
区分１ 区分２ 事例１
特徴 例外の原則

（権限委譲）
中小企業は何でも社長、工場長、部長が一人でやってしまいがち。←それじゃダメ。現場が、
会社がまわない。成長できない。ではどうするか？↓

特徴 例外の原則
（権限委譲）

現場のリーダーを育成する人材開発が重要となる。さらに権限委譲することで、現場で継続的
な改善活動につなげる。

テクニック 例外の原則
（権限委譲）

権限委譲の具体的内容は、従業員に裁量部分を設けて創意工夫させる⇒（期待効果）業務
改善に結び付ける⇒効率性の向上

テクニック 例外の原則
（権限委譲）

組織構造上、新たな機能や役割を付与する場合は、「権限委譲」＝十分な権限と責任を付与
する点に留意する

特徴 留意事項 助言はどこの階層に対して何を提言するかを常に意識すること。とりわけ事例Ⅰは、経営者レ
ベルでの行動や判断に関する提言が多い（極めて重い）ので、その意識づけはしっかりした
い。販売面のこと、製品面の課題のようでもことでも、経営レベルの俯瞰した視点にたち、相
談している社長が組織にどのように働きかけ、どう変革（ソフト、ハード両方）していくかが、特
に将来方向（第一問、第４、５問当たり）での解答方向での枠組みとして押さえておきたい。
マーケより、生産管理よりの解答にならないよう、かつ偉そうにならないよう（経営企画室のペ
エペエ社員）で事例から離れず、我慢強く、愚直に多面的に助言。でも解答骨子は明確に助
言。

特徴 留意事項 ひらめいた、それは罠だぞ、事例Ⅰ
テクニック 留意事項 ①制約条件の抽出には慎重に

②聞かれていないことには答えない（厳重注意）
③「懸念されるか」まず簡単に共同事業やろうとして、それが上手くいかない懸念⇒何故⇒短
期的利益目先に走る⇒斬新なアイディアが生まれにくくなる⇒共同事業のリスクを高める⇒結
果的にＡ社の新用途・機能開発が困難

テクニック モラール 社員が新たな管理制度導入に対してモラール低下ときらた、まず意思疎通が不足した事や、
経営者が十分な説明をしていない可能性、公平性・透明性に何か問題がある可能性などを想
起する

特徴 非正規社員
の活用

中小企業は非正規社員、パートさんの力を借りなくては、戦えない。彼ら・彼女らにいかに参
画意識や改善意欲をもってもらうか、採用、評価、報酬、育成、配置等で意欲向上に結び付く
施策を実施するかがカギ。

切り口 非正規社員
の活用

「非正規社員の管理」ときたら、正社員と異なる管理か、あるいは同じ管理なのかの視点でま
ず考え、中小企業は非正規社員の戦力化が重要な場合が多いので、正社員と同じ管理にす
る可能性も意識し、その内容や効果を吟味する。

切り口 非正規社員
の活用

「非正規社員」の意欲向上ときたら、当然業績や業務遂行を公正な評価につなげ、適切に報
酬に反映させることはもちろん、非経済的具体策として①業務に対して裁量の余地を与え（=
権限委譲）、②創意工夫を促す、③能力開発の為の教育・研修制度（ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ）④公
平公正な評価制度の導入、⑤情報共有、標準化、マニュアル化、⑥業務改善提案制度、⑦意
思疎通、⑧新商品開発への参加、⑨適切な配置、採用、⑩一体化の醸成、を想起する。

テクニック 買収 A社が買収を逡巡する要因として、①相手先の財務上の問題、②重複資産、③余剰人為、④
老舗であること（経営革新が進まない）

テクニック 能力開発・
モラール向

①社内表彰制度
②社内資格制度

テクニック 能力開発 勤務経験者ときたら、教育コストと期間が節約できる（ｔｉｍｅ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｍｏｎｅｙ．Ｍｏｎｅｙ　ｃａｎｎ
ｏｔ　ｂｕｙ　ｔｉｍｅ．）

特徴 特徴 事例Ⅰは、人事、組織を中心に、マーケティングや生産管理、財務（売上、収益、費用の観
点）も多少関連しながら経営戦略に関する助言、アドバイスを求められる。つまり多面的であ
り、人事・組織についてもハードとソフト（ふぞろい７参照。）の両方の観点から解答を求められ
る。なので、事例に離れず、多面的に解答、でも聞かれたことを外さない、ぼやっとさせない、
勝負する気持ちで対応する必要がある。

特徴 特徴 事例Ⅰは、与件から離れやすい。何故か。知識を使うこと、与件に解答根拠が乏しく、類推に
よう解答方向を検討するうちに、俯瞰的な考えが消えて単眼的になりがち。

特徴 特徴 外注管理、非正規雇用管理が問われる
テクニック 中小企業の

成長戦略
中小企業は経営資源に制約がある一方で、窮する経営状況から脱するため、あるいは将来
の経営環境の変化に備えるため、新たな顧客、新たな製品を開拓しつづけなければならな
い。

テクニック 中小企業の
成長戦略

一方で、経営資源の限られた中小企業は、経営の安定化、収益基盤の確立のためには、既
存の顧客、既存の製品、既存のサービスの維持向上にも留意していく必要がある。

テクニック 中小企業の
成長戦略

新市場・新製品はハイリスクハイリターンであり、失敗すれば経営基盤を大きく揺るがすことと
なる。なので、あえて既存市場で競争優位の立つために新市場で戦うことを目指す場合や（23
年度事例Ⅰ）、既存の顧客関係性強化を通じてニーズ把握、自社製品改良、固定客確保と新
商品のアイディアノウハウ形成という手堅い道が有効になるケースもある。事例で、新規の顧
客に、新規の製品に関する留意点を聞かれた場合には、リスクだけでなく、既存の事業弱体
化を進める恐れをまず想起すべきである。

テクニック 中小企業の
成長戦略

事業拡大上の制約条件はと聞かれたら、内部の経営資源（人、物、金、情報、技術、ノウハ
ウ）、外部環境の３ｃや５力（顧客、競合他社、仕入先、等）の視点でその事例企業に即した制
約を考える。

テクニック その他 「方策の実施の理由」を問われた場合、①経営課題として重要性が高い、②経営課題として
緊急性が高い、③経営資源との関係から実現性が高い　の観点から検討する。



テクニック その他 セル生産がもたらす効果（事例Ⅲと共通）
①担当者の意欲向上（＝全体に関与できる／創意工夫を促す）
②リードタイム短縮
③歩留まりロスの向上
④仕掛在庫の削減
＜上記効果を高めるには＞
①研修等による従業員の能力開発機会の付与
②多能工化
③社内提案制度の創設

切り口 組織構造 「組織的に」ときたら、①組織構造、②権限・責任関係、③管理体制、④人事制度（評価・採
用・報酬・配置・育成）の観点を想起する

テクニック 設問解釈 設問で「考えられるか？」という場合でも、まず類推するのではなく、与件で明示されているこ
とを解答要素に使用するのを基本とする。ただし、与件に根拠がない場合は、与件に基づい
てある程度類推することも必要となる場合がある。

テクニック 成果主義 成果主義型賃金制度導入の一般的な留意点、
①目標設定や評価における公平性の確保②目標設定や遂行についての個人の裁量権の確
保③能力開発機会の確保④内発的動機づけへの配慮⑤短期的な成果への傾斜排除⑥全社
目標達成への動機付けの確保⇒個人主義、個人的な成果への傾斜懸念を払拭⇒「部門間や
従業員同士の情報共有や協働を評価」、「全社的な方針であることへの社長自ら従業員への
落とし込み」

テクニック 成果主義 成果主義は、人件費負担の増大を回避しながら従業員のモチベーションを高める為に業績貢
献度に応じて処遇を決定。目標設定や評価における公平性、透明性確保。目標設定や遂行
に個人の裁量権あること。能力開発の機会があること。

テクニック 成果主義 成果主義
①セクショナリズム
②短期利益市場主義
これらを防止するため
①社長による充分な説明により公平性、納得性、透明性を保つ
②部門間連携が維持できる仕組みづくり

テクニック 成果主義 若い会社に成果主義を導入する際の留意点（ｈ１７）
　①努力→成果が明確になるか、公平性のある評価基準が設計できるか
　　　　※若い会社はみんなが連携して一体感の中で業務している実態があり、切り分けが困
難
　②考課者能力の問題（経営経験、リーダー経験のない者が適正な評価が実施できるかの懸
念）

テクニック 垂直統合 メリット
①取引コストの削減による低コスト化
②サプライチェーンやバリューチェーンの最適化
③リアルタイム市場情報へのアクセス
④顧客ニーズの迅速な把握
⑤（仕入先の経営統合の場合）、安定供給の確保

切り口 人的資源管
理

｢社員の管理」ときたら、まず人的資源管理（モチベーション）を想起する。さらに管理なので、
PDCAを意識する。

テクニック 人的資源管
理

「人的資源管理」
①評価（公平性、透明性、納得性）
②能力開発（支援体制）
③報酬（明確に）
④採用・配置（計画的に）

テクニック 人件費削減 赤字事例企業の高人件費抑制対策（Ｈ１６）
①成果主義導入
②業績連動型報酬制度
③非正規社員の積極的活用による固定費の変動費化

テクニック 新規事業 新規事業の具体策については、製造、開発、販売等の各種機能においての実行可能性を外
部資源と内部資源の活用の観点から考えることで、無理のない展開内容に纏めることに留意
する。

事例振返 事例振返 現状分析では、現象を述べて「だから何なのよ」がいつも不足している。文字数が埋めれな
い。冗長的になる。時間が足りない。原因⇒結果、（現象）⇒つまり何、どうなったの？につい
て、キーワードを絡めた論理展開を意識する。



事例振返 事例振返 現状分析、改善施策
具体的施策を聞かれているのに、期待効果を二つも展開してしまった。例「…により効率化、
収益基盤の確立」。何故、その具体的施策を実施するのかの現状分析（①あるべき姿が何で
②それとのギャップ問題点の把握）、③ギャップが生じる原因、④原因をふまえた具体的施
策、⑤具体的施策による期待効果　、文字数や他の設問内容との切り分けの中で、①～⑤を
どこまで記載するのかについて、解答方向で整理し

事例振返 事例振返 解答方向で整理する際には、与件のキーワードや解答要素（候補）を使いきれているかを確
認する

事例振返 事例振返 経営課題をふまえたアドバイス、提言では、
事例振返 事例振返 Ｈ２４過去問で、成果主義型賃金制度の設計と導入に関する留意点を聞かれた際、一般論に

終始し、肝心のＡ社の経営課題と社長の想いの部分の考察が完全に抜けてしまった。ここで、
何故Ａ社はこの制度を導入しようとしているのか、について考えが及ばなかったのが原因であ
る。つまり事例から離れた。

事例振返 事例振返 私の悪い癖、与件に与えらえているワード以外に余計な一言（自動化システムだけでよいの
にマニュアルを追加など）を入れてしまう。何故か？キーワード加点のトラウマがありすぎで、
ワードでの加点狙いに走る。文字数が足りない。大事なポイントが入れなれないの悪循環。与
件にない言葉は使わないことが原則。文意が希釈化する。

事例振返 事例振返 Ｈ２４過去問与件で、あれだけ品質保証の強み、品質の安定的な確保が会社の課題であるこ
とを口酸っぱく社長が（＝与件が）言っているのに、係長クラスへの期待する役割と能力開
発、成果主義型賃金制度の問題を問われた際、その社内課題が実現するよう、また損なわれ
ぬようという観点の考察が抜けている。何故こんなことが起こるのだろう。

事例振返 事例振返 結局、あなたは過去問を機械的に解いているだけだからこうなる。社長がＡ社を良くするには
組織人事上でどうしたらよいかという大きく一番大事な前提や考察が抜けてしまっているか
ら、このような事が起きる。

事例振返 事例振返 知識は使うためにある。大事なことをはき違えてはいけない。
事例振返 事例振返 目標面談制度は課長⇔従業員の仕組みですよ。ここれでは目標管理制度。
事例振返 事例振返 ｈ２０

＜私の事例Ⅰ～Ⅲで中々治らない悪い癖＞
　①設問の深読み→あ、そこまで聞いてないから・・・→素直に愚直に読む
　②与件い根拠のないセンテンスの盛り込み→何でそこまで言えるの？→知ったかするなよ、
かっこつけるなよ→社長から聞いた言葉を中心に盛り込め
　③体験済み他の過去問からのロジック引用→かなり強引すぎるよね→ちょっと人の話を聞
いていないんじゃない？
　④キーワード不足、網羅性不足→うーん抜けているな。ちょっと足りない。もう少しだよね。
　⑤ロジック飛躍（Ａ→Ｃ）→「ちょっと何言ってんだかわからない。」（サンドの冨澤風に）
　⑥解答：最初ぐだぐだ（冗長、後半どどど）、あ文字数が足ね、しゃあない体言止めで「後は
読んで解釈してくれー文書になってもうた」→何これ？こっちはコンサル料払ってんだけど…
（社長、怒り）
　⑦誤字・脱字多いよ、君

事例振返 事例振返 ｈ１７
①断定しすぎなんだよ。一面的な見方ともいえるね。「製造業は量の大小で収益性が決定す
る」とか書いているでしょ？書く前に自分でも違和感思ったろ。だったら、違う表現にするとか、
せめて「という要素もある」ぐらいにまとめないと、コンサル失格だよ。
②設問要求でさ、複雑な設問は、解答骨子をフレームで慎重に組み立てないと、事故起こす
よ。具体的には、問２でＡ社の強みだけでなく、急速成長した要因に関して考えられるＡ社の
強み。だから解答方向は、強み（因）→（果）具体的実施内容（因）→（果）急速成長、とならな
いと。あんたのは（強み）＝（抽象化した内容）だった。下手すれば×。
③おーい。経営管理上の留意点を聞かれているのに、人事部長の視点での人事制度の留意
点や具体策ばかり並べてたな。気持ちは分からんでもないけど、設問の意図を理解したか？
経営者（社長）が行う施策や姿勢を問うている点や他の設問とのつながりを意識したのか？だ
からいつもダメなんだよ。どこの階層のレベルを聞かれているか？を常に意識しないと。管理
とついているので何でもＰＤCAを言うなよ。引っかかるぞ。

テクニック 事業承継 「後継者に事業承継を行う際の留意点」

①経営者としての経営能力開発
②バックアップ体制（会長）
③段階的な権限委譲
④取引先、他の役員、従業員からの理解

テクニック 事業構造 装置産業＝資本集約的⇒供給過剰のメカニズムの視点でとらえる。
※中小企業は労働集約的な場合に生存領域ある（二次直前演習①の事例Ⅰ）

テクニック 採用 新卒採用ときたら、帰属意識が高い社員が増えることで組織文化の醸成、長期的な事業継続
の基盤づくり、組織の活性化、新しいニーズや新規製品開発に対応できる人材の確保

テクニック 再雇用 「再雇用制度の問題点」
①高齢者の割合が増加
②長期的な人材育成を図りずらい
③既存業務へは精通しているものの、新しい技術や変化への対応力に欠ける傾向がある。



テクニック 経営資源 経営資源の多重利用（範囲の経済）Ｈ１７過去問
　　急成長を遂げるＩＴ関連のベンチャー企業
　　　①プログラム開発力
　　　②コンテンツ提供力
　　　③高いデザイン力
等の経営資源を多重利用すること（範囲の経済）との相違点を製造業における規模の経済と
の違いで説明する設問があった

テクニック 経営管理 経営管理上の留意点と聞かれたら、
　①迅速な意思決定
　②明確な組織体制（役割分担）
　③権限と責任の委譲
　④社長のリーダーシップ
　⑤変革、チャレンジ精神がある社内風土の醸成
　⑥外部からの資源調達（外注、Ａ社に不足する能力の人材採用、）
など、経営者の視点、施策で考える
（注意は人事部長の従業員の能力開発、モチ向上の視点に陥らない）
（管理と来ているからといって、PDCAにあまり固執しない。あくまで事例に愚直に従う）

キーワード キーワード 卸売機能＝製造者と小売への情報媒介機能
キーワード キーワード 各店舗への各営業所の個別対応⇔専任営業担当者による一元管理
キーワード キーワード 漸増的な経営革新能力＝色々新しい施策を取り入れて発展させていくこと
キーワード キーワード 中小企業の直面する課題

顧客のグルーバル化による国内の産業空洞化
キーワード キーワード 組織の停滞感、硬直化
キーワード キーワード 組織の活性化
キーワード キーワード 若手の登用機会の増加／減少
キーワード キーワード 権限と責任の委譲
キーワード キーワード 斬新なアイディア、斬新な発想、革新的な技術力、
キーワード キーワード 従来の考え方
テクニック 外注化 外注化の話については、まず①Ａ社の現状が外注先に丸投げになっていないか、②競争優

位性の観点から内製化すべきコア業務と外注化すべきノンコア業務との切り分けがなされて
いるかに留意し、①はＡ社がイニシアチブをとり業務間の連結を図ること、②は、自社業務見
直しを実施し、戦略的な内外区分を策定し実行に移すことが、それぞれ指摘内容である

切り口 SWOT 「事業モデルが成り立たなくなった」ときたら、外部環境、内部環境等の環境変化の要因によ
り、利益が十分に出なくなった可能性を考える。


