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・オペレーション
試 験 問 題
（13 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。
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

包装の分類に関する記述において（
ものは、次のうちどれか。

）内に入る語句の組合せとして適切な

包装の機能による分類として、内容品の保護機能を最重視し、荷扱いの容易化、保管
のしやすさなど利便性を最優先した（ Ａ ）と、小売を主とする商取引に、商品の一
部として、又は商品をまとめて取り扱うために施す（ Ｂ ）がある。
また、（ Ａ ）は（ Ｃ ）と同義として使われ、（ Ｂ ）は包装コストが
少々かかっても購買層を引きつけることが優先される（ Ｄ ）と近い関係にある。
ア．Ａ：輸送包装
イ．Ａ：工業包装

Ｂ：集合包装
Ｂ：生活者包装

Ｃ：工業包装
Ｃ：消費者包装

Ｄ：生活者包装
Ｄ：商業包装

ウ．Ａ：商業包装
エ．Ａ：工業包装

Ｂ：集合包装
Ｂ：商業包装

Ｃ：消費者包装
Ｃ：輸送包装

Ｄ：生活者包装
Ｄ：消費者包装

問題２

①

以下に示す①～④の荷扱い図記号（荷扱い指示マーク）に関する記述として誤っ
ているものは、次のうちどれか。
②

③

④

ア．①は、「上方向」の図記号であり、包装貨物の正しい上向き位置を示している。
イ．②は、「重心位置」の図記号であり、包装貨物が１つのユニットとして取り扱われ
るときの重心位置を示している。
ウ．③は、「上積み禁止」の図記号であり、同一包装貨物を上に積み重ねることができ
ないことを示している。
エ．④は、「取扱注意」の図記号であり、包装貨物に衝撃を与えないように丁寧に取り
扱わなければならないことを示している。
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問題３

包装材料及び包装容器に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．輸送包装に段ボールが多用される理由の１つとして、かさ比重（見かけ比重）に対
して圧縮強さが大きく、耐圧縮強さが小さい商品の保護に適していることが挙げられ
る。
イ．プラスチックコンテナは、段ボール箱より高価であるが、繰返し使用が可能である
ことから、回収システムが整備されている業界では、包装にかかるトータ ルコストが
安価で済む。
ウ．鉄やアルミニウムは、中身を外気や紫外線から完全に遮断できる、強度が大きい等
の利点が大きいことから、飲料の容器等に多用されている。
エ．発泡ポリスチレン（発泡スチロール）の使用量が減少しつつあるのは、発泡スチ
ロールを燃やすと、ダイオキシンが発生する可能性が高いからである。

問題４

ユニットロードシステムの利点に 関する記述として適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．ユニット単位で管理するため、検品工数が削減され、検品ミスが減少する。
イ．容積勝ち貨物では、パレタイズすることにより輸送車両への積載効率が高くなる。
ウ．機械荷役となるため、施設、設備、機材を簡素化することができ、設備投資を抑え
られる。
エ．コンテナやパレットの改修費、補修費、管理費が減少する。

問題５

海上輸送におけるターミナル施設、積付け、荷役方式等に関する記述として不適
切なものは、次のうちどれか。

ア．ＬＣＬ貨物とは、コンテナ１個に満たない、いわゆる小口貨物のことであり、他の
荷主のコンテナ貨物と混載される。
イ．ＦＣＬ貨物とは、コンテナ１個を単位として発送される大 口貨物のことであり、多
くの場合、荷主の責任でバンニングされる。
ウ．コンテナ船への海上コンテナの積 卸しには、主にガントリークレーンが使われる。
エ．ＣＹ（コンテナヤード）とは、小口貨物の集積・保管・蔵置する輸出入貨物を取り
扱う場所のことである。
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問題６

各種パレットが輸送機関にどの程度適合しているかを示す積載枚数及び床面利用
率に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。
ただし、パレットの２段積みは含まず、オーバーハングはないものとする。

ア ． 荷 台 の 内 の り が 「 3,642mm × 2,270mm 」 で あ る Ｊ Ｒ ５ ｔ コ ン テ ナ に 、 「 1,300mm ×
1,100mm」のパレット４枚を積載した場合の床面利用率は、約 90％である。
イ．荷台の内のりが「7,800mm×2,330mm」のトラックに、「800mm×1,100mm」のパレッ
ト貨物を18枚積載した場合の床面利用率は、約 87％である。
ウ ． 荷 台 の 内 の り が 「 3,642mm × 2,270mm 」 で あ る Ｊ Ｒ ５ ｔ コ ン テ ナ に 、 「 1,100mm ×
1,100mm」のパレット貨物は６枚積載できる。
エ ． 荷 台 の 内 の り が 「 9,400mm×2,330mm」 の ト ラ ッ ク に 、 「 1,100mm×1,100mm」 の パ
レット貨物は16枚積載できる。

問題７

パレットに 関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．シートパレットは、厚さが薄く積載効率に配慮したパレットであり、荷役はリーチ
フォークリフトで可能である。
イ．1,100mm×1,100mmのパレットをＴ11型パレットといい、一貫パレチゼーション用標
準パレットとして使用されている。
ウ．荷役や地震などによる荷崩れ防止の観点では、ブロック積みが最も好ましい。
エ．パレット上の平面利用率は、「（包装品の底面積×最下段の個数×段数）÷パレッ
ト面積」である。

問題８

貨物用コンテナに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．鉄道コンテナを使用した輸送のメリットの１つとして、発地側でユニット化され、
着地まで開梱されずに輸送されるので、製品破損等の心配が少ないことが挙げられ
る。
イ．非危険物の粉粒状貨物の輸送に用いるフレキシブルコンテナには、繰り返して使用
するランニングコンテナと、使い捨て前提のクロスコンテナとがある。
ウ．鉄道輸送に多く使われるコ ンテナは、通称「ゴトコン」と呼ばれる積載量５ｔのＪ
Ｒ12ftタイプコンテナである。
エ ．国 際海 上コ ン テナ にお いて 、１ AAA、１AA及び １CCのコ ンテ ナ 外法 寸法 を比 較す る
と、高さ及び長さが共に一番大きいものは、１ CCである。
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問題９

荷役・ＭＨ（マテリアルハンドリング）の概念に関する記述として不適切なもの
は、次のうちどれか。
ぞろ

ア．荷役の代表的な作業には、積卸し、運搬、積付け、ピッキング、仕分け、荷 揃 え等
がある。
イ．オーダーピッキングの基本的な方式には、摘み取り方式と種まき方式とがある。
ウ．ＭＨの概念は、物流過程における、モノの移動に関わるあらゆる作業を対象として
いる。
エ．荷役とは、モノを人手で持ち上げて運ぶ（手荷役）、肩で担いで積卸しする（肩荷
役）等の人力による作業のことである。

問題10

荷役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．荷役は、包装、輸送、保管、流 通加工等とともに、ロジスティクスを円滑に機能さ
せるには、不可欠なサブシステムである。
イ．荷役は、輸送、保管と同様に、空間的・時間的付加価値を生み出している。
ウ．ロジスティクスは、荷役の原理原則を遵守した適切な荷役方法に支えられている。
エ．ＪＩＴ（Just In Time）の実現、スペースの効率化、安全性の向上等の活動全てに
荷役は関わり、その果たす役割は大きい。

問題11

ＭＨ（マテリアルハンドリング）の合理化に関する記述として適切なものは、次
のうちどれか。

ア．ＭＨ改善の原則は、経験原則の蓄積で あることから、原則として相互間の矛盾は起
こらない。
イ．活性示数とは、モノが置かれている状態のレベルを示す係数のことであり、その最
高レベルの４は、「まとめる・起こす・上げる・引き出す」等が不要な状態である。
ウ．自動化関係の原則における重力化の原則は、「重いモノの荷扱いには機械等を利用
せよ」という内容である。
エ．移動経路関係の原則における配置の原則は、「運搬機器を適切な場所に必要な台数
を配置せよ」という内容である。

問題12

保管に関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．保管品の出庫に当たっては、劣化を防止するために、入庫日時の新しい保管品から
順番に出庫する後入れ先出しを原則とする。
イ．入荷した保管品を出荷する際に、パレット単位、ケース単位、ボール単位やピース
単位に変換することを、荷姿転換という。
ウ．在庫管理の主目的は、帳簿上の在庫と実際の在庫の差異を防止することである。
エ．ストックエリアとピッキングエリアを分けて管理する場合、ストックエリアは固定
ロケーションにして、ピッキングエリアはフリーロケーションにする場合が多い。
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問題13

自家倉庫と営業倉庫に関する記述と して不適切なものは、次のうちどれか。

ア．コンテナなどを利用したレンタル収納スペース事業は、倉庫業法におけるトランク
ルームではない。
イ．営業倉庫は寄託された物品の帳簿在庫と実在庫の差異に対する責任を負う。
ウ．営業倉庫における再保管料とは、季節波動や在庫増加などによって保管能力が不足
した場合に、近隣の営業倉庫を借りて保管作業を行う場合の保管料のことである。
エ．自家倉庫は、公共性のある営業倉庫よりも建設できる地域・地区（都市計画法の用
途地域）が厳しく規制されている。

問題14

倉庫や物流センターの種 類・機能・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．仮に、小口貨物商品の供給元 50社が、それぞれが10ヶ所の納品先に直納した場合、
500回 の配 送 回数 とな る が、 １ヶ 所の 物 流セ ンタ ーで 納品 先別 に 集約 して 配送 する と、
計算上は、最大60回までの総運行回数に減少する。
イ．営業倉庫において、家電、日用雑貨品等を保管する普通倉庫は、１類倉庫という。
ウ．危険品倉庫については、万一爆発事故が起きた場合に、上方（屋根）に爆風が行く
ように設計することから、平屋の倉庫しかつくることができない。
エ．倉庫業法における冷蔵倉庫とは、 水産物、畜産物、農産品、冷凍食品等の食品を中
心に、その他の貨物も含めて 、５℃以下で保管できる倉庫のことをいう。

問題15

オーダーピッキングの方式とその特性に関する記述として不適切なものは、次の
うちどれか。

ア．棚表示式デジタルピッキング方式は、ピッキングすべき棚の表示器にランプが点灯
してピッキングすべき数量を表示して作業を指示し、一般的に多品種・少頻度の
ピッキングに向いている。
イ．カートピッキング方式は、ロケーションと数量をカートのディスプレイなどに表示
して作業を指示し、一般的に中品種・中頻度のピッキングに向いている。
ウ．立体自動倉庫におけるピッキング方式は、パレットやケースがピッキングステー
ションに自動的に供給され、一般的に多品種・少頻度のピッキングに向いている。
エ．自動ピッキング方式は、自動化のための荷姿やサイズに制約があることと補充作業
を含めた検討が必要であり、一般的に少品種・多頻度のピッキングに向いている。
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問題16

保管機器に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ネスティングラックとパレットサポーターは、構造は異なるが段積みの 耐震性は変
わらない。
イ．棚は、それぞれ許容質量により軽量、中量、重量用などがあり、多品種、少量のモ
ノの保管やピッキングに適している。
ウ．パレットラックには、流動ラックやドライブインラック等もある。
エ．回転ラックには、ラックを水平に回転させるホリゾンタルカルーセルと棚を垂直に
回転させるバーチカルカルーセルがある。

問題17

保管機器に 関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．棚は１棚当たりの棚板の耐荷重によって中・軽量ラックが決められており、軽量
ラックとは300kg/棚以下となっている。
イ．下図は逆ネスティングラックであり、同じ段積みなら正ネスティングラックより全
体の高さが低くなる。

ウ．倉庫の空間利用率を高めるために中二階（メザニン）を追加設置すれば、建築基準
法や消防法上、床とはみなされないので有効である。
エ．移動ラックは、ラックを横移動して通路を開 閉するが、ラックの走行にはレールタ
イプとレール無しタイプがあり、レール無しの方がラックを多く設置できる。

問題18

物流センターにおける業務に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．物流センターにおいて、入荷予定数量と実績とに差異が出た場合の処理については、
前もって納入業者との間で明確に取決めをしておくことが重要である。
イ．入荷商品の保管業務においては、商品の荷姿、寸法、質量、出荷量、頻度等の情報
を基に、効率のよい保管方法等を総合的に判断し、決定することが重要である。
ウ．物流センターにおいて、入荷及び出荷の確認を確実に行っていれば、棚卸は循環棚
卸法で行えば充分である。
エ．需要の多様化に従い、物流センターでは流通加工が行われるようになってきており、
その重要性は高まっている。
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問題19

物流センターの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．ＤＣ（Distribution Center）型は、保管 、 ピッキング、出荷荷揃 え 、流通加工の
機能等を備え、受注・出荷指示に対応した配送を行う在庫型物流センターである。
イ．ＴＣ（Transfer Center）型は、入荷した商 品を保管することなく、 納品先ごとに
振り分けて、一括出荷・配送する通過型の物流センターである。
ウ．ＰＣ（Process Center）型は、精肉・鮮魚・青果のカット・盛付け・パック・ラベ
リングや、アパレル製品の値付け・分類などの流通加工を行う物流センターである。
エ．ＳＰ（Stock Point）型は、百貨店配送や宅配便の末端配送の拠点など、一般的に
は狭域で小型の物流センターである。

問題20

物流センターのＵターン型ブロック プランにおける入出荷場に関する記述 として
最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．入荷と出荷の時間帯を分けられる場合には、入荷場と出荷場を融通しあえる。
イ．入出荷のバースが同一側にあるので、入出荷の作業及び管理が効率的に行える。
ウ．クロスドッキングなどの入出荷の同時並行処理を間違えることなく行いやすい。
エ．立体自動倉庫を利用する場合は、マテハン機器の設備及び運用を効率化できること
が多い。

問題21

庫内基本レイアウトに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．入荷及び出荷のトラックバース数は、直近の平均的な物量を用いて計画数量を設定
する。
イ．計画の評価では、１階案と多層階案について比較検討を行う。
ウ．レイアウトによって投資額は変わってくるので、投資採算性については、建物、マ
テハン設備及び機器、電力費、作業・運営費、保守費などにより総合的に評価する。
エ．基本レイアウトは、複数の計画案を必要な機能と条件により比較評価して決定する。

問題22

物流センターシステムの基本計画の進め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．実施計画は、一般に物流センターの建設やマテハンシステムを発注するための業者
選定の一環として行われる。
イ．目標・条件の設定では、基本方針に基づいて物流サービスレベルやセンターの運営
形態等の設定が行われる。
ウ．基本計画の評価では、有力なシステム構想を複数案試算し、現状システムとともに
比較評価を行う。
エ．現状調査は、新システム計画の前提条件を決めるために行われる。
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問題23

自家輸送と営業輸送とを比較した場合、自家輸送の長所として適切なものは、次
のうちどれか。

ア．外部支払費が削減できるので、投下資本効率が改善する。
イ．交通事故、誤配、遅配等はドライバーの責任であることから、荷主としての会社の
責任は少ない。
ウ．営業や顧客サービスを兼ねた販促活動ができる。
エ．長距離輸送の場合、復荷の確保がしやすく運行効率を高められる。

問題24

物流の環境変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．カントリーリスクとは、進出 国における戦争、内紛、政治不安、労働争議等により、
工場等の操業又は資産の保全が困難になるリスクのことをいう。
イ．日本企業は、海外製 品への対抗上、労働集約的で付加価値の高い製品の製造を行う
工場を、人件費、土地代、税金等のコストメリットを求めて海外に移した。
ウ．グローバル・ロジスティクスが増加すると、我が国では必然的に船舶や航空機の利
用が前提となり、それらとトラックや鉄道との組合せが必要となってきている。
エ．国内貨物輸送分担率（輸送トン数）において、トラック輸送のシェアは、 90％台で
推移している。

問題25

輸送機関別国内貨物輸送分担を表す下表において、Ｃに該当する輸送機関は 、次
のうちどれか。
輸送機関

Ａ

Ｂ

Ｃ

（2018年度国土交通省調べ）
Ｄ
備考（単位）

輸送トンキロ

210,467

19,369

179,089

977

平均輸送距離

49

458

505

1,065

ア．自動車
イ．鉄道
ウ．内航海運
エ．航空
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問題26

トラック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．我が国のトラック輸送量を、営業用トラックと自家用トラックで比較すると、輸送
トン数、輸送トンキロ共に営業用の方が上回っているが、特に輸送トンキロでは営業
用の方が圧倒的に多い。
イ．営業用トラックと自家用トラックにおける１運行当たりの平均距離を比較すると、
自家用トラックの方がかなり短く、効率的な運用が可能なために運行効率は高い。
ウ．近年、各種規制の強化や燃料油の高騰などに伴い、トラックの運行コストが上昇し
ていることなどから、トラック事業者数は著しい減少傾向で推移している。
エ．特別積合せ貨物運送事業は、主 に小口の企業貨物を取り扱う事業であり、宅配便事
業とは別の事業に分類されている。

問題27

鉄道コンテナに 関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．私有コンテナには、荷主、鉄道利用運送事業者やコンテナリース会社などが保有す
る形態がある。
イ．私有コンテナは、ＪＲ貨物が定める構造基準に従って作る必要がある。
ウ．Ｖ19Ｂ形やＶ19Ｃ形は、生野菜などの輸送に使用される通風コンテナである。
エ．容積勝ち貨物を輸送する場合、 12ft（５ｔ）コンテナは４トン積みトラックより多
く積載可能である。

問題28

鉄道貨物のコンテナ運賃料金に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．コンテナ運賃料金は、ＪＲ貨物が輸送を行うオンレール部分の運賃（レール運賃）
と、鉄道利用運送事業者（通運事業者）が輸送を行う集貨・配達の料金とによって
構成される。
イ．コンテナのレール運賃は、トン当たり単価に運賃計算トン数を乗じて算出すること
から、10ｔコンテナの場合には、「トン当たり単価×10ｔ」として算出する。
ウ．私有コンテナには、レール運賃割増が適用される。
エ．集貨駅又は配達駅から、それぞれの集貨先又は配達先 までの道路距離が同一であれ
ば、集貨料・配達料は、全国同一の料金である。

問題29

国際航空貨物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．国際航空貨物運賃の体系には、ＧＣＲ（一般貨物賃率）、ＳＣＲ（特定品目賃率）、
ＣＣＲ（品目分類賃率）がある。
イ．運賃設定の世界エリア区分として、ＴＣ１（南北アメリカ）、ＴＣ２（ヨーロッ
パ・中近東及びアフリカ）、ＴＣ３（アジア及びオセアニア）の３つがある。
ウ．航空会社の運賃は、ＩＡＴＡ（国際航空運送協会）で決められるが、実際の個別の
荷主との取引では殆どの場合、正規運賃を下回る実勢レートで契約が行われている。
エ．国際航空貨物の小口貨物の容積換算質量は 9,000cm 3 ＝１kgとなっており、実質量と
換算質量のどちらか大きい方が運賃計算質量となる。
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問題30

モーダルシフトの推進方策に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．現在、東京－大阪間を結ぶ特急コンテナ電車（スーパーレールカーゴ）は、複数の
トラック事業者の積合せ貨物等を輸送している。
イ．鉄道へのモーダルシフトを推進するため、 10トン積みトラックと内容積がほぼ同じ
である31ftコンテナが投入されている。
ウ．カーフェリー航路における高速船の投入 に伴う航送時間の短縮等を受けて、最近、
コロナの影響にも関わらず トラック航送台数は増加している。
エ．日本における対極東及び東南アジアの国際貨物輸送の手段として、カーフェリー・
高速ＲＯＲＯ船と鉄道コンテナ輸送を組み合わせたシーアンドレール輸送が実施さ
れている。

問題31

輸配送等に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．卸売業や小売業の場合は、仕入先から、モノがどこからどこに、どのくらいの量が
流れているかを分析し、輸配送ネットワークを検討する必要がある。
イ．時間の経過によって商品価値が減少するモノ（鮮魚など）で、東京・大阪間を輸送
する場合は、納品時刻に関わらず 航空輸送を選択すべきである 。
ウ．輸配送の効率化や顧客ニーズの変化に個別企業単独で対応するには限界があるので、
異業種や同業種による共同配送などの可能性を追求する必要がある。
エ．省エネルギー法 （エネルギーの使用の合理化等に関する法律） の指定を受けた特定
貨物輸送事業者は、 規定 に従い貨物の輸送に 係る エネルギーの使用量 とＣ Ｏ ２ 排出量
等について、毎年度定期的に国土交通大臣に報告しなければならない。

問題32

自動車運転者の労働時間等の改善基準（通称 29告示）に関する記述として正しい
ものは、次のうちどれか。

ア． 自動 車 運転 者 とは 、 賃金 をも ら って 働 く労 働 者で 、２ 輪 自動 車 （ 125cc以 上超 ）以
上の自動車運転者が対象となっている。
イ．運転者の拘束時間とは、労働基準法で定められている所定内労働時間と所定外労働
時間の合計である。
ウ． 運転 者の １ ヶ月 の拘 束時 間は 293時間 以内 と 定め られ てい る が、 労使 協定 が結 ばれ
ている場合は条件付きで最大 320時間まで延長することができる。
エ．運転者の１日の拘束時間は原則 13時間以内、最大16時間と定められているが、１日
15時間を越える回数は週４回以内と定められている。
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問題33

事業用貨物自動車における運行管理者の業務範囲に 関する記述として不適切 なも
のは、次のうちどれか。

ア．酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
イ．乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な
運転をすることができない恐れがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
ウ．運転者の勤務時間及び乗務時間の上限を定め、当該運転者にこれらを遵守させるこ
と。
エ．過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する指導及び監督を
行うこと。

問題34

海上貿易における商品、代金、手続き等の流れを記述した以下の説明において、
③、④、⑧、⑪の空欄に当てはまるＡ～Ｄの組合せとして適切なものは、次のう
ちどれか。
①

輸出者と 輸入者が売買契約を結ぶ。

② 輸出者が貨物海上保険を付保する。
③（
）
④（
）
⑤ 輸出者は、為替手形を作成し、各種船積書類と共に、取引銀行に買取りを依
頼する。
⑥ 為替手形を買い取った銀行は、輸入者の取引銀行に対し、為替手形と船積書
類を送付し、代金の回収を依頼する。
⑦ 輸入者の取引銀行は届いた為替手形を輸入者に呈示する。
⑧（
）
⑨ 取引銀行は、船積書類を輸入者に引き渡す。
⑩ 輸入者の取引銀行は代金を輸出者の取引銀行に送金する。
⑪（
）
⑫

輸入者は船荷証券と引き替えに貨物を受け取る。

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

輸入者は、貨物が届いたら船会社に船荷証券を呈示する。
船会社は、貨物受取 と引き替えに、船荷証券を発行する。
輸入者は取引銀行に代金を支払う。
貨物が船積みされる。

ア．③：Ｂ
イ．③：Ｄ
ウ．③：Ｄ
エ．③：Ｂ

④：Ｄ
④：Ｂ
④：Ｂ
④：Ｄ

⑧：Ｃ
⑧：Ａ
⑧：Ｃ
⑧：Ａ

⑪：Ａ
⑪：Ｃ
⑪：Ａ
⑪：Ｃ

R3後-062B01-11

禁転載複製

問題35

国際海上コンテナ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．定期船航路では、運賃率を協定して公表し、同一貨物には同一運賃を適用する表定
運賃率が一般的に適用されている。
イ．国際海上輸送にコンテナが登場したことにより、「複合一貫輸送」において、
「ポート・ツー・ポート」から「ドア・ツー・ドア」の輸送が急速に増加した。
ウ．1980年代の国際海上輸送において、コンテナ航路の運営に係る参入障壁の低下に伴
い、定期船業界の競争は激化した。
エ．現在の主要定期船航路においては、Ｍ＆Ａによって巨大化した企業、提携を結んだ
企業連合等の少数のグループによる市場寡占化が進んでいる。

問題36

航空貨物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．世界の主要定期国際航空会社が結成したＩＡＴＡ（ 国際航空運送協会）が指定する
貨物代理店になれば、加盟航空会社の全ての代理店となることができる。
イ．航空運送状は、荷主と運送人との運送契約成立を示し、貨物の運送と受取とを証明
すると同時に、貨物の権利証でもあり、有価証券でもある。
ウ．航空運送状において、航空会社の発行する運送状をマスター・エアウェイビル、
フォワーダーの発行する運送状をハウス・エアウェイビルという。
エ．航空会社の運賃率は、大口貨物ほど単位当たりの運賃が安くなっており、フォワー
ダーは、この制度を利用して混載差益を得ている。

問題37

国際複合輸送とＮＶＯＣＣに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＮＶＯＣＣは、船会社を含めた、複合一貫輸送事業者の全てを指すものである。
イ．ＮＶＯＣＣは、荷主に対しては運送人としての立場で、輸送全区間の運送責任を負
い、独自の運賃を決め収受する。
ウ．国際複合輸送は、船舶・鉄道・自動車・航空など２つ以上の異なる輸送手段を組み
合わせた貨物輸送である。
エ．極東から欧州向けの国際複合輸送ルートには、シベリア・ランド・ブリッジやチャ
イナ・ランド・ブリッジなどがある。

問題38

約款に関する記述として不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．国土交通省が公示した標準貨物自動車運送約款をそのまま使用する場合は、その旨
を届ければ認可を受けたものとみなさ れる。
イ．標準宅配便運送約款は、消費者保護対策として、トラブルを未然に防ぐために制定
された。
ウ．標準引越運送約款は、一般貨物自動車運送事業により行う引越運送及びこれに附帯
する荷造り等のサービスに適用される。
エ．標準トランクルームサービス約款では、寄託者は、トランクルーム業者の立ち会い
なく寄託物の出し入れを行うことができる。
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問題39

運輸・倉庫関連法規に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．貨物自動車運送事業法で定めている３つの事業は、全て許可制となっている。
イ．特別積合せ貨物運送は 、特定貨物自動車運送事業に含まれる。
ウ．貨物軽自動車運送事業では、２輪自動車の使用は認められていない。
エ．保管物の管理責任を負うトランクルームの開設については、倉庫業法に基づく登録
を受ける必要がある。

問題40

ＪＩＳ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には、ユニットロード化するのに適した包装貨物寸法と、その積 付けパター
ンが示されている。
イ．ＪＩＳには、荷扱い図記号（荷扱い指示マーク）を物流事業者が守らずに作業をし
た場合の罰則規定が設けられている。
ウ．ＪＩＳには、一般消費者が包装品を取り扱うときの安全確保のために策定された
「包装物品の取扱い注意マーク」が定められている。
エ．ＪＩＳには、包装や貨物の強度などの試験方法が規定されている。
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