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1. はじめに

2路線サプライチェーンには小売チャネルとweb

による直接チャネルが存在する．例えば，小売チャ
ネルでは顧客が実際にお店に足を運び商品を手に
する．それに対し直接チャネルでは，顧客は家に
いながらインターネットを用いることで商品を手
にすることができるプロセスのことである．
本研究では在庫管理方針に焦点をあてる．従来

研究 [1] では，生産と配送の切り換えに線形関数
を用いた在庫管理方針を提案した．しかし，生産・
配送の状況に関わらず，同じ線形関数を用いてい
た．本研究では，2路線サプライチェーンに対す
る生産・配送の状況に応じた線形関数を伴う在庫
管理方針を提案する．

2. 対象とするモデル

本研究では図 1に示すモデルを対象とし，以下
の前提条件を仮定する．なお，これは従来研究 [1]

と同じである．

2.1. 前提条件
1. 製品は小売チャネルとインターネットを基に
した直接チャネルの 2つのチャネルを通して，
顧客に提供される．

2. 小売業者の在庫は小売りチャネルを通して到
着した需要を満たすために使用され，倉庫の
在庫は直接チャネルを通して到着した需要を
満たすために使用される．

3. 製品価格は両方のチャネルで同じである．

4. 小売チャネルを好む顧客と直接チャネルを好
む 2種類の顧客から確率的な需要を受ける．

5. 小売チャネルを通じた需要は，パラメータ λr

のポアソン過程に従って到着する．

6. 直接チャネルを通じた需要は，パラメータ λd

のポアソン過程に従って製造業者に到着する．

7. 総需要の到着率を λ(= λr + λd)，直接チャネ
ルの選好率を αとしたとき，λd = αλ, λr =

(1− α)λである．

8. 受注残は認めない．欠品が発生すると，到着
した需要が失われる．

9. 発注し，在庫を補充するまでのリードタイム
は無視する．

10. 小売業者及び製造業者の在庫はそれぞれパラ
メータ µrと µwのポアソン過程に従って，倉
庫及び製造業者から補充される．

図 1: 対象とするモデル

2.2. 在庫管理方針
本研究では，2 路線サプライチェーンの状態を

(x, y)と定義し，xは倉庫の在庫，yは小売業者の
在庫とする．また，2 つの 0-1変数 zdと zrを定義
する．zd は，生産の状態を表し，zd = 0の場合，
生産は停止する．一方で，zd = 1であれば生産を
行う．zr は小売業者への配送を表し zr = 0の場
合，配送を停止する．一方で，zr = 1の場合，配
送を行う．また，製造業者と小売業者の最大在庫
レベルをそれぞれ Sw, Srとする．
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3. 提案する在庫管理方針
生産・配送の状況に応じて 3 種類の線形関数を

使用した，以下の在庫管理方針を提案する．なお，
方針 2と 4は従来研究 [1]の在庫管理方針と同じで
ある．
1. 生産停止の時，もし倉庫の在庫が直接需要また
は小売業者への配送のために消費され，zr = 1

の場合 y = a3x+b3，zr = 0の場合 y = ax+b

未満に減少した場合，生産は再開され zd = 1

になる．(λd)

2. もし倉庫の在庫が生産により x = Sw に達し
た場合，生産は停止し zd = 0になる．(µw)

3. 配送停止の時，もし小売業者の在庫が需要の
ために消費され，zd = 1の場合 y = a2x+ b2，
zd = 0の場合 y = ax + b未満に減少した場
合，配送は再開し zr = 1になる．(λr)

4. もし小売業者の在庫が配送により y = Srに達
した場合，配送は停止し zr = 0になる．(µr)

4. マルコフ解析
4.1. 状態推移図
y = ax + b, y = a2x + b2, y = a3x + b3(a =

1.5, a2 = a3 = 1, b = b3 = 1.5, b2 = 2.5)と Sw =

Sr = 3の場合における提案する在庫管理方針に対
する状態遷移図を図 2に示す．

図 2: 提案する在庫管理方針の状態推移図

4.2. 評価尺度
図 2よりフローバランス方程式から状態の定常

状態確率P (x, y, zd, zr)を求め，これを用いた倉庫
の在庫維持費 Iw，小売業者の在庫維持費 Ir，倉庫
及び小売業者の売上損失L，生産の切り替え費Cd

と配送の切り替え費 Cr からの和からなる総費用
を評価尺度とする．

5. 数値実験
本研究では，倉庫及び小売業者の最大在庫Sw, Sr

および切り替え点を変化させることにより，最小
総費用を求める．λdの影響を図 3に示す．なお総
需要 λを 10に固定しているため，λr = 10−λdと
なる．
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図 3: λdを変化させた時の総費用及び内訳

図 3よりどの λdに対しても従来方針よりも提案
方針が費用は小さくなった．内訳より λdが高い時
には小売在庫費と品切れ費が，低い時には倉庫在
庫費と品切れ費が影響し，結果として生産・配送
の状況によって線形関数を変え柔軟な在庫管理を
行うことにより従来方針よりも提案方針が良くな
ることが分かった．

6. おわりに
本研究では，2 路線サプライチェーンに対する
生産・配送の状況に応じた線形関数を伴う新たな
在庫管理方針を提案した．数値実験より，提案し
た在庫管理方針は従来の在庫管理方針よりも良く
なることを示した．
今後の課題としては総費用を抑えるだけでなく，
短時間で計算できるヒューリスティックアルゴリ
ズムを提案することが挙げられる．
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