
[2008年度 第 1回]

法政大学専門職大学院イノベーション ・マネジメン ト専攻入学試験問題
一

般 ・小論文問題

問 1 下 記の文章を読んで設間に答えなさい。

イノベーションのように不確実で複雑なプロセス(1)においては、幸連 も
一定の役割 を果たす。

偶然に成功がもたらされるケースもあるし、時には、ただ 1回 の幸運からせ)たらされる利益によ

つて、引きつづ く何回もの失敗を十分にカバーすることができるようなケー スもある。しか し本

当の成功は、そのような幸運をものにすることを何度 も実現できるように、そのための能力を持

つことにある。そのためには、100%は 無理だ としても、成功の確率が高 くなるようにそのプロ

セスを継続的にマネー ジする必要がある。そ してそれは、偶然の要素が関与する余地をほとんど

残 さないはどに、プロセ スを理解 しマネージするとい う能力に依存 しているのである。成功の源

は、これ らの行動をキ習 し繰 り返す能力であるとい うことが、これまでの研究成果から示唆 され

ている。 ゴルファーであるゲイ リー ・プ レイヤー (Gary Player)のコメン トと同様に<練習す

ればす るほど、幸運をつかむ ことができる)の である。

それでは、われわれはいつたい何をマネージしなくてはならないのだろ うか ?イ ノベーシ ョン

とは、組織が提供 しているもの (プロダク トない しはサー ビス、もしくはその両方)や それ らが

生み出され―和l用者の もとへ と届けられ る方法の更新に関わるブロセスの核′とヽ部分である。組縦が

関わつているのが、 レンガであろ うがパンであろ うが銀行業であろ うが子しりJ児ケアであろうが、

その根底には同 じ種類の課題が存在 している。イ ノベーシ ョンを通 じてどσDよ うに して競争の先

頭に立ち、生き残 り、成長す るのか 7`(こ の課題は、警察やアヽ、ルス ・ケアや教育などの非営利組

織においても同様である。これ らの分野で も競争は存在 してお り、イ ノベーションの役告|は犯罪

や疾病や非識字者などの問題に取 り組むためのよりよい手段の発見にある。)

このように一般化 した レベルでは、イノベーションのプロセ スを構成するとつのフェー ズをマ

ネージする必要がある。それ らは :

● 内 部および外部の環境をスキャンし探索 して、潜在的なイノベーションに関する兆候を見

つけだす。これ らは例えば、さまざまな種類のニーズや、どこかで行われている研究活動の

結果から生 じる機会や、法律に適 合するようにとい うに力や、競合相手の行動、な どr73形態

をとる可能性がある。しか しいずれ にせ よそれ に)は、組織が反応すべき刺激の集合体を代表

しているのである。

● こ れ ら潜在的なイ ノベーションの トリガーの中か ら組織が リンースを配分する(2)べき対

象を戦略的に選び出す。どれだけ豊富な リンースを有する組織であって tD、すべてに対応す

ることは不可能であるか ら、競争力を養 う最高の機会を提供 してくれ る対象を選び出すこと

その ものが課題で t)ある。

● 選 んだ選択肢に リソー スを配 分する。つまり、研究開発による創造 もしくは技術移転によ

る獲得を通 じて、活用す るべき知識の源を供給する。これは、他か ら買つてくるのか、ある

いはすでに実施 した研究開発の成果を利用するのか とい う、単純な問題である。ただ し、適



切な リノースを見つけ出すためには広範囲にわたる探索が必要とされるかもしれない。同様

に、技術を活かすために老、要とされるのは、形式化された知識のみならずその周辺を取 りま

く知識の (しばしば暗黙知(仰の形の)集 合体である。

● ア イディアをもとにさまざまな開発段階を経由して、外部市場空における新製品や新規サ

ービスあるいは組織内部における新たなプロセスや方法として、最終的な事業化の段階にま

で育て上げることによつて、イノベーションを成 し遂げる。

● 5番 目のフェーズを実施するかどうかは任意であるが、これは以前のフェーズに関する反

省を行い、プロセスをよりよくマネージする方法を学んだり関連する組織を得たりするため

に、成功と失敗の経験を再評価するフェーズである。

(出所)」,ティットほか、『イノベーションの経f苦学』より。

[設間 1]

1.次 の語句の意味を説明せ よ。

(1)不 確実で複雑なプロセス

(2)リ ノースを配分する

(3)暗 黙知

(4)外 部市場

2.あ なたは、イノベーションのプロセスから運の要素を少なくするためには、どのよう

にするべきと考えるか、参考文献を踏まえて考えを述べよ。



問 2 下 記の文章を読んで設間に答えなさい。

Go―Figure, Inc.

Go一Figure, a newly formed corporation, has developed a prOprietary

circuit board inspection system that offers a high一 speed way to inspect boards

for defects. Data indicate that 10 t0 25 percent of circuit boards that lcave

a manufacturing line have defects such as wrong polarity, missing cOmponents,

wrong components, etc. Quality control is a serious problem for manufacturers

as, in aggregate, they place 2 to 5 million components on circuit boards per

day, a number that is increasing rapidly. As circuit bOards become smaller

and more densely pOpulated with compOnents, the potential for defects

increases, as does the difficulty of detecting the defects.

GO一Figure uses a unique technology fOr circuit board inspectiOns and

has applied fOr a patent on the technology. Product testing shows considerable

detectiOn success and the techno10gy is much less cOstly than alternative

mechanical methods of inspection and visual inspection. Visual inspection is

prone to error and is very time― consuming.  Preliminary market research

indicates that, wOrldwide, there currently are 30,000 manufacturing lines that

could be served using the Co一 Figure technology,

Go一Figure has deve10ped the technology and a prototype,  and has

arranged for a host slte where lt can demonstrate use of the system. The firm

is seeking an additional $l million from outside investors. It prOposes to

raise cquity capital from business angels by issuing them common stock at $1

per share. Minimum investment is $25,000. The entrepreneur and members of the

board own existing equity.  The management team is looking for additional

expertise and is willing to co1lsider board membership for a vell― qualified

lnvestor.

(LWl彫つR.Smith.どr7rreρreβetrrra′Finance,2003より。



[設問 2]

1.Go  F i g u r e社 (「ゴー社」 と略 してよい)の 事業は、どのような状況にあるか、200字

程度で要約せ よ。

2.通 常、ビジネスプラン (事業計画書)に は、以下のような項 目が含まれる。あなたは、

Go Figure社のビジネスプラン作成担当者であるとする。あなたがGo Figure社のビジネス

プランを書 く時、重点を置 く項 目を 3つ 選び、その理由と強調する点を示せ。

(a) ColIHIlitment of the entrepreneur

(b) Present and future financial needs

(c)Specifics of the opportunity

(d) Significant risks

(e)Cornpetition

(f) Sources of cottpetitive advantage

(g) Capabilities of lllanagement

(h)Harvesting

選択 した項 目 選択 した理由と強調する点

l

2

3



[2008年度 第 二回]

法政大学大学院イノベーション・マネジメン ト研究科 一 般入試問題

一
般 ・小論文問題

問題 1(日本語)以 下は Rnド ラッカーの名著
“
イノベーションと企業家精神

ル
(1985年発

行、2007年の翻訳版)の一部である。これを読み、以下の問いに答えよ。

19世紀における技術史上の最大の偉業は、発明の発明であるとされている。1880年以前

には発明は神秘的なものだった。19世 紀の文献は人才のひらめきという言葉を繰 り返 して

いる。発明家なる者は屋根裏で何かを作っている夢見る変人だった、しかし、第
一

次世界

大戦が勃発 した 1914年頃には、すでに発明は、開発研究すなわち目的とする成果と実現可

能な成果について計画を立てる体系的な活動になっていた。

イノベーションについてもこれと同じ発展が必要である。いまや企業家は体系的にイノ

ベーションを行わなければならない。

企業家として成功する者は、女神の日づけやアイデアのひらめきを待ってはいない。彼

らは仕事をする。大穴は狙わない。産業革命をもたらし、10億 ドル ・ビジネスを生み出し、
一夜で成 り金になるようなイノベーションを求めたりはしない。大金持ち回違いなしとい

うアイデアをキ)とに事々記こす令業家、特に魚ざすぎる企業家は、スず失敗する^実 敵ケ

連命づけられている。

今 日イノベーションと称しているものの多くは、単なる科学技術上の偉業にすぎない。

これに対してマク ドナル ドのような科学技術的には何ら特筆するところのないイノベーシ

ョンが、高収益の大事業に発展する。企業以外の事業、すなわち公的機関のイノベーショ

ンについても同じことがいえる。

企業家として成功する者は、その目的が金であれ、力であれ、あるいは好奇心であれ、

名声であれ、価値を創造 し社会に貢献する。 しかもその目指すものは大きい。すでに存在

するものの修正や改善では満足しない。価値 と満足を創造 し単なる素材を資源に変える。

あるいは新しいビジョンのもとに既存の資源を組み合わせる。

この新しいものを生み出す機会となるものが変化である。イノベーションとは意識的か

つ組織的に変化を探すことである。それ らの変化が提供する経済的、社会的イノベーショ

ンの機会を体系的に分析することである。

通常それ らの変化は、すでに起こった変化や起こりつつある変化である。成功したイノ

ベーションの圧倒的に多くが、そのような変化を利用している。イノベーションの中には、

それ自体が大きな変化であるというものもある。 しかしライ ト兄弟による飛行機の発明の

ような技術的イノベーションはむしろ例外に属する。実際には、成功したイノベーション

のほとんどが平凡である。単に変化を利用したものにすぎない。 したがって、イノベーシ



ョンの体系とは、具体的、処方的な体系である。すなわちそれは、変化に関わる方法論、

企業家的な機会を提供 してくれる典型的な変化を体系的に調べるための方法論である。

問1) ド ラッカーは、イノベーションを技術上のイノベーションとマク ドナル ドのような

非技術上のイノベーションとの 2種 類に分類 している。それぞれの種類のイノベー

ションに対し、あなたが知っている具体例を 1つずつ挙げよ。

問2) ド ラッカーは、問題の文章に続けて、原著では、具体的にはイノベーションの機会

は 7つ あると言つている。①予期せぬ出来事、②現実とのギャップ、③ニーズの存

在、④産業構造の変換、⑤人口構造の変化、⑥ものの考え方の変化、②新しい知識

の出現、である。あなたが答えた間 1の 具体例が、それぞれ、7つ の機会のどれに

当たるかを一つだけ選べ。そして、その理由をそれぞれ 100宇以内で説明せよ。

問3) 下 線部について、あなたはどう考えるか。同意、不同意を明示した上で、具体例を

挙げて説明しなさい。国外の例でも、国内の例でも良い。200字 以内で答えよ。

問題 2(英語)以 下は 2007年 11月 14日 のファイナンシャルタイムズの記事である。これ

を読み、以下の問いに答えよ。

rrhree of Japan's biggest banks on Wedllesday unveiled sharp falis in first,half results

and cut their fu■‐year pront forecasts because oflosses relattd fo subprime]■ortgages.

The aIInouncements frbm Mizuho Financial GrOup, Shinsei Bank and Aozora Bank

provide the strongest evidence yet that Japan's nIIallcial sector has not escaped the

fall‐out from the US subpriIIle crisis, even though 」 apanese lenders have Sewer

investlnellts in subpri】ne‐relattd products than their overseas rivals.

Analysts predict further pain when MLtsubishi【 すF」 Fillallcial Group,Japan's biggest

ballk by lnarket capitalisation,and SulnitoIBo帥ritsui Financial GrOup,the third'biggest,

report ttrst―half results next week.

Attizuho,」apan's second largest banking gToup,saw a 17 per cent drop in irst‐half net

p r o n t s  t o  Y 3 2 7 b n ( S 2 . 9 b n ) a n d  c u t  i t s  f u l l‐yea r  o p e r a t i n g  p r o f i t  f o r e c a s t  1 3  p e r  c e n t  t o

Y830bn,largely as a result of subprille‐relattd losses at its securities arm.The group

also said it would postpone the proposed merger of Mizuho Securities and Shinko

Securities as a result of the subprilne、voes.The two brokers had planned to lnerge next

Januar】  but postponed it ulltil NIay due to the difficulty of assessing the enttct of

Attizuho Securities'investlnents in the US subpriIIle lnarket,Attizuho said.



Shinsei Bank,which was acquired by Ripplew00d,the US pr市 att equity gToup,before

being listed, said its first‐half net pronts fel1 40 per cent to Y23bn due to higher

pltovisiOns against its subprilne exposuret lt is setting aside ft111‐year provisions of

S107ェl agaiIIst its subprttne exposure,

Aozora Bank,which is 37 per cent owlled by Cerberus,the US private equity group,said

operating pronts R北1 31 per centin the First‐half and net profits declined 20 per cent as a

result of 10sses relattd tO subpril■e mortgage investments and the sale of governmelllt

bonds.

It recognised unrealised losses of Y5.8bn on its portfol10 0f c01lattralised debt

obligations and Y6.8b■on the sale Of a portfOh0 0f securities.

Aozora revised down its full‐year forecast,which incorporatts the bank's estilna歓ぅon

further valuation losses ぎ湾Inlning froIIl its collattralised debt obligatiOn iIIvestment

portfolio.

It expects net revenue to be 15 per ceIIt below its previous forecast at Y107bn and

operating profits tO be 28 per cent below the earlier forecast,at Y47.6bn,Net profits are

now forecast to be Y62.6bn,or 26 per cent down oltlits prevlous forecastt

(注)数字の後の bnは bilhonの意味、mは milllonの意味である。数字の前のSは ドル、Y

は円を表す。

問 1)こ の記事のタイ トルを考えなさい。 日 本語で答えてよい。

問 2)み ずほ証券 と新光証券の合併が どうい う影響を受けたのかを簡潔に答えよ。また、そ

の原因を 100字 以内で答えよ。

問 3)subprime問 題やそれか ら派生する問題に関するあなたの考えを述べよ。 日本語で答

えて良い。 (200年以内)こ の記事の内容にこだわる必要はない。



【2008年度 第 3回】

法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント専攻入学試験問題

一般 。小論文問題

問 1 以 下のデータの系列Aお よびBについて、系列Aの単位は個、Brま温度、

推論のプロセスを明らかにして、どのような商品と推測されるか述べなさい。
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問 2 以 下のグラフを見て、どのような理由でこのような形状になるのか簡単

に述ヤミた倉さい。

賃金 ・生産性 ・資本装備率の規模別格差
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問 3 以 下のグラフを見て、
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l司1

1革1 2

問 3

1 ]月4

英文を読んで以下の問いに答えなさい。

この文キのタイ トルをつけなさい。

生産が最t)多いのはどの地域か述べなさい。

良い古Fl質の製「キ干」ができる条件を述べなさい。

碓xasの製品が優位を主)‐D理由を述べなさしヽ。

1判5 Texasの 製品の特徴を■げなさい。

Tcxas is di、′idcd i1ltO thl・cc nlをlin Vヽi1lc gro、ving rcsiolls、、itll a vast rを11lgc of divcrsity and

nlicrOclilllates that a110、、′s lllany diitcrent types of grapcvi1lcs to gro、v iln thc state.The Northぃ

Central Region spaFlS thC northcrll thilⅢd ofthe statc frolll tllc bordcr ofNe、v Mexico across thc

Texas Panllalldle and towards Dallas.This includes thc l｀cxas ilitth Plains AVA which has tllc

highcst concentration Of grape gro、vers in the state.[41 The eastern third of｀the state naakcs tip thc

SOuth‐Eastern】Region、vhich cncolllpasses the area arotllld′へustins Sanァヽntonio alld Hotistoll ln

rcccnt、′cars this arcais、vinc indtistl'v laas bccll hard llit by Picrcc'sE)iscasc ′rhc lligh ilulllidit)′

arotlnd tlle llol・thern elld of this area nlakcs it diffictllt tO gl・o、v vinifera grapes,、vhile vines in thc

Muscadinc fanlllv llotirisho TO thc south and ccntcr ofthc arca is thc l｀cxas Hili Cotllltrv Aアヽンヽ 、vhcrc

、riniScra is gro、vn ハ【t thc far soLith end oftllls rcgion.aloll蜜the Mc、icall bordcr is the statctts oldcst

、vlllcl・)、Val Vcl・dc,ぃアhich llas bccn i1l opcratiol1 3or o、′cr a ccntLtry、11lakillg swcct fortittcd、vincs

「hc ccntr‐al―、vcstcrr]third ol‐thc statc is kno、vll as thc Trans―Pecos Rcとions vヽhich produces abotit

40 pcrccllt of thc statc's grapc lll thc highcst altitudc、アinc、′ards ofthc[lrca.Mlorc thall t、vo thirds of

ali thc、、'11lc prodLlccd i1l rcxas c。11lCS品‐011l this arca.[7]

'「
hc calcarcotis SOil in thc Tcxas I=igh Plaills is vc母r fcrtilc、vitll tllc villcs c、poscd to loll讐days of

SLlllShillc and cooi nights Cold tcmpcratしtres duriing thc、vilatcr givcs tllc、イincs opporttllRity to shtit

do、、!n and tto dol‐mallt bcSorc tllc growillg scasoll.Thc Oまallala Aqlliitr providcs、aicl・1・csOtiF・CCS ibr

irl‐1讐ation alld servcs as a tenlpcring ci【Rcts oll tllc high st111311lCr terllpcrattires and cxtrclllcヽ
rヽilatcr

hazards stich as lleczlll讐tcmpc14atLirCS and llail.The c良ミcts olc`onstant vヽind ovcr thc tlat icl・rain

scrvcs as a bLliミCr agaillst viticLllttlral discascs stich aS Oiditllll alld po、vdc, nlildc vヽ.[3]

IIal、ヽcst tilllc ill Tc、as is llol・11laliv arotlnd thc cnd of、iに11ドⅢt、、o lllOntlls carlicr than ill Calif(〕1‐nia and

thrcc lllointllS carlier than lllost ofthc、、rillc rcgions ill Fl・allcc.18〕
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