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１．試験時間

１１０分

２．注意事項
(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 試験問題は、40題あります。
(３) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配
点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点
（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(４) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に
断りがある場合を除き、令和２年11月１日時点で施行されている内容に基づくもの
とします。
(５) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、
⑤生年月日を正確に記入してください。
なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように
注意してください。
(６) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのい
ずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。
なお、訂正する場合は、採点の際にマークシートの誤読の原因 となることがあり
ますので、きれいに消してください。
(７) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。
なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(８) マークシートにはア～オまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従っ
て正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(９) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(10) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってく
ださい。
(11) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に
従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。
なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(12) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(13) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰
ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(14) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
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問題１

コーポレートガバナンスの理念に関する記述として適切なものは、次のうちど
れか。

ア．コーポレートガバナンスに おいて中心となるのは、取締役会が構築する内部統制
システムである。
イ．2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コードの最大の主旨は、経営陣の不
正の防止である。
ウ．監査役の担う主な役割は、業績改善等の経営の効率性向上にある。
エ．2014年に導入されたスチュワードシップ・コードは、機関投資家が経営陣に対して
配当増加を主として求めるものである。
オ．指名委員会等設置会社は、経営のモニタリング機能を強めた米国型モデルといえる。

問題２

企業と組織の概念に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．企業は、経済活動の主な担い手であり、市場から経営資源を調達し、それらに付加
価値を追加して製品やサービスとして市場に供給する。企業は、こうした経済活動
の中で経営資源をすべて外部環境から獲得しながら存続している。
イ．Ｃ．Ｉ．バーナードは、組織とは「２人以上の人々の意識的に調整された活動や諸
力の 体系 」と 定 義し 、そ の組 織の 成立 要 件と して は、 伝達 （コ ミ ュニ ケー ショ ン）、
貢献意欲及び共通目的の３つの要素を指摘した。
ウ．企業の目的は、継続的な事業活動を通して利益を最大化することにある。例えば、
株主には配当を、銀行には利子を、国や自治体には税金を、従業員には給与を支払
う必要があり、企業行動は、常に利益最大化の原理によって説明可能である。
エ．松下幸之助は、企業は「社会の公器」であると説いた。社会的存在としての企業は、
今日では「公器」としての役割が義務づけられており、こうした企業観は、日本の
みならず世界各国で共有され、グローバル･スタンダードを形成している。
オ．企業は、外部環境と調整しながら事業活動を展開する。例えば、出資者とは資本市
場で、部品・原材料の供給業者とは原材料市場で、顧客や競争相手とは製品・サー
ビス市場でそれぞれ利害を調整するが、利害関係者（ステークホルダー）に供給業
者や競争相手は含まれない。

問題３

経営戦略に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＰＰＭ分析において、プロダクト・ライフサイクル と関連するのは、絶対的市場
シェアである。
イ．ＳＢＵ（戦略的事業単位）の全経営責任を負う管理者は、その事業分野の成功にお
いて重要な技術、製造及びマーケティングに関する意思決定について、計画の範囲
を超えて自由に行える。
ウ．事業戦略は各事業に関する戦略であるが、企業全体から見れば全社戦略の枠組みの
中で実行される。
エ．激変する経営環境においては、トップ・マネジメントが戦略を立案して実行する。
オ．プロセス型戦略の実行プロセスにおいては、組織の形式的要素の重要性を認識しな
ければならない。
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問題４

分析型戦略論において使用される手法やフレームワークとして不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．経験曲線
イ．５Forces
ウ．ＰＰＭ
エ．ＳＢＵ
オ．ＰＩＭＳ

問題５

ドメインを定義する際に考慮すべき点に関する記述として不適切なものは、次の
うちどれか。

ア．未来への方向性と広がりを持つこと。
イ．自社の特徴や強みを分かりやすく表していること。
ウ．全社戦略、事業戦略、機能別戦略等 とも一貫していること。
エ．具体性、明確性及び現実性を備えて、一義的な解釈が可能なこと 。
オ．創造的な発想を刺激する構想力を持つこと。

問題６

経営戦略の 内容に関する記述として不適切 なものは、 次のうちどれか。

ア．固定的経営資源とは、企業が その保有量を増減させるのに時間がかか るものをいう。
イ．チャレンジャー の目標は、自社の存続・維持のための最低限の利益、すなわち生存
利潤の確保である。
ウ．コア・コンピタンスの条件の１つに、多様な市場への参入を可能にすることがあげ
られる。
エ．アンゾフは、シナジーの生じる局面によって、販売シナジー、生産シナジー、投資
シナジー及びマネジメント・シナジーの４つに分類した。
オ．情報的経営資源は、環境情報、企業情報及び情報処理特性の３つに分類される。

問題７

経営戦略の階層構造に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．事業戦略には、一般にいかなる事業領域で経営を行うか及び事業を多角化するかど
うかについての決定が含まれる。
イ．機能別戦略を策定する場合にも、全社戦略や事業戦略と同様に、外部環境の分析及
び内部資源や自社能力の分析を行 うべきである。
ウ．全社戦略には、現在から将来にわたる成長戦略の策定や、各事業への資源配分と
いった全社的な決定が含まれる。
エ．経営戦略は、全社戦略、事業戦略及び機能別戦略から構成される階層構造をなして
いる。
オ．単一事業を行う企業では、事業戦略も全社的な観点から策定される。
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問題８

企業全体の方向性の明確化に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ビジョンとは、内外に対して公表している職業的・社会的使命感であり、その組織
の存在意義である。
イ．経営理念とは、ビジョンの下でどのような経営姿勢を貫くかという基本的なスタン
スを明確化したものである。
ウ．自社の目指す将来の具体的な姿を社員や顧客、社会に対して表しているのがミッ
ションである。
エ．外部環境の変化により事業ドメインが変わることがあっても、企業経営の根幹であ
るミッションや経営理念には 、手を加えては ならない。
オ．全社戦略は、将来構想的な経営戦略のグランド・デザインとともに、企業のアイデ
ンティティの確立においても大きな役割を果たしている。

問題９

経営戦略と組織 に関する記述として適切なも のは、次のうちどれか。

ア．７Ｓモデルは、戦略の実現可能性を判断したり、組織全体の整合性を図る際の
チェックリストとして活用される。
イ．７Ｓモデルにおける７つの要素とは、戦略、構造、管理システム、人材、共有経営
理念、行動特性及び持続性である。
ウ．戦略の実行過程を含めた動態的要素に着目した一連の戦略研究を、分析型戦略論と
いう。
エ．チャンドラーが提唱した「組織は戦略に従う」とは、まず組織が先に構築され、つ
いでこれに最も適合した戦略ができるという考え方によるものである。
オ．分析型戦略論の有効性の１つに、イノベーションの創発があげられる。

問題10

分析型戦略の短所に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．分析型戦略の根幹をなすのは、経済合理性の追求である。これは、いかに少ない投
入で産出を最大化するかという効率性に注力することになるため、資源の有効な配
分を考慮できないこともある。
イ．分析型戦略を適用しすぎると組織の硬直化を招き、戦略策定を担当するスタッフへ
のパワーの集中やスタッフ数の肥大化によって、現場での迅速で的確な意思決定が
できなくなる。
ウ．ＰＰＭマトリックスを用いてＲＯＩ（投資収益率）を極大化できるような投資代替
案を選択する分析型戦略は問題発見型の戦略であり、企業が直面する問題を解決す
るには限界がある。
エ．環境の構造的変化を読み取ろうとするよりも、表層的な変化にのみ注目するのが分
析型戦略の特徴であるため、今日のように環境の変化が激しく予測不可能な状況で
は、環境分析そのものが 難しくなる。
オ．いったん分析型戦略がトップやスタッフによって策定されると、その他の組織構成
員はその戦略を遂行することを求められるため、積極的に戦略に参画しコミットす
る動機づけが損なわれてしまう。
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問題11

経営戦略に関する記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．複数の事業を持つ企業では、機能別戦略と事業戦略の双方で整合化が必要になる。
イ．機能別戦略において最も重要な構成要素となるものは、経営資源の蓄積及び配分と
組織間関係である。
ウ．外部戦略は事業戦略と機能別戦略の２つの視点から、それぞれの企業の置かれた状
況を勘案し検討される。
エ．複数の事業を持っていて、それぞれの事業分野の技術や市場が事業分野ごとに高度
な異質性を持つ場合には、共通の機能別戦略を策定することの有用性が低くなる。
オ．経営戦略の整合化は、下位の レベルを構成する様々なサブ・システムの整合化とい
う形を通じて行われる。

問題12

戦略的提携 に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか 。

ア．ジョイント・ベンチャーは、他社との長期的な関係の構築及び暗黙知の移転に効果
的である。
イ．資本提携とは、２社以上の企業が競争優位を生み出すために設立した新会社を、異
なる所有比率で保有する際に利用されるものである。
ウ．資本関係のないアウトソーシング契約等の業務提携では、契約相手先の企業に情報
的経営資源が移転しないような防御策が実行されることが多い。
エ．変化が遅い市場は速い市場に比べて、研究開発投資のリスクが高いため、研究開発
コストを分担する戦略的提携がよく利用される。
オ．企業買収に比べ戦略的提携は、相手先企業に完全な保証を与えないことにより、健
全な緊張関係を維持することが可能となる。

問題13

コスト・リーダーシップ戦略に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．コスト・リーダーシップ戦略は、規模の経済を活用する戦略であり、経験曲線効果
を活用する戦略ではない。
イ．コスト・リーダーシップ戦略により、新規参入の脅威、代替製品の脅威、顧客の交
渉力、供給業者の交渉力及び競争業者間の敵対関係という５つの競争要因に対し、
一定の対処をすることができる。
ウ．製造業において、業界のフォロワー企業は、テクノロジーの変化に機敏に対応すれ
ば、コスト・リーダーシップ戦略を維持できる。
エ．コスト・リーダーシップ戦略は、コスト低減により、利益を増加させることを目的
としていることから、同種の製品を同業他社よりも低い価格で販売すべきではない。
オ．高付加価値製品 を提供する企業は、コスト・リーダーシップ戦略を採るべきである。
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問題14

競争優位性の決定に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ポーターの５つの競争要因による分析は、ＳＷＯＴ分析で行われる内部分析を意味
する。
イ．ハントの白物家電市場分析によると、垂直的統合度が低く製品ラインが狭い戦略グ
ループには全国ブランド・メーカーが区分される。
ウ．差別化戦略により、顧客の商品ないしサービスに対する忠誠心が得られ、熱烈な
ファンの支持による市場シェアの拡大が可能となる。
エ．集中戦略は、特定セグメントにおいて限定的な競争優位を築くことを目的とし、資
源投入を集中的に実施する必要があるため高コスト体質となる。
オ．ポーターの５つの競争要因によると、例えば携帯電話やスマートフォンのカメラ機
能が格段に向上すると、一般消費者のコンパクト・デジタルカメラの需要が減少し
たといったタイプの競争も分析できる。

問題15

経営戦略に関する記述として適切なものは、次の うちどれか。

ア．経営環境と自社能力の適合状態の詳細な分析を行うことで、客観的に正しい経営戦
略を策定することができる。
イ．事業戦略においてポジショニングを分析するアプローチは、市場環境の変化が激し
い状況や、市場が特定できないような複雑な状況に適合する。
ウ．複数の事業間のシナジーを検討するためには、ＰＰＭを活用するとよい。
エ．経営戦略の策定では、自社が保有しない経営資源や能力に基づいて行うこともでき
る。
オ．ＳＷＯＴ分析においては、外部環境よりも内部環境に重点をおく。

問題16

企業が持つ経営資源（人的資源、物的資源、財務資源及び情報的資源）に関する
記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．同業他社と比較し、経営資源が著しく乏しい企業が採るべき戦略は、差別化戦略で
ある。
イ． 経営 にお いて 、「 選 択と 集中 」が 求め られ る 理由 の１ つと して 経営 資 源の 有限 性が
あげられる。
ウ．物的資源は自然蓄積性があり、戦略の実行によって経験曲線効果が生まれる。
エ．バランスシートに資産計上されるものは、人的資源、物的資源及び財務資源である。
オ．財務資源は、他の３つの資源に比べて市場取引によって入手することが困 難である 。
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問題17

ＰＰＭの問題点に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．成長予測が不正確であること
イ．ＳＢＵと事業部とは異質のものであること。また、ＳＢＵの定義基準が明確でなく、
定義づけが困難であること
ウ．コントロール・システムが不整備であること
エ．成熟事業を軽視していること
オ．プロダクト・ライフサイクルの観点が欠如していること

問題18

以下に示す＜事例＞において、Ａ社の社長となったＢ氏が 行った ドメインの再定
義に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
新たにＡ社の社長となったＢ氏は、経営企画部門に対してドメインを再定義する
よう指示した。Ａ社のドメインは、昨年、前社長によって設定されたばかりであっ
た。この１年、Ａ社が行う事業に大きな変化はなかったが、Ａ社を取り巻く経営環
境に変化のきざしがあり、Ｂ社長は、Ａ社の成長の可能性を考えて、ドメインを再
定義することにした。ドメインの再定義に当たりＢ社長は、経営企画部門に対し、
個々の社員の努力が分散しないように、全社員の関心が主要事業に集中するようド
メインの検討を求めた。
ア．経営企画部門にドメインの再定義 を検討させる。
イ．短期間でドメインを再定義する。
ウ．既存事業に変化がないのにドメインを再定義する。
エ．社員の努力が分散しないようにドメインを再定義する。
オ．社員の関心が主要事業に集中するようドメインを再定義する。

問題19

ドメインを定義することによって得られる効果に関する記述として不適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．トップ・マネジメントやミドル・マネジメントの注意の焦点が絞られることから、
企業の外部経営環境が多様に変化する中においても、新しい機会や脅威を発見する
上で、必要な情報を効率的に入手できる。
イ．ドメインに合致していない事業でも、現在の業績が良ければ中核事業とみなせる。
そのため、ドメインの見直しが容易となり、経営資源を集中的に配分する意思決定
が可能となる。
ウ．外部経営環境の変化に対して、企業戦略上どこまで対応することが望ましいかを判
定できる。
エ．従業員間で、企業としてどの方向への新規事業を提案すればよいのかについて、共
通の合意が得られることから、企業の将来進むべき方向性に適した新規事業の提案
が期待できる。
オ．多角化の進んだ企業においても企業のアイデンティティが明確に なることから、企
業全体を１つの組織とするような一体感を得ることが 期待できる。
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問題20

受発注処理業務のＩＴ化がもたらす経済性に関する記述として適切なものは、次
のうちどれか。

ア．受発注処理業務が合理化され、「規模の経済」によって仕入単価が低減する。
イ．オンライン化によって「経験効果」が発生し、情報処理コストが低減する。
ウ． 取引 情報 を多 重的 に 利用 でき るこ とか ら、「 規模 の経 済」 によ って 開 発及 び営 業コ
ストが低減する。
エ．受発注のロス・ミスが減少し、「速度の経済」で業務処理コストが低減する。
オ． 顧客 のク レー ム及 び 要望 に対 して 迅速 に対 応 でき、「 範囲 の経 済」 に よっ て売 上高
が増加する。

問題21

事業の融業化戦略に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．需要を同期化する戦略は、情報のフィードバックが迅速に起こるため、市場からの
影響を受けやすく、結果的に市場リスクが高まる。
イ．事業連結戦略の目的は、事業の融業によって規模の経済性を実現し、主に価格によ
る競争力を確保する点にある。
ウ．製品開発のイノベーション と模倣サイクルの高速化は、見込生産にみられるような
「投機」型の事業融業化が要因となっている。
エ．横の融業化の視点から戦略提携をみると、完全統合に向けた過渡的な事業融業の形
態と考えられる。
オ．顧客データベースの構築、大規模なプロモーションの実施等は、縦の融業化による
事業統合のメリットとしてあげられる。

問題22

事業システム戦略に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．横の融業化としての事業連結戦略について、中間組織には、専門化・分業のメリッ
ト、インセンティブやフレキシビリティ等の組織的メリットの２つがある。
イ．消費財メーカーの採用していた伝統的ビジネスシステムの１つとして、需給同期化
戦略があげられる。
ウ．情報化が生み出す経済性として、範囲の経済及び速度の経済の２つがあげられる。
エ．縦の融業化とは、メーカーから小売りに至るまでの取引相手間の協力と融合を指し、
製販統合とも呼ばれる。
オ．情報のストックは、事業の成功に決定的な影響を与えることが少なくなく、顧客
データベース構築によって、マーケティングの意思決定はより適切に行うことがで
きる。
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問題23

マイルズ＆スノーの経 営 戦 略 に お け る 組 織 の 環 境 適 応 に 関 す る 記 述 と し て 不 適
切なものは、次のうちどれか。

ア．環境からの圧力に受け身的に行動する組織は、従来どおりの組織の戦略や構造を維
持しようとすることから、一貫した環境適応パターンをとる。
イ．新しい環境にいつでも対応できる体制を持つ組織は、時には自ら変化を起こして、
積極的かつ能動的に環境適応を図ろうとする一方で、収益性が低下しがちである。
ウ．これまでの経営基盤を保ちつつ、同時に新製品と新市場を見い出して開発しようと
する組織は、安定性と柔軟性を併せ持っている。
エ．明確に特定された狭い市場に特化し、その市場領域を占有することによって、環境
の不確実性を減少させようとする組織は、新製品や新市場の機会を見つけ出しにく
い。
オ．マイルズ＆スノーは、企業の環境適応の類型を経営戦略と組織の２軸から捉え、４
つの型に分類した。

問題24

Ｃ社では、かまぼこを含む練り製品を扱っている。工場や販売所が観光名所に近
いため、土産品として利用されており、全国的にも知名度が高い。Ｃ社の成長戦
略に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．現在の練り製品によって、観光客を対象に売上を伸ばし、シェアを高めていく戦略
は、市場浸透戦略である。
イ．販売所の中にイートインコーナーを設けて、自社の練り製品を提供するのは、多角
化戦略である。
ウ．現在の観光客を対象に新製品を投入して売上の増大を図る戦略は、新たな製品機能、
用途の創出が行われること から、製品開発戦略である。
エ．販売実績のなかった地方のホテルの土産物店に対して、商品を納入する戦略は、市
場開発戦略である。
オ．観光客に 対して、現在の練り製品の 広告・宣伝を強化していく戦略は、市場浸透戦
略である。
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問題25

競争地位による類型モデルに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．リーダーは、業界内で最大のシェアと経営資源を有する企業であるがゆえに、市場
での変化に抵抗しようとして変化の動きについて行けず、製品の世代間競争に敗れ
転落することも散見される。
イ．チャレンジャーの目標は、自社シェアを拡大し、リーダーの座を奪うことである。
そのためにはリーダーに簡単に模倣されないよう、差別化を追求することが大切で
ある。
ウ．ニッチャーにおいては、ターゲットとする市場セグメントを絞り込み、狭く深い製
品・サービスラインで、ライバル企業と直接競争することが重要となる。
エ．フォロワーは、リーダーやチャレンジャーを模倣することによって安い投資コスト
を活かしながら存続する企業である。したがって、フォロワーは、通常低価格型の
市場分野にその位置を占めている。
オ．リーダーの戦略 として、同質化の他にも、市場そのものを拡大させることも有効で
ある。市場のパイの拡大によって、シェアの維持と売上の増加が期待できるからで
ある。

問題26

大手コンビニエンスストアチェーンＤ社は、アメリカで生まれた「コンビニエン
ス ス ト ア 」 モ デ ル を 日 本 で 定 着 さ せ る た め 、 1970年 代 か ら 継 続 的 に 取 組 を 続 け て
きた。フランチャイズチェーンの特性を活かしつつ、新たな事業モデルで成功す
るために、日本とアメリカの消費行動並びに流通構造の違いを踏まえた成功モデ
ルを作り上げた。Ｄ社が経営戦略を戦略的計画にブレイクダウンさせた取組に関
する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．小型店舗で十分な品揃えを実現させるための物流戦略として、混載トラックで荷物
を届けられるようにメーカーと店舗の間に中間拠点を構築した。
イ．売れ筋商品を見極めるためのシステム戦略として、本部で大規模なシステム投資を
行うとともに、店舗でのＰＯＳレジ更新を店舗の 状況に応じて 進めてきた。
ウ．スーパー、ドラッグストア等との価格競争が激化したため、 コスト・リーダーシッ
プ戦略によって他店と同じ商品を扱う場合には、商品価格を引き下げている 。
エ．集中出店戦略（ドミナント戦略）は、コスト面でのメリットを狙ったものではなく、
特定地域での認知度を高める宣伝効果を狙って行うものである。
オ．本部の人事戦略のポイントは、加 盟店のオーナーに対して本部の販売戦略を指導す
る人材の開発ではなく、商品開発、加盟店舗獲得ができる人材の開発にある。
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問題27

戦略的計画の策定に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．経営戦略を実行するためには、戦略的計画を策定した上で、さらに、現場で遂行さ
れる機能別計画や実行計画に落とし込むことが求められる。
イ．戦略的計画の策定に際しては、自社が掲げてきた経営理念を見直して、ドメインの
再定義を行うことが求められる。
ウ．戦略的計画の策定に際しては、自社内外の経営資源を確認するとともに、経営戦略
の実行に当たって必要となる経営資源を明確化することが求められる。
エ．戦略的計画の策定に際しては、経営戦略の実行に当たって必要となる事業システム
を構築することが求められる。
オ．戦略的計画の策定に際しては、人材採用だけではなく、人材育成の方法や仕組みに
ついても組み込むことが求められる。

問題28

職能別組織のメリットに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．専門化により知識、経験が蓄積され、機能部門ごとの規模の経済性を実現しやすい。
イ．人や設備に重複がなく、それらを全社で共通して利用できる。
ウ．機能別に最適の業務遂行方法が追求され、統一的に適用される。
エ．各機能部門が遂行する業務は、それぞれ内容や性質が異なる ため部門間のコンフリ
クトは発生しない。
オ．専門機能別にグループ化された業務は、１人の管理者の下に統合される ため、コン
トロールしやすい。

問題29

マグレガーのＸ理論・Ｙ理論のうち、Ｙ理論の適用例として適切なものは、次の
うちどれか。

ア．今期の売上目標とその実現方法を本人に考えさせ、その後、上司と面談して、すり
合わせる仕組みにする。
イ．上司が、部下の将来のキャリア形成に 向けて 必要なスキルを習得 するための研修を
受講させる。
ウ．労務管理を徹底するために、就業規則において、 懲戒規定を設ける。
エ．優れた従業員のスキル・ノウハウを社内で共有するために、成功事例の発表会を実
施し、関係部門の従業員全員を出席させる。
オ．営業部門において、メンバー間の切磋琢磨を狙いとして、各人の売上実績を公表す
る。
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問題30

企業の意思決定プロセスに関す る記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア． 意思 決定 は、「問 題 点の 発見 →代 替案 の作 成 →決 定→ 価値 基準 の設 定 →評 価」 の順
で行われるべきである。
りん

イ．従業員の経営参加の意識を高めるため、 稟 議制を採用している。
ウ．スピードの観点から、これまで採ってきた稟議制の廃止を検討している。
エ．意思決定プロセスにおいて、重要な役割を果たす会議体の１つとして朝食会がある。
オ．会議体を廃止する場合はコスト面だけでなく、廃止した場合、他に問題が発生しな
いかどうかを検討すべきである。

問題31

経営戦略のマネジメント・プロセスにおける統制システムの設計で検討すべき課
題として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．コントロールの対象にする仕事や成果を測定するための変数を設計すること。
イ．目標とする変数の測定法を設計すること。
ウ．環境の変化にかかわらず、基準値を一定にするように 設計すること。
エ．測定された成果を伝えるためのコミュニケーションの仕方を設計すること。
オ．統制システム上の評価が公正に行われるように設計すること。

問題32

経営戦略とマネジメント・プロセスに関する記述として適切なものは、次のうち
どれか。

ア．デミングサイクルとは、直線的に品質の維持・向上や継続的な業務改善活動等を推
進するためにデミングが考え出した手法である。
イ．ＰＤＣＡサイクルにおける計画や目標は、いったん決めたら変更しないのが通常で
ある。
ウ．コントロールには、制御としてのコントロールと影響としてのコントロールの２つ
のタイプがあるが、１つの統制システムの枠組みで２つは併存できない 。
エ．測定された成果をフィードバックするコミュニケーションの仕方にかかわらず、コ
ントロールの効力は増減しない。
オ．計画システムと統制システムとの接点を生み出すには、計画システムのアウトプッ
トとして、目標変数の基準値を事前に決めておく必要がある。
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問題33

トップ・マネジメントの役割に関する記述として不適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．組織に経営理念を提示し、それを制度化することによって組織を有機的な存在に変
える。
イ．限られた経営資源の集中すべき方向と範囲を決めるために、企業が活動し生存して
いく生存領域を戦略的に決定し、企業のアイデンティティを規定する。
ウ．組織を代表して外部利害関係者を説得しつつ戦略を実行可能なものと認めてもらう
ための外部とのインターフェイス機能を果たす。
エ．戦略の遂行に伴い、吸収したノウハウや知識等の知識資産を組織の資産とするため
の組織学習を促す。
オ．ＳＱＣ（Statistical Quality Control）において、経営戦略の方針を決め経営品
質の目標を組織全体に浸透させ、目標達成のために効果的なマネジメントシステム
を確立・実施し、維持する。

問題34

コンフリクトに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．コンフリクトの解消行動は、自己主張と協力のそれぞれの傾向によって捉えること
ができる。
イ．タスクの不確実性が低いことは、部門間コンフリクトの発生要因となる。
ウ．環境変化に適応するために組織における分化が進むほど、コンフリクト発生の可能
性も高くなる。
エ．組織内コンフリクトは、組織マネジメントにおいて不可避に発生するものである。
オ．部門間コンフリクトの発生に影響を 及ぼす要因としては、部門間の相互依存関係、
目標・時間志向、業績評価、共通資源の利用可能性等が考えられる。

問題35

経営戦略の実施に当たって、経営トップや管理者は従業員の人間的側面にも配慮
する必要がある。これに関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．デスクワークに従事する従業員を動機づけるために、最新のパソコンや通信機器 等
を提供し、効率的に仕事ができる環境を整える。
イ．組織としての業績を高めるために、部門間のコンフリクトをコミュニケーションの
場を設けることで一掃する。
ウ．将来のイノベーションにつながるような研究開発に取り組む従業員の意欲を高める
ために、どのような研究をすべきかについて詳細な指示を与え、必要な資材や研究
費を与える。
エ．経営戦略の実施に対する従業員のコミットメントを高めるために、上司の助言を得
ながら従業員が自ら目標を設定する。
オ．職業経験のない新規採用者のやる気を引き出しパフォーマンスを高めるため、従業
員に自ら考えさせ自発的に行動させる。
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問題36

ＢＳＣ（バランスド・スコア・カード）を戦略の実行・評価という視点で導入す
る場合、その留意事項に関す る記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＢＳＣの導入では、主に成熟した産業の大手企業が先行しているが、非営利団体や
政府機関への適用には不向きである。
イ．企業は、事前に戦略を策定して初めて、ＢＳＣを導入することができる。
ウ． ＢＳ Ｃの 「４ つの 視 点（ 業務 プロ セス 、顧 客 、財 務、 学習 と成 長）」 は、 それ ぞれ
独立したものであり、固有の戦略と関連づけられた階層構造を持っていない。
エ． 数値 目標 を設 定す る とき は、「４ つの 視点 」 間で 均等 にバ ラン スを 保 つこ とが 適切
である。
オ．ＢＳＣ作成段階での失敗は、経営トップ層の関与が次第に弱まり、プロジェクトの
権限がミドル・マネジメントのチームに委譲されたときに発生しやすい。

問題37

家庭雑貨業界に属する中堅メーカーＥ社は、生産拠点として東南アジアを選定し、
ＥＵ市場や北米市場等をターゲットに多国間貿易を主体としたオペレーションを
計画している。Ｅ社がグローバル事業を展開する上で、留意すべき事項に関する
記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．進出する海外市場における自社の位置づけを見直し、ブランドの構築を行うべきで
ある。
イ．市場と生産拠点を国際的に分散させ、為替変動の影響を受けないように リスクヘッ
ジすべきである。
ウ．生産拠点の決定 に当たっては、進出先の関税の有無や進出先から輸出先への特恵関
税等を考慮すべきである。
エ．先取り的に資源を確保し、当初の長期計画を実行していくことを重視すべきである。
オ．情報的資源を技術移転する戦略として、移転すべき技術を仕分け、形式知はマニュ
アル化し、暗黙知は現場研修にて習得させる べきである。

問題38

パソコンメーカーにおけるＢＴＯ（ Build To Order）の特徴に関する記述として
不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ユーザーとのコミュニケーション については、メーカーが直接確立することを基本
に置いている。
イ．従来の「メーカー→卸売業→小売業」という流通チャネルを通じたルートと、流通
コスト低減を目指したメーカーとユーザーの直接取引ルートが、それぞれ確立して
いる。
ウ．パソコンという、技術革新が速くライフサイクルの短い製品の在庫と陳腐化のリス
クを低減させている。
エ．ユーザーの購入履歴やサポート情報を蓄積し、顧客のニーズを的確に把握する仕組
みが確立している。
オ．ライン生産方式 を基本とし、オーダーメイド、短納期といったユーザーの要望に対
応している。
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問題39

バートレット＆ゴシャールが提唱した「トランスナショナル企業」に関する記述
として不適切なものは、次のうちどれか。

ア． トラ ンス ナシ ョナ ル 企業 にお ける 組織 と情 報 の分 配は 、「 統合 ネッ ト ワー ク型 」で
ある。
イ．トランスナショナル企業では、マルチナショナル的な柔軟性を身につけて適応性を
開発する。
ウ．トランスナショナル企業では、組織目的を実現するために海外子会社の役割を戦略
軸と組織軸のマトリックスにより４つのタイプに分類している。
エ．トランスナショナル企業では、グループ本社と現地子会社双方の情報を蓄積し、地
域対応の中で、それぞれの組織がその情報を活用して問題解決を図ろうとする。
オ．トランスナショナル企業の目指すべき方向は、世界規模 による中央に集約された経
営を通じて、コスト優位性を築くことである。

問題40

外部組織の活用の１つとしてのＭ＆Ａに関する記述 として最も適切なものは、次
のうちどれか。

ア．Ｍ＆Ａのプレ・ディール・プロセスとは、ターゲット企業へのアプローチのことで
ある。
イ．Ｍ＆Ａにおけるポスト・ディールは、買収契約の締結とクロージングである。
ウ．Ｍ＆Ａにおける相手企業との組織文化の違いは、多くの場合大きな課題とはならな
い。
エ．日本において事業の売却や買収への取組が始まったのは 2000年代以降である。
オ．Ｍ＆Ａにおけるデューディリジェンスとは、買収契約の前に行う財務面や法務面等
の詳細な分析、事業価値の算定、課題の抽出のことである。
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