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プル生産方式による生産システムの性能評価法
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1. はじめに

生産システムとは，名前のとおり工場などで「モノ」
を作るための技術体系のことを指します．特に，トヨ
タ生産方式 [1] に代表されるプル生産方式は多くの製
造業で採用されています．プル生産方式とは見込み生
産方式とも呼ばれ，実際の需要に応じて製品を供給す
る生産方式のことで，「後工程が前工程に，必要なモノ
を，必要なとき，必要なだけ引き取りに行く」という
のが基本的な考えとなっています．
一般に，生産システムにはさまざまな不確実性をも

ちます．すなわち，製品の需要は常に変動するもので
あり，また製品の生産も設備故障などにより安定した
供給を満たせる保証はありません．このような状況下
における生産システムの性能評価は近年においても非
常に重要な問題です．本稿では，プル生産方式の一つ
である拡張かんばん方式 [2]について，その数学モデル
により定式化し性能評価を行う方法を述べます．また，
システム全体の費用を考え，数値計算例を示します．

2. 拡張かんばん方式による生産システムモ
デル

図 1のような，生産工程がサプライヤーから納入さ
れた部品を加工して単一品種の製品を完成させ，顧客
に供給する単一工程の拡張かんばん方式による生産シ
ステムモデルを考えます．なお，「かんばん」とは部品
および製品の在庫量を管理するのに用いられる情報伝
達ツールのことです．かんばんは，生産指示かんばん

いのいえ　あつし
神奈川工科大学 情報学部
〒 243–0292 神奈川県厚木市下荻野 1030
inoie@nw.kanagawa-it.ac.jp

図 1 拡張かんばん方式による生産システムモデルの例

と引き取りかんばんの 2種類に大別されます．生産指
示かんばんは製品に取り付けられ，製品の生産量を制
御します．一方で，引き取りかんばんは部品に取り付
けられ，サプライヤーからの部品引取量を制御します．
図 1におけるQMは部品置き場，QPは製品置き場，

QPK は生産指示かんばんポスト，QWK は引き取りか
んばんポストを表します．QB と QD には製品に対す
る需要情報が到着します．
KP は生産指示かんばんの枚数すなわち製品の最大

在庫量を，KW は引き取りかんばんの枚数すなわち部
品の最大在庫量を表します．SP は製品の初期在庫量
を，SM は部品の初期在庫量を表します．これら四つ
のパラメータは拡張かんばん方式の性能を決める制御
パラメータとなります．
各期間において，イベントの起こる順番は，「部品の

発送」，「顧客への製品の供給」，「製品の生産」，「需要
の到着」と考えます．
まず期間 n (n = 1, 2, . . .)の期首に，サプライヤー

による原材料の発送が行われます．発送された原材料
は，すぐさま生産工程が部品として受け取ります．こ
のときの発送量を OM(n)，受け取った直後の生産工
程の部品在庫量をQM(n)，空引き取りかんばん枚数を
QWK(n)とします．なお引き取りかんばんにより発送
が抑えられ，QBに需要情報が残った場合，これを期間
nにおける生産工程の部品品切れによる発注残 QB(n)

として扱います．これらは，それぞれ以下の式で与え
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られます．

OM(n) = min{QB(n− 1) +D(n− 1),

KW −QM(n− 1) + P (n− 1)}, (1)

QM(n) = QM(n− 1)− P (n− 1) +OM(n), (2)

QWK(n) = KW −QM(n), (3)

QB(n) = QB(n− 1) +D(n− 1) −OM(n). (4)

ここで，(1) は QB(n − 1) + D(n − 1) あるいは
KW −QM(n−1)+P (n−1)のうち，値の小さいもの
がOM(n)の値となることを示しています．また，P (n)

を期間 nにおける製品の生産量，D(n)を期間 nに到
着する需要情報量とします．
発送と同時に，生産工程による顧客への製品供給が

行われます．このときの供給量を OP(n)，供給した直
後の生産工程の製品在庫量を QP(n)，空き生産指示か
んばん枚数を QPK(n)とします．なお生産工程に必要
な量の製品がなく，QD に需要情報が残った場合，こ
れを期間 nにおける生産工程の製品品切れによる受注
残QD(n)として扱います．これらは，それぞれ以下の
式で定めることができます．

OP(n) = min{QD(n− 1) +D(n− 1),

QP(n− 1) + P (n− 1)}, (5)

QP(n) = QP(n− 1) + P (n− 1)−OP(n), (6)

QPK(n) = KP −QP(n), (7)

QD(n) = QD(n− 1) +D(n− 1) −OP(n). (8)

発送と供給を終えた後，製品の生産を行います．製
品生産量 P (n)は以下の式で与えることができます．

P (n) = min{QM(n), QPK(n), C(n)}.

ここで C(n)を期間 nにおける製品の生産能力とし
ます．
期間 nの期末に製品に対する需要情報 D(n)が生産

工程に到着し，期間 nが終了します．
上記で説明した拡張かんばんシステムですが，製品

の生産能力 C(n)と需要情報 D(n)が不確実性をもつ
（確率的に変化する）と考えられます．よって C(n)や

表 1 各 KP, KW に対する平均総費用と平均総受注残費用

KP KW 平均総費用（平均総受注残費用）
6 5 151.1 (105.8)

6 6 97.8 (43.6)

6 7 100.2 (43.7)

7 5 129.3 (76.1)

7 6 88.4 (27.4)

7 7 89.4 (27.4)

8 5 113.7 (53.6)

8 6 82.8 (15.8)

8 7 83.7 (15.8)

D(n) が確率変数であると仮定したとき，このモデル
はマルコフ連鎖 [3] と呼ばれる確率モデルとして扱う
ことが可能となります．マルコフ連鎖は，このような
システムの性能などをコンピュータを用いて計算する
際に，比較的扱いやすいことが知られています [4]．

3. 数値実験

2節で与えた生産システムモデルの数値計算結果を紹
介します．各期間 nに対し，生産工程の生産能力 C(n)

は分布 c6 = 0.9, c1 = 0.05, c0 = 0.05に従い，需要量
D(n)は分布 d3 = 0.25, d4 = 0.5, d5 = 0.25に従うも
のとします1．
また，性能評価のために以下のような費用を考えま

す．hQM を部品一つ当たりの在庫費用，hQP を製品
一つ当たりの在庫費用，hQD を製品一つ当たりの品切
れによる受注残費用，hB を製品受注残発生費用とし，
hQM = 6, hQP = 12, hQD = 80, hB = 120とします．
表 1に，SP = 3, SM = 5としたときの，システムの

平均総費用と平均総受注残費用（製品一つ当たりの品
切れによる受注残費用と製品受注残発生費用の和）を
示します．結果から，生産指示かんばんKP や引き取
りかんばんの枚数KW を適切に定めることで，費用が
減ることがわかります．また，生産指示かんばんや引
き取りかんばんを増やすことで，製品の品切れが大き
く減少する傾向も観測できます．
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1 たとえば，c6 = 0.9は，ある期間における生産数が 6であ
る確率が 0.9 であることを指します．
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