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マスカスタマイゼーション対応の多段階工程生産計画システムの提案
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要約

産業界において，需要の不確実性や納入リードタイムの短縮化に対して，顧客仕様の多様性と

生産効率性の両面を実現するマスカスタマイゼーション対応の生産方式の確立が重要である O

本論文は，顧客からの需要を確率的に捉え，多段階工程におけるマスカスタマイゼーションに

対応した生産計画システムを提案する O 特に直列多段階工程を対象とし，上流工程の生産制約等

を加味して，最終納入未達率とコストの代替性を評価するモデルを提案するO また本モデルは，

確率計画問題となり，これに対して効率的な解法を開発するとともにその有効性を示す。

Abstract 

In this pape巳wepropose Mass CustomizatIon Production Management System for multi-process. And its 

solution procedure is developed by solving linear progr加 lillingproblem repeatedly under the production 

capacity in each process. The proposed system was characterized and compared with the single process 

mode1. 

1. はじめに

現在，産業界において，需要の不確実性や顧客への納入リードタイムの短縮化の環境のもとで，

多様化する需要に対応しつつ，かつ効率的な生産を行うマスカスタマイゼーションを実現する生

産管理方式の確立が重要で、ある[1， 2J。

従来は単一工程を対象にコストと未達率の代替性を評価するマスカスタマイゼーション対応生

産計画モデル MCPS(国assQustomization ;Eroduction Planning & Management furstem)が提案され

ている [3，4， 5J。しかし実際問題においては，多数の複雑な工程が多い。そこで本論文では，

マスカスタマイゼーションに対応して多段階工程に対応した MCPSを提案するo 特に直列多段
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階工程を対象に，顧客に対する納入未達率制約や最終工程，中間工程，上流工程などの生産制約

を加味したモデルを提案する O 今回構築したモデルは，非線形確率計画問題となり，これに対し

て効率的な解法を開発するとともに，その有効性を示す。また単一工程モデルと比較し多段階

工程計画法の様々な特性について考察する。
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MCPSの環境

マスカスタマイゼーション環境においては，納入リードタイムは，製造リードタイムより短

く，また事前の内示(需要予測値)は，与件であるが，確定注文は，内示と大きく異なる O これ

は，図 Iに示すように見込み生産方式の一種と考えられる。ここで確定注文(図中確定 (B))は，

時間変化する内示(平均値)とぱらつきを持つ確率分布に従うものとして表現できる。

2. 

T事IJ士山JV:受注産拭

内一 室抱入リードタイム 3 
方言 語~{Rln g- 見掛生産方式

てこ~ご;;-. 納入リード空イム

図工生産環境説明図

マスカスタマイゼーション対応生産計画モデルの定義

本研究で扱うモデルは，メーカ，サプライヤ聞におけるサプライヤ側の生産計画を対象とし，

マスカスタマイゼーションをメーカからサプライヤへの発注のバラツキととらえ，サプライヤへ

の発注を確率的に扱う O さらにサプライヤ側において，メーカ(顧客)納入未達制約，製造制約

のもとで，生産・在庫コストを最小化する生産計画を求める確率計画問題として定義する o 2段

階工程の例を図 2に示す。
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Middle工程生産量
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図2.2段階工程モデルのイメージ図
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マスカスタマイゼーション対応の生産管理システムの前提条件を以下に示す。

[前提条件]

(1)メーカからサプライヤへの需要は，事前の内示はあるが納入指示では大幅に変動する。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)サプライヤの生産リードタイムは，納入リードタイムよりも長い。

(3)計画サイクルは. 1回/週であるが，先 1週間の計画を立案するo

(4)顧客への計画目標未達率を考慮できる。未達率 (unfulfil1edorder 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であるo 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 D

(5)多段階の加工組立型工程を持ち，それぞれの製造制約条件，在庫容量制約を考慮できる。ま

た上流工程は，下流工程へ影響を及ぼす。原料購買に関する制約はないとする。

(6)多段階工程においての在庫コストと製造コストの期待値の合計を最小化する。

マスカスタマイゼーション対応の多段階工程生産計画システムの提案

互いに独立である。

4.定式化と解法

4. 1 記号

本モデルにおける記号を定義し，

期，ただし i三n

di 第 i期の需要量。平均値(内示)di，標準偏差ωiの正規分布に従い，

XtF:第 t期の Final工程での生産量

X，M 第 i期の Middle工程での生産量

sf:第 i期の Final工程での在庫量。初期在庫はsf
sf:第 i期の Middle工程での在庫量。初期在庫は SOM

Pt 第 i期の Final工程における単位あたりの製造コスト

pY:第 i期の Middle工程における単位あたりの製造コスト

ht 第 i期の F加al工程における単位あたりの在庫コスト

hy:第 i期の Middle工程における単位あたりの在庫コスト

〆:n期間 Final工程の生産合計数量

SOn:n期までの未達率

s 計画目標未達率

Qt第 i期の Final工程における生産能力

QF:第 i期の Middle工程における生産能力

以下に示す。

コストの期待値を最小化する非線形確率問題と

4.2 定式化

顧客に対する未達率制約と生産制約のもとで，

して定式化した。

1品種2段階工程問題の定式化を以下に示す。

[T問題]

1
2ノ，EE

A
 

〆，
a
E

、、miniImE(2pM+2内 F+喜山叫芸内M)
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S.t. S/ +喜ぶ-ZZF三o(ド n)

sf+zr-Zどとo(Vi ~ n) 

XiF三S/"![+ X;M (Vi三n)

Lxt=rF x; =r 

SOIl
三F

XtF壬Qt(Vi壬n)

xF三 Qi
M (Vj三n)

(xλxよ…，x，刀εRF

(xt， X2
M
，…，x行εRM

ぷ三 o(Vj壬n)

xjif三 o(Vi壬 n)

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

ここで. (1)式は. 2段階工程における製造コストと在庫コストの期待値 (Expectation) を最小

化することをあらわしており. (2) . (3)式は. Final工程及ぴMiddle工程の内示あるいは生産量

の範囲における在庫量は各期とも非負であることをあらわし (4)式は各期における上流工程生

産制約. (5)式は，期間内生産計画数量制約. (6)式は，計画目標未達率制約， (7)， (8)式は，各

工程における生産能力制約.(9)， (10)式は (7).(8)以外の線形の生産制約をあらわしている。 (4)

式が直列多段階工程を対象にするにあたって，追加された上流工程制約式である D これは上流工

程の生産量と在庫量の合計によって下流工程の生産量が制限を受けることを表わしている O なお

(6)式の求め方は. [3]参照。
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4.3 解法とアルゴリズム

解法の基本的概念を以下に説明する D

多段階工程の制約式の1つ

図3.解法の基本概念図

すでに述べた工盟墨は， (1)から (12)式により構成されるが， (6)式のみを除いた問題を考え，

多段階P問題とする O 多段階P問題は，通常の線形計画問題となる O そこで，解法の骨子とし

てRelaxation戦略を採用する O 元の T問題を緩和した多段階P問題を考え この問題を解いたと

きの解がT問題の解なら，この解は，全体の解となる。 T問題の解でないなら，多段階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。元の制約領域が凸制約であることが証明されていないので，一種の近似解法であ

るO

多段階P問題を解いたときの解がT問題の解でないなら， I特定の期らの未達率がある目標

sio以下になることを保障された多段階 MP問題」を構成するO

なお，解法の一般性を失うことなく ，ht= Il(Y) ， hi
M = hM(Y)，pt = pF(Yi)，PiM = pM(y)とする。

多段階MP問題の構成については， T問題の制約条件から (6)式を除き，新たに(14)式を追

加するo 目的関数は， (13)式のように変数部のみで構築した。

E{仙 hM)喜(n-i+ 1 )xt十4xiF十喜い-1)xi
M
} ω 

品F+芸ピ-ZPζ(取 B) (14) 

多段階MP問題の(14) における ζ について述べる o I第 i期の在庫量 Siが未達率si以下であ

る」ためには，

si = S:ro万七ze-15?とdSi (15) 

Ki=mi-y (16) 
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図4.未達率の改善

となるy，Kiを求める。未達率si以下となるためには， (在庫量Siの期待値)三 Kiを満足すればよい。

また，多段階MP問題は，多段階工程を対象とはしているが，線形計画問題になることから，

提案した解法は，もともとの非線形確率計画問題を直接扱わず，その部分問題としての線形計画

問題を逐次に解くことにより解を得ることができる。そのため効率的であるとともに，システム

開発が容易であるo また，解を求める途中においても，未達率とコストの代替性の比較ができる

ことから，意思決定の判断材料が整っている点においても実際的であるo

5.数値計算と考察

5. 1 数値計算

1品種2段階工程を対象にして数値計算を行う O

s = 5.0% 

ct = 30， rf = 10， INC = 2である。内示とそのときのバラツキを表 1に示す。また，結果を表2，

図 5~8 に示す。

ωi = di X 0.35， st = 24， SoM = 5， pF = 1， pM = 1， hF = 2， hM = 1， r = 82， 

表1.期別内示とパラメータ
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図 5. 未達率の変化
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図6. コストの変化

表 2. 未達率の比較

単一工程 |多段階工程

5.7% 6.5% 

2345 678  

期

図7. 生産量の比較
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Middle工程生産量|

2345678  
期

図8. Middle工程生産量

5.2 多段階工程生産計画モデルの特性

(1)未達率への影響

表2から分かるように多段階工程の方が単一工程より，未達率が大きくなっている D これは，

上流工程の制約(初期在庫，生産能力条件，在庫制約など)により，下流工程での生産計画変更

調整では，未達率を下げることができなくなり，未達率が単一工程より悪くなったと考えられる O

(2) コストへの影響

多段階 MP問題を繰り返し解いていくと，図 6から分かるように未達率を下げるためにコスト

が通常より大幅に増加する現象が起きるo この現象は，直列多段階工程において納入未達の改善

途中で，生産量の前倒し調整が上流工程制約によりさらに前倒し(コスト増加)になる O これが

原因で大幅なコスト増大となっているo

(3)未達率の単調減少性

i )上流工程制約式が多段階 MP問題の解に影響しない場合

線形計画問題を解く場合，解は各制約条件の交点にあるが， (4)式が多段階 MP問題の解に影

響しない場合というのは，イテレーションの最終解が， (4)式との交点ではなく多段階 MP問題

で構成された K;の式のみでの交点において最終的な解が導かれた場合である D この場合，単一

工程の場合に明らかにした「未達率が単調減少すること」と同じ結果となるo

ii )上流工程制約式が多段階 MP問題の解に影響する場合

この場合は MP問題を解いていくと，解が (4)式と MP問題で構成された式との交点にある。

これは， Middle工程の制約条件(初期在庫，生産能力条件，在庫制約など)の条件を厳しくす

ればするほどおこりうる O たとえこの場合でも 未達率は K の式の追加とともに減少するこ

とは明らかであるo
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5.3 安全在庫理論との比較

安全在庫理論の比較として 1期間 1品種 1工程で、数値実験を行った。結果を表3に示す。

表 3.安全在庫量比較結果

| 安全在庫 | 本モデル

在庫量 5.8 5.8 

結果としては，安全在庫計算と本モデルの結果が，同じになった。この結果より，従来の安全

在庫理論は本モデルの一部であり，本モデルは安全在庫理論の拡張であるといえるのではないか

と考えられる。

&おわりに

本研究では，需要が正規分布の場合におけるマスカスタマイゼーションに対応した多段階工程

生産計画モデルを定式化し，その解法を確立した。数値実験により上流工程制約条件による未達

率やコストの特性を明らかにした。提案した解法は，もともとの確率計画問題を直接扱わず，そ

の部分問題として線形計画問題を逐次に解くことにより解を得るものであり，効率的である。

また，各イテレーションにおいて未達率とコストの代替検討ができる点においても実際的であ

る。

今後の展開としては，①上流工程から下流工程へのリードタイムを考慮したモデルの開発や，

②ツリー構造やネットワーク構造を持った工程への拡張を目指す。また，③古典的安全在庫理論，

安全在庫配置問題との比較を行う。
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