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§19

順序づけ問題と

ＰＥＲＴ

順序づけ問題

順序づけ問題は，いくつかの一連の仕事をかぎられた資源を
用いて行なわなければならないときに生じる問題です．このと
き全体の有効度（たとえば総所要時間）は，それらの仕事がな
される順序によって決まってきますから，その順序をどのよう
に決めたらよいかということが問題になります．たとえば，機
械加工工場でいくつかの製品を何種類かの機械にかけて加工す
る場合に，それぞれの機械にどのような順序で製品をかけたら
よいかという問題があります．
いま簡単な例で考えてみましょう．5つの製品Ａ，月，Ｃ，β，Ｅ
があって，それぞれ2つの機械α，わで加工しなければならな
いとします．そしてその場合，加工ほはじめにα，次にあの順
でなされなければならないとします．各製品をそれぞれの機械
で加工するのに要する時間は表6・1に示されているとおりで
す．この場合に，5つの製品をどのような順序で加工すること
にすれば全体の作業時間が最も短くなるでしょうか．あるい
表6・1加工時
加
製

工

間
時

間

品
α
Ａ

10 （時 間）

あ
3（
時間 ）

β

6

5

Ｃ

4

3

β

5

5

Ｅ

7

4
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は，どうしたら各機械が遊んでいる時間を最も短くすることが
できるでしょうか．

Ｘ3×2×1巳120とおりとなり，それぞれについてガｙｔ図表

まず，悪意的に1つの順序を考えてみましょう．機械αでの

品の数がさらに増して，たとえば10種類になったときには，そ

加工を先に行なうわけですから，機械αにかける順序を決めて

の数は約363万とおり（10！＝10×9×8×……×2×1＝3，628，

やれば機械わにかける順序は問題なく決まってきます．そこ

8（カ）にもなって，もはやそれらのすべてを1つ1つ検討してゆ

で，・Ａ→月→Ｃ→♪→Ｅの順序で加工を行なってみることにし

くことは不可能になります．

を描いて時間の計算を行なうことはかなり大変です．まして製

て，これを図に示してみましょう．その結果は図6・1のように

いまの例のように機械がα，あの2種煩で，それぞれの製品

なります．この図から，この一連の作業の総所用時間は36時

は必ずα，みの順に加工を受けなければならないといった特殊

間，機械みの遊休時間は16時間であることがわかります．図

な条件のもとでの順序づけの場合には，これに対して一般的な
解法が考えられています．しかし機械の種類がもっとふえた場
合，さらには加工の順序も異なってもよいというような一般的
な場合には，もはや標準的な解法は現在までのところ開発され
ていません．多くの順序づけ問題の中で，数学的な解析で解け
るのはきわめて単純なものだけであり，現実の問題はほとんど
すべてシミュレーショソに頼らなければなりません．そしてそ
の場合でも，作業量は非常に膨大なものになることがしばしば

10

図6・2

20

30

40

ｇ→β→Ｃ→∂→Ａの順序での加工

6・1のような図はガント図表（Ｇａｎｔｔｃｈａｒｔ）と呼ばれていま
す．同じことを今度はＡとＥの加工の順番を入れかえてやっ
てみますと，図6・2のようになり，総所要時間は35時間，機
械あの遊休時間は15時間となり，前の場合に比べて1時間の
短縮になります．したがって明らかに後の場合の順序の方がよ
り能率的ですが，しかしそのほかにももっと能率的な順序があ
るかもしれません．

かし，こうした近似解でも，人間の判断と直魅に頼るよりもよ
りよい解が得られるのが普通ですから，やはり科学的な方法は
用いるべきです．
§20 ＰＥＲＴ
【ＰＥＲＴとは何か】
順序づけ問題に関連して，ここで触れておかなければならな
いのは比較的最近に開発されたＰＥＲＴ（ＰｒｏｇｒａｍＥｖａｌｕａｔｉｏｎ

どの順序が最も能率的かを調べるためには，すべての順序に
ついてその所要時間あるいは遊休時間の比較を行なえばよいわ

ａｎｄ ＲｅｖｉｅｗＴｅｃｈｎｉｑｕｅ の略）です．これは，いわゆるプｐ

けですが・可能な順序の数は製品の数の増加とともに非常に多
くなってゆきます．いまの場合ですと，順序の数は5Ｉ已5×4

ど，一度かぎりの性格をもつ事業について，その中に含まれる

152

「ら

であり，得られる解は近似解にすぎないことが多いのです．し

ジュクト・タイプの問題，たとえば建設工事，研究開発計画な
多くの仕事ないし活動の順序づけ，関連づけを行なう方法であ
153
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り・プｐジェクトの計画と同時にコン′トｐ−ルにも用いるとと
ができるものです．
ＰＥＲＴは・1958年にアメリカの海軍のポラリス・プロジェ
クトに関連して開発されたもので・このプロジェクトの完成ま
での期間はＰＥＲＴの使用により2年も短縮されたと推定され

の間になされなければならない仕事を表わします．したがって
活動はある長さの時間，すなわち先行事象から後続事象に移動
するのに必要な時間に対応します．この活動の定義には，活動
に対する資源の配分についての何らかの決定が合意されている
ことはいうまでもありません．

の地位を確立しています．なお，ＰＥＲＴと独立にほぼ同じこ

図6・3では，各事象に番号がつけられ，各活動はその先行事
象と後続事象の番号で表わされています．そして事象の番号は
後続事象の方が先行事象よりも大きな数になるようにつけられ

ろデュポソ（ＤｕＰｏｎｔ）社で開発されたＣＰＭ（Ｃ，ｉｔｉｃａｌＰａｔｈ

ています．

Ｍｅｔｈｏｄの略）も基本的に同じ性格の手法です．
【ＰＥＲｌｌのネットワーク】

そこで次にＰＥＲＴのネットワークの作成法について簡単な
例を使って説明しましょう．図6・4はガブリソ・スタンドでの

ＰＥＲＴの基本は，プロジェクトを多数の仕事のネットワー

サービスについてのネ．ヅトワークを示したもので，客が到着し

クと考えることにあります・このネットワークは，仕事の流れ

てからガソリンを入れたり，車の点検サービスを受けて立ち去
るまでのようすを表わしています．ネットワークをつくるため

ています・その後ＰＥＲＴは軍および民間において広く軌、ら
れ・その歴史の新しさにもかかわらず，重要な管理技術として

を図に表わす1つのフロー・チャートです．プｐジェクトをま
ず・それを構成する仕事（これは比較的少数の場合から何首あ
るいは何千という場合まであります）に分解し，そして活動
（アクティビティ；ａＣｔｉｖｉｔｙ）で連結された事象（イベント；
ｅｖｅｎｔ）の系列として全体のブＴ2ジュクトを表わしたものがネ
ッ1トワークです・図6・3はネットワークの一例を示したもの
です・ネッ1トワークの結節点（図にマル印で描かれたもの）は

図6・4 ガソリン・スタンドでのサービス・ネットワーク

ヱ＝書象」ヒ活勤

図6・3 ＰＥＲＴのネットワーク

にはまずプ尊ジェクトを別々の仕事に分解しなければなりませ

事象と呼ばれ・2つの事象を結ぶ矢印は活動と呼ばれます．事
象は何らかの事柄が起こる瞬間的時点を表わし，一般に何らか

ん．

の活動の始まりあるいは完了を表わします．活動は2つの事象

に立ち寄ってサービスを受けるということを1つのプロジェク

15イ

いまの例では，大げきないい方ですが，ガソリン・スタこ／ド
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トと考えますと，それはいろいろな仕事ないしほ活動から構成
されます．プロジェクトをどこまで細かく分解するかは決して
筒単な問題ではありませんが，いずれにせよこの分解がなされ
たら次に活動の順序を考えてネットワークをつくりあげます．

要のあることがわかった後でなければできないことを示してい
ます．
ネヅトワークにはループがあってはなりません．ループと
は，ある事象から出て再びその事象に戻ってくるような活動の

ネットワークをつくる場合には次のようなルールに従わなけ
ればなりません．まず，各活動は1つの先行事象および1つの
後続事象をもちます．これらの事象はそれぞれその活動の開始
および完了を表わします．活動は先行事象の番号Ｊと後続事象
の番号ノを用いて，活動ｆＪ と表わすことができます．たとえ

図6・5 ループ

ば図6・4で「ガソリンを入れる」という活動は，活動3−8と

径路のことです．図6・5で事象2，3，4の間にはループがあ

表わすことができます．どのような活動もその先行事象が完了

ります．事象の生起の順序を表わすネヅトワークの性質上ル

するまでは開始することはできません．たとえは，「ボンネッ

ープは不可能な事柄を表わすからです．

トを開ける」という活動の完了を表わす事象4が起こるまで
また，どのような事象も，それに先行するすべての活動が完了

【クリティカル・パス】
ネットワークが作成されると，次にプｐジェクト全体の完成
のための所要時間の推定に移ります．そのためには，まず各活

するまではそれが起こっ木と考えることはできません．たとえ

動の所要時間を推定しなければなりません．図6・6ほ図6．4の

ば図6・4の事象12は，活動9−12，11−12，5−12，6−12のすべ

ネットワークについて各活動の推定所要時間を示したものです

てが完了したときにはじめて起こったことになります．

（単位：秒）．ここでダミー活動の所要時間は0であることに注

は，「オイルをチェックする」という活動は開始できません．

次に．ここでダミー（ｄｕｍｍｙ）活動あるいは疑似活動と呼
ばれるものを説明しておく必要があります．ダミー活動は何ら
現実の活動を表わすものではなく，ある1つの事象が他の事象
に順序的に依存するというような制約条件を表わすために用い
られるものです．図6・4で点線の矢印で描かれているものが
ダミー活動で，たとえば活動3−7は事象7が事象3の生起に
依存していることを示します．すなわち．「オイルを入れる」
という活動の開始はオイルをチェックし終わっただけでは不可
能であり，オイルの銘柄の指定がされていなければならないの
です．活動7−8も，勘定書をつくることが，ガソリンを入れ
終わるだけでなく，オイルをチュックしてオイルを補給する必
255
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意してください．これらの数億に基づいてブｐジ露クトの所要

（6・1）はこのプロジ‡クトがただちに開始されることを表わ
します．また，（6・2）はプロジェクトの開始という事象1を除

時間は次のようにして計算されます．
ネットワークにおける各事象について．そこに到達するのに
必要な時間を計算することができます．すなわち，その事象へ

いて，事象2から最後の事象乃（プロジェクトの完了）までに
ついては，所要時間の最大の径路の時間がＴ世とされることを

通ずる径路にそったすべての活動の所要時間を加え合わせれば

表わしています．たとえば事象3．については，そこに到達する

よいのです．ただしこの場合，1つの事象へ通ずる径路は1つ

径路は事象2からの1本しかありませんから，Ｔも∬＝30に′2．3

だけとはかぎりませんから，すべての径路を考えて所要時間の

ヒ10を加えて40となります．事象7の場合に軋

最長のもの，すなわち最長径路にそった活動の所要時間の和を

る径路は事象3からと事象4からの2本ありますから，

とらなければなりません．

第五＝ｍａＸ（了も∬＋ｆ3．7，Ｔ㍉＋Ｊ4．7）
ヨｍａＸ（40＋0，45＋6の

衷6・2 7ＷとＴｕおよびスラックの計算
事

象

7￣
甘

7ｕ

＝ｍａＸ（40，105）巳105

となります．ここでｍａｘ（……）はカッコの中の最大値という

ス ラ ック

1−
1

0

0

0

2轟

30

30

0

3＊

40

40

0

4

45

1 （Ｘ）

55

5

11 0

13 0

20

6

50

21 5

16 5

7

105

16 0

55

8＊

160

160

0

9＊

20 5

205

0

10

95

225

13 0

11

13 0

2 25

95

12 ＊

23 0

2 30

1 0

13 ＊

24 0

24 0

0

意味です．同様に事象12の場合には，
712月ごｍａＸ（1七ｇ＋毎．12，7もｇ＋Ｊ6．12，7もガ＋亙12，711月＋′11．12）
ごｍａＸ（110＋1（カ，50＋15，205＋25，130十5）
＝ｍａＸ（210，65，230，135）＝230

となります．このようにして事象1から事象13までのＴガを計
算したものが表6・2のでβの闇です．なお，ＴＶ旭Ｊから開
始される活動が開始できる最も早い時刻を表わしますから，そ
の活動の最早開始時刻（ｅａｒｌｉｅｓｔ ｓｔａｒｔｔｉｍｅ）とも呼ばれます．

この計算の結果，最後の事象13のＴβは240ですから，全体
の所要時間は240（秒）ということになります．この240という
数字は，事象1から事象13にいたるすべての径路の中で最長

億考＞．印はクリティカル・′くス上の事象．

いま事象ノの生起時刻を第月とし，活動ｉＪの所要時間を
れメと書きますと，ＴＰは次のように計算されます．
711ｇ＝Ｏ

（6．1）

Ｔｇ＝ｍ響（Ｔｉｇ＋ｆり）
−

15∂

そこにいた

ただし，2≦ノ≦乃（6．2）

のものの所要時間です．この最長の径路をクリティカル・パス
（ｃｒｉｔｉｃａｌｐａｔｈ）といいます．

このクリティカル・パスのもつ意味を考えるために，次に各
事象について，プロジェクト全体の完了時間に影響しないため
にほ，遅くとも何時までにその事象が生結しなければならない
159
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かを示す時刻を計算してみましょう．これはその事象の点で完
了される活動が，最も遅くともその時刻までに完了していなけ
ればならないことを表わしますから，その活動の最適完了時刻
（ｌａｔｅｓｔ丘ｎｉｓｈ ｔｉｍｅ）とも呼ばれます．いま，事象ｉについて

ここでたとえば，事象7について考えてみますと，そのＴｇ
は105であるのに対してＴエほ160です．このことは，事象7
へははじめから105秒後に到達できますが，その到達が遅れて
も，その遅れが55秒以内であれば全体の完了を遅らせることに

のこの最終時刻を7声と書くことにしますと，7早は次のよう

はならないことを意味しています・いいかえると・この事象に

に計算されます．

は55秒のゆとりがあるということです・このゆとりのことを・
（6．3）

この事象のスラック（ｓｌａｃｋ）といいます・各事象についてこの

乃エ＝ｍｉｎ（Ｔ声−ｆＨ）ただし，1≦ｆ≦乃一1（6．4）

ようなステックを計算しますと・表6・2の最後の榔こ示した・よ

Ｔ．エ＝71

ｊ

うになります．

（6．3）はこのプロジェクトが計画された時点71で完了する

さて，この問題で事象1から事象13まで最も時間のかかる径

ようにすることを表わしています．そして（6．4）は，最終事象

路，すなわちクリティカル・パスは1→2→3→8→9→12→13で

以外の事象がプロジェクトの完了を遅らせることのないように

す．このクリティカル・パス上の事象については・すべてスヲ

するためには，その事象から最終事象にいたるまでのいろいろ

，クが軸であることがわかります・これは当然のことで・ク

な径路のうち，最も時間の長くかかる径路によってその事象の
生起の許容最終時刻が決まることを表わしています．たとえは
図6・6の事象7については，そこから最終事象13へ向かう径
路は事象8へ向かうものと事象11へ向かうものとの2本があ
りますから，
7与エ＝ｍｉｎ（ｎエー′7．8，ｎｌエーれ11）
＝ｍｉｎ（160−0，225−25）
＝ｍｉｎ（160，2∝））＝160

となります．また事象2については，そこから事象3，4，5，6
へと4本の径路が出ていますから，
Ｔもエ＝ｍｉｎ（了もエー′2．3，71エーＪ2．4，7もエー′2．5，策エーＪ2．6）
＝ｍｉｎ（40−10，1（カー15，1的−80，215−20）
＝ｍｉｎ（30，85，50，190）＝30

太線はクリティカル．バス

図6・7 7甥とγおよびクリティカル・バス
リティカル・パスの上のどの活動でも・それが遅れるとブセジ
1クト全体がそれだけ遅れることになるのです・これに対し

となります．このような計算の結果を示したものが表6・2の

て，クリティカル・バス以外の径路の上の活動由はある程度の

7㌦の欄です．

時間の余裕があります．
161
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以上のことは・ＰＥＲＴを軌、てブｐジェクトの計画や管理を
行なうときに重要な事柄を示唆しています．すなわち．計画や
管理の重点はまず第1にクリティカル・パスの上の活動や事象
に向けられなければならないということです．もしプロジェク
ト全体の所要時間を何らかの方法で短縮しようと思えば，まず
クリティカル・パスの上の活動の所要時間の短縮を図らなけれ

楽観的推定値（α）‥・…異常な幸運のためにすべてが1度で
うまくいったときの活動の所要時間，すなわち最短所要
時間の推定値．
最も確からしい推定値（刑）……正常な場合の所要時間．
悲観的推定値（あ）……異常な不運に見舞われたときの活動
の所要時間．

ら早めても・クリティカル・バスが短くならなければそれは無

以上のような3つの時間推定値が得られると，所要時間がベ
ータ分布という確率分布に従うという仮定をして，所要時間の

用なことです・またスラックがある径路上の活動からクリティ

平均値んを次の公式によって求めます．

ばなりません・クリティカル・パス以外の径路上の活動をいく

カル．パス上の活動に資源を一部移したりすることによって，

α＋4桝＋み
（6．5）

プｐジェクトの完成を早めることができるかもしれません．
大きなプロジュクトになりますと，それを構成する活動は非
常に多くなりますが，かぎられた管理能力で全体を管理するた
めには重要な活動に管理を集中することが有効でしょう．クリ
ティカル．パスはこのような重点管理，あるいはいわゆる例外
管理（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｙｅｘｃｅｐｔｉｏｎ）の向けられるべき対象を
示しているのです．
【ＰＥＲＴの確率的側面】
ＰＥＲＴの応用されるＪ＝うなプｐｓ，ェクトは，多くの場合1
回かぎりのプロジェクトであり，したがって過去に同じものが

そして，このｆ．を使って前述のようなＴガや7℃の計算を
するのです．
ところで上述のように，各活動の所要時間が不確定であると
しますと，当然プロジェクト全体の所要時間も不確定になりま
す．この不確定性は，各活動の所要時間の標準偏差を用いて考
慮することができます．活動所要時間の標準偏差を♂としま
すと，
あーα
♂＝「「

（6・6）

存在しないようなものです．そこでそのようなプロジュクトを

で推定されます．これを使ってプｐジェクト全体の所要時間の

構成する活動の所要時間は，多くの場合，正確には推定できま

標準偏差を推定することができますから，それによってプｐジ
■クトの所要時間の確率的変動を考えることができます（これ

せん・ＰＥＲＴはこのような活動時間の不確定性をも考慮に入
れようとします．
これまで活動の所要時間はただ1つの値として確定値のよう
に扱われてきました・しかし実際には，所要時間はその値より
短くなったり長くなったりします．このような所要時間の不確
定性をＰＥＲＴでは，各活動について次のような3つの時間推
定値を用いて勉理します．
∫62

についての詳しいことは省略します）．
【ＰＥＲＴによる計画】
ＰＥＲＴをプロジェクトの計画に用いる方法は，いろいろと
考えることができます．たとえば，ＰＥＲＴのネットワークか
ら計算されたプロジェクトの総所要時間が長すぎる場合につい
て考えてみましょう．この場合には次のような計画を修正する
Ｊ丘3
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方法が考えられます．
（1）直列になっている活動を並列に変える方法．これは，

てのＰＥＲＴの概略を説明しました・もちろんこのほかにも説
明すべき問題は数多くあります・特に・このような方法の実施

現在時間的に順序づけられて行なわれているものの中で，同時
に並行して実行できる活動があるかどうかを調べ，それを利用

上の問題点コンピュータとの関連などほ重要な問題です・

して総所要時間を短くしようということです．

なカは，まだ開発の初期段階にあるにすぎません・ＰＥＲＴの
これまでの応用分野には次のようなものがあります・

（2）所要時間の短くなる可能性のある活動に資源を追加投
入する方法．たとえば，そのような活動に，残業やより優秀な

経営計画の1つの方法としてのＰＥＲＴがもっている潜在的

人間を配置することです．正のステックがある活動から資源を

① 新製品の開発過程
㊥ 新しいコンピュータの導入

移動することもその1つの方法ですが，そのような移動が容易

◎ 建設およびメソテナンス活動

でない場合には，新しい人や資金を投入しなければならなくな

④ 鉱山の操業
◎ 土地開発

るでしょう．

（3）活動を省略する方法．これは一般には容易ではありま
せんが，時間が非常に重要な場合には，いくつかの活動を省略

◎ ハイウェイ建設
㊦ 原価管理

することがあります．

㊥ 文書管理

さて，一一般に活動の所要時間はそれに追加的に資金を投入す
ることによって短くできるのが普通です．いいかえますと，費
用をより多くかければ所要時間は短縮されます．このような時
間の短縮と費用の増加との的係（これを瑳用と時間とのトレー
ド・オ7（ｔｒａｄｅ・0仔）の関係，すなわち取引の関係といいま
す）は，活動によって異なります．そこでその関係をいろいろ
な活動について調べて比較することにより，一定の費用でプロ
ジェクトの所要時間の短縮を最大にしたり，あるいは一定の時
間の短縮を最小の費用で実現しようということを考えることが
できます．そのような方法はＰＥＲで／ＣＯＳＴという名前で呼ば
れ，最近ではいろいろな分野で用いられています．これに対し
て，費用の計算がはいらず，時間だけについて考えるＰＥＲＴ
をＰＥＲＴ／ＴＩ腫Ｅ と呼ぶことがあります．
【ＰＥＲＴの応用範囲】
以上でネットワーク手法による計画ならびに管理の方法とＬ

◎ 価値工学，等々
以上のように，ＰＥＲＴの応用範囲は非翻こ多岐にわたって
いますが，実裏的には主として何らかの有形の最終生産物の生
産分野が中心です・しかし今後は・無形の目標をもつ如ジェ
クトへの応用もより重要になってゆくでしょう・このような応
用としては，予算の作成・長期計画の樹立・管理組織の設計な
どが考えられます．
長期計画への応用においては・いくつものネヅー▼ワークが系
列抑こ並び，各ネットワークの終点の事象が次のネッけ−ク
へすすもかすすまないかという決定を表わすものであることが
多くなるでしょう・この種の計画ネットワークは・計酢参加
する組織の諸要素間の相互関係を表わすのが普通であり，計画
の緊急度に応じてネットワークには計画目付けが与えられた。
与えられなかったりすることになるでしょう・
管酎▼トワークの作成においては・いろいろな管理活動お
Ｊ65
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よび主要な決定ないし行動の間の相互関係が中核となります．
この種の応用の中には，会社の組織変更や合併・吸収などにお
ける計画力埼まれることになるでしょう．

§21順路問題
【巡回セールスマン問題】

社という厨房用品の製造会社における生産計画の問題が同じ性
格のものであることが明らかになってから，その実際的適用可
能性が注目されることになりました．
この会社は，一本の連続的組み立てラインによって的劫の異

順序づけ問題と似た問題として・順路問題というのがありま
す・そしてその中に「巡回セールスマン問題」と呼ばれる1っ

なったモデルの台所流しを生産していました．モデルの中に

の古典的な数学の問題があります．これは，1人のセールスマ

のもあって，部品の異同性などの関係から，1っのモデルの生
産から他のモデルの生産に切り替えるときに必要な段取り費用
は，どのモデルからどのモデルへの切り替えであるかによって

ンが何都市かを訪問しなければならないとき，自分の住む都市
から出発し，すべての都市をそれぞれただ1度だけ通って．も
とに戻ってくる順路の中で・旅費（または時間，または距離）
が最も少なくてすむようなものを見つけることです．
都市の数が非常に少なければ・すべての場合を順々に考え，

は，お互いに非常によく似ているものもあり，また全然違うも

違っていました．ある場合には，必要な工程変更はきわめて短
時間・低費用でできるが，他の場合にはかなりの時間と費用が
かかるという具合でした．
そこで問題は，どのような順序で各モデルの生産を行なった

それぞれの場合の費用を計算して比較することによって，簡単
に問題は解けます・たとえば・彼が住んでいる都市をＡとし

ら費用が最も少なくてすむかということになりますが，この問

て，訪問先がＢ・Ｃの二都市ならば・2つの可能な経路（Ａ→

題が巡回セールスマソ間堰と同性質のものであることは明らか

Ｂ→Ｃ→ＡとＡ→Ｃ→Ｂ→Ａ）があ。ます．訪問先が3都市の
場合には・この経路さま6とおりになります．しかし都市の数が

でしょう．巡回セールスマン問題での都市はこの間項のモデル
に相当し，都市間移動費用ほモデルの切り替えのための工程変

多くなると可能な経路は急速にふえ，全部の場合を数えあげる
ことなどとてもできなくなります・訪問先が10都市の場合で，

更費用に対応します．ただ，普通の巡回セールスマソ問題と違
うところは，モデルＡからモデルＢへの切り替え（都市Ａから．

すでに経路は約363万とおり（10りという大きな数になってし
まうのです．

都市Ｂへの移動）の費用が，モデルＢからモデルＡ？の切り替
え（都市Ｂから都市Ａへの移動）の費用と一般匿異なるという
点です．たとえば，モデルＡからモデルＢへの変更が，ある種・

数学の問題としては，これを試行錯誤ではなく，解析的に解
く完全に一般的な方法を見つけることが問題となりますが，非
常にむずかしく，現在完全に一般的な解析的解はまだ求められ
ていません・しかし・一般的な数値解法は発見されています．
【ある生産計画の問題】
巡回セールスマン問題は・その名前の現実的なひびきにもか
165
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かわらず，内容は数学的ノミズルのように実際的問題とのかかわ
りは少ないと考えられていました．ところが，Ｍｕｌｌｅｎｓ製造会

の作業の追加を含む（たとえば柳の数をふやす）とすれば，モ
デルＢからモデルＡへの変更は，その作業をとり除くことを含
むからです．
しかし，これらの2つの問題が本質的に同じものであること
が認識されたのは，大変な努力が注入されて生産順序が大幅に
157

改善された催常費何が約3分の1減少した）後であったとい
うことです．

7 取替問題・探索問題・鼓争問喝
この章では，これまでに説明してきたもの以外のタイプの問
題をまとめて取り扱うことにします．取替問題，探索問題，競
争問題の3つがそれです．取替問題は，いわゆるエンジ＝7リ
ング・エコノミー（ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｅｃｏｎｏｍｙ）のおもな研究対象
としてＯＲ以前から盛んに研究されてきましたが，ＯＲの出現
とともにその体系の中に包含されるようになりました．探索問
題はＯＲの中でも比較的歴史が浅く，未開発です．競争問題は
重要な問題ではありますが，理論的には解決困難な問題が多
く，実用的・操作的な理論として利用できるものはまだほとん
どありません．以上のように，ＯＲの体系の中での理論の整備
の状態や実用化の程度などを考えて，これらを1章にまとめて
簡単に説明することにしました．

§22 取 替 問題
【劣化する政情の取替問題】
取替問題は2つの一般的なタイプの問題を含みます．1つ
は，使用の程度匿応じ，あるいは時の経過とともに劣化する設
備機械に関するものであり，いま1つは，劣化はし孝せんがあ
る程度使用したり時間がたつと寿命がつきるか，こわれるかす
るものに関する問堰です．
劣化するものの例としては，旋盤などの工作機械，1十チタ
ク，船舶，発電機などがあります．このようなものの取り替え
に関する決定には2つの相対立する費用が関係します．すなわ
ち，劣化してゆく古い設備機械の非効率から生じる費用と，新
しい設備機械の取得費用です．
′6才
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