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2014年度中小企業診断士二次試験  



現状の課題 
 いまどうなっているのか？ 

 このままだとどうなるのか？ 

80分間のお作法 MYA 

使用ツール 

ドメイン 

Ｔ－Ｒ 

   

Ｃ デモ 

  サイコ 

Ｆ モノ 

  コト 

論理展開 

手段 
1.分類レベル 

2.具体的な対策 

それに対応するため何を
どうするのか？ 

結果（売上・利益向上、コスト削減） 

 課題解決でもたらされるもの   

  

手段がもたらす効果 
 課題の解決 

 ・「どう変わるべきか」を意識 

 ・「どういう状態に辿り着かな 

  ければならないか」 

 ・「あるべき姿」 

原因（外部環境の変化） 

 なぜ課題が生まれたのか？ 

変化（内部・外部） 
   起きている変化を教えてあげる 

             or 

   変化の必要性を指摘 

＜解答方針＞ 

 ・結論先出 

 ・因果を捉えて抜出対応 

 ・与件から把握する 

事例の出発点 事例のゴール 

＜解答方針＞ 
・必要な効果から逆算して 
 手段を選ぶ  
・事例別でもたらす効果 
  とセットで覚える 
 

全体の方向性の確認 
変化に対応するため 

ドメインを再定義する 

 

＜解答方針＞ 

 ・結論先出 

 ・因果を捉えて抜出対応 

 ・与件から把握する 

ゴールへの行き方 

Ｃ デモ 

  サイコ 

Ｆ モノ 

  コト 
Ｔ－Ｒ 

   

ここは人それぞれ 
きちんとゴールに辿り着ける方法ならＯＫ 

「戦略」 ときたらこれ 



１０分  最初の一文読（概要把握） → 最後の段落読む（課題の確認） 
            最初の一文 ： ドメインのＦＣＴを割り振り概要を把握。 
         最後の段落 ： 課題が基本書かれてる。課題を抽出して「この企業がこの課題に対してどのように対応していく 
                   のか」をイメージしながら設問要求解釈を行う。 

                            → 解答ストーリー ＝ 与件ストーリー の推測       
 
          設問要求解釈 
        ・文節を／で区切り、じっくり要求把握 
        ・注目すべき制約は赤マーカー 
        ・設問も与件文。課題や強みが出てくる 
         こともあるのでしっかり読む。 
        ・設問だけではハラオチしない言葉に○をつける。 

              与件文精読後、その言葉をハラオチする言葉に言い換える 
         ⇒要求解釈ミスの防止    
         解答フレーム文章化 
               ・基本は「設問要求に従って」、「制約に対応させる形で」、「素直にオウム返し」     
        ・結論頭出し ＋ キーワードを因果でつないだ文章 
              →キーワードをはめ込むだけで、解答になる。 
        ・必要と思われる根拠・キーワードを想定して、書き出しておく。 
 

     ひとこと解答ストーリー作成 
        ・事例の基本ストーリーを基に、設問のストーリーを作ることで「作問者が聞きたいこと」を把握し、 
         必要なキーワードを想定する。 
          →必要な根拠・キーワードを探すために与件文を読みにいく 

80分間のお作法 MYA 

タイムスケジュール 

制約とは「Ａ社にとって」「印刷業界において」などで回答を方向
づけるもの。敵ではなく味方！！ 

 →Ａ社の強みはたくさんあっても、「印刷業界において」の強み 

   はこれだけだ 等 

・設問下の余白に作成する！ 

・どこが聞かれているのか把握しながら解答す  

 るため、「原因→課題→手段→効果→結果」 
 を図示し、整理しながら解答フレーム作成 

設
問
ご
と
に
繰
り
返
す 

 Ｎｏ．１：Ａ社の創業時の強み、業界の特性 

 Ｎｏ．２：Ａ社の商品特性、環境変化  など 

作問者が聞きたいこと・我々にフォーカスしてほ
しいと思っていることは、設問に書かれている 

10分 15分 20分 35分 



80分間のお作法 MYA 

タイムスケジュール 

１５分  与件文の精読 
      
 ＜与件文精読のルール＞  
    ①重要なポイントをマークしながら読む。   
        ＳＷＯＴ   黄マーカー＋「Ｓ＋ＶＲＩＯ」、「Ｏ」 
               赤マーカー＋「Ｏ」、「Ｔ」＋ 「課題」 
        環境変化 
        社長の思い・経営理念           
            
    ②全ての文章を「論理展開」で捉えて、その因果を記入していく 
        原因 → 課題 → 手段 → 効果 → 結果 
        の関係性を各文章に割り振り、記入しながら読んでいく。   
 
    ③段落のひとことまとめを書いて、つながりを確認。 
        全体像を把握しながら読むため、段落ごとに一言で何が書いてあるかまとめて 
        与件のストーリーと解答ストーリーとの呼応を楽しむ。 
 
    ④キーワード・根拠と設問のメモ 
        設問要求を読み「想定した根拠・キーワード」を意識しながら読み進めていく。 
        もし拾えれば、蛍光ピンクのペンでキーワードを囲み、「Ｎｏ．１－２」など設問番号を記入しておく。 
     
    ⑤その場で思いついたことはすべてメモをする。         
        読んでいるところと全く関係なくても、なんでも良いから思いついたことはすぐにメモする。 
        

Ｓの下に必ずＶＲＩＯを書いて強みのランク付け！ 

例：「Ｓ、ＶＲＩＯ」 「Ｓ、ＶＲ」 など  

 緑マーカー 

段落最後のとって付けたような文章には要注意！ 

解答の根拠・制約になる可能性高し！ 

10分 15分 20分 35分 



80分間のお作法 MYA 

タイムスケジュール 

20分  解答の作成 
     
    解答時間と解答順の決定   
        ・解答時間 ： 配点×０．３分  
        ・解答順   ： 答えの方向性が浮かぶ × 一文字の重み 
                  
 
    設問ごとの解答フレームワーク確認 
        ・原因 → 課題 → 手段 → 効果 → 結果のどこが問われているかを確認。   
        ・「１センテンス３０字、５点」を基準に、問われている部分を意識した文章構成を作成。          
        ・想定した根拠・キーワードを再確認。 
    
    段落まとめ・マークしたキーワードを見て、該当キーワードを探しに行く。 
        ・与件の制約を意識しながら、全体を俯瞰し、見落とさないようにする。 
        ・基本、与件文は全て使用するため、使い残しがあれば要注意！ 

        ・書き出すと時間がないため、色ペンで使用箇所をマーク！！ 
    
    実際に記入する 
        ・以上を踏まえて、解答記入。結論先出し以外は、因→果の順で文章をつなぐ。 
        ・与件文を読まずとも「設問文」と「解答」を読んだだけで文意が通じるのが理想。 
         「与件に書いてあるから」といって説明をはしょらない。 
        ・根拠「なんでそれ（手段）をするのよ」と期待効果「それ（手段）をするとどうなるのよ」をかっちり決める！ 
         根拠の根拠（原因）まで書けばパーペキよ！ 
        ・そのための方法（ゴールへの行き方）はひとそれぞれ、正しければどうでもよい。 
                 ・書き終わったら必ず一読する。論理の飛躍、言い回しを確認。設定時間内なら消しゴム使用の妥協はしない！        

過去→現在のことを聞いている ＝ 抜出対応可能    難易度:低 

現在→未来のことを聞いている ＝ 類推が必要   難易度:高  

10分 15分 20分 

分かるものから答えるのが鉄則！！ 

一文字あたり配点が明らかに高いものがあれば 

それを優先。  

今回は「課題→手段→効果」の 

部分で「効果」が特に聞かれて
いるから、最初に「効果」で１文。 

次に「原因→課題が発生」で１文。
「課題解決のための手段」で１文。
というようなカンジで、意識する。 

35分 



                               第１問～第２問  「同社の内部資源と取り巻く環境」 
                        内部資源（の変化）の確認 （これが課題打開のカギになる） 
                        外部環境（の変化）の確認 （これが課題の発生原因） 
                        論理展開： 原因→現状の課題＋環境変化 に該当 
 
                      第３問～第４問  「現在の課題への対応策とその効果」   
                         ここで現状起きている、当面の課題に対して対策を行う 
                            →すなわち事例に特化した内容での解答となる。 
                        論理展開： （現状の課題→） 手段→効果 （→結果） に該当 
 
                     第５問 「今後の同社がさらに発展するために」 
                        未来に向けて、根本的かつ大きな課題の解決策を行う 
                                  （市場規模が縮小、競争激化で存在不可など） 
                        論理展開： （現状の根本的な課題→） 手段→効果 （→結果） に該当 

 

設問の基本ストーリー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

80分間のお作法 MYA 

設問解答順 
 

事例Ⅰ ②⇒③⇒④⇒①⇒⑤ 



第１問 

ＳＷＯＴ 

80分間のお作法 MYA 

第２問 

既存事業 

問題点 

経営改善 Ｗ，Ｔ 

与件抜出：現象面 

原因：シークレット 

第３問 

対策 
与件抜出：使えそうな経営資源 

具体策：シークレット 

第４問 

新規事業 

Ｓ，Ｏ 

経営革新 

・プロダクト 

・プロセス 

シナジー 

販売 投資 

生産 経営管理 

Ｃ 

Ｆ Ｒ 

１次の知識で類推 



事例Ⅰの全体像 MYA 

登場人物：Ａ社内の人物だけで完結 
 

社長 従業員（  若手    ⇔   年配 ） 
    従業員（非正規社員 ⇔ 正社員） 
          従業員（  同族    ⇔   非同族） 
    従業員（ 熟練職人  ⇔  新人 ） 
 

 

・シチュエーションはA社内だけの話なので、課題（＝社長の想い）という
制約を考慮しないで方向性を考えると自由に方向性が打ち出せてしまい
大外ししやすい。 

現状の課題 
 いまどうなっているのか？ 

 このままだとどうなるのか？ 

手段 
1.分類レベル 

2.具体的な対策 

それに対応するため何を
どうするのか？ 

結果（売上・利益向上、コスト削減） 

 課題解決でもたらされるもの   

  

手段がもたらす効果 
 課題の解決 

 ・「どう変わるべきか」を意識 

 ・「どういう状態に辿り着かな 

  ければならないか」 

 ・「あるべき姿」 

原因（外部環境の変化） 

 なぜ課題が生まれたのか？ 

茶化で人事組織変革 
採用・配置・報酬・育成・評価 
これは与件文の外から 
知識として持ってくるしかない 

課題＝社長の思いで方向づけ 
これが自由な事例Ⅰの制約 

・権限委譲の具合 
・モラールＵＰ＆ＤＯＷＮ 
     の記述に注目する。 

与件文の流れ 

（起）A社の概要（業種、   

   規模、業績、組織） 
（承）A社経営者に関して 

（承）A社の成長していく 

   歴史的展開 

（転）競合出現や外部環 

   境変化 

＜直面する課題＞ 

新規事業をやりたい 
⇒ 具体的にどうやってマーケ
ティングするかは考えない。その
ための経営資源があるのか、人
材がいるのか、組織は最適か、
継続するには何が必要なのか、
などを地道に考える。 

 

あそこの業績がよくない 

⇒ 自分で営業を強化できないの
で側面支援出来ることを考える。
新規採用とか、配置転換とか、
評価制度を改めるとか。 

作問者が聞きたいこと・我々に
フォーカスしてほしいと思ってい
ることは、設問に書かれている 



事例Ⅰの課題・手段・効果 

手段 
課題解決のため何をどうするのか？ 

現状の課題 
 いまどうなっているのか？ 

 このままだとどうなるのか？ 

やる気（モチベーション）がない 

 仕事が任されない 

 業務に創造性がない 

 コミュニケーションが円滑でない 

 施策に納得性がない 

 評価制度が明確でない 

 成果が評価に反映されない 

従業員の能力が足りない 

 社員教育 

 キャリアコース 

 非正規従業員活用 

 インターナルマーケティング 

業務が円滑に流れない 

 組織体制 

 アウトソーシング 

 コミュニケーション（情報共有） 
 採用・配置・退職ルール 

リーダーシップが発揮されてない 

 ビジョン・理念 

 マーケティング戦略 

持続的業務遂行体制が整ってない 

 人事諸制度 

 マニュアル化（業務定型化） 
 人件費抑制 

ＳＬ理論（リーダーシップ） 
指示的（能力低・意欲低）、説得的（能力低・意欲高）、参加的（能力高・意欲低） 
 （部下の能力×部下の意欲）で分類。 ＜中小企業で委任的はない＞ 

標準化・能力開発・モチベーション向上 

能力開発（階層別・職種別） 
 ＯＪＴ（長期的・共通目的・チェック体制・誘因） 
 ＯＦＦ－ＪＴ、自己啓発支援（金・時間） 

動機づけ要因（ＭＢＯ，表彰制度、評価への反映） 
衛生要因（給与、命令系統の明確化、環境改善） 
職務拡大（水平）・職務拡充（垂直、権限委譲） 
評価の透明性（評価基準の明確化） 
     納得性（フィードバック面接） 
     公平性（評価者訓練・評価調整会議） 
成果＋行動で評価＝コンピテンシー評価 

年功給与（メリ社員長期育成、デメ意欲低下）  

業績連動メリ人件費適正化、納得性・意欲up 

      デメ短期視点、育成しない、失敗恐れる 

組織構造のメリットデメリット 

ライン組織（部門別） 
ファンクショナル組織（職能別） 
ラインアンドスタッフ組織 

事業部制 

専門化、権限責任一致、命令一元化、統制範囲 

共通目的・貢献意欲・コミュニケーション 
これが欠けていないか見ながら与件を精読する 



事例Ⅱの全体像 MYA 

顧客に対して、協力者と共に何らかの手を打って、 
競合に勝つというシチュエーション 
 

顧客：既存×新規 

協力者：相互に協力できる他の事業者、地元商店街など 

競争相手：大手資本、外国資本 

 

大手⇒価格、ハード面の強み、品揃えの幅広い、無差別型（コトラー） 
     全市場浸透型（エイベル 

中小⇒差別化、ソフト面の強み、品揃えの幅狭い、集中or差別型（コト 

     ラー）、製品専門・市場専門・選択的専門（エイベル） 

現状の課題 
 いまどうなっているのか？ 

 このままだとどうなるのか？ 

手段 
1.分類レベル 

2.具体的な対策 

それに対応するため何を
どうするのか？ 

結果（売上・利益向上、コスト削減） 

 課題解決でもたらされるもの   

  

手段がもたらす効果 
 課題の解決 

 ・「どういう状態に辿り着かな 

  ければならないか」 

 ・「あるべき姿」 

原因（外部環境の変化） 

 なぜ課題が生まれたのか？ 

『専門性・地域密着・関係管理』 を武器に、 

『ターゲット＋協力者＋4P』 を定めて競争優位を構築 

中小企業の競争優位の源泉 
・専門性 
・地域密着 
・顧客関係性 
     の記述に注目する。 

手段⇒効果 
新規事業のフォーマット 
誰誰何何どのようニーズ 
誰：誰に対して 

誰：誰と一緒に（協力者） 
何：事業内容を 

何：Ｂ社＋協力者の経営 

   資源を使って 

どのように：price,place, 

        promotion 

ニーズ：効果・課題の解決 

 

作問者が聞きたいこと・我々に
フォーカスしてほしいと思ってい
ることは、設問に書かれている 



事例Ⅲの全体像 MYA 

登場者間の「情報の流れ・連携」が上手くいっているかどうか 
 

Ｃ社内：営業部門 ⇒ 設計部門 ⇒ 製造部門 （⇒ 納品配送部門） 
      

                      外注先・サプライヤ       

 

・診断士試験では「知らないと解けない」という設問にはしにくい。 

・受験者は、所詮、「その2-3ページの事例」と、「生産管理のセオリー」
を突き合わせることになります。だから事例から離れないこと。逆にそ
こに執着すること。 

・「素人になる」。素人はどうする？ 素直になります。信じます。だから、
与件にあることをそのまま書く。必要であれば与件文から「抜く」。 

現状の課題 
 いまどうなっているのか？ 

 このままだとどうなるのか？ 

手段 
1.分類レベル 

2.具体的な対策 

それに対応するため何を
どうするのか？ 

手段がもたらす効果 
 課題の解決 

 ・「どういう状態に辿り着かな 

  ければならないか」 

 ・「あるべき姿」 

原因（外部環境の変化） 

 なぜ課題が生まれたのか？ 

現在の作業基準・情報の流れを改善することで、 

全体最適・『Ｑ・Ｃ・Ｄ』の改善・強化を図る 

・作業基準 
・情報の流れ 
     の記述に注目する。 

結果（売上・利益向上、コスト削減） 

 課題解決でもたらされるもの   

  

作問者が聞きたいこと・我々に
フォーカスしてほしいと思ってい
ることは、設問に書かれている 

勝利への７ステップ 
①経営課題の抽出 
  ＱＣＤのどれか 

②ＳＷＯＴ分析＋ＶＲＩＯ 
  他社との差別化要因 

③生産プロセスを図示 
  工程数・時間・利用技術 

④受注～納品までを図示 
  情報のやり取りを確認 

  外注先もここで登場 

⑤人員配置を図に記入 
  生産の各工程＋営業・ 
  事務も含め人員を記入 

⑥図の中でムダはどこ？ 
  ＥＣＲＳ、３Ｓ、５Ｓで改善 

⑦改めて全体を把握 
  主要課題を特定し、強 

  みを活用して解決する 


