
企業診断企業診断企業診断企業診断のののの手順手順手順手順((((事例演習事例演習事例演習事例演習) ) ) ) 振振振振りりりり返返返返りりりりシートシートシートシート
外部環境変化に適合した組織・人事の事例。

基本パタ： 環境変化により売上or利益率が低下した企業を、組織・人事の切り口で改善提案
Check Point
①経営資源は何か？

②経営課題は何か？

③社長の思いは何か？

④診断士には何を相談？

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点 3
②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか 2
③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか 4
④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか 4
⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか 3
⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか 4

外部環境変化に適合した組織・人事の事例。

基本パタ： 環境変化により売上or利益率が低下した企業を、組織・人事の切り口で改善提案
Check Point
①経営資源は何か？ 明示

②経営課題は何か？ 明示

③社長の思いは何か？ 暗示

④診断士には何を相談？明示

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点 3
②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか 5
③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか 4
④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか 4
⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか 4
⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか 4

Ⅰは安定。上位者との乖離有無を確認↑ 38

○与件文後ろからサーチ
○解釈入れず、根拠ピック  →時間短縮効果大。Ⅰ～Ⅲ共通で使える。

×問1 わざと点とらせない問題。事例Ⅰ問1はそんなもの。
×問2 意地悪がなければ理想的な手順で処理。要因は列挙
△問3 問題点の指摘がずれやすい問題。根拠列挙で部分点
○問4 難しい問題の後に簡単な知識・抜き問題を置いて点差つける作戦

→問1はマークだけして解答編集は後回し
→意地悪設定は別として、圧縮解答により根拠抜き部分点用のマス目を確保
→事例Ⅰを通じ、当てるよりも根拠の丁寧な抜きで部分点狙う。難問後回し
→解答記述の前に全問根拠割り当てる作戦で、意地悪回避可能○。

・与件後ろから読み込みでの時短効果を固める
・｢自分の解釈は間違ってる｣ことを前提に解答編集。
・根拠⇔設問の行ズレ回避を最優先する。いつもモレなく、ダブリあり。

事例Ⅰは得点安定化。引き分け狙いで、敵失誘って安全圏入り。

明示

暗示

暗示

・設問ナンバー使って根拠⇔解答要求対応づけ。PartⅡ
・与件根拠使う。さらにチープに忠実に使う。
・解答構成要素マス目の割当て。得点期待値を考慮して柔軟に動かす

・根拠⇔設問をわざと行ズレさせるように作っている
・類推の解答要素は占いみたいなもので、意地でも当てさせない。←お
い！

9/17最終集中① 事例Ⅰ

明示

10/3二次option①事例Ⅰ

強みと要因：わざと制約を甘くして指摘ズレ発生を狙う
営業利益率低下の内部要因：事例Ⅱ並みの根拠バラマキ、｢内部｣で制約
大問1つに40点配点：恐怖心を誘う
最後にサービス問題：5 forcesの知識と抜きでなんと14点プレゼント

得点期待値が低いと判断し、安全策で根拠pusｈに切り替える
根拠行ズレを避けるべく、全問0ベースで怪しい根拠から使う
対応行動パターン化。小問2つが関連→得点期待値L、非関連→期待値H
問題別着手順の優先度を意識。ほんとうに大切

③演習別振り返り.xls 最終集中2次option① 1/3 8/8/2010 8:10 PM



企業診断企業診断企業診断企業診断のののの手順手順手順手順((((事例演習事例演習事例演習事例演習) ) ) ) 振振振振りりりり返返返返りりりりシートシートシートシート
顧客の組織化（関係性）を前提としたマーケティング戦略の事例。

基本パタ： 伸びる可能性と独自の強みを持つ小売業orサービス業に、与件根拠使って品揃え・新規事業を提案。
Check Point
①経営資源は何か？

②経営課題は何か？

③社長の思いは何か？

④診断士には何を相談？

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点 3
②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか 2
③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか 5
④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか 4
⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか 3
⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか 3

外部環境変化に適合した組織・人事の事例。

基本パタ： 環境変化により売上or利益率が低下した企業を、組織・人事の切り口で改善提案
Check Point
①経営資源は何か？ 明示 暗示

②経営課題は何か？ 明示 暗示

③社長の思いは何か？明示 暗示

④診断士には何を相談？明示 暗示

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点

②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか

③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか

④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか

⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか

⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか

10/3二次option①事例Ⅰ

9/21最終集中② 事例Ⅱ

明示

①根拠⇔設問対応付け    OK！
②解答構成要素             OK！
③根拠盛り込み              ドボン。時間不足でなぜか結論プル、根拠モレ

・あえて通常パターンと異なる間違い出し。
①比較表         2つ聞いて、2つ見せ、見えにくい3つ目が正解
②根拠数多い   他の設問とかぶせて迷彩化
③戦略提示を2つ？   切り口で悩ませる
④Yes⇔No 2択問題

対策
・比較表に残ったSの数をカウント。要求より多ければ思案
・使う設問ナンバーをはっきり書く         ←処理する時間を確保。
・切り口ありきでなく、根拠push＆GW    ←   〃    。抜きだから点取りに行く
・悩まない。上位20％が書きそうな方で安全運転。

明示

暗示

明示

･簡単と思っても処理スピードを緩めない。
・解答構成要素固まる前に書き出さない(使いモレ防止)
・マーケ戦略の基本用語パターンの使い方を整理
→買上点数・買上単価・来店頻度・顧客カード、etc.

③演習別振り返り.xls 最終集中2次option② 2/3 8/8/2010 8:10 PM



企業診断企業診断企業診断企業診断のののの手順手順手順手順((((事例演習事例演習事例演習事例演習) ) ) ) 振振振振りりりり返返返返りりりりシートシートシートシート
全体最適化（外注先や仕入先も含めた）による短納期化およびコスト削減の事例。

基本パタ： 生産財を受注生産する製造業に、業務フローを点検して非効率さを指摘し、改善策を提案。
Check Point
①経営資源は何か？

②経営課題は何か？

③社長の思いは何か？

④診断士には何を相談？

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点 4
②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか 5
③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか 4
④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか 4
⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか 5
⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか 4

いいねー

全体最適化（外注先や仕入先も含めた）による短納期化およびコスト削減の事例。

基本パタ： 生産財を受注生産する製造業に、業務フローを点検して非効率さを指摘し、改善策を提案。
Check Point
①経営資源は何か？ 明示

②経営課題は何か？ 明示

③社長の思いは何か？ 暗示

④診断士には何を相談？ 暗示

この事例の難しさ ＝問題点。作問者が解答者に期待しているスキルは何か？

自分の処理手順と改善ポイント ＝問題点分析。自分の解答がなぜ点にならなかったか？(GAPの発見)

次の機会で確認するテーマ ＝課題。80分間で現実的に対応できるのは何かチェックリスト

①処理順序判断 最初に処理した問題で50%以上得点 4
②80分の配分 不十分な処理に終わった問題があるか 3
③要求解釈作業 根拠探しの際、事前に根拠をイメージできたか 4
④問題本文の確認作業 必要な根拠のうち、マーク漏れがどの程度あるか 3
⑤要求・根拠の対応付け根拠を基に当初の意図通りの作業となったか 4
⑥解答編集作業 意図通りの解答か、また得点は予想通りか 4

①後ろ読みテク →第1・第2段落センテンス根拠使いモレ

②解答要求→記述テンプレ。抜き系○で点数安定。ただし優先順位不足
だと何かが多くて、どこかが抜ける。

③設問ナンバーメソッド →80%習得。①使い残しセンテンス ②怪しい根拠、
への対応に改善可能性。

・スピードUP効果○。第1・第2段落はセンテンスレベルで根拠を何かに使う

・無理に全て入れようとするとバランスくずす。現状根拠をできるだけ○マーク
し、優先度考慮してから書き始める手順を追加。

・段落レベルOK。センテンスレベルの対応・割当てをあと2Wで意識してトレ！

・問題文グランドデザイン→要求能力の意識バランス度UP
・複数構成要素記入時の多数候補 →優先度考慮手順を追加
・段落レベル対応つけは完璧。センテンスレベルでの割当てを強く意識

明示

暗示

暗示

・150字長マス目の問題点指摘DD →与件文上でやる(市来方式)。
・150字長マス目の要求→明示根拠つなぎ⇔暗示因果要求 のタイプ判
定

・30字SWは与件文から忠実に抜き
・150字問題点指摘＆改善提案の手順習得度

→事例Ⅱと違い、変にいじらず忠実に抜く
→分析材料並べ＆盛り込みコンテスト。暗示因果要求との使い分けチェック。

9/21最終集中③ 事例Ⅲ

明示

10/12二次opt③ 事例Ⅲ

第1問 SW抜き →制約条件を意識できるか
第2問 OEM戦略 →根拠編集の前に一般知識が必要
第3問 情報長マス目は配分意識必要。項目列挙だけでは点伸びない
第4問 長マス目の半分近くは丁寧な現状把握用。影響は±両面記述
第5問 新規戦略アドバイス →これも現状把握重視。

→それらしい複数の回答候補から、制約条件を使って撃ち落す。
→OEMの必要知識をスッと出す。営業不要→コストダウン＋経営資源強み集
中
→6要素イメ。②項目 ④見直しで点差。③つなぎは3パターンから。
→根拠つなぎでOK。1つ位は突き抜けているので、無理に当てに行かない。
→現状把握に半分。他はほどほど。マス目余ればHowでアドバイスっぽく。

③演習別振り返り.xls 最終集中2次opition③ 3/3 8/8/2010 8:10 PM


