
特集・流通

流通問題における ORの役割

岩沢孝雄

本稿では，流通研究における ORの役割につい

て，現状と可能性，そして若干の展望を検討した

し、.

考えようによっては，流通問題とはなにか，を

定義することが困難だし， それだけにもっとも

OR的に接近することがふさわしくない領域のよ

うにも思われる.簡単にいってしまえば，生産と

消費の中間に発生する問題のすべてが流通問題だ

といえるが，それでは問題を定義したことになら

ないし， OR的接近もほとんど不可能であろう.

流通問題を研究する目的は，結局は効率的流通

体系とはなにかを明確にすることであるという議

論には反対できる理由はない.

しかし，一歩進んで，なにをもって効率と考え

るかということになると，流通そのものが社会的

な仕組みであるから，それを単純に時間最少とか

コスト最少とかで割りきることは困難になる.そ

のような“最小化"なり“最大化"が l つの基準た

り得るのは，生産，消費の状態が安定していて，

固定化された特定の状態が前提として与えられた

ときにかぎられるわけだが，現実的に発生する流

通問題は，生産，消費の状態が変化したときに発

生しているともいえるのである.もちろんそうは

いうものの， OR的手法・思考法が流通問題にま

ったく有効ではないということではないと思う.

これはいわば“ボヤキ"であるが，しかし一面真

実でもある.

とにかく，このような注釈を前もって述べずに
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はいられない事情をご理解いただきたい.

1. 典型的な流通問題

すでに述べたように，もともと流通問題を定義

することは困難であるにせよ，少なくとも OR的

視点からみれば，基本的にはいくつかの類型に問

題群を分類することは可能である.

1) 配分問題

流通とし、う言葉が一般化する以前，今日の流通

問題として一括される問題群の一部は，配給とい

う言葉で表現されていた.一定の配給可能な量が

あった場合，それを何人かに，いかに配給するの

がよいかと L寸問題である.もちろん，配給可能

量(以下供給量)が必要量以上であれば，問題はそ

れほど複雑ではないが，しかし，供給量が必要量

以下である場合には若干問題は複雑になる.

現実的には，必要量は単に量だけの問題ではな

く，必要度といったやや質的な要素で考えなけれ

ばならない場合が多いから，そうなると供給量が

やや過剰でも問題は複雑化する.特に生鮮食料品

のように必需性の高い商品の場合，それが必要な

ときになければ意味がないとし、う要素も加味して

考えると，単に量的なバランスだけでは，それが

均衡しても無意味だということになる.生鮮食料

品についてもう少し具体的に述べると，統計(年

間)ベースでは一応需給ノミランスはとれている.

しかし，短期的にはかなり大きな価格変動がある

ことも事実である.昭和48年末に発生した“物不
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足パニック"も，結局はこれと似たようなケース

である.

したがって，流通における配分問題とは，すべ

ての必要度が満しうるような配分を，一定の供給

量の制約のもとで実現すること，ということにな

る.これがつの類型に属する問題である.

2) ネ・y トワーク問題

流通におけるネットワークには 2 種類の意味が

ある.

i つは，もっとも典型的な物流問題である.貯

蔵・保管のための拠点(ノード)と拠点聞を結ぶ経

路(リンク)全体を対象とする物流ネットワークの

問題である.

もう l つは，取引拠点としての流通機関(業者)

とその取引経路からなる取引ネットワーグであ

る.問題を単純化しようとすれば，物流ネットワ

ークと取引ネットワーグを分離して問題を設定す

ることも可能ではあるが，現実的にはこの 2 つの

ネットワークを完全には分離できない.

拠点を対象とする場合， リンクの状態，たとえ

ば輸送経路(道路・鉄軌道・航路など)を前提とし

て与えた場合は最適配置問題，逆に拠点の位置を

前提として与えたときは最適経路問題になる.い

ずれの場合も，その目的変数を時間最小，コスト

最小など 1 つの変数だけで割りきることがむずか

しい.

取引ネットワーグの場合には，さらに目的変数

は決めがたくなる.それでも，流通は消費拠点と

生産拠点が変動しない場合にはまだ単純化が可能

であろう.しかしながら，生産拠点の変化はそれ

ほど大きくはないにしても，消費拠点の変化は，

たとえば昭和30年代以降の人口移動の状況をみる

と無視するわけにはいかない.さらに，もう少し

小地域，たとえば 1 つの都市に着目すると，都市

内の人口移動が特に小売業に大きな影響を与えて

いるのをみると，いっそう無視できなくなる.

流通活動は， あえて表現すれば取引活動があ

り，物流活動が実行されて完結するといえる.だ
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から物流活動が取引活動に影響されることはさけ

られないし，その意味でネットワークも完全に分

離して考えることが困難になる.

生鮮食料品の例をあげると，大都市に立地する

中央卸売市場に多くの荷物が集積され，そこで品

質・価格などの格づけが行なわれて，流通が行な

われる.だから，地方の産地ー→大都市中央卸売

市場一→地方市場といった転送による逆流も発生

することになる.

衣料品などは，糸生産地・布生産地・縫製加工

品生産地・消費地が，岐阜・大阪・福井・東京な

ど全国を半周することも十分起こりうる.

これは，拠点そのものが特定の消費地に対して

効率的に配置されているわけではなく，歴史的経

過の中で形成されて，それが消費地の変動と十分

対応していないことが大きな原因になっている.

このように考えてみると，流通におけるネットワ

ーク問題は，互いに独立でない複数のネットワー

グからなるトータルネットワークの“定義された"

(困難ではあるが)効率性をし、かに実現するかとい

う問題になる.これは，いまは取ヲ!と物流という

活動別のネットワークを考えてきたが，他方では

次のような問題も含めて考えられる.

というのは，卸売業にせよ小売業にせよ，製造

業と決定的に異なるのは“品揃い"ということで

あろう.特定商品の流通は商品別の流通として理

解されるが，卸・小売業段階では多数の商品が同

時に揃えられることになる.したがって，百貨店

とかスーパーをみれば明らかなように，多数の商

品別ネットワークが卸・小売業というノードで集

約化されることになる.

そうなると，さきに述べたトータルネットワー

グの効率性が重要になるわけである.このネット

ワーク問題は，生産地，消費地，さらに生産量，

消費量が与えられて，その上でさきに述べた配分

のポリシーが与えられ，そのポリシーの達成水準

を最大化するためのトータルネットワークのあり

方は，いかにあるべきかとし、う内容をもつことに
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なる.

3) システム問題

この問題は主として，生産者・流通業者・消費

者という垂直的に配列された各要素で、構成される

システムの特性を対象とした問題で、ある.実際に

!は各要素聞の関係は取引条件によって定義されて

いる.また，各要素は必ずしも全体としての効率

性を明確に認識して機能しているわけではなく，

それぞれが自己の利益原理なり価値基準に従って

行動している.そのような垂直的システムの特性

をいかに研究するかが手法上の関心としてある.

わが国の流通機構を特徴づける表現として，

“零細な企業が多数存在し，細く長いノ之イプを形

成している"が一般的に受け入れられている.だ

から，流通近代化とは個々の企業の規模を拡大し

て，太く短いパイプを作ることだというように認

識され，実際そのような方向で推進されてきたと

いえる.さらには“問屋無用論"まで，ある時期

には論議されたとし、う経過もある.

商業統計で卸売業販売高と小売業販売高を比較

すると，前者が後者の約 4 倍強に達する.卸売業

の販売価格<小売業の販売価格，流通量一定とし

て単純に考えると非常に不思議な現象になる.し

たがって，この結果を合理的に説明しようとする

と

生産者一→卸売業者τコ卸売業者一→小売業者

とし、う図式を考えざるを得ない.

いってみれば，卸売業者閣の“仲間取引"が相

当活発に行なわれていることがないと，前述の数

値が説明できない.実際にも一次問屋，二次問屋

という問屋聞の取引が相当認められるし，その意

味では説明できるわけだが，このことは特に卸売

業の規模が小さく，数も多い，とし、う状態が成立

し得ることを説明できても，小さすぎるとか多す

ぎるとかいう評価に関しては，なんらの回答も与

えてはいない.

l つの垂直的システムとして，日常生活に必要

な商品を，与えられた生産地・消費地を前提条件
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として， 全国的に効率的な流通を達成するため

に，少なくともどれほどの問屋数・小売店数が必

要か，またその際の垂直的システムはし、かなる特

性をもつべきかが問題になる.

一般に垂直的なシステムの類型として次のよう

なものがある.

a) 生産者→消費者

b) 生産者→小売業者→消費者

c) 生産者→卸売業者→小売業者→消費者

d) 生産者→一次卸売業者→二次卸売業者→

小売業者→消費者

それぞれの垂直的システムを，与えられた条件，

それは多くは需要なり消費の特性であるが，その

制約のもとでし、かに評価するかという問題もあ

る.

以上さまざまな流通における典型的な問題を列

挙してきたが，このような問題をどのように考え

て解決するかが課題であるし，同時にOR的思考

法がなんらかの役割を果しうる局面でもあるよう

に考えられる.

これらの問題に対して，現在，もっとも古典的

な発展段階的接近法や諸外国との比較法，すなわ

ちアナロジカルな接近法が一般的には採用されて

いる.しかしながら，たしかにそれらの方法が有

効ではあるにせよ，特に比較法・アナロジカルな

方法につきまとう問題は，わが国の流通の特殊性

をいかに評価するかというところで大きな障害に

つきあたっていることも事実である.特に，わが

国の流通の l つの展望を諸外国の現状の中に発見

するというこれまでのノζ ターンに限界が発生して

くると，それだけ古典的手法に頼れる可能性も小

さくなるといえよう.

2. OR的手法による研究課題

すでに述べたように流通における典型的な問題

がし、かに複雑なものであったにせよ，記述的な分

析から数量的な分析に研究姿勢が変化しつつある

ことも事実である.
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基本的には

@ 各種の予測手法，線形・非線形モデル(回帰

分析，数量化理論 1 • II 類，成長曲線，時系

列分析など)，確率モテ、ル(マルコフ連鎖など)

② 各種の分類手法，数量化理論 E類，因子分

析，主成分分析，その他の数値分類手法など

③ 解析的手法， LP , DP , GPあるいは実

験計画法など

④ シミュレーション手法，システム・ダイナ

ミックス， モンテカルロ・シミュレーショ

ン，ヒューリスティック・プログラミングな

ど

⑤ その他，ネットワーク理論など

などを応用した研究事例も多くはなってきた.こ

れらの手法について説明・紹介するのは他の専門

書にゆずるとして，以下ではやや具体的な問題に

対して，どのような応用領域が考えられるかを概

観してみよう.

1) 予測手法の応用問題

流通問題の多くは常に政策と結びついているわ

けだが，その基礎となるのが予測手法である.

今日，行政的にも企業の戦略的にも，特に消費

財に関して関心のもたれている予測問題は，小売

業とりわけセルフサービス店(俗にいうスーバー)

が，小売業全体の中でいかなる地位を獲得するか

という問題である.

大規模小売店舗法とし、う法律が昭和49年に施行

され，スーパー，百貨店の出店，営業方法に制約

が与えられ，中小小売業に対する影響を最小限に

止めようとする政策的配慮が行なわれたが，これ

に対して保護か競争促進かという 2 つの立場から

の議論が沸騰している.この問題も，結局は大規

模店の全小売業販売高に占めるシェアの予測が正

確に行なわれさえすれば，もう少し厳密な議論が

できるようになる.

シヱアの予測は一般的には，シェアを従属変数

とする回帰式で直接的に予測する場合と，マルコ

ブ連鎖の応用で予測する場合が多い.もちろん，

1976 年 4 月号

子測できれば非常に有効な情報になりうるものに

は，ま，ピいくつかのテーマがある.

たとえば

・規模別小売店数・卸売店数の動 Iri]

・小売店のチェーン化率の動向

・全小売業の販売高(特に規模別)

.全卸売業の販売高(特に規模別)

.その他

などがある.

これらの情報はすべてこれからの流通政策の前

提になるものである.

2) 分類手法の応用問題

流通政策を考える際，同じ小売業とはいっても

同ーの対象とは見なしがたい場合が少なくない.

一般的には業種別・規模別という 1 つの分類基準

が採用されるが，それも全国的なレベルで、流通を

議論する際に有効性はあっても，地方の行政[JZ両

レベルで検討する際にはやや問題がある.

特に小売業の業種をみたとき，商業統計では，

主要な扱い品円(業種)で業種を定義するため，た

とえば，食料品小売業とはいっても，メインの商

品が食料品である，とし、う程度の精度でしかな

L 、.

しかしながら，流通政策を検討する際に現実的

な問題を解決するとし寸立場をとれば，どうして

も問題中心の政策検討が課題になるわけである

が，その問題性は業種に起因する場合よりも他の

要素で発生することのほうが多い.たしかに規模

に起因する問題は多く，流通近代化政策がそれに

焦点を当てて，規模効率の追求とし、う視点で推進

されてきたのは，それなりに評価ができる.そう

だとすると，規模効率の視点では解決できない問

題に対しては，やはり新しい視点が要求されるこ

とになる.

小売業の類型別流通政策が課題になるが，その

際の有効な手段が分類手法である.

たとえば最寄品小売業，買回品小売業，専門品

小売業などというのも業種別，規模別と L 寸分類
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とは異なった視点で、の分類になる.この分類は，

小売店の取扱い商品の購買特性面に着目した共通

性を集約的に表現した小売業の分類だということ

ができる.

近年の小売店における取扱い商品の幅は多様化

しつつあるから，そうなるとますますこのような

視点からの分類が必要になる.

厳密には，小売業の分類は単に商品のみでな

く，その販売方法， たとえばセルフサービス方

式，コンサルティングサービス，通信販売，カタ

ログ販売，月賦販売なども考慮して，小売業の分

類が行なわれることが望ましい.おそらく，そう

することによって，小売業の類型と問題点との対

応が整理されるであろうし，そうなれば，問題解

決のための政策も具体的に提供できることになる

と考えられる.

流通に関する問題の多くは，問題としては同質

であっても，その問題を抱えている経営体が異な

れば解決の方法も異なるという性格をもってい

る.それだけに，類型と問題の対応を厳密化すれ

ばするほど解決策の実行性が高まることになるわ

けである.

これとまったく同じことが卸売業についてもい

える.また立地条件の類型化なり，もう少し広域

で考える地域特性の類型化なども，現実的な課題

として重要である.

3) 解析的手法の応用問題

流通問題の領域でこれらの手法が最も活用され

るのは物的流通に関する諸問題である.在庫問

題，輸送問題がその代表的なものであるが，現実

的には倉庫，物流拠点の最適配置，最適輸送経路

問題が多い.

しかしながら，現状ではし、くつかの間題がある

ことも事実である.

というのは，最適配置問題にしても候補地を発

見する問題よりも，決められた候補地の中から選

択する問題のほうが多い. しかも，候補地の条

件，たとえば面積や地価，そこに建設可能な倉防
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の大きさなどがまちまちだということになると，

複雑な問題になる.

さらに，選択する際の条件として重要なネット

ワーグ(道路網の条件など)も混雑度，通行条件

(片側通行，車輔制限など)を考慮しなければなら

ないとすると，さらに複雑になる.

また，流通拠点として，たとえば卸売団地を考

えると，その建設の順番が非常に重要になる.い

くつかの卸売団地が同時に複数個完成することは

ほとんどあり得なし、から，そのように考えると，

どういう順序で建設するかによっては 2 番目以

降の建設が不可能になることもあり得る.この問

題は単に卸売団地のみではなく，小売店舗の建設

の順番についてもいえる.

直接的な原因は，たとえ一店舗でも建設されて

しまうと，その影響によって諸条件が変化してし

まい 2 番目以降については，まったく別な要因

連闘を考えなければならないことが多いというこ

とであろう.

解析的な手法は形式的には見事だが，現実的な

問題に対してはデリケートすぎるとし、う批判に対

しては，あながち，まと外れだともし、いきれない

面がある.概して，解析的な手法は“最適化"が

中心課題になっているため，最適な状態がなるべ

く単純に定義されることが重要である.

これが， 少なくとも流通問題への応用に際し

て，さまざまな制約となる場合が多いということ

であろう.

また実際の場の中では，その手法の論理が難解

であるため，その分析の過程なり成果を，実務的

なレベルにブレークダウンすることがむずかしい

ということも重要な制約条件としてあげられる.

しかしながら，比較的制約がかぎられていて考え

やすいように思われながら，定式化されると有効

だと思われる問題としては，特定の機能をもっ数

種類の施設を一定の面積の制約の中で，どのよう

に配置したらよし、かとし、う問題をあげることがで

きる.
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卸売団地のレイアウト，商店街のデザイン，ひ

とつの商店なりショッピングセンターのレイアウ

トなど，主としてレイアウト問題には適応可能で

あろう.

4) シミュレーション手法の応用問題

いかなるシミュレーション手法を考えるかによ

って，応用可能な問題領域はやや限定されるかも

しれない.しかし，これが流通問題の分析・研究

には，もっとも広範聞に活用できるように思われ

る.

流通問題の多くは，厳密には因果関係が不明確

であり，また実際的にも A→B という関係を説明

できる有効な方法論もないように考えられる.こ

れは，社会現象全般に共通しているともいえよう

が， A→Bかっ B→A という関係として，多くの

現象が理解されることが正しいとし、う場合も少な

くない.

このような関係を単純に相関関係として表現す

るか，フィードバックループとして関係づけるか

によって，分析の精度なり，その分析からの情報

量が異なってくるが，流通問題の領域でも後者の

立場，すなわち，フィート、パックループとしてと

らえようとする考え方が試みられるようになって

きた.

もっとも代表的な事例として，フォレスターの

「流通モデルj をあげることができる.これは，

生産者，卸売業者，小売業からなる垂直的流通シ

ステムの挙動，動的特性を問題にしているもの

で，その意味で、は前述した物不足パニックの分析

には有効だと考えられる.この手法は，各構成要

員のそれぞれの意思決定メカニズムと，さきに述

べたフィードバッグループが多重的に組み込める

ため，論理的には説得力の高いモテ、ルを構成する

ことができる.

他方，モデル構築の際パラメータの決定やフィ

ードバッグループを構成する要因の決定などに際

しては，やや恋意的にならざるを得ないという難

点も同時にもっているように考えられる.

1976 年 4 月号

これまでに行なわれた計測事例の中でも，この

ような垂直的流通システムの評価基準として，単

に経済的効率性のみならず，システムの挙動特性

としてわ安全性なり応答性とし、う概念を導入し得

たこと f土，この手法を流通問題の分析に採用した

最大の成果であったように考えられる.

すでに述べたように，流通近代化政策がいわば

大量流通を目標として，規模効率の実現を中心に

推し進められたわけだが，それが流通システムの

もつべき社会性としての安全性なり応答性にし、か

なる影響を与えるか，また，そのような挙動特性

の一定水準を達成するためには，し、かなる情報の

フィードパックが，いかなるタイミングで行なわ

れなければならないか，さらには，垂直的システ

ムの各構成要員ヵ:いかなる意思決定のメカニズム

(経営管理手法の体系)をもたなければならない

か，などといった種々の問題をシステムダイナミ

ッグスの手法で分析することが可能になりそうで

ある.

3. 流通問題の研究水準と OR

以上OR的手法が流通問題研究の領域の中では

たしうる役割なり課題なりについて述べてきた

が，総じていえることは，困難ではあるが期待し

うる成果は大きいということである.そこで，以

下ではその困難併を解消しOR的手法をさらに合

理的に活用するための課題について整理してみた

し、.

まず重要なことは，測定単位系について十分な

検討が加えられるべきだということである.基本

的には， 時間，人，円，重量，容積， 広さ(いず

れも長さのベキ)などが考えられるし， 商品の個

数(枚数)や商店数なども基本単位として無視でき

ない.

ともあれ，基本となる測定単位系の整理と，実

際に起こっている現象の単位系による表現につい

て研究される必要がありそうである.

たとえば，セルフサービス店をし、かに定義する
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かとし寸問題を考えるとき，商業統計ーでは売場面

積の50%以上についてセノL ブサーヒス方式を採用

している店をそう表現している.ここでセルフサ

ービス方式とは

① 商品があらかじめ包装され値段がつけられ

ていること

② 店に備えられたバスケットなどにより，客

が自分で取り集めるような形式をとっている

こと

③ 売場の出口などに設けた勘定場で， 寸苦し

て代金の支払いを行なう形式になっているこ

と

と定義しているが，このような定義のしかたをす

るかぎり，これをOR的手法で扱うには限度があ

る.せいぜい，そのように定義した対象に関して

の観測値を前提にした応用が可能になる程度のこ

とである.

もともと，セルフサービス方式というのは，さ

まざまな見解があるにせよ，少なくとも販売員 l

人当りの売場面積が十分大きくて，その結果とし

て労働生産性が高く，その意味で、革新的な小売業

だといえるわけで，仮に商業統計に定義されるよ

うな状態をもっ小売店であっても，販売員の労働

生産性が低い場合には，革新的小売業として意味

づけることはない.

そう考えてくると，販売員 l 人当りの売場面積

とし、う測定単位で定義することのほうが重要で、あ

って，こう定義したほうがOR的手法を有効に活

用できる可能性は大きくなる.

前述したアナロジカノレな方法論を前提にした場

合は商業統計の定義は重要だが， OR的手法を有

効に活用しようとすれば，販売員 l 人当り売場面

積で、定義したほうがよいと考えられる.

方法論が変われば測定単位(項目)も変わるべき

で，その意味では流通研究も過渡的な時期にある

といえよう.
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次に測定方法も定義される必要がある.この問

題も複雑で人の従業員をいかに定義するかと

いうことである.フルタイム，ハートタイム，経

験年数，能力，熟練度なども考慮すると，従業員

l 人を定義するのもむずかしい.

「お金Jに関しても，売上高とは測定時点で現金

回収済みをいうのか，売れた商品の数量に単価を

乗じたものでよいのか，未回収分は現在価値に換

算して評価するのか，などが関連して発生する.

現状では「黒字倒産」ということは決して不思議な

現象とは考えな1.、のが一般的であるが，そうだと

すれば，損益分岐点を越える売上高が必ずしも経

営休の存続を保証しないことになるから，損益分

岐点という手法の実質的意味はあいまいなものと

なる.

測定法が手法の現実的有効性をあいまいにして

いることは，この例jでもわかる.

最後に，データ収集の体系が重要だと考えられ

る.これは統計の問題で、もあるが，基本統計たと

えば商業統計は現在の時点で，公刊されているの

は昭和47年調査結果であるから，常に現状は不明

確だといえる.

主として以上の事情がOR的手法に限界を与え

ている原因だと考えることができる. したがっ

て，上記したような問題に関する研究水準なり蓄

積が，あるレベルに達しないと， OR手法を応用

しても，その結果の現実的説得性はあまり高くな

らないということができょう.

流通問題をOR という視点、から眺めた場合，も

し課題があるとしたら，このような課題をあげて

おきたい.
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