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まえがき

自動販売機管理業務（自動販売機オペレーション）では，

自動販売機の商品補充配送が重要な部分を占める。この商

品補充配送を「ベンダ管理在庫」という考え方でとらえ，

その計画立案のアルゴリズムとそれを支援するためのシス

テムを開発した。

本稿ではそのアルゴリズムの紹介と，開発に際して行っ

たシミュレーションについて説明する。

自動販売機オペレータ

自動販売機オペレータは自動販売機の設置，管理，保守

をトータルに行う業者である。自動販売機オペレータにお

いては，ルートマンと呼ばれる作業員が自動販売機への商

品の補充や自動販売機の清掃，集金などのルート業務を

行っている。現状，これらルート業務はルートマン個人の

勘と経験に頼っているところが多いが，一般にルートマン

が業務に慣れ，さらに熟練するまでにはかなり時間をかけ

て経験を積む必要があり，そのような人材を確保するのが

難しくなっている。このような中で，経験の少ないルート

マンに対しても的確な作業指示を与えられる補充配送計画

を立てることが求められている。

ベンダ管理在庫（VMI）

ベンダ管理在庫（VMI：Vendor Managed Inventory）

とは，商品（製品）を提供するベンダ側が顧客の倉庫など

における自社提供商品の在庫を管理する形態のことである。

物流のアウトソーシングの一つであり，3PL（3rd Party

Logistics：物流会社による顧客製品物流管理のアウトソー

シング）と関連して話題となることも多いが，VMIは以

下のようにこれまでも身近で行われているものである。

™プロパンガスの家庭への配送

™重油や灯油の家庭や事業所への配送

™自動販売機への商品補充配送

これらはいずれも商品を提供する側が顧客における在庫

の減り方を予想し，ちょうどなくなるころに配送するとい

うサービス形態であり，VMIそのものといってよい。

VMI のための要素技術

VMIのイメージは図１のようになる。１枚の平面が１

日に対応しており，各平面内には各自動販売機が点として

表されていて，空間（地理）的分布を表している。これが

翌日から N日先まで N枚あって，平面上の各点（自動販

売機）について，各平面を貫く形でそこに置かれている各

商品についての需要予測が行われる。

この需要予測に基づく自動販売機ごとの訪問タイミング

の最適化と，各日の平面内で配送コストの面からみた経路

の最適化とを同時に行うわけである。需要予測を行う期間

の Nとしては30日間とした。
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図１　VMI としての自動販売機補充配送計画の考え方
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４.１ 需要予測

この場合は，自動販売機別の各商品の日々の売上げを予

測するため，予測対象の変数の数が膨大であることから，

複雑な手法は用いず，シンプルなものとし，過去数週間の

データから週間売上げパターンを推定し，基本的にそれを

そのまま予測値とする方法を用いている。

本稿では需要予測の結果は所与のものとし，配送配車計

画，配送タイミング計画という，空間と時間の同時最適化

について詳しく説明する。

４.２ 配送配車計画（空間方向の最適化）

これは，基本はいわゆる巡回セールスマン問題であるが，

実際には車両が複数であったり，顧客（自動販売機）別に

訪問できる時間帯の指定があったりとさらに複雑な問題で

ある。そのため，現実の大規模な問題になると厳密な最適

解を見いだすことはほぼ不可能であるが，最近は非常によ

い近似準最適解を与える手法が開発されてきている。

どの最適化手法（近似解法）を使うかは，「解の最適性

（どれだけ厳密な最適解に近いか）」と「解の計算時間」の

トレードオフで，どちらを優先するかが問題であるが，時

間をかけて解の最適性を高めても，かかる時間に見合うだ

けの現実の効果は少ないことが多い。富士電機が VMI 用

に新しく開発したアルゴリズムはログ・オプト社のMetro

Ⅲのエンジン部を用いている。MetroⅢは，東京商船大学

の久保助教授がコアのロジックを開発し，ログ・オプト社

が商品化している新しいタイプの配車計画システムであり，

メタヒューリスティックの局所探索法に分類される手法を

網羅的に含んでいる。この手法は大規模な現実レベルの問

題に対しても少ない計算量（時間）でかなり精度のよい解

が得られることが特徴である。例えば，230台のトラック

で 3,500の顧客への配送計画を立てる問題で，MetroⅢで

は 1 分以内で車両割付けと訪問経路を出力する（CPU：

PentiumⅢ 850MHzを使用）。富士電機の物流向けソリュー

ション製品「輸配送計画立案支援システム」は，配車計画

エンジンとしてMetroⅢを用いている。「輸配送計画立案

支援システム」は，一般に物流拠点，配送先，および輸送

車両に関する各種データから，効率的な配送ルートの計画

シミュレーションを行うことができる有効なツールである。

４.３ 配送タイミング計画（時間方向の最適化）

在庫に対するコストと，売切れに対するコストを組み合

わせたコスト評価関数を計算する。N日先までの補充配送

タイミングを独立変数とし，在庫と売切れの単位費用に基

づいて，N日間の在庫と売切れの総費用が計算できるので，

これをコスト関数とすることで組合せ最適化問題になる。

これは閉路を含まない有向グラフ上の最短路問題という形

で定式化でき，動的計画法によって解ける。

４.４ 空間と時間の同時最適化（MetroVMI について）

空間と時間の同時最適化のためにMetroⅢを使って新し

く開発したアルゴリズムが MetroVMIである。この膨大

な組合せに対する最適化問題に対してこれまで研究例はあ

まり多くなく，実際の適用例もほとんどない。その点で

MetroVMIはオリジナルなものである（特許出願中）。

MetroVMIについて簡単に説明すると，まず初期解を

以下の挿入法により作成する。

各自動販売機に対して，次式により s＋ 1日に補充し，

その後補充しない場合の s＋1日～ t日（ t>s）の間のコス

ト（配送費用含む）が計算される。

δs,t＝Fs＋1＋ΣpHpΣ
t
t’＝s＋1 [Cp－Dp

s＋1, t’]
＋+ΣpLp[D

p
s＋1, t－Cp]

＋

……………

ここで，記号は以下の定数，変数を表す。

Fs＋1 ： s+1 日の自動販売機への配送費用

Cp ：自動販売機内商品 pの収容数

Hp ：自動販売機内商品 pの在庫単価

Lp ：自動販売機内商品 pの売切れ単価

Dp
s＋1, t’：自動販売機内商品 pの s+1 日～ t’日の累積需

要

[x]＋ ： x ≥ 0のとき x，x < 0のとき 0

各自動販売機 iに対して Fs＋1，Cpなどの変数，定数が独

立に定義されるが，ここでは自動販売機の添え字 iは省略

している。

自動販売機までの配送費用 Fs＋1が sに依存せず一定の場

合は４.３節の配送タイミング計画であるが，実際には他の

自動販売機の訪問状況によって経路が変わるため，日

（s＋1）によって Fs＋1 が変動するので非常に複雑になる。

簡単にいえば，近くへ寄る「ついで」があればその自動販

売機への配送費用は少なくて済むということである。Met

roVMIでは Fs＋1を MetroⅢの訪問経路計画（経路生成）

機能によって計算する。

さて，式 により sと tを 0から Nまで変化させること

により，各自動販売機に対してN日先までの毎日に訪問す

る場合と訪問しない場合での在庫・売切れ状況とそのコス

トが算出されるので，動的計画法によってその中の一番よ

い解を得る。しかしこれは探索の範囲が非常に限定されて

いて，まだあくまでも可能な解の一つでしかない。次にこ

の解を出発点（初期解）として，局所探索法の一つである

改善法を施すことにより準最適解を求める。

シミュレーション

５.１ シミュレーションの目的と方法

開発したアルゴリズムに対するフィージビリティスタ

ディとして，MetroVMIを自動販売機商品補充計画に適

用することで，現状よりもどのように作業の効率化と売切

れの低減が図れるかを調べた。

図２に示す考え方で，「現：現状行われている計画に基

づく訪問」と「新：MetroVMIによる計画に基づく訪問」

を比較する。その指標として，ルートマンの総稼動時間

（各日と30日間で集計）と売切れ発生件数という二つを用

いることとした（空間方向の最適化では総稼動時間のみ）。

（4）（1）

（1）

（1）

（3）
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短い稼動時間で売切れが少ないほうがよいので，いずれ

の指標も小さいほうがよい訪問ということになる。「現」

と「新」のいずれも，「テストデータ」から訪問状況をシ

ミュレーションして再構成したうえで評価指標を計算する。

５.２ テストデータ

某自動販売機オペレータの協力を得て，この会社のある

営業所の補充実績データを提供いただき，これを用いてシ

ミュレーション（モデリング）を行った。

この営業所では都市部の約 15 km四方にある600台程度

の自動販売機を管理しており，8 人のルートマンが勤務し

ている。各ルートマンは定まった自動販売機を担当してお

り，毎日夕方に，翌日分の訪問自動販売機をルートマン自

身の判断で決定し，補充に必要な商品をトラックに積み込

んでいる。図３にこの営業所の管理する自動販売機の地理

的分布とその中での各ルートマンの担当自動販売機（エリ

ア）を示す。

今回，この営業所から提供いただいたデータは，約10

か月分の，8 人の各ルートマンの補充訪問データである。

日々のルートマン別の訪問自動販売機と，その各自動販売

機の補充商品別の補充数が含まれている。

ここで，提供された補充訪問データの制約から，「時間

と空間の同時最適化」は 1 人のルートマンのデータのみを

用いることにした。一方，「空間の最適化」については営

業所全体についてのデータを利用することができた。

まず，「現」における稼動時間を推定するために，ルー

トマンごとの毎日の訪問自動販売機から訪問順序を推定す

る必要がある。各ルートマンの毎日の訪問自動販売機と１

台のトラックという条件を与えて MetroⅢで計算すると，

１台分の最適訪問順序＝経路が得られるので，これをもっ

て自動販売機を訪問した経路と見なす。同時に稼動時間も

計算されるため，これにより８人のルートマンそれぞれ，

30日分の毎日の訪問経路と稼動時間を計算し，これを「現」

の推定値とした。

「現」の売切れ発生状況は，対象とする１人のルートマ

ンの分について，ある商品を満杯数と同じ数補充している

場合に，訪問時にその商品は売り切れていたものと判定す

ることにより売切れ発生数を推定した。

５.３ 空間方向の最適化

空間方向の最適化は，現状 8人のルートマンそれぞれの

担当自動販売機が固定されているのを，固定せずに割り付

け直す考え方である。固定した場合（「現」）と，固定しな

い場合（「新」）について30日（実際には日曜日は補充して

おらず，除いているので26日）分について計算した毎日の

総稼動時間を図４に示す。 が 8 人のルートマンの毎日の

稼動トラック台数， が日々の稼動時間の合計である。

トラックの稼動台数は減っているが，その分 1台あたり

の稼動時間が長くなっているだけで全体として稼動時間は

減っておらず，結論として空間方向の最適化（MetroⅢ）

だけではあまり効率化にはならないと考えられる。

５.４ 空間と時間の最適化

次に，1 人のルートマンの担当自動販売機について，Met

roVMIを用いて時間と空間の同時最適化を行った。最適

（b）

（a）
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化においてはトラックの移動費用（円/km）と，商品の在

庫費用（円/本・日），売切れ費用（円/本）に基づいて評

価関数を計算している。在庫費用，売切れ費用は缶とカッ

プで別に定めるため，これら 5 種類の評価関数の重みを何

種類かの値の組に設定してシミュレーションを行った結果

を表１に示す。

ケース 0が「現」を推定したデータである。30日間で稼

動時間が7,297分，売切れが少なくとも57回発生している

と推定される。

ここではトラックの移動費用として 300円/kmで一定と

した。ケース 1 ～ 10は予測精度 100%，つまり実績をそ

のまま予測値として用いた場合で，未来の需要予測が寸分

の誤差もなく行えると仮定した場合である。売切れ費用を

小さめに設定したケース 1 ～ 3では相当数売切れが発生し

ている。ケース 4，3，2，1を比較すると，売切れ費用を

小さくしたときに売切れ発生件数が急激に増加するのに対

して稼動時間の減り方は緩慢であり，売切れの発生と稼動

時間のトレードオフを調整するためのパラメータとして売

切れ費用を用いるのは難しいと思われる。

売切れ費用を缶，カップとも 2,000円程度より大きくし

たケース 4 以降で売切れがかなり少なくなっている。同時

に稼動時間は「現」と比較してかなり少なくなっており，

きわめてよい配送計画である。売切れ費用は，缶の場合

2,000円，カップの場合 3,000～5,000円でやっと売切れがな

くなり，その後大きくしてもあまり変わらない。このあた

りに売切れをなくすための売切れ費用のクリティカルポイ

ントがあると思われる。売切れ費用が１本2,000円という

のは高いように思えるが，移動，在庫，売切れの各費用は，

互いの相対関係を定めればよいので，例えば今回のように

移動費用など１種類を一定値とし，残りの費用をある程度

試行錯誤によるチューニングで定めるのが有効であると思

われる。

ケース11，12は，予測精度が 100%でない場合で，ケー

ス11は，需要予測として実績の過去 4週間分の同曜日を平

均して求めた週間パターンを用いたものである。売切れが

かなり増加しているが，次のケース12は，この予測値を

1.5 倍してMetroVMIに与えたものである。多めに需要を

予測することで売切れはかなり少なくすることができてい

る。その分稼動時間も増えているが，「現」の場合よりは

まだかなり少ない稼動時間で済んでいる。

以上のように，「現：現状行われている計画に基づく訪

問」と，空間と時間の同時最適化（MetroVMI）による

「新：MetroVMIによる計画に基づく訪問」とを比較評価

することにより，MetroVMIの効果が確認できた。

あとがき

本稿では MetroVMIのフィージビリティスタディとし

て行ったシミュレーションとそれによって示されたMetro

VMIの効果について説明した。

以下に今後の課題を挙げる。

１日の最少稼動車両台数の指定

日々最低限の車両台数と稼動時間の計画が立てられるが，

結果として，稼動しない車両が出る場合がある。可能な車

両はすべて稼動させるという選択も必要と考えられる。

稼動車両間の作業負荷の平準化

商品の入れ替えへの対応

実運用での検証

自動販売機分野以外の VMIとしてとらえられる物流

分野への適用

これらは今後，大学とも協力して取り組んでいく予定で

ある。なお，MetroVMIのアルゴリズム開発にあたって

は，東京商船大学の久保幹夫助教授に全面的にご協力をい

ただいた。ここに厚くお礼を申し上げる次第である。
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表１　空間と時間の同時最適化シミュレーション結果�

0 －� －� －� －� 7,297.35

条件（重み）設定�

（a）実績（実際の補充）�

評価指標計算結果�

移　動�
費　用�
�（円/km）�

缶・�
カップ�
在庫費用�

�（円/本�

缶売切れ�
費　用�
（円/本）�

�

カップ�
売切れ�
費　用�
�（円/本）�

稼動時間�
�（分）�

売切れ�
発　生�
回　数�
�（計）�

ケ
ー
ス�

・日）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

10

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9

300�

300�

300�

300�

300�

300�

300�

300�

300�

300

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3

3,766.34�

4,510.34�

4,516.20�

4,545.61�

4,654.84�

4,655.58�

4,597.68�

4,600.58�

4,599.61�

4,604.75

200�

1,000�

2,000�

2,000�

2,000�

2,000�

2,000�

4,000�

10,000�

100,000

485�

119�

60�

20�

18�

17�

17�

15�

13�

12

2,000�

1,000�

1,000�

2,000�

3,000�

5,000�

10,000�

20,000�

10,000�

100,000

（b）売上げ実績に基づく（予測誤差0の場合）�

11�

12

300�

300

3�

3

4,514.36�

6,473.28

2,000�

2,000

101�

24

10,000�

10,000

（c）売上げ予測に基づく�
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