
■ 世界の安打製造機イチローはドラフト４位
　現在メジャーで活躍するイチローは、91年に愛工大名電高からオ
リックスへドラフト４位で入団した。３年目の94年に当時日本プ
ロ野球記録となるシーズン210安打を放つと、その年から７年連続
で首位打者を獲得。01年に海を渡ってから10年連続で200安打を
達成。04年にはメジャーリーグシーズン最多となる262安打を記録
した。ドラフトでは注目される存在ではなかったが、世界を代表す
る安打製造機へと上り詰めた。ファンに惜しまれながら現役を引退
した山本昌は、83年ドラフト５位で中日に入団。プロ入り後、数

年間は芽が出なかったが、88
年にアメリカに野球留学した
際に、スクリューボールを覚
えてから飛躍し球界を代表す
る選手に成長。08年には通算
200勝を達成し、その後は50
歳のシーズンとなった15年ま
でプレーした。

■ 以前の調査では最も活躍したのは
　 ドラフト５位
　WBCで選ばれた選手のドラフトを調査したデータがある。WBC
のメンバーに選ばれたというのは、その時点でプロ野球の最も優秀
な選手だとすると、なんと一番多かったのはドラフト５位の選手
だったそうだ。ドラフト５位という選手は、各球団が将来性を見越
して指名するゾーン。特に高校生などを指名し、３年先くらいを目
標に活躍する選手を指名する。ドラフト１位というのは即戦力だが、
出来上がっている選手も多い。それ
に比較してドラフト５位という位置
は、将来の期待値なのだ。今シーズ
ン活躍した広島や日ハムの選手は、
ドラフト会議であまり話題にならな
かった選手が多い。

■ 広島カープの方式
　今回のセリーグペナントレースの優勝で、いちやく有名になった
広島カープのドラフト戦略は、いたってシンプルだ。現在保有の選
手を全員年齢、守れるポジションなどに分けて一覧表のマップにす
る。それを見れば、今後５年くらいの間にどのポジションでどうい
う選手が必要か、一目瞭然だ。どこかの某球団のように、おいしい
選手がFAなどで現れたらすぐに手を出すようなことはしない。む
しろ、広島カープで活躍し実力が認められた選手は、FAを行使し
て他球団に移籍する。資金も窮屈なので、基本的には自前で育成す
るしかない。そこで広島カープは明確な戦略を打ち出した。
（１）ドラフト１位は即戦略の投手を指名する
（２）２位以下は将来有望と思われる若手を採用する
　以上の２点が、球団、フロント、現場、スカウトの間で考え方が
共有徹底されている。だから、求める人物像がぶれないし、一貫し
ている。このぶれない戦略があるからこそ、将来性のある若手が入
団し、数年後に花開く。
　明確な「求める人物像」。これがキーワードだ。
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　プロ野球ドラフト会議は、毎年10月または11月に一般社団法人
日本野球機構（NPB）が主催し新人選手との契約交渉権をプロ野球
に属する各球団に振り分ける。ドラフト会議で指名した選手が、必
ずしも活躍するとは限らないのが、この制度の面白いところでもあ
り、球団からすると辛いところ。

■ ドラフト制度の歴史
　1964（昭和39）年、パ・リーグオーナー懇談会において時の西
鉄ライオンズ社長・西亦次郎氏がNPBにドラフト制度導入を提案。
これを受けて、1965年11月に第１回ドラフト会議が開催された。
2001年、「逆指名制度」に代わり「自由獲得枠制度」が設けられた。
2005年からは、自由獲得枠は「希望入団枠」に改められ、10月に
高校生、11月に大学生や社会人などを対象とし２回に分けて行わ
れることとなった。2007年に西武ライオンズの裏金による不正が
発覚したことをきっかけに、裏金の温床となる懸念から「希望入団
枠」が廃止された。2008年より、高校生選択会議と大学・社会人
選択会議が再び統合され、一括開催となった。

■  ドラフト会議で指名できる選手と
　 契約交渉有効期間
　ドラフト会議では、過去に
日本プロ野球の球団に入団し
たことがない選手のうち、日
本国籍を持っている、もしく
は日本の中学校、高校とこれ
に準ずる学校、大学に在学し
た経験をもつ選手が対象。ド
ラフト会議によって得られる
のは、選手との契約交渉権。
したがってドラフト会議で指名した後に選手契約ができなければ、
指名選手の入団には至らない。選手契約交渉権の期限は、その選手
との契約交渉権を獲得したドラフト会議の翌年３月末までであり、
それまでにその選手と契約できなければ、契約交渉権は無効となる。
社会人野球チームの所属選手については、この期限が翌年１月末ま
でとなっている。

■ 過去のドラフト１位指名選手
　1968年のドラフトでは山本浩司（広島１位）、田淵幸一（阪神１
位）、有藤通世（東京１位）、野村収（大洋１位）、星野仙一（中日１
位）、山田久志（阪急１位）、東尾修（西鉄１位）、大橋穣（東映１
位）などすごい顔ぶれがドラフト１位で入団し、活躍した。1989
年もドラフトが豊作となった年として知られる。野茂英雄に史上最
多となる８球団の指名が集中し、抽せんで近鉄が引き当て入団。そ
の野茂の外れ１位だけでも佐々木主浩（大洋１位）、小宮山悟（ロッ
テ１位）、西村龍次（ヤクルト１位）、葛西稔（阪神１位）、元木大
介（ダイエー１位・入団せず）といった名前が並んでいる。

●ドラフト会議の様子

●2016年度ドラフト会議のマーク●交渉権獲得のクジ

プロ野球ドラフト会議に学ぶ
成岡マネジメントオフィスからのメッセージ



基調講演
龍谷大学名誉教授　佐藤研司氏

　本来の意味は「新しい方法、仕組み、慣
習などを導入すること」であり、「新機軸」
「革新」と訳される。今日では、「技術革新」
と同義語に用いられる。日本では1958年の
経済白書で「技術革新」と邦訳した。最近
では、市場がどんどん変化する。技術、生
活習慣、社会構造、資源、環境などは大き

く変化した。しかし、自分たちの会社はどうだろうか。果たして、
この大きなトレンドについていけるのか？まずは、そのために自分
の会社で、過去から現在までどのように変化してきたかを記載した
「年表」を作る。また、自社の知恵はどう生きているか、活かされ
ているか。次世代への変化の「シナリオ」は描けているか。次の時
代をどのように読んでいるか。

事例発表企業その１
株式会社呉竹　代表取締役　綿谷昌訓氏

　創業100年以上の企業であるが、祖業は書
道の墨製造販売から興った会社。その後、市
場を書道から文具にシフトし、コンセプトを
明快に「アート＆クラフト」と決定。書道の
墨製造で培ったノウハウで「筆ペン」「マー
キングペン」「店頭サインマーカー」「カリ
グラフィーマーカー」など次々と新商品を

開発。さらに最近では、ベースの技術である粒子を細かくし、均一
に分散させる「超微粒子高分散技術」を応用し、先端的な産業分野
に進出している。具体的には、静電誘導を利用しコンデンサ製造に
使用する導電性塗料の開発や、高い熱伝導性を応用し、寒冷地での
ゴルフ場や農園における液体融雪剤などを開発している。また、芝
生の着色剤や化粧品への応用展開なども進めている。また積極的に
海外展開を図っている。

事例発表企業その２
株式会社八代目儀兵衛　代表取締役　橋本隆志氏

　大学を卒業し、大手通信販売企業へ就職
し、数年後京都の実家の商売である「米屋」
へ転職した。そこで、重たい業務用のコメの
配達をしているうちに腰を痛め、思い切っ
て時代がWEBマーケティングに移行してい
た時期でもあり、業態を転換した。商品の
コメをギフトとして商品価値を高めることを
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考え、現在主力商品になった「十二単」などの「内祝いギフト」商
品としての価値を高めた。やはり店舗を持たないと、メディアへの
露出がないので、コメを食べさす「おコメレストラン」事業へ進出
した。調理師の実弟を呼び寄せ、京都祇園石段下で「お米」を食べ
さす日本料理店をオープンしたところ、マスコミ取材効果もあり話
題を呼ぶ。銀座にも店舗を構えたり、おいしいお米のコンテストを
したり、さまざまな方面で新しいビジネスモデルを開発してきた。

事例発表企業その３
トキハ産業株式会社　代表取締役　藤川龍磨氏

　創業70年になる家具の製造販売業。祖業
は家具の卸売り業態であったが、製造のほ
うに軸足を移し、枚方の家具団地に製造販
売の拠点を構える。昭和40年代以降、婚礼
家具を中心に隆盛であったが、近隣に大型
店が進出し、一気に業績が悪化する。当時
住宅展示場が各地にでき、見学に行くとホ

ルムアルデヒドなどの有機溶剤を使用した家具が多く、シックハウ
ス症候群になるケースが多い。現在の代表者が幼少の時代にアレル
ギーがあったこともあり、有機溶剤をいっさい使用しない家具の開
発や、中間層の市場をターゲットにした新しい雰囲気の店舗開発に
取り組む。また、最近の住宅事情から良質で高級な家具が廃棄処分
されるのを、目の当たりにしてリサイクルシステムを新しく立ち上
げる。

パネルディスカッション
ファシリテーター　成岡秀夫

　佐藤先生からのイノベーションに関する
基調講演を踏まえ、３社の事例発表から何
が成功の要因だったか、事業転換の際にど
のような確執があり、それをどうやって乗
り越えたのかを熱く語ってもらった。
　その中で印象的だったキーワードは、

・株式会社呉竹　綿谷社長・・・
　　　社員全員が「プロ」になる
・株式会社八代目儀兵衛　橋本社長・・・
　　　「心」を変えずに「形」を変える
・トキハ産業株式会社　藤川社長・・・
　　　「循環型消費社会」の実現
などが記憶に残る言葉だった。いずれの企業も、勇気をもって業態
転換のイノベーションに取り組み、あるいはビジネスモデルを開発
し、未来に向かって歩みを止めていない。各社の今後に注目だ。

平成28年度京都府中小企業診断協会
シンポジウムレポート
　今年度から制定された11月４日の「診断士の日」記念に関連して、一般社団法人京都府中小企業
診断協会が主催するシンポジウムが10月22日土曜日の午後、四条烏丸の池坊短期大学地下のこころ
ホールで開催された。初回の一昨年は「伝統産業の活性化」、昨年は「ソーシャルビジネス」がテー
マだった。今年度は、「イノベーションで会社を変える」。京都、大阪、奈良で、まさに「イノベー
ションで会社を変えてきた」企業３社をお招きして、その真骨頂をお聞きした。



フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ上場　コード8462）

ベンチャーキャピタリスト
木村美都

から

への起 業 家 アドバイス
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　商売とはお金を儲けることです。極論ですが、私はベンチャー
キャピタルに入ってきた新人に「お金ほどきれいなものはない」
ということがあります。お金は価値の交換手段であり、運搬手段
であり、貯蓄手段です。そしてお金は人類が生み出した最高の価
値評価のパラメータだと思います。
　他人のためになるから、他人が評価してくれるから、お金がも
らえます。相対的な競争環境の中で儲からないのは独りよがりか、
値付けが悪いからです。売る時も買う時も値付けは経営の最重要
な要素です。
　ビジネスモデルとはお金の儲け方と言えます。たとえば呉服の

商売を始めようとします。和服を売るのか、貸すのか？　割賦で
売るのか、下取りをするのか？　卸売をするのか、小売をするの
か？　店舗を持つのか、訪問販売か、インターネット販売か？　在
庫を持つのか、注文を受けてからの誂えか？　工場を持つのか、
下請けを使うのか？などなど・・・。これらは、すべてビジネス
モデルの一部と考えられます。こうした仕組みを構想し、一つず
つ実現し、さらにブラシアップしていくのがスタートアップです。
　ビジネスモデルの定義は色々とありますが、慶應大学（SFC）
の国領二郎先生の定義は比較的明解です。
　「誰に、どんな価値を、どのように提供するか。また、その価値
を提供するための経営資源をどのような誘因で集め、提供する価
値の対価をどのような収益モデルで求めるか。」

その８ ビジネスモデル

シリーズ

施設紹介
京都
の

地方独立行政法人
京都市産業技術研究所

　京都市産業技術研究所は、京都市が設立した公的な産業支援機
関。ものづくり中小企業の研究開発や製造工程の改善等で直面す
る課題や問題の解決、新商品や新技術の創出など、技術面からの
支援に取り組んでいる。

　技術支援には８つの研究チームがある。高分子系チーム、金属
系チーム、窯業系チーム、製織システムチーム、バイオ系チーム、
表面処理チーム、デザインチーム、色染化学チームの８つの研究
チームだ。それぞれ有している得意技術や専門的知見、さらには
高度な研究開発機器を活用し、中小企業からの依頼を受けて実施
する製品や素材等の試験・分析や、技術課題の解決策の提案等を
行う技術相談などに取り組んでいる。また、企業に直接利用でき
る設備機器を配備している。
　それと並行して、伝統産業技術後継者の育成やものづくり中小
企業技術者の技術力向上を図るため、様々な人材育成研修やセミ
ナーを開催している。

※施設データ
〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町91　京都リサーチパーク９号館南棟
http://tc-kyoto.or.jp/
TEL.075-326-6100 / FAX.075-326-6200 
理事長　西本　清一

第14回

建物外観 エントランス

平成28年度目の輝き企業表彰式

理事長  西本清一氏

アクセス地図
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

11月も終わりになりいよいよカレンダーの残りがあと１枚になった。師走とは先生も走ると書いて、それくらい慌ただしいという意味
なのだ。数年前に年賀状を失礼することを決めたので、少しは楽になった。いまだに賀状をいただいている方には申し訳けないが、や
はりこの作業は相当エネルギーが必要だ。しかし、滅多に会わない遠方の友人には、元気な証拠で必要なのかもしれない。少し時間が
あるようになったら復活しようか。（な）

編集
後記

12 月度・1 月度勉強会のご案内  ［いずれも参加費1,000円］

今月の
推薦図書

失敗の研究
〜巨大組織が崩れるとき〜
　組織や企業が巨大になると、６つの陥りや
すい病がある。肥満化、迷宮化、官僚化、ム
ラ化、独善化、恐竜化だという。経済事件を
永年追い続けてきた日経新聞記者が、20の失
敗事例から、組織が崩壊するときのメカニズ
ムを解明する。研究不正を生んだ理研、全国
制覇から転落した代々木ゼミナール、不敗の
ビジネスモデルが機能不全に陥ったマグドナ
ルド、オンリワーンを活かしきれなかったベ
ネッセ・・・・。なぜ、21世紀に入って巨大
な組織が不祥事を繰り広げているのか。中小
企業と巨大企業は違うと思うなかれ。あなた
の組織にも当てはまる。

書　名：失敗の研究
　　　　〜�巨大組織が崩れるとき〜
著　者：金田　信一郎
　　　　（�日本経済新聞社編集委員）
発　行：日本経済新聞出版社
発行日：2016年６月24日
定　価：1,600円＋税
ページ数：300ページ
版　型：四六版

第１部：軋む巨体８つの失敗を解く
　　１：理研：「科学技術」という名のゼネコン
　　２：マクドナルド：３万店のハンバーガー工場
　　３：代々木ゼミナール：生徒ゼロの大教室
　　４：ベネッセ：巨大名簿会社の虚実
　　５：東洋ゴム：肥大化した「ムラ社会」
　　６：ロッテ：国家をまたぐ循環出資
　　７：三井不動産：マンションの膨張と傾斜
　　８：化血研：エイズと背徳の20年
第２部：失敗の系譜　巨体を蝕む６つの病
　　１：膨張期（肥満化・迷宮化・官僚化）
　　２：巨体維持期（ムラ化・独善化・恐竜化）

目　　次

日　時：12月23日（金）16：00〜18：00
会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム� �

http://www.citylabo-ino.com/  
（ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下車すぐ「地

下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師： 成岡　秀夫  

（ NMO勉強会主宰・株式会社成岡マネジメントオフィス代表取締役）
テーマ： 中小企業のM&A  

〜どのような条件なら成功するか〜

　合同例会＆クリスマス会第180回
京都

第141回
大阪

会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
形　式：立食　　　参加費：2,000円　　　定　員：40名まで

クリスマス会クリスマス会 18：30〜21：00（時間内出入り自由）

第181回
日　時： 01月12日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http：//www.citylabo-ino.com/  
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師： 青木孝之氏（岩谷産業株式会社環境保安部 部長・診断士）
テーマ： 水素エネルギーおよび水素ステーションの今後について 
    〜燃料電池自動車と共に成長する岩谷産業の戦略〜

NMO勉強会 京都例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第142回
日　時： 01月17日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場： 大阪産業創造館６階D室
� � � �（地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講　師： 青木孝之氏（岩谷産業株式会社環境保安部 部長・診断士）
テーマ： 水素エネルギーおよび水素ステーションの今後について
　　　 〜燃料電池自動車と共に成長する岩谷産業の戦略〜

NMO勉強会 大阪例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

2016年クリスマス会の
お知らせ

久しぶりにクリスマス会を開催します。多数のご参加をお待ちしています。

 月日  2016年12月23日（祭日）
 時刻  18：30〜21：00（時間内入退場自由）
 場所  COCON烏丸４階シティラボセミナールーム
　　　 http://www.citylabo-ino.com/
 会費  2,000円（当日受付にてお支払いください）
 形式  立食フリードリンク（ケータリング方式）
 アクセス   市営地下鉄２番出口からCOCON烏丸地下入口へ

・日　時：12月23日（金）16：00〜18：00
・会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
　　　　　http://www.citylabo-ino.com/
　　　　　（�市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車�/�阪急京都線「烏丸駅」下車すぐ「地

下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
・講　師：成岡�秀夫
　　　　　（�成岡マネジメントオフィス

代表取締役）
・テーマ：中小企業のM&A
　　　　　〜�どのような条件なら成功

するか〜
・会　費：1,000円（当日徴収）

※�なお、当日は16：00〜18：00同会場にてNMO勉強会京都大阪合同例会を
開催します。別々の参加もできます。

2013年のクリスマス会

会場アクセス


