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第１章 日本の芯を知る

ました︒あのときはありがとうございました︒

オープニングのとき︑わざわざ来ていただき

で︑市内のある小学校に芝生を植えました︒

さん芝生を植えよう﹂と言われました︒それ

に﹁いくらでも協力するから︑小学校にたく

中田

川淵
私が横浜市長になってすぐ︑川淵さん

あの芝生の件ですね︒

中田

川淵
話は変わりますが︑私たちの子供時代

ぜひ︑おねがいします︒

たいと思います︒

念なことですね︒その後の経過をチェックし

学校が川淵さんの話と同じ状況であれば︑残

け手を挙げてもらうようにしました︒当時の

を条件として︑それができるという学校にだ

ちも含めてみんなで手入れをするということ

たからです︒芝生を植えたはいいけれど︑メ

本日はどうぞよろしくお願いいたしま

川淵
はサッカーよりも野球が主流で︑ほとんどの

中田

峰にある不動丸小学校も立派な芝生のグラウ
男の子の将来の夢は﹁野球選手になること﹂

ンテナンスは市に頼むというのではダメだと︒

ンドを作ってくれたんですよ︒ただね︑三年
でした︒しかし︑今や第一位は野球選手から

す︒川淵さんで思い出すのは﹁芝生﹂のこと

ぐらい経ってから電話で校長先生に芝生のそ
サッカー選手に変わっています︒川淵さんご

学校側で子供たちや保護者たち︑地域の人た

の後を尋ねたら︑﹁芝生のグラウンド？﹂っ
自身がサッカー選手として活躍し︑サッカー

です︒

て返ってきた︒新しい校長先生に代わってい
を日本中に広めようと尽力した結果だと思い

メンテナンスを怠ることはないはず︒今まで

ていないとダメだね︒ちゃんと考えていれば︑

ちにとっていかに有益なものなのかをわかっ

川淵

中田
結局︑学校のトップが︑芝生が子供た

そうでしたか︒

も︑じゃあ野球がダメな子は他のスポーツを

昔はスポーツと言えば︑野球一色でした︒で

川淵

図した通りでしたか︒

場につながっていると思いますが︑それは意

広がり︑Jリーグの隆盛やワールドカップ出

いえいえ︑こちらこそ︒あの後︑鶴ヶ

たんでしょう︒芝生には興味がないという感
ます︒その結果︑日本のサッカー界の裾野が

全国を見て回ったけど︑校長先生が子供の心

やるかといったらそうじゃない︒野球のコー

金はサッカーで︑火︑木︑土は他のスポーツ

と違う競技をやらせた方がいいね︒月︑水︑

ら︑サッカーをやっている子たちにも︑もっ

もう野球が悪いなんて言えないな﹂と︒だか

ってこないって言われてね︒﹁ああそうか︑

ーにたくさん集まっちゃって︑他の競技に回

川淵

すぎてると︒

中田

すよ ︵笑︶︒

じゃ︑サッカーがそうなってるっていうんで

はつい最近の話でびっくりしたんだけど︑今

ずっと思っていたんです︒そしたらね︑これ

と思っていた︒だから︑野球はけしからんと

好きなスポーツを見つければいいじゃないか

なくて︑もっといろいろ挑戦する中で自分の

たから︑一つの競技ばっかりやらせるんじゃ

力が高い子がいっぱいいる︒それを知ってい

川淵

発揮されるということですね︒

中田

だよね︒

りすると︑全国優勝しちゃうことがあったん

がハンドボールをやったり他の競技をやった

育ってきたということでしょう︒そういう意

ュラー選手が︑この十年︑二十年でようやく

川淵

中田

うはいなくて︑十年以上かかりましたね︒今

そこでレギュラーとして活躍できる選手はそ

どん世界に出ていくようになった︒しかし︑

経験してから海外を目指す選手が増え︑どん

たよ︒それがきっかけとなって︑Jリーグを

︵三浦知良︶が行ったでしょう？

たら世界一ですよ︒そしたら︑いきなりカズ

とかね︒イタリアのリーグ︑セリエAと言っ

出てくるとは夢にも思わなかった︒セリエA

は︑世界のトップリーグでプレーする選手が

ようになってレベルが上った︒設立した当時

がどんどん良い指導者のもとで指導を受ける

いう選手が出てきて︑それを夢見た子供たち

けたんでね︒そして︑サッカーで生きようと

リーグが誕生したことで日本にプロの道が開

きな転機はいつですか︒

川淵さんにとって日本のサッカー界で一番大

っぱいいるからだと思います︒その意味で︑

れば憧れのスポーツであり︑憧れの選手がい

んと手入れをしてください﹂ということだっ

校側に伝えたのは﹁芝生を植えた後も︑ちゃ

気になりました︒というのも︑当時︑私が学

中田

香川︑酒井など︑たくさんいます︒

はドイツでもかなりの選手が活躍しています︒

川淵

トップの選手︑トップチームでのレギ

どん出て行けって︒クラブの経営者たちにも

ども︑サッカーの場合は出ていけるならどん

大リーグへ行くなっていう風潮があったけれ

もろ手を上げて賛成したんです︒野球は当時︑

川淵

では通用しないということですね︒

中田

たよ︒

い文句言うんじゃないって周りに言ってまし

だから︑海外へ行くことについては︑いっさ

日本サッカー全体のレベルが上がっていく︒

クラブでレギュラーとして活躍することで︑

のというよりも︑選手が海外へ行って一流の

えない︒そのためには︑チームがどうのこう

でないと日本のサッカーは世界で認めてもら

と対戦しても対等の試合ができるっていうの

でナンバーワンで︑ヨーロッパの強豪チーム

あんまり意味がない︒少なくともアジアの中

から︑日本だけで勝った負けたってやっても

カーというのはワールドワイドなスポーツだ

川淵

うか︒

を意識する志が伝わったからではないでしょ

﹁世界に伍するJリーグにする﹂という世界

というよりも︑チェアマンだった川淵さんの︑

中田

等学校︶の野 球 部の レギュラーを は ず れ た子

優勝した中京商業高校 ︵現中京大学付属中京高

はそれはおかしいと思った︒当時︑甲子園で

らせなかった時代が長く続いたんですよ︒僕

サッカー界の裾野を広げる
じだったんで︑頭にきちゃいましたよ ︵笑︶︒

身の教育に熱心でない学校は︑だいたい芝生

チが子供たちを全部囲い込んで他の競技をや

をやるというような︒協会の中でも﹁グラス

味では︑高校や大学サッカーからJリーグ︑

そう言っていたか らね︒だから︑出て行っち

そうですね︒今おっしゃったように︑

は剥げてなくなってしまいますよ︒

ルーツ ︵草の根活動︶﹂の一環として︑そう

Jリーグから世界っていう︑その三段階のス

ゃ困るっていうことは︑サッカーの場合は今

そう︒そういう子たちの中には運動能

今度はサッカーが子供たちを囲い込み
そう︒運動神経のいい子たちがサッカ

今の話を聞いて︑私も芝生のその後が

いうことをやらせようと担当者たちに言って

テップがあることが︑子供たちにとって大き

までないと思いますよ︒

それくらい︑サッカーの裾野が広がっ

驚きまし

Ｊリーグやサッカー協会が後押しをし

だから僕は︑カズが海外へ行くときも

狭い日本で争っているだけでは︑世界

その気持ちはすごくありました︒サッ

当初それは︑選手が自発的に目指した

るんですよ︒

な夢を持つことができる一つの理由なんじゃ

中田

野球はダメでも他のスポーツで才能が

中田

ないでしょうか︒

やっぱりJリーグ発足の時ですね︒J

てきたということでしょう︒子供たちからす
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第１章 日本の芯を知る

ですが︑地域の代表として出るから以前は後

ば︑都市対抗野球っていうのは企業スポーツ

例をいろいろ見てみるといいですね︒たとえ

川淵

とか言われたそうですが︒

名前を消すのであればスポンサーを降りるだ

相当バトルになりました︒独断専行だとか︑

とも衝撃でした︒表向きには脱企業でしたね︒

中田

たんです︒

というんですか︑そのとっかかりがカズだっ

ったです︒だから︑そうなるのを待っていた

動的に働きかけるということはほとんどなか

張ってもらえるんであってね︒こちらから能

のこの選手がほしいと言われてはじめて引っ

うのスカウティングレベルが高いから︑日本

相手側が認めなければ移籍はできない︒向こ

手を使ってくださいと言ってみたところで︑

ていました︒いかに優れた選手でも︑この選

川淵

な仕組みを排除して︑みんなで利益をあげま

あったから︑チームの独断で儲けられるよう

では絶対に成功しない︒そういう野球の例が

あとはその恩恵にあずかるというようなこと

だと思った︒一つのチームだけが全国区で︑

川淵

中田

客さんがいっぱいになるけど︑他の球団はそ

放映権は高くなるし︑アウェーの試合でもお

ていたでしょう？

たんですよ︒当時プロ野球は巨人中心に動い

ラブが経営的に成り立つということを目指し

大事︒地域全体のサポートを受けることでク

企業の三位一体の支援体制を得られることが

どっしりと根を降ろして︑地域住民︑行政︑

的にも安定したゆとりをもつためには地域に

ね︒やっぱり広く多くの人に愛されて︑財政

中田

そのことが問題でもあります︒

うはいかない︒

川淵

そういう状態はサッカーの場合はダメ

それが悪いってわけではないんだけど

企業と関係者しか応援に来ないと︒

サッカーも同じになるなって思った︒

て駆りだされて行ったから︑このままいくと

なこと言ってちゃダメなんだ︒地域に根ざす

広島も名古屋も︑みんなそう︒だけど︑そん

川淵

ですか︒

中田

って言っていたんですよ︒

ので大阪という名前をつけたくありません﹂

﹁大阪だけに商品を売っているわけではない

川淵

ないと考えてのことですよね︒

ではなくて︑地域に根ざさなければ存続でき

中田

かって︑ムカッとしたんでしょうね︒

って言ったんだ ︵笑︶︒相 手も 無 理 だって わ

うおっしゃったときに﹁どうぞ︑ご自由に﹂

しようとしたって無理なんです︒だから︑そ

ー協会がすべての権限を握っているから独立

ッカー連盟︶がいっさい認めないし︑サッカ

けれど︑サッカーの場合はFIFA ︵国際サ

球界ならそういう脅しも効いたかもしれない

別のリーグを作ると言われました︒でも︑野

川淵

とても批判されました︒

たのですか︒

楽園球場が満員になっていた︒というのも︑

しょうということをリーグ側で先導したんで

ということを説明するのが大変でしたね︒

チーム名から企業名をはずすというこ

やっぱり成功するためには︑失敗した

そのことについても読売新聞などから

要は全国区の名前をつけたいんです︒

地域の名前もつけたくないということ

もちろんです︒当時はガンバ大阪も︑

それは単に失敗に学ぶということだけ

当時の読売新聞の社長から︑それなら

企業以外の人も応援に来ていたから︒ただ︑

す︒

いや︑選手に自力でやりなさいと言っ

Jリーグができる頃は都市対抗野球も︑観客

中田

巨人との対戦においては

は企業の関係者ばかりでね︒僕も企業人とし

中田﹁狭い日本で争っているだけでは︑世界で通用しません﹂
川淵﹁財政的なゆとりをもつためにも地域に根ざす必要がある﹂
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