
H21年度 中小企業診断士 1次試験 出題予想セレクト 

 

【1日目 1科目目 経済学・経済政策】  

属性：爆弾 

出題傾向： 

・25マーク×4点。60分の試験時間は余る。 

・単なる知識よりも流れの理解度を問う応用的な問題のマーク数が増加。  

・ミクロ・マクロの出題順は混在。本質と違うぱっと見論点にわざと擬装しているケースは、的確な判断必

要。 

・他論点コンボなどで戸惑わせるが、出題は基本論点に集中するので本質質見極めれば得点伸びる。 

・得点調整用の派生論点知識問題は｢その他理論｣から2～3マーク。本当の直前期のしがみつき学習でカ

バー可能。 

・単なる単語レベルの問は出題可能性低い。 

処理手順： 

①まず10マーク40点キープ(ABランク、知識問題) 

②次いで落ち着いて初見問題・グラフ問題をじっくり処理。 

③得点調整用のDEランク問題は、自分の知識有無と突合せ、気負わず処理。 

 

<ミクロ> 

①費用関数(AVC、MC) 

②利潤最大化(操業停止点) 

③生産関数アプローチ 

④予算制約・効用最大化・限界代替率あたりの数式問題 

⑤代替効果・所得効果 

⑥上級財・下級財 

⑦厚生分析 

⑧比較生産費説 

⑨独占市場(限界収入曲線・利潤最大化)or寡占市場(屈折需要曲線) 

⑩ゲーム理論(ミニマックス原理) 

⑪性質/行動情報の非対称性 

⑫所得格差(ローレンツ曲線・ジニ係数) 

 

<マクロ> 

①帰属計算 

②物価指数 

③乗数理論 

④45度線分析(総需要管理政策orインフレ/デフレギャップ) 

⑤金融政策・理論(貨幣需要) 

⑥IS-LM分析(傾き) 

⑦IS-LM分析(シフト) 

⑧IS-LM分析(クラウディングアウトor流動性のわな) 

⑨AD-AS分析(古典派⇔ケインズ学派) 

⑩失業(フィリップス曲線) 

⑪⑫⑬その他理論3マーク 

 

 

【1日目2科目目 財務・会計】 



属性：爆弾 

 

【1日目3科目目 企業経営理論】 

属性：エンジェル 

出題傾向： 

・経営・組織・マーケからそれぞれ14マーク、計42マーク。90分の試験時間はギリギリ一杯。 

・3つの細科目でそれぞれ出題特性が異なる。 

<経営> 

・出題論点自体は身近なもの。点差をつけるために単なる用語の正誤でなく、因果関係・結論入替・用語入

替の3パターンで意地悪してくる。 

・解答トリガーとなるキーワードは暗示。問題文の用語から解答トリガーキーワードに自分で結びつける動

作が必要(例｢市場シェアと成長率(明示)｣→｢PPM(暗示)｣｣)。 

・どの論点の問題かが判定できればほぼ正答は導けるが、わざと難しく作っている問題もあるので100%確

実に解けるとは思わない方が無難？ 

<組織> 

・14マーク中、労働関連法規4、モチベーション理論1、リーダーシップ理論1は直前暗記対応論点。残り8マ

ークは頻出論点からの出題となるが、因果関係・結論入替・用語入替の意地悪3パターンで捻って点差を

つける。 

・モチベーション/リーダーシップ論、労働関係法規は暗記必要。暗記とそれ以外、と考えるとわかりやすい。

モチベーション/リーダーシップ論はやれば取れる。労働関係法規はドクロマーク。 

<マーケ> 

・単に知識の有無でストレートに解けるサービス問題がほとんど。 

・捻りができる論点(市場細分化・ブランド・・)は限られているので、そこだけ過去問で重点カバーすれば

OK。 

・急に難化のリスク(爆弾)はあるが、対策しようがないので気にしない。 

 

 

処理手順： 

①労働関係法規・リーダーシップ論などの直前暗記モノを解く。 

②マーケを解く 

③時間配分に注意しながら、経営・組織に着手。因果関係が難しそうな問題・長文問題は一旦PASS。 

④因果関係の難しい問題をじっくり料理 

⑤見直し 

 

予想セレクト42： 

<経営戦略> 

①競争優位性・コアコンピタンス3要件 

②分析アプローチ 

③海外戦略時事問題(テキスト外) 

④多角化 

⑤競争回避の戦略(規模の経済、収穫逓増) 

⑥競争優位の戦略、既存業者間の敵対関係(5Forces Models) 

⑦競争優位の戦略：ポーター競争の基本戦略×コトラー競争地位別戦略(ミックス問題) 

⑧競争回避の戦略(速度の経済) 

⑨競争回避/優位の戦略(価値連鎖) 

⑩イノベーション(インクリメンタル⇔ラディカル、イノベーションジレンマ⇔生産性のジレンマ) 

⑪デジタル家電(デファクトスタンダード・モジュール化・ネットワーク外部性ミックス問題) 



⑫産業クラスター(政策) 

⑬産業クラスター(立地の競争優位) 

⑭コーポレートガバナンス 

(選外：PLC、PPM→マーケで出題) 

 

<組織論> 

①組織構造の設計原理(権限・責任一致) 

②組織構造の設計原理(統制範囲) 

③国際経営組織 

④組織のライフサイクルモデル(企業者・共同体・公式化・精緻化の各段階と対応策) 

◎ガチ⑤資源依存モデル 

⑥グループダイナミクス 

⑦組織学習 

⑧戦略的組織変革 

(次点：組織のコンティンジェンシー理論) 

暗記6マーク 

①モチベーション理論(過程理論～期待理論・達成動機説) 

②リーダーシップ理論(リーダーシップの機能) 

③労働基準法(時間) 

④労働関連法規(見たこともない変なやつ1) 

⑤労働関連法規(見たこともない変なやつ2) 

⑥労働関連法規(見たこともない変なやつ3) 

 

<マーケティング> 

①市場細分化(測定・到達・維持・実行可能性) 

②標的市場 

③マーケットリサーチ(1次・2次データ) 

④消費者行動モデル(購買行動決定タイプ) 

⑤組織購買 

⑥有形財(最寄品・買回品・専門品・非探索品) 

⑦PLC×4P 

⑧ブランドの機能 

⑨新商品開発プロセス 

⑩サービスマーケティング(特性) 

⑪チャネル(VMS) 

⑫物流(良くわからない変な問題) 

⑬価格戦略(価格設定法) 

⑭プロモーションミックス(人的販売) 

(以上は押さえたい論点。実際は広告あたりの変な問題続出の可能性あり) 

 

 

【1日目4科目目 運営管理】 

属性：爆弾 

出題傾向： 

・45マーク×2～3点。生産管理→生産管理3、プランニング8、オペレーション10、生産情報システム1マーク。

店舗管理→店舗商業集積3、ハード5、ソフト6、物流3、販売流通情報システム6マーク。 

・平均点を60点にしようとする意図が最も明確な科目のうちの1つ。ABランク6割は過去問トレで解ける。D



ランク2割は誰も知らない問題。Cランク＝過去問未出題＋テキスト記載レベル2割。 

・運営管理の難しさは、知ってるか知らないかで解ける問題がほとんどなのに、押さえるべき論点が多い

(ように見える)こと。取らせる問題、意地悪問題が明確なので、サービス問題ABランクを確実にGETして60

点確保が上策。 

・対応策としては、 

①自分なりにざっくりと重要度ランクをつける →重要論点はしっかり(直前レジュメ) 

②暗記量を減らす工夫   →流れで覚える。捨て問を見極め。 

③イメージやヨコ対比のつながりを意識する  →捻り問題への対応度UP 

<重要論点>・・ここはしっかり。(いわゆるB～Cランク、僅かな覚え方の違いで点差がつく論点) 

①JIT9要件 

②IE標準時間 

③GMROI 

④バーコード 

⑤その他計算問題 (ラインバランシング、PERT、EOQ、レイティング) 

 

処理手順： 

①意地悪9マークに×をつける 

②直前暗記論点を真っ先に処理(バーコード、JIT9要件) 

③店舗・販売管理 (Dランクの知らない問題は後回し) 

④生産管理(    〃    ) 

⑤意地悪9マークは2択まで絞って鉛筆ころがし 

⑥見直し(15分) 

 

最初に意地悪9マーク(20％)をリストアップ 

×生産1 加工技術 

×生産2 需要予測あたりの未出題論点 

×生産3 品質管理あたりの未出題論点(新QC7つ道具) 

×生産4 廃棄物等管理あたりの未出題論点 (～法) 

×店舗1 建築基準法 

×店舗2 GMROIのうちの1問(在庫回転率の難しいやつ) 

×店舗3在庫予算(とにかく難しいやつ) 

×店舗4 ロジスティクスの2つの定義 

×店舗5 バーコード(CODE39、NW-7、CODE128)  

 

<生産管理22マーク> 

○ABランク＝14、△Cランク＝4、×Dランク＝4マーク。 

①○生産管理の用語・定義(4M、3S、5S、ECRSミックス問題) 

②○生産形態(受注/見込生産あたりのミックス問題) 

③○生産方式(セル/ライン生産あたりのミックス問題) 

④○SLP、レイアウト 

⑤○JIT9要件(小ロット化、平準化) 

⑥△ラインバランシング(難しめ) 

⑦×加工技術 

⑧×需要予測あたりの未出題論点 

⑨○PERT 

⑩△MRP 



⑪△定量発注方式(EOQ、定期発注点補充点方式) 

⑫○方法研究1 工程図記号 

⑬○方法研究2 運搬活性分析 

⑭○方法研究3 (連合作業分析) 

⑮○標準時間1 (ワークサンプリング) 

⑯○標準時間2 (ストップウォッチ法・PTS法) 

⑰○標準時間3 (レイティング) 

⑱×新QC7つ道具 

⑲○品質管理 

⑳○設備管理(設備総合効率) 

21×廃棄物等の管理(未出題論点) 

22△自動化技術(NC、MC) 

 

次点：製品開発・設計 

 

 

<店舗・販売管理23マーク> 

○ABランク＝13、△Cランク＝5、×Dランク＝5マーク。 

△①まちづくり3法ミックス問題 

×②建築基準法(変な問題) 

△③店舗立地・商圏 

○④店舗6機能(訴求・誘導・演出・選択・購入促進・情報発信) 

○⑤店舗構成  (ファサード、パラペット) 

○⑥レイアウト (売場生産性・販売効率) 

○⑦商品陳列(ゴールデンゾーン・ゴールデンライン) 

△⑧MDと商品管理(知識問題) 

○⑨GMROI(在庫高粗利率) 原価ベース 

○⑩交差比率(在庫高粗利率) 売価ベース 

○⑪仕入予算 

×⑫在庫回転率(捻り入り難しめ) 

×⑬在庫予算(百分率変異法) 

○⑭ISMorカテマネ 

○⑮一括物流(DC・TC) 

○⑯RFID・ICタグ 

×⑰ロジスティクスの2つの定義(ここで出さなくてどこで出す！) 

○⑱POSのソフトメリット (仮説検証型etc.・・) 

○⑲POSの活用策(PI値・FSP・RFM分析など) 

○⑳バーコード(JAN・ITF) 

×21バーコード(CODE39、NW-7、CODE128) 

△22流通標準(GLN、GS1-128) 

△23SCMラベル・ACN(事前出荷明細) 

 

次点：EOS・EDI 

 

 

 



 

 

 

【2日目1科目目 経営法務】 

属性：エンジェル 

・25マーク×4点。民法3、会社法10、資本市場2、倒産1。知財8、その他経営法務2。 

 

民法 

①典型13契約 売買→予約完結権 

②債務不履行・瑕疵担保責任 

③相続(遺留分) 

 

会社法 

①会社の機関(推定) 

②会社の種類(推定) 

③設立(現在事項全部証明書からの推定) 

④株式(発行可能株式総数) 

⑤株式(新株予約権) 

⑥計算(減資・資本準備金の取り崩し) 

⑦役員等の責任 

⑧組織再編(事業譲渡と会社分割) 

⑨組織再編(買取請求権・債権者保護・労働契約承継) 

⑩持分会社 

 

資本市場 

①発行開示(有価証券届出書) 

②継続開示(有価証券報告書) 

 

倒産 

①倒産 

 

知財 

①産業財産権1 

②産業財産権2 

③産業財産権3 

④侵害 

⑤著作権法 

⑥不正競争防止法(商標) 

⑦不正競争防止法(営業秘密) 

⑧ソフトウェアの保護 

 

その他 

①PL法 

②国際契約 

 

 

 



 

 

 

 

 

【2日目2科目目 経営情報システム】 

属性：エンジェル 

出題傾向： 

・25マーク×4点。基礎的知識13、システム開発8、ガイドライン2、統計2。 

・基礎的知識が最も簡単、次いでシステム開発が簡単。ガイドライン・統計各2マークは捨て問作戦もOK。 

・出題パターンのうち、①空欄穴埋め(空欄が3～4個) ②用語選択(問われる用語を4択から選ぶ)は正解が

容易に選べるサービス問題。 しかしパターン③文章正誤 が近年増加傾向にあり、他科目並みの深い知

識やひっかけも問われるようになった。  

・正解率を下げる意地悪ゾーンは、まずガイドライン・統計で4マーク。新出用語や比較的細かい知識を問う

Cランク問題も増加。かつてのABランク論点は数論点まとめて1マーク4点となる傾向があり、過去問演習

だけでなく｢過去問で出題されていない切り口｣の意識的なカバーが不可欠。 

・｢新出用語は間違い選択肢｣の原則は一応健在。 

 

処理手順： 

①§1基礎的知識を最初に解く。その中でも｢文章正誤｣を後回しにし、空欄穴埋め問題をさっさと解く。 

②文章正誤問題は慎重に吟味(難易度UP傾向)。 

③2択で悩んだら仮マークして後回し。最後の2択の時は｢知らない単語｣は選ばない。 

④ガイドライン・検定4マークは捨て、気が向いたら解く。80点満点で考え、その中での正答率を上げる作

戦。 

 

<基礎的知識13マーク> ・・確実にいただく。ただし難問がでたら焦らず後回し。 

①メモリ→DRAM高速化(SDRAM、DDRSDRAM ※答練未出題) 

②インタフェース 

③OSの機能(記憶管理～主記憶割付、仮想記憶) 

④SQL文(ちょっと難しめ) 

⑤障害の回復 

⑥無線LAN(b, g, a ←今度こそ！) 

⑦LAN(CSMA/CDのあたり。ちょっと難しめ) 

⑧IPアドレス(IPv6 ※答練未出題？) 

⑨暗号化×プロトコル 

⑩ファイアウォール×IDS(コンボ) 

⑪暗号化(セッション鍵) 

⑫システムの処理形態 (2層・3層アーキ ※未出題・サービス問題) 

⑬障害対策 (RAIDのあたり) 

 

<ソフトウェアの開発8マーク> ・・ある程度細かい知識が問われるが、逆にあまり捻りはなし 

①(ガチ)開発モデル 

②(ガチ)開発アプローチ 

③(ガチ)モデリング技法 (UML含む) 

④テスト方法orシステム以降 (CASE ※答練未出題) 

⑤パッケージソフト(※答練未出題) 

⑥ベンダー評価(CMM、CMMI ※答練未出題) 



⑦プログラム言語(手続き⇔非手続き型言語) 

⑧プログラム言語(スクリプト or マークアップ) 

 

<ガイドライン・統計解析4マーク> ・・予想するだけムダ。答練に出た問題だけやる。 

①ガイドライン1 

②ガイドライン2 

③統計1 

④統計2 

 

【2日目3科目目 中小企業経営・政策】 

属性：爆弾(経営)＋エンジェル(政策) 

出題傾向： 

・42マーク×2～3点。経営・政策でそれぞれ半々。90分の試験時間は余る。 

・知っているか知らないかで勝負がつく。 

・経営は白書のグラフの特徴と、事業所・企業統計調査における主要な数字をチェック。経営・政策ともに

出題の予想がしやすく、努力すればその分報われる科目。 

・政策は実施主体・対象・内容の3点セットが問われる。共済・貸付などグルーピングできる施策は、表をつ

くって細かな数値まで押さえておくと対応しやすい。 

 

処理手順： 

①設問をチャートに落とし込む。 

②政策→経営の順で後ろから解く。 

③最後の見直しも忘れない。白書の方向性と合致しているか。 

 

予想セレクト41 

・中小、特に中小経営は｢基礎答練＋直前答練＋1次模試｣でワンセット。つまり重要論点のうち、基礎＋直

前で未出題のグラフが必ず出る。 

・中小政策の出題論点は明確。つまり重要論点のうち、こちらは｢過去問＋基礎＋直前答練｣で未出題の

細かい手続きや数値が出題される。事前予測すると学習効果が高まる期待大。 

 

<経営>21マーク 

・事業所・企業統計調査 

・事業所・企業統計調査 

・商業統計表(卸売・小売業の生産性) 

・法人企業統計年報(製造業の付加価値率 ｏｒ当座比率･流動比率) 

 

・日本経済(サブプライム・株価下落) 

・中小企業の景気動向(利益率) 

・構造変化 

 

・労働生産性(伸び率の鈍化) 

・労働生産性(取り組みと生産性) 

・経済のサービス化(人材面の課題) 

・経済のサービス化(価格の引き上げ施策) 

・ＩＴ活用(ソフトウェア支出低) 

・グローバル化(海外生産比率) 

・グローバル化(売上高輸出比率) 



 

・倒産・再生支援(法的倒産の増加) 

・開廃業率(厚労省データ) 

・地域金融(調達環境) 

・調達多様化(担保提供) 

・開示・ガバナンス 

 

・産学官連携 

・コミュニティビジネス・ＮＰＯ 

 

 

<政策> 

・中小企業基本法(定量定義) 

・中小企業基本法(基本方針) 

・セーフティネット保障(限度額) 

・中小企業関連税制(法人税減税、交際費課税緩和) 

・経営承継円滑化法 

・再生資金 

 

・新連携支援(事業の要件) 

・新事業支援体制(創業者の定義) 

・新創業融資 

・経営革新(手続きフロー) 

 

・中小基盤整備機構 

・地域連携拠点 

・組合 

・組合 

・中心市街地活性化法 

・地域中小企業応援ファンド 

・下請代金遅延等防止法(親事業者の禁止行為) 

 

・経営セーフティ共済 

・設備資金貸付 

・小規模企業共済制度 

 


