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No. 年事例 設問 設問CD 問題文①制約条件 問題文②解答要求
問題文
③記述制約

問題文
④記述指示

領
域

出題領域
要求タイ

プ
タイプⅡ タイプⅢ 字数 配点

必要
得点

実施
日

得点 GAP 処理手順・結果 60点までのGAP・問題点

1 H21Ⅰ (1) H21Ⅰ(1)

F社を買収する以前のA社、およびA社に買収
される以前のF社は、それぞれW市周辺で有
力な菓子メーカーであった。和菓子・洋菓子と
いった取扱商品に違いがあるものの、

A社とF社の強みには、どのような
違いがあると考えられるか。

150字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 150 20 10 10/25 15 +5

一見わかりやすいSの比較だ
が、F社の根拠が激薄。150
字何を書くかが悩ましいが、5
で割るメソッドで落ち着いて4
センテンスを選んで抜き。
｢違いのまとめ｣は点こない前
提で読んでもらう味付け。
｢ものの｣メソッドも使用。かな
りテクニカル。

150字何を書くかの問題。解釈に
走らず、今そこにいる根拠を書き
連ねる対応がGood。

2 H21Ⅰ (2) H21Ⅰ(2)
金融機関の後押しがあったにもかかわらず、当
初、A社社長は、F社を傘下に収めることに対
して、積極的、前向きではなかった。

その理由として、どのようなことが
考えられるか。

F社が直面してい
た財務上の問題
以外で考えられる
点について、

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 理由 変化 分析 100 20 12 10/25 10 △2

経営資源の重複はあからさ
まな根拠で指摘OK。負の期
待効果の点は類推っぽくな
るので初めから点数期待し
ない

理由なので列挙できる。ただし暗
示で当てにくい変化・効果よりも現
状根拠を忠実に抜くほうが得点安
定。

3 H21Ⅰ (3) H21Ⅰ(3)

A社がF社を傘下に収めた結果、買収されたF
社の従業員に比べて、買収したA社の従業員
のモラールが著しく低下してしまった。両社の人
事構成を踏まえた上で、

その理由について、
100字以内で
述べよ。

2B 組織行動面 理由 変化 分析 100 20 12 10/25 20 +8

あからさまな制約条件により
みんな正答できる問題。人
事構成を抜いて、パート解
雇→モラールダウンの因果で
つなぐ

制約条件によりえらく簡単になった
問題。おいしくいただく。この制約
条件がなければ超難問！

4 H21Ⅰ (4) H21Ⅰ(4)

A社社長は、生産体制を見直す際に、F社出
身のベテランの洋菓子職人をA社工場の責任
者に任命した。こうした施策を講じることによっ
て、

どのような成果や効果を期待し
たと考えられるか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 理由 今後 抜き 100 20 12 10/25 5 △7
経営課題の開発体制を抜
く。この程度の対応でハズレ
ではないはず・・。

期待効果なので、経営課題抜き
でそこそこの点になる。＋αの理由
や因果の部分は当てなくて良いだ
ろ・・。

5 H21Ⅰ (5) H21Ⅰ(5)

現在、A社は、地元市場の不振と、景気低迷
に伴う大都市圏事業の縮小といった厳しい経
営状況に直面している。急速な業績回復が
期待できない中で、短期的に売り上げを増進
させるための具体的施策について、中小企業
診断士として助言を求められた。

どのような助言を行えば良いか、
150字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 類推 150 20 5 10/25 5 +0

人事組織の事例で｢短期的
売上向上策｣？絶対何か
突き抜けた解答に違いな
い、と思って後回しにして最
後に根拠抜書き。

これはムリ、2次筆記では数少ない
捨て問(正解は永遠の闇の中)。2
次口述向けか。

6 H20Ⅰ (1) H20Ⅰ(1)
A社の事業の歴史的展開を踏まえた上で、現
在のA社の強みは、どのような点にあると考えら
れるか。

A社の強みとそれを形成してきた
要因について、

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 120 20 12

7 H20Ⅰ (2) H20Ⅰ(2)
A社の取引の80％以上を占めている航空業
界の近年の厳しい状況が、A社に対しても強く
コスト削減を求めることになっている。

その背景を、A社が取り扱ってい
る商品特性の視点から、

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 OT 現在 分析 100 20 8

8 H20Ⅰ (3) H20Ⅰ(3)

収益改善に取り組む現社長は、工場長を取
締役に昇進させて権限強化を図った。それま
で料理長が掌握していた権限を工場長に移
管したことが、コスト削減にどのような効果を及
ぼしたと考えられるか。

それが及ぼす効果について、
150字以内で
述べよ。

2B 組織行動面 評価 今後 類推 150 20 10

9 H20Ⅰ (4) H20Ⅰ(4)
現社長が導入した｢シングル・ワークステーショ
ン(SWS)｣が、

生産性向上に効果を生み出す
可能性と、それを効果的に機能
させる上で必要な点について、

150字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 留意点 今後 類推 150 20 10

10 H20Ⅰ (5) H20Ⅰ(5)
一般消費市場への展開というA社の新規事
業開拓の成否について、中小企業診断士とし
て意見を求められた。

この新規事業が｢成功すると思
う｣か｢失敗すると思う｣かを明確
にして、その立場から、

理由を100字
以内で述べ
よ。

1B 事業構造 理由 変化 分析 100 20 10

11 H19Ⅰ (1) H19Ⅰ(1)

バブル経済崩壊後、10年以上にわたって続い
た長期景気低迷も、2003年以降回復傾向に
ある。A社もそうした景気回復を追い風に業績
を改善しつつある。しかし、活況を取り戻しつつ
あるとはいえ、今日の消費市場は、以前にも
増して不透明さや複雑さが高まっている。

A社が事業を展開している宝飾
品市場は、どのような不透明さ
や複雑性を抱えていると考えら
れるか。

100字以内で
答えよ。

1A 環境分析 OT 現在 類推 100 10 5 3 △2
根拠見当たらない。一般的
知識に根拠を混ぜて記述

とりあえず点は狙わない。出題意
図を確認する。1問目撹乱狙い？

12 H19Ⅰ (2) H19Ⅰ(2)
A社は、主に百貨店やショッピングセンター内の
インストアショップによる店舗展開を行ってきた。

路面店と比較して、インストア
ショップによる店舗展開のメリット
とデメリットについて

150字以内で
答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 150 15 5 8/18 12 +7
知ってる問題なので方向性
＋根拠とも○。

現行戦略の評価。後の組織上の
問題点指摘とつながる。全体像
捉えてから書き出すこと。

13 H19Ⅰ (3) H19Ⅰ(3)
A社の唯一の直営路面店は、2005年に開店
した。

この店舗のA社の事業展開にお
ける戦略的位置づけと、それを
達成するために必要だと思われ
る施策について、

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 8 8/18 8 +0
強み根拠＋分析。類推まで
の飛躍はなし

これも組織問題の前振り。問題の
作り方・並べ方のクセを意識してお
く。

14 H19Ⅰ (4)1 H19Ⅰ(4)1

A社が行った従業員の意識や満足度の調査
結果について、以下の設問に答えよ。
(1)一般的に、高級ブランドを取り扱っている店
舗の従業員の満足度は、それよりも低い位置
づけにあるブランドを取り扱っている店舗の従
業員の満足度よりも高いと考えられる。しか
し、A社では、高級アクセサリーのXブランドのみ
を取り扱っている店舗の従業員の満足度が相
対的に低い傾向を示している。

なぜ、そうした傾向がみられるの
かについて、

100字以内で
説明せよ。

2B 組織行動面 理由 現在 分析 100 15 8 8/18 8 +0
知ってるので○。派遣社員
→給与・待遇面の不満。

根拠の与え方→分析・因果の
持って行き方をしっかり復習。

15 H19Ⅰ (4)2 H19Ⅰ(4)2
(2)直営店に比べてインストアショップの従業員
の満足度が、相対的に低い傾向を示してい
る。

なぜ、そうした傾向がみられるの
かについて、

100字以内で
説明せよ。

2B 組織行動面 理由 現在 分析 100 15 8 8/18 8 +0
明示の根拠｢責任権限の委
譲不足｣で解答。

TAC模範解答がなぜそうなるの
か、再度理解にトライ。

16 H19Ⅰ (4)3 H19Ⅰ(4)3

(3)社歴の長い従業員の満足度が社歴の短い
従業員の満足度より低くなる大きな理由は、
自分自身の将来像やキャリアに対する不満
と、上司に対する不満である。中でも、上司に
対する不満が、インストアショップで相対的に高
いことがわかった。

不満の原因とそれを解消するた
めに取るべき施策について、

中小企業診断士
として、どのような
アドバイスをする
か。

100字以内で
答えよ。

2B 組織行動面 提示 変化 類推 100 15 5 8/18 5 +0 類推は無理だ・・。
類推は無理。根拠入れ込んで方
向性はぼかして、ぱっとしない解答
でしがみつく。

17 H19Ⅰ (5) H19Ⅰ(5)

A社は、年間約6億円の売上をあげているにも
かかわらず、営業利益は1,600万円で、売上
高営業利益率は3%以下である。今後、A社の
収益構造を改善していくためには、

どのような施策を講じていくべき
か。

中小企業診断士
としてアドバイスす
る具体的施策に
ついて、

100字以内で
答えよ。

1B 事業構造 提示 変化 類推 100 15 5 8/18 3 △2 類推だからあきらめ。

与件中の経営課題＋設問で得ら
れた問題点を重ねると、誰もが納
得するすばらしい模範的な戦略が
提示できる。この領域に何人たどり
着くか？

18 H18Ⅰ (1) H18Ⅰ(1)
中堅化学メーカーの子会社であるA社にとっ
て、

子会社であることの強みとして、
どのような点を考えることができる
か。またその弱みとして、どのよう
な点を考えることができるか。

強みを(a)欄に、弱
みを(b)欄に、

それぞれ100
字以内で述
べよ

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100X2 30 16 8/23 12 △4
根拠で得点。方向感まで読
み取っていない。

事例Ⅰ問1は後の問題の前振りと
なる。後から戻って編集する方法
も検討。

19 H18Ⅰ (2)1 H18Ⅰ(2)1

A社の掲げた｢売上高400億円、営業利益率
3%｣という経営ビジョンを実現していく上での事
業展開について次の設問に答えよ。
(1)A社が掲げた売上高400億円というビジョン
を実現する上で、海外事業展開は極めて重
要である。しかし、海外事業展開は緒についた
ばかりで、現在はすでに開設している東南アジ
アと中国華南地域の2拠点に加えて、新たな
営業拠点を数カ所開設するといった初期段階
である。今後、ビジョン実現に向けて事業拡大
していくためには、

海外営業拠点をどのように発展
的に活用していくことが考えられ
るか。

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 類推 100 15 5 8/23 5 +0
戦略提示は難しい。それらし
い根拠だけかろうじてカスる。

20 H18Ⅰ (2)2 H18Ⅰ(2)2

(2)事業の独立性が高まりつつあるとはいえ、親
会社との取引額が40％を占めるA社にとって、
親会社の意向は無視することのできない重要
な要因である。事業の集中と選択を進めてい
る親会社の動きに対して、A社はどのような事
業展開を模索することができるか。

その可能性について、
100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 類推 100 15 5 8/23 6 +1 根拠で部分点。
現状の説明が冗長。構成要素要
見直し。どこにマス目を多く割り付
けるか

21 H18Ⅰ (3)1 H18Ⅰ(3)1

従来型商社機能に加えて、新しい事業展開
を推進していくことは、経営ビジョンの達成にとっ
ても、また今後継続的に成長を実現していく
上でも重要である。それに関連して、次の設問
に答えよ。
(1)下図は、A社の現在の組織図である。
急速に変化する経営環境の中で、A社が新し
い事業展開を推進していく上で、

現在の組織にはどのようなデメ
リットがあるか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 SW 現在 分析 100 15 5 8/23 5 +0 組織の読み取り。 知らないと難しい。

22 H18Ⅰ (3)2 H18Ⅰ(3)2
(2)A社が新しい事業展開を推進していく上
で、

今後、どのような組織を構築し
ていくことが望ましいか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 類推 100 15 5 8/23 5 +0
結論だけ○。根拠や因果は
全×。

結論を先だしして読みやすさUP
｢商品別事業部制｣を採用する。
ただし確度が高ければの話。

23 H18Ⅰ (4) H18Ⅰ(4)

2004年6月に成立した改正高年齢者雇用安
定法に対応するために、A社では、2006年4月
から再雇用制度を採用した。確かに、少子高
齢化の中で、豊かな経験を持つ高年齢者の
活用は、社会的に意味のあることであるし、企
業にとっても貴重な経営資源の活用である。し
かし、その反面デメリットもある。

A社にとって、再雇用制度がもた
らすデメリットについて、

100字以内で
述べよ。

3C 雇用管理 SW 今後 知識 100 10 5 8/23 空白。 出題意図の確認

24 H17Ⅰ (1) H17Ⅰ(1)

A社のように、インターネットや携帯電話を活用
したWebビジネスは、これまで製造業が展開し
てきたビジネスモデルとは、少なからず違いがあ
る。

経済効果から見て、その違いを
100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 SW 現在 抜き 100 10 5 8/24 10 +5 1次試験の知識、用語。
１次知識が問われらラッキー。ス
トックしておいたネタを正確に使う。

25 H17Ⅰ (2) H17Ⅰ(2)
携帯電話を活用したWebビジネスの急拡大と
いう追い風は、A社の事業を急速に成長させた
第一の要因である。

それ以外に、A社の強みとして、
どういった要因を考えることができ
るか。その要因について、

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100 15 8 8/24 6 △2 根拠読み取り不足
ちゃんと抜く。表現はそのままで、お
団子1個のちょっとした味付け心遣
い。

26 H17Ⅰ (3)1 H17Ⅰ(3)1

社員の声なき声を反映し、3億円を超える売
上高に見合った企業を作り上げたいというA社
社長の考えから、A社は、様々な管理施策を
取り入れた。しかし、それ以降、社員の意識は
変化し、反対にモラールが低下しているように
思われた。

(1)そうした社員の意識変化が生
じる可能性について、その理由を

100字以内で
述べよ。

2B 組織行動面 理由 変化 分析 100 15 7 8/24 6 △1 必要最低限の抜きはOK。
暗示の根拠を(類推で)示せるかど
うか。

27 H17Ⅰ (3)2 H17Ⅰ(3)2
(2)設問1のような事態を回避す
るためには、どういった点に留意
すべきか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 留意点 変化 分析 100 15 9 8/24 6 △3 組織面を意識ができてきた。 解答構成を見てネタストック。

28 H17Ⅰ (4) H17Ⅰ(4)

設立間もない規模の小さなベンチャー企業に
評価制度を新たに導入する場合、いくつかの
障害が考えられる。A社社長は、個人の成果
に連動した賃金制度を模索しているが、いまだ
その導入を逡巡している。

その理由を、事例から類推して
100字以内で
述べよ。

3B 賃金管理 理由 変化 類推 100 15 9 8/24 6 △3
組織面からの解答要素の書
き込みがまだ少ない。

ここで点差つけに来ている。要対
策。
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29 H17Ⅰ (5)1 H17Ⅰ(5)1

市場環境変化の追い風に乗って、創業期を
順調に成長してきたA社が、今後継続的に事
業を拡大していくためには、経営管理制度の
導入や事業拡大策をとることが求められる。
(1)ベンチャー企業の経営者として、次なる成
長を実現していく上で、経営管理制度の導入
に当たって、どういった点に留意すべきか。

留意すべき点を
100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 留意点 変化 類推 100 15 6 8/24 5 △1
類推ムリ。なんとか組織っぽ
い用語で部分点。

事例Ⅰ類推問題は確認点多い。
①そもそも点差がつくのか
②現実的な対応は何か
早めにつかみ、判断。重点強化ポ
イント。

30 H17Ⅰ (5)2 H17Ⅰ(5)2
(2)Webビジネスを継続的に展開していく上で
留意すべき制約条件には、どういったことが考
えられるか。

制約条件として考えられる点を3
点、

それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 事業構造 留意点 変化 類推 30x3 15 6 8/24 0 △6 方向性全くダメ。
模範解答と他人の解答を参考に
し、現実的な対応のレベル感を早
くつかむ。

31 H16Ⅰ (1) H16Ⅰ(1)
これまでのA社の事業の盛衰は、情報通信技
術の進展と普及に大きな関わりがある。

フォーム印刷参入以降のA社の
フォーム印刷事業の業績と情報
通信技術との関連について、

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100 10 7 8/27 5 △2 ｢盛｣のみ指摘。
｢盛衰｣であれば、盛・衰の2つの切
り口を準備するくらいのセンスが不
可欠

32 H16Ⅰ (2) H16Ⅰ(2)
図に示すように、A社は、多くの中小企業と同
様に、売上の多くを一部の主要顧客に依存す
る傾向にある。

こうした事業構造のデメリットを3
点

それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 事業構造 SW 現在 抜き 30x3 15 9 8/27 10 +1
抜きはOK。丁寧な抜きと記
述でしっかり得点。

抜きタイプの問題は確実に取れ
る。与件に忠実な抜きで失点リス
ク回避。

33 H16Ⅰ (3) H16Ⅰ(3)

近年のA社の業績不振の要因として、第1問
で検討されたような情報通信技術の進展とい
う技術的要因、あるいは、第2問で検討された
ような主要顧客依存の事業体制を指摘する
ことができる。

これらの要因以外に、A社の業
績不振を加速化していると思わ
れるA社の組織的要因を、

100字以内で
具体的に延べ
よ。

2B 組織行動面 理由 現在 類推 100 20 8 8/27 5 △3 そこそこ書いたつもりだが？
TAC模範解答はかなりの突き抜け
度。やはり類推タイプへの対応度
の見極め重要。

34 H16Ⅰ (4) H16Ⅰ(4)
業績不振が続く中で、コストに占める人件費
の割合が大きくなっている。

A社社長に、高人件費体質の
早急な解決策を相談された場
合、中小企業診断士として、ど
のようなアドバイスをするか。

100字以内で
具体的に述べ
よ。

3B 賃金管理 提示 変化 分析 100 20 10 8/27 6 △4
人件費削減策の持ちネタ少
ない。

最近のトレンドを確認。古めのネタ
も一応予備でストック。

35 H16Ⅰ (5)1 H16Ⅰ(5)1

業績不振を解消しA社の存続を確保するため
に、人件費を含めた大幅なコスト削減を進め
る一方で、A社社長は、同社の事業構造を変
革することを決心した。中小企業診断士として
アドバイスを求められたとき、どのようなアドバイ
スをするか。以下の設問に答えよ。

(1)既存のフォーム印刷事業を、
どのように変革していくべきかにつ
いて、その理由や根拠を明らか
にして、

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 10 8/27 8 △2
わかりにくい点をぼかして書い
た。それはそれでOK。

事例に共通した戦略｢既存顧客
維持｣＋｢新規顧客獲得｣は、使
いまわしの利く便利なアドバイス。

36 H16Ⅰ (5)2 H16Ⅰ(5)2
(2)A社が新事業開拓を進めて
いく場合、どのような点に留意す
べきかについて、

100字以内で
具体的に述べ
よ。

1B 事業構造 留意点 変化 類推 100 20 10 8/27 6 △4 組織面を重視した解答。
突き抜けた提示が要求？現実的
な対応として、組織のそれっぽい提
案は盛り込む。

37 08模Ⅰ (1) 08模Ⅰ(1)
A社の事業は、携帯電話用のソフトウェアの開
発であるが、今後、経営環境については一層
不透明性が増すと思われる。

携帯電話業界が抱えている不
透明性について、

100字以内で
答えよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 100 15 8 8/31 6 △2
根拠を抜き。｢不透明性｣の
言及は難しい。

事例Ⅰ問1は何か突き抜けたもの
が解答の可能性。無理な深追い
はせず、50点目指した安全運転
でスタート。

38 08模Ⅰ (2) 08模Ⅰ(2)

A社がこれまで順調に事業を拡大できた要因
には、A社製品が世界市場で最も大きなシェ
アを持つ韓国の携帯電話ハードメーカーに採
用されたことが挙げられる。

それ以外にA社が事業を拡大で
きた要因を、

事例から類推して
100字以内で
答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 類推 100 20 12 8/31 11 △1
与件の怪しい根拠を拾い、
ちりばめてつなぐ。

与件に忠実にいけば確実に部分
点GET。

39 08模Ⅰ (3)1 08模Ⅰ(3)1

A社が予定しているアプリケーションソフトの開
発企業への資本参加について、以下の設問に
答えよ。
(1)今後、A社では、機関投資家からの資金を
元手に、多くのアプリケーションソフトの開発企
業への資本参加を行っていく予定であるが、

その理由について
100字以内で
説明せよ。

1B 事業構造 理由 変化 分析 100 15 8 8/31 11 +3
理由うまらないので、引き延
ばして埋めた。

理由は何か因果でつなぐ。文字が
あまった分は失点覚悟。周囲がそ
れをできているかの見極め意識が
大切。
周囲ができるものは自分もやる

40 08模Ⅰ (3)2 08模Ⅰ(3)2
(2)今後、A社がアプリケーションソフトの開発企
業への資本参加を積極的に推進していく上
で、どういった点に留意すべきか。

考えられる留意点について
100字以内で
説明せよ。

1B 事業構造 留意点 変化 分析 100 15 7 8/31 5 △2 一般知識でいくつか書く。

留意点タイプは知識書かされる場
合があるので、切り口知識をつかっ
て記入内容増やす。必ず＋の方
向性でアドバイス。

41 08模Ⅰ (4)1 08模Ⅰ(4)1

創業期を順調に成長してきたA社であるが、
現在展開している携帯電話用のミドルウェアの
開発事業の強化を図るとともに、次なる成長
段階への移行に向けた組織体制の整備が必
要となる。これらに関して次の設問に答えよ。
(2)携帯電話用のミドルウェア開発事業の強化
を図る上で、現在のA社の組織運営上の問
題点は、どういった点にあると考えられるか。

問題点を
120字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 120 20 12 8/31 5 △7 (1)と(2)で根拠行ズレ発生。
根拠行ズレ発生は良い収穫。ズ
レの原因と解消策をストック。

42 08模Ⅰ (4)2 08模Ⅰ(4)2
ミドルウェア開発事業の強化を図り、次なる成
長を実現していく上で、

組織体制を整備するにあたっ
て、

中小企業診断士
としてどのようなア
ドバイスをするか。

100字以内で
答えよ。

3A 評価・育成 提示 変化 類推 100 15 7 8/31 3 △4 (1)と(2)で根拠行ズレ発生。
根拠行ズレ発生は良い収穫。ズ
レの原因と解消策をストック。

43 09模Ⅰ (1) 09模Ⅰ(1)

近年、需要の低迷を始めとする経営環境の
大きな変化が見られるものの、産業としての長
い歴史を持つ清酒製造業の大きな特徴の1つ
として、相対的な経営合理化の遅れが指摘さ
れている。

その考えられる理由について、
100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 100 20 12 9/6 8 △4
抜いたつもりだが何か抜けて
る

抜けたもの、抜けた理由を再チェッ
ク
→事例Ⅰなら抜き50%でもOKか。

44 09模Ⅰ (2) 09模Ⅰ(2)

A社が所在するX市は、古くから多くの酒蔵が
存在し、現在に至っている。このように個別産
業に属する企業が特定の地域に集中している
ことは、中小企業にとって、一定のメリットをもた
らしたと考えられる。

その内容について
100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 100 20 12 9/6 8 △4
抜いたつもりだが何か抜けて
る

抜けたもの、抜けた理由を再チェッ
ク

45 09模Ⅰ (3) 09模Ⅰ(3)
現在、A社は中堅の酒造メーカーとしての地位
を確保している。地域の小規模な酒蔵に過ぎ
なかったA社が、

現在の地歩を固めることができた
理由について、

150字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 150 20 12 9/6 15 +3
ほぼパーフェクトな抜き。
OK。

あとどこが足りないかを確認。

46 09模Ⅰ (4) 09模Ⅰ(4)
来年度よりA社では、常時、工場を一般に開
放し、製造工程を公開する予定である。この
製造工程の一般への公開は、

A社にとって今後、どのような効
果があると考えられるか。その期
待効果について、

150字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 今後 分析 150 20 8 9/6 5 △3
期待効果の方向性がズレ。
これでは点がでなくて当然

期待効果の作り方のプロセスを確
認。

47 09模Ⅰ (5) 09模Ⅰ(5)
A社が今後、経営効率を高める
ためにはどのようなことに留意す
べきか。

理由や根拠を明
らかにして、

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 留意点 変化 分析 100 20 5 9/6 2 △3
方向性全くダメ。
経営効率と言われて、何を
答えるかの準備が不足。

このタイプが不得意と気づく。処理
プロセスを確認

48
集中①
Ⅰ

(1) 集中①Ⅰ(1)
アパレル業界は極めて中小企業性が高い業
界であると言われている。

その理由について
100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 100 10 7 9/7 7 +0
抜き。要素を一つ落とした
が、このレベルで一旦OK。

抜く要素は多目に準備して絞るほ
うがヒット率↑

49
集中①
Ⅰ

(2) 集中①Ⅰ(2)
これまで順調に成長を続けてきたA社である
が、

A社の強みとして、どういった要
因を考えることができるか。その
要因について、

80字以内で2
つ述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 80x2 20 12 9/7 3 △9
2つの切り分け方悪い。大失
点。

時間なくて焦った。時間かけて複
数解答候補作ってから選ぶプロセ
スを入れたい。

50
集中①
Ⅰ

(3) 集中①Ⅰ(3)
現在のA社は複数のブランドを展開している
が、

こうしたA社の事業構造上のメ
リットについて

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 評価 現在 分析 100 20 12 9/7 13 +1 やや知識よりで、ヒット。 知識のフレームは用意しておく。

51
集中①
Ⅰ

(4) 集中①Ⅰ(4)

現在のA社の経営上の問題点
はどこにあると考えられるか。ま
た、そのような事態を解消してい
くための対応策としてどのようなも
のが考えられるか。

問題点を(a)欄
に、具体的な対
応策を(b)欄に、

それぞれ80字
以内で述べ
よ。

2A 組織構造面 評価 変化 分析 80 20 12 9/7 11 △1

知識フレームの準備が不十
分。抜きに走ったので、やや
稚拙な印象。バランスどうす
るか・・。

経営上の問題点→読んだ瞬間に
構成フレームを作れる状態へ。
※収益の悪化、売上の低迷、コス
ト高・・etc.

52
集中①
Ⅰ

(5)1 集中①Ⅰ(5)

既に3ブランドを展開し、順調に事業を拡大し
てきたA社であるが、今後も変化の激しいアパ
レル業界の市場特性に対応し、持続的な成
長を図るためには、新たな経営管理面や人的
資源管理面での対応が必要となる。

(1)今後、A社としてどのような経
営管理制度を構築してくことが
望ましいか、

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 8 9/7 7 △1
これも抜き。抜きだけだとコン
サルっぽくないなぁ。

抜く部分と知識フレームで暗示を
射当てる分の点数構成を考える。
↑イイね！

53
集中①
Ⅰ

(5)2 集中①Ⅰ(5)2
(2)今後のA社の人的資源管理
上の課題について、

100字以内で
述べよ。

3A 評価・育成 評価 変化 分析 100 15 8 9/7 3 △5
｢マネジメント人材｣根拠使え
なかった。

パイプつなぎの効果は○。根拠
push→どこにつかうかを考える時
間を十分確保すること。

54
養成①
Ⅰ

(1) 養成①Ⅰ(1)

近年、先行する企業が機能面で優れた製品
を開発・製造しても、継続的に高い収益を獲
得することが難しくなっているという事実が指摘
されている。

その背景について市場特性の視
点から

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 100 15 10 9/17 6 △4
抜きなんだけど、A社と業界
を取り違え。

解答要求→解答構成要素テンプ
レの精度UP
つまり、何を聞かれたら、どう答える
か。これ外しちゃイカン。

55
養成①
Ⅰ

(2) 養成①Ⅰ(2)
現在のA社の事業上の強みとして、超微粉砕
技術力を挙げることができる。創業以来A社が
超微粉砕技術力という

強みを強化できた要因について 事例から類推し、
150字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 150 20 10 9/17 10 +0
時間足りないので、一旦後
回し。

類推といわれて身構えたが、単に
抜き＋分析を要求しているタイプ。
ふぅ

56
養成①
Ⅰ

(3) 養成①Ⅰ(3)
1990年代後半に市場環境の変化により減収
減益を余儀なくされたA社であるが、数年間で
この低迷期を脱することに成功した。

その理由について、
100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 SW 現在 分析 100 15 8 9/17 7 △1
理由タイプは抜き＋分析
で。

根拠はあっているが、そこから1～2
段階上の解釈が解答要求。対応
保留。

57
養成①
Ⅰ

(4) 養成①Ⅰ(4)

事業拡大のチャンスを捉えようと、2､3年ほど前
よりA社では中途採用を中心に営業担当者を
大幅に増員している。しかしながらA社社長が
期待するだけの受注の増加には至っていない
のが現状である。

十分な受注の増加に至っていな
い組織的要因と取るべき施策に
ついて、

150字以内で
具体的に述べ
よ。

2A 組織構造面 理由 変化 分析 150 20 12 9/17 13 +1
答え知ってるから、組織・人
事のフレームで丁寧に因果と
編集。

答え知っていてもピタリ編集は難し
い。知らなくても根拠であたる。そ
れだけ根拠使うのが有効と認識。

58
養成①
Ⅰ

(5)1 養成①Ⅰ(5)

現在A社の開発部門には、営業部門や、ユー
ザー企業より様々な製品改良の要望が持ち
込まれている。また新たな事業の柱として消費
財事業を展開していくことを検討している。それ
らの対応について以下の質問に答えよ。
(1)現在A社の開発部門に持ち込まれている
製品改良への要望への対応について、

中小企業診断士としてどのよう
なアドバイスをするか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 7 9/17 7 +0
ピタリ当たらない前提で、現
状＋変化＋今後フレームで
取りに行く。もう数点欲しい

下手なこと書き込むと全滅するパ
ターン。エグチフレーム根拠重視で
ここは安全運転。

59
養成①
Ⅰ

(5)2 養成①Ⅰ(5)
(2)A社が今後、新たな事業の柱として消費財
事業を展開していくにあたって、

中小企業診断士としてどのよう
なアドバイスをするか。

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 7 9/17 3 △4
上に同じ。結果として根拠な
し突き抜け解答だったので、
根拠の部分点3点のみ。

このタイプは点くれる解答、くれない
解答のパターンが読めない。時間
かけずにいつもの定食メニューで処
理がFA。

60
集中⑤
Ⅰ

(1) 集中⑤Ⅰ(1)
化粧品メーカーであるa社との親密な関係は、
創業期のA社の経営に一定のメリットをもたら
したと考えられる。

a社との関係によるA社のメリット
について、

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100 15 8 9/28 7 △1
根拠は抜けたが、使い方の
ニュアンスがちょい違う。

根拠の対応、抜きはOK。記述力
フフェーズで力を磨く

61
集中⑤
Ⅰ

(2) 集中⑤Ⅰ(2)

1990年代以降のA社の業績不振の原因とし
て、市場環境の変化を指摘することができる。
それ以外にA社の業績不振を加速したと考え
られる

A社の組織的要因を 2つ、
それぞれ80字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 80x2 20 10 9/28 4 △6
2つの切り分けが難しい。得
点可能性低いと考え、後回
し。

戻ってくる形で正解。模範解答と
比較。

62
集中⑤
Ⅰ

(3)1 集中⑤Ⅰ(3)

当面の経営危機を脱した現在のA社は、それ
ぞれの顧客にあった商品ミックスの提供やリテー
ルサポートをA社主体で行っていくことで収益の
拡大を図ろうとしている。さらに各メーカーの
SCMへの早急な対応も現在のA社の重要な
戦略要因となっている。これらに関連して、次
の設問に答えよ。

(1)下図は、A社の組織図であ
る。現在のA社の組織構造上の
問題点はどういった点にあると考
えられるか。

100字以内で
(a)欄に述べ
よ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 7 9/28 7 +0
組織編成基準が混在、は
知識で○。そこそこ根拠並べ
て部分点

言いたいことは合ってるが表現に磨
ける余地あり。
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必要
得点

実施
日

得点 GAP 処理手順・結果 60点までのGAP・問題点

63
集中⑤
Ⅰ

(3)1 集中⑤Ⅰ(3)1

また、A社が現在の経営方針を
推進していく上で、今後、どのよ
うな組織を構築していくことが望
ましいか。

100字以内で
(b)欄に述べ
よ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 6 9/28 0 △6
商品別事業部制⇔顧客担
当制で悩む。どうも商品に振
れるクセがあるので悩ましい

出題パターンを整理。パターン化
＋知識でのその場判断で対応。

64
集中⑤
Ⅰ

(3)2 集中⑤Ⅰ(3)
(2)A社が現在の経営方針を、(設問1)で解答
した組織構造の変革によって実施していくうえ
で、

どのような点に留意すべきか。
100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 20 8 9/28 0 △8
設問(1)が取れないとあたる
訳ない。時間も足りずギブ
アップ

ロジックをトレース。

65
集中⑤
Ⅰ

(4) 集中⑤Ⅰ(4)
変化の激しい市場環境に対し、今後、A社が
持続的に成長するための

留意点について、 理由とともに
100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 5 9/28 0 △5

突き抜け解答を予想。とりあ
えず根拠並べてみた。フタを
開けたらやっぱり突き抜けて
いた

本番でピタリ当てるはムリ。ロジック
をトレースしてネタ帳追加で。

66 MC3Ⅰ (1) MC3Ⅰ(1)
A社は、独立系専門商社として、今日まで比
較的順調に成長してきた。

その成長要因について
100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100 15 8 9/29 8 +0 抜き まずまずHIT

67 MC3Ⅰ (2) MC3Ⅰ(2)

A社はこれまで、積極的なプロジェクトの提案と
推進を奨励し事業化につなげてきた。しかし最
近は、プロジェクトの提案件数などが減少傾向
にあり、事業拡大の勢いが低下していると経営
者は感じている。

このことに関連して事例文から類
推される組織的な原因と、それ
を改善する施策について

100字以内で
説明せよ。

2B 組織行動面 SW 現在 類推 100 15 6 9/29 4 △2 ？ ？

68 MC3Ⅰ (3) MC3Ⅰ(3)

A社は、目標売上高450億円、目標営業利
益率4%といった経営ビジョンを定め、達成のた
めの事業展開の一つとして、受託生産を積極
的に引き受け、付加価値を高めるといった｢
メーカー機能｣の強化を考えている。そこで、
メーカー機能を段階的に強化していくための

具体的な展開方法について、
100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 8 9/29 3 △5 ？ ？

69 MC3Ⅰ (4)1 MC3Ⅰ(4)1
A社が検討しているメーカー機能の強化に関
連し、以下の設問に答えよ。
(1)メーカー機能を強化していくにあたって、

現在のA社の組織・人事面には
いかなる問題があると考えられる
か。

150字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 150 15 8 9/29 8 +0 抜き まずまずHIT

70 MC3Ⅰ (4)2 MC3Ⅰ(4)2 (2)(設問1)で指摘した問題点に対して、
組織面でどのような施策を講じ
ることが有効と考えられるか。

150字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 8 9/29 5 △3 ？

71 MC3Ⅰ (4)3 MC3Ⅰ(4)3 (3)(設問1)で指摘した問題点に対して、
人的資源管理の面からどのよう
な施策を講じることが有効と考え
られるか。

100字以内で
述べよ。

3A 評価・育成 提示 変化 分析 100 15 7 9/29 8 +1

72 MC3Ⅰ (5) MC3Ⅰ(5)

A社はこれまで、海外の協力工場で部品を生
産し納品するといった事業を時々行っている
が、今後は、部品をアセンブルした半製品や製
品を製造する事業を積極的に増やしていくこと
を考えている。しかし、このような事業は技術流
出のリスクを伴っている。そこで、

技術の流出防止のためには、ど
のような点に留意することが必要
か。

3つ、
それぞれ20字
以内で示せ。

1B 事業構造 留意点 変化 分析 20x3 10 5 9/29 0 △5 知識？
無茶言うなよ。
根拠で考えず点が取れることは確
認OK。

73 OPTⅠ (1) OPTⅠ(1)

これまで企業の資本力に比例して収益力が
高くなると考えられてきたが、近年、必ずしもこ
のことが該当しないケースが多く見られるように
なった。

その背景について、 事例から類推して
120字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 120 20 10 10/3 4 △6
資本力が大きい＝規模の経
済で解答編集

根拠の薄い知識問題でしかも一
部突き抜け。事例Ⅰの問1は後回
し

74 OPTⅠ (2) OPTⅠ(2)
現在のA社の強みは、どのような点にあると考
えられるか。

A社の強みとそれを形成してきた
要因について、

120字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 120 20 10 10/3 7 △3
強みとその要因ね、よくあるタ
イプと思って丁寧に抜き。

解答制約が甘く、どこが強みか特
定しにくい意地悪問題。制約甘い
＝難問＝得点期待値低いスイッ
チ

75 OPTⅠ (3)1 OPTⅠ(3)1

A社の営業利益率は1%強と業界平均を上回
るものの、他の小売業態と比較して十分なも
のとは言い難い状況である。この点について
は、書店業界全体にかかわる外部的な要因
もあるが、A社に特有の要因を指摘することが
できる。これについて、下記の設問に答えよ。
(1)近年、A社の営業利益率が低い水準で推
移していることに関して、

A社内部に起因する要因として
どのようなことが考えられるか。そ
の可能性について、

120字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 120 20 10 10/3 8 △2

店舗がバラバラに動くことの
非効率さを指摘。字数ある
ので要因を抜き・列挙。結
果的にこの列挙で点数カスッ
た感。

｢可能性｣なので、とにかく考えられ
るものをなるべく忠実にマス目に押
し込む。

76 OPTⅠ (3)2 OPTⅠ(3)2
(2)A社が設問1で検討した低収益の要因を解
消し、さらに今後収益性を高めていくために、

中小企業診断士としてどのよな
アドバイスをするか。

150字以内で
具体的に述べ
よ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 150 20 10 10/3 8 △2
(1)が当たることが前提なの
で、あまり深く考えず、与件
分からとにかく抜き。

怪しい根拠をモレなくダブって使う
安全策。後回しでOK。

77 OPTⅠ (4) OPTⅠ(4)

従来からの消費者の活字離れが進む一方
で、近年は出版・書店を巻き込んだ大きな経
営環境の変化が見られ、A社社長は新たな経
営戦略の策定に着手することにした。今後、A
社のような書店が事業を継続していく上で、既
存業者の動向のほかに、どのような外部的な
競争要因に着目すべきか。

着目すべき競争要因について考
えられる事項を

3点、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 OT 今後 抜き 30x3 20 14 10/3 11 △3

｢既存業者～｣で5 forcesバ
レバレなので遠慮なく使う。
ただ知識問題と思い込んで
与件使いに行かなかった。

5 foecesはいろいろな場面で使え
る。ただし知識問題でも与件根拠
(表現)優先であることを忘れない。

78
8最終
Ⅰ

(1)1 8最終Ⅰ(1)1
A社の展開する半導体ビジネスの経営環境に
ついて、次の設問に答えよ。

(1)A社のような独立系の半導体
商社のメリットは、どのような点に
あるか。

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 100 15 8 10/11 8 +0
要求解釈に向き合わず根
拠pushのテク依存で行ズレ
事故

Ⅰにしては珍しく根拠多数。根拠
なしとの思い込みキケン。

79
8最終
Ⅰ

(1)2 8最終Ⅰ(1)2
(2)半導体商社が構造的に抱え
る事業リスクについて

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 100 15 8 10/11 6 △2
↑に同じ。問題点の把握の
時点からおかしい。

Ⅰにしては珍しく根拠多数。根拠
なしとの思い込みキケン。

80
8最終
Ⅰ

(2) 8最終Ⅰ(2)

A社のこれまでの事業拡大要因として、半導
体市場の拡大という市場環境要因、あるいは
第1問(設問1)で検討されたような経営形態上
の要因を指摘することができる。これらの要因
以外に

A社が事業拡大することができた
要因を、

100字以内で
具体的に述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 100 15 9 10/11 9 +0
根拠抜きで仕入に注目でき
たことは○。合格ラインで点
差はつかない。

残り半分くらいは何か突き抜けてる
ので、確実なところを正しく抜いて
団子レースへ。

81
8最終
Ⅰ

(3)1 8最終Ⅰ(3)1

現在の激しい経営環境の変化のなかで、今
後、A社が経営効率化を実現しつつ半導体
事業の拡大を図っていくためには組織構造の
整備が課題となる。

(1)現在のA社の組織構造には、
どのようなデメリットがあるか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 100 15 8 10/11 6 △2
デメリット探しにいくが、あれこ
れ考えすぎて抜き・指摘に失
敗。絞り込む勇気。

範囲広げすぎても上手く指摘でき
ない、広い⇔狭いのバランス感覚
を磨く。

82
8最終
Ⅰ

(3)2 8最終Ⅰ(3)2
(2)A社が経営効率化を実現しつつ半導体事
業の拡大を図っていくためには、今後、

どのような組織を構築していくこと
が望ましいか。

120字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 120 20 10 10/11 5 △5

マーケティングに振ったが、点
がくるのは購買。設問ナン
バー対応づけの時点でミスっ
てる。

怪しい根拠は2度使う。根拠ありの
簡単なときもきちんと意識。

83
8最終
Ⅰ

(3)3 8最終Ⅰ(3)3
(3)A社が今後、持続的に半導体事業を拡大
していくにあたり、(設問2)で検討した組織構造
面以外に、

どのような留意点が考えられる
か。

3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

3A 評価・育成 留意点 変化 類推 30x3 15 5 10/11 0 △5 知識っていうか、空振り。
もういいや、となりがちだが、しがみ
つきで点取りに行く姿勢。

84
8直⑤
Ⅰ

(1) 8直⑤Ⅰ(1)

A社は1980年代の海外進出にあたり、総合商
社a社との合弁による海外子会社を設立し
た。A社のような中小の部品メーカーにとって、
単独での海外進出と比較して、

商社との合弁にはどのようなメ
リットがあると考えられるか。

そのメリットを3点、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 類推 30x3 15 8 10/13 5 △3

根拠が3ついるので、それらし
く抜き。
根拠2つは販売面でまとめ、
残り1つは類推？そりゃムリ。

現状の抜き対応でOK。被っている
のに怪しいと気づく程度でOK。

85
8直⑤
Ⅰ

(2) 8直⑤Ⅰ(2)
1980年代以降、A社の海外子会社の運営が
成功した要因の1つとして、総合商社a社を利
用したことが挙げられる。それ以外に、

A社の海外子会社の運営の成
功要因として、どのような点が考
えられるか。

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 100 15 8 10/13 8 +0
現状＋変化＋効果のいつも
のテンプレで処理。

このテンプレで8点安定。どちらに
転んでもOK。

86
8直⑤
Ⅰ

(3) 8直⑤Ⅰ(3)

現在、A社は、販売代理店である総合商社a
社よりハイテク産業の集積地として成長著しい
中国の上海地区でのオフィスの開設を打診さ
れている。

A社としてこの上海オフィスをどの
ように活用していくことが考えられ
るか。

100字以内で
述べよ。

1B 事業構造 提示 変化 分析 100 15 9 10/13 6 △3

根拠少ないので、なんとなく｢
情報収集｣と記述。ワードで
HIT。正解は＋情報発信で
知名度UP。

根拠抜き対応でOK。あとは知名
度か・・。うまくすれば気づける。

87
8直⑤
Ⅰ

(4)1 8直⑤Ⅰ(4)1

A社は｢売上高700億円、営業利益率5%の実
現｣という経営目標を掲げているが、ハイテク分
野における技術動向の変化が激しいなかで、
売上・利益とも現在の達成状況は必ずしも十
分とはいえず、グループとして新たな体制を構
築する必要に迫られている。
(1)技術動向の変化が激しいなかで、

現在のA社グループの組織体制
には、どのようなデメリットがあると
考えられるか。

120字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 120 20 15 10/13 12 △3

現状の組織記述から生産の
国内不在を指摘。解答要
求はもう一段突き抜けた｢製
品開発の遅れ｣それはどうか
と。

取る人は突き抜け部分取って来る
が、それは気にせず忠実にいつもの
根拠抜き。必要以上の解釈・考
えは避ける。
※今回は最低限の要求解釈で
方向性○＝合格点。

88
8直⑤
Ⅰ

(4)2 8直⑤Ⅰ(4)2
(2)このようなデメリットを解消し、A社グループと
して経営目標の実現を図るために、

どのような組織体制を構築して
いくことが望ましいか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 変化 分析 100 15 8 10/13 12 +4
国内不在の裏返しで、R&D
連動の生産を戻す。

ある程度知識問題っぽい。これは
周囲もできるので外さないこと。

89
8直⑤
Ⅰ

(5) 8直⑤Ⅰ(5)

A社グループ全体として将来の持続的な成長
を図っていくためには、経営目標の実現のほか
に計画的な生産能力の整備も重要な経営課
題であり、現在、A社では、総合商社a社を交
えて、東アジア地域の数カ国で複数の工場の
新設の検討に入っている。A社がグループ本社
として設立する複数の海外工場を運営してい
くにあたり、中小企業診断士として助言を求め
られたとき、

どのようなアドバイスをするかを
100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 助言 変化 分析 100 20 12 10/13 8 △4

第5問の助言を｢人的資源
管理｣で処理。現状＋変化
＋期待効果。期待効果部
分で6点取れた。

最適生産体制の構築？えらいま
たⅢっぽい解答。とりあえず人的資
源管理に振る処理でOK。

90 8OPⅠ (1) 8OPⅠ(1)
A社が事業を展開する人材派遣業は比較的
歴史の浅い産業であるが、急速にその市場規
模を拡大してきた。

これまで人材派遣業の市場規
模が拡大してきた要因につい
て、

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 100 10 5 10/17 7 +2
抜きの要求なのに分析して
しまった。一言多い診断士
×。

珍しいタイプで不慣れだが、第1問
なので忠実に抜く。出合ったばかり
で一言多いのはNG。

91 8OPⅠ (2)1 8OPⅠ(2)1

1990年代初頭に創業したA社は、人材派遣
ビジネスの特徴を上手くとらえて成長し、現在
では東京、大阪、名古屋の3地域で事業展
開するに至っている。これに関して以下の設問
に答えよ。

(1)創業期において、A社が人材
派遣ビジネスを急拡大することが
できた経営戦略上の要因につい
て、

120字以内で
述べよ。

1B 事業構造 評価 現在 分析 120 20 10 10/17 5 △5

時系列で幅広い根拠を拾っ
て抜き。言葉舌足らずで一
部減点あるが、まぁ止む無し
か。

現在の処理スキルで固める。抜く。
可能であれば優先度判断し、重
要な根拠を忠実に抜く。

92 8OPⅠ (2)2 8OPⅠ(2)2

(2)創業期を順調に経過したA社は現在、東
京、大阪、名古屋の3地域で事業展開するに
至っている。A社が複数の地域部門での事業
展開を可能にした

組織構造上の要因について、
100字以内で
答えよ。

2A 組織構造面 評価 現在 分析 100 15 8 10/17 9 +1

要求｢組織構造上の｣に対
し、イメージ＋センテンス設
問ナンバーで処理。気づきに
くい部分点をHITできた。

センテンス設問ナンバー有効。マス
目有効活用しこそっと点がとれる。
気づいたご褒美。

93 8OPⅠ (3)1 8OPⅠ(3)1

これまで順調に事業を拡大させてきたA社であ
るが、人材派遣事業の拡大を図っていくために
は、これまでとは異なる組織の構築が求められ
ている。今後、A社が人材派遣事業の拡大を
図るにあたり、以下の設問に答えよ。

(1)今後、A社が人材派遣事業
の拡大を図るにあたり、現在の
組織には、どのようなデメリットが
あるか。

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 今後 分析 100 20 10 10/17 8 △2
これも抜きだが、組織に眼が
行き過ぎて供給側｢スペシャ
リスト人材｣が抜けた。

根拠ワードの優先度判定。盛り込
みすぎると何かが抜けるので注意
したい。優先度意識。まぁもう難し
いな。

94 8OPⅠ (3)2 8OPⅠ(3)2
(2)今後、A社が人材派遣事業を拡大していく
ために、どのような施策を講じていくべきか。

中小企業診断士としてアドバイ
スする具体的内容について、

100字以内で
述べよ。

2A 組織構造面 提示 今後 分析 100 15 8 10/17 7 △1
お約束で全社・一元共有は
○。キーワード｢マッチング｣は
そのまま使いたかった。

伝わる答案の意識。カタカタワード
は長いが、使えばすごく伝わる。初
回読み時のマークの精度次第。も
う無理に意識しない。

95 8OPⅠ (4) 8OPⅠ(4)

A社社長は多くの同業他社との競争のなか
で、企業としての認知度や企業イメージを高め
ていく必要があると考えている。そこで現在、売
上高の一定割合を企業広告費にまわし、
様々な媒体での広告を展開していくことを検
討している。A社社長に、限られた予算内で今
後の企業イメージの向上策を相談された場
合、

中小企業診断士として、どのよ
うなアドバイスをするか。

100字以内で
答えよ。

1B 事業構造 提示 今後 類推 100 20 5 10/17 2 △3

広告→従業員のモチ↑で発
想。答えはPDS。おい・・。
リード文抜きで2点GETは良
い処理。

採用に振るのが普通。周囲と同じ
解答ができていればOK。
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97 H21Ⅱ (1) H21Ⅱ(1) ショッピングセンター内の2つの競合店に対して
B社の強みを活かした差別化戦
略は、

具体的にどのよう
なものか。

80字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 80x2 20 12 10/25 10 △2

2つの競合だから明確に書き
分けたいが、はっきり分かれ
ない。よってぼかしてとにかく
根拠抜き。

明確に書き分ける勇気と根拠があ
るかどうか。ぼかした対応で点は取
れればまずまず。

98 H21Ⅱ (2) H21Ⅱ(2) B社が需要拡大のために、
これからターゲットとすべき顧客
層とはどのようなものか。

30字以内で2
つ答えよ。

1C 標的選定 提示 今後 抜き 30x2 10 8 10/25 8 +0 フットサルとランナーでガチ。
フットサルとランナーでガチ。編集に
時間かけないために、ラスト5分で
ささっと書く対応でOK。

99 H21Ⅱ (3)1 H21Ⅱ(3)1
B社は顧客の拡大と自社へのロイヤルティ(愛
顧)を高めるために、新しい事業を考えている。
どのような事業が考えられるか。

(1)B社は自社だけで行えるサー
ビス事業を考えている。それはど
のようなものか。

120字以内で
答えよ。

3A 関係性マーケ 提示 変化 分析 120 20 15 10/25 18 +3

土地の再利用を考えてい
て、フットサル需要があるから
ガチ。さらに愛顧で味付け
OK。

経営資源×経営課題。ここまであ
からさまなのも珍しい。根拠の入れ
方と解答お団子1個で多少差がつ
く。

100 H21Ⅱ (3)2 H21Ⅱ(3)2

(2)B社は商店街の裏通りにある
銭湯との共同事業を考えてい
る。どのようなサービス事業が考
えられるか、

120字以内で
答えよ。

3B サービスマーケ 提示 変化 分析 120 20 10 10/25 6 △4

駅・商店街・城址公園と観
光客の絵を使いたくなって、
変な方向にスイッチ。シャワー
＝競合と考えたり、土地を2
回使うアイデアは出なかっ
た。素直さが欠けていた。

あえて複数根拠バラ撒いて解答を
割れさせる作戦。シャワー・着替え
を忠実に使った人が勝ち。考えす
ぎダメ。そんな・・。

101 H21Ⅱ (4) H21Ⅱ(4)
B社はインターネットを使って、自社のPRだけで
はなく、地域内外の人々となんらかのコミュニ
ケーションを図ろうとしている。

それはどのようなものが考えられ
るか、

150字以内で
答えよ。

5A 情報・ネット 提示 変化 分析 150 30 15 10/25 5 △10

マラソン大会根拠行ズレ。コ
ミュニケーションしようとしてい
るからフットサルマッチングの
別解部分点に淡い期待。

壮大に使い残している第8段落を
丁寧に使いに行った人が勝ち。ここ
を漏らす、根拠行ズレさせてはダメ
(事故)。でもMAX15点しか差がつ
かないから、Ⅳで拾って、Ⅰ・Ⅲで
十分挽回、と明るく考える。

102 H20Ⅱ (1) H20Ⅱ(1)
B社が長年にわたって顧客に支
持された理由は何か。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 6

103 H20Ⅱ (2) H20Ⅱ(2)
B社の予約客の数が減少した理
由は何か。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 30x2 20 12

104 H20Ⅱ (3) H20Ⅱ(3) B社の4代目経営者の拡大構想には、
マーケティング戦略上、どのような
問題点があるのか。

50字以内で2
つ答えよ。

2A マーケ戦略 評価 今後 分析 50x2 20 12

105 H20Ⅱ (4)1 H20Ⅱ(4)1
B社の現在の設備と経営システムを大きく変え
ずに、顧客を増やすプロモーション戦略とはどの
ようなものか。次の設問に答えよ。

(1)既存顧客に向けてのプロモー
ション戦略について

50字以内で
答えよ

2E 販促戦略 提示 変化 分析 50 10 4

106 H20Ⅱ (4)2 H20Ⅱ(4)2
(2)B社の良き伝統を維持しつ
つ、新規顧客を取り込むための
プロモーション戦略について

50字以内で
答えよ

5A 情報・ネット 提示 変化 分析 50 10 6

107 H20Ⅱ (5) H20Ⅱ(5)
H温泉組合は集客力を高めるために、地元の
資源を活用できるような、協業をベースとした
新規事業を考えている。

どのような新規事業が考えられ
るか。

それぞれ100
字以内で2つ
答えよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 100x2 30 12

108 H19Ⅱ (1)1 H19Ⅱ(1)1

B社は近隣への大手ホームセンター進出に対
抗するための戦略を模索している。それについ
て、以下の設問に答えよ。
(1)大手ホームセンターに対抗するためには、

B社の持つ経営資源の中で、ど
のような強みを生かせばよいか。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 8

109 H19Ⅱ (1)2 H19Ⅱ(1)2 (2)大手ホームセンターに対抗するためには、
どのような品揃え戦略を採用す
べきか。

80字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 80 10 5

110 H19Ⅱ (2) H19Ⅱ(2)
B社が店舗数と店舗面積を増やさずに、売り
上げを拡大するには、

どのような方法がB社に適してい
ると考えられるか。

100字以内で
2つ答えよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 100x2 30 10

111 H19Ⅱ (3) H19Ⅱ(3)

112 H19Ⅱ (3)1 H19Ⅱ(3)1
B社と大手ホームセンターの流通活動につい
て、以下の設問に答えよ。

(1)B社と大手ホームセンターとの
流通活動の違いは何か。

80字以内で
述べよ

2D チャネル戦略 SW 現在 抜き 80 15 10

113 H19Ⅱ (3)2 H19Ⅱ(3)2
(2)B社が流通活動で大手ホームセンターに対
抗するためには、

どのような手法が考えられるか。
80字以内で
述べよ

2D チャネル戦略 提示 変化 分析 80 15 5

114 H19Ⅱ (4)1 H19Ⅱ(4)1
B社が行っているインターナルマーケティングにつ
いて、以下の設問に答えよ。
(1)B社はインターナルマーケティングとして

具体的にどのような方策を行っ
ているか。

50字以内で2
つ答えよ

3B サービスマーケ 評価 現在 抜き 50x2 10 8

115 H19Ⅱ (4)2 H19Ⅱ(4)2
(2)(設問1)で答えた方策は、B
社の行うサービスにどのような効
果があるのか。

100字以内で
具体的に説
明せよ。

3B サービスマーケ 評価 今後 分析 100 10 7

116 H18Ⅱ (1) H18Ⅱ(1)
B社が現在行っているマーケティング戦略につい
て、

大手テニススクールに対する差
別化のポイントは何か。

30字以内で4
つ挙げよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x4 20 12 8/23 13 +1
根拠拾い＋暗示グルーピン
グワード

まずまず。根拠もれなく拾って指定
個数切り口にまとめる。

117 H18Ⅱ (2) H18Ⅱ(2)

サービスの生産と消費は、基本的に同時に行
われるので在庫ができず、そのままでは需要の
変動を吸収するのは難しいとされている。ただ
し、これを解決する方法もある。

B社はどのような方法を採用して
いるのか。

60字以内で
説明せよ。

3B サービスマーケ 評価 変化 分析 60 15 7 8/23 10 +3
与件根拠抜き→簡潔にまと
める

根拠使い方OK。文字数対応
OK。5点儲けた感じ。

118 H18Ⅱ (3) H18Ⅱ(3)

B社の経営者が新規事業として学習塾を考え
るに当たって、自社の経営資源を分析した。
経営資源には、有形資源と無形資源とがある
が、

B社の各々の経営資源について
学習塾の経営に生かせるものは
何か。

有形資源を(a)欄
に、無形資源を
(b)欄に、

それぞれ30字
以内で3つず
つ挙げよ。

1B 経営事業戦略 SW 現在 分析 30x6 30 18 8/23 16 △2
抜いた根拠の使い方難。行
ズレミス

行ズレを起こさない方法考える。

119 H18Ⅱ (4) H18Ⅱ(4) B社が新規事業として学習塾を行う場合、
どのような差別化戦略が考えら
れるか。そのポイントを

30字以内で3
つ挙げよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 30x3 15 7 8/23 5 △2 根拠使ったが、解答とズレ
根拠使いで部分点狙い。戦略あ
たりにくいので高得点は狙わない。

120 H18Ⅱ (5) H18Ⅱ(5) B社の経営資源を生かした新規事業として、
学習塾のほかにどのようなものが
考えられるか。

具体的に1つ挙げ
て

100字以内で
説明せよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 100 20 10 8/23 10 +0
知ってたから託児ビジネス。
初見だと？

×複数Ⅱ(時間余裕なし)
△根拠の抜き(精神的余裕なし)

121 H17Ⅱ (1) H17Ⅱ(1)
B社は地域の人口動態の変化とともに新しい
戦略を展開してきている(あるいは展開しようと
している)が、

それはどのような戦略なのか。

それらを三段階に
分けて(a)欄に具
体的に示し、また
それぞれの戦略の
意義を

60字以内で
(b)欄に延べ
よ。

1A 環境分析 評価 現在 抜き 60x3 30 18 8/25 14 △4
サービスマーケ・関係性マー
ケの段階を追う問題。それな
りに自身持って解答。

マーケの成長段階を一段ずらして
捉え、根拠行ズレ発生。
一般知識だけでなく、｢作問者が
与えてきた段階｣に忠実に考えな
いと大事故になる。

122 H17Ⅱ (2) H17Ⅱ(2)
B社の本店と支店では美容院として業態が異
なっている。

この異なる2つの業態を首尾よく
展開し、相乗効果を発揮させる
ためにはどのようにしていくべき
か、

100字以内で
具体的に述べ
よ。

2D チャネル戦略 提示 変化 分析 100 20 12 8/25 6 △6
現在＋変化＋期待効果フ
レーム使用。

現在部分の字数をもう一段コンパ
クトに。期待効果とつなげば、変化
の施策はそうピント外れにはならな
い

123 H17Ⅱ (3) H17Ⅱ(3)
B社は顧客との関係性の強化を目指して、顧
客障害価値を高めるための方策を採用してい
る。

美容院として顧客との関係性を
強化するために採用した方策に
ついて

3つ挙げ、
それぞれ20字
以内で述べ
よ。

3A 関係性マーケ 評価 変化 抜き 20x3 10 6 8/25 4 △2 与件から抜き
20字要求はコンパクトにまとめる。
作問者の意図を察する配慮。

124 H17Ⅱ (4) H17Ⅱ(4)
美容サービスの経営で顧客満足を実現するた
めには、特に従業員満足が必要と考えられて
いる。

それはなぜか。
100字以内で
説明せよ。

3B サービスマーケ 理由 変化 知識 100 20 10 8/25 4 △6
サービスマーケの1次知識で
解答。

模範解答はやや突き抜け感。点く
れそうなレベルを守って△狙いの安
全運転。

125 H17Ⅱ (5) H17Ⅱ(5)
B社にとって、インターネットを活用し、顧客との
関係を強化するための

有効な方策はどのようなものか。
具体的に2つ挙
げ、

それぞれ60字
以内で述べ
よ。

5A 情報・ネット 提示 変化 類推 60x2 20 10 8/25 10 +0 知識で書いて1勝1敗。

新規事業タイプはコツがある。
構成は｢経営資源○○を活かし
て｣事業△△を行う。資源で点を
取り、事業名は当たればラッキーで
考えると得点安定。逆転発想。

126 H16Ⅱ (1) H16Ⅱ(1) B社は近年の収益の悪化に対処するために、
どのような品揃え戦略を採用す
べきか。

100字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 100 20 15 8/28 12 △3
方向感○だが、財務切り口
よりマーケ切り口が解答要
求。

Ⅱの1は方向感導く鍵。十分に解
釈する。切り口を財務っぽくしな
い。

127 H16Ⅱ (2)1 H16Ⅱ(2)1

B社の自社ブランド商品の開発について、以下
の設問に答えよ。
(1)B社が自社ブランド商品の充実を図ろうとす
るとき、

どのような問題が生じるか。
50字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 評価 今後 分析 50 10 5 8/28 2 △3
根拠拾い不十分。これも財
務ぽく考えすぎ。

財務っぽい解答は題意を外す。突
き抜け注意。上位20%の無難さ。

128 H16Ⅱ (2)2 H16Ⅱ(2)2
(2)B社は、買主(オーナー)用のウェアの開発も
検討しているが、

その導入の場合の(a)メリットと(b)
デメリットを2つずつあげ、

それぞれ20字
以内で答え
よ。

2B 製品戦略 評価 今後 類推 20x4 20 10 8/28 3 △7

129 H16Ⅱ (3) H16Ⅱ(3)
ホームセンター、ディスカウントストア、大手の
ペット専門店に対する

B社の競争優位はどこにあると
思われるか。

80字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 80 15 10 8/28 10 +0
現状・強みは根拠の抜き。こ
れは得意技。

思われる＝類推かと思ったが、根
拠抜きでOK。あれ？あくまで忠実
に。

130 H16Ⅱ (4) H16Ⅱ(4)
B社の経営者は会員カードを発行するかどうか
迷っている。

これについて、どのように助言す
べきか。

80字以内で
述べよ。

3A 関係性マーケ 評価 変化 分析 80 15 10 8/28 12 +2
戦略提示→根拠探しに行っ
て見つけて使う。

戦略提示パターンは、根拠・効果
のⅡフレームで確実に稼ぐ。

131 H16Ⅱ (5)1 H16Ⅱ(5)1

B社のインターネットの利用に関して、以下の
設問に答えよ。
(1)B社の現在の販売手法に、インターネットを
積極的に取り入れることにより、

期待される効果は何か。
100字以内で
述べよ。

5A 情報・ネット 評価 今後 知識 100 10 5 8/28 4 △1 方向性を空想して記述。
根拠があるのは×インターネット ○
通信販売。
思い込み見落とし。とんち。

132 H16Ⅱ (5)2 H16Ⅱ(5)2
(2)B社は、ホームページを作成し、掲示板を設
けようとしている。

この掲示板の利用方法として考
えられることは何か。

100字以内で
述べよ。

5A 情報・ネット 提示 変化 分析 100 10 5 8/28 5 +0
一般知識｢関係性｣で解答
作成。

情報・ネットパターンは知識フレー
ムで有効。過去問分析でシンクロ
率UP狙い。

133 08模Ⅱ (1)1 08模Ⅱ(1)1
B社のようなリサイクルショップ業態は、一般的
な小売業に比べて地域性が強い業態であると
いわれている。

その最大の理由を (a)欄に
30字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 30+80 5 4 9/1 3 △1 方向つかむが表現不足 この程度で。与件に忠実に。

134 08模Ⅱ (1)1 08模Ⅱ(1)1 また、地域性が強いことが
事業活動に与えると考えられる
影響を

(b)欄に
80字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 80 10 6 9/1 5 △1 方向つかむが表現不足 この程度で。与件に忠実に。

135 08模Ⅱ (1)2 08模Ⅱ(1)2
B社は5年前に、ゲームソフトおよびデジタル家
電の取扱いを廃止した。大手リサイクルショップ
チェーンや専門店などの進出以外の

廃止した理由を
80字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 抜き 80 10 7 9/1 6 △1 影響→±2点を指摘テク 低リスクOK。学習効果

136 08模Ⅱ (1)3 08模Ⅱ(1)3
B社がベビー&キッズに特化した子供用品の専
門店に業態転換し、地域の顧客に高く評価さ
れてきた。

その理由を2つあげ、
それぞれ50字
以内で述べ
よ。

1C 標的選定 理由 現在 抜き 50x2 10 7 9/1 4 △3
方向感悪いが根拠使いで
部分点

処理正しさ実感。OK。

137 08模Ⅱ 2 08模Ⅱ2
比較的来店頻度が高いという特徴を持つB社
の顧客が抱いている商品の陳腐化イメージを
払拭するための方策として、

どのようなアドバイスをするか。 2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 30x2 15 8 9/1 7 △1
与件根拠明示分はOK。チョ
イ難しい方は×。

取れる用語使えてる点で○
方向感でなければ部分点狙いか
後回し

138 08模Ⅱ 3 08模Ⅱ3
B社の現状を踏まえた品揃え戦略として、子
供用品の中で子供服にさらに絞り込んだ場
合、

どのような問題が生じると考えら
れるか。

120字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 評価 今後 分析 120 20 10 9/1 6 △4
方向感つかめず一般論で安
全運転。

シンクロは狙わず、根拠＋安全運
転で

139 08模Ⅱ 4(1) 08模Ⅱ4(1)

B社のインターネットの活用に関して、B社の事
業特性を踏まえた上で次の設問に答えよ。
(1)B社の現状のインターネットの活用は、店舗
の紹介と経営者や従業員によるブログの実施
程度であるが、今後は本格的にインターネット
を活用していきたいと考えている。B社の事業
特性を踏まえた上で、

具体的な活用策を2つあげ、
それぞれ40字
以内で述べ
よ。

5A 情報・ネット 提示 変化 分析 40x2 8 5 9/1 4 △1
とりあえず方向性＋知識
で・・

解答要求2つの場合は切り口を吟
味。当たれば点伸びる。

140 08模Ⅱ 4(2) 08模Ⅱ4(2)

(2)B社は、掲示板などの活用により、顧客同
士のコミュニケーションの促進を図り、ニーズの
収集やB社の忠誠心の向上を図りたいと考え
ている。このような方策を進めていく上で、B社
の事業特性を踏まえた上での

懸念事項を1つあげ、
30字以内で
述べよ。

5A 情報・ネット 評価 今後 知識 30 7 3 9/1 0 △3 ？マーク ネット直取中抜き。知識に追加

141 08模Ⅱ 5 08模Ⅱ5
リサイクルショップとしてのB社が今後も安定的
な事業活動を図っていくためには、

どのような方策を講じるべきであ
ろうか。

80字以内で
述べよ。

2A マーケ戦略 提示 変化 知識 80 15 8 9/1 7 △1
関係性・方向性は○、部分
点は拾えてる。

当てるのはムリ。やはり根拠得点
狙う。

142
直演⑥
Ⅱ

(1)1 直演⑥Ⅱ(1)
近年、ベビーシッター事業の経営環境は厳し
い状況となっている。

その理由を3つ挙げ、
それぞれ40字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 40x3 15 12 9/1 10 △2
抜き。切り口フレームOK。こ
の程度なら？

添削結果を見て、採点者への意
図の伝わり具合を確認。周囲と比
較
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143
直演⑥
Ⅱ

(1)2 直演⑥Ⅱ(1)B社のベビーシッター派遣事業における 差別化のポイントを2つあげ、
それぞれ40字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 40x2 10 8 9/1 9 +1
抜き。与件表現そのまま使
い、ちょっと味付け。

対応Good。

144
直演⑥
Ⅱ

(2) 直演⑥Ⅱ(2)B社の認証保育所事業の 差別化のポイントを3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x3 10 8 9/1 9 +1 抜き。 対応Good。

145
直演⑥
Ⅱ

(3)1 直演⑥Ⅱ(3)
B社は、病後児保育事業を新たに開始しよう
と考えている。

顧客にとってのB社の価値を(a)
欄に1つあげ、

30字以内で
述べよ。

1C 標的選定 評価 今後 類推 30 7 3 9/1 1 △2 根拠見当たらない。 ハズレ問題なので気にしない。

146
直演⑥
Ⅱ

(3)1 直演⑥Ⅱ(3)1
また、B社にとってのメリットを(b)
欄に2つあげ、

それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1C 標的選定 評価 今後 抜き 30x2 8 5 9/1 6 +1
30字の中で因果っぽくつな
ぐ。簡潔に2要素盛り込む。

30字タイプなら処理OK。

147
直演⑥
Ⅱ

(3)2 直演⑥Ⅱ(3)
病後時保育事業を開始するには新たな事業
リスクの発生や事業リスクの増大が予想され
る。

考えられる事業リスクを2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 評価 今後 分析 30x2 10 5 9/1 4 △1
不透明さ×投資の指摘
Good。

事業環境×適応戦略の知識ネタ
ストックして、処理速度早める。

148
直演⑥
Ⅱ

(4)1 直演⑥Ⅱ(4)

B社は、病後児保育事業を新たに開始しよう
と考えている。ベビーシッター派遣事業や認証
保育所事業とは関連しない新規事業を検討
している。

最も重要と考えられるその理由
を

100字以内で
述べよ。

3A 関係性マーケ 理由 変化 分析 100 20 8 9/1 3 △5
解答方向性イメージ浮かば
ず。現状+変化+期待効果
をとりあえず書き込む。

ここで差がつく。理由を聞かれる以
上根拠が必ずある。根拠見つけれ
ば一気に合格ラインクリア。

149
直演⑥
Ⅱ

(4)2 直演⑥Ⅱ(4)B社の経営資源を活かした
新規事業として、どのようなもの
が考えられるか。

具体的に2つあげ
て、

それぞれ60字
以内で述べ
よ。

1C 標的選定 提示 変化 類推 60x2 20 8 9/1 0 △8
事業方針＋期待効果で作
成。
強み×機会

新規事業・60字要求なら
｢経営資源＋○○を実行｣フレー
ムで処理。事業外れても△確保。

150 09模Ⅱ (1)1 09模Ⅱ(1)1
B社が2年前に牛肉の仕入を通
常の｢部位仕入｣から｢一頭買
い｣へと変更した理由を

3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 抜き 30x3 15 10 9/6 6 △4
決め付けで抜きに言ったが、
｢人気部位⇔希少部位｣の
言い換えを見落とし。

気づいた人のプロセスを聞いて、自
分のまずさを確認し、修正。

151 09模Ⅱ (1)2 09模Ⅱ(1)2
B社が｢一頭買い｣に転換した際
に考慮したと思われる懸念事項
を

2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 抜き 30x2 10 7 9/6 5 △2
2つ要求されて1つ気づけず。
無理に2つにしてみた。

↑と同じ。気づいた人のプロセスを
見習う。

152 09模Ⅱ (2) 09模Ⅱ(2)
B社が既存顧客に対する効果的なプロモー
ションを行う場合、

その進め方と具体策について
120字以内で
述べよ。

2E 販促戦略 提示 変化 分析 120 15 9 9/6 6 △3
気づいたポイントはみな同
じ。構成と表現で差がつく
か。

提示タイプの構成要素の作り方を
チェック。

153 09模Ⅱ (3)1 09模Ⅱ(3)1

B社の惣菜の製造販売事業について、次の設
問に答えよ。
(1)B社は現在、調理加工したハンバーグやコ
ロッケなどの惣菜の販売を開始し、順調に売
上を伸ばしている。B社の惣菜の製造販売事
業において、

考えられる差別化のポイントを
60字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 評価 現在 抜き 60 10 7 9/6 6 △1
抜いている場所はあってる、
模範解答とは構成要素が
ちょっと違う。

周囲の解答を確認。80分間での
現実的な対応、のセンを守って手
順修正。

154 09模Ⅱ (3)2 09模Ⅱ(3)2
(2)B社は、X駅周辺に惣菜の製造販売を専
門とした店舗の出店を検討している。出店にお
けるマーケティング戦略とその留意点について、

どのようなアドバイスをすべきか。
120字以内で
述べよ。

2A マーケ戦略 提示 変化 分析 120 20 12 9/6 8 △4
構成要素はこんなものだろ
う。低リスク狙いにいった解答
への点の出方はいかに。

解答要求要素とマス目が多けれ
ば確実に点取れる。点数の出方
をチェックし、構成と処理手順に反
映

155 09模Ⅱ (4) 09模Ⅱ(4)
B社が現在検討している焼肉レストランの出店
について、中小企業診断士は実施を見送るよ
うアドバイスした。

その最大の理由を 1つあげ、
30字以内で
述べよ。

2D チャネル戦略 評価 今後 分析 30 10 4 9/6 0 △4 何の話かわからず。
チャネル戦略と気づけば導ける＝
点差。キョトンとした場合は要注
意。

156 09模Ⅱ (5) 09模Ⅱ(5)

B社の自治体では、地域の資源を活用した、
新たな商品づくりをはじめとした新規事業を支
援している。B社が地域企業と連携して事業
を展開するとしたら、

どのような事業が望ましいか。
B社の期待効果と
ともに

120字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 120 20 10 9/6 8 △2
提案事業は的外れだが、意
識的に根拠(経営資源)使う
ことで部分点GET。

この点数なら良さそう。
→高得点の処理プロセス見て閃
く！経営資源＋経営課題＋市
場機会の3点セットを重ねれば何
か見つかる。→次回試す。

157
集中②
Ⅱ

(1)1 集中②Ⅱ(1)

B社の主力事業である学生服の製造販売に
ついて、以下の設問に答えよ
(1)B社の学生服製造販売事業が5年前まで
おおむね順調に成長してきた

内部的な要因を 4つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x4 20 15 9/10 14 △1
抜き。切り口盛り込みすぎて
ちょい失点。満点は狙うのは
無謀だ。

抜き問題は対応OK。表現の細や
かさが残る課題。

158
集中②
Ⅱ

(1)2 集中②Ⅱ(1)
(2)B社の業績が5年ほど前から業績不振に
陥っている

理由を 3つあげ、
それぞれ40字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 30x3 15 10 9/10 15 +5 満点。
抜き問題は対応OK。表現の細や
かさが残る課題。

159
集中②
Ⅱ

(2)1 集中②Ⅱ(2)

B社が1年前に開始したリクルートスーツの製造
販売事業について、以下の設問に答えよ。
(1)B社がリクルートスーツの製造販売事業の
開始に際して、

どのような経営資源を活かしたと
考えられるか。

3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 分析 30x3 15 10 9/10 6 △4

抜き。根拠盛り込み方針で
作る場合、言及不足による
失点は不可避。根拠一つモ
レ。

根拠push中心で、使い残し防
止。根拠暗示の場合は止む無
し？

160
集中②
Ⅱ

(2)2 集中②Ⅱ(2)
(2)現在B社では、既存店舗の品揃えの見直
しを検討している。

社長から助言を求められたとき
中小企業診断士としてどのよう
にアドバイスをするか。

80字以内で
具体的に述べ
よ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 80 15 9 9/10 11 +2
品揃え拡充＋その他絞込み
の典型的テンプレ使用。
方向感シンクロ。

狙わずにたまたまシンクロした分は
ボーナス得点と考える。

161
集中②
Ⅱ

3 集中②Ⅱ3

B社にとって、インターネットを活用し、顧客との
関係を強化するためのとって、既存顧客との関
係を強化していくことは今後において非常に重
要である。

既存顧客とのつながりを重視
し、売上を向上させていくために
は、どのような情報を収集し、ど
のような具体策を講じるべきか。

60字以内で
述べよ。

3A 関係性マーケ 提示 変化 分析 60 10 6 9/10 3 △3
時間なく、10点なので因果
でつなぐほどでもなく、適当に
書き込み。

←判断結果妥当。ただしそう判断
する根拠をBU。

162
集中②
Ⅱ

4(1) 集中②Ⅱ4(1

B社は持続的な成長、発展を遂げるために、
さらなる新規事業を模索している。B社の新規
事業について以下の設問に答えよ。
(1)B社社長は、現在、幼稚園の制服製造販
売事業に進出するかどうか迷っている。

中小企業診断士として助言を
求められたとき、どのようなアドバ
イスをするか。

80字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 80 10 7 9/10 0 △7

新規事業用処理テンプレ、
経営資源×経営課題×機
会でスパッと作成、ところ
が・・。

決め付けナイスアイデアは外れリス
クあり。
±両面を検討してみるか・・。

163
集中②
Ⅱ

4(2) 集中②Ⅱ4(2
(2)B社が新規事業としてOEM供給に進出す
る際の

留意点を
80字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 類推 80 15 5 9/10 0 △5
経営資源×経営課題×機
会でスパッと作成、ところ
が・・。

大事故。高得点答案での処理

164
集中⑥
Ⅱ

(1) 集中⑥Ⅱ(1)
B社はこれまで外部環境の変化とともに新しい
戦略を展開してきたが、それはどのような戦略
なのか。

(a)欄に外部環境の変化を
30字以内で
示し、

1A 環境分析 OT 現在 抜き 30x3 15 10 9/24 15 +5
抜き。3段階提示で行ズレ
起こさなければ大丈夫→OK

TACにしては随分カンタンな出
題？

165
集中⑥
Ⅱ

(1) 集中⑥Ⅱ(1) それに対応した戦略とその狙いを

40字以内で
(b)欄に、それ
ぞれ3つずつ述
べよ。

1C 標的選定 理由 現在 抜き 40x3 15 10 9/24 13 +3
与件から忠実に抜いて部分
点作る

事例Ⅱにしてはやけに素直に抜け
る

166
集中⑥
Ⅱ

(2) 集中⑥Ⅱ(2)
B社支店のマーケティング戦略の
競争優位はどこにあると思われ
るか。

30字以内で3
つあげよ。

2A マーケ戦略 SW 現在 分析 30x3 15 8 9/24 7 △1
ある程度自信持って抜いた
が、意外と外れて点がこない
もの

模範解答に至るロジックをトレース
してネタストック。

167
集中⑥
Ⅱ

(3) 集中⑥Ⅱ(3)

B社は、X焼教室を新しい事業と位置づけて、
本店において本格的に実施したいと考えてい
る。これについて次の設問に答えよ。

(1)滞在型のX焼教室を成功さ
せるために必要な顧客を呼び込
む方策や仕組みづくりとしてどの
ようなものがあるか。

インターネットの活
用以外で重要な
ポイントを2つあ
げ、

それぞれ50字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 提示 変化 分析 80 15 8 9/24 9 +1
指摘方向感◎だが、表現に
使う根拠ずれると点伸びない

簡単に思える(実際に簡単な)問
題でも、表現ブレにより点数伸び
ないことを体感。

168
集中⑥
Ⅱ

(4)1 集中⑥Ⅱ(4)

B社は、X焼教室を新しい事業と位置づけて、
本店において本格的に実施したいと考えてい
る。これについて次の設問に答えよ。

(1)滞在型のX焼教室を成功さ
せるために必要な顧客を呼び込
む方策や仕組みづくりとしてどの
ようなものがあるか。

インターネットの活
用以外で重要な
ポイントを2つあ
げ、

それぞれ50字
以内で述べ
よ。

2E 販促戦略 提示 変化 分析 50x2 20 10 9/24 8 △2
↑に同じ。イメージ◎でも、
与件根拠明示でない施策
の部分は点数伸びにくい。

戦略提示部分に配点来ると、ほと
んどの受験生は点取れない。周囲
見て安心。

169
集中⑥
Ⅱ

(4)2 集中⑥Ⅱ(4)

(2)地元住民を対象とした本格的なX焼マス
ター教室について、中小企業診断士はX焼の
大会や表彰制度、展示会などのイベントを開
催するように提案している。

その考えられるねらいについて2つ
あげ、

それぞれ30字
以内で述べ
よ。

2E 販促戦略 理由 今後 抜き 30x2 10 6 9/24 5 △1
根拠から導いてみた。ヒット
率1/2強。

根拠pusu→設問ナンバー紐付け
で、時間短縮効果などなど。

170
集中⑥
Ⅱ

(5) 集中⑥Ⅱ(5)B社のホームページの活用方法について、
現状の問題を解決するために、
どのような方策が考えられるか。

80字以内で
具体的に述べ
よ。

5A 情報・ネット 提示 変化 分析 80 10 5 9/24 10 +5
与件の怪しい根拠をどこかに
使う。

ビンゴ！

171
MC②
Ⅱ

(1) MC②Ⅱ(1)
B社が長年顧客に支持されてき
た理由はどのようなものか。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 7 9/30 5 △2 抜き。ちょいHIT率低い。
もう少し丁寧に考えてみる。解説
読む。

172
MC②
Ⅱ

(2) MC②Ⅱ(2)
B社の売上高が低迷した理由は
どのようなものか。

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 100 15 9 9/30 11 +2 抜き。まずまず この調子。

173
MC②
Ⅱ

(3) MC②Ⅱ(3)
B社が、今後、自社の強みを活かして展開し
ていくべき

品揃戦略はどのようなものか。
80字以内で2
つ答えよ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 80x2 30 18 9/30 22 +4 根拠抜きでHIT。 ○。

174
MC②
Ⅱ

(4)1 MC②Ⅱ(4)1
B社は、今後販売を促進するための様々な戦
略が必要であると考えている。次の設問に答え
よ。

(1)B社が、店舗販売で売上高
を向上させるための戦略はどのよ
うなものか。

80字以内で
述べよ。

2E 販促戦略 提示 変化 分析 80 15 8 9/30 4 △4
体験型を(5)に使って行ズレ
ロス。

行ズレの原因と対策。

175
MC②
Ⅱ

(4)2 MC②Ⅱ(4)2
(2)B社が、インターネット販売で
売上高を拡大するための戦略は
どのようなものか。

80字以内で
述べよ。

2E 販促戦略 提示 変化 分析 80 15 8 9/30 6 △2
期待効果の表現をちょいミ
ス。

顧客拡大→販路拡大。もう一段
絞っておくほうが良かった。

176
MC②
Ⅱ

(5) MC②Ⅱ(5)
B社は既存事業の売上高を高めたあと、自社
の経営資源を活用し新規事業を行うことを考
えている。

新規事業について、
相乗効果の視点
を踏まえて、

100字以内で
述べよ。

2A マーケ戦略 提示 変化 分析 100 15 8 9/30 3 △5
経営資源×機会は考えた。
でも当たってない。

カフェ好き？

177 OPTⅡ (1) OPTⅡ(1)
B社がこれまで顧客に支持され
てきた要因は何か。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 6 10/3 7 +1 GWで詰め込みすぎ減点。
GWはローリスク。解答要求再読で
フィルタをかけて転記精度UP。

178 OPTⅡ (2)1 OPTⅡ(2)1
(1)最近のB社の収益性が低下
した理由は何か。

30字以内で2
つ答えよ。

1A 環境分析 理由 現在 抜き 30x2 15 8 10/3 8 +0 抜き。 OK。

179 OPTⅡ (2)2 OPTⅡ(2)2 (2)B社の収益性を向上させる策として、
B社内部の仕組みに関する改
善策を2つあげ、

それぞれ60字
以内で具体
的に述べよ。

2A マーケ戦略 提示 変化 分析 60x2 20 8 10/3 0 △8
アイデア解答。良いと思っ
た。

アイデア解答禁止。解答トレース
してテク身につける。

180 OPTⅡ (3)1 OPTⅡ(3)1
B社の現在の設備を大きく変えずに、売上を
拡大する施策はどのようなものか。次の設問に
答えよ。

(1)既存顧客を対象とした、ポイ
ントカードの活用による売上向
上策を2つあげ、

それぞれ60字
以内で具体
的に述べよ。

3A 関係性マーケ 提示 変化 分析 60x2 20 7 10/3 10 +3
ポイントカード。いつもの施策
で。

この辺りはそう点差つかないのであ
まり気にしない。

181 OPTⅡ (3)2 OPTⅡ(3)2 (2)大手サロンに比べて知名度の低いB社が
新規顧客を獲得するためのマー
ケティング戦略について、

サービスの無形性
や不可逆性という
特性を踏まえたう
えで2つあげ、

それぞれ40字
以内で答え
よ。

3B サービスマーケ 提示 変化 分析 40x2 15 5 10/3 5 +0
なんとなく知ってる知識で意
識せず解答。

サービスマーケ、関係性マーケあた
りは上級者は解答テンプレ用意済
み。急いで準備する。

182 OPTⅡ (4) OPTⅡ(4)
B社では、今後さらなる成長を維持するため
に、新しい事業の展開を検討している。

B社の経営資源を活かした望ま
しい新規事業を

具体的に1つあ
げ、留意点ととも
に

100字以内で
答えよ。

1C 標的選定 提示 変化 分析 100 20 8 10/3 10 +2
エステと別棟を与件から拾っ
て10点GET。成功体験。

新規事業は与件から拾う。特にあ
まった根拠が怪しい。

183
8直⑥
Ⅱ

(1) 8直⑥Ⅱ(1)
B社が移転先を自然豊かなY市
郊外に決め理由を

3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x3 15 9 10/14 12 +3
まず特定。一番後回しで最
後の10分切ってからさらっと
解く。

時間ロス避け、30字抜きは後回し
ラス2で抜き、ラスト100字難問、
位で80分でピタリ処理完了。見直
しまでは難。

184
8直⑥
Ⅱ

(2)1 8直⑥Ⅱ(2)1

B社のOEM供給について、次の設問に答え
よ。
(1)製造卸売業として再スタートした1年後に、
SMチェーンX社からOEM供給の打診があり、B
社と一定量の取引をさせてほしいという案件が
あった。しかし、B社は断った。

考えられる理由を
100字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 分析 100 10 7 10/14 4 △3
現状抜きで取れると思った
が。経営課題＝ブランド強
化で味付け必要。

単なる抜きでなく、＋αとフレーム
ワークの部分に味付け必要。この
場合は｢ブランド強化｣。赤マークは
してあるので、意識すればOK。もう
一度試す。

185
8直⑥
Ⅱ

(2)2 8直⑥Ⅱ(2)2
(2)2年前に、S県を中心に展開するコンビニZ
社からOEM供給の打診があり、

この案件についてB社は受託し
た。その理由を

100字以内で
述べよ。

1B 経営事業戦略 理由 現在 分析 100 15 10 10/14 7 △3
方向性・構成要素ともOKだ
が、コンビニ＝チャネルの指
摘が抜けて△4

単純な抜きだけでなく、＋αの知
識フレーム部分の配点もいただく。
もう一度トレ。
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186
8直⑥
Ⅱ

(3)1 8直⑥Ⅱ(3)1

B社が新たな高付加価値商品を製造販売し
ていくことに関して、次の設問に答えよ。
(1)新たな高付加価値商品の製造販売にあた
り、B社はSMなど従来のチャネルに卸売りせ
ず、

直営による販売チャネルを構築
して実施することにした。その理
由を

100字以内で
説明せよ。

2D チャネル戦略 理由 現在 分析 100 10 6 10/14 6 +0
根拠抜き、列挙。それらしく
文末。

解答要求レベルH。意図あたって
ないが根拠で点取れるのでOK。

187
8直⑥
Ⅱ

(3)2 8直⑥Ⅱ(3)2
(2)直営の移動販売を実施するにあたって、通
常の実店舗販売と比較した場合の

B社にとっての期待効果を
120字(以内)
で述べよ。

2D チャネル戦略 評価 今後 分析 120 15 9 10/14 6 △3
直営移動。比較で思いつい
て色々書いたが、点こない。

比較よりも直接記述？う～ん難し
い。まぁ処理手順は変えなくてOK

188
8直⑥
Ⅱ

(3)3 8直⑥Ⅱ(3)3
(3)直営の移動販売方法を実施するにあたっ
て、通常の実店舗販売では生じることのない
問題点がある。

その問題点と解決策を
80字以内で
述べよ。

2D チャネル戦略 提示 変化 分析 80 15 9 10/14 11 +2
80字で問題点と解決策。さ
らっと書いて意外と点がくる。

知っていれば点が取れてしまう問
題。

189
8直⑥
Ⅱ

(4) 8直⑥Ⅱ(4)
B社が新たな高付加価値商品を販売していく
上で、

どのようなブランド戦略を採用す
べきか、

理由とともに
120字以内で
具体的に述べ
よ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 120 20 12 10/14 7 △5
ブランド構築戦略。急に1次
知識問われると、スッとでな
い。

今週中に知識整理、FPにまとめ

190 8OPⅡ (1)1 8OPⅡ(1)1 (1)B社が支店の出店を検討していた当時の 環境変化を 3つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 30x3 10 7 10/17 10 +3
抜き。一番最後の余った時
間で。

今回は抜きそのままタイプ。GWタイ
プとの違いを使い分け

191 8OPⅡ (1)2 8OPⅡ(1)2
(2)B社の支店が閉鎖するに至っ
た原因を

80字以内で
述べよ。

1A 環境分析 理由 現在 抜き 80 10 7 10/17 10 +3
段落ナンバーメソッドで特定
し、因→果で編集。

段落設問ナンバーが明確なら、後
は忠実に抜き・記述するだけ。

192 8OPⅡ (2) 8OPⅡ(2)
B社の主要顧客のうち、登山家の上級者が離
れると、売上や利益が低下するなど大きな影
響を及ぼす。

B社が受ける影響を 3つあげ、
それぞれ60字
以内で具体
的に述べよ。

1C 標的選定 評価 今後 抜き 60x3 20 12 10/17 19 +7

段落設問ナンバーメソッドで
OK。結論3つ考え、60字な
ので忠実に因→果で抜いて
満点。

既存手法でOK。本番もこれで取
る。60字タイプでこそっと点差つける
姿勢。

193 8OPⅡ (3)1 8OPⅡ(3)1
(1)B社がトレッキング関連市場を獲得していく
にあたって、

現状におけるB社の差別化のポ
イントを

2つあげ、
それぞれ60字
以内で具体
的に述べよ。

2E 販促戦略 評価 現在 抜き 60x2 15 9 10/17 9 +0
段落設問ナンバーメソッド。
こもHIT!

60字タイプに結構得意感。ところ
が・・！

194 8OPⅡ (3)2 8OPⅡ(3)2
(2)B社がトレッキング市場の獲得に向けて、本
格的に乗り出すことによる

経営上の期待効果を 2つあげ、
それぞれ60字
以内で述べ
よ。

1B 経営事業戦略 評価 今後 抜き 60x2 15 9 10/17 2 △7

段落設問ナンバーの弱点、
複数小問タイプのミス。ここま
でHITしてきたので、勢いで
絞込み。周囲ができる所で
思いっきりミス。
でも今日でよかった・・。

複数小問タイプの設問ナンバーリ
スクへの対策
①小問でなく、Ⅱは大問でナンバ
リング。狭めず幅広にとって、それか
ら根拠探す。自ら選択肢を狭める
必要なし。
②取れる問題に時間優先割当
て。抜きで取れるので、しっかり慎
重に！

195 8OPⅡ (3)3 8OPⅡ(3)3
(3)B社において、問題を発生させることなく、ト
レッキング関連用品の品揃えを拡充するための
方策として、

どのようにPOSシステムを活用し
て、どのような方策を実施すべき
であろうか。

120字以内で
述べよ。

2B 製品戦略 提示 変化 分析 120 15 9 10/17 9 +0
事例Ⅲ情報テンプレで処
理。

事例Ⅱの情報は難しくない。Ⅲの
テンプレは使わず、しっかり要求に
解答する。周囲と違う答案作ると
失点リスク。

196 8OPⅡ (4) 8OPⅡ(4)

今後B社はRFM分析を実施して、再購買の
可能性のある優良顧客を見つけ出し、手厚い
プロモーションを展開して囲い込みを図って行き
たいと考えている。

その際の顧客を分析するにあ
たっての留意点を

1つあげ、
80字以内で
述べよ。

5A 情報・ネット 留意点 変化 分析 80 15 6 10/17 3 △3 一生懸命何か書いてみた。

類推っぽい、得点期待値低いと判
断したら、事例Ⅱなら捨てもあり。
時間かけずに何か抜書きして済ま
せる
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197 H21Ⅲ (1) H21Ⅲ(1)
低迷する木製家具業界にあって、C社は安定
的な業績を維持している。

その考えられる理由を
120字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 120 10 6 10/25 8 +2
120字も書かせて10点。後
回しでOKと判断し、ささっと
短時間で抜いて処理。

198 H21Ⅲ (2)1 H21Ⅲ(2)1
C社では、経営上大きな問題となっている過
大な製品在庫および製品の欠品について改
善を検討している。次の設問に答えよ。

(1)過大な製品在庫と製品の欠
品が生じている理由を

100字以内で
述べよ。

2C 生産形態 理由 現在 分析 100 20 12 10/25 8 △4

高配点40点にビビリながら解
答。上手く答えたつもりだが、
自分の知識で勝手に答えて
しまって点伸びず。

生産ロット＞月間需要、を上手に
指摘できることが望ましい。根拠は
わかるが、どう表現するかが難しく、
ちょっと点差つく。

199 H21Ⅲ (2)2 H21Ⅲ(2)2
(2)製品の在庫問題を解決する
ために、生産面で必要な対策を

120字以内で
述べよ。

2D 生産計画 提示 変化 分析 120 20 8 10/25 8 +0

じっくり考えたベストアンサー｢
ここれだ｣のつもりだが、(1)に
引っ張られてしまい誤った方
向に。前提根拠を使ってな
んとか0点回避。変化全滅。

正解はBuild to order。まぁ当たる
人は僅少なはずなので、現状根
拠で○が来ていればOK。

200 H21Ⅲ (3)1 H21Ⅲ(3)1

C社では、大手インテリア用品小売チェーンから
OEM製品の取引要請があり、共同で製品化
を進めようとしている。
(1)大手インテリア用品小売チェーンとのOEM製
品取引は、

C社にとってどのよなメリットがある
のかについて

80字以内で
述べよ。

1D OEMファブレス 評価 今後 抜き 80 15 9 10/25 12 +3
80字の期待効果で根拠あ
り。ここは素直に抜いて美味
し～くいただき！

OEMの知識があれば、素直に根
拠選べる。いただき問題。

201 H21Ⅲ (3)2 H21Ⅲ(3)2 (2)C社のOEM事業推進において
考えられる課題とその対応策に
ついて

120字以内で
述べよ。

3C 作業 提示 変化 分析 120 25 15 10/25 20 +5

フォークボール球変化｢考えら
れる課題と対応策｣。完全に
あきらめて課題抜き・変化抜
き・効果抜きで並べたが、驚
くほどのHIT。

わけのわからない問題。事例から
離れず与件に忠実に解答編集で
きたかどうか。驚くほどの点差問
題。

202 H21Ⅲ (4) H21Ⅲ(4)
C社の自社製品は見込生産であり、現在製
品化を進めようとしているOEM製品は受注生
産で対応する予定である。

C社の見込生産と受注生産の
違いを、

重視すべき情報と
管理ポイントの視
点から

80字以内で
述べよ。

2C 生産形態 提示 今後 類推 80 10 6 10/25 6 +0
後回し。適当にマークした
が、最後は知識でささっと。こ
の処理で○。

知識問題。80字とマス目が少な
く、根拠探しで時間ロスせずに、さ
さっと書けたかどうかが分かれ目。

203 H20Ⅲ (1) H20Ⅲ(1) C社の置かれている経営環境の中で、
有効に活用できる｢経営資源｣
を

(a)欄に
20字以内で1
つ上げ、

1A 環境分析 SW 現在 抜き 20 5 5 9/23 4 △1
②お約束で抜き＋体言止
め。

抜きタイプ。あまり点数変わらない
のでタイムロスに注意。

204 H20Ⅲ (1) H20Ⅲ(1) それを生かした経営戦略を (b)欄に
具体的に80
字以内で述
べよ

1C 標的・競争 提示 変化 分析 80 15 10 9/23 7 △3 ②現状指摘にマス目配分
突き抜け解答より現実的な対応
で。与件根拠からなるべく抜いて、
確実に点数作る。

205 H20Ⅲ (2)1 H20Ⅲ(2)1
これまで手がけてきた小型から中型の金型に
加えて、取引先から大型金型の製作をC社は
求められている。

(1)取引先からの生産要請に応
えることは、C社にとってどのような
機会として捉えるべきかを、

外部環境の変化
という視点から

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 OT 現在 分析 100 15 10 9/23 12 +2
②知ってるからシンクロ。前
回より与件根拠を忠実に抜
いて得点力UP。

とにかく勝手な表現を避け、与件
文を直接抜きに行くことで得点力
UP

206 H20Ⅲ (2)2 H20Ⅲ(2)2
(2)大型金型の生産要請に応え
るために検討すべき生産面の課
題を

100字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 100 15 10 9/23 12 +2
②表現がちょっとBUされた
が、指摘もれるポイントは同
じ。

2回やって漏れる所は本番もたぶん
無理。誠意見せるが因果のお団
子1個の方が期待値高い。

207 H20Ⅲ (3) H20Ⅲ(3)

外注企業に｢金型部品加工｣の多くを依存し
ているC社が、短納期化を図るには、外注企
業との間で、どのようなデータを共有すれば言
いかを、具体的なデータを挙げるとともに、

そのデータの共有化が｢短納期
化｣だけでなく、生産面でどのよう
な効果を持つかについて

140字以内で
述べよ。

3B 調達 情報 今後 分析 140 25 15 9/23 23 +8
②情報項目が与件明示な
ので忠実に抜き。経営課題
から期待効果で美しく得点

知ってるからの高得点。点数取る
パターンを確認。

208 H20Ⅲ (4) H20Ⅲ(4)

C社では、｢仕上げ工｣の増員を考えている。
一人前になるには何年もかかるといわれている
｢仕上げ工｣を育成するにはどのような方法が
あるかを述べるとともに、

｢仕上げ工｣の増員はグローバル
化時代のC社の経営戦略にどの
ような可能性を持つかについて

140字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 評価 今後 類推 140 25 10 9/23 15 +5

②演習ネタ使って与件根拠
を丁寧に説明したが、そこに
は点こない。期待効果に配
点きた。

本番での｢解釈｣が必要な問題。
センス磨け～！

209 H19Ⅲ (1) H19Ⅲ(1) 印刷業界におけるC社の
強みを(a)欄に、弱
みを(b)欄に、2つ
ずつあげ、

それぞれ20字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 20x4 20 12 8/19 15 +3
②1回目と同内容でも微妙
に言い回しがBU。要求への
対応度UP。

20字短字数タイプ。コンパクトに抜
くが、あくまで表現は与件そのまま
が基本。

210 H19Ⅲ (2) H19Ⅲ(2)
C社では、広告代理店が介在する受注の増
加によって、収益面や生産面に影響を受けて
いる。

そうした広告代理店との取引増
加をどのようにとらえ、どのような
対策を講じる必要があるかにつ
いて

120字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 OT 変化 類推 120 20 10 8/19 13 +3
②答え｢否｣知ってる前提で
要素を探す。まだ改善余地
あり。

市場＝必ず好機でもない。与件
の方向性解釈誤りは大事故。要
注意。複数解釈で方向性検討。
悩んだらぼかす。
※問題文｢対策｣なら悪い方向へ
のスイッチが優先。

211 H19Ⅲ (3) H19Ⅲ(3)
C社の営業と工場がこれまで以上に相互理解
を深めて受注から生産に至るまでの業務を円
滑に遂行していくには、

どのような情報項目を管理する
必要があるかを述べるとともに、
その情報伝達のあり方について

140字以内で
述べよ。説明
せよ。

5A 情報 情報 変化 分析 140 20 12 8/19 12 +0
②変な解説本に引っ張られ
て情報項目を羅列しちゃっ
た。

類推分はアテにせず、いかに与件
の根拠を忠実に使いまわすか勝負
で

212 H19Ⅲ (4) H19Ⅲ(4)

C社の工場では、繁忙期における生産能力不
足の解決策として両面印刷機の導入が望ま
しいと考えているが、経営者は必ずしも投資環
境が整っているとは考えていない。この設備投
資問題に対して、C社の置かれている経営環
境および生産体制上の諸問題を踏まえ、

あなたは中小企業診断士として
どのよなアドバイスをするか。

ただし、投資を実
行するか、否かの
立場を明確に示し
て

160字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 評価 変化 分析 140 20 15 8/19 15 +0

②前回空白だったの実質初
回で15点まずまず。答え知っ
てる前提で根拠探すと、いる
わいるわ・・。

答え→根拠は見つかる。根拠→
答え判断できるレベルまで残り30
日トレ。
↑いいこと言ってる。

213 H19Ⅲ (5) H19Ⅲ(5)

現在、C社は大手製品メーカーの製品取扱い
説明書の印刷、在庫、配送業務を一括受注
しているが、そうした事業領域のさらなる拡大に
向け手、名簿管理を基軸とした通信販売会
社、各種団体、学会等を想定した事業実施
の検討に入っている。こうした新規事業にC社
が取り組むことについて、

あなたはどのようにアドバイスする
かを

140字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 評価 変化 分析 140 20 12 8/19 10 △2

②前回空白だったので10点
まずまず。とにかく与件根拠
を盛り込んでみる。類推部
分は当たらない。

方向性・問題点フォーカスを適切
に行えば、与件根拠抜き＋因→
果記述で合格点が作れる。
①過去問は複数回解き
②新規事例に挑みカン磨く。
二刀流。で

214 H18Ⅲ (1) H18Ⅲ(1) 経営環境の変化が激しい中にあって、
C社が好業績をあげている理由
を2つあげ、

それぞれにつ
いて30字以内
で述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 7 8/23 6 △1
根拠拾い＋切り口まとめ。
切り口狭すぎて失点

編集方針(切り口)も複数解釈が
ベター。ただし配点上時間かけな
い。

215 H18Ⅲ (2) H18Ⅲ(2)
C社は、Y社から生産拡大を強く要請されてい
る。こうした増産要請に応えることは、

C社の今後の経営にとってどのよ
うな影響を及ぼすことになるかに
ついて、

120字以内で
説明せよ。

1C 標的・競争 OT 今後 分析 120 25 15 8/23 11 △4 影響→±両面を指摘
影響ときたら±両面指摘。細かい
点は落ちるが低リスク。

216 H18Ⅲ (3) H18Ⅲ(3)

海外生産が進展している自動車産業にあっ
て、C社は今後とも海外に進出せず国内生産
による発展を構想している。国内生産のみでC
社が発展しつづけるためには、

どのような点を強化すべきか、 理由をあげながら
120字以内で
説明せよ。

2B 工場関連 留意点 変化 分析 120 25 12 8/23 5 △7
根拠を羅列。理由・因果不
足。理由も逆イメ

字数きつくても、理由･因果でつな
いで｢それらしく見せる｣

217 H18Ⅲ (4) H18Ⅲ(4)

C社は、六価クロムを使用したクロメート処理
から、環境負荷の少ない三価クロメート処理
へ転換するための技術開発に取り組んでい
る。C社のこうした技術開発について、

あなたはどのようにアドバイスする
か。

120字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 留意点 変化 分析 120 20 12 8/23 11 △1
今後だから難→根拠入れ込
み作戦

要求｢理由を挙げながら｣→｢理由
は～｣と応える。空想で書かなけれ
ば難問でも部分点GET。

218 H18Ⅲ (5) H18Ⅲ(5)
C社では生産の平準化と小口輸送を考慮した
生産割り振りのため、情報システムの整備が
課題となっている。

このために管理すべき重要な
データ項目をあげて、

120字以内で
説明せよ。

5A 情報 情報 変化 分析 120 20 10 8/23 8 △2
テンプレ処理｢現状+データ+
効果｣

根拠に点がくる→拾うべきデータ項
目のテンプレを用意。

219 H17Ⅲ (1)1 H17Ⅲ(1)1

公共事業の低迷による売上減に直面している
C社は、もう一つの事業の柱として家庭用エク
ステリア事業の強化を計画している。このことに
ついて、以下の設問に答えよ。
(1)家庭用エクステリア事業を強化するにあたっ
て、

C社の強みとなる点を二つあげ、
それぞれ50字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 分析 50 10 7 8/26 6 △1
SWで50字要求。解答構成
要素が難しい。

50字タイプへの対応をストック

220 H17Ⅲ (1)2 H17Ⅲ(1)2
(2)各種公園施設の個別生産とは異なり、標
準品生産を条件とした場合の家庭用エクステ
リア製品の生産体制は、

どのように整備することが望まし
いか。

その理由をあげな
がら

100字以内で
説明せよ。

2B 工場関連 提示 変化 類推 100 15 7 8/26 0 △7 第2工場の根拠使わず
第2工場は必ず何か出番がある。
全体最適の視点で。

221 H17Ⅲ (1)3 H17Ⅲ(1)3
C社では、中国から部品を調達することで、コ
スト競争力を高めることを検討している。

こうした海外からの部品調達につ
いての留意点を

100字以内で
述べよ。

3B 調達 留意点 変化 類推 100 15 7 8/26 4 △3 部分点のみ どうも苦手感。

222 H17Ⅲ (2) H17Ⅲ(2)
C社では工場改革に対する考え方が、工場と
営業では違っている。

その違いを踏まえた工場改革の
あり方を

120字以内で
提案せよ。

2B 工場関連 提示 変化 分析 120 20 10 8/26 4 △6 うわぁ

223 H17Ⅲ (3) H17Ⅲ(3)
C社へのクレームについて、何が問題なのかを
明示するとともに、

その改善策を
120字以内で
述べよ。

3A 設計 提示 変化 分析 120 20 10 8/26 5 △5 うわぁ

224 H17Ⅲ (4) H17Ⅲ(4)

特急品、納期変更、仕様変更など、多様な
要請がある公共事業の営業活動の場におい
て、インターネットを活用して迅速に対応するに
は、

どのような項目をどのように管理
すればよいかを

120字以内で
述べよ。

5A 情報 情報 変化 抜き 120 20 12 8/26 5 △7 うわぁ

225 H16Ⅲ (1) H16Ⅲ(1)
食品関連の機械製造業におけ
るC社の特徴を、

戦略的な観点か
ら、(a)取引面につ
いて1つ、(b)生産
面において2つあ
げ、

それぞれ50字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 50x3 15 10 8/29 11 +1
このあたりから与件根拠その
まま使用を明確に意識。確
かに点が出やすい。

早解き演習効果あり。与件根拠
そのまま抜いて確実に点重ねる。

226 H16Ⅲ (2) H16Ⅲ(2)
C社の受注決定に至るまでの営業プロセス上
の問題点をあげ、

その改善策を
120字以内で
述べよ。

4A 営業プロセス 提示 変化 分析 120 20 12 8/29 11 △1 120字なら根拠抜いて点。
具体策は当たりにくいので、①現
状の問題点指摘＋期待効果で
点を作りにいく。

227 H16Ⅲ (3) H16Ⅲ(3)
C社の内外作決定は社内の稼働率のみが優
先されている。

この方法は長期的にみてC社の
経営にどのような問題をもたらす
ことになるか。

100字以内で
述べよ。

2A 内外製区分 評価 今後 類推 100 15 7 8/29 8 +1
現状指摘Good。根拠＋方
向性がシンクロ。でも満点で
はない。

根拠＋方向性のシンクロ率向上
の手ごたえ。解答編集の配慮UP
でもうちょっと点を上積みしたい。

228 H16Ⅲ (4) H16Ⅲ(4)
短納期の要請が強まる中、外注加工品の納
品遅れという問題点を解決するにあたり、

内外作決定以外のC社の外注
管理、外注先への発注方法な
どについての問題点を2つあげ、
その問題点に対する改善策とあ
わせて、

それぞれ100
字以内で述
べよ。

3B 調達 SW 現在 分析 100x2 30 15 8/29 5 △10
問題点＋改善策パターン。
要求と解答の切り口がずれ
る、よくある失点パターン

書き出す前に、作問者が何か切り
口用意していないか慎重に見極め
る。
ここが足りないと一生懸命書いた
のに点がこないつらい目。

229 H16Ⅲ (5) H16Ⅲ(5)
C社では現在、「特注部品」の多さから資材調
達部の手配事務が煩雑化してきている。

パソコンを活用して｢特注部品｣
の手配事務や部品加工を効率
化、スピード化するための提案を

120字以内で
述べよ。

5A 情報 情報 変化 分析 120 20 12 8/29 5 △7 部分点のみ
アドバイスはピタリあたらないので、
良いイメージ＝期待効果をまず狙
いにいく。

230 08模Ⅲ (1) 08模Ⅲ(1)
重要性がますます高まっている地域環境問題
に対して、C社は的確に対応しているため、順
調な経営を続けることができている。

C社の環境経営の内容について
2つあげ、

それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 8 9/2 8 +0 抜き。○
模試はTACメソッドに忠実な作り。
忠実に処理して点の出方を確認

231 08模Ⅲ (2) 08模Ⅲ(2)

C社では、現在の部品の内製化率は40%を下
回っており、外注先への発注についてはコストを
重視している。この方針を今後も強化した場
合、

C社の経営にどのような影響を
及ぼすかについて、

120字以内で
説明せよ。

2A 内外製区分 評価 今後 分析 120 20 10 9/2 4 △6 あれ？ 再確認

232 08模Ⅲ (3) 08模Ⅲ(3)
X社からの太陽光発電性能評価測定器の輸
出販売についての提案に対して、C社は受ける
方向で考えている。

C社がそのように考えている理由
について、

140字以内で
説明せよ。

2B 工場関連 理由 変化 分析 140 25 15 9/2 14 △1 根拠から抜き。
根拠から抜いている時ほど点がく
る。当り前だが逆転発想有効。

233 08模Ⅲ (4) 08模Ⅲ(4)
C社は｢チーム・マイナス6%｣に参画しているが、
工場の稼動時間の短縮はなかなか進んでい
ない。こうした状況を踏まえ、

C社の｢チーム・マイナス6%｣への
取組について、

あなたは中小企
業診断士としてど
のようなアドバイス
をするか、

140字以内で
述べよ。

4A 営業プロセス 提示 変化 分析 140 25 15 9/2 18 +3
根拠＋方向性バッチリシンク
ロ

決して偶然でないシンクロ。与件
重視の成功例。

234 08模Ⅲ (5) 08模Ⅲ(5) C社の経営課題を踏まえながら、
C社にとって望ましい物流体制の
あり方を、

そのために管理す
べき情報項目をあ
げながら

140字以内で
説明せよ。

5A 情報 提示 今後 分析 140 20 12 9/2 14 +2

長字数因果。いつものフレー
ムで。しかし期待効果に点き
ていない。トラック・CO2シンク
ロ

経営課題＋問題点シンクロがだい
たい大正解となる。そのものズバリ
の解答方向性がベストアンサー。
でもムリにあてにいかない。
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235 09模Ⅲ (1) 09模Ⅲ(1)
農業機械の部品市場に新規参入する同業
者に対して、

すでに参入しているC社の有利
な点を

2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 7 9/6 8 +1
供給面、顧客面の切り分け
バッチリシンクロ

切り口ズレを避け、確実に取りに
行く。

236 09模Ⅲ (2) 09模Ⅲ(2)
X社から新たな取引開始の申込みに対して、C
社はまだ受諾の返答をしていない。

C社はどのような点を憂慮してい
ると考えられるか。

140字以内で
説明せよ。

1C 標的・競争 理由 現在 分析 140 25 18 9/6 11 △7
悪い方向へのスイッチ、抜き
の姿勢は○だが、｢悪い事
態｣の表現が甘い。

構成要素見直し。もっと点取りに
いく。

237 09模Ⅲ (3) 09模Ⅲ(3)
C社の工場では、生産計画が機能しない事態
が生じている。

この状況を改善するためのアドバ
イスを、

そのために管理す
べき情報項目をあ
げながら、

140字以内で
述べよ。

2D 生産計画 提示 変化 分析 140 25 15 9/6 9 △6
フロー分析→問題発見→改
善提案。いつもの手順のは
ずだが。

予定より点が出ていない。重点再
チェック。構成要素か？

238 09模Ⅲ (4) 09模Ⅲ(4)
鍛造業界にあって、C社が今後も持続的に成
長・発展していくためには、

どのような点を最も強化すべき
か、

理由をあげながら
140字以内で
説明せよ。

1C 標的・競争 提示 変化 分析 140 20 10 9/6 1 △9
若手育成、でガッチリ書き込
む、

事例Ⅲは研究開発が重要テー
マ？ネタ追加を検討。

239 09模Ⅲ (5) 09模Ⅲ(5)
Y社の農業生産システムの開発に参画するこ
とは、

C社の経営戦略にどのような可
能性を持つかについて

120字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 評価 今後 分析 120 20 10 9/6 5 △5
処理時間不足。要素書い
たが因果関係になってない

今後タイプはある程度点取れるは
ず。タイムマネジメントと着手順判
断を磨く。

240
集中③
Ⅲ

(1)1 集中③Ⅲ(1)

C社を取り巻く経営環境等について、以下の
設問に答えよ
(1)C社は中堅企業と顧客から評価されるまで
に至っている。

その理由を
経営資源の観点
から

50字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 50 5 4 9/14 4 +0
SW抜き。言い回し異なるが
要素OKなので、まずまず。

あれこれ考えても3～5点の範囲に
しかならないので、手短に時間かけ
ずに解答編集。

241
集中③
Ⅲ

(1)2 集中③Ⅲ(1)
(2)C社が、後発でありながらデジタル式の温度
計を組み込んだシステム製品の分野に進出し
たのは、業績が悪化していたからと考えられる。

C社の業績が悪化した理由につ
いて、

外部環境の点か
ら2つ、

それぞれ40字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 OT 現在 抜き 40x2 10 8 9/14 10 +2
OT抜き。切り口2つの用意も
OK。

切り口数指定されたら、作問者意
図→一般知識の順にフレーム検
討。

242
集中③
Ⅲ

(2) 集中③Ⅲ(2)
国内でのガラス部品の確保が困難になってい
るため、C社はガラス部品の調達を輸入に頼っ
ている。こうした海外からの調達は、

C社の経営にどのような影響を
与えるかについて、

120字以内で
説明せよ。

3B 調達 評価 今後 分析 120 25 15 9/14 9 △6
｢短納期化への障害｣しか浮
かばない。

狭く深いタイプの処理見直し
発動条件：根拠が少ない
対応：←なぜ、それで→の方向性
で因果を考え、配点要素を意識
して深め因果で編集。※時間かけ
る

243
集中③
Ⅲ

(3) 集中③Ⅲ(3)
C社のデジタル式の温度計を組み込んだシステ
ム製品の生産計画について、

精度を高めるためにはどのように
すればよいか。

120字以内で
説明せよ。

2D 生産計画 提示 変化 分析 120 25 15 9/14 10 △5
配点高く、部分点狙いを意
識したが、結果として因果
突っ込みの甘い解答に。

これも狭く深いタイプ。
部分点で基礎を作り、←なぜ、そ
れで→で暗示の因果を考えてマス
目に書き込む。
要情報収集。

244
集中③
Ⅲ

(4) 集中③Ⅲ(4)

デジタル式の温度計を組み込んだシステム製
品の生産リードタイムが長くなっているC社は、
生産リードタイムの短縮のために検査体制の
見直しを検討している。

どのように検査体制を変更すれ
ばよいか、

120字以内で
述べよ。

3C 作業 提示 変化 分析 120 20 12 9/14 16 +4
現状指摘1＋変更施策3ぐ
らいの割合で解答編集。とこ
ろか？

配点は現状指摘3＋変更施策
1。エグチメソッド炸裂で高得点。
うぅむ・・。

245
集中③
Ⅲ

(5) 集中③Ⅲ(5)

C社は従来から、営業部員がカタログを客先に
持参し、カタログから適切な部品を選択して製
造コストの見積りを行ってきた。しかし、今後デ
ジタル式の温度計を組み込んだシステム製品
の営業活動を行うにあたっては、営業部員が
持ち歩くカタログ情報のボリュームが増えること
が想定されている。そこでカタログではなく携帯
端末を利用することを考えている。

この場合、どのようなデータ項目
を管理し、どのように営業活動を
支援すべきか、

120字以内で
説明せよ。

4A 営業プロセス 提示 変化 分析 120 15 8 9/14 4 △4

自分なりのストーリー＋与件
根拠で手堅く稼いだつもり
が・・。あれ構成違うし部分
点もカスってない？

模範解答と根拠の埋め込み方を
再チェック。
何か処理テンプレあるのか・・。

246
集中⑦
Ⅲ

(1) 集中⑦Ⅲ(1)
コストダウン要請の厳しい業界にあって、C社は
同業他社に比べて高い売上高営業利益率を
達成している。

その理由について、
C社の取り組みに
よるものを

80字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 80 15 9 9/23 8 △1
1要因要求に対し、3つ入れ
ちゃった。要素あってるが舌
足らずなので減点。

3つは入れすぎなので、次はとりあ
えず2つに絞る。

247
集中⑦
Ⅲ

(2) 集中⑦Ⅲ(2)
C社では本社工場の生産現場において混乱
が生じている。C社からこの状態を改めることに
ついて相談を受けたとき、

あなたはどのようにアドバイスをす
るか、

120字以内で
述べよ。

2B 工場関連 提示 変化 分析 120 20 12 9/23 6 △6
問題点フォーカス○だが、現
状指摘冗長で、表現マス目
制約で舌足らず減点

マス目と与件根拠をもっと大事に
使う。言い換えは減点要因。

248
集中⑦
Ⅲ

(3) 集中⑦Ⅲ(3)
C社はT社から中国進出を要請され、その対
応を決めかねている。C社はなぜ対応を決めか
ねているのか、

その理由について
120字以内で
説明せよ。

2B 工場関連 理由 現在 分析 120 20 12 9/23 8 △4
現状抜きで字数余裕あった
ので、もう１要素入れてみ
た。

正しくても作問者の意図でなけれ
ば点はこない。丁寧に抜くほうが点
高い。もうしばらく悩んでみる

249
集中⑦
Ⅲ

(4) 集中⑦Ⅲ(4)

C社は創業以来技術開発に力を入れ、現在
でも｢鍛造｣による新技術の開発に取り組んで
いる。このような新技術の開発に失敗した場
合、

C社の経営にどのような影響を
及ぼすことになるかについて、

120字以内で
説明せよ。

2E 技能・R&D 評価 今後 分析 120 25 15 9/23 10 △5
与件な行ズレ根拠書いて、
文末因果言及舌足らずで
減点

文末お団子1個因果の得点はマ
ス目＆時間と相談。もう少し悩む

250
集中⑦
Ⅲ

(5) 集中⑦Ⅲ(5)
C社がISO14001を取得した目的は、企業イ
メージの向上と環境負荷の軽減のためである。
それ以外に、

ISO14001の取得による効果をC
社の経営にさらに役立てるために
はどのような方策があるか。

そのために管理す
べきデータ項目を
挙げながら

120字以内で
説明せよ。

5A 情報 提示 変化 分析 120 20 12 9/23 7 △5
現状指摘長くて情報項目
説明不足

次回は情報項目多めに・・、と思っ
たら逆で現状指摘が多め(H19
Ⅲ)。たぶん何かウラがあるので探
す。

251 07模Ⅲ (1) 07模Ⅲ(1)
C社の年商はおよそ20億円で、ここ数年はほぼ
横ばいとなっている。

この理由を取引面の観点から 2つあげ、
それぞれにつ
いて50字以内
で述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 50x2 10 7 10/5 8 +1
抜き。2つの切り分けは与件
文の｢自動車｣｢暖房・給油
機｣を使えばOK。

予定通りビンゴ。この辺りの問題
作成パターンは押さえ済み。

252 07模Ⅲ (2) 07模Ⅲ(2)
C社は｢新製品｣の事業化の初期段階での不
測の事態に備えるため、｢新製品｣の生産を地
方工場で行うことを考えている。

そのための課題について、
100字以内で
具体的に説
明せよ。

2C 生産形態 提示 変化 分析 100 20 12 10/5 8 △4
わかっているが、解答構成要
素がずれて点取りにくいタイ
プ。

構成要素がズレる可能性を意
識。その分抜き根拠を忠実に使っ
て得点固め。

253 07模Ⅲ (3) 07模Ⅲ(3)
海外からの調達比率を上げることは、長期的
にみてC社の経営に

どのような問題をもたらすことにな
るか。

120字以内で
説明せよ。

3B 調達 評価 今後 分析 120 25 13 10/5 14 +1
方向感は段落ごと対応付け
でスピーディーに読み取り
可。根拠拾ってまずまず。

方向感のHIT率はかなり○。構
成・表現・記述力磨いてもっと点
数積み重ねる。

254 07模Ⅲ (4) 07模Ⅲ(4)

C社では、営業部門では早期の環境対応を
強く望んでいるが、生産部門では環境対応に
適合した装置の開発には積極的ではない、C
社のこうした環境対応について、

あなたはどのようにアドバイスする
か。

120字以内で
述べよ。

3A 設計 提示 今後 分析 120 25 13 10/5 9 △4
経営課題を意識してだいた
いHIT。点数でないのは記述
構成の悪さ。

記述構成は時間とって磨く。何か
に気づけるかどうか。

255 07模Ⅲ (5) 07模Ⅲ(5)
多頻度小口納品が増えているC社では、物流
コストの低減が課題となっている。このために管
理すべき重要なデータ項目をあげながら、

低減の内容について
100字以内で
説明せよ。

5A 情報 提示 変化
分析
+抜き

100 20 12 10/5 8 △4

なかなか方向感ピタリとはい
かない。列挙したデータ項目
でなんとかしがみつき部分
点。

データ項目は列挙で点取れる。問
題は残りのHIT率をどう向上させる
か

256
MC③
Ⅲ

(1) MC③Ⅲ(1)
建築金物業界におけるC社の強
みと弱みを戦略的な観点から述
べよ。

なお、解答は強み
を(a)欄に、弱みを
(b)欄に、2つずつ、

それぞれ40字
以内で示せ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 40x4 20 12 10/8 7 △5
SW列挙だが、切り口明示で
ないので当たらず

切り口明示でない場合の、逃げ道
を考えておく。

257
MC③
Ⅲ

(2) MC③Ⅲ(2)
C社は、特定顧客(P社)に大きく依存した収益
構造となっている。これによって、

現在、得られていると考えられる
メリットと、今後、生じると考えら
れるデメリットについて、

建築業界の状況
を踏まえて、

120字以内で
述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 120 20 12 10/8 10 △2
制約条件から方向性・根拠
判断できるが、つめが甘い

方向性わからなければ根拠入れ
込んで逃げ。

258
MC③
Ⅲ

(3) MC③Ⅲ(3)

C社が継続的に成長・発展していくためには、
今後、国内工事の受注件数を高めていくこと
が重要である。C社が更に競争優位性を高め
ていくためには、業績が好調な今のうちに

どのような戦略的対応を行って
おくことが望ましいと考えられる
か。

120字以内で
アドバイスせ
よ。

1C 標的・競争 提示 変化 分析 120 20 12 10/8 6 △6
育成(人的資源)→○出た
加工設備に投資→×出ず
まぁ施策は当たらなくても・・

方向性良くないが根拠でひかっか
り・生き残りが可能な設定。

259
MC③
Ⅲ

(4) MC③Ⅲ(4)
設計部門ではCADを導入しているが、C社で
はこれを設計事務所や建設業者に対する営
業活動に積極的に生かしたいと考えている。

どのようなデータ・情報を、どのよ
うに活かすことができるか。また
CADの図面データを活かした営
業は、生産面でどのような効果
が期待できるか。

140字以内で
述べよ。

5A 情報 情報 今後 分析 140 20 14 10/8 8 △6
情報項目が与件にいない
よ・・。

与件にいない場合、情報項目をど
う列挙するか？

260
MC③
Ⅲ

(5) MC③Ⅲ(5)

国内の建設工事は、建設業者(ゼネコン)間で
も価格競争が激化していることから、工事期
間をできるだけ短くし利益を確保する動きがあ
る。このため、建設関連業者に対しても更なる
低価格化と短納期化の要請が高まっており、
C社では、これへの対応が重要な課題となって
いる。C社が、低価格化・短納期化を進めて
いくためには、

生産面でどのような対策が必要
と考えられるか。

理由とともに
140字以内で
説明せよ。

3A 設計 提示 変化 分析 140 20 12 10/8 10 △2
問題文の課題・与件の経営
課題の｢低価格化・短納期
化｣をそのまま抜いて使う。

総じてアウェーで不慣れ感強い。つ
まり根拠ピタッとあてての荒稼ぎ狙
いより、根拠でしか点が取れない
状態を体験。

261
7直⑦
Ⅲ

(1) 7直⑦Ⅲ(1) エンブレム製造業としての C社の強みを、
生産・技術面から
2つ、

それぞれ30字
で述べよ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 8 10/9 10 +2
設問ナンバーM活用。2つみ
つけて忠実に抜く。

満点。30字タイプ極意つかむ
｢抜きそのままで使えー｣

262
7直⑦
Ⅲ

(2) 7直⑦Ⅲ(2)
C社の歩留は、業界他社に比べて決して低い
というわけではない。しかし、C社が歩留の向上
にあえて取り組む場合、

どのような効果が期待できるかに
ついて、

120字以内で
説明せよ。

3C 作業 評価 今後 分析 120 20 12 10/9 14 +2
怪しい根拠を拾ってつないで
高得点。

このレベルの設問なら合格答案作
成可能。

263
7直⑦
Ⅲ

(3) 7直⑦Ⅲ(3)
C社から生産性の向上を図るための工程の改
善についてアドバイスを求められている。

あなたはどのような改善内容を
提案するか、

140字以内で
述べよ。

3A 設計 提示 変化 分析 140 25 15 10/9 13 △2
問題点指摘＋原因ドリルダ
ウン。これはバッチリ。

問題点ドリルダウン、根拠明示分
だけでなく暗示分まで言及すれば
点がくることがある。上級技。

264
7直⑦
Ⅲ

(4) 7直⑦Ⅲ(4)
C社が標準品を扱うことについて、C社が置か
れている経営環境やC社の現状等を踏まえ、

あなたは中小企業診断士として
どのようなアドバイスをするか。

ただし、標準品を
扱うか、否かの立
場を明確にして

160字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 提示 変化 分析 140 25 12 10/9 4 △8
根拠の量から書き易いYesを
採用。つらいな・・。

Yes⇔No違っても部分点もらえる
ように根拠を拾って入れる。

265
7直⑦
Ⅲ

(5) 7直⑦Ⅲ(5)
C社の営業担当者の業務を円
滑にするための方策について、

そのために管理す
べき情報項目をあ
げながら、

140字以内で
説明せよ。

5A 情報 提示 変化 分析 140 20 12 10/9 9 △3

方向性あまり良くないが情報
項目が与件に列挙なので、
遠慮なく使って部分点
GET。

情報問題はマス目構成要素改善
余地ありそう。もう少し様子見。

266
OP③
Ⅲ

(1) OP③Ⅲ(1)
C社が、熱処理加工業界におい
て高い評価を得られている技術
力要因を

2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 5 10/10 6 +1
10点だから、制約条件意識
してタカを括って後回しで短
時間解答。

制約条件遵守で合格ライン。ただ
し字数きちんと使ってそれらしく書け
ば満点も狙える。時間と相談。

267
OP③
Ⅲ

(2) OP③Ⅲ(2)

単純な下請業を良しとしないC社であるが、加
熱装置事業において自社ブランド製品ではな
く、利益率が高くないOEM供給を採用してい
る。

こうしたC社のOEM供給体制の
特徴を、

戦略的な視点か
ら

120字以内で
説明せよ。

1D OEMファブレス 評価 現在 分析 120 20 12 10/10 10 △2
OEM知識で営業コスト減、
までは出た。経営資源を
R&Dに集中、は出なかった。

根拠抜きで10点GETなので○だ
ろ。可能な範囲で1次知識を体系
化して対応

268
OP③
Ⅲ

(3) OP③Ⅲ(3)
倒産した加工業者が受託していた取引先から
の案件を確保するために、

C社は業務プロセスをどのように
見直すべきか。

C社が置かれてい
る競争環境を踏
まえながら、そのた
めに管理すべき
データ項目とともに

140字以内で
説明せよ。

5A 情報 提示 今後 分析 140 25 16 10/10 11 △5
なんとなく不慣れ、情報項目
も少ないので、現状ダラダラ
書いてマス目ロス。

辻井先生情報項目6要素テンプ
レ炸裂！なんだそう解くんだ。今頃
感はあるが急遽FPに追加。

269
OP③
Ⅲ

(4) OP③Ⅲ(4)

最近、自動車業界では、地球環境問題を背
景に低燃費型自動車の需要が伸び始めてい
る。このような環境変化およびそれに対するC
社の対応は、

C社の今後の経営にとってどのよ
うな影響を及ぼすかについて、

160字以内で
説明せよ。

1C 標的・競争 評価 今後 分析 160 25 18 10/10 17 △1

エグチ弁当箱フレーム・遠藤
設問ナンバーフレームでピッタ
ンコ。与件に○して順番につ
なぐ

このレベルでOK。ムリに満点狙いに
いくと時間やバランス崩すのでこの
レベルを維持。

270
OP③
Ⅲ

(5) OP③Ⅲ(5)
C社は、新規事業として、調理機器分野では
なく医療機器分野への進出を検討している。

こうした新規事業に取り組むこと
について、あなたはどのようにアド
バイスするかを

140字以内で
述べよ。

1C 標的・競争 評価 変化 分析 140 25 15 10/10 8 △7

現状根拠抜きにいったが、
変化策列挙しようとして字数
不足言い換えで減点。バラ
ンス難しい。

アドバイスタイプは作問意図により
構成変わる。今回は現状評価に
配点がくる｢評価｣タイプ。留意点
タイプとの違いに注意。

271 8OPⅢ (1) 8OPⅢ(1)
製段機、製函機、緩衝材製造機器の製造・
販売等を行っている

C社の製造面の強みを 2つあげ、
それぞれ30字
以内で述べ
よ。

1A 環境分析 SW 現在 抜き 30x2 10 7 10/17 9 +2
抜き。飛び石根拠もセンテン
ス設問ナンバーでしっかり
GET

学習効果あり。これでOK。

272 8OPⅢ (2) 8OPⅢ(2)
C社は、X社経由の取引が80%を占めている。
このような取引構造によるC社の経営状況を
踏まえながら、

C社はそれに対応するためにどの
ような方策に取り組んでいるか、

140字以内で
説明せよ。

1A 環境分析 評価 現在 分析 140 25 15 10/17 13 △2
テンプレで構成OK。経営課
題キーワード｢環境｣モレが惜
しい。

このタイプもこれでOK。経営課題
をしっかり意識し、とにかく忠実な
根拠指摘でガッツリ稼ぐ。

273 8OPⅢ (3) 8OPⅢ(3)
C社は試行錯誤を繰り返しながらも、｢新製
品｣の開発に取り組み、製品化に成功してい
る。C社のこうした研究開発について、

あなたは中小企業診断士として
どのようなアドバイスをするか、

140字以内で
述べよ。

2E 技能・R&D 提示 現在 分析 140 25 15 10/17 12 △3
構成要素多すぎて言い換え
減点。優先度考慮できるか
どうか。

優先度考慮する余裕があれば、
更に忠実な根拠使いで加点。で
ももう難しいのでこれで行く。
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274 8OPⅢ (4) 8OPⅢ(4)

C社は、｢新製品｣の受注がさらに増えた場
合、生産能力の確保が課題となる。しかし、C
社は外注を利用することについて躊躇してい
る。

C社は、なぜ外注利用を躊躇し
ているのか、

80字以内で
説明せよ。

2A 内外製区分 理由 現在 分析 80 15 8 10/17 0 △8
R&Dにアンテナ震わせすぎて
技術の方向へ。要求は｢誤っ
た施策による強みの喪失｣

初めのボタン掛け違うと、スキルが
ある分だけ失点まっしぐら。この場
合は要求パタテンプレで可能。間
違い積み重ねるのが一番。
→問3を見ず、問1を気にしにいけ
ば正解はできた問題。持ちネタ追
加

275 8OPⅢ (5) 8OPⅢ(5)
C社は売上増のために、｢新製品｣の製造販
売意外に、X社の営業力をより有効に活用す
ることを考えている。

C社はどのような提案をX社にす
べきか、

そのために管理す
べき情報項目をあ
げながら、

140字以内で
説明せよ。

4A 営業プロセス 提示 変化 分析 140 25 15 10/17 11 △4

テンプレ使っていろいろ盛り込
み。今回テーマは期待効果
重視なので、まぁこれで良
し。

情報項目明示であれば長マス目
はあっという間に埋まる。情報項目
用のマス目をもう少し多目に用
意。
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