
Androidスマートフォンを用いた移動販売支援
システム「お買い物アプリ」の提案

A proposal of mobile catering system called
Okaimono App by using Android SmartPhone

鎌田 真
Shin Kamada
フリーランス
SKProducts

Email: shinkamada46＠ gmail.com

上本 拓也
Takuya Uemoto
県立広島大学大学院

総合学術研究科経営情報学専攻
Email: q422001xq＠ pu-hiroshima.ac.jp

市村 匠
Takumi Ichimura
県立広島大学

経営情報学部経営情報学科
Email: ichimura＠ pu-hiroshima.ac.jp

Abstract—Recently, the support for disadvantaged shop-
pers is a social problem. Because the problem is very
serious in depopulated areas and mountainous areas, the
local government has to take drastic measures to improve
the situation. We are developing the smartphone based
support system for the retailer which offers a wide variety
of services meeting the needs of the shopping-challenged.
In the system, the information for various items such as
daily food and commodity are exchanged on the SNS. Since
the system also uses the Google cloud service, we can use it
without server system. Moreover, the system can search for
the optimal route for the distribution to customers by the
Ant Colony Optimization(ACO) for Traveling Salesman
Problem(TSP).

I. はじめに

近年，買い物の方法が多様化している．単にスーパー
に訪れて商品を購入するだけでなく，宅配サービス，
ネットスーパー，店舗までの送迎サービスなど，様々
なサービスが実施されている．一方で，少子高齢化に
伴い，中山間地域など過疎化が急速に進んでいる地域
では，高齢者を中心にいわゆる買い物難民が増えてい
る．店舗の閉店が進み，徒歩圏に買い物ができる店舗
がない，移動手段がない，重い荷物を一度に持てない
など，買い物に行きたくても行けない高齢者が増えて
おり，深刻な問題になっている．経済産業省では，こ
のような問題に対して，身近な場所に店舗を作る，商
品の宅配サービスを行う，店舗までの送迎サービスを
行う必要があると呼びかけている [1]．実際に，各自治
体や商工会などでも，店舗までバスの送迎，宅配・移
動販売の支援など，買い物難民に対する様々な支援が
行われている [2]．
ところが，このようなサービスを継続的に提供する

際，採算がとれないことが大きな問題になっている．都
市部とは異なり，大規模なサービスを展開できず，ま
た，人口密度が低く，利用者数が少ないことが原因で

あると考えられる．そのため，買い物支援サービスの
ニーズがあったとしても，継続的に支援ができないと
いう問題につながっている．
本研究では，このような問題を解決するため，An-

droidスマートフォンを用いた移動販売支援システム
「お買い物アプリ」を開発した．お買い物アプリでは，
青果市場などで当日仕入れる情報として，スマートフォ
ンを用いて，写真，数量，価格などをリアルタイムに
SNSに送信したり直接買い物客に PUSH通知したりす
ることができる．また，商品情報は Googleクラウド
サービスを用いて保存しており，自前でサーバを構築
する必要がないため，コストがかからず，アプリケー
ションをインストールすればすぐに利用できる仕組み
になっている．さらに，移動販売においては利用者に
直接配送する必要がある．このため，最適な販売ルー
トを推薦する機能が求められる．本研究では，利用者
を１つの都市と見なし，TSP[3]を解くアリコロニー最
適化アルゴリズム [4]を用いて，最適なルート探索を
行う方法を提案した．

II. 広島県中山間部過疎地域における移動販売

買い物難民の問題は，県全体の面積の 62%が過疎地
域として公示されている広島県においても深刻な問題
になっている．この問題に対して，広島県では平成 23

年度に，生活支援配送システムに関する実証実験を行っ
た [2]．この実証実験では，県内の過疎地域 3箇所 (尾
道市瀬戸田町，安芸高田市甲田町，北広島町)におい
て，買い物代行や商品配達などの生活支援配送サービ
スを施行し，ニーズや採算性について調査した．調査
の結果，主に以下のような特徴がみられた．

• サービスを初めて利用するユーザには多少の敷居
はあったものの，一度使ったユーザの満足度は高
く，不満はほどんどなかった．今後も継続的にサー
ビスを実施して欲しいという要望が多かった．都



市部のネットスーパーや宅配サービスの形態と異
なり，リピーターが多いことが分かった．

• 一人暮らしの高齢者に特に有効であった．また，
宅配時など，事業者のスタッフとのコミュニケー
ションが友好的であった．一人暮らしの高齢者に
とっては，日常で他者とコミュニケーションをと
る機会が少なく，買い物が数少ない機会の一つで
あることが分かった．

• 商品を見てから購入したいユーザが多いため，送
迎サービスの需要が高いことが分かった．また，
宅配サービスのカタログで，文字だけでは分かり
づらく，写真を使って欲しいという要望があった．

このように，サービス自体の満足度は高いことが分
かるが，一方で，事業者の収支は赤字で，採算がとれな
いことが分かった．都市部とは異なり，大規模なサー
ビスを展開できず，また，利用者数が少ないことが原
因であると考えられる．また，宅配にかかる人件費や
燃料代も大きなコストであると指摘されている．文献
[2]でも，継続的に採算性のあるビジネスにすること
が買い物支援サービスの最大の課題であると報告され
ている．

III. お買い物アプリの開発

本節では，前節で述べた過疎地域における買い物支
援サービスの問題を解決するために，Androidスマー
トフォンを用いた移動販売支援システム「お買い物ア
プリ」を提案する．お買い物アプリでは，Androidス
マートフォン，タブレット端末を用いて，店舗の商品
や仕入れたばかりの商品の写真を撮影し，商品名，数
量，コメントなどの情報を買い物客に PUSH通知した
り，SNSに送信することができる．買い物客は端末上
で登録されている店舗の商品情報を閲覧でき，その場
で注文することができる．通常，このようなシステム
を構築する際，商品情報を保存するためのWebサーバ
を自前で構築する必要があるが，本研究ではGoogleが
提供する無料のクラウドサービス，Googleドライブを
用いるため，サーバ構築にかかるコストを削減できる．
また，開発したシステムでは，スマートフォン端末を
用いているため，リアルタイムで情報を発信できる．
これにより，例えば仕入れたばかりの果物や新鮮な魚
など，仕入れ時の新鮮な雰囲気などを発信することが
できる．さらに，発信された情報は，SNS(Google+)に
も投稿される．これにより，投稿された情報を介して，
同じ分野や興味がある人同士でコミュニティが形成さ
れる．先に示したように，特に一人暮らしの高齢者に
は他者とのコミュニケーションの場が少なくなってい
る．当然，face to faceのコミュニケーションも必要で
はあるが，高齢者にとっても SNSのような場でコミュ
ニケーションを行う可能性も考えられる．高齢者が使
えるような人に易しいインターフェースを構築する必
要があり，今後の課題の一つである．
図 1はシステムの概要である．図 1のように，店舗

側では，店舗の商品情報をスマートフォンを用いて撮

影し，クラウドサーバに投稿する．投稿された情報は，
買い物客に通知されるだけでなく，SNSにも情報が発
信される．店舗側では，次の機能を開発した．

図 1. お買い物アプリを用いた情報の流れ

1) スプレッドシートの登録
開発したシステムでは，Google Driveのスプレッ
ドシートに店舗情報や商品情報を保存している．
店舗側でシステムを利用するには，事前に指定
されたフォーマットで商品情報を保存するシー
トを作成する必要がある．このシートを作成す
るだけでシステムを利用できるため，導入が容
易である．このため，小規模な店舗でも買い物
支援サービスの事業に参入しやすい仕組みになっ
ている．

2) 商品の投稿
図 2(a)は，商品の投稿画面である．図 2(a)のよ
うに，商品名，値段，カテゴリ，コメント，在庫
数など，必要な情報を記入し，商品の写真を撮影
する．「データ送信」ボタンを押すことで，入力
した情報がスプレッドシートに保存される．同
時に，図 2(b)のように，SNS(Google+)にも情報
が発信することができる．

一方，買い物客側では，次の機能を開発した．
1) PUSH通知
店舗で商品を投稿後，システムを使用している
ユーザに商品情報を通知するために PUSH通知
機能を実装した．PUSH通知には，GCM(Google

Cloud Messaging Service)[5] を用いた．通常，
GCMによる PUSH通知を実装するには，Google

のGCMサーバにPUSH通知をリクエストするス
クリプトを自前のWebサーバに組み込む必要が
あるが，本システムではGoogleサーバ上でスク
リプトを実行できるGoogle Apps Scriptを用いる
ことで，自前のWebサーバを構築せずに PUSH

通知を実装した．
2) 商品の閲覧と注文
図 3(a)は登録されている店舗のリストである．こ
の画面で，任意の店舗をタッチすると，図 3(b)の
ように，タッチした店舗に登録されている商品
を閲覧できる．ここで，注文したい商品を選択



(a) 商品の投稿 (b) SNS(Google+)への投稿

図 2. 商品の閲覧

(a) 店舗リスト (b) 商品一覧

図 3. 商品の閲覧

すると，図 4(a)のように商品の詳細情報を閲覧
でき，商品を注文できる．注文の際には，図 4(b)

のように届け先等を入力する．注文後，店舗側
に注文の通知が届く．

IV. アリコロニー最適化を用いた移動販売最適ルート
本研究では移動販売における配送の効率化のため，

注文客の位置情報に対して最適な経路を推薦する機能
を開発した．注文客の位置情報から最適な経路を発見す
るという問題は，組み合わせ最適化問題である巡回セー
ルスマン問題 (TSP; Traveling Salesman Problem)[3]と
して考えることができる．本研究では，TSPを解く手
法として，ソフトコンピューティングの手法で，TSP

のような組み合わせ最適化問題に適用されているアリ
コロニー最適化 (ACO; Ant Colony Optimization)[4]を

(a) 商品の詳細 (b) 個人情報の入力

図 4. 商品の注文

用いた．Androidスマートフォンを用いているため，計
算した経路を Googleマップ上に描画することでナビ
としても利用できる．

A. アリコロニー最適化
アリコロニー最適化 (ACO)とは生物のアリの群れ

がエサを探しまわる行動を模倣したアルゴリズムであ
り，郡知能の 1つの手法として知られている．ACOの
人口アリは，経路上に撒かれているフェロモンと呼ば
れる物質の濃度に応じて，確率的に経路の選択を行う．
エサを発見すると高い濃度のフェロモンが分泌される
ため，探索が進むにつれて，巣とエサ間の経路のフェ
ロモン濃度が高くなり，最短経路を発見することがで
きる．本研究では，アリコロニー最適化の中でも，局
所的な解だけでなく大域的な解を探索できるMax-Min

Ant System(MMAS)による手法 [6]を用いた．

B. 実験結果
現在，お買い物アプリはリリース前であり，実際の

購入客のサンプルがない．そこで，Androidアプリケー
ション「ひろしま観光マップ」[7]で，広島市内に投稿
されたデータの位置情報をサンプルデータとして用い
て，アルゴリズムの有効性を検証した．なお，MMAS

はAndroid端末上で実行可能なように開発した．使用
した Android端末は Nexus7 2013である．
図 5 は，広島市西区の 47 個のサンプルに対して

MMASを適用した結果，得られた経路を GoogleMap

上に描画したものである．地図上に表示されているア
イコンは各サンプルである．図 5から，ほぼ最適な経
路を推薦できていることが分かる．また，その計算時
間も約 2秒であり，それほどストレスにならないと考
えると，提案手法は有効であると考えられる．



図 5. 実験結果 (広島市西区，サンプル数 47)

(a) 全体

(b) 広島市中心部のみ

図 6. 実験結果 (広島市，サンプル数 252)

一方，図6は，広島市内の252個のサンプルに対して
同様の実験を行った結果である．図 6(b)のように，全
体を見ると，概ね無駄がない経路に見えるが，図 6(b)

のように，局所的には無駄な経路が多くあった．サン
プル数が多くなると最適な解を導けないことが分かっ
た．このことから，実際に適用する際には，特定の区
域ごとに販売ルートを分割する必要があり，町村ごと
の適用が好ましいと考えられる．

V. おわりに
近年の高齢化に伴い，中山間地域など，過疎化が進

んでいる地域において日常の買い物に苦労している買
い物難民が増え，深刻な問題になっている．このよう
な問題に対して，各地方自治体や商工会は買い物難民
支援のための様々な取り組みを行っている．しかしな
がら，ニーズはあるものの，サービスを実施する事業
者の採算性がとれないことから，継続的に実施できな
いでいる．
本研究ではAndroidスマートフォンを用いた移動販

売支援システム「お買い物アプリ」(試用版)を開発し
た．開発したシステムでは，仕入れたばかりの新鮮な
商品など，店舗情報を買い物客や SNSにリアルタイム
に送信することができる．また，Googleによって提供
されているストレージサーバを用いているため，サー
バ構築にかかるコストを削減でき，導入が容易なシス
テムになっている．さらに，移動販売における最適経
路をACOを用いて求めた．サンプル数が少ない場合は
最適な経路を発見できることが分かったが，サンプル
数が多くなると最適経路を発見できないことが分かっ
た．今後は，遺伝的アルゴリズムなど，ACO以外のア
ルゴリズムについて性能を検証する．また，開発した
システムをニーズに合わせて過疎地域に導入し，実証
実験を行う必要があるだろう．
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