
�

　今回のシンポジウムは、「活力ある組織の在り方とその運営」というメインテーマのもと、

シンポジウム第 1 部「成果を上げる組織の条件」、シンポジウム第 2 部「スポーツ組織の運営

について -指導者のための実践的方法論 -」の 2部構成で開催された。演者は、菅野幸一郎氏（東

レアローズ女子バレーボールチーム監督）、栗山英樹氏（スポーツキャスター　白鴎大学教授）、

瀧井敏郎氏（東京学芸大学教授　日本サッカー協会理事　Jリーグ技術委員）、平尾誠二氏（神

戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー兼総監督）の 4 名であった。4 名ともにスポーツ各界

で活躍中であり、独自のスポーツチーム論、組織論、指導論を展開している。シンポジウムは、

第 1部では石出靖氏（慶応義塾大学教授）司会進行により、4名の演者にそれぞれのチーム論、

組織論を講演していただき、第 2 部では吉田清司氏（専修大学教授）の司会進行により、フロ

アからの質問に演者が答えていく形で進められた。

■菅野幸一郎氏

　組織とは、個々の人員がまとまって秩序ある全体をつくることである。そのまとまりを作る

ため、東レアローズでは、毎年チームの存在意義を確認している。企業スポーツであるから、

会社の一体化や活性化、社員の士気高揚を図るとともに、地域貢献や広報活動を通して会社に

親しみを感じてもらわなければならない。選手には、スポーツを通じて、楽しみ・勇気・感動・

夢を与えられるプレーを見せなければならないと伝えている。

　チーム作りで大切にしていることは、「役割」と「信頼関係」である。チームの「役割」には、

監督や主将といったリーダー、それを支えるスタッフ、中心となって働く選手、さらにはフロ

ント、応援者などいろいろな役割があり、それぞれがそれぞれの役割を果たすことによってチー

ムとして成果を出すことができると考えている。また「信頼関係」だが、チームには高校生の

時に全国大会の経験を豊富に持ったプライドの高い選手が沢山入ってくるので、まずは個々人

を認め、個々人の特徴を活かす方法を考えていく。そのため、コミュニケーションがとても大

切になってくる。しかし、チームとして最終的には組織・チームで作り上げてきたものを優先

するようにしている。

　我がチームはトップリーグにおり、選手はトップアスリートである。そのため、常に優勝と

いう結果を求められているが、優勝できるチームは 1 チームだけであり、なかなか結果を出す

ことは難しい。個人としても、常に理想通りに動ける人は少ないだろう。そこで、まずは人間

として当たり前のことを確実に実行する、ということに取り組んでいる。例えばあいさつ、人

の話を聞く、思いやり、気配りといったことである。こうしたことが組織・チームの土台づく

りになっていると考えている。
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■栗山英樹氏

　自分の体験から言うと、ヤクルト・スワローズの現役時代、当時の野村監督にミーティング

で「一般的な言葉しか出てこないのは何も考えてない証拠だ」とよく言われた。ある高校野球

の監督が、プレーは下手だが位置取りが上手いショートの選手をレギュラーにしていた。その

選手は小学校時にソフトボールをやっており、ソフトボールはボールの正面に位置取りすると

アウトが取れるため、バットの位置と投球の関係からどこにボールが来るか考えていた。つま

り選手は小さい時から考えてプレーできる可能性がある。また別の監督が若い頃、恩師に自分

の練習を見てもらった。若かったのでガンガン指導し、自分としてはいい練習ができたと思っ

たが、「監督が先に答えを言うと選手が考えなくなる」と恩師に言われたそうだ。

　日本ハムとコーチ契約した白井氏は、他のコーチに、これまで当たり前だった「怒る、教え

る、やらせる」というコーチの習慣を壊さないと組織は変わらないと伝えて組織の変革を行っ

た。例えば 1時間の特守をさせると、選手はすぐに残り時間を見ながら練習することになるの

で、選手自身に「○○分やります」と決めさせて自主的な練習をするようにした。また、コー

チに「是非自分が選手に怒っている姿を想像してくれ」と言い、怒るのではなく、話をしてく

れ、と伝えた。また、コーチによって言うことが違うと選手は混乱するので、コーチ間の指導

のすり合わせを行った。選手とコーチの間でも、選手の考えていることを分かったつもりにな

らないように、考えを紙に書かせてやり取りをした。

　日本ハムには「４つの約束」というものがあり、それは「１，体の全力」「２，頭の全力」「３，

心の全力」「４，準備の全力」である。体の全力とは、例えばフライを打ってもアウトになる

までは全力で走る、ということであり、準備の全力とは、例えばアップや、前日の体調に全力

を注ぐということである。2 軍の練習では、最初の 1 本目のノックを取れなかった選手はその

後ずっとノックしてもらえない。この方式によって 1本目を大事にする意識を育てることがで

きる。このように、組織を変えるには、他の人がやっていないことをやっていく必要があるだ

ろう。

■瀧井敏郎氏

　1992 年 J リーグの発足にともない「もはや代表レベルの選手の育成・強化における大学サッ

カーの役割は終わった」との評価の中、1995 年の福岡ユニバーシアードに優勝し、大学サッカー

は復活を遂げたかにみえたが、その後の 2大会において決勝トーナメントに進むことができな

かった。我が国の特殊なスポーツ事情を考えれば、大学サッカーの衰退をそのままにしておく

ことはできないとの危機感から、日本サッカー協会とのより密接な関係を図り、新たな強化が

スタートした。

　まず全日本大学サッカー連盟では、将来構想委員会を立ち上げ長期的な強化計画を作成し

た。その成果として、ユニパーシアード 3連覇、さらに多くの Jリーガーを輩出してきた。本

シンポジウムのテーマ「成果を上げる組織の条件」の「組織」を「チーム」ととらえても、今

日、Jリーグ発足当時とは格段に高いレベルの評価を得ることができるようになった。大学サッ

カーの復活は、長期的な強化計画の作成にあたり、「大学サッカーのミッション」という原点

に立ち返り、強化指針を明確にし、ぶれることなく長期的な強化を図ってきたことによるもの

と確信している。

　短期的な強化においては、雰囲気（勢い）でものごとがスムーズに進むこともある。しかし

ながら、中・長期的な強化においては、明確なビジョンと信頼関係こそが全てである。代表と

してのプライドと責任を胸にチーム内の競争の中で何日も生活を共にする。特に気候、食事な

ど生活環境の大きく異なる海外では、練習や試合の結果などの全てがスタッフや選手に大きな
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ストレスとなる。心身ともに苦しいときでも高いモチベーションを保つためには、「今、なぜ

ここにいるのか？私は、私たちは何に向かって進もうとしているのか？」の自問自答、すなわ

ち自分自身やチーム内に起こる全ての事柄をどのように意味・価値づけるか（フィロソフィー）

が重要となる。仮にネガティブな思考しかできなくなれば、チームを去らなければならない。

　インターナショナルな選手の育成を目標とする以上、その強化戦略には目標達成に導くため

のステージが不可欠である。したがって、ユニバーシアード大会優勝を旗印に年 2回、デンソー

海外キャンプにより「世界基準を体感」し、日本サッカー協会の支援により国際大会へ参加（世

界へのチャレンジ）を実施している。いずれもヨーロッパの同年代のプロフェッショナルとの

戦いである。この 2 つの海外でのチャレンジが、J リーガーになってもぶれることのない選手

たちのサッカーへの取り組みへとつながっている。チームにより良い環境を与え、支えてくれ

ている関係者各位に感謝したい。

■平尾誠二氏

　競技の特性によってチームの作り方は違ってくると思うが、ラグビーというスポーツに関

わってきたので、その観点から「チームカルチャー」という話をしたい。現在のスポーツ論は

一回りした感がある。東京オリンピックの頃はスポ根の時代であり、その後いろいろな技術・

戦術論の時代となった。そして現在は情報化の時代であり、新たな技術・戦術を生み出しても

すぐに研究され追いつかれてしまう。しかし現在、新しいものをどんどん生み出せる選手がど

れだけいるだろうか。そして今また、スポーツをする人間の精神性の重視、いわゆる根性論に

戻ってきつつあるのではないか。

　先日、飛行機の中で「巨人の星」を観た。今改めて観て感じたのは、星一徹の発言は素晴ら

しいということだ。飛雄馬は父である一徹に反発しているようで、実は尊敬している。飛行機

に同乗していた同世代はみんな巨人の星を観ていた。それだけ、あの根性論の中に、私の同世

代が求めているものがある、ということだろう。

　現代の選手と私は約 20 歳違うが、今の選手は「湿度」が不足している。乾燥気味なのだ。

人に共感する、仲間が頑張ってやったことを一緒になって喜ぶことがない。みんなで「やっ

たー！」と喜ぶことが、モチベーションにつながっていると思うが、そういうことが今の選手

には少なくなっているように思う。

　私の母校である伏見工業高校ラグビー部は全国大会優勝などいい結果を残したが、それは厳

しい監督の下、チームカルチャーが良かったのだと思う。実はラガーはタックルが嫌いである。

それは、痛いわりに評価されないからだ。強いチームをつくるためには、このように面白くな

いこと、嫌なことをいかにうまく練習させるかという工夫が必要になる。これを当時は、「バ

ツを与える」「恥をかかせる」ということで指導を行っていた。今ならタックルの仕方はとて

も細かいテクニックが指導されているが、当時は「頭から行け」「あおむけに倒せ」の二つし

か言われなかった。それでも恐怖を乗り越えてタックルに行けたのは、タックルに行かなかっ

たら、その後にもっと大きな恐怖（監督に叱られる、さらにつらい練習、など）が待っていた

からである。サンドバッグに当たるタックルの練習があるが、これは野球の素振りと一緒で、

普通にやってもリアリティがない。ある時、野球の指導者と「素振りは役に立つのか」と議論

したことがある。議論の結論としては、想像力を高めてリアリティが出てくれば練習になる、

ということだ。タックルには恐怖に打ち勝つ強い気持ちが必要になるが、その当時行われてい

たのは「突き放し指導法」だった。タックルが出来ない選手に監督は、「辞めろ」「来るな」と

突き放した。そして仲間から励まされ、自分の中で葛藤を繰り返し、ついにタックルを成功さ

せる。するとタックルが決まった後の監督の指導がまた上手で、「よくやった！」「今のは気持
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ちが違っていた」と一転して誉める。当時は、このように極限まで追い込んで最大限の努力を

させ、出来たときはみんなが一体となって喜ぶようなチームカルチャーが確かにあった。現在

のチームづくりのキーワードとして、このようなチームカルチャー、つまり「共感」や「チー

ムが一つになる体験」をさせ、チームの湿度を上げていく、ということが大切になってくると

考えている。

　	 	 	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　（文責：小川　宏）

第２部

「スポーツ組織の運営について -指導者のための実践的方法論 -」

（質疑応答）

Ｑ１（専修大、吉田）：黒鷲旗のときに、「木村沙織選手ビーチバレーに転向か」というような

　　メディア報道があったが、それに対してチームとしてはどのような対応をしたのでしょう

　　か ?

Ａ１（管野）：黒鷲旗の取材の時に、ある記者から木村に対してそのような質問がありましたが、

　　「（質問の場が）黒鷲旗についての会見の場なので、お答えできません」として、木村本人

　　には答えさせませんでした。普段から、チーム全体に対して、いま自分がやっていること

　　（6 人制バレーボール）を通して何をやりたいか、何のためにやっているのかを考えさせ

　　ていますし、日本のバレーボール界を牽引するチームを作ろう、といっているせいか、会

　　見後、木村選手本人も「何を言っているんですかね」と問題にしていない様子でした。

第二部　質疑応答風景
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Ｑ２：（筑波大、都沢）：野球も企業チームがどんどんつぶれていますが、企業チームがなけれ

　　ば、大学や高校を終えた後の若い選手の行き場がなくなるのでは、と思います。プロ野球

　　のほかに、地域の独立リーグなどが発足しているが、そういうチームの運営について、ご

　　存知のことがあれば教えていただきたいと思います。

Ａ２：（栗山）：野球に関してはいろいろなリーグが発足していますが、実はどのリーグも資金

　　集めが大変な状況です。当初は、リーグ全体でスポンサーから資金を集めようとしていた

　　のが、スポンサーが手を引いて資金が集められず、結局、各チームで資金繰りをしている

　　というのが実情です。個人的には 12 のプロ野球チームがスポンサーになって各地域の企

　　業チームにお金を出す、という手もあるのではないかと思っています。しかし、運営費だ

　　けであれば何とかなるが、そこでお金儲けをしようするとまた、難しい問題が出てくるで

　　しょう。ゴールデンゴールズのようなお客さんを呼べるチームだと入場料を相手チームと

　　折半するというようなことができるが、いわゆるスター選手を呼んできてお客さんを集め、

　　お金を得るという形では長く続かないと思います。

Ｑ３：（都留文、柳）：トップレベルとはいえないチームのモチベーションを高め、維持してい

　　く方法について、何かお考えがあれば聞かせてください。

Ａ３：（平尾）：まず、チームの目標が明確である、ということが大切だと思います。そして、

　　その目標が、身の丈にあった目標であるということが大事でしょう。選手というのは、目

　　標に近づいているという実感を持てると頑張るものです。その実感を持てることが、モチ

　　ベーションを維持するコツだと思います。『必死でやったら手がひっかかる』目標が大切

　　だと思います。

　　（瀧井）：その集団の存在意義を、集団の構成員である選手が明確に持っていること、が重

　　要ではないかと考えます。

　　（栗山）：目標設定の方法が重要という点では平尾さん、瀧井さんと同じ意見です。もう一

　　点、いわゆる熱い選手がいると（モチベーションの維持には）、とてもよいと思います。

　　（菅野）：目標設定は大事だと思います。そのほかに「仲間っていいよね」「こんなことやっ

　　ているチームっていいよね」とか、（勝つだけでなく）「自分たちがやっていることは、将

　　来に繋がっているんだ」、と思えるようにすることも、モチベーションを喚起、維持する

　　方法のひとつではないかと思います。

Ｑ４：（専修大学生、ソフトボール専門）：各種目において、世界と日本を比べた時の違い、特

　　徴はなんだとお考えでしょうか？

Ａ４：〔菅野〕：ハングリーさにかけるのではないかと思います。

　　〔栗山〕：身体能力でしょう。野球の場合いわゆる日本代表チームというスタイルがスター

　　トしたのは最近ですが、今回の WBC を見ても、それは明らかです。力負けしているケース

　　が多々ありました。

　　〔瀧井〕：日本代表の長所はスピード、特に短い距離でのスピードです。それと洞察力、情

　　報、コミュニケーションなども含めたインテリジェンスだと思います。一方、問題点とし

　　てはスポーツ環境が挙げられます。日本の気候では、ハイスピード、ハイプレッシャーな

　　高いレベルでの試合を続けるのは難しいのでシーズンの検討も行われています。

　　〔平尾〕：日本人は体のメモリが細かいと思います。いわゆる緻密なプレーがうまい。また、

　　指導者の言葉の奥まで読んでプレーしようとするのが日本人です。

　　一方で、その場その場の状況判断力はあるが、ゲームを大まかにつかんでゲームを作って
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　　いくという能力に欠けるのではないかと思います。また、最近は身体能力の高い選手が

　　減っています。ただボールを蹴るというだけの能力が低くなっています。小さい時に外で

　　体を使って遊ぶことが減っているのが原因のひとつではないでしょうか。

Ｑ５：（早稲田大学、矢島）：	大学では伝統と歴史をすごく大事にします。ところが、企業や

　　プロ・スポーツではどれほど活躍した選手やチームであっても簡単に契約を解除したり、

　　廃部にしたりしてしまいます。一方で地域密着型、ということもいって地域の人々と一緒

　　にスポーツを、地域を盛り上げようとしています。また、そういいながら移籍も頻繁に行

　　われています。と、どのスポーツの運営においても様々な矛盾があるのではないか、と感

　　じています。文化としてのスポーツのあり方がどうなっていくのか、という懸念があるの

　　で、何かご意見があればお聞かせください。

Ａ５〔菅野〕：東レ女子チームの大元は旧ユニチカ、それ以前はいわゆる“東洋の魔女”チー

　　ムということもあって、会社のトップが話し合って、日本の宝を引き継ぎましょうという

　　ことになりました。お金で買えない価値観のあり方等も含めてモチベーションを上げてい

　　くことが重要ではないかと考えます。

　　〔栗山〕：企業とか地域貢献という点で考えると、（選手を解約するということは）社員の

　　首を切るということになります。プロに関して言えば、あまりに現場主導型でやってきて

　　いて、フロントが成熟してこなかったのが、日本のプロ野球のマイナスポイントといえま

　　す。ようやく歴史とか伝統を大切にしていこうという動きが出始めたところです。

　　〔瀧井〕；J リーグは地域密着型といわれているが、どこのチームもがうまくやれているわ

　　けではありません。浦和レッズは年間 70 億の収入がありますが、その半分もないチーム

　　もある。それぞれのチームに応じた運営のやり方でやっていくしかないのではないか、と

　　考えます。もちろん、大学では大学の誇りというものを大切にするよう指導をしていきます。

　　〔平尾〕：ラグビーは企業スポーツです。プレイヤーが安心してスポーツに専念できるとい

　　うことは、すばらしいことだと思いますが、一方で、企業の都合に左右されるのも事実で

　　す。また、チームも企業に甘えている感があります。自分たちのチームが企業の中でどの

　　ような役割を持っているのか、という意識を選手が常に持たなくてはならないでしょう。

Ｑ６〔福島大学、小川〕：強いチーム、よい組織を作るための選手と指導者の関係、あるいは

　　選手同士の関係（上下関係）についてのご意見をお聞かせ願えますか。

Ａ６〔菅野〕：技術指導に関しては気づいたその場で言うようにしています。相手は高校時代

　　に日本のトップに立ったことのある選手ばかりなので、今まで教わってきたこと、やって

　　きたことにプライドを持っています。その方法を否定するのではなく、こういう方法もあ

　　るよ、というように指導します。言い過ぎないようにしようとしてはいますが、言いたい

　　ことを言わないのはもったいないと思うこともあります。

　　　上下関係は絶対に必要です。社会人としての立場、チームでの役割、そういうことを常

　　に意識してやるように指導していますが、それによって選手同士の関係がギクシャクする

　　ことはありません。

　　〔栗山〕：野村監督のミーティングは野球に関するミーティングというより、人としてのあ

　　り方、考え方に関するミーティングでした。考え方を選手に求めるミーティングでした。

　　チームにおいて、上下関係も含めて選手の役割を認識する、というのはとても重要なこと

　　でしょう。
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　　〔瀧井〕：選手が「やろう！」と思うことをサポートするのが指導者ではないかと思います。

　　こういう関係がよい関係、という絶対的なものはないのではないかと思います。

　　〔平尾〕：選手に“考える習慣”を作っていくことが指導者の役割ではないかと思います。

　　よいチームになればなるほど、試合が近くなればなるほど監督のやることが少なくなって

　　いくのが理想です。そうなるように誘導していくのが指導者の役割です。

　　上下関係は明らかに以前より弱くなっていると感じます。実は上からの圧力が強くかかる

　　ほど、横のつながりは強くなるものなので、上下関係がはっきりしているのも重要なこと

　　でしょう。

Ｑ７（専修大学学生）：いやなこと、つらいことを能動的にやらせる方法にはどんなものがあ

　　るでしょうか？

Ａ７〔平尾〕：最初から能動的に、というのは無理だと思います。

　　でも、最初はイヤでも好きになることがあります。できなかったことができるようになる、

　　という実感があると楽しくなるものです。最初は強制でもよいから、できないことができ

　　るようになるよう、あらゆる方面からアプローチして、きちんと指導することが大切でしょ

　　う。　　　　　

	 	 	 	

	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：水澤克子）


