
まえがき＝製鉄所における製品出荷業務では，客先ニー
ズの多様化に伴う多品種小ロット輸送・ジャストインタ
イム納入の必要性から，主力である船舶の荷役作業の効
率化が強く求められており，適正な出荷計画の作成が必
要となっている。しかし，この分野のスケジューリング
は，船舶の入港時刻，製品の保管状況，天候など考慮す
べき条件が複雑で，人手に頼る計画作成では精度面での
限界があった。
　船舶の出荷スケジュールは，各船舶が使用する作業バ
ースと各バースでの作業順序などを，所定の評価指標が
最良となるように決定する組合わせ最適化問題として扱
うことができる。組合わせ最適化問題の代表的解法とし
ては，全ての組合わせを評価せずに最適解を得ることが
できる分枝限定法 1）が古くから研究されているが，実際
の製造現場では，計算時間の制約のため実用的なシステ
ムの実現は困難であった。
　本稿で述べる改善策は，出荷岸壁での各船舶の荷役バ
ースの決定と，各荷役バースでの荷役順序の決定問題に
分枝限定法を適用し，バースへの割付け変更と計画の定

量的評価を繰返す「探索操作」により，簡易的に作成し
た初期計画が逐次改善されるものである2）。さらに，
・定量的評価の際に「評価の予測値」を用いる，
・大規模な問題をより小さな問題に分割する，
などの工夫をすることにより，従来の分枝限定法に対し
て最適計画を得るまでの時間を大幅に短縮した。以下で
は，改善したバーススケジューリングの概要とそのスケ
ジュール作成アルゴリズムについて述べ，実際のデータ
により有効性の検証を行う。また，実操業へ適用する際
のモデル化の工夫についても触れる。

1．バーススケジューリングの概要

　バーススケジューリングとは，配船計画システムで事
前に決定された使用船舶と仕向け地，およびそれぞれの
船舶に積載する製品情報をもとに，船舶ごとの作業バー
スと各作業バースでの荷役時間帯を決定することであ
る。今回計画対象とした鋼材出荷岸壁には，1日あたり
30隻前後の内航船が入港し，6カ所の国内向け作業バー
スで荷役される。図1に出荷バースにおける物流の概要
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を示す。
　バーススケジューリングにおいて，考慮すべき作業制
約を以下に示す。
作業バース制約：
　品種や製品の形状，サイズにより作業可能なバースが
限定される場合がある。
出港納期制約：
　仕向け地での荷揚げ時刻が事前に指定されている場合
は，航海時間を考慮して出港限界時刻が設定される。
作業者数制約：
　製品の種類やクレーンの吊具の形状により，荷役に必
要な作業者数が異なる。一方，同時刻に岸壁で作業でき
る荷役作業者の合計人数には上限がある。
天候制約：
　雨天時には，雨濡れ不可の製品の荷役は，全天候バー
ス以外では行うことができない。
作業不可時間帯制約：
　クレーンの修理や作業者の食事時間帯には荷役作業は
できない。

2．バーススケジューリングのモデル化

2．1　決定変数と従属変数

　上記の制約を満たしたうえで，所定の評価項目を最良
にするように，各船舶の荷役バースと，各バースでの船
舶の荷役開始・終了時刻を決定するため，今回のモデル
化においては，
　・各船舶の荷役バース
　・船舶の荷役優先順序
を決定変数とする組合わせ最適化問題として扱った。す
なわち，決定された荷役優先順と荷役バースに従って，
各船舶をバースに割振ることにより，各バースでの船舶
の荷役順を決定する。この荷役順をもとに，船舶の到着
時刻，荷役時間，作業者数，バースの修理時間などの制
約条件を満足するよう，荷役シミュレーションを行うこ
とにより，従属変数として荷役開始・終了時刻を計算する。
2．2　評価関数

　バーススケジューリングにおける評価項目として，船
舶の運行効率，出港納期遅れ，および岸壁での搬送作業
効率の 3つの指標を採用した。各評価項目の定量化方法
を以下に示す。
船舶の運行効率：
　各船舶の滞船時間，すなわち荷役完了時刻と入港時刻
の差（図 2の（a）および後述の�1, �に対応）。この値が
小さいほど船舶の運航効率が向上する。
出港納期の充足度：
　出港納期遅れ，すなわち荷役完了時刻と出港納期との
差（図 2の（b）および後述の�2, �に対応）。この値が正
の場合，向け先での荷役予定時刻に遅れる恐れが生じる。
岸壁での搬送作業効率：
　すべての製品を保管場所から作業バースまで搬送する
のに要する時間（図 2の（c）および後述の�3, �に対応）。
この値が小さいほど，岸壁での作業効率が向上する。
　図 2には，これらの評価指標を荷役作業におけるタイ

ムチャート上で示す。
　次に，得られたバーススケジュール全体の良さを定量
化する評価関数�を次式のように表す。

　 
  …………………………………（1）

ここで，��は計画対象船舶の総数，��は船�に対する評価
関数である。このように，全体の評価関数は，各船の評
価関数の和として表される。また，各船�の評価関数��
は，（2）式のように定義する。
　��＝�1��1, �＋�2��2, �＋�3��3, �  ………………………………（2）
ここで，�1, �，��2, �，および�3, �はそれぞれ，各評価項目を定
量化する関数で，以下のように定義される。また，�1，
�2，および�3はそれぞれ0以上の重みパラメータである。
�1, ��： 船舶の運行効率
　（3）式に示すように，各船の港での滞船時間を評価す
ることにより，荷役待ちロスや作業ロスによる機会損失
の削減を図る。
　�1, �＝�e, �－�0, �  ……………………………………………（3）
ただし，��, �は船�の荷役完了時刻，�0, �は船�の入港時刻
である。
�2, ��： 出港納期遅れ
　（4）式に示すように，荷役完了時刻が出港限界時刻か
ら遅れた場合に，遅れ時間に応じたペナルティーを課す。

　　　　　　　　　　　  ………………………………（4）
　 
ここで，�L, �は船�の出港限界時刻である。
�3, ��： 岸壁での搬送作業効率
　保管されている製品は，できるだけ保管場所に近いバ
ースで荷役を行うことが岸壁での作業効率向上につなが
る。そこで，（5）式に示すように，製品を倉庫から作業
バースに搬送する所要時間の総和を評価する。

　 
  …………………………………（5 - 1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …………（5 - 2）
　 
ただし，
　����：船�が作業可能なバースの集合
　����：倉庫の総数
　���：倉庫�からバース�までの製品 1個の搬送時間
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図 2  荷役作業のタイムチャート
������  Time chart of shipment
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　����：船�の製品のうち倉庫�に保管されている個数
　�S�：計画対象船舶の総数
　�B�：バースの総数
である。

3．バーススケジュール作成アルゴリズム

3．1　全体の処理流れ

　図 3にバーススケジュール作成の処理フローを示す。
本方法では，まず船舶の荷役順優先度を決定し，次に得
られた荷役順優先度に従った順番で，船舶の作業バース
を決定する。作業バースの決定では，各船舶の評価関数
が最良となるバースを逐次選択することにより，初期暫
定計画を一つ決定する。その後，分枝限定法による探索
により暫定計画を逐次更新しながら，最終的に全体の評
価関数が最小となるスケジュールを得る。
3．2　船舶の荷役優先順の決定

　通常は初期状態で入港済である船舶が少ない，という
特徴があるため，先入れ先出し（入港時刻の早い船から
荷役を行うこと）を基本として，（6）式に従って船�の
優先度��を設定し，その値の小さい順にバースへの割当
てを行うものとする。
　��＝�1�0, �＋�2�R, �＋�3�w, �  ………………………………（6）
ただし，

　 
  ………………………………………（7）

である。ここで，
　�0, �：船�の入港時刻
　�R, �：船�の出港限界余裕時間
　�w, �：船�の荷役時間
　�L, ��：船�の出港限界時刻
　������：船�がバース�で荷役する場合の荷役時間
　�1, �2, �3：非負の重みパラメータ
である。すなわち，割当て順の決定を下記の指標で行う
こととなる。
１）入港時刻：早い船優先

滞船時間を減らし，バースの稼働率を上げる。
２）出港限界時刻：早い船優先

出港納期遅れを減らす。
３）荷役作業時間：短い船優先

入港時刻が同程度の場合に，全体の荷役待ち時間を

TR, i＝TL, i－T0, i
Tw, i＝max（bik） 

k∈Ki
｝ 

小さくする。
なお，（6）式の重みパラメータ（�1, �2, �3）は，
　�1 ＞ �2 ＞�3　  ……………………………………………（8）
となるように設定する。これは，下記のような優先関係
に基づいて，オペレータが船の割当て優先度を設定して
いることに基づいている。
・まず，入港時刻が早い船を優先して割当てる，
・つぎに，入港時刻が同程度であれば，出航限界時刻が
早い船を優先する，
・さらに，出航限界時刻が同程度であれば，荷役作業時
間の短い船を優先する。
3．3　作業バースの決定

3．3．1　初期計画の決定

　初期計画は最適計画の探索を行う際の出発点である。
できるだけ良質な（評価関数値の小さい）初期計画を決
定することが，次のステップである最適計画探索の効率
を上げる上で重要であるが，初期計画の生成に多くの時
間を費やすことは避ける必要がある。そこで，図 4に示
すように，船舶の荷役優先順に従って評価関数値の増加
が最小になるよう，1隻ずつ荷役バースを決定する方法
（ディスパッチング選択法）とした。
3．3．2　分枝限定法による探索

　初期計画を最初の暫定計画とし，バックトラック3）と
縦型探索をベースにした分枝限定法により，暫定計画を
逐次改良しながら評価関数が最小となる作業バースを探
索する。探索のイメージを図5に示す。以下に探索の流
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図 3  バーススケジューリングの流れ
������  Flowchart of berth scheduling
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図 4  初期スケジュールの生成
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れを示す。
（1）初期計画を最初の暫定計画とし，その評価関数�を

計算する。また，�＝�S－1 とする。ここで，�は船
の並び順を示しており，3.2 節で決定した船舶の割
付け優先順である。

（2）第�ステップのバースを暫定計画から別のバースに
更新する（分枝操作）。例えば，図 5では�S－1 ステ
ップで，No.3 バースをNo.2 バースに更新する。可
能なバースの全てに分枝操作を行い，これ以上更新
できない場合は（5）へ。

（3）第�ステップまでの評価関数��を計算する。例え
ば，図 5では評価関数値��が 94 となる。��が暫定
計画の評価関数値�に対し，

　　������　  ………………………………………………（9）
　　を満たせば，以降のステップを評価せず（枝刈り）

（5）へ。それ以外は（4）へ。例えば，図 5では，
�S－1 ステップで評価値が 97 となった時点で，暫定
計画 2（Provisional solution 2）の評価値 96 より劣
っているので，�Sステップを評価する必要が無く，
枝刈りが行われている。

（4）�＝�Sの場合は暫定計画を更新し，（5）へ。それ以
外は�＝�＋1として（2）へ戻る。

（5）�＝1であれば探索を終了する。それ以外は�＝�－1
として（2）へ戻る（バックトラック）。例えば，図
5では，暫定計画2の後は，�S－2ステップまでバッ
クトラックし，暫定計画 3の後は，�S－2 ステップ
までバックトラック後，分枝操作と枝狩りが行わ
れ，�S－3 ステップまでバックトラックしている。

このような分枝限定法では，「枝刈り」操作により全ての
組合わせ（各船舶のバースへの割当て）を列挙すること
なく，最適な組合わせを得ることができる。また，探索
を途中で打切った場合でも，その時点までに得られた最
良計画が得られるという特徴を持ち，アルゴリズムの実
用性を高めている。

4．探索の効率化

4．1　予測評価コストの導入

　上で述べた分枝限定法による探索は，船舶数の増加に
より指数的に組合わせの数が増大する。従って，上の枝
刈りをできるだけバースに割付けた船舶の少ない早い段
階で行い，探索を効率化するための工夫が必要である4）。
本手法では，バースへの割付け途中段階の評価関数に，
未割付け船舶に対する割付け後の増加予測コスト（評価
関数の増加予測値）を導入し，枝刈りの効率化を図った。
図6に増加予測コストのイメージを示す。第�番目の船
までバースに割付けた際（第�ステップ）の増加予測コ
ストの定義と，予測コストを含めた評価関数を以下のよ
うに定式化する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …………（10）

　 

i＝1

m

Σ

i＝m＋1

NS

Σ
Em＝ 

Pm＝ 

Fi＋Pm（m＝1, 2, ..., NS） 

min（Fikm）（m＝1, 2, ..., NS－1） 

0（m＝NS） ｛ k∈Ki

ˆ

ˆ ｝ 

ただし，
　���：第�ステップでの評価関数
　�

�

��：第�＋1ステップ以降で発生するコストの予測値
　����：船1から船�までを割付けた状態に対して，未割

付けの船�をバース�に仮に割付けた場合の（2）
式に示した評価関数��の値

である。ここで，未割付けの船�（�≧�＋1）をバース�
に仮に割付ける際には，制約の範囲で前詰めに割付け，
他の未割付け船との干渉は考慮しない。すなわち，発生
コストの予測値は，第�＋1ステップ以降の未割付け船
舶に，少なくとも課されるコストの和である。この予測
コストを導入した探索結果と，第�ステップまでの評価
値のみを用いた探索結果は一致することが知られてい
る5）。そのため，予測コストの導入により，割付け船舶
がより少ない段階で枝狩りが可能となるだけでなく，得
られた結果が最適計画となることが保証される。
4．2　効果の確認

　予測コストを導入した場合の探索時間短縮効果を確か
めるために，実際の船舶データを用いて予測コストを用
いない場合との計算時間の比較を行った。なお，計画対
象とする船舶数は 20 隻から 40 隻まで変化させて比較を
行った。図 7に計算時間の比較結果を示す（実験には
100MHz 程度のワークステーションを使用）。図 7を見
ると，対象船舶数の少ない場合は，予測コスト計算に要
する計算量の増加が際立つため，予測コストを用いる場
合の高速化の効果は小さい。しかし，対象船舶が増加す
る場合には，予測コストの導入により，計算時間が 1/10
以下に短縮されており，通常30隻前後の1日の計画対象
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図 6  未割付船舶に対する予測コスト
������  Cost-increase estimation with unallocated ships
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図 7  予測コストによる探索時間への影響
������  Effect of cost-increase estimation to calculation time
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であれば，数分程度で探索が完了することが分かる。

5．実操業への適用

5．1　計画対象拡大への対応

　荒天の翌日のような計画対象となる船の数が通常より
増加する場合は，さらに探索空間を縮小して計算時間を
短縮する必要がある。そこで，対象船の数が一定数以上
であれば，船舶の荷役優先順に従って，前半と後半の二
つのグループに分割して探索を行う分割探索方法を採用
した。
前半グループの探索：
　前半船舶グループにおける探索では，計画を評価が最
も良い計画一つに決定せず，評価が良いほうから順に複
数個の計画を得る。そのため，探索過程では，評価の良
い暫定計画を複数個保持しておく。
後半グループの探索：
　前半グループで得られた暫定計画の集合に対して，計
画候補の評価値の良い（小さい）順に，それぞれ後半船
舶のバース割付けを分枝限定法で探索する。このとき，
前半の評価値に後半の評価値を加えたうえで評価を行う
ことにより，前半と後半を合わせた全体計画を評価す
る。すなわち，後半グループの評価関数は以下のように
表される。

　 
  …（11）

ただし，
　 �1  ：前半グループに属する船舶数
　��（�）  ：前半グループの�番目の計画に対する後半グル

ープの第�ステップでの評価関数値
　��（�）  ：前半グループの�番目の計画における船�の評

価関数値
である。
　上記のように探索範囲を二つに分割することは，評価
する組合わせの総数を削減することを可能とする。その
半面，前半グループで得た複数の計画候補から全体を通
した最適計画が得られない場合もあり得るため，探索範
囲を分割しない場合に比べて，計画の質が劣ることが懸
念される。そこで，対象船舶数が通常の約2倍の60隻の
場合について，分割した場合の「前半部分の計画候補の
保持数」と「計画の質」の関係，および「計算時間」の
関係をそれぞれ調べ，その結果を図 8に示す。計画の質
については，初期計画のコストを 1，分割なしで得られ
た最適な計画のコストを 0として正規化している。ま
た，計算時間については，分割しない場合に要した計算
時間を 1とした時の比で正規化している。図 8から，前
半部分で保持する候補の数を必要以上に大きくすると，
計画の質の改善以上に計算時間の増加が大きくなり効率
が落ちることが分かる。今回の計算例では，前半部分の
計画の保持数を 200 個程度にしておけば，分割しない場
合と比較して，1/10 以下の計算時間で，初期計画から最
適計画までの改善率 95％程度の計画が得られている。
5．2　作業バース移動（バースシフト）への拡張

　上記の計画方法は，船舶と作業バースが 1対 1である

i＝1

n1

Σ
j＝n1＋1

m

ΣEm
（k）＝ Fi

（k）＋ Fj＋Pm（m＝n1＋1, n1＋2, ..., NS） ˆ

ことを前提にしていたが，積荷の保管倉庫が離れている
場合には，作業効率向上のため，荷役途中の作業バース
変更（バースシフト）が行われている。バースシフト操
業への拡張方法を以下に示す。
・ 積荷の量，保管場所の分布状況によりバースシフト対
象船舶かどうかを判断する。

・ バースシフト対象であれば仮想的に 2隻に船を分割す
る。このとき，岸壁の作業性を考慮して分割後の 2隻
それぞれに対する積荷の割当ても行う。

・ 仮想的に分割された船舶のそれぞれに対して，バース
を決定する。
・ 船舶とバースの組合わせを時間軸上に展開する際は，
分割船舶それぞれの作業時間帯が，船舶の移動に要す
る時間以上空くように制約を加える。
図9にバースシフトに拡張したスケジューリング結果の
一例を示す。この例では，大王丸（81081）は No.3 バー
スからNo.1 バースに移動している。また，No.4 バース
では，大福丸（50110）が同一バースにバースシフトした
結果，作業時間途中で，作業時間の短い大誠丸の作業が
割込んでいる。このような割込み操業は，作業時間は短
いが，入港時刻から出港限界時刻までの余裕が少ない船
に対して採られる操業ノウハウである。

むすび＝本稿では，製鉄所出荷バースの操業スケジュー
リング問題を組合わせ最適化問題としてモデル化し，分
枝限定法を用いて解く方法について述べた。その際，計
画の途中段階の評価に将来の悪化予測項を加えることに
より，最適計画の探索効率を10倍以上向上できることを
確認した。また，対象船舶の数が増加する場合を想定
し，荷役優先度に従って船舶群を前半と後半の二つに分
割した上で，それぞれの探索を連動させる方法を開発し
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図 8  探索性能と前半部分で保持する解の数の関係
������ Relation between scheduling performance and number of 
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た。これにより，計画の良さを確保した上で，計算時間
を大幅に短縮できることが確認できた。さらに，1隻の
船舶を仮想的に 2隻に分割することにより，荷積みする
製品の置場に応じて作業バースを途中変更するバースシ
フト操業への対応方法を開発した。これらの開発によ
り，現実の操業に適用する際の実用性も確保することが
できた。今回報告した技術は，製鉄所の出荷計画システ
ムの中で活用されているが，より実用性を高めるには，
船舶の到着遅れや，天候の急変に対応したリスケジュー
リング技術の開発が課題である。
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図 9  バーススケジューリング結果の一例
������  Output example of berth scheduling


