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＜事例Ⅲの解答フロー＞

目的：６０％の得点確保！（事例Ⅰ＆Ⅱで７０％、事例Ⅲ＆Ⅳで５０％台後半、併せて６０％確保を狙う！）

問題の構造化→設問の関連付け→コンサル診断→解答

＊ 小見出し以外の書き出しは、なるべく設問文の余白を使用

＊ 与件・設問文から出題者の問題意識を把握する←Ref>白書

＊ 与件文で厚く（多く）書かれているところを中心に解答する（出題者が注目してもらいたがっている所を見分け

る）

１． 設問文を読む：設問の意味を一次の KW に置き換えて書く（ex「情報技術の変革」＝「IT 革命」）

←何を聞いているのか、出題者の意図を考える

２． 与件文をざっと読む（マーカーでアンダーラインを引く）

全体のテーマ、出題者の意図を考えて設問文の先頭に書いておく（ﾏｰｹ戦略策定プロセスパターンか、ｵﾍﾟﾚｰｼｮ

ﾝ問題解決プロセスパターン（事例Ⅲに多い）か） ～5 分

３． 問題文を構造化する（事業機会の探索→ドメインの選択→事業戦略の確立→経営資源の配分）

１） 事例企業の生産工程を与件文から図示する。（モノの流れと情報の流れ）←誰が、どういう順番で？

２） 生産の体系を簡単に図示しておく

～競争戦略 調達は製造業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（４P）との整合性に注意

R&D⇒受注⇒生産計画⇒３M⇒工場の工程管理（設計⇒調達⇒製造）⇒QCD

見込生産 （大日程＋中〃） ↓ ↓ ↓ ＋在庫管理（各工程間）

受注生産 （中〃＋小〃） 各工程中の業務段階：計画、実施方法、統制

３）SWOT 分析

←与件文にアンダーラインを新たに引かず、生産の体系と工程図に KW のみ書き込む ～15 分

４－１）ﾏｰｹ戦略策定プロセスパターンの場合：

ⅰ）新しいドメインを S と O から考える（誰に、何を、どのように）（KW のみ書き出す）

まず全体を鳥瞰的にみてから、細かいところへ：特に事例Ⅲでは自社の上流（仕入れ）・下流（流通）のﾊﾞ

ﾘｭｰﾁｪｰﾝ（SC）を念頭において考える。←上流や下流の問題＝自社のビジネスチャンス

ⅱ）新しいドメインを設立させる為の経営課題を W、T および設問から考える（KW のみ書き出す）

→競争戦略以後の、具体的課題は問題解決プロセスパターンに移行

４－２）ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ問題解決プロセスパターンの場合：

ⅰ）W と設問より QCD の問題点を抽出し、生産の体系／工程図に落とし込む（どこに問題があるか？）

⇒生産性（QCD/３M）の問題か、生産現場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙの問題かに分類←情報システムの選択

ⅱ）真因追究（真の原因）を行い、各設問文に KW を書いておく。←戦略レベルの変更は不可(ex>見込生産

から個別生産による多品種化の対策は×)

４）各設問を、上記の体系図に割り振る（答えの方向性、KW のみ設問文に書いて設問間の関連を見る）～20 分

４． 解き易い、また配点の大きな設問から解答

半分解答 ～５０分（３０分間）

全部解答 ～７０分（２０分間）

見直し ～８０分（設問間のつながり＝コンサルティングストーリの一貫性は OK か？与件文、設問文の条件で

使っていないものは無いか？←特に提案で）
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設問内容、作業 定石 自分の弱点、留意点

４つの分野以外から

出たら？

「企業経営の本質」から解いて行く！

（人、もの、金＝経営資源の管理（最適化）、使い方＝戦略（全社⇒

オペレーション）、「ヒト」と「情報化」＋財務の決算書が共通の KW

問題文に与件が無

い時

原理･原則に則って解答

解答記述作業 ・ 誤字に注意！（的確≠的格（適格○）、棚卸、購買≠購売、組

織≠組識、撤退≠徹退×、徹底≠撤底×、適正≠適正）

・ 単位の書き落としに注意（％、回など）

・ 文章形態：例＞理由は・・・からである。（「述べよ」の時には体

言止は使わない！）

・ 課題と問題の表現の区別を！

特に財務事例！

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ型だが（何

が考えられるか？）

与件文を単純に書き出さない（与件文の根拠から類推・解釈して解

答）

一次の知識も活用

難しい問題 解答フローの上流に力を入れる（与件文読み＋要求ﾚﾍﾞﾙの把握）

「自分の解答が違うかもしれない」：他の可能性を必ず出して比較

する

はっきりわからない

時

ボカす。解答の抽象度を上げて、複数の要素を入れておく いきなり決め打ちしない、複数の解

答案（KW）を考えてから選択する

「最も重要なもの 1

つ」と問われたら？

他の設問との関連から、当該事例のコンサルティングストーリーの

本流に乗っているかどうかで選択。

生産事例の体系 ～競争戦略 調達は製造業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（４P）との整合性に注意

R&D⇒受注⇒生産計画⇒３M⇒工場の工程管理（設計⇒調達⇒作業）⇒QCD

見込生産 （大日程＋中〃） ↓ ↓ ↓ ＋在庫管理（各工程間）

受注生産 （中〃＋小〃） 各工程中の業務段階：計画、実施方法、統制

生産計画の問題か、各工程の問題かにまず注意（ボトルネックの存在は生産計画問題、≠工程管理）

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ、SC 全ての企業の機能は投入⇒加工⇒産出で上流･下流とつながって

いるが、隣り合った機能が同じ価値観で動いているか？

各業種の機能を意識（企業内 VC）⇒業種間の SC⇒戦略策定

工程図から各工程間の関係に注目（どこに原因？、どこに波及？）

工程図を書く（モノと情報の各流れ

の時系列的なﾊﾞﾗﾝｽに注意）

SWOT 分析 ・表現が中立的な部分も要チェック

←何を意味しているのか、一次の知識で考える。特にTとOを始め

から区別しない

ｃｈ＞後述のマネジメントマップ、特

に３M×QCD の９マス

ｃｈ＞MP資料 p１４～１７！

与件文、設問の生

産管理へのブレー

クダウン

Ex>販売量の増加⇒ﾛｯﾄの大型化（事例企業は対応できるか？）

仕様の多様化⇒熟練工が必要（確保の問題）、段取替えの増加（ｺ

ｽﾄ↑、生産効率↓）など、生産の問題として解釈が必要

WやTが、何を意味するか、生産効

率から見て何が起きるかを明確にし

ていない！

戦略の方向性は？ ドメインで答える（誰に C、何を F、どのように T）

複数 SBU 間の経営

資源配分と成長戦

略策定の流れは？

① SWOT⇒PPM 分析（判断基準：ｼﾅｼﾞｰの有無）⇒アンゾフの４

成長戦略⇒競争戦略（５F,VCから競争回避で）⇒MKT戦略（ミ

ックスフィットとターゲットフィット）

①ｼﾅｼﾞｰの無いものは外注で！

②OEM 戦略の採用の可否などに適

用
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（ﾏｰｹ戦略） ② 製造業の特性から：保有技術からの製品戦略（保有技術×顧

客のどんな便益＝どんな製品）と保有製品からのチャネル戦

略（保有製品の便益×どんな顧客のニーズ＝どんな売り方）

を考える。（→は失敗し易い。特に OEM 化は×）

チャネル戦略

低い←流通依存度→高い

直販 OEM 化カスタム度：高い

製品戦略

カスタム度：低い

ﾈｯﾄ通販

大手向き

各種製造業の特徴 ｃｈ＞MP資料ｐ２５～３４

利 益 を 上 げ る に

は？

・ 売上拡大：上流進出（ex>下請け⇒元請、設計まで担当など）

による受注範囲の拡大と工数単価のアップ

・ ｺｽﾄ削減：購買方式の見直し、在庫管理、生産計画による効率

向上・納期遵守、工程管理（特に検査工程）による品質向上

納期遅れの真因追

究

１． 設計部門：①計画不備（設計手順の設定不備、手順計画資料

の不備）

２． 調達部門：①計画不備（資材が予定通り入庫せず）、②実施不

備（在庫管理⇒資材の欠品でライン停止）

３． 製造部門：工数計画と実施（作業管理）の不備←熟練者任

せ、作業者による時間バラツキ、需要の波への対応など

コストダウン対応不

可の真因追究

１． 設計：計画不備（VE や資材標準化の不足⇒不適正な部品選

定⇒原材料費↑）、固定費の増大（変動費化可能か？）

２． 調達：①計画不備（常備品で長期購買契約無し⇒購買額↑）、

②実施不備（在庫↑で在庫維持ｺｽﾄ↑）

与件文の事項が各カッコ内のどれ

に当たるかで真因（の所在）を判断

さらに、３Mの各レイヤーで設計、調

達、製造の各部門のマネジメントｻｲ

ｸﾙ全体にまたがる要因が無いかチ

ェックする（ex>職人気質⇒製造の

全段階で業務の定量化が行われて

いない、など）

生産性↓の真因追

究

１． 生産計画：需要の読み違え←大日程計画に問題、３M の手配

の不備（工程間での仕掛かり在庫発生、作業のばらつきなど）

←中日程計画に問題

２． 工程管理：①生産計画＞検査工程の不備による手戻り発生な

ど、工数計画（作業標準化・標準時間）、日程計画（基準日程・

負荷調整）、②作業指示方式、③生産統制（進度管理、現品

管理、余力管理）

工程のボトルネック

の原因

生産計画の問題として捉える（≠工程の問題）

生産計画の着眼点

（問題発見）

① 受注の入り方と生産形態や生産計画の組み方

② 期間山積計画法⇒時点計画法（飛び込み注文－短納期化へ

の対応）

③ ロット編成

熟練者の確保の問

題

作業標準化か、KM（DB 化、能力開発や複数工程兼務による多能

工化、情報共有）か、アウトソーシングで対応

ネットワーク、アウトソーシング、外

部からの人材登用など、社外のリソ
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生産能力が頭打ち 外部委託か生産効率↑で対応 ース活用の視点が抜け勝ち！

見込生産の経営課

題は？

①需要予測制度の向上、②生産計画、生産システムの柔軟性（計

画作成頻度↑、受注～生産までのﾘｱﾙﾀｲﾑの情報共有など）

←コミュニケーションの視点

受注生産の経営課

題は？

①ｺｽﾄ・納期の見積制度↑（技術営業の設置、営業と生産現場のｵ

ﾝﾗｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸ化）、②生産ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ↓（段取替えの改善など）、③生

産の標準化（ex>設計から担当⇒自社都合反映）、④生産効率＝

稼働率向上（負荷平準化）

提案営業、設計など上流進出のメリ

ットとして自社都合反映を入れる！

技術営業人材は即戦力を配置転換

で確保

受注時の見積事項 規模、期間、工数、要員、生産性（内部向け） ←営業体制、ｼｽﾃﾑと関連付けて！

生産計画の精度↑

策は？

①販売ﾃﾞｰﾀのタイムリーな入手←POS、②顧客から販売計画を事

前に入手、③生産計画の機動的な作成（修正）をｼｽﾃﾑ導入で実現

工程内作業のバラ

ツキへの対応は？

①作業標準化、②能力標準化（KM） 需要のバラツキには、生産計画（時

点選択法の採用や計画作成周期

の短縮）で対応

段取替えの効率↑

は？

①上流での、同一段取へのまとめ（段取替え総数↓）、②内段取替

えの外段取替え化、③各段取替えの効率化

購買管理の５原則 ①適正な取引先の選定・確保、②適正な品質の確認・確保、③適

正な数量を把握・確保、④適正な納期を設定・確保、⑤適正な価格

を決定・履行

資材標準化のメリッ

トとフロー

メリット：品質面のﾊﾞﾗﾂｷ↓、単価↓、納期短縮化、管理の容易化

（ex>資材種類数削減による在庫管理業務の効率化・ｺｽﾄ↓）

フロー：①資材使用状況調査⇒②標準指示の検討⇒③標準資材

の決定と体系化⇒④資材規格の決定⇒⑤管理・運用方法確立

資材標準化＝３S（専門化、単純

化、標準化）

取引先との情報化

のﾎﾟｲﾝﾄ

①FAXを使っているところはEDI化で統一、②顧客の取引先も視野

に入れて（顧客の課題解決の視点）、③DB 化とネットワーク（ｵﾝﾗｲ

ﾝ、ﾘｱﾙﾀｲﾑ、ﾓﾊﾞｲﾙなど）の両面から解答

「顧客にとってもメリットのある」と出

たら、顧客の取引先まで考える！

労働集約的事業の

ﾎﾟｲﾝﾄ

①経験・熟練の確保、②対ユーザー、対社内のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（与件

に無くとも重要）、③現場の対応力（突発事項など）

単独作業と複数人

数作業の工数

工数≡一人の作業者でどれだけ時間がかかるか（人月）

一人で 30 日≠3 人で 10 日←ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや管理の問題

品質管理体制の構

築手順

①品質管理部門の設置、②品質管理基準の作成（社内作成また

は公的基準の適用など）、③品質管理体制構築、④品質基準に基

づく各工程での作りこみ、⑤体制のフォロー

情報システムの開

発方式

ウォーターﾎｰﾙモデル（V 字モデル）：本来は手戻りなし⇒実際には

生じて費用↑や納期に影響⇔スパイラルモデル

ソフトウエアの品質

基準

CMMI：放置（その場対応）⇒反復対応⇒対応の定義あり⇒対応が

管理されている⇒〃が最適化されている

SLA：ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ契約、サービス提供者が契約上ｻｰﾋﾞｽ品質を保

証する制度

ISO９０００ｓ、PMBOK（米国、PMI（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄマネジメント協会）が発

酵する一般的な PM 技法としての知識体系ガイド）

現状の把握と一つ上の段階の提案

を心がける
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P2M：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ創出も視野に入れた日本版 PM

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ方式をとる

理由

①担当者の量的な確保、②多角的な視点を得ることで Q↑

Ⅰ 生産・技術事例の診断フロー概要

１． 戦略レベル

＜事業機会の探索：SWOT 分析による外部環境（T,O）と内部環境（S,W）＞

１） 切り口：３C と５F、バリューチェーンを活用

バリューチェーン：主要活動（社内向けロジスティクス＝購買物流→ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（製造）→社外向けﾛｼﾞｽﾃｨｸ

ｽ（出荷物流）→ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・販売→サービス）と支援活動（企業インフラ、HRM,ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発、調達）のマトリ

ックス

２） 企業・業界・市場（商圏）の歴史確認

３） 外部環境（T,O） ミクロ環境とマクロ環境

① O 機会例：新製品開発、注目される技術の存在による新たな製品分野の可能性、幅広い製品ラインアップ

による新たな市場獲得の可能性

② T 脅威例：自社製品分野の価格競争激化、新規参入、市場全体の衰退傾向、競争力を持つ代替品の台

頭、顧客や購買先の価格交渉力の向上

４）内部環境（S,W）：経営資源中心（製造業）

①S 強み例：技術上の優位（特許などの参入障壁）、熟練技能・技術による高精度の加工技術、低ｺｽﾄな原材

料調達ルート

②W 弱み例：向上の生産能力、生産管理能力（Q,C,D に顕著な問題発生）、現場の人材不足、熟練作業者の

勘と経験に依存、資金力不足、価格交渉力不足

５）事業機会：：SWOT の深堀

① WO 戦略：解決可能な W の存在→オペレーションレベルの原則（与件になし）に当てはめ、W を克服

して O の事業機会にﾁｬﾚﾝｼﾞ、2 次試験の主役

←製造業では、自社の上流・下流との関連も重要（＝購買管理と販売チャネルの改善）

② SO：単純化された戦略（ST,SO,WT の要素が無い場合）

③ ST：経営資源やオペレーション上の強み（与件）が根拠←現実には余り無い

④ WT：マクロ環境が要因となるケース多い。非常に大きな戦略の組換え必要

＜ドメイン（事業領域）の選択＞

１）戦略方向性策定

①アンゾフの成長ベクトル

既存 ← 製品 → 新

市場浸透戦略 新製品開発戦略

既存

市場

新 市場開拓戦略 多角化戦略

・ 多角化戦略の類型（市場の多角化と事業の多角化）：垂直統合型、本業中心型（集約型／拡散型）、関

連型多角化（核が無い、集約型／拡散型）、非関連型（相互独立）

・ 多角化戦略の方式：内部成長方式（R&D など）、外部成長方式（M&A：LBO、MBO、TOB）

・ グローバル化と国際化戦略：新市場での成長機会追及、リスクの分散、低コスト生産要素の獲得⇔留
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意点：市場的要因（需要、取引慣行、市場構造、所得など）、政治的要因（ｶﾝﾄﾘｰﾘｽｸ）、文化・言語的要

因（異文化インターフェース問題）←地域密着戦略 or グローバル統合戦略

＜事業戦略の確立－成長戦略と資源配分＞

１）成長（全社）戦略

ドメインに対するマーケティングコンセプト

・ 消費者志向

・ 社会志向

・ 商品志向：PPM（複数事業を持った企業の事業再編にも利用）

２）競争(事業)戦略

①アンゾフの競争戦略

・ 市場細分化（定量的細分化基準、定性的細分化基準）

・ 製品差別化（製品属性の差別化、イメージの〃、サービスの〃）

・ 市場占拠率（シェア）拡大

・ 市場集中化

②ポーターの競争戦略

・ コスト・リーダーシップ戦略：

・ 差別化戦略

・ 集中化戦略

・ 差別化集中戦略

③デファクトスタンダード戦略（クローズドﾎﾟﾘｼｰ、ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟﾘｼｰ）←技術革新速度↑、企業間レベル拮抗、ネット

ワーク化・デジタル化の進展

ネットワーク外部性（直接効果、間接効果）→＋ユーザーの予測による加速→デファクトスタンダード確立

⇒圧倒的シェア獲得、効率的な生産可能、膨大な利益獲得

④戦略の今日的なｱﾌﾟﾛｰﾁ

・ 分析的ｱﾌﾟﾛｰﾁ（アンゾフ、PPM,ポーターなど）⇒事業環境の不確実性↑、経営資源分配から必要な

経営資源の特定と獲得へ⇒プロセス的ｱﾌﾟﾛｰﾁ（帰納式、トライ＆ｴﾗｰ型）：資源論的ｱﾌﾟﾛｰﾁ（情報的

経営資源を中心に弱み、強みから持続的な競争優位を確立←コアコンピタンスが軸）

・ コアコンピタンス理論：コアコンピタンスの条件（価値、希少性、組織特殊性：制度的専有性、パス依存

性、因果関係の不明確さ、システム複雑性）、組織的学習による組織知→組織の潜在的能力（ケイパ

ビリティ）→コア・コンピタンス←問題点：学習する組織にする手法の提供が無い

・ ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：学習する組織にする手法の提供、暗黙知と形式知、

・ 知識変換のスパイラル（SECI モデル）：

個人の暗黙知⇒

組織の形式知

対話メタファー（比喩的表現） 組織の暗黙知⇒

組織の形式知

共同化 表出化場の創造

内面化 連絡化

ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ

ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ

個人の形式知⇒

個人の暗黙知

実験 組織の形式知⇒

個人の形式知

・21 世紀型経営戦略論：分析型ｱﾌﾟﾛｰﾁとプロセス的ｱﾌﾟﾛｰﾁの統合（コンディンジェンシー＝状況対応型）
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３）オペレーション戦略（機能戦略）

①組織・人事戦略

②マーケティング戦略

③生産・技術戦略

④財務戦略

２．マネジメントレベル（オペレーション戦略）←マーケティング戦略（４P）と生産との整合性を考える（特に調達）

＜生産管理のポイント：生産性向上＞

原単位＝１／生産性＝投入量／産出量、生産活動構成要素＝３M：人Ｍａｎ、機械 Machine、材料 Material

生産性＝ＱＣＤ／３Ｍ （工場の活動：設計⇒調達⇒作業のフローと、計画⇒実施⇒統制のフローが同時に進行）

生産活動のｽﾃｯﾌﾟ：投入⇒加工⇒産出（広義の生産管理：製造業に限定しない）

狭義の生産管理：設計⇒調達⇒作業

１） 第１次管理（品質、原価、工程）

① 品質管理 QC：買手の要求する品質と価格を備えた製品、サービスを経済的に提供する為の管理活動

SQC（統計的品質管理）⇒TQC(総合的品質管理、全部門の参加と協力)

② 原価管理：原価計算で得られた原価情報を利用し、短期、長期の原価低減、利益増大を組織的に行う

標準原価設定⇒実績との差異測定⇒差異分析⇒原因除去（改善、合理化活動）、長期的には標準原価自

体の引き下げ（原価構成、原価率も変化）

③ 工程管理：所定の品質、原価、数量の製品を所定の納期に生産する為に工場内の生産資源を総合的に統

御し、経済的な生産を実施する為の管理活動

狭義：納期の確保、広義：設計⇒調達も含めた総合的な管理活動（MRP、かんばん方式）

一般に個別生産を対象（機能：生産計画、生産統制に大別）

２） 第２次管理（設計、資材購買、作業、設備） 業種や経営のあり方によって内容や重要度が変化

① 基本機能に対する管理：製品開発、設計管理、資材購買管理、作業管理（含む IE）

② 構成要素に対する管理：生産主体（教育、職務設計、適正配置、職場環境、安全衛生、人事考課）、生産対

象（運搬、倉庫、現品）、生産手段（設備管理、施設管理、資源管理）

３） 生産の合理化目標と改善手法：６つの生産合理化目標（PQCDSM）と基本的な手法

Productibity:量的生産性、Q:品質、C：コスト、Delivery:納期、Safety:安全、Morale:労働意欲

手法：３S(単純化、標準化、専門化)、５W1H、改善の４原則、GT(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃｸﾉﾛｼﾞ)、VE（価値工学）、ABC 分析、P-Q

分析

４） 製品戦略：経営戦略⇒製品属性＋生産資源の配分

生産形態見込み生産（一般消費者向け）と受注生産（産業用など特殊品）

５）経営計画⇒予測（製品市場、原材料市場、労働市場、技術動向、資金市場）⇒長期計画（利益計画、研究計画）

＋短期計画（利益、設備、販売、購買、製品、人員、生産、資金）

Ⅱ．項目別キーワードと概要

＜経営戦略分野＞

１． 事業機会の探索：環境分析

２． 製品戦略
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１） プロダクトミックス

２） 新製品開発

３． チャネル戦略

チャネル選定

＜生産管理分野＞

１． 生産管理の体系

１） 一次管理

２） 基本機能

３） 構成要素

２． 一次管理

１） 品質管理：ＴＱＭ，ＳＱＣ、検査方式

２） 原価管理

３） 工数管理：生産計画、日程計画

３． 基本機能面の管理

１） 設計管理

２） 購買・外注管理

３） 作業管理：工程分析、ﾜｰｸｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

４． 構成要素面の管理

１） 作業者管理

２） 設備管理：設備保全

３） 在庫・倉庫・包装・物流管理：在庫管理

５． 生産形態

１） 生産時期との関係

２） 生産方式との関係

６． 生産管理ｼｽﾃﾑ

１） ＪＩＴシステム

２） ＭＲＰシステム

７． 生産情報システム

１） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

２） ＣＡＤ／ＣＡＭ


