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多段階生産・在庫のマネジメント
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1. 多段階生産在庫問題

生産の場であれ，流通の場であれ，それらをも

のの流れとして把えると，多くの在庫点とそれを

結ぶ補充活動(生産，輸送)からなる多段階のネッ

トワークとしてモデル化することができる. 1 つ

の在庫点(必ずしも実際の在庫をもっ必要はない)

に着目すると，それよりも最終需要に近い在庫点

からの需要に対処するために補充活動がひきおこ

され，その補充活動をサポートするためあるいは

在庫水準を維持するために，その前に在庫点に対ー

する補充の要請が出されるというように，ネット

トワーグに介在する補充活動は，関 l に示される

ように，互いに従属している.

多段階生産在庫問題は，最終段階の需要に従属

しておこるその先行段階の補充活動の従属性を前

提条件としたシステムについて，システム全体の

効率化，最適化をはかるように各段階での補充ポ

リシーを決定する問題，ということができる.こ

れに対して，その従属性を無視し各段階が独立に

需要を予測し，補充リードタイムあるいは関連す

るコストから，補充量，発注点、を決定し，それら

をもとに受発注の意思決定をしたとき，最終段階

での需要の変動が，途中に介在する情報の遅れを

含めた補充リードタイムが引き金となって，源流
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図 1 多段階生産在庫ネットワーク(ものの流れ)

での需要量，補充量の変動を大きく増幅させ，そ

れにともなってシステム全体に余分な在庫を強い

ることになることは，かなり以前から知られたこ

とであった.それでは今日に~り多段階生産在庫

問題が特に着目される理由は何であろうか.

ひとつは，最終段階の需要を先行段階でもリア

ルタイムに把握することによって，システム全体

としての在庫を減らすことができることが経験的

にわかっていても，ひと昔前までは，それを実現

する手段がない，あるいはあったとしてもシステ

ムの管理コストが莫大で，それよりも各在庫点で

在庫をもち，顧客リードタイムを短縮するととも

に変動に対応するほうが経済的で、あったことによ
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表 1 生産在庫管理システムの分類とマネジメ γ トの重点

システム 適用分野 マネジメントの重点 適用手法・適用モデル

job shop 注多文種極生少産量，生産 多種オーダーに対する (スケジューリング)
フレキシピリティ

MRP パッチ，少量組立 必果要的資調材整と能力との効 M多(需段R要R階確ロD定ッO， Qト能サ力イ制ズ限決あ定り問，題なし)
JITM* 少種多量， くり返し生産 段の取削時減間の短縮と在庫 かんばん方式

多RO段P階柿EOQ, 合業理率的のコストでの高操 多段階 EOQ(需要一定)
維持

流通システム サービス水準の維持低と b多a段se階オーダリングポリシー
在庫関連コストの減 e stock 。方l 式方

ワITM( ジャストインタイム方式) 糾ROP(発注点方式)

る.今日では，コンピュータの導入コストのいち

じるしい低減やVAN の利用により， リードタイ

ムの中の情報の遅れはほとんど O にすることが可

能となり，システム運用につきものの多少の計画

変更にも即時に対応できるようになったことか

ら，多段階生産在庫問題から得られる知見を応用

するうえでの経済的なメリットが出てきたわけで

ある.

もう 1 つの理由として，顧客の要求の多様化を

反映した多種少量の生産，物流に起因する必要性

である.少種大量生産の時代では，ある程度の在

庫をもっていてもその回転率の高さによって問題

が潜在化していたものが，多種少量の時代には，

在庫スペース，生産能力の制限や商品寿命の短縮

といったところから，余分な在庫をもつこと自体

が経営圧迫に即つながるとし、う状況になり，特に

生産の場合の在庫ゼロ計画などと呼ばれるように

多段階の構造の中で在庫削減の方策が，企業経営

の l つの大きなポリシーとなっていることがあげ

られる.

2. 生産在庫管理システムと多段階生

産在庫問題

多段階生産在庫問題は，狭義には，在庫関連コ

スト係数やリードタイムなどの多段階の構造をあ
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らわすパラメータを所与として，ロットサイズや

発注点などのコントロール変数をある基準のもと

で決定する問題であるが，より広義の多段階のマ

ネジメントといった場合には，次の 2 点について

まず留意しておくことが大切である.

ひとつは，適用されるべき分野あるいはセッテ

イングによる本質的な管理システムの違いを理解

しておく必要があるということである.たとえば

生産と流通とでは基本的に管理システムの備える

べき要件が異なるというように，これを取違えた

もとでいくら最適化を論じても意味ないことはい

うまでもない. 表 l は Silver and Peterson 

(1 985) による概略的な管理、ンステムの分類とその

特徴をまとめ直したものを掲げたものであり，い

ちばん右側に適用される多段階生産在庫問題のモ

デルまたは手法がつけ加えてある.

もうひとつは，多段階生産在庫問題から得られ

る最適解は，そのモデルの前提条件(所与の在庫

関連コスト係数など)のもとでの話であり，あく

までも短期的なものであるべきであるということ

である.在庫削減という目標からは，ロットサイ

ズインベントリーであれば，段取コストや時間の

低減，安全在庫であればリードタイムの短縮が最

も本質的であり，これらに関する生産技術，輸送

技術などの努力が長期的なコスト低減に最も効い
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てくるということを忘れてはならない.

たとえば，ジャスト・イン・タイム (JITM) の

実現手段であるかんばん方式は，段取時間の徹底

的な削減により，かんばん 1 枚当りの収容数(ロ

ットサイズ)を十分小さくすることが可能となり，

これによりコスト低減を実現するとともに，変動

の増幅という多段階特有の問題も解決しているの

である[ 2 ]. これに対して， アメリカにおける

EOQ(経済ロットサイズ)の信奉が，いくら最適

といっても，段取コスト，保管コストが所与のも

とでの話であり， JITM との対比からこのことの

反省、が，管理会計の文献等(たとえば[ 3 J)でとり

あげられている.

3. 流通システムと多段階のマネジメ

ント

3.1 不櫨実性への対応

流通システムにおける管理システムの特徴は，

生産の場合と異なり，顧客サービス水準の維持と

いう絶対目標から，最終段階での需要の不確実性

を前提としたモデルを構成し，多段階の構造に起

因する余分な在庫を排除するような管理システム

の構築が要求される.

一方，在庫削減のためのネットワークの構造上

の問題では，不確実性に対処するための安全在庫

の大きさに直接的に寄与するリードタイム(輸送

の遅れ，情報の遅れ)の削減に着目する必要があ

る.輸送の遅れのほうもオーダーピッキングの自

動化や MCA無線などを含めた輸送技術の進歩に

よって徐々に短縮されているものの，画期的なの

はコンピュータネットワークの整備(当然 VAN

の利用も含まれる)によって，情報の遅れはほと

んど O にすることが可能であり，これによる在庫，

特に安全在庫の削減の効果を見逃すわけにはし、か

ない.

3.2 多段階オーダリングポリシー

さて，最終需要に不確実性をともなうときに不

必要な在庫を強いないための各段階のオーダリン
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図 2 多段階オーダリングポリシー

(→:ものの流れ，…→:情報の流れ)

グポリシーを考えるとき，そのキーとなる概念と

して， echelon stock，および，それにもとづく

在庫水準の把握の仕方がある. 1 つの在庫点の

echelon stock は，輸送中を含めた最終段階まで

のそれよりも上位の段階にあるすべての stock，

と定義される.たとえば図 2 の例では，中間倉庫

の echelon stock は， 30+20+ 10+ 10=70 と計

算される.

各在庫点、が echelon stockを常に把握し，これ

に on order の分を含めた在庫水準で，たとえば

い， Q) ポリシー (s :発注点 ， Q: ロットサイズ)を

用いるとき，各在庫点が独立に手持ち stock にも

とづく意思決定，すなわち単段階の (s， Q) ポリシ

ーを用いたときに比べて，大幅にシステムの安全

在庫を減らせることは，前稿[ 2 ]で例示したとお

りであり，これは echelon stockそのものに，多

段階の需要の従属性の構造がうまく組み入れられ

ているからに他ならない.

期(日)ごとに echelon stockを把握するという

ことは，最終段階であるプランチの毎期の需要量

をそれよりも下位の段階でも同時に把握するとい

うことと同等であり，図 2 においてブランチへの

補充の意思決定は，プランチからの発注をまつま

でもなく，倉庫のほうからも各ブランチの在庫水

準を把握できているということから， タイムリー

な時点に倉庫から必要量を送り込むとし、う方式に

(29) 闘1
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容易に変換することができることがわかろう.

Silver and Peterson (1985) [ 1 ]は， この考

え方のもとに，“push コントロールシステム"と

呼ばれる方式を提案している.その要点は，

1 )中央倉庫から到着した補充量は，倉庫の安全

在庫をさし号 I \，、た分が，各ブランチの正味所要量

(MRP と同じ手11債で計算される)とそれに安全在

庫を加えた量を基準として，公平に(各ブランチ

の発注点に達するまでの時間を等しくするなど)

各プランチに割りつけられる.

2) 中央倉庫からの補充がないときには，倉庫の

安全在庫から，発注点を下回わったプランチにつ

いてだけ，正味所要量の計算など 1) と同じ手11慎で

割りつけが行なわれる.

などである.

このシステムの特徴として，各ブランチへの補

充量の決定が現在の在庫水準のみでなくその時点

の正味所要量に展開した分について決められ，そ

の意味で MRPの考え方を流通システムにそのま

ま応用した DRP (Distribution Requirements 

Planning)のメリットを包含していること.さら

に，個々にブランチへ補充するかわりに，その補

充量をプールして割りつけを行なうことにより，

“各ブランチのサービス水準を一定にしたとき，

各ブランチが独立に補充の決定をするよりも，一

括して補充したほうがシステム在庫が少なくて済

む"というポートフォリオ効果をうまく引き出し

ていることがあげられ，注目に値するシステムと

いうことができょう.

3.3 システムの設計と問題点

これまでみてきたように，ものの流れと情報の

流れ(発注，補充の指示)は最早一致せず，各在庫

点およびその中間にある stock 量と最終段階での

システムから出て L、く量を把握しておけば，補充

の時期および量の意思決定はシステム中のどこで

行なってもよく，要するに流通システムの効率化

に重要なことは，上述の情報の収集とそれにもと

づく統合的な意思決定をすることによって，多段

692 (30) 

階構造に起因する不確実性の増幅の排除やポート

フォリオ効果を引き出せる情報ネットワーグを組

めるか否かということである.

何度もくりかえしているように，今や技術的，

経済的にはこのような情報ネットワークを構築す

ることは可能な状況にある.このことに関する一

番の障害は，流通システムを構成する組織上の問

題であろう.すなわち異なる組織体のあいだに一

元的なシステムが構築できるかとし、う問題であ

る.よ〈知られているように，花王のロジスティ

グシステムは，販社の系列化によってこの問題を

うま〈解決してきた.これはメーカー主導型の統

合の例であるが，今後激しい競争に生き残るため

に，問屋主導型などのさまざまな型態での系列化，

統合，提携が模索され，進んでくるであろう.

4. 生産システムと多段階のマネジメ

ント

4.1 MRP と JITM

流通システムに比べて，生産システムにおいて

は多少の計画変更は許すものの，基本的にはいっ

たん最終段階の需要量を確定させたうえでの管理

システムの構築が問題となる.たとえ実際には確

定できなくてもそれは需要予測や能力計画などの

より長期の意思決定の問題である.

さて，表 1 に示したように一品生産的なジョブ

ショップを除いて，代表的な生産管理システムに

は MRP と JITM がある. これらの個々のシス

テムについてはよく知られているところであり，

ここでは多段階の考え方からの両者の比較につい

てのみ言及しておく.

MRP は，そのロジックとしては，作Iを，いつ，

どれだけとし、う所要量の展開といった，最もシン

フ。ルで、直接的な多段階の需要の従属性の応用例と

考えられ，多種少量で、膨大な部品構成に対処して

いくためには， コンピュータによる集中管理が不

可欠である. 一方， JITM は， 計同期間の単位

(タイムパケット)が連続で，ロットサイジングが
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lot for lot という MRP の特殊な場合ともみな

すことができる.

しかし一番の相違は， JITMが基本的には単段

階の管浬システム(かんばん l 枚当りを単位とす

る (s， sー1)ポリシ- [2 J) と等価であるというこ

とである.すなわち，かんばん l 枚当りのロット

サイズを十分小さくし，品種による生産量を平準

化することによって，単段階でありながらうまく

多段階の問題を克服し，しかもコンピュータによ

らないマニアル(かんばん)による管理システムを

可能にしているのである.言い換えれば，その背

景として，段取時間やコストの低減が絶対条件で

あり，また広い意味でのグループテクノロジーに

よる製品のグループ化やサイクルタイムの異なる

品種の組合せによる生産量の平準化やリードタイ

ムの短縮の努力が不可欠であることを忘れてはな

らない.すなわち表!の JIMP の適用分野の少種

多量くりかえし生産というのは，あくまで結果で

あり，そこにもっていくまでの生産技術上の努力，

改善が第一義であることの理解が非常に大切なこ

とである.

とはいえ，たとえば生産の平準化にも限度があ

り，生産量の変動(確定した上での)が大きいとき

には，本質的に単段階の JITM には限界があり，

適用する分野の特質に応じた適切な管理システム

を選択する必要がある.数年前までどの企業もか

んばん方式を導入し，しかもその多くが外注との

つなぎに用いていながら，最近これらが MRPや

その変形の方式に転換し直していることが，この

辺の事情を物語っているものと思える.

4.2 多段階ロ・7 トザイズ決定問題

狭義の多段階生産在庫問題の主要な部分は，ロ

ットサイズ決定問題に帰着でき，現在に至るまで

理論，応用の両面からホットなOR上の課題を与

えてきている(最近の研究成果をまとめた論文集

として Schwarz(1981)[ 4 ]がある).不確実性を

ともなう場合を除いて，これらは段取(生産，輸

送・発注)コストおよび保管コストの条件が与え

1985 年 11 月号

られたもとでのコスト最小問題であり，次の 2 つ

のモデルに大別できる.

1)最終需要が連続で一定.無限期間の期当り平

均コストの最小問題として定式化.単段階のEOQ

モデルの多段階への拡張(多段階 EOQ).

2)最終需要が確定量(一定である必要なし).有

限期間のトータルコスト最小問題として定式化.

単段階の最適解法として知られている Wagner

Whitin 法(以下 WW 法)の多段階への拡張.

前者は，需要が比較的一定で安定している設備

中心型の生産システムの生産計画や流通システム

のロットサイズの決定問題への適用を想定してい

るのに対して，後者は，聞けつ的な需要にも対処

すべく MRPにおけるロットサイジングへの適用

を前提としている.

しかしいずれの場合にも，段階数が培えるにし

たがい，また後者の場合には期間数も増加するに

つれて，最適解を求める計算量は膨大なものとな

るところから，マネジメントの立場からは，最適

解のもつべき性質あるいはその heuristic 解法の

ほうが重要であり，最適解法そのものはむしろそ

れを評価する手段としての意味をもっといったと

ころであろう.

4.3 最適解の性質と heuristic 解法

無限期間の多段階 EOQ のモデルおよび問題点

については前稿[ 2 ]で、ふれてあるので，有限期

間の問題を中心に数値例を用いて解の比較を行な

うとともに，背後にあるマネジメントに有効と考

えられる概念について若干の考察をしておこう.

有|仮期間のロットサイズ決定問題において，

1)生産コストは量について上に凸の増加関数

で，期間について一定または減少関数.

2)保管コストは期末の在庫量に関して上に凸の

増加関数で，付加価値が高まるため後続段階にな

るにつれて増加するか一定.

というほとんど一般的ともいえるコスト条件のも

とで\少なくとも 1 つの最適解は，WW  property 

と nested property と呼ばれる性質をもつこと

(31) 893 
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表 2 有限期間の多段階ロットサイズ決定問題の数値例

段取 保管
コスト コスト 3 

段階 2 S2= 10 2=612  
=4) ホ

段階 l SI=1O (Hh11==22) 本 I π1 

事echelon holding コスト

が知られている(たとえば文献[ 5 J). 

WW  property :単段階の WW法の場合と同

じで，生産は期首の在庫が O のときのみ行なわれ

る.

nested property: ある段階の生産が行なわれ

るときには，それよりも上位，すなわち後続段階

も同時に行なわれなければならない.

この nested という性質は，多段階の問題に特

有の大切な性質であり，これにより大幅に最適解

の探索の範囲を狭めることができる.この性質の

理解と，多段階の最適解法はあんがし、知られてな

いため，表 2 に示すような計画期間 4 期で 2 段階

とし、う簡単な数値例を用いて Crowston and 

Wagner [6 ]の最適解法を，最初に簡単に説明

しておこう.

Crowston らの解法は，各段階 i(i= 1 先行段

階， i=2: 後続段階)の生産プロフィールピ(各期

について生産すれば 1 ，しなければ O を要素とす

るベクトル)を用いたDP アルゴリズムであり，

表 2 には，段階 2 がポ=(1 ， 1 ， 1 ， 0) の場合の例が

示されている. すなわちこのとき nested の条件

より， π1 は表に示す 4 通りの段階 l の生産プロフ

ィールが存在し，そのときの段階 l から 2 までの

最小コストj2(π2) は，次式で計算される.

f2(π2) =S2+S2+S2+ 1 ・ (H2-H1l +minfl(π1 ) 

ここに段階 1 のコストj1(π1)は 4 通りのが

を計算することにより，ポ=(1 ， 1 ， 0 ， 0) のとき

minfl(が)=SI+St+ 2 ・HI+l ・ 2 ・H1 =28

となり， j2(π2) =62 が求まる.なおここで，保管

894 (32) 

2 

4 

。

。

3 

2 ロットサイズ Qi， t I fi( が)

62 

。 3 4 3 。 32 
。 。 3 7 。 。 28 

。 3 。 3 。 30 
。 。 11 。 。 。 32 

コストの計算が， echelon stock について計算さ

れていることに注意する必要がある.そのために

l 個当りの保管コストの係数 H2， HI の代わりに，

その段階の付加価値分について課される echelon

holding コストん=H2-HJ， hl=H1 が用いられ

ている.これにより j1 (π1) の計算がポによらず

最終需要との関係だけで計算でき，ポによる重複

計算を回避しているのである.

上の数値例の最適解は， W W  property を満

足するすべてのポについて (24- 1 通りある ) , 

j2 (π2) を計算することによって得られるが，実際

には表 2 に示した場合が最適解となっている.

さて，次にこの問題の heuristic 解法について

考えよう.直接的な多段階 heuristic 法[7]と

呼ばれる方法も提案されているが，単段階の場合

の解法，いわゆるDOQを，最終段階から適用し，

そこから得られる解をつの次の段階の需要として

次々に段階ごとに解を求めていくという level by 

level 法が，その計算量の観点から実用的であろ

う.この level by level 法では，後続段階の解

を先行段階の需要とすることによって， nested の

性質が必ず満足されていることも注目される.

たとえば，表 2 の数値例に単段階の場合の最適

解法である WW法を用いた level by level 法を

適用すると，段階 2 ， 1 ともに， まったく同じ解，

すなわち最適解が得られる. さらに， 単段階の

heuristic 解法である Silver-Meal 法， PPB(パ

ートピリオドパランシング)をそれぞれ用いると，

両者ともに段階 2 では同じ解が得・られるが，段階
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1 の解として，両者ともに (7， 0， 3， 0) という最適

解と異なった解が得られる.しかしそのときのコ

ストは64であり，最適解の62と大きな差はない.

一般的に level by level 法の計算誤差は 10%程

度で済むようである.また解を改善するために，

段取コストに先行段階からの累積値を用いるなど

の工夫も提案されているが，問題条件によりその

効果は異なり，本質的な差異は見いだされないこ

とから，実用的には単段階の heuristic 解法を用

いた通常の level by level 法で十分であろう.

ところで，最終需要Dが一定である場合の多段

階 EOQ についても最後に若干ふれておこう.こ

の問題の定式化にも echelon stock の概念が本

質的である.一般的な多段階ネットワークに対す

る heuristic 解法として 2 段階の場合の解法を

くりかえし隣り合う 2 段階に適用して解を得る

myopic ポリシー [8J が知られている.そして，

2 段階の場合の解は，段階 1 ， 2 のロットサイズ

を Ql， Q2 としたとき，次式で与えられる.

Q1=[初(S1+かL]t
h1+ゐ/

, Q1=nQ2 

ただし ， n は ， n(n+ 1) 主主 (S1h2)/(S2h1 ) を満足

する最小の整数である.

表 2 の数値例は有限期間の問題であるが，比較

的需要が一定であるために，その平均需要をD=

2.5 として上式に適用すると， (ふん)/(S~1) =2 

から ， n=l が得られ，さらに Q1=Q2=4.08 が求

まる.これより Q1=Q2=4 に近くなるように段

階 2 ，段階 l のロットを構成すると，それぞれ，

(3, 4, 3, 0) , (3， 4， 3 ， 0) となり，このときのコスト

は66であり，これでも有限期間の最適解に近い解

が得られることは興味深い.

5. おわりに

以上，多段階のマネジメントとして，まず多段

階管理システムのセッティングの理解とその構造

を規定しているリードタイム，段取時間，コスト

などの短縮がシステムの効率を考えるうえで第一

1985 年 11 月号

義であることを強調し，その前提条件のもとでロ

ットサイズなどのコントロール変数の決定問題に

ついて述べた.このような考え方は，現在急速に

進みつつあるハードを基調とした生産，流通の自

動化をさらに実効のあるものとするために，一層

必要とされてくるものであり，半面さらに研究，

応用の両面から検討すべき余地も多く残されてい

ると考ーえる.
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