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企業経営において、物流コストの削減は大きな課題の1つである。特に昨今のよう
な経済状況においては、部分的ではなく、輸配送全体を俯

ふかん

瞰したドラスティックな
施策の実行が必要である。しかし、輸配送全体を俯瞰する大規模な施策については、
その効果を定量的に評価できず、実施を判断しきれない場合が多い。そして、それ
に伴う経営判断の遅れが企業に致命的なダメージを与えかねず、迅速な意思決定が
重要となっている。
富士通総研（FRI）では、物流分野において、シミュレーション技術を活用した意
思決定支援コンサルティングを数多く実施してきた。この高度なシミュレーション
技術を活用することにより、大規模な施策においても定量的な評価が可能であり、
施策の効果や複数の施策の優劣を明確にすることで、意思決定に係る時間を短縮す
ることができる。
本稿では、輸配送全体を俯瞰した施策の1つである物流拠点の立地の見直しにおけ
る意思決定支援コンサルティングの内容と、その裏付けとなるシミュレーション技
術について紹介する。
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シミュレーション技術が実現する経営判断根拠の精緻化
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ま　え　が　き

昨今の不況のあおりを受け、企業は徹底したコ
スト削減の必要性に迫られている。そのような状
況下、物流コストは、依然として販売費や一般管
理費の大きな割合を占めており、その削減は企業
の最重要課題の1つとなっている。中でも、輸配送
に係るコストは、物流コストの50%～ 60%を占
めており、その注目度は高い。また、輸配送コス
トの削減は、即ちCO2排出量の削減にもつながり、
コストと環境の両側面からの効果を得ることがで
きるため、輸配送コストの削減ニーズは急速に高
まっている。
輸配送に係るコストを削減するための施策は、
様々であるが、現在のような経済状況の先行きに
更なる不安を感じる現況下では、部分的ではなく、
輸配送全体を俯瞰したドラスティックな施策の実
行が必要である。物流拠点の立地の見直し、モーダ
ルシフトの推進などがその代表例である。ただし、
輸配送全体を俯瞰した施策の実行は、多大なリス
クを伴うため、効果の確実性の見極めが重要となっ
てくる。その見極めには、膨大なデータを分析・
評価することが必要であり、人手では定量的な評
価が難しく、現場担当者の経験や勘、または条件
や情報量を絞った簡易的な計算にならざるを得な
いのが現実であるが、それでは意思決定の絶対的
な根拠にはなり得ないことは言うまでもない。

FRIでは、物流分野において、シミュレーション
技術を活用した意思決定支援コンサルティングを
数多く実施している。高度なシミュレーション技
術を活用して算出された定量的評価は、輸配送にお
ける意思決定のための絶対的な根拠となるもので
ある。また、定量的な評価により、施策の効果や
複数の施策の優劣が明確になるため、意思決定に係
る時間を大幅に短縮することが可能となる。具体
的な適用内容は、「業務改善を行った場合の効果を
明確にすることで実行判断の支援をする」、「複数
の施策に対する効果を数値化することで比較評価
の支援をする」、「新規業務に係るコストを把握す
ることで参入の可否判断を支援する」などである。

物流拠点の立地における意思決定支援

物流現場では、昨今の経済状況により急激な物
量の減少が発生しており、そのため倉庫の利用率
や輸送車両の積載率の低下などが大きな課題と
なっている。このような課題に対して、輸配送全
体を俯瞰し、戦略的に解決するための施策の1つと
して、物流拠点の立地の見直しが挙げられる。例
えば、倉庫の利用率や車両の積載率の改善には、
倉庫や物流センターの統廃合が有効である。ただ
し、物流拠点の統廃合にもいろいろあり、図-1の
ように物流拠点を2ヶ所から1ヶ所にする場合でも、
どちらかの拠点を廃止するべきか、両方の拠点を
廃止して新たに拠点を建設すべきか、最も効果的
な施策を判断する必要がある。
物流拠点の立地の見直しを行い、物流拠点を適
切な位置に建設することで、物流の効率化が図れ、
輸配送コストや輸配送に係る距離を削減できる。
更にはCO2排出量の削減効果も期待できる。その
ため、物流拠点の見直しは、多くの企業にとって
重要な経営課題となっているが、定量的に分析・
評価する方法は確立されておらず、大半は定量的
な根拠を持った意思決定がなされていないのが現
実である。
物流拠点の見直しについては、新規に拠点を建
設する場合よりも、拠点の移設や統廃合の場合の
方がより大きなリスクを伴うため、意思決定が困

図-1 物流拠点の見直し例
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難である。
例えば、複数の物流拠点を統合して、新規に物
流拠点を建設する場合は、まず、候補地（地域）を
列挙し、その中から適切な建設場所を決定する。
そして、輸配送や現場オペレーションに関する実
地検証を行うのが一般的な手順である。物流拠点
の建設場所の選定には、輸配送コスト、必要在庫量、
キャパシティ、オペレーションの実行性などを考
慮する必要がある。しかし、これらの厳密な試算
ができておらず、無駄に広い敷地の確保や、必要
以上に都心に近く地価の高い場所の選定が行われ
ているのが現実である。物流拠点の見直しについ
ての施策を評価する際に、最も重要なのが輸配送
に関する評価である。在庫量やキャパシティなど
は輸配送ネットワークが決定することで、初めて
試算が可能となるものであり、輸配送ネットワー
クの設計が疎

そろう

漏であれば、その後の試算は全て不
正確なものになってしまうからである。とは言え、
輸配送に関する評価は、様々なパターンを比較評
価する必要があり、厳密な評価が困難である。
このような現状を踏まえて、FRIにおける物流
拠点の見直しに関する意思決定支援コンサルティ
ングでは、特に輸配送に関する評価に注力してお
り、高度なシミュレーション技術を活用して、よ
り厳密な数値評価を行っている。
その成果例を紹介する。あるお客様で、仕分け
作業を行うための物流ハブを外部に設けるべきか
どうかの経営課題に取り組んだ際には、既存の物
流拠点を活用し、更に新規に物流ハブを設けた方
が、現状に比べて輸配送コストが6%、CO2排出量

が12%削減できることが分かり、新規に設けた物
流ハブの維持費を差し引いても、十分コストの削
減が図れることが分かった。
また、当初、有力と考えられていた施策が、想
定していたよりもコストやCO2排出量の削減効果
が低いことが分かり、逆に有力視されていなかっ
た別の施策の効果が大きかったため、その施策に
対する実証実験や導入検討が進められた例もある。
このように、実施を躊

ちゅうちょ

躇していた施策の効果が明
確になり、意思決定に貢献することはもちろん、想
定とは異なる現実が明らかになることも多々ある。

数値シミュレーションとは

物流拠点の立地の見直しにおける、数値シミュ
レーションは、物流拠点の立地シミュレーション
と、配送ルートシミュレーションを組み合わせる
ことで、より具体的なシミュレーション結果を提
供するとこができる。
物流拠点の立地シミュレーションは、配送先の
分布状況と需要量などから、効率的な物流拠点の
建設数とその位置、更に各拠点の担当エリアを求
めるものである。現場担当者の経験や勘、または
条件や情報量を絞った簡易的な計算によるものと
は違い、厳密なシミュレーションを行うことで、
信頼性の高い数値結果を提供できる。配送ルート
シミュレーションとは、物流拠点から複数の車両
が複数の配送先を巡回して荷物の配送などを行う
際に、どの車両がどの配送先をどういう順番で巡
回すれば効率的かを求めるものである。これらの

図-2 拠点立地シミュレーション結果イメージ

現状の4拠点よりも
5拠点にした方が
効率的である。

拠点立地（現状） 拠点立地（最適）
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シミュレーションを組み合わせることで、物流拠
点の立地シナリオに対する配送車両の台数などを
算出することができ、日々の運用までを含めたよ
り具体的なシミュレーション結果をもたらすこと
ができる。
これらのシミュレーション技術は、実際にシス
テムとしてお客様に提供しているものであり、よ
り現場運用に近いレベルでのシミュレーション結
果を提供することが可能である。更に、2地点間の
移動距離に関しては、直線距離ではなく、カーナ
ビでも利用されているデジタル道路地図からの道
なりの移動距離と時間を利用しており、より現実
的なシミュレーションが可能となっている。シミュ
レーション結果は、数値のみではなく、地図上に
表現することも可能であり、「見える化」による視
覚的判断も容易に可能なため、お客様の意思決定
に貢献できる。
物流拠点の立地シミュレーションと配送ルートシ
ミュレーションの結果イメージを図-2、図-3に示す。

拠点立地シミュレーション

拠点立地シミュレーションでは、物流センター
や物流ハブなどの拠点の効率的な建設位置をシ
ミュレーションする（図-4）。先に述べたように、
配送先の分布状況と需要量などから、効率的な建
設拠点数とその位置、更に各拠点の担当エリアを
求めるものである。また、単純に物流センタから
配送先に荷物を配送する場合の物流センタの立地
や、工場から物流ハブを経由して配送先に荷物を
運ぶ場合における物流ハブの立地のシミュレー

図-3 配送ルートのシミュレーション結果イメージ

ルート図配送ルート結果

必要車両台数や走行距離などが算出され、地図上にルートが表示される

道なりルート

図-4 物流センターと物流ハブ
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ションなど、さまざまな物流形態に対応すること
が可能である。
問題を解決するためには、物流拠点の固定費、
キャパシティ、配送先の需要量、物流拠点と配送
先間の道なり移動距離、輸送に係るコストなどを
考慮する必要がある。これら全ての条件を考慮し
て、数多くのパターンを評価することは、人間の
手計算では非常に困難である。FRIでは、このよ
うな組み合わせ最適化問題に対して、メタヒュー
リスティック解法という技術を用いることで効率
的に解決している。メタヒューリスティック解法
とは、膨大な量の組み合わせパターンから効果的
な組み合わせを効率よく見つけ出すための代表的
な手法である。
●	 シミュレーションパターンの例
拠点立地シミュレーションでは、以下のような
シミュレーションが可能である。
①物流拠点のあるべき立地場所
既存の物流拠点を無視して、適切な物流拠点の
数、配置、テリトリをシミュレーションする。
②新しい物流拠点の立地場所
新規に物流拠点を建設する場合にどこに新規物

流拠点を建設すべきか、また、既存の物流拠点と
の担当テリトリの割り振りをどのようにすべきか
をシミュレーションする。
③既存の物流拠点の統廃合
拠点の統廃合を行う場合にどの拠点を廃止すべ
きか、拠点廃止後の各拠点の担当テリトリはどの
ようにすべきかをシミュレーションする。また、
既存の物流拠点の内、何拠点かは残して、その他

に必要となる物流拠点の数、配置と既存の物流拠
点を含む各物流拠点のテリトリのシミュレーショ
ンも可能である。
④既存の物流拠点の担当テリトリ
既存の物流拠点の配置は変更せずに、それぞれ
の物流拠点の担当テリトリをどのようにすべきか
をシミュレーションする。
●	 シミュレーションに必要なデータ
拠点立地シミュレーションに必要な情報は、工
場情報、拠点情報、配送先情報、需要情報である。
表-1に必要情報の詳細を示す。

配送ルートシミュレーション

配送ルートシミュレーションでは、地域内の効
率的な配送ルートをシミュレーションする。物流
拠点から複数の車両が複数の配送先を巡回して荷
を配送する時に、どの車両がどの配送先をどうい
う順番で巡回すれば効率的かを求めるものである。
配送のみではなく集荷（ミルクラン）や集荷先から
配送先への移送といったモデルをシミュレーショ
ンすることも可能である。
配送ルートシミュレーションでは、車両の最大積
載量、荷量、指定配送時間、配送先間の道なり移動
距離・移動時間、荷物の積降作業の時間などを考慮
する必要がある。車両数や配送先数が増えるとその
組み合わせ数は爆発的に増加し、こちらも人間の力
では答えを算出することは非常に困難である。この
問題についても、メタヒューリスティック解法を用
いることで効率的に解決を図っている。
●	 シミュレーションパターンの例
配送ルートシミュレーションでは、以下のよう
なシミュレーションが可能である。
①現状配送ルートの効率化
現状配送ルートを人間が組んでいる場合は、人
間が組んだ実績とシステムが組んだ結果を比較検
証することができる。
②新規業務における必要車両台数（コスト）
新規業務の獲得において、想定される荷量など
からどれくらいの車両台数が必要となり、どれく
らいの配送コストが必要となるかのシミュレー
ションを行う。

表-1 立地シミュレーションに必要な情報
種類 内容 項目内容
工場
情報

生産工場など荷物の出荷元の情報
（工場から物流ハブを経由するモデ
ルの場合のみ必要）

住所

拠点
情報

物流拠点（物流センタ、または物
流ハブ）の情報
既存の物流拠点の情報と建設予定
の物流拠点の情報

住所、固定費、
キャパシティ
など

配送先
情報

配送先の情報 住所

需要
情報

各配送先の需要情報
単純に配送先の需要量、または、ど
の工場からどの配送先にどれだけ
の需要があるかの情報

需要量、出荷
元、配送先
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③他の荷物（荷主）との共同配送
他の荷物（荷主）との共同配送を実施すると、ど
れくらいのコストメリットがあるかのシミュレー
ションを行う。
④納品時間を見直した場合
指定された納品時間の制約が緩和された場合、
どれくらいのコストメリットがあるかのシミュ
レーションを行う。
⑤帰り便を活用して配送と集荷業務を混載した場合
帰り便を活用した場合にどれくらいのコストメ
リットがあるかのシミュレーションを行う。
⑥物流拠点間における車両の共有化
物流拠点間で車両を共有して効率化を図るとど
れくらいのコストメリットがあるかのシミュレー
ションを行う。
●	 シミュレーションに必要なデータ
配送ルートシミュレーションに必要な情報は、
拠点情報、配送先情報、車両情報、荷物情報である。
表-2に必要情報の詳細を示す。

む　　す　　び

本稿では、拠点立地シミュレーションと配送ルー
トシミュレーション技術を活用した、物流におけ
る意思決定支援コンサルティングについて紹介し
た。FRIでは、その他にもモーダルシフトや生産

計画など、様々な場面でシミュレーション技術を
活用した意思決定支援が可能である。
例えば、有効と考えられる施策があっても、そ
の効果が定量的に試算されていない場合は、意思
決定者の説得が難しくなかなか実施には辿り着け
ない。また、多数の施策がある場合、それぞれの
施策を定量的に評価できないと優先順位を付ける
ことができず、どの施策から実施するべきかの意
思決定ができない。このような場合、厳密なシミュ
レーションによる客観的数値評価は、意思決定の
ためのゆるぎない根拠となる。これは、企業にお
ける意思決定プロセスにおいて、大幅な時間短縮
を実現するものである。また、シミュレーション
技術は、経営層による意思決定の根拠のみならず、
現場の計画業務の支援など、様々なシーンでの活
用が可能である。
今回紹介した意思決定支援コンサルティングは、
様々な業種に適用可能である。運輸業、倉庫業は
もちろんのこと、メーカーなどの荷主の物流部門、
物流を含めた仲介を請け負う商社などである。ま
た、物流分野のみならず、その他の分野において
も応用が可能である。例えば、訪問介護拠点や企
業の営業拠点の立地や巡回ルートなどにも応用で
きる。
今後、このようなシミュレーション技術を活用
した意思決定支援コンサルティングを分野にとら
われずに拡大していくことで、より多くの企業に
貢献していきたいと考える。
本コンサルティングを活用頂ければ幸いである。
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表-2 配送ルートシミュレーションに必要な情報
種類 内容 項目内容
拠点
情報

物流拠点の情報 住所

配送先
情報

配送先（集荷先）
の情報

住所、配送可能時間、作業時間、
接車制限など

車両
情報

車両の情報 車両サイズ、最大積載量（重
量 ･体積）、使用可能時間など

荷物
情報

荷物の情報 出荷元、配送先、荷量（重量・
体積）、指定納品時間など

コンサルタント論文集2011.indb   81 2010/10/29   10:18:56




