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FMS スケジューリング

山本正明
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多品種少量生産における生産性と柔軟性の両面の向上

を求めて. FMS (flexible manufacturing system) が

活躍している. FMS は目的に応じて多様なシステム構

成が考えられているが，一般的にいえば，機能の異なる

複数台の加工機械 (NC工作機械，マシニングセンター

など)を自動搬送装置(コンベアー， ロボット，自動搬

送台車など)で連結して，コンピュータによる統合的な

制御を可能にしたシステムである.あらかじめ加工プ戸

グラムが与えられている製品に対しては，その時々の生

産オーダーに応じて柔軟に生産を行なうことができる.

FMS の進展とともに，システム設計問題，生産・負

荷計画問題，スケジューリング問題などFMS のいろい

ろなレベルでの意思決定問題がOR ワーカーに提示され

ているが[ 1 J. この小文ではFMS スケジューリング問

題について触れてみよう.

FMS スケジューリング問題は計画期間に製造す

べき製品の品目と数量が決定され，そのための生産準備

も整い，実際に生産が開始された後の，実時間での FM

S の運行に関する決定問題である.このため，

1) システムに投入する製品の順序と時期を決めること

2) 同一機械で加工待ちの製品が複数個ある場合は，そ

れらの聞の優先順位を決めること

が必要となる.この 2 つの決定問題をそれぞれ独立な問

題と考え，適当なヒューリスティクな順序づけ規則を用

いて処理するのが一般的なやり方である.

個別生産型工場の日程計画作製モデルとして，ジョブ

ショップ・モデルが古くからよく知られているが[5 J. 
FMS の構造も基本的にはジョブショップである.そこ

で，ジョブショップ・スケジューリング手法の効果を確

かめるため，図 1 に示すようなループコンベアで連結さ

れたFMS を考えてみる [2 J. 図中黒丸で示す加工品は

ローダにおいてパレットに装着されてシステムに投入さ

れ，制御コンヒ@ュータの指示にしたがし、所定の機械に取
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り込まれる.所定の機械が他の仕事でふさがっていると

きにはループコンベア上で回転しながら待機している.

所定の工程を終えた完成品はアンローダから取り出され

る.加工される製品の工程は図 2 に示すようなネットワ

ークで与えられる.このネットワークからスケジュール

を求めるのは，これまで研究されてきたジョプショッ

プ・スケジューリングのアルゴリズムの何を用いても

よい.いずれにしても最適解を求めるのは無理だから，

効率のよい近似解法を採用する必要がある.

計算したスケジュールどおりにシステムが動けばこれ

で問題はないのだが，実際にはこれからのズレが発生す

る.機械の故障，所要時間の変動(図 2 のコンベアでの

運搬時間も，機械待ち状態からの移動のときには変動す

る)などによって，その前に計算したスケジューんから

狂ってくるおそれがある.そこでシステムの状況変化に

対応するために，次のようなスケジュール/リスケジュ

ール手順をとることにする.

(1)計画フェーズ

1. 1) 実行開始スケジュールの作製

1. 2) ローディング表の作成(システムへの投入時期

や各機械での製品加工順序を示す表)

(2) 制御フェーズ

2.1) ローディング指示の発生(その他の割込み)

2.2) 進行データの検討とリスケジューリングの必要

性の判断

2.3) 割込みの種類に応じた処置
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ローデイング 加工機械 コンベアでのアンロ}デイング
ステーション の作業 運搬 ステーション

r よ.， ....ょんー〆 , 

か l の値で与えられる.作業 TJ の次

に作業 Tk を順序づけしたときのコス

ト Cjk I主，

警 I~吟ベ以7吟北半L 上の数字…作業番号
蕃 1i ，;-一一一一一一一一--j ~括弧内の数字…機械番号
号 1 rす1、~、パ4'\ "'-円21

L 民「吟ベ以汁弁-iillJz l右下の数字所要時間

Cjk=子wdr，(TJ)-r，(Tρ|

で求める.ここで w， は工具 t を取り

替えるに必要なコスト(時間)である.

単一機械での順序づけを考えるのな

ら，この問題は距離行列 {Cjk} をもっ

トラベリング・セールスマン問題とな

ることは明らかであろう.この問題を

整数計画法に定式化して，そのラグラ

ンジ緩和問題を利用した効率のよい解

法が提案されている [4 ].複数機械で

の一般的順序づけをこのような段取時
図 2 製品の工程を示すネットワーク(一部)

(3) リスケジューリング・フェーズ

3.1) リスケジューリング計算

3.2) ローテ'ィング表の改訂

リスケジュール計算は，すでに加工の終った作業およ

び加工中の作業のスケジュールは現状のまま固定した上

で，残された未加工作業についてだけスケジューリン

グ・アルゴリズムを適用すればよい.

工場の実績データを入れてこの手順を現状と比較した

ところ，基準とした FCFS(first come first service) 

規則による優先順位法に比して，実行開始スケジュール

において約10%，の効率改善がみられ，操業後の機械故障

や作業時間の変動による影響をシミュレーション実験に

より検討した結果でも，この優位性はかなり保存されて

いることが明らかにされた[2] ， [3]. 

いま説明した問題はジョブショップ・モデルがそのま

まの形で利用できるものであったが， FMS の構造上か

ら新しい条件を考えねばならぬ問題も多い.

FMS を構成する加工機械には作業ごとに工具や支持

具を指定のものに取り替えなくてはならない場合が多く

各種の自動交換装置が設置されている.このような工具

交換の時間が前後の作業の種類によって大きく影響さ

れ，加工時間に対して無視しえない大きさとなる場合を

考えなくてはならない.ある作業 Tj の付加資源必要量
η( 7';)， l'ζ l~s が与えられている.通常は η( 7'j)は O

間との複合した形の問題は未解決の問題であろう.

FMS スケジューリング問題で考えねばならぬもう 1

つの問題に中間パップ T の容量制限がある.図 1 のルー

プコンベアは搬送装置であると同時に，機械待ちの加工

品の中間パップァの役割も果たしている. FMS の物理

的制約からパップアの容量には制限が生ずる.図 3 のよ

うな直列型の配置をしたFMS の場合は各機械ごとにパ

ップアが分れるからこの制約は厳しくなる.第 h 機械の

後のパップァが容量制限一杯になると，この機械が製品

i の加工を完了しても機械から外すことができず，した

がって第h機械での第 (i十1)製品は機械待ちの状態で 1

つ前のバッファに留められる(図 4 参照).これをプロッ

キングと呼んでいる.二機械フローショップ問題で目的

関数を総所要時間の最小化にとった時，ジョンソンルー

ルが成り立つことがよく知られているが[5 ]，このルー

ルは第 l 機械と第 2 機械の聞に中間仕掛品をできるだけ

多く貯めることにより，第 2 機械での遊休時間を減らし，

第 1 機械の完了時刻(一定)から第 2 機械の完了時刻ま

での時間差を小さくしようとするものである.したがっ
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1. はじめに

フレキシプル生産システム， FMS は， 1970年代の後

半から多品種少量生産の効率化の決め手として機械加工

を中心に急速に導入が始まり，板金加工，組立等生産に

関わる多くの分野に普及した.その背景には，需要の多

様化，個性化といった多品種少量生産体制への移行に対

する強い要請や労働者の高齢化等の社会的変化と，マイ

クロエレクトロニクス技術，通信技術の進歩とそれに伴

う固有技術の発展と L 、う技術面での変化があった.

FMS は自動生産設備群を自動搬送装置により結合

し，コンピュータによって制御することにより自動的に

生産を行なうことのできる多品種少量生産向きのシステ

ムであり，設備の制御ソフトウェアと治工具を変更する

ことにより多様な製品を加工できる点、が，従来の専用の

量産向き自動生産システムと異なる.

このようなシステムの設計と運用について，本論では

オベレーションズ・リサーーチの観点から概観する.
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2. システム設計と OR マインド

FMS を導入する主な目的は多様でかつ変動しやすい

製品需要に迅速に対応できる能力を多品種少量生産の場

に付与することである.その導入により，自動化，省力

化をはじめ無人運転による稼動時間の増加， リードタイ

ム短縮，在庫削減などの生産性向上，製品の高品質化と

いった直接的効果を享受できる.さらに， FMS の効率

的な設計，運用のために製品の設計標準を設定する等の

合理化により工数や治工具数等の削減といった間接効果

や生産管理の簡素化，前後工程の効率化などの波及効果

も期待できる. これらの効果は， リードタイム， 在庫

量，仕掛り期間などの総合的経済性評価項目と，機械台

数，作業者数，投資額，加工費用，加工時間，所要面積

などの個別的評価項目によって評価されている.

FMS の設計導入過程l主導入計画，基本設計，詳細設

計を経て製造，設置，稼動開始，運用に分けることがで

きる.導入計画段階における生産対象製品群の設定とそ

の生産量，生産頻度等の長期的な生産計画の見通しはシ

ステムの構成や規模を決定する重要な要件て、あり，設計

仕様の大枠を与える. FMS の性能に大きな影響を与え
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