
ての商品について生産・販売・在庫計画量の決定がなさ

れるが，もし，各商品の在庫計画結果を商品部全体で集

計した結果が商品部目標と一致しない場合には， 2.3で述

べた方法にもとづき，入力された商品部目標を達成する

ように各商品の在庫計画量が修正される.このとき，担

当者は修正の前後の商品別在庫計画量を比較・検討する

ことができ，もし修正後の在庫計画量に満足がL 、かなけ

れば，各商品の価値関数パラメータや商品部目標の修正

を行なって再び各商品の在庫計画量を修正し比較検討を

行なう，といったシミュレーションを対話的に繰り返す

ことができる.このようにして計画立案作業が完了した

後に，最終的に計画資料が出力され，営業部門・生産部

門へそれぞれ販売量・生産量の指示が行なわれる.

3.2 画面例

本システムはエンジェアリングワークステーション

sun-3 上で稼働するスタンドアローンシステムである.

担当者は，まず最初に商品5J1jの生産・販売・在庫実績な

どのデータを，全国の営業所・工場とオンラインで結ば

れているホストコンピュータ (1 BM3081) よりワーク

ステーション上に取り込み，次にワークステーション上

で 3.1 tこ述べた手順に沿って計画立案作業を行ない，最

後にその計画結果をホストコンピュータに送り返すとい

った手順でf乍業を進めていく.図 1 に本システムの画面

例を示す.本システムは15種類のウインドウをもっマル

チウインドウシステムであり，担当者はマウスを用いて

簡便に作業を行なうことが可能である.

4. おわりに

本稿では生産・販売・在庫計画業務を総合的に支援す

るシステム HiMICS について述べた.本システムは

1988年 12月より当社家電商品約2000品種を対象に稼働を

始めており，従来に比べ，計画立案にさいして定量的か

っ総合的な判断を行なうことが可能になっている.

最後に，本研究にさいしご協力いただいた松下電工駒

川野凱朗常務取締役，中央研究所所長養父康男取締役，

インフォメーションシステムセンタ{石沢達也所長に感

謝いたします.

参芳文献

[ 1 ] 西}II，野村，津田，仲島:エキスパートの知識を

応用した予測支援システム MAPSSについて， 1988 

年度OR学会春季研究発表会アブストラクト集

[2J 西}II，野村，上地，湾問，イ中島，水町:在庫管理

における階層多目的意思決定支援ワークステーショ

ン HiMICS の開発， 1987年度OR学会春季研究発

表会アブストラクト集

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LP とエキスパートシステムの融合事例
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1. はじめに
的手法で解を求めようとするもので，代表的な数理解法

として LP(Linear Programming method) や NLP

近年，意思決定や計画・スケジューリング問題に対し (Non Linear Programming method)…等がある.

AI の一分野で、あるエキスパートシステムを適用するこ このような問題解決において，従来の， OR もしくは

とが試みられ，多数の事例が紹介されている.これらの エキスパートシステムの片方向からのアプローチで'は，

事例は，従来， ORの i つの適用分野の問題として取扱 すぐに限界が見えてくることは想像に難くない.

われてきたものであるが， A 1 的アプローチでは，これ すなわち， A 1 的なアプロ}チでは，知識獲得の難し

らの問題に対し，専門家のヒューリスティックな知識を さや最適性の追求といった面で問題が発生しており，一

利用し，問題解決を図ろうとするものである.一方， 0 方， OR的なアプロ一千では，問題を的確にモデル化す

R的アプローチて‘は，問題をモデル化・定式化し，数理 る難しさや，適用対象領域の制限が問題になっている.

くぽたただよし出光石油化学側徳山工場

干745 徳山市宮前町 1-1

364 (70) 

そこで，この両手法のもつ特性をうまく使い，効率的

に問題解決を図ってゆくことが，重要な研究テーマとな

っている(図 1 参照).
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このOR とエキスパートシステムの融合に対する考え

方としては，対象問題の中で，部分的にでもモデル化が

可能な部分についてはできるだけモデル化してORの問

題解決手法を適用し，モデル化が難しい部分，すなわち，

問題解決の戦略的な方向性の決定や，数理解法結果に対

する評価といった商にエキスパートシステムを適用する

のが一般的な姿ではなL、かと考えられる.その場合に，

OR的アプローチの中で部分的な問題解決手法としてエ

が考えられるが，本事例では，エキスパートシステムの

中でOR手法 (LP) を効率的に利用した事例について

紹介する.

2. LP とエキスパートシステムの融合

形態

LPは，対象問題を線形 1 次式でモデル化して取り扱

おうとするもので，モデルは変数と係数からなる. LP 

の場合，変数で構成される式の形が問題構造を表わして

おり，係数はそれを具体的な実問題に相関づけるもので

ある.

一般的に，エキスパートシステムで取り扱おうとする

問題の一部が，線形モデルで表現できる場合，エキスパ

ートシステムの中でLPを使うことが可能である.以下

に， LP とエキスパートシステムの融合事例を示す.

①多期間スケジューリング問題に対する LP の適用

( ON/OF F 問題(プラント稼働計画等)に対する

LPの適用

③非線形問題に対する LPの適用

この他， LP とエキスパートシステムの利用事例とし

ては，対象問題や前提条件にマッチしたLP モデルの選

定ガイドや，大型LP モデル修正時のエラー処理ガイダ

ンスといった， LP利用サポートシステム的な使い方も

考えられる.

今回は，①と③をからめたLP とエキスパートシステ

ムの融合検討事例として， 11石油化学工業における生産一

物流計画問題に対する， LP と zキスパートシステムの

適用事例』について紹介する.

3. 問題の概要

本検討に用いた生産」物流モデルを図 2 に示す.本問

題は 2 工場 3 製品 4 需要地を対象とした， 2 - 3 

1989 年 7 月号

モデル化できない問題

ES と ORの融合

部分的にモデル化できるところはモデル化

l , OR 技術を適用し問題を解く.
ES はモデル化しにくい部分を経験的知識を

使い問題を解く.
きらに， ES はこれらの技術をうまくスーパ

パイズ l，対象問題全体を戦略的に解く.

図 1 OR とエキスパートシステムの融合

カ月の週間スケジューんを立案する 11多期間スケジュ

ーリング問題』である.

この程度のモデルの場合，従来のOR手法の 1 つであ

る『多期間LP問題』として取り扱うことは，十分可能

であるが，現実の問題では製品数や需要地はもっと多

く，実際上，多期間LP問題として取り扱うのは問題が

多い.

そこで，このような多期間スケジューリング問題を取

り扱っている担当者のノウハウを活用し，単期間の LP

モデルとの組合せで，うまく問題解決を進めてゆく方法

について検討した.

4. 計画立案のポイント

本問題の計画立案フローを図 3 に示す.本問題では，

計画期間の各期間毎の地域別需要量が前提として与えら

れ，工場の生産能力と工場・需要地の在庫能力を勘案し

ながら，生産・物流コストミニマムとなる計画を立案す

る.計画立案のポイントを以下に示す.

①生産能力制約......プラント稼働上の上・下限制限が

ある.

②在庫能力制約…・・・工場および需要地毎に，製品在庫

の上・下限制約がある.

③輸送能力制約…・・・工場から需要地への輸送には，ル
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そデル式

原料

，..--ー・喝

し生産j L主琴J [型主]
r-:ー-可

L空里J
関東

r-_-_~' 

1 出荷 E
L~__ ..J 

Fll 

FI2 

Fr3 

F22 

F23 

FSI 
F33 

れ1

F43 

OB J : ~~CPtj ・ PiJ+~ r: ~CXijk ・ XiJk+ ~r: CTJ ・ Tir.>MIN

原単位式 Ptj-Aij ・ RJ=φ

パランス式 Z;JO+PiJ-r: XiJk-Ztj+Tij=φ 

制約式:

変数

ZFkJO+ r:XiJk-Fki-ZFki=φ 

BPtjz 5:.Ptj 5:.BPtju 

BXiJkZ 5:.XiJk 5:.BXiJkU 

BTij! 5:.TiJ 5:.BT;Ju 

BRJI 5:.Rj 5:.BRJu 

BZtjl 5:.Ztj 5:. BZtju 

BZF kjZ5:. ZF kj5:.BZF kju 

PiJ : 製品別生産量 Xijk : ルート別輸送量，

Rj 原料チャージ量 Ztj 月末工場在庫量，

係数

CPij : 生産コスト CXijk : 輸送コスト，

ただし，

工場 (1-2)

j: 製品(1-3)

k: 需要地(1-4)

Tij 工場開輸送量，

ZFkj : 月末需要地在庫量

CTJ :工場開転送コスト Atj 製品生産原単位

国室直
FkJ: 需要最 ZiJO: 月初工場在庫量 ZFkJO : 月初需要地在庫量

図 2 石油化学生産ー物流モデル

ート別に輸送能力上の制限がある.

④製品収率制約・…・・工場での製品生産量が，プラント

の運転条件により異なる.…等

5. LP とエキスパートシステムの融合

作成を，部分問題として捉え，問題をモデル化し LPを

用いての最適解を求めるようにした.

これにより，同部分についての専門家からの計画立案

に関する知識獲得が大幅に減少でき，その結果，システ

ム開発の効率化が図られ，大幅な開発時間短縮・システ

3. で述べた計画立案上のポイントを考慮した， If'生産ー ムの簡略化が図れた.

物流計画且キスパートシステム』の処理フローを図 4 に それと同時に，部分問題ではあるが，その中で計画の

示す. 最適化が図れ，全体最適化に対する部分最適化の相互作

本事例では，工場別生産計画案作成と輸送在庫計画案 用を考慮することにより，全体最適化も可能になると考
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1.配船予定

2.ssn別需要

3.前年繰越し:在庫

生産ー輸送計画
1. ~G船計画
2.工場別稼働計画

3 工場別生産量

4.工場別出荷計画

5.輸送ノレート別輸送

計画

1.工場別生産ヨスト

2.工場別生産能力(最大・最小)
3.需要地在庫能力
4.工場別在庫能力
5.工場別製品生産原単位
6. ルート別輸送コスト

図 3 生産一物流計画概要

えられる.

以上のように，エキスパートシステムと OR手法を積

極的に敵合させることにより，両手法の弱点、を相互に補

完し合うことが可能で，それにより，今まで解決が難し

L 、とされていた問題にも，科学的な問題解決手法の適用

が可能になると考えられる.
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図 4 生産・物流計画ES処理フロー

1989 年 7 月号

6. おわりに

本検討では， Ii"OR とエキスパートシステムの融合』

という商から LP とエキスパートシステムの融合につい

て，その一例を示した.木例では， LPを 1 つのバラン

スカリキュレータといったような使い方を行なったに過

ぎないが， LP のもつモデル表現力の容易さをう

まく使った例ではないかと考えている.

OR とエキスパートシステムの融合についての

研究は，まだ緒についたばかりであり，今後各方

面で積極的な研究が続けられると思われる.企業

における OR ワーカーとしては， ORであれ何で

あれIi"現実の問題解決に役立つものであれば何

でも利用する』というような貧欲なスタンスで，

これからも積極的にORエキスパートシステムを

現実の問題解決に活用してゆきたいと考えてい

る.
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