
平成 13年度 第 2次 試験問題

3.中 小企業の診断及び助言に関する

実務の事例III

14: 00-15: 20

注 意 事 項

1 開始の合図があるまで,問 題用紙 ・解答用紙に手を触れてはいけません。

2 開 始の合図があったら,ま ず,解 答用紙に,受 験番号を記入すること。

3.解 答は,問 題ごとに指定された解答欄にはっきりと記入すること。

4 解 答用紙は、必ず提出すること。持ち帰ることはできません。

5 終 了の合図と同時に筆記用具を置くこと。

6 試 験開始後 30分間及び試験終了前 5分間は退席できません。

◇M3(516-10)



【C社 の概要】

C社 は,1960年 に創業した従業員62名の企業であり,金 属の切削加工による部品

製作を主力事業としている。現在は,微 細な切削加工技術をセールスポィントに, コ

ンピュータ周辺機器をはじめ各種OA機 器などの部品生産を手がけている。

常時取引のある得意先は,大 手 ・中堅電機メーカーを中心に約 120社にの1ゴる。こ

れらの得意先からは,「他社に比べ単価は高いが,精 度が高く,仕 上がりもよい|とい

う評価を得ている。ここ数年,受 注量は増加傾向にあるが,受 注単価は低下,売 上は

横ばい,利 益は減少傾向にある。C社 の各得意先の部品調達方針をみると,精 度の比

較的低い部品や量産品などを中心に,海 外生産品に切り替える傾向が強まってきてい

る。

このため,部 品の胴別受注生産だけでは将来の経営が不安定であるとC社 は考え,

自社の持つ徹細切削加工技術を生かした新製品の開発に取り組み, IC(集 積回路)製

造の検査工程で使用される道具の一種である治具(以下,「 IC検 査用治具」という)の

開発に成功した。この IC検 査用治具は、最終検査ェ程において Icの 電気的特性を

検査する際に, ICと 検査装置とを正しく接続させる道具である。

現在, C社 では,新 規事業部門を営業 1名 (部品製作部門の営業と兼務),技 術 6名

(部門責任者を含む)の言i7名 で立ち上げ, Ic検 査用治具市場への参入に向けて動き

出している。

【新規事業をめぐる状況】

IC検 査用治具の需要は半導体市場の動向に大きくた右される。その市場動向は,

好不況の波が大きいものの,長 期的には拡大するものと予想されている。ユーザーは

ICを 製造する半導体メーカーであり, C社 の既存事業(部品製作)の得意先の一部も

ユーザーとなり得る。

IC検 査用治具市場では,世 界市場】国内市場とも, X社 をはじめとする日本の大

手メーカー数社が大きなシェアを占めており,現 在のところ日本企業が優勢な分野で

ある。国内市場では,そ の大手メーカー数社のほかに海外メーカー製 IC検 査用治具

を扱う輸入商社や中小メーカーが数社ある。

IC検 査用治具は,多 様な ICの 個々の形状に合うものが必要であり,そ の種類は

少量品や特注品を含めると1,000種類以上にも及ぶ。大手メーカーは,100種 類程度
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の標準的な IC検 査用治具(標準品)を中心にユーザーに直接販売している。標準品の

うち需要の多いものは常時在鹿品とし,そ れ以外のものは受注生産品とするのが一般

的である。一方,中 小メーカーは,標 準品のなかでも比較的需要の少ないもの(少量

品),お よび特注品を中心に取り扱い,通 常1代 理店経由で販売している。

近年,標 準品の領域では,大 手メーカーは海外生産に移行するなどして価格競争力

を強化している。この結果,標 準品領域での大手メーカーのシェアは拡大傾向にある

と同時に,IC検 査用治具の価格は全体的に低下傾向にある。また,大 手メーカーが

在庫を持つ標準品だけでなく,少 量品や特注品についても,顧 客への短納期対応が強

く求められてきている。

今後,ICの 形状はますます多様化し,さ らに多くの種類の IC検 査用治具が必要

とされる見通しであり,少 量品 ・特注品領域の拡大が見込まれる。また,ま すます高

密度化する ICに 対して,短 時間で正確な検査が可能な IC検 査用治具の開発が求め

られており,各 社ともこれに対応した製品の開発を急いでいる。

この点, C社 の IC検 査用治具は, ICと 接触する金属部分を自社の微細切削加工

技術を生かして独自の形状とし, これによって1高 密度の ICを 検査する場合に,他

社製品に比べて短時間で正確な検査を可能とした。今春の半導体関連の展示会で試作

品を出展したところ,現 在まで半導体メーカーからの問い合わせが相次いでいる。

C社 では IC検 査用治具の製造について,設 計,金 属(前述の ICと 接触する金属

部分を含む)の切削I程 と,組 立 ・調整 ・検査といった工程は社内で対応し,ヽ 面,

樹脂部品の製造やメッキ加工などは外注することを予定している。

第 1問 (配点 20点 )

(設問 1)

問題文から, IC検 査用治具の市場環境を読みとり, C社 が IC検 査用治具市場

に参入するにあたって,(a)有利と捉えられる市場環境,お よU(b)事業を行ううえて

リスクと捉えられる市場環境を2点 ずつあげ,そ れぞれ40字 以内で簡潔に説明せ

よ。
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(設問 2)

C社 が IC検 査用治具市場に参入するにあたって, C社 の経営面 ,技術面におけ

る(a理在の優位点,お よび(b)これから強化しなければならない点を2点ずうあげ,

それぞれ 40字以内で簡潔に説明せよ。

第 2問 G己点 30点)

C社 が IC検 査用治具市場で成功するためには,参 入時における(a)c社で取り扱う

IC検 査用治具の種類,お よ訳 b題覇菱■と登とについてそれぞれどのようにすべき

か。C社 に対するあなたのアドバイスを,そ の理由とともにそれぞれ 80字以内で簡

潔に述べよ。

第 3問 G己点 20点)

展示会で試作品をみた大手メーカー(X社 )から, C社 が開発した IC検 査用治具を

OEM(相 手先プランドによる生産)供給してほしいとの申し出があった。C社 の立場

に立ち,X社 へOEM供 給することについての(a)メリット,お よび(b)デメリットを2

点ずつあげ,そ れぞれ 40字以内で簡潔に説明せよ9

第4問 G己点 15点)

C社 が、 IC検 査用治具の短納期での納入を実現するためには, コンピュータおよ

び通信ネットワークをどのように活用すべきか。在庫管理以外で,あ なたが最も効果

があり,か つ現実的だと思う具体的方法を1つあげ,80宇 以内で簡潔に説明せよ。

第 5問 (配点 15点)

C社 の新規事業部門の技術スタッフから「2～ 3年後をめどに工場を増設し,IC

検査用治具の樹脂部品を外注から社内での製造へと切 り替えるべきだ」との意見が

あった。この意見に沿って樹脂部品の製造を社内での製造に切り替えた場合に増大す

る事業のリスクのうち,あ なたが最も重要だと思うものを 1つあげ,80字 以内で簡

潔に説明せよ。
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