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【平成２８年度・第２次筆記試験】 事例Ⅲ（生産・技術戦略）の思考手順とポイント 

 

●本事例の全体像（相談ごとを踏まえた、診断助言の関係）＊事例Ⅲは小見出しが相談ごとになる 

本事例は、「１．【長期的課題への対応】環境分析から成長戦略を導きけるか」、「２．【短期的課題へ

の対応】生産戦略の視点から問題解決できるか」、という、毎年問われている論点であった。なお、今

年は IT 関連の設問が存在しなかった。これは、試験委員から渡邊氏が抜けた影響と考えられるが、一

旦無くなった小見出しが次年度復活したように来年以降復活する可能性もあるため、引き続き注視して

いく必要はあるだろう。（以下の本事例の設問の体系化を参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ⅲ・設問の体系化 

【短期的課題】収益改善（コスト）とクレーム（品質）削減＜小見出し【生産概要】＞ 

【長期的課題】新事業進出＜小見出し【C 社の概要】＞ 

第１問 

カット野菜業界における 

強み（製品・市場軸） 
 

第４問 

理由 

（経営資源） 
第１問 

カット野菜業界における 

弱み（製品・市場軸） 

 

診断 

第２問 

収益改善 

（生産管理面） 

第３問 

クレーム削減 

（品質不良） 

表１ 

第９段落・第１０段落 

 

助言 

助言 

表２・図１ 

第１１段落 

 

助言 

第４問 

新事業 

BtoB 

か 

BtoC 

か 

 

第４問 

社内対応策 

（生産管理レベル） 

診断 
診断 

市場の機会 

第 2 段落（最近では） 
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 長期的課題への対応として「第 4問」と「第 1問」の関係が問われている。短期的課題への対応とし

て、「第 2問」で生産管理面における収益改善（コスト）が、「第 3問」で品質不良によるクレームの削

減手法が問われていた。特に短期的課題については、近年図表を読み解く力が問われているので、今後

の試験対策として、最低限 QC７つ道具で使用する図表に関しては、どのように読み解くのか学習して

おきたい。 

 

＜問題用紙の余白に書くべき取引関係図＞ 

Ｃ社製品と取引先の関係については、問題用紙の余白に図を書くことで、出題者の意図に基づき整理

することができる。製品と取引先の関係は、必ず図式化することを心がけて欲しい。 

 

C社の製品 取引先 

現在 量産される総菜などの原材料となるカット野菜 
総菜メーカー 

冷凍食品メーカー 

新事業 

どちらかを選択 

カット野菜を原料としたソースや乾燥野菜 現在取引のある顧客や関連する業界 

一般消費者向けのサラダ用や調理用の 

カット野菜パック 

新鮮さを売りものにしている 

中小地場スーパーマーケット 

 

●第１問（設問１）の思考手順とポイント 

 問われていることは、カット野菜業界における強みと弱みである。強みとは他社には無くて自社だけ

が有する物であり、他社との差別化要因である。また、制約条件に「カット野菜業界における」とある

ため、第 4問の全体戦略に繋がるものである必要がある。したがって、第 4問で解答する新事業に活用

できる物でなくてはならない。 

そこで、まずは第 4問の新事業を確定させる必要がある。後で詳細に説明するが、第 4問で提案する

新事業は、新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーマーケット向けのカット野菜パック事業であ

る。ここに活用できる他社にはない特徴（強み）を与件に見つけださなければならない。このような場

合、まず競合について分析することがセオリーである。なぜなら与件内に記載されてい競合に関する情

報量は事例対象企業の情報量に比べて圧倒的に少なく、素早く情報を整理分析できるためである。 

では、早速競合について確認しよう。競合に関しては、「同業者」という文言から第 3段落にリンク

を張るべきであろう。その同業者とは卸売業社や仲御業者である。この同業者の特徴は、野菜の流通を

担っていることと、常に一定量の野菜を市場から確保していることである。これは、第 3段落の＜また

＞という接続詞で明確に切り分けることができる。そこから、その特徴に対して差別化できる C社の強

みとは何かを探し出せば良い。この時、探し出す方向性として、第 4問との関係性も忘れてはならない。

第 4問で解答すべき新事業は取引先からの要望であり、それは「C社とＸ農業法人との関係に注目した

もの」であると第 7段落に記載されていた。ということは、取引先が C社を選択する理由(強み)は、X

農業法人との関係に関するものを抽出する必要があるだろう。以上のことから、同業者が流通に特化し

ていることに対して C社と資本関係にある X社が野菜を栽培していること、同業者の常に一定量を市

場から確保していることに対して X農業法人が規格外の野菜を C社に提供できることを強みとして取

り上げた。 

同業者の特徴 C社の強み 

野菜の流通を担っている 
親会社 X農業法人が野菜を栽培しており 

新鮮な野菜を入手できること 

常に一定量の野菜を市場から確保している 
X社から規格外の野菜を 

入手することができること 

 

次に弱みを確認しよう。弱みとは、新たな戦略を実行するときの克服すべき課題である。よって第 4

問で解決すべき全社レベルでの問題点を取り上げるべきだと判断できる。その観点から確認すると、市

場や取引先から要望されている「通年取引の要望に応えられていないこと」をまず挙げるべきであろう。   
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さらに、新しい事業はスーパーマーケットに一般消費者向けのカット生野菜を卸す事業であり、現状

の事業は総菜メーカーや冷凍食品メーカーに総菜などの原材料となるカット野菜を卸す事業である。こ

こに、BtoB と BtoC という大きな違いがあり、ここを第 4 問の新戦略に繋がる C 社の問題として取り

上げた。 

 

●第２問の思考手順とポイント 

 第 2問で問われていることは、生産管理面での対応策であり、その方向性は収益改善を早急に図るこ

とである。ということは、生産管理の中でもコスト面に着目することが求められていることがわかる。

そこで、「コスト」という文言を与件に探してみよう。コストという文言は、第 4 段落の 6 行目と表１

の２ヶ所に記載されていた。さらに、第 4 段落と表 1 に「原材料費」とあり、この文言から第 10 段落

にも紐付けることができる。よって、第 2問は、第 4 段落と表 1および第 10 段落から解答を作成する

ことになる。 

まず、第 4段落を確認すると、原材料費と労務費の上昇が問題となっていることがわかる。また、そ

の問題点は、「効果的な生産管理が組織的に行われていないため発生している」こともここから抽出で

きる。次に表 1 を確認すると、「原材料費」「労務費」「荷造運賃」の３つがコスト構成比の多い項目と

して、他の項目と比較して突出していることがわかる。 

では、第 10段落を確認しよう。第 10段落には、製造グループごとの生産管理によって 

①同種類の原材料調達における単価の差異 

②加工ロスによる歩留りの低下 

③出荷のための輸送費用のロス 

④製造グループ間での作業員の移動の制限 

という４つの問題点が記載されていた。これらの問題点に対して、「組織的に行う」方向性で解決する

対策を提案すればよい。さらに、第 10段落と繋がりのある第 9段落には、「生産高を日常の管理項目」

という記述もありこの管理項目も利益という視点からすれば、おかしな管理項目であろう。 

これらの項目を組み合わせて、解答を作成した。 

 

●第３問の思考手順とポイント 

第 3 問で問われていることは、着目するクレーム内容とそれを解決する具体的対応策である。早速、

着目するクレーム内容を確認しよう。クレームという文言で与件にリンクを張ると第 11 段落と表 2 に

行き着き、その第 11段落から図 1も関係があることがわかる。まず第 11段落を確認すると、クレーム

内容は品質不良だとわかり、そのクレーム件数が表 2で集計されていた。表 2は、グラフにはなってい

ないが、QC７つ道具の一つであるパレート図のデータである。この表 2 から、どのクレーム項目に着

目したらよいだろうか。そのヒントが、設問の制約条件として記載されていた。設問に「クレームを削

減する改善活動を最も効果的に実施するため」とであるので、クレーム件数の多いクレーム項目に着目

することに妥当性があると判断できる。では、上位何件まで選択すべきであろうか。単に一番件数の項

目を選択することも考えられるが、診断士としてはここは知識を活用して明確に分析すべきであろう。

ここの分析手法として、パレート図という点から ABC 分析手法を使用することが妥当であり、着目す

るクレーム項目は、上位 70%の A ランク項目を選択すべきである。改めて表 2 を確認すると、カット

形状不均一と鮮度劣化の上位 2項目で 70.1%を占めており、この２つの項目が着目すべきクレーム項目

となる。２つ合わせてほぼ 70%にしている点は、作問者の愛情として素直に受け取って欲しい。なお、

「異物混入」については、経営の根幹を揺るがす問題であるので、ここで取り上げるのではなく、第 4

問の全体戦略の中で解決していくべき問題である。ここからも上記２つを着目すべきクレームとして認

識できよう。 

次に、この２つに対する具体的対応策を検討する。ここで参照するのが図 1の特性要因図である。こ

の中に着目すべきクレーム項目の文言を作業方法の枝として見つけることができる。「カット形状不均

一」の要因は、「人によって作業方法が違う」、「作業標準の不備」であり、「鮮度の劣化」の要因は、「長

時間の加工場内製品放置」と「仕掛品が多いこと」である。それぞれ、この２つの要因を因果で結んで

解答を作成した。 
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●第４問の思考手順とポイント 

 本問で問われていることは、新事業の提案、その理由、事業を成功に導くために必要な社内対応策の

３つであった。次に、制約条件を確認すると、顧客からの新たな取引の要望、C社の管理レベル、経営

資源を勘案するとあり、制約条件も３つ用意されていた。ということは、答えるべき内容と制約条件が

対になっていると考えられる。その組み合わせは以下の通りと判断した。 

 

問われている内容 対応する勘案事項 

新事業の提案 顧客からの新たな取引の要望（第 7段落） 

その理由 経営資源（強み・弱み） 

事業を成功に導くために 

必要な社内対応策 
C社の生産管理レベル（第 12段落） 

 

では、早速、新事業の提案から確認する。対となっている制約条件は、顧客からの新たな取引の要望

である。そこでこの文言を与件に探しにいくと第７段落に「新たな取引の要望」とあり、リンクを張る

べき段落は第 7段落だと判断した。 

その第 7段落には、２つの要望事項を見つけることができる。その２つの要望を比較すると以下の表

に整理できる。このどちらを選択すべきであろうか。その理由も設問で問われており、対になっている

制約条件は経営資源である。新たな戦略を立案するための経営資源とは、当然強みである。では、C社

はどちらの事業に活用できる強みを保有しているであろうか。残念ながら高付加価値製品事業に対する

強みを与件に見つけることは出来ない。一方、新鮮カット野菜パック事業であれば、X農業法人との関

係性から新鮮な野菜を入手できる C社の強みを活かすことができるであろう。また、事業の特徴として

わざわざ記載されている製造設備に関しても高付加価値製品事業では新たな投資が必要となるが、新鮮

カット野菜パック事業は現在の製造工程を利用できる。この現在の製造工程は、３ヶ月の休業期間が例

年生じていると第 5段落に記載があり、新たな設備投資をしなくてもこの余力を活用することで売上を

向上できる。さらに、設問の中では問われていないが、戦略立案の方向性は「S×O」戦略であるため、

市場の機会にも着目する必要がある。カット野菜市場の機会として、「最近では」という市場の機会を

明示する接続詞に着目し、第 2段落の「最近ではスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販

売されている袋に入ったサラダやカップサラダにも広がっている。」という文言を機会としてとらえて

いる。よって、経営資源を考案しての新事業として、新鮮カット野菜パックを選択することに妥当性が

あると判断できよう。 

以上の新事業とその理由の関係をまとめると以下のようになる。 

 

新事業の内容 市場の機会 
経営資源 

強みの活用 設備 

新鮮さを売りものにして

いる中小地場スーパーマ

ーケットに対して、一般

消費者向けのサラダ用や

調理用のカット野菜パッ

クを販売する 

カット野菜は、最近では

スーパーマーケットやコ

ンビニエンスストアなど

で販売されている袋に入

ったサラダやカップサラ

ダにも広がっている。 

（第 2段落） 

親会社 X農業法人が野菜を栽

培しており新鮮な野菜を入手

できること 

X社から規格外の野菜を入手

することができること 

 

 

 

現在の製造工

程を利用でき

る 

 

新鮮さを売り物にする中小地

場スーパーマーケットの要望

に応える 

 

約 3 か月の休

業期間を活用

通年取引の要

望に対応 
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最後に生産管理レベルでの社内対応策を確認する。管理レベルという文言に着目すると第 11 段落か

ら＜また＞で続く第 12 段落に同じ文言があり、ここに「施設・設備面と作業方法に関する衛生管理に

課題があり、販売先からの改善要求もある」と記載があった。よってこの課題を解決することがここで

の解答となる。では、具体的にどのような対策をすべきであろうか。ここも図 1の特性要因図にヒント

が示されていた。まず、「施設・設備面」の枝を確認すると「加工場の温度管理が出来ていない」とい

う問題が発生しており、これは、「温度管理設備がない」ことが原因となっている。次に、「作業方法」

の枝を確認すると「衛生管理ルールがない」という原因があり、「異物混入」している問題点が発生し

ていることが読み取れる。これを対応策として、解答とした。 

 

文責：AAS京都・金沢代表 田畑一佳 


