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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.

ふじいすすむ神戸大学工学部

干657 神戸市灘区六甲台町
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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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る主な設計要因は次のとおりである.

(1) ワークステーション数(加工， ロード，アンロー

ド，洗浄，検査，組立等)

(2) 搬送速度，搬送能力(容量，台車数等)

(3) システムレイアウト

(4) パレット，取り付け具の数，工具マガジン容量

(5) パレットプール容量，パレッチェンジャ容量

(6) 保管能力(容量，保管物寸法等)

(7) 各種決定規則(台車の運行スケジューんとその経

路， ワークの加工工程と機械選択，故障時対策等)

さらに，システムの性能は実際の運用時における製品

の種類，ロットサイズ，投入スケジューんにより大きく

影響される.このように初期投資の大きさとシステム設

計段階においてシステムの運用時まで含んだ数多くの要

因を考慮にL 、れることの必要性から， FMS設計過程に

おける設計手順としてORにおける問題解決の手順，す

なわち，

(1) 問題の明確化

(2) 目的の設定

(3) システム合成(解決策の提案)

(4) システム解析(解決策の評価)

(5) システム選択(解決策の選択)

(6) 実行計画

を，意識的に繰り返すように規定されている場合も多

い.このようにます.設計の基本プロセスにおいてOR マ

インドが重視されていることは，従来の単体的な設備や

専用性の高いシステム導入と FMS の導入とが質的に違

うことを示唆しているといえよう.

3. FMS設計，運用とシミュレーション

FMS の設計は組合せ的であり，多数の設計候補案が

考えられる.したがって，最適解の選択に解析的なOR

手法の有効性が期待されるが，めだった成果を挙げるに

いたっていないのが現状であろう.さまざまな理由の中

で，システムの対象製品が長期的には特定しがたく本質

的に不確定であること，システムの性能評価項目が多様

であり，多目的として取り扱わねばならないことなどが

主なものとして考えられる.また，現実に取り扱う FM

S の規模で、あれば設計者の経験で十分に対処できるた

め，大規模システムに有効な手法を必要とするにいたら

ないとも考えられる.

解析的手法の適用の難しさに対して， FMS設計の有

力なツールとしてシミュレーション技法は広く用いられ

1989 年 7 月号

写真 1 アユメーション出力例(構造計画研究所提供)

ている.しかし初期の頃には，海外からの引合いのさい

に，提案の妥当性を明らかにするシミュレーション結果

の提示を要求されたためとしろ場合も多かったようであ

る.その後，設備台数やシャトル容量など，微妙ではあ

るが設備規模ひいては投資額に大きく影響する決定をシ

ミュレーションを用いて実施した事例が報告されること

によって，設計案の性能評価に対するシミュレーション

の有効性が次第に明らかとなり，現在ではさまざまなシ

ナリオのもとで設計案を計画段階で評価するのが当然と

なっている.

シミュレーションの普及に伴って，シミュレーション

言語，あるいはFMS専用シミュレータの開発や導入が

活発に行なわれ， FMS設計に不可欠なツーんとなって

いる.特に端末機のグラフイック機能の向上とともにシ

ミュレーション結果のグラフ表示ばかりでなく動的なア

ニメーション表示機能をもつものが多くなり，設計者が

計画案の問題点を動的な状態変化を観察しながら効率よ

く抽出し，適切に対処できるようになっている.また，

アニメーション表示は顧客に対する視覚的説得用ツール

としても有効であることが認識されており，その表示画

像も 3 次元立体表示を可能とするなど最大の効果を挙げ

る工夫がなされている.写真 1 に汎用シミュレーション

言語SLAMn のシミュレーション支援システム TESS

による 3 次元表示画面の例を示す.

FMS の運用段階において有効なOR手法の代表は，

本誌別稿に述べられているスケジューリング技法である

ことは言うまでもない.シミュレーション技法もまたこ

の段階において有力な方法である.作成されたスケジュ

ールの視覚的評価やその改善の支援ばかりでなく，スケ

ジュールにもとづいて機械別の必要治工具の一覧表を作

(51) 345 
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表 1 FMS シミュレータの特性

比較事項 運用シミュレータ 設計用シミ品レータ

使用時間 概略設計時 システム運用時

使
使用目的 設計案評価 運用案評価

ワーク投入計画・作業指示作成
用 故障対策・モニタリング

環 使用者 システム設計者 システム運用者

境
対象システム 多様な仮想、システム 実システム

処理対象ワーク 仮想的・多様・粗い記述 所与・限定・詳細な記述

評価項目 多様 固定

、ードウェアの機能表現 多様・粗 l 固定(故障時一時可変)・詳細
ソフトウェアの構成表現

内部制御ソフト 多様 固定(故障時一時可変)

シ
外部制御ソフト 比較的単純 多様(マニュアル入力・リスケジュ

、、‘ 
ーリング含む)

"" 初期状態設定 使用者指定 実システム対応

レ
処理ワーク設定 仮想ワークファイルより 実ワークファイルより

タ
指定/ランダム 日程計画にしたがし、選択

特 工具管理 粗 詳細

性
故障時対策 |粗 詳細

出力データ 多様 固定

処理時間 短い方が望ましい 短いこと

| 使用利便性・操作性 | システム表現の柔軟性とのパランス 優れていること

成することによりそれらの手配，指示の効率化を達成す

ることができる.また，正常稼動時にシステムモニター

として利用し，故障時にリスケジューリングなどの対策

立案を支援するツールとしての役割も重要である.この

ような日々のシステム運用の使用を考慮すると，個々の

FMS に対応した専用シミュレータの使用が効果的であ

る.

以上述べたように， FMS の設計，運用いずれの段階

においてもシミュレーション技法は有効であり，使用利

便性の商からは目的に応じた専用シミュレータの開発が

望まれる.しかし表 1 に示すように使用目的の違L 、から

その具備すべき機能，特性には大きな違いがある.

4. おわりに

FMS の設計，運用に対して有効なOR手法としてシ
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ミュレーション技法とスケジューリング技法以外にはめ

だったものがないのが現状であろう.しかし，現在多数

の研究が進められており，今後が期待される.また， F 

MSや自動機器の導入によって工場全体の自動化，統合

化，すなわち FA化が進んでいる.これは経験と直観で

対処できる小規模な FMSからその範囲を越す大規模な

システムへと対象が移行していることを意味する.さら

に，企業全体の生産に関わる全活動を情報ネットワーク

により統合しようとする CIM化が進むにつれて，今後

ますますOR手法の適用が不可欠となる場合が増えると

ともに，新しい状況に対応できる新たな手法の開発が急

務となると考えられる.
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