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今回 評価点 累積 平均 演習 発表 発累 分類 質問事項 知っていること 質問者の⾒解 ⿂野の⾒解

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

8 1.6 0 1 PLC

MT（マニュアルトランスミッション）車
は無くなってしまうのか？

需要がかなり減っている。さらに電気自動

車には変速する必要がない。

スポーツカー好きの人間がいる限りなくな

ることは無いが，MT車も衰退期にいるの
は間違いないため，あまり新しい車が開発

されるとは思わない。

質問者の述べる通り，電動化やMT需要減
少に鑑み，市販⾞での設定はほとんどなく
なるのでは。

1 9 1.5 0 2 PLC

ライフサイクルの衰退期はどこからどこま

で衰退しているのか？知りたいです。

ガラケー等は衰退期だと思う。 ピークが過ぎたこと，スマートフォンの普

及等で使用率が減少しているから。

質問内容がよくわからないが，衰退期か否
かを何で判断するかという質問であるとす
れば，講義で述べたとおり，売上や利益な
どで他の期と区別する。

2
事柄の深
掘り

11 1.6 1 4 経営

成長している企業の社長は「新しい物好

き」か「保守的」どちらが多いと考えます

か？

坂本龍馬は新しい物好き。

【指摘】フリクション

新しいものをチェックすべきだと思う。時

代は変化していくから。

質問者の⾒解の通り，新しもの好きの社⻑
のほうが業績を伸ばすことが多い。ただ
し，成⻑はリスクも伴うので，単に新しい
ものに⾶びつくばかりではなく，検討の際
の視野の広さや，撤退を含む決断の速さも
⼤切。

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

11 1.8 1 3 経済

今後人口が減ると産業は衰退しますか？

【発表】ゴキブリを新聞でたたく。

人口減少が避けられないこと。 海外から人間を国内に連れてくる。他に方

法がない。（二人っ子政策除く）

⼈⼝減少は経済成⻑を抑制する要因ではあ
るが，⼀⽅で，新しい社会のあり⽅に合わ
せた新しい産業が⽣まれる可能性もある
し，⼈・物・⾦・情報の国境が低くなって
いくことで⽣まれるチャンスも広がってい
る。移⺠政策や福祉・財政分野の改⾰など
を実施できるなら悲観するほどのものでは
ない。

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

10 1.4 0 1 経済
テレビ局が無くなることはありますか？ 最近，昔に比べてテレビを見る人が少な

い。広告料が少なくなっている。

見る人が少なくなってきたら，テレビ局が

無くなるかも…。
当⾯ない。テレビ放送は法律に基づいて⾏
われており，無くすには法改正が必要。

2
⾃分の体験
に基づく気
づきと⾒解

8 1.3 0 4 経済

現在のパソコン業界事状[事情] 既存のパソコンではなく，自作のパソコン

を作ることをすすめている。

既存のパソコンを買うより安くすみ，性能

面も個別で変えられるため，オリジナリ

ティがでる。また，パソコンに対する知識

もつくため，利点は多い。

⾃作PC市場も含め，パソコン市場は停滞気
味。すでにネットブラウジングはPCからよ
りも携帯端末からのほうがアクセスが多
い。メニーコアの有効活⽤など，よほどの
⾰新がないのでしばらく伸びないのでは。



2018年度前期大同大学 工業経営論 質問一覧 第07回(2018.05.30)分

info@kuono.net -2/4 - http://www.kuono.net/

今回 評価点 累積 平均 演習 発表 発累 分類 質問事項 知っていること 質問者の⾒解 ⿂野の⾒解

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

6 0.9 0 4 経済

アンドロイドについて 少なくとも，ロボットという形で今はバク

転ができるようなロボットが海外ではあ

る。

技術が進歩していくと，いずれ人の手がい

らなくなって，就[職]を失う人が増えてし
まうので，[心配。]もし完成した場合どう
なるのか。

⼈間も，そうした技術開発で得られた知
識・技術を活⽤した装置を組み込んだり⾝
につけたりするようになるのでは。また，
職についていえば，未だ⼈⼯知能は特定分
野のみで⼈間を超えるが，総合的に⼈間を
超える知性は発揮できていないので，そう
した⼈⼯知能を使いこなす職の種類，需要
は増えていくだろう。

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

12 2.0 2 6 経済

現在，起業がしやすい時代と聞いたことが

あるが，本当かどうか。

【発表】新聞紙について２回質問した。

０円からでも始めることが可能。IT関係や
お小遣い稼ぎのアプリ，アフィリエイト，

ユーチューブなどがある。

物づくりをメインとした会社を起業するこ

とが昔よりも難しいことは間違いないと思

うが，物づくりだけでなく，他のほとんど

の業種が該当するのではないかと考えられ

る。たしかに０円でも起業することはかの

うだが，新規[顧客？]を獲得するには，誰
もやっていなくて，ひきつけられるような

ものでないと難しい（ただし，元々有名人

で起業する場合は，コネ，伝手があること

が多いので，比較的成功ししやすいのでは

ないかと考えられる）。

CADや３Dプリンタ，試作受託サービス，
会計サービスなど，製造業でも起業はしや
すい環境となっている。ただし，ものがあ
ふれかえっているので，機能・性能，価格
などの⾯で既存のものとの違いが出しにく
いことが多いのは間違いない。だからこ
そ，独⾃のアイディア創出，デザイン，
サービス提供の重要要素としてのものづく
りなどの発想が重要。ちなみにアフィリエ
イトなどIT関係は誰でも参⼊しやすい⼀⽅
でNo1が総取りという⾯があるので独⾃性
が強く求められるが，ものづくりはそれほ
どでもない。

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

8 1.6 0 0 経済

ケータイの主流がガラケーからスマホにな

り，その次にはなにがくると思うか？

まだしばらくはスマホが主流であると思う

が，近い将来，コンタクトなどに電子的な

加工がされたものが出てくるんじゃないか

と思う。

コンタクト，メガネ，時計，イヤフォンな
ど，⾝につけるものをスマート化する研
究・商品開発が盛んに⾏われている。どれ
が主流になるかはまだわからないが，今の
所，時計が最有⼒。次点でイヤフォン。

2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

10 2.0 0 0 経済

5月31日は「世界禁煙デー」ですが，近
年，たばこが否定される時代になり，加熱

式電子タバコなどが新しく出ていますが，

いずれ日本からたばこはなくなりますか？

5月31日に厚労省内のたばこ販売機が撤去
される。

副流煙やにおいの強い火をつけるタバコは

無くなっていくのではと思うが，加熱式電

子タバコの発展により，タバコ自体は無く

ならないのではないかと考える。

電⼦タバコでも周囲や当⼈の健康被害が懸
念されており，個⼈的にはなくなってほし
いが，タバコに依存している⼈が多い現状
に鑑み，当⾯は質問者の⾒解の通り，電⼦
タバコなど代替商品への転換と市場のゆっ
くりとした縮⼩が進むのでは。

1 9 1.8 1 2 経済 イタリアがEUから離脱するか？
【発表】新聞紙の使い方

移民問題でEUに不満がある。 新たに組閣された内閣は，離脱せずと発表
した模様。
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1 6 1.2 0 0 経済

最近何かとパクリゲーとよばれるものがで

てきて[い]ることについて
訴訟問題が起きた。 パクリゲーはいずれ某国がやることだと訴

訟問題もいずれおきることだった。

●●国だからと決めつけるのは，考えるこ
とを放棄したに等しい。パクリは経済発展
のプロセスでよくあること。⽇本も⾞やコ
ンピュータ，電化製品，⾷品などあらゆる
分野でさんざん欧⽶商品のパクリをしてき
たし，訴訟で敗訴したことも多数。

2
事柄の深
掘り

8 1.1 0 0 財
自由財には景色などが含まれるが，他にお

もしろそうなやつでなにがあるか？

酸素や空気（⽔中活動⽤の酸素ボンベや燃
料電池で使⽤）。

2
⾃分の体験
に基づく気
づきと⾒解

6 1.5 1 2 商品
天然水に様々な風味を加えて[ある商品が]
販売されているが，味付きで無色透明な飲

料の需要は高いのですか？

果実風味の水だけでなく，無色のコーヒー

も存在する。

【応答】ペットボトル飲料の充填について

無色であれば会社の会議などに持ち込みや

すいと思う。

コーラ飲料にも透明タイプが登場するなど
⽬にする機会が多くなっており，おそらく
かなり需要が伸びているのでは。

2
事柄の深
掘り

14 2.0 0 2 商品開発

新しい製品や商品を開発する上で，重要な

ことを[は]たくさんあると思うが，共通し
て重要視している部分はあるのか？

食べられるものと食べられない物がある。 共通していることはない。 消費財であれば，⾷品のおいしさなどその
カテゴリ共通の重要点のほか，外観デザイ
ンも重要（⾒た⽬で売れ⾏きが⼤きく違
う）。産業剤であれば，価格に対する効⽤
の⼤きさがいずれの製品でも重要。

1 7 1.4 0 1 商品戦略

緑茶など同じものでも種類が多すぎるの

で，効率よく売れなくないですか？

伊右衛門や綾鷹などがある。 正直，味の違いがあまり分からないので，

値段で選んでしまう。

売れない。それ故，マーケティングが⼤
切。ターゲットを特定し，コンセプトを
はっきりさせ，じょうずに伝えていくこと
で，効率をあげようとする。

2
⾃分の体験
に基づく気
づきと⾒解

14 2.0 1 5 その他

海外の人と日本人とで性格が全然違うのは

生活リズムや環境が関係していますか？

日本人は恥ずかしがり屋や人見知りが多

い。

【応答】新聞紙使用用途

海外は元々周りを気にするという考え方な

のかな？と感じた。

⽣まれ育った場所や家庭の⽂化・環境は⼤
いに関係しているだろう。もっとも，⽇本
⼈と外国⼈の⽐較という視点は，外国⼈が
それぞれの育った⽂化の影響を受けて多様
であるということから，あまり意味はな
い。⽇本⼈とよく似た⾏動特性や考え⽅の
外国⼈もいるし，まわりを気にする⽂化の
地域も先進国では少ないが，途上国には多
い。
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2
社会的な問
題に関する
興味と⾒解

10 1.7 0 2 その他

アニメのようなVR世界に行くことは可能
か。

VR技術が普及してきて，ゴーグルを付ける
ことでVR世界のようなものが見える。

アニメではヘッドギアから脊髄に電気を送

り，実際にVR世界で戦っている。その技術
ができれば行くことは可能でなないかと思

う。

VR技術はあくまで仮想現実を⾒せる技術で
あり，その仮想世界が現実にあるわけでは
ない。もっとも，脳の研究が進展著しく，
脳が⾒ている世界を直接制御する技術も⽣
まれつつあるので，主観的にその仮想世界
に⾏くという体験が可能となる⽇は近いと
はいえる。

1 6 0.9 0 0 ターゲット

いろはすのみかん味，もも味など透明なの

に味がある商品のターゲットは何か？

販売している企業が２社ほどある。５種類

以上の味がある。

果汁100%ジュースより価格は安くでき，
量が多いから人気である。しかし，透明に

する意味がわからない。

いろはす⾃体はもともと環境に配慮したい
という層をねらった商品で，透明なのに味
がある点は，現時点では新しいことを試し
てみたい若者などが標的。

2
⾃分の体験
に基づく気
づきと⾒解

10 1.7 0 0 知財

大学の教授は特許を持っている方がいる

が，その特許はどのくらいの相場で企業や

個人に使用許可を出しているのか。

個人で特許を持っているわけではなく，会

社につとめていて，その業務で特許を手に

入れた場合，会社のものになる場合もある

と聞いた。

技術の高さや需要によって相場が左右され

る。商品開発などによって必要な場合は予

想される売上によって変わる。

質問者の⾒解の通り，千差万別。例えばそ
の特許を使った製品の売上数％ということ
もあれば，⽉にいくらという定額の場合も
ある。

2
事柄の深
掘り

13 1.9 0 発想技法

新聞紙の使い方は何種類くらいあります

か？

読む以外にもいろいろ使い方はある。 100種類以上はありそうな気がする。 講義で述べたとおり，発想に慣れた⼈であ
れば，100や200は考えられる。現実的には
発想そのものが⽬的でない場合，百程度あ
れば⼗分ということが多いのではと思う
が，どこまで伸ばせるかは想像⼒次第。

2
事柄の深
掘り

6 1.0 0 0 発想技法

ブレーンストーミングのデメリットはある

のか？

皆の意見を取り入れ，便乗させる。全員が

発言権がある。

アイディアを批判しないことで話しが大き

くなりすぎ，まとまらないこともあるので

は。

講義でも述べたが，ブレーンストーミング
などで発想を広げた後，現実的なアイディ
アに収束させていく段階を経てアイディア
を具現化する。まとまらないことはかえっ
て発想を広げる意味で⼤切。

0 9 1.5 0 1 未記⼊ 未記⼊者にはポイントは付与しない。
0 4 0.6 0 0 未記⼊ 未記⼊者にはポイントは付与しない。
0 7 1.0 0 0 未記⼊ 未記⼊者にはポイントは付与しない。
0 8 1.3 0 0 未記⼊ 未記⼊者にはポイントは付与しない。


