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１．はじめに 

 「弱者の兵法」とは弱者が強者に勝つた

めの野村独自の理論である。野村は、現役

時代努力ではどうしても越えられない壁に

ぶつかった。また、監督時代には常に弱小

チームばかりに就任した。野村は常々、弱

者が強者に勝つためにはどうすればいいか

を考え続けざるを得なかった。その結果、

生まれたのが野村独自の理論「弱者の兵法」

である。「弱者の兵法」の内容は、選手への

人間教育から細かな戦術論まで多岐にわた

る。本研究は、その「弱者の兵法」の成立

背景と内容を系統立て、考察するものであ

る。 

 

２．研究方法 

 研究には主に野村の著書を用いる。野村

は自身で「弱者の兵法」を系統立てて述べ

るということをしていない。しかし一方で、

多くの著書においてそれを断片的に述べて

いる。そのため、筆者はできるだけ数多く

の野村著書にあたり「弱者の兵法」の内実

に迫っている。 

 

３．先行研究の検討 

 野村についての先行研究は皆無である。

また「弱者の兵法」についても一部メディ

アで紹介されているものはあるが、研究と

して体系化された事実は確認できなかった。 

 

４．史料批判 

 本研究で野村の著書を主要史料に用いる

にあたり、史料批判の観点は欠かせない。

すなわち、「野村の著書には、事実が書かれ

ているのか。事実の誇張・隠ぺいがあるの

ではないか。」ということである。筆者は野

村の著書に多くあたり、著書によって記述

内容に相違が無いか、また同じ内容を記述

する際、そこに温度差が無いかを調べた。

また、野村について、野村以外の著者の著

作にあたり、事実の相違が無いかを調べた。

結果、野村著書には概ね事実の一貫性を認

めるに至り、また他者の著書からも野村の

記述に反するものを確認することはなかっ

た。よって、野村の著書の史料としての妥

当性を認めた。 

 

５．本論の構成 

 本論は２章構成である。１章では、「弱者

の兵法」が成立した背景について考察する。

１章は７節構成であるが、大きくは、 

①野村の性格と生育環境 

②野村に大きな影響を与えた人物 

③課題への挑戦 

の３点を時系列順に考察している。 

２章では、「弱者の兵法」の内容について

検討する。「弱者の兵法」を「教育論」と「戦

術論」のふたつに分けて論じる。 

 

６．「弱者の兵法」の成立背景 

 「弱者の兵法」は野村が結果至上主義の

プロ野球界に長く身を置く中で常に考えざ

るを得なかった命題であり、その成立背景

には様々な要素が絡み、また常に進化を繰

り返しているものである。ただし、野村に

とって「弱者の兵法」が確固たる理論とし

て確立したのは、東京ヤクルトスワローズ

に監督として就任し、弱小であった同球団

を９年間で４度セ・リーグ制覇（内、３度

は日本一）を果たした時期である。ＩＤ野

球を合言葉に、それまで培った弱者の戦い

方を駆使して、強者に立ち向かい、勝利し

た。結果が伴ったことが、野村にとって何

よりの自信となり「弱者の兵法」の確立に



繋がったと考えられる。 

 

７．「弱者の兵法」の内容の検討 

 「弱者の兵法」の内容も実に多彩である

が、大きくは「教育論」と「戦術論」に二

分することができる。 

「教育論」については、野村はプロ野球

チームの監督では珍しく人間教育に力を注

ぐ。それは「人間的成長なくして技術的成

長はない」という信念を持っているからで

ある。また、指導者として、監督は選手の

鑑にならなければならないと考え、自身の

人間としての振る舞いには人一倍気を使っ

ている。 

「戦術論」については「弱者の兵法」を

大きく５つに分けている。すなわち、 

①相手の戦力分析と具体的な攻略法 

②自軍選手のコンディショニング 

③出場選手の決定 

④どの試合を重視するか 

⑤無形の力を重視した戦い 

である。ちなみに、無形の力とは技術や体

力などの有形の力の対義語であり、頭を使

った力のことである。野村は無形の力を「分

析力」「観察力」「洞察力」「判断力、記憶力」

「決断力」の５つに分け、説明している。 

 

８．結論 

 「弱者の兵法」とは「勝つための準備を

すべて行うこと」と言い換えることができ

るのではないか、と筆者は結論づけている。

野球は多くの球技とは異なり、時間の制限

を受けないという意味で、特殊なスポーツ

と言える。また１球１球に「間」があるス

ポーツである。この「間」があるというこ

とは、すなわち、考える時間がある、準備

をする時間がある、ということである。「弱

者の兵法」はこの「間」にあらゆる可能性

を考え、最良の行動を選択することだと言

える。また、野球は非常に偶然性が勝敗を

左右するスポーツであり、务勢のチームが

勝つことも珍しくない。また、プロ野球に

限っていえば、シーズン１４４試合という

長丁場で、その勝率は５割前後で争われる。

こうした野球というスポーツの特徴も「弱

者の兵法」が確立した大きな一因である。 

 野村は自身のことを才能に恵まれていな

かったと評価している。それにも関わらず、

これだけ大きな功績を野球界に遺せた要因

は、野村の類まれな「気づき」と「欲求」

にあった。貧乏な生家に育ち、絶対に金持

ちになってやる、といったハングリー精神

を常々持ち続け、技術的务勢を、相手のク

セを盗む、心理を読む、などといった頭脳

で補った。現状に決して満足しない姿勢と

更なる高みを目指すためにどうすればよい

か、について人並み外れた嗅覚を備えてい

たと言える。 

 「弱者の兵法」は現在、野村の教え子た

ちによって今日の選手に語り継がれている。

これからも新たな戦略、戦術が生まれる背

景として「弱者の兵法」が用いられること

もあるかもしれない。「弱者の兵法」が球界

にとっての財産となっていることに疑いは

ない。 

 

９．残された課題 

 今回の研究では対象の範囲外であったた

め省略したが、野村は監督時代、巧妙にマ

スコミを使った人物として知られる。東北

楽天ゴールデンイーグルス時に「ぼやき」

といった形で、新参球団に注目を集めさせ、

選手のモチベーションを高めたことは記憶

に新しく良い例である。このように、マス

コミでさえも勝利のために利用していた野

村であるが本研究ではその点については触

れられなかった。  

 



兵庫サッカー友の会に関する歴史的研究 

宮崎寛之 

 

1. 研究の対象と目的 

 兵庫県内では、御影師範や神戸一中など

が早くから蹴球部を設立し、関西や全国の

中でも強豪のチームとして名を馳せていた。

ただし、これらのサッカーはあくまで学校

の教育活動の一環として行われていたもの

であった。学校から地域社会へのサッカー

の浸透は、戦後に見られた新たな動向であ

った。この動向に深く関与したのが「兵庫

サッカー友の会」である。この組織は、1963

年から 1970年まで存続し、神戸市を中心に、

サッカーの普及を意図した多様な活動を展

開していた。 

本研究では、兵庫サッカー友の会に着目

し、その実態を明らかにすることでサッカ

ーが神戸市内にいかに普及したのかを解明

することを目的とする。そこで以下の 2点

を研究課題とする。 

①兵庫サッカー友の会の活動を再構成す

ること。 

②兵庫サッカー友の会が主に神戸市内の

サッカーの普及に与えた影響を明らか

にすること。 

 

2. 先行研究の検討 

兵庫県下のサッカーを研究したものは数

多くある。しかし戦前期を研究対象年代に

設定したものをはじめ、学校教育内の活動

をテーマとしたものが多い。本研究が扱う

ような地域のサッカークラブを重点的に取

り上げた先行研究は見当たらない。 

また、研究対象として兵庫サッカー友の

会を取りあげたものはわずかであり、活動

内容について表面的に触れたものに留まる。 

 

3. 研究の意義 

 兵庫サッカー友の会の活動時期に地域社

会へのサッカーの普及過程を研究したもの

は見受けられない。したがって本研究によ

って地域社会へのサッカーの展開を明らか

にし、現在へとつながる歴史の流れを導く

ことができる。 

また、国は社会体育の必要性を認識して

いたものの実際の活動においては様々な問

題点が存在しており、理論と実践の乖離を

浮かび上がらせることができる。 

そして本研究がこれまで盛んに行われて

きた代表チーム、社会人などの企業チーム、

学校のクラブをベースにした研究ではない、

地域のサッカークラブに目を向けた新たな

研究の視点を提示できる。 

 

4. 研究の方法 

 1 章では、兵庫サッカー友の会の活動の

展開を、以下の観点から再構成する。1)友

の会が設立されるまでの経緯を明らかにす

る、2)友の会が掲げた 5つの目標を実現す

るための事業の展開とその詳細を明らかに

する。兵庫サッカー友の会は神戸フットボ

ールクラブ(神戸 FC)へと発展解消される

が、そこに至るまでの過程も 1章に含める。 

2 章では、兵庫サッカー友の会が主に神

戸市内のサッカーの普及に与えた影響につ

いて、以下の点から考察した。1)1960年代

の日本および兵庫県蹴球協会の事業、2)文

部省の尐年サッカーの普及に対する見解、

3)これらから捉えられる蹴球協会の特徴と

1 章から浮かぶ友の会の活動を比較し、友

の会の活動の特徴を明らかにする。 

なお本研究では、下記を主要史料として

用いた。1)兵庫サッカー友の会ニュース、

2)サッカー(蹴球協会機関紙)、3)兵庫サッ



カーの歩み 兵庫県サッカー協会 70年史。 

 

5. 結果 

5.1．兵庫サッカー友の会の活動 

 兵庫サッカー友の会は 5つの目標を設立

時に掲げた。 

・尐年サッカーの日曜学校の開校 

・自由に参加できるクラブ組織の設立 

・国際試合のできるグラウンドの建設 

・芝生のグラウンドの建設 

・「蹴球王国兵庫」の再現 

 1963 年に兵庫サッカー友の会は発足し、

まず始めに尐年サッカースクールの開校に

取り組んだ。開校からしばらくは定期的な

グラウンドの確保に苦慮していたが、1966

年にグラウンドが確保できたことにより残

された目標の実現にも順次動いていく。 

 神戸市に働きかけ御崎公園競技場を建設

し、尐年専用サッカー場も併設した。また

15 歳以上を対象とする六甲キッカーズク

ラブを設立し社会人リーグに参加。これら

の活動を通して神戸市内のサッカーの環境

を整え、尐年サッカー人口を増加させた。 

そして更なる発展を試み、1970年に神戸 FC

を設立し、組織基盤を改編した。 

 

5.2．兵庫サッカー友の会の特徴 

―同時期の蹴球協会の活動と文部省の見

解との比較から― 

 友の会の発足前後の日本蹴球協会の主な

施策はトップ選手の強化と指導者の養成で

あった。1966年から事業計画に子供達への

普及を狙った項目が盛り込まれるものの、

どのようにサッカーを広めていくのか等の

具体的な方法は検討中であった。 

一方の兵庫県蹴球協会の役割にも子供達

へのサッカーの普及という意識は薄く、兵

庫県蹴球協会の中心的活動は日本蹴球協会

が開催した指導者養成の会に参加した協会

のメンバーがそこで得たものを兵庫県内に

還元することだった。 

これに対して兵庫サッカー友の会は子供

達へのサッカーの普及のために、サッカー

スクールの開校とスポーツ尐年団を組織し

た。この活動は成功し県内の至る所で尐年

サッカーチームが組織されることとなる。 

その結果、兵庫県では友の会のサッカー

人口を増やす活動と協会の指導者を養成す

る活動が組み合わさり、サッカーチームと

指導者の不足が生じずにバランスのとれた

状態をとることができたと考えられる。友

の会と蹴球協会は互いに協力体制にあった

が、協会は加盟チーム全体に関わる仕事を

していた。一方の友の会は県協会よりも現

場に近く、子供達や選手と直接接触できる

活動を行っていた。事実上、友の会がサッ

カーを広める役割を果たしていたと言える。 

 

6. まとめ 

本研究を通して、これまで知られてこな

かった兵庫サッカー友の会の活動内容及び

組織、会員の特徴が明らかになった。会員

には、友の会設立以前から日本蹴球協会、

関西蹴球協会、兵庫県蹴球協会に所属し長

年役員を務めている者が多い。役員達は協

会の中で力を持っており、重要な決定の場

に参加できた。友の会は協会の動きをいち

早く把握することができるだけでなく、容

易く協会との連携をとれる状態にあった。

また神戸に関係する者が多く、神戸市の市

長や神戸市会議員の中にも会員がおり、友

の会は神戸の中に独自のネットワークを築

いていた。 

 友の会は協会からの支援と会員の人脈の

幅広さを活かし独自的な活動を行うことが

できた。社会全体がスポーツ活動へ傾注し

つつあったことも相まって友の会の活動は

成功を収めた。友の会は、兵庫県でいち早

く尐年サッカーの普及に取り組み、兵庫県

のサッカーの発展に寄与したと評価できる。 


