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和文概要  情報化に端を発する物流共同化が叫ばれている現在，その共同物流の費用配分は大きな共同物流  

の障害となっている．本論文では，物流費用のうち配送費用の費用分担に関してどうあるべきかという間者に  

一つの視点を与えることを目的としている．本論文では，費用配分の方法として協力ゲームの従来の伝統的な  

様々な解（Shapley値，コア，仁など）によらず，FishburnandPollarkが「巡回セールスマン問題」の費用配  

分に関して考えた方法の拡張を費用配分方法として提示している．この方法を採用した理由は，伝統的な解を  

求めるには解くべき配送路問題というNP困難な問題が顧客の増加につれ指数的に増大してしまうことによ  

る．さらに，本論文では共同する組合の性質により賃貸費用や走行費用に対する考え方や共同による節約額の  

配分に種々の代替案があり，各組合の事情に応じて配分方法を取捨選択する余地があることを示唆している．  

1． はじめに  

1990年代に入り流通業において注目されるキーワードは2つある。1つは「情報化」であ  

り、もう一つは「共同化」である。この共同化の中心となるものはやはり共同物流であろう。  

特に規制緩和の流れを受けて共同組合自らが物流を行なうことが可能な法律（物流関係二法）  

が制定され、中小企業組合を中心に共同物流への条件は法律的にも整い注目されてきている。  

共同物流によって、近年発生しているトラック不足、運転手不足、過小積載（もしくは空荷）  

トラックの大量発生といった輸送業硬直化の問題やⅣ0∬借間題に代表される環境問題などに  

効果をあげることが期待される。（津久井［10】）   

しかしながら、共同物流の障害の一つとなるのは費用配分の問題である。筆者らの一人は中  

小企業の組合に情報化に関するアンケート調査を通じて共同化の是非を問うという仕事に携  

わっていた。これらのアンケート調査を通じて得られた結果は共同化に関して総論賛成各論反  

対なのである。その各論反対の大きな一つの障害となっているものはやはり費用負担の問題で  

ある。本論文は物流費用のうち配送費用の費用分担に関してどうあるべきかという問題を考え  

る。   

このような共同物流にはその主体によっていくつかの状況が考えられよう。1つは利害関係  

の強い企業間や、もしくはそれをまとめようとするオーガナイザーのとりまとめで共同物流を  

実現しようという場合である。可能な限り共同物流によるコストダウンの恩恵を受けようとす  

る企業に対し、共同化実現への利益を説き、そのための譲歩を引き出し妥協案を探る。例え  

ば津久井［11】等はこのような状況でいかに困難を克服し共同化を実現したかを示す優れた実  

践的研究である。このよう別犬況では各企業が共同化のどこに（コストダウン率か額か）どの  

くらい魅力を感じているか、交渉力の強い企業はどこか、またオーガナイザーが複数いる場合  

は、他のオーガナイザーに比べどのくらいメリットを打ち出せるか等が費用負担の決定要因と  

なろう。この分析には産業組織論や交渉の理論、そしてその中核をなす非協力ゲームなどが強  
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力な道具となろう。   

それに対し本論文で取り扱う共同配送の概念は、同商品特性をもつ商品を取り扱うが利害  

関係がない（少ない）グループが組合をイ乍り配送を共同化するといったものである。具体的に  

は、異業種同商品特性の卸・小売組合での配送や1メーカーにおける各部署を組合員と考える  

と工場内の城内配送がこの概念たあてはまる。この淡況では「何が公正な分配か」のような公  

平・公正に対する考え方がより重要な要因となろう。この分析には基本的な規範的公理群から  

解を導きだす協力ゲームや社会選択論に近いアプローチが有効であろう。本論文ではこのよう  

な視点から費用分担の問題を考える。   

具体的には、「ある共同物流センターをもつ組合があり、共同物流センターから日々の配送  

が顧客（組合員など）に行なわれるという状況において、各顧客は物流の配送費用に関してど  

のように負担を行なうのが公正であるか？」という問題に解を与えることを本論文の目的とす  

る0本論文ではこの間題をVR（ⅦhicleRouting）費用配分問題と呼ぶ。それはこの問題は数  

理計画ではよく知られる配送路問題（VehicleRoutingProblem－VRP－）の延長線上の問題と  

して考えられるからである。VRPとは「デポ（共同物流センターのような配送拠点）から配  

送先の顧客（組合員）に商品等を配送する最小コストのルートを求める」（ここでルートとは  

デポを出発しデポに配送車両がもどるまでの経路である）という問題である。この問題は古く  

から研究がさかんに行なわれており、以下のようなものが標準的VRPの基本的な条件として  

挙げられている。（Assad【1］）   

・1つのルートでの積載量が車両の容量を超えない  

・車両数（ルートの数）が上限を超えない   

・配送先の顧客は1台の車両で1度だけ配送が行なわれる  

・配送コストは配送時間（距離）、車両台数などの関数である  

1つの顧客での需要が車両の容量を越えてしまう場合は、その顧客に対して容量が一 杯と  

なる別便のトラックを走行させ、その剰余需要に対して上記の条件を考える。図1、2にVRP  

の問題の例とその解の例を記す。  

＠  ⑭  

′や）  

④  

①  

㊤  

図1 VRPの問題例  図2 図1の解の例  

（三）記羞先を示すノード 用需要1を示す  駐冒車両紬を60とする   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



共同配送問題における費用分担  453   

さて、こうした配送路問題に関する費用分担問題に関係するものとして巡回セールスマン費  

用配分問題（以下TS費用配分問題と略す）という問題がある。これは、Fishburn and Pol－  

1ark［2］が示した次のような問題に端を発するものである。   

「ある講演者がいて様々な場所に存在する依頼者から講演を依頼された。講演者は自分の家  

から出発して依頼者を順にまわって途中で家にはもどらず、最後の講演場所で講演後家に帰る  

ものとする。この時、各依頼者間で講演者の旅費をどのように負担するのが公正であるか？」   

配送路問題の費用分担とこの問題の大きく異なる点は、以下の通りである。   

・各顧客に需要量がある   

・トラックの容量制約がある   

。トラックには走行費用のみならず一台ごとに賃貸費用がかかる   

TS費用配分問題に関してFishburnandPollark［2］の考え方をさらに研究したものとして、  

FishburnandPollark［3ト Fishburn［4ト毛利、渡辺［5］がある。また、協力ゲームのアプロー  

チからコアの存在条件を論じたものに、Pottersetal．［7ト Tamir［9］、等がある。本論文で  

は上記のようなFishburnandPollark［2】のTS費用配分問題の解法のVR費用配分問題への  

適用を考える。   

誰しも費用配分を考える際には、自分に好都合な配分を望むものであるが、他者との関わり  

の中でその配分が決められるような場合、公正な配分原理を求めるものである。本論文で考え  

る組織は、たとえ構成員に利害の対立があっても、公正な配分原理が与えられれば、そこから  

異義をとなえて共同物流から逸脱する事がないような状況を考える。配分原理が納得できるも  

のであれば、その原理に従い逸脱はしないような共同化に対する拘束力が働いていると考え  

てもよい。このような状況ではVR費用配分問題を協力ゲームとしてShapley倦もしくはコ  

アや仁等の観点からアプローチすることも可能であると考えられる。しかしこれは特性関数値  

（各々の提携に対するVRP問題の解）をすべての提携（2の顧客数乗－1個ある）について  

事前に求めなければならず顧客の数が大きくなった場合実用的とはいえない。そこで本論文で  

はNP困難な問題であるVRPを一度解くのみで計算が可能な費用分担方法を考えた。具体的  

には仝提携のVRPを一度解き、その最適解に対する費用配分に関してFishburnandPollark  

【2］の方法を拡張し適用した。なお、本論文では走行費用・賃貸費用を含んで全体の提携に対  

する最適なVRPの解が求まっているものとする。   

本論文の構成は以下のとおりである。2章でVRPの費用配分について基本的な考え方を示  

し、3、4章で配分に関する2種類の公理系、配分関数を示す。5章で共同配送に関する節約  
分をどのように配分するかについて議論した上で、6章で結論を述べる。   

2．記号と基本的な費用配分における考え方   

問題を記述するにあたって記号をいくつか述べる。上記にも述べたように最適解のルート月  

は求まっているものとする。   
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顧客の集合（1，‥．，n）  

Nu（0）（但し0はデポ）  

最適解のルート  

トラヅク1台あたりの賃貸費用  

デポ0から査への直接距離を費用換算した金額（但しc＝（cl，‥．，C㍑）とする）  

壱での需要量（但しd＝（dl，‥．，dれ）とする）  

車両の容量  

顧客壱が負担すべき費用  

顧客盲が負担すべき走行費用  

顧客盲が負担すべきトラックの賃貸費用  

ヴ  

ム（月，C，d）  

芳（月，C，d）  

芳（d）  

VC：最適費用の走行費用分  

月C：最適費用の賃貸費用分  

「£1：£以上の最小の整数  

L諾」：£を越えない最大の整数   

上述したように、配送に関する費用として走行費用、賃貸費用を本論文では想定している。  

これらの費用をどのような観点で配分するかは、組合の考え方によってさまざまである。この  

考え方のあり方を以下の表1によって示す。   

配送を全面的に委託してしまうような組合では、走行費用と賃貸費用を一緒に取り扱うのが  

自然である。また、車両のみをレンタルもしくは、別費用で取り扱う組合では、走行費用と賃  

貸費用を別々にとり扱うのが自然である。   

また、共同による節約が何に依存するかということに関しては以下のように考える。まず、  

走行費用と賃貸費用を一緒に取り扱う場合は、各顧客とデポとの距離関係（位置）と各顧客の  

需要に依存すると考える。一方、走行費用と賃貸費用を別々に取り扱う場合には、走行費用は  

（a）各顧客とデポとの距離関係（位置）と各顧客の需要に依存する場合、もしくは（b）距離関  
係（位置）のみに依存する場合があると考える。また、賃貸費用に関しては需要のみに依存す  

ると考える。  

表1 費用配分の観点   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



共同配送間題における費用分担  455  

3．走行費用と賃貸費用を一緒にとりあつかう場合の公理系、配分解   

この場合はまず以下の4つの公理が基本的に考えられる。走行費用と賃貸費用を一緒にとり  

あつかう場合は、両方を合わせたものを「費用」と考えてしまって差し支えない。以下の説明  

で費用とは走行費用と賃貸費用の合計を指している。  

A．1全体合理性   

∑盲∈Ⅳム（月，C，d）＝VC＋月C   

全体合理性は各個人の支払う費用の合計が全体の合計と一致するという条件であり、顧客全  

員が自分たちのみで費用負担を賄い、かつ合理的であるためには少なくとも必要な条件であ  

る。この公理は厳密には二つの意味を持っている。まず第一には、全員の負担費用の合計が、  

全体の実際にかかる費用以上でなければならない（すなわち∑壱∈Ⅳ美（月，C，d）≧VC′＋月C）  

という条件であり、これは実現可能性と呼ばれる。もう1つはパレート最適性といわれる条件  

で、任意の個人の分担費用を減らすには、少なくとも誰か1人の分担費用をあげなければな  

らないという条件である。すなわち（ん…，ん）がパレート最適であるとは、任意の個人壱に  

ついて£（月，C，d）≧£（月，C，d）であり、かつある個人について美（月，C，d）＞£（月，C，d）とな  
る（J；，…，£）が存在しなし′、ことである。言い換えると、パレート最適性を満たさない配分方  

法は、全員の費用負担を増加させることなしに、少なくとも1人の費用負担を減少させること  

ができるという場合であり、実現可能性の不等号が厳密に成立している時はこの場合に相当す  

る。よって、配分方法が全体合理性を満たすことと、実現可能性かつパレート最適性を満たす  

ことは同値であることがわかる。  

A．2 非負性   

£（月，C，d）≧0∀去∈Ⅳ   

非負性は各個人は費用を負担しても、お金をもらうことはないという条件である。現実的に  

は妥当な条件であるが、いくつかの解では満たされないこともある。  

A．3 個人合理性   

£（月，C，d）≦2「d壱／qlc壱＋「d壱／ヴ1p∀哀∈Ⅳ   

配分方法の中で自分の支払う費用負担は、自分単独で配送を行う費用よりも小さくなければ  

ならないという条件が個人合理性である。個人合理性が満たされたからと言って個人がその費  

用負担に加わるか、もしくは納得するかはわからないが（精密な論議は、Nash交渉解や協力  

ゲームの解の多くの理論に求められるだろう）、各個人が配分方法に納得するために少なくと  

も必要な条件であることはわかる。  

A．4 無名性   

プレーヤーの番号（名前）をつけかえても実質的な解は変わらないこと。   

これは例えば、「プレーヤー1が節約された費用の全ての利益を享受し、他の人は自分単独  

で配送したときと同じ費用を負担する」といった負担方法を認めないルールである。正確な数  

学的定義を行うにはプレーヤーの置換を定義するなど煩雑になるので省略するが、2顧客を一  

台の車両で配送可能な例をとれば以下のようになる：   

ム（（0，1，2，0），（cl，C2），（dいd2））＝ム（（0，2，1，0），（c2，Cl），（d2，dl））   

これら4つの基本公理は本間題だけではなく、様々なNash交渉解、協力ゲームの解、費用  

負担問題、公共料金決定方法、税制度の公理的アプローチなど社会選択論や協力的意志決定論  

と呼ばれる分野で多く見られる公理である’。（Moulin［6］，Young【12】等はその優れたサーベ   
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イを与えている）しかしながらNash交渉解等でも知られているように、以上のような公理系  

だけでは条件が緩く、分担方法を絞り込むことができない。このため、上記の公理よりやや  

技術的な公理を導入することが必要となる。Nasb交渉解やArrowの社会的厚生関数に現れ  

る「無関係対象からの独立性」や最近の協力ゲームの解の特徴づけなどに現れる「整合性」、  

「単調性」などの公理が技術的な公理として知られている。   

本論文は既述のようにFishburnandPollark［2］の研究をもとにしており、そこで用いられ  

ている公理の拡張となる以下の公理Aふ1を考える。  

A・5－1以下の様な条件が成立するg，たゎん壱という実数値関数が存在する。  

（3・1）美（月，C，d）＝タ（月，C，d）ん壱（c，d）＋た壱（c，d）   

この式は、ムが顧客盲のデポからの直接距離と需要によってのみ説明される部分とそれ以  

外の部分の和に分解されることを示す。さらに後者は、ルートに依存する部分とそうでない部  

分の積として分解されることを示す。   

定理3．1． A．ム A．乳 A．イ、A．∂－Jの公理が成立すれば、以下の様なc、dに関する非負  

債で無名性をもつ関数吾が存在する。  

（3・2）∑瑚c，d）＝1  
盲∈．Ⅳ  

かつ  

（3・3）ム（月，C，d）＝「d壱／紺2c壱＋pト（∑「¢／紺2cJ＋p卜（VC＋月C））彗（c，d）  
j∈Ⅳ  

（証明）  

Aふ1とA．1より  

（3・4）VC＋月C＝g（月，C，d）∑毎（c，d）＋∑たJ（c，d）  
J∈Ⅳ  ゴ∈Ⅳ  

（VC十月C卜∑たブ（c，d）  
J∈Ⅳ  

（3・5）タ（月，C，d）＝  
∑んブ（c，d）  
ゴ∈Ⅳ  

別こおいて共同で配送するメリットがない場合（すなわち月の総距離＝∑「dJ／ヴ12cjかつ  

ゴ∈jV  

「d盲／91＝d壱／q ∀壱∈Ⅳとなる場合）は、VC＝∑「d諭12q、月C＝∑「¢／如で、さら  
ゴ∈Ⅳ j∈Ⅳ  

にA・3よりム（月，C，d）＝「d盲／紺2c盲＋p）が成立しなければならない。よってAふ1と（3．5）よ  

り、  

∑「dJ／州2㌣亘ト∑沃（c，d）  
j∈Ⅳ  J∈Ⅳ  

「d盲／ql（2c盲＋p）  ×ん盲（c，d）＋た；（c，d）  
∑恒（c，d）  
j∈Ⅳ  

∑「¢／紺2cゴ再ト∑たJ（c，d）  
ゴ∈Ⅳ  ゴ∈Ⅳ  

（3・6）   た壱（c，d）＝「d古座1（2c壱＋pト  ×んイc，d）   
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Aふ1、（3・5）、（3・6）より、  

んf（c，d）  
（3・7）ム（月，C，d）＝「d古座1（2c壱＋pト（∑「¢再1（2cj＋p卜（VC＋月C））  

J∈Ⅳ  ∑毎（c，d）  
ゴ∈Ⅳ   

ん盲（c，d）  
＝君（c，d）とおくと（3・3）の求める烏の形を得る。また、∑君（c，d）＝  

盲∈jV  

ここで・   

∑んJ（c，d）  
J∈Ⅳ  

1であり、A・3および、∑「dゴ／紺2cJ＋p卜（VC＋月C）≧0より蔦（c，d）は非負である。  
ゴ∈Ⅳ  

また、（3．7）より彗は無名性が成立していなければムの無名性は成立しない。l   

この定理から、君を何らかの方法で決定することにより各顧客への配分を決定することが  

できる。FishburnandPollark［2］に示されているような比例配分的解になるようにFtを考  

えるならば、  

「d壱／可（2c壱＋p）  
（3・8）君＝   

∑「dゴ／紺2cJ＋p）  
ゴ∈〃   

である。詳しくは5章で述べる。   

4．走行費用と賃貸費用を別々に取り扱う場合の公理系、配分解   

走行費用と賃貸費用を別々に取り扱うため、公理系は3章で述べたものを各々の費用で分離  

した形として以下のように示される。  

A．1 全体合理性   

∑壱∈Ⅳ芳（月，C，d）＝VC、∑壱∈Ⅳ芳（d）＝月C   

全体合理性の意味は3章で述べたことと同じである。ただ、ここではその全体合理性が走行  

費用と賃貸費用で独立して成立しなければならないことを要請している。例えば、「実際の総  

走行費用より走行費用負担の合計を多く集め、その代わり賃貸費用負担の合計を少なくするこ  

とで、全体として総費用と費用負担は一致している」ようなことを認めていない。すなわち走  

行費用と賃貸費用は独立採算でなければならないという考え方が反映されている。ここが走行  

費用と賃貸費用を一緒に取り扱うときと考え方が異なる点である。  

A．2 非負性   

芳（月，C，d）≧0∀去∈Ⅳ、芳（d）≧0∀五∈Ⅳ   

全体合理性と同様、走行費用と賃貸費用の独立での非負性を要求している。  

A．3 個人合理性   

芳（月，C，d）≦2「d壱／ヴ1c壱∀壱∈Ⅳ、 芳（d）≦「d壱／ヴ1p∀壱∈Ⅳ   

同様に、走行費用と賃貸費用の独立での個人合理性を要求している。例えば、「走行費用の  

負担だけみると個人が単独で負担する走行費用より多いが、賃貸費用を加えると個人が単独で  

負担するより少ない」というようなことを認めていない。  

A．4 無名性   

プレーヤーの番号（名前）をつけかえても実質的な解は変わらないこと。   

無名性は数量的な要求ではないので、上記の3つの公理のような走行費用と賃貸費用の採算  

が独立であるというような意味は入っていない。費用の負担が走行費用・賃貸費用にかかわら   
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ずプレーヤーの名前に独立であることを要求している。   

第3章の場合と同様に関数系を絞り込む以下のような公理Aふ2、A．5－3を設定する。  

A．5－2 以下の様な条件が成立するg℃，た㌻，んぎという実数借関数が存在する  

（4．1）芳（月，C，d）＝タγ（月，C，d）んHc，d）十た㌻（c，d）   

この式は、3章で述べたAふ1から賃貸費用つまり車両関連の関係を除去したものとして説  

明できる。  

定理4．1．  A」、A．ぎ、A．イ、A．5－2の公理が成立すれば、以下の様なc、dに関する非負  

債で無名性をもつ関数腎が存在する。  

（4・2）∑ギ（c，d）＝1  
盲∈」Ⅴ  

かつ  

（4・3）芳（虎，C，d）＝2c壱「d豆／qト（2∑cj「dj／ql－VC）町（c，d）  
J∈Ⅳ  

（証明）   

定理3．1と同様の要領で証明することが可能である。証明略I  

A．5－3 以下の様な条件が成立するgr，た；，ん；という実数億関数が存在する  

（4・4）芳（d）＝gr（d）ん；（d）＋樗（d）   

この式は、顧客去の需要のみに依存する部分とそれ以外の部分に分解されることを示す。さ  

らに後者は、顧客全体に関わる部分とそうでない部分との積として分解されている。賃貸費用  

分に関する配分に関する定理を以下に示す。  

定理4．2． A．J、A．β、A．イ、Aふβの公理が成立すれば、以下の様なdに関する非負債で  

無名性をもつ関数町が存在する。   

（4・5）∑町（d）＝1  

壱∈．Ⅳ  

かつ  

（4・6）芳（d）＝「d盲／拍－（∑「dブ／拍一月C）町（d）  
J∈Ⅳ  

（証明）  

A．5－3とA．1より  

（4・7）月C＝gr（d）∑ん；（d）＋∑ぢ（d）  

J∈Ⅳ  ゴ∈Ⅳ  

月C－∑ぢ（d）  

J∈Ⅳ  
（4・8）〆（d）＝  

∑ん；（d）  

J∈Ⅳ  

「dj／ql＝dj／q ∀宣∈Ⅳとなる場合を境界条件として考えさらにA・3を考慮し、A・5－3の式  

と（4・8）を利用すると以下のとおり。  

∑「dJ／庸一∑樹d）  
J∈Ⅳ  J∈Ⅳ  

「d壱／ヴ1p  ×ん；（d）＋た；（d）   

∑ん；（d）  

メ∈Ⅳ  
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∑「dJ／拍－∑ぢ（d）  
ゴ∈Ⅳ  J∈Ⅳ  

（4・9） た壱（d）＝「d壱／ヴ1p－  ×ん；（d）   

∑ん；（d）  

J∈Ⅳ   

A・5－3、（4・8）、（4・9）よ・り、   

（4・10）芳（d）＝「d盲／拍－（∑「dj／拍一月C）  

ゴ∈∧r  

／′二l石  

∑ん；（d）  

ゴ∈Ⅳ  

ん；（d）  
＝町（d）とおくと求める（4・6）の芳の形を得る。また、∑町（d）＝1  

壱∈jV  

ここで   

∑ん；（d）  

j∈」Ⅴ  

であり、A・3および、∑「dJ／拍一月C≧0より町（d）は非負である。また、（4．10）より  
ゴ∈Ⅳ  

町（d）は無名性が成立していないと芳の無名性は成立しない。1   

5．君に関する議論について   

上述の二つの章で述べたように各顧客に対する配分を決定す為には、君の形を決定しなけ  

ればならない。基本的にこの関数に課せられている条件は和が1で非負債かつ無名性をもつ  

ということだけである。本論文では、走行費用、賃貸費用の取り扱いと同様、この彗は各々  

の組合によってさまざまな形があってしかるべきと考える。ここでは、蔦を決定する枠組を  

定めることができないため例示的にその選択肢たりうるものを述べる。ただし、β盲＝d壱／ヴー  

Ld盲／守」とする。  

C盲d盲  

j∈ノⅤ  

（5．2）  
（5・1）  

∑痛  
j∈〃  

（2c汗p）  

（5・6）  

∑（（2。J＋p）要）  
、ブ∈∧「  

「琉／91（2c£＋p）  

（5・7）  

∑「範／紺2cJ＋p）  

ゴ∈．Ⅳ   

（5・1）は顧客に関する直接距離の需要量重みづけ和の自己配分比であり、（5．2）は顧客に関  

して専用車両を除いた形で直接距離の剰余需要重みづけ和の自己配分比である。（5．3）は顧客  

の直接距離、（5・4）は顧客の需要、（5・5）は顧客の剰余需要の自己配分比である。（5．6）は、顧  

客への直接往復分を考慮した配送費用と車両賃貸費用の合計の車両占有量を考慮したものの自  

己配分比である。3章の最後で述べたものは専用走行および車両費用和の自己配分比といえ  

る0これを（5。7）とする。これは（3・8）と同じものである。他にも組合によってさまざまな考  

え方があり得る。以下の図3の例でこれらの彗で配分を計算したものについて示す。   
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d2＝1トン  

図3   

直接距離に関して各顧客は（cl，C2，C3）＝（1，1，2）（単位千円／台）の費用がかかる。また、  

需要に関して各顧客は（dl，d2，d3）＝（7，1，12）（単位トン）となっている。この状況のもとに  

p＝5千円／台の賃貸費用がかかる車両容量q＝5トンのトラックを効率的に標準的なVRP  

の基準により走らせる。   

ここでこの間題の最適なVRPの解を考える。顧客1と顧客3に関しては車両容量の5トン  

を超えているので標準的VRPでは専用車両を容量が一 杯になる分だけ走行させることになる。  

つまり、顧客1には1台（5トン）、顧客3には2台（10トン）の専用車両を走らせること  

になる。ここで剰余需要に関して、各顧客はヴ×（pl，β2，P3）ニ（2，1，2）（単位トン）となって  

いる。よって、顧客1に対して専用車両を1台、顧客3に対して専用車両を2台用意して容量  

一杯に積載し運行することを前提として、顧客1、2、3の剰余需要を最小の台数かつ最小  

の総距離で車両を運行させることを考えればよい。この場合剰余需要が2＋1＋2＝5トン  

となるため1台の車両で処理可能あり最小台数であることは明らかなので顧客1、2、3を巡  

回する総距離最小の運行を考えればよい。この3顧客の円順列は、顧客1→顧客2→顧客3、  

顧客1→顧客3→顧客2を考えれば十分で両者の総走行距離（費用）は1＋2＋1＋2＝6  

千円と1＋3＋1＋1＝6千円で両者とも等しい。つまりこの例での標準的なVRPでの  

解は、顧客1に対する専用車両1台、顧客3に対する専用車両2台、顧客1→顧客2→顧客  

3または顧客1→顧客3→顧客2を1台連行させることである。よってVC＝1千円／台×  

2（往復）×1台＋2千円／台×2（往復）×2台＋（1＋2＋1＋2）千円／台×1台＝16千円、  
月C＝5千円／台×4台＝20千円となる。この例題の場合は簡単に解を求めることができるが  

より一般的な問題を解くには精巧な分枝限定法が必要となる。   

ここで走行費用と賃貸費用をまとめて取り扱うこととし費用配分関数を  

ム（月，C，d）＝「d壱／紺2c盲再ト（∑「dブ／州2ち＋画一（VC＋月C））彗（c，d）（3．3）、彗（c，d）と  
J∈Ⅳ  

して（5・1）～（5・7）を用いることによって配分した結果を以下に示す。   
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表2走行費用と賃貸費用をまとめて取り扱った場合の費用配分（単位千円）  

46J   

顧客1の費用配分（ム）  顧客2の費用配分（ム）  顧客3の費用配分仏）  

（5・1）   
11．38   6．63   18．00   

（5・2）   
10．57   5．29   20．14   

（5．3）   11．00   4．00   21．00   

（5・4）   
9．80   6．40   19．80   

（5・5）   
9．20   4．60   22．20   

（5・6）   
10．14   5．71   20．14   

（5・7）   
10．50   5．25   20．25  

つぎに走行費用と賃貸費用を別々に取り扱う場合を考える。走行費用の配分関数を  

芳（屈，C，d）＝2c汗d壱／ql－（2∑cJ「dJ／ヴトVC）腎（c，d）（4・3）。一方、賃貸費用の配分関数を  
J∈Ⅳ  

芳（d）＝p「d；／ql－（∑p「dJ／ヴ1－」矧C）町（d）（4・6）を用いて配分を行なう。ここで賃貸費  
J∈Ⅳ  

用の配分に関して町（d）として（5・4）を採用する場合と（5．5）を採用する場合の2通りが考え  

られる。まず、（5・4）を採用した場合についての費用配分を示す。一方、走行費用に関しては  

腎（c，d）として賃貸費用が関係しない（5．1）～（5．5）を採用するものとする。括弧内の要素は、  

走行費用芳、賃貸費用芳の各要素を示す。  

表3走行費用と賃貸費用を別々に取り扱い、賃貸費用に関して  

町（d）として（5・4）を採用した場合の費用配分（単位千円）  

顧客1の費用配分（ム）  顧客2の費用配分（ム）  彗U（c，d）  顧客3の費用配分伍）  

（5・1）   10・06（3－5・6，6・50）   6・44（1・94，4・50）   19・50（10・50，9・00）   
（5．2）   9・93（3・43，6・50）   6・21（1・71，4・50）   19・86（10・86，9・00）   
（5・3）   10・00（3・50，6．50）   6・00（1・50，4・50）   20・00（11・00，9・00）   
（5・4）   9・80（3・30，6・50）   6・40（1・90，4・50）   19・80（10・80，9・00）   
（5・5）   9・70（3・20，6・50）   6・10（1・60，4・50）   20・20（11・20，9・00）   

同様にして町（d）として（5．5）を採用した場合についての費用配分を示す。  

表4走行費用と賃貸費用を別々に取り扱い、賃貸費用に関して  

町（d）として（5．5）を採用した場合の費用配分（単位千円）  

顧客1の費用配分仏）  彗U（c，d）   顧客2の費用配分（ム）  顧客3の費用配分彷）  

（5．1）   9・56（3．56，6．00）   4・94（1・94，3・00）   21・50（10・50，11・00）   
（5・2）   9・43（3・43，6・00）   4・71（1・71，3・00）   21・86（10・86，11・00）   
（5・3）   9・50（3・50，6・00）   4・50（1・50，3・00）   22・00（11・00，11・00）   
（5．4）   9・30（3・30，6・00）   4・90（1・90，3．00）   21・80（10・80，11・00）   
（5・5）   9・20（3・20，6．00）   4・60（1・60，3．00）   22・20（11・20，11・00）  
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この例について距離、需要の観点からは顧客3が重くなっているが、剰余需要に関しては顧  

客3と顧客1が同じであることに注意して考察を行なう。   

顧客1に注目して表2、3、4を見ると（5．5）の場合を除いて、表2≧表3≧表4が成立して  

いる。（5・5）の場合にこの不等式が成立しないのは、表3では賃貸費用に閲し需要そのものが  

節約分に大きく影響していることによる。顧客2に注目すると、（5．3）の場合を除いて表2≧  
表4および表3≧表4が成立している。これは、顧客2に関して剰余需要が少ないことが賃貸  

費用に大きく影響していることによる。顧客3に注目す．ると表2≦表4、表3≦表4が成立し  
ている。   

表2、3、4に共通した面を考察すると顧客1、2では、（5・1）≧（5・2）、（5．4）≧（5．5）が成立  
しており、顧客3では（5・1）≦（5・2）、（5・4）≦（5．5）が成立している。これは、需要そのものが節  

約に影響する場合と剰余需要が影響する場合の差異が現れていることを意味する。   

さてここで参考として様々な公理を満たし良い解とされているShapley値を求めてみる。  

Shapley値を求める為には任意の顧客集合ぶ⊆Ⅳの標準的VRPの解の値uαg（∫）が必要とな  

る。この例で求めてみると以下の様になる。  

りαg（（1））＝1千円／台×2（往復）×2台＋5千円／台×2台  

＝14千円  

γαg（（2））＝1千円／台×2（往復）×1台＋5千円／台×1台  

＝ 7千円  

γαg（（3））＝ 2千円／台×2（往復）×3台＋5千円／台×3台  

＝ 27千円  

γαg（（1，2））＝1千円／台×2（往復）×1台  

＋（1＋2＋1）千円／台（顧客1→顧客2）×1台  

＋5千円／台×2台  

＝16千円  

りαg（（1，3））＝1千円／台×2（往復）×1台＋2千円／台×2（往復）×2台  

＋（1＋3＋2）千円／台（顧客1→顧客3）×1台＋5千円／台×4台  

＝ 36千円  

γαg（（2，3））＝ 2千円／台×2（往復）×2台  

＋（1＋1＋2）千円／台（顧客2→顧客3）×1台  

＋5千円／台×3台  

＝ 27千円  

γαg（（1，2，3））＝1千円／台×2（往復）×1台＋2千円／台×2（往復）×2台  

＋（1＋2＋1＋2）千円／台（顧客1→顧客2→顧客3）×1台  

＋5千円／台×4台  

＝ 36千円   

これらの僅からShapley値を求めてみると（鈴木［8】参照）顧客1、2、3の順に（10．67，  

2・67，22・67）（単位千円）となり顧客間の大小関係は上記で議論された費用配分方法と同じで  
あるが、負担の大きさについては上記で議論された費用配分方法よりも顧客2に対する負担が   
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軽くなる。ただし、一般的に上記の方法とShpley倍がどの程度異なるかは議論することはで  

きない。また、この例題の場合は顧客数が3であったので比較的容易にSbapley値を求める  

ことができたが最初に述べたように顧客数が増加すれば計算に必要なγαg（∫）の個数は指数的  

に増大する。この例についてやval（S）の計算回数は上記の方法と比較してShapley値は7倍  

の手間を要している。さらには、1個のγα－g（∫）を求めるという作業のみでもNP困難な問題  

を解くという労力を要する。配送計画では顧客を数件だけ配送するというような事例はまれで  

あるからShapley値のような計算方法は現実的とは言えない。   

6． まとめと今後の課題   

本論文では、共同配送に関する費用分担に関して計算がShpley値やコア、仁などによらな  

い実用的な費用配分方法をFishburnandPollark［2］の拡張として示した。さらに、走行費用  

と賃貸費用の取り扱いや共同配送による節約額の配分方法は、さまざまなバリエーションがあ  

り、組合が各々の状況に応じて選択してゆくべきということを示した。今後の課題として、  

配送路問題には時間制約や複数デポ、複数車種などの条件があるため、その条件に対応した配  

分方法を考えてゆくことができる。   
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ABSTRACT  

COST ALLOCATION ON VEHICIJE ROUTING PROBLEM  

Hiroaki Mohri Takahil・OVVatanabe  Masao Mori  Mikio Kubo  

．1J右＝J小んi／～い川Jり′  T；心ノいJけヾ／山上√－′イ  丁叫／‖J■J川一汗、小ノイ  

／′両′J吊′．ル・・  Ti√・／川りJ√照ノ  ．1J川・りJ両／・、IJ・‖・川・、  

Co－OperativelogisticsisimportanttosoIvesevera1logisticsproblems，SuChasashortageoftracksand  

drivers，ine氏cientloading，NOx pollutionandsoon．   

While，Current eVOIvementofcomputernetworksmakesit possibletoprovidevariousinformationfor  
COmmOnuSethroughnetworks．Andfurtherdevelopmentofinfbrmationinftastructureisunderway．   

Underthesecircumstances，CO－Operativelogisticsissocial1ydesiredinordertosolvelogisticsproblems・  

However，COSt allocation method for co－Operativelogistics has not been clearly stated so far，and that  

becomesobstaclefbrimplementatingco－Operativelogistics．   

Thisisthepaperwhichgivesasolutionabouthowtoallocatethetransportationcostsoutoflogistics  
COStS・Wedonot adoptthetraditionalsolutionsofco－Operativegametheory（i・e・Shapleyvalues，COre，  

nucleus，etC・）・Instead，We uSe the expantion solutionofFishburnand PollarkontheTraveling Sales－  

manGame．ThatisbecausethenumberofNPhardproblemsi．e．VehicleRoutingProblemsforgetting  

traditionalsolutionsincreasesexponentiallyasthenumberofcustomersincreases．   
Furthermore，thispapershowsthatparticipantsofco－Operativelogisticsshouldbeabletochoosetheir  

OWnCOStSallocaitonmethodbasedontheirpoliciesfbrrentalcostsandroadcosts，andalsoona1locationof  
SaVlngCOStSbycooperation．Weproposetwoaxiomsforcostallocationfunctions，andsomesavingfunctions  
as we11．   

Thefurturethemesofthisproblemarehowtoallocatelogisticscostsonvariousconditions（ex・time  
Windows）・   
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