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� 研究の背景と目的
�������� ���	
���	��� �������以下、 ����などの多品

種少量生産システムにおいて、スケジューリングは効率的な生
産を行う上で非常に重要な要素の一つである。 ���の工程の
スケジューリング問題を代表とする複雑で非常に解空間の大き
な問題に対しては、すべての解を求め最適解を導き出すことは
事実上不可能である。このため、最適解に近いであろうと思わ
れる準最適解を求めることが要求され、これまで様々な手法が
研究されていが、これといった手法が確立されていないのが現
状である。このようなことから多くのシステムではディスパッ
チングルールによる手法に基づいてスケジュールを作成してい
る。この手法は選択対象の優先度を計算しその値が高い対象を
順次割り付けるといった手法であるが、短い計算時間で解が求
まるという利点の一方、探索的な要素を含まないために解の精
度はよくないといった欠点を持つ。
対象モデルとしては、一つの工程は一つの機械でしか実行さ

れず、一つのジョブは各工程機械に一度づつ処理される、とい
った制約があるのが一般的である。またスケジューリング方法
をそのモデルに依存している。しかし、実際の生産においてそ
のような制約があるとは限らない。
本論文ではより現実的に近い ���のモデルとして一つの工

程を処理できる機械が複数あり、またそれぞれにおいてその処
理時間に差があるようなモデル �以下、フレキシブルジョブショ
ップ�を対象とする。このフレキシブルジョブショップに対応可
能なディスパッチングルールのアルゴリズムを提案する。
提案したディスパッチングルールを基にディスパッチングル

ール切り替え型スケジューリングシステムの開発を行なった。
本システムはスケジューリングに用いるディスパッチングルー
ルを工場の状態によって動的に切り替えることが特徴である。
このシステムにより、様々な大きさの問題に柔軟に対応できる
ことを計算機によるシミュレーションを通して定量的に評価し、
その有効性を実証する。また本スケジューリングシステムの完
全な自律化のために不可欠な様々な要素についても言及し、今
後のシステムの発展についての考察を行う。

� 対象とするモデル
本研究では、工作機械が複数台ある生産設備において数種類

の製品を生産する環境での、生産工程スケジューリングを対象
とする。工作機械は一台で一種類ないし数種類の作業を行うこ
とができるものとし、またそれぞれが行うことのできる作業の
種類やその処理時間に違いがあるものとする。
ジョブは複数の工程を経て完成するものとし、各ジョブに対

してその工程を定義する。同時に納期についても定義する。ま
た各工程を処理可能な機械数とその処理時間もそれぞれ定義す
る。ジョブの工程数、工程時間、工程処理可能機械数はそれぞ
れ、上限と下限を設定した一様分布で与える。納期は各ジョブ
について総処理時間の実数倍として定義する。
各ジョブにおける処理順序は変更できないものとし、複数の

ジョブの合流や一つのジョブが複数のジョブに分割されること
は想定していない。工作機械は同時に二つ以上のジョブの加工
はできないものとし、また問題の簡略化のため仕掛品の搬送時
間は無視し、段取り時間は工程の所要時間に含まれるものとす
る。

� 本研究で提案するディスパッチング

ルールのアルゴリズム
従来のジョブショップを対象としたディスパッチングルール

では、次に加工するジョブをそのルールに基づいて、各機械ご
とに加工を待つジョブの中から選択していけばよい。しかし、
フレキシブルジョブショップの場合はすべての機械とジョブの
割り付け組合わせを個別に評価し、機械への割り付けを行う必
要がある。これは見かけ上、数種類の機械の待ち行列に同じジョ
ブが存在することがありうるためであり、各機械ごとに待ち行
列のジョブを評価できないためである。このアルゴリズムによっ
て従来のディスパッチングルールを維持しつつフレキシブルジョ
ブショップへの拡張が可能となる。ここでは、 �����������

��������� ���� � 最小加工順�� ����������� �	������

� 最早納期基準�について示す。

�����から �����までは各ルール共通である。

������ 各機械の待ち行列中に他の機械で加工できるジョブ
がなければ、その機械には従来のディスパッチング
ルールを適用する。そうでない機械に関して、機械
と待ち行列中のジョブのリストを作成する。

������ �����で作成したリストから割付け可能なすべて機
械とジョブの組合わせのリストを作成する。

������ 機械に対する割付けジョブ数が多いものを選択する。

�����の適用後、選択肢が複数存在する場合には各ディスパッ
チングルールごとの評価に移る。

��	の場合
�� 処理時間の総和が小さい組合わせを選択


��の場合
�� すべての組み合わせにおいて処理時間の平均値を計算
 � 同様に納期の平均値について計算
!� �納期の平均値���処理時間の平均値�を �とする
"� �納期���#�処理時間�の値が最小である組み合わせを選択



� 本研究で提案するスケジューリング

システム
本研究で提案するディスパッチングルール切り替え型スケジ

ューリングシステムの概要について述べる。スケジューリング
システムは大きく分けてプランニングシステムとシミュレーショ
ンシステムの二つサブシステムより構成される。スケジューリ
ングは、二つのサブシステムによる情報のやりとりによって行
なわれる。

��� プランニングシステム
プランニングシステムは、 ������ と ����$	�� から構成

される。このシステムでは次のことを行う。

��� ディスパッチングルールの切り替えタイミングの決定。
� � シミュレーションを行うためのディスパッチングルール

セットの決定。
�!� 先読み深さの決定。
�"� 実際のスケジューリングに用いるディスパッチングルー

ルの決定。
�%� 先読み時に用いる短期的評価関数の決定。

プランニングシステムは当研究室で開発された論理型プログ
ラミング言語である、 &�������� '����� �������&&'��( )

を用いた。&&'�は

� 状況に応じて推論に用いる知識セットを切り替える機能
がある

� 簡単なルールを組み合わせることで複雑な事象に対応で
きる

などの特徴を持つ。

��� シミュレーションシステム
シミュレーションシステムは、 ����� ������ と ���	���

�� から構成される。このシステムでは次のことを行う。

��� プランニングシステムによる決定に基づき、ディスパッ
チングルールを選択肢とした解空間の探索を行う。

� � ジョブの機械への割り付けや、ジョブの発生といった、
イベントの管理を行う。

��� スケジューリングの流れ
スケジューリングの流れを図 �に示す。

��� 問題を設定し、 ������ にスケジューリングの開始を
指示する。

� � ������ から ����� ������ へシミュレーション開始
の指示をする。 ������ から ����� ������ への入力
は

�� 使用するディスパッチングルールセット
 � ディスパッチングルールの切り替え間隔
!� 探索の先読み深さ

�!� ������ の動作指示に基づいて ����� ������ がシ
ミュレーションを行い、その結果を ����$	��に渡す。

�"� ����$	��によって適用するディスパッチングルールを
決定し、そのディスパッチングルール名を ���	����に
伝える。

�%� ���	����がディスパッチングルールを実際に適用し、
スケジューリングを進める。

�*� � �へ �スケジューリングが終了するまで繰り返す�

Search Engine

rule1 ruleN

Scheduler

rule1 ruleN

if evaluation value of this group
is the highest, "rule1" is selected

Simulator

rule1 ruleN

selected!

    dispatching rule set (rule1,...,ruleN)
    dispatching change interval (t1)
    look ahead depth (n)

・
・
・

current
scheduling state

t

t+t1

t+t1*n

caluculate evaluation value each groups

t

t+t1

t+t1*n

Planner

t

t+t1

図 �� スケジューリングの流れ

��� 短期的評価関数
����$	��では先読み結果より適用するディスパッチングルー

ルを決定する。この際、他のディスパッチングルールについて
はそれ以上探索を行なわない。このことを枝狩りといい、探索
空間を狭めるために行う。本研究においてはこの枝狩りに用い
る評価関数のことを短期的評価関数と呼ぶこととする。工程ス
ケジューリングにおいてはこの短期的評価関数として、一定期
間内に処理した工程数の多いものを選択する、ものが一般的で
ある。本研究においては、評価する時点からみて過去の評価だ
けでは短期的評価関数としては不十分であると考え、その時点
におけるスケジューリング対象の状態も考慮することとした。
具体的には一定期間内に処理した工程数とともにその時点にお
ける工場の込み具合いを表す各機械の待ち行列長を短期的評価
関数とする。
短期的な評価の柔軟性、すなわち様々な状況に適用できる評

価関数ということを考えると、複数の中から単一の評価関数を
適用したのでは不十分であり、複数の評価を組み合わせて使う
といった手法が必要となる。この時、一般的には個々の評価尺
度に重み付けをしてその係数を調整することによって複数の評
価尺度を組み合わせる。しかしながら重み付けの係数の調整は
非常に難しい。そこで本研究では短期的評価の方法として、第
一評価値、第二評価値といったように評価を適用する順位付け
を行うことで複数の短期的評価を組み合わせることとした。
本論文では第一評価値として工程の処理時間のみの短期的評

価法を+ �����$��+、第一評価値が工程の処理時間で第二評価
値が各機械の待ち行列長の短期的評価法を+�����$� +とよぶ
こととする。



� 計算機によるシミュレーション
スケジューリングシステムの有効性の検証のために計算機に

よるシミュレーションを行う。実行環境は ,�が �	�,� %�-、
'�. が .�����/&' 000 ��1%234 である。

��� 実験条件と方法

(実験条件)

� 投入ジョブ数 � 51

� 初期投入ジョブ数 � �1

� 工程処理機械数 � 区間 (��!)の一様分布
� 各ジョブの工程数 � 区間 (-��1)の一様分布
� 工程時間 � 区間 (�1�%1)の一様分布
� 納期 � 投入時刻 #�総処理時間��!

� 負荷率 � 1�5

(実験方法)

�ディスパッチングルールセット
� ���� ���� �6/'7

�ディスパッチングルールの切り替え時間
� � %�  11�  %1� !5%� %11

� 先読み深さ � 8�8�8 8�8!8�8"8

� 短期的評価 � 第一評価関数 � 処理工程数
第二評価関数 � 待ち行列長

�各問題設定に対して �11回のシミュレーション

��� スケジューリングシステムの性能の検証
単一のディスパッチングルールによる手法と本スケジューリ

ングシステムによる手法の比較を行う。単一のディスパッチン
グルールによる手法には ���を用いた。スケジューリングシス
テムの設定は先読み8�8、ディスパッチングルールの切り替え時
間は8%118に設定したものである。評価値は平均滞留時間、 9��図
 �と平均納期遅れ時間、 9� �図 !�とする。グラフは各問題に
対して単一ディスパッチングルールの評価値を8�8とした時の本
スケジューリングシステムの評価値をプロットしている。また
各評価値の平均値と'�.時間を表 �に示す。表中のカッコ内の
数字は各手法を比較して評価値が勝った回数を表す。

表 �� 本システムと ���の評価値の比較
手法 9� 9� '�.時間 (���)

本システム :5"�%!�*-� !!-�5"�5!� *"�!!

��� ::"�5!�! � !%-�-%� 5� ���*

実験結果より本手法の有効性が確認できる。平均滞留時間、
平均納期遅れ時間ともに単一ディスパッチングルールによる手
法と比較して大幅に評価値が改善している。
本実験で用いたスケジューリングシステムの設定は、先読み

深さ8�8、ルールの切り替え時間間隔も比較的長めに設定した。
また各選択点でのディスパッチングルールの選択の方法も、そ
の期間において処理工程数の多いものを選択する、という一般
的なものとしている。比較的単純な設定においても単一のディ
スパッチングルールよりも良い結果が得られた。さらに、短期
的評価関数の設定、先読み時間の設定、ルール切り替え時間の
設定を状況に応じて行うことでより柔軟なスケジューリングが
可能であると考えられる。このようなことからも本スケジュー
リングシステムの有効性を示すことができる。
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図  � 本システムと ���の評価値の最大滞留時間の比較
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図 !� 本システムと ���の評価値の最大納期遅れの比較

��� 知識ベース構築のための検証
本研究で提案するスケジューリングシステムの完全な自律化

のためには、知識ベースシステムの利用が不可欠である。本シ
ステムにおける知識ベース構築のためには

��� 各短期的評価がスケジュールに与える影響について
� � 先読み深さの違いによるスケジュールへの影響について
�!� ルール切り替え間隔について

などを考察する必要がある。またこれらの考察点は独立のも
のでなくすべて相互的に関連をもったものである。

��先読み深さの違いによるスケジュールへの影響について

ここでは、ディスパッチングルールの切り替え時間を8 %18に
設定し適切な先読み深さについて検証を行う。
図 "、 %は横軸に先読み深さ、縦軸にそれぞれ平均滞留時間と

平均納期遅れ時間をプロットしたものである。
短期的評価方法には "�"節で解説した+ �����$��+�+�����$�

 +を用いた。

�����$��では先読み深さ8 8以降、各評価値とも解の精度が
上がっていない。また同様に�����$� では先読み深さ8!8以降、
解の精度が上がっていない。このことから、各短期的評価には
それぞれ特有の有効な先読み深さがあるといえ、解に与える影
響も異なる。また必要以上の先読みは解の精度に影響を及ぼさ
なくなり、計算時間の無駄となる。

��先読み深さとルール切り替え時間の関係について

図 *は横軸にディスパッチングルールの切り替え時間、縦軸
に最良解の回数をとり、先読み深さごとにプロットしたもので
ある。図 5は横軸にディスパッチングルールの切り替え時間、
縦軸に '�.時間をとり、先読み深さごとにプロットしたもの
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図 "� 先読み時間と平均滞留時間の関係
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図 %� 先読み時間と平均納期遅れ時間の関係

である。短期的評価には、+�����$� +を用いた。
図 *において、先読み8!8のグラフをみるとルールの切り替え

時間8� %8から8 118にかけて最良解の数が増加しピークになり、
その後は最良解の回数が減少する。8%118においてはかなり少な
い回数となっている。本実験で設定した短期的評価においては、
精度が高い探索を行なってもある程度の未来状態がシミュレー
トできないとあまり良い解が得られない。また精度が粗い探索
を行なってより未来状態をシミュレートしても現時点における
選択にはあまり有効な手がかりにならないといったことが言え
る。また先読み8�8の場合には、逆に切り替え時間8%118におい
て最良解の回数がピークとなっており、先読み8 8においては
8� %8で最良解の回数がピークとなっている。

� 考察
本システムでは各選択点における選択肢がディスパッチング

ルールそのものであるためその数は一定となる。そのため、先
読みの際の計算時間はほぼ先読み深さの累乗に比例する。先読
み深さが等しければ、ルールの切り替え時間が計算時間に与え
る影響はたかだか整数倍である。すなわち、計算に要する時間
が決定している時にはディスパッチングルールの切り替え時間
を変化させて計算時間を制御することになる。ディスパッチン
グルールの切り替え時間が短ければ探索の精度が上がるが局所
的な範囲しか対象にできない。逆にディスパッチングルールの
切り替え時間が長ければ探索の精度は下がるがより長い未来状
態までが対象となる。このようなことから本システムでは先読
み深さとルールの切り替え間隔、その計算に要する時間の見積
りの関係をさまざまな問題において解析する必要がある。
知識ベースの構築には、「探索にかけることのできる時間か

ら適切な先読み深さとディスパッチングルールの切り替え時間
を決定できること。またその決定には問題の性質、短期的評価
関数の関係も考慮すること」が必要となる。
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図 *� ルール切り替え時間ごとの最良解の回数
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図 5� ルール切り替え時間ごとの '�.時間

� 結論
本研究では、従来のディスパッチングルールの拡張としてフ

レキシブルジョブショップに対応可能なディスパッチングルー
ルのアルゴリズムを提案し、計算機によるシミュレーションに
よりその妥当性を確認した。またディスパッチングルール切り
替え型スケジューリングシステムを提案し、その有効性を計算
機シミュレーションにより示した。

本スケジューリングシステムではディスパッチングルールを
選択肢とすることで比較的大きな問題に対応できることが可能
である。またディスパッチングルールの切り替え時間を変化さ
せることで精度の高い探索や粗い探索などに対応できる。しか
しながら現在のシステムは自律的に動作しているとはいいがた
く、シミュレーションシステムの域を脱していない。より本シ
ステムが自律的なスケジューリングシステムとして動作を行う
ためには知識ベースシステムの構築が不可欠であると考えられ
る。今後この研究は知識の獲得、また知識ベースの自動生成と
いった、知識ベースシステムの構築の部分に注力していく必要
がある。
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