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Abstract

This paper presents a consideration on methods and techniques for optimal transporting and distributing of

logistics.  In Chapter 1, several papers and books of logistics are considered, in which there are formulations

and methods for optimizing, techniques for physical distributing systems, and software for solution methods.

In Chaper 2, examples of network transportation are shown and solved, and furthermore some comments are

described.  In Chaper 3, for a truck, a packing problem according to values of products is solved by the

technique for continuous knapsack problem.

第１章　まえがき

ロジスティクスとは，元々「兵站」であり，軍隊における武器・食糧などの補給を意味する。

最近では，商品・製品に係わる調達・生産・輸送・販売・配送といった供給過程だけではなくて，

商品・製品の使用段階から，更には使用後の回収・再生・廃棄過程までを含んだ「商品・製品の

ライフサイクル」のすべてを意味する概念に発展している［1］。ロジスティクスの物流活動には，

「輸送・保管・荷役・包装」の四つの基本機能があり，更に物流加工と情報の共有がある。

配送とは，顧客に必要な品物を，指定された日時までに確実に届ける輸送活動である。輸送と

配送の異なる点は，メーカーが工場から配送センター（デポ）を経由して顧客に商品を届ける場

合に，工場と配送センター間は輸送であり，配送センターから顧客までは配送である。すなわち，

メーカーが工場から配送センターを経由して顧客に商品を届ける場合には，工場と配送センター

間は輸送であり，配送センターから顧客までは配送と区別されている。

近年，サード・パーティやメーカーの大手企業などにおいて，自動配車システムなどを導入す

る動向がある。輸送及び配送を「組合せ最適化問題」として取り扱うために，専門的なアルゴリ

ズムの研究を行い，それをソフトウェアとして製品化している。

アルゴリズムのための最適化手法［2］には，最適化のために幾つかのプログラム［3］が提供され

ている。方法論［2］として，線形計画，非線形計画，スケジューリングのための分枝限定法（分岐

限定法）などの組合せ最適化，最短経路問題・最大フロー問題・最小コストフロー問題などのネ
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ットワーク最適化がある。

近年研究が盛んであるメタヒューリスティクス（メタ戦略，メタ解法）には，初学者向けの解

説［4］がある。組合せ最適化のための効率的な近似解法として，遺伝アルゴリズムやアント法など

の進化型計算法，アニーリング法，タブー探索法などがある。近似解法の基本戦略として，局所

探索法（山登り法，近傍探索法），多スタート局所探索法，反復局所探索法があり，巡回セールス

マン問題には最近近傍法がある。

従来から，このような輸送・配送のためのアルゴリズムの研究がある。輸送問題には，線形計

画法を基にしたネットワーク輸送の解法［5, 6, 7］がある。配送には，複数の配送先を一度に回って

走行距離を節約（セーブ）するセービング法や，配送はデポを中心にして周辺を左（または右）

回りに順番に巡回するスウィープ法など，物流システムのための技法［8］がある。

ロジスティクスのモデリング［9, 10］については，施設の配置とそれに伴う輸送費用を最小化する

施設配置問題［11］，配送先を全て一巡する巡回セールスマン問題［12］の定式化及びその解法が提案

されている。

ソフトウェアについては，数理計画システムMPS（Mathematical Programming System）があるが，

近年本格的な数理計画ソルバー［13, 14, 15］が開発されている。このソフト［15］では，整数変数は実数

値に緩和した「線形緩和問題」を作成して，（シンプレックス法などの）線形計画法によってこの

実数最適解を最初に求めて出力している。（この実数値を四捨五入して整数値に「丸める」と，最

適解（Optimal solution）が得られることがある。）この後で，整数値の最適解を求めるために長時

間の計算が必要となる場合には，計算を途中で打ち切って実行可能解を得ることができる。この

実行可能な「最良解」（Best solution）は，打切った時点までに得られた整数実行可能解の内で，目

的関数値が最も良い解である［15］。システムからのメッセージは，（is, areなどの）be動詞や，（a,

theの）冠詞が省略されているので，注意が必要である。（例えば，Optimal solution found. は The

optimal solution is found. である。）

本論文では，ロジスティクスのための最適輸送・配送に関する考察を行う。第2章では，ネット

ワーク輸送問題と，その特殊型であるヒッチコック輸送問題の例題を考察する。第3章では，トラ

ックへの積込みについて，荷物の価値を基にした荷物の積込決定問題のための近似解法を考察す

る。第4章はあとがきである。

第２章　最適輸送

輸送の計画［5, 6, 7］を策定する際に，図１のような問題を考える。これにより，生産地から消費

地までの輸送量を決定する。この図において，A，Bは同一生産物の生産地であり，生産量はそれ

ぞれ s１，s２とする。P，Q，Rは消費地であり，消費量はそれぞれd１，d２，d３とする。A，Bか

らの輸送の単価は，それぞれ，Ｐへはc１とc２，Qへはc３とc４，Rへはc５とc６とするときに，総

輸送費を最小にするような輸送計画を立てる問題である。一般に生産量の総和は，消費量の総和

以上とする。すなわち

（1）

これはヒッチコック輸送問題である。これを線形計画問題として解けば，輸送費を最小にする
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ことができる。この例題では，AとBからの輸送量は，Pへはx１とx２，Qへはx３とx４，Rへはx５

とx６と表して，次のように設定する。

（ c１ c２ c３ c４ c５ c６）＝（ 6 8 7 5 10 6）

（ s１ s２）＝（ 200 100）

（ d１ d２ d３）＝（ 90 130 50）

この例題１は次のように定式化される。

目的関数 （2）

制約条件　　　　　x１＋x３＋x５ ≤ s１ （3）

x２＋x４＋x６ ≤ s２ （4）

x１＋x２＝d１ （5）

x３＋x４＝d２ （6）

x５＋x６＝d３ （7）

x i ≥ 0 i＝1，2，…，6 （8）

この例題１の最適値（最適解の目的関数値）は1650であり，そのときの変数 x の値は次のとおり

である。

（ x１ x２ x３ x４ x５ x６）＝（ 90 0 80 50 0 50） （9）

次に，輸送路で構成されたネットワークの構造を考える。図2のネットワーク輸送問題において
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図１　ヒッチコック輸送問題



は，ノードは地点を，ブランチは輸送路を表している。生産地A，Bはノード1，2として，消費

地P，Q，Rはそれぞれノード6，7，8とする。ノード3，4，5は経由地点である。消費地の需要を

満たすためには，どのような輸送ルートにすれば，輸送費の総額が最小になるかという問題であ

る。この際に各経由地点の間は，交互に輸送路［5］があるとして，どちらの方向でも輸送費は同じ

であるとしている。ノード i からノード jへの輸送量 x i j（ ≥ 0）は，地点 i から jへの輸送であり，

x i jの輸送単価を c i jとすると，この例題2の最小化問題は以下のように定式化される。

目的関数 （10）

制約条件

ノード１：x13 ≤ s１ （11）

ノード２：x23＋x24 ≤ s２ （12）

ノード３：x13＋x23＋x43＋x53＝ x34＋x35＋x36＋x37 （13）

ノード４：x24＋x34＋x54＝ x43＋x45＋x48 （14）

ノード５：x35＋x45＝ x53＋x54＋x56＋x57＋x58 （15）

ノード６：x36＋x56＝ d１ （16）

ノード７：x37＋x57＝ d２ （17）

ノード８：x48＋x58＝d３ （18）

x i j ≥０　　（ i  j）∈Ω （19）

ここで集合Ωと c i jは，次式で定義される。

Ω＝{（1 3）,（2 3）,（2 4）,（3 4）,（3 5）,（3 6）,（3 7）,

（4 3）,（4 5）,（4 8）,（5 3）,（5 4）,（5 6）,（5 7）,（5 8）} （20）

（ c13 c23 c24 c34 c35 c36 c37 c43 c45 c48 c53 c54 c56 c57 c58）
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＝（ 3 5 2 5 4 3 4 5 2 4 4 2 6 1 3）

また変数 xは

x＝（ x13 x23 x24 x34 x35 x36 x37 x43 x45 x48 x53 x54 x56 x57 x58） （21）

である。この例題2の最適値は1650となり，例題１と同じ値となる。このときの零でない x i j の値

は次のとおりである。

（ x13 x24 x36 x37 x45 x48 x57）＝（ 170 100 90 80 50 50 50）

この例題2において経由地点のノード3，4，5には，ブランチの輸送量 x ijに上限 u ijを設けた例

題3では，次のような制約式を追加することになる。

x i j ≤ u i j （ i  j）∈Γ＝{（3 4）,（3 5）,（4 3）,（4 5）,（5 3）,（5 4）} （22）

この例題３において

u i j＝40 （ i  j）∈Γ （23）

とすると，ノード4から5への輸送量は50から40へ変更となる。この最適値は1670であり，この

ときの零でない x i jの値は，次のとおりである。

（ x13 x24 x36 x37 x45 x48 x57）＝（ 180 90 90 90 40 50 40）

更に，例題4において，災害などによってノード４と５の間で輸送不可能になったケースを考え

る。この場合には，次の制約式

x i j ≤ u i j＝ 0 （ i  j）∈{（4 5）,（5 4）} （24）

を加える。この結果，生産地Aからノード1，3，7の経路で20，生産地Bからノード2，3，7の経

路で20，合計40だけ輸送量が増える。この最適値は1790であり，このときの零でない x i jの値は

次のとおりである。

（ x13 x23 x24 x36 x37 x48）＝（ 200 20 50 90 130 50）

第３章　ナップサック問題

ナップサック問題は，総重量が与えられた値以下という制約の下で，評価値の和を最大にする

ように品物を選択する問題である。これは，運送するトラックに積む荷物を決定する問題に適用

される。

線形計画問題において，変数が整数値をとるという制約があれば，整数計画問題（integer

programming problem）と呼ぶ。次のナップサック問題（knapsack problem）は，制約条件が一つ，

また，すべての変数が０－１変数であるという特徴をもつ整数計画問題である。

目的関数 （25）

制約条件 （26）

xj＝ 0あるいは1， j＝1，2，…，n （27）

ただし，係数 cj，aj，bはすべて正整数とする。

係数 ajを物品 j の重量，cjをその価値とすると，総重量が b以下という制約の下で，価値の和を

最大にするように品物を選択して（ xj＝ 1ならば品物 jを選ぶ， xj＝ 0ならば選ばない）荷送トラ
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ックに詰めるという問題である。ここで（25）～（27）式の定式化において cj，aj ＞ 0の仮定は一般性

を失わない。

ナップサック問題が困難であるのは，変数が整数値をとるからである。しかしながら，変数が

実数値をとるとして，次のような連続ナップサック問題（continuous knapsack problem）［3］とする

と最適解を簡単に求めることができる。

目的関数 （28）

制約条件 （29）

0 ≤ xj ≤ 1， j＝ 1，2，…，n （30）

解の導出法を説明するために，必要ならば添字の順序を並べ替え，

c１/ a１ ≥ c２ / a２ ≥ … ≥ cn / an （31）

を仮定する。cj / aj は品物 j の単位重量あたりの価値を示すので，この値が大きなものから順に選

択してみる。実際，添字の rを

（32）

という性質によって定めると，

（33）

は問題（28）～（30）の最適解である。

最適解である理由はつぎのように説明できる。いま，ある最適解 x0において，j１＜ rと j２＞ rに対し

（34）

が成立しているものとすると，

（35）

（36）

によって定義される新しい解 x 'jも最適解であることを，（31）式を用いて容易に示すことができる。

証明は以下のとおりである。
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である。すなわち， x 'j１ ＜1， x 'j２ ＝ 0となる。

のどちらの場合でも，0 ≤ xj１，xj２ ≤ 1 の制約条件式を満たす。総重量 b の制約式について

は， xj１とxj２ に対する変化分は

となるので，制約条件式は満足したままであり，違反はしない。この二つの変数 xj１と xj２ の変化

に対して目的関数の変化量は，

となって大きくなる。（等式の場合は変化しない。）

この操作を次々と続ければ（33）式の解が得られるので，最適解であることが証明できる。

第４章　あとがき

ロジスティクスにおける物流システムとは，企業活動における諸機能，すなわち購入・生産・

販売活動にともなう物的流通の効率化を追求している。また，物流システムは，情報システムと

作業システムからなっている。情報システムは，企業活動における購入・生産・販売のシステム

と有機的に連携しながら，受注から出荷までの情報活動を円滑にして，物流の作業用システムを

効率化させている。

ユビキタス・ネットワークの時代において，活躍が期待されているのがRFID（Radio Frequency

Identification）技術である。一般には無線タグまたはＩＣタグと呼ばれており，ＩＣチップを埋め

込んだ電子荷札である。

近年，CALS（Continuous Acquisition and Life-cycle Support）（デジタル化された情報をシステム

相互で共有した，企業活動全体の合理化及び効率化）が重要となっている。これにより，合理的

で無駄のない企業，いわゆる，組織統合化された企業（Enterprise Integration）が実現されることに

なる［10］。
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