつくればいいのではなく、ちゃんと仕分

2020 東京オリンピックと、スポーツを中心としたまちおこし 13



けして、必要なものに投資をした方がいいと思

います。

スポーツと地域振興

「スポーツは地域の文化」をめざした川淵三郎さん

今日は「スポーツと地域振興」というテーマ

ですが、このテーマを最初に考えたのは、元サ

ッカー選手で元日本代表監督、J リーグ初代チ

ェアマンを経て、日本サッカー協会の第 10 代

会長になった、川淵三郎さんです。

今年のロシアワールドカップには、メッシ、

ネイマール、ロナウドといろいろな選手が出場

しました。彼らが所属しているクラブは、全部、

土地の名前です。FC バルセロナにしても、FC

バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード、

パリ・サンジェルマン FC もすべて土地の名前

です。つまり、スポーツは土地の文化、地域の

文化だということです。それを最初に、スポー

ツの現場で訴えたのが、川淵さんです。

川淵さんは、日本サッカー協会会長時代、

「キャプテン」と名乗っていました。僣越なが

ら、「キャプテン」と命名したのは私です。か

れこれ 20 年くらい前の話ですが、川淵さんは

日本サッカー協会副会長、つまり Jリーグ協会

のナンバー 2 の要職にありました。「今度、会

長になるけど、“チェアマン”という呼び名の

評判がよかったので、それに代わる名を考えて

くれ」と言われ、「“キャプテン（船長）”でい

きませんか」と提案しました。この人だったら、

日本のサッカーの行く末は順風満帆だ。これか

らの組織のトップは、協会だけを見ていてもだ

めで、広く国民に愛されるようにメッセージを

送らないといけない。そのためには「“キャプ

テン”でないとやりにくいですよ」と言ったら、

その場で決まりました。

しかし、この方くらいバッシングされた方は

いなかったと思います。「ワンマン」「専制君

主」「暴君」「独裁者」と批判されました。東京

の地下鉄に乗ったら、「さっさと辞めろ」とい

う見出しの、週刊誌の吊り広告が目に入りまし

た。ある意味では、あの週刊誌の見出しは当た

っていました。あれくらいのリーダーシップが

ないと、日本サッカー協会は潰れたと思います。

まだ日本のサッカーが駆け出しの頃、試合に

は本当に客が入りませんでした。国立競技場に

500 人か 600 人。当時、同じ国立競技場で行わ

れたラグビーの早明戦には、5 万人の観客が入

りました。ラグビー 5万人に対して、サッカー

は 500 人です。二桁違う。取材に行くと、タダ

でチケットがもらえました。それも 50 枚とか

100 枚の束です。もらった以上は誰かに配らな

いといけない。近所に「お宅の息子さん、スポ

ーツやっていましたね」と持っていくと、「息

子は野球です」と、嫌がられた。もう 1回、持

って行ったら貰ってくれましたが。

今、サッカーの日本代表のチケットは、そん

な簡単にとれません。イタリア人のアルベル

ト・ザッケローニが監督のとき、7000 円のチ

ケットが、オークションで 70 万円になってい

ました。完全に逆転です。「人が代われば組織

が変わる、リーダーが代われば組織が変わる」。

正直に言いますと、当時「誰がやっても無理

だ」と思っていました。若気の至りでしたね。

人が代わると組織が変わるんです。リーダーが

代わると組織が変わるんですね。

サッカーのプロ化をめざした｢ J リーグ 100 年構想」

1980 年代に入ると、サッカーをプロ化しよ

うという動きが出てきました。プロ化準備委員

会ができ、何度か会議に参加しました。「サッ

カーのプロ化」は、国家的なプロジェクトでし

た。そのうち「J リーグ 100 年構想」という計

画ができました。この「100 年」は、「100 年か

かる」ということではなく、「100 年たっても

自分たちは改革し続ける運動である」というメ

ッセージを込めています。大きくは、2 つ変え

ようとしました。
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その 1つは、それまでの日本のスポーツは、

学校と企業が主体でした。世界のスポーツは地

域です。サッカーだけでなく、メジャーリーグ

もそうです。ニューヨーク・ヤンキース、ボス

トン・レッドソックス、サンフランシスコ・ジ

ャイアンツ、ロサンジェルス・ドジャースと、

すべて都市名です。「日本のスポーツを地域に

戻そう」とスタートしたのが、「J リーグ 100

年構想」です。

2 つめは、スポーツも地域振興、産業振興に

参加するということです。スポーツは、ホー

ム・アンド・アウェイです。お客さんが大挙し

て移動します。お客さんが移動すると、バス会

社や電鉄会社、ホテルが儲かる。勝ったら「う

れしい」と宴会をすれば、飲食店や食料品会社

が儲かる。スタジアムの整備で、建設会社が儲

かる。スポーツは 21 世紀の観光資源です。ほ

ったらかしていては資産にはならない。磨かな

いといけない。これでスタートしたのが「J リ

ーグの 100 年構想」です。

しかし、物事は始めからうまくいきませんね。

新しいことを始めようとすると、必ず、反対勢

力、抵抗勢力が出現します。川淵構想に対して

も反対する勢力が出現しました。1990 年代に

入ってのことです。サッカー協会のある幹部は、

「“サッカーのプロ化”なんて、バカも休み休

み言え。バブルも弾けて、どこの企業がサッカ

ーに金なんか出すか。時期尚早だ。早すぎる」

と。他の幹部も「日本にはプロ野球がある。サ

ッカーのプロ化で成功した例なんてないだろう。

前例のないことをやって失敗したら誰が責任を

とるのか」と。

「時期尚早」「前例がない」という言葉を聞

いた瞬間、「これでサッカーのプロ化事業は、

絵に描いた餅に終わったな」と虚しい気持ちに

とらわれました。しかし、そのときに立ち上が

ったのが、川淵さんです。川淵さんは、机をド

ンと叩いて「“時期尚早”と言う人間は 100 年

たっても“時期尚早”と言う。“前例がない”

と言う人間は 100 年たっても“前例がない”と

言う」と。「背中に電流が走る」と言いますが、

58 年生きてきて「背中に電流が走った」のは

このときだけです。川淵さんはさらに「そもそ

も“時期尚早”と言う人間は、やる気がないと

いうことなんだ。『私はやりません』と言えな

いから“時期尚早”という言葉で誤魔化そうと

する。“前例がない”という人間は『私にはア

イディアがありません』ということなんだ。

『私にはアイディアがありません』と恥ずかし

くていえないから、“前例がない”という言葉

で誤魔化そうとするんだ」と。「仕事に誇りと

責任をもてない人間は、次から次へとできない

理由ばかり考える。仕事というものは、最初は

できないのがあたりまえなんだ。何度、壁にぶ

ちあたっても、できるようするのが仕事という

ものだろう」と、言ったんです。感動しました。

その一言がきっかけになって、「よし、じゃ

あもう 1 回、スタートに立ってやってみよう

か」という雰囲気が出てきて、1992 年秋に、J

リーグの公式戦がスタートしました。1993 年

春には、リーグ戦がスタートしました。歴史に

“もし”という言葉は禁句ですが、もし川淵さ

んが、あの会議で、あの名演説で、反対勢力、

抵抗勢力を喝破していなかったら、「サッカー

のプロ化」事業は消えていたと思います。サッ

カーがプロ化していなかったら、J リーグは誕

生していなかった。J リーグが誕生していなか

ったら、今の日本代表もなかったということで

す。「プロ化」するまで、ワールドカップには

1 回も出られなかった。日本代表が強くならな

かったら、2002 年のワールドカップは出場で

きなかった。つまり、何も生まれなかった、何

も始まらなかったわけです。私は、このときの

体験を、何冊かの本に書かせていただきました。

21 世紀のリーダーの条件は

「パッション」「ミッション」「アクション」

これまで、プロジェクトというものは、異な
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る意見を集約し、ある程度のコンセンサスを得

てさらにブラッシュアップし、最後はトップの

決断で「さあ頑張りましょう」となるものだと

思っていました。それは、今も基本的には変わ

らないと思います。しかし、ほとんどがそのと

おりには進みません。最後はトップの決断です

ね。リーダーシップです。「退路を断ってでも

やるぞ」「リスクをとってでもやるぞ」という

いくらいの、トップに決意と覚悟がないと進み

ませんね。人は、最後は理屈では動きません。

組織となると、なおさらです。

私が川淵さんから学んだことは、第 1に「パ

ッション」です。「情熱」。川淵さんには、触っ

たら火傷をするような熱い「情熱」がありまし

た。そして、ブレなかった。不思議ですね。ブ

レないとフォローシップが働くんです。「皆で

頑張ろう」という気になる。「桃太郎を 1 人で

鬼ケ島に行かせるわけにはいかん。わしらもひ

と働きせんといかん」となるんですね。

2 つめは、「ミッション」です。「理念」「使

命感」「大義」。「スポーツが変われば地域が変

わる。地域が変われば中央も変わる」。この国

の政府は、「中央集権から地方分権へ」と言っ

てはいますが、口だけのような気がします。中

央から地方へ税源を移譲すればそれですむのか。

「この町に生まれて、この町に育ってよかっ

た」と思う心がなければ、地域を誇りに思うこ

とはありません。ヨーロッパでは、どんな小さ

な町にも必ず「オーケストラ」と「スポーツク

ラブ」「教会」の 3 つがあります。これが、生

きるための「心のライフライン」なんです。

「ライフライン」は、電気や水、ガスだけでは

ない。「スポーツクラブ」も「ライフライン」

です。日本は、それを高度成長期につくり忘れ

た。そこを、サッカーの側から変えてみせると

いう「ミッション」がありました。

3 つめは、「アクション」です。「行動力」

「率先垂範」。自ら動くことです。動くのが楽

しいかもしれませんね。

この「パッション」「ミッション」「アクショ

ン」の 3 つは、21 世紀のリーダーの条件だと

思います。これに「年齢差」は関係ない。私よ

り年配の人でも、斬新なアイディアをもってい

る人がたくさんいます。若い人でも「年金が心

配だ」と思っている人がいます。そういう人に

は「お前にロマンはあるのか」と言いたくなり

ます。「女性はだめだ」といっている組織は、

早晩、潰れます。「性差」は一切、関係ない。

「パッション」「ミッション」「アクション」を

持つリーダーだったから、地域密着型のスポー

ツが誕生していきました。

地域に、ワンストップ、オールインワン型の

アリーナを

川淵さんには、「サッカーのプロ化」以外に、

もう一つ狙いがありました。アリーナ（スタジ

アム）を造ることです。ヨーロッパのアリーナ

は、町の中心的存在です。スイスにある「FC

バーゼル」のアリーナは、医療施設、介護施設、

保育園、スーパーマーケットなどが併設されて

います。若い夫婦が小さな子どもを連れてサッ

カーの試合を見に行って、小さな子どもを保育

園に預ける。おじいちゃんはデイケアに行って

もらう。最後はスーパーマーケットで買い物を

して帰る。ワンストップ、オールインワンでで

きる。世界の先進都市は高齢化が進んでいます

から、「あっちへ買い物に行って、病院にはお

じいちゃんをお見舞いに行って、こっちの保育

園に子どもを預けて」ということはできない。

全部、一カ所でやろうというのがトレンドです。

災害のときは、避難施設にも利用できます。こ

ういう、スポーツだけではない、ワンストップ、

オールインワン型のアリーナが、日本にはない。

これを Jリーグでつくるのが狙いでした。

小さな町のすべての行政機能やサービス施設

を整えたアリーナができないものかと、川淵さ

んは言っています。コストの面で難しいかもし

れませんが、これはやらないといけない。少子
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高齢化の時代では、とくに必要だと思います。

スポーツは、副作用が少ない万能薬

出生率のアップにつながった妊婦へのスポーツ指導

日本は「少子化」という問題も抱えています。

2015 年の合計特殊出生率は 1.45 です。フラン

スは 1.92 を少し下回るくらいで高い。婚外子

を認めていることもありますが、行政窓口の妊

婦に対するサービスが充実している。イライラ

を解消するためにスポーツをしたいと思う妊婦

に対し、「水泳何キロくらいはいいですよ」「無

理して走るのはだめですよ」「ジョギングはこ

の程度」とかを教えています。じつはそれが出

生率のアップにつながった。

スポーツは、ある意味で、副作用が少ない万

能薬なんです。工場を誘致したら税金が増える

かもしれない。しかし公害があるかもしれない。

しかし、スポーツが盛んになって悪いことはほ

とんどありません。

まちの一体感を生みだした「鹿島アントラーズ」

「鹿島アントラーズ」のある茨城県の鹿嶋市

は、住友金属の企業城下町です。町の一体感が

あまりなく、もともと住んでいる住民と住友金

属系の家族が触れ合うことは、ほとんどなかっ

た。会社の人たちは「来たくて来たんじゃない。

東京に住みたい。茨城まできちゃって」と、行

事には参加しないし、子どもは東京の学校に通

わせる。地元の人は「お高くとまっている」と。

そういう町を一つにまとめるために、「鹿島ア

ントラーズ」をつくりました。そうしたら、み

んなで応援する。「あんた、見たことがない顔

やね」「今度、転勤してきました」と、お互い

が触れ合うことで、一体感が生まれました。そ

ういう融和機能もスポーツにはあります。

若者が留まり始めた「アルビレックス新潟」

新潟に「アルビレックス新潟」があります。

まちに新幹線が通ると、便利になる反面、東京

に出て行く住民が増えて、一極集中に拍車がか

かります。若い人たちは、進学や就職で東京に

向かう。それが、「アルビレックス新潟」がで

きたことによって、応援しようと、若者が地域

に留まり始めました。

スポーツは地方都市の文化です。イギリスの

「マンチェスター・ユナイテッド」があるマン

チェスターの人口は、50 万人ほどです。そん

なに大きな町ではない。メジャーリーグで有名

な「シンシナティ・レッズ」がある、オハイオ

州のシンシナティの人口は 30 万人ほどで、中

規模の都市です。スポーツは、小さな町も名前

を売ることができます。お客さんが来れば、町

の商業や産業が活性化する。副作用のない産業

として、スポーツを育てていかないといけない

と思います。

野村克也さんから学んだこと

「弱者は敗者に非ず。強者は勝者に非ず」

京都出身の、野村克也さんのお話をしたいと

思います。野村さんから学んだことを一言でい

うならば「弱者は敗者に非ず。強者は勝者に非

ず」ということです。

野村 ID 野球はどんなものか。普通はストラ

イクゾーンを 9分割します。しかし、野村さん

は違います。9 × 9 の 81 分割する。この中で

ストライクゾーンは、5 × 5 の 25 です。さら

に、左バッターだと「ど真ん中の球は敬遠し

ろ」と。ピッチャーはストレート、シュート、

カーブ、スライダー、フォークと 5種類くらい

の球をなげますが、「配球は天文学的な数だ。

その中のベストを選択しろ」というのが、野村

ID 野球です。

野村 ID 野球のハイライトは、1997 年です。

この年、キャンプの前に、長嶋巨人を相手に試

合をしました。巨人には 4番バッターが揃って

いました。私は野村さんに「今年はだめですね。
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何をやっても無理ですね」と言ったら、「何言

っとるんだ、今年は優勝だ。諦めるな。開幕が

すべてだ。開幕は 140 分の 1 ではない、140 分

の 140 だ。開幕さえとったら優勝する」と。キ

ャンプが始まると、監督は普通、“鳥かご”の

裏にいます。会社でいうと表敬訪問みたいなも

のです。ところが野村さんはどこにもいない。

マネージャーも知らない。このとき、じつは監

督室にこもって、データを分析していました。

「とうとう斉藤雅樹の弱点を見つけた」。斉

藤さんは好投手です。「斉藤はな、左の強打者

に対して 1、3 のカウントになると、外からカ

ーブを投げてくる。これをやれ」と。どういう

ことかというと、1 ストライク 3 ボールになる

と、左の強打者は思い切り引っ張ってホームラ

ンを打とうとします。野村さんは逆をつきます。

斉藤さんはサイドスローですから、外からカー

ブを投げてくる。これを強打者は打ちません。

曲がりきらなかったらボール球になりますし、

外から曲がってくる球は避けないといけない。

斉藤さんもストライクは投げません。一つ落と

すんです。強打者が一番、恥ずかしく思うのは

「見逃し 3振」です。それがいやで、みんな手

を出す。ボール球は簡単に打てませんが、それ

を打ち取る。アンダースローのピッチャーは左

バッターが苦手なんです。野村さんはそれを見

破ったんです。野球はマインドゲームです。

野村さんがヒットマンに指名したのが、小早

川毅彦さんです。今、NHK で野球解説をしてい

ますが、当時、ヤクルトに入団したばかりでし

た。野村さんは小早川さんに、「お前を開幕で

使ってやる。その代わり、わしの言うことを 1

つだけ聞け。斉藤さんは、左の強打者に対して

1、3 になったら必ず外からカーブを投げてく

る。それを打て」と。さあ開幕です。斉藤さん

が投げたカーブを狙い打ちです。3 打席連続ホ

ームラン。斉藤さんをノックアウトした。この

ゲームはヤクルトが勝ちました。そして、その

まま日本一に向かって突っ走りました。

「開幕ゲームは 140 分の 1 ではない。140 分

の 140 だ」と言った意味がやっとわかりました。

このシーズン、斉藤さんは使いものにならなか

った。メディアは「斉藤、謎の肘の故障」と書

きましたが、違います。斉藤さんは怖くて投げ

られなかったのです。トラウマです。酸いも甘

いもかみ分けた、大人の野球です。

「指示は 1つでいい。 2 つ言うな。人は迷う。

3 つ言うな。 1 つ忘れる」

他にも、野村さんから学んだことに、「指示

は 1 つでいい。2 つ言うな。人は迷う。3 つ言

うな。1 つ忘れる」があります。私は、3 つ聞

くと 2つ忘れるんですけれど。私は、東京で情

報発信をする会社をもっていますが、これは役

に立ちました。

今日は、オリンピックとパラリンピックの話、

地域振興の話、リーダーシップの話と、「混ぜ

ご飯」のような話になりました。皆様方のます

ますのご健勝とご多幸、自治労京都府本部のさ

らなるご活躍を祈念して、お別れの言葉にさせ

ていただきます。
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