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列待ち行列あるいは待ち行列ネットワークとして定式  

化される．  

（2）基点在庫方式（basestocksystem）   

この方式は，在庫管理におけるClark and Scarf  

［2］によるエシェロン在庫（echelon stock）の考え方  

に基づき，在庫管理では文献［3］などで古くから知ら  

れている．ここでエシェロン在庫とは，そのエ程を含  

めて下流すべてに存在する在庫量の和である．基点在  

庫方式は，あらかじめ各工程の基準在庫量を定めてお  

き，その工程のエシュロン在庫位置（エシェロン在庫  

十発注残）がその基準在庫量を下まわれば，基準在庫  

量まで生産する方式である．したがって，初期状態に  

おける各工程のエシュロン在庫位置を基準在庫量に設  

定しておけば，需要により最終製品が引きとられるご  

とに，全工程へ同時に生産指示が出される．  

（3）MRP（materialrequirementsplanning）   

MRP（資材所要量計画）は，1960年代から米国で  

開発されてきた生産管理方式である．対象となる品目  

を独立需要品目と従属需要品目に区分し，生産活動の  

すべてをタイム・バケット（time bucket）と呼ばれ  

る時間区間に対して計画し，そのタイム・バケット内  

に行われるように管理する．各タイム・バケットで生  

産すべき独立需要品目の生産量を与える基準生産計画  

と部品表に基づいて，必要となる部品量を計算し，各  

品目の使用可能在庫量からその発注・生産指示を与え  

る．  

（4）かんばん方式（kanbansystem）   

詳細は本特集「かんばん方式の数理」（以下「かん  

ばん方式の数理」と略す）を参照されたい．  

（5）局所制御（暮ocalcontroり   

各工程は，使用する部品と機械が利用でき，その工  

程の製品置き場が一杯でない限り，他の工程とは独立  

に生産を続ける．かんばん方式同様，自律的である．  

（6）有限バッファライン（muJti－Stage finite buffer  

SyStem）   

各工程は，工程間に生産した製品を置く有限のバッ  

（33）23丁   

1．はじめに   

JIT（justintime）生産システムにおける最も革新  

的な考え方が，「後工程引き取り，後補充生産方式  

（いつ，何を，どれだけ必要かが最も早く，正確にわ  

かる後工程が，使った分だけを前工程に引き取りに行  

き，前工程は引き取られた分だけを生産し，補充す  

る）」である．プル（pull）方式とも呼ばれ，かんば  

んはこの方式における情報伝達・制御手段である．本  

稿の目的は，このかんばん方式を最適制御の観点から  

見直すことである．   

まず次節で，文献［1］に従い制御政策あるいは方式  

として10方式を紹介し，不十分ではあるが，これま  

でに行われた生産ラインの最適制御に関する研究を概  

観する．ついで，著者らが行った生産ラインの最適発  

注・生産政策を求める研究を紹介し，最適化されたか  

んばん方式との若干の数値比較を示す．  

2．生産ラインの制御政策  

多品種を生産する多工程生産ラインにおける制御政  

策としては，様々なものが論じられてきた．まず初め  

に，単一品種多ユ程生産ラインにおける制御政策ある  

いは管理方式をBuzacott and Shanthikumar［1，pp．  

498－504］に従い，以下網羅的に紹介し，若干の説明を  

付け加える．   

2．1制御・管理方式  

（1）受注生産方式（produce－tO－Ordersystem）   

注文を受けてから必要な生産活動に入る生産ライン  

であり，製番管理方式，部品中心生産システム，生産  

座席システムなど，納期と生産期間の関係で種々の管  

理方式が行われている．しかし最も単純なものは，受  

注を受けるごとに，必要な原材料は調達されたものと  

して先頭工程へ生産指示をだすものであり，通常の直  
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ファを持ち，生産を完了したときにそのバッファが一  

杯であれば，生産した機械はその製品を保持してバッ  

ファが空くまでフ’ロック（block）される．各工程の  

直前のバッファが，前工程の製品を保持するものとす  

れば，通常の多工程フローラインである．  

（7）共有バッファライン（series system with shared  

bufferspace）   

各工程のバッファは，多工程フローライン同様その  

工程で使用する部品（前工程の製品である）を保持す  

るが，生産した製品を置く後工程のバッファが一杯な  

ときに限り，製品も保持できると仮定した多工程フロ  

ーラインである．「かんばん方式の数理」における  

（α，占，烏）システムであり，かんばん方式の一般化に  

なっている．  

（8）全体制御（integraJcontroJ）   

ライン全体の状態に依存した最適制御が相当する所  

であるが，文献［1］では基点在庫方式同様，後工程す  

べての在庫量に依存して生産指示が出される方式とさ  

れている．  

（9）OPT（optimizedproductiontechno10gy）   

OPTは，イスラエルの物理学者Goldratt博士によ  

って1970年代後半から開発されてきた生産スケジュ  

ーリングソフトである．OPTは，固有の評価指標で  

あるスループット（＝売上げ一資材費）の向上とリー  

ドタイムの短縮，最適在席水準の維持等の目標を達成  

するための最善策を，ボトルネックエ程に着目して計  

画するソフトである．OPTでは具体的な最適化手法  

は公表されていなかったが，その発展形であるTOC  

（theory of constraints：制約条件の理論）で明らか  

にされたボトルネック工程を最大限に活用するスケジ  

ューリング手法が，DBR（drum，buffer，rOpe）であ  

る．ここで，ドラムはボトルネック工程の生産に全工  

程が同期すること，バッファはボトルネック工程が仕  

掛品不足で止まらないように在庫を持つこと，ロープ  

は先頭工程が進みすぎないようにボトルネック工程の  

生産に同期して原材料を投入することを意味している．  

（10）CONWJP   

Spearman，WoodruffandHopp［4］によりかんばん  

方式の代替として提案されたプル方式であり，生産ラ  

イン内における総WIP（workinprocess，仕掛品）  

を常に一定（CONstant）に保持する方式である．し  

たがって，最終製品が顧客に引き取られるごとに先頭  

工程に生産指示が出され，後は工程順に加工される．   

文献［1］においては，上記10方式がすべてPACシ  

238（34）  

ステム（「かんばん方式の数理」参照）の例として定  

式化され，PACシステムの近似的な性能評価法が与  

えられている．しかし，各方式の比較あるいは最適制  

御政策については述べられていない．以下（1）から順に  

関連した研究を紹介する．  

（1）については文献［5］に，待ち行列ネットワークに  

おける先着順（FIFO）サービスや多品種単一工程に  

おけるc／J別の最適性等が紹介されている．ここで  

c／上則とは，品種ノの平均加工時間が1／拘，単位時間  

当たりの遅れ費用がらで与えられたとき，C〟んが最  

大の品種を加工する政策である．また，Ohno and  

Ichiki［6］は，単一品種多工程直列生産ラインにおい  

て，注文の到着がポアソン過程に従い，各工程の加工  

時間が指数分布に従う（M／M型と呼ぶ）ときの生産  

率の最適制御問題をマルコフ決定過程として定式化し，  

修正政策反復法を提案している．数値結果として，2  

工程における最適制御政策を与え，3工程に対する計  

算時間等を示している．  

（2）については，その最適性が離散時間有限期間問題  

に対して文献［2，7］に示されている．ただし，最適性  

はその評価関数，制約条件等に依存して変化し，その  

詳細は直接論文を参照されたい．また，Decroix and  

Arreola－Risa［8］は，多品種無限期間問題に対して基  

点在庫方式の最適性を示し，RubioandWein［9］はそ  

の最適基準在庫量が満たすべき条件を導き，Jackson  

待ち行列ネットワークに対してその決定法を示してい  

る．さらに，Glassermanand Tayur［10］は，基点在  

庫方式のもとでの生産ラインの安定条件を導き，  

Chen［11］はエシュロン在庫を知るための情報の価値  

について論じている．  

（1O）6こたいしてSpearmanandZazanis［12］は，単一  

品種生産ラインに対して「プル方式がMRPより優れ  

ており，かんばん方式のスループットはCONWIPの  

スループットを越えない」ことを示している．さらに，  

MuckstadtandTayur［13，14］は，「かんばん方式は  

同じスループットをCONWIPよりも少ない平均在庫  

量で達成し，一方CONWIPはかんばん方式よりも変  

動の少ないスループットを，より少ない最大在庫量で  

与える」ことを示している．Yang［15］は，これらの  

結果が多品種生産ラインに対して成り立つかどうかを  

明らかにするために，6品種5工程M／M型生産ライ  

ンのシミュレーションを実行し，CONWIP，1枚か  

んばん（引き取りかんばん），2枚かんばんの各種性  

能（平均客待ち時間，平均在庫量，平均トリップ数）  
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を生産方式，かんばん枚数，引き取り周期，品種選択  

則，移動政策を因子とする分散分析を行っている．結  

論は，「CONWIPは，かんばん方式よりも小さな平  

均客待ち時間，平均在庫量，平均トリップ数を達成す  

るが，かんばん方式よりも広い在庫スペースを要求す  

ること」である．   

上記以外の他の方式，例えば（3），（4）については（10）で  

ふれた通りである．（5），（6）については「かんばん方式  

の数理」に述べられている通り，かんばん方式の方が  

優れており，（7）はさらに自由度を持ち，かんばん方式  

より悪くなることはない．以下，見込み生産方式  

（produce－tO－StOCk system）における生産ラインの  

最適制御政策について紹介する．   

2．2 最適制御政策   

Akella and Kumar［16］は，機械故障（downと呼  

ぶ）と修理を考慮し，それ以外は確定的な単一品種単  

一機械工程において，在庫費用と品切れ費用からなる  

総費用を最小化する生産率の最適制御問題を論じてい  

る．生産可能なとき（upと呼ぶ）の最適制御政策は，  

最適在庫レベルを下まわれば最大生産率で生産し，最  

適在俸レベルに達すれば需要率と同じレベルに下げ，  

上まわれば停止する政策である．さらにBeileckiand  

Kumar［17］は；同じ単一品種単一機械工程において，  

不確定な生産環境にもかかわらず，製品在庫を持たな  

い政策が最適となる状況が存在することを示している．   

Wein［18］は，多品種単一機械工程におけるon－0仔  

（生産か停止か）政策とonの場合における品種選択  

政策を与える最適政策を，重負荷（heavy trafhc）時  

におけるブラウン運動の最適制御問題として論じてい  

る．さらに，VeatchandWein［19］はこの問題に対し  

て，計算可能なIndex policyが準最適であることを  

示し，PerezandZipkin［20］は基点在庫方式に基づく  

on－0仔政策と滞留時間等による品種選択政策を提案  

している．また，Ha［21］は，2品種M／M型単一機  

械工程における生産率の最適制御政策を論じ，切り替  

え曲線＋基点在庫政策がある初期状態で最適となるこ  

とを示している．   

RyzinandGershwin［22］は，各工程がup－downの  

2状態を独立なマルコフ連鎖としてとる，文献［16］と  

同様な単一品種2工程直列生産ラインにおいて，総費  

用を最小化する生産率の最適制御問題を論じ，系統的  

な数値結果の分析から2次元状態空間における最適制  

御政策のパターンを示している．Veatch and Wein  

［23］は，単一品種2ユ程M／M型生産ラインにおける  
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生産率〟の最適制御政策を論じ，ゼロ在庫政策，ゼロ  

製品在庫政策，工程2の非遊休政策が各々最適となる  

条件を導き，基点在庫政策が最適になりえないことを  

示している．また数値例により，基点在庫政策，かん  

ばん方式，固定バッファの順で最適政策に近いことも  

示している．   

KimemiaandGershwin［24］は，機械故障を考慮し  

たFMS（flexible manufacturing system）の制御問  

題に対し，4階層制御構造のもとでの短期的な生産率  

の最適制御を論じている．この考え方は以後，階層制  

御（hierarchicalcontrol）として文献［25～29］に論  

じられている．  

3．生産ラインの最適制御  

外注工場から部品を購入し，製品を完成させる単一  

工程生産ライン（図1）を考える［30，31］．発注，納  

入は各期首に行われ，外注工場は一定の納入間隔で納  

入リードタイムエ期前に受注した部品を納入し，同  

時に発注を受けて帰る．部品の最大在庫量をん8X，製  

品の倉庫容量をノm8Ⅹ，自社ユ程の生産能力をCとお  

く．顧客（下流工程）の乃（乃＝1，2，・‥）期の需要量  

β〝は，互いに独立で同一の分布に従うものとし，そ  

の最小値と最大値をβmI。，βm8Xとし平均をβとおく．  

満たされなかった需要は次期に繰り越されるものとす  

る．自社工程は，第乃期首において部品在庫量んと  

製品在庫量′乃を持つものとし，その期の部品発注量  

を0乃，製品生産量を鳥とする．んの負の値は繰り  

越し（品切れ）需要の発生を意味している．この生産  

ラインに対して，単位期間あたりの平均総費用を最小  

化する最適発注・生産政策を求める問題を考える．費  

用としては，部品および製品の在庫費用，製品の品切  

れ費用，発注費，生産費を考える．この間題は，時間  

平均マルコ7決定過程として定式化できる．   

マルコフ決定過程［32，33］は，その推移確率と費用  

（あるいは利得）が各時点の決定（制御）により変化  

するマルコフ連鎖であり，確率的変劾が無視できない  

広範な領域の実際的なシステムに対する最適制御則を  

与える手法として知られている．   

第乃期首における生産ラインの状態β乃は，第（乃  

－エ十1）期から第（乃－1）期までの発注量およぴ，部  

品在庫量と製品在庫量のベクトルによって表される．  

すなわち，   

β月＝（仇＿いl，…，仇＿．，ん，′乃）  

である．特にエ＝1のときにはβ乃＝（ム，ム）となる．  
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●：部品○：製品  毒     部品・製品の流れ  

モ     生産・情報の流れ  

図1生産ライン  

小化する最適発注・生産政策′＊（g）を求める問題は，  

次の最通性方程式を解く時間平均マルコフ決定過程と  

して定式化される．   

…（古刀）＝ん∈凡（慧，渡紬，（γ（ざ乃；れ々2）   
＋β〝崇s如乃斬1；々1・烏2）姉腑））  

ここで，ゐ（β）は初期状態βから始めたときの相対値  

であり，上式右辺を最小化する決定の組が最適発注・  

生産政策′＊（β乃）を与える．   

時間平均マルコフ決定過程を解く主なアルゴリズム  

として4手法が知られているが，比較的規模の大きな  

問題に対しても有効な修正政策反復法［34］を用いるこ  

とにする．  

［修正政策反復法］   

Stepl：h（s，）＝0をみたす初期値ho（s），S∈S，非負  

整数椚，初期政策／0を与え′0を与え，々＝0とおく．  

ここでβrは望ましい状態である．   

Step2：（政策改良ルーチン）各sn∈Sに対して，   

ヨ．袈鮎，（γ（β刀；．れ点2）   
g川（β乃）＝か∈凡（   

＋8〝崇s如乃郎1；々1，あ）梅＋1ト梅））  
を計算し，′烏（β乃）が♂拍1（β乃）を与えれば，′打1（β刀）＝  

′々（ざ乃）とおき，さもなければ，g姑1（β〃）を与える任意  

の決定を′打l（β乃）ととる．   

Step3：（値近似ルーチン）wO（sn）＝h烏（sn）  

十夕如1（β乃），g〃∈Sとおき，／＝0，1，…椚－1に対して  

順次，  

オペレーションズ・リサーチ  

可能なすべての状態β乃からなる状態空間をgとおく．   

各期首に状態8乃を観測し，決定血＝0乃，ゐ2＝j㌔を  

定める．凡（β乃），戯（β乃）を，それぞれ状態鋸における  

可能な発注量，生産量の集合とすれば，  

凡（5乃）＝（0，1，…，ん8Ⅹ一ムー∑テ＝JO乃－′）  

K；（sn）l＝（0，1，…，min（In，C，Jmax－Jn＋Dml。））  

である．これら可能な発注量，生産量の全体を決定空  

間と呼ぶ．また，これらの集合に属する決定々1＝0乃，  

あ＝j㌔を定めたとき，次期の状態は  

ん十l＝ん十0乃＿いl－」島   

／乃．1＝J乃＋鳥－β乃  

となる．したがって，状態ぷ托からβ侶1への推移確率  

は，♪（β乃，β侶1；々．，々2）＝Pr（β〃＝d），  

が  

ぶ侶1＝（0〃＿い2，…，れん＋0乃＿い1一々2，ん＋烏2－d）  

＝0，0肋eγ紺ゐe  

で与えられる．また，状態β〃で決定々1＝0乃，々2＝鳥  

をとったとき乃期にかかる費用は，  

γ（ぶ〃；れ々2）＝CJん＋Gmax（0，ん）  

十CBmaX（0，－Jn）＋β〝（Jn＜0）  

である．ここで，〃（g）は事象且が起これば値1（さ  

もなければ0）を取る定義関数であり，各費用係数は   

C′：各期における1個当たり部品在庫費用   

G：各期における1個当たり製品在庫費用   

Cβ：各期における1個当たり品切れ費用   

β：各期における品切れ発生雪用  

で与えられる．   

単位期間あたりの平均総費用を♂とおけば，gを最  
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紺hl（さ乃）＝γ（β乃；／いl（β乃））十 ∑ ♪（β〝，g侶1；  
飢‥1∈S  

／打l（β乃））紺′（β侶1）を計算し，ゐ拍l（β乃）＝紺m（β乃）  

－紺椚（ざr），β乃∈Sとおく．すべての古刀に対して，  

lゐ抽1（扁トが（β乃）l＜どであれば終了．さもなければ，  

k＝k＋1として，Step2へ．   

最適発注・生産政策を最適化されたかんばん方式  

（「かんばん方式の数理」参照）と比較するために，上  

＝1，ん8Ⅹ＝8，ノふ8X＝5，最大繰り越し需要量Jm－。＝－10，  

C＝5，CJ＝1，G＝2，Cβ＝5，β＝10とおき，需要分布  

として次の変形した二項分布を用いることにする．   

Pr（β乃＝β－‡針り）＝（ヲ）（‡）○，0≦ノ≦¢  
ここで，βは整数，Qは偶数（0≦2上））であり，分布  

の平均β，分散は¢／4である．以下の数値例ではβ  

＝3，0＝2を用いた．   

修正政策反復法による最小平均費用は5．8125であ  

り，最適化されたかんばん方式（生産指示かんばん4  

枚，外注かんばん7枚）における平均費用は6．26で  

あった．すなわち，最適化されたかんばん方式は平均  

費用を7．7％増加させる．   

2二［程に対する同様な問題は状態数が1万を超え，  

修正政策反復法で解くのは容易ではない．近年このよ  

うな大規模マルコ7決定過程の近似解を与えるニュー  

ロDP［35］あるいは強化学習［36］が盛んに研究されて  

いる．このアルゴリズムを試作し，2工程に適用した  

ところ，最小費用20．01を得，最適化されたかんばん  

方式では22．78（113．8％）であった．  
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