日本ラグビー
1995年のラグビー・ワールドカップ
（W杯）
プレーオフ、
ラグビ
ー日本代表はニュージーランドに17-145と屈辱的な敗北を
喫した。
2015年のW杯、
日本代表はプールBの開幕戦で南アフリカ
を34-32で破り、
ラグビー史上最も衝撃的な逆転劇をやっての
けた。
日本は2019年のW杯開催地に選ばれ、
その注目を集め
たまま自国開催の大会に臨んだ。
以来、
日本のラグビーは、国内では多様性と誇りの象徴、国
際的にはラグビー界の劇的な変化の象徴としての意味を持つ
ようになった。
ラグビーは一部の国が支配するスポーツから、
最高のチームと競うことを望むラグビー新興国を歓迎するス
ポーツになったのである。
現在、
日本ラグビーフットボール協会
（Japan Rugby Football Union、
JRFU）
を率いるのは、
2015年の勝利当時まで日
本代表ゼネラルマネージャーを務めた岩渕健輔専務理事兼共
同最高事業統括責任者
（CEO）
である。
岩渕氏は自身もラグビー選手として、
ケンブリッジ大学やイ
ングランドのトップチームの一つであるサラセンズでプロとして
活躍した。
2015年にJRFUの理事に就任し、
2019年に専務理
事に就任。
2020年の東京オリンピックでは、
男子セブンズ日本
代表のヘッドコーチを務めた
（セブンズは、従来の15人制では
なく7人制のラグビーで、
プレー時間も短いのが特徴）
。
ラグビーは19世紀初頭に英国で誕生した歴史あるスポー
ツだが、
日本では少なくとも、1866年には横浜でプレーされて
いた。
日本が2世紀以上の鎖国に終止符を打ったのは、
そのわ
ずか十数年前である。
日本は1987年からW杯に出場してい
る。2019年には開催国として、
スコットランドを僅差で破りア
ジア勢初の準々決勝進出を果たした。
2021年、JRFUは新たな中期戦略計画に、再びW杯を日
本で開催するという野望を盛り込んだ。
この中期戦略計画で
は、W杯の再開催とともに、
ラグビーが社会を変える存在であ
り続けるという目標を掲げている。JRFUはダイバーシティ&イ
ンクルージョン
（D＆I）推進に関する宣言を初めて発表し、組
織内での女性の活躍推進を数値目標とともに宣言した。
国内でラグビーへの関心が高まったことを受け、JRFUは国
内大会「ジャパンラグビーリーグワン」
を創設し、今年初めてそ
の試合が行われた。従来は、
オーストラリアやニュージーラン
ド、
その他の南半球の国々同様、
プロレベルの試合に参加でき
る場はスーパーラグビーだけだった。
男子代表同様、
女子日本代表
（15人制、
7人制）
も国際大会
に出場している。7人制女子日本代表は2016年と2020年の
オリンピックに出場した。
岩渕氏は、
日本でのラグビーの盛り上がり、世界における日
本ラグビーの未来、
そしてJRFUの中期戦略計画に示した変化
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日本ラグビーフットボール協会
専務理事兼共同最高事業統括
責任者である岩渕健輔氏が、
日
本ラグビーの国際的な成功と今
後の展望について語る。
2015年、W杯スコットランド戦でのラグビー日本代表

私たちのファンは、
ラグビーが持つ品位、
情熱、
結束、
規律、
尊重といった価値観を高く評価しています。
これは、
日本人が
個人として、
社会全体として目指しているものです。
日本でのラグビーの人気はどうですか？JRFUの観客動員数
は増えているのでしょうか？
人気の高まりは、ツイッターのフォロワー数が2019年の
RWC2019大会前と後で30%以上増加し、
20万人を超えたこ
とからも確認できます。
コロナでプレーができなくなった分、増
加は鈍化しましたが、
それでもW杯以降、Twitterのフォロワー
が1万人増えました。少しずつではありますが、増加し続けてい
ます。
インスタグラムのフォロワーの37％が34歳以下であるこ
となどは、若い人たちを巻き込めていることを示しています。英
この10年間における、
日本のラグビー界での大きな変化は何 語版の公式サイトの閲覧者は、44％が34歳以下です。
日本に
ですか？
おけるラグビーは、
40代、
50代、
60代と年配の方に支持される
2015年と2019年のW杯での勝利です。2015年のイングラン スポーツだったので、
これは将来に向けて良い兆候です。
ド大会では南アフリカに勝ち、
2019年は準々決勝まで進みまし
特に、
小・中学生といった若い世代の参加が増えています。
日
た。
それが、
ここ25～30年の日本ラグビーの最大の変化です。
本では中学生レベルのチームが少なく、せっかく幼少期にラ
実は、南アフリカは2019年のW杯開催を希望していまし グビーを始めた人がそこでラグビーをやめてしまいます。
そのた
た。当時は様々な議論があり、
ラグビー界では「日本には本当 め、W杯以来中学生レベルのチームを増やそうとしています。
にW杯を開催する資格があるのか」
という声もありました。
しか 学校やラグビースクールでの活動に力を入れてきました。
小・中
し、
2015年の南アフリカ戦で日本が勝利したことで全てが変わ 学生のラグビー人口や観客動員数は、
どんどん増えています。
りました。以前、W杯の開催国は伝統国のみでした。現在では、 一方、最近は高校生レベルの取り組みも強化する必要が出て
日本は世界有数のラグビーの商業市場として認識されていま きています。
日本の高校ラグビーの人口は非常に多かったので
す。2019年のW杯では、2015年大会を上回る過去最高の成 すが、
今は減少を続けています。
功を収めました。
その成功の結果、
ラグビー界はより明確にその裾野を広げて なぜですか？
います。例えば、数年後のW杯の開催国候補の一つとして、
アメ ラグビーは危険だからやめさせようという親御さんたちの動き
リカに注目しています。従来の強豪国を表す
「ティア1」
という言 があったためです。
しかし、W杯を見た多くの方々にはラグビー
葉は、
もはや使われなくなりました。
これは、
ラグビーが伝統国 の良さを理解いただけました。
私たちは、
子供達にラグビーをさ
以外に開かれた存在になろうとしていることの表れであり、
日本 せてもらえるよう親御さんたちに働きかけています。
ラグビーを
の成功がその流れに大きな影響を与えたことは間違いありま する子供のお母さんや姉妹にもラグビーに参加してほしいと考
せん。
えています。
ラグビーがオリンピック種目になって以来、
この5年
間で日本の女子ラグビー人口は飛躍的に伸びました。
ファンや
2019年のW杯期間中、
日本代表のスコットランド戦の直前 選手、
スタッフとして女性をラグビーに巻き込むことは、
これま
に台風が日本を直撃しましたね。試合は中止寸前までいきま で力を入れてきた分野の一つです。
したが、
そのことについてお話いただけますか？
はい、
そうなんです。会場は横浜でしたが、横浜国際総合競技 女子サッカーは、2011年に日本代表がW杯で優勝したこと
場が浸水してしまいました。多くの人々、
ボランティアの人々が、 から日本で本格的に普及しましたね。女子サッカー界でも日
翌日からスタジアムでプレーできるよう懸命に働いてくれまし 本が知られるようになりました。
日本の女子ラグビーチーム
た。
にも、
同様の兆しはありますか？
もし試合が中止になっていたら、
日本は引き分け扱いで試合 もちろんです。
2019年以前、
個人的には女子チームが男子より
をすることなく次の試合に進出できたかもしれません。
しかし、 先に準々決勝に進むだろうと思っていました。女子チームには
私たちはプレーすることを望んでいました。
2015年、
私たちはス ポテンシャルがあります。
オリンピックにも、前回のW杯にも参
コットランドに敗れ準々決勝に進めませんでした。
だからこそ、 加しています。前回のW杯ではオーストラリアに勝てそうでした
私たちはプレーしたかったのです。
そうしなくても決勝トーナメ が、
国際経験が少なく負けてしまいました。
それ以来、
イギリス、
ントに進出できたでしょうが、試合で勝つという正攻法でそれ アイルランド、
フランスなど、
様々な国に派遣するようにしてきまし
を実現したかったのです。
そのために多くの人が動いてくれまし た。経験を積まなければならないのは確かですが、
それができ
た。
おそらく、
スコットランド戦の60時間前が最も忙しく緊張感 れば準々決勝まで行けると思います。
サッカー女子代表のよう
のある時間だったでしょう。
な存在になれる可能性もあるでしょう。
への期待について語った。
この変化の背景には、
ラグビーを国
の誇りとして捉える、
国民の意識の高まりがあったという。
「ラグビーのコアバリューを広めることは、私たちの戦略の
根本的な部分です」
と岩渕氏は語る。
「歴史的に、
日本における
ラグビーは単なるスポーツ以上のものでした。私たちのファン
は、
ラグビーが持つ品位、情熱、結束、規律、尊重といった価値
観を高く評価しています。
これは、
日本人が個人として、社会全
体として目指しているものです。
」
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日本ラグビーの将来的なビジョンは何でしょうか？そのため
に乗り越えるべきハードルはありますか？
中期戦略計画でW杯を再び開催したいと明言しました。
もちろ
ん、
ただ開催するだけでなくその大会での優勝を目指します。
次
回W杯を開催できるのは、
15年後か19年後でしょう。
そこが私
たちの目標です。
そのためには、定期的に国際大会に参加して
好成績を収めなければなりません。

ご自身のご経験から見た日本とイギリスのラグビーの違いは
何ですか？その違いは、
この20年で変化しましたか？
私がプレーしていた頃は、
日本のラグビーチームについては何
も知られていませんでした。
チームが選手を探しに日本に来るこ
ともありませんでした。
イングランドでプレーしたければ、
イング
ランドでトライアウトを受ける必要がありました。実際にプレー
して、
チームのために何ができるかを示さなければならなかった
のです。今は国内大会のレベルが非常に高く、世界中の人が日
本の試合を見ています。
本当にいいプレーをすれば、
世界中どこ
からでもいいオファーが来ます。
当時も、外国出身選手が日本でプレーすることは多くありま
せんでした。
コーチやアナリストといったスタッフにも、
外国出身
の方はあまりいませんでした。今は選手だけでなく、
スタッフ、
コ
ーチなど、
ラグビーに関わる多くの人が日本に来ており、
飛躍的
にレベルが向上しています。選手だけでなくスタッフのレベルも
です。
文化やトレーニングに対する考え方も、
以前はずいぶん違い
ました。今はニュージーランドやオーストラリア、
イングランドか
らW杯などを経験したトップコーチや選手が数多く来ているの
で、
日英の環境はほぼ同等になりましたね。
2015年に日本代表ヘッドコーチを務めたエディー・ジョーン
ズは、
現在イングランドの監督を務める世界最高のコーチの一
人です。彼はチームの文化を変え、実際に勝てるのだと自信を
持たせることに努めました。
エディーに日本代表ヘッドコーチの
オファーを出したのは私です。
その後、
サンウルブズというスーパーラグビーに出場するプロ
チームができました。定期的に試合ができるようになり、2019
年のW杯に向けて、
日本ラグビーにとっての大きな助けとなりま
した。
その後、
リーグワンという新しい大会を導入しました。
イン
グランドや南アフリカ、
スコットランド、
フランスには、
トップレベ
ルの国内大会があり、成功の原動力になっています。国際的な
ラグビーチームを維持するには、
ハイレベルな国内大会が必要
なのです。
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JRFUの中期戦略計画は、
ダイバーシティとインクルージョン
を重視していますね。
日本代表が多様性を体現するチームへ
と変化していくのは、
どのような経験でしたか？その変化は日
本社会にどんな影響を与えていると感じますか？
2019年のW杯の日本代表には、
「ONE TEAM」
というスローガ
ンがありました。
これは、
日本におけるダイバーシティとインクル
ージョンの推進において、
ラグビーが非常に良いプラットフォー
ムになり得るという私達の考えを示しています。
日本代表には、
これまで多くの外国出身選手がいました。
第1
回のW杯では2人、2011年には10～11人の外国出身選手が
いたと思います。
実際に社会が変わったのは、
特に2015年のW
杯の後です。
それ以前、
チームは外国出身選手がいることで批
判を受けていました。
しかし、
（2015年の大会で）南アフリカに
勝つと、
私たちはダイバーシティとインクルージョンの象徴にな
りました。
それ以来、
チームの50％前後は外国生まれの選手で
す。
ワールドラグビーが掲げるラグビーの5つの価値の一つに
「結束」
があります。
これは、選手やスタッフ、
ラグビーに携わる
人たちが、歴史的、文化的、地理的な背景を問わず一つのチー
ムとして活動するということです。
ラグビーは、
ダイバーシティや
インクルージョンの概念と非常に親和性が高いスポーツです。
私たちは、
女性のエンパワーメントに取り組むことを宣言しま
した。
この理由の一つは、
日本代表がダイバーシティとインクル
ージョンの象徴であるにも拘らず、JRFUには女性の役員が少
なかったからです。
女性の職員もあまりいませんでした。
世界最
高のチームを作るには、国内で最高の組織にならなくてはなり
ません。
JRFUがチームをリードし最高の組織になる必要があります。
そうでなければ、
W杯を再開催し優勝するという私達の目標は
達成できません。
ダイバーシティ、
つまり異なる視点があること
が、大きなことを達成するには必要なのです。
それが組織の活
性化に繋がります。
より多様な国々がトップレベルで争えるようにするには、
何が
必要ですか？
一番大きいのは、
トップレベルの大会で戦う機会を増やすこと
です。
日本は2007年から2011年まで
「ティア1」
の国と1試合し
かしていません。
しかし、
2015年のW杯前には5回、
2019年ま
でには10回、
試合をしています。
トップレベルでの対戦経験とチ
ームとしての成功には、明確な相関関係があります。
トップレベ
ルで戦う国々を増やす上で、
そうした機会を他の国にも提供し
ていくことが重要です。
那須川美里：ブランズウィック社東京事務所エグゼクティブ｡土屋大輔：ブランズウィッ
ク社パートナー兼日本事業統括責任者。
20名以上の日本チーム
（日本専門家・バイリン
ガルアドバイザーで構成）
を率いる。

43

