
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CIM から COM に向かつて
一製造業の再生と全体的最適化ー

黒田充
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1.はじめに

近年における情報技術の進歩は人類が長い年月をか

けて築いた既成概念をつぎつぎと打ち砕き，社会全体

に未曾有の変革をもたらそうとしている.よく知られ

ているように，情報技術が備えている力の源泉は情報

技術聞は言うに及ばず他の技術との聞に見られる高い

融合性である.つまり，情報技術は既存の技術や技術

的概念と結合し，その機能を飛躍的に高めたり，新し

い展開を可能にする.われわれにとってとりわけ関心

のある製品開発，生産技術，経営・管理技術もその例

外でありえず，それらと密接にかかわり合っているオ

ベレーションズ・リサーチも同様で、ある.

本稿では，国や地域の経済エンジンとしての役割が

再認識されはじめている一方，内需の低迷と円高にな

おも足を取られている製造業を取り上げ，その再生の

ための救済策として全体的最適化を柱とする製造業の

総合的経営概念 COM を示し， COM の枠組みの中で

のオペレーションズ・リサーチの新しい可能性を検討

するとともに，その役割を果たすために望まれるオベ

レーションズ・リサーチの姿を描くことにしたい.

2. 情報技術の進歩と製造業における全体

的最適化の胎動

驚嘆に値する近年における情報技術の進歩を『パー

チャル・コーポレーション』の著者ダビドゥとマロー

ンは次のように表現している[lJ. I コンビュータに関

する記憶容量，信頼性，コスト，電力消費量，処理速

度という 5 つの指標の過去 40 年聞の進歩を足し合わ

せると 一厳密には重なる部分もあるので，単純に

は合算できないかもしれないがー それは 30 桁に
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もなる.このようなレベルの変化は，人聞のものさし

をはるかに超えるものである.いわば単一原子の直径

が銀河系の直径まで膨張したに等しい.J 30 桁という

数字の信滋性はともかくとして，コンビュータの価

格・性能比は指数的に増加しており，その上昇振りに

はとどまるところを知らない勢いがあるかのようであ

る(表 1 参照).

オベレーションズ・リサーチ (OR) の最先端の応用

においては，通常，大規模問題の処理という容易に乗

り越え難い壁が待ちかまえている.大規模問題の解

一数学的最適解である必要はないーが経済的に

求められるという意味で用いる規模の克服はその定義

をはるかに超える大きな意味を持っていると言ってよ

い.それは，本当に解決か望まれている重要な問題の

解を自由に利用したり，長年の念願であったあるいは

理想の概念である全体的最適化への道を聞くことを意

味している.やや大げさな言い方ををすれば，大規模

問題への OR の応用可能性はそれ自体の死活を決める

分れ道であることが少なくない.もし，規模の克服に

失敗すれば， OR はおのずから解決の重要度の低い問

題あるいはローカルな問題の解法という評価に甘んじ

ざるをf与なくなるからである.

以上の文脈から， OR の存在は情報技術の発展に

頼っている寄生植物のそれかのように受け止める読者

がおられるかも知れない.そのような読者には，逆に

情報技術のみによって何ができるかをうかがいたい.

企業とくに製造業において情報技術がその機能を発揮

するためには，システムという媒体を通す必要があり，

システムの有効性はその設計に反映されるユーザの経

営・管理技術の水準に依存していると言ってよい.つ

まり，情報技術もまた経営・管理技術や OR と意図的

かっ適切に結合されてその存在意義が生じる場合が少

なくない.以下において，情報技術と OR が適切に結

びついた事例を示そう.
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表 l 情報技術の進歩を示す処理時間の短縮...

ノマーソナル・コンビュータ

発売年 1988 1991 1993 1994 

機種名 PC-9801RX PC-980IDA PC-9821Ap2 PC-9821An 

CPU 80286 i386 i486DX2 Pentium 

周波数 12MHz 20MHz 66恥1Hz 90MHz 

処 理 時 間*

問題 1 (7x40) “ 68秒 47秒 2 秒 1 秒

問題 2 (8 x 51) 337 223 16 9 

問題 3 (22 x 100) 1314 805 85 38 

3 種類の一般型0-1計画問題を異なった機種上で同ーの陰的列挙アルゴリズムによって解いた結果

(mXn) 制約式の数×変数の数)

黒田研究室調べ (1995.2)

石油精製への線形計画法の応、用は OR の代表的な適

用例として長い歴史を持っている.石油精製業は中長

期の生産計画，短期の生産計画，各種の生産スケジュー

リング，石油配船スケジューリング，製品配送スケ

ジューリング等の一連の最適化問題をかかえており，

それらを統一的に解くことによって，異なった産油地

から原料を調達し，需要に応じてさまざまの製品を生

産し需要家に必要量を確実に供給するという企業の

課題がはじめて果たせる.しかしながら，実際には線

形計画法が利用できるものは上層・中層の計画問題で

あり，最下層の計画問題であるスケジューリング問題

は，命1]約の数の多きとその緩和の難しさのために，線

形計画法の適用が阻まれ続けてきた.文献 [2J ， [3J 

では，内点法を拡張した PDNB(Primal Dual Newton 

Barrier) を用いて処理の高速化をはかり，多期間にわ

たる生産スケジューリングを混合整数計画問題として

定式化した上，メタヒューリスティックスを援用し，

大規模問題を現実的な時間で解く道が開けたことが報

告きれている.

現実の問題を解決するためには，制約数が約 5 ， 000，

連続変数が約 7 ， 000 個， 0 - 1 変数が約 100 個の大き

さの混合整数計画問題を取り扱う必要があるが，この

規模の問題でも主要記憶容量 32MB のワークステー

ションを用いて 650 秒で解けるようになったというこ

とである.これは最先端の OR の技術と情報技術がう

まくかみ合って，企業の重要課題の解決に結びついた

事例であると言える.

半導体の製造工程はウエハに同ーの集積回路を多数

作り込む前工程とそれらを切断して部品を製造する後
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工程に分けられる.前工程の完成品を作るためには

ウエハは数 100 の加工工程を経る必要がある上，製造

装置がきわめて高価であるために，同ーのウエハを同

種の装置群で繰り返し加工するループ状の加工経路が

設定される結果，前工程は仕掛品の流れが錯綜する

ジョブショップの形態をとる.通常， 1 ， 000 ロット近く

の仕掛品が数 10 の装置群の聞を移動するため，これは

大規模のジョブショップの典型的な例と見なされてい

る.

ジョブショップは生産システムの中で運用が最も難

ししその最適化をはかる手段としてシミュレーショ

ンが通常用いられる.しかし半導体の前工程のよう

な大規模のジョブショップが対象の場合 1 回のシ

ミュレーション・ランの実行だけでも長時間を費やす

ため，異なった条件下でランを繰り返す必要がある最

適化の状況にあっては，シミュレーションは事実上目

的を果たし得る手段ではなかった.文献 [4J では，こ

の問題を解決する新しい方法が述べられている.

生産システムの運用を目的とした従来のシミュレー

ションの方法では，コンビュータの主要記憶内に状態

記述モデル(シミュレータ)を構築し，外部記憶に格

納した工場管理用データベースからデータを必要の都

度取り出して状態記述モデルの更新に利用する.これ

に対し，新しい方法では管理用データベースのうちの

必要な部分を主要記憶内に直接格納しそれ自体を状

態記述モテール(シミュレータ)として用いる.つまり，

この場合のシミュレーションは外部から与えられた実

行規則(これも状態記述と見なせる)にもとづいて主

要記憶内のデータベースを更新する操作に他ならない.
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したがって，シミュレータは状態も実行規則も解釈の

対象となるデータと見なすインタプリタに他ならず，

数 100 行の小きいプログラムを書くだけで作成できる.

現在のコンビュータの低価格化は CPU よりもメモ

リに関して早〈進んでおり，メモリ・アクセスの高速

化をはかるためにメモりを多量に使用する方法が選ば

れている.データ構造はスプレー木を使用し，頻繁に

アクセスするデータのアクセス時聞が短くなるように

適応的に構造を変化させる手法を用いて，平均アクセ

ス時聞の短縮をはかっている. 1 ヵ月分のシミュレー

ションを実行するためには，数 10 メガバイトのメモリ

を要するが，計算時聞はワークステーションで 5 分か

ら 10 分程度におきえられる.この事例は，進歩しつつ

ある情報技術の特徴をオペレーションズ・リサーチの

観点から巧みに利用した両者の新しい結合方法を示す

例であると言えよう.

3. CIM 再考

3.1 CIM の概念

製造業における情報技術の応用に関する総合的な概

念である CIM (コンビュータ統合生産)が日本に広〈

紹介されて以来，はほ 10 年の歳月が経過しようとして

いる.当時の文献 [5J によれば， CIM を「製造業にお

ける情報の一元化とそれにもとづく各部門の統合j と

考える基本的理解および iCIM 導入は必然である」と

いう受け取り方に関して，技術者や管理者の CIM 観

は一致しているものの，工場の自動化をめざす FA と

の区別， CIM の目標， CIM 導入上の重点課題や導入の

進め方， CIM に期待する経営上の効果などに関して

は，各人のキャリヤや立場を反映してその考え方はき

まざまであり，日本の CIM は共通の理念が形成きれ

ないまま始まったことがわかる.これはウエスチング

ハウス社やジェネラルモーターズ社のような米国の大

企業が最先端のコンビュータ技術を駆使して開始しよ

うとした生産体制の改革の旗印が CIM であり，当初

から日本の製造業は CIM 導入を受け身の姿勢で開始

せざるを得なかったからである.

80 年代の米国の経営者にとって，急速に進行する製

造業の空洞化を阻止し， 日本の製造業に対抗し得る競

争力を保持することが緊急の課題であり，無人化工場

の実現を最終的なゴールとする CIM をその手段とし

て期待したいきさつがある.当時の米国においては，

CAD, CAM, CAE, FMS, MRP, LAN，データベ一

九分散処理等のコンビュータ利用技術を最大限に活
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用する生産の手法として理解されることが多かったよ

うである.たとえば， P. G. Ranky は著書rComputer

Integrated ManufacturingJ [6J の中で， iCIM は自

動化の島 (islands of automation) を分散処理システ

ムのもとに結合して製造業のすべての階層でコン

ビュータ支援と制御，高度に統合した自動化を実現す

ることに関係する. CIM を進めるにあたっては，分散

型コンビュータネットワークと情報処理技術，人工知

能，データベース管理システムを徹底して利用する.J 

と述べている.

3.2 日本的 CIM の誕生

米国において， CIM が製造業の生産性を改善する手

段として理解きれ，経営者主導の下に自動化投資と情

報化投資を推進力とする CIM 構築が進められたのに

対し，日本の製造業ではやがて CIM 構築を企業や事

業所のターゲットに置いて全社的フ。ロジェクトとして

進める独自の CIM が見られるようになる[7].日本的

と呼べるこの CIM においては自動化は CIM を特徴

づけるものではなしむしろ別の理念が CIM 構築を

支配しているように見える.このような CIM 構築の

背景には，すでに日本の製造業に浸透していた ]IT

(Just In Time) 生産方式の影響があったと考えられ

る.

]IT 生産方式においては自動化によって作業者を工

場から排除する考えはなし経済性を十分考慮した最

小限の自動化が行なわれる.また，作業者には改善能

力と意欲を高めるための教育と訓練が施きれ，技術革

新等の変化に対応しながら継続的な改善を進める生産

システムの自律機能がその役割として期待されるが

[8J ，この考え方は CIM の導入時にはすでに日本の

製造業で広〈受け入れられていた.

日本的 CIM の特徴としてこのような人間重視の思

想とともに従来からある管理技術の活用が挙げられよ

う.多くの日本の製造業では， CIM 構築にあたって

JIT の主要なノウハウであるかんばん方式，シングル

段取り 1 個流し， r.昆流生産を含む各種の改善策を用

いるとともに必要な自動化を進め，生産リードタイム

の短縮に力が注がれた.こうして短納期生産の仕組み

ができあがると，製造部門と販売部門をネットワーク

で接続する利点が顕著に現われる.引き合い段階で，

顧客の要求に応じ納期を即座に知らせることができて

も納期が長ければ受注に結びつかないし，また製品の

種類によっては，製品在庫を保有せずに，たとえば受
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注後 24 時間以内納入というような定時間内製造出荷

体制の実現が可能になる [9]. このような製販統合型

の CIM は日本の CIM の主流を占めるまでに至り， 80 

年代末までに業務用冷凍機・冷蔵庫，システムキッチ

ン，乗用車，高級既成服，スポーヅ・シューズ，食品

などのさまざまの製品を取り扱う製造業でその構築が

見られるようになった [10].

3.3 CIM のゆくえ

90 年代に入りバブルの崩壊とともに，日本の製造業

における CIM 構築の意欲は下火になったかのよう見

えるが，製造業の生き残りをかけての水面下の戦いは

むしろ織烈となり，前述の事例が示すような従来には

見られなかった新しい動向が認められ始めている.そ

れは TQC や JIT のような従来の日本の製造業のお家

芸と言ってよい全社的な活動とは次元の異なる専門家

グループ主導の改革の芽が出てきたことである.これ

は製造業のビジネスプロセスの改革が専門的な知識を

要する領域に踏み込まぎるをえなくなってきた事実を

暗示している.

この点に関連して，園川は次のように述べている

w].rこのように統合の範囲や質が拡大してくると，

確かに“見えるようになる"効用は潜在的に大きいか

もしれないが，それが真に生販のリードタイム短縮な

どのビジネス・スピード向上に結びつくためには，あ

らゆる場面で創造的な価値を生み出す部分での人の重

要性や，実質的に“見えるようになる"ことになるた

めの組織聞の連携の必要性やそれを阻害する縦割りの

組織の壁を打ち破る変革がむしろ重要であることがわ

かってきた.前者の意味では， CIM は自動化・無人化

の“人を機械に置き換える"という発想、に加えて，“人

の能力を最大限に発揮させる"というパラダイムを加

えたといっても過言ではないだろう. Jこのように，園

川は人聞の創造性を重視する人間中心の CIM 実現を

標携しており，また本稿のキーワードになっている全

体的最適化にも触れ，その実行における人聞の役割の

重要性が再認識されつつあると述べている.

人見 [12J もこれからの生産のあり方としてまず人

間主体(フレキシブル)生産を挙げている.そこでは，

技術中心的完全自動化 (full automation) の欠陥を補

う手段としての人聞の必要性と労働者に技術者として

の誇りと労働者の喜びを与えることの大切さを述べて

いる.次に望まれるあり方として高付加価値生産を取

り上げ，日本の製造業の効率の低さを指摘し薄利多
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売型生産から脱却するために各企業が独創的で、高イ寸加

価値をもっ高度製品の開発・設計とゆとりのある生産

によって，適正な利益をあげる必要性を述べている.

その他，省資源・環境保全型生産および社会的適正生

産を挙げ，これらのあり方の実現を期待する戦略的統

合生産システムに CIM の未来像を重ね合わせている.

4. CIM と COM

4.1 情報の収集から創造へ

CIM や SIS (Strategic Information System) など

近年発達した情報技術の利用形態においては，情報の

収集，記憶，利用の手続きが広〈用いられている. POS 

(Point of Sales) を利用した販売管理， POP (Point 

of Production) を用いた工場の進捗管理，製品設計に

おける設計情報の再利用，各種のエキスパートシステ

ムの構築はその典型的な例である. ところが，最近情

報の利用形態についての新しい概念が生まれ，その重

要性が理解きれ始めてきた.

それは，情報を創造し，それによって企業の経営目

的や管理目的を効果的に達成しようとするものである.

たとえば，衣装デサーイナーは，高品位の画像処理シス

テムを利用することによって，イメージに従ったスタ

イル画を瞬時に描画するだけでなく，スタイル画のモ

デルがまとう衣装の柄や色彩，さらに繊維の質感すら

も画面上にリアルに表現することができる.もちろん，

画像形成に顧客が参加したり，また商品の実物がなく

ても商取り引きをその場で行なうことも可能である.

この手法は，画像を 3 次元に表現して，好みの角度

から眺められるようにすると，ビルや住宅の設計，建

物の内装の計画等にも利用できる.きらに，連続的に

画像を形成すると，画像を見ているデザイナーや顧客

は建物の中に入って内部を見て廻っているかのような

錯覚をいだししかし，これは錯覚ではなく未来の存

在物(もしそれを選択するならば)を時間の壁を乗り

越えて見ているというのが正しいのかもしれない.こ

のような技術は最近バーチャル・リアリティと呼ばれ

ている [13].

今述べた時聞の超越は製造業において意匠設計や製

品設計に限らず工程設計や工程管理においても行なわ

れ始めている.たとえば，冷延，鍍金，塗装を行なっ

ている製鋼会社のある事業所では，現実の工場そっく

りのシミュレータを大型コンビュータのメモリ内に構

築し， リアルタイムシミュレーションを実行して生産

計画が持っている問題点を事前に発見し対応策を立
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案している [14]. これも，バーチャル・リアリティの

事例と考えることができ，実際にユーザはシミュレー

タを「もう 1 つの00製造所」と呼んでいる.

読者はすでにお気つ弓のとおり“情報の創造"とは

モデルの構築と利用であり，経営目的や管理目的に合

致したモデルを構築し，ビジネスチャンスを生かした

り，ビジネスサイクルを短縮する情報をほしいままに

作り出すことを指している.モデルの概念自体は新し

いものではないが，その利用形態に大きな違いが認め

られる.問題はこのような変化を情報技術の連続的な

進歩の 1 つの過程と考えるか，従来の経営技術や管理

技術にイノベーションをもたらすと考えるかである.

筆者の立場は後者であり， CIM にパラ夕、イムがまた 1

つ加えられたと考えている.

4.2 新しいパラダイム COM の形成

すでに指摘されている“人間中心の CIM" というパ

ラタイムと，前述した“情報の創造"というパラダイ

ムは，本稿のテーマていある“全体的最適化"のための

具体的な方法を提供し，一方“全体的最適化"は組織

全体の方向性を示すかじ取りの役目をし，それらが一

体となって製造業の新しいパラダイムを形成しつつあ

るかのように見える.ここでは，このパラ夕、イムを

“ COM (Computer Optimized Manufacturing)" と

呼ぶことにしよう.

“COM" は米国でコンカレント・エンジニアリング

(CE) 領域の一部の研究者間で次世代 CIM を指す言

葉として用いられており [15J，その概念は明白にきれ

ていないが CE を重視する最適化を指向すると想像さ

れ，本稿で示す COM に包含される概念を持つもので

あると思われる.

COM を CIM 構築という連続的な試みの中での新

しい目標として考えるか， CIM に替る製造業のトータ

ル・システムを示す新しい包括的概念としてとらえる

かは，“COM" を使用する立場によって変えればよいと

思っている. しかし，いずれにしても情報技術の高度

利用という点に関して COM も CIM の延長線上にあ

る概念であることは間違いはなく，製造業で過去にお

いて蓄積された CIM の技術的資産の活用を前提とす

る必要がある.大事なのは CIM の概念との違いを意

識し， COM 構築を製造業における新しい展開のトリ

ガーとして用いることである.

CIM の概念は日本において幅広く解釈きれている

ため， CIM と COM との境界は必ずしも明瞭ではな

1995 年 5 月号

い.そこで，両者の違いを明示するために，米国から

当初学んだ CIM の概念をその原型と見なし，それと

COM を対比してみたい.

(1) キーワード 統合(integration) に対して全体

的最適化 (total optimization). CIM が形態を重

視しているのに， COM は目的指向である.

(2) 基本概念 CIM が自動化・システム化を極限ま

で追求する技術的概念の色合いが濃いのに対し，

COM は製造業の理想的形態を目指す経営的概念

である.

(3) 方法 情報技術・自動化技術への依存度が高い

のに対し， COM ではそれらとともにあらゆる経

営技術・管理技術を利用する総合的アプローチを

用いる.特に，全体的最適化の観点に立った組織

の改革を重要な手段とする.

(4) 対象生産フ。ロセス中心からビジネス・プロセ

ス全体に拡大する.製品開発・設計と製造プロセ

ス(工程)との情報論的一体化とそれらの統合概

念の差別化が企業の収益性改善に大きな意味を持

っと考える.

(5) 情報技術の利用形態 情報の収集・記憶・利用

に対し，情報の創造が加えられる.いいかえれば，

広い意味でのシミュレーションが方針決定，設計，

運用を目的として日常的に利用されるようになる.

(6) 人間に対する基本姿勢 自動化・システム化に

よる人聞の排除に対し，人間の能力を最大限に活

用する仕組みの構築を重視する.

(7) 経営者のマインド 巨額投資型改革から経営資

源有効活用型改革に変わる.

(8) 企業の目標 シェア重視の競争的優位から穏健

な収益性重視にもとづく社会と自然との共生へと

変わってゆく.

以上の対比をまとめると表 2 のようになる.

5. 全体的最適化と OR

5. 1 全体的最適化の概念

COM を支えるパラダイムは全体的最適化であるこ

とを述べたが，はたして全体的最適化など実際にでき

るのかと疑問を持たれる読者が多いに違いない.確か

に，全体的最適化はトータルシステムの最適化と考え

られるから， トータルシステムを定義できない限り数

学的な意味での最適化は不可能で、ある.しかし，全体

的最適化という言葉は間違いなく世の中に存在して，

言葉としてその役割lを果たしている.つまり，これに
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表 2 CIM と COMの対比

項目

キーワード

基本概念

CIM* 

統合

技術的概念

COM 

全体的最適化

経営的概念

方法

対象

情報化技術と自動化技術への

依存度大
組織改革を含む総合的アプローチ

生産フ。ロセス中心 ビジネス・プロセス全体

情報技術の利用形態

人間に対する基本姿勢

経営者のマインド

情報の収集・記憶・利用

排除の対象

情報の収集・記憶・利用十情報の創造

人聞の能力の最大限の活用

巨額投資型改革

企業の目標 シェア重視の競争優位

-ここではCIMの原型という意味で“CIM" を用いている.

は部分だけを考えて最適化をすることが全体にとって

無意義だったり，場合によっては弊害をもたらすとい

う意味があり，部分的最適化の反義語として用いられ

ている.

それでは，全体的最適化はどうすれば実現できるで

あろうか.もとより直接的な方法があるわけではなく，

その方便として間接的な方法が考えられる.つまり，

部分的最適化が実際に行なわれていないかどうかを調

べ，行なわれていればそれを排除するというものであ

る.しかし，部分的最適化を排除する上位のシステム・

レベルでの最適化を行なってもそれが全体的最適化に

寄与するという保証はなく，これがいま述べた帰納的

アプローチの泣き所である.そのため， トータルシス

テムの“あるべき姿"を描き，その実現に役立つ最適

化になっているかを確認したり，検証するという演緯

的アフ。ローチの併用が必要になる.

実際のところ，このような全体的最適化の方法論は

日本の製造業で一般的に用いられていると言ってもよ

い.すでに述べた JIT には全体的最適化の考え方が色

濃く現われている. JIT は，よく知られているとおり，

l 人の卓越した技術者大野の創意工夫の賜物である

[16]. JIT の中には彼の考案による多くのノウハウが

あるが，その中で全体的最適化の例として際立ってい

るのが， Iライン・ストップを恐れるなj という概念的

手法である.ライン・ストップは大きな損害をもたら

すものであることは明らかであるが，むしろ必要に応

じてラインを止め，その原因を顕在化してライン・ス

トップを必要としないラインを最終的に作り上げるこ

とが，全体的な目標である“ジャスト・イン・タイム"

246 (10) 

経営資源有効活用型改革

収益性を基礎とする社会と自然との

共生

に適っているという考え方を表わしたものである.

5.2 全体的最適化のための OR

OR が大規模の問題や重要な問題の解決に利用され

ることの大切きを本稿の冒頭で述べたが，それは前節

で示した全体的最適化という枠組みの中での利用の必

要性を説いたものである.大規模の問題も重要な問題

も企業の“あるべき姿"が明白に示きれていたり，技

術者や管理者の問で正確に認識されていなければそれ

らを定義すること自体が難しくなるため，“あるべき

姿"の提示や認識が OR の活用の大きな前提なのであ

る [3J ， [17J , [18]. きて，そのような前提の下で OR

を利用する方法は大別して次の 2 つに分けられる.

(1) 戦略的な OR の活用

(2) 戦術的な OR の活用

前者は COM において欠かせない OR の利用法であ

る.ビジネス・プロセスの革新にあたって何らかの改

革案を提出する必要があるが，それらは通常リスクが

伴うため， リスクを予見しそれを事前に最小化する手

立てを準備しなければならない.また，仕事の仕方を

変更する場合，必ずと言ってよいぐらい組織のイナー

シャ(惰性)がプロセスの革新を進める障害になる.

この障害を取り除くためには，組織の各階層の人々の

理解を取りつけることが必要で、あり，改革の検討段階

からの関係者の参加が望ましい.OR のモデルには時

間の壁を乗り越えて予想、きれる事態や状況を現出する

情報クリエータとしての役割と関係者とのコミュニ

ケーションを円滑にする媒体としての役割lが期待でき

る.特にそれがシミュレーション・モテールであって，
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さまざまの条件の変化に応じて，システムのふるまい

がどうなるかを目の前で再現できるアニメーションが

実行できる場合，その効用は大きい.多くの人々の対

話を実現し，意思の統ーをはかる戦略的な OR は

COM 実現の鍵となるものである.

次に，戦略的 OR の一例を示そう.生産方式の変更

は製造業におけるビジネス・プロセス革新の代表的な

ものである.ある金型部品の製造業者は 10 ， 000 点以上

に及ぶ標準的な製品を製造している.顧客の注文に応

じて 24 時間以内に製品を出荷することを基本方針と

しているため，従来は需要予測にもとづいて製品在庫

を保有していた.しかし，製品の多様化によって在庫

量が増大し，在庫費用の増加が収益を圧迫してきたた

め，生産方式の変更を迫られていた.新しい生産方式

は製品在庫量を大幅に削減してその代りに中間在庫を

保有するものであり，ポートフォリオ効果によって在

庫費用の縮小が望める.だが，この方式を受け入れる

ためには，受注後に中間在庫品を加工して 24 時間以内

に出荷できる生産体制の確立が前提となる.

そこで，約 2 ， 500 穫の製品と約 300 種の中間在庫品

を取り扱う生産・在庫システムのシミュレーション・

モデルが開発され，従来の生産方式と何通りかのオプ

ションのある新生産方式を比較検討するためのシミュ

レーションが行なわれた.その結果，原材料・中間在

庫品を資材として行なう加工の発注サイクルを 5 日か

ら 1 日に短縮するとともに，原材料・中間在庫品への

注文の割付け方式をロット割付けから混合割付けに変

更することにより，在庫費用の約 70%の削減とともに

受注後 24 時間以内の製品出荷ができることが明らか

になった [19].

この結果にもとづき，その製造業者は新生産方式導

入のための詳細な検討を始めることにした.新方式の

構想自体は以前から企業内で話題になっていたが，新

方式が持っているリスクに対する明確な評価が得られ

ず，その実現に向けて踏み出せなかった.経営上の意

思決定とその実現に役立つ情報を創り出す，いま述べ

たような戦略的な OR の利用法に，ビジネス・プロセ

ス革新の手法としての大きな期待が持たれ始めている.

戦術的な OR の利用法はシステムの最適設計や最適

運用をはかるために OR を用いるもので， OR の利用

においては長い歴史を持っている. しかしながら，す

でに述べたとおり，情報技術の未発達や OR の手法自

体の未成熟のために，必ずしも OR が製造業で十分に

活用きれてきたわけではない.むしろ，製造業の抱え

1995 年 5 月号

る重要な問題， とりわけ大規模の問題に対して全体的

最適化の観点、から OR が効果的に利用されるように

なったのは最近のことである.大規模な問題とは言い

難いが，全体的最適化の問題を取り上げた OR の事例

を紹介しよう.

これは前述の事例の戦術的レベルの問題を取り扱っ

たものである.すでに述べたように，新方式を導入す

る前提として発注サイクルの短縮と混合割付け方式の

実施が示された.しかし，従来の生産方式で発注サイ

クルを 5 日にしていたのにはそれなりのわけがある.

金型部品の製造工程の主要部分は鉄鋼の大板を縦方向

に切断して幅の異なる条材を作成し，それらの条材を

さらに横方向に切断して長さの異なったさまぎまの製

品の部材を作るというものである.きて，主要な製造

工程である大板の切断作業と条材の切断作業を行なう

にあたっては，さまざまの注文を資材に割付ける問題

(cutting stock problem) を解く必要がある.これは

製造業の典型的な組合せ問題としてよく知られており，

整数計画法が利用できる [20]. 割付け問題の解の有効

性の尺度としては，通常歩留りが取り上げられ，この

製造業者でも歩留り 98%以上が割付けの要件として

定められている.従来は，ヒューリスティック・アル

ゴリズムを用いて割付けを 11"なっていたが，歩留り

98%以上の割付けができない場合は，コンビュータが

作成した解を手直しして使用する.また，発注サイク

ルを短縮すると注文の種類と量が減少し，良い割付け

がしにくくなる.このような歩留りの特質と人間の手

聞を考えて，発注サイクルを長〈設定してきたいきさ

つがある.

最適な発注サイクルを検討するためにサイクルが長

い場合でも計算時聞の爆発的増加の心配がない遺伝的

アルゴリズム (GA) が用いられた.しかし，アルゴリ

ズムがいかによいものであっても，発注サイクルが短

かい場合は注文の組合せが制限されよい割付けができ

ないことは明らかである.そこで，歩留りを高めるた

めには受注量の多い注文を見越して実際の注文に加え

て割付けることが望ましいが，これは在庫量の増加を

もたらす危険がある.一方，発注サイクルを長くする

と，生産リードタイムが増大し受注後 24 時間以内出荷

という基本的要件が満たせなくなる.それゆえ，資材

への注文の割付け，注文の加工順序の決定を含む受注，

生産，在庫，出荷の全体の業務を表わしたシミュレー

ション・モデルを構築し，最適発注サイクルが求めら

れた.
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発注サイクルをパラメータとして 3 カ月間のシミュ

レーションを実行し，サービス率 (24 時間以内の出荷

の確率)，平均在庫量，歩留りに及ぼす影響を調べた(図

1 参照).その結果，発注サイクルを 1 日に短縮するこ

とによって，サービス率はほぼ 100% まで上昇すると

ともに，在庫量も最小化できること，一方，資材の歩

留りも平均 99%台を維持できることが明らかになっ

た [21].今後，全体的最適化を指向する OR の応用に

おいて，この事例に見られるような数理的最適化のモ

デル(この場合は GA を使用)をサブモデルとする多

重構造型の大規模シミュレーションモデルを用いる機

会が増えてくると考えている.

5.3 定性的 OR への期待

OR の特徴は定量化にあり，問題の定量的な取り扱

いによって問題点を明らかにしたり，新しい方策や方

式の有効性を人に説明することができる. しかし，定

量的に取り扱える問題 たとえ AHP やファジイ

理論を用いても定量的な枠組みの中での展開であるこ

とには変りはない ー に対象を限るならば， OR の

魅力は半減する.というのは，全体的最適化の実現は，

すでに述べたとおり，“あるべき姿"の創造と“部分的

最適化"の発見・摘出のいかんにかかっている.特に

“部分的最適化"は組織と関連して生じることが多く，

組織の問題はコミュニケーション上の障害，情報経路

の迂固などその解明や解決には定量的方法よりも人間

(~lî'ì IJ) 

の持っている直感にもとづく定性的な方法がものを言

うからである.

CIM は，情報の一元化を目標としたシステム開発や

情報インフラの整備によって部門聞の情報の流れの停

滞の排除や迅速化を促進し，部門間の機能的統合をい

ままで実現してきた. しかし，多くの製販統合の成功

例が示すような部門聞の理想的な連携が，情報化に

よって製造業の各部門間で今後実現してゆくという期

待は楽観的である.むしろこれからは全体的最適化の

観点から組織のあり方に客観的なメスを入れる努力が

必要であり，その場合本来ならば OR が備えているべ

き創造的発想や論理的思考に期待するところが大きい.

“部分的最適化"の発見・摘出，ならびに“全体的

最適化"の観点に立った解決策の検討・提示のために

企業内でタスク・フォースが形成きれ， OR ワーカーが

IEr (インダストリアル・エンジニア)や情報技術者な

どとともにそれぞれの専門的な立場から問題解決に貢

献するという構図が現実のものとなる日がくることを

願っている.

6 おわりに

人聞の能力を最大限に活用し，たえず進歩する情報

技術を効果的・効率的に利用しながら製造業の全体的

最適化を指向する COM は，新しい製造のパラダイム

として多くの製造業にとって検討に値するものである.

全体的最適化を実現する方法論はまだ創成期にあり，

生産要求官 十 一シミュレータ

|割付け (GA) ，...・仁亙至コ‘ 一一
i 割付け計画

加工優先制 1吾|加工順序決定在庫量

!加工指示
注文 ; 注文 /ー\

|製ース|→| 在庫匡予|受注:出荷叫.~⑭ 

G三ヨD
図 1 受注・生産・在庫・出荷シミュレータの概要・
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*実際に構築したモデルは製造プロセスが 2 段階から成り，在庫が中間在庫と製品在庫に分か

れている.
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今後多くの研究と実践を必要とする.われわれの関心

事である OR は，全体的最適化の枠組みの中でその潜

在的な能力をよりよく発揮するにちがいない.OR が

これから企業でどのような評価を得るかは.OR の方

法が今後備え得る性能や機能よりもむしろ. IOR をど

う使うかJ. IOR をどのように考えるか」という OR

ワーカーの現実問題解決に対する姿勢いかんにかかっ

ていると言ってよいと思われる.
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