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Abstract

　This paper derives the necessary equations to determine the optimal ordering policies for perishable raw 
materials with a useful lifetime of two periods.  Optimal order quantities are shown to compute for any demand 
distributions by Monte Carlo simulation using the steepest descent method.
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１．緒言

　食品，薬品などを初めとして多くの商品は寿命を

有するため，そうした商品を取り扱う在庫システム

では品質劣化の影響を考慮しなければならない．そ

のため，寿命を有する期限付き商品の在庫−発注政

策は古くから研究されてきた．

　Van Zyl１）は，２期間の寿命を有する品質劣化商

品の発注政策を発注費用と品切れ費用を考慮した研

究を行った．このモデルでは，商品の劣化は期首ま

たは期末の在庫量に依存するという仮定をおいて

いたが，Fries２）は，商品寿命をm期間に拡張し，

発注，保管，期限切れ費用を考慮して個々の商品

の履歴を追跡するモデルを作成した．Nahmias３）は

この研究とは独立かつ同時期に廃棄費用も考慮に入

れた類似モデルを発表している．上記の研究が商品

寿命を一定と仮定しているのに対し，Noseら４）は

寿命をある一定値に設定し，確率的に変化するリー

ドタイムの下での在庫制御を論じた．以上のモデル

では発注と同時に商品が即時納入されるという仮定

を設けたのに対し，Williamsら５）は発注リードタイ

ムを考慮して，在庫費用を最小にする発注量を求め

た，また，能勢ら６）は，品質劣化商品の在庫に関

して，品切れに対してある確率的制約条件を与え，

さらに売れ残った商品に対して価格割引を行うとい

う仮定でモデルを作成し，最適発注政策を求めた．

さらに能勢ら７）は，FIFOおよびLIFOの両出庫方

式の下において，納入リードタイムが不確定な場合

の生鮮食品の発注在庫モデルを構築した．

　一方，Ramanathan８）は，寿命の近づいた商品に

ついては，値引き政策を実施するという方策の下で

期待利益最大化の在庫政策を求めた．またLiu９）ら

は，動的に変化する状況下で，需要予測に基づい

た確率分析によるオンライン発注政策を構築した．

Pasternack10）は，小売業者に対して部分的な返品

を認めるという条件下で，生産者が品質劣化商品の

価格設定する場合を研究した．

　水産加工業においては，商品自体については劣化

を考慮する必要がないものの，冷凍原料を買い付け

加工する段階で，余剰原料は品質劣化を起こすため，

原材料の最適発注政策は収益を大きく左右すること

になる．本研究では，計画期間を２期間とし，２期

間全体での最適解を求めることとした．品質劣化を

考慮した２期間の期待利益の最適化を求めた能勢

ら６）の研究は，１期間の購入量のみが変数となっ

ている．本研究では，商品の需要量に対し確率分布

を与え，１期間と２期間の購入量を２変数とする費

用最小化問題である．

２．モデル

　モデルの過程を以下に示す．

１）原材料は，１単位期間使用されない場合，比率 

 だけ減損する．

２）原材料の買い付けは定期発注方式で，発注は期

首に行われ，即時納入される．

３） 原材料は，先入れ先出しで加工に供される．ま

た，各月における需要の確率変数  
は，密度  ，分布  にしたがう．

４）月中に品切れとなった場合には，ペナルティが

課せられる．

５）月末に残った原材料は次月に繰り越すが，それ

には保管費がかかる．

６）モデルに用いる記号の意味を以下に記す．

ａ）購入費用　　  円/

ｂ）保管費用　　  円/

ｃ）品切れ費用　  円/

ｄ）初期在庫量　

ｅ）買い付け量　  円/

ｆ）販売価格　　  円/

３．総費用関数の定式化と特性

　図１は横軸に１単位期間目における需要量，縦軸

に２単位期間目の需要量の大きさを目盛ったもの

で，領域ⅠからⅣに分割される．また，表１は図１
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に基づいて各領域の保管量，品切れ量，販売量，２

単位期間末在庫量を示したものである．

　ここで買い付け費用，保管費，品切れ費用の和と

しての総費用関数  を原材料の１期，２期
の買い付け量の関数として求めると，以下のように

なる．

図１　各期の需要量による領域分割

表１　領域別の保管量，品切れ量，販売量，２単位
期間末在庫量

 （1）

　そこで式（1）を最小にする解 　　　　 が存在す

る条件を求める．式（1）の１階偏微分を求めると以

下のようになる．

 （2）

　さらに，領域Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳにおいて需要  
の発生する確率を  と
すると，（2）式は

 （3）

となる．

　同様に，
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 （4）

となる．

　したがって，  を満たす点
 

 が存在すれば，それは極値となる．
　つぎに，  のヘッセ行列式を求めるため
に，  と  に関する２階偏微分を求める．

 （5）

　これは，  の時，正の値をとる．

　同様に，

 （6）

また，

 （7）

　したがって，ヘッセ行列式は，

 （8）

となる．

　それ故，  の時，
 

を満たす点  が存在すれば，それは極小値

となる．また，  の値が正であることは自

明であり，  であるから，
それは唯一の点である．

４．シミュレーション実験

4.1　実験に供したデータ

　シミュレーションは2009年度の１月と２月の２ヶ

月間について，ある冷凍サンマ加工工場を例にとっ

て実施した．需要量 （平均：59.1×103㎏，標準

偏差2.39×103㎏）と  （平均：63.2×103kg，標準
偏差2.59×103㎏）は，両者とも  分布検定の結果，

正規分布と考えられる．購入費用  は実績値22.0円

/  を用い，購入費用  は最近隣法による予測値

22.2円/  を用いた．また， ＝0㎏，  =10円/ ，
  =0.8とした．

4.2　数値解析

　  とし，  の値の変化による最適解，
品切れ率，総費用の変化を計算で求めた．

　最適値は，以下に示す最急降下法11）を用いて求

めた．

　ここで  は正の学習定数で，  が小さければ

１回当たりの変更量が小さく学習回数が膨大と

なる．  が大きいと最適解の周辺で振動を繰り

返し学習が収束しないことになる．これを避け

るために  はある程度大きい値を取り，それを 

 の慣性項を追加することによ

り補正している．収束条件は ，
学習回数の上限は50回とした．
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　以下に ＝0.02， ＝0.1の下で， ＝100の場合の

計算例を示す．

　 ＝０のとき初期条件より ＝59.1， ＝
63.2である．

であるから，

　  で，  とすると

　  のとき，上記の結果より

各領域の確率は，

となり，

であるから，

となる．

　この手順を繰り返すと，  のとき

さらに  のとき

　このように，学習回数44で収束条件を満たし，最

適解（61.13, 63.00）が得られた．

　上記のように計算した結果，  の値による最適解 
 の変化は図２にようになった．  の値が大

きくなるにつれて，最適解  はほぼ直線的

に大きな値になる．これは，品切れ費用が大きくな

れば，総費用を抑制するために，品切れ率を減少

させるため  を大きな値にする必要があり，

総費用に及ぼす保管費用な割合が小さいことを示し

ている．

図２　  の値による最適解  の変化
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　図３に品切れ率と総費用との関係を示す．図より

品切れ率が0.2以上であれば，総費用に及ぼす影響

は小さいが，品切れ率を0.2以下にすると総費用が

急激に増加することが分かる．

５．結言

　本研究では，２期間寿命の原材料を用いての加工

生産について，２期間の最適発注計画を求めた．そ

の結果，以下の点が明らかになった．

⑴　総費用を最小にする発注政策が，一定条件下で

ただ一つ存在する．

⑵　品切れ費用が大きくなるにつれて最適解はほぼ

直線的に増大する．

⑶　品切れ率が0.2以上であれば，総費用に及ぼす

影響は小さいが，品切れ率を0.2以下にすると

総費用が急激に増加する．
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図３　品切れ率と総費用との関係


