
まえがき＝当社の銅板工場における生産プロセスは，工
程や設備の数が多いだけでなく，工程ごとに固有の製造
条件で処理を行うため，大規模かつ複雑な操業制約を有
する。一方，近年のユーザニーズの多様化や原材料価格
の高騰などの環境変化の下で収益・財務基盤を強化する
には，以下のような工場方針に応えることができる生産
計画の立案が必要である。
・製品在庫や中間仕掛の削減による，フリーキャッシュ
の創出，原料価格変動の影響抑制

・生産効率の向上によるコストダウン
・製造工期短縮による納期対応力の向上

　しかしながら，素材系のような大規模かつ複雑な生産
工程の流れを適切にコントロールし，上記方針に応えら
れる生産計画（大日程計画）や生産スケジュール（小日
程計画）を作成することは容易ではない。そこで当社で
は，納期を順守しやすいバックワード負荷山積み・山崩
し手法と，在庫や仕掛を考慮し易いフォワード負荷山崩
し手法を組合せた，素材系工場に汎用的に適用可能な工
場全体の負荷調整方法 1）を検討してきている。とくに，
銅板工場の生産管理における各設備への作業指示作成業
務に適用し，効率化を狙っている。
　本稿では，従来では考慮できていなかったバッチ焼鈍
炉におけるロットまとめ制約を考慮した。また，負荷・
仕掛を平準化することによる工場全体のスループットを
高める設備負荷調整手法を提案し，あわせて，銅板工場
の実データを用いた計算機実験により，提案手法の有効
性を検証した。

 

1．対象問題

　設備能力の改善を行うことなく，生産計画の立案を工
夫することによって納期を守り，工場のスループットを
向上させ，仕掛を低減させることを考える。そのために
は，工場への投入を適切な時期に適切な量のみ行う「入
力の制御」に加え，工場内での設備の材欠と過負荷を防
ぎ，工場の能力を最大限活用する「出力の最大化」を行
う必要がある。
　本稿では，工場への投入計画（熱延計画）が与えられ
る状況において「工場内の各設備に対して，どの製品を
どの時間帯に処理するか，前記狙いを実現するように決
定する」，つまり，納期を守りつつ生産効率を最大化す
る問題を取扱う。
1．1　通過工程

　素材系の一貫製造工場に適用可能な手法を検討するた
め，代表的な金属系の製板工程をモデル化する。対象と
する生産ラインでは，大きく熱延，冷延，精整の 3ライ
ンでの処理を経て製品を生産する（図 1）。各ラインは，
それぞれ複数の設備から構成されており，繰返しや分岐
がある。そのうち最も複雑な冷間ラインは，冷延工程，
焼鈍工程，洗浄・研磨工程などで構成される。各工程に
は使用可能な設備が複数台存在し，製品の種類によって
利用可能な設備群が異なる（図 2）。さらに，焼鈍工程に
は，通常の通板設備とバッチ処理設備の 2種類がある。 
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図 1  対象生産ラインの概要 6）

������  Outline of target process 6）
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1．2　制約

　負荷調整にあたって，製品ごとの処理タイミングや利
用設備を決定する際には，現実の操業や業務に存在する
各種の条件を以下のような制約として表現する。
　・製品の制約：生産する製品はそれぞれ，納期と注文

数量が与えられる。
　・工程の制約：通過工程をはじめとする各工程で利用

可能な設備群が異なる。
　・初期状態の制約：負荷調整対象には，工場への投入

計画段階の未着手品と，既に生産を開始した仕掛品
の 2種類の状態が存在する。

　・負荷時間の制約：製品の種類により，同一工程・設
備における処理でも負荷となる処理時間は異なる。

　・バッチ処理設備の制約：処理条件が同じワークのみ
同一時間帯に処理可能とし，設備ごとに同時処理で
きる個数の上限が異なる。

　・稼働時間の制約：各設備に対しては日単位で稼働時
間の上限が与えられ，それを超えて製品を処理する
ことはできない。

　・工程間時間の制約：設備間では，冷却や運搬などに
よる一定の時間を必要とする。この時間は前後の設
備の組合せによって決まる。

1．3　評価項目

　ある日にある設備で処理する製品を決定するにあたっ
て，それぞれの製品の次工程（設備）の仕掛状態を考慮
しなければ，次工程への材欠（処理する材料不足による
機会損失）や過剰供給による仕掛の滞留が発生する。そ
して，この影響がさらに次工程へと伝播していくことで
工場全体の生産性は低下する。
　このように，工場全体の生産性は生産計画立案の巧拙
に左右される。また，納期達成率も同じように生産計画
に左右されることから，仕掛状態と納期達成率の二つを
計画立案手法の評価項目として選択する。

2．負荷調整手法

　1章で述べた対象問題を最適化の数理モデルとして表
現し，厳密解法 2）や近似解法 3）を適用することによって
最適な負荷調整結果を導出することは原理的に可能であ
る。しかしながら，現実的に許容される計算時間や，表
現可能な制約条件の柔軟性から，ここではルールベース
による負荷調整手法を選択する。
2．1　負荷調整の概要

　設備負荷の調整では二つのステップで製品側の要求と
設備側の制約を調整する。すなわち，納期や製造リード
タイムの観点で，個々の製品から見て最良のタイミング
で生産した流れを合成する設備負荷山積みを最初に行
い，次に，山積みの結果，設備能力を超過した負荷を制

約内で移動させる設備負荷山崩しを実施する。
2．1．1　設備負荷山積み

　設備負荷山積みでは，設備能力は考慮せず，納期や製
造リードタイムのような製品側の条件を基に，各製品が
通過する工程単位の作業の着手タイミングと処理量（時
間）を積上げ，必要となる設備の負荷を計算する4）。こ
こでは，以下の 2種類の負荷山積みを行う。
１）バックワード負荷山積み手法
　本手法は，投入計画が未確定で見直しの余地がある未
着手品に対して有効である。最終工程での作業の負荷山
積み時間帯を決定した後，上工程へ遡りながら各工程の
負荷山積み時間帯を決定する。各工程の山積み時間帯
は，標準的な製造リードタイムを利用して決定する。そ
の際，最終工程での負荷山積みタイミングを納期に同期
させることで納期に対して最短で生産する生産計画が得
られる。 
２）フォワード負荷山積み手法
　本手法は，仕掛品や投入計画に見直しの余地の小さい
未着手品に対して有効である。作業開始工程での負荷山
積み時間帯を決定した後，下工程へ順に各工程の負荷山
積み時間帯を決定する。開始工程の負荷山積み時間帯
は，仕掛品であれば現在日を，投入日が確定している製
品では投入日を基準に決定する。下工程の負荷山積み時
間帯の決定は，標準的なリードタイムを用いて決定す
る。これにより，投入タイミングを起点に最短で生産す
る生産計画が得られる。 
　図 3では，製品 Aの負荷をバックワード負荷山積み手
法で山積みし，製品Bの負荷をフォワード負荷山積み手
法で山積みした結果を表している。このように，二つの
手法を組合せることで理想的な生産計画を立案する。
2．1．2　設備負荷山崩し

　負荷山積みを行うことにより，納期を最大限満たして
製造リードタイムが最小となる生産計画が得られるが，
設備能力の制約を犯している場合がある。そこで負荷山
崩しでは，作業の開始時間および作業を行う設備を1．2節
で示した制約の範囲で変更することにより，設備負荷の
超過を解消する 4）。このとき，変更の対象となる作業や
設備の候補は通常複数あるため，いかに山積み時の理想
状態を維持し，山崩しする作業や設備の優先付けを行う
かが重要となる。 
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図 2  冷間圧延工程の詳細 6）

������  Detail of cold rolling line 6）
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図 3  負荷山積み手法の概要 6）

������  Outline of loading method 6）
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　負荷山崩し手法には余力を活用するバックワード負荷
山崩し手法を採用することにより，納期を守りつつ過去
方向の余力を活用する負荷調整を行う。それでも調整が
不可能な場合にはフォワード負荷山崩しを行い，将来方
向に負荷山崩しを行うことで最終的に実行可能な負荷計
画を得る。なお，バックワード負荷山崩しには従来手
法 1）を活用するため，以下ではフォワード負荷山崩し方
法について説明する。
2．2　設備負荷調整方法の詳細

　設備負荷山積みの結果が設備能力制約に違反している
設備・時間帯がある場合には，下工程の仕掛状況，納期
までの余裕度から負荷山崩し優先度を決定する。この優
先度に従い，作業負荷を「同一時間帯での代替設備」，「同
一設備での異なる時間帯」の二つの山崩し先のいずれか
に，材欠・納期遅れが発生しないように移動させる。こ
こで，同一設備での異なる時間帯に負荷を崩した場合に
は，前後の工程間時間の制約に違反が発生する場合があ
り，下工程の負荷も連鎖して崩す必要がある。そのた
め，他工程への影響がない同一時間帯での設備変更を優
先する。負荷が能力を超過している設備・時間帯がなく
なるまでこの山崩しを繰返すことにより，設備負荷山積
み時に犯していた設備能力制約を満たし，実現可能な生
産計画を立案する。その際には，設備能力と納期の関係
によっては山崩しの結果，納期遅れとなる製品が発生す
るが，以下で述べる優先度の決定方法により納期遅れを
極小化する。
2．2．1　設備負荷山崩し優先度の決定方法

　負荷山崩しする作業の優先順位の決定は，設備の効率
稼働と製品ごとの納期順守の二つの観点で指標化した優
先度を用いる。以下に計算方法を説明する。
１）各設備の仕掛量を基にした優先度の計算

　設備の効率的稼働には，設備ごとの仕掛の偏りを抑制
する必要があり，工程分岐がある場合には，どの設備向
けの作業を優先するか，下工程設備の仕掛量を用いて指
標化する。通常，仕掛量は重量で表現するが，とくに素
材系工場の通板設備では同一重量でも板厚や品種などで
処理時間が大きく異なるため，仕掛量は時間で表現する
こととする。加えて，現工程で処理したコイルが次工程
の仕掛となるまでには運搬・冷却などの時間が必要とな
るため，下工程の仕掛量を考慮するには一定の期間で見
る必要がある。
　例えば，設備αで処理する製品には，次工程が設備β
と設備γの 2種類存在するとする。ここで，製品 A，E
は設備βで処理され，製品 b，c，d，f，gは設備γで処
理されるとする。図 4は工程 1（設備α）での処理日9/2
が山崩し対象として選択され，ここに積まれている四つ
の製品（A，b，c，d）から山崩しする製品を決定する状
況を示している。その際，設備βでは，処理日9/2は設
備能力と同等の仕掛があるが，処理日9/3は前工程から
到着する製品が Aしかなく，負荷山積み時点で処理日
9/3に材欠が発生する計画となっている。設備γは逆
に，処理日9/2の仕掛や処理日9/3に前工程から到着する
製品の作業負荷は能力を超えている。この場合，設備α
の製品 Aを山崩しする（処理日を9/3に繰延べる）と，
その余波で設備βでの製品 Aの処理日が9/4となり，処
理日9/3のスループットが減少する。このため，負荷山
崩しの優先度は，製品 Aを低く，製品 b～ dを高くする
ように決定する。この考え方をモデル化すると以下のよ
うになる。
　優先度＝（対象期間内での初期仕掛量［h］＋予想到着
仕掛量［h］）／対象期間内の設備能力総量［h］
　ただし，対象期間は，負荷山崩しの対象時間帯から次
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図 4  負荷山崩し優先度の決定方法
������  Determination method of leveling priority
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工程の処理時間帯までである。
　この優先度と，設備ごとに設定した二つの基準値
（MIN・MAX）により，次の 3段階に規格化する。
　・仕掛過剰（優先度が基準値MAX以上）
　・仕掛過小（優先度が基準値MIN以下）
　・仕掛適正（優先度が基準値MINと基準値MAXの間）
　通常，仕掛量の管理は外乱や設備トラブルなどを考慮
し，固定値でなく一定の範囲内に収めることを目標とす
る。そこで，上記のように規格化することで，実際の工
場運営には影響を与えない細かい違いを吸収させる。ま
た，ネック設備では仕掛を多めに保有する，あるいは，
能力に余裕がある設備は仕掛を多く持ちすぎない，とい
ったように設備ごとに基準値を設定することが可能であ
る。
２）製品の納期を基にした優先度の計算
　最終工程に設定される納期に対する上流工程での遅れ／
進み度合いに応じて優先度を変えるため，以下に定義す
る製品・工程ごとの納期までの余裕度を用いる。
　余裕度＝納期－対象設備の処理予定日
　　　　　－残工程の標準製造リードタイムの総和
　上記 1），2）の二つの優先度を計算した後は仕掛に基
づく優先度で候補を絞り，その中から納期に基づく優先
度で山崩しする作業を決定することによって生産性と納
期を考慮した負荷調整を行うことが可能となる。
2．3　バッチ処理設備での負荷調整

　バッチ処理設備では，温度のような処理条件と設備の
容量（同時に処理可能な最大数）から，同時に処理する
製品と割り当てる設備＝ロットまとめを決定する必要が
あるが，これらと負荷調整を同時に行うことは決定変数
が多くなり，現実的な時間での求解が困難となる。
　このような一括では解くことが難しい問題に対して
は，決定項目ごとに分割して解く手法が知られている5）。
そこで，ロットまとめと負荷調整を分割して計算する手
法を提案する（図 5）。具体的には以下の 3ステップをと
る。

１）マクロな負荷調整による処理希望時間帯の設定
　最初に，工場全体の生産の流れを整えるため，バッチ
処理設備を通常の通板設備とみなし，粗々の負荷調整を
行う。その際，一つの製品の処理時間は，
　バッチ処理時間／その設備での最大処理個数
と近似してバッチの多重度を反映させる。この結果を処
理希望時間帯として，以降の優先度に利用する。
２）マクロ計画を乱さない範囲でのロットまとめ
　マクロな負荷調整を行うことで得られた各製品・工程
の処理希望時間帯が一定の範囲に属する製品同士でロッ
トまとめを行う。ここで，希望時間帯の許容範囲を大き
くすればロットは形成されやすい反面，設備前での待ち
時間が発生して生産性の低下や納期遅れが発生しやすく
なる。逆に，許容範囲を過度に小さくすればロットサイ
ズが小さくなって生産性が下がる。そのためこの許容範
囲は，バッチ処理設備に応じて事前にオフラインで検証
して決定する。
３）ロットまとめを考慮した負荷調整
　前ステップで決定したロットまとめ結果を基に，「同
一ロットに属する製品は，所定の設備で同一時間帯に処
理する」という制約を追加する。そして，ステップ 1の
設備負荷調整を再度実行することで同一ロットに属する
コイルは同時間帯にバッチ処理設備に届くように負荷が
調整される。
　これら 3ステップにより，バッチ処理設備でのロット
まとめ制約を考慮し，可能な限り納期を順守し，工場全
体の生産性を確保する設備負荷調整が可能となる。

3．計算機実験

　本章では，提案手法の有効性を確認するために実施し
た計算例について述べる。
3．1　問題例

　ここでは銅板工場を例に問題を作成した。1章で述べ
たように，銅板工場は複雑な生産ラインを有し，生産対
象も多品種少量であり，生産計画立案が難しい工場であ
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図 5  ロットまとめ手法の概要
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る。特徴的なデータを表 1に示す。
　なお，各製品は，全て 1から製造するのでなく，既に
仕掛っている製品仕様によって通過工程数が異なるもの
がある。このため，製品によって通過工程数は異なる。
設備負荷計算では，この約6,000の通過工程の処理日，お
よび処理設備を決定する。なお，仕掛に基づく優先度の
設定とバッチ処理向けの負荷調整による工場全体の整流
化の有効性を確認するため，負荷山崩し時に納期のみを
考慮していた従来手法 1）による結果と比較する。なお，
スループットを比較するため，従来手法においてもバッ
チ処理設備におけるロットまとめは考慮した結果を用意
している。
3．2　結果と考察

　図 6は提案手法と従来手法において，1箇月間の工場
全体の累積スループット（生産が完了した注文重量）を
示した図である。ここで，スループットは対象期間内の
生産総量を1.0として規格化している。 
　この図によれば，10日ごろから従来手法と提案手法の
スループットに差が開いてきている。従来手法はスルー
プットの伸びが鈍化しているのに対し，提案手法は一定
率で伸びている。各設備の能力に時間的な変動は与えて
いないため，以下の理由で提案手法の生産性が向上した
と考えられる。
　提案手法では，分岐工程おいて仕掛が多い設備への供

給が抑制され，逆に仕掛が少ない設備への供給が優先さ
れた結果，処理する製品がない材欠の発生が抑制され
る。とくに19日目では，スループットに 16％の差が生じ
ており，生産計画立案時に作業の優先度を制御すること
によって工程内の様々な箇所で発生していた機会損失が
抑制されたためであると考えられる。
　この作業の優先度を制御する手法を用いることによ
り，計画熟練者と同等の生産性を持ち，かつ10倍の計画
期間（20日間）の生産計画を数十分の 1の計算時間（数
分）で立案することができる。これにより，より将来を
見通した設備の休止計画や要員配置の検討を行うことが
可能となる。

むすび＝代替設備，工程の分岐・合流，バッチ処理など，
素材加工系特有の生産ラインでの設備負荷調整方法につ
いて述べた。とくに分岐工程において，負荷を山崩しす
る作業の決定時に対象工程の下工程の仕掛状況を考慮す
ることによって工場全体の物流整流化を実現する設備負
荷計画を立案する手法を提案した。
　また，銅板工場のデータを用いたケーススタディを行
い，バッチ処理設備を含む製造ラインに適用可能である
こと，物流整流化機能によりスループットが向上するこ
とを確認した。
　今後は，まず負荷調整の結果を日々の作業指示につな
げるための機能拡張により，作業指示作成業務の効率化
による省力化を実現する。その後，工場への素材供給計
画へのフィードバックによる余剰仕掛削減によるフリー
キャッシュの創出，迅速かつ高精度な納期回答への活用
による顧客満足度向上，および設備の稼働・休止計画の
事前検討による最小限の設備稼働によるコストダウンな
ど，生産管理業務全体の高度化に寄与してゆく。
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