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内示情報を用いた未達率指標による生産計画システム
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要　約

　本論文は，日本独特の製造業者と部品供給業者の間の生産内示システムに関するモデル化を

行ったものである。未達率指標にもとづき，先行需要情報（内示）を活用したマスカスタマイ

ゼーション対応の生産計画モデルを提案する。従来に比べて，このモデルは，「各期の在庫は互い

に相関がある」という前提で，不確実な需要に対して，確率制約と線形の生産制約を満足し，製

造コストと在庫コストの合計の期待値を最小化する生産計画を求める非線形確率計画問題として

定式化される。解を見つける手続きは，原問題を「緩和戦略」により，線形の部分問題を繰り返

し解くことを基本としている。従来に比べて①厳密な未達率指標　 　②厳密な未達率指標により

近い上界値を与える指標　 　③従来の各期在庫が互いに独立したものと仮定した指標 
 　の　3　つの指標を組み込んでおり，その指標間の性能解析を行った。数値実験から「　  
は　 　に比べて　2　－20％の在庫削減効果がある」ことが判明した。

abstract

In this paper, we try to model for ‘Naiji System’ which is an unique corporation between a maker and 
suppliers in Japan. We propose Mass Customization Production Planning & Management System (MCPS) 
based on unfulfilled-order-rate by using Advance Demand Information, which is called ‘Naiji’. This 
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 and some linear 
production constraints. We propose that (i) the strictly defined indicator of the unfulfilled-order-rate 
 , (ii) the upper bound to estimate the unfulfilled-order-rate more strictly  , (iii) the 
indicator of the unfulfilled-order-rate in the case that inventory is independent between periods   
( ) ( )

( )
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and we analyze performances of 3 indicators. We confirm that the inventory becomes 7-20% decreases by 
using the indicator of   compared with  . Finally an availability of the indicator and of the 
procedure is shown.

　1　．はじめに

　不確実な需要に対する在庫管理方法としては，①安全在庫を設定する方法②目的関数を在庫コ

ストと在庫切れコストの合計の期待値を最小化する在庫補充方法など数多くの研究が行われてき

た。

　しかし，これら研究は，「各期の需要量は互いに独立かつ各期の在庫量も互いに独立である」と

いう仮定をおいて考察している［1］。
　本報告では，日本独特の内示情報を活用する生産計画モデルを「多次元正規分布により表現さ

れる確率制約条件と線形の生産制約のもとで，在庫コストと生産コストの合計の期待値を最小に

する確率計画問題」と定式化する。また，「各期の需要量は互いに独立であるが，各期の在庫量は

互いに相関がある」という前提で，多期間の品切れ率を「未達率」として定義し，厳密な未達率

指標の上界を与える指標を提案する。そして，各指標の性能解析を行う。また，厳密な未達率指

標　 　及び　 　を用いると従来の指標に比べて期間全体の必要な在庫量が減少すること

を示す。

　2　．内示とは

2．1　内示情報

　内示は，「顧客などから提示される事前の生産に関する参考値」であると考えられる。製造業

者，販売業者，自社の販売部門などを含めて顧客と考える。内示情報は，生産開始日の前に提示

され，しかも，内示であるから，最終的には，確定注文が伝達されるという意味で，生産の参考

値である。予測情報では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，注

文に係る事前の情報，取引先当事者から出される事前の情報である。

2．2　内示変動メカニズム

　内示とは，それが作成された時点における製造業者（発注者）の注文の集約結果であり，生産

予定（計画数量）である。したがって，内示提示時点から確定注文提示時点までの顧客の要求の

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る。この場合は，

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，顧客の製品仕様選択範囲が広がり，

そのことが，確定注文時に，要求仕様の変化を起こし，　1　つの製品ごとの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，製品ごとに注文量の変更が起こる。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変更がおこ

る。このように製造業者における注文の変更や生産予定の変動が反映されて，確定注文は，内示

とは異なることになる。
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　3　．内示情報を用いた生産計画

3．1　前提

(1)　内示に対する確定注文では「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，各期により異なり，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)　未達率制約を考慮できる。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。未達率制約値は，たとえば，企業における管理指標

である緊急輸率，特別輸送比率を当てる。たとえば，10％（　3　ヶ月に10回以内）など。
(3)　最終工程あるいは，ネック工程の製造制約，操業制約等を考慮できる。
(4)　在庫コスト，製造コスト合計の期待値を最小化する。

3．2　記号

　本モデルは，多品種の場合でも同様な議論ができるが，ここでは単一品種として定式化する。

［記号］

  ：期（ただし　 　＜
－
 　 　）

  ：第　 　期の需要量（正規分布　 　に従う）

  ：第　 　期の内示
  ：第　 　期の生産量
  ：第　 　期の在庫量，初期在庫量は　 
  ：第　 　期の単位あたりの製造コスト
  ：第　 　期の単位あたりの在庫コスト
  ：第　 　期間の生産合計数量
  ：第　 　期までの未達率
  ：計画目標未達率
  ：製造制約を満たす解の集合（線形）

3．3　定式化　1　（T問題）

  (1)

　　　  (2)

図　1　　確定注文
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　　　　　  (3)

　　　　　  (4)

　　　　　  (5)
　　　　　  (6)
　ここで， 　は，確定変数（決定変数）， 　は，確率変数である。また，(1)式は，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，未達率制約，(4)式は，
期間内生産量制約，(5)(6)式は線形の生産制約を表している。

3．4　定式化　2　（購買型T問題）

　T問題から未達率制約以外のすべての製造制約条件を除き，未達率制約のみの制約条件のもと
でコストを最小にする問題（購買型T問題）を提案する。この問題は，T問題に比べて，決定変
数　 　の「生産量」を「購買量」と解釈しており，するとこの問題は，内示期間中の平均在庫コス
トと購買コストの合計の期待値を最小にする購買量を決める問題となる。

［購買型T問題］

　　　  (7)

　　　  (8)

　　　　　　　  (9)
　　　　　　　  (10)

　4　．未達率の導出

4．1　第i期の在庫量Siの期待値・分散共分散行列・相関行列の要素の導出

　確定注文は，内示（平均） ，需要のばらつき（標準偏差） 　の正規分布であり， 
と表現する。

　 。ここで， ， ， 　である。第　 　期の在庫量
は，

　　　  (11)

であるから，

　　　  (12)

　　　  (13)

　　　  (14)

となる。(13)(14)式から，分散共分散行列Σは，下記のように構成される。
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　　　  (15)

　また，

　　　  (16)

　ただし，

　　　  (17)

である。相関行列の上半分を示すと下記のようになる。

　　　  (18)

4．2　未達率SOnの定義

　 　期間における各期の在庫量，その期待値を　 　次元ベクトルとして表現する。 ，

 。Σを分散共分散行列とすると，　3　．　1　(2)にて説明されている未達率　 　は，

　　　  (19)

　　　  (20)

と定義できる。

4．3　各種の未達率指標とその数値計算

（ⅰ）　 未達率指標　 
　(16)式より， 　と表現できる。この場合， 　次元正規確率分布計算を　 　/2あるいは，(
　 　-1)/2重積分の数値計算で求まる［2］。
（ⅱ）　 未達率指標　 
　 ， 　として，相関行列をその対角要素を除いて， 　とおくと，

　　　  (21)
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　　1　重の数値積分で計算可能である［3］。ここで， ， 　は，それぞれ　 (0,1)に従う分布関
数，確率密度関数である。

（ⅲ）　 未達率指標　 

　　　  (22)

となり，　1　次元の正規分布を扱えばよい。

4．4　　3　つの指標の関係

【性質　1　】　3　つの指標の関係は，以下のとおりとなる［4］。
　　　  (23)
　また，下記の性質は，それぞれの指標の分散共分散行列を比較すれば，明らかである。

【性質　2　】　 　＝1の場合は，以下が成立する。
　　　  (24)
【性質　3　】　 　＝2の場合は， 　＝　 　である。

　なお， 　は，従来の　 　よりも， 　により近い上界を与える。

　5　．未達率を用いた生産計画の特性解析

　内示情報を用いた生産計画の産業応用・技術的な面の知見を得る。そのために，代表的な生産

環境を想定し，計画期間内における未達率の漸増の挙動，三つの未達率指標を使ったときの在庫

削減の効果を数値計算により明らかにする。

5．1　基本的な考え方

　内示情報を受け取る自動車部品サプライヤの週間（　5　期間）の基準生産計画への活用を想定す
る。内示変動の比較的大きい中小ロットを対象にする。前報で述べた　 　を計算するに際して，

　5　期間を対象にした三つの未達率指標計算を組み込んだプログラムに加え，　4　，　3　，　2　期間のま
での未達率指標　 ， ， 　を計算するプログラムを開発した。

5．1．1　ケーススタディの考え方

　問題に影響を及ぼす要因は，内示　 ，需要のばらつき　 ，計画目標未達率　 ，初期在庫量　 ，
生産制約条件　 ，単位あたりの在庫コスト　 ，単位あたりの製造コスト　 　である。これらのパラ
メータは，　2　つに分類できる。すなわち，最終解（生産量） 　に影響を与える要因は， ， ，
 ， ， ， ， 　であるが，一方，生産量　 　が決まった後の未達率指標の計算に影響を与える要
因は， ， ， ， ， ， 　である。

　ここで， 　は，相関係数の最小値であり， 　が小さくなることは，在庫の相関の影響がな

くなることになるので，未達率指標　 　は， 　に近い振る舞いをするし， 　が大き

くなると， 　に近い振る舞いをすることは自明である。また， ， ， 　は，在庫量の期待値
をきめる要因であるが，三つの未達率指標について共通である。それで，ケーススタディとして

は，内示の期別の変化　 ，需要のばらつき　 ，計画目標未達率　 　の影響を中心に解析する。
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5．1．2　ケーススタディ

①　内示変動

　内示変動としては，中間期ピーク型を想定する。表　1　に示す。

②　需要のばらつきと計画目標未達率

　需要のばらつきは，　1　期のばらつきと比較して，　2　期から　5　期の値が同一の場合（Case　1　）増
加する場合（Case　2　）減少する場合（Case　3　）の　3　つを想定する。その内容を表　2　に示す。

③　その他のパラメータ

　初期在庫量　 　＝15，コストはそれぞれ　 　＝　 　＝1， 　＝　 　＝1　(　 　＝1,…,5)とする。
　在庫コストについては，　2　期間の在庫保管費用が　1　期間の在庫保管費用の　2　倍であることが分
かればいいので，基準化している。

5．2　期別の未達率の挙動

　計画期間内における未達率の漸増の挙動を明らかにする。購買型MCPSを用いて，各ケース毎
に，指標　 　を計画目標未達率0.1とする場合と， 　を計画目標未達率0.1とする場合の期
別の未達率をそれぞれ表　3　，　4　に示す。また，図にグラフ化した。

54321 
126242010 

表　1　　内示

     
33333Case　1　
55551Case　2　
0.40.40.40.41Case　3　

表　2　　各ケースごとの需要のばらつき

54321期

0.10000.08080.06130.04130.0209 
Case　1　 0.08120.06610.05070.03500.0209 

0.06030.05360.04530.03500.0209 
0.09870.07500.05060.02570.0000 

Case　2　 0.09640.07360.05000.02570.0000 
0.06420.05470.04240.02570.0000 
0.09870.07500.05060.02570.0000 

Case　3　 0.06010.04890.03740.02570.0000 
0.04580.04040.03400.02570.0000 

表　3　　SOn(0)を指標とした各期未達率
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54321期

0.16760.13650.10420.07070.0360 
Case　1　 0.13140.10810.08380.05880.0360 

0.09780.08760.07500.05880.0360 
0.15450.11830.08050.04110.0000 

Case　2　 0.14970.11530.07920.04110.0000 
0.09800.08420.06630.04110.0000 
0.20870.16100.11040.05680.0000 

Case　3　 0.12170.10110.07960.05680.0000 
0.09480.08480.07280.05680.0000 

表　4　　SOnを指標とした各期未達率

図　2　　需要のばらつきが一定のときのSOn(0)を指標とする期別の未達率

図　3　　需要のばらつきが増加するのときのSOn(0)を指標とする期別の未達率
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図　4　　需要のばらつきが減少するときのSOn(0)を指標とする期別の未達率

図　5　　需要のばらつきが一定のときのSOnを指標とする期別の未達率

図　6　　需要のばらつきが増加するときのSOnを指標とする期別の未達率
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5．2．1　考察

　表　3　，図　2　，　3　，　4　より， 　はすべて0.1以下であることが分かる。また， 　はほぼ

線形で増加していることが分かる。また　 　は需要のばらつきが大きい場合には　  
に，需要のばらつきが小さい場合には　 　に近いことが分かれる。

　表　4　，図　5　，　6　，　7　から， 　はすべて0.1以下であることが分かる。また， 　は在庫の相

関を利用しているので，線形に増加していない。また　 　は， 　の場合と同様に，需

要のばらつきが大きい場合には　 　に，需要のばらつきが小さい場合には　 　に近いことが

分かる。

5．3　在庫削減の効果

　購買型T問題について　 　を　1　，　3　，　5　， 　を0.05，0.1，0.2と変化させたときの，在庫量合計
の結果を表　5　に示す。

図　7　　需要のばらつきが減少するときのSOnを指標とする期別の未達率

削減比率在庫量合計
β

（％）
ω

     

0.070.0220.0221.0721.535
1 0.100.0317.4618.7419.3910

0.140.0614.4715.9316.8920
0.080.0353.4556.5958.315

3 0.120.0545.2348.8251.2110
0.200.0934.4139.1743.0020
0.080.0389.1494.4397.185

5 0.120.0575.1981.4185.3510
0.190.0858.2465.8071.6620

表　5　　在庫量合計
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5．3．1　考察

(a)　 　が一定の時， 　が増えるにつれて在庫量合計は減少する。
(b)　 　が一定の時， 　が増えるにつれて在庫量合計は増加する。
(c)　今回のケースでは　 　に対して， 　の指標を用いると　2　％から　9　％在庫削減効

果があった。

(d)　今回のケースでは　 　に対して， 　の指標を用いると　7　％から20％在庫削減効果が
あった。

　6　．おわりに

(1)　　3　つの指標　 ， ， 　を提案した。数値計算上からもこの未達率指標の関係

は， 　＜
－
 　 　＜

－
 　 　となることがわかった。

(2)　未達率の期別の途中の動きは， 　は，ほぼ線形で増加する。 　は，それほど増加しな

い。 　は， 　と　 　の間にある。

(3)　在庫削減効果は，今回のケーススタディの範囲において，生産制約がない場合では　2　－20％
の範囲で効果が見られた。
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