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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ（先行データ）とを時
間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流出量
とから次期流出量の予測値を算出する予測値算出手段と、
前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナル
ティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、
算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図によりシンボリックに
判定する移動基準在庫量管理手段と、
前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最

10

小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投入量算定
手段と、
算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定す
る投入量管理手段と、
前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結
果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善する
投入量改善手段と
を備えることを特徴とする流動数管理システム。
【請求項２】
前記在庫量に関する総ペナルティー費用及び前記流出量に関する総ペナルティー費用は
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、次期以降の予測値、現在前後の在庫量及び流出量の変動に応じて変位させること
を特徴とする請求項１に記載の流動数管理システム。
【請求項３】
管理対象における流動数を管理するためにコンピュータを、
前記管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ（先行データ）と
を時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流
出量とから次期流出量の予測値を算出する予測値算出手段と、
前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナル
ティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、
算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図によりシンボリックに
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判定する移動基準在庫量管理手段と、
前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最
小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投入量算定
手段と、
算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定す
る投入量管理手段と、
前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結
果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善する
投入量改善手段と
して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能な流動数管理プログ
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ラム。
【請求項４】
予測値算出手段が、管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ（
先行データ）とを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注
文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出するステップと、
移動基準在庫量算出手段が、前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求
め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出するステップ
と、
移動基準在庫量管理手段が、算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを
管理図によりシンボリックに判定するステップと、
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投入量算定手段が、前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペ
ナルティー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として
算定するステップと、
投入量管理手段が、算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理
限界線により判定するステップと、
投入量改善手段が、前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管
理手段による判定結果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下に
なるように改善するステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする流動数管理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えばオンデマンドＳＣＭ（サプライチェーンマネージメント）環境下にお
ける在庫の適正水準を決定し管理するための流動数管理システム、方法及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
製造業には、資材を調達し、モノを作り、顧客へ納入する一連の連鎖業務があり、これ
をサプライチェーンという。顧客が要求するとき（オンデマンド）に製品を届けるために
は、このサプライチェーンがうまく機能しなければならない。そのために現在、ＳＣＭが
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脚光を浴び、多くの企業で改革が取り組まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ＳＣＭにおける在庫問題は、サプライチェーンにおける最適化の中で、最も厄介で重要
なものである。需要と供給のギャップを埋めるため、業務の要所には必ず「在庫」が存在
するが、在庫を多く抱えることは、それだけ多額の資金を眠らせることになり、経営効率
を下げる結果となる。
【０００４】
しかし、やみくもに在庫を減らそうとすることの弊害も多い。在庫には様々な変動を吸
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収するバッファとしての機能があり、これを無視して手持ち在庫をいきなりゼロにするよ
うなことをすると、現場が混乱し、かえってトータルの在庫量を増やす結果にもなる。
【０００５】
つまり、在庫の適正水準をきめ細かく設定し、きちんと管理することが在庫削減の近道
である。そして、欠品を起こさずに必要最小限の在庫を持つためには、在庫の適正量をリ
アルタイムに求める技術が必要とされる。
【０００６】
本発明は、以上のような問題を鑑みてなされたものであり、在庫変動をリアルタイムに
検出し、在庫の適正水準を決定し管理するための流動数管理システム、プログラム及び方
法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、本発明に係る流動数管理システムは、管理対象における流
入量データと流出量データと確定注文データとを時間に対応するデータとして取得し、次
期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出する
予測値算出手段と、前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量
に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出
手段と、算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図（例えば累積和
管理図）によりシンボリックに（例えばＶマスク法で）判定する移動基準在庫量管理手段
と、前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が
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最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投入量算
定手段と、算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線によ
り判定する投入量管理手段と、前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記
投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界
線以下になるように改善する投入量改善手段とを備えること特徴とする。
【０００８】
また、本発明に係る流動数管理プログラムは、コンピュータが読み取り可能な流動数管
理プログラムであって、前記管理対象における流入量データと流出量データと確定注文デ
ータとを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今
期の流出量とから次期流出量の予測値を算出する予測値算出手段と、前記流入量データと
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流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小とな
る移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、算出された前記移動基準在庫量
が管理状態にあるか否かを管理図（例えば累積和管理図）によりシンボリックに（例えば
Ｖマスク法で）判定する移動基準在庫量管理手段と、前記予測値と前記流出量データの累
積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次
期流出量を次期の投入量として算定する投入量算定手段と、算定された前記投入量が管理
状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定する投入量管理手段と、前記移動
基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結果に基づい
て、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善する投入量改善
手段として、前記コンピュータを機能させることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、在庫変動をリアルタイムに検出し、在庫の適正水準を決定し管理する
ための流動数管理システム、プログラム及び方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
流動数管理はもともと生産工程を対象に考えられており（文献１参照）、静的である。
サプライチェーンの各段階においても流入出関係があり、同様な流動数問題が発生する。
【００１１】
ＳＣＭにおける流動数管理問題は、流動数管理式（文献１参照）において以下のように
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書き直すことができる。サプライチェーンの各段階が基準在庫量を保有し、式１で表され
る当期投入量に従って供給（流入）し、各段階の在庫を管理する方法である。
【００１２】
当期投入量＝当期流出量＋基準在庫量−前期在庫量

(1)

【００１３】
本実施形態における流動数管理システムでは、さらに先見適応制御の考えを導入して、
基準在庫量を可変化し、式１を以下のように次期投入量に発展させて考える。
次期投入量＝次期流出量＋移動基準在庫量−当期在庫量

(2)

【００１４】
そのとき、流動数管理問題は、移動基準在庫を移動インディケータとしていかに管理し
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て次期投入量を求め、流動数（在庫）を最小化することである。そのための基本ロジック
は、移動基準在庫量を当期在庫量に近づけて、次期流出量が次期投入量となることである
。このために、移動基準在庫量と次期投入量の策定に「新聞売り子問題」（文献４、文献
５参照）を適用し、管理図法の管理限界線で継続的にチェックしてアクション（投入量の
決定）をとる。
【００１５】
本実施形態では、流動数図表（文献２、文献３参照）上で、新聞売り子問題により設定
された移動基準在庫量（インディケータ）を、管理図法の管理限界線（累積和管理図（文
献６参照）のＶマスク法、流動数図法の管理限界線）で継続的にチェックして、アクショ
ン（投入量の決定）を行う。
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【００１６】
以下、図１〜図１８を参照しながら、本発明の実施形態について詳しく説明する。尚、
各図面を通じて同一もしくは同等の部位や構成要素には、同一もしくは同等の参照符号を
付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
【００１７】
［流動数管理システムの構成］
図１は本実施形態による流動数管理システムの機能構成例を示しており、図２は図１に
示した流動数管理システムのハードウェア構成例を示している。また、図３は流動数管理
システムによる流動数管理方法の処理手順例（基本ロジック例）を示している。
【００１８】
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図１に示すように、流動数管理システムは、流動数図表生成手段１１、予測値算出手段
１２、移動基準在庫量算出手段１３、移動基準在庫量管理手段１４、投入量算定手段１５
、投入量管理手段１６、投入量改善手段１７、投入量決定手段１８、利益化手段１９など
の機能を備えている。
【００１９】
予測値算出手段１２は、管理対象における流入量データと流出量データと確定注文デー
タ（先行データ）とを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確
定注文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出する。移動基準在庫量算出手段
１３は、流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナ
ルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する。移動基準在庫量管理手段１４は、
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移動基準在庫量算出手段１３により算出された移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを
管理図（例えば累積和管理図）によりシンボリックに（例えばＶマスク法で）判定する。
投入量算定手段１５は、予測値と流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルテ
ィー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定す
る。投入量管理手段１６は、算定された投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管
理限界線により判定する。投入量改善手段１７は、移動基準在庫量管理手段による判定結
果あるいは投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定された投入量の累積が管理限
界線以下になるように改善する。
【００２０】
また、流動数管理システムは、図２に示すように、例えばＰＣ等のコンピュータシステ

10

ムにより実現され、入力部３１、制御部３２、表示部３３、外部インタフェース部３４、
記憶部３５などを備えている。入力部３１は例えばキーボードやポインティングデバイス
、ディスクドライブ等の入力手段であり、流入・流出データ２１や確定注文データ２２な
どをデータ入力や、アプリケーションプログラム４１の実行指示等に用いられる。表示部
３３はディスプレイやプリンタ等の表示手段であり、アプリケーションプログラム４１の
実行結果や中間処理結果等の表示に用いられる。外部インタフェース部３４は他の装置や
システムと接続するためのインタフェースを提供する。記憶部３５には、各種アプリケー
ションプログラム４１やアプリケーションデータ４２などが記憶される。尚、図１に例示
する各機能をコンピュータシステムに実現させるためのプログラム、あるいは図３に例示
する各処理をコンピュータシステムに実行させるためのプログラムを、アプリケーション
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プログラム４１として記憶部３５に記憶させ、制御部３２に実行させることができる。
【００２１】
流動数管理システムは、図３に示す処理を実行するにあたって、まずロジック内で用い
る数値（項数r、係数β1、β2、β3、期間数n、カウンタｉなど）の初期設定処理を実行
する（ステップS01）。
【００２２】
［流動数図表生成］
図４に示すように、例えば管理対象とする倉庫のt期における流入量、流出量、在庫量
をそれぞれ、（工場から）製品Aが倉庫に流入した量（It）、製品Aが倉庫から（市場に）
流出した量（Ot）、製品Aが倉庫に保管されている量（Lt）とする。確定注文量（Xt）は
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製品Aの需要情報である。
【００２３】
流動数図表は、図５に例示するように、縦軸に累積流量、横軸に時間をとった平面に流
入累積線と流出累積線とを描いたグラフである。２つの累積線で囲まれた領域を縦に見る
と流れの対象（製品A）が管理対象（倉庫）内にその時点で滞留している量つまり流動数
（在庫量）が読み取れ、横に見ると対象が管理対象内に留まっている時間（リードタイム
）が読み取れる。
【００２４】
流動数図表生成手段１１は、流入・流出データ２１及び確定注文データ２２を入力し（
ステップS02）、流れの対象（製品A）の流動数図表データを生成する（ステップS03）。
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流動数図表生成手段１１により生成される流動数図表データの例を図６に示す。流入量、
流出量、確定注文量の各データは20余週分であり、確定注文は見込需要情報（予測）であ
る。図６に示す例では、２つの大きなズレがあり、問題が発生している。
【００２５】
簡単のために、流れの対象（製品A）の流出（状態）は制御できないものとして、流入
量を制御することによって流動数／所有日数（管理項目）を最小化することを考える。流
入量の決定には確定注文量が利用できるが、短サイクルの製品では実際の実需要量（流入
量）と大きなズレが発生する。
【００２６】
［予測値の算出］
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予測値算出手段１２は、流動数図表生成手段１１により生成された流動数図表データを
用いて、確定注文データ２２の値を、より実需要量に沿った予測値となるように確定注文
量を加工する（ステップS04）。
【００２７】
リードタイム１週（以降、LT1週）のときのｔ期における予測値Ft+1 は、式３により算
出できる。尚、LT1週とは、製品Aを発注してから倉庫に届くまでの時間を表す。
【００２８】
Ft+1 = Xt+1 + α(Ot ‑ Xt) + (1 ‑ α)Et‑1

(3)

（但し、0 ＜ α ≦1）
10

但し、Et はｔ期の誤差であり、式４により求められる。
【００２９】
Et = α(Ot ‑ Xt) + α(1‑α)(Ot‑1 ‑ Xt‑1)
+ α(1 ‑ α)(Ot‑1 ‑ Xt‑1) + … + α(1 ‑ α)t‑1(O1 ‑ X1) (4)
【００３０】
一方、リードタイムがｎ週のときの予測値Ft+n は、式５により算出できる。
【００３１】
Ft+n = Xt+n + α(Ot ‑ Xt) + (1 ‑ α)Et‑1

(5)

（但し、0 ＜ α ≦1）
【００３２】
また、図７に例示するような誤差面積により、各αの値における予測値の評価を行う。
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誤差面積とは累積予測値と累積流出量との間の面積を指す。
【００３３】
予測値算出手段１２により算出された予測値は、流動数図表データとともに移動基準在
庫量算出手段１３及び投入量算定手段１５に送られる。
【００３４】
［移動基準在庫量の算出］
オンデマンドに需要適応するために、移動基準在庫量算出手段１３は、インディケータ
として基準在庫量N を図８のようにNt と可変化し、新聞売り子問題を適用して求める（
ステップS05）。
30

【００３５】
新聞売り子問題は「新聞スタンドで毎日売る新聞を何部仕入れるのが最適か」という問
題である。売れ残りの新聞が多いと損失を招き、仕入れが少なすぎると儲け損なう。毎日
の売れ行きも確率的に変動するから、売れ残り損失と品切れ損失とを合わせた機会損失を
最小にして利益を最大にするという形で最適な仕入れ数を求める。
【００３６】
新聞売り子問題を本在庫管理に応用するに当たって、ペナルティー費用を導入する。総
ペナルティー費用C(Nt)は、ｔ期の在庫量をLt、ｔ期の基準在庫量をNt として次式６で与
えられる。
【００３７】
C(Nt) = β1Nt + β2(Nt ‑ Lt)+ + β3(Lt ‑ Nt)+

(6)
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但し、β1 は基準在庫量Nt へのコスト係数（適正在庫）、β2 は基準在庫量Nt を下回
ったときにかけるコスト係数（過少在庫）、β3 は基準在庫量Nt を上回ったときにかけ
るコスト係数（過剰在庫）である。(Nt ‑ Lt)は基準在庫量Nt を下回った量、(Lt ‑ Nt)
は基準在庫量Nt を上回った量である。また、右肩の＋は式内の負の値をゼロとすること
を表し、例えば、(a)+ = max(a, 0) である。
【００３８】
最適な基準在庫値Nt* を求めるためには、式６の期待値が最小となれば良いので、係数
β1、β2、β3 を任意に決めることで、Σｆ(Lt)を決定することができる。ここで、Σｆ
(Lt)とは流動数の頻度の累積であると考え、基準在庫値Nt*が最小となるときのΣｆ(Lt)
は、(β3 ‑ β1) / (β2 + β3) に等しくなるように決定される。
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【００３９】
ここで、いくつかの週で区切って、過去のデータのみを参照して各週毎の移動基準在庫
値を求める方法を考える。
【００４０】
図９は、係数β1=5、β2=250、β3=200 とし、移動平均の期間数を３週（r=3）として
過去のデータのみにより移動基準在庫量を求めた結果を例示している。もちろん、予測在
庫データも利用可能である。
【００４１】
実際にΣｆ(Lt) を用い、累積在庫量から移動基準在庫量を算出する方法を以下に示す
。在庫量に新聞売り子問題を適用した場合は、図１０に例示する在庫量の累積から基準在

10

庫量を決定する。この場合、次式７により基準在庫量が決定される。
【００４２】
Σｆ(Lt) = (β3 ‑ β1) / (β2 + β3)

(7)

【００４３】
仮に、β3 （基準在庫量を上回ったときにかけるペナルティー）を大きくすると、在庫
量が基準在庫量を上回らないように基準在庫量を大きくしようとする。β3 を大きくすれ
ば、右辺の値は大きくなる。β3 が大きくなれば基準在庫量も大きくならなければいけな
いので、右辺は分布の下からとり、式７となる。
ところで上記式7の新聞売り子問題では、従来からペナルティー係数βの効果的な決め
方が問題となっていた。一方、一般的に商品の需要パターンというのは期間（例えば、季

20

節ごと）に応じて変動するものである。そこでこの期間変動に追従してペナルティー係数
βから基準在庫量Nを決定することで在庫量を自動的に管理する方法（ロジック）を提案
する。
【数１】
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本実施の形態においては、新聞売り子問題を本在庫管理に応用するにあたり、ペナルテ
ィー費用を導入した式6を用いたが、評価式はこれに限られるものではない。即ち、次に

40

示す代替式を適用しても本実施の形態を実施することができる。
つまり、リトルの公式と流動数分析から、在庫量（Ｌ）の数量の世界と所要時間（Ｗ）
の時間世界には互いに対応関係が成り立つことから、本管理方法（ロジック）をＷで展開
することが可能である。そこで式6を下記式6‑1に置き換えて、本実施の形態を実施するこ
とができる。
C(Tt) = β1Tt + β2(Tt ‑ Wt)+ + β3(Wt ‑ Tt)+

(6‑1)

これは、特に生産のように遅れを生じるプロセスを持つ場合には有効と考えられる。
【００４４】
［移動基準在庫量管理］
在庫の変動をリアルタイムで管理する方法として、品質管理の分野で用いられている累
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積和管理図のためのＶマスク法が有効である。シフト的な変化を検知する能力に長けた累
積和管理図を管理状態の有無を確かめるために用いる。打点した点がＶマスクと呼ばれる
線の範囲内にあれば、その工程は管理状態であり、Ｖマスクの範囲外にあれば、この工程
は管理状態にないという。管理状態（つまり、今の需要変動は予定の範囲内）にないと判
断すると、それに対して何らかのアクションをとる必要がある。需要変動は、瞬間的に大
きな値を示すこともあるが、基本的には傾向変動となって現れる。それは平均以上の上昇
が続く場合もあるし、また、平均を下回る減少が連続的に発生する場合もある。それを認
知するためにも品質管理で使われている累積和管理図が有効である。これは傾向線からＶ
字のマスクをかけて目標値からのブレが有意か否かを判断する。
【００４５】

10

移動基準在庫量管理手段１４は、移動基準在庫量算出手段１３により設定された移動基
準在庫量Nt を、累積和管理図のＶマスク法でチェックする。移動基準在庫量管理手段１
３は、Ｖ字型の管理限界線（Ｖカット）を累積和管理図内に設け（ステップS06）、この
Ｖカットにより形成されるＶマスクからのブレが有意なものか否かを判定する。
【００４６】
移動基準在庫量管理手段１４は、累積和管理図内にプロットした過去のすべての点がＶ
マスク内に入っていれば管理内、入っていなければ管理外と判定する（ステップS07）。
【００４７】
ステップS07の判定の結果、管理内と判定された場合は、ステップS11の処理に進む。具
逆に、管理外と判定された場合は、今回の処理がＫ回目（但しＫは適宜変更可能な所定の
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閾値）の処理であれば、係数β1、β2、β3の値を変更して、ステップS04に戻る。
【００４８】
需要適応のために、係数β1、β2、β3 を、次週の予測値、現在の在庫値、これまでの
流出量（過去の流出量）の変動を加味しながら変化させたインディケータを求めた。実際
値とインディケータの管理状態の有無を、図１１（実際値の３期目のマスク）、図１２（
インディケータの１３期目のマスク）に例示する。
【００４９】
図１１及び図１２に例示したように、インディケータは前半部分では改善効果がみられ
るものの、後半部分において基準との大きなズレがみられる。この後半部分のズレを解消
するために、以降に示すようにの管理限界線を用いた改善を行う（詳細は後述）。
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【００５０】
［投入量の算定］
投入量算定手段１５は、流動数図表データと予測値算出手段１２により算出された予測
値をもとに投入量を算定する（ステップS11）。
【００５１】
ここで、ｔ期における予測値Ft+1 を用いて、先に在庫量に適用した新聞売り子問題を
流出量にも適用し、投入量という新たな次期のインディケータを決定する
まず、係数β1=5、β2=200、β3=200 とし、ｔ期にｔ期までの累積流出数、(t+1)期に(
t+1)期までの累積流出数を入れて、(t+2)期に予測値算出手段１２により算出される予測
値を入れる。そこで求めた移動平均を(t+2)期までの平均累積流入量とする。

40

【００５２】
次に、(t+1)期に(t+1)期までの累積流出数、(t+2)期に(t+2)期までの累積流出数を入れ
て、(t+3)期に予測値算出手段１２により算出される予測値を入れる。そこで求めた移動
平均を(t+3)期の平均累積流入量とし、(t+2)期の平均累積流入量を引いたものを(t+3)期
の新流入量（投入量）とする。
【００５３】
このようにして求めた投入量の算定結果を図１３に例示する。但し、「〜１期」及び「
〜２期」には、流出データのない期間が含まれているため、予測値を適用し、それをその
まま新流入量とした。
【００５４】
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投入量に関して新聞売り子問題を適用する場合、新流入量と図１４から、算定投入量を
決める場合は次式８による。
【００５５】
Σｆ(Lt) = 1 ‑ (β3 ‑ β1) / (β2 + β3)

(8)

【００５６】
仮に、β3 （基準在庫量を上回ったときにかけるペナルティー）を大きくすると、在庫
量が基準在庫量を上回らないように在庫量を小さく、つまり求める新流入量を小さくしよ
うとする。β3 を大きくすれば、右辺の値は大きくなる。β3 が大きくなれば新流入量は
小さくならなければいけないので、右辺は分布の上からとり、式８となる。
10

【００５７】
［投入量管理と改善］
次期投入量を管理するため、投入量管理手段１６は、流動数図表に新たに上方管理限界
線を設定する（ステップS12）。上方管理限界線は累積流入量の上限を示すものであり、
流入量の上限を設け過剰流入を防ぐ役割がある。
【００５８】
本実施例において、リードタイム１週の次期の上方限界線＝今期の累積流出量＋基準在
庫量＋次期の予測値として設定した例を、図１５に示す。
【００５９】
投入量改善手段１７は、図１６（ａ）に例示するように次期の累積流入量が上方管理限
界線を超えるとき、図１６（ｂ）に例示するように次期の累積流入量を上方管理限界線以
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下に制限し、それを新累積流入量とする。もし、次期の累積流入量が上方管理限界線を超
えていなければ、その流入量を採用する。
【００６０】
投入量決定手段１８は、移動基準在庫量管理１４による判定の結果、基準在庫値が管理
限界内にあるとき、且つ、投入量管理手段１６による判定の結果、次期の累積流入量が管
理限界内にあるときは、投入量算定手段１５により算定された投入量を次期投入量として
決定する。移動基準在庫量管理１３による判定の結果、基準在庫値が管理限界外にあると
きと、投入量管理手段１６による判定の結果、次期の累積流入量が管理限界外にあるとき
の両方またはいずれか一方を満たすときは、投入量改善手段１７により改善された値を次
30

期投入量として決定する（ステップS13〜S14）。
【００６１】
図１７は、投入量算定手段１５によって新聞売り子問題により求めた投入量（投入量１
）を、投入量改善手段１７によって管理限界内に改善された改善量（投入量２）の改善効
果を示している。図６と比較して、改善効果が大きいことがわかる。
【００６２】
また、本実施形態においては、インディケータに関し、係数β1、β2、β3 を、次週の
予測値、現在の在庫値、これまでの流出量の変動を加味しながら変化させて求めた。その
インディケータを用いたときの在庫量の変動比較を図１８に示す。
【００６３】
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［利益化］
利益化手段１９は、投入量の改善効果を利益面から検証する（ステップS15）。
【００６４】
ｔ期における割合［在庫が占有している容量／倉庫全体の容量］を稼働率ρt、割合［
空き容量／倉庫全体の容量］を遊休率1‑ρt とすると、そのときの費用ECt は、次式９に
より算出される（文献７、文献８参照）。
【００６５】
ECt = α1・Lt + α3 + (α2‑α3)ρt

(9)

但し、α1 は在庫保管費用係数（円／個）、α2 は稼働費用係数（円）、α3 は遊休費
用係数（円）である。
【００６６】
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また、ｔ期の利得ERt（円）は、製品を１個流通させたときの利得をP（円）、ｔ期の需
給スピードをｄt とすると、次式１０により算出できる。
【００６７】
ERt = P/ｄt

(10)

【００６８】
このとき、ｉ期の利益ENi（円）は、次式１１により算出できる。
【００６９】
ENi = P/ｄt ‑ α1・Lt + α3 + (α2‑α3)ρt

(11)

式１１より、利益ENi は、稼働率ρt の関数である。利益ENi を最大化するρt* が存
在すると、最適在庫が得られ、ペア戦略図法が展開できる。また、そのリアルタイムな監

10

視が可能となる。
【００７０】
図３のフローチャートに戻って、以上のようにしてステップS04〜S15の処理が完了する
と、期間数ｎとカウンタｉとを比較し、ｉ＞ｎの場合、すなわち全ての期間の処理が完了
していれば、処理結果を表示部３３に出力して（ステップS18）、処理を終了する。逆に
、ｉ≦ｎの場合、すなわち未処理の期間が残っていれば、カウンタｉに１を加算して（ス
テップS17）、ステップS04へ戻り、次の期間の処理に移る。
【００７１】
以上説明したように、移動基準在庫量と次期投入量の策定に新聞売り子問題を適用し、
移動基準在庫量、次期投入量をそれぞれ、累積和管理図のＶマスク法、流動数図表の上方
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管理限界線により継続的にチェックし、アクション（投入量の決定）をとるようにしてい
る。従って、在庫の適正水準をきめ細かく設定することができ、また、在庫保管費用や倉
庫業務費用等を最小化することができる。
尚、式7−aに示した需要率λを用いたロジック（式7−c）の場合は、更に、在庫品の品
切れ回数と総在庫量を削減する効果を得ることができる。
【００７２】
以上、本発明の実施の形態を詳細に説明したが、本発明は、その精神または主要な特徴
から逸脱することなく、他の色々な形で実施することができる。
【００７３】
例えば、本実施形態では、倉庫等における部品や製品の流動数管理をモデルに説明した
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が、これに限定されず、流動するモノの管理・分析に広く適用できる。例えば、電力の需
給管理等に適用しても良いし、水や食料等の需給管理等に適用しても良い。
【００７４】
このように、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、限定的に解釈しては
ならない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示すものであって、明細書本文には
何ら拘束されない。更に、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明
の範囲内のものである。
【００７５】
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【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本実施形態による流動数管理システムの機能構成例を示す概略ブロック図である
。
【図２】本実施形態による流動数管理システムのハードウェア構成例を示す概略ブロック
図である。
【図３】図３は流動数管理システムによる流動数管理方法の処理手順例（基本ロジック例
）を示すフォローチャートである。
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【図４】本実施形態の管理対象における流入量、流出量、在庫量、確定注文量を示す図。
【図５】流入量の累積量と流出量の累積量とを流動数図法化した模式図である。
【図６】本実施形態の管理対象における流入量の累積量と流出量の累積量及び確定注文量
の累積量を流動数図法化した一例である。
【図７】予測値（次期流出量）の算出に用いる変数αの値を評価するための誤差面積の一
例である。
【図８】基準在庫量と実在庫量とペナルティー費用との関係を示す図である。
【図９】係数β1=5、β2=250、β3=200 とし、期間数を３週として過去のデータのみによ
り基準在庫量を求めた結果を例示する図である。
【図１０】新聞売り子問題を適用して基準在庫量を算出する際の累積在庫量を例示する図
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である。
【図１１】実在庫量の管理状態を累積和管理図のＶマスク（３期目のＶマスク）により示
した例を示す図である。
【図１２】インディケータの管理状態を累積和管理図のＶマスク（１３期目のＶマスク）
により示した例を示す図である。
【図１３】係数β1=5、β2=250、β3=200 とし、期間数を３週として過去のデータのみに
より投入量を求めた結果を例示する図である。
【図１４】新聞売り子問題を適用して投入量を算出する際の累積流出量を例示する図であ
る。
【図１５】流動数図表における上方管理限界線の算出方法を説明するための図である。
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【図１６】上方管理限界線による累積流入量の改善方法を説明するための図である。
【図１７】上方管理限界線により改善された投入量の改善効果を例示する図である。
【図１８】次期の予測値、現在の在庫量、これまでの流出量の変動を加味して求めたイン
ディケータを用いたときの在庫量の変動比較を例示する図である。
【符号の説明】
【００７７】
１１…流動数図表生成手段
１２…予測値算出手段
１３…移動基準在庫量算出手段
１４…移動基準在庫量管理手段
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１５…投入量算定手段
１６…投入量管理手段
１７…投入量改善手段
１８…投入量決定手段
１９…利益化手段
２１…流入・流出データ
２２…確定注文データ
３１…入力部
３２…制御部
３３…表示部
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(12)
３４…外部インタフェース部
３５…記憶部
４１…アプリケーションプログラム
４２…アプリケーションデータ
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