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
ロジスティクス分野

３級 ロジスティクス管理
試 験 問 題
（12 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～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。
(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。
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問題１

領域から見た物流の分類に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．国内の調達物流は、日本の商慣行においては仕入先の業務として自社の管轄外とし
ている企業が多い。
イ．循環型社会の形成に向けて、商品の返品、回収や 廃棄という、いわゆるリバースロ
ジスティクスも重要な課題となっている。
ウ．動脈物流の中で、販売物流は、納入リードタイムをコントロールしやすいため、効
率を重視して構築される。
エ．回収物流は、納入時にパレットや通い箱などを使用する場合に必要になる。

問題２

物流管理の領域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、品切れや過剰在庫などの発生により企業経営を圧迫するようになり、その
管理の重要性が増している。
イ．物流部門には、物流効率の尺度 の一つである物流コスト比率の低減が常に求められ
ている。
ウ．労務管理は、労働集約型産業の物流業において、業務を確実に遂行する上で重要で
あり、特に労働者のための安全配慮には重点的に取り組む必要がある。
エ．物流における環境対策とは、 輸送時のＣＯ ２ 排出量を削減することである。

問題３

製造業におけるトラックの積載率向上施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．納品先での待ち時間が長いために、 次の集荷に回れず 積載率が低下している場合、
待ち時間の短縮を担当営業部門と共に納品先に働きかけることが有効である。
イ．納品先の発注ロットが小さいために積載率が低下している場合、発注ロット の見直
しを物流部門が主体となって納品先へ働きかけることが有効である。
ウ．外装梱包の段積み制限により積載率が低下している場合、製造部門とともに、段
ボール強度を向上させることが有効となる場合がある。
エ．容積勝ちの製品については、製品開発部門とともに、パレット当たりの積載ケース
数を増やすような個装・外装を考慮することにより、トラック１台当たりの輸送量
を増やすことが可能となる場合がある。

問題４

物流に関わる労働力の現状に 関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．物流に従事する労働者の年齢構成は、全産業の平均年齢と比較して高齢化が進んで
いる。
イ．物流に従事する労働者の女性比率は、託児所・保育所の設置や女性の運転に適した
トラックの開発などもあって、全産業と比較して遜色ないレベルにある。
ウ．道路貨物運送業 の労働時間は、製造業等と比較して著しく長い。
エ．事業用トラックの運転者 の給与水準は、 他産業と比較して低い傾向にある。
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問題５

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．物流サービスとは、物流事業者が提供するサービスであり、製造業や小売業等の荷
主が提供する顧客サービスとは異なる。
イ．物流サービスは、納品先に、その希望する日時に、希望する場所に、汚損も破損も
なく、製品や商品を届けることである。
ウ．低コストでの物流サービスの提供を行うためには、 サービス水準 の変更等を実施せ
ず、物流事業者に低価格で提供することを要請する。
エ．物流サービスの水準を上げると、 物流コストは上昇するが、注文数が増加して売上
げが増え、利益も増加する。

問題６

物流事業者Ｘ社は、メーカーＡ社の 物流業務を一括受託してい る。Ｘ社が行った
物流品質改善に向けた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。

ア．長時間労働の是正と物流品質の改善のため、Ａ社の物流管理部門に受注締め時刻を
前倒しするよう要請した。
イ．最近、Ａ社では類似の製品・品名が多くなり、ピッキングミスが多発していること
から、間違えやすい 製品・品名には写真等で注意を促すことにした。
ウ．社内で行っている物流品質改善のための ＱＣ活動の重点テーマを一定期間ごとに変
更することにした。
エ．競合他社と比較して、Ａ社業務における納期遵守率・納品率が劣っていることが把
握できたので、配送ドライバーの教育を重点項目 として改善活動を行うことにした。

問題７

物流サービス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．物流サービスを向上させていくためには、発生するコストとそれに対する利益が、
どれだけ増加するのかを分析する必要がある。
イ．販売ロットサイズが大きく なるほど、その単位当たりの物流サービスにかかるコス
トは、低減していく傾向がある。
ウ．競合他社の提供している物流サービス内容 が、自社のサービス内容と異なっている
場合には、損益計算書を詳しく調べる必要がある。
エ．物流サービスを管理するためには、物流サービスの水準を 定量化し、測定できる状
態にする必要がある。
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問題８

物流品質の管理に関する記述 として適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流品質 の管理を行う際には、物流 を提供する場所・時間・価格・量・質を、顧客
の望む状態に保つために、作業ごとに特性要因図を作成し毎日記録を付ける必要が
ある。
イ．物流品質においては、製品に傷を付け ず運ぶことや数量の正確性、納品時間の正確
性等が重要な要素である。
ウ．物流業務に従事している要員に物流品質の重要性を認識してもらうためには、朝礼
での実績の報告が必要であるが、改善すべき内容についての指導は必須ではない。
じゅそん
エ．保管中の汚損、雨の日の荷卸し による濡損 等は、物流品質上のトラブルに含まれな
い。

問題９

特性要因図に関する記述として適切 なものは、次のうちどれか。

ア．特性要因図は、 発生頻度の高い問題の項目をひと目で知ることができる。
イ．特性要因図は、 データの記録や整理を簡単に行うためや、点検・確認項目を漏れ な
く行うために役立つ。
ウ．特性要因図は、問題に影響を与えると考えられる要因を系統的に整理し、原因を究
明することに役立つ。
エ．特性要因図は、 データのばらつきの分布状態を棒グラフで表したもので、度数分布
図や柱状グラフともいわれる。

問題10

モーダルシフトの物流政策上の目的として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．道路混雑の緩和
イ．地球温暖化の防止
ウ．道路貨物運送におけるドライバー 不足への対応
エ．鉄道輸送の定時性向上

問題11

独占禁止法 （私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律） において、物流
特殊指定の禁止行為類型に規定されていないものは、次のうちどれか。

ア．特定物流事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、代金を予め定めた支
払期日の経過後も支払わないこと。
イ．代金の支払いに当たって、当該代金の支払期日までに、一般の金融機関による割引
を受けることが困難な手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に
害すること。
ウ．特定物流事業者の運送に対して通常支払われる対価に比べて高い代金を、自社の子
会社である物流事業者の運送に支払うこと。
エ．特定物流事業者の運送の内容を変更させる、又は運送を行った後に運送をやり直し
させることによって、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
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問 題 12 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 及 び 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 輸 送 安 全 規 則 の 一 部 改 正
（ 2011年 ５ 月 １ 日 施 行 ） に 伴 う ア ル コ ー ル 検 知 器 の 使 用 義 務 化 に 関 す る 記 述 と し
て適切なものは、次のうちどれか。
ア．アルコール検知器によるアルコール測定は 、乗務前点呼時に実施する。
イ．自家用貨物トラック （白ナンバー ）においても、アルコール検知器によるアルコー
ル測定が義務付けられている。
ウ．営業所もしくは車庫から離れた遠隔地で点呼を実施する場合には、アルコール検知
器によるアルコール測定は免除されている。
エ．貨物軽自動車運送事業者も、アルコール検知器の使用義務の対象とされている。

問題13

生鮮食品・調理品等について、店舗別仕分けだけでなく、カッティングやパック
詰めなどを行う物流拠点の名称として 最も適切なものは、次のうちどれか 。

ア．ＰＣ（プロセス・センター）
イ．ＴＣ（トランスファー・センター ）
ウ．ＳＰ（ストックポイント）
エ．ＤＰ（デリバリーポイント）

問題14

輸送機関のうち、鉄道に 関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．長距離輸送では、トラック輸送より運賃が割安になる。
イ．緊急輸送や小口多頻度輸送に適している。
ウ．輸送手段が５ｔコンテナに限られる 。
エ．トンキロ当たりの温暖化ガスの排出量が、航空、トラックより少ないが、船舶より
多い。

問題15

メーカーの物流システムに 関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．海外で生産し、日本国内で販売する メーカー では、生産した製品を生産地近隣の物
流拠点で保管し、注文に応じてその物流拠点から出荷するシステム が基本となって
いる。
イ．メーカーの物流部門は、調達・社内物流を手がけ、販売・返品・回収物流は手がけ
ないことが多い。
ウ．メーカーの物流システムの大半は、物流サービスの 水準維持よりも在庫の極小化を
主眼に構築される。
エ．質量・容積のわりに価格の安い、いわゆる物流コスト負担力の乏しい 消費財などで
は、地域生産・地域販売体制が敷かれている。
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問題16

下図は、あるメーカーにおいて発生している輸送パターンを示したものである。
図中のＡ～Ｄで示す輸送パターンのうち、削減の必要性が最も高いものは、次の
うちどれか。
なお、各枠の （
）内は、各施設の所在地を示している。
工場
（静岡県）

Ｂ

Ａ

倉庫
（東京都）

Ｄ
顧客
（関東地方）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ

倉庫
（大阪府）

Ｄ
顧客
（関西地方）

ア．Ａ
イ．Ｂ
ウ．Ｃ
エ．Ｄ
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問題17

物流拠点の設置候補地として、ａ、ｂ、ｃ及びｄの４地点がある。顧客 Ｘには20
ｔ 、 顧 客 Ｙ に は 30ｔ の 荷 物 の 配 送 が 必 要 で あ り 、 各 設 置 候 補 地 か ら 各 顧 客 ま で の
距離が下図のようになっているとする。この場合、重心法に基づいた最も適切な
配送拠点は、次のうちどれか。

ａ

30km
㎞

顧客Ｘ
２０ｔ

ｃ

50 ㎞
90 ㎞

120 ㎞
70 ㎞

ｄ
70 ㎞

顧客Ｙ
３０ｔ

110 ㎞

40 ㎞

ｂ
ア．ａ地点
イ．ｂ地点
ウ．ｃ地点
エ．ｄ地点

問題18

共同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．共同物流には、輸配送の共同化、物流拠点の共同化などがある。
イ．共同配送センターを設置しての共同配送は、 情報システムや保管などの物流全般に
わたる共同化のことであり、ミルクラン方式と呼ばれる。
ウ．共同配送は多くの業種や地域で取り組まれてきたが、 採算性、運賃・料金や物流
サービスの差別化が困難になるなどの阻害要因により失敗例も多い。
エ．共同配送の成功には、参加企業の公平な利益配分や情 報化の推進に加え、リーダー
企業の存在も必要となる。
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問題19

物流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．物流拠点の集約の際に 重視すべき 項目の一つは、総物流コストの 削減効果である。
イ．一般的に物流拠点を集約する と、物流サービス水準が低下する可能性がある。
ウ．一般的に物流拠点を集約する と、それに正比例して総在庫量も減少していく。
エ．高速道路網の整備などが近年の物流拠点の集約に大きな影響を与えている。

問題20

貿易 にお ける Ｌ /Ｃ（ 信用 状） 決済 に 関 する 記述 とし て 適 切な も のは 、次 のうち
どれか。

ア． Ｌ/Ｃ決 済は 、輸 入 者 （ 販売 先） の信 用状 況 や代 金回 収に 不安 があ る 場合 に利 用さ
れる代金決済方法である。
イ． Ｌ/Ｃ 決済 は、 Ｄ/Ｐ （手 形支 払書 類渡 ）決 済 やＤ/Ａ（ 手形 引受 書 類 渡 ） 決済 に比
べて銀行の手数料コストが低い。
ウ．Ｌ/Ｃ決済による取引では、売買契約を結んだ後、輸出者が取引銀行に Ｌ/Ｃの発行
を依頼する。
エ．近年は、リードタイム短縮のために、Ｌ /Ｃ決済を行う事例が増えてきた。

問題21

在庫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．在庫サービス率は、納品サービスを測る指標である。
イ．投下した資金の固定化と金利負担 という点からは、在庫は少ない方が良い。
ウ．在庫は需要の変動と供給のギャップを埋めるバッファであるため、材料・部品では
なく製品を管理対象とするべきである。
エ．在庫を過大に持つと、製造部門 が市場の動きに対応した生産ができなくなる 恐れが
ある。

問題22

在庫管理の目的に関する 記述として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．仕入れ量を減らして商品在庫を削減すれば、削減した商品の売値と同額のキャッシ
ュ・フローが増加する。
イ．在庫管理の目的は、期末棚卸によって売上原価を確定することである。
ウ．キャッシュ・フローは、 一定の在庫水準を維持していれば継続的に増加する。
エ．あえて売れ筋以外の商品も在庫する ことにより、顧客満足度を上げる戦略 もある。
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問題23

在庫管理の役割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．在庫管理の役割は、保管効率を向上させることである。
イ．ロケーション管理とは、物流センター内の「どこに」「何を」「どれだけ」保管して
いるかを管理することである。
ウ．物流センターでは、迅速で正確な出庫を行うことが何よりも重要であるため、入庫
管理よりも出庫管理が優先される。
エ．在庫管理システムは商品の入出庫と在庫を管理するシステムであり、在庫量が適正
であるかどうかを判断する機能は持たない。

問題24

適正在庫量に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．製造工程において、顧客から注文を受けてから製造しても納期に間に合う時点をデ
カップリング・ポイントとする。
イ． 平均 在 庫は 、理 論 的 には 「（ 最大 在 庫－ 安 全 在庫 ）÷２＋ 安全 在 庫」 で求 めら れ る。
ウ．需要量の変動が小さいほど 、安全在庫量は少なくなる。
エ．出庫量のばらつきは、特売やキャンペーンなどの販売も 含め、経験的に正規分布に
従うとされている。

問題25

在庫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．パレート 分析でＣランクに分類された商品は、ロングテール商品と呼ばれることが
ある。
イ．一般に、パレート分析のＡ・Ｂランク商品は、 Ｃランク商品よりも倉庫の出荷場に
近い場所に配置することが望ましい。
ウ．在庫回転率の高い商品は、資産効率が高いとい える。
エ．在庫保有月数は、「月間総需要量÷在庫保有量 」で求められる。

問題26

棚卸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．実地棚卸の結果、情報システム上の在庫量と現物とに差異が生じている場合には、
原則として、現物に合わせて情報システム上の在庫量を修正する。
イ．在庫品目数が著しく多い部品については、循環棚卸や動きがあった品目だけを棚卸
する方法が効率的である。
ウ．入出庫時の単純な人的 ミスをなくすためには、バーコードやＲＦＩＤの活用が効果
的である。
エ．全品目のデータ精度を高めるためには、 在庫品目数にかかわらず、 期末・月末だけ
でなく、できる限り頻繁に、一斉棚卸を行うべきである。
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問題27

物流コストを把握する考え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．調達、社内、販売、返品、回収、廃棄物流のそ れぞれについて、いくらかかってい
るかを見ることが、領域別の考え方 である。
イ．輸送事業者・倉庫事業者等の社外に支払うものと、物流子会社等 の自家物流に係る
ものとに分けて見ることが、主体別の考え方 である。
ウ．輸送、保管、包装等の物流を構成する要素ごとに、それぞれいくらかかっているか
を見ることが、機能 別の考え方である。
エ．車両・施設・機器等の固定費部分と、パー ト人件費・燃料費等の変動費部分に分け
て見ることが、変固別の考え方 である。

問題28

物流コストの算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．企業が物流コストを算定する主要な目的は、 株主や金融機関といった ステークホル
ダーへの情報開示である。
イ．物流業務を物流子会社に全てアウトソーシングしている場合、 物流子会社の発生費
用を集計することで物流コストを算定することができる。
ウ．物流コストの算定は、決算期に合わせて年に一度 、実施するのが一般的である。
エ．荷主における物流コストの算定方法に法令による定めはないが、 官公庁の策定した
マニュアルを 利用することができる。

問題29

トラック運賃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．積合せ運賃は、10ｔ車など大型車に複数の荷主の貨物を積み合わせる場合に適用さ
れる運賃である。
イ．帰り荷を確保する場合など、求荷求車システムを利用してスポット的に荷主、運送
事業者間で輸送を委託する場合 、国土交通省が定める標準的な運賃が適用される。
ウ．標準的なトラック運賃には、荷主の責任に帰する場合を除いて、貨物を紛失したり
遅延したりしたことによる機会損失の補償費用も カバーしている。
エ．大手特別積合せ事業者が提携販売し、ロールボックスパレット単位の地帯別積合せ
運賃となっているサービスがある 。
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問題30

Ｂ社では東京近郊の工場から福岡のＤＣ （ディストリビューション・センター ）
までの輸送について、トラック輸送から鉄道コンテナによる輸送への切替 を検討
している。これに伴うコスト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．輸送コストについては、 現状の物流量をベースとして変更案との条件を揃えて 計算
する。
イ．工場から発駅、着駅からＤＣまでの運賃は、貸切トラックの距離制運賃を用いて試
算する。
ウ．鉄道輸送へのモーダルシフトに伴う在庫増加と、それによる保管 コスト増について
も試算の対象とする。
エ．コスト比較に当たっては、 トラック輸送における労働規制の強化による今後の運賃
上昇を考慮する。

問題31

物流コストの計算方法に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．生産部門が作り置きした製品を工場敷地内に保管する場合の費用は、生産コストと
して把握すべきであり、物流コストとしてカウントすべきではない。
イ．自社倉庫の空きスペースに資材を保管している場合には、財務会計上の費用は発生
していないことから、費用を推計して物流コストを算定することは、管理会計上、
不適切である。
ウ．製品の売 行き不振のために製品在庫が積み上がり、倉庫事業者 への支払費用が増加
したが、この増加分は物流部門に起因するコストではないことから、予め設定した
適正在庫分の支払費用のみを、物流コストに算入すればよい。
エ．物流は、土地・建物・機器の使用、棚卸資産の保持等によって資本を拘束 すること
から、これに対応する社内金利も物流コストに算入することが望ましい。

問題32

物流センターを自社で設置し、多数の直営店舗に配送している小売 りチェーン に
おいて発生したコスト・トレードオフ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．物流センターの保管コストを減らすために、ベンダーに店別仕分けした状態で納品
させ、センターでは在庫せずに通過方式で出荷することとした結果、仕入れ単価は
上がった。
イ．販売機会ロスを削減するため、賞味 期限の近い商品は値引き販売することとしたが、
在庫評価損が増大した。
ウ．売れ残り在庫の返品輸送費を減らすため、 賞味期限のある商品の店舗在庫を最小限
に留めたが、店舗配送コストが増大した。
エ．店舗配送コストを減らすため、交通渋滞の少なく、運行効率の高い、店舗営業終了
後の夜間に配送することとしたが、在庫金利が増大し た。
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問題33

可視化（見える化）による物流の効率化、有効化の可能性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．車両運行状況の可視化 （走行速度、アイドリングや 急発進の有無等）により、燃費
改善を行って環境対策を向上させる。
イ．在庫の可視化（所在、数量・金額等）により、在庫の維持コストや廃棄ロスの減少
を行って売上 げを向上させる。
ウ．作業状況の可視化（作業人数・時間、進捗等 ）により、作業管理を強化して作業生
産性を向上させる。
エ．納品状況の可視化（納品率、納品時間等 ）により、誤配送や納品の遅延を減らし、
物流品質を向上させる。

問題34

ロジスティクス情報システムの構築に関する記述として適切なものは、次のうち
どれか。

ア．情報システムの失敗は経営の破綻につながることから、外部に委託する場合には、
ロジスティクスに長けたＩＴサービス会社に 全て委ねることが望ましい。
イ．ビッグデータを扱う時代が到来していること から、ロジスティクスに関する膨大な
データも収集･分析できる情報システムを構築することが望ましい。
ウ．ＣＬＯ（最高ロジスティクス責任者） はシステム計画に関与する必要 はない。
エ．不測の事態で情報システムが停止した場合、まず、優先して修復すべきシステムは、
最も開発費用のかかった部分のシステムである。

問題35

ロジスティクス情報システムの設計から運用における成功要因に関する記述とし
て不適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流特性に対応した性能、信頼性などの機能要件を満たす設計を行う。
イ．ロジスティクス情報システムの開発途中で、納期に懸念が出てきた場合、納期を守
るために人員を追加的に大量に投入することで対応する。
ウ．コストや開発期間に制約があっても、物流は社内複数部門や他社との生産、販売等
と関連が密接なので、テストは十分に行う。
エ．システム 構築に当たっては、その設計段階から、物流現場が参画していくべきであ
る。

問題36

ＩＴＦ（Interleaved Two of Five）に関する記述として不適切 なものは、次の
うちどれか。

ア．ダンボール等、表面の粗いものにも印刷できるバーコードである。
イ．入出荷、仕分け、棚卸等において 、梱包されたまま商品を識別するコードとして利
用されている。
ウ．ＩＴＦコードは、国際標準では、ＧＴＩＮ－ 14と呼ばれる 。
エ．このコードが表すことができるのは 、数字とアルファベットである。
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問題37

受発注処理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．発注側からオンラインでオーダーが送信され れば、受注側では新たなオーダー入力
は不要である。
イ．オンライン入力によるオーダーエントリーでは、事前に発注側と受注側とで、品名、
数量、単価、納期等の項目に取決めがあることから、入力時には、入力項目の内容
確認が不要である。
ウ．近年、受 発注処理システムでは、 ＥＯＳよりもＯＣＲの利用が増えている。
エ．オーダーエントリーにおいて、在庫の引当て後、ピッキング時に商品が不足した場
合には、この不足分については、全てバックオーダー管理とするのがよい。

問題38

発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．発注側が自動的に商品を発注する方式のこと を、ＶＭＩという。
イ．Ｗｅｂ－ＥＤＩとは、発注者がＷｅｂ画面で発注する方式のことである。
ウ．オンラインで発注する仕組み のことを、ＥＯＳという 。
エ．発注処理を行う前提として、受注側と発注側とが、商品名、コード等の情報を共有
しておく必要がある。

問題39

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

ア．ＷＭＳは、倉庫 （又は物流センター）における情報システムであることから、基幹
系システム等の他システムと データを共有することはせず、独自に運用する。
イ．ロケーション管理が適正に行われていると、入荷、出荷、棚卸等の作業が効率的に
できるようになる。
ウ．在庫受払い処理における在庫量の変動要素は、入出荷処理、返品処理及び 棚卸処理
である。
エ．出荷処理において、ＡＳＮを得意先へ送信することにより、得意先側で検品 の省力
化が可能となる。

問題40

配車支援ソフトを導入すること によるメリットとして不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．車両の総走行距離の削減が可能となる。
イ．使用する車両台数の減少が期待できる。
ウ．配車業務への柔軟な担当配置が可能になる。
エ．配車担当者の人数を 、ゼロにすることができる。
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