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L. はじめに

今日の製造業は，競争の激化するなか多様化したニー

ズに応えるため，多品種少量生産体制に入りつつある.

また，工業製品のライフサイクルは短かくなる傾向にあ

り，その一方でFMSやNC機械などの普及により，設

備投資額は増大する傾向にある.これらに対処しようと

ピジネス・スピードを向上させるためにC1Mの導入を

図ろうとしている. C 1Mにおける生産システム・シミ

ュレーションの狙いは，効果的な設備設計案や効率のよ

し、逮営方式を決めるための事前評価を行なうことにあ

る. [IJ 

シミュレーション・モデルの開発には，多くの場合GP

SS等の離散系シミュレーション言語が用いられる，シミ

ュレーション言語では， EVENT , TRANSACTION , 

ENTITY などの抽象度の高い概念でモデルを記述する

ので，使いこなすのにかなりの習熟が要求され，モデル

開発には人手と時聞を要することが多い. [2J 

筆者らは，生産システム専用のシミュレーション・

ッケージ MANMOSS (MANufacturing MOdeling 

and Simulation System) を開発した[3-9J. MANｭ

MOSS は，加工機械や搬送具などの生産設備や作業者，

さらにはオベレーションなどのモデルをあらかじめ内蔵

していて，モデル作成作業の負担軽減を図っている.な

かでも， Ii'押し型.!]， Ii'引き型』などの生産指示方式のシ

ミュレーションモデルは，ジャストインタイム (J 1 T) 

生産システムを構築・運営するうえで，非常に有用なも

のである.また，シミュレーション結果のデータ解析機

能やユーザーインターフェイスをもっており，生産シス

テムの総合的解析ツールをめざしている.

本稿では， MANMOSSの紹介とともに， C 1M環境
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下での生産システムシミュレーション技術のあり方を議

論する.

2. 生産システム・ネットワーク毛デル

2.1 ネ・7 トワークモデルとモデリング・デ4 スクリ

プタ一

生産システムの数や種類は膨大で，それらに共通項を

見出すのは不可能で、あるが，生産システムのモテ‘ノレ，す

なわち抽象化されたシステムの基本的な構成要素は，機

械，加工組立の対象物，運搬設備，パップァー， J OB , 

およびその実行に必要な段取り，作業者等，ごく少数に

限定できる.これらの構成要素を記述する記述要素を用

意し，それを用いてモデルを作成すれば，シミュレーシ

ョンモデルの開発作業は大いに軽減で、きる.

この記述要素をモデリング・ディスクリプターという.

工程を表現するものとしてCELL，搬送を表現するもの

として TRANS ， および作業者を表現するものとして

OPERATORS 泊:ある. CELL, TRANS , OPERAｭ

TORS の各ディスクリプターは，プレーム形式 [10J と

呼ぼれる属性(スロット)とその値(ファシット，デー

タからなる表形式で表現される(図 1 ) 生産システムの

構成に合わせてスロット構造を決め，生産技術者にとっ

てなじみやすい用語で記述する形式なので，モデル作成

作業はかなり容易で・理解しやすい.また，値が来定義の

時は，あらかじめ用意された欠測値が使われるので，お

おまかなモデルを作成する時には都合がよい.

2.2 工程モデル

工程を表現するモデルを PRODUCTION CELL と

いう. PRODUCTON CELLのフレームは，システム

資源に関するスロット，オベレーションに関するスロッ

ト，初期値設定に関するスロットの 3 つのスロットから

なる.

システム資源、には，機械，およびパップァーがある.

性能の等しい複数の機械が設定できる.個々の機械の属

性として，機械名，機械の型，機械故障属性，初期段取
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CELL c邑 111;

1-1ACHINE LI ST: ro1 ,m2; 
tlACHINE TYPE: automat兤; 
BUFFER SIZE: p1=40 ,p2=30; 
BUFFER CRITERIA p1=18 ,p2=13; 
DEFINE SETUP: 51; 

TH1E: m匤匇um=2j 
OPERATORS: 1; 
END; 

DEFINE SETUP: 52; 
THIE: m匤匇um=:2. 5 , average=3; 
OPERATORS: 2; 
END; 

DEFINE ¥ofORK: ¥Hl; 
SETUP: 51; 
TI1-lli: mínímum=:3 ， averag巴=4;

INPUT TYPE:pl=3; 
OUTPUT TYPE:p2=6; 
END; 

DEFINE ¥YORK: WT2; 
SETUP: 52; 

TI1-1E: minirourn=2 , average=2.2; 
INPUT TYPE:p3=1; 
OUTPUT TYPE:p4=1; 
END; 

DEFINE JOB: J1; 
¥olORK TYPE WT1; 
REPEAT : 5; 
END; 

DEFINE JOB: J2; 
WORK TYPE WT2; 
REPEAT 7; 
END; 

INIT BUFFER: p1=20 ,p2=15; 
INIT SETUP m1=:51 , rn2=52; 
END 

函 1 モデリング・ディスクリプターの記述例

りがある.機械の型には，運転時にオベレータを要する

手動運転型と，オベレータを必要としない自動運転型が

ある.手動運転型の場合，必要なオベレータの人数を定

義する.機械故障属性としては，故障確率，修理時間分

布のパラメータ，修復に要する作業人員数がある.

パッファーには，入力用と出力用がある.その容量の

決め方により固有バッファーと共有パッファーの 2 種類

がある.固有パップァーとは個々の仕掛品ごとにその容

量が決まるもので，共有パッファーとは数種の仕掛品が

1 つのパッファーを共有するものである.これらを使い

分ければ，複数種の仕掛品を同じバッファーに格納した

り個々のパップァーに仕分する現場のオベレーションが

記述できる.

130 (14) 

オベレーションには，段取り情報，作業情報， J OB 

の定義， J OB列の定義がある.段取り情報には，段取

り名，段取り時間の分布パラメータ，段取り作業人員数

がある.作業情報には，作業名，作業時間の分布パラメ

ータ，入力品名，出力品名およびその個数がある.出力

対象の部品名として，纏率的にその部品名が決まるよう

に定義することもでき，不良品生成等のオベレーション

の記述が可能になっている. CELLの中にある複数の機

械は，各々独立に作業を行なう.

多品種生産システムを表現するためにロットの概念が

組み込まれている.具体的には，ロットの概念は JOB

の定義という形でシミュレーションモデルに反映され

る. 1 つの JOBは数回分の作業の+イクルとする.こ

の定義によれば，生産システムのロット単位を容易に表

現できる.また，実行順の JOBの並びを JOB列とし

て定義すれば， J OBの実行11頂序を指定できる.

その他，必要ならば，機械の初期段取りやバッファー

の初期在庫量等の初期値を設定できる.

2.3 搬送モデル

TRANS は，搬送系を表現するモデリング・ディス

クリプターで，基本的には 2 つの CELL を連結する要

素である.具体的に仕掛品を搬送するシステム資源とし

て，カート(台車)もしくはコンベアを所有する.オベ

レーションとして 5 つの型を用意ている. PUSH 型は，

仕掛品を搬送ロットごとに上流から下流に運搬するだけ

であるが， PULL 型には， w工程聞かんばん』を設定す

ることができ， 必要に応じてこれを運搬し， 上流側の

CELLで JOBを依頼できる.いわゆる『かんばん』方

式で『生産かんばん』を外す動作をモデノL化している.

またWAKE型は，投入された部品の属性に応じて各工

程がオベレーションを行なうジョブショップ型の動作モ

デルである.

その他，パップァーサイズが有限であるために上流の

工程でプロッキングを起こした時に，一時的に別の工程

に運搬してこれを解消する ESCAPE 型，上流からの流

れが止まって下流の工程が入力待ちになった時に，一時

的に別の工程から間に合わせる REQUEST型などがあ

る.これらは，工場内の現実的な実流オベレーションの

モデル化である.

2.4 作業者モデル

OPERATORS は， PRODUCTION CELL で，機

械操作，故障修復作業，段取り作業を行なう作業者であ

る. OPERATORSは，作業班を表現するディスグリプ

オベレーションズ・リサーチ
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ターで班に属する作業者と，班で受け持つ作業域，作

業時間帯を規定できるので，作業員の配置やその作業

内容，さらには作業シフト時間等をシミュレーション

のパラメータとして設定できる. PRODUCTlON 

CELLが必要な時，これをサポートするためのシステ

ム資源である.

3. 生産指示方式 [11J の毛デル

TRANS の型と PRODUCTION CELL の JOB

定義を組み合せるとMRP方式，かんばん方式，および

その混合方式の生産指示方式や発注方式などの，実務的

なオベレーションをシミュレーションできる.

3. 1 押し型生産指示方式

押し型生産指示方式とは，各工程が事前に指示された

生産計画にもとづいて計画を行ない，終了した仕掛品を

順次次工程に『押し出して~ ~、く方式をいう.この方式

は各工程に与えられた生産計画が，システム全体を駆動

させていくので，生産計画駆動型とも言える. MRP方

式は，この典型例である.

押し型生産指示方式をシミュレーションするには，各

々の工程ごとに与えられた生産指示の内容(何を，いく

つ生産するか)と，その実行順序が明示されていること

が必要かつ十分である. MANMOSSでιt. J OB列が

これに該当する.すべての CELL にスケジューラから

生産計画が与えられたものとして，それを CELL 中の

JOB列で表現すればよい.また，各 CELL を連結す

る TRANS は PUSH 型に設定する(図 2). J OB列で

定義された JOBの並びは，その/1闘に実行される.下流

の TRANSが PUSH型であれば，処理終了後，順に次

工程に送られる.すなわち. PRODUCTION CELL 

は，与えられた計画にしたがって生産を行ない，仕掛品

を下流の工程に送り出すことになる.

3.2 引き型生産指示方式[12J 

引き型生産指示方式とは，後工程が前工程から仕掛品

を円|き取る』方式である.各工程が前工程から仕掛り

l「寸

I oTr I 

(J「寸勺SCq)

(L」 (PuLJ 
図 3 引き裂生産指示方式のモデリング

1991 年 3 月号

MASTER PRODUCTION 

Schedule 

(Job-Seq) 

CELL - TRANS - CELL 一 TRANS - CELL 

(PUSH) (PUSH) 

図 2 押し型生産指示方式のモデリング

および原材料を『必要に応じて』引き取るという形で，

l順次前工程へと連鎖をさかのぼらせていく.この時，前

工程に引き取り情報を伝達する手段として用いられるの

が『かんばん』である. wかんばん』には，工程内を巡回

する生産かんばんや，工程聞を巡回する運搬かんばん，

もしくは三角かんばんといわれるものまで，多種多様の

ものがあるが，本質的には後工程がL、っ何を引き取りに

きたかを前工程が知り，必要に応じて前工程が仕事をす

るというサイクルが記述できればよい.したがって，か

んばん方式をシミュレーションするためのモデル記述の

条件としては，

(1) 後工程が前工程に送る生産指示の内容を記述できる

こと.

(2) 後工程が生産指示を送るタイミングを記述できるこ

と.

(命 後工程から生産指示がきた時の，前工程の処置を記

述できること.

この 3 つが用意されていればよい.

MANMOSS では次のように考える. PULL 型の T

RANS のカートは，通常後工程で待機していて. wかん

ばん』がはずれるとそれを持って前工程に向かう.前工

程に到着して，該当仕掛品を積み出そうとする.同時に

『かんばん』にある PART 名に該当する JOBを前工

程に指示する.この時，運搬ロット分だけの仕掛品がな

ければ，そのまま待つ.前工程のCELLは，後工程から

のカンパンに該当する JOBを順に実行する. TRANS 

とその前後の工程と TRANS がこのように連携して動

作するので. (1XZ)(3)の要求が満たされる.

引き型生産指示方式をシミュレーションするには，最

終工程 (SINK CELL でもよ L 、)だけに，出荷計画に

該当するスケジューんを設定し，残りの CELL では特

に JOB列を設定せず，各 CELL を連結する TRANS

はすべて PULL 型にしておく(図 3 ).最終工程で必要

とされる仕掛品が在庫基準量を下回るとかんばんがはず
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れ，その前工程と連結している TRANSを励気する.

TRANS は，前工程に到着して仕掛品を引き取るが.

この時，仕掛品の在庫量が基準量以下ならば， CELL 

に JOBを要求する.この連鎖が，前工程にくりかえ

されて，工程全体が稼働する.

3.3 押し/引き混合型生産指示方式

引き型生産指示方式の現実的な実施方法ともいえ

る.全体的に押し型つまり計画主導型で生産指示を行

ない，ローカルに『かんばん』で微調整するというの

が Just In Time ( J 1 T) 方式である [13J [14J. 

週単位にはMRPで生産指示を出し，日単位では『か

んばん』をまわすもの，重点管理する工程だけMRP

からの生産指示にしたがし、，その前後の工程は『かん

ばん』をまわして臨機応変に対応するもの，協力工場へ

の生産指示だけ『かんばん』を使うもの等，生産現場で

の生産指示方式はさまざまな形態をとっている.

押し引き混合型の生産指示方式をシミュレーションす

るには，生産指示が与えられる工程 (CELL) について

だけ JOB列を定義し，工程聞で『かんばん』を回す時

には該当するTRANS を PULL型にすればよ L 、(図 4 ). 

3.4 発注方式/投入方式

発注方式/投入方式のモデルは， SOURCE CELL, 

SINK CELLで表現する.ベンダー(前工程)，あるい

は顧客(後工程)のモデ、ノレともいえる.納入業者や顧客と

の間で取り決める搬入/搬出の日程計画や作業指示計画

などがモデルに反映できる. PRODUCTION CELL 

と同型のバッファーを設定できるので、，Jr倉庫が満杯のた

め納入業者が待たされる』と L 、った現実的な問題をシミ

ュレーションできる. SINK/SOURCE すなわち出口

と入口の CELL は，全く同等の型式で記述する.生産

システムの現状を考慮して，顧客(後工程)への搬出作

業もしくはベンダー(前工程)からの搬入作業を，計画

型， 周期型， 発注型， 分布型の 4 つの型に分類してレ

る.

計画型は，あらかじめ与えられた搬出/搬入計画リス

トにもとづき，決められた時刻に，決められた内容の品

目の完成品/原材料を搬出/搬入する.日程計画，週計

画等にもとづいて，製品の搬出および原材料の納品等の

搬出/搬入作業が指示される場合である.

周期型は，決められた品目の完成品/原材料が，決め

られた量だけ一定の時間間隔で，搬出/搬入する作業を

記述する.たとえば，毎日定時刻に倉庫からものを搬入

するような場合，その搬出/搬入サイクル，品目，搬入

132 (16) 
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[~ 4 押し型/引き型混合生産指示方式のモデリング
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/搬出量等の決定に有効である.

発注型はリードタイム，決められた量の搬出/搬入作

業を，指示が出されるとリードタイムだけ時聞が経過し

た後，その作業が行なわれるものである.定量発注方式

をとる場合，その発注リードタイム，発注量の適正値の

決定に有効である.

分布型は，搬出/搬入における仕掛品の品目と量は，

周期型同様一定であるが，時間間隔が決められた確率分

布にしたがうものである.比較時長時間のシミュレーシ

ヨンで，生産システムの平均的な性能評価を行なう時に

有効である.品目数が 1 で搬入の時は，待ち行列モデル

のオープン型ネットワークで定義されるもの(指数到着)

と等価になる.

4. C 1M環境下での生産システム・

シミュレーション

4.1 オフライン・シミュレーション

オフライン・シミュレーションとは，日々の生産ライ

ンのオベレーションと切り離したシミュレーションであ

る.ライン新設のさい工程能力評価/設備評価，ライン

の生産性向上のための改善案の検討，あるいは自動化の

推進案の検討といった生産準備のオベレーションの支援

が目的となる.

効果的なオフライン・シミュレーションには，詳細な

出力データ解析が不可欠である. MANMOSSでは，た

とえば PRODUCTION CELL の機械であれば，稼働

中の時間，入力待ちの時間，出力待ちの時間，故障修復

時間，段取り時間，および修復，段取り時間のための作

業者待ち時間等の個々の項目に分類した詳細な時間分布

を計算する.また，各CELLでの仕掛品の在庫量，生産
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高等の時系列推移データは，機械故障，

在庫切れ等の不慮の事故が起きたとき等

のシステムへの影響や，在庫量の変動傾

向(増加/減少)を知るうえで有用であ

り，システム診断の基礎データになる.

オフライン・シミュレーションの伊j と

して，その対象の自動化検査ライン(図

5 )シミュレーション結果(図 6 )を上

げる.このラインは扱う品種は数十程度

process1 

push 

であるが，処理量はかなり大きく，自動 I I rack 

化工程や手動の工程が混在し，作業時間

帯のシフトがあり，確率分岐を伴う物流

を有する生産ラインである.この他にも

工程能力評価を目的にしたシミュレーシ

ョンを，いくつかのケースについて行な

った.その結果，モデルの表現力は十分

であることが実証できた. [8J [9J 

一方，効率よいシミュレーションの実行を工夫する必

要もある. FMS にみられるように，生産機械自体が高

い自由度をもちシステムの構成が複雑な場合，シミュレ

ーション実行時のパラメータの数，それに付随するラン

の数は膨大になる.この場合，直交表などの実験計画法

の手法を積極的に活用すれば，きわめて少ないランで精

度を保証した感度解析を行なうことができる. [6J では，

生産ラインでの機械の品質管理を効率よく行なう問題に

適用した.

オフライン・シミュレーションは，生産システム設計

のための診断システムに発展させる方向があろう. ま

た，最適化すべき生産システムの目的変数が複数ある場

l'allcts 
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図 8 シミュレーション結果
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図 S 自動化検査ラインの概略図

合には，多目的最適化などの手法との統合化も考えられ

る.プロダクションルール等を用いて交互作用の考慮等

を自動化し，システムの総合的な診断に必要なヒューリ

ステイグスをAI の技法により知識ベース化する方向も

ある.

4.2 オンライン・シミョレーション

オンライン・シミュレーションとは，自身の生産管理

のオベレーシヨンと何らかの形で連動して行なうシミュ

レーションをいう. リアルタイム・シミュレーションと

いってもよい. 入力パラメータが時々刻々と更新され

て，シミュレーションを行なL、，システムの状態を予測

する.

たとえば，パラメータにランダムな要因を含まないシ

ミュレーション(確定シミュレーション)を実行するこ

とにより，生産スケジュールを生成で、きる.個今の機械

の制約や有限パップァーなどをモデルに組み込めば，現

実の生産システムの能力を考慮した生産/投入スケジュ

ールが得られる.部品の所要量をベースに作成するMS

P/MRPによる生産計画と補完し合えば，現実的な生

産スケジューリングが可能になる.

生産計画 (MSP) は，週計画， 日程計画等，タイム

フェーズに合わせて作成され，それにもとづいてMRP

により部品展開され生産現場に生産指示がくだる.生産

現場では，そのときのラインの状態に応じて進捗状況を

管理する.ところが，現場ではベンダーの納期遅れ，機

械故障，割り込み特急ジョブ，オーダーの変更など，計

画時には予期しない事態がしばしば発生する.現実の生
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産ラインの制約を考慮して再スケジューリングをシミュ

レーションにより求める.さらに，それを入力パラメー

タとして，スケジュール・シミュレーションを行なえば，

再スケジューリングによるシステムの状態推移を予測で

きる.

オンライン・シミュレーションを実現するには，シミ

ュレーション自体の高速化や，生産管理データベースや

工程管理データベース等のデータベースの充実が前提と

なる.生産現場の状況に合わせてシミュレーシヨンを行

ない，その結果を逐次解析して次のオベレーションを決

めていくので，シミュレーションおよび通信ネットワー

クのパフォーマンスが実現のキーになる.工場内LAN

や投入/出荷実績データベースなどの生産管理データベ

ースとのリンクも必要とされる. ハードウェアが向上

し，データベースが完備され，シミュレーションもライ

ンごとに高性能ワークステーション上で分散処理すれ

ば，工場全体のリアルタイム・シミュレーションも実現

できることになろう.

5. おわりに

オフラインにせよオンラインにせよ，シミュレーショ

ンからそのシステムの特性を直感的に知るには，おそら

くアニメーションによるのが最も効果的であろう.アニ

メーションには，プレゼンテーション・ツールの機能だ

けではなく，モデルのデパッグ・ツーんとしても大いに

威力があることを，実験システムのデモパッケージの作

成を通して実感した[3].また，人間とコンピュータと

の協調型システムをめぎすので、あれば， A I のようなイ

ンターフェイスが必須になる.

コンピュータの計算速度の向上，記憶容量の拡大が進

み，価格性能比が飛躍的に向上した.また， ピットマッ

プ・ディスプレイ付きのワークステーションなどの登場

により，シミュレーションの結果をアニメーション表示

するソフトも L 、くつかある.オンライン，オフラインの

いずれにしても，他のシステムとの統合化をL 、かに図る

かが， C 1Mの枠組みの中でシミュレーションの活用を

考えるさいの課題であることに間違いはない.

謝辞:日頃，ともにシステム開発にたずさわっている吉

川博文氏に感謝の意を表す次第である.
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