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令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
ロジスティクス分野

２級

ロジスティクス管理
試

験

問

題
（１４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。

R2後-061A01-表紙

禁転載複製

問題文中、次の法令名等は略称で記載されています。
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等
に関する特別措置法
→
自動車ＮＯ Ｘ ・ＰＭ法
・流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
→
物流総合効率化法
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律
→
省エネルギー法
・国際標準化機構
→
ＩＳＯ

問題１

売上増加に貢献するロジスティクス施策として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．納品率の向上
イ．在庫の適正化
ウ．受注から納入までのリードタイム短縮
エ．納品先への在庫自動補充の提供
オ．共同配送推進

問題２

ロジスティクス 管理を、その管理内容から、戦略管理、運営 管理及び作業管理に
分けた場合、 戦略管理に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ロジスティクス戦略計画は、３～５年を対象として立案するのが一般的である。
イ．戦略計画の達成に向けたデイリーオペレーションにおける実行計画を策定し、その
作業の遂行状況を管理する。
ウ．在庫水準の目標値案を関連部門に提示し、その達成可否を共同で検証し、達成可能
な目標値、実現に向けた施策及びマイルスト ーンを決定する。
エ．顧客サービスにおける満足度について、その向上策の実施状況を定期的にチェック
し、問題がある場合はその対応策を検討し、関連部署に指示する。
オ．棚卸資産、物流コスト、購買コスト等についての予算を策定し、その実績について
チェックする。
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問題３

製造業における物流の環境負荷低減に向けた関連部門との連携に関する記述とし
て最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．エコドライブを阻害する要因として、受注締め時間が守られずに出荷時間が遅れる
ことがある。これの改善は、受注部門で締め時間を遅れたものは受け付けないとい
うルールを作ることで実現できる。
イ．モーダルシフトを推進するためには、受注から納入までのリードタイムを見直す必
要がある。これはその顧客を担当している営業が顧客に働きかけることで推進でき
る。
ウ．工場とＤＣ間輸送の帰り便活用 には、製造部門の協力を得ること が不可欠である。
エ．車両の積載率向上の阻害要因として梱包仕様があり、これの改善は物流部門単独で
実現できる。
オ．組立型製品においてリユースを推進するには、回収品をローコストで再利用できる
ような仕様とする必要があり、これらは購買部門単独で部材・材料選定を行うこと
で実現できる。

問題４

ロジスティクス における金融商品取引法 に関する記述として不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．金融商品 取引法は、社会の健全な発展のために、財務状況や ＳＤＧｓ (Sustainable
Development Goals：持 続可能な開発目標） な ど について、企業として対 応すべき内
部統制の整備及び運用を、制定したものである。
イ．金融商品 取引法の適用対象企業は原則として上場会社であるが、上場していない連
結子会社でも、親会社が上場している場合には、金融商品取引法の対応が必要にな
る場合がある。
ウ．内部統制システムを構築するには、リスク抑制のための社内環境整備、リスク発生
の早期把握のためのモニタリング・システムの構築などが必要である。
エ．売上げ、売掛金及び棚卸資産にかかわる企業の業務プロセスは、金融商品 取引法の
対応では、原則としてリスク評価の対象となる。
オ．企業全体のリスクと同様に、ロジスティクスのリスクも社内要因と社外要因の２つ
のリスク要因が存在する。

問題５

物流品質管理に関する記述として 不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．新たな物流システムにおける物流品質は 、要件定義の段階で期待するレベルを決め、
それを満たすように設計・開発する。
イ．物流品質の維持のためには、マニュアルによる詳細な作業手順の規定とその遵守が
望まれる。
ウ．物流品質の維持のためには、物流品質に関する評価指標を定め、定期的にその値を
監視し、異常があった場合は早期に対応する。
エ．物流品質に関する評価指標値の算出に必要となるデータは 、すべてコンピュータ・
システムにて自動的に採取できるようにすることが肝要である。
オ．ＱＣ活動など現場における小集団活動は、物流品質の維持・向上に有用である。

R2後-061A01-2

禁転載複製

問題６

納期遵守率が低い場合の問題箇所の特定と対応に関する 記述として最も不適切な
ものは、次のうちどれか 。

ア．受注締め時間遵守率が低い場合には、 原因の所在は受注、出荷、輸送 など多岐にわ
たる。
イ．荷ぞろえ締め時間が守られているにも関わらず、納期遵守率が低い場合には、輸送
工程に問題があると考えられる。
ウ．受注締め時間が守られているにも関わらず、荷 ぞろえ締め時間が守られていない場
合には、センター内作業 工程に問題があると考えられる。
エ．輸送工程に問題があると特定された場合には、ドライバーが輸送経路を誤った又は
そもそもの配送・配車計画が誤っていた等の原因が考えられる。
オ．センター内作業 工程に問題があると特定された場合には、センター内の個々の作業
の手順やそれに要する時間を調査し、詳細な問題箇所の特定とその改善を行う必要
がある。

問題７

ロジスティクス監査に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ロジスティクス監査は、その企業の監査役が行う。
イ．ロジスティクス監査には、ロジスティクスに関する業務の効率、コスト 及び有効性
の検証が含まれる。
ウ．在庫の有効性に関しては財務部門の内部監査対象のため、ロジスティクス監査の対
象外である。
エ．コンプライアンスに関しては、社内のコンプライアンス部門が行うので、ロジス
ティクス監査では行わない。
オ．ＩＳＯの各種マネジメントシステムを導入している場合は、ロジスティクス監査を
行う必要はない。

問題８

物流サービス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．物流サービスとは、物流活動において付加される価値のことであり、例えば、迅速
性、正確性等である。
イ．物流品質は、物流サービスの一部であり、顧客の満足度、環境への貢献度等を含め
ることもある。
ウ．物流サービス管理においても、他のロジスティクス管理と同様に、ＰＤＣＡのサイ
クルを回すことが重要である。
エ．全ての顧客に対し、均一な物流サービスを提供すれば、顧客の信頼が得られ、結果
的に会社の利益も増大する。
オ．物流センターで行う流通加工は 、物流サービスの一つである。
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問題９

通信販売におけるサービスのうち、物流サービスではないものは、 次のうちどれ
か。

ア．追加料金を払えば、受注当日に配送する。
イ．物流センターで 衣料品の寸法直し業務を行う。
ウ．モール運営会社が自社のセンターでテナントの販売商品の同梱を行う。
エ．コンビニ店舗や宅配ロッカーでも商品を受け取れる。
オ．過去の購買履歴を元に商品を推奨（リコメンド）する。

問題10

Ｘ社では、物流サービス管理の確立に向けて、社長直轄で複数部門から構成され
るプロジェクトチームを編成した。プロジェクトチームの活動の進め方に関する
記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．自社の物流サービスの実態を把握するため、顧客へのアンケートとインタビュー調
査を実施するとともに、異業種も含めてベンチマーキングを行うことにした。
イ．自社の物流サービスの実態を把握するとともに、平常月の１ カ月間を選んで、物流
センターにおいて、顧客別の物流コストを算出した。
ウ．物流コストの分析結果を用いて、リードタイム・納品頻度・納品ロット等のシミュ
レーションを行い、顧客ごとに競合他社の物流サービスと比較しながら、自社の物
流サービスレベルを設定した。
エ．顧客のセグメント化を行い、重要な顧客には高い物流 サービスを提供し、それ以外
の顧客には取引条件の見直しを要請した。
オ．社内の作業システム対応・情報システム対応や、業務マニュアルによる従業員教育
を終えて、新たな物流サービスの提供がスタートしたので、プロジェクトチームは
解消して、全員元の業務に戻った。

問題11

ＣＳＲ（企業の社会的責任）におけるロジスティクスの当面の取組として最も不
適切なものは、次のうちどれか。

ア．ディーゼル車の使用を廃止し、ＮＯ x、ＰＭ排出量低減を推進する。
イ．包装資材のリデュースによる積載効率向上を推進し、ＣＯ ２ 排出量を低減する。
ウ．リユース、リサイクル促進のための静脈物流を構築する。
エ．取引先と共同で物流サービス条件を見直し、輸送効率化による温暖化ガス排出量の
低減を推進する。
オ．災害発生時における自らのＢＣＰ（ 事業継続計画）を策定する。
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問題12

輸送における地球温暖化及び大気汚染の改善に関する記述 として適切なものは、
次のうちどれか。

ア．我が国のＣＯ ２ 排出量のうち、運輸部門は全体の約 35％を占めている。
イ．運輸部門内のＣＯ ２ 排出量の約９割を営業用貨物自動車が占めている。
ウ．運輸部門 内でのＣ Ｏ ２ 排出量 削減を実 現する ため、政府は 、経済と 環 境とが両立 し
確実性の高い貨物輸送分野において重点的に削減できるように、業界横断的施策と
して「グリーン物流総合プログラム」を策定し、推進している。
エ ．「 自 動 車 Ｎ Ｏ Ｘ ・ Ｐ Ｍ 法 」 は 、 自 動 車 単 体 へ の 規 制 （ メ ー カ ー 段 階 ） を 設 け る た め
に制定された法律である。
オ．地方自治体が独自に制定する環境確保条例内での基準値は、国の規制値より厳しく
できない。

問題13

国連が掲げるＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＳＤＧｓ は発展途上国を対象としている。
イ．ＳＤＧｓ の目標年次は、2050年である。
ウ．ＳＤＧｓ は民間企業の経営方針に係る目標であり、物流現場には関係が ない。
エ．ＳＤＧｓ には10の目標と169のターゲットが定められている。
オ．ＳＤＧｓ の目標の中には、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－ 19）の世界的
な流行で達成が危ぶまれているものがある。

問題14

我が国の物流政策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．自動車運転者の時間外労働時間の上限は、貨物自動車運送事業法で定められて いる。
イ．物流総合効率化法の適用を申請して効率化 計画の認定を受けた施設は、市街化調整
区域に建設できる。
ウ．一定規模以上の倉庫・物流センターには、省エネルギー法でＬＥＤ照明が義務付け
られている。
エ．国際拠点空港や国際コンテナ戦略港湾は、国際物流の促進のため、ＷＴＯ協定に基
づき24時間運営されている。
オ．貨物鉄道やトラック以外の電車・バス等公共旅客輸送機関でも、貨物輸送を行うこ
とができる場合がある。
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問題15

災害時におけるロジスティクスに関する記述 として不適切なものは、次のうちど
れか。

ア．我が国の防災対策は災害対策基本法に基づいて、各府省が協力して進めている。
イ．緊急支援物資の輸送を行う指定公共機関として、 あらかじめ指定されている鉄道・
海運・航空・トラックの輸送会社や団体がある。
ウ． 過去 の災 害時 には 被 災地 への 緊急 支援 物資 輸 送が 滞っ た反 省か ら、「 災害 に強 い物
流システムの構築」が総合物流施策大綱にも取り上げられている。
エ．災害時への対応のため、生活必需品の製造業・流通業や物流事業者にはＢＣＰ（ 事
業継続計画）の作成が義務 付けられている。
オ．地方自治体においても、緊急支援物資の確保など災害時の支援に関する協定を民間
企業や団体と締結して、防災対策の強化を図っている。

問題16

国際貨物コンテナによるアジア・欧州間の鉄道貨物輸送に関する 記述として適切
なものは、次のうちどれか。

ア．どの経路でも途中駅で積 み替えることなく、同じ貨車で輸送することができる。
イ．通過国が異なっても、鉄道会社の輸送責任については同一の貿易ルールが適用され
る。
ウ．コンテナ列車は あらかじめ運行ダイヤが決められているので、輸 送日数は一定であ
る。
エ．各国の物流施策による補助金により、同一区間であっても運賃に差が生じる場合が
ある。
オ．欧州発貨物の方が、アジア発貨物よりも数量が多い。

問題17

在庫補充方式の採用と運用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．Ａ卸売会社では、10,000品目を取り扱っており、全品の最大在庫量を設定し、不定
期不定量方式により需要量だけ端数補充を行っている。
イ．Ｂ製作所では、部品・材料の調達にＭＲＰ （材料所要量計画）を採用しており、品
目ごとに、在庫費用が最小となる最適補充間隔をそれぞれ設定し、補充手配してい
る。
ウ．機械メーカーＣ社では、顧客の仕様に基づき、都度設計による制御装置の受注生産
を行っており、大物部品からネジ・ナット等の小物部品に至るまで、必要な数量だ
け補充している。
エ．Ｄ電気では、比較的高価で調達リードタイムが１ カ月程度の電子部品についてＭＲ
Ｐを採用し、毎週金曜日に正味所要量を計算し、補充手配をしている。他の部品に
ついては、不定期定量補充方式をしている。
オ．Ｅ商事では、東南アジアから 売れ筋の小型家電をＦＣＬで輸入し、販売しているが、
在庫管理の手間を省くために、ダブルビン方式を採用している。
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問題18

需要予測に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．需要変動の要素には、曜日、季節、特売やキャンペーン、商品のライフサイクルな
どがある。
イ．過去の需要の実績に需要変動の要素を反映させて予測する方法は、 極めて有効であ
り、凹凸の激しい需要実績を均すために 相関分析を用いる。
ウ．特売の需要予測は、営業の販売計画や過去の販促実績を基にマーケットリサーチ等
を行い算出する。
エ．ＧＤＰ伸び率、株価・為替相場、失業率、金利、賃上げ率などの経済指標や景気指
標によって、マクロな需要予測を行うことができる。
オ．需要予測が外れた場合は在庫異常につながるため、在庫の正常範囲を決めて、異常
値管理をするのがよい。

問題19

出荷のＡＢＣ分析の活用方法として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．倉庫内における要員配置
イ．倉庫内における保管レイアウトの決定
ウ．アイテムカット検討対象品の選定
エ．工場倉庫・配送センターでの保管アイテムの決定
オ．在庫管理手法の決定

問題20

需要予測の精度向上策として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．過去に例のないジャンルの場合は 、事前に市場調査や顧客へのアンケート、過去の
類似品の立ち上げトレンド等を基に予測を作成する。
イ．需要予測と在庫管理は密接な関係があり、予測の精度を見極めながら、補充方式、
安全在庫を定期的に見直し、需要に対応できるよう在庫を調整する。
ウ．販売促進策は需要を大きく変動させるため、 その内容を早期に把握し、過去の類似
商品や類似する販売促進策の販売傾向 や、他社の動向等を参考にして予測を作成する。
エ．Ａランク商品の需要予測は、過去の時系列実績を基に回帰分析を使う事で比較的精
度が高くなる。
オ．Ｂランク商品等で需要変動が大きい場合には、一旦過去実績から景気変動や販売促
進の要素を取り除き、予測した変動要素を付け加え作成する。
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問題21

共同配送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．共同配送は、ドライバー不足が見込まれる 場合の有効な対策である。
イ．共同配送としては、①帰り便利用型、②共同発送型、③共同配送センター型 等に分
類される。
ウ．共同配送の成功条件の一 つには、配送コストに関する公平な分担の決め方を事前に
各社が合意しておく必要がある。
エ．共同配送において注意すべきは、商品の販売状況を読み取ることが可能な販売数量
情報を、各企業の最重要機密事項として開示しないことである。
オ．共同配送問題は地方自治体においても「買物弱者支援」対策として検討されている。

問題22

物流拠点を設置する際に 考慮すべき内容として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流拠点の選定において、固定費の変動費化の 検討は重要である。
イ．新しい物流拠点へは、旧拠点で使用していた棚等の保管機器はそのまま移動するこ
とを基本として、投資を極力抑えることが必要である。
ウ．物流会社が倉庫物件を賃借し、得意先向けに専用センター として新規 運用する場合
には、契約年数の短い賃貸借倉庫物件を選ぶことが望ましい。
エ． 物流 拠点 の最 適立 地 のた めに は、 輸送 距離 及 び輸 送量 のデ ータ とと も に、「 納 品条
件」を充分に分析することが必要である。
オ．物件選定要素としては、近隣への騒音、 また、人員を要する場合はパート雇用の容
易さ、通勤者の交通手段の利便性等も重要となる。

問題23

国際輸送に関する記述と して不適切なものは、次のうちどれか。

ア．海上輸送よりも費用が高い航空輸送の選択による効果は、輸送リードタイムの短縮
だけではなく、在庫削減も見込める。
イ．海上コンテナの場合、荷主が単独でコンテナを 貸切使用できる量の貨物は、荷主あ
るいはフォワーダーのヤードでのコンテナ詰め後にＣＹ へ、それ以外の貨物はＣＦＳ
に搬入される。
ウ．港湾運送事業者 の業務のうち、検数事業 とは、主に貨物の船積み 、陸揚げに際して、
個数の計算や受渡しを第三者の立場で証明する ものである。
エ．国際複合一貫輸送では、複数の輸送手段を組み合わせて貨物が輸送され 、荷主に対
してそれら複数の物流事業者が責任を持つ。
オ．航空輸送 による輸出では、個々の荷主から輸送委託 された混載業者が、個々の貨物
を一つの大口混載貨物として、航空会社と輸送契約をする。
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問題24

物流システム開発に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．新センターのレイアウト設計や作業マニュアルは、円滑稼働の重要なポイントとな
るため、プロジェクトマネジャーが作成する。
イ．物流システムを新たに開発する場合、現状の業務やシステムにとらわれると業務改
善が進みづらいため、現状調査や確認は新システムの業務フロー確定後に実施する。
ウ．新センター稼働時に作業を滞りなく進めるためには、作業員の習熟度を高める研修
よりも、作業リーダーが業務全体の流れや作業内容を把握する研修を先行させる。
エ．物流情報システムについては、システムのバグや軽微な修正は新センター稼働後に
行う。
オ．新センターへの移転は短時間で行うことになるため、移転元での出荷検品の精度を
高め、移転先の入荷をノー検品とすることが多い。

問題25

３ＰＬで用いられる契約タイプに関する記述として不適切なものは、次のうちど
れか。

ア．ベンチマーク方式では、あらかじめ目的となる指標と値を設定（ベンチマーキング）
し、目標値を達成したら受託者は報酬を得る。
イ．インセンティブ併用コストプラス料金では、使用した人・モノなどの対価を受託者
から委託者に請求するが、あらかじめ定めた目標をクリアした場合には、あらかじ
め定めた報酬が委託者から受託者に支払われる。
ウ．ジョイントベンチャーでは、荷主、物流専業者の双方が出資して受託のための会社
を作る。コスト低減に貢献すれば会社は安定し、また、利益を出し、出資企業に配
当することで出資企業に貢献する。
エ．リワード（リスク）シェアリングでは、受託者が主に初期費用を負担する。それに
より得た売上げを受託者が得る。
オ．ゲインシェアリングでは、あらかじめ定めたコストまで低減した場合、低減額の一
定割合を受託者が得る。

問題26

物流センターにおいて、 人力中心の ピッキング作業の効率向上のための一般的な
取組として不適切なもの は、次のうちどれか 。

ア．同時に出荷される頻度が高い商品カテゴリーを、極力、近隣に配置する。
イ．出荷頻度の高い商品や重量の かさむ商品を、入出荷作業場の出入り口付近に配置す
る。
ウ．固定ロケーションからフリーロケーションに変更する。
エ．通路幅を広げて、前のピッカーを追い越せるようにする。
オ．保管方法を、移動ラックから固定ラックに変更する。
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問題27

物流原価計算に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．直接原価計算とは、固定費を変動費化して原価に含める計算方法である。
イ．物流における全部原価計算とは、他部門と共用しているリソースの費用全額を、物
流原価に算入するというものである。
ウ．荷主企業における物流原価は、売上原価として扱われる。
エ．限界利益は、売上高から全部原価計算による原価を差し引いたものである。
オ．物流外部委託によって、自社で保有していた倉庫・人員等を外部化することは、物
流原価を直接原価計算で把握しやすくするという点で、原価計算を容易化する。

問題28

物流予算策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。

ア．前年度の対売上高物流コスト比率を基準として、年間予算を月次予算に割り振る。
イ．翌年度の予想標準単価に、翌年度予想物量を乗じて予算を算出する。
ウ．前年度実績から、数量 や質量当たりの物流コストを算出する。
エ．見込まれる運賃、荷役料の変動等を考慮し、翌年度における予想標準単価を算出す
る。
オ．翌年度の生産計画や販売計画等から、翌年度の物量を算出する。

問題29

物流ＡＢＣ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．アクティビティ原価を把握することで、物流コストが削減される。
イ．１処理に要する作業時間を把握することで、作業効率化のヒントを見 付けることが
できる。
ウ．アクティビティ原価に基づいて顧客ごとのコストを比較することで、どの顧客で採
算がとれ、どの顧客で採算がとれていないか把握できる。
エ．ピッキングそのものに掛かる時間とピッキングに付随する時間に分けて分析するこ
とで、ピッキングの問題が分かる。
オ．物流の実態を表す指標を、仕事の量や時間からコストに変えることにより、物流コ
スト管理が容易になる。

問題30

販売管理費として計上する棚卸資産減耗損は、次のうちどれか。

ア．製造時の品質不良により、廃棄した棚卸資産
イ．製造原価の低減の目的で大量に作ったために、売れ残ったものの評価損
ウ．倉庫１棟が火災になり、焼失した棚卸資産
エ．棚卸時に発覚した在庫の 盗難
オ．販売用サンプルとして取り分けておいた商品の廃棄
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問題31

荷主が行う以下のような物流改善策 において、輸送費と保管費などの間で、物流
コストトレードオフが発生する可能性が低いケースは 、次のうちどれか。

ア．これまで小売店への配送 委託先を都道府県単位で選定していた卸売業が、委託先を
一つの運送会社に集約化し、広域での効率の高い輸送を実施することと した。
イ．従来はトラックへ手積みで荷役していた卸売業が、作業負担を軽減するためカゴ車
を利用することとした。
ウ．北海道へ関東の拠点から路線便等で輸送していた製造業が、現地に拠点を設置し、
貸切配送することとした。
エ．従来は簡易な梱包で出荷していた小売業が、破損による返品を なくすため、高価だ
が堅牢な梱包材料を使用することとした。
オ．製造業の拠点間輸送において、輸送先の拠点で 検品しやすいように、段ボールの方
向（面）をそろえてパレットに載せるように作業方法を変更した。

問題32

物流分野におけるＲＦＩＤ（ＩＣタグ）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．ＲＦＩＤには多様な周波数帯のものがあり、段ボール で被覆されている場合は、使
用する周波数帯を選ぶ必要がある。
イ．ＲＦＩＤはバーコードと比較してコストがかかるため、パレットや容器などリター
ナブルで使用可能な機材に使用が限られている。
ウ．交信周波数の高いＲＦＩＤほど交信可能距離は長くなり、汚れや水に対する読み取
り耐性も強くなる。
エ．パッシブタイプのＲＦＩＤは、書き込みする場合にＲＦＩＤ側にも微小だが電力が
必要であり、一定の寿命の制約がある 。
オ．金属類から構成される資機材を、ＲＦＩＤを用いて管理する場合は、金属対象に貼
付して読み取り可能なＲＦＩＤタグを用いる必要がある。

問題33

輸配送業務における無線通信技術の活用に関する記述 として不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．感染症対策により非接触での配送や宅配サービスが求めら れており、 配送担当者の
携帯情報端末との、より高頻度・高品質な無線情報交換が必要となっている。
イ．ＧＰＳ通信や携帯端末との無線通信などから車両や貨物の位置情報をリアルタイム
に把握することが可能である。
ウ．ＩｏＴ（モノのインターネット）実現技術の例として、無線技術とバーコードやＲ
ＦＩＤ等を利用した状態把握の、より広範な活用が可能となる。
エ．ビッグデータから有用な情報を引き出す解析のため、発生した情報を無線通信でリ
アルタイムに収集し活用することが可能となる。
オ．無線技術を使用した軽量物の近距離・空中搬送機器としてドローンの利用が期待さ
れ、実証実験が地方自治体などとの官民連携で実施されている。
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問題34

物流情報システムの概要に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流情報システムとは、Ｉ ＣＴ（情報通信技術）を応用して、各種の物流業務を情
報化したものであり、業務処理プログラムから成り立っている。
イ．物流現場にＩＣＴを活用し、作業ごとの開始・終了時刻・作業内容をデータベース
に登録することによって、物流の可視化が実現する。
ウ．自動認識技術を活用したトレーサビリティは、物流の追跡化の一つである。
エ．物流情報システム障害が発生した場合に、物流業務を素早く再開するためには、物
流情報システムが稼動するサーバーを、現場 施設内に設置する必要がある。
オ．自動認識技術を活用したモノや容器の自動識別、コンピュータによる管理業務の自
動化等により、物流の生産性向上が期待できる。

問題35

組立生産方式の製造業における 部品や原材料の購買・発注処理システムと他シス
テムとの関連についての記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．組立生産の製造業では 、生産情報 システムが販売情報システムから売上情報を得て、
生産計画を作成する。
イ．生産情報 システムで生産計画からＭＲＰ（材料所要量計画）により必要な部品や 原
材料の量を計算し、購買・発注 処理システムに材料所要量が伝えられる 。
ウ．倉庫管理システムからの部品・材料在庫情報と生産計画の材料所要量情報を突き合
わせて、それに基づき購買・発注 処理システムで部品や原材料の発注を決定する。
エ．倉庫管理システムに発注情報を渡し、出荷確定情報を得て、発注の消し込みを行う。
オ．購買・発注処理システムから仕入先に部品や 原材料の発注情報を送信 する。

問題36

配車計画業務において、配車計画システムを導入する前に、その導入効果を見極
める際の留意点として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．巡回配送における最適化の前提として、 通行可能な道路網があることや、荷量、距
離、所要時間等が巡回可能であることを確認しておく。
イ．同一方面への輸送効率化の前提として、積合せや分納には、納品先の納品時刻や数
量の調整が可能であるかを確認しておく。
ウ．配送圏域の設定に当たっては、都道府県や市区町村ごとの営業圏 域の範囲内での最
適化を行うようにしておく。
エ．納品先の数が少ない場合には、人手作業と配車計画パッケージソフト導入の費用対
効果を確認しておく。
オ．情報処理の前提として、納品先からの多様な要望や、個々の運転者の能力を勘案し、
対応できない部分を確認しておく。
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問題37

ＳＣＭ（サプライチェーン・マネジメント）は、社内での部門間の連携強化にも
活用されている。企業内ＳＣＭを強化するために既存の物流情報システムを再構
築するための考え方や取組などの留意点として、不適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．ＳＣＭシステムは多くの業務と連携しているので、複雑なシステムインタフェース
や運用を設計できる知識・経験の豊富な技術者を集めるべきである。
イ．情報システム部門も、全社的な方針や戦略と、競争優位を生み出すビジネスの在り
方をよく理解する。
ウ．実際に物流業務を行う部門も自分たちの使うシステムとしてチームに参画するべき
である。
エ．物流業務部門の担当者も連携して、業務を見える化し、 見直しも含めてルールを明
確化する。
オ．パッケージシステム導入は、自社の目指すＳＣＭの要件定義が決定した後、それに
適合するかどうかの観点から評価・選定する。

問題38

輸出入業務システムに関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．出港24時間前の貨物事前通知制度を活用することで、輸出リードタイムを短縮する
ことが可能である。
イ．通関士の主な業務は、税関に対して輸出入の申告手続をすることであり、 この手続
は、個人でも正しい書類が整っていれば可能である。
ウ．Ｌ／Ｃ決済とは、輸出者が輸出貨物代金の回収を確実にするために有効な決済方法
であり、必ず輸出国と輸入国双方に銀行が介在する。
エ．バイヤーズ・コンソリデーションとは、国際 輸送コスト等を削減するために、通常
複数のバイヤーが共同で貨物をまとめて輸出することである。
オ．統計品目番号は、輸出入される商品の分類を世界的に 完全に統一された９桁の番号
で、関税・統計等に関して世界の主要国で使用されている 。

問題39

国際物流に関する記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＦＣＡとは、輸出貨物を輸入者の指定した運送人に引き渡した時点で輸入者にリス
ク責任が移転する契約である。
イ．チャイナ・プラス・ワンとは 、中国内に生産拠点を保有している企業が、中国国内
にもう１カ所生産拠点を持つことである。
ウ．ＮＶＯＣＣとは、自身が輸送手段を持たずに輸送を請負う利用運送人のことである。
エ．パッキングリストとは 、輸出申告の際に必要な書類であり、各包装に含まれる製品
名、質量、包装の体積などが記載される。
オ．特定輸出者とは、貨物を保税エリアに搬入せずに輸出申告できる輸出者のことであ
る。
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禁転載複製

問題40

国際取引及びロジスティクス情報システムにおけるブロックチェーンの適用分野
として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．Ｌ／Ｃ決済における取引銀行間での信用状などの送付
イ．取引企業間での注文データ、入出荷情報など各種情報の送付
ウ．導入しているＥＲＰ が異なる親会社－子会社間でのロジスティクス関連情報の連携
エ．国際貨物追跡システムの構築
オ．荷主企業における社内の事業所 及び倉庫間での在庫及び取引情報の共有
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