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� 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
チングルールに基づいてスケジュールを作成している。
従来のジョブショップスケジューリング問題の拡張として、

同一工程を処理することができる能力の異なった機械がジョブ
ショップ内に複数存在する #以下、フレキシブルジョブショッ
プ$スケジューリング問題について考えると、一つの工程を処
理できる機械が増えるため、ジョブに対する納期の設定を短縮
させることができる。一方で、スケジューリングに関しては、
より複雑な問題となる。これまで、ジョブショップスケジュー
リング問題については、ディスパッチングルールを用いた研究
が数多く行われてきているが、フレキシブルジョブショップに
関してはあまり考慮されてこなかった。
そこで本研究では、第一に、従来のディスパッチングルール

を拡張することによりフレキシブルジョブショップスケジュー
リングに適用可能なディスパッチングルールを提案し、シミュ
レーション結果を定量的に評価し、その有効性を実証する。第
二に、知識ベースを用いて、ジョブショップの状況に応じてデ
ィスパッチングルールの切り替えを行うことのできるスケジュ
ーリングシステムを提案する。

� 対象モデル
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
機械は一台で数種類の作業を行うことができ、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
フレキシブルジョブショップ問題に対応可能なディスパッチ

ングルールについて考えると、従来考えられてきた各工作機械
が一種類の工程しか処理できないという前提でのディスパッチ
ングルールに対して、考慮しなければならない点が増える。以
下では、その考慮すべき点を二つ挙げ、フレキシブルジョブシ
ョップ問題に対応可能なディスパッチングルールについて説明
する。



ディスパッチングルールのアルゴリズム

従来の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、機械で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、見かけ上は数種
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。この点を考慮し、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を ����%&&��'�()の三つについて
以下に示す。

�����から �����までは各ルール共通である。

�����* 時刻 �において、空いている機械と着手可能な
ジョブのリストを作成

�����* �����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

�����* 機械に対する割付けジョブ数が多いものを選択

�����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

#�$ �'�()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
,� 同様に納期余裕の平均値について計算
-� #納期余裕の平均値$�#処理時間の平均値$を �とする
.� #納期余裕$��/#処理時間$の値が最小である組み合わ
せを選択

機械のアイドルについて

本研究で対象とするモデルでは、各機械には処理能力に差が
あるものとしているので、機械によって工程の処理時間が異な
る。これは、機械によって得意、不得意な加工が存在すること
であり、この時、あるジョブの工程時間に着目するとその時点
で加工中の機械の処理時間の方が、現在空いている機械の処理
時間よりも格段に短くなる場合がある。そうした場合には、現
在加工中でない機械は、加工中の機械の処理が終わるまで待機
状態にさせておくということで、現時点で着手可能なジョブを
割付けるよりも結果的に良い結果となることが起こり得る。こ
の、機械を待機状態にさせておく、という概念を、現在加工中
だがある一定時間内に処理が完了する機械とジョブについては
ディスパッチングルールの選択肢に含める、とすることで機械

の待機という概念をディスパッチングルールに実装した。
このように機械を一定時間、待機状態にしておくという考え

方は、より良い選択肢が増える一方で、どこまでを選択肢とし
て含めるのかによって逆に機械の稼働率の減少などの悪影響を
招いてしまう可能性があり、その決定法が重要となってくる。
このアルゴリズムは上記のアルゴリズムの �����の空いて

いる機械と着手可能ジョブのリストに、一定時間以内に処理が
完了する機械とジョブを加えることで拡張できる。
以下、本論文では、現在処理中の機械とジョブの中で残り処

理時間がいくら以内ならば選択肢として含めるかの基準時間を
待ち合わせ時間とする。また、各ルールに機械のアイドルのバ
リエーションを加えたルール名を

#ディスパッチングルール名$ 0 #待ち合わせ時間$

と表記する。

� 本研究で提案するスケジューリング

システム
ディスパッチングルールによるスケジューリングはジョブシ

ョップスケジューリング問題のように、複雑でほかに有力な解
法のない問題に良く用いられるが、計算時間やメモリ容量が少
なくてすむ反面、探索のような試行錯誤的な方法を用いないた
め、最適化については二の次になってしまっている感が否めな
い。
そこで、本研究では、複数のディスパッチングルールをショ

ップの状況に応じて使い分けることで、単一のルールを使い続
けるよりもより良いスケジュールを得ることができる、という
考え方から、スケジューリングシステムを提案する。
本研究において構築したスケジューリングシステムは、大き

くプランニングシステムとシミュレーションシステムの ,つの
サブシステムから構成される。シミュレーションシステムとプ
ランニングシステムとの間で情報をやり取りしながらスケジュ
ールの作成を行う。

��� スケジューリングシステムの構成
構築したシステム全体の概略図を図 +に示す。
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図 +* スケジューリングシステムの概略図

����� プランニングシステム

プランニングシステムは、知識ベースにより構築されるシス
テムであり、適用するディスパッチングルールの決定などを行
う。
���������は、複数あるディスパッチングルールの中からど

のルールをスケジューリングに用いるかを決定するシステムで



あり、 ������ %�	�によりシミュレートされた各ルールの
結果を入力として受け取ることで動作する。
�����は、 ������ %�	�の動作を決定する部分であり、

どのディスパッチングルールをシミュレーションに用いるかや、
シミュレートする時間、ディスパッチングルールの切り替え間
隔などを決定する。
本システムは、簡単なルールを組み合わせることで複雑な事

象に対応できることなどの理由から、知識ベースシステムを採
用している。

����� 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 �	����1

���から成り、ディスパッチングルールを用いたシミュレーシ
ョンや、ジョブの機械への割り付けや、投入ジョブの発生といっ
た、イベントの管理などを行う。
������ %�	�は適用可能なディスパッチングルールのセッ

トを組み込んでおり、�����の指示によって動作する。 ���1

��の指示によって、実際に複数のディスパッチングルールを
適用しシミュレーションを行い、その結果を ���������へと返
す。
�	�������は、実際の工場をシミュレートするシステムであ

り、機械へのジョブの割り付けや、投入ジョブなどのイベント
の管理を行う。 ���������からのスケジュールを入力として受
け取る。
本システムは汎用プログラミング言語である、(言語で記

述されており、イベント中心のモデル構成概念を採用している。
機械への加工部品の到着と機械での部品の加工終了をイベント
として扱い、時刻はイベントの発生ごとに不等時間間隔で刻ま
れるものとする。すなわち、モデルの状態を現在の時刻から最
も近いイベントの発生時刻へ移行させることによりシミュレー
ションを行っていく。

��� スケジューリングの流れ
スケジューリングシステムにおける、スケジューリングの流

れは以下のようになる。

+� 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 ������ %�	�へのディスパッチングルー
ルによるシミュレーションを指示する

-� ������ %�	�により複数のディスパッチングルールを
ある一定時間シミュレートし、 ���������へ結果を入力
する

.� ���������によって、適用するディスパッチングルール
を決定し、スケジュールを �	�������へ入力する

2� #,$へ #スケジューリングが終了するまで繰り返す$

� 実験
本研究で提案するディスパッチングルールと、スケジューリ

ングシステムの有効性を示すために ,つの実験を行う。第一に、
各ディスパッチングルールの性能比較と待ち合わせに関する実
験を、第二に、提案するスケジューリングシステムに関する実
験を行う。
シミュレーションの実行環境は、3�が ��3� 2�4、(�5

が5���� ���6( 77 -88"9:である。

��� 実験 �

フレキシブルジョブショップ問題の最適化に対応可能なディ
スパッチングルールの有効性を示すために、計算機によるシミ
ュレーションを行った。そして、実験の結果をから二種類の解
析を行う。第一に、各ディスパッチングルール #����%&&�

�'�()$の性能比較を行う。第二に、待ち合わせ時間と工程
時間の関係がスケジュールに与える影響について解析を行う。

����� 問題設定

本実験で用いるジョブショップのモデルは、ジョブの投入時
刻はすべて同一の時刻とする、静的問題とした。問題設定は下
記に示す。

ジョブ数 * +8

機械数 * 2

工程数 * 4～ +8の一様分布
工程処理可能機械数 * +～ -の一様分布
工程時間 * 下記参照
納期 * #総処理時間$� +�2

各オペレーションの工程時間は上限と下限を決めた一様分布
で与え、下限は +8に固定し、上限は -8�28�;2�+88の四種類を
設定した。

����� シミュレーション方法

シミュレーションは、 ����%&&��'�()の三つのディス
パッチングルールを用意し、各ルールにバリエーションとして
待ち合わせ時間を加えたものを一つのディスパッチングルール
として扱う。待ち合わせ時間は、各ルールに対して 8�2�+8�,8�

-8�.8�28の七種類を設定した。シミュレーションは、各ルール
において問題設定が同じもの、すなわち工程時間の上限が同じ
ものを一つのセットとして扱い、各ディスパッチングルールに
ついて 288回行った。

����� 結果と考察

各ディスパッチングルールにおける最大滞留時間と平均

納期遅れの比較

フレキシブルジョブショップ問題における、 ����%&&�

�'�()の各ディスパッチングルールの性能を評価するため、
比較を行った。評価値として、最大滞留時間 ���� #表 +$の平
均値と平均納期遅れ <� #表 ,$の平均値を用い、各ディスパッ
チングルールと工程時間の上限値の関係とともに表に示す。こ
こでは、各ディスパッチングルールのバリエーションとして待
ち合わせ時間なしのものについてだけ表に示す。

最大滞留時間 !���
工程時間の上限値 -8 28 ;2 +88

��� .,.�= =,4�+ 44+�= ++-.�>

%&& .-=�> =.+�8 >+8�> ++=4�2

�'�() .,=�- =-+�4 44-�- ++-.�4

表 +* 各ルールにおける最大滞留時間



平均納期遅れ <�

工程時間の上限 -8 28 ;2 +88

��� ..�8 2=�4 ;.�- >2�>

%&& .-�8 2=�. ;,�- >-�,

�'�() .-�4 2=�4 ;-�; >.�-

表 ,* 各ルールにおける平均納期遅れ

シミュレーションの結果から、 ���は最大滞留時間の最小
化に有効であり、%&&��'�()は平均納期遅れの最小化に有
効であるということを示すことができた。これは、従来のジョ
ブショップ問題についても研究によって示されてきたことであ
り、フレキシブルジョブショップについても同様な結果を得る
ことができるディスパッチングルールの作成をすることができ
たといえる。
しかし、それぞれのルールの評価値の差は微小であり、評価

尺度に対して絶対的ではないことを付け加えておく。今後、デ
ィスパッチングルールを切り替えることのできるスケジューリ
ングシステムの構築の際には、他のディスパッチングルールに
はないような、より評価尺度に特有なルールの作成が必要にな
ってくる。

待ち合わせ時間と工程時間の上限値の関係

本論文で提案するディスパッチングルールの待ち合わせの有
効性と、有効な待ち合わせ時間が、一様分布で与えられる工程
時間の上限値によって大きく変化することを示す。各ディスパ
ッチングルールにおいて、待ち合わせ時間と工程時間の上限値
の関係を図 , に示す。縦軸は平均納期遅れと最大滞留時間の
最良解の合計回数、横軸は各ルールにおける待ち合わせ時間と
し、工程時間の上限値 -8�28�;2�+88についてそれぞれプロット
をしたものである。
実験結果より、 ����%&&については、工程時間の上限に

よって多少ばらつきはあるものの、待ち合わせが有効であるこ
とがわかる。しかし �'�()については、待ち合わせの有効性
が確認できなかった。これは、 �'�()に用いる評価値に問題
があり、加工中のジョブを評価する際に現時刻での納期余裕を
用いてしまったためであると考えられる。本来なら、加工が終
了する時点での納期余裕を評価値に用いるべきである。
このように、加工中のジョブを選択肢に含める場合には、そ

の評価値を現在時刻でみるのか、加工終了時刻でみるのかが重
要になってくる。 ����%&&については、現時刻での評価値と
加工終了時での評価値は同じため、先に述べたことを考慮する
必要がなかったために、待ち合わせが意図したように機能した
ものと考えられる。
本実験により、フレキシブルジョブショップ問題では、機械

をある程度の時間、待機状態にしておく、ことがスケジューリ
ングの改善に及ぼす影響は大きいということができる。
今後、どういう状況の時にどのくらい待ち合わせをとるべき

なのか、また逆にとらないべきなのかといった判断基準を明確
にしていき、状況によってディスパッチングルールを切り替え
るシステムの構築に役立てたいと考えている。

��� 実験 �

本研究で提案する、ディスパッチングルールをショップの状
況により切り替えるスケジューリングシステム、の有効性を示
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図 ,* 待ち合わせ時間と工程時間の上限の関係
#上から ����%&&��'�()$



すために、単一のディスパッチングルールでのスケジューリン
グ結果とのディスパッチングルールを切り替えたシステムでの
スケジューリング結果のパフォーマンスの比較を行う。またパ
フォーマンスの比較には、平均滞留時間 <� と平均納期遅れ時間
<� を用いる。

����� 問題設定

本実験で用いるジョブショップのモデルは、ショップ内に断
続的にジョブが到着する、動的ジョブショップ問題とした。問
題設定を以下に示す。

ジョブ数 * +88

初期ジョブ数 * +8

平均到着時間間隔 * 負荷率 8�2

機械数 * 2

工程数 * 4～ +8の一様分布
工程処理可能機械数 * +～ -の一様分布
工程時間 * 下限 +8�上限 28の一様分布
納期 * #総処理時間$� -�8/投入時刻

ここで、負荷率 �は +工程当たりの平均加工時間とジョブの
平均到着時間間隔の比とする。

����� シミュレーション方法

シミュレーションは、上記に示した問題設定により、切り替
え可能なディスパッチングルールを ���08�%&&08��'�()08

の三つを用意し行った。ディスパッチングルールの切り替え間
隔は +288とする。この場合、シミュレーション時間を >888と
すると、解の総数は -� となる。
この中でそれぞれ平均滞留時間と平均納期遅れ時間における

最良解と、 ���08�%&&08��'�()08における解との比較を
行う。このシミュレーションを +88回行い、評価値の平均値を
比較する。また実行速度についても比較を行った。

����� 結果と考察

本手法と各ディスパッチングルールの評価値の比較

本手法と、各ディスパッチングルールにおける、平均滞留時
間と平均納期遅れ時間の関係を表 -に示す。

平均滞留時間 平均納期遅れ時間
本手法 2.,�8 >.�>

��� 2=+�8 ++=�2

%&& 2=2�8 ++.�.

�'�() 2;8�8 ++.�=

表 -* 平均滞留時間と納期遅れ時間

本手法と各ディスパッチングルールの実行速度の比較

本手法と、各ディスパッチングルールにおける実行速度の比
較を表 .に示す。ただし、実行速度は(�5時間で測定を行っ
た。

(�5時間 ?���@

本手法 -44�>+

��� -�==

%&& .�-,

�'�() +2�>,

表 .* 実行速度の比較

上記のシミュレーション結果より、単一のディスパッチング
ルールを使い続けることよりも、状況によって切り替えること
によってスケジューリングの精度を向上させることができるこ
とが分かる。
今回の実験では、本システムの可能性を探るために、すべて

のディスパッチングルールの組合わせをから最良解を求めた。
しかし、当然のことながら実時間での使用を考えた場合には、
すべての組合わせ列挙するような時間的余裕はない。また、今
回の実験ではディスパッチングルールのセットとして -つのル
ールしか用意しなかったため、ある程度短い時間ですべての解
を求めることができたが、今後ディスパッチングルールの数や、
待ち合わせなどと行ったバリエーションを考えると、とてもす
べての解を列挙することはできない。
そのようなことから、今後どのような状況の時にどのルール

を選択するべきかの判断基準や、先読みを行ってディスパッチ
ングルールを選択する方法などどのようにしてディスパッチン
グルールを選択するかが重要になってくると考えられる。
また、他のルールにはない特徴的な効果のあるディスパッチ

ングルールの作成などもこのスケジューリングシステムには重
要である。

� 結論
これまでの研究において以下の結論を得た。

� フレキシブルジョブショップ問題に適用可能なディスパ
ッチングルールを提案し、その有効性を示した。

� フレキシブルジョブショップ問題における機械の待機の
重要性について論じ、本研究で提案したディスパッチン
グルールを拡張し、その有効性を示した。

� ディスパッチングルールを状況により切り替えることの
できるスケジューリングシステムを提案し、その可能性
について示した。
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