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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・オペレーション
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。
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問題文中、次の法令名 等は略称で記載されています。
・

日本産業規格

→

ＪＩＳ

・

国際標準化機構

→

ＩＳＯ

問題１

包装貨物－性能試験方法 一般通則（ ＪＩＳ Ｚ 0200）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．消費者の手元に完全な状態で届けるためには、ＪＩＳ Ｚ 0200に記載された条件を
超える荷扱いを行ってはならない。
イ．ＪＩＳ Ｚ 0200の包装貨物の落下試験は、規定の条件以下の落下高さであれば複数
回落下させても内容品は破損しない。
ウ．ＪＩＳでは、包装貨物の落下・振動試験規格は、試験方法と試験装置を規定し、こ
れらの試験の試験条件は、ＪＩＳ Ｚ 0200に記載されている。
エ．流通過程が既知で、そのデータを利用できる場合は、試験方法としてＩＳＯ法とＪ
ＩＳ法のうち、ＩＳＯ法を採用すると規定されている。
オ．ＪＩＳ法による包装貨物試験の落下高さは、４つのレベルのうち、一般的な荷扱い
を想定した場合、試験レベルとしてはレベルⅡを選ぶことが基本である。

問題２

適正包装に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．消費者包装における空間容積率・包装経費率等の適正包装基準は、消費者庁が作成
している。
イ．省資源、廃棄物処理性 などが適正であること。
ウ．流通過程での温湿度などの環境変化によって内容品の価値や状態の変化をきたすこ
とがないよう に、十分なバリア性を有すること。
エ．輸送包装では、 法令や規則で規定された表示 などの条件が 適切に守られた包装であ
ること。
オ．内容品にダメージを与える要因には、物理的要因、化学的要因、人為的要因、生物
的要因がある。
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問題３

包装の標準化に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流機器の寸法と対応した 包装寸法を標準化すれば、積載効率向上による物流コス
ト低減ができる。
イ．小型で大量に扱われる製品は、 パレットやコンテナなどの 包装容器の標準化が重要
である。
ウ．ヨーロッパでは「1,100×900mm」のパレットに適合した包装モジュールとなってい
る。
エ．冷蔵庫や洗濯機のような大型 製品は、包装モジュール寸法にこだわらずに、トラッ
ク、国際貨物コンテナ、ＵＬＤ等、輸送手段のサイズに合わせた包装サイズにする
ことが重要である。
オ．アジアパレットシステム連盟によって「 1,100×1,100mm」及び「 1,200×1,000mm」
の２つが標準 パレットとして選択された。

問題４

包装貨物試験に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．包装貨物の振動試験方法で 、ランダム振動試験とは、自然界の環境に沿った周波数
分布に近い正弦波による振動試験である。
イ．ＪＩＳ Ｚ 0200「包装貨物― 性能試験方法一般通則」にある振動試験、落下試験等
を行えば、輸送中の貨物の安全は保証される。
ウ．製品衝撃強さ試験方法で求める製品の許容加速度とは、規定のパルスを製品を包装
ぜい

した状態で加え、製品の脆弱部が損傷することなく耐えられる最大入力加速度のこ
とである。
エ．倉庫保管時の積 上げ荷重に耐えられるか否かは、包装品に上部から荷重を加える圧
縮試験により確認することができる。
オ．包装貨物の落下試験方法 では、製品を衝撃台に乗せ衝撃パルスを与える等価落下試
験よりも垂直自由落下試験の方が多く採用されている。

問題５

データキャリアを使用する際の検討項目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．バーコード、２次元シンボルは、物流過程等において可視的に読める位置に貼付又
は印刷する必要がある。
イ．ＲＦタグは、バッグやケースの外からでも読み取れるので 、セキュリティとプライ
バシーに考慮しなければならない。
ウ．ＲＦタグは、バーコードラベル等に比べ価格が高いので、低単価の商品ではユニッ
トロード等の機材に取り付け、繰り返し使用するなどの工夫がされている。
エ．ＱＲコードは、温度・加速度等のセンサーと連動させ、変動する情報を収集し、ト
レーサビリティに資することが可能である。
オ．現在、日本では、ＲＦタグの周波数 950MHz帯は、使用できなくなっている。
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問題６

ＲＦタグのロジスティクスでの導入 に関する記述として適切なものは、次のうち
どれか。

ア．ＲＦタグを取引先との間で共有して活用するためには、 ＧＳ１
標準を用いることが望ましい。

ＥＰＣ／ＲＦＩＤ

イ．ＲＦタグのＵＨＦ帯の周波数は、 ＧＥＮ２規格によって世界で同一の周波数が決め
られている。
ウ．ＲＦタグは屋外でも使われる前提で設計されているので、耐熱性・耐候性・耐衝撃
性がある。
エ．ＲＦタグのリーダー／ライタの価格は、技術革新によってバーコードリーダ ーの価
格並みに安くなった。
オ．段ボールケース内の複数の ＲＦタグを同時に読み取る場合でも、読み取り精度が極
めて高いので特段の対策は不要である。

問題７

輸送包装設計・輸送包装技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．荷扱いによる衝撃は、荷扱い回数が 設計時の想定より 多くても、貨物へのダメージ
には影響しない。
イ．包装材料を選定する場合 は、ＬＣＡ（Life Cycle Assessment）の評価が義務 付け
られている。
ウ． 緩衝 設計 にお いて 、 発泡 プラ スチ ック 緩衝 材 の厚 さと 受圧 面積 は 、 ｢静的 応力 －最
大加 速度 線図 ｣、 ｢静 的応 力－ 瞬間 最大 ひず み線 図 ｣の２ 種 類の 特性 曲線 を 使っ て算 出
する。
エ．防湿包装 において、菓子類、金属製品等の多湿を嫌うものは、湿度遮断性が高いプ
ラスチックフィルム等により、隙間なく包む方法が採用されるため、乾燥剤は不要
である。
オ．食品包装 において欠陥が生じた場合、製造物責任法 （ＰＬ法）では、製造ラインで
の管理責任は 問われるが、包装ラインでの管理責任は問われない。

問題８

輸送包装設計に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．危険物の輸送に関して は、輸送機関ごとに規定されている法令と輸送する危険物の
分類基準によ り包装容器や仕様は異なっている。
イ．ストレッチ包装とは、プラスチックフィルムの収縮張力を利用し、フィルムを巻き
付けることによって包装貨物を固定させる包装である。
ウ． ＩＳ Ｐ Ｍ （ 動 植物 検 疫に 関す る 国際 基 準） No.15の 規 定は 、輸 出 用包 装材 に使 用す
る合板にも適用される。
エ．物流過程で包装貨物が受ける外力には、①保管中の圧縮荷重、②荷扱い・仕分け時
の衝撃、③輸送手段による輸送中の荷台振動の ３つがある。
オ．輸送包装設計では、 １人荷役、２人荷役、機械荷役かを最初から想定し、貨物寸法、
質量、重心位置、取っ手の数など、貨物に合った設計をすることが重 要である。
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問題９

輸送包装技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．緩衝包装設計において、安全余裕が大きすぎる包装を欠陥包装という。
イ．防湿包装技法では、防湿方法と防湿材料の選択が重要であり、一般 的には、商品を
透湿度の低いプラスチックフィルム等で包 む方法が採用される。
ウ．防さび包装技法は、大気中の水分による腐食を生じさせない技法で、一般的には、
①対象製品の洗浄→②乾燥→③防さび処理→④防湿包装処理の順で実施される。
エ．食品包装においては、輸送過程での汚染排除、包装ラインの衛生管理の強化等が重
要である。
オ．欧州向けに輸出する貨物でユーロパレット を使用する場合、国内向けの包装とは異
なる入り数や段ボールサイズなどを検討する必要がある。

問題10

一貫パレチゼーションとそれにかかわる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． 一貫 パレ チゼ ーシ ョ ンの 経済 的メ リッ トに つ いて は、「人 件費 の削 減 」及 び「 作業
時間短縮」の２つの面で試算する必要がある。
イ．納品先とパレット納品システムを導入した場合、パレットの回収サイクル期間に
よっては、この期間に出荷用として使用される総パレット枚数の通常３倍以上のパ
レットを準備する必要がある。
ウ．パレット を回収するトラックの最大積載量になるまで待つと 、回収輸送費用が減少
するが、回収サイクルが長くなり必要 保有パレット枚数が増大する。
エ．荷主が、自社管理範囲内に出荷する場合は、 紛失や破損は生じにくく、追加するパ
レットの必要枚数も少な くなる。
オ．シートパレットは単価も安く、積載効率も高いため、工場 から顧客の物流センター
への一貫パレチゼーションに適している。

問題11

国際貨物コンテナへの積付けに関する記述として不適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．コンテナ内への貨物積載 が偏荷重状態になると、クレーン つり上げ時にコンテナが
不安定になるため、貨物全体の重心位置がコンテナの中央部に来るよう配置する。
イ．貨物を積み付ける場合には、包装の強度により荷敷きを決め、下積み貨物を圧損し
ないように仕切り材をはさみ、荷重が均等にかかるようにする。
じゅそん
ウ．緩衝材・仕切り材は、清潔で乾燥したものを使い、生木や濡れ木による 濡損 、カビ
発生、汚損等の貨物事故が起こらないように注意する。
エ．コンテナ内の貨物が輸送中に動かないように固定する方法には、ショアリング、
ラッシング等がある。
オ．ショアリングとは、コンテナの床面又は側面を利用し、ロープ、バンド等の索具又
はネット等を用いて貨物を固縛することを いう。
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問題12

コンテナリゼーションに関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．ＦＣＬのコンテナリゼーションは 、発地から着地まで開けることなく封印されたま
まドア・ツー・ドアで運ばれることから、貨物の盗難被害が激減した。
イ．ＪＲ貨物では、コンテナ取扱駅によっては31ftコンテナを運ぶことができる。
ウ．ＦＣＬにおいて、荷主倉庫でバンニングする場合、貨物の質量とコンテナ自重を含
めた総質量は、荷送り人（荷主）の責任として船長などに届け出なければならない。
エ．国際貨物コンテナの 種類１ＡＡＡ は、40ftハイキューブコンテナのことである。
オ．20ftの国際貨物コンテナの最大総質量は 、ＩＳＯ及びＪＩＳともに30,480kgである。

問題13

物流センター計画及びレイアウト計画 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．パレート 図は、入荷アイテムと入荷量、保管アイテムと保管 量、出荷アイテムと出
荷量の分析等に活用される 。
イ．ＤＣ（ディストリビューション･センター）は、ＴＣ（トランスファー･センター）
と機能が異なることから、それぞれ 別棟のセンターとする必要がある。
ウ．工程ごとのレイアウト計画案は、必ずしも全体システムとしての最適とは限らない。
エ．マテハン 計画における手順は、出庫形態を見極め、その後、出庫形態に合わせた保
管設備の選定、搬送設備の選定を行うことが基本である。
オ．レイアウト計画における条件設定のための 主な４項目は、対象貨物の条件、セン
ターの内的条件、センターの外的条件 、経営的条件である。

問題14

物流センター計画の基本分析 項目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．物量の分析において、ピッキングに関する機能別の物量分析を行う場合、ピース
ピッキングとケースピッキングを分けて分析する必要がある。
イ． 物 流 イ ン フラ 条 件の 分 析 （Service分 析） と は、 セ ンタ ー 立地 候 補を 取り 巻 く高 速
道路ＩＣ、鉄道貨物駅やトラック運送事業者などの利用可能な社会基盤の分析を行
うことである。
ウ．保管対象物の分析では、製品別・質量別・形態別に保管対象製品を区分して、その
特性を見極めることが大切である。
エ．時間の分析（Time分析）の代表的な方法には、原単位当たり生産能力分析、シミュ
レーション等がある。
オ．経路の分析では、物流センター内作業における入荷から出荷までの物流工程と工程
間のフローをわかりやすく図示することが大切である。
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問題15

物流センターのレイアウト計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．オーダー別ピッキング作業におけるピッカー １人当たりの歩行距離は、シングル
ピッキング方式より もリレー式ピッキング方式の方が長い。
イ．物流センターの在庫を中心としたモノの流れをコントロールするために、ロケー
ション管理、入出庫管理、作業指示等があり、これら物流センター内業務を管理する
ための物流情報システムがＭＨシステムである。
ウ．ダブルトランザクション方式は、ピッキング間口を２ カ所に設定し、ピッキング作
業の効率化を図るものである。
エ．在庫型物流センターの全体レイアウト計画では、直近の年間取扱物量と在庫回転数
等の実績データに、経営計画や事業計画を反映させて 、その保管規模を見極める。
オ．自動ソーターは、分岐ライン数（シュート数）にレイアウト上のスペースの制限が
あり、シュート数よりも仕分け方面数が多い場合、その採用は出来ない。

問題16

物流センターのマテハンシステム計画に 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．物流センターの年間 通過ケース数 と在庫回転数及び在庫波動など から保管量を割り
出して、製品の保管スペース の規模を見極める。
イ．物流センター内でのピッキング、検品、包装、出荷 仕分け、入出荷などの作業前後
の近接性を考慮する 。
ウ．物流センター内において、需要の変動に応じて様々な用途に利用することが可能な
ユーティリティーエリアのスペースを考慮する。
エ．バッチピッキングとは、複数のピッキング作業者が各ピッキングエリアを分担し、
ピッキング作業を完結する方式である。
オ．納品リードタイムの短縮、誤配送率の低減、ピッキングミス率の低減など、物流品
質の向上を図るため、最適なマテハン機器の選択と物流情報システムの構築を 行う。

問題17

量販店向けの物流センターのオペレーション計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．入荷・保管はパレット単位で行われ、受注の出荷はケース単位又はピース単位の場
合、ピッキング作業が必要となり、その出荷にはロールボックスパレット、６輪台
車やプラスチックコンテナ等が利用される場合が多い。
イ．品種別・オーダー別複合型ピッキング方式は、品種別ピッキング作業をもってすべ
てのピッキング作業が完了する。
ウ．多頻度少量、供給リードタイムの短縮 等の受注先からのサービスレベ ル高度化の要
求は、ピッキング作業の迅速性を求めるものではない。
エ．クロスドッキングは、米国より も輸送リードタイムが短い日本の物流センターの方
が効果が期待できる。
オ．品種別ピッキング方式とオーダー別ピッキング方式については、明確な 選定の評価
基準が確立されている。
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問題18

物流センターのオペレーション に関する記述として不適切 なものは、次のうちど
れか。

ア．ＤＣでの基本的オペレーションは、入荷→荷卸しと外装検数・検品→入庫→保管→
ピッキング（出庫）→流通加工→検数・検品→積込みと出荷の一連の作業となる。
イ．クロスドッキングは、入庫品が入荷ドックに到着した時点で、当該品が事前出荷通
知（ＡＳＮ）に基づき受注オーダーに合致した場合、出荷ドックに移動することを
いう。
ウ．確定した 翌日の入出荷数量と 当日の予測数量に基づく作業計画の下に過不足 ない作
業員と車両の手配を行い、当日の 全受注オーダーの納期遵守が最も重要である。
エ．小規模な物流センターでは、取扱量も少ないが、作業人員やスペースも少なくなる
ため、大規模なセンターよりも厳密な作業計画が必要になる。
オ．クロスドッキングは、 ＷＭＳと無線通信機器を備えたトランスファーセンター （Ｔ
Ｃ）で初めて可能になる。

問題19

ＭＨの機械化・自動化に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．仕分け装置の導入に 当たり、仕分け作業のみならず、ストックエリアからのピッキ
ング作業、仕分け装置への商品投入作業、シュート下での荷捌き作業の作業条件を確
認する。
イ．デジタル表示式カートの導入に当たり、バッチピッキング方式の採用やピッキング
ロケーションの見直しを行 う。
ウ．搬送量が多く、高速で連続搬送が必要な運搬作業の機械化・自動化に 当たり、無軌
道式無人搬送車を導入する。
エ．ビル式立体自動倉庫の採用に 当たり、保管荷姿、入出庫能力、故障時対応、将来の
拡張性などの考慮に加え、建築基準法、消防法などについても留意 する。
オ．機械化・自動化に当たり、初期投資に加え、将来的に発生するランニング ・メンテ
ナンスコスト並びに作業人件費等削減コストを現在価値に 換算して投資対効果の評価
を行う。

問題20

小集団活動に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．小集団活動は、職場ごとに課題や問題点をテーマ として、これらを解決していく小
グループによる自主的な活動である 。
イ．小集団活動には 、経営者の指示に基づく改善活動も含まれる。
ウ．小集団活動の改善対象には、不適合品の 低減を図る品質管理だけでなく、生産性の
向上も含まれる。
エ．小集団活動の効果には、 問題や課題の発見・解決力が 身に付く、コミュニケーショ
ン能力が身に 付くなどによって企業人としての充実感が高まる 。
オ．小集団活動の中には 、取組テーマの問題 要因や対策方法の見当が 付いていて、要因
の解析をしなくても 解決できる施策実行型のものもある。
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問題21

作業改善に係る分析方法や評価に関する記述として適切なもの は、次のうちどれ
か。

ア．運搬工程分析では、 運搬作業者を対象にし、 動線の逆行・交錯箇所や滞留を見付け
出すことができる。
イ．メモモーション分析では、 目視による連続観察によって、作業などを発生順に追従
し、いつ、誰が、どこで、どのような作業を行ったなどの要素を記録することで、
作業の実態を把握することができる。
ウ．物流分野では、要素作業単位の標準時間が定着し 利用できるため、作業日程計画を
立てるのが非常に容易である。
エ． 動作 分析 では 、物 流 セン ター 等で の作 業者 の 動作 を、「 探す 」、「つ か む」 等、 基本
要素に沿って分類することで、無駄な作業者の動作を明らかにすることができる。
オ．経済性の評価を行う場合に用いる荷役・運搬機器の設備費のうち、設備の活用度に
応じて発生する費用は、設備維持費である。

問題22

作業改善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．ワークサンプリングは、 一定の時間間隔で行われる 作業の観測には適していない。
イ．ＭＯＳＴ のうち、包装のように繰り返し 行うことが多い作業の標準時間を算出する
場合には、Ｍｉｎｉ－ＭＯＳＴを使用する。
ウ． 作業 工程 分析 では 、 作業 工程 を、 加工 ・運 搬 ・停 滞（ 貯蔵 ・滞 留）・ 検査 （数 量・
品質）の４つに分類する。
エ．物流センターの運用能力の分析に用いられる原単位当たり生産能力には、人・時当
たり入庫量、人・時当たり出庫量がある。
オ．活性分析で活性示数が低いことは、モノの運搬がしやすいことで、まとめる、起こ
す、上げる、引き出すなどの作業が不必要な状態を示している。

問題23

コスト分析手法 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ＡＢＣによる物流コストの把握は、従来の原価計算による物流コストの把握よ
りも手間や時間がかからない。
イ．物流ＡＢＣを導入する場合、 改善する目的と比較する対象を明確に決めておかなく
てもよい。
ウ．物流ＡＢＣでは、減価償却が終了した機械設備の修繕費は、発生原価に含まない。
エ．物流ＡＢＣでは、投入要素の資源消耗品費のうち、 パレットのように繰り返し使用
するものは、年間購入額を施設稼働日数 で除することで １日当たりの 発生原価を求め
る。
オ．物流センター計画における生産能力 向上の目的のための設備導入採算性分析では、
入出庫ミスの精度向上等の分析ができる。
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問題24

物流センターの 経済性評価及び投資採算計算に関する記述として不適切 なものは、
次のうちどれか。

ア．荷役・運搬機器の設備費のうち の設備維持費 には、賃借費、予防保全費などが含ま
れる。
イ．荷役・運搬機器の設備費のうち の設備稼働費 には、燃料費、消耗部品費、事後修繕
費などが含まれる。
ウ．投資分析 では、新物流センター計画の時点では詳細なコストが不明確であるため、
概算コストを用いて 検討することが望ましい 。
エ．投資の採算計算では、設備の改修・廃棄にかかわる費用も含めて、採算が合うかを
検討することが望ましい 。
オ．荷役・運搬機器の設備投資に対する採算性の検討では、荷役・運搬作業に直接かか
わる費用を対象とすればよく、荷役・運搬設備の不備による稼働率の低下などの機
会損失は対象に含めるべきではない。

問題25

物流作業にかかわる特別教育及び技能講習に関する記述として適切なものは、次
のうちどれか。

ア．クレーン運転の業務にかかわる特別教育を修了すると、つり上げ荷重５ｔ以上のク
レーンの運転を行うことができる。
イ．床上操作式クレーン運転技能講習を修了すると、つり上げ荷重５ｔ以上の床上で操
作する無線操作式クレーンによるつり上げ作業を行うことができる。
ウ．フォークリフト運転技能講習を修了すると、積載最大荷重にかかわらず、フォーク
リフトの操作・運転を行うことができる。
エ．フォークリフト運転技能講習を修了すると、フォークリフトを公道で走行させるこ
とができる。
オ．玉掛け技能講習を修了すると、つり上げ荷重にかかわらず、全てのクレーン操作・
運転ができる。

問題26

輸送機関に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＪＩＳによれば、配送とは、貨物を物流拠点から荷受人へ送り届けることである。
イ．輸送機関ごとに特性があることから、輸送距離、輸送量、運賃負担力、リードタイ
ム、商品特性等を考慮して、最適な輸送機関を選択する。
ウ．国内貨物総輸送量において、自動車輸送 は、質量ベースで９割以上、トンキロベー
スで約５割を占めており、重要な位置付けである。
エ．一般的な31ftコンテナは、最大積載質量 10ｔのトラックと比べて同等の内容積があ
るが、コンテナ自重が重いため、最大積載質量は少ない。
オ．自動車貨物輸送の特徴には、ドア・ツー・ドアで輸送できること、時間の設定に対
して特に柔軟性があること、小口貨物の輸送に適していること等がある。
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問題27

輸送機関の選択に関する記述として適切なもの は、次のうちどれか。

ア. 鉄道貨物輸送は、米国などの広大な国ではトラック輸送に比べて、 到着時刻は正確
である。
イ. ＪＲ５ｔコンテナは、４ｔトラックより も積載能力が大きいため、同じ納品先で同
じ運賃であれば、コンテナの方が常に経済的 である。
ウ. トラックの規定積載量が10ｔであっても、貨物の質量で 10ｔを積むことができない
場合が多いのは、車両総質量の制限があり、工具や備品、荷台やシャシの架装強化
等による減トンが発生しているからである。
エ. ＪＲコンテナ輸送は、列車編成時の衝撃値がトラックの衝撃値より大きいことから、
トラックより も荷崩れが発生しやすい。
オ. 東京・大阪間のドア・ツー・ドア輸送であれば、トラック輸送より も航空便の方が、
配送時間は常に早くなる。

問題28

製造業において 物流拠点の集約・削減をする場合、期待される効果と考慮すべき
点として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．総在庫量 を削減できるため、保管費・在庫維持費が削減できる。
イ．工場から物流拠点への一次輸送費が増加する。
ウ．物流拠点から納品先への配送費が増 加する。
エ．総物流費を削減できるが、配送サービスレベルは低下する おそれがある。
オ．重要な顧客に対しては、ＳＰ（ストックポイント）を設ける等の対策を検討する。

問題29

集荷・配送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．ＪＩＴ納品は多頻度少量配送となるため、購入者と供給者とで調整し 、配送効率を
高めて物流費の上昇を抑制しなければならない。
イ．ダイヤグラム配送の問題点は、都市の交通条件から 設定した配送時刻の順守が困難
なことである。
ウ．巡回集荷（ミルクラン方式） では、集荷先の個別の都合に合わせることでこの方式
が成り立つ。
エ．小売業が調達物流で 共同配送や一括納品を活用する際には、ＴＣ を利用できる。
オ．ルート配送では 、各物流拠点の集荷・納品の基本的なルート が決められているが、
物量、客先所在地、納品時刻、付帯作業、交通事情や道路事情などを考慮して、適
宜変更される。
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問題30

最適輸送計画のためのツー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．ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）は、国土地理院が収集・処理・編集した道
路交通情報を電波で送信し、カーナビゲーションなどの車載端末に表示させる仕組
みである。
イ．ダイクストラ法 などの古典的手法による 最短経路探索から算出された解は、実務 運
用上、最適な配送ルートとして信頼できるとは限らない。
ウ．ＡＩ（人工知能）を活用することによって、配車担当者やドライバーの経験則に近
い学習効果を加味した配車が可能となる。
エ．ＩＴＳ（高度道路交通システム）は、車両自動識別や自動料金徴収などにより、安
全性や快適性、輸送効率の 向上を目指している。
オ．遺伝的アルゴリズムは、 学習的計算手順 であり、輸送計画の作成にも使われている。

問題31

以下の表は、トラック運送事業者で活用されている ＩＴツールとそのツールで解
決したい課題を対応させたものである。ＣのＩＴツールの名称として適切なもの
は、次のうちどれか。

ＩＴツール

Ａ

Ｂ

荷待ち時間を減らしたい

〇

◎

実車率・積載率を高めたい

〇

〇

安全運転・事故防止を徹底したい

◎

〇

運転日報や点呼記録簿作成を効率化したい

◎

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ＩＴツールで解決したい課題

営業・配車業務の生産性を向上したい

〇

◎
○

〇

◎

◎

〇

凡例：◎：ＩＴツールが特に得意とするもの、〇： ＩＴツールが対応可能なもの
ア．ＩＴ点呼
イ．車両動態管理システム
ウ．求貨求車システム
エ．運行管理システム
オ．デジタルタコグラフ
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問題32

共同配送に 対する代表的な反対意見と そ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。

ア．「３ 温度 帯対 応 の 保冷 車を 使用 すれ ば、 自 社だ けで 配送 した 方が 効 率的 であ る場合
もある」には、共同配送メリットの出る部分を中心に参加してもらうなど柔軟に対
応する。
イ．「 競 合他 社に 情報 が 漏れ る」 には 、共 同配 送 のデ ータ を共 同配 送及 び 物流 効率 の改
善以外の目的には利用しない旨の秘密保持契約を締結するとともに、事業運営に不
要なデータは取らない。
ウ ．「 競 争 会 社 の 製 品 と 一 緒 に 納 品 さ れ る の は 嫌 だ 」 に は 、 納 入 先 の 要 望 や 社 会 的 メ
リットを明確にして共有化した上で、経営者の強い意志とプロジェクトリーダーの
リーダーシップが必要である。
エ．「 各 社そ れぞ れの 荷 姿形 状で 、伝 票も 異な り 作業 効率 が落 ちる 」に は 、各 種 伝 票、
荷扱い方法や容器を統一化、標準化する。
オ．「経 済的 効果 が な い」 とい う発 荷主 等に は 、着 荷主 のメ リッ トを 優 先す べき ではな
いかと説得する。

問題33

コン ビニ エン ス スト アの 店舗 への 配送 に 関す る以 下の 記述 にお い て、（
に当てはまる語句として最も適切なものは、次のうちどれか。

）内

コンビニエンスストアは、共同配送の推進により店舗への配送台数の削減を推進
している。一方、現在でもおにぎりや弁当などの（
）物流商品は、毎日３回程
度店舗への配送を行っている。
ア．定温
イ．冷蔵
ウ．常温
エ．冷凍
オ．チルド

問題34

船荷証券に おける国際条約に 関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．海上運送人の責任などを定めた国際条約として、日本は ヘーグ・ ヴィスビー・ ルー
ル（通称、船荷証券統一条約）を批准している。
イ．ヘーグ・ヴィスビー・ルールに準拠した国内法は、改正国際海上物品運送法である。
ウ．海上運送人は、船舶を航海に耐える状態に置くこと（堪航能力）に相応の注意を払
う義務を負う。
エ．海上運送人は、航行又は船舶取扱い上の船長、海員、水先人、使用人の過失（航海
過失）について責任を負 う。
オ．新たな国際条約としてロッテルダム・ルールが国連総会で条約として承認されてい
る。
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問題35

海上運賃に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．定期船運賃でバースタームの 場合には、荷役費が含まれて いる。
イ．不定期船 では、荷主自らが船内荷役を手配することがある。そのために荷役費の負
担によって、ＦＩＯ、ＦＩ、ＦＯのように取り決められる。
ウ．ＦＡＫレートと呼ばれるコンテナ運賃は、積載貨物の品目にかかわらずコンテナ１
本当たりの運賃である。
エ．船会社は、経済情勢や港湾事情等の要因によるコスト上昇に対応するために、燃料
油割増料金（ＢＡＦ）や通貨変動割増料金（ＣＡＦ）等の割増運賃を設定している。
オ．ＦＯＢ条件の場合、輸出者は船荷証券（Ｂ／Ｌ）と引換えに定期船運賃を支払う。

問題36

国際航空輸送における危険物取扱いに関する記述として 不適切な ものは、次のう
ちどれか。

ア．国連が定めている危険物は、危険性基準によって９分類に分けられている。
イ. 危険物に分類されていても、 量によって取扱いが異なり、 微量である場合には危険
物とみなされない。
ウ．国際航空貨物の危険物取扱いに関するＩＡＴＡ規則は、国連基準に基づいている。
エ．リチウム電池は、ＩＡＴＡの危険物リストに 記載されている。
オ．リチウム電池は、それを使用する機器と同梱しないで、リチウム電池単体を貨物と
して旅客機で輸送することができる。

問題37

国際複合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．船会社だけでなく、船舶を運航しない利用運送事業者も、複合運送人となることが
できる。
ひじゅん
イ．日本は、国連国際物品複合運送条約を 批准 しており、複合運送人の責任は同条約に
基づく国内法によって定められている。
ウ．ユニフォーム・ライアビリティー・システムとは、複合輸送全区間のどこで事故が
発生しても、一定限度の責任を複合運送人が負う方式のことである。
エ．ネットワーク・ライアビリティー・システムとは、事故発生区間の輸送 機関が条約
に基づいた責任をとる方式のことである。
オ．荒天のため、海上輸送が遅延したことにより、荷主に生じた損害に対して は、複合
運送人は責任を負わない。
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問題38

貨物海上保険に 関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．貨物海上保険では、英文保険証券 及び英文約款での引受けが幅広く行われている。
イ．貨物海上保険とは、商流・物流に合わせた保険設計のできるオーダーメイドの保険
である。
ウ．予定保険契約とは、保険契約に必要な項目が未確定であっても概括的な定め方で申
し込むことのできる契約方式である。
エ．ＣＦＲ条件の場合には、売主が保険契約に必要な項目を確定して保険に申し込む。
オ．信用状取引では、信用状の保険条項において保険契約の内容が直接指定されること
もある。

問題39

モーダルシフ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．ＪＲ貨物は、軌道のほとんどを旅客鉄道会社から借りて列車を運行していることか
ら、運行ダイヤが制限されるなど、輸送需要の変動に対する柔軟性に欠けている。
イ．ＪＲ貨物では、ＩＳＯ規格の国際 貨物コンテナを輸送することができないことから、
国際貨物コンテナの国内輸送には、トラックか内航海運を利用しなければならない。
けん
ウ．機関車による 牽 引列車と比べて、より高速走行が可能な電車式列車が、東京・大阪
間で導入され、宅配便等の翌日配達が必要な貨物でも、モーダルシフトに成功した。
エ．容積勝ち貨物においても 、高い積載能力のある31ftコンテナに切り替えるモーダル
シフトの事例が増えている。
オ．鉄道貨物の利用において、一定の基準を満たしている企業に対しては、エコレール
マークを製品、パッケージ、コンテナ等に表示することが認められている。

問題40

ホワイト物流推進運動に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．ホワイト物流推進運動は、地球環境にやさしい物流を推進するために環境省が 提唱
する運動である。
イ．ホワイト物流推進運動では、物流関係者が連携して、トラック輸送の 労働環境の改
善・生産性の向上・物流の効率化に取り組んでいる。
ウ． ホワ イト 物流 推進 運 動へ の参 加は 、「 自主 行 動宣 言」 をホ ワイ ト物 流 推進 運動 事務
局に提出することによって行う。
エ．ホワイト物流推進運動への参加企業は、ホワイト物流推進運動ポータルサイトで公
表されている。
オ．「 自 主行 動宣 言」 の 必須 項目 には 、取 組方 針 、法 令遵 守へ の配 慮、 契 約内 容の 明確
化・遵守がある。
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