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■試験全般

　２日間の１次試験が終了した。７科目の相対的

な難易度としては、経済学・経済政策と財務・会

計が低く、運営管理、経営法務、経営情報システ

ム、中小企業経営・中小企業政策が中程度、企業

経営理論が高かった。すべての科目にいえること

であるが、単純な知識のみをあてはめて解答でき

る問題の比率が低くなってきている。合格のため

には、各科目のテーマをしっかりと理解するとと

もに、理論と経営現場をつなぐ思考力を養う必要

がある。「覚える」より「考え慣れる」学習スタ

イルが求められる。

■各科目の概要

　経済学・経済政策：難易度は昨年からさらに低

くなり、基本的な設問を確実に得点すれば、本試

験合格に最低限必要な40点以上を獲得できるよう

に作問されている。『経済財政白書』や『中小企

業白書』からの時事的テーマの難易度も比較的低

かったといえ、論理的に考えさせたり計算させた

りする設問についても、落ち着いて解くことがで

きれば、得点化可能であった。

　財務・会計：昨年度と比較すると難易度が下

がった印象を受ける。比較的素直な設問が増加し、

計算自体の難易度も高いものは少なかった。また、

テーマにおいても、例年出題される主要な内容か

らバランス良く出されていた。例年どおり、計算

機を用いずにいかに早く正しい計算結果を導くか

が、当科目の合否の分かれ目になる。基本的な計

算練習に繰り返し取り組んだ受講生は、容易に合

格レベルの正答率を獲得することができる設問で

あったといえる。

　企業経営理論：43題と、例年より出題数はやや

抑え気味であったものの、設問や選択肢の文章量

は相変わらず多く、抽象的な表現も目立ったため、

短時間で題意を正確にとらえる力が要求された。

分野別には、やはり戦略論と組織論で難易度が高

く判断に迷う設問が多かった。人的資源管理論も、

いつもどおり労働法規を中心とした細かな知識を

問う設問が出題され、マーケティング論では、一

部に細かな知識を問う設問も見られたが、全体的

には素直な内容であった。内容的には、科目横断

的なものや一般的な経済知識を問うもの、特定の

業界動向に関するもの、ミニ事例が特徴的だった。

難易度は高いものの、出題傾向は安定しているの

で、過去問分析を行って対応力を高めてほしい。

　運営管理：生産20設問、店舗・販売19設問の

計39設問が出題され、難易度は昨年から若干低く

なった。また、難易度の二極化が顕著であり、生

産、店舗とも出題の50％が基本問題であるのに対

して、難易度の高い出題も法律等で出題されるな

ど、受験者は基本問題を確実に得点することが望

まれる試験であった。傾向として、生産は比較的

バランス良く出題されていたが、店舗・販売は物

流関連の出題が多く見られ、偏りが見られた。

　経営法務：昨年と同レベルの難易度であり、得

点を稼ぎにくい科目のひとつになった。その中で、

会社法や知的財産権に関する分野で比較的難易度

の低い基本問題が多く、これらの分野の設問を確

実に得点することが望まれた。一方、英文契約書

や特定非営利活動法人、自己株式の保有などに関

する難易度の高いものが３設問あり、これらを差

し引いた10設問が中間的な難易度であった。中間

的な難易度の10設問は、じっくりと選択肢を読ん

で現場対応すべき設問も多く、思考力が試された

設問であるといえよう。全体的に、単なる暗記で

はなく法律的な考え方などを活用する設問が多い。

　経営情報システム：全体的に各テーマとも一歩

踏み込んだ深い知識が問われる設問が多く、用語

自体は基本的なものでも、最後の１つまで選択肢

を絞り込むことは難しい設問が散見された。また、

数はそれほど多くないものの、用語自体が難しい

設問もあり、近年話題となっているテーマについ

ても出題された。統計的手法に関する設問は、例

年と同じく２題出題されたが、中途半端な学習で

は得点に結びつきにくい内容であった。合格点を

取るためには、平易な設問や今日的テーマに関す

る設問を確実に得点することが求められる。

　中小企業経営・中小企業政策：昨年同様43設問

が出題された。中小企業経営分野については前年

版（2008年版）中小企業白書からの出題が多く、

同白書以外からの出題はごくわずかであった。た

だし、出題形式にはこれまでとは異なる傾向も見

られ、白書のグラフや統計数値をしっかり把握し、

その意味や背景などをとらえていなければ対応が

困難な設問もあった。一方、中小企業政策分野に

ついては、基本的な施策の主要項目をきちんと押

さえておけば７～８割は正答できる。科目全体で

見ても、本年の内容であれば、７割以上の得点は

稼いでおきたいところであろう。

2009年度中小企業診断士第1次試験の総括
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2009年度中小企業診断士第1次試験統計資料

■試験結果
申込者数

人

受験者数
（Ａ）
人

試験合格者数
（Ｂ）
人

試験合格率
（Ｂ）／（Ａ）

％

20,054 15,056 3,629 24.1

■年齢別人数 申込者数 受験者数 試験合格者数

20歳未満 80 57 2

20 ～ 29 4,257 2,859 693

30 ～ 39 8,278 6,172 1,665

40 ～ 49 4,660 3,641 845

50 ～ 59 2,074 1,705 327

60 ～ 69 651 573 96

70歳以上 54 49 1

合　計 20,054 15,056 3,629

■勤務先区分別人数 申込者数 受験者数 試験合格者数

経営コンサルタント自営業 234 174 32

税理士・公認会計士等自営業 265 182 50

上記以外の自営業 509 388 94

経営コンサルタント事業所等勤務 593 413 112

民間企業勤務 12,100 9,120 2,248

政府系金融機関勤務 305 252 80

政府系以外の金融機関勤務 1,993 1,571 379

中小企業支援機関 378 317 50

独立行政法人・公益法人等勤務 266 204 62

公務員 484 366 101

研究・教育 92 68 15

学生 695 452 77

その他（無職を含む） 2,140 1,549 329

合　計 20,054 15,056 3,629

■科目受験者数・

　科目合格者数

科目受験者数 科目合格者数

経済学・経済政策 12,817 4,991

財務・会計 15,209 2,971

企業経営理論 14,053 2,635

運営管理
(オペレーション・マネジメント)

13,259 3,958

経営法務 13,692 1,434

経営情報システム 13,514 519

中小企業経営・中小企業政策 12,772 369

注：「科目合格者」数には「試験合格者」は含みません。

（中小企業診断協会ホームページより）
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2009年度までの出題傾向
　2001年度の試験から始まった本科目は2006年度

まで６年連続で難易度が上がってきたが、2007年

度から若干の低下傾向を示すようになり、本年度

は本科目を得点源とした受験者も多かった。設問

数は９年連続で25設問、配点はすべて４点である。

　筆者は毎年、受験者データを分析する業務を

行っているが、本科目のバラツキ（標準偏差）は

財務・会計とともに、相変わらず大きい傾向にあ

る。また各設問についても、①ミクロ経済学・マ

クロ経済学ともに時事テーマを含めた広範囲にわ

たっての出題となり、さらに、②応用力や論理的思

考力を求める出題が多くなってきており、幅広い

学習が求められる。このため、まずは基本に準拠し、

経済学の各理論をしっかり理解してから応用分野

に移ってほしい。経済学は「積み上げ」の科目で

ある。基礎の習得なくして応用の習得は難しい。

　次に本科目の試験結果について述べていく。結

論から述べると、今年の本試験は、単に知識を問

う設問（基本問題）と、応用力が求められている

2009年度中小企業診断士第1次試験出題傾向分析

経済学・経済政策

中小企業診断士　坂田敬三

2007年度 2008年度 2009年度

マクロ経済学 16題 12題 13題

国民経済計算の基本的概念 ２題 １題 １題

主要経済指標の読み方 ２題 ２題 ２題

財政政策と金融政策 ６題 ２題 ５題

国際収支と為替相場 ４題 ３題 ２題

主要経済理論 ２題 ４題 ３題

ミクロ経済学 ９題 13題 12題

市場メカニズム ０題 １題 １題

消費行動と需要曲線 ３題 ５題 ３題

企業行動と供給曲線 ３題 １題 ５題

不完全競争と競争促進政策 ３題 ６題 ３題

市場と組織 ０題 ０題 ０題

設問（応用問題）とがあり、後者の応用問題まで

解けた受験者が合格している。

　本科目は、学習範囲があまりにも広いからか、

特に初学者や、あまり学習時間が取れない方を中

心に、安易に暗記に頼ろうとする例をしばしば見

受ける。しかし、経済学という科目は間違いなく

「暗記ではなく理解」である。安易に暗記に頼ろ

うとするのではなく、「なぜそうなるのか」とい

う「論理的思考＝理解」が重要である。この論理

的思考を身につけた者が本試験に合格しているこ

とを押さえてほしい。本科目で身につけた「論理

的思考」は、実は２次試験でも役立つ。

　また、合格者と不合格者の合否の差は、簡単な

設問の取りこぼしで決定されている。不合格者の

多くは難問で試験時間中に惑わされ、混乱し、結

果として取れるはずの設問までも取りこぼしてし

まう。これに対して合格者は、難問は冷静に判断

してやりすごし、確実に解ける設問だけを解いて

いく。したがって、これから受験を志される方は、

基本問題は確実に得点できるような学習が必要で

ある。具体的には、後述の設問ごとの難易度につ

いて、難易度Ａから順に解けるようにしてほしい。

分野ごとの出題傾向分析
■マクロ経済学分野の出題分析

　マクロ経済学の本年度の特徴を見ると、①マク

ロ経済理論における「基本問題」、②経済理論を

踏まえ、論理的思考で解く「応用問題」、③日本

経済の理解度をグラフなどの読み取りなどから問

う「時事的問題」、の３つに大別できる。

　まず①「基本問題」であるが、これは第１、５、

６、７、９問などが該当する。これらは確実に得

点したい。次に②「応用問題」であるが、これは

第４、８、11問などが該当する。これらの問題は

論理的思考が必要で、時間がかかるため、後でま

とめて解いてもよい。最後に③「時事的問題」で

あるが、これは第２、３問などが該当する。これ

らの設問はグラフをきちんと読み取れば、難易度
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は低い場合が多い。

　なお、分野については、各理論がほぼ満遍なく

出題されているといえる。

■ミクロ経済学分野の出題分析

　ミクロ経済学は、①基本的な理論や知識を問う

「基本問題」、②論理的思考や応用・時事的知識

を問う「応用問題」、の２つに大別できる。

　①「基本問題」は、第12、13、15、20問などが

該当する。これらは、確実に解けるようにしたい。

　②「応用問題」は、第10、14、18問などが該当

する。これらの設問は、難易度の高い場合と低い

場合があるため、難易度が低ければ解き、高けれ

ば捨ててしまってもよい。

　なお、分野については、マクロ経済学と同様、

各理論がほぼ満遍なく出題されている。

設問ごとの難易度等の分析（Ａ：易　Ｂ:中　Ｃ:難）

〔第１問〕難易度Ａ：マクロ経済学の国民経済

計算に関するテーマで、付加価値計算に関する出

題である。ＧＤＰ関連の出題は毎年行われている

が、付加価値計算に関する出題は初めてであった。

「付加価値合計＝各生産段階における産出額－中

間生産物の投入額」であることを理解していれば、

単純な計算問題であり、難易度は低いといえる。

〔第２問〕難易度Ｂ：マクロ経済学の日本経済全

般に関する時事テーマであり、経済財政白書から

の出題である。経済財政白書からの出題は、2003

年度第２問・第10問、2004年度第３問などがあり、

その多くがグラフの読み取りに関する設問である。

本問は、実際にグラフの読み取りを行わなくても、

出題の与件文を読めば解答できるように出題され

ているため、難易度は中程度である。

〔第３問〕難易度Ａ：第２問に続きマクロ経済学

の日本経済全般に関する時事テーマであり、中小

企業白書からの初めての出題である（該当ページ

は2008年版白書P13）。なお本問も、実際にグラ

フの読み取りを行わなくても、選択肢を読めば解

答できるように出題されており、また、受験者に

とってなじみの深い中小企業白書からの出題であ

るため、難易度はＡとした。

〔第４問〕（設問１・２）難易度Ｂ・Ａ：マクロ

経済学の財・サービス市場（45度線モデル）に関

するテーマであり、総需要線ＡＤ（Ｙｄ）および

乗数について問うている。過去の類題には、2004

年度第６問、2005年度第２問、2006年度第４問、

2007年度第４問、2008年度第５問・第７問などが

ある。（設問１）は、総需要線ＡＤについて問う

ており、このような設問では、ＡＤ線の数式を確

認する必要がある。（設問２）は、輸出の変化に

伴う外国貿易乗数について問うているが、外国貿

易乗数は一般にテキストへの記載も多く、難易度

は高くない。

〔第５問〕難易度Ａ：マクロ経済学の国民経済計

算に関するテーマで、景気動向指数からの出題で

ある。景気動向指数からの出題は、2001年度第10

問、2002年度第10問、2003年第５問、2004年第４

問などがある。景気動向指数はテキスト等でまと

めて紹介されていることが多く、難易度は低い。

〔第６問〕難易度Ａ：マクロ経済学の金融市場

（貨幣市場）に関するテーマで、マネーサプライ

（マネーストック）と貨幣乗数（信用乗数）、ハ

イパワードマネーの関係について問うている。過

去の類題には、2001年度第２問、2003年度第７問

などがある。金融政策に伴うマネーサプライと貨

幣乗数、ハイパワードマネーの関係は基本的な内

容であり、難易度は低い。

〔第７問〕難易度Ａ：マクロ経済学の古典派理論

に関するテーマであり、過去の類題には2004年度

第７問、2005年度第８問、2008年度第４問などで

出題されている。本問も、貨幣数量説および貨幣

の中立性についてテキストどおりの出題がされて

いるため、難易度は低いと考えられる。

〔第８問〕（設問１・２）難易度Ａ・Ａ：マクロ

経済学のＩＳ－ＬＭモデルに関するテーマであり、

ＩＳ曲線およびＬＭ曲線の特徴について問うてい

る。過去の類題には、2001年度第８問・第９問、

2002年度第１問・第11問、2003年度第11問、2005

年度第３問・第４問、2007年度第５問・第７問、

2008年度第６問などがあり、数多く出題されてい

る。（設問１）は、ＩＳ曲線の特徴について問う

ており、（設問２）は、ＬＭ曲線の特徴について

問うている。いずれも、超過供給・超過需要の判

断と、それぞれの曲線に対する傾きとシフト、政

策による変化を問うており、難易度としては低い

基本問題である。
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第１問

次の付加価値に関する文章中の空欄に入る最も適切な数字を下記の解答群から選べ。

(1) 農家による「オレンジ」の生産が40万円であった。ただし、生産に必要とされる中間生産物など

の投入費用はゼロとする。このうち、飲料メーカーに30万円分を卸し、残りの10万円分を消費者に

販売した。

(2) 飲料メーカーは農家から仕入れた30万円分の「オレンジ」で、「オレンジジュース」50万円分を

生産した。

(3) スーパーマーケットは飲料メーカーから50万円分の「オレンジジュース」を仕入れ、消費者への

「オレンジジュース」の販売が60万円であった。

(4) このとき、付加価値の合計は 
 
万円に等しい。

〔解答群〕

ア　60

イ　70

ウ　80

エ　90

オ　100
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第２問

下図は、世界の輸出市場に参加する労働力人口を表したものである。この図によれば、新興工業国

の経済発展とともに、世界の輸出に関わる労働力人口は、25年間で約４倍の伸びを示している。しか

し、このうち、日本への輸出に関わる労働力人口の増加は約２倍の伸びにとどまっている。このため、

少子化が加速する日本国内では、グローバル化の効果を活用していないことが指摘される。

下図と関連して、次の文章中の空欄ＡおよびＢに入る最も適切なものの組み合わせを下記の解答群

から選べ。

少子化が加速し、労働が相対的に希少な日本では、グローバル化の効果として Ａ
 
が生じ、

それに伴い、国内においては Ｂ
 
圧力が掛かると考えられる。

 

〔解答群〕

ア　Ａ：労働集約財の輸出拡大　　Ｂ：賃金の引き上げ

イ　Ａ：労働集約財の輸出拡大　　Ｂ：賃金の引き下げ

ウ　Ａ：労働集約財の輸入拡大　　Ｂ：賃金の引き上げ

エ　Ａ：労働集約財の輸入拡大　　Ｂ：賃金の引き下げ

出所：内閣府『経済財政白書2008年版』
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経済学・経済政策については、新試験制度開始後７年間にわたって難度が上昇してきたが、昨年度

から難易度の低下傾向が見られ、本年度は特にその傾向が顕著であった。

経済学は「積み上げ」の科目であり、基礎の習得なくして応用の習得は難しい。本試験１日めの１

科目めである本科目を得点源とし、スムーズな受験を行ってもらうためにも、学習においては受験者

諸氏はまず基本に準拠し、経済学の各理論をしっかりと理解してから応用分野に移っていってほしい。

第１問　解答－イ（４点）

マクロ経済学の国民経済計算に関するテーマであり、付加価値計算に関する出題である。ＧＤＰ関

連の出題は毎年行われているが、付加価値計算に関する出題はこれが初めてである。

　付加価値合計＝各生産段階における産出額－中間生産物の投入額

　であり、ＧＤＰ（国内総生産）は、各生産段階において作り出された付加価値の合計に相当する。

本問の場合、

(1) 農家の付加価値＝オレンジ生産額（産出額）40万円－中間生産物投入費用ゼロ＝40万円

(2) 飲料メーカーの付加価値＝オレンジジュース50万円－農家からの仕入30万円＝20万円

(3) スーパーマーケットの付加価値＝消費者への販売60万円－飲料メーカーからの仕入50万円

　　　　　　　　　　　　　　　　＝10万円

上記(1)から(3)までの付加価値合計額は、40万円＋20万円＋10万円＝70万円となり、イが正解とな

る。

第２問　解答－エ（４点）

マクロ経済学の日本経済全般に関する時事テーマであり、『経済財政白書』からの出題である。経

済財政白書からの出題は、2003年度第２問・第10問、2004年度第３問などがあり、その多くがグラフ

の読み取りに関する設問である。なお本問は、実際にグラフの読み取りを行わなくても、出題の与件

文を読めば解答できるように出題されている。

世界の輸出にかかわる労働力人口は、25年間で約４倍の伸びがあるものの、日本への輸出にかかわ

る労働力人口の増加は約２倍にとどまっている。このことから、少子化が進行し、労働力が相対的に

希少な日本では、海外からの直接的な労働力の受け入れこそ少ないものの、海外で安価な労働力を活

用した財（労働集約財）の輸入が多くなっていると考えられる。この結果、同じ財を海外では安く生

産できるため、日本国内の賃金の引き下げ圧力がかかると考えられる。したがって、エが正解となる。

第３問　解答－ウ（４点）

第２問に続きマクロ経済学の日本経済全般に関する時事テーマであり、『中小企業白書』からの初

めての出題である（該当ページは『2008年版中小企業白書』Ｐ13、以下「白書」と記述）。なお本問

も、実際にグラフの読み取りを行わなくても、選択肢を読めば解答できるように出題されている。

ａ　不適切である。白書によれば、今回の景気回復局面では、家計部門の雇用者所得は伸び悩んでい

る。

ｄ　不適切である。白書によれば、景気回復局面において失業率が改善したものの、歴史的に見れば

なお高い水準にあり、労働市場での賃金上昇圧力が弱く、また正規雇用から非正規雇用への人員シ

フトが生じ、賃金の押し下げ要因として働いている。

以上よりａとｄは不適切であり、逆にｂとｃは適切であるため、ウが正解となる。

経済学・経済政策■解答・解説編




