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1．はじめに  

工場での製品の組立工程では，ボルトとナット（図1）  

のように，軸部品と大部品を対にして組み立てる工程  

が多数存在する．対にされる2種類の部品（A，βと  

する）を生産するときには，太さ（外径，内径）や長  

さなどの特性備に対して，それぞれ規格を設定して，  

できるだけばらつかないようにしているが，多少のば  

らつきは避けられない．したがって，部品Aと部品β  

をそれぞれのロット（部品の集まり）からでたらめに  

1個ずつ取ってきても，対にできない（軸が穴に入ら  

ない，または，入るがゆるすぎる）ことがある．そこ  

で，できるだけ対を多〈する，それも，できるだけ  

「ぴったりしている」対を多くするには，どうしたら  

よいかという問題が生ずる．  

2．ランダム組立てと選択組立て  

いま，部品Aの穴の内径∬と部品βの軸の直径yに  

対して，  

d≧∬－y≧0  （1）  

を満たせば，対にできるとする．ここで，dは，予め  

与えられた定数である．（差の下限が0であることは，  

本質的な制約ではない．0でなければ，∬からその値  

を引いておけばよい）   

部品A，部品βのロットからでたらめにそれぞれ1  

個ずつ抜き取って，（1）を満たせば，対にして，組み  

立てるのが，ランダム組立てである．   

それに対して，ロット毎に（または，グループ分け  

した各グループ毎に）その中の部品すべてについて，  

予め内径，軸径を測定しておいて，それらに基づいて，  

対ができるように，部品を選択して組み合わせていく  

図1 ボルトとナット  

のを選択組立てという．  

く例〉   

いま，部品Aと部品Bがそれぞれ9個ずつあっセ，  

それらの内径，軸径の測定値が次のとおりであるとし，  

対にできる条件は，  

4．0≧J－〟≧0  （2）  

とする．（数値は，・適当に変換されていると考えよう）   

表に記載した順序（番号）がでたらめに抜き取られ  

た順序であれば，ランダム組立てでは，対にできるの  

は，次の3対である．   

（α1，占1），（α4，占4），（α8，∂8）   

しかし，部品を選択して，組合せを変えればもっと  

対ができることがわかる．た 

2と∂1を組み合わせれば，どちらも対にできる．  

3．層別法  

選択組立てには，いろいろな方法がある．簡単なも  

表1 部品Aの内径と部品βの軸径  

部品A  部品β   

部品番号   内径J   部品番号   軸径y   

α1   4．9   ∂1   1．8   

α 2   5．6   ∂2   1．2   

α 3   8．5   ∂3   2．7   

α 4   4．0   占 4   3．9   

α5   7．9   占5   2．5   

α6   3．3   ∂6   4．8   

α 7   7．3   占7   1．0   

α8   4．6   ∂8   2．3   

α9   6．2   ∂9   1．7   
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のとしては，内径，軸径に対して区間を設定して，部  

品ごとに層別（グループ分け）しておく方法がある．  

区間の幅が，d／2以下になるようにすると，部品A  

のある層に入っているものは，区間がそれより1つ下  

である層の部品Bであればどれを取り出しても，対に  

することができる．  

のをどんどん選んでいく方法をグリーディ法（食欲  

法）という．この方法で組立て個数が最大である組合  

せを求めることができる．  

く例〉   

表1の部品を内径，軸径の大きい方から順に並べる  

と，表3のようになる．  

く例〉   

表1の部品を区間の幅を2にして層別すると，次の  

ようになる．  

表2 部品の層別  

表3 内径，軸径の順に並べた部品  

部品A  部品β   

部品番号   内径エ   部品番号   軸径y   

α3   8．5   ∂ 6   4．8   

α5   7．9   ∂ 4   3．9   

α 7   7．3   ∂ 3   2．7   

α9   6．2   ∂ 5   2．5   

α2   5．6   ∂ 8   2．3   

α1   4．9   占1   1．8   

α 8   4．6   ∂ 9   1．7   

α 4   4．0   ∂ 2   1．2   

α6   3．3   ∂ 7   1．0  

内径，軸径   部品A   部品β  
層  

の区間   （αは省略）   （占は省略）   

Cl  0．05－ 2．05  1，2，7，9   

C 2  2．05－ 4．05   4，6   3，4，5，8   

C 3  4．05－ 6．05   1，2，8   6   

C 4  6．05－ 8．05   5，7，9  

C 5  8．05－10．05   3  

注：区間の下限，上限は，内径，軸径の測定値と一致しな  

いようにした．  
大きい方から順に選ぶと，   

（α3，占6），（α5，占4）  

の対ができる．次のα7と∂3は，  

∬－y＝7．3－2．7＞4．0＝d  

であるから，対にできないので，部品Aだけ，次の部  

品α9に変えて，順に1つずつ選んで組み合わせてい  

くと，   

（α9，占3），（α2，占5），（α1，み8），   

（α8，占1），（α4，∂9），（α6，∂2）  

の対が得られて，前の2対とあわせて，8対の組立て  

ができることになる．  

5．組合せの最適化  

組立て個数が最大である組合せは，幾通りも存在す  

る．そこで，次には，組立て個数が最大である組合せ  

の中で，できるだけ「ぴったりしている」対を含むよ  

うにしたいという要求がでてくる．   

「ぴったりしている」というのは，あいまいである  

から，組み合わせた部品Aの内径Jと部品βの軸径〝  

の差で，「ぴったりしている」程度を表すことにする．  

すなわち，差が小さいほど，より「ぴったりしてい  

る」ということにする．対の集合である組合せに対し  

ては，それに含まれるすべての対の中での（J－y）  

の最大値が小さいほど，よいことになる．   

前述の8対の中では，（∬「〟）が最大になる対は，  

（19）Hl   

層c2の部品Aとclの部品β，C3の部品Aとc  

2の部品β，C4の部品Aとc3の部品βを組み合わ  

せることにより，次の6対ができる．   

（α4，∂1），（α6，∂2），（α1，∂3），   

（α2，∂4），（α8，∂5），（α5，占6）  

4．組立て個数の最大化  

層別によってかなり組立て個数（対）を多くするこ  

とができるが，まだ，むだが多い．（対にできるもの  

を見落としている．）   

例で，C4の部品Aは，C3の部品月でなくても，  

c2の部品βの中にも，対にできるものがある．たと  

えば，まだ対になっていないC4のα9とc2の∂8  

を対にすれば，組立て個数を1つ増やすことができる．   

そこで，組立て個数を最大にする組合せを求めるこ  

とにする．   

まず，部品Aを内径の大きい方から順に並べる．  

部品βについても，同じように並べる．   

次に，両方とも大きい方から順に1つずつ選んで，  

条件（1）を満たしているならば，対にしていく．対に  

できないときは，J－y＞dであれば，部品Aだけ，  

∬－y＜0であれば，部品βだけ，次のものに変える．   

このように，順序を決めておいて，条件を満たすも  
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合）を求める問題を割当問題というが，最大値を最小  

にする場合や和を最小にする場合は，最もよいものを  

求める方法（アルゴリズム）が考えられている．  

6．おわりに  

選択組立てでは，各部品の特性値など多くの情報を  

使っているから，よい組合せを求めることができて，  

対にできない部品を捨ててしまうような「むだ」が減  

少する．しかし，情報を得るには，時間や費用がかか  

るから，それらと減少した「むだ」とを比較する必要  

がある．  

（α5，占4）であり，  

max（ェー〝）＝7．9－3．9＝4．0  

である．   

ここで，（α3，∂6），（α5，∂4）の代わりに，  

（α5，∂6），（α7，∂4）を選ぶと，（∬－－〟）  

が最大になる対は，（α9，占3）に変わり，  

max（J－〝）＝6．2－2．7＝3．5  

になるから，よりよい組合せが求められる．   

実際には，予め組合せの評価（どのような組合せが  

よいか）を定めておいて，貴もよいものを求めること  

にしている．このように，最もよい組合せ（対の集  
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