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浦和レッズだけが世界に認められるのか』（東邦出版）。

①監督によるビジョン設定と目標設定
　組織である以上は、その組織がどこへ向かい（ビ
ジョン）、何を成し遂げようとしているか（目標）
をメンバー全員が理解共有し、共感していること
が理想である。
　目標は、困難度・具体性・コミットメントとい
う3点からメンバーのモチベーションに大きく影
響を与える。困難度は、難しすぎてもやさしすぎ
てもだめで、ちょっと背伸びすれば手が届くくら
いの目標設定が最もモチベーションが上がる。具
体性は、ただ「がんばれ」というのではなく、具
体的に数値や時期等も明示することで、個々のメ
ンバーにとってもいつまでに何をすれば良いかが
明確になる。コミットメントは、その目標を達成
することで、自分を含めた組織やその周辺の人々
が何を得られるか？という観点で、その目標達成

に本気になれるかどうかである。
　分かりやすい事例は、2010年南アフリカ・ワー
ルドカップ時のサッカー日本代表と岡田武史監督
だ。大会直前の試合で負けが続き、世論は厳しい
状態であった最中、ベスト４を目指すという目標
を内外に示した。監督による本気の日本サッカー
史上最高の目標設定には、何より具体性があった。
さらに、可能性についても選手たちは本気でそこ
を目指そうとしていた。そして、その目標を達成
した暁には、今までに見たことのないすばらしい
世界を（漠然とであるが）だれもが期待できた（ビ
ジョンの共有）。この目標設定は、個人のモチベー
ションを高め、結果的にチームのパフォーマンス
も上げることとなり、ベスト16という、日本国
民の誰も期待していなかった結果を残すことがで
きた。

Point
　「チームスポーツで起きる現象は、会社組織でのマネジメントに対するメタファーとして使われる。 
ここでは、スポーツチームで起こっている現象を、次の3点から筆者なりの視点で分析し、 会社組織
での経営やマネジメントに活かせる要素を抽出していく。
　①監督によるビジョン設定と目標設定
　②戦略・戦術への落とし込み
　③チーム内でのコミュニケーション
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　ワールド・ベースボール・クラシックの第1回
（2006年）は、王監督が率いて優勝したことで知
られているが、第2ラウンドで日本は窮地に追い
込まれていた。第2ラウンドを 1勝 2敗で終えた
日本は残されたアメリカとメキシコの対戦におい
て、同組のアメリカがメキシコに勝てば敗退が決
まっていたが、予想を覆し、メキシコが勝利した
ため、日本の準決勝進出が決まった。このアメリ
カ対メキシコの試合前、2回目の韓国戦で負けた
後の記者会見において、誰もが日本にとってこの
大会は終わったと考えている中で、王監督だけは
「3回目の韓国戦（準決勝）に備えて…」と、準決
勝に進んだ際の準備について言及していた。リー
ダーの信じる気持ちとビジョンが、現実となり、
結果的に日本は初代チャンピオンとなった。強い
信念や価値観、経験に裏付けられたビジョンと、
目標設定が組織（チーム）にとっていかに大切か
を学ぶことができる。
　
②戦略・戦術への落とし込み
　なでしこジャパンで、2011年のサッカー女子
ワールドカップ初優勝を果たした佐々木則夫氏は、
世界一を目指すという明確な目標設定はもちろん
だが、それをどのように実現させていくかという
戦略・戦術への落とし込みがすばらしい監督だっ
た。
　まず、世界と戦うために、世界に勝り、世界一

になるためにという観点で、中期的なビジョンで、
チームと選手を強化していった。4 つのチームコ
ンセプトという表現で、この戦略は実行された。

　まずは、日本人の特徴（フィジカルでは劣るが、
組織としてのパフォーマンスに優れる点等）を最
大限活かすための戦術である。守備のセオリーで
あるコートの中央から外へボールを追い出してい
く手法ではなく、中央にボールと選手を追い込ん
でそこで勝負しボールを奪う戦い方をとった。ス
ピードとフィジカルで劣ることを前提とすると、
サイドの勝負は1対１となるために、分が悪くな
る。そうではなく、澤選手を中盤の一番底（後ろ）
において、中央を固め、逆にそこへボールと相手
選手が攻めてくるような守備陣形をとることで、
弱点を消し、強みを活かす戦術を採用したのだ。
＜勝つ可能性を高める戦略と戦術を立てる！＞
　また、ポジションについても、人材の抜

ばっ

擢
てき

に関
しても、常に広く丁寧に人のプレーや様子を観察
し、選手たちのモチベーションに配慮して決定し
た。選手たちにはがんばりをいつも見てもらって
いるという安心感が与えられていた。本番のワー
ルドカップで、交代出場したり、スタメンに抜擢
されたりした選手たちの大活躍は、こうした監督
による「人」に対する丁寧で配慮の行き届いたマ
ネジメントに裏付けされていた。＜適材適所で人
の強みを活かす！＞

図表 1　目標設定理論

以下の3つの指標が、メンバーのモチベーション
に影響を与える！

• 目標の困難度
• やりがいの基準

• 目標の具体性
• いつまでに、なにを、どうやって？

• 目標に対するコミットメント
• 自分事にしているか？

出所：エドウィン・ロックの目標設定理論より

図表 2　  なでしこジャパンのチームコンセプト（戦略）

1. 勝つ可能性を高める戦略と戦術を立てる！

2. 適材適所で人の強みを活かす！

3. フィードバック情報を与え、実力を客観視する！

4. 継続学習により完成度を高める！

出所：『なでしこ力』佐々木則夫著　講談社
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　さらに、常に練習や試合をビデオで撮影し、い
つでもその映像を見られる環境を作り、選手たち
が自らのパフォーマンスをしっかりと振り返る習
慣、お互いにフィードバックしあう習慣が付けら
れていた。＜フィードバック情報を与え、実力を
客観視する！＞
　最後に、ヘディングとスライディングの練習は
毎日欠かさずに実施していたという。たとえフィ
ジカルに劣り、1対１の勝負で負けたりすること
があったとしても、相手に自由にやらせないため
にヘディングでは、必ず身体をぶつける。相手の
シュートやキックに対しても、最後は身体を投げ
出し（スライディング）、コースを制限する。そう
した地道でかつ非常に重要な個のトレーニングを
継続していた。＜継続学習により完成度を高め
る！＞
　これらの戦略・戦術を最後の最後までやり通し
たということが、世界一という結果につながった
大きな要因である。

③チーム内でのコミュニケーション
　優れた監督（指導者）は、自分の頭の中でイメー
ジしていることを伝えることにも長けている。チー
ム（組織）が、同じ方向を向いて進んでいくため
には、リーダーのイメージをメンバー全員が理解
し、それぞれの役割を把握し、実行する必要があ
る。監督と選手間のコミュニケーションがうまく
回っていくためには、監督の言語化能力・コミュ
ニケーションの質が重要となる。なお、ここでの“コ
ミュニケーション” の定義は、「監督（指導者）の
イメージや意図が選手に伝わること」とする。
　
言語化能力
　例えば、野村克也氏（元プロ野球監督）や、イ
ビチャ・オシム氏（元サッカー日本代表監督）は、
言語化能力に長けた指導者で、その語録が出版さ
れ書籍化されている。そこまで行かないとしても、
優れた監督は、自分が考え出したキーワードやフ
レーズを持っている。一般企業でいうと、行動規

範やクレドにあたる。そしてそれらの言葉は、「短
く」・「はっとさせ」・「本質を突く」という3要素
を併せ持っている。
　下記に引用した言葉はその好例であろう。
　「『失敗』と書いて『せいちょう』と読む！」（野
村克也 元プロ野球監督）
　「トライアングル・アイコンタクト・スモール
フィールド」（ハンス・オフト 元サッカー日本代
表監督）
　「3つのＲ（Responsibility/Respect/Reality）」
（ボビー・バレンタイン 元プロ野球監督）
　「パワーエリア・ヘッドダウン」（曺貴裁 湘南ベ
ルマーレ監督）

コミュニケーションの質
　ありがちなのは、チーム全体のミーティングで
試合や練習の説明を一方的にすることだ。もちろ
ん、やりたいことを伝えるときには一方通行にな
るかもしれないが、選手が理解しているかどうか、
選手が理解した上で実践できる状態にあるかを確
認するには、選手の声も拾うことが求められる。
このコミュニケーションに長けているのが、湘南
ベルマーレの曺貴裁監督だ。
　クラブチームの監督は、選手の編成が重要な仕
事でもある。一方で、自分のほしい選手だけで編
成できるわけではなく、予算の制限等もあり、シー
ズン最初に目の前にいる選手でチーム（組織）を
創り上げていかなければならない。曺監督は、育
て上げた主力選手たちを高額な年俸を提示する他
クラブに毎年のように移籍で引き抜かれていくに
もかかわらず、常に若い選手を育成し、チームの
パフォーマンスも上げていくという難しい課題に
挑戦し、実績を上げている。
　曺監督は、ミーティングの重視・丁寧な1on1・
常に全力で取り組むトレーニングで選手育成と
チームパフォーマンスの両立を進めている。
　まず、ミーティングという限られた機会で、何
をどう伝えるかということを常に考えている。そ
のミーティングの準備にも相当な時間を割く。試
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合に勝つことを富士登山に例えたり人生に例えた
りという、話す際の工夫だけでなく、ビデオを活
用し、けがで離脱している選手からのメッセージ
ビデオを試合直前のミーティングで見せるなど、
さまざまな角度から伝えたいメッセージを届けて
いる。特に型はないようだが、常に表現の引き出
しを増やすために、さまざまなものに興味を持つ
ことで情報やネタの仕入れもしているという。
　また、選手との会話・対話もできる限り行い、
率直に思っていることを伝える。時にはチーム全
体の前で、時には個別に、その相手のキャラクター
や話すべき内容によって、伝え方も考える。今で
こそ、1on1 というコミュニケーションスタイルは
広まってきているが、曺監督は常に実践している。
　1on1で重要となるのが、監督と選手がいかに良
い関係性を構築できるかであり、安全性の確保・
傾聴の二つが関係性を構築する上で重要となる。
安全性の確保とは、「その組織（チーム）に自分が
いて良い」と無条件に感じることができる状態を
言う。安心することで、本音を打ち明けることが
できるようになる。逆に、万が一、会社の方針や
上司の意見に反することを言ってしまうと不利益
を被るという恐れを感じているとすれば、本音を
引き出すことはできないし、本当のコミュニケー
ションがとれない。英語では傾聴を、アクティブ・
リスニングと表現するが、「ただ、黙って相手の話
を聞くのではなく、うなずいたり、相づちを打っ
たり、相手が発したキーワードを繰り返したりす
ることが大切である」。（『ヤフーの1on1』本間浩
輔著 ダイヤモンド社）
　このような1on1を継続して実践するからこそ、

選手の気持ちや状態に対する理解が生まれ、ミー
ティングやトレーニングを選手が満足するものに
することができ、選手の成長を促すことができる。
　また、トレーニングでは、常に全力を出し切る
ことを求め、飽きさせないことや常にサッカーを
楽しませることを念頭に置いている。曜日やタイ
ミングによってパターン化させると、選手は「ま
たこのトレーニングか」と飽きる状態になってし
まうことがあるが、曺監督は、常に選手の期待を
裏切る、選手に読まれないトレーニングメニュー
にしている。さらに、少しでもそのトレーニング
が選手に合ってないと察知した瞬間に別のトレー
ニングに切り替える。さまざまなトレーニングを
持っているという引き出しの多さとともに、普段
から質の高いコミュニケーションを積み重ね、選
手のパフォーマンスや様子を常に観察しているか
らこそ、なせる業である。

おわりに
　サッカーチームで、フィールド上の選手を輝か
せ、そしてチームとしてパフォーマンスさせてい
る監督は、ビジネスで結果（個の成長と組織の成果）
を残しているリーダーと同じマネジメントをして
いる。スポーツの場合は、生み出すサービス（プ
ロダクト）がチームのパフォーマンスであること
や、人の感情に訴える要素が大きいこと等が特徴
であるが、組織のマネジメントという観点では同
じである。
　このような観点で、日々何となくテレビで観戦
しているスポーツを見てみると、また違う学びが
得られるのではないだろうか？
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