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2020 年度演習１中泉ゼミ応募課題 

 

応募される方は、下記の要領で課題（１）（２）（３）（４）（５）（６）に関するリポート

を作成し、ご提出ください。提出先は KSMAPYⅡ、期日は 7 月 14 日 12 時 50 分です。 

 

リポート作成要領 

＜１＞ 課題番号を最初に書いてください。なお、課題が小課題（設問）から構成されてい

る場合は、それぞれについて（２－１）とか（３－３）などの課題番号を最初に書い

てください。それがないと評価できませんので。 

＜２＞ ページ番号を付けてください。 

＜３＞ １枚目は表紙にし、表紙には、「中泉ゼミ応募課題リポート」と書き、氏名、携帯

電話等の番号、よく見る（使う）アドレス（たとえば携帯・スマホのアドレス）を記

載してください。なお、これらの個人情報は当ゼミの応募にかかわる連絡等以外で使

うことはありません。 

＜４＞ ファイルの形式は Word または PDF でお願いします（Pages とかは不可）。 

＜５＞ 厳重注意 関連しそうなサイトからの「コピー＋ペースト（貼り付け）」

（コピペ）の疑い等（「等」には、他人にたよることも含め、いろいろな意

味があります）がある場合は、評価対象になりません。自分の頭で考え、

自分のコトバで書いていただきたく思います。 

 

 

課題 

 

（１） 後ろに添付した題材①は、Apple に関するお話です（もう過去の話ですが）。学習

予定の教科書（は 7thですが）、D. Besanko, D.Dranove, M.Shanley, S. Schaefer, Economics 

of Strategy  6th edition, John Wiley & Sons の 84 ～85 ページ から引用しました。こ

の題材について、段落ごとに要点をわかりやすくまとめてください（段落番号を付けました

ので、段落ごとに番号を付けてから要約文を書いてください。ただし、7 段落目は短いので

番号は付けてありません）。課題番号（１）を最初に書くことも忘れないように。 

 

（２） 課題（１）で要約してもらった Apple に関するお話（題材①）について少し踏み

込んで質問します。以下の設問に簡潔に答える形で作文してください。なお、（１）でやっ

てもらった要約の内容と重複があってもかまいません。それぞれ、（２－１）などの課題番

号を最初に書くことを忘れないように。 
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（２－１） この題材①の主要なキーワードを二つあげるとすれば、economies of scope と

diversification になるかと思います。そこで、まず、economies of scope とは何か、どうい

ったことが原因となってそれが起こるのか、について一般的な説明をしてください。下記の

厳重注意もよく読んでください。 

 

（２－２） 次に、diversification とは何かを、一般的に説明してください。下記の厳重注

意もよく読んでください。 

 

（２－３） Apple は、どのように economies of scope を利用して diversification をはか

って、成功したといえるのでしょうか。この題材の内容にそくして、できるだけ具体的に（二

つ以上の具体例を使って）、でも、なるべく簡潔に、説明してください。そのさい、あなた

が（２－１）や（２－２）で書いてくれた説明をできるだけ踏まえてください（ここが重

要！）。前にも述べましたが、（１）での要約と内容的に重複してもかまいません。 

 

厳重注意！（引用なども評価ポイント！） 参照した資料については参考文献リス

トに挙げ、「リポートのこの内容はこの資料のここを参照した」といったことがハッキリわ

かるように、きちんと引用を明記してください。参考文献（資料）の信頼性をどう判断する

か、参考文献リストのつくり方、引用のしかたは、基礎演習Ａで学んだとおりです。とくに

ネットを利用するさいは、まとめサイト、コトバンク、Wikipedia、安易な翻訳機能のサイ

トなどは絶対に使えないのでご注意ください。原則、以下の（３）も同じです。  

  

（３）後ろに添付した題材②は、演習Ⅰで学習予定の題材のほんの一部を先取りした内容で

す。（１）で掲げたのと同じ学習予定の教科書の 18～19 ページから引用しました。この題

材について、以下の小課題（３－１）～（３－５）にとりくんでください。それぞれ、（３

－１）などの課題番号を最初に書くことを忘れないように。 

 

（３－１） 題材②の（段落１）の内容にそくして sunk costs と avoidable costs の違いを

説明してください。 

 

（３－２） 題材②の（段落２）（段落３）には、sunk costs を具体的にわかりやすく説明す

るために、an online merchandiser of laser printers の仮の例（架空の話）が出ています。

そこで、（段落２）（段落３）の内容にそくして、その仮の例で sunk costs を具体的に説明

し、それを踏まえて、managers が犯しやすい誤りとは何かを説明してください。 

 

（３－３） 題材②の（段落４）にそくして、costs が sunk costs になるか、avoidable costs 

になるかが何に依存するかを上（（３－２））の例で具体的に説明してください。 
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（３－４） 題材②の（段落５）にそくして fixed costs とは何かを説明し、また、fixed costs

が必ずしも sunk costs にはならないことを、やはりこの（段落５）にそくして具体例

（locomotive とかが出てくるところ）で説明してください。 

 

（３－５）題材②の（段落６）の内容を簡潔に説明してください。ただし、そのさい、簡単

な不等式を使って説明する工夫をしてください。以下、ヒントになるかと思いますが、こん

な感じです。 

 

日本の製鉄企業は？  

新技術の何とか費用＋新技術の何々費用＜旧技術の何とか費用＋旧技術の何々費用 

あるいは、 

新技術の何々費用－旧技術の何々費用＜旧技術の何とか費用―新技術の何とか費用 

                    （これは新技術導入による⋯⋯⋯⋯に相当） 

＝＝＝＞ 新技術を導入 

一方で、米国の製鉄企業は？ 旧技術の何々費用は   なので 

                  （省略） 

ゆえに 

（省略） 

 

 

（４）ある企業の社長さんが自社製品の価格をいくらにすべきか、考えています。この社長

さん、この製品を生産・販売して得られる利益（利潤）がなるべく大きくなる価格にしたい

と思っています。部下に調べさせた結果、価格の高さとこの製品が売れる個数の間には、次

のような関係があることがわかっています。価格を P で表すと（円は省略）、 

個数 ＝ 100 － P （ただし、P が 100 以上なら、個数＝0。もちろん P≧0 ） 

また、この製品を生産するには、1 個あたり 10（円）の費用がかかります（ここでは話を

簡単にするため、ほかの費用は無視します）。このとき、以下の問いに答えてください。 

 

(４－1) 利益を P だけの式で表してください。なお、ここでいう利益とは、1 個売れるごと

の利益ではありませんし、収入（売上高）でもありませんのでご注意ください。 

 

(４－2) この社長さん、P＝30 としました。この社長さん、経営者として合格ですか、そ

れとも、失格ですか。理由をつけて答えてください。 

 

 

何でしょう？  

「何とか」、「何々」、⋯⋯⋯⋯ にはどんなコトバが入るのでしょう？ 
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（５）（架空の設定です） 太郎、次郎、花子が町にある二つのラーメン屋、来々軒と彩々

屋のうち、どちらに行こうか（それぞれ、自分の家にいて）考えている。両店ともメニュー

にはラーメンしかなく、どのお店も同じ味であり、店の雰囲気も同じである。したがって、

太郎、次郎、花子がお店を選ぶ基準は価格と移動費である。太郎も次郎も花子もどちらかの

店でラーメンを一杯だけ食べるものとする。ただし、太郎の家と次郎の家は来々軒のすぐ近

くで、太郎、次郎が来々軒に行くための移動費は（往復で）ゼロである。ただし、太郎も次

郎も彩々屋に行くには移動費が（往復で）200 円かかる。また、彩々屋は花子の家の隣で、

花子が彩々屋に行くための移動費は（往復で）ゼロであるが、来々軒に行くには移動費が（往

復で）200 円かかる。来々軒も、彩々屋も、ラーメン一杯の原価（費用）は 350 円であり、

それ以外の費用（設備の維持費など）はかからないとし、両店にとってお客となりうるのは

太郎、次郎、花子以外にいないとする。このとき、自店の利益が大きくなるように価格

をつけるとして、以下の（５－１）（５－２）（５－３）について論じなさい。それぞれ、

最初に課題番号（５－１）とかを書くことを忘れないように。 

 

 （５－１） 仮に来々軒がラーメン一杯の価格を 700 円にしているとき（700 円に据え

置かれるとする）、彩々屋は、ラーメン一杯の価格をいくらにすべきか。それはなぜか。 

 

（５－２） 上の問題文の移動費の 200 円が 100 円だったとしよう。この場合、仮に来々

軒がラーメン一杯の価格を 700 円にしているとき（700 円に据え置かれるとする）、彩々屋

は、ラーメン一杯の価格をいくらにすべきか。それはなぜか。 

 

（５－３） 上の問題文の移動費の 200 円が 100 円だったとしよう。この場合、仮に彩々

屋がラーメン一杯の価格を 700 円にしているとき（700 円に据え置かれるとする）、来々軒

は、ラーメン一杯の価格をいくらにすべきか。それはなぜか。 

 

（６） 中泉ゼミを志望された理由をできるだけ具体的に説明してください。 
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題材① APPLE: DIVERSIFYING OUTSIDE OF THE BOX 

 

（段落１） 

Over the past decade, Apple has gone from being a focused computer maker given up for 

dead to the world’s most valuable technology company. From the Mac to the iPod, iPhone 

and iPad, Apple has thrived by leveraging economies of scope to suit changing trends 

and times. Constant innovation and efficient diversification have helped Apple excite its 

customers and build remarkable brand loyalty. As a result, Apple dominates its markets 

and commands a price premium. 

（段落２） 

Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne founded Apple in the 1970s. With Jobs at 

the helm, the company quickly became known for its personal computers with a user-

friendly operating system. Apple garnered rave reviews from loyal users, but most 

consumers purchased Microsoft-based personal computers because of Microsoft’s lower 

price and greater availability. Apple made a big splash in 1984 when it ran a famous 

commercial for its McIntosh computer during the Super Bowl. But an industrywide sales 

slump led to Jobs’s dismissal later that same year. Despite constant design innovations 

and ongoing problems with Microsoft Windows operating systems, Apple could not build 

its market share of the PC business much above its loyal 10 percent. 

（段落３） 

In an effort to reverse its fortunes, Apple brought Jobs back in 1996. He immediately 

terminated several ongoing projects and focused on a question that must have seemed 

anything but innovative at the time: “What can we do to make more people buy the Mac?” 

Apple introduced the iMac, with its revolutionary design that integrated the computer 

into the monitor, doing away with the traditional big black box. With sales of the Mac on 

the rise, Apple began looking outside of the box for further growth. 

（段落４） 

Apple saw great opportunities in personal digital devices. Digital cameras and 

camcorders already had well-established markets, but existing digital music players 

were either big and clunky or small and useless, with unfriendly user interfaces. Jobs 

asked veteran engineer Jon Rubinstein to build a better product, one that used the iMac 

as a programming engine. Rubinstein had been responsible for many of the company’s 

hardware innovations and saw the potential of a miniature hard drive newly developed 

by Apple’s supplier Toshiba. This little disk became one of the core technologies of the 

iPod. Apple licensed the SoundJam MP music player from a small company and retooled 

it into its own media player, iTunes. Apple also relied heavily on its own capabilities. 
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Apple’s prestigious design group made prototype after prototype to ensure that iPod 

would fit Apple’s“user friendly” brand image. The design group worked with Apple’s 

hardware engineers, power group, and programmers, leveraging technologies and skills 

used on the iMac. 

（段落５） 

Apple introduced the iPod in October 2001. Together with iTunes, it not only turned 

around Apple’s finances, it rewrote the entire digital music landscape. This remarkable 

success changed the face of Apple overnight from being a rebel computer company to the 

trendy digital electronics company. And the iPod had a “halo effect” on the iMac; Apple 

products were trendier than ever. 

（段落６） 

Apple next turned its attention to cellular phones. Inspired by tablet PCs, Jobs believed 

that cell phones were going to become important devices for portable information access. 

Although the headset business was highly competitive, one point of market share was 

worth $1.4 billion. More importantly, there were no products that integrated all of the 

functions that one could incorporate into a handheld device. Research in Motion’s 

Blackberry had taken a big step toward convergence, but Apple planned to go further, 

and expected to command a steep price premium if it succeeded. Once again building on 

existing strengths, Jobs took the video iPod and stuffed it with a version of the OS X 

operating system, so that the phone could handle web browsers and e-mail clients. GPS 

and wireless capabilities were added. Independent programmers found the iPhone to be 

a perfect vehicle for new applications. Today’s iPhones are expensive and highly 

profitable. By the end of fiscal year 2011, Apple had sold a total of 140 million iPhones, 

which accounts for a market share of less than 10 percent of all cell phones. More 

important to Apple, the product generates over half of total industry profits. 

 

With each innovation, from the iPod to the iPhone and the iPad, Apple puts its existing 

skills in design, engineering, and programming to surprising new uses. Time will tell 

what new surprises Apple has in store. 
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題材② Sunk versus Avoidable Costs 

 

（段落１） 

When assessing the costs of a decision, the manager should consider only those costs 

that the decision actually affects. Some costs must be incurred no matter what the 

decision is and thus cannot be avoided. These are called sunk costs. The opposite of 

sunk costs is avoidable costs. These costs can be avoided if certain choices are made. 

When weighing the costs of a decision, the decision maker should ignore sunk costs and 

consider only avoidable costs. 

（段落２） 

To illustrate the concept of sunk costs, take the case of an online merchandiser of laser 

printers. The merchandiser traditionally purchased large quantities of printers from 

the manufacturer, so that it could satisfy rush orders. Increasingly, though, the 

merchandiser was carrying high inventories, including some lines that the manufacturer 

no longer produced and would not repurchase. A natural response to this problem 

would be to put the discontinued lines on sale and reduce inventory. However, the firm’s 

managers were reluctant to do this. They felt that even in the best of times the margins 

on their products barely covered their overhead, and by cutting the price, they would be 

unable to cover their cost of the goods they sold. 

（段落３） 

This argument is wrong. The cost incurred to purchase the laser printers is a sunk cost 

as far as pricing is concerned. Whether or not the merchandiser cuts price, it cannot 

avoid these costs. If it believes that a seller should never price below average cost, the 

merchandiser will end up with large losses. Instead, it should accept that it cannot 

undo past decisions (and their associated sunk costs) and strive to minimize its losses. 

（段落４） 

It is important to emphasize that whether a cost is sunk depends on the decision being 

made and the options at hand. In the example just given, the cost of the discontinued 

lines of printers is a sunk cost with respect to the pricing decision today. But before the 

printers were ordered, their cost would not have been sunk. By not ordering them, the 

merchandiser would have avoided the purchase and storage costs. 

（段落５） 

Students often confuse sunk costs with fixed costs. The two concepts are not the same. 

In particular, some fixed costs need not be sunk. For example, a railroad serving 

Sydney to Adelaide needs a locomotive and a crew whether it hauls 1 carload of freight 

or 20. The cost of the locomotive is thus a fixed cost. However, it is not necessarily sunk. 
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If the railroad abandons its Sydney to Adelaide line, it can sell the locomotive to 

another railroad or redeploy it to another route. 

（段落６） 

Sunk costs are important for the study of strategy, particularly in analyzing rivalry 

among firms, entry and exit decisions from markets, and decisions to adopt new 

technologies. For example, the concept of sunk costs helps explain why established 

American steel firms were unwilling to invest continuous casting technology, even as 

new Japanese firms building “greenfield” facilities did adopt the new technology. The 

new technology had higher fixed costs, but lower variable operating costs. Established 

American firms viewed the fixed cost of their old technologies as sunk. Thus, they 

compared the savings in operating costs against the fixed cost of the new technology.  

The Japanese firms, in contrast, compared the savings in operating costs against the 

difference between the fixed costs of the new and old technologies. American firms thus 

required a larger cost savings than the Japanese firms to induce them to adopt the new 

technology. Despite criticism in the popular business press, the American firms’ decisions 

to delay adoption of new technology was economically sound, serving to maximize 

profits even if it did entail higher operating costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リポート作成、おつかれさまでした。最後に、一言だけ。 

「 経済学、経営学、ビジネス一般で使う英語は、最初はたいへんですが、慣れてしまえば、

簡単に感じられるようになると思います。でも努力をしないと一生難しいままです。」 


