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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～エ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。
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問題文中、次の法令名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ＮＯｘ・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

問題１

領域から見た物流の分類として適切なものは、次のうちどれか。

ア．静脈物流は、原材料 や部品、仕入品の輸送と保管を指す。
イ．メーカーにおける社内物流は、工場内のモノの移動と保管を指す。
ウ．販売物流は、顧客への納品を担う。
エ．納品時に使用したパレット、通い箱等の回収に伴い発生するのが、返品物流である。

問題２

ロジスティクスの管理分野に 関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．在庫管理方式の活用により 、倉庫内の在庫を適正な量に維持することを 、需給管理
という。
イ．輸送、保管、荷役等に関するシステムを構築し、適正に運用することを 、ロジス
ティクス・システム管理という。
ウ．顧客サービス管理では、顧客からの注文を受け、適正な納品サービスが行われてい
るかのチェックを行う。
エ．調達管理では、製造業においては原材料、部品の手配が適正に行われるよう に、流
通業においては仕入れが適切に行われるようにする。

問題３

製造業におけるロジスティクス部門とマーケティング部門との関わりに 関する記
述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．マーケティング部門で行う新商品の企画・開発段階から、ロジスティクス部門は梱
包サイズその他物流条件という観点で検証に関わることが望まれる。
イ．マーケティング部門は、 物流サービス水準の変更に関する顧客との交渉 を行う。
ウ．過剰・不動在庫のある製品については、ロジスティクス部門から積極的にマーケ
ティング部門に働きかけ、終売の決定を行ってもらう。
エ．キャンペーン等の特需が想定されるイベントについては、マーケティング部門から
ロジスティクス部門へ事前に通知してもらうことで、在庫や車両の手配が円滑に行
える。
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問題４

物流の労働環境改善のために、国土交通省等が推進している施策に 関する記述と
して適切なものは、次のうちどれか。

ア．ドライバーの日帰り勤務を増やすため、複数のドライバーが連携して輸送する中継
輸送方式の普及促進
イ．荷主企業の働き方改革の推進度合いに応じて「 Ｇマーク」等の認定を行う制度の導
入
ウ．週40時間労働を採用した場合にも 、他産業並の人件費を賄えるような「標準的な運
賃」の公示
エ．１枚のパレットに積載する貨物量を減らし、荷役作業への負荷を減らすための標準
パレットの普及促進

問題５

荷主企業の納品先への物流サービス 水準の設定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．サービスは、一般に無償で顧客に提供するのが原則であり、物流サービスも無償で
の提供が原則である。
イ．物流サービスは顧客満足の 一つであり、物流サービスレベルは高いほど顧客に喜ば
れる。
ウ．競合他社の物流サービスレベルをベンチマークしておくことは必要であるが、競合
他社と同等の物流サービスを提供することは、必ずしも必要ではない。
エ．貨物事故の発生防止は、物流企業として当然の品質課題であることから、物流サー
ビスレベルの設定時に考慮する必要はない。

問題６

物流業が荷主に提供する物流サービスに 関する記述として最も適切なものは、次
のうちどれか。

ア．物流サービスは顧客満足度 を第一に考え 、荷主からあった単発的な時間指定につい
ても対応する。
イ．荷主の要望事項が増えた場合は、現状のサービス内容を調査の上で、通常料金と 付
加料金に区分して見直しを行うことも有効である。
ウ．納品先ごとの物流サービスの内容は、問題が発生していない場合は従来 どおりとし、
書面化を行う必要はない。
エ．荷主の納品先ごとの物流サービスレベルの煩雑性を改善するためには、物流サービ
スレベルの統一化を図る。
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問題７

荷主企業における物流サービスの評価とフォローアップに関する記述として適切
なものは、次のうちどれか。

ア．物流サービスの評価は、顧客のニーズに臨機応変に対応した回数により決定される。
イ．顧客と合意したサービスの中で、合意水準に満たないサービス内容については、
サービス廃止又は停止を検討する必要がある。
ウ．物流サービスの評価とフォローアップとは、実態が計画どおりに遂行されているか
を定性的に検証し、今後の対策を検討することである。
エ．物流サービスを評価し、フォローアップするためには、物流サービスの水準及び物
流品質水準が設定されていることが前提となる。

問題８

物流品質の向上に関する記述として不適切なものは、 次のうちどれか。

ア．物流品質は、作業現場の環境 による影響を大きく受けるので、物流品質の向上のた
めには、整理・整頓・清掃・清潔 等の実践が重要である。
イ．物流品質の向上のためには、全社の各部門が協力体制をとって検査箇所・検査項目
を増やすなどして、恒久的に検査を強化 することが重要である。
ウ．物流品質管理の向上の取組 として、部門 ごとの小集団活動から全社活動とする安全
品質委員会等を設置する。
エ．物流品質の向上活動においては、物流品質データの入手・活用と同時に、現場で現
物と現実に向き合って確実に実践することが重要である。

問題９

ＱＣ７つ道具に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．工程で作られた製品のデータをプロットし、そのデータの推移から工程の状態が安
定的かを判断する場合には、チェックシートが適している。
イ. 発生頻度の高い問題の項目をひと目で知りたい場合や、問題解決の的を絞りたい場
合には、パレート図が適している。
ウ. 仕事量と作業効率の関係の有無を確認したい場合には、特性要因図が適している。
エ．物流現場における作業生産性の分布等を表したい場合には、層別が適している。

問題10

物流政策における環境対策に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の成立により、 一定の自動車に関して、新規・移転・継続登
録をさせない車種規制が導入された。
イ．物流総合効率化法では、特定流通業務施設での効率化・環境負荷削減事業への支援
措置が図られている。
ウ．省エネルギー法では、一定規模以上の荷主及び全ての輸送事業者に対し、省エネ計
画の作成と年次報告 を義務付けている。
エ．行政により、低公害車・エコドライブ機器・物流施設の省エネ設備類の導入、都市
交通の円滑化等に向けた支援措置が図られている。
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問題11

許認可に関する 記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．認可とは、ある人の法律上の行為が、公の機関の同意を得なければ、有効に成立す
ることができない場合に公の機関が同意を与えること。
イ．承認とは、一般に許されない特定の行為を、特定の場合に特定の者が行えるように
する権利を付与すること。
ウ．登録とは、一定の法律事実 又は法律関係を公証するために、行政庁等に備える公簿
に記載すること。
エ．届出とは、一定の届出がなければ、ある種の行為をすることができないため、届出
がなされた時点で、 その行為の禁止が解除されること。

問題12

倉庫業の活動に 関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．トランクルームとは、一般消費者から賃料を もらい場所を貸し出すサービスである。
イ．指定数量未満の少量危険物保管の場合は、消防法に該当しないため 、消防署に届出
する必要はない。
ウ．フォークリフト荷役を行う場合、事業責任者はフォークリフト作業計画を作成し関
係者に対して 周知徹底を図らなければならない。
エ．寄託契約で受託している貨物について、営業 倉庫の保管スペース が荷量溢れで入り
きらない場合は、営業倉庫以外の施設 に保管できる。

問題13

以下に示す＜事例＞を踏まえた場合 、Ａ社の物流システム再構築の方向性として
最も適切なものは、 次のうちどれか。

＜事例＞
雑貨を扱う小売業Ａ社は、数年前にインターネットモールへ出店した。オーダーが
入ると、販売員が接客の合間など空いた時間を活用して、既存店舗の棚からピッキン
グし、梱包して宅配便で配送している。ネット販売が順調に伸び、店舗からの出荷で
は手狭になったため、物流システムを見直すこととなった。
ア．手狭になった店舗を増床し、より多品種かつ大量の商品を扱えるようにする。
イ．店舗近隣に倉庫を借り、販売員が手の空いた時に倉庫でピッキングするような体制
にする。
ウ．将来的な販売量の増加や 物流サービスの高度化を目指して 、物流業務を物流専業者
に委託することとし、Ａ社単独でのネット販売用の配送センターを構築してもらう。
エ．将来的な販売量の増減へも対応可能なように、ネット小売の業務を受託している物
流事業者の配送センターを使用することとする。
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問題14

倉庫のロケーション管理に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．立体自動倉庫を導入している企業の多くは、棚ロケーション変更の容易さと分かり
やすさから、 床面ロケーション方式を採用している。
イ．固定ロケーション方式は、一度ロケーションを決めると変更の必要は ない。
ウ．人手でピッキング作業を行う場合、 軽量又は中量棚ラックの最下段に出荷頻度の高
いものを保管することにより、容易にピッキングを行うことができ、作業の効率化が
図れる。
エ．フリーロケーション方式を採用する事例が増えつつあるが、その理由の一つとして
情報機器端末の普及を含む情報システムの高度化が挙げられる。

問題15

特別積合せ貨物運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．輸送形態は大きく集荷、幹線輸送、配達に分類され、その中の幹線輸送は鉄道利用
やフェリー利用など のモーダルシフトを進めている。
イ．輸送システムでは、ターミナルや集約拠点を中心 としたネットワークが重要である。
ウ．宅配便は 、特別積合せ貨物には分類されない。
エ．規制緩和が実施されても規模の経済性が働くため、新規参入は容易ではない。

問題16

出荷頻度とその分析手法に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．出荷頻度分析における「出荷頻度」とは、品目ごとのピッキング回数を意味する。
イ．出荷頻度が高い品目ほど出荷口の近くに置くことで、在庫が削減されやすくなる。
ウ．出荷量の多いものほど出荷頻度が高いとは限らない。
エ．出荷頻度分析に加えてピッキング１回当たりの数量も見ることで、より効率的なセ
ンター内ロケーションを設定しやすくなる。

問 題 17

新たな物流拠点を設定するに当たり配慮工夫すべき項目として最も適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．新物流拠点の設定の際は、過去の物量実績 から必要面積の設定を行う。
イ．日本においては、輸送コストは拠点間の直線距離に 比例するので、新物流拠点の設
定の際も、既存の物流拠点間の距離や配送先への距離を優先的に検討する。
ウ．海外から 輸入される商品がある場合、 新物流拠点の設定の際は、国内配送の利便性
を優先的に検討する。
エ．新物流拠点の設定の際は、パート労働力確保の容易性も重要な要素 となることがあ
り、検討事項に加えておく。

R2後-061B01-5

禁転載複製

問題18

メーカーである親会社とその物流子会社におけるロジスティクスの高度化に関す
る記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．親会社からの出向社員の割合は 、双方協議しながら決めていくべきである。
イ．親会社は、ロジスティクス改革や製品の開発段階で、積極的に物流子会社を参画さ
せ、共同で物流改善を進めなければならない。
ウ．物流子会社化の目的の 一つとして、外部物流事業者への業務委託では得られない、
間接物流費用を含む物流コストを明確化することが挙げられる。
エ．親会社に貢献するため、 多くの物流子会社には、グループ会社以外へも３ＰＬ事業
への進出が求められている。

問題19

製造業における配送拠点集約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．在庫は配送拠点を集約すれば 、生産計画の立案方法の変更の有無にかかわらず、 着
実に削減できる。
イ．工場－配送拠点間の輸送コストは削減できる。
ウ．配送拠点集約により、総保管面積が削減できる。
エ．配送拠点間の横持ち輸送が削減できる。

問題20

貿易取引の送金決済に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．送金決済には、前払送金と後払送金がある。
イ．航空輸送では、輸送時間が短いため送金決済が主流となっている。
ウ．送金決済でも貨物の引取りには、 船荷証券（Ｂ/Ｌ）が必要である。
エ．輸出者から輸入者へ送付する運送状は 、原本である必要はない。

問題21

在庫管理の目的に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア． 顧客 サー ビ スの 視点 から 、在 庫サ ー ビス 率が 100％ に なる よう に、 安 全在 庫を 保有
すべきである。
イ．顧客の要求納期よりも調達・生産・物流リードタイムが長い場合には、在庫が必要
となる。
ウ．在庫を過大に持つとキャッシュフローが減少し、財務体質が悪化する。
エ．生産部門の負荷平準化のために、適切な量の在庫の保有は必要である。
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問題22

在庫管理の目的に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

ア．医薬品メーカーＡ社は、リスクマネジメントの一環として、物流拠点 での在庫の積
み増しを行っている。
イ．アパレル製造小売業Ｂ社は、東南アジアの工場に対し 、発売開始後の販売状況を見
ながら追加縫製又は中止を指示している。
ウ．食品卸売業Ｃ社は、通常在庫とは別にコンビニ・チェーン向けの専用在庫を確保し
ている。
エ．海外で家具を製造している家具メーカーＤ社は、積載効率を上げるため１品目で海
上コンテナが満載となるよう に製造発注を行っている。

問題23

倉庫内における現品管理 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．パレット単位（同一アイテム積載）で入荷・在庫し、商品バーコードが付されてい
ないケース入り商品は、入荷時に全ケースにバーコードラベルを貼付する。
イ．製造ロット管理が必要な商品は、同じ コードの商品を極力同一ロケーションに保管
するように工夫する。
ウ．出荷頻度、出荷量とも多い商品は、パレットの平置きなど荷役効率を最優先して保
管する。
エ．ハンディ・ターミナルで出荷検品する際は、誤出荷を防ぐため に、ピッキング時と
荷ぞろえ時でのダブルチェックが必須である。

問題24

在庫管理方式に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．便数の少ない定期航路で飲料を海上コンテナ単位で調達する場合は、不定期不定量
補充方式が適している。
イ．コンビニエンスストア 店舗へのサンドイッチの補充は、定期定量補充方式が適して
いる。
ウ．定期不定量補充方式では、調達リードタイムが短くなると補充量は増える。
エ．特売やキャンペーンなどの意図的な販売がない限り、ビジネス用ワイシャツは、フ
リースジャケットよりも一般的に日々の出荷の標準偏差が 小さい。

問題25

在庫分析の手法とそ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．アパレル商品を扱うＷ倉庫では、在庫レイアウトを見直すため、出庫頻度に応じた
ＡＢＣ分析を行った。
イ．食品メーカーＸ社は、物流センター の在庫についてＡＢＣ分析を行った結果、Ｃラ
ンク商品を工場直送とすることにした。
ウ．家電メーカーＹ社では、在庫鮮度分析を行い、上位ランクの比率が高くなるよう に
在庫の管理を徹底している。
エ．食品卸売業Ｚ社は、在庫の先入れ先出しが適正に行われているかを調べるために、
商品アイテムごとに流動数曲線 のグラフを作成した。
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問題26

棚卸及び棚卸資産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．出荷量が多く、回転の早い商品を扱うビール製造Ａ社では、在庫を正確に把握する
ため、毎月１回出荷を停止して一斉棚卸を行っている。
イ．品目が多い商品を扱う輸入ワイン卸売業Ｂ社は、１週間ごとに循環棚卸を行って、
棚卸差異を修正している。
ウ．機械メーカーＣ社では、アイテム数は多いが変動の少ない補修用パーツの在庫につ
いて、毎日作業終了後に 入出荷のあったアイテムについてのみ棚卸を行っている。
エ．コンビニエンスストアＤ店では、店頭在庫を流動資産として、貸借対照表の資産の
部に計上している。

問題27

我が国の企業の国内物流における物流コスト管理の傾向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．商品、資材等を仕入れる場合、一般にその運賃は買手が支払うことから、輸送費に
占める調達輸送費の比率が高い企業が多い。
イ．製造業においては、保管コストの把握・管理が最も重視されている。
ウ．支払物流費は、自家物流費よ りも把握が容易であることから、多くの企業で算出さ
れている。
エ．流通業においては、欠品や納期遅れによる機会損失に関連する物流コストの把握・
管理が最も重視されている。

問題28

以下に示す物流コストの管理手法に関する (１)～(４)の記述とキーワードの組
合せとして不適切なものは、次のうちどれか。

（１）部門ごと等 に改善 策を積み上げるこ とで年 度当初に物流コス ト削減 の計画を設定
し、計画を実行して、実行結果を評価し、次年度の計画の見直しに反映する 。
（２）同業他社等 と物流 コスト比率を比較 し、自 社より も優れた他 社のベ ストプラクテ
ィスに学んで自社のオペレーション等を改善する。
（３）前年度の物 流コス トに各種変動要因 を加味 して策定された物 流予算 と、月次等の
頻度で算出された物流コスト実績額とを比較し、差異を分析して対策を講じる。
（４）積載率、輸 送ロッ トといった、物流 コスト を左右する重要な 要因を 指標として設
定し、そ の指標 を常時 モ ニタリン グする ことで 、 コストの 増大等 の問題 発 生を迅速
に把握し、対策を講じる。
ア．（１）－ＥＣＲ
イ．（２）－ベンチマーキング
ウ．（３）－予実管理
エ．（４）－ＫＰＩ
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問題29

トラック運賃・料金と営業倉庫料金に関する記述として不適切なもの は、次のう
ちどれか。

ア．トラック運賃・料金は、規制緩和により、認可制から届出制に移行し、さらに事前
届出制から事後届出制となった。
イ．倉庫事業者の一般的な普通倉庫における貨物の保管料には、当該倉庫が所在する級
地における保管料金が適用される。
ウ．貸切りトラックの時間制運賃における「時間」とは、 原則として、トラックが車庫
を出てから積込み場所に到着し、貨物の運送が終わり、車庫に戻るまでの時間のこ
とである。
エ．３辺の和が１ｍで、質量が 20kgある段ボール入り貨物５個を、東京から大阪の 同一
の場所に送る場合、届出運賃によると 、宅配便運賃よりも積合せ運賃の方が安い。
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問題30

以下に示す＜事例＞に基づく場合、 荷主企業が実施する輸送コスト等削減の手法
に関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
雑貨等製造業である荷主企業 Ａ社は、工場（東京都）から物流センター（大阪府）
ま で 製 品 を 定 期 輸 送 し て い る 。 実 運 送 は Ａ 社 の 物 流 子 会 社 Ｂ 社 の 自 社 車 両 （ 10ト ン
車）をほぼ満載の状態で貸切りで運行して行っており、Ａ社はＢ社に距離制の貸切
り運賃により、実車走行キロに相当する運賃を支払っている。ただし、附帯作業
料、 待機 時 間料 は 支払 っ てい ない が 、高 速 利用 料 は実 際の 発 生金 額 （約 1.5万 円） を
実績に応じて支払っている。
運行の行程は以下のとおりである。
・出勤～点呼等～回送
・待機
・実車走行
・休息等
・待機

１時間
1.5時間（荷積は短時間で終わる）
７時間（ほぼ全行程で高速道路利用）
1.5時間
1.5時間（荷卸は短時間で終わる）

・回送～点呼等
拘束時間合計

0.5時間
13時間

なお、復路には Ａ社は関与しておらず、 Ｂ社が独自に求貨求車システムを利用し荷
主を探しているが、復路運賃は往路に比べて著しく安い。
以上を踏まえ、Ａ社は次のア～エの４種類のコスト削減策を検討することとした。
ア．復路の輸送について Ａ社が同業他社に声をかけ、当該同業他社が復路に適正な運賃
を払うように調整することとし、増収分を原資に往路の運賃の引下げを求める。
イ．距離制の運賃の 下では走行キロ数が変わらない場合に運賃が一定であることに着目
し、高速道路の利用区間を半分程度に減らし、高速料金を削減するようにＢ社に通
達する。
ウ．貸切り運賃を積合せ運賃に変更し、実際に積んだ貨物量に相当する運賃を支払うこ
ととする。
エ．待機時間を削減するため、荷主側の負担によりバース予約システムを導入した 上で、
削減される待機時間数と、標準的な待機時間料（時間単価）をかけた金額を運賃か
ら差し引いて支払う旨、Ｂ社に通達する。
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問題31

物流コストの計算方法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．輸送費には、支払運賃のほか、自社の運転者の給与、燃料費、車両の減価償却費等
が含まれる。
イ．原材料や部品を、自社トラックで納入先まで取りに行く場合の費用は、製造原価と
なるため、物流コストの 中の輸送費には該当しない。
ウ．物流センターに運ぶまでの間、工場に隣接した倉庫に製品を一時置いておく場合、
この倉庫費用は、物流コストの中の保管費には含まれない。
エ．包装のうち、消費者 包装及び輸送包装にかかる費用は、物流コストの中の包装費に
含まれる。

問題32

物流サービスレベルに関する記述として適切なもの は、次のうちどれか。

ア．荷主にとっては、物流サービスレベルの緩和は、物流コスト削減につながることか
ら、棚卸の頻度を減らすといった在庫管理の簡素化が、物流コスト削減の重要な手
段となっている。
イ．物流事業者にとってサービスレベルの高度化は、顧客である荷主の満足度を向上す
るために重要なことであるから、取引相手の企業規模、取引金額の多寡等に関わら
ず、高度なレベルのサービスを提供することが必要である。
ウ．トラックによる末端配送については、納品のリードタイムを短く設定することで、
運行時間を削減でき、コストを減らすことが可能となる。
エ．共同配送には、環境負荷削減の可能性 があるが、共同化により、サービスレベルの
柔軟性をある程度犠牲にすることになる。

問題33

物流情報システム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．物流情報システムには、物流の各機能を効率化・高度化するための機能分野、受発
注・配送・保管等の業務分野、これらに関連した計画・実施・評価の経営過程の分
野等がある。
イ．物流情報システムは、 あるべき姿のみを考えて構築される。
ウ．物流情報システムにおいて収集される物流業務データは、各種管理指標、ＫＰＩ
（重要業績評価指標）等に活用される。
エ．物流情報システムにおいても、労働力不足やロジスティクス管理能力向上の解決策
として、ＡＩやＩｏＴ等の新技術の活用が求められている。
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問題34

荷主企業においてＥＲＰ パッケージ を導入した場合の物流情報システムの実装に
関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．全社在庫 の管理は、修正への対応を容易とするためにＥＲＰ パッケージとは別のシ
ステムにて行う方が望ましい。
イ．受注処理は売上 げに直結するため、受注方法が多様な場合であっても、ＥＲＰ パッ
ケージ内の機能を用いて 行うことが望ましい。
ウ．ＧＰＳ等を活用した運行管理システムは、ＥＲＰに外付ける独立したシステムとし
て構築する。
エ．ＥＲＰパッケージには、需給管理を支援する、需要予測や各種計画策定機能が 標準
装備されている。

問題35

物流情報システム開発における情報システム部門とロジスティクス部門の役割に
関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．新システムの計画段階において、ロジスティクス部門の長は、費用対効果について
検証する必要がある。
イ．ＩＣＴは急速に高度化しているため、それを活用した新システムの要件定義は、情
報システム部門に任せるのが適切である。
ウ．内部設計やプログラム開発へのロジスティクス部門の関与は不要である。
エ．新情報システムの仕様に基づいた業務マニュアル作成や作業者教育は、ロジスティ
クス部門で行う必要がある。

問題36

１次元シンボルに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＪＡＮコードは、企業間の取引単位である集合包装に対し設定された商品識別コー
ドとして使用されている。
イ．１次元シンボルは、２次元シンボルと比較し、世界的に標準化され広く普及してい
るが、情報化密度が低くサイズが大きい。
ウ．１次元シンボルは、ＰＯＳ に使用する場合、業務に差し支えない程度に 読み取り速
度が速く、誤読率は極めて 低い。
エ．１次元シンボルの代表的なものである ＧＳ１ -128は、流通工程上の複数企業で共用
されている。
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問題37

受注処理システムに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．電話で受注したオーダーエントリーでは、画面、キーボード等からコンピュータに
入力することにより処理する。
イ．欠品時の処置については、発注側と受注側との事前の取決めにより行われる場合が
ある。
ウ．オーダー情報に対して出荷情報処理を行うメリットの 一つとして、ピッキング作業
が効率化されることが挙げられる。
エ．オーダー管理システムとは、受注オーダーの状況を管理することにより、売掛金管
理を効率化するものである。

問題38

発注におけるＥＤＩ利用の利点に関する記述として不適切なものは、次のうちど
れか。

ア．ＥＤＩ導入と併せて、ベンダーからＡＳＮを受け取ることにより、受領時の検品時
間の大幅な短縮が可能となる。
イ．ＥＤＩを導入することにより、発注側では発注ミスの低減、発注作業の軽減等を図
ることができる。
ウ．ＥＤＩを導入することにより、受注側では受注ミスの低減、受注入力作業の削減が
実現でき、後続の出荷作業の早 期着手を図ることができる。
エ．ＥＤＩは、いずれの業種においても、低コストでの導入が可能である。

問題39

倉庫管理システム（ＷＭＳ） に関する記述として適切なものは、 次のうちどれか。

ア．ＷＭＳは、①在庫受払処理、②ピッキング・仕分け処理、③クレーム処理から構成
される。
イ．ＷＭＳの導入の目的の 一つは、倉庫内の作業生産性向上である。
ウ．ＷＭＳは、在庫の実態を正しく把握する上で有効であるが、物流品質と直接的には
関係しない。
エ．ＷＭＳは、倉庫（又は物流センター）に関する情報システムであり、 基幹システム
などとは連携しない。

問題40

配送・配車計画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．配送・配車計画では、配送先での待機時間は考慮しない。
イ．配送・配車計画では、道路別に走行速度を設定して使用する。
ウ．配送ルート計算では、移動時間を考慮するが、納品作業時間は含めない。
エ．配送・配車計画では、車両の積載率向上 が最も重要で、総走行距離削減は重視しな
い。
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