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近年、あらゆる企業のグローバル化が進み、企業を取り巻く環境は海外経済情勢
の影響を不可測に受け激しく変化している。現在のような経済危機状況において、
意思決定の遅れは致命傷となる一方、意思決定のスピードアップは強力な競争力と
なる。環境が激変する今、変化に耐えうる迅速かつ柔軟な意思決定環境を構築する
ことは、企業において喫緊の課題といえる。
企業の意思決定に長い時間を要する背景には、意思決定に多くの階層・部門が関
連していることが挙げられる。それぞれの階層・部門によって異なる目的・条件を
持つ場合、トレードオフの関係が成立ち、問題は複雑化し瞬時に意思決定できなく
なる。
本稿では、複雑なトレードオフを迅速かつ定量的に解決する手法として数理計画
法適用の有用性を示し、数理計画法を実務に適用する上でのノウハウ・方法論とそ
の適用効果を、化学メーカー A社様の数理計画法を用いた計画調整業務効率化の事
例を通して紹介する。
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今後のグローバルサプライチェーンマネジメントのための協調型意思決定手法

ま　え　が　き

近年、日本における製造業を取り巻く収益環境
は急激に変化している。その背景には、この10年
間であらゆる業種においてグローバル化が進み、
各国の経済情勢が複雑に絡み合いながら、不可測
でかつ相乗的に日本経済に影響を与えるように
なったことがある。ここ数年では、07年の原油価
格の急激な値上がりや、08年の世界金融危機に伴
う大幅な需要減退に代表されるように悪影響ばか
りが目立つが、急激な外需拡大や、それに牽引さ
れる内需拡大など好影響を享受する可能性もある。
このような急激な変化に対して、企業は素早く
対応策を講じなければならない。当然ながら、変
化が起こってから行動に至るまでのタイムラグが
小さいほど、損失を最小限に抑え、またはチャン
スを最大限に活かすことができる。しかし、多く
の企業では、近年の激変する環境に、収益計画の
シナリオ修正を行う意思決定スピードが対応しき
れていない。変化に応じて、次に取るべきシナリ
オを迅速に決定していくことは、企業の収益確保
にとって非常に重要なファクターであるといえる。
意思決定に長い時間を要する背景には、意思決
定に多くの階層・部門が関連している場合が多い。
意思決定の対象が広いほど、時間や資源といった
制約が多く絡み合い、問題が複雑になる。また、
営業と製造、経営と現場のように個々の階層・部
門でバラバラの目的を持っている場合、複雑なト
レードオフの関係が発生する。問題の複雑性が増
した場合、瞬時に正しい意思決定を行うことは容
易ではない。
さらに、階層・部門間の一方通行で逐次的な意
思決定プロセス構造の問題も挙げられる。そのよ
うなプロセス構造では、関連する階層・部門が多
いほど、多くのプロセスを踏まなければならず、
各階層・部門間で調整を行う手間が発生し、多大
な作業時間がかかる。
そこで求められるのは、損益視点で素早く収益
計画のシナリオ検討が可能で、かつ並列的な意思
決定プロセスで合意形成が容易に行える意思決定
の方法論である。本稿では、迅速かつ合理的なシ
ナリオ検討を可能にする、数理最適化技術を用い
た意思決定方法論について述べ、その方法論を用

いた意思決定支援コンサルティング事例を紹介し、
その効果について述べる。

意思決定支援コンサルティング

富士通総研（FRI）研究開発部では、数理最適化
技術を用いた意思決定支援コンサルティングにお
いて数多くの実績を持つ。
本稿で紹介する意思決定方法論が実現するもの
は、数理最適化技術の一つである数理計画法を用
いた迅速かつ合理的な意思決定であり、その先に
あるリアルタイムマネジメントである。迅速な意
思決定によって、外部環境と事業活動を、企業目
標の方向性に基づいて常に同期させることにより、
リスクの低減や期待収益率の増加といった効果が
見込める。また、意思決定に数理計画法による論
理的保証が伴うため、企業内外に向けたアカウン
トアビリティが向上する。
企業が行う意思決定は非常に高度で広範囲に亘
る。従って、本稿で扱う意思決定とは、企業の業
務としての具体的なアクションをとるために、必
要な計画に関連する様々な情報を決定することと
定義する。この定義に基づく製造業の意思決定と
は具体的に、販売、生産、在庫、人員配置、設備
投資などといった様々な計画であり、さらに長期
的な視点での予算策定、中長期事業計画、サプラ
イチェーン計画なども含まれる。
我々の意思決定支援コンサルティングでは、お
客様の課題とする意思決定に対して数理計画法を
適用する上で必要な要件整理を行い、数理計画法
モデルの作成と必要であれば解法の検討を行う。
さらに、本稿で述べる意思決定手法の要点である
意思決定シナリオの「見える化」により、導き出さ
れた解をお客様と共に検証し、加えてツールによ
る意思決定シナリオ管理の教育を行うことで、お
客様自身が自律した意思決定を行える環境の構築
を、お客様と一体となって推進している。

企業の意思決定における数理計画法

企業の収益計画のシナリオとは、「ある状況下
で、どのように収益を得るか」という企業の意思決
定であり、意思決定対象を問題とし、「ある状況」
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を企業の置かれている環境条件とすると、「どのよ
うに収益を得るか」というシナリオはその問題に対
する一つの解であるといえる。
企業の複雑な問題を、損益の視点で解決する一
つの手法として、数理計画法がある。数理計画法は、
製造業において生産計画、輸配送計画、人員計画、
設備投資、価格決定などの様々な効率化に実際に
用いられている。
数理計画法とは、数理モデル（“現実の問題”を数
式で表したもの）から最適解（“利益が最大”や“コス
ト最小”などの目的を最大限に満足する状態）を導
くための数学的な手法である（図-1）。
数理計画法の最大のメリットは、現実の複雑な
トレードオフを全体最適の保証を持って、分析・
判断できる点である。
●	 トレードオフの定量的判断
製造業における複雑なトレードオフとは何か、
生産現場を例に考える。生産計画担当者が頭を悩
ませる原因は、生産計画を立てる上で、以下のよ
うな複数の目的（評価尺度）が存在することである。
・製造原価率
・納期順守率（リードタイム）
・在庫量
・設備稼働率　……
いくつも挙げることができるこれら目的の間に
は、一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得な
いというトレードオフの関係が成り立つ。
簡単な例を挙げるなら、リードタイム短縮と在
庫削減のトレードオフ関係である。在庫を多く持
つことによりリードタイムは短縮できるが、在庫
を減らすとリードタイムは長くなってしまう。で
は、どこかに良いバランス点はあるのだろうか？

数理計画法を用いれば、このような問題を数学
的に解決することができる。数理計画法の最大の
特徴は、現実の「モノ」と「人・装置」、「時間」、「金」
のトレードオフを定量的、客観的に、かつ最適性
の保証をもって判断可能なことである。
●	 全体最適の視点
数理計画法による問題解決は、シナリオを検討
するうえで必要となるすべての条件を考慮して、
最もバランスの良い解＝最適シナリオを算定する。
意思決定の範囲が多くの部門に及ぶ場合や、サ
プライチェーン全体に跨る場合など、自社内の制
約だけでなく、他社などの外部環境における制約
も同時に考慮して最良の解を決定するため、全体
最適な解が算出される。つまり、一つの問題を解
くことにより、一挙に全体最適の解を求めること
ができるのである（図-2）。
また、コンピュータ高速計算を利用して素早く
解を求めるために、複数の条件パターンにおいて
シミュレーションを繰り返すことができる。結果
は、収益への影響が明確な数値で算出されるので、
どのシナリオが最も効果的か判断するのが容易で
ある。
条件を変えて繰り返しシミュレーション可能な
環境を構築することにより、意思決定に関連する
すべての階層・部門が一堂に会した共同作業とし
ての意思決定を可能にし、意思決定にかかるプロ
セスを簡略化することができる（図-3）。

数理計画法利用の課題

数理計画法の利用上のデメリットはシナリオの
表現として数理モデルを扱うことにある（図-1）。

図-1 現実問題と数理計画法の関係図

現実の問題 数理モデル

現実の解 数理的な解
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図-2 数理計画法による問題解決
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数式による表現は、専門家ではないユーザにとっ
て敷居が高く、また複数の人間の合意形成にも適
していない。
実際の企業における現実シナリオを数理モデル
で表現すると、何十万式、何百万変数といった大
きなモデルになってしまう。大規模な数式表現で
は、習熟者であっても扱いが難しく、いざ修正が
必要となった時の即時的な対応に適していない。
また、習熟者以外の人間と共有可能な形式ではな
く、共同作業環境において数式モデルで議論し、
シナリオ検討を行うのは不可能である。
そこで、必要となるのが数理モデルに取って代
わる「見える化」されたシナリオ表現である。それ
は、誰にとっても分かりやすく、また簡便な変更
と試算を可能にする、日々の業務と親和性の高い
操作を実現しなければならない。

解決案《シナリオの見える化》

先に述べてきたように、数理計画法は企業の意
思決定にとって有効な手段になり得るが、使い勝
手に問題がある。そこで、意思決定に関わる全員
が視覚的に理解し、違和感なく使用するために、
シナリオを業務に親和性のある形で「見える化」す
る手法を考案した。
「見える化」表現とは、数理モデルに変換可能な、

より分かりやすい視覚的な表現を用いて、企業の
現実の問題を表現することである。具体的には、
実際の「モノ」の流れや「時間」の流れ、「人・装置」
などリソースの配置を表すプロセスフロー表現を
用いる。
プロセスフローの、ある処理をインプットとア
ウトプットで表現し、それらを連結してフローと
する手法は、数理モデルの関数表現に変換できる
（図-4）。関数とは簡単に、何らかの値を入力し、
違う値を出力するブラックボックスの処理を式に
したものといえる。
プロセスフローを用いた実際の企業における現
実シナリオの表現は、見た目に分かりやすく、か
つその業務を知るものであれば誰でも作成するこ
とが可能である。
企業の現実の問題をプロセスフローで表現する
例を挙げる。例えば、工場内の生産計画を決定し
たい場合、その生産ラインや生産プロセスで表現
することが可能である（図-5）。この場合、最も利
益を大きくするためには（もしくは最もコストを最
小にするには）、どの原料、どの装置で何をどれだ
け生産するかという生産計画が現実の解となる。
また、物流計画も同様に、物流ネットワークに
相当するプロセスフローで表現することができる
（図-6）。この場合、どの輸送手段で、どこからど
こに、何をどれだけ輸送すると最適かという輸送
計画が現実の解となる。
もちろん二つを組み合わせたサプライチェーン
もプロセスフローで表現できる。サプライチェーン
における代表的な意思決定としては、どの工場で
どの製品の生産を行うかという生産配分の決定や、
原料購入先や需要供給元を決定などが想定される。

図-3 新しい意思決定プロセスの例
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図-4 プロセスフローと数式表現の関係
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このようなプロセスフローを、数理モデルに変
換可能な法則を持って定義し、バックグランドと
して数理計画法を利用することにより、表面的に
数理計画法を意識することなく、数理計画法が扱
える。つまり、「見える化」することによって、数
式モデルを扱わなくても、全体視点での精緻な定
量的判断が可能となる。
プロセスフローによる表現を用いるメリットは、
一つに、生産管理者や物流管理者などの実際の業
務担当者が、自ら作成・修正を行うことが可能な
ことである。担当者は環境変化に応じて、柔軟に
プロセスフローを修正し、必要な条件を修正・追
加してシミュレーションを行う。
もう一つのメリットは、業務に直接関係のない
ものにとっても、数式モデルに比べて、非常に理
解しやすい表現となっている点である。よって、
部門間、さらに経営と現場など、このプロセスフ
ローを通して議論し、お互いに異なった目的・条
件を持った相手間での調整をスムーズにする。

FRI Solver の紹介

プロセスフローから数理モデルに変換するロ
ジック概要と、プロセスフロー作成を支援し、プ
ロセスフローから自動的に数理モデルを作成、数
理計画法による計算を行うツール、FRI Solverに
ついて紹介する。
プロセスフローから数理モデルを作成するロ
ジックの基底となる考え方は、意思決定対象に含
まれる一つの処理（具体的な装置、作業工程、在庫、
工場、倉庫、顧客などを含む）を全11種類の属性に
タイプ分けした処理ボックスとして定義し、その
属性に従って数理モデルへ変換を行う法則（モデリ
ングルール）である（図-7）。
プロセスフローは、属性を持つ処理ボックスの
集合を、連結線で関連付けることによって表現す
る。一つのプロセスレベルまで細分化して属性を
定義していくため、そのプロセスが正しく定義さ
れているかは、算出された解と現実の処理とを比
較することで検証できる。この11種類の属性ボッ
クスの組合せで、現実のプロセスの多くを表現す
ることができ、数理計画法による最適性の保証の
ある解を求めることができる。
以上のモデリングルールによる、シナリオの「見
える化」手法をツール化した。
ツールFRI Solverでは、プロセスフロー表現に
必要な一つのプロセスを表す11種類の属性を持っ
た『ボックス』と、ボックスとボックスを結ぶ『連結
線』でプロセスフローの描画を行う。ボックスの属
性は表現する現実の処理に従って選択し、ボック
スが持つ属性ごとの専用テーブルにデータを入力
する。FRI Solverにおける解くべき問題の定義は、

図-6 物流におけるプロセスフロー表現例 図-7 属性選択とモデリングルールの例

《物流ネットワーク》
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図-5 生産におけるプロセスフロー表現例

《組立加工の生産ライン》

《プロセス製造の生産プロセス》
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プロセスフローの描画と必要データの設定によっ
て行われる。解くべき問題が定義されると、数理
モデルへ変換するためのモデリングルールに従っ
てツールは自動的に数理モデルを作成する。
ツール内部では、数理モデルへの変換、数理計
画法による計算が行われ、数理的な解の算出、そ
して、プロセスフロー上への解の表示が行われる
（図-8、図-9）。
このプロセスフローの「見える化」されたシナリ
オ表現によって、ユーザは数式を意識することな
く、業務と親和性のある生産プロセスや物流ネッ
トワークによる表現だけで数理計画法を利用でき
るようになる。この「見える化」は計画の立案・修正・
試算を容易にするだけでなく、意思決定に関わる
すべての階層・人における共同作業により、素早
い意思決定を実現する。

事　例　紹　介

化学メーカー A社様において、工場の最適生産配
分および最適プロダクトミックスの決定に、本方法
論およびFRI Solverを適用した事例を紹介する。

A社様は、世界有数の生産能力を誇る化学メー
カーであり、国内・海外の複数工場で様々な化学
製品の生産を行っている。各工場における生産装
置、能力はそれぞれ異なり、生産配分は工場間の
稼動率調整に基づき原料・中間品の移送を行って、
需要を満たすよう原料購入量と生産量を調節して
いる。

FRI Solverを導入する目的は、工場ごとにバラ
バラに行っていた収益計算のシステムを一本化し、
グローバルサプライチェーン全体の収益最適化を
目指すと共に、工場間の計画調整業務にかかる負

荷を軽減させることであった。
本件における最初のステップとして、A社様の一
つの工場を対象に、FRI Solverにて最適プロダク
トミックスが算出可能かどうかトライアルを行っ
た。本ステップにて、対象工場における収益最
適化の要件整理、およびその要件に基づいたFRI 
Solverによるプロセスフロー作成を、実際に工場
に出向いて生産調整や設備担当者様に工程・装置
などの詳細説明を受けながら行った。工場には蒸
留装置などの複数の大型装置や設備などがあり、
FRI Solverで表現するプロセスは全部で約200
（ボックス数）となった。生産調整や設備担当者様
にとってプロセスフローによる「見える化」表現は
日々の業務そのものであるため、プロセスフロー
を介してお客様と議論することで作業はスムーズ
に進み、予定スケジュールを大幅に短縮した約1ヶ
月の期間で収益最適化シミュレーションのベース
が出来あがり（要件整理：約1週間、プロセスフロー
作成：約1週間、データ設定：約2週間）、その後の
最適化検証に多くの時間を費やすことができた。
前ステップで、一つの工場における最適プロダ
クトミックスが算出可能であることが確認された
ため、次ステップでは、担当者様にFRI Solverを
自律的に使っていただくために、数理計画法の導
入教育とシナリオ定義手順についてのトレーニン
グを行った。トレーニング終了後、担当者様が中
心となって他の工場の最適プロダクトミックス算
出モデルをFRI Solverを用いて構築し、複数工場
を物流ネットワークで連結させた最適生産配分モ
デルに拡張した。
以下、実際に計画調整を行っている業務部門か
ら頂いた声を紹介する。
【最適化導入効果】
・予算上の限界利益において年間1億円の改善効果
が見られた。最適化された項目としては、主に工
場間移送の物流費が削減された。

【意思決定プロセス改善効果】
・導入前は、営業の販売計画を元に、各工場がバラ
バラに生産計画を立て、その後調整を行ってい
た。導入後は、ツールを用いて販売方針、および
それに基づいた各工場の概算生産配分を決定し、
その後各工場では決定された生産量を受けて詳
細な生産計画立案を行う流れに変更した。工場間

図-8 FRI Solverのアーキテクチャ
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における調整が楽になり、予算立案にかかる時間
が約2割程度短縮された。

・また、工場配分の最適性について理論的な裏づけ
が持てるようになった。使い勝手も良く、数理計
画法の専門家でなくてもシナリオの作成・メンテ
ナンス管理が行えるのが魅力である。

・さらに、予算審議の場、さらには販売方針を決定
する関わる様々な局面において、経営幹部から提
案される戦略的なシナリオについても、その場で
シミュレーションを行い、結果について議論する
ことが可能になった。

【今後の展開】
・現状は工場の年次の予算策定、月次の生産計画立
案において主にFRI Solverを用いているが、今
後は、収益最適化を目的とした営業の販売計画、
販売目標設定を行う販売戦略ツールとして用い
たい。また、将来どの製品分野に注力していくべ
きかという中期・長期計画策定にも本ツールの利
用を予定している。

む　　す　　び

本稿では、数理計画法を利用した素早い収益シ
ナリオ検討の方法論と、企業の意思決定プロセス
のあるべき姿を示した。
現在の経済危機、今後の不透明な経済情勢、環
境問題などの新たな社会問題は、企業に対して様々
な課題と変革の要求を突きつけている。その中に
あって、収益管理・計画分野に対しても、急激な
環境変化に即応する迅速かつ合理的な意思決定調
整能力の備えを問いかけている。

FRI研究開発部では、本稿で紹介した数理計画
法を用いたコンサルティング以外にも、数理とい
う科学的な裏付けを用いたコンサルティングメ
ニューを幅広く取り揃えている。今後も、企業の
問題解決に貢献し、利益を作り出すアイデアの提
供に努めていきたいと考える。
最後に、御評価していただいたA社様に、この場
を借りて御礼申し上げる。
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