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ユニットハウスレンタル事業の配送計画
森戸　晋

キーワード：レンタル事業，ユニットハウス，配送計画，出荷，引取，回転，組合せ最適化，列生成法

� �
本稿は，弘田 卓也さんによる 2014年度，原 健
人さんによる 2015年度早稲田大学創造理工学研
究科に提出された修士論文をもとに加筆修正した
ものです．

� �

1. 問題の簡単な説明と得られた結果

配送トラックのスケジューリングはさまざまな事業
所で計画担当者を悩ませる日常業務の一つです．この
研究は，建設現場やイベント会場，被災地などで用い
られる仮設のユニットハウスをレンタルする企業の配
送計画の作成を最適化手法を用いて行うという取り組
みです．配送スケジュールの作成にあたっては考慮し
なければならない要因が多数存在する一方，低コスト
の計画を立てる必要があります．
レンタル事業の配送を扱うので，貸し出すハウスを

顧客に届ける出荷と，レンタルを終了した顧客から持
ち帰る引取という 2 種類の配送があり，できるだけ，
出荷した後に引取を行って戻れば，コスト削減につな
がります．したがって，このレンタル企業の配送は出
荷と引取のある配送計画という位置づけになります．
この研究では，この問題を最適化問題として定式化し，
これを列生成法と呼ばれる最適化手法を利用すること
によって，短時間で，そこそこよい解を算出すること
に成功しています．

2. 問題の設定と考え方

本研究では，複数のデポ（配送拠点）の一日の配送計
画を考えます．配送車の積載能力は，最多でもハウス
5棟で，分解した状態でも 1台の配送車に 1棟しか運
べない品種も少なくありません．配送車がデポを出発
して製品を出荷・引取を行ってまたデポに戻るまでを
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回転と呼びますが，積載能力が限られているため，一
般に配送車は一日に複数回の回転を行います．
1. 出荷・引取の 2種類の配送が存在
2. 引取後の出荷を禁止
3. デポごとに取り扱える品種が相違
4. 各配送車の発着は同一のデポ
5. 複数品種の製品が存在し，品種ごとに需要が存在
6. 配送量が 2以上の場合，複数のデポまたは複数の
配送車で分割して配送可能

7. 顧客には一般に出荷／引取の時間枠が存在
8. 配送車には大型と小型の 2車種があり，デポごと
に各車種の使用可能台数の上限が所与

9. 配送車の積載容量は車種ごと，品種ごとに所与
10. ハウスは分解状態または組立状態で出荷可能で，
組立状態の場合の配送車の積載容量は 1棟

11. 各配送車は 1品種のみ積載可能で，混載禁止
12. 各配送車の回転は最大 3回転まで
以上の条件を考慮し，総配送費用を最小化する配送

経路を求めます．一般に，配送車の一日のスケジュー
ルは 1回転のルートを組み合わせたものとなります．
この企業では，複数の配送業者を利用して配送を行っ

ており，配送業者と当該企業の間で，特有の配送費用
計算方式が用いられており（詳細は [1]参照），この研
究では，実際の計算方式に基づいて算出される総輸送
費用の最小化を図ります．
1 回転で訪問できる顧客数の上限や出荷・引取の順

序制約があるため，1回転ルートは以下の 5種類に限
定されます．
・デポ→出荷顧客→デポ（ピストン輸送）
・デポ→引取顧客→デポ（ピストン輸送）
・デポ→出荷顧客→引取顧客→デポ
・デポ→出荷顧客→出荷顧客→デポ
・デポ→出荷顧客→出荷顧客→引取顧客→デポ
求解にあたっては，1回転ルートの数に限りがあるこ

とに着目して，あらかじめ，考えらえるすべての 1回
転ルートをデポごとに列挙するという考え方を採用し
ます．一般に，1 回転ルートを組み合わせたものが配
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表 1 三つの方法による配送スケジュールの比較

データ 下界値保証 高速化 担当者のデポ割り付けに基づく結果
アルゴリズム アルゴリズム デポごとに最適化

No.
総費用 下界値 GAP CPU 総費用 l GAP CPU 総費用 改善率 1 改善率 2

（円） （円） (％) （秒） （円） (％)*1 （秒） （円） (％)*2 (％)*3

1 2,867,500 2,863,880 0.13 7,668 2,963,000 3.46 29 3,116,500 7.99 4.93

2 3,011,500 3,010,000 0.06 839 3,082,500 2.41 16 3,185,500 5.45 3.23

3 2,449,500 2,445,500 0.10 2,229 2,628,000 7.46 12 2,644,000 7.40 0.60

*1 下界値保証アルゴリズムの下界値を用いて算出
*2 下界値保証アルゴリズムと担当者のデポ割り付けに基づくデポごと最適化の比較
*3 高速化アルゴリズムと担当者のデポ割り付けに基づくデポごと最適化の比較

図 1 ルートグラフ

送車の一日の配送スケジュールとなります．

3. 整数計画による定式化と列生成法

本研究では，デポごとの配送車の配送スケジュール
が与えられたとした場合に，総輸送費用を最小化する
には，ある配送スケジュールに何台の配送車を割り当
てればよいかを求める整数計画問題を考えます．
　最小化　総配送費用
　制約　　・各顧客に必要な台数の配送車を割当
　　　　　・割り当てる配送車の台数は，各デポ，
　　　　　　各車種の配送車台数制限内
しかし，候補となる配送スケジュールの数は膨大に

なるため，あらかじめ全列挙することは避け，すでに列
挙されている 1回転ルートを組み合わせて，必要に応
じて配送スケジュールを作る列生成法を用いています．
列，すなわち，スケジュールを生成する問題，つま

り，列生成子問題は，図 1に示すような 1回転ルート
を頂点（たとえば，0 1 2 0という頂点はデポ (0)から
顧客 1・2 をこの順番に訪問し，デポ (0) に戻るとい
う 1回転ルートを表現しています）とするルートグラ
フ [2]上で，始点 (Start)から終点 (End)までの（線
形緩和問題の被約）費用が負の経路を求めることに相
当します．
本研究では，列生成子問題の解き方に若干違いのある

下界値保証アルゴリズムと高速化アルゴリズムを提案
しています．下界値保証アルゴリズムは，以下の 3ス

テップによって（主）問題の線形緩和問題を最適に解
くため下界値が保証されます．一方，高速化アルゴリ
ズムは，求解の高速化を目的としてステップ 1, 2のみ
からなる解法で一般に下界値算出の保証はありません．
ステップ 1 全ノードから一定割合をコストの低い
順に選択し，残りのノードやそのノードに接続す
るアークをすべて削除したネットワークを作成す
る．回転数を 2回転までとして，このネットワー
クを用いてラベリング法により列生成子問題を
解く．

ステップ 2 被約費用が負の 1回転ルートを求める．
ステップ 3 回転数を 3回転までとし，ソルバーを
用いて列生成子問題を解く．

上の各ステップでは，被約費用が負の列が見つからな
い場合に次のステップへ進みます．

4. 結論

出荷と引取が存在し，複数回転が許されるレンタル
事業の複数デポ配送計画に対して，列生成法による二つ
の解法を提案しました．高速化アルゴリズムでは，最
大 30秒以内に実用に耐える解を算出しました（表 1）．
現在，この企業では，担当者があらかじめ，どのデ

ポに配送を担当させるか決めていますが，その割り当
ても最適化に委ねることにより，3％前後から最大 8％
程のコスト削減が見込めることも明らかになりました．

参考文献

[1] T. Hirota, S. Morito and K. Hara, “An efficient col-
umn generation heuristic for vehicle routing problem
with multiple use of vehicles in a rental business,”
Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and
Manufacturing, 10(3), JAMDSM0050, 2016.

[2] N. Azi, M. Gendreau and J. Y. Potvin, “An exact
algorithm for a vehicle routing problem with time win-
dows and multiple use of vehicles,” European Journal
of Operational Research, 202, pp. 756–763, 2010.

2016 年 10月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（13）647



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


