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【平成２８年度・第２次筆記試験】 事例Ⅰ（組織・人事戦略）の思考手順とポイント 

 

●本事例の全体像 

相談事は、第 10 段落の「・・さらなる経営革新の推進とともに、それを実現していく有用な人材の

確保が必要であること」である。また、第 1段落の「A社社長の目下の経営課題は、売上や利益確保し、

100年近い同社の歴史を絶やさないことにある」と特定できる。 

事例Ⅰで問われる診断助言の論点は「経営戦略と組織戦略」に関する「２つの命題」である「組織は

戦略に従う」「戦略は組織に従う」のことである。本事例の設問構成は、第 1 問（設問１）で「これま

での経営戦略」の分析を行い、第 2問（設問１）で「今後の経営戦略」の助言を行う。そして、第 1問

（設問２）で「経営戦略を支えている組織戦略」の分析を行い、第 2問（設問２）で「経営改革を支え

るために組織変革した理由」を明らかにすることになる。さらに、それを実現するための人材確保を目

的とした「人事戦略」が第 3問で問われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＡＳ（アソシエ・アドバンス・スクール）は、中小企業診断士２次試験に特化した受験機関です。 

過去問を基軸に置いた学習で、スーパーフレームワークや設問分解練習法など独自の２次試験攻略

法を開発してきました。ＡＡＳでは「表現力×構成力×与件活用力」で答案を作成しています。 

ＡＡＳ関西（大阪・神戸・京都・金沢） 
解答例は AASの HPからダウンロード可能です。 

「ＡＡＳ関西」が作成した模範解答例について、その思考手順を説明している資料です 

事例Ⅰ・設問の体系化 

相談事①「さらなる経営改革の推進」の課題に対応するために 

経営戦略と組織戦略の関係を踏まえて、診断（分析）→助言（提案）する 

第１問（分析） 

診断 

（設問１）成長要因の分析 

「売上確保」と「利益確保」の視点 

（設問２）組織戦略から要因分析 

「組織構造」と「組織文化」の視点 

第２問（提案） 

（設問１）成長戦略の留意点 

学校アルバムとの違いを踏まえる 

（設問２）組織改変した理由 

「メリット」と「デメリット」の視点 

 

助言 

相談事②「それを実現していく有用な人材の確保」の課題に対応するために 

人的資源管理の視点から診断助言する 

 

第３問 

モラール向上の視点（動機づけと衛生） 

有用な人材確保の施策→新卒や女性 

＜第 1段落の「しかし」以降にリンク＞ 

しかし、こうした厳しい経営状況にもかかわらず、 

およそ 150 人前後で推移してきた従業員（非正規社員

15 人前後を含む）のリストラを A 社社長自身考えてい

ない。A社ではこれまでも経営理念の一つとして掲げて

きた「社員は宝」のスローガンの下で、新卒社員や女性

社員の採用を積極的に進め、人件費以外の部分で効率化

を図ることに注力してきた。 
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●第 1問の思考手順とポイント 

 

（設問１）と（設問２）で構成されている。どちらの設問も「要因」が問われている。このような場

合、（設問１）と（設問２）をごっちゃにして分析してはならない。AASでは、本問のような（設問１）

と（設問２）の構成のパターンとして、①並列タイプ、②因果タイプ、③並列と因果を併用するタイプ、

にわけている。事例Ⅰの論点である「戦略は組織に従う」「組織は戦略に従う」という命題を踏まえる

と、本問の構成は「①並列タイプ」として位置付けることができる。つまり、（設問１）は「Ａ社は成

長を遂げることができた要因」＝「経営戦略（成長戦略）の要因」を分析することがはっきりと読み取

れるため、（設問２）は、成長戦略を支える「組織戦略の要因」をあげることになる。売上の大半を学

校アルバム事業が占めているという成長戦略を支えるための組織戦略であったため、「新規事業が大き

な成果を上げていない」と読み取ることができる。 

本問のリード文「業績が好調であった A社 3代目の時代に進められた事業展開について」が書かれて

いる与件文とリンクを張ることになる。具体的には、「第 2 段落・第 3 段落、第 4 段落、第 5 段落」と

なる。（設問１）は「成長戦略レベル」であるため、ＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析などの環境分析と、成長

戦略を規定する製品市場マトリックスを頭の中に描きながら与件文を分析すると、第 4段落の「独自で

技術開発に取り組んで・・・」や「他社との差別化を図ることも・・・」に着目することができる。こ

れを裏付けるように、並列の接続詞の「また」がわざわざ表現されている。このような記述式試験にお

いて「接続詞は意図的にわざわざ挿入されている」ことが推測できる。今回は「また」を要因の分析の

切り口として、国語的に、受け入れることがポイントとなる。 

 

次に（設問２）は、設問の「新規事業」が具体的に書かれている第 5段落を国語的に読み込むことで

ある。第 5段落の文章構成は、「Ａ、その一方で（対比）、Ｂ また（並列）、Ｃ さらに（添加）、Ｄ 。

もっとも（補足）Ｅ」と接続詞のオンパレードである。特に、「一方」という接続詞の意味をきちんと

受け入れていたかが合格答案を導くポイントである。 

もう１つ、（設問２）は組織戦略レベルで分析するため、第 9 段落の「学校アルバム事業に適応する

よう編成してきた機能別組織体制を・・・複数の事業間に横串を刺すことによって、全社が連動し人材

の流動性を確保できるような組織に改変した」から、問われている 3代目の社長時代は、どのような組

織であったのかという点も読み取ることができる。 

 

（設問１） 

 要因が 100字で問われているため「並列型の論理パターン」を活用して、「要因は、①因果、②因果、

である。」の答案骨子をまず描く。そして、切り口は、与件リンクした第 4 段落の並列の接続詞である

「ＡまたＢ」を受けいれる。リード文にある「業績が好調であった成長要因」を分析する意図は、現在

の A 社社長の経営課題が売上や利益を確保することであるからだ。よって、ここでは、「どのように売

上を確保したのか」と「どのように利益を確保したのか」という観点から因果関係を表現することにな

る。このことで、本問の分析結果を、第 2問（設問１）の新規アルバム拡大における留意点として現社

長に助言していくことに繋がっていくことになる。 

 つまり、「他社に先駆けてオフセット印刷機を導入（設備投資）→独自の技術開発に取り組んで印刷

精度を向上（強み）→それによって学校アルバム事業を拡大させ、高い印刷精度が求められる美術印刷

事業に参入している（強みによる事業のシナジーで新市場を開拓）」という因果関係を、今後の経営改

革の推進に横展開して助言することになる。 

 また、「社員教育に力を注ぎ→企画力やデザイン力を強化・向上（強み）→他社との差別化を図るこ

ともできるようになった（強みで付加価値の商品を開発）」という因果関係となる。 

「さらに、教育効果を高めるために、1980 年代半ばには、自社所有の遊休地に研修施設を建設し、新

入社員研修や従業員の体験学習、小集団活動を積極的に促してきた。」については、「社員教育に力を注

ぎ」で表現できていると判断した。 

ただ、なぜ、「さらに」という接続詞をわざわざ盛り込んで「強み」を追加説明しているのかという

与件文があるのかについては出題者の意図を推し量るべきである。結果、「体験学習」と「小集団活動」

は、第 2 問で客観性の高いキーワードとして解答例の中で活用することになった。（第 2 問の解説や解

答例参照） 
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（設問２） 

 ここも、要因が 100字で問われているため「並列型の論理パターン」を活用して、「要因は、①因果、

②因果、である。」の答案骨子を描くことになる。その切り口は、組織戦略レベルと位置づけ、「組織構

造×組織構造」、「組織文化×組織文化」、「組織構造×組織文化」の３パターンのいずれかを選択するこ

とになる。組織戦略は機能別戦略となるため、「与件×知識」あるいは「知識×与件」の因果関係で答

案表現することになるため、与件文が活用しやすい組織の知識をもってくることになり、与件分析によ

って、どのパターンで答案を構成するかがきまってくる。結果として、解答例は、「組織構造と組織文

化」のパターンで答案を表現している。 

 組織構造に関する与件文は、第 9段落にある「学校アルバム事業に適応するよう編成してきた機能別

組織体制であった」という点を活用して、主力であった学校アルバム事業を支えるための組織構造であ

った点をあげている。 

また、組織文化の視点であるが、ここは助言する第 2 問（設問２）において、「全社が連動し人材の

流動化を確保できる組織に改変した」というあるべき組織の姿がはっきりと書かれているため、組織構

造だけではなく、目に見えない組織文化の観点からも分析が必要だと判断できる。 

よって、第 5段落の「もっとも」以降、「・・・売上のおよそ 80％を学校アルバム事業が占めている」

を踏まえて、組織文化の「貢献意欲」の視点から「新規事業における目標達成意欲の高揚が図りにくか

ったから」と表現した。この分析結果から、第 2問（設問２）では、アルバムと、一般印刷事業、美術

印刷事業、教育関連事業とが両立できるマトリックス組織への改変を狙ったことを導きだすことができ

ることになる。 

 

●第２問の思考手順とポイント 

 

（設問１）と（設問２）の構成は、第 1 問と同様に、「①並列タイプ」として位置付けることができ

る。（設問１）は「新規のアルバム事業を拡大する＝成長戦略」であり、（設問２）は「機能別組織体制

を採用・・・」ということがはっきり書かれているので「組織戦略レベル」と位置づけることができ、

第 1問に引き続き、第 2問でも、経営戦略と組織戦略との２つの命題を踏まえて思考するこが求められ

ていることになる。 

 さて、（設問１）は、設問文に「中小企業診断士ととして」と書かれている。このようなときは、過

去の本試験の分析と傾向から「診断（分析）を踏まえて助言（提案）せよ」というのが出題者の意図で

あると思われる。よって、第 1問（設問１）で分析した要因を踏まえて成長戦略レベルで助言すること

になる。つまり、現社長の抱える経営課題である売上や利益の確保に対して、本問の留意点の内容とし

て、「どのように売上をあげていくのか」、「どのように利益を確保していくのか」を助言することにな

る。 

 （設問２）は、すでにマトリックス組織に改変した前提でその理由を分析させている。事例Ⅰの独特

の問題形式であるが、ここも、第 1 問（設問２）の組織戦略レベルで分析した要因を踏まえたうえで、

その理由をあげることになる。つまり、新規アルバム事業を支える組織戦略として、マトリック組織構

造を採用したことになり、また同時に、「社員は宝」という経営理念を生かすことのできる良好な組織

文化を前提としてマトリックス組織に改変したことを与件文から分析すればよい。 

 現社長（5代目）の経営改革が書かれているのは「第 6段落、第 7段落、第 8段落、第 9段落」であ

る。第 6 段落の「印刷業界の経営環境の変化」をうけて、第 7 段落でＡ社社長は経営改革を決意する。

具体的には、「まず着手したのは、多角化した事業に分散していた経営資源を主力製品であるアルバム

に集中し強化することであった」となる。そして、次の第 8段落で「アルバムに集中する内容」が書か

れ、第 9段落でこのための組織改革が説明されている。 

この点を踏まえ、（設問１）の設問文「これまでの学校アルバム事業の展開」が書かれている第 8 段

落の 1文目「・・・それまで学校とのパイプ役を果たしていた地域の写真館の数が減少する中で・・・」

が特定できるため、この第 8段落を核として答案を思考することになる。また、（設問２）の設問文「・・

機能別組織体制・・・人材の流動性を確保・・・」と同じ文言がある第 9段落が特定できる。 

さらに、第 9 段落の書き出し「それと同時に、組織改革にも着手した」を読み取り、「それと・・」

が示す第 8 段落は「経営改革」で（設問１）、第 9 段落は「組織改革」で（設問２）と明確に整理した

うえで、最適化することがポイントとなる。 
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なお、第 8段落を整理するポイントは次の２点となる。 

 
スピードの経済性を

意識する 
最先端のデジタル印刷機を導入→美術印刷事業の強化→アルバムの新規事業立ち上げ。 

「とはいえ」以降を

国語的に読み取る 

学校アルバム事業と異なる営業戦略、事業運営体制が必要となる。（そのため）生産現場の従

業員を営業担当へ配置転換とともに、巨大な潜在市場を抱える大都市圏に営業所設置。 

 

また、第 9段落を整理するポイントは組織構造と組織文化となる。 

 

組織構造 アルバム事業、一般印刷事業、美術印刷事業、教育関連事業など、複数の事業間に横串を刺す 

組織文化 全社が連動し人材の流動性を確保できること 

 

（設問１） 

 どのような因果で書くべきかについては、当然であるが、設問に従うことになる。つまり、「新規の

アルバム事業を拡大していく際に留意すべき点」を「中小企業診断士として、（第 1 問の分析を踏まえ

て）助言をする」ことになるが、その際に、「これまでの学校アルバム事業の展開との違いを考慮しな

がら」という題意を因果で表現することになる。 

 また、頭の中には、「規模の経済性ではなく、スピードの経済性」と、「範囲の経済性ではなく、ネッ

トワークの経済性」という事例Ⅰの成長戦略の姿を描くこともポイントとなる。学校アルバム事業は、

全国 3000 校の学校の変化に同期化するために、パイプ役となる写真館という外部経営資源と手を組む

ことで実現するネットワークの経済性にあたる。本問はこのネットワークの経済性の学校アルバム事業

との違いを考慮した新規アルバム拡大の留意点であるため「スピードの経済性を発揮する」ことに着目

することになる。つまり、無形資源を核としたシナジーを発揮させることで、変化する市場や顧客の変

化に先んじるというスピードの経済性を発揮する思考を前提に最適化することになる。 

 ここで、第 1問（設問１）の要因と、第 8段落でリンクした学校アルバム事業展開との違いを整理す

ると、ここでの因果関係を図示してみる。 

 

第 2問（設問１）を思考するための条件を整理する 

＜診断助言の関係＞ 

第 1問（設問１）の要因 

＜設問の制約＞ 

学校アルバムとの違い 

＜与件リンクから＞ 

新規アルバム事業拡大に必

要となる戦略 

＜与件リンクから＞ 

営業力強化のための 

取り組み内容 

企画力・デザイン力で 

他社の差別化を図る 

第 8段落 

学校とのパイプ役を 

果たしてきた写真館 

学校アルバム事業とは 

異なる営業戦略 

強大な潜在市場を抱える 

大都市圏に営業所 

独自の技術開発による 

印刷精度をあげることで 

事業を拡大する 

第２段落 

卒業式前後に配布する 

アルバムのみ（他事業関連なし） 

学校アルバム事業とは 

異なる事業運営体制 

生産現場の従業員を 

営業担当者に配置転換する 

 

 

設問の制約条件である「学校アルバムの違い」について、第 8段落から「学校とのパイプ役を果たす

写真館」に着目した。ここを考慮すると、今後は、直接、新たなターゲットである「美術館や企業、そ

して一般消費者のアルバム需要を掘り起こすこと」が求められており、そのために必要な「営業戦略」

として「大都市圏内に営業所を設けいている」と関連付けることができる。ここに第 1問（設問１）で

分析した「企画力・デザイン力を生かす点」を踏まえて助言することになる。 

ただ、第 5段落から、デザイン力を発揮した新規事業（コンサルティング事業や写真館の店舗デザイ

ンを助言する事業）は組織改変では残されていないので、「企画力」を発揮して他社との差別化を図る

ような助言を行うことが妥当だと判断した。よって、解答例では、大都市圏の営業所が主催するアルバ

ム制作体験学習や工芸教室などを企画して、潜在的なアルバムニーズを掘り起こすことで他社との差別

化を図ることを留意点としてあげている。 
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もう１つは、学校アルバム事業との違いとして、与件にははっきりと書かれていないが、「学校アル

バムだけ」と推測した。第 8段落には、新商品として「定年退職者の記念アルバムや子供の成長記録の

アルバム」が例示されている。これは、一般印刷事業の既存顧客である企業に対して定年退職者の記念

アルバムも提案でき、教育関連事業である工芸教室に参加した女性に対して子供の成長記録のアルバム

を提案できると整理した。つまり、学校アルバム事業は、卒業式前後に生徒などに配布する学校アルバ

ムのみであり、今後のアルバムは、複数の事業の印刷物とアルバムをセットでの受注を提案していくこ

とになると考えたためである。これは、第 1問（設問１）の分析結果である「独自の技術開発でアルバ

ム事業の拡大とともに美術印刷事業に参入した」というアルバムとの関連シナジーでも説明ができる。

よって、解答例では、生産現場の経験を持つ社員（＝独自の技術開発に取り組んだ経験あり）が営業を

担当することで、一般印刷事業、美術印刷事業、教育関連事業だけの売上確保ではなく、それらの事業

の顧客に対して（アルバム制作の専門知識を活用して）アルバム受注につなげる提案営業を行うことを

留意点としてあげている。 
 

（設問２） 

変革した組織は「マトリックス組織」である。まずは、この組織形態が持つ特徴（その目的、メリッ

ト、デメリット）を整理してみる。 

 

マトリック組織の特徴 

組織形態の目的 

機能別組織や事業部制組織では克服することのできない、市場の急速な変化、技術革新の進展、グロ

ーバル化など経営環境の不確実性の高まりに対応することを目的として組織化された柔軟で機動的な組

織形態である。 

メリット デメリット 

機能別組織の専門性と、事業部組織の市場

対応という両社のメリットを同時に実現する

ことを企図した組織体制となる。 

１つの部署が二人以上の上長によってコントロールさ

れる（ツー・ボス・システム）のために、組織原則の命

令統一の原則に抵触して組織的混乱を生み出したり、部

門間の調整に時間やコストを費やさなければならない。 

出典：「経営をしっかり理解する（岩崎尚人共著）」日本能率協会マネジメントセンター 

  

 まず、マトリックス組織形態のデメリットについて着目したい。つまり、何らかの対策を用いてデメ

リットを克服することができると考えたから採用したことになると考えることができるからだ。ヒント

になったのは、第 4段落の「小集団活動を積極的に促してきた」である。第 3段落には「当時の A社の

成長を支えてきた要因の一つは、今日でも経営理念として引き継がれている人材力の強化、すなわち社

員教育の成果にあったといえる」とも書かれており、成長戦略を支える組織戦略として論理的にも説明

できることになる。さらに、本事例では教育効果を高める手段として書かれているが、そもそも小集団

活動は経営参加の１つの手段でもある。 

なお、第 5段落の最終文に登場する 4代目社長の与件の中にある「時間やコスト」がマトリックス組

織のデメリットを思い起こさせる出題者からのプレゼントだったのではないかと考えている。 

この点を踏まえて、組織文化の「共通目的」の視点から因果関係をまとめると、「積極的な小集団活

動→事業間の調整に時間やコストがかからない→強い一体感や使命感を醸成できるため」となる。 

  

次に、組織構造の視点は、マトリックス組織のメリットである「機能別組織の専門性と、事業部組織の
市場対応という両社のメリットを同時に実現すること」に着目したい。機能別組織の専門性とは「自社内に

一貫したアルバム制作」のことであり、事業部組織の市場対応とは「一般印刷事業、美術印刷事業、教育関

連事業」のことである。つまり、アルバムと複数の印刷事業とのシナジーを同時に発揮するという点をあげ

ればよいことになる。この点を踏まえて、組織構造の「専門性の発揮」の視点から因果関係をまとめる

と、「一般印刷事業や美術印刷事業、教育関連事業においても→アルバム制作の独自の技術開発に取り

組んだ専門性が発揮できるため」となる。 
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●第３問の思考手順とポイント 

 

人事戦略レベルの設問である。A社従業員を最も重要な経営資源と位置付けその人的資源をどう高め

ていくかがポイントになる。本事例では「社員は宝」というスローガンが掲げられていることからでも、

毎年と同様の傾向だと判断できる。本問は「有用な人材を確保していくため」という目的を実現するた

めの「導入することが有効だと考えられる人事施策の提案」が題意である。当然であるが「具体的な施

策」を助言することになるが、思い付きやアイデアから人事施策をあげても点数にはつながらない。分

析に基づく提案であるかどうかがポイントとなる。 

では、どのような分析が必要となるのか。前述したとおり、人的資源管理の視点は「能力向上」と「モ

ラール向上」である。本事例の A社は、能力向上を目的とした従業員教育には十分な施策が導入されて

いることが読み取れる。よって、「モラール向上」の視点を重要視して、「動機づけ要因と衛生要因」に

よる施策導入を助言することができる。 

また、本問は、中小企業白書 2015年版（第 2章・第 2節）に「中小企業・小規模事業者の人材確保・

定着」がその背景にあると推測できる。当然であるが中小企業の現状を客観的に分析しているのが白書

である。ここに記載されている白書知識についても押さえていると妥当な施策が導けたと思われる。特

に参考になるのは事例２-２-４「企業のありのままの魅力を伝える人材採用」、事例２-２-５「会社全員

で作り出す理想の労務環境」、事例２-２-８「人材育成を経営課題と位置づけ、積極的な人材への投資を

実践」などの成功事例であった。 

 さて、本問は、第 1段落の後半にリンクを張ることができる。この与件文を今一度、一読してみてほ

しい。 

「しかし、こうした厳しい経営状況にもかかわらず、およそ 150人前後で推移してきた従業員（非正

規社員 15 人前後を含む）のリストラを A 社社長自身考えていない。A 社ではこれまでも経営理念の一

つとして掲げてきた「社員は宝」のスローガンの下で、新卒社員や女性社員の採用を積極的に進め、人

件費以外の部分で効率化を図ることに注力してきた。」 

 

 ここから、導入施策の対象となる従業員として、「新卒社員」と「女性社員」を読み取ることができ

る。これが採点基準になっているはずだ。これらの社員の教育については、第 3段落や第 4段落につい

て書かれているため、能力向上に関する施策は充実していると判断し、モラール向上に関する施策を提

案することにした。よって、モラール向上の組み合わせとしては、やはり、女性社員＝衛生要因からの

施策、新卒社員＝動機づけ要因からの施策、が妥当だと判断した。どちらも衛生要因からの施策でも提

案できる可能性もあるが、ここは「もれなく、だぶりなく」というMECEを重視したい。 

提案問題の 100字の答案骨子は、基本の並列型でも、ピラミッド型のどちらでも構成できる。ただし、

分析を踏まえる必要がある。つまり、どのような人材を確保するための施策を導入するのかである。与

件リンクより「新卒社員と女性社員」は明らかである。よって、切り口がはっきりしているときは、「並

列型の論理パターン」を活用するとよい。ただし、字数が余れば、２つに共通する結論として「働きや

すい環境を整備する施策を導入する」などをあげてもよい。 

女性社員については、第 8 段落の新商品である「子供の成長記録アルバム」をヒントに、「子育て休

暇制度」をあげている。ポイントは、「仕事と家庭を両立できるワークライフバランスを図ること」で

ある。 

また、新卒社員については「メンター制度」をあげている。これは先輩社員がメンター役となり、新

卒社員一人ひとりに対して、働き甲斐や責任感・達成感などを協働しながらともに成長していくことが

可能な制度である。「社員は宝」のスローガンを実践するには最適な施策だと判断した。もちろん、こ

れは、前述した「2015 年度版中小企業白書」で掲載されている施策そのものであり、白書知識を活用

して答案を作成した。 

なお、妥当な施策については、このほか多数あげることができるものの、この試験の特性を踏まえる

と、白書であげている施策をあげることが望ましい。 
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