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1.はじめに

生産スケジューリングに関して従来から，数多

くの研究モデルが構築され，またスケジュールの

評価尺度についても各種のものがとりあげられて

いる.本稿では，近年わが国ばかりでなく，欧米

各国でも注目され，導入されつつあるジャストイ

ンタイム生産方式 [1] [2Jの特質は何かを考察し，

この方式に適合したスケジューリング・モデルに

ついて解説する.また，その解法のいくつかにつ

いても触れる.なお，ここでいうジャストインタ

イム生産方式とは，わが国でトヨタ生産方式と

も呼ばれているもので，欧米各国ではこの用語

(Just-In-Time [JITJ) が好んで用いられている

ことから，本稿でもその呼称を採用することとし

た.

2. ジョブの滞留時間に関する考察

ジャストインタイム生産方式に適合したスケジ

ューリング・モデルを考察するために，従来の静

的 (Static) スケジューリングでの着手可能時刻

について検討する.従来のモデルで定義されてい

る着手可能時刻は，準備完了時刻 (ready time) 

ともいわれ， Baker [3J の解釈によれば，ジョブ

(材料等その製品の生産に必要な資材)がショップ

みやざき しげじ，おおたひろし
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に到着する時刻のことである.この時刻以降にそ

のジョブの生産が可能となる.着手可能時刻は，

スケジューリングを行なう時点では所与の値であ

り，変えられないものとされている.

たとえば，平均滞留時間最小化問題においては，

基準時刻 O に全ジョブがショップに到着し，その

時刻(着手可能時刻)からジョブのショップ内で

の滞留が始まるとされている.そして，各ジョブ

の生産完了時刻までの経過時間の平均値(平均滞

留時間)を最小にする評価尺度がとりあげられて

いる.また，着手可能時刻が各ジョブで異なる問

題においても，その時刻はスケジュール作成前に

決められ，固定化されているとの前提に立ってい

る.言い換えれば，従来のモデルでは各ジョブの

あらかじめ決められた着手可能時刻から生産完了

時刻までを，そのジョブの滞留時間と規定し，そ

の平均値を最小にする日擦をとりあげている.

ところで近年多くの企業で導入されつつあるジ

ャストインタイム生産方式[IJ[2Jでは，各ジョブ

の着手準備(材料手配等)は，計画されたスケジ

ュール上の当該ジョブの生産開始時刻に合わせて

行なうべきもの(ジャストインタイム)とされてい

る.すなわち，各ジョブの着手可能時刻は可変で、

あり，その時刻は計画されたスケジュ}ル上の生

産開始時刻に合わせうるとの前提に立っている.

一方，ジョブがショッフ。から立ち去る時刻につ

いて考えてみると，従来の平均滞留時間最小化問

題では，この時刻はスケジュール上の生産完了時
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刻に一致するものとされていた.しかし，現実の

問題では，各ジョブには納期が指定されている場

合が多くあり，そのような場合には，ジョブは納

期と同時に出荷されるべきものと考えられる.受

注生産の場合には，納期は顧客から指定されるか

または顧客との交渉で決められ，見込生産の場合

は，社内の上位計画部門から指定されたその工程

の完了予定時刻が納期に相当する.納期は，通常

の企業活動においては，最優先に守るべき条件で

あり，特にジャストインタイム生産方式では，そ

の要請が厳しい.そのため，納期前に完了したジ

ョブは，納期が到来するまで，納入企業側で製品

在庫として保管しているのが実情である.

以上のようなジャストインタイム生産の状況下

では，各ジョブのショップ内における滞留時聞は

スケジュール上の当該ジョブの生産開始時刻から

納期までの経過時間に必然的に一致する.この時

聞は，“実滞留時間"と呼ばれ[4J，ジャストインタ

イム生産方式下での各ジョブのショップにおける

仕掛在庫時間と製品在庫時間の和に相当する.そ

こで，全ジョフ・についての実滞留時間の平均値(平

均実滞留時間)を最小にするというスケジューリ

ングの評価尺度が提唱されている [4J.

3. 宅デルの定式化

以上に述べたジャストインタイム生産方式下で

のスケジューリング・モデルを定式化すれば次の

ようになる. モデルの前提条件のうちジャストイ

ンタイム・スケジューリングを特徴づける際だっ

た条件は，次の 2 つである.その他の条件は，従

来のモデルにおける一般的条件[3J[5J とほぼ同様

と考えてよい.

[前提条件 1 J 各ジョブ予の生産開始のための準

備(材料手配等)は，作成されたスケジュール

上の生産開始時刻に合わせて完了できる.

[前提条件 2J 各ジョブは，納期遅れが許され

ず，また納期より早く出荷することもできない.

この 2 条件のもとでジョフゾtのショップ内での

740 (36) 

実滞留時間 F，a は

FlZ=d,-Bt (i= 1, 2,… , n) (1) 

で求められる.ここに， d， はジョブJtの納期， Bi 

はんの生産開始時刻， n はジョブ数である.

また，各ジョブの実滞留時間の全ジョブについ

ての平均値(平均実滞留時間) Fα は

ja=1-去 Fr=12(da-Bt) (2) 
n t=1 n t=1 

で表わされる.平均実滞留時間 Fa 最小化によっ

て，各ジョブの生産開始時刻から納期までの経過

時間の平均値(または総和)の最小化が達成され，

このことは，ショップ内の中間仕掛(半製品)在庫

量および製品在庫量の総和の最小化に結びつく.

4. 解 i去

ジャストインタイム・スケジューリングの[前

提条件 2 J における納期遅れを起さないという条

件を満足するスケジュールを作成するためには，

パックワード・スケジューリング法 [6J が有効で

ある.この手法は，最後に生産されるジョブと生

産完了時刻をそのジョブの納期を基準に決めたあ

と，時間軸をさかのぼりながら，各ジョブを順序

づけていくという方法である.これによって，各

ジョブに納期遅れを発生させずに，平均実滞留時

聞を最小にするスケジュールの作成が可能とな

る.

次に，単一工程スケジューリングで各ジョブが

共通の納期 d，=d (i= 1, 2，… ， n) をもっ基本モデ

ルについて，その解法の概略を紹介する.

4.1 段取時聞が頗序づけに依存しない場合

共通納期 d をもっジョプを対象とした単一工程

モデルで，段取時聞が直前に生産されたジョブの

種類に依存しない場合の平均実滞留時間最小化の

パッグワード (n/l//Fa/b) 問題は，図 1 のように

示される . J[ 1I ".J[31 は，それぞれ時間軸の後方か

ら第 1 番目…第 3 番目に順序づけられたジョブで

ある.段取時間は，各ジョブの生産所要時間に含

められる.最後に生産されるジョブJ[1] の完了時
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図 2

表 1
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n/1l/Fa/b 問題

刻は， [前提条件 2J と Fa最小化の評価尺度から，

納期 dに一致する.

この問題に対する最適解は，定理 l で与えられ

図 1

[定理 1 J n/l//Fα/b問題で，段取時聞がジョブ

の順序づけに依存しない場合， L PT (生産所要

時間の短いジョフーが時間軸の後方へ順序づけられ

る)スケジュールが最適解となる.

証明: n/l//Fa/b問題は，単一工程での平均滞留

時間最小化のフォワード・スケジューリング(n/l

//F/f) 問題に等価変換できる.後者の問題の最適

解は， S PT (生産所要時間の短いジョブが時間

軸の前方へ順序づけられる)であるから [5J ， n/l 

//Fa./b 問題の最適解は，その逆順 (L PT) とな

圃

段取時聞が順序づけに依存する場合

ジョブJjを生産するさいの段取時聞が，直前の

ジョブJjに依存して変る場合，その段取時間Sljは

段取時間マトリッグスとして表 1 のように示され

る . n/l//Fa/b 問題で，段取時間 Sりを考慮する場

合を n/ 1/Sij/ Fa/b と記す(図 2 参照). 

の解で，時間軸上の最後(スケジュール作成順で

は最初)から i 番目のジョブをJ[iJ で、示 L ， J[iJ の

実滞留時間と生産所要時聞をJi'f4[i J およびp[jJ で、表

わすと， Ji'f4[ jJは

(
直
前
ジ
ョ
ブ
)

る.

Sn2 …… ...Snr.. ……・・一一Snl 

p[jJ [j-1J=PUJ+s[jJ [j-lh (j=2 ,… , n) 

P[IJ [OJ = P[1J 

であり ， S[jJ [j-1Jは J[j J の次に JU-llが加工される

場合の段取時間である.平均実滞留時間 Fa は

(4) 

ー . n 

Fa=す51EfmIトlJ

る.
(5) 

Arcelus ら [7Jは，単一工程のフォワード・ス

ケジューリングで，ジョブの順序づけに依存して

段取時聞が変る場合の平均滞留時間最小化 (n/l/

Sjj/F/ f) 問題(図 3 参照)をとりあげている.

この問題では，時間軸上の前方の位置から i 番目

のジョフeをJ[il で表わす.このとき，平均滞留時

間 F は

=活1(n-H1)P141[レ1l

で与えられる.

この問題

4.2 

(6) 
一・ n • ,‘ 
F=土L; F[ jJ=土L; (C[ jJー 0)

n 1=1 n j=1 

で与えられる.ここに， F[ t], C[jJ は，それぞれ

J[iJの滞留時間，完了時刻であり，すべてのジョブ

(37) 741 

(3) (i= 1, 2,… , n) FaIFAP山

ここ tこ
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で与えられる.
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スケジュールの作成!順

図 3 n/l/sij/F; f問題

は，時刻 O に着手可能となっている.

平均滞留時間 F は

F=~t (n-i+ 1) P[i-lI [il 
n i=1 

で求められる.ここに

P[i-11 [il=P[ iJ +S[ト 11 [il , (i =2 , …, n) 

P[OI [1I=P[11 (8) 

である.式(4) ， (5) と式(7)， (8) を対比させると，

n/ 1/sij/Fα/b 問題で S[ i1 [i-11 を S[i-11 [il に置き換

えれば，この問題は n/l/sij/F/!問題に等価変換

できることがわかる.

このフォワード問題への変換法にもとづいて，

n/l/sij/P/b問題に対する最適化アルゴリズムが

次のように与えられる.まず，与えられた段取時

間マトリックスSりを転置して，改訂マトリッ

グスSjiを作成し，これを新たにSijで、表わす.

次に，改訂マトリックスにもとづいて ， n/l/ 

Sij/F/!問題を Arcelus らの解法を援用した

分校限界法で解く.得られた順序づけの逆順

序を求め ， n/l/sii/F'J./b の最適解とする.

Arcelus ら[7]は ， n/l/sij/F/!問題で境界

ノード探索手順による分枝限界法の最適化ア

ルゴリズムを用いている.ここでは，次のよ

うな理由により，最新ノード探索手順による

分校限界法を採用する. Arcelus らの解法で

は，コンピュータの記憶容量が急激に増大す

るのを緩和する目的で，活性ノードの整理統

合のために複雑なステップが採用されてい

742 (38) 

(7) 

る.このステップの実行には，多くの計算時

聞を必要とするが，最新ノード探索手順で

は，このような複雑なステップを用いずに記

憶容量を抑えることができる利点がある.ま

た，最新ノード探索手順は，試行解に速やか

に到達できるので，コンピュータによる計算

が最適解を得るまでに打切られても，それま

での経過時間に応じた良好な近似解が得られ

ることなどの利点がある.以上の理由から，

われわれは最新ノード探索手順を用いた.

アルゴリズムの詳細なステップは省略するが，

この解法をC言語でプログラム化し，いくつかの

数債をパーソナル・コンピュータ (NEC-P C 

9801 VX  2) で解いて，最適解を得るまでの所要

計算時聞を求めた.パーソナル・コンピュータを

使用した理由は，工場現場での実用性を主な検討

対象としたためで、ある.作成した数値例は，ジョ

ブ数が 7 から21 までの問題で，各ジョブの生産所

要時間は， 20-35の一様乱数，段取時間マトリック

スの各要素は， 10-25の一様乱数で与えた.各ジョ

ブ数につき， 10種類の問題をランダムに作成して

求めた平均計算時聞を図 4 に示す.図 4 の横軸は

各問題に含まれるジョブ数，縦軸はCPU時間(単

位:秒)の平均値である.この解法の計算時聞は

3,000 
NEC-PC9801VX21!吏用

~ 2,500 
4 
怜骨
) 

C言語 (Micro Soft C コンパイラ)

(10問題に対する平均値)

~ 2,000 
堂

準1. 500
叩1包 v

-R 
守一、

巨ト 1,000 

500 

っ
d

t
，
ム

つ
釘

唱
E
L

日
U

20 21 

ジョブ数

図 4 パックワード法の計算時間
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指数的に増大しているものの，完全列挙法の20ジ

ョブ問題で0.37億年， 21 ジョブ問題で7.8億年の計

算時間 (10ジョブ問題まで、の完全列挙法による計

算時間データにもとづく推定)に比べて，大幅に

短縮されていることがわかる.

5. まとめ

本稿では，ジャストインタイム生産方式にみら

れる生産状況に適合したスケジューリング・モデ

ルについて考察し，スケジュ}リングの評価尺度

として従来とは異なる新しい評価尺度，すなわち

平均実滞留時間最小化の概念を紹介した.単一工

程で納期がすべてのジョブに共通の基本モデルに

ついて，いくつかの解法を示した.生産設備の段

取時聞がジョブの順序づけに依存しない場合，従

来の平均滞留時間最小化問題では最悪解となる L

PTスケジュールがこの問題の最適解となり，従

来とは正反対のスケジュールがジャストインタイ

ム生産方式では望ましいという興味ある結果が得

られた.

段取時聞がジョブの順序づけに依存して変る場

合には， Arcelus らのフォワード問題に対する解

法を援用したアルゴリズムを示し，解法に要する

計算時間のデータを提示した.その結果， 20ジョ

ブ程度の規模の問題では，パーソナル・コンピュ

ータで十分実用的な時間内に最適解が得られるこ

とを示した.
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