禁転載複製

「中央職業能力開発協会編」

令和３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) 表紙に記載されている試験区分名が、受験票に記載されている試験区分名と同じか確認してください。
申請している試験区分と異なる試験区分を受験した場合は採点できず、不合格となりますので、ご注意く
ださい。なお、試験開始後に申し出られても、試験時間の延長はできません。
(３) 試験問題は、40題あります。
(４) 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。
(５) 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３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。
(６) 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。
(７) 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。
(８) 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。
(９) 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。
(10) 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。
(11) 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。
(12) 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。
(13) 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。
(14) 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。
(15) 替え玉受験、試験中に受験者間で情報を授受する行為、指定されたもの以外のものを机上に置く行為、
カンニング行為、他の受験者の迷惑となる行為、係員の指示に従わない場合などは、不正行為とみなされ
ます。不正行為とみなされた場合は、直ちに退場となり、当該期に受験する試験区分のすべてが失格とな
ります。
(16) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
(17) 試験終了後の正解表の公表、合格発表等のスケジュールは、受験票に記載しておりますので、ご確認く
ださい。
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

設計システム及び設計管理システム における基本設計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．基本設計は、設計部門の業務を体系的に整理し、組織化、制度化して管理する 活動
である。
イ．基本設計では、 製品を構成する個々の部品の詳細な形状や細部の寸法も決定し、材
質や公差などの精度情報も付加して、部品単位の設計を行う。
ウ．基本設計では、 製品を製造する際の各工程での作業性、それぞれの部品を組み立て
るときの組立性や容易性、環境に対する安全性や分解性、原価を引き下げる経済性
などについても考慮する。
エ．基本設計は、製品のイメージ について、 形や機能をスケッチなどで描きながら固め
ていく段階で、クリエイティブ 性が求められる設計業務である。
オ．基本設計は、製品に要求される性能を発揮するために必要な機能と 、それぞれの機
能間の関連性を決定して、必要な機能を実現する構造を規定する機能設計の活動を
含んでいる。

問題２

かんばん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．ジャストインタイムでは、必要なモノを、必要なときに、必要な量だけ 生産する こ
とを基本思想としている。
イ．平準化生産では、一定期間内において生産する品種と生産量の変動を、できる限り
平均化して製造していく。
ウ．混合品種ラインにおいて平準化生産を実現するためには、できる限り小ロット生産
にして、かつ同一の最終組立ラインで複数の品種を流して製品を生産する。
エ．オーダエントリ方式は、製品に顧客のオーダを引き当て、製品の仕様の選択 又は
変更をする生産方式である。
オ．かんばん方式で 生産速度を決定しているの は、最終組立工程に対する各種の部品加
工や部品調達 などの前工程である。

問題３

在庫を持つことの利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．経済的発注での加工や調達が可能にな る。
イ．モデルチェンジに備えて現行の固有部品を多めに発注し 、在庫を確保しておくこと
ができる。
ウ．短納期での対応が必要で受注が多い場合に は対処しやすい。
エ．適切な部品在庫や仕掛品在庫は作業に対して緩衝機能になり、作業の稼働率が低下
することを防ぐことができる。
オ．在庫があると需要変動があっても対応が しやすい。
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問題４

定期発注方式における発注量を求める式として適切なものは、次のうちどれか。

ア．調達期間中の平均在庫量 ＋安全在庫量
イ．調達期間中の予測需要量 －現在の在庫量－発注残＋安全在庫量
ウ．発注サイクル期間における予 想需要量－現在の在庫量－発注残＋安全在庫量
エ．安全係数×単位期間内当たりの需要量の標準偏差× √発注サイクル期間＋調達期間
オ．安全係数×単位期間 内当たりの需要量の標準偏差× √調達期間

問題５

経済的購入ロットに関し、以下に示した＜記号＞を用いて 、発注の総費用 （Ｅ）
が次式で定義される場合、経済的発注量を表す式として適切なものは、次のうち
どれか。
Q
D
E＝ ( ＋S) × P × Ｉ＋ × C＋D × P
２
Q

＜記号＞
Ｄ：総需要量
Ｓ：安全余裕
Ｑ：１回の発注量
Ｐ：購入単価
Ｉ：保管費率
Ｃ：１回当たりの発注費
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問題６

生産情報システムに関する以下の記述において、（
）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。なお、ＧＵＩは、
Graphical User Interface、ＲＦＩＤは、Radio Frequency IDentification、ＣＡ
Ｄは、Computer Aided Designである。

（ Ａ ）に より 製品 、 部品 、素 材に 関す る設 計 情報 が生 成さ れ、（ Ｂ ） を用 いて
工程設計が簡単に行えるようになっている。生産計画システムはスケジューリング機能
を伴う（ Ｃ ）として構築され、意思決定支援に供されるのが近年の動向となってい
る。現品管理に（ Ｄ ）技術を活用したＩＣタグなどが利用され、個別の部品を追跡
管理する（ Ｅ ）などが容易になっている 。
＜語句＞
１．シミュレータ
２．ＣＡＤ
３．スケジューラ
４．ＧＵＩ
５．ＲＦＩＤ
６．バーコード
７．ロットトラッキング
８．ピーストラッキング
ア．Ａ：２
イ．Ａ：２

Ｂ：４
Ｂ：３

Ｃ：１
Ｃ：１

Ｄ：５
Ｄ：６

Ｅ：８
Ｅ：８

ウ．Ａ：１
エ．Ａ：１
オ. Ａ：２

Ｂ：３
Ｂ：４
Ｂ：３

Ｃ：２
Ｃ：２
Ｃ：１

Ｄ：６
Ｄ：５
Ｄ：５

Ｅ：７
Ｅ：８
Ｅ：７

問題７

工程管理における生産計画と生産統制に関する以下の ＜説明＞に対応する用語の
組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。

＜説明＞
Ａ．工程計画、作業計画の立案や、加工方法や組立方法などの作業標準の決定をす
る。
Ｂ．向こう１～３ヵ月くらいの品種別の生産数量の基準生産計画を立てる。
Ｃ．生産計画の作業予定表、関係資料を各職場へ配布を行う。
Ｄ．生産に必要な内製品や外注品の所要量と、納期の計画を立てる。
Ｅ．生産計画において、現有の人員・機械の生産能力に対して、生産に必要となる負
荷とのバランスを図る。
ア．Ａ: 製作手配

Ｂ: 小日程計画

Ｃ: 作業分配

Ｄ: 外注計画

Ｅ: 工数計画

イ．Ａ:
ウ．Ａ:
エ．Ａ:
オ. Ａ:

Ｂ:
Ｂ:
Ｂ:
Ｂ:

Ｃ:
Ｃ:
Ｃ:
Ｃ:

Ｄ:
Ｄ:
Ｄ:
Ｄ:

Ｅ:
Ｅ:
Ｅ:
Ｅ:

製作手配
手順計画
手順計画
手順計画

中日程計画
中日程計画
中日程計画
小日程計画

作業分配
作業分配
製作手配
製作手配
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外注計画
材料計画
材料計画
材料計画

余力管理
工数計画
工数計画
余力管理
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問題８

小日程計画 及び中日程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．小日程計画は、各個人や工程・機械 ・班別に各職場の スタッフなどが立案し、工場
長が決定する。
イ．中日程計画の目的として、納期と数量の確保、計画変更やトラブルによる混乱や遅
れの防止、日程・生産計画の短縮、作業者や機械の手待ちの防止などが ある。
ウ．基準日程は、ある部品 又は製品を製作するために、各工程に必要な組立時間 又は加
工時間のうち、ボトルネック工程を通過するためにかかる平均的な 日数のことであ
る。
エ．中日程計画では、それぞれの生産品目と生産数量を確定して、その品目の最終納期
に合わせるために、 最初に生産着手日を決定する。
オ．小日程計画の内容は、日別や時刻別の各作業者又は機械への作業割当であり、最終
的な確定・調整計画である。

問題９

製品の部品への展開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．最終製品のことを、独立需要品目と呼ぶことがある。
イ．部品表の任意の階層レベルにおいて 、それより１つ上の部品を親 、１つ下のレベル
の部品をコンポーネントと呼ぶことがある。
ウ．製品や各部品 に関するリードタイム情報や原単位情報を、部品表の属性情報として
データベースで管理をしておくことで、原価計算に利用することができる。
エ．部品表から、従属需要品目のそれぞれの部品の所要量を求めることができる。
オ．サマリー型部品表を用いることによって、どのような順序で組み立てればよいかが
わかる。
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問題10

最適生産方法の設定に関する 以下の記述において、（
せとして最も適切なものは、次のうちどれか。

）に入る用語の組合

新しい製品を製造するためには、製品設計で指定した製品品質、生産量、納期を考慮
して部品加工や組立作業に対する具体的な順序を示す （ Ａ ）を作成し、どの設備・
機械及び治工具を使って作業を行うべきかを、技術的及び経済的な観点から決めること
になる。
新たな設備・機械を導入する場合は、社内の工機工場などで内製するのか、外部の
設備メーカーから調達するのかを決めること、すなわち機械・設備の（ Ｂ ）の決定
が必要である。
一般に、設備内製化のメリットは、①自社のニーズに合った（ Ｃ ）のローコス
ト自動化ができること、② 自社でつくった機械なので、その後のメンテナンス、改善、
機能拡張が比較的容易なこと、③外部の設備メーカーのマージンが高い場合に、その分
だけコストが有利なこと、④工機工場を（ Ｄ ）の場として利用できること、などで
ある。
ア．Ａ：工程表

Ｂ：内示注文

Ｃ：多機能型

Ｄ：熟練技能継承

イ．Ａ：工程表
ウ．Ａ：手順計画
エ．Ａ：工程表
オ．Ａ：手順計画

Ｂ：内外製
Ｂ：内示注文
Ｂ：内外製
Ｂ：内外製

Ｃ：機能限定型
Ｃ：多機能型
Ｃ：機能限定型
Ｃ：機能限定型

Ｄ：生産性向上
Ｄ：熟練技能継承
Ｄ：熟練技能継承
Ｄ：生産性向上

問題11

工数計画において負荷工数が生産能力を超えている場合の 負荷工数を減らす対策
として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．就業時間の短縮
イ．機械・設備の増強
ウ．単位当たりの作業時間の 改善
エ．外注依頼の仕事を内製に切り替え
オ. 就業時間の延長
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問題12

（

ＰＥＲＴの体系と作成方 法に関する以下の記述において、（
）に入る用語
の組 合 せ とし て 最 も適 切 なも の は 、次 の う ちど れ か。 な お 、Ｐ Ｅ Ｒ Ｔは 、 Program
Evaluation and Review Techniqueである。
Ａ

）は、プロジェクトにおいてその結合点に入る各作業が、プロジェクトの完了

時刻 を変 えず に最 も遅 く 完了 して もよ い時 刻で あ る。（ Ａ ）は 、以 下 の手 順に より
得られる。
〇手順１：終了結合点の（ Ａ ）を、終了結合点の（ Ｂ ）とする。
〇手順２：各作業は、その作業の直後にある結合点の時刻に遅れない限り、最も遅
く 処理 を 開 始す る も のと す る。（ Ａ ） の 結合 点 を始 点 と する 全 て の作
業についての開始時刻を求め、その（ Ｃ ）を結合点に関連付けて記入
する。
〇手順３：この手順はネットワークの終了結合点から（
進めていく。

Ｄ

）に向かって順番に

ア．Ａ：最遅結合点時刻
イ．Ａ：最早結合点時刻

Ｂ：最早結合点時刻
Ｂ：最遅結合点時刻

Ｃ：最小値
Ｃ：最大値

Ｄ：開始結合点
Ｄ：完了結合点

ウ．Ａ：最遅結合 点時刻
エ．Ａ：最早結合 点時刻
オ．Ａ：最遅結合 点時刻

Ｂ：最早結合 点時刻
Ｂ：最遅結合 点時刻
Ｂ：最早結合点時刻

Ｃ：最大値
Ｃ：最小値
Ｃ：最大値

Ｄ：完了結合点
Ｄ：開始結合点
Ｄ：開始結合点

問題13

工程編成におけるグループ編成 、ライン編成及び固定式編成を対比したとき 、固
定式編成の利点として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．製品の設計変更や工程変更があっても、その処理は比較的容易である。
イ．設備の故障や材料切れ、作業者の欠勤などが発生しても、その影響は最小限にくい
止められ、生産を継続することができる。
ウ．生産品種や生産量の変動に対して融通が 利き、工程順序や作業内容に大幅な変更が
ない限り、特に詳細レイアウトは変更しなくてよい。
エ．長期的に安定した能率で生産が行われるので、標準原価は維持しやすい。
オ．作業が標準化され安定し、製造品質の均一化が図れる。
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問題14

ライン編成の基本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．ライン編成の空間的条件 には、工程順に配置されたステーション間に追加のステー
ションが設置できる十分なスペースを確保し、流れ作業の柔軟性を考慮しているこ
とが挙げられる。
イ．生産ラインのサイクルタイムは、基本的に正味稼働時間を生産量で割った値に基づ
いて設定される。
ウ．ライン編成におけるバランスロスは、ライン全体の能力に対する各工程の手待ち時
間の合計の割合で表され、バランスロスが小さいほど、編成効率は高くなる。
エ．ライン編成を計画するためには、１個の製品の加工・組立に必要な作業をいくつか
の要素作業に分割し、各要素作業を遂行するために必要な作業時間を設定しなけれ
ばならない。
オ．ライン編成では、要素作業の優先順位関係を満たしながら、サイクルタイムを超え
ない範囲で、各ステーションに要素作業の合計時間が均等化するように割り付ける。

問題15

生産ラインの運営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．外注部品の遅れによるラインストップが発生する場合は、外注先の責任を追及する
前に、社内の発注状況の見直しや内部管理の再検討が必要である。
イ．設備故障によるラインストップが発生する場合は、設備故障に対する予防保全の体
制を再検討する必要がある。
ウ．作業者の欠勤や離席は、生産ラインの円滑な運営の障害となることから、労務管理
の強化が重要になる。
エ．部品や材料の不適合がライン生産中に発見される場合は、まず始めに製品設計部門
における生産設計の再検討を要請する 。
オ．ライン生産中に作業ミスが生じる場合は、ジョブローテーションにより多能工化を
進めるとともに、単調感の解消やモラールの高揚を図る必要がある。

問題16

ＦＭＳのもつ基本的な機能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、ＦＭＳは、 Flexible Manufacturing Systemである。

ア．製品や部品などの貯蔵やラインへの供給などを行う倉庫機能
イ．数値制 御化された工作機械や組立 て、検査などを行う加工機能
ウ．コンピュータを用いた対話型設計製図、構造解析などを行うシミュレーション機能
エ．産業用ロボットや自動搬送機などにより搬送を行う物流機能
オ．機械群に対する生産制御を中核に、生産計画から実施までの階層別制御を行う総合
ソフトウェアによる ソフト機能
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問題17

工場レイアウト計画を始めるために検討しなければならない要因として最も不適
切なものは、次のうちどれか。

ア．製品・材料に関する要因には、生産品種と生産量、製品設計、仕様、品質と、それ
らの大きさ・形状、重量、物理的・化学的性質がある。
イ．機械・設備に関する要因には、型式、台数、性能、設置条件、必要なユーティリテ
ィがある。
ウ．人に関する要因には、作業環境・安全に関する条件、就業時間などの労働条件、労
働法規、管理組織の形態がある。
エ．建屋に関する要因には、単層か重層か、建屋形状と利用可能面積、拡張の可能性、
床・天井・壁・柱・窓などに必要な特性、敷地とその特徴がある。
オ．サービスに関する要因には、人 ・機械・材料という生産の３要素と関係しないサー
ビス、例えば見学者の動線、展示物の空間、講堂などの大きさと条件がある。

問題18

工場のレイアウト計画をする際、十分な スペース確保や、理想的な設備配置が で
きない場合、技術的・管理的に解決するアイデアとして最も不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．残業によって、作業時間を増やす。
イ．工程・設備の改善や更新によって、必要な空間を削減する 。
ウ．材料や部品を標準化して整理し、必要な空間を削減する 。
エ．安全区域の一部を作業域に割 り当て、移動用の空間を削減する。
オ．外注品・購入品の割合を増やし、内製に必要な空間を削減する。

問題19

運搬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．ユニットロードとは、輸送、荷役、保管等の活動を合理的かつ効率的に行うことを
目的とし、製品又は材料の取扱いが便利になるように、パレットなどの単位にまと
めたものをいう。
イ．活性示数とは、置かれている物のまとめやすさと、ばらしやすさの程度のことであ
る。
ウ．運搬における再取扱とは、車から荷物を下ろして床におき、再度、車にその荷物を
積み込むことをいう。
エ．活性図表分析では、活性の低いところや活性を下げているところを改善の対象とす
る。
オ．つなぎ運搬とは、運搬の途中地点において、車から別の車への積み替えや、載せ替
えを行う運搬のことをいう。
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問題20

設備管理の意義とその体系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．設備管理の対象は、土地を除く有形固定資産である。
イ．ＪＩＳでは、設備管理を設備の据付けから、運用、 保全を経て、廃却・再利用に至
るまで、設備を効率的に活用するための管理と定義している。
ウ．設備はメンテナンスフリーが最も望ましいが、それは実現不可能か、さもなければ
経済的に引き合わない場合が多い 。
エ．設備管理では、その経済的側面を原価管理といい、その技術的側面を研究開発管理
という。
オ．改良保全の考え方は、故障直前をキャッチし、タイムリーに修理しようとするもの
で、そのためには正確で経済的な設備診断技術や測定装置が必要である。

問題21

品質管理の考え方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．品質管理の目的には、品物やサービスの品質の向上だけでなく、経済性を考慮する
ことも含まれる。
イ．品質管理の基本的な考え方は、各工程で品質の作り込みを行うより、最終検査を厳
重に行うことが重要である。
ウ．品質管理では、生産の目的の１つである品質を達成するために、その手段である
人・設備・材料・方法などを設計し、運用していく。
エ．品質管理とは、顧客の要求に合った品質の品物やサービスを提供するために、管理
のサイクルを回す一連の活動のことをいう。
オ．品質管理における品質は、生産者が一方的に決定するものではなく、顧客志向の考
え方に基づく使用目的を満たしているかが重要である。

問題22

以下に示す機械Ａと機械Ｂで製造された製品重量の＜測定値＞に関する記述とし
て適切なものは、次のうちどれか。

＜測定値＞
機械Ａ：27、21、28、25、20
機械Ｂ：26、26、21、25、23
ア．機械Ａの標本標準偏差は、機械Ｂと同じである。
イ．機械Ａの標本分散は、機械Ｂよりも小さい。
ウ．機械Ａの標本分散は、機械Ｂと同じである。
エ．機械Ａの標本標準偏差は、機械Ｂよりも大きい。
オ．機械Ａの偏差平方和は、機械Ｂより小さい。
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問題23

抜取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．抜取検査では、Ｎ個のロットからｎ個のサンプルを抜き取り、これを検査してサン
プル中の不適合品数により、ロットが合格か不合格かを判定する。
イ．抜取検査における消費者危険とは、合格すべきロットを不合格にする誤りのことで
ある。
ウ．抜取検査の設計では、生産者危険と消費者危険はトレードオフの関係にあり、経済
的、技術的に最も有利な方法を検討する必要がある。
エ．ＯＣ曲線は、ロットの不適合品率と合格率の関係を示したもので、そのロットがど
の程度の割合で合格となるかを知ることができる。
オ．計数抜取検査 は、ロットの合格、不合格の判定基準 を計数値として測定する 検査で
ある。

問題24

管理図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． x  R 管理図は計量値の管理図で あり、平均値の x 管理図により群間の変化を、範
囲の Ｒ 管理図により群内の変化を検出する。
イ． ｎｐ 管理図は計数値の管理図で あり、群内のデータ から不適合品率を計算するため、
群内のデータ数が異なっていても適用できる。
ウ． ｕ 管理図はキズの数などの 不適合数の管理図であり、単位面積当たりの不適合数 を
用いるため、群の大きさが一定でなくても適用できる。
エ．ｃ管理図はキズの数などの不適合数の管理図であり、 群内の不適合数をそのまま使
用するため、群の大きさが一定の場合に適用される。
オ．ｘ管理図は個々の測定値の管理図であり、 データが群に分けられない場合や群に分
けることに意味のない場合に用いられる。

問題25

品質保証活動に関する記述 として最も不 適切なものは、次のうちどれか。

ア．製品企画段階では、顧客ニーズをもとに、開発する製品のデザインや性能、耐久性、
安全性などの仕様を決定する。
イ．開発設計段階では、自社の技術水準や保有設備をもとに、要求仕様を満足するため
の設計品質を決定する。
ウ．生産設計段階では、量産に必要な人員計画、生産設備の計画、材料・部品・外注品
の調達計画、作業設計、工程編成などを実施する。
エ．初期流動段階では、製造仕様に基づいて工程が設計され製造を開始した際に、製品
が設計どおりに製造されているかを確認する。
オ．量産段階では、管理項目ごとの品質特性を調査し、規格値の幅とバラツキの関係を
示す工程能力を求め、工程能力が十分であることを確認する。
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問題26

原価管理の体系 を表す包括的な活動の組合せとして最も適切なものは、次のうち
どれか。

ア．原価見積―原価企画―原価改善
イ．原価見積―原価企画―原価維持
ウ．原価改善―原価維持―財務諸表作成
エ．原価企画―原価維持―財務諸表 作成
オ．原価企画―原価改善―原価維持

問題27

コストテーブルの作成に当たっての留意事項として最も不 適切なものは、次のう
ちどれか。

ア．コストテーブルがカバーする 原価見積りの 範囲をあらかじめ決めておくこと
イ．コストテーブルは 、厳密な正確さの下に、実際原価 と一致するように作成しておく
こと
ウ．追加項目に対応できるように、コストテーブルの拡張性に配慮しておくこと
エ．コストテーブルのメンテナンスのルールを確立しておくこと
オ．コストテーブルは 、企業の最高機密であるため、セキュリティ保持を心掛けること

問題28

以下の＜条件＞に基づき 、次年度の利益計画を策定する場合、次年度の損益分岐
点売上高とし て最も近い ものは、次のうちどれか。

＜条件＞
１．当年度に関する情報は、以下のとおりである。
（１）販売価格（製品１単位当たり ）
1,600円
（２）販売数量（年間）
7,000単位
（３）変 動 費（製品１単位当たり）
製造原価
1,120円
販 売 費
160円
（４）固 定 費（年間）
製造原価
500,000円
販売費及び一般管理費
900,000円
２ ． 次 年 度 は 、 変 動 費 が 製 品 １ 単 位 当 た り 2.5％ 増 加 し 、 固 定 費 が 年 間 238,000円 増
加すると予測される。
ア．2,612,389円
イ．7,000,000円
ウ．7,777,778円
エ．8,190,000円
オ．9,100,000円
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問 題 29

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。なお 、ＡＢ
Ｃは、Activity Based Costingである。

ア．ＡＢＣでは、製品別 に原価計算をしてから、 費目別に原価を求めるという手順で行
われる。
イ．ＡＢＣは、アクティビティという概念で体系付けられている。
ウ．ＡＢＣが登場する以前の伝統的な原価計算が体系付けられた時代は、人による生産
活動が中心であり、間接部門の費用の扱いは、あまり重要視されなかった。
エ．ＡＢＣが登場する以前の伝統的な原価計算では、部門共通費は、配賦基準を定めて
配賦される。
オ．ＡＢＣにおいては、アクティビティに関連したコストドライバーを用いて、原価を
測定する。

問題30

領域別物流コストを構成する費目に関する記述 として最も適切なものは、次のう
ちどれか。

ア．社内物流費には、社内運送費や社内輸送費、社内保管費、社内梱包費が含まれる。
イ．返品物流費は、主に産業廃棄物や使用済み製品などの輸送にかかわる物流費である。
ウ．社内物流費は、生産に必要な原材料や部品を、協力会社や問屋から運び込むために
発生する費用である。
エ．回収物流費には、社内で発生する変動人件費や変動荷役費、固定保管費が含まれる。
オ．廃棄物流費には、社内で発生する変動人件費や変動資材費、固定梱包費が含まれる。

問題31

標準数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．設計値に標準数を用いると、その数列がＲ５、Ｒ 10、Ｒ20、Ｒ40、Ｒ80に分類され
ているため、並級のものから精密なものまで、目的に応じて自由に選択することが
できる。
イ ． 標 準 数 は 、 数 値 が 10 n に 基 づ い て い る た め 、 そ の 数 値 の 大 き さ に 制 限 が な く 、 実 用
性を高めている。
ウ．標準数を使用する場合 には、極力増加率の細かい数列 であるＲ80などを選ぶことが
望ましい。
エ．標準数は、標準化設計などにおいて数値を定める場合に、選定の基準として用いる
数値である。
オ．標準数 を用いた設計では、その 設計値・規格値を変化させる場合も簡単に処理する
ことができる。
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問題32

設計方式及び設計難易度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．設計難易度係数は、各種の設計をその設計作業の困難度により、ランク付けして係
数化したものである。
イ．新規設計と未経験類似設計を比較した場合、設計難易度係数が高いのは、一般的に
未経験類似設計である。
ウ ．設 計難 易度 係 数は 、一 般的 に新 規設 計 の難 易度 を 1.0とし て 、各 設 計内 容の 難易 度
をつけることが多い。
エ．類似設計は、全面あるいは大部分を、既存の製品や部品をそのまま組み合わせて利
用するものであり、基本的に編集設計は行わ ない。
オ．設計者は、自社内に類似製品がある場合でも、類似設計を行うよりは、最新の設計
を織り込んだ製品設計を目指すべきである。

問題33

設計日程管理において、設計工数の確保や専門技術の活用のために外注を利用す
る場合、その狙いに関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．発注者側にはない設計技術を補うために、専門設計会社や設計者を利用する。
イ．発注者側の基幹技術を積極的に開示して、より高度な設計を委託できるようにする。
ウ．詳細設計などを中心に発注者側の日程的な設計能力の不足を 補う。
エ．発注者側の設計者の設計上の負荷を軽減し、設計者の有効活用を図る。
オ．ＣＡＤオペレーターや設計関連業務など、付帯的な業務による設計者への負担を軽
減する。

問題34

設計日程の遅延要因のうち、外部要因に関する記述 として最も不 適切なものは、
次のうちどれか。

ア．客先による要求仕様の決定や技術資料の承認が遅れ 、設計に着手できない。
イ．短納期のために見切り発車となり、やり直し・修正が発生する。
ウ．設計部門の負荷管理の精度が低い。
エ．緊急対応が必要な案件の発生により、能力以上の負荷がかかる。
オ．客先からの要求仕様の変更が頻発し、日程が混乱する。
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問題35

労働安全衛生法令に定める安全衛生管理体制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 ．製 造業 で常 時 150人の 労働 者を 使用 し てい る事 業場 で、 総括 安 全衛 生管 理者 を選 任
していない。
イ ．建 設業 で常 時 100名の 労働 者を 使用 し てい る事 業場 で、 衛生 管 理者 を選 任し てい な
い。
ウ．運送業で常時40名の労働者を使用している事業場で、安全管理者を選任していない。
エ．製造業で常時40名の労働者を使用している事業場で、産業医を選任していない。
オ．製造業で常時８名の労働者を使用している事業場で、安全衛生推進者を選任してい
ない。

問題36

労働安全衛生法 令に定める事業者等の講ずべき措置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．事業者が講じなければならない措置の１つに、爆発性の物、発火性の物、引火性の
物等による危険の防止措置がある。
イ．労働者は、事業者が労働安全衛生法に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守
らなければならない。
ウ．労働者は、臨時に安全装置を取り外したときは、遅滞なく事業者にその旨を報告し
なければならない。
エ．労働者は、安全装置等が取り外されていることを発見したときは、速やかにその旨
を事業者に申し出なければならない。
オ．事業者は、設備を新規に採用し又は変更するときは危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づき労働者の危険又は健康障害の防止措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

問題37

整理・整頓・清掃活動の推進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．４Ｓとは、整理・整頓・清掃・躾（しつけ）のローマ字表示の頭文字で４つの総称
を表したものである。
イ．整理とは、要るモノを使いやすく、置きやすく、効率よく、理にかなって置くこと
である。
ウ．整理・整頓は、作業者による自主的な活動であり、管理・監督者の参画は控えるこ
とが望ましい。
エ．整理・整頓・清掃活動により、職場に潜む多くのムダが発掘でき、ムダに気付く人
間育成がこの活動の到達目標ともいえる。
オ．４Ｓ活動では、まずすぐに着手できる清掃活動から始め、職場美化がある程度進ん
だ段階で整理・整頓へと進めるやり方 が効率的である。
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問題38

環境汚染防止技術の適用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．工場のボイラーから排出される硫黄酸化物に対しては、重油の低硫黄化や排煙脱硫
装置の設置などの対策がある。
イ．排ガス中の窒素酸化物に対しては、集じん装置や排煙脱硝装置の設置等の対策があ
る。
ウ．排水中の汚濁物質に対しては、沈殿、ろ過、中和、イオン交換などの物理化学的方
法と、活性汚泥法を代表とする生物化学的方法などの対策がある。
エ．騒音に対しては、発生源となる機械を工場敷地境界線から離す、周りに防音壁を設
置するなどの対策がある。
オ．振動に対しては、振動を発生する機械と基礎との間に防振ゴムや金属ばねを挿入す
るなどの対策がある。

問題39

環境基本法における環境の保全に関する基本的施策 として最も不 適切なものは、
次のうちどれか。

ア．政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保
全に関する基本的な計画を定めなければならない。
イ．政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい
て、それぞれ、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るものとする。
ウ．国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、
環境の保全について配慮しなければならない。
エ．国は、 作業環境の保全が特に必要な区域における土地の形状の変更 などの作業環境
に支障を及ぼす行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。
オ．国は、地球環境保全に関する国際的な連携を確保すること、その他の地球環境保全
に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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禁転載複製

問題 40

以下 に 示 す ISO14001:2015の環 境 マ ネジ メン ト シ ステ ム の モデ ル につ い て 、① ～
④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。

ア．①パフォーマンス評価
③計画

②改善
④支援及び運用

イ．①パフォーマンス評価
③計画
ウ．①計画
③改善
エ．①計画
③パフォーマンス評価

②支援及び運用
④改善
②パフォーマンス評価
④支援及び運用
②改善
④支援及び運用

オ．①計画
③パフォーマンス評価

②支援及び運用
④改善
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