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更新履歴
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■Nov.28.2019 次月操作 解を予定入力に送るを追加



Excelで制約検証後
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■菅原システムズで作成したプロジェクトファイルを使います。プロジェクトファ
イルには、お客さま用にカスタマイズされたソフトの設定情報が入っています。

■このプロジェクトファイルを開いて、求解ボタンをクリックするだけで解は得ら
れます。

■本稿では、さらにお客さまサイドで、きめ細かく希望の解をコントロールする方
法について述べます。



環境整備
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■電子メールで、OneDriveフォルダが案内されます。OneDriveフォルダをご自身
の作業フォルダにコピーします。OneDriveフォルダには、プロジェクトファイル、
Excel設定ファイルが入っています。

■最新Versionをインストールします。例えば、11月27日2019では、
schedule_nurse3_124Aが最新です。



プロジェクトの動作確認
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■ファイル →プロジェクトを開く
コピーしたフォルダにアクセスして、プロジェクトファイルを開きます。

■求解 → 求解ボタンをクリックします。（30秒-1分程度で解が出たら成功）



ソフト解を確認する
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■スライダーを移動させて計数を確認します。これでソフトの動作確認終了です。



解をExcelにコピーする
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■計数付で出力する場合と、読み込んだ入力シートに書き戻す方法と二つの方法が
あります。
■計数付で出力する場合は、ほぼSC3の解出力イメージで出力されます。
■ここでは、Excelから予定入力を読み込んだシートに解を書き戻す方法を説明しま
す。
■書き戻すと、元のExcelシートが解で埋まってしまい元の予定入力シートが失われ
てしまうので、予定入力のコピーを予め作っておいて、そこに書き戻すことにしま
す。

コピー



Excel予定人力の読み込み
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■ウィンドゥの設定 → Excel取り込み設定
下のような画面になります

■ファイルパス の設定
プロジェクトファイルと同じフォルダにExcelファイルがあるので、それをクリッ

クし、開く で元の画面に戻ります。
■下のように、勤務表ソフト11月解のチェックを入れ、勤務表人力11月解のチェッ
クを外します。
■設定ボタンをクリックします。
■（ここで、ファイル → 保存 すると状態がファイルに保存されます。）
■ 取り込み でExcelファイルが読み込まれます。



Excel予定人力の読み込み
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■ウィンドゥの設定 → Excel取り込み設定
下のような画面になります
■ファイルパス の設定
プロジェクトファイルと同じフォルダにExcelファイルがあるので、それをクリッ

クし、開く で元の画面に戻ります。
■下のように、勤務表ソフト11月解のチェックを入れ、勤務表人力11月解のチェッ
クを外します。
■設定ボタンをクリックします。
■（ここで、ファイル → 保存 すると状態がファイルに保存されます。次回よ
りファイルパス設定は不要となります。）
■ 取り込み でExcelファイルが読み込まれます。



予定入力を確認
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■予定入力 を開くとExcelシートが読み取られています。前月部は、クリアされず
にそのまま維持されます。



解を予定入力に送る
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■解を出していなかったら解を出します。
■画面上右クリックで 予定入力に送る をクリックします。



解をExcelに送る
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■予定入力 を開いて 画面上右クリックで Excelへ出力 をクリックします。
■注意
１）プロジェクトをファイル保存すると予定が解で埋まった状態で保存されるのでご注意ください。

２）Excelシートは、上書きされてしまうのでファイルを間違えて大丈夫なようにバックアップを取っておきましょう。



解をExcelで見る
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■Excelを開いて 予定入力したシートを見ると解が書き込まれていることが分かり
ます。



計数付でExcelに出力する
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■ウィンドゥの設定 → Excel取り込み設定 → Excel出力設定

■ファイルパス の設定
ファイル名を適当に決めてください。

■下のように、該当するシート名にチェックを入れます。チェックは一つでなけれ
なりません。
■設定ボタンをクリックします。
■（ここで、ファイル → 保存 するとファイルパス、シート名がファイルに保
存されます。）
■ 出力 をクリックします。



計数付でのExcel出力
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■Excelでは、Ctrl＋マウスホイールで全体を拡大縮小できます。



練習 人力解のExcel計数出力
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■人力解を予定入力に読み込んで、求解・Excelシート名を変えて出力します。
■Excelファイルが既存ファイルですと上書きされます。前のフォーマットが残ることがあるので、新規でファイル生成する

ことをお勧めします。



重みの変更 望みの解に近づける
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■青部、早出明けは5人欲しいところ4人しか確保されていないところが2箇所ありま
す。これをなんとかすることを考えます。



ソフトレベルを確認する
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■制約→ 列制約 → 列制約グループを開くと、早出明けのソフトレベルは6であ
ることが分かります。
■今、この制約だけが、満たさない箇所があるので、この制約の重みを増やせばよ
いのでは？という考えが浮かびます。



重み変更その１
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■ 列制約レベル6の重みを6→60に変更して、求解し、どうなるか見てみましょう。



重み変更その２
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■ そうすると、当該制約は、満足したものの明けの後は休みという行制約レベル7の
制約を満足できない人が2人でてしまいました。
（レベル7は重篤なエラーという意味で赤色でマーキングされます。）



重み変更その3
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■そこで行制約レベル7を7→70に変更して求解しました。

重みを重くすれば確
かにその制約は、良
くなるが他のエラーが

でてきてしまう



トレードオフの関係を理解する
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■このように、こっちをたてればあっちがたたずの関係は、よく出くわします。こ
れをトレードオフの関係と言います。スタッフの勤務の質優先か、施設のケアの質
優先かで、悩ましい場面がよくあると思います。

今度は、遅人数が満足し
ない。もぐらたたき状態



トレードオフの関係を理解する
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■どういう具合かを事前に知る事はできません。ですからやってみるしかありませ
ん。
■人力では、出来た勤務表を手直ししてもう一度やってみようという気はおきない
と思います。
■しかし、ソフトを使えば、重みを変更し再RUNを行い結果もすぐに出ます。
（しかも文句を言いません。）そうして見比べた上で、さらに重みを調整する・
あるいは決定の判断を行って頂きたいと思います。



スタッフの勤務希望のソフト化
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■今まで、スタッフ勤務希望は、絶対だったかもしれませんが、ソフト化を行うこと
でどういう風に改善されるかは、見ておいたほうがよいでしょう。次のように休だけ
を選択して、ソフト制約化を行います。レベルはとりあえず3にしました。



スタッフの勤務希望のソフト化
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■する予定入力制約3という項が出現するので、チェックを入れます。重みは、元に
戻して求解します。



スタッフの勤務希望のソフト化結果
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■行制約にも列制約にも重篤なエラーがなくなりました。これは、スタッフの休み希
望の重み１のソフト化を行ったためです。つまり予定変更を強いられる人がいること
になります。



スタッフの勤務希望の予定変更部

27

■予定入力と比較 を実行すると変更された部分が赤枠されています。
（このままでは、分かりづらいので、拡大あるいは、予定入力の方を見てくださ
い。）



スタッフの勤務希望ソフト重みを変える
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■何十箇所も予定変更がされています。このままでは、調整不能です。この原因は、
重みが最小１で、最も軽い制約にしたためです。そこで、もう少し重みを増やし5に
してみました。

重み5のエラー数は、
3個なので、予定変更
があったとしても3個

以下のはず。



スタッフの勤務希望ソフト重みを変える
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■依然として、列行の重篤エラーはありません。予定変更のスタッフは、3箇所（3
人）いますが、これなら、当該スタッフと調整可能かもしれません。



予定制約の検討（提案）
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■一般に、希望数が多ければ多いほど、解空間は狭まり、行制約・列制約・ともに達成
が難しくなります。（試しに予定なしでやってみれば、綺麗な勤務表になるのが分かる
と思います。）その観点で希望数が多い職場が良い職場とは言えません。ケア品質の確
保に影響することは勿論、逆に、厳しい勤務を強いる要因になっている場合もあります。

■多数の希望を出す方もいれば、そうでない方もいます。しわ寄せがくる（赤マーキン
グ部出現箇所）は、必ずしも多数の希望の方になるとは限りません。その意味で、希望
数の不均一は、それだけを見ると、公平ではないと思います。

■今回みたいに、解がでたところで調整するか、あるいは、ソフトレベル的な希望階層
にして、なおかつ回数を制限し、調整そのものもなくすか、あるいは、希望の多い人は、
少し厳しめの勤務にするか等、色々な可能性があると思います。

■職場ごとに環境が異なるので一概にどれがよい、ということは言えません。
■職場に合った形の候補を絞り込んで、候補について、シミュレーションを何ヶ月行う
ことは可能ではないかと思います。シミュレーションとは、実際の勤務表以外に、仮想
的な勤務解を作ることです。どういう希望の取り方をしたときに、どういう解が出るか、
SC3上のソフトエラー数で数値的な評価をすることです。

■SC3を活用することで、物理リソース制限下での科学的な評価をすることが出来ます。



スタッフ属性
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■Excelで管理します。年間勤務数等の実績と残り日数から、月毎に公休数を設定し
てください。

■その他、スタッフの追加変更・属性の変更等は、Excelシートで管理し、それをプ
ロジェクトファイルに読み込ませる方法で行います。



祝日
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■年末年始等で、祝日ではないけれども祝日扱いにしたいときは、Excel稼働日設定
で、特祝の該当日を●にしてください。



次月操作
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■先月のプロジェクトファイル（最終解算出に使用したもの）を今月用にコピーし
てください。
■解を予定入力に送る
■先月使用したExcelファイルを今月用にコピーします。
■今月用Excelシート上、下記制約開始日を変更します。
■スタッフ属性で変更があれば、Excelシートを変更します。
■取り込みします。



まとめ
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■重みを手元で変えることで、解の出方を望みの方向へコントロールすることが出
来ます。

■Excelで、年間管理を行い、今月Excelシートに反映させます。

■レベル・重みともに、菅原システムズで設定していますが、勿論、お客さまサイ
ドで、自由に変更して頂いて構いません。（職場の中で、何が重要かを分かってい
るのは、お客さまだけです。）



補足事項
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■制約の変更時は、設定ボタン クリック →ファイル→保存を習慣化してください。

■ファイル名は、何時でも変更前に戻れるように、適宜..v2,v3 とプロジェクトファ
イル変更しながら、進めるとよいでしょう。

■制約を追加・変更したいとき
菅原システムズで対応可能ですが、簡単な制約でしたらご自身でやって頂いてかま

いません。

■徐々に慣れていただき、最終的には、制約の追加・変更のスキルを身につけて頂く
と、サポートに説明する煩わしさがなくなり、その場で解を完全にコントロール可能
となります。この状態は、ソフトと管理者が一体となった最強の最適化システムであ
ると言えます。

■動作がおかしいとき
現象記述とともに、プロジェクトファイルを添付して送ってください

以上


