
事例 I 事故特集 

 

演習 業種 点数 事故 

直前① ASP プロバイダー 23 成長要因：コア・非コアを明確にした 

組織改変アドバイス：製品別から顧客層別で提案力強化 

開発の問題点：開発権限が役員に集約→移譲→コスト減・迅速化 

直前⑤ 製麺業 25 情報公開 → 信頼性獲得 → 経営資源（人・カネ）の獲得 

利益率低下の対応 → 製品別利益管理に → 高利益率製品に重点 

コスト競争力強化 → 品質改善・コスト削減 WG にパートも参加 

終① 不動産 27 情報化が産業構造に：情報集約・提供してサービス質向上→チェーン化 

社内ベンチャー早期軌道：経営資源活用。しっかり計画、擦合せ回避。 

販売強化：成約ベースの評価→物件探し疎かに→貢献に応じた評価へ 

新規事業：管理職の育成（資格、提案力、パッケージ化能力） 

ｵﾌﾟｼｮﾝ① 書店 21 資本力ある企業必ずしも → 小規模差別化で生き残れる 

強み：店舗レベルでサービス向上 

実力養成① 粉体機器 44 先行企業必ずしも勝たない → 技術ニーズは一定レベルで頭打ち 

低迷期脱出：本質機能ではなく付随機能に着目 

改良要請で混乱：基準がない→基準を作る 

実力完成① ビジネスホテル 63 サービス業の強み：サービス力とその継続的改善能力（定着率） 

新規事業：必要性の説明、理解を得る、意思決定に参加、納得性。 

実力完成⑤ メガネ（ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨） 19 経済効果：追加購買・単価向上・売上増大 → 在庫回転・流行対応 

流行発信地に本社：ｘ情報発信（事例 II） → ○人材獲得 

成長維持の組織体制：統括 MGR いないので育成 （根拠なし） 

チェック模試 管工事 23 需要の変動性：取引先拡大・人員融通・機械レンタル 

高収益理由：高付加価値工事、３K 払拭と福利 ES で Q 向上 

「随時」コスト削減：人員配置の基準作成→随時見直し→継続的改善 

受注獲得へのアドバイス：制約なし。But 与件に余剰箇所。切り分け注意。 

公開模試 酒造メーカー 33 経営合理化遅れ：法規制・参入規制・合理化必要なかった 

 

セルフ模試 

(2008OP) 

人材派遣 46 経営戦略上の要因：戦場・武器・ライバル分析(ドメイン・資源・競争優位） 

組織構造上の要因：事例 I っぽく、権限委譲・人材育成などの Keyword 

事例 I で広告？：メディアﾐｯｸｽではなく PDS で期待効果しっかり監視 

 

 



 事例 I といえば ： 経営戦略・組織構造・組織行動・人的資源管理 

 困ったら、この４つに戻って考える。 

 事例 I で問題がある ⇒ まず、組織 or 評価制度 を疑おう！ 

 例：都心にデザインセンターを設置する目的。 

 情報発信・情報収集：ありえる。でも事例 II 的だね。 

 「人材確保」が事例 I 的な目的。 

 第一問：分からない → 事例・与件に沿って何とか書く。丁寧に盛り込む。 

 「経済効果」：売上・費用・収益・効率などの増減のこと。 

 「経営戦略上」：「戦場・武器・敵」＝「ドメイン・経営資源・競争優位」 

 「組織構造上の問題」：「分権」「権限委譲」「統制範囲」など、例の△を思い出す。 

 「組織体制」：全体を見渡せる人材の育成・確保 

 子会社 →  ①親の経営資源の 大活用 → 当然、活用できる分野に進出する。 

②親の制約。戦略すり合わせに手間と時間。期限付き事前計画で回避。 

 育成 ＆ 評価 →  ① 強みの強化、弱みの補強 

② 企業価値・魅力の向上 → 新規人材の獲得 

 「要因」と言われたら⇒ 必ず因果で書く。要因だけ答えては不十分。 

 事例 I で新規事業   

⇒ 人材育成・管理者育成(両方見れる人) + 経営資源の有効活用 

⇒ 経営ビジョン・戦略との整合性、経営資源の活用可否、強みを消さない？ 

⇒ 対従業員：ビジョンの提示・必要性説明・意思決定に参加機会・納得性・ﾓﾁﾍﾞ 

 

 事例 I で「慣れないこと」をしようとしている（例：広告） 

 どういうメディアミックスで遂行するかは、広報が考える。 

 企画室は広報がやっていることを PDCA で確認するのが仕事。費用対効果。 

 事例 II の「新規事業」とは違う。事例 I であることを意識。 

 地域別構造が必ずしも悪いわけではない。今まではよかった。でも今後のｘｘに対応できない。

それを改善する。 

 早くキーワードを見つける。セルフ模試なら「大手企業対応」が今後の経営課題。 

 キーワードはマズ本文で探す。次に「抽象語」を探す。 

 改善といえば、「全体」を思い浮かべる。事例 III に限らない！ 

 権限委譲：誰に？どの権利を？ でどういう期待効果？ ← ここまで書く。 

 難しい問題：思いつかない ⇒ 与件で探す ⇒ でもない ⇒ 制約があって書けない ⇒ 思

いつかなかったら、しょうがないからそれを書く。書かないとゼロ点確定。 

 

 

 



事例 II 事故特集 

 

演習 業種 点数 事故 

直前② ベーカリー 50 主力商品のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ強化：派生商品・話題性・認知度向上・ 

直前⑥ ベビーシッター 

保育所 

49 強み：親身なアドバイス→「誰に」がないと！ 

無関連多角化の理由：リスク分散 + 顧客関係性の継続 

終② 化粧品販売 55 強み：品揃えとその「調達力」 

来店頻度向上 ＝ 離反防止 + 再購買促進 

客単価向上 ＝ 買い上げ点数 UP or 単価 UP 

ネット販売 ＝ 利便性の提供 ⇔ 来店しないのでフォロー系業務不可 

ｵﾌﾟｼｮﾝ② エステ 38 不可逆性：サービスは返品できない → 返金保証 

ポイント制：客単価向上 or 来店頻度向上が狙い 

メンズエステ：どうしてそれなのかを丁寧に T+4P で説明。 

実力養成② 緑茶販売 49 通販：関連購買期待、再購買率向上、贈答受領者が顧客に発展 

実力完成②    

実力完成⑥    

チェック模試 ペットショップ 51 収益確保要因：費用をかけずに需要増に対応 

付随サービスアドバイス：きっと与件にある（送迎バス） 

新規事業：必ずターゲットを含める！ 

公開模試 精肉業 34 プロモーション：ターゲットの意識。新規 or 既存、単価 or 頻度。 

差別化：相手を注意深く意識。相手にないものを列挙。 

セルフ模試 

(2008OP) 

登山用品 63 POS どう使う：本当に「どう使う」で悩まない→理由と効果で点取る。 

ちなみに：期間販売数量把握→適正在庫算出→在庫量減→陳列ｽﾍﾟｰｽ確保 

セルフ模試 

(2008 終) 

クリーニング 59 中価格帯を高価格帯に：その前に低価格帯を中価格帯に。 

 

 サービスの・・・ 

 不可逆性  サービスは返品できない ⇒ 品質保証・返金制度 

 無形性   サービスの可視化⇒ お試し ⇒ 安心感の醸成  

 非均一性 品質管理徹底・マニュアル化・教育訓練 

 不可分性 一度に提供できるサービスの量を増やす。機械化。増員。 

 非貯蔵性 需要量管理（オフピーク価格）・提供側の供給管理（パート） 

 変動性  DITTO 

 「POS データをどう使うか」などアイデア質問 

 逆説的だが、「どう使うか」で真剣に悩まないこと。 

 「何故？」の導入背景と「で？」の期待効果で得点する。 

 品揃え ＝ 足すもの / 引くもの / 拡充する / 縮小する 

ニーズの変化・多様性 ⇒ 迅速な把握 ⇒ 見直し・入れ替え 

 箇条書き＝ 「書き切れないからいいや」と諦めた人が負ける。捻じ込む。 

 強みの奥行を読む：「品揃えの豊富さ」 

⇒ それを支えている「調達力・仕入ルート」こそが強み 

 

 



事例 III 事故特集 

 

演習 業種 点数 事故 

直前③ チェーン 47 切り分け：熱処理段取り / 人員強化 

情報：調達先の価格・特急対応度・品質適合度・ 小ロット 

直前⑦ プラスチック成形 40 海外展開：事例 II 的に考えない。初体験。高齢化。育成不可。 

２工場： 適配置を考慮。 

終③ 産業ロボット部位 53 加工コスト上昇へのアドバイス：受注基準の整備 

海外でのメンテ：△基準作り→事後対応改め予防対応、部品の事前手配 

ｵﾌﾟｼｮﾝ③ 高周波処理加工業 50 OEM：営業不要 → 他に経営資源配分 → 開発につなげる 

品質・安全性が大事：品質を強化しましょうよ。人数注意。 

実力養成③    

実力完成③    

実力完成⑦    

チェック模試 染色加工 35 短納期対応の取組理由：外部環境変化を丹念に説明する 

関西の取引先：なぜ取引が少ないのかを丹念に説明する 

物理処理：なぜ物理処理が必要なのかを丹念に説明する 

アドバイス：なぜ開発注力が必要なのかを丹念に説明する 

公開模試 農業機器用鍛造品 17 新規取引申込：強み(直接相談とカスタム生産)を生かせない。 

140-150 字アドバイス：根拠で１０点、効果で１０点。 

中長期的成長のために：事例 III なんだから基本は研究開発。 

経営戦略上：「ドメイン・資源・競争優位」の獲得・強化 

セルフ模試 

(2008OP) 

ダンボール製造機器 40 生産面の強み：営業・受注面以外：一貫生産体制と独自技術 

経営状況踏まえて商社依存対策：経営状況で得点。 

外注への躊躇：強みを弱めないか？をまず 初に心配する。 

商社への働きかけ：既存顧客向けに買い替え需要 

セルフ模試 

(2008 終) 

   

 



 とにかく、奇をてらうな。丹念に愚直に説明しろ。それで OK だから。 

 「取引分野の拡大を果たした」 ⇒ で？ ⇒ 「景気変動に対応した」まで書こう。 

 「ｘｘを失った」 ⇒ で？それってそんなに大事？ ⇒「ｚｚに大事なｘｘを失った」 

 新規事業・海外展開を躊躇 ⇒ 両面作戦：「行けない」理由・「行かない」理由 

 不良品 ⇒ 原因の究明 ⇒ 生産へのフィードバック ⇒ 繰り返さない・継続的改善 

 期待効果までしっかり書く。 

 思いついたところで思考を止めない。他にないか、しっかり探す。 

 生産を移管する ⇒ 飽和する ⇒ 何かを縮小しなければいけない ⇒ 全体 適 

 短縮する ⇒ 何を短縮するのか、設計時間か、リードタイム全体か。 

 「強み」はその源泉までを考える。 

 技術力⇒「協力会社の協力のおかげ⇒ それを選定した調達ノウハウ」までが強み 

 「営業を強化する」では分からない。⇒「製品 B には営業が必要なのに、製品 A には営業が必

要ではなかったので、C 社には営業ノウハウがない。だから営業を強化する」 

⇒ ここまで言わないと分からない！ 社長は天然ボケ！ 

 「経験者を採用して投入する」では分からない。⇒ 競争が激しくすぐに成果を出さなければ

行けないが、C 社には営業ノウハウがない。だから経験者」 

 情報共有する。いいけど何故？ 「片方が持ってないから」、と書かないと分からない。 

 アドバイス：円滑に発注できるようにする。で？ どうするの？ ⇒ 外注費用を把握する、削減

する、まで書かないと、経営課題の解決にはならない。 

 「生産面」の強み ： QCD で考える。受注面・営業面は対象外。 

 「経営状況を踏まえ、商社への依存状況への方策を」  

⇒ 「経営状況を書けば得点あげます」というサービス問題。しっかり書く！ 

 外注への躊躇 ： セオリーは確かに「技術流出」「ノウハウ蓄積不可」 

⇒ 現場的には「強みを弱めないか」「弱みを補完できるか」を考える。 

 



＜事例 III ： 管理する情報例＞ 

 新しい材料や形状ごとの加工準備時間や段取り替え時間等の情報を管理して分析し、過去

に扱った案件等の情報を活用できる体制を整備する。＜完成演習③＞ 

 設計部員各自が持っている外注先の短納期対応力等の情報を資材部に提供して資材部を

通じた発注を可能とし、資材部への伝票処理を発注または同時に依頼する事で、外注費用の

把握を円滑に行う。＜完成⑦＞ 

 不良の内容、発生した肯定、推定される原因を記録しデータベース化することで、 終工程

のみならず、各工程での情報共有やフィードバックを可能とし、製造方法の改善活動に役立

てる。そして、歩留まりを向上させて廃棄物を削減し、処理コスト等を削減する。＜養成③＞ 

 集約化の基準として、価格のみならず、特級対応力や 小発注ロット、顧客が要求する品質

との適合度合い等の情報が必要である。＜直前③＞ 

 シミュレーションノウハウを活用して、設計や製造時に発生する問題を事前に把握し、金型設

計に反映させることで、試作品の作り直しをなくす。そのために、量産品生産で蓄積した材料

や形状ごとの強度や耐久性などの情報項目を管理する。＜直前⑦＞ 

 現地で不具合が発生した際の湿度・温度・気圧等の情報や試用期間等の情報を蓄積・分析

し、現地の状況に適した交換部品を事前に手配する。＜ 終③＞ 

 個別受注品では、営業担当者から加工部門への、加工条件等が重複する問い合わせが見ら

れる。よって、材質や加工条件等のデータを分析して共通事項等を抽出し、加工部門の解答

の手間を省いて見積もり期間の短縮を図る。＜オプション③＞ 

 

 

 

 


