
 
 

 

 
 

日本記者クラブ 

 

「平成とは何だったのか」(16) 

王貞治・福岡ソフトバンクホークス会長 

 
２０１９年１月１８日 

 

 いきいきとした表情。弾む声。野球が好きだという思いが全身からあふれる会見だ

った。冒頭から司会を務める宮内正英（企画委員、スポーツニッポン編集主幹）との

一問一答形式で進められた。王氏を長年取材してきた宮内氏だからこそのエピソード

が盛り込まれた質問。それに答える王氏。福岡ダイエーホークスの監督就任の際の裏

話にはじまり、侍ジャパンの監督として優勝した第１回ＷＢＣ、２０００年の日本シ

リーズで実現した最初で最後の「ＯＮ対決」と自身の思いや選手との交流を振り返っ

た。現役時代にメジャーリーグへの道が開けていたらどうしたのかとの質問には「多

分チャレンジはしていた」とも。 

「野球ってやたらおもしろい」。その魅力を伝える機会をプロアマが一丸となって

作る。野球人口の減少が叫ばれる中、自分のような野球少年を増やす取り組みにも力

を注いでいく考えを示した。 
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司会＝宮内正英（スポーツニッポン編集主幹） 

日本記者クラブが行っているシリーズ企画

「平成とは何だったのか」の一環として、この

30 年間、プロ野球並びにスポーツ界を王さん

に振り返っていただきたいということで、きょ

う来ていただきました。 

また、やはり同様の趣旨で各メディアの皆さ

んからも王さんへの取材希望がたくさん来て

いると伺っております。こうした関心にお応え

いただく意味でも、きょうの会見は貴重な場に

なると思います。 

王さんは、756本の本塁打の世界記録を更新

した 1977年、昭和 52年の 10 月に当クラブへ

お越しいただいています。本日は 42 年ぶり、

二度目ということになります。司会を務めます

私は、当クラブ企画委員のスポーツニッポン新

聞社、宮内と申します。 

進行について説明いたします。まず私が王さ

んにお尋ねする一問一答形式で始めます。その

後、会場からの質問をお受けいたします。 

最初の質問です。平成に入ってから今日に至

るプロ野球の変貌、特にパリーグの繁栄は、王

さんが福岡ダイエーホークスの監督に就任さ

れた平成 7 年、1995 年に始まったと指摘する

声があります。私もその１人であります。 

私は、王さんがホークスの監督に就任される

前日、つまり平成 6年 10月 11日、福岡に向か

う王さんに同行させていただきました。空港へ

向かう車中、王さんがあちこちへ電話されてい

るのを、傍らで聞こえないふりをして聞いてい

たのを思い出します。 

そこでやや感傷的になったこともありまし

た。東京生まれ、東京育ち、巨人軍一筋だった

王さんが九州・福岡の地でユニフォームを着る

ということは、私のみならず多くのファンにと

っては大きな驚きだったと思います。あのとき

の経緯、プロセスをいま改めて振り返ってくだ

さい。 

王貞治・福岡ソフトバンクホークス会長 30

年、ジャイアンツで選手とコーチ、監督をしま

して、やはりやめたときはほっとする気持ちは

ありました。しかし戦いの中に生きてきました

ので、すぐ物足りなさといいますか、戦いの輪

の中から外れて、自分に関係のないところで、

勝った、負けたということで戦いが行われてい

る、だんだんそれが物足りないというか、寂し

いというか、そういうことになりまして、それ

で実際 6 年間ユニフォームは脱いでいました

が、その間、いろんなチームからも声をかけて

いただきました。 

だけど私なりにやはりジャイアンツでユニ

フォームを着ていましたので、東京というわけ

にいかないだろう、セリーグというわけにいか

ないだろうというような諸々の考えがありま

して、そのままユニフォームを脱ぐときを迎え

たんですが、根本さん（根本陸夫・元福岡ダイ

エーホークス代表取締役）に一度声をかけられ

ました。 

もう一度野球の輪の中に 

根本さんは当時、ダイエーホークスの監督の

1年目でした。その根本さんに、たまたまある

パーティーで会ったときに「おい、ワンちゃん、

来年、俺の後の監督をやってくれないか」と。

まだ 1年目ですよ、監督の。そういうことで声

をかけられたので「何言ってるんですか」と。

そのときはそれだけだったんですが、次の年も

やはり同じように声をかけられました。 

でも人間というのはおかしなもので、そうい

う声をかけられたりなんかしていると、少しず

つ頭の中へ残ってくるといいますか、野球をや

りたいという気持ちというか――野球の輪の

中に入りたいという気持ちは、いまのユニフォ

ームを脱いでいる皆さんも同じように持って

いると思うんですけれども――私もそういっ

たものがだんだん強くなってきました。それで

「じゃ、話を聞かせてください」ということで、

まず最初に瀬戸山さん（瀬戸山隆三・元福岡ダ

イエーホークス球団代表）に会いました。瀬戸

山さん――名前を出していいかどうかわかり

ませんが――と話をして、それからオーナーに

も会いましたし、中内正さん（元福岡ダイエー

ホークスオーナー代行）にもお会いして、いろ

いろ話をして、やはり優勝できるチームにして
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ほしいんだということを中内さんは言われて

いました。 

私も30年間、選手を含めての30年間ですが、

常に勝つことを求められる球団で野球をやっ

ていました。ですから、中内さんの求めている

ものには応えられるのではないかと。結果はと

もかくとして、そういう形で野球に立ち向かっ

ていくということには自信がありましたので、

「それでは、やらせていただきます」というこ

とで、引き受けることになったわけです。 

司会 それから 5年といいますか、はっきり

言って「苦節 5年」といいますか、万年Ｂクラ

スだったホークスを日本一に導かれたわけで

すけれども、その間には、大阪でバスに生卵を

ぶつけられるというようなショッキングな事

件もありました。 

それを経て、王さんが福岡の地に渡られて成

功されたということがきっかけとなって、今日

の北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴー

ルデンイーグルスなど、パリーグの繁栄といい

ますか、それとセリーグとのセパ共存共栄、こ

れがなし遂げられたのではないかと思うので

す。その辺は、王さん自身はいかがお考えでし

ょうか。 

王 確かにホークスへ行きましたら、選手た

ちの求めているものと、私の求めているものに

だいぶギャップを感じました。選手たちは、野

球をやることは仕事ではありましたけれども、

勝つというところまでの思いにおいて、私との

違いを感じました。 

でも 15～16 年Ｂクラスだったんですから、

それはある程度やむを得ないのではないかと、

私もそういう中で選手をやっていれば、自然と

そうなってしまったんじゃないかなと思いな

がら．．．。でも、彼らに常に問いかけて、何の

ために野球をやるんだ、勝つためなんだ、とい

うことを本当によくそれだけ根気よく言い続

けられたなと思うぐらい言いました。選手たち

からは「あいつ、何言ってるんだ」と思われた

と思います。地元のメディアからも大変私はバ

ッシングを受けました。でも私はそういう点で

は楽天的なんですかね、あまりそういったこと

を気にしないタイプで、とにかく自分でそうす

るんだ、そうするんだということでやっていま

した。 

屈辱の「卵事件」に奮起 

いま話が出ました卵をぶつけられたときも、

「卵をぶつけられるような野球をやっている

のが俺たちなんだ。だからこそ卵をぶつけられ

ないようにしよう。卵をぶつけてくれる連中た

ちに喜んでもらおうよ」という話は選手たちに

しました。 

やはり屈辱ではありますけれども、それだけ

卵を投げてくれた人たちは、本当に南海時代か

らのホークスのカチカチのファンなんですね。

その人たちが真剣に怒った結果が「卵事件」だ

ったと思うんですね。だからそれはまともに真

正面から受けとめなければいけないと。それは

やっぱりわれわれにとってはいい刺激になっ

たと思います。 

そういったことを積み重ねていきながら、選

手たちもやはり勝つことのすばらしさとか、勝

ちに向かってやるにはどうやったらいいかと

いうことで、それが技術の向上にもつながった

と思います。試合が終わった後、勝った後の感

激といいますか、充実感といいますか、そうい

ったものは、それまでは勝とうが負けようが、

そのときよりは 1試合終わった、という感じだ

ったんじゃないかと思いますけれども、少しず

つ少しずつ選手たちは変わってくれたと思い

ます。 

司会 平成に入ってからのプロ野球の大き

な変化の一つとして、国内で実績を上げた選手

のメジャー移籍があると思うんですね。王さん

がホークスの監督に就任された 1995 年に当時

近鉄の野茂英雄投手がドジャースへ移籍して、

以来イチロー選手だとか佐々木主浩投手だと

か、いろんな選手が次々にメジャーに移籍して

今日に至っている。昨年は大谷翔平選手が二刀

流で大活躍されたという一連の流れがあるん

ですが、この流れを王さんがどのようにごらん

になっているか。 

それと世が世ならと申しますか、王さんがそ
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の当時というか、いまの時代に王貞治が現役で

あったら、全盛期であったならば、メジャーを

目指したかどうか、それもあわせて教えてくだ

さい。 

道があったならメジャーにも 

王 われわれの時代は、行く道というものは

もともと閉ざされていましたから、そんなこと

を考えたこともないんですが――。野茂君がど

ういう思いで厚い壁を突破しようと思ったの

かわかりませんが、見事に突破してアメリカへ

行って、また見事に成功しましたよね。これが

やはり日本の選手たちにも火をつけたんだろ

うと思います。野茂投手の活躍をみて、俺もあ

そこでやってみたいなという思いが広がった

と思うんです。 

当時日本ではこれを何とかしなければいか

ん、これを閉ざさなければいけないんだという

ような意見も出ていましたが、私はいろいろ聞

かれるたびに、そういう道を切り開いてしまっ

たら、これはもう防ぎようがないんだ、だった

ら、どんどん行ってもらって、活躍してもらっ

て、日本でも若い新しい選手たちがどんどん成

長して、むしろアメリカのメジャーへ行くこと

を目的にするぐらいになったら、もっともっと

日本の野球のレベルが上がるんじゃないか、と

いうようなことも言っていました。後で話が出

るのかわかりませんが、ＷＢＣ（ワールド・ベ

ースボール・クラシック）とか、そういうので

もいろいろとやりましたけれども、日本の選手

はコンプレックスがなくなりましたよ、アメリ

カの野球に対して。 

われわれのときは、どうもメジャーリーグが

来るとなると、仰ぎ見てしまうような、すごい

なと思ったりして、戦う前からそうだったので

すが、いまの選手は全然そういうことがない。

これはやはり野茂君が突破して道を切り開い

てくれたことの一番よかった点じゃないか、そ

のように思います。日本の野球界も本当にレベ

ルが上がりましたし、だから野茂君は球史に残

るすばらしいことをしてくれたな、そのように

思っております。 

私のときは、全然道が切り開かれていなかっ

たので、その気はなかったんですが、一緒にや

った（アメリカの）連中からは「おまえ、来い

よ」という声はよくかけられました。自分の中

でも「ある程度やれる」。そういう気持ちはあ

りました。もちろん、日本と同じような本数を

打つということはできないと思いましたが、私

は、どちらかというと速い球は得意なバッター

でした。アメリカの人は日本のピッチャーより

も球は速いです。でもその速い球でも、私はエ

キシビジョンゲームというか、オープン戦では

ありましたけれども、それなりの結果を出せて

いましたので、たしか 20 本台の後半ぐらいの

ホームランは日米野球で打ったと思います。こ

れは確かに公式戦ではありませんけれども、そ

れなりの手応えは感じていました。 

ただ行くという心はないですが、宮内さんが

聞かれたような道があったら、そこに山があれ

ば登りたいのと一緒で、多分チャレンジはして

いると思います。 

司会 いまお話に出ましたＷＢＣですけれ

ども、王さんは平成 7 年からですか、14 年間

にわたってホークスの監督を務められて、その

間に 5度のリーグ優勝、日本一を 2度達成され

ているわけですけれども、その間の 2006 年、

平成 18年 3月に第 1回ＷＢＣに「王ジャパン」

として出場して、見事世界一になられた。 

当時は、イチローとか松坂大輔とかが主力選

手だったと思いますが、もう一度第 1回ＷＢＣ

の戦いぶりや印象を振り返っていただけます

か。 

王 第 1回は、何が何だかよくわからないの

です。ルールもはっきりしていないというか。

でもわれわれとしては、とにかくアメリカとの

戦いができるならやろうよということで、選手

も「俺は出るよ」という選手、「俺は出ないよ」

という選手がいました。でも、その中で手を挙

げてくれた選手で戦うということになったわ

けです。 

イチロー君が一番最初に僕に電話をくれて、

「出ますよ」と言ってくれたんですね。これは

大変心強かったです。12 球団全部から出ては

いますけれども、あるチームからは 5人、ある
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チームは 1人とか、そういうような形になりま

したが、ただ私としてはやる気がある選手が集

まったから、かえってよかったなと思っていま

す。 

予選で韓国に負けて（2－3）、だいぶショッ

クでした。韓国に負けたことで、選手たちの闘

争心に火がついたような気がしますね。 

アメリカでも最初、アリゾナでキャンプをし

ていたんですけれども、戦いをやっているうち

に、だんだん日本の選手たちも俺たちやれるん

だと、戦うごとに自信をつけてきてくれて、だ

んだん頼もしくなってきました。 

それでアメリカとの試合のときに、残念なが

ら負けたんですが（3－4）、審判の問題もあっ

たりなんかしたことで――別に審判のことを

悪く言うつもりもありませんが――ああいう

ようなことで、日本の野球というものを違った

角度でみてくれる人たちが、あのとき、だいぶ

出たのではないかと思うんですね。 

われわれも、あれだけ皆さんから注目されて、

これはもう、やっぱりやらなきゃという思いだ

ったんですが、残念ながら、アメリカとメキシ

コが戦って、メキシコが 1点差か何かで勝たな

い限り、われわれは出られなかったんです。だ

からはっきり言いまして、帰る支度をしてトラ

ンクも全部締めてしまって、次の日の 10 時の

飛行機で帰る予定にしていたんですが、本当に

奇跡のようにメキシコが 1 点差でアメリカの

チームに勝ってくれたんですね（アメリカ 1－

2 メキシコ）。これでわれわれの首がつながっ

て出られた。 

そうなると勇気百倍。ここまでだめだったの

が、またチャンスが出たというので、その後は

案外それまでの戦いよりプレッシャーを感じ

ないで伸び伸びと野球をやれました。 

あとは皆さんご承知のように、奇跡のような

キューバに勝っての第 1 回の優勝ということ

になったんです。 

これは余談ですが、私は第 1回というのに強

いんですよ。2 回、3 回はだめですけれども、

第 1 回は強いんです。そういった意味では、あ

のときも俺の運はまだ続いているなと、終わっ

た後に思ったんですけれども、やはりみんなが

日の丸をつけて勝つことに向かっていった、あ

のときの選手たちの姿というのは本当に頼も

しかったですね。 

日の丸をつけて野球をやったのは初めてな

んですけれども、それまで日の丸をつけてやっ

た人、またその後も続けてやっている人、それ

から野球界だけではない、ほかのスポーツのオ

リンピックへ出る人たちも、日の丸をつけると

いうことはものすごいパワーをもらうと思う

んですね。 

今回も 2020 年にオリンピックがありますけ

れども、日本の選手は、日本で開催ですからも

のすごい力を発揮してくれるんじゃないかな。

そのように日の丸のパワーを感じました。 

最初で最後のＯＮ対決 

司会 ちょっと話が前後しますけれども、Ｗ

ＢＣの前になるんですが、西暦 2000 年のミレ

ニアムの年に日本シリーズで、ＯＮ対決が実現

した。日本プロ野球の最大の功労者である長嶋

茂雄さん（元読売巨人軍監督）と王さんがとも

にチームを率いて対戦した。いま思い出しても

わくわくゾクゾクするような歴史的な試合だ

ったと思います。あらためて、あのビッグカー

ドを振り返ってください。 

王 とにかく 2000 年という区切りの年にＯ

Ｎ対決と、これは神様も味なことをやる――味

なことをやると言っては失礼なのかもしれな

いけど――私たちは前の年に日本一になって

いますから、チームの勢いというのはあったと

思います。選手たちもどんどんかなり力をつけ

てきてくれていました。当時のジャイアンツは

松井秀喜選手がいて、清原和博選手がいてとか、

大変すばらしいチームだったんですけれども

「ようし、絶対勝つ！」という思いで戦いまし

た。 

特に長嶋さんとは初めてで、結果的には最後

の戦いだったんですけれども、私は常に弟分で

したから、弟としては何とかして兄貴を超えた

いという気持ちはありますよね。長嶋さんはや

りにくかったんじゃないかと思いますが。 
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最初 2回勝ったんです。東京ドームで。その

気になったわけではないんですが、その勢いで

福岡へ帰りました。第 3 戦が大事な戦いだった

んですが、それに大敗しました。3戦目からは

ジャイアンツの流れになって、われわれとして

は手の出しようがないぐらい完敗してしまい

ました。 

でも長嶋さんと日本一を戦えた 2000 年は、

私にとっても特別な年だなと、いまでも思って

います。 

司会 ＷＢＣの年に戻るんですけれども、Ｗ

ＢＣで世界一になられた直後といいますか、4

カ月後ぐらいですか。体調を崩されて、胃の全

摘手術を受けられた。胃がんでしたね。その際、

私も取材に行ったんですが、ポツリと漏らされ

た「何でこの俺ががんに」という言葉がいまだ

に耳に残っています。それから 12 年経過しま

して、きょうもお元気でこちらにおみえになっ

ている。われわれにとって、本当に大きな喜び

です。 

その一方で、体調を心配されているファンの

方も多いと思います。体調に関する近況を教え

ていだたけますか。 

王 いま話していた「何で俺ががんに」は、

逆に言うと、あんな生活をしていて、よくこれ

ぐらいで済んだなというのが本音じゃないか

と思うぐらい――私は長嶋さんと違って飲む

のも食べるのも無茶苦茶やっていましたから

――よくあれぐらいで済んだなと、神様にも感

謝しなければ。お医者さんたちにも本当によく

していただきました。 

12 年経ちますが、幸い再発することもなく、

ほかの大きな病気もすることなく、現在に至っ

ています。 

胃がない分、栄養が常にちょっと不足した状

態なので、あまりハードな動きはできませんが、

それなりに自分のできる範囲で動くというこ

とでは、いまでも不自由なく動けていますので、

これからも自分のペースで、野球界に少しでも

恩返しができたらなと思っています。 

司会 関連で先ほど一つ報道が流れ、長嶋さ

んが昨年で退院されて現在はご自宅でリハビ

リに入られたと。われわれにとって非常にうれ

しい、ホッとするようなニュースが流れたんで

すけれども、その辺はいかがですか。 

長嶋さんは「特別な存在」 

王 私もニュースをいただいて、よかったな

と思っています。 

やっぱり長嶋さんは、とにかく特別な存在で

す。とにかく元気で輝いていてほしい人ですよ

ね。元気でというよりも、入院していようが何

していようが、長嶋さんが皆さんと同じような

思いを持って日々を過ごすことができている

ということは大変うれしいことなので。 

特に 16 年間ずうっと「ＯＮ」という形で野

球をやってきました。2人でなければわからな

いこともあると思うんですね。いまはまだ寒い

ですが、春から夏にかけて、長嶋さんにはまた

野球場に出てきて、元気な姿を見せてほしいな

と。これはもう日本中の、野球ファンだけじゃ

なくほとんどの人が待ち望んでいると思うの

で、じっくりと体調を取り戻してほしいです。 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

質問 昭和ではホームランの世界記録達成

や国民栄誉賞の受賞。平成ではＯＮ対決、2006

年のＷＢＣ優勝といろいろありました。単刀直

入に、平成のプロ野球で王さん自身が一番印象

に残っていることを教えてください。 

王 とにかく多いので、印象に残っていると

いうと……。僕はどっちかというと過ぎたこと

は全然興味がないタイプ。だからあれだけ飽き

ずにホームランを打てた。余韻を楽しむことが

できない。 

一緒にやっていた時代の人たちは「あいつ、

何を考えて野球をやっているのかな」と思った

ぐらい私が毎日毎日練習、野球の試合に取り組

んでいる姿は、一緒の時代を過ごした人からみ

ても不思議だったと思う。とにかくバットを持

って打席に入れることのうれしさ、自分に立ち

ふさがってくるピッチャーの球を打ったとき

の快感は、本人じゃなければ味わえないですね。
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それを一回でも多く味わいたいということで

やってきた。 

まあ、本当のところあと 3年ぐらいは野球を

やれたと思います。ちょっとええ格好してやめ

ちゃったかな、と思う。 

だけど最後の 3 年間は 39、33、30 と（本塁

打の数が）少しずつ落ちてきている。やっぱり

自分自身に納得いかないというものが出てき

た…。うちの兄や周りの人から「絶対まだもう

一年やるべきだ」と言われたんですが、やはり

打席に立っていると、ファンのため息が聞こえ

てくる。打てなかったときに。それが本当にた

まらなくしんどかった。 

バッターは 3割打てばいい選手。7割はミス

る。また来年も「ああ、あのときやめておけば

よかった」と思いながら野球をやるのは嫌だな。

そう思い引退を決断したんですけれども、やは

り選手のときの充実感に勝るものはないです

ね。 

監督として勝つのも大きな仕事ではありま

したけれども、やはり選手たちの手柄。それを

みている冷静な自分が、バッターボックスに立

っているときはカッカしてやっていますから、

やはり選手時代の自分に勝るものはない。 

あなたの質問に対する返事になっているか

わかりませんが…。 

 

質問 過ぎたことには興味はないとおっし

ゃいましたが、未来のプロ野球についてどのよ

うなプロ野球を築いていってほしいのか。王さ

ん自身はどのようにプロ野球に携わっていき

たいと思っていらっしゃいますか。 

自己の過大評価も必要 

王 どういうふうになるか…。言えることは

ピッチャーとバッターの距離は変わりません。

ホームから 1塁までの距離も変わりません。ス

タンドまでの距離はこれから多少変わるかも

しれませんけれども…。私がやめてからの 30

何年。その中で皆さん工夫して、野球の中でボ

ールの握り方など随分変化しています。バッタ

ーは、肘当てや膝当てができ、堂々とボールに

踏み込んでいけるようになった。私たちの時代

は、デッドボールを何としても受けないという

ことを念頭に野球をやっていました。そういう

点ではいまのピッチャーはかわいそうだなと

思っています。 

ピッチャーは、あの当時と同じ態勢で投げて

います。何もありませんし。そういうことでや

っているので、僕のいまの気持ちとしては「ピ

ッチャー頑張れ」というのがありますね。 

どう変わっていくかはわかりませんしね。私

は私で、自分をもっと大きくできるチャンスが

あるんだよということを選手に伝えていきた

いと思います。 

私もそんなことはできないよと思っていた

ことが案外できるようになったわけですから、

いまの選手たちも少なくともプロ野球に入る

選手というのはそれなりの素質を持って入っ

てきているわけですから、もうちょっと自分を

過大評価する選手がたくさん出てきてほしい

と思います。 

 

質問 天皇陛下の退位にあたり、園遊会など、

どのような思い出がございますでしょうか。 

王 われわれの年代と言うと語弊がありま

すが、天皇陛下は特別な存在です。いまは背中

がちょっと丸まっていますが、背筋が伸びる存

在ですよね。大変長い間、陛下としてご苦労な

さって、特に陛下が過ごされた時代というのは

いろんなことが起こりましたよね。 

多分われわれには計り知れないご苦労があ

ったと思うんですけれども、それまではなかっ

た代がわりといいますか、そういう形のもので、

どんな複雑な思いがあるのかわかりませんが、

日本人にとって陛下は特別な存在です。年賀の

参拝のときも、あれだけ多くの人が皇居へ来る。

たしか 2回ぐらい増やしたんですよね。国民の

声に応えようとする天皇陛下のお心は、本当に

ありがたいじゃないですか。 

日本独特の国民性というか、国のあり方とい

ったもので、退位をされた後でもお元気で過ご

されてほしいですね。 
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質問 新元号、新しい時代に日本の野球界に

望むこと、そして注目する選手の名前を教えて

ください。 

王 野球については、とにかくピッチャーの

ほうは何とか工夫して打たせまいとしますし、

バッターのほうは何とかして打とうとする。わ

れわれがやっていたころの野球とは随分変わ

っています。 

いまから考えれば、あの当時は本当に幼稚な

野球でした。戦前の野球から、戦後の野球から、

われわれの時代から、とにかく変化というか、

進化しています。これからも選手たちが何かし

ら自分の生きる道をみつけてくれたら、野球は

いい方向に変化してくると思う。 

せっかく多くの人が夢にみるプロ野球選手

になったのだから、自分でやれることはとこと

んやってほしい。そうすれば自然と日本の野球

界のこれからの姿は出てくるんじゃないかと。

戻れるものなら戻りたいと思うぐらい、野球選

手は魅力的です。野球選手をやれてよかったと

思っています。 

 

質問 新時代を担う選手として、注目してい

る選手はいますか。 

王 いままで働いている人たちはそれなり

に働ける。やっぱり今年入ってきた人たち。不

安と期待が入り交じった大変複雑な心境だろ

うと思いますが、プロ野球から指名されたとい

うことは、自分にはそれなりの力があるんだと

思って、失敗を恐れず堂々と戦ってほしい。や

ってだめでもいいじゃないですか。やらないで

だめというのが一番悔いが残ると思う。大いに

夢を持って、夢を実現するべく体当たりしてほ

しい。 

 

質問 今年から新元号になります。時代とと

もに日本人にとっての野球の存在は変わって

きていると思うのですが、新しい時代に王会長

はプロ野球がどんな存在になっていけばいい

というふうにお考えでしょうか。 

 

誰もが監督、そこが魅力 

王 プロ野球は戦前からある。野球をやって

いた人だけがファンじゃない。やったことのな

い人も野球に魅力を感じて…。 

これはなぜかというと、私が勝手に思うのは、

皆さんが監督になれるからですよ。テレビを観

ながら、ああだこうだと言えるわけです。選手

の交代であれ、ピッチャーの交代であれ、バッ

ター、サイン何でも。それが当たったときに自

分が「ほらみろ」と。外れたときは「何やって

んだ、監督の采配が……」とか。それができる

から野球は男性も女性も含めお茶の間に入れ

ると思う。ほかのスポーツはそこまでは入れな

い。そこが野球の魅力で、ここまで日本で一番

ファンの多いスポーツだったと思う。 

面白いスポーツとか新しいスポーツで、えっ、

こんなスポーツがあったのかな、というものが

出てくると思うが、お茶の間でみている人の心

に入っていけるのは野球。これはこれからも変

わらないと思います。 

 

質問 私は記者時代、清和会の担当で朝は福

田赳夫のところへ行き、夜は安倍晋三総理のお

父さんの安倍晋太郎のところへ行っていまし

た。朝、福田邸へ行くとしょっちゅう王さんが

来ていて、みんなで「あ、きょうも王さんが来

ているよ」と。 

福田さんは王さんが来るとものすごい機嫌

がよくて「ああ、いらっしゃい」とこんな感じ

で……。 

福田さんとなぜ気が合ったのか、政治家と思

ってつき合っていたんじゃなくて、人間的なつ

ながりだと思うんですが。 

王 ご期待に沿う答えができるかどうかわ

かりませんが、ある人を介して紹介していただ

きました。ご存じのように福田さんは気さくな

方で、それまでも政治家の人に会うことはあっ

たんですが、どうしてもこっちが硬くなってし

まうような人が多かった。福田さんは、そうい

う点では話しても、案外こちらも自然体で話が

できる。それでよく野沢（東京都世田谷区）の

福田さんのお宅へもお邪魔していました。 
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これは言っておきますけれども、それがあっ

たから国民栄誉賞第一号になったわけじゃな

いですよ（笑）。ここだけははっきりしておか

ないといけないと思うので（笑）。 

福田さんとは、ゴルフもやったことがありま

す。雪が降っている中で。普通だったらやめて

しまうぐらいの雪だったんですが、福田さんは

やめない。ボールが飛んでいくと、途中からず

うっと雪の中をボールが走ってしまって消え

てしまう。ところがお付きの人が何とか探して

くれて、9 番までちゃんとホールアウトしまし

た。 

時効だからあれですけれども、そのとき中川

一郎さんという政治家の人とご一緒でした。 

とにかく食事を一緒にさせていただいたり、

正月に野沢のお宅へご挨拶に行ったり。いろい

ろな方がいらしていました。ほかの方のことは

あまりよくわかりませんが、福田先生と奥様に

大変よくしていただきました。年齢も近かった

ので、お子さんたちともいろいろお話しさせて

もらったりしました。とにかく私にとっては行

きやすいお宅であったというふうにしかいま

は言えないです。先生が目を細めた笑顔がいま

でもちょっと浮かんできますけど、大変お世話

になりました。 

 

質問 平成という時代には本当にいろんな

ことがあったとおっしゃっていましたけれど

も、王さんがこの間、社会の出来事とか問題と

かで関心を持ったこととか、考えさせられたこ

となどあれば教えていただけないでしょうか。

それに対してどのような未来を希望している

かも教えていただけると幸いです。 

被災者の前向きさが力に 

王 とにかくいろんなことがありすぎまし

たよね。野球をやっているときはこうやってや

っていましたから、あれでしたけれども、平成

になってからは選手というものはもう終わっ

ていましたので、いろんな現象をみてはきまし

た。阪神・淡路の大地震もありましたし、東日

本もありましたし、何でこういう災害ばっかり

が日本に襲ってくるのかなと、そういうのが不

思議で……。 

ただ岩手県の釜石にちょっと知り合いの人

がいたので、その人も災害（津波）に遭ったと

いうのを聞き、お宅へ寄せてもらいました。幸

い、その人の家は丘の上にあったので災害（津

波）には遭っていなかったんですが、その方の

お宅へ行ったときに被害に遭われた方がたく

さん来ていました。 

でもその人たちが私が思う以上に明るいん

です。前向きなんです。これをどうしていくか

ということで、ものすごい前向きな会話をして

いましたし、顔色も笑顔もあってそういう人た

ちに会ったときに逆に勇気をもらいました。 

その人の家の下に――崖の上だったからあ

れですけれども――木だったか石だったかち

ょっとわかりませんが、塔が立っていて、もう

百何十年か 200年も前に、ここまで津波が来た

というのがありました。だからそんな時代にあ

ったのに、なぜまだ海辺に住んでいるのかなと

僕はそのときに思いましたが、時間が経つと皆

さん、海沿いにしか生活できない人もいますか

ら、（そういう理由）だったのかもしれません

けれども、僕はそのときはこんな被害があって

ものすごいたくさんの方が亡くなったりした

ことがあったのに、という不思議な気持ちはし

ましたね。 

奥尻島でしたか、地震があって津波が来まし

たね。あのときのことはかなり近く感じていま

して、高いところに住んでいるのと下ではこん

なに違うのかということを感じたことは覚え

ています。 

でもそうだからといって皆さんが高いとこ

ろに住むわけにもいかないんでしょうから、で

もそういったことから学んで、少しずつ少しず

つ人間は利口になっていかなければいけない

んじゃないかな、とは思いました。 

 

質問 プロ野球の観客動員数はかなり増え

ている一方で、アマチュア野球、子どもの野球

人口の減少が最近課題になっているんですけ

れども、王会長ご自身がどのように捉えていら
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っしゃるのかということと、今後そういった課

題にどういった貢献をされていきたいかにつ

いてお伺いします。 

王 まず少子化ということがありますよね。

なぜ少子化になってしまうのかなということ

なんかもちょっと考えちゃうんですけどね。こ

れはもう、考えただけで解決できることではな

いと思うので。でもその中でどういうようにす

るかということは、われわれとしては野球とい

うものがどれだけ魅力があって、彼らにやりた

いと思うものだということを、子どもさんたち

とかお父さん、お母さんに知らしめる必要はあ

ると思うんですね。 

そういった意味では、われわれ野球界の人間、

やった経験のある者が、われわれも近所のおじ

さんに野球をやる機会をつくってもらってや

ってきて、そのまま野球を続けたんですが、小

さい人というのは、自分たちで野球をやるわけ

にいかないんですよね。やっぱり野球をやる場

というものを与えられて初めて彼らは野球を

やって、野球の面白さを知って、もっともっと

やってみようという思いになるわけですね 

ですから、そういった意味でいまプロ野球も

アマチュア野球も、いろいろな人たちが真剣に

それに取り組んでいます。みんなで考えて、ど

ういうふうにしたら野球人口を増やせるだろ

うかと。 

やっぱり野球って、やったら面白いんですよ、

ほんとに。難しいけれどまたやりたくなるスポ

ーツ。僕はほかのスポーツがわからないのでほ

かのスポーツと比較はできませんが、やっぱり

「こんちきしょう」と思うんですよ、うまくい

かないと。これを何とかしようという思いを持

ってまた打席に立つのでね。だから、まず小さ

な子どもさんたちに体験させるということが

大事だと思うんです。 

いまティーボールというのがありますね。テ

ィーボールは2つか3つの子どもができるんで

す。野球であの動いてくる球を打つのは、大人

でも難しいのだから、子どもでは難しいですよ

ね。投げるのも、ストライクはなかなか入らな

いんですよ。だから子どもさんたちにとって、

野球は面白くないんですね。 

だから、まずティーボールから入ってやると

いう流れをつくろうと思って、われわれはいま

動いていますけれども、やはり野球界のアマチ

ュアもプロも含めて、みんなが一本の形になっ

て進めていこうという考えにならないと。 

いまは個々にやっています。私も財団をつく

って、子どもの野球をやったりしていますけれ

ども、やっぱりポツポツポツやっているのでは

だめなんですよ。みんなが一緒にやろうと一本

にならないと、本当の意味で野球の普及という

か、子どもさんたちに野球を体験してもらう場

はなかなかできにくいと思うので、はっきり言

って遅まきながらなんですが、やっといまそう

いう方向で動いています。 

われわれとしては子どもさんたちに体験し

てもらって「これは面白いな、俺、やるよ」と

いうふうになってもらえるような場をこれか

らどんどん彼らに提供していきたいなと思っ

ています。 

 

質問 私は王さんより一つ年上で、確か生年

月日は同じだと思います。テレビ局で王さんと

いろいろインタビューしたりしたこともござ

いました。懐かしい顔をいまみて「ああ、年が

たったんだな」というのを感じております。 

もう一つは、いま新しく大谷翔平さんという

選手が出てきまして、アメリカで大活躍なさっ

ています。王さんも、確か小さいときはピッチ

ャーをやられていたという記憶があるんです

よね。大谷翔平さんのこれからというのを、ピ

ッチャーを含め、バッターを含め、どうやって

いったらいいのかなというようなことを、もし

くは想像して願えればありがたいなと。 

大谷選手の活躍、長く見たい 

王 これは、要するに本人が決めることなの

で、もちろんチームの事情というのもあるかも

しれませんが、とにかく彼のようにピッチャー

としてもメジャーリーグの中で堂々とやって

いける、バッターとしてもやれる、いままでそ

んな選手はみたことないですよね。 
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だからアメリカに行くに当たっても、みんな

ワーワー言ったけど、いまみんな黙ってしまい

ましたよね。だから大谷君は黙らせたんですよ。

自分の野球技術で。いまは雑音なく野球に打ち

込める環境にあると思うんですね。 

残念ながら、ちょっと故障して手術をしたり

なんかしましたけれども、いまはそういう手術

の技術も上がっている。彼が復帰するまでには

時間がかかるかもしれませんけれども、もとの

ように投げることができるようにはなると思

います。 

ただ野球をやっている者からしたら、故障が

常につきまとうのはピッチャーですよ。そうす

ると彼の雄姿というか、そういうものを少しで

も長くみたいとなれば、バッターとしてやって

もらうほうが、メジャーリーグのバッターボッ

クスに立つ期間が長いのは当然ですよね。 

マウンドは、確かにすばらしいですよ。160

㎞を超えるような球を放ったりするのは。でも

はっきり言って体を食べて生きているわけで

すよね、ピッチャーは。片方の腕で投げる仕事

は大変です。バッターはその点、両手ですから

故障することはほとんどありませんので。 

私は彼が 1 年でも長くメジャーでプレーを

してもらいたいと思っているので、彼がバッタ

ーに専念してくれればいいなとは思っていま

す。 

ただ私も甲子園で投げた経験がありますけ

れども、マウンドで相手のバッターを打ち取っ

たときの気分は最高なんですよ。バッターで打

つのも快感ですが、ピッチャーとして、あのマ

ウンドで、自分が投げなければ始まらない野球

を、自分が投げて相手が参ったというような感

じをみせてくれるのは、こんなうれしいことは

ないんですね。これはいわゆる投手冥利に尽き

るというので、いまの日本でもピッチャーの人

たちは、大変なのは承知でやっていると思うん

ですね。 

大谷君がどちらを選ぶかはわかりませんが、

寿命だけ考えたらバッターに専念したほうが

いいだろうということしか、いまは言えません

ね。 

司会 ありがとうございました。間もなく新

元号になります。新時代もますますお元気でご

活躍してください。プロ野球のために、皆さん

のために、頑張ってください。 

王 ありがとうございました。 

文責・編集部 


