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要　約

不確実な需要環境に対して，自動車部品製造におけるサプライチェーンを対象に企業間の内示

情報を生産計画に活用する研究が進められてきた。

本論文は，企業内における販売部門から生産部門に提示される社内販売予想（内示情報相当）

を生産計画に活用する方法に関するものである。

まず，需要量は，一定の内示量をベースに自己相関があるという前提で，需要と在庫の平均，

分散・共分散行列を導出した。つぎに，自己相関がある場合と自己相関がない場合について，需

要量の期待値の予測の仕方，需要と在庫の分散・共分散行列の組合せについて，4つのケースを想

定し，生産計画の評価指標である未達率への影響を解析した。

また，需要に自己相関がある場合について，シミュレーションにより目標未達率5％の時の生産

計画を求めることができることを示した。最後に，今後の課題を述べる。

1．はじめに

内示とは，生産に先行して，顧客などから提示される生産参考情報である［1］。内示を規定す

る属性のうち内示数量，仕様のメッシュなどの情報をまとめて内示情報と呼ぶことにする。内示

情報は，注文予定情報ではあるが，マクロ統計のような情報ではなく，企業の発注部門等から提

示される生産参考情報であり，先行需要情報の一種である［2］。

不確実な需要環境に対して，自動車部品製造におけるサプライチェーンを対象に企業間の内示

情報を生産計画に活用する研究が進められてきた［3－7］。

本論文は，企業内における販売部門から生産部門に提示される社内販売予想（内示情報相当）

を生産計画に活用する方法に関するものである。

まず，需要量は，一定の内示量をベースに自己相関があるという前提で，需要と在庫の平均，

分散・共分散行列を導出した。つぎに，自己相関がある場合と自己相関がない場合について，需

要量の期待値の予測の仕方，需要と在庫の分散・共分散行列の組合せについて，4つのケースを想
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定し，生産計画の評価指標である未達率［3，4］への影響を解析した。

また，需要に自己相関がある場合について，シミュレーションにより目標未達率5％の時の生産

計画を求めることができることを示した。最後に，今後の課題を述べる。

本論文は，以下の内容で構成される。

第2章では，需要は自己相関があると想定し，社内の内示を活用して生産を行う場合の販売部門

と生産部門の連携を述べる。

第3章では，需要量と在庫量の表現と需要量と在庫量の平均，分散・共分散行列を導出する。

第4章では，需要に自己相関がある場合とない場合の4つのケースを想定し，未達率への影響比

較を行う。

第5章では，需要に自己相関がある場合について，シミュレーションにより目標未達率5％の生

産計画を求める。

第6章では，本論文のまとめと今後の課題について述べる。

2．販売部門と生産部門の連携

社内の販売部門と生産部門の連携を述べる（図1参照）。販売部門は，顧客からの需要特性を自

己相関の関係にあると想定している。それらを「社内内示」として生産部門に伝達し，生産準備

を行わせる。その後，顧客から受注する確定注文を逐次に生産部門に伝達し，製品在庫引き当て

処理をして出荷する。このような場合は，内示生産システムとなる（図2参照）。

図1 販売部門と生産部門の連携
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3．需要量・在庫量の表現と分散・共分散行列の導出

3．1 記号

3．2 需要量と在庫量の表現

3．2．1 第 i期の需要量Di

自己相関がない場合の需要量（確定注文）Diは，次のように表現できる。

Di＝di＋εi （1）

自己相関がある場合の需要量（確定注文）Diは，次のように表現できる。

Di＝di＋ρDi-1＋εi （2）

（3）

（4）

（5）

図2 内示生産システム
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3．2．2 需要量の分散・共分散行列の導出

需要量の分散，共分散は，次のように導出される［8］。

（6）

（7）

以上のことより，例えば，5期間の需要量の分散・共分散行列は，次のように記述できる。

なお，行列の右上半分のみを表わしている。

（8）

3．2．3 在庫量の分散・共分散行列の導出

在庫量の分散，共分散は，次のように導出される［8］。

（9）

（10）

以上のことより，例えば，在庫量の分散・共分散行列は，次のように記述できる。

なお，行列の右上半分のみを表わしている。

（11）
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4．自己相関がある場合とない場合の未達率の比較

従来から生産計画の評価の一つとして未達率が用いられてきている［3，4］。需要に自己相関の

関係がある度合により，未達率がどのように変化するか見極めておくことが非常に重要となる。

4．1 未達率の定義

未達率SOnとは，「各期の在庫量Siがすべての期で非負でない比率」であり，下記のようにn次

元正規確率密度関数により定義される［3，4］。

なお，S，mは，それぞれ在庫量と在庫量の期待値の n次元ベクトルであり，Σは，在庫の分

散・共分散行列である。

ただし，

S＝（S1，S2，…，Si，…，Sn ）

m＝（m1，m2，…，mi，…，mn ）

4．2 需要量の表現とモデル構造表現

需要が自己相関をもつ場合に，未達率を評価指標として，生産計画を立案することを想定する。

市場の特性の見方の違いにより種々の情報の用い方がある。ここでは，自己相関がある場合とな

い場合について，市場の需要量の表現法，需要量の平均 の予測の仕方，需要と在庫の分散・共

分散行列の用い方の組合せにより，4つのケースを想定する。

Ⅰ－Ａ型：現実の市場において自己相関があることに気づかず，内示（di）のみを用いて，生

産計画を作成する場合。

Ⅰ－Ｂ型：現実の市場において自己相関パラメータρがわからずに，計画作成者が思いこみで

決めた需要量の平均（予測値）から生産計画を作成する場合である。

Ⅰ－Ｃ型：Ⅰ―Ｂ型において需要量の予測値に自己相関パラメータρを使って，生産計画を作

成する場合である。ただし，需要量と在庫量の分散・共分散行列は考慮しない。

Ⅱ　　型：現実の市場において自己相関があり，自己相関パラメータρ，需要量と在庫量の分

散・共分散行列を厳密に活用する場合である。

これらの4つのケースを表1にまとめておく。

SOn
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4．3 モンテカルロ法によるSOnの計算法

4．3．1 SOnの計算のし方

4．3．1．1 自己相関がない場合

前提

初期在庫量Si，生産量x i，内示di，需要のばらつきω i，初期需要量D0が与えられる。

モンテカルロ法による需要パターンの生成

需要量のばらつきω i＝1，3，5の正規乱数［9，10］を期ごとに10万回発生し，需要量，在庫量，

在庫品切れ量と在庫品切れ回数を算出する。そのあと10万回のデータを集計し，未達率を計算す

る。

4．3．1．2 自己相関がある場合

前提

初期在庫量Si，生産量 x i，内示di，需要のばらつきω i，自己相関パラメータρ，初期需要量D0

が与えられる。

モンテカルロ法による需要パターンの生成

需要量のばらつきω i＝1，3，5の正規乱数を期ごとに10万回発生し，自己相関パラメータρを

導入し，需要量，在庫量，在庫品切れ量と在庫品切れ回数を算出する。そのあと10万回のデータ

を集計し，未達率を計算する。

各期の需要量は1期前の需要量データを使って，以下のように算出する。

1期：D1＝d＋ρD0＋ε1

2期：D2＝d＋ρD1＋ε2

3期：D3＝d＋ρD2＋ε3

表1 4つのケース
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4期：D4＝d＋ρD3＋ε4

5期：D5＝d＋ρD4＋ε5

ただし，εi～N(0，ω 2
i)（ω i＝ω，∀ i）

4．3．2 前提条件と検証

未達率の比較に用いられるパラメータは，下記のとおりである。

①　需要に関するパラメータ

内示量は，10，10，10，10，10とする。自己相関パラメータρは，－1＜ρ＜1の範囲で変化す

る。需要量のばらつきωは1，3，5である。

②　生産に関するパラメータ

生産量は，10，10，9，12，11とする。初期在庫は15とする。

検証として，10万個のサンプルから算出した需要量と在庫量，分散・共分散行列が3．2．2と3．

2．3節に導出した需要量と在庫量の分散・共分散行列と一致するかどうか確かめておく。

4．3．3 結果

自己相関がある場合（Ⅱ型）と自己相関がない場合（Ⅰ－A型，Ⅰ－B型，Ⅰ－C型）のρを

（－0.9，0.9）の範囲で変化させ，ωは，1，3，5と変化させた場合の未達率の変化を表2示す。

4つのケースごとに，ρによって，SOnが変化する結果を図3～図5に示す。図中の●は自己相関

がない場合（Ⅰ－Ａ型）のSOnの値である。Ⅰ－Ｂ型のグラフは省略する。

表2 4つのケースごとのρによる未達率の変化
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図3 ρによって，SOnが変化する結果（ωω＝1の場合）

図4 ρによって，SOnが変化する結果（ωω＝3の場合）

図5 ρによって，SOnが変化する結果（ωω＝5の場合）
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（考察）

1．いずれのωであっても，ρが大きくなるとSOnの値が大きくなる。

2．ω＝3の場合に比べて，ω＝5の場合のSOnの値は，ρの変化により（急増ではなく）漸増して

いる。

3．ρが0の周辺と1と－1の周辺では，Ⅱ型とⅠ－Ｃ型のSOnの差異が小さい。しかしそれ以外の

場合ではケースによりSOnの差異が現れる。特に，その差異はωが大きくなるにつれて大きく

なる。

5．自己相関がある場合（Ⅱ型）の生産計画のたて方

5．1 シミュレーションによる生産計画のたて方の手順

自己相関がある場合の生産計画のたて方を図6に示す。

5．2 シミュレーションによる生産計画の結果

自己相関がある場合について，初期在庫は15， 需要のばらつきωは3，自己相関パラメータρ

は0.1，内示量は10，10，10，10，10について，目標未達率5％となる生産計画（Ⅱ型）をシミュ

レーションによって求めた。結果を表3に示す。

パラメータ 

図6 生産計画のたて方
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自己相関がない場合（Ⅰ－Ａ型）について，目標未達率5％となる生産計画の例を表4に示す。

自己相関がない場合の生産量8，8，9，11，14を自己相関がある場合の生産計画として活用する

場合の例を表5に示す。結果としては，未達率SOnが大幅に増加することになり，自己相関がない

と思いこんだ時には判断ミスをすることになる。

自己相関がある場合の生産量10，10，9，12，11を自己相関がない場合の生産計画として活用す

る場合の例を表6に示す。

（考察）

目標未達率5％の時に，自己相関がある場合と自己相関がない場合について生産計画は異なるこ

とがわかる（表7参照）。

表3 自己相関がある場合の目標未達率5％の生産計画（ρ＝0.1の場合）

表4 自己相関がない場合の目標未達率5％の生産計画（ρ＝0の場合）

表5 自己相関がない場合の生産量を自己相関のある場合に用いたケースの未達率（ρ＝0.1の場合）

表6 自己相関がある場合の生産量を自己相関のない場合に用いたケースの未達率（ρ＝0の場合）
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自己相関がある場合は，自己相関がない場合に比べて，生産計画の差異は大きく，同じ未達率

5％を達成しようとすると生産計画量は増加する。

6．おわりに

自己相関のある場合とない場合の需要量と在庫量の平均，分散・共分散行列を導出した。

モンテカルロ法によるⅠ－Ａ型，Ⅰ－Ｂ型，Ⅰ－Ｃ型とⅡ型の4つのケースについて，SOnを

比較した。いずれのωであっても，ρが大きくなるとSOnの値が大きくなる。

自己相関がある場合にもかかわらず，自己相関がない場合であるととらえると，未達率目標

を実現する生産計画量が異なってくる。その差違は大きく、市場の見方を厳密にしなければ生

産計画に齟齬が出る。

今後の課題は，自己相関がある不確実な需要環境における販売・生産部門連携生産計画システ

ムとして完成させる。
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