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需要が不確実な場合における設備制約等を考慮した生産計画システム（MCPS-CAP）
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Mass Customization Production Planning and Management System with Finite
Capacity under Uncertain Advance Demand Information

─MCPS-CAP with Minimum Lot Size─

Nobuyuki UENO, Toshio WATARI and Koji OKUHARA

要　約

　内示情報の提供を受ける企業サイド（部品供給業者など）における内示情報を活用した生産計

画システムについては，MCPS（Mass Customization Production Planning & Management System）が
提案されている。これをベースに，「設備能力制約による見込み生産」に対応する生産計画モデル

（MCPS-CAPという）の定式化，解法を提案し，数値計算により有効性を確認した。
　さらに，実用性を高める為に，①追加生産量が少ない場合に，極力トータル生産コストが低く

なる。②追加生産する場合は，少量ずつ各期に分散するのではなく，決められた最小ロット以上

生産した場合には生産効率が良くなる等の改善を図る必要がある。

　本論文は，これらを踏まえ，MCPS-CAPを拡張したモデル「MCPS-CAP最小ロット制約モデル
（以下，最小ロット制約モデルという）」を定式化した。また，これを実現するための特徴的な　3　
つの解法を提案し，有効性を確認する。

Abstract

In this paper, we propose Mass Customization Production Planning & Management System (MCPS) by 
using Advance Demand Information with finite production capacity. The model is formulated as a 
nonlinear stochastic programming problem which minimizes the sum of production cost and inventory 
holding cost subject to the set of probabilistic constraint, production capacity and some linear production 
constraints. Already we proposed the solving which is called ‘MCPS-CAP’. We compare the result of the 
problem with production capacity with the one without it. In the following research, we improve the above 
model in the view point of decreasing the volume of the over-production and minimum lot size constraint. 
Therefor, we propose a new model, which is called ‘MCPS-CAP with minimum lot size’ and three 
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solution procedures. It is shown that ‘MCPS-CAP with minimum lot size’ is available and  suitable for 
production planning with finite capacity under uncertain demand.

　1　．はじめに

　生産内示は，日本の製造業界の伝統的な情報共有のやり方であり，問題解決志向の協調的な企

業間連携，すなわち日本独特の知的なサプライチェーンマネジメントである［1］。サプライチェー
ンの下流（最終顧客側）の企業が，上流の企業に対して，生産開始日の一定期間前に「注文情報

（内示という）」を提示し，生産開始直前には，「確定注文情報」が伝達される仕組みである［1, 2］。
　生産内示により，上流企業は，多様化する顧客のニーズに柔軟に応え，また短いリードタイム

で納入できる供給の仕組みを実現し，一方，下流企業から見れば，確定注文情報が伝達される以

前から，原材料，部品の購買・生産準備に着手することができた。企業は，膨大な製品在庫を保

有することなく，購買コストを削減し，綱渡り的な納期厳守を減らし，生産効率アップを図って

きた。

　内示情報の提供を受ける企業サイド（部品供給業者など）における内示情報を活用した生産計

画システムについては，MCPS（Mass Customization Production Planning & Management System）が
提案されている［3-7］。そして，代表的な生産計画タイプである「設備能力制約による見込み生
産」に対応する生産計画モデル（MCPS-CAPという）の定式化，解法を提案し，数値計算により
有効性を確認した［8］。
　さらに，実用性を高める為には，①追加生産量が少ない場合に，極力トータル生産コストが低

くなる。②追加生産する場合は，少量ずつ各期に分散するのではなく，決められた最小ロット以

上生産した場合には生産効率が良くなる等の改善を図る必要がある。

　本論文は，これらを踏まえ，MCPS-CAPを拡張したモデル「MCPS-CAP最小ロット制約モデル
（以下，最小ロット制約モデルという）」を開発した。また，これを実現するための特徴的な　3　つ
の解法を提案し，有効性を確認する。

　2　．内示の定義と確定注文の表現

　内示とは，「生産に先行して，顧客などから提示される事前の生産参考情報」と定義する。内示

とは，製造業者が生産を開始するタイミング以前に受け取る生産数量，仕様，納期等の情報であ

る。しかも，内示であるから，最終的には，仕様と数量が確定した注文（確定注文という）が伝

達されるという意味で，それまでの内示の内容は，生産の予想値である。しかし，予定情報の一

種であるが間接的な判断に用いられるマクロ統計のような情報ではなく，企業の発注部門から出

される注文に係る事前生産参考情報と解釈できる。

　内示は，それが作成された時点における製造業者の生産計画数量であり，それ以降に，顧客が

注文変更や生産予定の変動がなければ，その内示どおりに生産されるべき数値である。従って，

確定注文は，内示と同じはずであり，内示を中心として，その付近は出やすい。一方，内示と確

定注文の変動が起こる場合は，内示変動メカニズム［2］に示したように，一度内示として，仮決
めした後に，顧客の要求仕様の選択の揺らぎ，生産変動の揺らぎなどの細かい揺らぎが起こって

いるのである。その為に，確定注文は，内示と同じになる可能性は高いが，極端に外れる可能性
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もないではない。このような揺らぎの積み重ねは，正規分布に近づくことが知られている。確定

注文は，「時間変化する内示（内示変動）」とさらに「内示からのばらつき」が加わったものとな

る［1］。

　3　．増産を考慮した未達率をベースとして生産計画を求める方法（MCPS-CAP）

　内示情報を用いて，通常生産能力が不足している場合は増産という手段も考慮して，在庫の充

当度合いをあらわす未達率目標を厳守し，在庫コストと増産コストの合計の期待値を最小にする

 　期の生産数量を求める問題を定式化する［8］。

3．1　前提条件

(1)　内示情報はあるが，確定注文では「時間変化する内示」とさらに「ばらつき」が加わったも
のとなる。需要の分布は，内示を平均値とし，標準偏差が既知の正規分布と仮定する。

(2)　サプライヤーの製造リードタイムは，顧客の要求する納入リードタイムより長い。したがっ
て，見込生産をせざるを得ない。

(3)　計画サイクルは，　1　回/週である。先　1　週間の計画を立案する。結果は，生産計画，購買計
画等に活用する。

(4)　顧客への計画目標未達率を考慮できる。未達率（unfulfilled order rate）とは，顧客への納入
回数のうち納入未達が発生した回数の比率（確率）である。計画目標未達率は，標準のリー

ドタイムのもとで許容される未達率である。企業における管理指標である緊急輸送比率，特

別輸送比率を当てる。たとえば，　5　％（　3　ヶ月に　5　回程度）など。
(5)　通常生産能力制約を考慮できる。これ以外に，線形式で表現される生産制約をも考慮できる。
(6)　在庫コスト，製造コスト，増産コストの合計の期待値を最小化する。

3．2　記号

  ：期（ただし，　 　＜
－
 　 　）

  ：第　 　期の需要量（確定注文）とし，平均値（内示） ，標準偏差　 　の正規分布に従い，
　 ， 　は互いに独立とする。

  ：第　 　期の生産量
  ：第　 　期の追加生産量（増産）
  ：第　 　期の在庫量。なお，生産は，各期の期首に，在庫は，期末を考える。初期在庫を

 　とする。第　 　期の在庫量は

　　　　　 　で求まる。

  ：第　 　期の単位あたりの製造コスト（定数）
  ：第　 　期の追加生産量単位当たりのコスト（定数）。たとえば，増産を残業にて実現すると

きは，通常の製造コストに残業代相当分を加味したコスト

  ：第　 　期の単位当たりの在庫コスト（定数）

  ： 　期間の生産量合計制約。すなわち， 
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  ：線形の生産制約を満足する解集合。
  ：未達率。すなわち，第　 　期までに，少なくとも一度は，在庫が切れる確率
  ：計画目標未達率（定数）
  ：第　 　期の通常生産能力（定数）

3．3　生産計画モデルの定式化

［　T 問題］
Minimize

　　　  (1)

Subject to

　　　  (2)

　　　  (3)

　　　  (4)
　　　  (5)
　　　  (6)
　　　  (7)
　　　  (8)

　変数は，生産量　 　，追加生産量　 　である。ここで，(1)式は，製造コスト，在庫コ
スト，増産コストの合計の期待値（Expectation）を最小化することを表しており，(2)式は，注文
量が内示として決まるときには，在庫量は各期とも非負であることを表し，(3)式は，期間生産量
合計制約，(4)式は，未達率制約，(5)～(8)式は線形の生産量制約を表している。特に，(5)式は，
生産量は，通常生産能力　 　の制約を受けることを表している。
　なお，各コストは期によらず，一般性を失わず，一定と考えておく。すなわち， ，

 　である。

3．4　解法の基本骨子

　解法の骨子としてRelaxation戦略を採用する（図　1　参照）。すでに述べた　T 問題から(4)式のみ
を除いた問題を考え，　P 問題とする。　P 問題は，線形計画問題であり，この問題を解いたときの

解が　T 問題の解なら，この解は，全体の最適解となる。　T 問題の解でないなら，　P 問題の制約領

域をあるメカニズムにて徐々に狭めて，　T 問題の制約領域の中に解が求まれば，それを全体の解

とする。　P 問題を解いたときの解が　T 問題の解でないなら，「特定の期　 　の未達率がある目標　 
　以下になるMP問題」を構成する（図　2　参照）［5, 6］。MP問題の構成については，　P 問題に逐次
に，(9)式を追加すればよい。

　　　  (9)

　MP問題の(9)式における　 　について述べる。「第　 　期の在庫量　 　が目標未達率　 　以下である」
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為には，

　　　  (10)

　　　  (11)
となる　 　， 　を求め，未達率　 　以下となるためには，（在庫量　 　の期待値）＞

－
 　 　を満足すれば

よい。

　4　．MCPS-CAP最小ロット制約モデル

　既に，「設備能力制約による見込み生産」に対応する生産計画モデル（MCPS-CAPという）の
定式化，解法を提案した。さらに，実用性を高める為には，①追加生産量が少ない場合に，極力

トータル生産コストが低くなる。②追加生産する場合は，少量ずつ各期に分散するのではなく，

決められた最小ロット以上生産した場合には生産効率が良くなる等の条件を織り込む必要がある。

　そこで，MCPS-CAPを拡張したモデル「MCPS-CAP最小ロット制約モデル（以下，最小ロット
制約モデルという）」を開発した。また，これを実現するための特徴的な　3　つの解法を提案し，有
効性を確認する。

4．1　最小ロット制約モデル

4．1．1　基本的考え方

　MCPS-CAPを用いて，数値実験を行った結果，生産能力が不足している状況でも追加生産とい
う手段で計画目標未達率を満たすことができた。しかし，未達率を下げるために微量の追加生産

や毎期で追加生産を行うという生産計画を立てる傾向があった（図　3　(a)参照）。そこで，
①　追加生産する場合は，決められた一定の量，つまり，最小ロット量以上の生産を義務付ける

制約条件を加味する（図　3　(b)参照）。この制約条件により，期ごとの追加生産の有無を明確
に区別することができる。

②　追加生産する場合は，最小ロット量が確保され，かつ追加生産が各期に分散せずに数期に集

約される。つまり，追加生産の前倒し，もしくは通常生産の前倒しが起きて，追加生産量の

減少が期待できる。

　このように，最小ロット制約を取り入れることで実務的運用にも配慮できる。

図　1　　緩和戦略

（元の制約領域と緩和された制約領域） 図　2　　未達率の改善
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(a)　最小ロット制約なしの場合 (b)　最小ロット制約ありの場合

図　3　　最小ロット制約モデルのイメージ

4．1．2　制約式の追加

　そこで　0　・　1　変数を導入し，　0　の場合は「追加生産をしないこと」を表し，　1　の場合は「追加
生産をすること」を表す［9］。最小ロット制約を考慮するために，新たな記号を下記に定義する。
【記号】

　  ：第　 　期の追加生産の有無を示す　0　・　1　変数（　0　：追加生産なし，　1　：追加生産あり）
　  ：最小ロット量（需要合計の平均の　1　～　2　割程度とする。）
　  ：非常に大きな値。例えば，9999。

　(8)式　 　の式を下記の　2　式に置き換えると最小ロット制約が織り込まれる。
　　　  (12)
　　　  (13)
すなわち，

（ⅰ）　  　＝　0　の場合（追加生産なしの場合）
　　(12)式は， 　＞

－
 　0　，(13)式は， 　＜

－
 　0　であるから，つまり　 　＝　0　となる。

（ⅱ）　  　＝　1　の場合（追加生産ありの場合）
　　(12)式は， 　＞

－
 　 　，(13)式は， 　＜

－
 　 　となる。つまり， 　＜

－
 　 　＜

－
 　 　となる。

　これは追加生産量　 　が　 　（最小ロット量）以上であることを意味する。また， 　は非常に大

きな値であるため，追加生産量の上限に影響を及ぼさない。

4．2　最小ロット制約モデルの解法

　最小ロット制約モデルとして　3　種類の解法を提案する。　1　つはMCPS-CAPに最小ロット制約
を付け加えた基本型である。さらに，追加生産を決められた数の期に集約することを織り込んだ

　2　つの解法である。それらはMP問題の「未達率改善期」の選択部分に， 　の設定方法の違いが
あらわれる。以下に，それらをまとめた表　1　を示す。表中の　 　は，イテレーション順序を表すパ
ラメータである。
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　次節から，最小ロット制約モデルの　3　つの解法について詳しく述べる。
　なお，「多期集約型」については，以下，「　2　期集約型」に限定して述べる。

4．3　MCPS-CAP最小ロット制約モデル　基本型

　「基本型」とは，未達率の改善が必要な期の全てに最小ロット制約を追加するMCPS-CAP最小
ロット制約モデルである。その結果，追加生産を行う期が分散傾向にある。

4．3．1　解法の手順

　通常のMCPS-CAPのMP問題の未達率改善期の選択方法を利用して　 　を設定する。
ステップ　1　
　未達率　 　が最大になる　 　期の　 　を求める。

ステップ　2　
　その　 　期について
　　 　＝　1　 とする。　　 
釈 若錫錫錫

　よって， 　＜
－
 　 　＜

－
 　 ，それ以外の期は　 　＝　0　の制約式に変更される。

ステップ　3　
　MP問題を解く。
ⅰ 　 　＜

－
 　 　の場合は， ， 　は全体最適解である。

ⅱ 　 　＞　 　の場合は， 　＝　 　＋　1　として，ステップ　1　へいく。
　計画目標未達率に近づくにつれ，改善される期は広がっていくため最小ロット制約は複数期に

分散される。

4．3．2　全体構成

　MCPS-CAP最小ロット制約モデル「基本形」の解法をフローチャートにて図　4　に示す。
　MCPS-CAP最小ロット制約なしとの変更点を下線にて示す。

表　1　　最小ロット制約モデルの解法

 　の設定方法内　　　容解法

・未達率　 　が最大の期の　 　＝　1　未達率の改善が必要な期に最小ロット制

約を付け足していく。追加生産するべき

期はケースによって異なる。

基本型

・未達率　 　が最大の期の　 　＝　1　
・目標未達率を満たさなければ　 　＝　0　，
 　＝　 　＋　1　にして繰り返す。

未達率の改善が必要な期のみに最小ロッ

ト制約を反映する。追加生産する期は　1　
つに集約する。

　1　　期
集約型

・未達率　 　が最大の期から順に指定した

多期　 　の　 
・目 標 未 達 率 を 満 た さ な け れ ば

 　にして繰り

返す。

未達率の改善が必要な期と指定された期

のみに最小ロット制約を反映する。追加

生産する期は指定の多期に集約する。
多　期

集約型
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4．3．3　数値計算

(1)　前提条件
　表　2　のように，特に，　2　，　3　期の需要が多い。また，期間合計需要量72に対し生産能力が60
と不足している。最小ロット量として，合計需要量の平均の　2　割とする。

(2)　結果
　MCPS-CAP最小ロット制約モデル基本型と最小ロット制約なしの場合の生産量，追加生産量，
在庫量，未達率，コスト，iteration数の結果を表　2　，　3　に示す。図　5　，　6　に生産量推移，図　7　，
　8　にiterationごとの未達率とコストの変化のグラフをそれぞれ示す。計画目標未達率　5　％は満た
している。

図　4　　MCPS-CAP最小ロット制約モデル 「基本型」のフローチャート
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表　2　　最小ロット制約モデル 「基本型」　 計算結果

合　計54321期

72126242010需要量

6011.146164.84704320204.0068生産量（xi）
11.916982.882.883.2769842.880追加生産量（zi）
71.9169814.026167.72704323.2769822.884.0068xi＋zi
59.8651914.9169812.8908311.1637811.88689.0068在庫量

1402.564コスト

0.047806未達率

30iteration数

表　3　　MCPS-CAP「最小ロット制約なし」　 計算結果

合　計54321期

72126242010需要量

6012.567777.16143519.7208419.918130.63182生産量（xi）
12.514060.7300140.7431856.7432713.0931491.20444追加生産量（zi）
72.5140613.297787.9046226.4641223.011281.83626xi＋zi
58.725815.5140614.2162812.311669.8475426.83626在庫量

1461.132コスト

0.048694未達率

54iteration数

図　7　　最小ロット制約モデル 「基本型」　 iterationごとの未達率，コストの変化

図　5　　最小ロット制約モデル 「基本型」

　　　生産量推移 

図　6　　MCPS-CAP「最小ロット制約なし」

　　　生産量推移 
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(3)　考察
①　図　5　より，「基本型」の追加生産が最小ロット量以上で　4　期に分散されていることがわかる。
②　表　6　より，「最小ロット制約」なしの場合は　5　期間すべてにおいて追加生産をしている。と

りわけ　4　，　5　期の増産量は　1　未満であり未達率を下げるための追加生産であることがわかる。
③　表　2　より，「基本型」は　4　，　5　期で最小ロット量の2.88生産しているので，　1　，　2　，　3　期の
追加生産量は減少し，未達率を満たすため　1　期の通常生産が前倒しされている。その結果，
合計追加生産量は「最小ロット制約なし」の場合と比べ減少した。

④　図　7　，　8　より，iteration数は格段に減っているが，これは　0　・　1　変数を利用して追加生産す
る期を絞っているためと考えられる。

4．4　MCPS-CAP最小ロット制約モデル　1　期集約型

　「　1　期集約型」とは，追加生産をする期を必ず　1　つに集約するMCPS-CAP最小ロット制約モデ
ルである。

4．4．1　解法の手順

　通常のMCPS-CAPのMP問題の未達率改善期の選択方法を利用して　 　を設定する。
ステップ　1　
　未達率　 　が最大になる　 　期の　 　を求める。

ステップ　2　
　その　 　期について
　　 　＝　1　 とする。　　 
釈 若錫錫錫

ステップ　3　
　MP問題を解く。
（ⅰ）　  　＜

－
 　 　の場合は， ， 　は全体最適解である。

（ⅱ）　  　＞　 　の場合は，  　＝　0　， 　＝　 　＋　1　として，ステップ　1　へいく。  
釈 若錫錫錫

　　　「基本型」と違う点は前のiterationの　 　を　0　に直して，新しい　 　だけに対して　1　に設定す
　　るので，必然的に最小ロット制約式が入るのは　1　つの期だけとなる。
 

図　8　　MCPS-CAP「最小ロット制約なし」　 iterationごとの未達率，コストの変化
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4．4．2　数値計算

(1)　前提条件
　「基本型」と同じにする。

(2)　結果
　MCPS-CAP最小ロットモデル「　1　期集約型」の場合の生産量，追加生産量，在庫量，未達率，
コスト，iteration数の結果を表　4　に示す。図　9　に生産量推移，図10にiterationごとの未達率とコ
ストの変化のグラフをそれぞれ示す。計画目標未達率　5　％は満たしている。

図10　最小ロット制約モデル 「　1　期集約型」　 iterationごとの未達率，コストの変化

図　9　　最小ロット制約モデル 「　1　期集約型」　 生産量推移

表　4　　最小ロット制約モデル 「　1　期集約型」　 計算結果

合　計54321期

72126242010需要量

6010.4456020209.554403生産量（xi）
10.91011010.91011000追加生産量（zi）
70.9101110.445610.9101120209.554403xi＋zi
69.0378413.9101115.4645210.554414.554414.5544在庫量

1311.049コスト

0.044841未達率

38iteration数
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(3)　考察
①　図　9　より，これまで未達率を下げるために各期で行っていた追加生産を　4　期に集約し，通常
生産を　1　期に大量に前倒しすることで，追加生産量を減らしていることがわかる。

②　表　4　より，「　1　期集約型」は大量の前倒しにより在庫量は最小ロット制約なしの場合と比べて
10以上増加しているが，増産コストの削減がそれをはるかに上回っているので，全体コスト
は下がっている。

③　図10より，未達率が上がったり下がったりしながら目標未達率に近づいているが，これは
iterationごとの追加生産期が変わったことを示している。

4．5　MCPS-CAP最小ロット制約モデル　2　期集約型

　「　2　期集約型」とは，追加生産をする期を必ず　2　つに集約するMCPS-CAP最小ロット制約モ
デルである。

4．5．1　解法の手順

　通常のMCPS-CAPのMP問題の未達率改善期の選択方法を利用して　 　を設定する。
ステップ　1　
　未達率　 　が最大になる　 　期の　 　を求める。

　未達率　 　が　2　番目に大きい　 　期の　 　を求める。　 　　　　
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
ステップ　2　
　その　 　期， 　期について

　　 　＝　1　 ， 　＝　1　 とする。　　 　 
釈 若錫錫錫 釈 若錫錫錫

ステップ　3　
　MP問題を解く。
（ⅰ）　  　＜

－
 　 　の場合は， ， 　は全体最適解である。

（ⅱ）　  　＞　 　の場合は，  　＝　0　 ， 　＝　0　 ， 　＝　 　＋　1　として，ステップ　1　へいく  　 
釈 若錫錫錫 釈 若錫錫錫

　各期未達率が大きい期から順に　2　つ選び，追加生産を行う。

4．5．2　数値計算

(1)　前提条件
　「基本型」と同じにする。

(2)　結果
　MCPS-CAP最小ロット制約モデル「　2　期集約型」の場合の生産量，追加生産量，在庫量，未達
率，コスト，iteration数の結果を表　5　に示す。図11に生産量推移，図12にiterationごとの未達率
とコストの変化のグラフをそれぞれ示す。計画目標未達率　5　％は満たしている。

(3)　考察
①　図11より，「　1　期集約型」と同じように，これまで未達率を下げるために各期で行っていた
追加生産を　4　期と　5　期の　2　期間に集約し，通常生産を　1　期に前倒しすることで，追加生産量
を減らしている。
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②　表　5　より，「　2　期集約型」の在庫コストは増えるが，増産コストの削減の影響が大きく，全体
コストは「最小ロット制約なし」の場合と比べ減少している。

③　図12より，「　1　期集約型」と同じように未達率が上がったり下がったりしながら目標未達率
に近づいているが，その理由も「　1　期集約型」と同様にiterationごとに追加生産期が変化し
ているからである。

　5　．　3　つの解法の比較

　　4　章では，MCPS-CAP最小ロット制約モデルの「基本型」・「　1　期集約型」・「　2　期集約型」の　3　
つの解法について説明し，それぞれ数値計算を行ったが，本章では　3　つの解法の特性について，

図11　最小ロット制約モデル 「　2　期集約型」　 生産量推移

図12　最小ロット制約モデル 「　2　期集約型」　 iterationごとの未達率，コストの変化

表　5　　最小ロット制約モデル 「　2　期集約型」　 計算結果

合　計54321期

72126242010需要量

609.8362170202010.16378生産量（xi）
11.976734.2496897.727043000追加生産量（zi）
71.9767314.085917.727043202010.16378xi＋zi
69.3589114.9767312.8908311.1637815.1637815.16378在庫量

1418.032コスト

0.04398未達率

37iteration数
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設備能力制約の観点からそれぞれを比較する。

5．1　実験結果

　前提条件は前節の数値計算と同じものとし，設備能力を12～25の間で変化させて数値計算を
行った。設備能力ごとの合計追加生産量とその平均値をまとめたものを表　6　，図13に示す。

図13　設備能力の変化による合計追加生産量

表　6　　各解法の設備能力ごとの合計追加生産量

最小ロット制約なし　2　期集約型　1　期集約型基　本　型

合計追加

生　産　量

設備

能力

合計追加

生　産　量

設備

能力

合計追加

生　産　量

設備

能力

合計追加

生　産　量

設備

能力

13.55441212.788291213.514831213.5148312
11.344091311.344091311.344091314.0437813
11.776711411.402551411.685121413.314414
11.772711511.976731511.685121511.2972415
11.772711611.213891617.704561611.1516816
11.772711711.976731710.910111711.1516817
12.514061811.976731810.910111811.1516818
12.514061911.976731910.910111911.9169819
12.514062011.976732010.910112011.9169820
12.514062111.976732110.910112111.5221
12.514062211.976732210.910112211.5222
12.514062311.976732310.910112314.423
12.514062411.976732411.685122414.424
12.514062511.976732511.685122514.425
12.29327平均11.89401平均11.83391平均12.54995平均



 需要が不確実な場合における設備制約等を考慮した生産計画システム（MCPS-CAP） 37

5．2　考察

(1)　「基本型」の特徴
　・設備能力12の時，追加生産期は　3　期のみ。
　・設備能力13の時，追加生産期は　3　，　5　期。
　・設備能力14～19の時，追加生産期は　3　，　4　，　5　期。
　・設備能力20～22の時，追加生産期は　2　，　3　，　4　，　5　期。
　・設備能力23～25の時，追加生産期は　1　，　2　，　3　，　4　，　5　期。
　このように設備能力が高くなるにつれて，追加生産期が分散する傾向にある。通常生産能力が

高いと需要量の多い　2　，　3　期に対して十分な通常生産が行えるため，各期の未達率は均等になり
やすい。それはMP問題での未達率改善期の選択幅が広がることを意味しており，各期に追加生
産量の最小ロット制約が付け加えられることになる。基本型の設備能力23から合計追加生産量
が最小ロット制約なしの場合と比べても高いのは　5　期間全てにおいて最小ロット量の2.88を追加
生産しているからである。

　図13より，「基本型」は追加生産期が　3　～　4　期に分散される設備能力の時に，より増産コスト
を削減できる生産計画を立てることができる。

(2)　「　1　期集約型」の特徴
　「　1　期集約型」はその性質上，　1　期に追加生産を集約するので，追加生産量を全部前倒しされ
る（追加生産期が後の場合は通常生産が前倒しされる）形となるので在庫コストは増加する傾向

にあるが，その分，合計追加生産量の減少は期待できる。

　しかし，「　1　期集約型」の解法上，追加生産期をいつにするか指定できないので解の安定性に欠
ける。例えば，設備能力が16の時，「　1　期集約型」は合計追加生産量が17.7と増大しており，図
13のグラフからもその結果が異状であることは一目でわかる。なぜこのような結果になるかとい
うと，追加生産期に問題がある。ここで，「　1　期集約型」の設備能力16とその前後の15，17の時
の生産量，追加生産量，各期の未達率，累計未達率の結果を表　7　に示す。

表　7　　設備能力別の計算結果(a)　設備能力15

合　計54321期

72126242010需要量

6013.386358.22849215158.385155生産量（xi）
11.6851200011.685120追加生産量（zi）

0.0142940.013330.0165661.12E-064.07E-06未達率（　i 期）
0.043550.029680.0165715.18E-064.07E-06　n 期間未達率

表　7　　設備能力別の計算結果(b)　設備能力16

合　計54321期

72126242010需要量

606.0758185.924182161616生産量（xi）
17.70456017.70456000追加生産量（zi）

0.0010134.54E-060.0416323.08E-051.28E-12未達率（　i 期）
0.0426370.0416660.0416623.08E-051.28E-12　n 期間未達率
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　まず，表　7　(a)設備能力15の時，　2　期に追加生産しているため，需要の多い　3　期の未達率は　1　
％台に抑えられている。後の　4　，　5　期は需要量も少ないため，通常生産で間に合っている。
　次に，表　7　(b)設備能力16の時，　4　期に追加生産しているため，　1　，　2　，　3　期に設備能力限界
まで通常生産を行っても，　3　期の時点で未達率はすでに　4　％に達している。そのため　5　期間の未
達率を下げるために，　4　期の追加生産量が大巾に増えてしまっている。
　表　7　(c)設備能力17の時，設備能力16の時と同様に　4　期に追加生産をしている。しかし，設備
能力が高く　2　，　3　期で17も生産しているので，　3　期までの未達率は　1　％台に抑えられている。
よって追加生産量は少なくて済む。

　このように，「　1　期集約型」は解法の都合上，需要と設備能力との相性が悪い場合が起こり得
る。このよう場合は別の解法を試すか，生産管理者の判断によって生産計画を立てなければなら

ない。

(3)　「　2　期集約型」の特徴
　「　2　期集約型」は追加生産を　2　期に分けている分，「　1　期集約型」のような前倒しは起きない
が，MCPS-CAP「最小ロット制約なし」の場合よりは合計追加生産量の減少は期待できる。
　今回の数値計算では行っていないが，生産能力の不足が僅かな場合でも，最低でも必ず最小

ロット量を　2　期分生産するため，過剰生産してしまう可能性もある。その時は，最小ロット量を
減らすなどの工夫が必要となる。

5．3　　3　つの解法の比較

　　3　つの解法を比較すると，最も合計追加生産量の減少が期待できるのは「　1　期集約型」である。
ただ，それぞれの解法にメリット・デメリットがある。

①　「基本型」のメリットは適度に追加生産が分散されれば，「　1　期集約型」と同様の追加生産量
の減少が見込まれ，かつ在庫コストも抑えることができる点である。また，アルゴリズム的

にほかの　2　つ解法と違い， 　＝　0　にする計算手順がないので計算時間が早い。デメリットは
設備能力の良さが改善中の各期の未達率を均等にしやすいので最小ロット制約が各期に分散

されることである。今回のケースで言えば設備能力が23以降は　5　期間すべてに最小ロット
制約が効いたために過剰生産が起きた。

②　「　1　期集約型」のメリットは追加生産を　1　期に集約することでかなりの生産の前倒しによっ
て追加生産量を少なくできることである。デメリットは解法の都合上，計画目標未達率を満

たした時に一番未達率が高い期が追加生産期に決定されるので，今回の数値計算のように爆

表　7　　設備能力別の計算結果(c)　設備能力17

合　計54321期

72126242010需要量

609.8362170171716.16378生産量（xi）
10.91011010.91011000追加生産量（zi）

0.0190580.0036920.0158389.29E-068.66E-13未達率（　i 期）
0.0381680.0194810.0158479.29E-068.66E-13　n 期間未達率
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発的に追加生産量が増加する可能性があり，需要と設備能力との相性の良さが問われること

である。

③　「　2　期集約型」は基本型と　1　期集約型のメリットを兼ね備えている。追加生産を集約するこ
とで追加生産量を減らしながら，　2　期間に分散しているので在庫コストも抑えることができ
る。そのため，どんな設備能力においても最小ロット制約なしの場合と比べて，合計追加生

産量を減少もしくは同等の量で生産計画を立てることができる。

　ただ，「　2　期集約型」の特徴でも述べたように，生産能力の不足がわずかな場合は過剰生産の恐
れがあるので注意が必要である。

5．4　運用法

　最後にMCPS-CAP最小ロット制約モデルの実務的運用について適用法を述べる。
①　「基本型」は生産の前倒しが少なく，在庫コストを抑えることに長けているので，増産コス

トがそれほど高くない場合の適用が望ましい。

②　「　1　期集約型」は在庫がある程度増えても，とにかく増産量を減らしたい場合に適用できる。
例えば，小さな部品等であれば在庫の保管場所には困らない。

③　「　2　期集約型」は在庫を多く持ちたくないが，増産量も抑えたい時に有効である。例えば，
日持ちのしない食料品の製造業などへの適用が考えられる。

　6　．おわりに

　本論文は，さらに，実用性を高める為には，①追加生産量が少ない場合に，極力トータル生産

コストが低くなる。②追加生産する場合は，少量ずつ各期に分散するのではなく，決められた最

小ロット以上生産した場合には生産効率が良くなる等の改善を図った。すなわち，MCPS-CAPを
拡張したモデル「MCPS最小ロット制約モデル」を定式化した。また，これを実現するための特
徴的な　3　つの解法を提案し，有効性を確認した。実務の使用状況に沿って提案手法を選択して使っ
ていくべきである。
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