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野球は 1873年頃アメリカから日本に伝
えられ、各学校がクラブ活動としてそ

れぞれチームを作ったため、人気が急速に広
まりました。プロ野球は日本最大の興行ス
ポーツですが、アマチュア野球は特に高校・
大学で大変人気のあるスポーツとして盛んに
行われており、多くの大企業も自社のアマ
チュアチームを支援しています。日本に 2つ
あるプロ野球のリーグでは、4月から 10月
のシーズン中はほとんど毎日試合がテレビ中
継され、人気選手は国民的ヒーローとして注
目の的です。

アマチュア野球

自らプレイするという点で、野球は小・
中学校の男子生徒の間で最も広く行われてい
るスポーツですが（安全のため、小・中学校
では一般の野球とは違うゴムボールを用いて
います）、大会は地域レベルに限られるのが
普通です。
しかし、高校野球は全国的に注目を集め

ます。年 2回、春と夏に日本最強の高校チー
ムが兵庫県の甲子園球場で競い合うのです。
甲子園では 1915年からトーナメント大会が
開かれていて、夏大会の予選には毎年 4,000
校以上が参加し、日本の 47都道府県の代表
チームが日本一をかけて戦います。
甲子園の試合は NHKのテレビとラジオで

全国放送されます。選手の家族やクラスメー
トは試合を見ようと大挙して兵庫県を来訪、
一度の大会期間で 100万人もの観客がスタン
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ドを埋めるのです。決勝に勝ち進んだチーム
の地元では、人々がテレビ・ラジオの前に釘
付けとなり、企業や商店などが開店休業状態
になることも珍しくありません。
日本で最も優秀な高校野球選手たちの多

くは、大学に進学せず、直接プロ野球チーム
に採用されます。その結果、トップレベルの
プロ選手の大部分を甲子園の元ヒーローた
ちが占めることになります。
大学野球にも多くのファンがいます。い

わゆる東京六大学、すなわち法政・慶應・
明治・立教・東大・早稲田の大学チームに
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は、学生・卒業生から熱狂的な応援が集まり、
慶應と早稲田の毎年の対抗戦（早慶戦）は、
1903年まで遡る有名なライバル決戦となりま
す。プロに入って輝かしい成功を収めた大学
野球出身選手としては、立教大学の長嶋茂雄、
法政大学の田淵幸一、江川卓などがいます。
多くの企業も自社のアマチュアチームを持

ち、毎年全国大会が開かれています。社会人
野球では金属バットを用い、指名打者制を採
用しています。これらのチームのトッププレ
イヤーたちは、プロチームからドラフト上位
で指名されることも多く、次シーズンからの
即戦力として大きな貢献が期待されます。
日本のアマチュアチームは毎年の日米大学

野球など、国際的・地域的なイベントに参戦
しています。オリンピック競技に野球が採用さ
れてからは日本代表チームも参加、1996年の
アトランタ大会では銀メダルを獲得しました。

プロ野球

アメリカのオールスターチームは日本に何
度も親善訪問していますが、その最初は 1931
年 10月で、ニューヨーク・ヤンキースのス
タープレイヤー、ルー・ゲーリッグに率いら
れたアメリカチームが、日本の大学選抜チー
ムなどと対戦しました。アメリカチームが 17
戦全勝でしたが、それでもファンは一挙手一
投足に沸き、また、負けたことで日本野球の
レベル向上の必要性を悟ったのです。このこ
とが 1934年 12月のプロ野球の創設と、大日
本東京野球倶楽部の設立につながりました。
2か月後、同倶楽部はアメリカツアーを行い、
その後すぐにチーム名を東京巨人軍と改名し
たのです。
リーグ戦は 1936年に始まりました。最初

のプロ野球の試合は、1936年 2月 9日、名古
屋の鳴海球場で行われ、金鯱軍が巨人軍に 10
－ 3で勝利を収めました。

1リーグ 6チームによる 2リーグ制は 1950
年に採り入れられました。うち 3チームは鉄
道会社、2チームは新聞社の所有で、他はほ
とんどが一種の企業後援によるものでした。

阪神タイガース
2003年11月、セントラル・
リーグのペナント獲得後、
神戸で行われた阪神タイ
ガースの優勝パレード
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現在、セントラル・リーグは中日ドラゴンズ
（名古屋）、阪神タイガース（大阪）、広島カー
プ（広島）、ヤクルトスワローズ（東京）、横
浜ベイスターズ（横浜）、読売ジャイアンツ
（東京）、パシフィック・リーグは千葉ロッテ
マリーンズ（千葉）、福岡ソフトバンクホー
クス（福岡）、日本ハムファイターズ（札幌）、
オリックス・ブルーウェーブ（神戸）、西武
ライオンズ（所沢）、東北楽天ゴールデンイー
グルス（仙台）で構成されています。タイガー
ス、ドラゴンズ、カープは地元ファンが熱狂
的なことで有名です。
プロ野球の 2リーグ 12チームは、4月初

旬に始まる 135試合を戦います。各チーム
はホームグラウンドでの試合に加え、地元
プロチームのない地方都市で試合を主催す
ることもしばしばです。シーズンが終わる
と、リーグのチャンピオンチーム同士が日本
一をかけ、日本シリーズで対戦します。1996
年にはオリックス・ブルーウェーブが読売巨
人軍を破って日本一となり、1997年はヤク
ルトスワローズが西武ライオンズに勝って
タイトルを手にしました。
東京後楽園の東京ドーム、愛称ビッグ・

エッグは、日本初のドーム球場です。読売巨
人軍と日本ハムファイターズのホームグラ
ウンドで、その後福岡、名古屋、大阪にもドー
ム球場ができ、日本の梅雨の時期にも多くの
試合を順延せずに開催できるようになりま
した。

スター選手

近年、最高のプロ野球選手たちにより、
アメリカ大リーグとも競い合うような記録



並べられるとは、多くの評者が一致するとこ
ろです。

国際化

アメリカのプロ野球オールスターチーム
の日本親善訪問は 1930年代から行われ、日
本、韓国、台湾をはじめとする、現在プロ野
球の存在する国が参加する、国際的な真の
ワールドシリーズ開催の可能性を探る交渉
も長年続いています。しかし、選手のレベル
や審判のやり方の違いなどの理由で、近い将
来にそういった大会が開かれる見込みはあ
りません。
日本のプロ野球チームの全てで、現在外

国人選手がベンチ入りしています。その人数
は各チーム 3人に制限されていますが、1998
年のシーズンには 4人に増えることになっ
ています。しかし、「外国人」という言葉は、
「輸入」と見なされる選手にしか適用されな
いことに注意しなければなりません。この制
限は、日本で生まれ育った外国籍の選手、多
くは韓国、中国出身である選手には適用され
ないのです。
日本のプロ野球チームは、アメリカ、韓国、

台湾、および中南米カリブ諸国から選手をス
カウトしています。多くの選手が成功し記録
を作りましたが、期待に応えられず、異なっ
たプレイスタイルへの適応に失敗した選手
は、わずか一シーズンで日本を去ります。
ほとんど知られていないことですが、プ

ロとして野球をした最初の日本人は三上吾
郎という人です。彼はアメリカの大学院生で
したが、1914年と 1915年、今は無きフェデ
ラル・リーグの多国籍チームでプレイしまし
た。その後、三上は帰国してビジネスマンに

野球 3

が打ち立てられました。最も有名なのは、読
売巨人軍の内野手、王貞治です。王は 22年
間の選手生活で 868本のホームランを放ち、
ベーブ・ルースの 714本や、大リーグ記録保
持者ハンク・アーロンの 755本を超えました。
王は現在福岡ダイエーホークスの監督になっ
ています。
戦後のプロ野球でナンバーワンのピッ

チャーは、まず間違いなく金田正一でしょ
う。精密なコントロールと目もくらむような
スピードの左投手で、現役時代 400勝を上げ
ました。他にプロ野球で傑出した選手と言え
ば、広島カープの衣笠祥雄です。鉄人と呼ば
れた彼は 2,215試合に連続出場し、ニューヨー
ク・ヤンキースのルー・ゲーリッグが持って
いた大リーグ記録 2,130試合を超えました（そ
の後ボルチモア・オリオールズのカル・リプ
ケン・ジュニアが衣笠の記録を破りましたが、
リプケンはまだ現役です）。
近代野球史上、最も人気があった選手はお

そらく長嶋茂雄です。元立教大学のスター選
手で、現役生活を読売巨人軍内野手として過
ごしました。ミスター・ジャイアンツとして
有名な長嶋は、1965～ 73年、チームを 9連
覇に導きました。彼は現在巨人軍の監督で、
今でも日本で最も尊敬されるスポーツ界の大
スターの一人です。
現在最も人気と実力があるのは、オリック

ス・ブルーウェーブの鈴木一朗でしょう。シ
ンプルにファーストネームで知られるイチ
ローは、4年連続（1994～ 97年）でパシフィッ
ク・リーグの首位打者を獲得しました。一方、
最高のホームランバッターの称号は、読売巨
人軍の松井秀喜に与えられるはずです。まだ
23歳ですが、プロ入り以来 128本のホームラ
ンを放ち、うち 75本はここ 2年で打ちました。
ヤクルトスワローズの古田敦也は、日本一の
キャッチャーであるばかりか、ここ一番に強
いバッターでもあり、クリーンナップを務め
て多くの決勝点を上げています。横浜ベイス
ターズの佐々木主浩は日本のリリーフ投手中
のスターで、あの打ちにくいフォークボール
があれば大リーグ最高のピッチャーとも肩を

少年少女野球
学齢期の子供たち向けと
しては、通常規格のボー
ルを使うリーグと硬質ゴ
ムのボールを使うリーグ
の両方がある。これは硬
質ゴムボールを使う 2003
年の香川県大会 
© Yomiuri Shimbun



グを投げて 703の三振を奪いました。スター
となった野茂の地位に惹かれ、フリーエー
ジェントとなって大リーグのチームと契約
する道を探る、日本の若いプロ野球選手も増
えています。最近、一部の若い選手が、高校
や大学を卒業後、直接アメリカのチームにス
カウトされるようになりました。
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オリンピックの野球
長嶋茂雄監督からアドバイ
スを受ける松井稼頭央。こ
のチームが 2004年オリン
ピック・アテネ大会日本代
表になる
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なりましたが、母国でプロ野球リーグが創設
される何十年も前にプレイした最初の日本人
プロ選手として、異彩を放っています。
近代では、1960年代初め、村上雅則投手

がサンフランシスコ・ジャイアンツで 2年間
プレイしました。しかし、次に日本人がアメ
リカ大リーグでプレイするまで 20年以上か
かりました。その選手は野茂英雄。元近鉄バ
ファローズのスター投手です。

1995年ロサンゼルス・ドジャースに入団
後、野茂はそのユニークな投球フォームから
トルネードという愛称をもらい、ナショナ
ル・リーグの新人王に選出されました。1996
年、野茂はコロラド・ロッキーズを相手にノー
ヒットノーランを達成しています。野茂が登
板する試合は NHK衛星放送で生中継され、
アメリカ野球への野茂の適応の成功は、将来
への夢を抱く若い選手たちの憧れとなってい
ます。ドジャースの一員としての 3年間（1995
～ 97年）で、野茂は 43勝 29敗、627イニン


