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禁転載複製

令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
生産管理分野

２級 生産管理プランニング
（製品企画・設計管理）
試

験

問

題
（１８ページ）

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。
３．その他
この試験については、電子式卓上計算機（電池式又はソーラー式で、四則計算、√、％、
メモリ（MR、M±）等の標準的な機能を有するもの）を使用することができます。ただし、
関数電卓、文字の記憶機能を有する機種は使用できませんので注意してください。
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問題１

製品企画の目的 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。

ア．短期の利益目標の達成に重点をおくこと
イ．顧客にとって高い価値を提供すること
ウ．できるだけ低いコストで価値の提供を実現すること
エ．競合企業に対する優位性を確保すること
オ．製品開発を通じて、企業の存続や社会貢献を実現すること

問題２

＜製品企画の各段階＞と＜内容＞の組合せとして 最も適切なものは、次のうちど
れか。

＜製品企画の各段階＞
Ａ．開発ニーズの明確化
Ｂ．アイデア収集と絞込み
Ｃ．事前評価とプロジェクトの選択
Ｄ．目標の具体化
Ｅ．実行計画の策定
＜内容＞
１．製品開発の目的や必要性を明確にする。
２．製品コンセプト、品質、需要量、ライフサイクル、価格、利益、コスト、販売時
期、生産、販売などの基本を企画する。
３．ふるいに掛けられたアイデアが全て製品開発として選択されるのではなく、開
発予算、開発体制、経営環境などから更に絞り込む。
４．開発製品、生産システム、販売システムの大枠を捉え、課題を計画し、開発体
制を編成し、日程と予算を計画する。
５．顧客のニーズや期待に対してアイデアで応える。
ア．Ａ：１
イ．Ａ：１
ウ．Ａ：３
エ．Ａ：３
オ．Ａ：５

Ｂ：３
Ｂ：５
Ｂ：１
Ｂ：５
Ｂ：２

Ｃ：２
Ｃ：３
Ｃ：４
Ｃ：１
Ｃ：４

Ｄ：５
Ｄ：２
Ｄ：５
Ｄ：２
Ｄ：１

Ｅ：４
Ｅ：４
Ｅ：２
Ｅ：４
Ｅ：３
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問題３

以下の図は、Ｆ・コトラーが提唱するプロダクト ３層モデルであ り、本モデルで
は製品の価値構造を３層に分けて分析している。自動車を例とした場合、＜３層＞
と＜項目＞の 組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
製品の中核

製品の実体

製品の付随機能
＜３層＞
Ａ：製品の中核

Ｂ：製品の実体

Ｃ：製品の付随機能

＜項目＞
ａ．移動機能

ｂ．走行性能

ｃ．居住性

ｄ．自宅まで納車

ｆ．内装

ｇ．安全装置

ｈ．１年点検無料

ｅ．輸送機能
ｉ．燃費

ア．Ａ：ｂ、ｃ、ｉ
イ．Ａ：ｄ、ｈ、ｉ
ウ．Ａ：ａ、ｂ、ｃ、ｅ

Ｂ：ａ、ｅ、ｆ、ｇ
Ｂ：ｂ、ｃ、ｆ、ｇ
Ｂ：ｄ、ｆ、ｉ

Ｃ：ｄ、ｈ
Ｃ：ａ、ｅ
Ｃ：ｇ、ｈ

エ．Ａ：ａ、ｅ
オ. Ａ：ｅ、ｆ、ｉ

Ｂ：ｂ、ｃ、ｆ、ｇ 、ｉ
Ｂ：ｂ、ｄ、ｇ

Ｃ：ｄ、ｈ
Ｃ：ａ、ｃ、ｈ

問題４

ＰＰＭに関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。 なお、ＰＰＭは、
Product Portfolio Management である。

ア．負け犬に位置 付けられた事業は内部の人々の危機感が高まり 、組織が活性化するの
で、高い確率でイノベーションを起こすことができる。
イ．ＰＰＭは、事業内容を複合的に評価する視点を提供するので、経営資源の蓄積 の状
況を適切に評価できる。
ウ．金のなる木は 、市場競争に勝ち生き残った事業で、高い市場シェアを占めており 、
他の製品や事業へ回す資金源の機能を果たしている分野である。
エ．問題児は、中長期的に将来 有望な事業なので、長期間にわたり資金を継続的に投下
することが必須の分野である。
オ. 花形商品は、成熟期の分野で事業自体の将来性に大きな魅力はないが、 その企業を
象徴する商品で、企業の顔ともいえる 分野である。
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問題５

原価企画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．原価企画の対象となる製品 は、新規に開発する場合が多いため、原価設定には過去
の経験や情報は参考にならない。
イ．原価企画で最初に 決定すべき目標売価は、市場価格、類似品価格、 得意先の予算 又
は指定により決まる 希望価格等により決定される 。
ウ．原価企画で重視すべき内容は、事業計画の達成に必要な 利益と原価であるため、原
価設定に生産現場の実情や意見を考慮する必要はない。
エ．目標原価を機能別に細分化するには、ＥＣＲＳの原則を活用するのが有効である。
オ. 製造原価の多くは外部からの調達品のコストが占めて おり、目標原価達成のための
実施手順としては、まず調達品の値引き交渉から開始するのが良い。

問題６

プロジェクトマネジメント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。

ア．プロジェクトの要件には、具体的な目的が明確になっていること、活動期限が定め
られていること等が挙げられる。
イ．製品開発プロジェクトでは、設計及び 生産技術の技術系に限定して メンバーを編成
するとよい。
ウ．プロジェクトマネジャーに必要な資質 には、強い意思と成し遂げる実行力がある、
人望が厚く信頼が高い、公平な評価ができる、動機付けが上手であること等が挙げ
られる。
エ．プロジェクトマネジメントでは 、プロセスが重視され、誰がその決定を行ったのか、
どうしてその選択が行われたのかを明 確にすることが大切である。
オ．プロジェクトの内容によっては、プロジェクト管理とプロジェクト遂行を役割分担
することがある。
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問題 ７

下図 は、「Ｓ Ｅ ＣＩ プロ セス 」を 図式 化 した もの であ る。 マト リ クス の中 の４つ
の知識変換モードＡ～Ｄの説明［ａ群］と、周辺にあるＡ～Ｄの矢印に係る空欄
①及び②に入る変換プロセスの組合せ［ｂ群］として最も適切なものは、次のう
ち ど れ か 。 な お 、 Ｓ Ｅ Ｃ Ｉ と は 、 Socialization Externalization Combination
Internalizationである。

（

（

①

）

（

②

）

②

）

（

①

）

Ａ
共同化

Ｂ
表出化

Ｄ
内面化

Ｃ
結合化

（

①

）

（

②

（

②

）

（

①

）

）

［ａ群］
１．建設的意見を伴わない批判を禁じるブレイン・ストーミングが有効である。
２．知識創造の最も重要な鍵を握っている。リーダーの豊かな比喩的言語や想像力
が重要な要素である。
３．物語を通した追体験や行動による学習を通じて促進される。
４．ミドルマネージャーが企業ビジョン、事業コンセプト、製品コンセプトなどを分
析し具体化する際によくみられる。
［ｂ群］
Ⅰ－①：暗黙知
Ⅱ－①：暗黙知
Ⅲ－①：形式知
Ⅳ－①：形式知

②：暗黙知
②：形式知
②：暗黙知
②：形式知

ア．Ａ：２、Ⅰ

Ｂ：４、Ⅲ

Ｃ：３、Ⅳ

Ｄ：１、Ⅱ

イ．Ａ：１、Ⅰ
ウ．Ａ：２、Ⅱ
エ．Ａ：４、Ⅳ
オ．Ａ：１、Ⅰ

Ｂ：２、Ⅱ
Ｂ：１、Ⅳ
Ｂ：２、Ⅱ
Ｂ：２、Ⅱ

Ｃ：４、Ⅳ
Ｃ：３、Ⅰ
Ｃ：１、Ⅲ
Ｃ：３、Ⅳ

Ｄ：３、Ⅲ
Ｄ：４、Ⅲ
Ｄ：３、Ⅰ
Ｄ：４、Ⅲ
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問題８

多くの製品 においては、開発・設計段階の作り込みが製品全体のＱＣＤに大きく
影響するが、その理由として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．原価の発生は資材調達・製造段階が大半であるが、原価の決定は開発・設計段階で
大半が決定するため
イ．多くの消費財では、製品ライフサイクルが長期化し、同じ製品を長期間にわたって
生産することが多くなり、開発・設計段階の作り 込みが製造に大きく影響する ため
ウ．開発・設計段階における決定事項が、製品品質 及び生産リードタイムに大きな影響
を与えるため
エ．開発・設計段階で製造時の作業のしやすさに対する検討が不十分 であると、当初の
計画以上に工数が発生し、原価や納期に悪影響を及ぼす ため
オ．開発・設計段階での作り込みが不十分であると 、手戻りが多くなり、製品を市場に
投入するタイミングを逸するリスクが高まる ため

問題９

以下に示した＜設計段階＞とその段階で行われる＜作業＞ の組合せとして最も適
切なものは、次のうちどれか。

＜設計段階＞
Ａ：概念設計

Ｂ：実体設計

Ｃ：詳細設計

＜作業＞
ａ．具体的な形状、構造、機能をポンチ絵にして検討する。
ｂ．決めた材料で強度が確保できるかどうか強度計算を行う。
ｃ．与えられたスペース内で部品の寸法を決めたり、部品のつなぎ方を決める 。
ｄ．部品同士がぶつかり合わないように干渉をチェックする。
ｅ．寸法公差、幾何公差、表面形状などを設定する。
ｆ．部品表を作成する。
ｇ．要求 仕様に対して適切な材質を選定する 。
ア．Ａ：ａ、ｇ
イ．Ａ：ｂ、ｃ
ウ．Ａ：ａ、ｅ
エ．Ａ：ｅ、ｇ
オ. Ａ：ｃ、ｆ

Ｂ：ｂ、ｃ、ｄ
Ｂ：ｄ、ｅ、ｇ
Ｂ：ｂ、ｃ、ｆ
Ｂ：ａ、ｃ、ｄ
Ｂ：ａ、ｂ、ｄ

Ｃ：ｅ、ｆ
Ｃ：ａ、ｆ
Ｃ：ｄ、ｇ
Ｃ：ｂ、ｆ
Ｃ：ｅ、ｇ
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問題10

デザインレビュ ーは、その目的と実施方法によりインスペクションとウォークス
ルーに分けられる。以下の＜語群＞はインスペクション又はウォークスルーの内
容を示したものである。インスペクションに相当する内容の組合せとして最も適
切なものは、次のうちどれか。

＜語群＞
１．欠陥の発見を第一目的としている 。
２．制度的な公式レビューである 。
３．レビューの範囲を限定し短時間で行う 。
４．非公式なレビューである 。
５．設計内容の理解と欠陥の発見を目的としている 。
６．完成した成果物に対して実施する 。
７．未完成の成果物にも実施可能である。
８．欠陥防止効果は高い 。
ア．４、５、７
イ．１、３、４、７、８
ウ．１、２、３、６、８
エ．２、５、６、８
オ．１、４、６、８

問題11

以下に示すＡ～Ｅについて、ＤＲ評価書に記載する項目の組合せとして 最も適切
なものは、次のうちどれか。

Ａ．新技術、共通化、環境対応、安全対応等についての要否と、要の場合の具体的内容
Ｂ．問題点、問題点に対する処置方法、処置を実施する担当者及びその期限
Ｃ．加工・組立手順、使用する設備・冶工具、製造条件等
Ｄ．目標コスト、スケジュール、品質管理項目、検査方法、合否判定基準等
Ｅ．次期以降の設計に反映が必要な事項
ア．ＡとＣ
イ．ＡとＥ
ウ．ＢとＤ
エ．ＢとＥ
オ．ＣとＤ
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問題12

以下のＸ社の＜事例＞における開発期間の短縮を実現するための対策に関する記
述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
Ｘ社は、自社ブランドの分析装置を製造販売している。競合他社に比べて新製品
の開発期間が長く、市場への投入が遅れるため低シェアに甘んじている。設計部門
と新製品開発に携わる関係部門とのコミュニケーションは取れておらず、設計部門
では、設計変更が頻発し、製造部門では生産直前になって設計に起因する品質問題
が頻発するなど、現場の混乱が多いという実態であった。そこで、上流工程と下流
工程の同時並行化を含めて開発期間短縮化に取り組むことになった。
ア．部門間のコミュニケーションや連携調整を重視し、部門間の相互信頼関係及び目標
を共有する組織風土を確立する。
イ．類似の図面や部品を選定 のうえ抽出し、的確かつ容易に利用できるように、検索シ
ステムを充実させる。
ウ．上流から下流へは確定した情報だけを確定した時点で瞬時に流し、下流で情報を受
け取った時点で速やかに着手する体制を整える。
エ．関係部門を巻き込んだ標準化の推進や製造組立作業の容易化など、他部門の意見や
提案を積極的に採用する取組を強化する。
オ．ＣＡＤやＣＡＥ、ＰＤＭなどのシステムを導入して他部門との設計データの共有を
行うとともに、デザインと構造解析・強度設計などを同時並行で作業する。

問題13

設計管理と分析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。 なお、
Ｃ Ｓ は 、 Customer Satisfaction 、 Ｑ Ｆ Ｄ は 、 Quality Function Deployment で あ
る。

ア．ＣＳ分析とは、企業側の思惑どおりに売上げが伸びない場合、その原因を探り、顧
客に満足を感じさせるようにどの要素の改善に力を入れるべきかを分析する 手法であ
る。
イ．ＱＦＤは、新製品の開発段階からの品質保証にも有効である。
ウ．品質表は、品質特性展開表を横軸に配置し、要求品質展開表を縦軸に配置し、マト
リックスの形で示したものである。
エ．業務機能展開は、要求品質を品質特性に変換し、製品の設計品質を定め、各機能部
品、個々の構成部品の品質及び工程の要素に展開する方法である。
オ．ＱＦＤの ３原理とは、細分化・統合化の原理、多元化・可視化の原理 及び全体化・
部分化の原理である。
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問題14

ＶＥ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．機能は、顧客が要求する働きとしての２ 次機能、それを達成する基本機能に分類・
整理される。
イ．改善案を提案するステップは、具体化されたアイデアに経済性・技術的可能性の面
から評価を行い、それらについてのテストや証明を行う段階 である。
ウ．機能は下がるが、コストが 若干下がるものを購入することは 、ＶＥにおける価値向
上の１つである。
エ．生産及び販売活動におけるＶＥをサードルックＶＥとよぶ。
オ．ＶＥで対象とする価値には、製品を使用して得られる使用価値、所有すること で得
られる貴重価値などがある。

問題15

＜信頼性設計＞と＜設計例＞の組合せとして 最も適切なものは、次のうちどれか。

＜信頼性設計＞
Ａ．フェールセーフ設計
Ｂ．フールプルーフ設計
Ｃ．冗長設計
＜設計例＞
１．ドアを閉めなければ加熱できない電子レンジ
２．転倒すると自動的に消 火する石油ストーブ
３．２系統のシステムで構成されるテレビ送信装置
４．故障時、重力により遮断機のさおが降下する踏切の遮断機
５．演算機能、故障検出機能、故障分離機能等を分散化した大規模システムのソフ
トウェア
６．正しい向きにしか入らない電池ボックス
ア．Ａ：３、４
イ．Ａ：２、６
ウ．Ａ：１、５
エ．Ａ：１、３
オ．Ａ：２、４

Ｂ：５、６
Ｂ：１、５
Ｂ：３、６
Ｂ：２、４
Ｂ：１、６

Ｃ：１、２
Ｃ：３、４
Ｃ：２、４
Ｃ：５、６
Ｃ：３、５
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問題16

資材標準化のメリット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。

ア．在庫品の 品種を少なくできることから、倉庫管理費用を低減できる。
イ．資材１品種の数量がまとまることから、安く購入できる。
ウ．外部から調達する部品では、汎用品を標準部品とすることにより、調達期間の短縮
につながる。
エ．顧客ニーズの細かな変化に迅速に対応できる。
オ．加工や組立ての作業方法の標準化につながり、設備機械の能力をより引き出すこと
ができる。

問題17

新規製品の開発・設計段階において、初期情報を有効に活用できる体制が整って
いない場合に発生する可能性のある問題点として最も不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．製造工程 での作業性を改善するために、多くの手戻りが発生する こと
イ．他の設計者が行った設計変更に気付かず、製品内で部品間の干渉が発生する こと
ウ．量産開始までの時間とコストが増加する こと
エ．試作機を作らないと、設計仕様の検証、製造のしやすさの評価ができない こと
オ．設計者の不注意により、多くの図面ミスが発生する こと

問題18

生産財設計の考慮点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。

ア．生産財メーカーの営業は、顧客ニーズをそのまま具現化することが顧客満足につな
がると考えてしまう傾向が強い。
イ．モジュール設計を採用することで、個々の顧客ごとに製品全体を設計する手間 は、
回避される。
ウ．製造設備の設計では、段取の容易化や作りすぎ防止機構などを考慮する必要がある。
エ．生産財ビジネスの特殊性 には、最終顧客との距離が遠いこと、製品の評価基準が顧
客ごとに異なることなどが挙げられる。
オ. 製品の構成をベース、オプション、カスタマイズの３つの要素に分けて考えた場合
は、ベース部分の割合が増えると原価高になり、採算 性が悪化する。
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問題19

動作経済の原則に基づく製造現場の改善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。

ア．作業域に関する原則に着目し、作業者の手元を明るくするため、天井の吊り下げ照
明から作業者の手元照明に切り替えた。
イ．身体の使用に関する原則に着目し、製品別配置から機能別配置に切り替えた。
ウ．作業域に関する原則に着目し、重力送り箱を設けることで、作業者が部品Ａを使用
する都度、新たな部品Ａが上から滑り落ちて作業者の手元に供給されるようにした。
エ．作業域に関する原則に着目し、しゃがみこんでの作業をなくすため、キャスター付
きの作業台を設置し、立ち作業にした。
オ．工具や設備の設計に関する原則に着目し、モンキースパナの使用をやめて、異なる
サイズの両頭スパナを使用することにした。

問題20

知的財産権 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．秘密として管理されている生産方法や販売方法は、不正競争防止法で保護される。
イ．意匠制度は、商品 や役務について自他の識別力を保護する制度である。
ウ．実用新案権は 、物品の形状や構造などを保護することに加え、方法の考案も保護対
象に含んでいる。
エ．商標制度は、物品の美的外観を保護する制度である。
オ. 特許権の存続期間は、出願の日から 30年をもって終了する。

問題21

品質管理の考え方の記述と して最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．要求品質は、設計品質をねらいとして生産する製品の実際の品質である。
イ．設計品質は、顧客が求める品質で市場調査などによ り情報収集して把握する。
ウ．品質管理は、顧客の要求に合った品質の製品やサービスを経済的に作り出す 手段の
体系である。
エ．製造品質は、自社内の技術、設備能力、コストを考慮して設定される。
オ．品質特性は、使用目的を満たしているかどうかを１つ の性質で表したものである 。
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問題22

以下のサンプリングデータから求めた統計量に関する記述 において、適切なもの
の組合せは、次のうちどれか。なお、計算値については小数点以下第２位を四捨
五入すること。
28、29、25、26、27

①
②
③
④
⑤

偏差平方和は、10.0である。
標本分散は、4.0である。
標本標準偏差は、1.6である。
標本分散は、1.2である。
標本標準偏差は、1.4である。

ア．①、②
イ．②、③
ウ．③、④
エ．④、⑤
オ．①、③

問題23

検査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。

ア．受入検査は、受け入れた物品が原因で起こる生産段階での不適合品の発生を防止す
るために行う。
イ．受入検査により、外注や協力 工場の品質上の能力を把握し、品質改善に対する指導
や育成を行うことがある。
ウ．工程検査により、源流の工程で不適合品が除去されることで、不適合品による損失
が減少する。
エ．最終検査は、出荷前に製品が社内の管理基準を満足しているかどうか に限定して 判
定するために行う。
オ．最終検査では、製品の特性はもちろん、保守部品、取扱説明 書、包装なども対象と
なる。

問題24

管理図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．管理図の目的は、工程が管理状態かどうかを判定するために、工程の変動を「避け
られない変動」と「避けられる変動」に区別することである。
イ．「避 けら れ ない 変 動」 とは 、生 産の ４ Ｍ な どの 変化 に伴 い、 製品 の 品質 特性 のバラ
ツキが大きくなることを いう。
ウ．p管理図は、長さ、温度、重さなどの計量値に適用される。
エ．管理図にプロットされた測定データを用いてヒストグラムを作ると、規格値から外
れるものが多く見られたので、規格値を変更 した。
オ．下方管理限界線は 、不純物の混入量のような、管理する特性値が小さいほど良い場
合には設定しない。
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問題25

社内標準化の対象として最も優先順位が低いもの は、次のうちどれか。

ア．繰り返して生産される製品
イ．系列化が予定される製品
ウ．複数の作業者が関与する製品
エ．購買部品だけで構成される製品
オ．重点管理が予定される製品

問題26

直接経費に分類される勘定科目 として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．外注加工費
イ．買入部品費
ウ．消耗工具備品費
エ．工場消耗品費
オ．補助材料費

問題27

標準原価の働きとして最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．標準原価は、 原価の目標を金額で表すことができる ので、目標達成へのモチベーシ
ョンの向上が期待できる。
イ．標準原価は、 部門の業績を評価することで、部門の達成度が理解されやすい。
ウ．標準原価は、 部分原価との比較によって、どこに問題がある かが明らかになる。
エ．標準原価は、 事前に決められた 原価標準を使うので、原価の迅速な把握を行うこと
ができる。
オ．標準原価は、 仕掛品を金額で評価できるので、仕掛品に関する問題点が明らかにな
る。

問題28

固定 費調 整に お いて 、直 接原 価計 算方 式 によ る当 期利 益を Ｘ（ 円 ）、期 首棚 卸品
に含 まれ る 固定 費 を Ｙ （ 円）、期 末製 品 に含 ま れ る固 定費 を Ｚ（ 円） と す ると き、
全部原価計算方式による当期利益の算出式 として適切なものは、次のうちどれか。

ア．Ｘ – Ｙ – Ｚ
イ．Ｘ + Ｙ + Ｚ
ウ．–Ｘ + Ｙ + Ｚ
エ．Ｘ – Ｙ + Ｚ
オ．–Ｘ + Ｙ – Ｚ
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問題29

以下の間接費とＡＢＣ（活動基準原価計算）で用いられるコストドライバーとの
組合せとして 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．製品の設計費
イ．材料の発注費

製品設計時間数
注文書作成枚数

ウ．段取活動コスト
エ．機械のメンテナンスコスト
オ．工場建物の減価償却費

段取回数
作業時間
従業員数

問題30

機能別物流コストに関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．保管費とは、材料や部品、製品などを保管する費用である。
イ．物流管理費とは、組立工程の一部で ある流通加工にかかわる費用である。
ウ．包装費とは、梱包資材、梱包費、取引の要求に応じて行う値札付けやシール貼りな
どにかかわる費用である。
エ．情報処理費とは、物流を行うための情報にかかわる費用である。
オ．輸送費とは、物品の輸送にかかわる物流費である。
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問題31

以下の設計の標準化として行われている標準数 に関する記述において、（
に当てはまる＜語句＞の組合せ として最も適切なものは、次のうちどれか。

）

設計 の際 に、 設 計値 を系 列的 で合 理的 な （ Ａ )、 つま り標 準数 か ら選 ぶな らば 、
設計 の工 数の 短縮 や部 品 の（ Ｂ ） の向 上、 標 準的 な材 料や 工具 など の 使用 、標 準化
が容易になるなど、多大な効果がある。
すなわち標準数とは、工業標準化・設計などにおいて数値を定める場合に、選定基
準と して 用い る数 値で あ り、 10の 正又 は負 の整 数 のべ き（ 累乗 ）を 含み 、 ( Ｃ ）が
それぞ れ⁵√ 10、 ¹⁰√10、²⁰√ 10、 ⁴⁰√10及 び⁸⁰√10で ある （ Ｄ ） の 各項の 値を 実
用上便利な数値に整理したものである。これらの （ Ａ ）をＲ５、Ｒ10、Ｒ20、Ｒ40、
Ｒ80の記号で表している。
＜語句＞
１．基準
２．数列
３．互換性
４．多様性
５．公差
６．公比
７．等差数列
８．等比数列
ア．Ａ：１、Ｂ：２、Ｃ：６、Ｄ：７
イ．Ａ：１、Ｂ：３、Ｃ：６、Ｄ：８
ウ．Ａ：２、Ｂ：３、Ｃ：６、Ｄ：８
エ．Ａ：２、Ｂ：３、Ｃ：５、Ｄ：７
オ．Ａ：１、Ｂ：２、Ｃ：５、Ｄ：７

問題32

設計難易度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。

ア．設計難易度係数は、設計作業の実績資料から最も標準となるものを設計の基準とし、
それより設計が困難なものから容易なものへと順序を付けて計数を割り振ったもの
である。
イ．一般的に 一部未経験を含む類似設計の方が、新規設計より設計難易度が高い 傾向が
ある。
ウ．流用・改造設計は、既存の製品や部品の流用設計を中心に行うものであり、設計難
易度係数は比較的低い。
エ．類似設計は、経験のある製品群に基づいた類似設計や 、既存の製品や部品を転用す
る流用設計を行うものであり、 一般的には設計難易度係数の基準とされる。
オ．類似設計や流用・改造設計は管理者を中心に判断するが、新規設計や未経験の類似
設計は管理者と設計者の協議が必要である。
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問題33

以下の設計作業の先行関係と費用の例において、ＣＰＭに関す る記述の（
）
に当てはまる数字の組合せ として適切なものは、次のうちどれか。 なお、ＣＰ Ｍ
は、Critical Path Method である。

作業

先行作業

Ｊ

標準

緊急

費用勾配

時間(日)

費用(万)

時間(日)

費用(万)

－

２

10

２

10

－

Ｋ

－

５

５

３

15

５

Ｌ

Ｊ

１

３

１

３

－

Ｍ

Ｊ,Ｋ

２

２

１

４

２

日程と費用の関係を求めると 右図のように標
準点は標準日数が（ Ａ ）日、標準費用は
（ Ｂ ）万円となる。費用勾配は作業 Ｍが作
業Ｋより安い ので、まず、作業Ｍの短縮可能な
１日を（ Ｃ ）万円かけて短縮する。さらに
作業Ｋを（ Ｄ ）万円かけて短縮すると、総
費用を（ Ｅ ）万円かけることにより４日間
でプロジェクトを完成することが可能になる。

ア．Ａ：５
イ．Ａ：５
ウ．Ａ：７
エ．Ａ：５
オ．Ａ：７

問題34

Ｂ：20
Ｂ：32
Ｂ：20
Ｂ：20
Ｂ：32

Ｃ：４
Ｃ：４
Ｃ：２
Ｃ：４
Ｃ：２

Ｄ：４
Ｄ：10
Ｄ：10
Ｄ：４
Ｄ：10

Ｅ：32
Ｅ：27
Ｅ：32
Ｅ：27
Ｅ：32

設計業務の 遅延対策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。

ア．設計変更、追加注文、設計不良などによる一時的な負荷の変動は、稼働率の低下な
どの要因となるため、それらを吸収する余裕の能力や時間などを計画的に確保する
ことが重要である。
イ．設計能力の不足の程度に応じて時間外勤務や、設計部門の他の担当者の応援、外注
利用、パートタイマーの設計者の採用などにより一時的、直接的に設計能力の増加
を図り調整することが重要である。
ウ．設計の分割や日程計画の再調整などによって一部繰り延べ、前倒しを行うことによ
り、設計能力の補強を進めることが重要である。
エ．慢性的な設計能力の不足に対しては、設計者の増員や設計の内外製区分の見直し、
設計業務の合理化や過去実績の蓄積・解析などを計画的に推進して長期的な対応を
行うことが重要である。
オ．設計業務負荷は、常に平準化していることはなく、変動することが通常なのでピー
ク時の負荷に合わせた設計業務能力を準備しておくことが重要である。
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問題35

厚生労働省告示の労働安全衛生マネジメントシステム指針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。

ア．外部専門機関によるシステム監査と認証取得が求められている。
イ．危険性又は有害性等の調査の実施と必要な措置を決定することが求められている。
ウ．安全衛生目標を設定して、関係者に周知することが求められている。
エ．緊急事態についても対応することが求められている。
オ．日常的な点検や改善等を実施することが求められている。

問題36

労働安全衛生法に定める 衛生管理者 及び産業医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。

ア．事業場の規模に応じて選任する衛生管理者の人数が定められている。
イ．産業医は、選任すべき事由が発生した日から 14日以内に選任しなければならない。
ウ．衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち、衛生に係る技術的事項を実施す
る。
エ．衛生管理者は、少なくとも ２ヵ月に１回作業場等を巡視しなければならない。
オ．産業医の職務の １つには、作業環境の維持管理に関することがある 。

問題37

労働安全衛生法の機械等及び有害物等の規制に関する記述 として 最も適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．機械等の設置時は、リスクアセスメントの実施が必要だが、改造時はその対象から
除外されている。
イ．特定機械であるボイラーの製造には、都道府県労働局 長の許可は必要ない。
ウ．プレス機械の安全装置は、定められた規格又は安全装置を具備しなければ譲渡や設
置等はできない。
エ．石綿は、労働安全衛生法で定める製造等禁止物質ではない。
オ．フォークリフトの年次定期自主検査は、特定自主検査の対象となっていない。
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問題38

環境汚染防止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。

ア．国は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の
健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準を
定めている。
イ．大気汚染、水質汚濁の防止については、国が全国一律の排出基準、排水基準を定め、
さらに、国は特定の区域についてより厳しい基準を定めている。
ウ．有害物質を扱う事業者は、その排出量、濃度を定期的に測定し、基準内に入るよう
管理するとともに結果を保存しなければならない。
エ．企業は事故が発生した場合の応急措置、復旧、状況の報告等の手順を あらかじめ決
めておき、発生の場合に遅滞なく実施する。
オ．有害物発生設備の変更を計画する場合には、 あらかじめその内容を都道府県知事に
届け出なければならない。

問題39

化学物質の有害性への取組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 。 な お 、 Ｇ Ｈ Ｓ は 、 Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals 、 Ｓ Ｄ Ｓ は 、 Safety Data Sheet 、 Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ は 、
Pollutant Release and Transfer Registerである。

ア．ＧＨＳとは、化学品の危険有害性ごとに分類 基準及びラベルやＳＤＳ の内容を調和
させ、世界的に統一されたルールとして提供する 仕組みである。
イ．ＳＤＳとは、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提
供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことで ある。
ウ．ＰＲＴＲ制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所か
ら環境へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自
ら把握し国に届け出るとともに、国は排出量・移動量を集計・公表する制度で ある。
エ．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律は、人の健康を損なうおそれ又は動
植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止す
ることを目的とする法律 である。
オ．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律は、
ISO14001を柱として いる。
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禁転載複製

問題40

ISO14001の特徴に関する記述において（
最も適切なものは、次のうちどれか。

）に当てはまる用語の組合せとして

環境マネジメントシステムの中に（ Ａ ）を組み込み、その結果を（ Ｂ
るマネジメント の見直し 、改善に反映さ せ、（ Ｃ ）を向上さ せていく 。（
がＰＤＣＡによるマネジメントシステム運用の基本とな っている。
ア．Ａ：内部監査
イ．Ａ：外部監査
ウ．Ａ：内部監査
エ．Ａ：外部監査

Ｂ：従業員
Ｂ：経営者
Ｂ：従業員
Ｂ：従業員

Ｃ：生産パーフォーマンス
Ｃ：生産パーフォーマンス
Ｃ：環境パーフォーマンス
Ｃ：環境パーフォーマンス

オ．Ａ：内部監査

Ｂ：経営者

Ｃ：環境パーフォーマンス
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Ａ ）

