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まえがき

企業活動の中で，これまで製造，販売においては「乾い

たタオルを絞る」と言われたように省力化・合理化が徹底

的に図られてきた。

これに対して物流分野においても省力化・合理化が進み，

従来の現場改善の取組みだけでなく配送を含めた効率化が

求められるようになり，その一例として共同配送などが行

われるようになってきている。

そのような背景により，各企業では頻繁な配送ルートの

変更・追加が発生するようになってきており，それに素早

く対応して配送コストを抑制することが重要なテーマと

なっている。

富士電機では， 5 年前にいち早く配送計画の支援システ

ムの構築に着手し，改善を図ってきた。その中で，このた

びWeb 版の配送計画システムの開発を行い，それを日商

岩井（株）に納入した。日商岩井（株）では本システムを核と

して配送計画 ASP（Application Service Provider）サー

ビスを行っている。

本稿では，このシステムの概要を紹介する。

配送計画

配送計画とは物流の重要な役割を果たすものであり，図

１に示すように，一つの配送拠点から，指定された車両を

用いて指定された複数の配送先に荷物の配送を行う際の最

適なルートを計画することである。ここで，配送拠点，配

送先，車両にはそれぞれ制約条件があるため，ルートはこ

れらを満たしたうえでの最適ルートである必要がある。

現状の配送および配送計画業務における課題として以下

のようなものがある。

配送コスト削減

経費に対する配送コストの占める割合が大きく，削減要

求が高まっている。

手作業での計画立案による非効率

配送計画が，複数の専門の計画要員の勘と経験に頼って

行われていることが多い。特に配送先が多く，配送先の配

送時間帯などに関する条件が厳しい場合には，それらの多

くの条件を考慮して人手で計画を立てるのは非常に煩雑な

作業であり，非効率である。人の勘と経験だけでなく，こ

うした各種条件に関するデータに基づいた科学的なアプ

ローチが求められる。

配送先の増減への対応

計画が人手に依存しているため，配送先の変更（増減）

に対して迅速な対応ができない。特に近年の共同配送（複

数の配送先を管轄するセンターなどへ一括納品する）化の

流れにより配送先の大規模な変更が頻繁に発生している状

況があるが，対応が十分に行われていない。

システム管理，運用コスト

上記のような課題の一方で，システム導入のために多く

のコストはかけたくないという要求も大きい。

以上のような背景から，経験の少ない人でも効率的に配

送計画業務を行えるような支援システムに対する潜在的要

求は高い一方で，自社でのシステム導入には消極的な場合

が多い。
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図１　配送計画問題（イメージ）
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配送計画システムの機能と特徴

富士電機では従来から配送計画業務を支援するパッケー

ジソフトウェアとして「輸配送計画立案支援システム」を

開発し，物流ソリューションとして展開している。これは

基本的にパソコン上でスタンドアロンで動作するもので

あった。今回われわれは，これをベースとし，「配送計画

システム」をWebによるサーバシステムとして構築した。

以下では配送計画の作業フローを示し，その中で本シス

テムの機能について説明する。

３.１ 配送計画の流れ

本システムを使用した配送計画のフローを図２に示す。

これは基本的に業種・業界を問わない作業フローとなって

おり，システムとしても汎用的に適用できる設計となって

いる。

このフローに対応したシステムの機能を次に説明する。

マスタデータ管理機能

配送計画の基となる基本情報である「配送拠点」「配送

先」「車両」に関するデータを登録・管理する。マスタ

データは配送計画エンジンが扱う制約条件に直接対応して

おり，詳細は 章で説明する。

マスタデータは，ユーザーが CSVファイルとして作成

し，それをネットワーク経由でサーバにアップロードする

ことで登録することができる。

配送拠点，配送先に関してはユーザーから住所を入力さ

れたシステムにより緯度経度情報に自動変換し，位置情報

として管理する。

図３はマスタ管理画面例であり，ブラウザ上に表示され

ている。右に拠点・配送先に関するデータが表示され，左

にはそれに対応する地図が表示されている。地図上で具体

的な拠点・配送先の位置を確認，補正することができる。

シミュレーションケース作成

マスタに登録されたデータから，シミュレーションを行

う拠点・配送先・車両を選択し，それぞれの詳細条件を設

定する。これをシミュレーションケースといい，シミュ

レーションの単位となる。条件を変えての再計画や，計画

結果の手動調整によりケーススタディを行った結果を別の

ケースとして管理できる。

配送計画計算

「シミュレーションケース」として設定された条件を基

に配送計画シミュレーション計算を行う。これによりほぼ

自動的に配送計画結果を得ることができる。詳細は 章で

説明する。

結果表示・調整

「配送計画計算」によって計算された配送ルートを表形

式，地図上のルート，ガントチャートなどにより表示し，

確認することができる。また，配送計画結果を手動で調整

することができる。結果表示画面例を図４に示す。

最適拠点配置

付属機能として，配送先の位置（地理的分布）が先に与

えられたとき，これからどの地点に配送拠点を置いたら効

率的かの候補を出力する機能である。具体的には拠点から

配送先までの直線距離の総和が最小になるような位置を出

力する。また，複数の拠点候補の位置を求めることもでき

る。最適拠点配置画面例を図５に示す。

３.２ システム構成

本システムのシステム構成例を図６に示す。

センター側はWebシステムであり，Web ・アプリケー

ションサーバ，データベースサーバにて構築している。ク
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マスタデータ管理（作成・登録） 

シミュレーションケースの作成 
（拠点，顧客，車両，条件の設定） 
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図２　配送計画立案の流れ

図３　マスタ管理画面例

図４　結果表示画面例
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ライアント側は標準インターネットブラウザ（Microsoft

Internet Explorer）があればネットワーク（イントラネッ

ト，インターネット）経由で Web ・アプリケーション

サーバにアクセスしてログインすることにより本システム

を利用することができる。

従来，このようなシステムはスタンドアロンまたはクラ

イアントサーバの形態で動作するものが多かった。その場

合，端末ごとにシステムをインストールするイニシャルコ

ストが必要である。また，各端末にはシステム本体，地図

ソフトウェアなど複数の関連ソフトウェアをインストール

しなければならない場合が多く，かなり手間のかかる作業

となっている。本システムはそれらの作業が一切不要であ

ることが大きな特徴である。

一方で，ユーザーインタフェース（UI）についてはす

べてブラウザを通して画面操作を行うため，例えばスタン

ドアロンシステムなどに比べてある程度制約を受けるが，

UI 設計においてはインタラクティブに操作が行えること

に留意した。特に地図に関しては画像データとしてダウン

ロードする形としているが，地図と他の詳細情報との表示

連携，地図の移動，縮尺の変更，地図上の拠点・配送先情

報表示などの面での工夫によりインタラクティブな操作方

法を実現している。

配送計画の入力としてのマスタデータは SSLにより暗

号化された CSVファイルによりネットワーク経由でアッ

プロードして使用することができる。また出力としての計

画結果のルートデータも，CSVファイルとしてネット

ワーク経由でクライアントにダウンロードして自由に加工

して利用することができる。システム形態としては，今回

の日商岩井（株）においてはインターネット経由での ASP

であるが，社内にサーバを構築し，イントラネットでのア

プリケーション提供も可能である。

配送計画エンジン

図２に示したフローの中で，「配送計画計算」を行う核

になる部分が配送計画エンジンである。

本システムの配送計画エンジンは，東京商船大学の久保

幹雄助教授が開発したコアのロジックをベースとしている。

配送計画問題は，車両が１台で制約条件がない場合には

いわゆる巡回セールスマン問題であり，これを解くための

アルゴリズムは今までに多数研究されている
，

。これに対し，

現実の配送計画問題では車両が複数であり，各種制約条件

もあって非常に複雑な問題である。そのため厳密な最適解

を見いだすことはほぼ不可能であるが，近年非常によい近

似準最適解を与える手法が開発されてきており
，

，本システ

ムに使用しているアルゴリズムもその一つである。

４.１ エンジンの基本機能

本システムの計画エンジンでは配送先，車両に関する表

１の条件をすべて満たしつつコストを最小にするルートを

探索する。

ここで，車両については 1 台 1 台に対して個別に上記の

各条件を設定できる。

最小化する「コスト」としては，車両別走行距離に車両

別の距離単価を乗じた和を用いる。走行距離はルートに応

じて車両別に経由する配送拠点と配送先，および配送先同

士の間の距離データから算出される。

結果的に上記の制約を満たしつつ，車両別に重み付けさ
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図５　最適拠点配置画面例
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図６　システム構成例

表１　計画エンジンで考慮できる条件 

データ 内　容 

配送先 

車　両 

荷量（質量，容量） 

荷降し時間 

配送指定時間（開始時刻ー終了時刻） 

入庫可能最大車両（車両の最大積載質量） 

最大積載量（容量，質量） 

最大稼動時間（開始時刻ー終了時刻） 

走行費用距離単価（制約条件ではないが，各車両に対して設定で 
き，これを基にシミュレーションでの配送コストが計算される。） 
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れた走行距離の合計を最小化するルートが探索されるわけ

である。

４.２ 解法アルゴリズム

一般にこのような最適化問題ではルートに対してコスト

の分布が単調でないため，ローカルミニマム（局所的にコ

スト最小な解）にとらわれて大域的な最適解にたどりつけ

ずにコストや車両台数が減少しない場合が多い。これに対

して本計画エンジンでは誘導局所探索法（Guided Local

Search）という手法
，

を用いることでローカルミニマムから

脱出し，より大域的な最適解の探索を可能にしている。ま

たこの手法によれば，よりよいルートを探してずっと探索

（計画計算）を続けることができる。この特徴を生かして，

本システムでは計画計算を途中で中断，再開する機能を持

たせている。これにより，例えば改善計算を中断してルー

トの途中経過を確認しつつ，そこから計算を再開して探索

を続けることにより，さらに最適に近いルートを得ること

が期待できる。

配送計画問題においては４.１節に示したような配送先や

車両に関する制約条件が設定されるが，厳しい制約が与え

られていると，制約条件を満たす解の領域は細かい領域が

点々と散らばるような形となり，良好な解が得にくい。こ

れに対応するために，本システムではコストと，配送時刻

についての制約条件とのトレードオフを効率的に扱える独

自の手法を用いている。

今後の課題

今後の課題としては GPS（Global Positioning System）

との連携などを考えている。カーナビゲーションシステム

などの GPSと連携することにより以下のような機能が可

能となる。

移動データの学習機能

配送計画は基本的に拠点と配送先および配送先同士の移

動時間，移動距離などのデータを基にして計算される。こ

れらは現在，地図ソフトウェアまたは直線近似で主に得て

いるが，GPSなどにより実際の車両の運行状況が正確に

把握できればこれを用いてより正確な配送計画が可能とな

るものと期待できる。

リアルタイム配送（配車）計画

カーナビゲーションシステムなどにより，車両の正確な

位置情報や渋滞などの交通情報が把握できるため，これを

用いて実際の車両運行と連動した配送（配車）計画が可能

となる。

あとがき

本稿では今回開発した，「配送計画システム」の概要を

説明した。本システムは，汎用的に利用することができる

設計となっているため，今後さまざまな分野への適用を

図っていく予定である。

最後に，開発にあたってご協力いただいた日商岩井（株）

殿に対しお礼申し上げる次第である。
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