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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
（生産システム・生産計画)（加工型・組立型）
試

験

問

題
（１６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

生産の今日的課題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、ＳＣＭは、Supply Chain Managementである。

ア．サプライチェーンは、企業や組織の壁を越えた商品供給に関わる業務プロセス、す
なわち、製品企画、開発・設計、受注、生産計画、調達、製造、流通、販売・サー
ビス等を１つの連鎖構造として捉えたものである。
イ．顧客や市場の要求に俊敏に応えられるように、 十分な製品在庫・流通在庫を常に準
備しておく必要がある。
ウ．リエンジニアリングとは、業務プロセスを変える又は設計し 直す等の業務改革のこ
とを指す。
エ．デカップリングポイント設定の原則は、個別の顧客への対応として、カスタマイ
ゼーションに要する時間が、要求納期に対して「等しいか又は短くなる」在庫ポイ
ントを見つけることである。
オ．ＳＣＭは、需要と供給のマッチングを図り、情報の流れ、モノの流れ及びキャッ
シュフローを統合することでサプライチェーンの効率向上を図る手法である。

問題２

かんばん方式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．かんばん方式の考え方は、前工程が後工程に、必要なモノを、必要なとき、 必要
なだけ供給することである。
イ．かんばん方式では、最終組立ラインのタクトタイムを生産スピードのベースと す
る。
ウ．平準化生産を実現するために は、できる限り大ロット生産にし、かつ単一ラインを
用いて生産を行う。
エ．シングル段取とは、段取作業を １人で行う ことをいう。
オ．ジャストインタイムにおいて排除すべき７つのムダとは、作りすぎのムダ、手 待
ちのムダ、運搬のムダ、加工そのもののムダ、在庫のムダ、動作のムダ、作業者の
ムダを指している。

問題３

需要予測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．販売予測の方法にお ける、線形予測の主なものとして は、指数平滑法や自己回帰モ
デルなどがある。
イ．生産予測とは、将来の一定期間に生産する製品 の種類と数量を予測するものであ
る。
ウ．長期生産計画については、品種ごとの需要量を予測するとき、 最小の予測期間は、
対象品種の部品加工・組立リードタイムと資材調達のリードタイムの 和である。
エ．一般的にトレンドと呼ばれるものには、傾向変動、循環変動、不規則変動などがあ
る。
オ．生産予測では、計画の目的によって、どこまで長い将来を予測するの か、どの程度
まで正確に予測するかが問題になる。

R2後-041A02-1

禁転載複製

問題４

以下に示す＜需要予測＞に関する記述において、（
の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。

）に当てはまる＜語句＞

＜需要予測＞
・将来を正確に予測することは不可能であり、予測値と実績値とに差異が生じること
は避けられない。そこで予測の重点として、（ Ａ ）の最小化と、（ Ａ ）の
推定が挙げられる。
・一般に、（ Ｂ ）が長ければ長いほど（ Ａ ）が大きくなる。
・販売予測の方法は種々あり、大別すると、（ Ｃ ）の方法と、学習系の方法とが
ある。
・（ Ｃ ） の方 法 の う ち、 循 環 変動 又 は景 気 変 動の 予 測 方法 と して 、 正 弦波 近 似に
よる（

Ｄ

）又は移動平均法などがある。

＜語句＞
１．需要変動
２．予測誤差
３．時系列解析
４．傾向変動
５．指数平滑法
６．予測期間
７．最小二乗法
８．統計解析
ア．Ａ：４
イ．Ａ：４
ウ．Ａ：２
エ．Ａ：２
オ．Ａ：１

問題５

Ｂ：６
Ｂ：１
Ｂ：６
Ｂ：１
Ｂ：６

Ｃ：３
Ｃ：８
Ｃ：３
Ｃ：８
Ｃ：３

Ｄ：７
Ｄ：５
Ｄ：７
Ｄ：５
Ｄ：７

流動数分析 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。

ア．流動在庫は、資材在庫、仕掛品在庫、製品在庫として一時的に停滞する在庫である。
イ．流動数曲線は、グラフ上に時間の軸と累積流量の軸をとって描いた曲線である。
ウ．倉庫への入庫と倉庫からの出庫を描いた流動数曲線グラフでは、倉庫内の在庫量を
読み取ることができる。
エ．工程へのインプットと工程からのアウトプットを描いた流動数曲線グラフでは、 ２
つの曲線の横方向の間隔はその工程における滞留期間を示している。
オ．流動数曲線は、単位時間に流れる量が多いほど曲線の傾きは小さくな る。
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問題６

生産情報システムにおいて、生産計画に必要な情報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．小日程計画の出力情報には、作業予定表などがある。
イ．工数計画の出力情報には、人員計画、設備計画、外注計画 などがある。
ウ．中日程計画の出力情報 には、作業標準 、治工具計画、材料計画 などがある。
エ．製品設計の出力情報には、設計図、仕様書などがある。
オ．大日程計画の出力情報には、総合計画表などがある。

問題７

生産期間の短縮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。
生産期間を短縮するためには、製品の設計期間、資材の調達期間、製造期間を短縮
しなければならない。製造期間の短縮によって、短納期注文への対応や受注予測の精度
が向上するので受注の際に取引調整が有利になる。生産期間が受注期間より（ Ａ ）
場合は、受注してから生産に着手したのでは、納期までに製品を完成できない。この場
合は、生産期間を短縮するか、（ Ｂ ）をする必要がある。生産期間の中で製造期間
を短縮するためには、（ Ｃ ）の低減が効果的な方策となることがある。これ は、
（ Ｃ ）として（ Ｄ ）している期間が長い場合に有効になる。ただし 、多種少量
生産では適切な（ Ｃ ）の保有により、作業者や設備の（ Ｅ ）の向上につながる
効果をもたらす場合がある。
ア．Ａ：短い
イ．Ａ：長い
ウ．Ａ：短い
エ．Ａ：短い
オ．Ａ：長い

問題８

Ｂ：製作手配
Ｂ：先行手配
Ｂ：先行手配
Ｂ：製作手配
Ｂ：先行手配

Ｃ：完成品
Ｃ：仕掛品
Ｃ：仕掛品
Ｃ：完成品
Ｃ：仕掛品

Ｄ：保管
Ｄ：停滞
Ｄ：保管
Ｄ：停滞
Ｄ：停滞

Ｅ：稼働率
Ｅ：稼働率
Ｅ：余裕率
Ｅ：余裕率
Ｅ：余裕率

日程計画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．小日程計画の目的には、計画変更やトラブルによる混乱や遅れの防止が含まれる。
イ．中日程計画において、翌月分は確定計画、 翌々月分は内示計画を立案することがあ
る。
ウ．小日程計画の対象は、班や各作業者、機械などが一般的である。
エ．基準日程は、主に中日程計画の立案する際に用いられる。
オ．大日程計画の目的に は、内製品や外注品の所要量や調達期間の 確定が含まれる。
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問題９

最適生産方法及び標準時間の設定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、ＰＴＳは、Predetermined Time Standardである。

ア．機械・設備の内外製決定は、 新たな機械・設備を導入する場合、社内の工機工場な
どでそれらの機械・設備を内製するのか、外部の機械メーカーから調達するかを決
めることである。
イ．作業指導書は、生産現場における各工程で作業標準を明示した作業票 である。
ウ．ＰＴＳ法では、一般的にレイティングを行う必要がない。
エ．複数の作業者が同じ作業を行っている場合の標準時間の設定は、それぞれの作業時
間の中で、最小の時間を基準として決定することが望ましい。
オ．工程表は、目標とする品質・原価及び製造数量に対して、設計図面、仕様書、そし
て部品構成表などに基づいて、加工又は組立 てをするために作成される。

問題10

工数計画に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．負荷工数＝１個当たりの標準時間×一定期間内の必要生産量÷適合品率
イ．余力＝生産能力＋負荷工数
ウ．機械の生産能力＝特定期間の運営時間×機械台数÷（１－故障率）
エ．負荷工数＝ （１個当たりの標準時間×一定期間内の必要生産量 ）－（段取回数×平
均段取時間）
オ．作業者の生産能力＝実働時間÷稼働率×作業者数
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問題11

以下に示す材料計画に関する ＜説明文＞と＜用語＞の組合せとして最も適切なも
のは、次のうちどれか。 なお、＜用語＞は、重複して使用することができる。

＜説明文＞
Ａ．この部品表は、最終製品の構造が複雑である、長期間にわたり生産される、中間
部品がある、担当者が構造を把握しにくい ときなどの場合に利用される。
Ｂ．最終製品の加工順序や組立順序にとらわれず、最終製品を生産する上で必要とな
る全ての材料や部品を、一覧表の形式 にまとめた部品表である。
Ｃ．部品展開の中で、子部品から親部品へ展開する方法のこと。この方法は、子部品
が複数の親部品を持つときに、その関係を示す方法である。
Ｄ．この部品表の形式では、その製品に関係する 全ての部品の種類と数量が明確にな
ることから、最終製品の生産量が決まれば、どの部品が何個必要か をすぐに計算
できる。しかし、各部品がどの段階で必要になるのか、中間製品の構成がどのよ
うになっているのかは分かりにくい。
Ｅ．最終製品の構成部品と必要数だけでなく、親部品と子部品との関係を、部品の加
工や組立順序を反映して、階層的に表現した部品表である。
＜用語＞
１．ストラクチャー型部品表
２．サマリー型部品表
３．インプロージョン法 (逆展開)
４．エクスプロージョン法 (正展開)
ア．Ａ：１
イ．Ａ：１
ウ．Ａ：１
エ．Ａ：２

Ｂ：２
Ｂ：２
Ｂ：２
Ｂ：１

Ｃ：４
Ｃ：４
Ｃ：３
Ｃ：３

Ｄ：２
Ｄ：１
Ｄ：２
Ｄ：１

Ｅ:１
Ｅ:１
Ｅ:１
Ｅ:２

オ．Ａ：２

Ｂ：１

Ｃ：４

Ｄ：２

Ｅ:２

問題12

アローダイヤグラムの作成ルール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．ネットワークは、プロジェクト全体の開始結合点と終了結合点をそれぞれ１つしか
もたない。
イ．各結合点番号は、作業が進むほど値が大きくなるように記入する。
ウ．１つのアローは順序関係を示すものであり、その長さには何の意味もない。
エ．１つの作業は、先行する 全ての作業が完了するまで 作業を始めることができない。
オ．２つの結合点は、１つの作業だけにより直接結ばれているが、このルールを守れな
い場合に、作業時間が１のダミー作業を導入することで解消される。
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問題13

以下に示す手順計画に関する ＜記述＞と＜用語＞の組合せとして 最も適切なもの
は、次のうちどれか。

＜記述＞
Ａ．作業設計・計画の段階で、作業方法とその実施条件を記述した資料
Ｂ．生産工程における人、設備・治工具、資材、作業方法の４Ｍ
Ｃ．製品を製造するための工程や作業の手順を計画するために、製品を構成する
個々の部品の関係や属性情報を管理しておく資料
Ｄ．工程設計・計画の段階で、工程の流れ（工程系列）と、その系列を構成する工
程の作業概要を示した資料
Ｅ．製品を構成する個々の部品について、外注や内製加工を する部品の決定
＜用語＞
１．工程編成の構成要素
２．生産の構成要素
３．ＢＯＭ
４．工程表
５．部品の内外製区分
６．製品の部品展開
７．作業標準書
ア．Ａ：４

Ｂ：１

Ｃ:３

Ｄ：７

Ｅ:６

イ．Ａ：４
ウ．Ａ：４
エ．Ａ：７
オ．Ａ：７

Ｂ：１
Ｂ：２
Ｂ：１
Ｂ：２

Ｃ:７
Ｃ:３
Ｃ:４
Ｃ:３

Ｄ：３
Ｄ：７
Ｄ：３
Ｄ：４

Ｅ:６
Ｅ:５
Ｅ:６
Ｅ:５

問題14

ライン編成を行う際に、効率的な生産ラインを構築するために採用すべき対策 や
工夫として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．高価な検査機器や工具を使用する作業は、同じ工程に集めない方がよい。
イ．難しい 作業と簡単な作業を組み合わせない方がよい。
ウ．作業の専門性を確保するため、工程間負荷の過不足があっても掛 け持ち等で調整し
ない方がよい。
エ．同一箇所の作業を結合すると、作業に間違いが発生しやすい。
オ．ボトルネック工程には、初心者と熟練者を組み合 わせて配置した方がよい。
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問題15

生産ラインにおける部品供給方式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．キット方式とは、組立作業に必要な部品一式を倉庫又は現場でセットにしてライン
の第１工程に供給する方式である。
イ．マーシャリング方式とは、必要部品一式をセットにして供給専用のコンベヤで、作
業コンベヤと同調させて各工程の手元まで部品を供給する方式である。
ウ．ロット供給方式とは、工程で使用するタイミングに合わせて、部品を１個単位で作
業者の手元に供給する方式である。
エ．ラインサイド供給方式とは、現場倉庫や資材倉庫からラインサイド又は作業台上の
所定の位置へ供給する方式である。
オ．循環供給方式とは、部品供給と貯蔵を兼ねた循環型コンベヤで、部品を常時循環さ
せながら供給する方式である。

問題16

多工程持ち作業におけるＵ字型生産ラインの特徴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．複数の品種を組み立てるＵ字型生産ラインでは、段取り回数は多くなる。
イ．Ｕ字型生産ラインでは、生産量の変化への対応として、作業者数を 変えることで対
応できる。
ウ．Ｕ字型生産ラインでは、作業者の掛 け持ち作業の範囲を広くすることも可能である
ため、個人の能力に応じた担当作業範囲の調整がしやすい。
エ．Ｕ字型生産ラインの 生産方式は、経済的ロットサイズによるロット生産方式である。
オ．Ｕ字型生産ラインでは、最初の工程と最終工程を管理能力の高い作業者が担当する
ことによって、進捗管理がしやすくなる。

問題17

工場レイアウトにおける基本レイアウト 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．基本レイアウトは、設備配置と動作配置の２つのレイアウト計画に大別される 。
イ．基本レイアウトには、生産施設のほかに、エネルギー供給施設、ユーティリティ施
設、公害防除施設、厚生施設、構内通路などの 計画も含まれる 。
ウ．建屋内の主要通路と出入口の計画は、基本レイアウトの範囲である。
エ．基本レイアウトの計画では、対象とする製品群、それらの生産工程及び生産量を想
定しなければならない。
オ．対象製品の生産に必要な機械設備の概要と概算の台数は、基本レイアウトの計画に
必要な資料である。
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問題18

ＳＬＰによって、工場レイアウトを計画する際、生産に関連する５つの情報要素
と し て 最 も 不 適 切 な も の は 、 次 の う ち ど れ か 。 な お 、 Ｓ Ｌ Ｐ は 、 Systematic
Layout Planningである。

ア．Ｐ:Product

・・・何を生産するのか。

イ．Ｑ:Quality
ウ．Ｒ:Route
エ．Ｓ:Supporting Service
オ．Ｔ:Time

・・・製品又は材料の品質をどのように確保するか。
・・・どのような経路で生産するか。
・・・どのような補助によっ て生産を支えているか。
・・・いつ生産すべきか。

問題19

自動搬送台車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．自動搬送台車には、台車そのものに自動の積込み装置、又は、降ろ し装置を取り
付けたものと、ステーション側に それらを設置したものとがある。
イ．自動搬送台車は、搬送路を固定する必要があるため、生産ラインの変更を想定し
ている工程ではなく、固定された工程で実現する搬送方式である。
ウ．自動搬送台車による運搬では、搬送経路と搬送タイミングをその都度指示でき、
台数を追加して能力を増強することも容易である。
エ．自動搬送台車の利用では、金型や治工具の搬送、工具自動交換機能、クリーン
ルームや有害ガス内での搬送機能等が付加されたものもある。
オ．搬送システムの導入に当たっては、自動搬送台車の台数、搬送経路の妥当性、搬
送システムのボトルネック等を検討する必要がある。

問題20

設備診断技術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．設備診断技術には、劣化の状態を把握するための技術、データを解析し、異常の
有無を評価する技術が含まれている。
イ．設備診断技術には、故障検知の技術だけではなく、予知保全を施行するための技
術が含まれている。
ウ．設備管理の技術的側面は、性能管理とも呼ばれ、これは優れた設備の選定や設計、
製作や設置、 更にその性能を適正な状態で維持していく活動である。
エ．簡易診断により精密診断の採否の 決定がなされることから、簡易診断は、診断プロ
セスの最も重要なステップであるため、専門のスタッフが診断を行うのがよい。
オ．精密診断の目的は、異常の原因追及と危険度の進行を予測することである。
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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。

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

偏差平方和は、10.0である。

②
③
④
⑤

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。
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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。

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。
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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

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
ウ．段取活動コスト

製品設計時間数
注文書作成枚数
段取回数

エ．機械のメンテナンスコスト
オ．工場建物の減価償却費

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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）によ
Ａ ）

