国体の大阪選抜のキャプテンを

を入れたりするんです。それで、残

務め、
高校3年生の時にアンダー

ってしまった。最終合宿は、社会

20の日本代表にも選ばれました。

人でやっている人がいるわけだから

「サッカーマガジン」という雑誌

俺は全然通用せんなと思ったら、ま

の一面に「眼鏡をかけた高校生

た選考の 2 日前ぐらいになったら得

がアンダー20に選ばれた」とい

点を入れて、とうとう最後のメンバ

う記事が掲載されたことは、今で

ーに残ってしまって。

も覚えています（笑）。

—

アンダー20の代表合宿は、あの
時は 5 次合宿ぐらいまであって、

元サッカー日本代表監督

らい前になると調子が良くなって点

さん

等学校サッカー部のキャプテン、

岡田武史

—
あかんなと思ったら、選考の 2 日ぐ

ドン底にいる時こそ、
遺伝子のスイッチが入る

— 岡田さんは、大阪府立天王寺高

その後、一浪して、早稲田大学
に入学されました。早稲田を選
ばれた理由は ?

徐々に落とされるんです。全国から

俺、早稲田しか受けていなかっ

集められた人が最初は50人ぐらい

たから。この顔見りゃ慶應じゃねえ

いて、社会人や大学生、高校生も

だろ? どう見ても（笑）
。

10人ぐらいいたのかな。みんな有名

当時、五木寛之さんの「青春の

な人ばかりで、全国大会も出たこと

門」が出た頃かな。あれを読んで、

がないようなのは俺だけで、周りは

信介さんみたいに東京へ出て早稲

むちゃくちゃ上手くて、これは絶対

田に行くんだと。ともかく早稲田に
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チャレンジ精神と好奇心
そしてサッカーの力を感じながら…

行きたかった。

一郎さんや長沼健さん達がいて「お

その時々にチームの中心になって

— 浪人生活は1年で、
その後に、当

まえを何のために選んだと思ってる

キャプテンシーを発揮していける、

時一番難しかった政経学部に入

んだ? 将来の日本のサッカーのため

その源は何でしょうか ?

られたのだから、お見事ですね。

に選んだのに。今すぐサッカー部に

自分で考えたこともないけど、何

早稲田でもサッカー部に入部さ

入れ !」と言われて、俺も純粋だっ

だろうね。仕切るというか、決める

れましたよね ?

たから何か悪いことしたのかなと思

のが速いから、何か揉めても、グ

って、その翌日「早稲田のサッカー

ダグダしないで「ほら、こうしよう

けど、たまたまサッカー協会の方に

部に入れてください」と。

!」と。そういうのがあるからじゃな

ばったり会ってしまって「おまえ何

—

いかな。結構仕切り屋だからかな。

最初は同好会でやっていたんだ

早稲田大学でもキャプテン、
ユ

してるんだ?」と。
「同好会でやって

ニバーシアード代表でもキャプテ

— 現役選手をやめてから、
ドイツ

います」と言うと「明日サッカー協

ン、
その後、
古河電工のサッカー部

にコーチングを学びに行かれま

会に来い!」と。そしたら、岡野俊

でもキャプテンをされていますね。

した。
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ドイツに行って学んだことは、父

も分からない。必死で生きていかな

の時は41歳で監督経験がなかった。

親として家族に飯を食わすこと、夜

きゃいけない。もう助け合えるのが

記者会見は弾劾裁判みたいで、記

露を凌がせることがこんなに大変な

家族しかいなかった。

者も「おまえは !」みたいに、みん

のかということです。前任者も誰も

そういう中でようやく落ちついて

いないところにぽっと行って、最初

サッカーを始めたけれども「外で見

脅迫電話が止まらなかったです。家

は奥寺康彦さんがいたブレーメンに

てろ」と。でも、外で見てるだけじ

の前で24時間パトカーが守ってくれ

「家も全部用意してあるから」と言

ゃ、その辺のお爺ちゃんと一緒。最

て、警察からは、子どもが危険だ

うから、でも行ったら何もなくて、

初のうちは、8 面あるグラウンドが

から学校は送り迎えするようにと言

聞くと「何言うてるんだ、今時そん

森の向こうだから見えない。でも、

われて、かみさんがずっと送り迎え

なの受け入れるところはないぞ」と

数日したら100mぐらい近寄って、み

していました。家でもテレビでぼろ

言われて。

んなが体操していたら俺も真似して、 かす言われているのを見て子どもが

な興奮していた。当時は、脅迫状、

次の日は80mぐらいと、ちょっとず

泣いていたり、俺もイライラして物

チームのGMにお願いしたんだけど、 つ近付いていった。そうやって近付

を投げたりとかしていたし、もうめ

その後、奥寺さんがアマチュア
そのチームのGMがいいかげんなヤ

いていって10mか20mになったとき

ツで、
「まあ待て、日本人はせっか

に、監督とぱっと目が合っちゃった。

ちだ」とか何とか言っていて、俺が

でも、にこっと笑ってくれたから、

「もう家族が来るんだ !」と言うと、 「あ、いける」と思って、それから
「えっ、それはやめさせろ!」と。
「今

徐々に入っていったんです。

ちゃくちゃで、あの時は凄かったね。
ジョホールバルに行った時、かみ
さんに電話して「明日もし勝てなか
ったら俺は日本に帰れない」と。本
気でそう思っていた。でも、もうい

どきそんな練習生を受け入れるブン

裏にドブ川があったんだけど、ボ

いと。明日、俺は今持っている自分

デスリーガはない」と。それで慌て

ールが落ちたら「俺、行ってきま

の力の全てをかけてやる、命がけで

て、まずチームを探すと、ハンブル

す」と言って、もう何でもしたよ。あ

やると。それであかんかったら自分

グのチームに英語ができる監督が

る日、残り組のトレーニングがあっ

に力がないんだからしょうがない、

いて「おまえ。そこまで言うなら、

て、ボール回しの時に人が足らなく

あきらめよう、謝ろうと。でも、俺

外で見てろ」と。

て、それで「オカ、入れ」と言われ

のせいじゃない。俺を選んだ会長の

それで、家族が来るから、まず

て、入ったら「おまえ、サッカーで

せいだと（笑）
。そう思った瞬間か

レンタカーを借り、長期滞在型の小

きるじゃないか!」と言うから「当た

ら完全に開き直って怖いものがなく

さなホテルを借りて、家探しをしま

り前だ、俺は日本代表だ」と。それ

なった。何言われてもしょうがない、

した。当時はベルリンの壁崩壊後

からはミーティングにも遠征にも全

俺の力が足らんねんから謝るわ、で

で家が足りなかった。ドイツ人が新

部連れて行ってくれるようになって、 も俺のせいじゃないねんから知らん

聞社の前で待っていて、新聞を買

そこから徐々に溶け込みましたね。

ぞと。筑波大学の生物学者の村上

って直ぐに不動産売買の広告を見

あのときの苦労を考えると、もう

和雄先生が言う「遺伝子にスイッチ

て電話をするような感じだったので、

少々のことは全然平気です。家族

が入る」という感覚がありました。

日本人が見つけられるわけがない。

にちゃんと飯を食わさなきゃいけな

あれから自分の人生が変わってきた

子どもを学校に送っていって、家探

いとか、夜露を凌がせることがどれ

という感覚があります。あの時のお

しに行って、マクドナルドを買って

だけ大変なのかが分かった。

かげで今の自分があるわけです。

子どものお弁当を届けて。もう涙が

— その後、
97年のワールドカップ

—

出るぐらい悔しくて、何でこんなこ

予選の途中で日本代表の監督に

横浜 F マリノスを率いた後、
中国

としなきゃいけねえんだと。

就任し、一躍有名になりました。

のクラブチームの監督に就任さ

予選敗退の危機が迫る、
ドン底に

れました。次のステップとして中

いる状況での監督交代でしたね。

国を選ばれた理由は何だったの

ようやく家を見つけて家具を揃え
ましたが、次は、ゴミをどうやって
出したらいいのか、そんなことも何

あれは大変だったね。俺は、あ

J リーグで、コンサドーレ札幌、

でしょうか。
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性格的に同じチャレンジができな

いにするけど、俺は絶対人のせい

国に行った時に、ある企業からアド

いんです。コンサドーレ札幌は、J 2

にしないから、そういうのが受けた

バイスを受けて、日本人のどんな優

で優勝してJ 1 に上げて、J 1 に残し

のかなと誰かが言っていた。オーナ

秀な国際弁護士でもだめです、中

た。それからマリノスで 2 連覇して、 ーとけんかして帰ると言ったときも、 国人の弁護士と契約しなさいと言
次の目標としては、内容にこだわる

60人ぐらいサポーターが空港に来て、 われて、中国人の弁護士と契約し

しかない。でも、同じことをやった

帰らないでくれと。そしたら公安が

ました。要するに、中国人同士で

ら優勝するかもしれないけど面白く

出てきて大騒動になったというのが

落としどころ、メンツの立てどころ

ない、次の新しいチャレンジがした

ありました。尖閣のデモの時も、俺

があるんだと。正論を言っても通ら

いと。レッズとかいろいろなところ

はオーナーの別荘でクルーザーに

ないと。そしたら、ちゃんと毎回給

からオファーはもらったけど、何か

乗っていたからね。フロントが気を

料が入ってきました（笑）
。

新鮮味がない。そんな時に中国か

使って「気分悪いだろうから監督は

—

ら話が来て、これは面白そうだ、新

向こうに行ってて」と。

しいチャレンジだなと思って。まず

今の日本の弁護士・弁護士会
に何をしてほしいとか要望とか

価値観は違うし、日本人のことは

ありますか。

はそこが一番かな。それとともに、

好きじゃないけど、分かり合えるこ

難民の日に人権派の弁護士さん

これから中国が日本を凌いでアジア

とは分かり合える。選手も、最初は

らと一緒に難民フットサルをして、

の中心になっていくだろうと。じゃ

いろんな問題が起きたけど、本当に

いろいろな苦労話を聞いたけど、弁

あ、どんなもんか見てやれ、そうい

真摯に向かい合えば気持ちはちゃ

護士さんはこんな金の稼げない仕

う気もあって行きました。

んと伝わる。中国人と日本人は違う

事をして、どうやって食っていくん

—

とみんな言う、中国人は殴らなきゃ

だろうと思ったことがありました。

分からないとオーナーも言うけど、

片や、時給何万とか何十万と取る

そりゃ大変だし、彼らは反日教育

俺はそうは思わない。同じサッカー

やつがいるよね。相談しただけで。

を受けているから日本人のことは好

仲間だ、俺は信じると。いろいろ裏

「いいかげんにしろ、この野郎 !」と

きじゃないし、でも、俺 2 年いて 1

切られたけど、最後はみんな変わ

いうのがね（笑）
。だから、いろい

回も嫌な思いはしてない。オーナー

った。だから、今でも選手から連絡

ろいるんだなと思って。

とは大げんかして、もう 1 年契約が

が来ます。

—

環境や文化が全然違うところ
なので大変でしたよね。

残っていたけど違約金を払って帰

間違いなく言えるのは、中国人も

ると。
「いや、残れ」
、
「残らない」

自分の子を戦場に送りたいと思って

とやり合っていたんだけど、俺、サ

いる親は一人もいない。日本人もそ

ポーターに人気があったから、オー

う思っている。だから、国境とは別

ナーが「おまえが出て行ったら俺が

のサッカー仲間という横の繋がりが

悪者になる。出て行くのはいいけど

何か役に立つんじゃないか、そうい

アドバイザー契約だけしてくれ」と、 う思いもありました。今でも交流し
アドバイザー契約をして、違約金

ているけど、信頼関係というのはそ

も払わず金をもらって出ていった。

んな簡単には揺るがない。サッカー

—

の力というのはそういうところにあ

サポーターに人気があった理
由は何でしょう。

ると思います。

分からない。俺も中国の人はよく

— 最後に、
岡田さんは今まで弁護

分からないけど、俺は媚びを売らな

士との関わりはありましたか。

いし、選手にもサポーターにもはっ

弁護士の知り合いはいっぱいいる

きり言うし、そういうのが気に入ら

けど、飲み友達やな。裁判はない

れたのかな。中国人はすぐ人のせ

けど、契約書を見てもらうのと、中
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今日はどうもありがとうござ
いました。

（ Interviewer: 山 西 美 明 、伊 藤 隆 啓 ）

インタビュアー
あとがき

岡田さんは、2014年11月に四
国地域リーグ「FC 今治」のオ
ーナーに就任し、チームは昨年
11月末の全国地域チャンピオン
ズリーグ決勝大会を経て、日本
フットボールリーグ（JFL）に昇
格しました。岡田さんは、現在、
チームのJ3昇格を目指すととも
に、
「今治の地方創生にスポー
ツで貢献したい」という思いで、
全国を駆け回り、様々な活動を
展開されています。

