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２０１９年１１月１３日

わかみず会資料

手島 歩三

同期生産方式とスケジューリング

概要

中小企業だけでなく、大企業の工場を見学すると稼働していない設備・機械を見かけることが意外に多い。理

由を聞くと、材料待ち（前工程から加工対象物が届かない）、人待ち（段取替え作業に必要な技術と技能を持つ高

技術者・高技能者が他の仕事に取り組んでいる）、機械待ち（加工対象物は来たけれど、設備・機械が空くのを待

っている）、指示待ち（幾つもの加工オーダ・加工対象物は来ているけれど、どれを優先して着手するか監督の指

示が来ない）など、工場の運用・管理に起因する人や機械の遊休が発生している。

遊休していても、人には給与を支払わなければならない。設備・機械も運転費用やリース料が発生する。

この遊休状態をできるだけ少なくするために、生産活動の制御方法が幾通りか考案された。その制御方法を有

効に働かせるために周囲の様々な業務の方法を整備・統合した結果として「生産方式」が出現した。

日本にはいくつかの生産方式が存在する。その生産方式がいま危なくなっている。先進国だけでなく、新興国

や途上国も ITを利用して日本の製造業を凌駕し始めた。ドイツが標榜する第４次産業革命がその典型である。

放置すると、日本の製造業は競争力を失い、日本社会全体の停滞を招くであろう。

本稿では鍵となる生産スケジューリングに焦点を当てて、生産方式の特徴を説明し、改めて生産スケジューリ

ングを中核とする生産情報システム改革の方向について検討する。

第１部 生産管理方式

１．理想像「同期生産」とその困難

必要な「もの」が、必要なとき、必要な量だけ到着し、設備・機械や技術・技能者が直ちに加工作業に着手で

きるよう生産活動を制御することが理想である。

製品や部品は複数の子部品、孫部品から成り、部品種類毎に製造プロセスが異なり、加工に要する時間が異な

る。設備・機械の機能は同じでも、段取方法や性能が異なる。部品や材料類の多くは購入あるいは外注加工する

ので、しばしば納期遅れが生じる。「一個づくり」すると段取替え作業が頻発するので、生産量が低下する。「ま

とめて作る」と「必要でないとき」「使うかどうかわからないものを作る」事態が起きる。すぐには使わない「も

の」を工場のあちこちに置くと、場所を取り、運搬作業が煩雑になる。うっかりすると、劣化・破損し品質不良

を招く。

現物管理が重要と多くの人が認識しているけれど、需要と直結していない現物があると、背後の事務作業は複

雑になり、しばしば問題が起きる。同期生産は工場の管理者にとってかなり難しい課題である。

２．幾つかの生産方式

日本で行われている生産方式の概要を紹介する。（フォードの「部品中心型生産方式」は同期生産でないので、

省略）

（１）製番管理方式（号口管理）

「構成表管理」、「生産手配」、「生産順序統制」

太平洋戦争の過程で日本は飛行機の開発に取り組み、改良しながら生産に励んだ。戦後、旧中島飛行機で経験

を積んだ人たちがその生産方式を産業機械の製造に導入した。「号機管理」（東京三洋）、「号口管理」（トヨタ）、

「製番管理」（コマツなど）と呼ばれた。

製品の製造に使う部品や材料を「構成表」として用意し、生産手配のおり、製造番号を添えて現場に発行する。

製造現場では、製造番号の若い順に加工着手する。

①『構成表管理』

戦前から日本の製造業は「製造番号」ごとに「（部品）構成表」と呼ばれるデータを生成し、生産手配に使用し

て来た。構成のどこかで仕様変更が起きると構成表を直し、製造現場に再手配した。

磁気テープが出現すると「親－子関係」で構成を表現する部品表管理方式（BOM）を利用することになった。

構成表は部品表の検索結果を少し加工して生成される。部品表管理では共通部品に関して煩雑な問題があると気

づいた。ある共通部品を仕様変更すると、それを使用している全製品に影響が及ぶ。それを許すか、特定製品だ
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けの仕様変更とするか、判断しなければならない。

改善・改良を重ねると、部品表のデータ量が爆発的に増加していった。「親－子関係」では構成部品の一つでも

変更すると、親品目のコードを変更しなければならない。親品目コードが変わると子部品をコピーして構成デー

タを作る。親品目を使用している製品から見ると、構成部品が若干変わっただけで品目コードを変えるのは辛い。

そこで、品目コードの伝搬を何処まで続けるか決めるための、設計変更管理業務が発生した。

②『生産手配』

製番管理方式では、製品生産オーダに「製造番号」を与え、その製品のために製造・加工・購入する部品や材

料にも製造番号を付けて生産手配する。

③『生産順序統制』

ものづくりの現場では、製造番号の若い順に加工着手する。

『製番管理方式の長所』

複数の製品生産オーダ間で共通部品があるとき、他の製番（製品生産オーダ）による共通部品の横取りを防ぐ

ことができる。

製品仕様が不安定で「改善・改良」が頻発する高額の飛行機や自動車を製造するとき、製造番号を手掛かりと

して、仕様変更を指示できるので、有利な生産方式である。個別受注生産、個別受注設計生産型の製造ビジネス

では大いに役立つ。

『製番管理の問題点』

部品種類毎に生産リードタイムが異なる。そのために、構成レベルが低い（先に加工すべき）部品は早く加工

に着手しなければならないにもかかわらず、「製造番号が若い」という理由で、後回しされる。その結果として材

料待ちが起きる。

例えば、以前のコマツは製番管理方式を採用していた。部品生産リードタイムを考慮して、必要時期を計算し、

生産手配している。しかし、生産資源（設備・機械、技術・技能者）の割り当てまでは考慮していないので、そ

のままでは無理と無駄を解消できない。現在のコマツでは、上半身は製番管理、下半身はMRPシステムを採用

している。部品メーカに対してかなり長い生産リードタイムを設けて対処しているように見える。ムリとムラの

解消は部品メーカ任せになっている。

（２）MRPシステム

MRPシステムは製造業用ERPパッケージの中核を占める。

１９６０年代半ばに IBMのSE二人（名前を忘れた、一人はプロッスル）が「コンピュータはなぜ経営に役

立たないのか」と事務作業を ITに置き換えるタイプの IT利用を批判した。ITを上手に使えば、抜本的にビジネ

スを改革できる。

①独立需要と従属需要の分離と資材調達計画

製品や部品を需要の性質に着目して「独立需要品目」と「従属需要品目」に分け、独立需要品目について生産

計画（MPS）を策定すべきだと主張した。従属需要品目については「親―子関係」による部品表を参照して所要

量を計算し、余剰在庫を引き当てて正味所要量について生産手配すればよい。その計算過程には人手が入らない

ので、経験と勘による部品生産や購買業務を抜本的に改革できる。

②部品表管理

部品表管理ソフトウエア“BOMP”（Bill of Material Processor）では部品や材料の調達（製造あるいは購入）

のために「親―子関係」で部品構成を表現する。生産能力の消費を計画するために、「工程表（Routing）」を用

意したが、これはほとんど使われなかった。

③基準生産計画とタイムバケット

販売部門と製造部門の「約束」として製品生産計画（MPS：Master Production Schedule）を策定し、資材調

達計画（Material Requirements Planning）機能によりタイムバケット（時間枠）毎の部品や材料の調達（製造

あるいは購入）を計画する。製造する組立部品についてはさらにタイムバケット毎の孫部品や材料の調達を計画

する。したがって、その計画は同期生産計画であるように見える。

④能力計画

生産能力に関しては、能力計画（Capacity Planning）機能を利用して負荷超過しないようMPSの調整を図る。

しかし、タイムバケットの枠内で負荷調整することしかできないので、実際に使う企業はほとんどない。

⑤生産活動の制御SFC
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SFC（Shop Floor Control：現場管理）の名前は上がっているが、具体的な内容はない。現場任せである。

『MRPシステムの長所』

タイムバケットの枠内で、部品加工対象物の供給が保証されている。（フォードの部品生産方式では、部品毎の

需要予測が狂いやすく、製品生産オーダに対する部品供給が保証されなかった）

同じ品目（部品や材料）については、タイムバケットの枠内で所要量を合計することにより「まとめて生産」

でき、生産性を高めることができる。

『MRPシステムの問題点』

生産能力に過不足が生じたとき、タイムバケットの枠を超える部品生産日程を調整できない。１９７０年頃、

スイス・ユニバックで負荷調整・スケジューリング用のソフトウエア開発に取り組んだが、実現できなかった。

負荷調整しやすくするためにバケットサイズを長くすると、子部品、孫部品・・・の調達納期を前のバケット

に設定しなければならないので、部品構成の階層が深い製品では製品生産リードタイムが著しく間延びする。製

品生産リードタイムが延びると、それより先までMPSを策定しなければならない。見込みが当たらなくなり、

需要予測や勘に頼ることになる。その結果として計画通りには売れず、MPSの変更が頻発し、中間製品や製品

の在庫が増加する。

バケッケト毎の負荷のムラは解消できない。ERPパッケージの信奉者は「同期生産計画」を標榜するが、見か

けだけの同期生産計画と受け止めるほうがよい。

部品の所要量をタイムバケット毎に合計するので、元の製品生産オーダのどれに対応するか、分からない。言

い方を変えると、横取りされても気づかない。このことを知っている新興国のメーカは標準納期を無視して特急

注文する。MRPシステムを採用している日本のメーカはどの製品生産オーダに迷惑が掛かるか分からないまま

で、特急注文に応じる。したがって真面目に、十分な余裕をもって発注した顧客の注文は部品を横取りされ、納

期遅れの憂き目に遭う。

MRPシステムでも「親子関係」により部品構成を表現する。したがって、設計変更に伴うデータ量の爆発的

増加問題は解決されていない。

（３）トヨタ生産方式

工程部品表（部品構成と製造工程を統合して表す）、車両組立平準化計画（ラインバランスと、車種混合組立て

を考慮したベルトコンベア上の生産スケジュール）、３ヶ月資材調達計画、「かんばんシステム」からなる生産管

理方式。

① 『工程部品表』（別名、基準工程表）

前述の生産管理方式と異なり、トヨタは１工程通過する毎に品目コードを変える（品目名＋工程名）部品表を

採用している。これは、通常の部品表が２項関係（親品目－子品目）で部品構成しか表現できない弱点を補って

いる、つまり、通過工程と部品構成を統合表現しており、後述の「かんばん」を支える重要な機能を果たしてい

る。その結果として通常の部品表に比べ、データ量は工程数の掛け算で多くなる。

② 『３ヶ月資材調達計画』

「車両平準化計画」をもとにベルトコンベアのどのステーションにどの部品を、どれだけ供給すべきか、計

画する。１ヶ月目：日毎に、「かんばん」が何枚来るか、枚数を予告する。部品メーカは予告に間に合うよう、

部品を生産しておけばよい。 ２ヶ月目：日毎の予告は狂うかもしれないが、月単位ではほぼ同じ量だけ部

品を取り入れる約束である。部品メーカは残業を計画し、部品や材料の調達を計画できる。 ３ヶ月目：計

画は大きく狂う。生産品目さえも変わるかもしれない。しかし、計画した程度の金額分の注文を出す予定で

ある。部品メーカは調達リードタイムの長い資材を購入し、組合と勤務スケジュールを調整する、銀行に行

って資金を借りる、など経営活動に役立てる。したがって、トヨタの傘下に入ると、部品メーカはめったに

経営破綻しない。

③『「かんばん」システム』

『「かんばん」は「もの」だと思え』と情報と「もの」の1対１対応を強調する。

組立ラインで部品を消費すると、その部品についている「引取かんばん」を前工程（自社あるいは部品メーカ）

に送る。前工程では「引取かんばん」に記載された種類の部品を、指定された数量だけ、指定された時間に、組

み立てラインに納入する。（ジャスト・イン・タイム納入）

部品生産ラインでは、部品が引き取られると、部品保管場所で部品についていた「かんばん」（「仕掛シカケかん

ばん」と呼ぶ）を部品生産ラインの先頭に送り、部品加工を開始する。したがって、数回遅れの同期生産になっ
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ている。

「仕掛かんばん」を発行するとき、「３ヶ月資材調達計画」を参照して「引取かんばん」が来るペースを知り、

部品生産リードタイムを考慮して、在庫切れが起きないよう「仕掛かんばん」の枚数を制御する。これによって

組立ラインの生産活動の変動（チョコ停、進みすぎなど）に対処する。

「かんばん」システムは他のシステム（車両組立平準化計画、３ヶ月資材調達計画など）から切り離されてい

る。枚数制御が唯一の接点である。ものづくりの現場とは「かんばん」によってつながっている。つまり、トヨ

タ生産方式は、トヨタ生産情報システムと「かんばん」を含む生産システムに分割（分断？）されている。

『トヨタ生産方式の長所』

車両組立計画が平準化されているので、「引取かんばん」は一定のペースで来る。部品メーカは負荷調整を気に

せず、生産能力（作業者や設備・機械）をそのペースに合わせて用意すればよい。

部品・材料の在庫量は「仕掛かんばん」の枚数以上には増えない。部品生産リードタイム短縮を工夫すれば、

さらに在庫を削減できる。 ⇒ リーン生産方式と呼ばれる主因。

「必要なとき、必要な「もの」を、必要な量だけ取りに行く」同期生産方式になっている。ただし、「遅れ同期

生産」である。

部品メーカが辛くなると、「かんばん」システムを導入するよう提案し、指導する。その結果として数段階のサ

プライチェーンを「かんばん」によって制御できる。サプライチェーン・マネジメントの源流と言われている。

日本では多くの企業が「かんばん」システムを導入している。

『トヨタ生産方式の問題点』

「かんばん」は部品メーカが「供給責任」を果たすことを前提としている。部品生産ラインでは、いつ「かん

ばん」が来るか分からないので、生産体制を準備して待っている。待つのは辛い．⇒ 「自動車残酷工場」と評

される。

部品生産ラインでは生産性向上のために「まとめて作る」工夫を重ね、設備・機械や作業者を用意し、ている。

トヨタ以外からも注文をもらっているので、平準化の効果が表れにくい。

「遅れ同期生産」であるので、類似品を繰り返し作るときは有効に作用する。個別受注生産では、同じ部品を

使わないことが多く、「かんばん」システムは機能しない。

製品生産計画（「車両組立平準化計画」）は平準化の枠に制約され、個別受注生産には適さない。

海外に工場を進出するとき、「かんばん」システムを理解している部品メーカを引き連れて行かなければならな

い（最近はトヨタ生産方式が広く理解され、この問題は軽減された）。

「かんばん」システムはTier2,3辺りまでは通用する。しかし、３ヶ月資材調達計画が届かない下請け部品メ

ーカでは狂いが生じやすい。階層を下に辿って、部品生産リードタイムの合計が３ヶ月を超えると、仕掛けかん

ばんの枚数を制御できなくなる。この問題を解決するために「指定部品メーカ」を選び、３ヶ月資材計画を渡す。

しかし、中間の部品メーカが「引取りかんばん」を送っても、指定部品メーカでは「仕掛けかんばん」が来てい

ないという理由で、納期遅れになる事態が起きる。東日本大震災のおり、Tier8の部品メーカが被災し、Tier1の

生産ラインが止まった。トヨタはTier８のメーカが存在することさえ気づいていなかった。

トヨタの工程部品表も「親子関係」によって部品構成と製造プロセスを表現する。したがって設計変更に伴う

データ量の爆発的増加問題は解決されていない。製造プロセスを表現している分だけ、問題は悪化している。2001
年にトヨタはBOM の全面的改革に取り組み、併せてそれを参照する全アプリケーションを再構築すると報道さ

れた。しかし、部品変更に伴うリコールがときどき起き、データ爆発問題を解決できていないように見える。

（４）Goldratt. E, M. の制約条件の理論（TOC : Theory of Constraints）とドラム・バッファ・ロープ（DBR：
Drum Buffer Rope）

Goldrattはトヨタ生産方式を深く研究し、それが「ITをできるだけ使わないで済ませる」ことを逆手に取り、

ITを上手に使って凌駕しようと試みた。１９８０年代後半にはTOC/DBRを導入した米国の製造業が力を取り

戻した。

ＴＯＣ／ＤＢＲはボトルネックを活用する生産スケジューラOPT（Optimized Programing Technique） と

「かんばん」なしの同期生産制御方式DBR（Drum Buffer Rope）から成る。実現方法以上に、それが目指すも

のづくりマネジメントの考え方TOC（Theory of Constraints）が興味深い。 スケジューリングには工程表が

不可欠である。部品をどの工程に投入するか表現するために、構成データの子品目に工程を追記する３次元部品

表を採用している。
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① 生産スケジューラOPT
OPTでは製品生産オーダを発行すると、製番管理型（製品生産オーダに紐付けされた、製造プロセス付きの部

品生産オーダのネットワークを生成し、バックワードで各作業の作業量と日程を計算する。（一種のバックワー

ド・スケジューリング、負荷調整なし） その上で、ボトルネック工程で負荷調整し、前後の製造プロセスのス

ケジュールをボトルネックに合わせて変更する。（製品生産日程もボトルネックに合わせて変更する。つまり、納

期を守れない場合は、製品納期を実行可能な日に変える） 組立工程と製品を仕上げる工程の前に若干の時間的

余裕（Time Buffer）を持たせる。

② （「かんばん」なしの）生産活動の制御DBR（Drum Buffer Rope）
ＤＢＲでは生産ラインの先端でスケジュールに合わせて材料投入（Drum）し、それ以後の工程では「加工対

象物」を到着順に加工（Rope）する。つまり、作業指示や「かんばん」発行は不要。（生産工程のライン化が前

提となっている） 生産進捗の変動はタイムバッファの範囲内であれば、なにもしない。タイムバッファの範囲

を超えると、再スケジューリング、工場の稼働スケジュール変更など、状況に応じて対策を考える。

『TOC/DBR の長所』

生産スケジューリングにより、生産活動の同期が保証されている。

「かんばん」や作業指示は要らない。（到着順加工）⇒「かんばん」なしの同期生産方式

管理者はタイムバッファを超える変動が起きない限り安心できる。

「かんばん」システムでは、類似品の繰り返し生産が同期の前提となっているが、DBRではスケジューラが

同期を計画するので、個別受注生産でも十分に機能・効果を発揮できる。

ボトルネック工程の能力（これが「制約条件」と呼ばれる）以上には製品を作れない。言い替えると、生産能

力をフル活用する生産スケジュールを策定している。ボトルネック以外の工程は、仕事がないときはタイムバッ

ファの余裕を眺めて、他の部署に応援などすればよい。（「かんばん」に比べて作業者の自由度・自律性が高い）

ボトルネック工程をフル活用できるようになったら、ボトルネックの能力を拡張するよう、作業方法、設備・

機械、応援など工夫すればよい。そうすると、利益が増加する。トヨタのKaizenに比べて、努力を重点工程に

絞り込むことができ、投資効果が高い。

生産スケジュールを見て、空いている工程を埋める注文を取るよう、販売部門が工夫すると新たな投資なしで

利益が増加する。

Goldrattは生産スケジュールを参照すれば、原価計算、購買、資金繰り、など様々な業務に利用でき、簡素な

生産情報システムですませることができると主張する。

『TOC/DBR の問題点』

日本の工場は生産設備能力がバランスよくできており、ボトルネックが複数あるとか、受注内容によってボト

ルネックが他に移ることがある。しかし、この問題は致命傷ではない。

DBRは自社内では通用する。しかし外注先には強制できない。外注先が他の企業から注文を取り、まとめて

作ろうとすると、到着順加工できなくなる恐れがある。したがって、サプライチェーン・マネジメントではDBR
は無力、あるいは通用しない。（日本のサプライチェーン・マネジメントの本には制約条件の理論を使って「全体

最適化」ができると主張するものが幾つかある。DBRの意味や現場の制御の仕方を知らないらしい）

ボトルネック工程を活用するOPTのアルゴリズムはそれ以外の工程にとって不利益が生じることが多い。そ

こで、米国では多数のソフトウエア・ベンダーがOPTを超える生産スケジューラを商品化した。その結果とし

て、APS（Advanced Planning and Scheduling）と呼ばれる分野の生産スケジューリング技術が出現し、世界

に定着しようとしている。

Goldarattが提唱する3次元BOM（部品表）に関してはほとんど情報が手に入らない。多様性を取り扱うた

めにオプション部品を選ぶやり方で対処しているようであり、データ量の爆発的増加問題を解決しているように

は見えない。

（５）気配り生産

１９８０年代前半にセイコーエプソンはトヨタ生産方式超える生産方式の開発に取り組んだ。「情報を取りに

行く」生産情報システム案を社内と部品メーカにアナウンスしたところ、部品メーカから「注文は来なくてよい。

その代わりに本社の生産計画を見せてくれ。そうすれば必要な部品を作って納品する」とのクレームが来た。従

来は本社から工場へ、工場から主要部品メーカへ、そこからさらに下請けへと、５段階以上の生産計画が策定さ

れ、製品生産リードタイムは約1年になっていた。5次下請けで材料加工を始め、孫請け・・・一次下請けを経
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て、本社工場で製品を組立て完成するまでの正味生産リードタイムは2週間強であった。「楽譜読み取り式制御」

と名付けて実装を目指したが、成功しなかった。あるタイプの部品は多仕様で、工程が複雑なので、多仕様を扱

う工程部品表とスケジューラが必要であった。２年ほど後に、日産自動車の新生産方式企画に参画した。データ

モデルを設計し、基本構想が出来上がったところで、楽譜読み取り式制御を提案した。二つのソフトウエア（多

次元BOM、生産スケジューラ）を実装できることを期待したが、ソフトウエア・ベンダーが理解できなかった

らしい。取りあえず、記録を残そうと「気配り生産システム」を出版した。

日産自動車は計画情報開示の意味を理解し、九州第二工場では「百点満点のところ十点」、いわきエンジン工場

では「百点満点のところ六十点」と、日産社内で評価する同期生産方式が出来上がった。図書「いわき工場の挑

戦」が出版され、経営情報学会員約５０名で工場見学した。大規模な自動倉庫を建設していたが、在庫品はその

１０％以下しか占めていなかった。部品表の改革はできなかったし、生産スケジューラも不十分であったが、同

期生産はしかるべき効果を挙げた。

気配り生産を始めとする「新生産方式の研究会」が立ち上がり、部品表管理システムの改革案と、生産スケジ

ューラの要件などが浮かび上がった。そのメンバが中心になり、１９９８年にNPOを立ち上げた。

①生産スケジュールに生産進捗を上書きしてサプライヤに開示

気配り生産方式では、実行可能な生産スケジュールを策定し、その進捗を上書きして、前工程（サプライヤを

含む）に開示する。（情報に関する機密保持が大前提）

②気配り納入

前工程は「先行納入タイムフェンス」内の生産予定を見て生産に間に合うよう部品や材料を納入する。（気配り

納入）

③自律生産

また、少し先の「先行生産タイムフェンス」内の生産予定を見て注文が来なくても部品を生産する。（自律生産）

『気配り生産方式の長所』

「かんばん」なしのジャスト・イン・タイム納入、生産が手軽に実現できる。オリンパス会津で実験したとこ

ろ、パソコン２台で同期生産が始まり、山のような在庫が２週間でほぼゼロになった。

「かんばん」が来るのを待つ必要がなく、供給側の判断で動き始めることができ、時間の余裕ができる。

生産スケジュールを先読みして、まとめて作る、まとめて運ぶなどの工夫が可能である。

情報の機密保持を守ってくれるなら、サプライチェーンのどのプレーヤでも気配りネットワークに参画できる。

（TOC/DBR では、サプライチェーンを期待通りには動かせない）

サプライチェーンのどこかで事故などが起きたとき、サプライヤは自律的に供給を停止する。（「かんばん」シ

ステムでは、サプライチェーンのどこかで事故が起きた時、自動車メーカが発行済みの「かんばん」に基づいて

納入するのを停止するよう、緊急連絡を徹夜でしなければならない。アイシン精機の火事、東日本大震災など）

『気配り生産方式の問題点』

実行可能な生産スケジュールを策定する市販ソフトウエアが意外に少ない。多仕様化して製品の先行手配を可

能にするために、多様性を取り扱うBOMの構想を描いたが、ベンダーが理解できなかった。

部品の海外生産・調達が多くなり、情報の機密保持を守ってくれないサプライヤがいるので、他の生産方式（「か

んばん」やEDIなど）と併せて運用する必要がある。

現在の商取引に関する法律では発注に基づいて納入指示しなければならない。気配り納入や自律生産はこの法

律に違反している。小淵総理のブレーン「ものづくり懇談会」にこの問題を提起したところ、法改正は可能との

ことであった。担当者が法務省に移動したので法改正を期待したが、小渕総理の逝去と共に立ち消えになった。

第１部のまとめ

生産方式は製造に焦点を当てた「ものづくりのアーキテクチャ」である。その中核は製造現場の生産活動の効

率的制御である。制御方式が先で、周囲の技術要素は制御方式に合わせて整備される。例えば、トヨタは「顧客

価値を後工程で作り込め」と売れ行きに応じて仕様を作り込むよう、製造プロセス（生産技術）を改革する。

生産方式を理解しようと思うなら、製品の売り方や顧客の使い方を理解し、それに適する生産活動の制御方法

を捉えることが肝要である。いま日本の白物家電は急速に力を失っている。価格を維持するために目先だけ新し

い仕様の製品を市場に投入するやり方では、顧客にとって必要最小限の機能を備えた製品で勝負する新興国には

勝てない。その背後では、組立作業を低質の頭脳労働者の仕事として規格化・標準設定し、現場の人たちの尻を

叩く「ものづくりマネジメント」がビジネス改革を阻んでいる。
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まったく新しい分野の新製品を開発しても、１，２年も経つとライバルが現れ、製品の多仕様化が始まる。多

品種少量生産になり、受注生産や受注設計生産を強いられる。つまり、製品開発のあり方も変わって行く。生産

形態の変化にしなやかに対処できるものづくりアーキテクチャを持つ企業が今後は強みを発揮するであろう。
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第２部 生産スケジューリングの意味を問い直す

ITは様々な分野に分かれ、急速に発達している。ITを利用する新しいビジネスが次々と出現し、製造ビジネ

スの様相も変化している。日本の大手企業は情報システムの肥大と品質低下に悩まされ、新技術を十分には活用

できない状況に陥っている。肥大し、品質低下ソフトウエア保守（変更・拡張・縮小・復元など）が困難になっ

ている。しかし、それだけではない。情報システムに蓄積された大量のマスタデータの更新に手間取り、更新ミ

スが起きてデータ品質の保証が困難になっている。例えば、２００１年に報道されたトヨタの情報システム再構

築のおり、品目データが百万件を超え、構成データでは億を超える量になっている。しかもそれが開発BOM,生
技(生産準備)BOM,生産BOM,販売BOM，サービスBOM と多重化しているとのことであった。設計変更に伴う

BOM 更新に時間と人手がかかる。後から発行した設計変更指示が前の設計変更指示を追い抜く事態が頻発する。

そうすると、新しい設計変更指示が古い設計変更指示によって打ち消される恐れがある。「危なくてしょうがな

い」とトヨタのある幹部は嘆いていた。

ソフトウエア保守問題は、間接業務の改革・進化の停滞につながる。マスタデータ保守問題は製品や製造方法

の改革・進化の停滞につながる。日本の大手製造業は情報システムの保守問題により、ものづくりに関して世界

から遅れ始めている。情報システムの簡素化と保守性（進化可能性）の向上に正面から取り組む必要がある。

従来は生産方式を決めて生産情報システムを構築してきた。現在は需要枯渇・供給能力過剰の時代である（コ

トラー）。生産方式にこだわらず、売れるものを素早く作るタイプの「ものづくりマネジメント」を行う必要があ

る。生産情報システムの仕組みもその要請、例えば、生産方式の複合化や、新しい方式に対応できるものに改革

しなければならない。

１．日本の生産情報システムの範囲拡張

「作ったものを売らせる」、「売れそうなものを見込みで作る」時代は終わった。「顧客が求めるものを作る」こ

とを目指すと、見込みで部品や材料を先行手配しておかなければならない。さらに、応用設計や仕様見積りが生

産情報システムの範囲に含まれる。この分野でコンフィギュレータが市販されているが、様々な規則、禁則など

の作り込みに手が掛かる。コンフィギュレータ用のBOM を作るので、マスタデータの更新問題はますます複雑

化している。

中小企業では買っていただくための業務、例えば、仕様見積、納期見積、工数見積、材料見積、価格見積、支

払計画、資金繰り計画などの重要性が増している。さらに、納入後の導入設置サービスの一環として、顧客が求

める仕様を仕上げる商品が増えている。そのためのサービス部品や工具の供給も欠かせない。

部品や材料・工具の調達方法も大きく変わり始めた。部品メーカに作らせる、商社から買うだけではない。探

す、作ってもらう、供給契約して約束通り納入してもらう。材料や重要部品を自分で用意し、部品メーカに供給

する、など資材調達の仕組みが複雑化している。「かんばん」システムは中小企業にとって夢のまた夢に近い。自

社固有のサプライチェーンは築けず、異質で複合するサプライチェーンの一端を借りられるよう「購買システム」

を整備する必要がある。それは自社の生産方式に大きな影響を及ぼす。

従来型の業務システムを積み上げて改良しても、これらの課題を満たすことは不可能に近い。中小企業用ERP
パッケージを「活用」している企業は極めて少ない。

２．生産情報システムの簡素化の着眼点

（１）先行研究

GoldrattはBOMの改革と、生産スケジューリング中心のアプリケーション整備による情報システム簡素化を

提唱した。（“Hay Stack Syndrome”）
２項関係で部品構成や製造プロセスを表すのは「磁気テープ時代」の残滓である。少なくとも３次元に改革し、

工程表の中に部品構成を埋め込む必要があると主張する。これはトヨタの工程部品表よりもデータ量が少ない方

式である。続いて、製品製造プロセス、部品製造プロセスのパターンを整理し、ボトルネック工程フル活用型の

生産スケジューラを用意した。

Goldrattはスケジューラを活用する経営について語り、（小説“ The Goal” 、”Theory of Constraints”）ボト

ルネック活用に成功した。しかし、情報システムとしては実例が十分には紹介されていないまま死去した。

（２）生産情報システム簡素化の経験

筆者らはBOMを抜本的に改革し、それを参照して作動する生産スケジューラを開発した。（内容を後述） 生

産スケジューリング中心に簡素な生産情報システムを構築することを目指している。その事例を紹介する。



©技術データ管理支援協会＆手島歩三 2019

9

従業員８０名ほどの製造業で本格的な IT導入の第一歩として納期見積システム開発するよう計画していた。

納期を見積もろうと思うなら、加工対象物（部品や材料）がいつ、どれだけ入手できるか調べなければならな

い。

「いつ」を決めようと思うなら、保有する設備・機械や作業者の能力を考慮して生産スケジュールを策定しな

ければならない。

生産スケジュールを見れば、部品や材料をいつどれだけ用意する必要があるか分かり、購買計画を策定できる。

スケジューラを使うと設備・機械や作業者の負荷を調整するので、残業を一定水準以下に保つ勤務スケジュー

ルを策定できる。

労務費も計算できるので、標準原価計算も容易だ。支払計画も策定できる。製品納期が分かるので、収支の計

画を策定でき、資金繰りに利用できる。

生産スケジュールを現場と重要な外注先にタブレット端末で開示し、作業着手時と終了時にタッチすれば、生

産進捗も容易に把握できる。実績原価計算も容易である。

問題は、仕様見積りである。現在の部品表では仕様見積りに手間が掛かる。受注設計生産であるので、作り方

に着目すると、コンフィギュレータにどのような規則を組み込めばよいか見当もつかない。実際には、受注設計

生産であるが、すでに経験した製品の部分的な機能変更・部品配置変更・サイズ変更が大半を占めている。

製品種類毎に骨格となる主要部品構成は決まっている。用途を確認すれば、機能変更に対応する主要部品類が

分かる。製品の使用条件（季節、場所など複数種類有り）を聞くと細かな部品種類や形状が分かる。何通りかあ

る位置やサイズに関して言うと、加工仕様として指定すれば現場で対処できる。

顧客の引き合いに対して、製品仕様を聞くのでなく、用途・使用条件を順に聞き出すことにすれば、注文内容

を確定し易い。部分的な仕様に関しては顧客がすぐには決めかねる場合がある。その場合は「使用条件未定」と

して共通の工程と部品構成について「先行手配」することにした。

Goldrattは生産設備のライン化（一定方向に流れる）を主張しているけれど、筆者らのスケジューラではジョ

ブ・ショップ型（設備や職場を行ったり来たりする）の工場でも適用できる。

（３）生産スケジューリング技術の危ない方向

①製造現場で受け入れられない「全体最適化」

スケジューリング学会をはじめとする日本の学会では「全体最適化」を標榜しないスケジューリング技術に関

する論文を受け付けてくれない。非線形数理計画（例えば、ラグランジュ分解・調整法）、遺伝子アルゴリズムな

どを駆使した論文が多数掲載される。

しかし、ものづくりの現場では、でてきたスケジュールがなぜ最適なのか理解できない。段取の共通性に関す

る配慮がない。作業者の腕の相違に対する配慮、疲労に対する配慮など、不足していることが多々ある。それら

を全て数式に直すことは至難であるし、習熟やKaizenの結果をスケジューラに反映させる作業が煩雑で堪えら

れない。

何よりも困るのは、「全体」とはどこからどこまでか、何時から何時までか、決められないことである。さらに、

制約条件の中で、最重要な「納期」をどうすれば決められるのか分からない。また、生産能力＝保有生産資源（設

備・機械、作業者など）は現在の値は分かるが、欠勤や故障で将来は保証できない。人手不足であれば応援も頼

めるし、機械類であれば２，３ヶ月も待てば入手できる。制約の全てを決めて固定し、最適化すること自体、製

造現場にとってはナンセンスだと笑われる。

Goldarttが提供するスケジューラは「ボトルネック工程」の生産量を最大化するだけであり、全体最適とは異

質である。しかも、ボトルネックをフル活用するには、DBRすなわち「流れ生産」と「到着順加工」を生産現

場に強制しなければならない。それが不可能であれば、全体最適にはなり得ない。

②効果を得られないERPパッケージとの共存

ある大手機器メーカはERPパッケージを導入した。その中核であるMRPシステムでは負荷調整できないこ

とに気づき、スケジューラを導入した。業績が下がり始めたが、パッケージに合わせて業務を改革したので、一

時的な現象だと信じて待った。しかし、業績低下は止まらず、５年ほど後に事業を売り渡した。

MRPシステムで生じる負荷のアンバランスをスケジューリング技術で補うことは論理上不可能だ。タイムバ

ケットの枠を超えて負荷調整することはできない。作業を前倒しすると、部品や材料が間に合わない。作業を後

ろ倒しすると、親部品製造に間に合わない。

MRPシステムはゴールドラットが「在庫を持つ方式」として、存在意義を疑った生産方式である。Goldratt
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はMRPシステムの代替案としてボトルネックをフル活用する生産スケジューラを推奨している。ERPパッケー

ジとスケジューラの組み合わせを推奨する人はスケジューリング技術を理解していない可能性が高い。

このアプローチを採用すると、生産情報システムは複雑化し、効果に比べて IT投資が増える。しかもソフト

ウエアの変更拡張やマスタデータメンテナンスに時間が掛かり、ビジネス改革の足枷となる。

（４）生産スケジューリングで目指すべき事柄

①納期見積り

実現可能でかつ、できるだけ短い製品完成予定日（工場納期）を算出することが最重要である。実行可能性は

二つの視点で保証されなければならない。

ａ）加工対象物の供給可能性の保証（APT：Available to Promise）
顧客に確約できるよう、スケジュールでは加工対象物の供給が保守されていなければならない。

スケジュールを再策定した結果として、ある製品生産オーダのために意用意した加工対象物が他の生産オーダ

に横取りされて納期遅れになるのは困る。MRPシステムでは計画した数量の供給しか保証しない。したがって、

次の計画サイクルで他の生産オーダに加工対象物を奪われる恐れがある。（防げない）

製番管理方式では、横取りされないよう紐付け管理している。

ｂ）生産資源の割り当て保証（CTP：Capable to Promise）
加工対象物の供給可能性保証は当然のこととして、加工作業を担う生産資源（設備・機械、技術・技能者、治

工具・金型）がすべて揃い、実行可能でなければならない。無理な残業や、設備保全スケジュール（機械類の摩

耗劣化を防ぐ作業）の無視は厳禁である。

②そのほか、期待される事柄

ｃ）製品生産リードタイム短縮

保有する原材料（加工対象物）を投入して製品が完成するまでの期間をできるだけ短縮することが望ましい。

製品生産リードタイムが短くなると、需要が発生したとき、それを他社に先駆けて満たすことができる。

製品生産リードタイム短縮は様々な波及効果をもたらす。（後述）

ｄ）生産資源の活用

保有する生産資源をできるだけ遊ばせないよう、スケジュールを策定することが極めて望ましい。

特に、作業者には働かなくても給与を支払わなければならない。したがって、過労にならないよう配慮の上で、

遊休を防ぐことが望ましい。一定時間働いた後の休憩は欠かせない。ただし、作業者も仕事がないと、労働意欲

を失い、品質と生産性が下がる傾向がある。

設備・機械に関しては、投資回収のために稼働率を高めることが望ましい。いったん導入設置した後はメンテ

ナンス費用しか発生しないので、遊休を問題視しない経営者もいる。リースの場合は、稼働率を重視する必要が

ある。

ｅ）環境汚染・破壊への配慮

電力、燃料などのエネルギー消費を配慮すべき場合がある。電力ではピーク時の消費電力が高いと、高額の料

金を要求される。一定水準に抑えることが望ましい。

排水、廃棄物が急に増加すると、操業を停止しなければならない事態が起きる。廃棄物の産出量を把握し、一

定水準を超えないよう制御することを希望される場合がある。

３．事象駆動スケジューリング

考慮すべきことがあまりに多いので、最適とはどのようなことか、考えることさえも難しい。全体最適化を主

張するスケジューリング技術は実情に合わない。また、注文の偏り（特定品種に集中など）により、ボトルネッ

クが移動するので、Goldratt流のやり方も時代に合わない。

やむなく、事象駆動スケジューリングの仕組みを開発した。事象駆動型のシミュレーション言語、SIMULA
あるいはGPSSを使うと容易に実装できそうであるが、マスタデータを管理するDBMSと連携させることがで

きないので、手作りでシミュレータを開発した。

（１）Forward Scheduling
実現可能な納期を見積もるために筆者らはForward Schedulingを選んだ。計画期間の最初の時点から出発し

て未来に向かって生産活動に生産資源を割り当て、製品がいつ出来上がるか、製品完成予定日を算出する。

Forward Scheduling では顧客納期を守れない事態が頻発する。残業や応援、外注などを利用すれば、顧客納
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期を満たせる可能性がある。しかし、無理を重ねると作業者の疲労、設備故障などを招きやすい。見積もり段階

では若干余裕をもって納期回答するほうが賢明であると考える。納期遅れになった場合、顧客に多額の損失が生

じる恐れがある。例えば、製品が建物の付属装備である場合は、納期が遅れると、工事担当者たちが作業できな

くなり、その間の給与が無駄になる。顧客にとって確実に納期を守ることが要件である。

製品生産オーダ毎に（オーダ：顧客注文あるいは見込み生産の生産命令）、製造プロセスの最上流（複数あり）

で材料を投入して生産開始し、単体部品や組立部品などを作り、製品を組立て、仕上げ加工して検査が完了する

までの一連の作業に生産資源（設備・機械。技術・技能者、治工具・金型など）を割り当てる。各作業で生産資

源を占有する時間（着手－終了）を計算する。生産資源が空いていれば他の作業に使ってもよい。

この生産資源の空き時間を最適に配分するために、OR手法を適用できると考える人がいる。しかし、同種の

作業があればまとめて行うほうがよい、段取替えに共通性があれば、できるだけまとめるほうがよいなど、生産

現場の細かなノウハウがあり、無視すると生産性が低下し、実務に役立たなくなる恐れがある。OR手法の代わ

りに生産資源割り当ての様々な手法があり、それを組み込んだ生産スケジューラが販売されている。しかし、生

産現場のノウハウを組み込もうとすると複雑で、カスタマイズ／アドオンに手間と費用が掛かる。

Forward Scheduling の方法は幾つか考案されているが、筆者らは事象駆動シミュレーションを採用すること

にした。

（２）事象駆動シミュレーション

①オーダネットワーク（生産スケジューリング対象データ）の生成

製品生産オーダ（複数）の「製造プロセス」と行うべき作業（「task」）および、各作業に投入する加工対象物

（原材料・部品、前工程の作業成果物など）を洗い出す。さらに製造する部品類についても同様に製造プロセス

と作業、加工対象物を洗い出し、製造番号を与えて紐付けした一群のデータ「オーダネットワーク」を生成する。

（生成方法については後述：Backward Scheduling）オーダネットワークの構造は「アローダイアグラム」とほ

ぼ同じである。

②事象駆動シミュレーション準備

オーダネットワークの先頭（最初に着手すべき作業、組立品では一つのオーダネットワークについて複数あり）

の作業から順に、「task」を起動する。すなわち、生産資源を割り当て、統合工程部品表を参照して作業中に生産

活動の制御に関わる出来事が発生する時刻（複数の場合あり）を計算し、出来事テーブルに登録する。生産資源

を割り当てられない作業については、生産資源を保有する作業場所の仕掛置き場（待ち行列）に「task」を保管

する。

すべての先頭作業について出来事の登録が終わったところで、シミュレーションを開始する。

③次に起きる出来事の選択と制御

出来事テーブルの中で最初に起きる出来事を選び、模擬時計の針をその時刻まで進める。

出来事の種類に応じて生産活動制御モジュール（多種あり）を作動させる。

④生産活動制御モジュールの例

1)特定の生産資源の空き（段取替技術者など）

  空いた「生産資源」は「監督」に空いたことを伝える。「監督」はその作業場所の「仕掛置き場」の優先順

位が高い「task」を選び（仕掛置き場が空であれば何もしない）、「task」を起動する。

「task」の起動とは、加工対象物が全て揃っているかチェックし、揃っているなら「生産資源管理者」に

対して生産資源割り当てを要請する。割り当てに成功したら、「task」を起動する（出来事の発生時刻計算

など）。加工対象物の一つでも欠けているか、生産資源の一つでも割り当てできなかったら、何もしない。

2)加工成果物の産出

   「task」は次工程（後続の「task」）に作業成果物を届ける（作業成果物輸送メッセージを送る）。加工対

象物がすべて揃っているかチェックし、揃っているなら、「監督」に起動可能と報告する。監督は「仕掛置

き場」の優先順位の高い「task」を選び、起動する（生産資源割り当て、出来事の発生時刻計算など）。揃

っていない場合は何もしない。

3)作業の完了

   「task」は多くの場合（ディフォルトとして）、次工程に作業成果物を届ける。次工程の taskは加工対象

物が全て揃っているかチェックし、揃っているなら「task」を起動する。

また「生産資源管理者」に「task」に割り当てていた全ての生産資源が空きましたと伝える。⇒生産資源

の空きへ。
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4)割込み制御時間到着

 昼休み、シフトの終わり、一日の終わりなどの時刻に割り込み制御を行うことができる。

 仕掛の並べ替え：仕掛の量を調べ、優先順位の基準を変える（例：到着順加工、段取の共通性、納期優

先《製品完成希望日までの余裕時間の少ないもの》など）。

 数日先の「勤務スケジュール（ショップ・カレンダ）」変更

5)シミュレーション・モード切り替え

  モード１：通常

  モード２：技術・技能者の割り当てを止める。 ⇒ 勤務スケジュール調整の参考となるスケジュール生成

  モード３：技術・技能者および設備・機械の割り当てと止める。 ⇒ 無限山積み＝設備・機械調達計画の

参考データ生成

（３）Backward Schedulingによる資材供給 の保証

①Backward Schedulingの必要性

Forward Scheduling の前提として加工対象物の入手可能性を保証する必要がある。

購入品に関しては、在庫引き当てし、足りない場合は購入しなければならない。取引き先との交渉により、購

入量と納期は決まる。（理想は「必要なものを必要なとき、必要な量だけ」購入することであるが、輸送や生産の

都合を考慮すると、理想通りにはならない）

製品生産オーダの発行に当たって、量産品であってもできるだけ小さなロットサイズに分割してオーダを発行

することが望ましい。そうしておけば、飛び込みで急ぎの注文が来たとき、割り込ませて対処することができる。

部品生産オーダもスケジューリングの対象とする必要がある。

原材料や購入部品類は共通に、したがって大量に使用されることが多い。そのようなものは一括して大量に発

注・購入する。したがって、余剰在庫が発生する。内製・外注部品についても、同様に大量生産する場合があり、

余剰が発生する。

余剰在庫あるいは余剰購入・生産オーダを製品生産オーダに引当する仕組みが必要である。また、引き当てす

るとき、必要時期優先、入手時期優先（先入れ・先出し）が極めて望ましい。

②原材料部品の供給計画（Backward Scheduling、負荷調整＝生産資源割り付けなし）

1)工程部品展開と作業予定日計算

製品生産オーダに完成希望日（時刻でもよい）を与え。工程部品展開して各作業の完成希望時刻。着手希望

時刻、加工対象物の投入時刻を計算する。

この段階ではまだ生産資源を割り当てていないので、平均的な作業リードタイムと、平均待ち時間を設けて

時間計算することになる。

2)余剰在庫／生産計画引き当て

内製あるいは外注加工する部品（生産品目）についても、生産の都合で余剰が発生する場合がある。（加工ロ

ットサイズ、輸送ロットサイズ、生産ロットサイズなどを決めざるを得ない）その余剰を引き当てて、生産オ

ーダを発行し、生産スケジュールを策定する必要がある。

余剰在庫／生産オーダ引き当てするとき、納期の早い需要に対して、入手／完成予定時刻の早い「もの」を

引き当てることが極めて望ましい。

3)購入・生産ロットまとめ

足りない「もの」を生産するとき、ロットサイズを考慮して、必要量より多く購入・生産手配する必要があ

る。部品生産オーダには、生産量と要求量を記載し、余剰を他の要求に引き当てられるよう、需給バランス・

データを記載しておく必要がある。

4)部品生産オーダの加工着手日や購入オーダの発注日計算

  部品生産オーダを生成してみると、加工着手日が計画期間の最初の時刻よりも早くなってしまう場合がある。

購入オーダについても同様。その場合、製品生産オーダの納期（完成希望日）は守れない。

  したがって、製品生産オーダの完成希望日を超過分だけ、後ろに下げることが極めて望ましい。ただし、作

業時間や待ち時間計算の基準値としては平均値を使っているので、必ずしも完成希望日の構成をしなくてよい

場合がある。

5)オーダネットワークの先頭から製品完成までの余裕時間計算

  日程調整の参考として、オーダネットワークの先頭の作業（組立品の場合、複数あり）を製品生産オーダか
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ら直接辿れるよう、紐付けしている。

  また、各作業について、製品生産プロセスの最後の作業から、この作業までの正味作業時間合計を計算し、

記載している。このデータを用いて、製品完成までの余裕時間を計算できる。

6)「ゆる紐管理」

  大量に消化する原材料や部品類について、製品生産オーダに紐付けしないで、バケット毎に所要量を合計、

余剰在庫に引き当て、正味所要量について購入あるいは生産オーダを発行することができる。

生産品目について、製品生産オーダに対する紐付けはしていない。このような量産品目も生産スケジューリ

ングの対象としたい場合、利用者の責任において、臨時に紐付けすることができる。（ゆる紐管理）

（４）統合工程部品表管理（スケジューリングのマスタデータ）

①長続きしない生産スケジューリング

生産スケジューラを導入した企業の多くはしばらく経つと参考程度にしか使わなくなる。さらに使用を打ち切

るケースも多い。スケジューラの機能に問題がある（現場の実務に合わない）ケースがかなり多い。

しかし、ある程度役立つと判断したケースでも、数年経つと使わなくなる。その原因は、マスタデータが二通

り（生産管理用とスケジューラ用）必要であり、特に後者（スケジューラ用）のマスタデータ更新が遅れ、実情

に合わなくなることである。

従来型の生産管理用マスタデータはBOMと工程表を分離している。工程表がない場合が多い。

スケジューラ用ではBOMと工程表が関連付けられ、作業時間計算の基準値が記載されている。

製品や部品の仕様変更が起きると、BOMは更新される。それを素早くスケジューラ用BOM&工程表に反映し

なければならない。ところが、BOMのデータ量が多いので、データ更新に時間が掛かる。スケジューラ用BOM
の更新に辿り着ないうちに次の仕様変更が起き、次第にスケジューラ用BOM&工程表は実情に合わなくなる。

共通の原材料。単体部品の仕様が変わると、それを使用する親品目だけでなく、その上、最終的には製品まで

品目コードを変えなければならなくなる。トヨタの工程部品表では作業方法の改善・改良により、部品仕様や作

業仕様が変わる都度、BOMの更新作業が発生し、その煩雑さに悩まされている。

「親―子関係」で部品構成を表現するBOMにとって「データ量の爆発的増加」はほとんど防ぎようがない難

題である。「量の問題が質の問題に転換する」と言ってもよいであろう。

さらに、「親―子関係」では設備・機械や技術・技能者などの生産資源は表現できない。したがって、スケジュ

ーラ用BOMを拡張することになり、マスタデータの二重持ちを招く。

③ 統合工程部品表

BOMの代替案として、統合工程部品表とその管理エンジンを用意することにした。

製造プロセスをあるがままに表現することが肝要である。部品構成は製造プロセスで作り込まれる。

プロセスは一連の「作業」からなる。「作業仕様」を IPOにより表現する。加工対象物（組立などの場合は複

数種類有り）と、成果物（主産物と副産物－複数の場合あり）のほかに、作業に関わる設備・機械、技術・技能

者、治工具・金型も表現することにした。その他にエネルギーや工業用水も表現できる。

同じ作業仕様を異なる品目でも利用する場合がある。そこで、品目製造プロセスに作業ステップを設け、作業ス

テップにおいて適用する作業仕様を指定することにした。（そうすることにより、作業仕様の変更に伴うデータ更

新が容易になる）

多仕様化した製品や部品では製造プロセスや部品構成に共通の部分がかなり多い。そこで、多仕様品をまとめ

て「品目群」とし、製造プロセスを一括して与えることにした。仕様が異なる理由は用途と使用条件の相違によ

ると考える。（顧客の好みも使用条件の一種である）用途・使用条件に応じてどのような作業仕様を施すかを選択

することにした。

用途・使用条件が同じであれば、「品目仕様は同じ」とすべきである。（用途・使用条件が異なっても同じ仕様

であることは排除する必要がない）

この方式により、統合工程部品表データの量の増加をある程度まで防止できる。ある住宅関連企業で多仕様化

が進みＢＯＭデータが爆発的に増加して悩んでいた。ある製品分野で製品仕様が数千万件に達し、ＢＯＭ更新が

間に合わず、生産手配が困難とのことであった。統合工程部品表の方式を紹介し、その管理エンジンＳＰＢＭ

（Series Products Bill of Manufacturing）を導入していただいた。データ量は品種によって異なるが、1／100、
1／1,000、1／10,000になったとのことである。この程度であれば、マスタデータ更新作業の負担はあまり問題

にならないであろう。
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図 統合工程部品表のデータモデル（例）

BOM改革の影響

1)マスタデータ更新作業の負荷軽減

  仕様変更や工程変更、作業変更などに伴うマスタデータ更新作業の負担が軽減される。更新作業期間が短縮

されるので、改善・改良を積極的に行うことができる。

2)技術再利用の促進

  製造プロセスや作業仕様などのデータを組み合わせると、いままで作ったことがない仕様の製品を作れるこ

とが分る。その情報を製品設計・開発者や生産技術者に参照していただくことにより、既存技術の再利用を促

進できる。製品開発期間短縮と製品開発に要する労力を軽減できる。

  その結果として、真に新しい事柄に製品開発戦力を集中投入できるであろう。

3)販売方法の変化

  既存仕様の製品を顧客に説明する「押しつけ型販売」は顧客から嫌われることが多い。

  お客様の用途や使用条件を聞き出し、それに適する仕様の製品を容易に選び出すことができる。お客様にと

って使いたかたのコンサルテーションとして、好意的に受け止められるであろう。

4)仕様未定の先行手配

お客様が用途・使用条件の一部分を決めかねる場合がある。そのようなとき、部分仕様は未定として、共通

部分を先行生産手配できる。そうすることにより、顧客納期を短縮できるので、売り易くなる。

３．第二部まとめ

  事象駆動スケジューリングを実用した企業を観察すると、スケジューリングの課題が想定外のところにあると

気づいた。

（１）リアルタイムの生産進捗把握とスケジューラを使う頻度

スケジューリングは現時点の現実（刻々と変わって行く）に立脚していなければならない。従業員は予定通り

には出勤してくれない。原材料の運搬・納品もスケジュール通りには進行しない。生産活動への着手はスケジュ

ール通りには行われない。

生産実績をリアルタイムで把握することが肝要である。自動機を使っていると、夜間も作動するので、再スケ

作業ステップ

で行う加工の

内容を「加工

機能データ」

として表現す

る。

品目製造プロセス

品目

作業ステップ 作業ステップ 作業ステップ 作業ステップ 作業ステップ

先頭工程 最終工程

加工機能投入品目 主産物

エネルギー

副資材

技術者

治工具設備

加工情報

副産物

加工実績

加工機能投入品目 主産物

エネルギー

副資材

技術者

治工具設備

加工情報

副産物

加工実績 加工機能投入品目 主産物

エネルギー

副資材

技術者

治工具設備

加工情報

副産物

加工実績

塗装の二度塗りのよ

うに、同じ「加工機能」

を他の作業ステップ

で適用することがあ
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ジューリングするとき、計画期間の最初の時点で夜間に起きたチョコ停などを素早く生産実績に反映させる必要

がある。

スケジューラを毎日、さらには生産進捗変動に応じて数回使う場合がある。

（２）生産能力の可変性

多くの生産スケジューラで保有する生産資源を「制約条件」として与えることになっている。しかし、その制

約条件は生産着手すると極めて短期間で狂ってしまう。

数日先であれば、従業員は残業や休日出勤にも対応してくれる。スケジュールを眺めて余裕を見つけ、設備・

保全を十分にやっておけば、性能の時系列的変化をある程度まで防ぐことができる。お金に余裕がある企業では、

収入が増える見通しがあれば設備増強も時間を掛けずに判断する。

制約条件を固定することは、小さな企業にとって「未来を固定する」ことに等しい。言い替えると、計画時点

の意思決定により、未来を狭い枠に閉じ込めてしまう。

中小企業は機会を見つけてあらゆる工夫を重ね、辛うじて生き延びている。その工夫を妨げてはいけない。

（３）見通しをつけること

多くの中小企業において製造現場の人たちが「命令通りに働く」ことは実情に合わない。生産活動の管理者は

様々な仕事を抱えており、まとめて生産指示して、後は「現場任せ」で生産活動が進行する。人によって対応の

仕方が異なるが、周囲と相談し、自分の判断で行動している。その人たちにとって、今後どのような仕事が来る

か、自分たちが溜まっている仕事をどのような順序で消化すると、どのような影響が出るか、見通しを持って働

きたいと思っている。

もちろん、顧客納期を守り、沢山注文を取り、稼げることが現場の人たちにとっても望ましい。

暇ができると今後の仕事に合わせて工具を磨き、材料を取り出しやすいよう配置して体制を整える。その結果

として生産活動はしばしば想定よりも順調に進行する。

「好ましい近未来を招き寄せる」ことが中小企業の人たちの主要な関心であるようにみえる。
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第三部 生産情報システムと製造ビジネスの未来について

日本の製造企業の大多数は「自動化と省力」、「合理化と標準化」を目指して ITを利用して来た。その結果と

して ITがもたらしたイノベーションは「過去の人の働き方を機械へ移し替えた」水準に止まっている。需要を

予測し、計画して資材を調達し、計画を実現するために生産活動を遂行する。生産スケジュールは生産資源の有

効利用を部分的に図る方策に止まっている。

過去の延長線上に未来があると考えて経営することにほかならない。

しかし、事態は大きく変化している。

国内の価格競争に耐えるために海外に工場を移転した結果として途上国が強力なライバル「新興国」に変わっ

た。国内の工場で働く人は減少し、購買力が低下した。

P. コトラーが指摘する通り、現代は「供給過剰」「需要枯渇」の時代になっている。誰かが斬新な新製品を開

発すると、短時日のうちに模造品が出現し、価格競争を仕掛ける。「タマゴッチ」や「ボウリング産業」のように

一時的にはブームになるが、しばらく経つと消え去る事業分野が多数ある。

一方で科学・技術の発達に伴い、工業製品は高度化している。したがって、原材料の調達から最終（消費）製

品完成までの兵站線が長くなっている。異質な多数の企業や国家がサプライチェーンに関与しており、サプライ

チェーンを意のままに操作できる企業はほとんどない。

成功する製造ビジネスの形態として「プラットフォーム・ビジネス」が注目されている。自社の提供する製品

やサービスを利用する企業を多数育成することにより、需要の安定化を図ることができる。顧客が自社（プラッ

トフォーマ）の製品やサービスを売る役割を果たすと言ってもよいであろう。

サプライチェーン全体を鳥瞰して、自社の位置づけと、事業形態のあるべき姿を模索し、時代に合うよう変わ

り続ける必要があるとC. ファインは指摘する。（「サプライチェーン・デザイン」）

高度成長をもたらした従業員の働き方「決められたことを、決められた通りに実行する」とか、「報告・連絡・

相談（ホウ・レン・ソウ）」はこの変化の時代には通用しなくなった。低質の頭脳労働者を集めても、製造業は生

き残れない。自動化と省力型のアプローチで生産性向上を図っても、すぐに真似される。

フォワード・スケジューリングの仕組みを実装し、実用していただいて、幾つか日本の製造ビジネス改革につ

いて考える事柄がある。甚だ自信がないが、日本の製造業の将来のために断片を紹介する。IT利用の立場から述

べるので、視野が狭いことをお許しいただきたい。

（１）意思疎通支援

データベース・スキーマに関するＩＳＯ／ＡＮＳＩの作業グループの報告書（ＩＳＯ／ＡＮＳＩ“Assessment 
Guideline for Conceptual Schema Language”，１９８５）を読んだとき衝撃を受けた。「情報システムの使命は

（ビジネスの関与する人々の）意思疎通を支援することである」（括弧内は筆者の補足）とのことであった。

生産情報システムは製造ビジネスに関与する人々の意思疎通を支援するものでなければならない。

そのためには、ビジネス組織が関心を持つ実世界の事実をリアルタイムで的確にとらえる必要がある。そう言

えば上記報告書には、情報システムが世界と自分自身を眺める、奇妙な図が描かれていた。

その情報をデータベースに記録し、ビジネスに関与する人々が共同で参照するなら、少なくとも事実認識をあ

る程度まで揃えることができる。それは働く人々にとって意思疎通の大前提となるであろう。

計画を詳細化し、活動スケジュールを策定するなら、ビジネス活動を同期・連携させることができる。ビジネ

スは意図的行動として行われる。組織全体が意図的行動を行うことができる。

データベースに過去の経験や技術・知識を記録しておくなら、過去の人々と、現在働く人々の意思疎通もある

程度まで可能であろう。

データベースのどのような情報を搭載するか、それが重要な課題となる。杜撰な情報であれば、意思疎通の役

に立たない。

（２）好ましい未来を招き寄せる

２００５年にP. F. ドラッカーは「テクノロジストの条件」のエピローグで日本の ITの使い方を懸念している。

「日本は『意思疎通という意味のコミュニケーションのために』また、『未来のために』ITを使なさい」とのこ

とである。

「意思疎通」は世界中を相手にビジネスを展開するために核心となる事柄だ。何が意思疎通に役立つか、どの

ような事柄について意思疎通すべきか、原点に戻って考え直す必要がある。意思疎通のために使用する情報の構

造と品質が問題である。日本の製造業が抱え込んでいる大量のマスタデータの品質は極めて危ない。そのデータ

構造はビジネスの事実を適正に表現しできるとはおよそ言い難い。「パッケージに合わせて業務を改革する」など
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の妄語を信じた企業では生産情報システムが意思疎通を阻む最悪の要因となっている。

「未来のために ITを使う」ことに関して言うと、筆者は甚だ心許ない。何をすればよいのだろうか？ 数年

間にわたって考え込んでしまった。

広辞苑によると、「『将来』とは、持ってくること（弘法大師の言葉）、これから来ようとする時、未来、行く

先、前途」と記載されている。そばに、「『招来』とは、招き寄せること」が記載されている。

Forward Scheduling は、未来に役立つのであろうか？ わずかな適用事例しかないが、意味を見直してみよ

う。

説明を割愛します、当日は表示します。

①大手製造業B社モールド工場

②小企業F社の金属加工工場

③人工歯K社

④架装事業S社

（３）製造ビジネスの未来について

ドラッカーが言う「未来のために ITを使う」ことはかなり難しい。働く人たちが頭に描く未来について、事

例を踏まえて考え直す必要がある。

① 揺れ動く未来

ビジネスの状態あるいは事態は変化し続ける。働く人たちは引き合いが来たとき、それを受け入れると近未来

にどのような事態が起きるか、事象駆動スケジューリングにより模索・確認し、都合が良さそうなとき注文を取

ろうとする。 好ましい近未来を選んで、招き寄せている。どのような近未来が好ましいか、判断基準は確立し

ていないようである。

② 揺れ動く理想像

システム開発に当たってかなり多くのコンサルタントたちは「グランドデザイン」を描く。しかし、それは働

く人たちにとって奇抜で、理解困難であり、トップダウンで押し付けられるものでしかない。実際トップに聞い

てみると、明確な理想像は持っていない。納期見積りと同様に「経験と勘」で良さそうと思い込んでいるに過ぎ

ない。

要求分析・定義段階で、「システムはどう変えても構わないけれど、画面は絶対変えてはいけない」と要求する

利用者がかなり大勢いる。「要求を固めて」システムを開発することには無理がある。

③ 近未来像の変動と進化

利用者が求める未来像は、ごく手近なところにあって、不完全である。それを実現してみると、さらなる要求

が出て来る。近未来像は進化して行くと考えるほうがよさそうである。

④ 進化を可能にする仕組み

情報システムを構築するとき、ビジネスの現実の主要部分をあるがままに受け入れ、実装して要求の変化を待

つほうが利用者に受け入れられやすい。

そのことを実装する側から見ると、「簡素化」・「モジュール化」・「疎結合化」が肝要である。しかしそれだけで

は足りない。利用者が自らの手で細かな事柄を組み込める仕組みが必要である。ビジネス・プロセスを「もの」

の変化に着目して整理し、マスタデータとして利用者が表現することが大いに役立つ。マスタデータに細かな計

算や制御の指令を登録し、アプリケーションはそれを参照して作動する仕組みであれば、ある程度進化に対処で

きる。「マスタデータによる変更対応」とでも呼ぶことになろう。それはオブジェクト指向技術の弱点を補う方策

の一つである。

つまり、製造ビジネスにおいて様々な部品や加工方法がある。それをインスタンスとして表現することには無

理がある。種類があまりにも多く、改善・改良の都度ソフトウエア技術者の手を借りるには時間と費用が掛かり

すぎる。

（４）第３部のまとめ

製造業のビジネスは変わり続ける。ビジネスの事実を捉える基幹系情報システム（Mission Critical System）

も変わり続けなければならない。基幹系アプリケーションの中には法律などにより定められ、変わらない部分が

あるかもしれない。そうであれば、要求分析・定義から始まるウォータフォール型のソフトウエア開発アプロー

チを適用できるであろう。しかし、大半の業務アプリケーションにはウォータフォール開発は弊害が多い。固め

る必要がない事柄まで固めようとする。その結果として、変更・拡張が困難なソフトウエアができてしまう。
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中小の製造企業が迷いながら、破綻を来さないよう ITを使い続けるために、進化型開発アプローチが必要で

ある。また、進化可能なソフトウエア構造、情報システム構造について研究が必要である。

生産管理方式を固めて生産情報システムを構築しようと試みるのは時代に逆行している。

―以上―


