
属人化、突発対応、利益向上…

生産スケジューリングの3大課題に
挑むためのシステム化の観点とは



第一章 生産スケジューリングにまつわる3つの課題

課題 １： 仕事が属人化してしまい、業務の引継ぎリスクが高い

顧客ニーズの多様化による製品の種類の増加や、新旧製品の入れ替え周期の短期化など、製造
業を取り巻く環境は厳しさを増し続けています。そんななかで、生産スケジューリングの現場
ではしばしば下記の3つの課題に頭を悩ませています。
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生産スケジューリングの立案業務は、一般的に専門性が高い仕事です。基本的な知識は業務マニュアル
にまとめることができても、仕事の大半は生産現場・仕入先・納入先の状況に合わせた、その場その場
での判断が求められるものです。そのため、生産スケジューリング業務は一部の有識者の暗黙知になり
やすく、仕事が属人化しやすいという特徴を持っています。

さらに、このようなスキルは一朝一夕で身につくものではないため、後継者を育てるにも長い時間がか
かります。仕事の属人化と後継者育成の難しさは、事業継承のリスクにつながり、経営の存続にも関わ
る大きな問題に発展することがあります。

課題 ３： 企業の「儲け」につながるスケジューリングができているか分からない

社内の有識者によって生産スケジューリングが立てられる際、当然ながら「効率的」に生産できること
を念頭に計画されているはずです。社内で決められているスループットや、原価の基準は満たせる生産
スケジューリングが立案されます。しかし、そのロジックは有識者の頭の中にあるため、なぜそのスケ
ジューリングが効率的なのかといった質問に答えることは難しく、さらにはほかに効率的なスケジュー
リングはないのか検証ができません。加えて、そのスケジューリングが本当に企業の「儲け」につなが
っているかどうかを確かめるのは、至難の業です。

また、生産スケジューリングシステムが導入されている場合でも、同様の課題に頭を悩ませている企業
様も多く見られます。その時々の部分最適ができても、長い目で見た時に効率的なスケジューリングと
なっていないために、儲けにつながらないスケジューリングになっていることが多々あります。

課題 ２： 現場が常に突発トラブル対応に追われてしまう

生産現場では、機械の調子が悪くなったために緊急メンテナンスが実施される、部品の納品が予定よりも
遅れる、といった突発的なトラブルがつきものです。これらのトラブルが発生しないようにする予防的な
取り組みはもちろん重要ですが、どんなに対策をしたとしてもトラブルをゼロにすることはできません。
そのため、トラブルが発生しても立て直しが図れるよう、柔軟な生産体制を敷くことが重要になります。

しかし、突発トラブルが起きた際の生産スケジューリングの練り直しは、容易ではありません。平常時
は生産スケジューラーシステムの助けを借りながら予定を立てていたとしても、機械の空き状況や手待
ちの状況は刻一刻と変わっていくため、単純な能力・負荷では新しいスケジュールを作成できません。
そのため、生産スケジューリングの見直しのためには一部の有識者が対応せざるを得ず、そのうち状況
が変わっていきスケジュールを再度練り直し…と、現場が常に突発的トラブル対応に追われる状況が生
まれています。



属人性を廃したシステムの「設計」ができるか

第二章 課題解決のためのシステム選定の観点

観点１：

これまで見てきた３つの課題に対応するためには、生産スケジューリング専用のシ
ステムを導入することが有効です。しかし、生産スケジューリング立案のためのシ
ステムは世の中に数多くあり、自社の課題に合わせたシステムを正しく選定する
必要があります。では、どのような観点でシステムを選定すべきなのでしょうか。
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属人化の排除のためのシステム導入と言うと真っ先に浮かぶのが、システムが使いやすい操作性を持って
いるかという点です。もちろん、大掛かりな使い方のトレーニングを受ける必要が無く、直観的に使え
るシステムであることは大きなメリットになります。しかし、それ以上に大事なのが、生産現場の暗黙知
をどこまでシステムに落とし込むことができるか、という点です。

例えば何かのきっかけでスケジューリングを再度練り直す必要が出てきた場合、現在動いている生産工
程は完了まで終わらせておき、それ以降の工程を生産の順序や機械の都合などを鑑みながら再構築して
いくことになります。このような作業の考え方や生産上の制約条件を予めシステム要件として実装して
おけば、例え経験豊富な担当者が不在だったとしても、ボタンひとつでスケジューリングの練り直しを
瞬時に行うことができます。

このようなロジックがシステムに実装されていれば、専門家にとっても大いに役立ちます。生産スケジ
ューリングの作成や練り直しがボタンを押すだけで出来上がるため、担当者の工数を大きく削減するこ
とができます。これによって空いた工数で、より高度な仕事や判断に時間をかけることができ、結果と
してより良い生産オペレーションを実現することができます。

また、プロセス系の製品を扱う場合は、生産の順序といった制約条件をシステム上で表現できるかどう
か、といった点も重要な評価ポイントとなります。例えばアレルゲン濃度が低い製品から高い製品とい
う順番で生産しなければならない、A製品の次は必ずB製品を投入しなければならない、といった条件の
考慮は、プロセス系の工場では必須です。これが表現できないシステムを導入してしまうと、結局スケ
ジューリングを立てる際には専門家の力が不可欠となってしまい、属人性の罠から抜け出せなくなって
しまいます。



一言で「突発」と言っても生産スケジュールに与える影響はさまざまであり、それぞれの事象に対応でき
るシステムでなければ状況を改善できません。例えば特急オーダーの差しこみは生産の順番に影響を与
えますし、定期点検・機械の一時停止は生産能力に関わります。これらの突発の特性に合わせて対応で
きるようにするためには、よく起こる突発の事象を本質的に類型化してシステム要件として組み込める
ように設計されているかどうかが重要なポイントとなります。

さらに、生産スケジューラーにシミュレーション機能が備わっていれば、突発への対応をよりスムーズに
行うことができます。突発対応で再度スケジューリングを立てる際でも、当然ながら先々のことまで見据
えて全体最適で生産の順序を考える必要があります。例えばすでに将来のある時間帯で機械のメンテナ
ンスが決まっている所に、特急オーダーが入ってきた場合、直近で空いている機械に作業を放り込むだ
けでは先々のメンテナンスが機械を占有して、特急オーダーの納期が守れないかも知れません。このと
き生産スケジューラーでシミュレーションができれば、将来のメンテナンスをそのままの予定にしてい
ても特急オーダーの納期を守れるかどうかを確かめられます。そのうえ、特急オーダーの影響でもとも
と計画されていた通常品の生産計画が変化しても、その影響が一番小さい選択肢を選ぶこともでき、全
体を最適化したスケジューリングを組むことが可能となります。

第二章 課題解決のためのシステム選定の観点
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観点２：

さまざまな「突発」への対応力と、先々のシミュレーション



企業の儲けにつなげられる生産スケジューリングを立てるためには、生産を上手に「詰め込む」ためのロ
ジックをシステムが持っているかどうかが鍵となります。儲けにつながる詰め込みロジックが無い場合
は、単に生産すべき品目を空いている機械に当てはめていくだけのスケジューリングが作られてしまいま
す。機械が遊ぶことなく動き続けるスケジューリングを組めるため、見かけ上は効率よく生産できている
ように見えるかも知れませんが、実際に儲けにつながっているかどうかは別問題です。

生産スケジューリングシステムを選定する際には、空いている機械に単純に仕事を流し込むだけでなく、
これらの儲けるパターンに応じたロジックを用いてスケジューリングができるシステムかどうかを見極め
ることが重要です。

第二章 課題解決のためのシステム選定の観点

観点３：

企業の儲けにつながる「詰め込み」ロジックを持っているか
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1. 投入した原料・労力に対して無駄のない生産
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2. 時間当たりより多く生産 3. 空間当たりより多く製品をとる・詰込む
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1.   投入した原料・労力に対して無駄のない生産ができるかどうか
2.  時間当たりより多く生産できるかどうか
3.  空間当たりより多く製品を取れる・詰込めるかどうか

具体的に儲けるための詰め込み方は、主に下記の3パターンとなります。

図１



第三章 SAS/Opt imizat ionの持つ強み

これまで生産現場におけるよくある課題、ならびにそれらを解決するためにどのよ
うなシステムを選定すべきかを見てきました。SAS/Optimizationは、生産現場の
よくあるお悩みを解決し、より効率的で儲けにつながる生産体制を構築することが
できます。SAS/Optimizationの強みは、どのような所にあるのでしょうか。
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それぞれの製造業が持つ独特の生産体制を、ロジカルにシステム上で表現するためには、生産モデルの開
発力が大きなポイントとなります。生産管理に関する研究の世界では、古今東西さまざまな数学的モデル
を駆使して生産スケジューリングの立案方法が考案されています。それらの数学的な理論を用いて、現実
世界の生産スケジューリングをどのようにモデル化していくかが、競争力のある計画を組めるかどうかの
分かれ道となります。

SASには、生産スケジューリングのモデルを作り上げるエキスパートが多数所属しています。エキスパー
トが貴社の生産スケジューリングをモデル化することによって、これまで熟練計画者しか立てられなかっ
たスケジューリングに関する暗黙知が、誰でも活用できるようになります。これにより、属人化を低減で
きます。

また、生産の順序といった複雑な制約条件のあるプロセス系の製品を扱うケースについても、SASには豊
富なノウハウが蓄積されています。そのため、プロセス系の製品についても柔軟に対応できます。

強み１：

熟練計画者の経験をシステム上でモデル化する開発力



第三章 SAS/Opt imizat ionの持つ強み
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製造業では、扱っている製品の特長と設置している製造ラインの特徴とが組み合わさっており、一つと
して同じ生産現場はありません。そのため、それぞれに特徴のある生産現場を正しく理解することが、シ
ステム要件の落とし込みの第一歩となります。

SASに所属する経験豊富な技術営業（プリセールス）部隊は、導入提案段階から貴社工場の現場計画者と密
な情報交換をし、モデル構築者に要件を伝えていく橋渡しを行います。例えばプリセールスは、生産現場
ごとに異なる「突発」について、どのような特徴を持った突発であり生産スケジューリングにどのような影
響を及ぼすのか、といったポイントを明確に定義することで、正確なモデル構築の礎を作り上げます。生
産の現場に精通したプリセールス部隊と、モデル構築のプロフェッショナルの両輪によって、あなたの工
場にとっての最適なシステム作りをサポートいたします。

これに加えて、SAS/Optimizat ionにはシミュレーション機能が搭載されており、的確なスケジューリン
グ作成を強力にバックアップします。突発が起きた際にも、突発の定義と生産モデルに従って最適なス
ケジューリングを再提案することができますので、現場担当者の負担を減らしながら柔軟に突発に対応
することが可能となります。

すでに終わっている作業や
着手してしまった作業はピン止め

今8:45とする

遅延で延長 部品の到着が遅れて
作業開始が遅れる

この時間に1-5の機械を
止めなければならなくなった
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例として、最難関ジョブショップスケジューリングを想定
赤・緑は一つの製造指示 工程変わるごとに処理機械を変えて渡り歩く

【組立系イメージ】

「現在および過去の動かせない履歴」と「将来の予定（部材遅延・機械のメンテなど）」の
突発を入力し、予定を洗い変えて残業務を割り振るシミュレーションと本番確定

強み２：

生産現場の状況を的確に吸い上げる要件定義力



第三章 SAS/Opt imizat ionの持つ強み

SAS/Opt imizat ionには、前述の3つの詰め込みを計算するためのロジックが実装されています。これら
のロジックを活用することによって、「儲かる」工場を実現するための生産スケジューリングを行うこと
ができます。

例えば一つ目の「投入した原料・労力に対して無駄のない生産」を行うためには、線形計画法(LP)が適して
います。この計画法は、連産品／副産物のある製品の製造量計画、仕入れ値や販価といった外部環境を考
慮した在庫計画、複数拠点から供給できる製品の供給量計画を行う際に力を発揮するものです。

また時間当たり・空間当たりでより多く生産するためには、混合整数計画法(MIP)が利用できます。前者
の時間当たりの生産量を上げるために、機械工業や鍛造において歩留まり率・機械稼働率を最適化する
計画や、スキルにばらつきのある作業員の組み合わせを鑑みたシフトスケジュールの立案といったこと
が行えます。後者の空間当たりの生産量を上げるためには、コンテナへの充填率を考慮した梱包リスト
の作成、鉄鋼板から最もスクラップの少ない板取の計算、といったことが可能です。

これらの「儲かる」ロジックについても、要件定義の際に、どのような場合においてどのロジックを使う
べきかといった定義を行うため、計算ロジックに対する専門知識が無い人でも活用することができます。
加えて、Pythonによる開発フレームワークも提供しておりますので、企業様におけるカスタマイズにも
柔軟に対応しております。

生産スケジューリングの変革と工場の儲かる化のために、SASのソリューションをぜひご検討ください。

このカタログに記載された内容は、改良のため予告なく仕様・性能を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
SAS、SASロゴ、その他のSAS Institute Inc.の製品名・サービス名は、米国およびその他の国におけるSAS Institute Inc.の登録商標または商標です。
その他記載のブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標です。Copyright © 2020, SAS Institute Inc. All rights reserved. 57461_202009_In
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強み３：

「儲かる」工場を実現するためのロジックの実装


