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要　約

　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。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。

　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。

　このような多品種・短納期環境のもとで，内示と大きく異なる確定注文に対して，部品供給業

者が，内示量，在庫充当度合い，生産能力等を考慮して，生産計画を立てるための論理が必要に

なる。

　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する環境は，

多岐にわたり，それぞれの環境に対応した効果的な活用法が不可欠である。

　そこで，内示情報を活用する生産環境の分類とそれぞれの環境に対する生産計画の立て方の適

用法を明らかにする。まず，内示の基本属性，内示変動メカニズムを明らかにする。次に，　2　つ
のリードタイムの相対関係と生産能力不足状況の有無により，内示情報が活用できる生産環境に

対して，　5　つに分類する。最後に，代表的な生産計画タイプである「生産能力制約による見込み
生産」に対応する生産計画モデルの定式化，解法，有効性を示す。

論 文
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Abstract

In this paper, we propose classification of Mass Customization Production Planning & Management 
System (MCPS) by using Advance Demand Information and its applications. Depending on (i) relative 
relationship of manufacturing lead time and delivery lead time (ii)　production capacity, five types of 
production planning are classified. One of five types is described in detail. 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. The procedure to find a solution is developed by solving the linear programming problem 
repeatedly on the basic solution strategy that is ‘relaxation’. Numerical examples are explained, comparing 
the result of the problem with production capacity and one without it.

　1　．はじめに

　低炭素社会の実現が急がれている。ものづくりにおいても，資源生産性を高め，炭素の排出の

少ない生産システムへと急速に転換が図られている。このような中で，知的な企業間連携が注目

されている。企業は，連携し，サプライチェーンを形成して，原料，中間品，部品の「注文情報」

「生産情報」等を交換しながら，社会に必要なモノを届けている。「注文情報」「生産情報」の質

を高め，互いに共有し，活用の仕方を極めることは，地球に優しいものづくりの基本となる。

　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。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。

　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［1-4］。しかし，内示情報を活用する環境は，多岐にわたり，それぞれの環境に
対応した効果的な活用法が不可欠である。また，内示と大きく異なる確定注文に対して，部品供

給業者が，内示量，在庫充当度合い，生産能力等を考慮して，生産計画を立てるための論理が必

要になる。

　本論文は，内示情報を活用する生産環境の分類とそれぞれの環境に対に対する生産計画の立て

方の適用法を明らかにする。まず，内示の基本属性，内示変動メカニズムを明らかにする。次に，

　2　つのリードタイムの相対関係と生産能力不足状況の有無により，内示情報が活用できる生産環
境に対して，　5　つに分類する。最後に，代表的な生産計画タイプである「生産能力制約による見
込み生産」に対応する生産計画モデルの定式化，解法，有効性を示す。
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　2　．内示情報

2．1　内示の定義

　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。

2．2　内示情報の基本属性

　内示情報の例を図　1　に示す。「毎月月末に提示される翌月，翌々月の日別の生産量に関する生産
参考情報（月次内示）」「毎週金曜日に提示，翌々週の月曜日から先　1　週間までの日別の生産量に
関する生産参考情報（週次内示）かつ確定注文のタイミングは納期の　3　日前」などと表現できる。

　内示の基本属性としては，「内示が提示されるタイミング」，「確定注文の提示タイミング」と

「提示される生産情報（製品仕様と内示量のメッシュ，計画期間（先何日の情報であるか？）」

「何回あるいは何種類提示されるか？」等により規定される（図　2　参照）。
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2W1W4W3W

FThWTMFThWTMFThWTMFThWTM

3W
□□□□□○○○○○○○●●●▲F
□□□□□○○○○○○●●●▲M

4W
□□□□□○○○○○●●●▲T
□□□□□○○○○●●●▲W
□□□□□○○○●●●▲Th
○○○○○○○●●●▲F

▲：現時点　　●：確定注文　　○：週次内示　　□：月次内示

図　1　　内示情報の例

図　2　　内示を規定する基本属性

・内示提示タイミング

・確定注文提示タイミング

・生活情報　　　　　　使用のメッシュ

　　　　　　　　　　　時間のメッシュ（月，旬，週，日，時間）

　　　　　　　　　　　計画対象期間（先何日までなど、スパン）

　　　　　　　　　　　内示量
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2．3　内示変動メカニズム

　内示は，それが作成された時点における製造業者（発注者）の受注量を反映した生産予定（計

画数量）である（図　3　参照）。したがって，内示提示時点から確定注文の提示時点までに，顧客の
要求仕様の変更や生産予定の変更がない限り，製造業者の生産数量は変わらないはずであり，製

造業者から部品供給業者に提示される確定注文（納入指示）は，内示と同じはずである。

　しかし，市場ニーズの多品種・多仕様化・個性化により，顧客が製品仕様を選択できる範囲が

広がり，そのことが，確定注文時点までに，要求仕様の変化を起こしやすく，　1　つの製品ごとに
みると，受注量の変動となる。時間の経過につれて製造業者においては，製品ごとに受注量の変

更が拡大する。また，内示が提示されたあとの製造業者における設備トラブル，材料・部品の遅

れなどにより生産予定が変更される。特に，製造業者は，できるだけ顧客の要求を生産に反映す

る為に，確定注文タイミングを納入日に対してギリギリまでひきつけて提示する傾向にあり（す

なわち納入リードタイムを短くする），内示から確定注文までの期間が長くなる。このことがさら

に，内示と確定注文の乖離を引き起こしている。

　3　．内示情報を活用する生産計画タイプの分類

3．1　　2　つのリードタイムと生産方式

　納入リードタイムと製造リードタイムの　2　つリードタイム（所要期間）を定義する。納入リー
ドタイムは，「部品供給業者が確定注文を受けてから，製品を顧客に納入までの所要期間」で，顧

客の購買要望を反映したものである。製造リードタイムは，「部品供給業者が，原材料を加工・組

み立てして製品を製造するのに要する所要期間」であり，製造設備，技術，生産能力等により決

まるものである。

（ⅰ）　納入リードタイムが製造リードタイムより長い場合であり，「受注生産方式」となる（図　4　(a)）。
（ⅱ）　納入リードタイムが製造リードタイムより短い場合であり，「見込み生産方式」となる（図　4(b)）。
（ⅲ）　納入リードタイムが製造リードタイムより短く，かつ内示が活用できる場合（図　4　(c)）は，基

本的には，図　4　(b)と同様に見込み生産方式になるが，内示と確定注文の関係により，
　①　確定注文が内示と変化がない場合は，「受注生産方式」となる。

　②　確定注文が内示と異なり変化する場合は，「見込み生産方式」となる。通常は，このケース

が多い。

図　3　　内示変動メカニズム
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3．2　注文情報の事前の予期可能性

　顧客個々の注文情報（数量，納期）を事前にどれだけ取得でき，予期できるか？ということを，

「注文情報の事前の予期可能性」という。

　この観点から整理すると，図　4　(a)は，生産の開始前に注文情報が完全に予期可能であり，図　4
　(b)は，まったく予期可能でないので，市場の需要予測が重要になる。一方，図　4(c)は，内示情
報という一部予期可能な先行需要情報（Advance Demand Information）［5-7］が存在する場合である。

3．3　生産能力の不足状況

　部品供給業者の生産計画を考えるときに生産能力により，内示に対して，確定注文が大きく変

動し，その注文量が生産能力を超える状況が起こりうる。生産能力制約有無により生産方式が変

わる。

3．4　内示情報を活用する生産計画の分類 （まとめ）

　以上のことから，　2　つのリードタイムの相対関係と生産能力不足状況の有無により，内示情報
が活用できる生産環境に対して，　5　つに分類することできる（表　1　参照）。

　4　．確定注文の表現

　確定注文は，内示と大きく異なる。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（図　5　）。
　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もな

図　4　　　2　つのリードタイムと生産方式

生産能力不足ありB 生産能力不足なしA リードタイム

見込み生産（Ⅰ－B型）見込み生産（Ⅰ－A型） Ⅰ

見込み生産（Ⅱ－B型）受注生産（Ⅱ－A型） Ⅱ

見込み生産（Ⅲ－AB型） Ⅲ

表　1　　生産環境と生産計画タイプ
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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。

　5　．内示情報を用いた代表的な生産計画タイプの生産計画の立て方

－生産能力制約による見込み生産 （Ⅱ－B型）－

　この場合は，納入リードタイムが製造リードタイムより長い場合であり，最終確定仕様が決

まった注文を受けてから，製造開始することができ，受注生産となる（図　6　）。しかし，この場合
でも，生産能力が不足気味の場合あるいは，確定注文量が大幅に変動するので生産能力を超える

事態が予想されるときがある。そのため生産能力制約を考慮して，事前に，見込み生産をしてお

く必要がある（図　7　）。「生産能力制約による見込み生産」という。事前の見込み生産量が少なけ
れば，確定注文への在庫充当度合いが下がり，追加の生産コストが増加する。一方，見込み生産

量が大きければ，追加の生産（残業などによる増産）コストは抑えられるが，在庫保管費用が必

要となる。

5．1　生産計画の立て方

　このタイプの生産計画の立て方はいくつかある。

【方法　1　】生産能力は十分あるという前提で期別の生産量を求めた後，生産能力制約を考慮し
て，経験則にもとづき「山積み（やまづみ）・山崩し（やまくずし）」を行う方法 
【方法　2　】生産能力制約を考慮して，在庫コストと在庫切れコストの合計の期待値を最小化する
ように修正基点在庫レベルをベースとして生産計画を求める方法

【方法　3　】通常生産能力制約を守り，追加生産（増産）の必要があるときには増産費用（増産コ
ストという）をも考慮して，未達率をベースとして生産計画を求める方法

　以下では，【方法　3　】に基く解法を示す。
 

図　5　　内示変動と確定注文

図　6　　Ⅱ－A型の生産環境 図　7　　Ⅱ－B型の生産環境



 内示情報を用いた生産計画システムの分類と適用 233

5．2　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

　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。

5．2．1　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。

5．2．2　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。初期在庫量を　 　

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）。増産コストという。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， 

  ：線形で表現される製造制約式のすべてを満たす期別生産量（解）の集合
  ：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）
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5．2．3　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。

5．2　　4　解法の基本骨子

　解法の骨子としてRelaxation戦略を採用する。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（許容解）
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。なお，解法の一般性を失うことなく， 　

とする。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（図　8　，図　9　参照）。

　　　  (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」
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。
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5．2．5　アルゴリズム

　アルゴリズムを図10に示す。提案したアルゴリズムは，近似解法であるが，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。

図　8　　緩和戦略

（元の制約領域と緩和された制約領域） 図　9　　未達率の改善

図10　アルゴリズム
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　6　．数値計算と考察

6．1　前提

　期間は，　5　期間とする。内示10，20，24，6，12。「内示と確定注文のばらつき（　 　）」を　3　と
する。生産能力上限を15，　5　期間の生産量合計制約　 　を70，計画目標未達率を　5　％とした場合の
生産計画を求める。初期在庫量15である。

6．2　結果

　生産能力制約のない場合と生産能力制約のある場合の結果を表　2　，表　3　に示す。どちらも計画
目標未達率制約　5　％は満たしている。
　　2　つの表を比較し，生産能力制約のある場合の結果の特徴を述べる。表　3　より，
①　　1　，　2　，　3　，　5　期では，生産能力制約のために，通常生産量が上限の15となった。生産量が

前倒しされ，　1　期から上限の生産量となった。
②　前倒しの影響により，在庫量は　1　期から高位であり，期間の在庫量合計も大幅に増えた。
③　　3　期は，追加生産量（増産）が必要となった。

（考察）日々の通常生産能力上限と計画目標未達率　5　％を厳守して，必要な場合には，追加生産
を行っている。生産能力のない場合に比べて，内示に対して，生産がより先行している。

 

合　計54321期

項目

72126242010需 要 量

（ 内 示 ）

72.613.67.926.222.92.0生 産 量

58.315.613.912.09.87.0在 庫 量

表　2　　設備能力制約のない場合の生産計画

合　計54321期

項目

72126242010需 要 量

（ 内 示 ）

701510151515生 産 量

3.63.6追加生産量

（ 増 産 ）

74.816.613.69.61520在 庫 量

表　3　　設備能力制約のある場合の生産計画 （Qi＝15）
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　7　．おわりに

（ⅰ）　 内示は，先行需要情報の一種であり，従来の受注生産方式，見込み生産方式と区別する

　だけではなく，「注文情報の予期可能性」をも加える必要がある。その意味から，内示は，

「注文情報が部分的に予期可能な見込み生産方式」といえる。

（ⅱ）　 内示変動メカニズム，内示を規定する基本属性を示した。

（ⅲ）　 納入リードタイムと製造リードタイムの　2　つのリードタイムの相対関係と生産能力制約
　有無により生産環境を規定し，内示情報を活用する生産計画のタイプを　5　つに分類し，そ
　の適用法を述べた。

（ⅳ）　内示情報を用いた代表的な生産計画タイプである生産能力制約による見込み生産（Ⅱ－B
　型）の場合について，未達率をベースとする生産計画モデルの定式化，解法を示し，数値

　計算により有効性を確認した。
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