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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見込所要資金データとを時間に対応す
るデータとして記憶し、新たな期の流入量データと流出量データとが決定した場合に新た
な期の流入量データと流出量データとを更新する記憶部と、
前記記憶部に記憶された流入量データと流出量データとに基づき所定の先行期間におけ
る流入累積線と流出累積線とに囲まれる面積である流動面の流動面図表データを生成する
流動面図表生成手段と、
前記流動面図表生成手段からの前記流動面図表データと前記記憶部からの前記見込所要
資金データとを取得し、次期の需要と今期の需要と今期の流出量とから次期流出量の予測
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値を算出する予測値算出手段と、
前記流動面図表生成手段からの前記流動面図表データにおける前記流入量データと流出
量データを基に各期の限界利益を求め、限界利益に関する総ペナルティー費用が最小とな
る移動基準限界利益を算出する移動基準限界利益算出手段と、
算出された前記移動基準限界利益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限界利益管理手段と、
前記予測値算出手段からの前記予測値と前記流動面図表生成手段からの前記流動面図表
データにおける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運転資金として算出する運転資金
算出手段と、
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算出された前記運転資金が管理状態にあるか否かを流動面図表の管理限界線により判定
する運転資金管理手段と、
前記移動基準限界利益管理手段による判定結果あるいは前記運転資金管理手段による判
定結果に基づいて、算出された前記運転資金の累積が前記管理限界線以下になるように改
善する運転資金改善手段と
を備えることを特徴とする流動面管理システム。
【請求項２】
前記限界利益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、次期以降の予測値、現在前後の限界利益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記載の流動面管理システム。
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【請求項３】
管理幅を先行期間に広げて、移動基準流動面積と、次期の流出量と、積算流出量とから
次期の運転資金を求める流動面積図法化手段をさらに備えることを特徴とする請求項１又
は２記載の流動面管理システム。
【請求項４】
前記運転資金改善手段で改善されて対象期間の運転資金の額が決定すると、優先順位が
定められる複数の源泉のうち上位のものから当該源泉の対応可能な範囲の資金額を順に選
択し、決定した運転資金額に達するまで、調達元となる源泉と各源泉から調達される資金
額とを計画及び改善する計画手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１記載の流動面管理システム。
【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
ける企業等の限界利益の適正水準を決定し資産を管理するための流動面管理システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
流入や流出を用いた製販コラボレーション等の経営戦略が開発されてきている。このよ
うな流入や流出のデータを効率よく利用することで、リアルタイムで先行期間（リードタ
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イム）内の運用管理、経営戦略を行うことができる。これにより、スピード時代のシステ
ム経営に対応することができる。また、多量・多種のデータを使用することで、グローバ
ル化に対応することも可能になる。
【０００３】
例えば、流入量や流出量を用いてオンデマンドに在庫を管理し、自動発注や経営戦略を
行う方法がある（例えば、特許文献３及び４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２００２−４９４４９号公報
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【特許文献２】特開平２００２−１９７２６１号公報
【特許文献３】特許第４７０６０１８号
【特許文献４】特許第５０２２７２９号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】日本経営工学会編、「生産管理用語辞典」、日本規格協会、p.464、200
2年
【非特許文献２】中村善太郎、「流動数分析の仕事の改善での活用」、日本経営工学会誌
、Vol.36、No.2、pp.93‑100、1985年
【非特許文献３】臼杵潤、北岡正敏、松井正之、「流動数管理問題と灰色理論モデルにつ
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いて」、電気通信大学紀要14巻1号、pp.13‑20、2001年
【非特許文献４】加藤豊、小沢正典、「ＯＲの基礎

ＡＨＰから最適化まで」実教出版社

、1988年
【非特許文献５】Week， J.K.,

Optimizing Planned Lead times and Delivery Dates

, 21st Annual Conference Proceedings, APICS, pp.177‑188, 1979
【非特許文献６】渡辺治夫、小幡英二、向井田健一、「逐次検定による逐次抜取検査と累
積和管理図」、室蘭工業大学紀要、第50号、pp.71‑82、2000年
【非特許文献７】松井正之、内山広樹、藤川裕晃、「オンデマンドSCMにおける在庫変動
の流動数図法による管理法」、日本経営工学会論文誌Vol.56 No.2、pp.139‑145、2005年
【非特許文献８】松井正之、「社会における経済的効率対ムダ研究とカメレオン（ポスト
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・テイラー）基準問題」、日本経営工学会春季大会予稿集、pp.14‑15、2012年
【非特許文献９】松井正之、「トラフィック会計法による新基準の可能性と制御性につい
ての検討‐社会における経済的効率対ムダ研究とカメレオン（ポスト・テイラー）基準問
題（第２報）‐」、日本経営工学会秋季研究大会予稿集、pp.50‑52、2012年
【非特許文献１０】松井正之、石井信明、藤川裕晃、「需給マネジメント」、朝倉書店、
pp.38‑39、2009年
【非特許文献１１】松井正之、「生産企業のマネジメント」、共立出版、p.129、2005年
【非特許文献１２】松井正之、新村省二、「流動面による対応ロジックと新在庫管理例―
流動管理法における複数期リードタイム対応のロジック開発（２）―」、日本オペレーシ
ョンズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集、p.64‑65、2011年
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、運用管理や経営戦略の判断要素としては、在庫管理の他にも資産管理が
重要となる。一方、特許文献３及び４に記載されるような技術では在庫を判断要素とする
ことは可能であるが、資産を判断要素とすることについては考慮されていない。また、そ
こには、「モノ」と「カネ」における大きなギャップがある。例えば、在庫は適正がよい
が、資産は多い方がよいのが普通である。
【０００７】
また、サプライチェーンマネージメント環境下において、各企業等の「運転資金」の投
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入と全体バランシングの問題は、サプライチェーンにおける最適化の中では、困難である
が重要である。例えば、事業を運営するために多額の「運転資金」を投入すると、限界利
益との兼ね合いでは資産が少なくなり、経営が悪化するおそれもある。一方、「運転資金
」の投入額が少ない場合、資産は維持できても、事業が成立しないという弊害が考えられ
る。
【０００８】
したがって、例えば、先行期間（リードタイム）内の「運転資金」を適正かつリアルタ
イムに決定することで、利益や資産管理を効率よく行うことが可能になり、より好ましい
運用管理、経営戦略が実現できる。
【０００９】
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上記課題に鑑み、本発明では、利益や資産を判断要素として適正かつリアルタイムに運
用管理、経営戦略を行うことを目的とする。また、判断基準としては、効率対ムダの相対
尺度（カメレオン基準（非特許文献８，９参照））なる限界利益を用いてシステム化され
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の課題を解決するために、請求項１に係る発明は、管理対象における流入量データ
と流出量データと見込所要資金データとを時間に対応するデータとして記憶し、新たな期
の流入量データと流出量データとが決定した場合に新たな期の流入量データと流出量デー
タとを更新する記憶部と、前記記憶部に記憶された流入量データと流出量データとに基づ
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き所定の先行期間における流入累積線と流出累積線とに囲まれる面積である流動面の流動
面図表データを生成する流動面図表生成手段と、前記流動面図表生成手段からの前記流動
面図表データと前記記憶部からの前記見込所要資金データとを取得し、次期の需要と今期
の需要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、前記流動
面図表生成手段からの前記流動面図表データにおける前記流入量データと流出量データを
基に各期の限界利益を求め、限界利益に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準
限界利益を算出する移動基準限界利益算出手段と、算出された前記移動基準限界利益が管
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限界利益管理手段と
、前記予測値算出手段からの前記予測値と前記流動面図表生成手段からの前記流動面図表
データにおける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運転資金として算出する運転資金
算出手段と、算出された前記運転資金が管理状態にあるか否かを流動面図表の管理限界線
により判定する運転資金管理手段と、前記移動基準限界利益管理手段による判定結果ある
いは前記運転資金管理手段による判定結果に基づいて、算出された前記運転資金の累積が
前記管理限界線以下になるように改善する運転資金改善手段とを備えることを特徴とする
。
【００１１】
請求項２に係る発明は、前記限界利益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、次期以降の予測値、現在前後の限界利益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。
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【００１２】
請求項３に係る発明は、管理幅を先行期間に広げて、移動基準流動面積と、次期の流出
量と、積算流出量とから次期の運転資金を求める流動面積図法化手段をさらに備えること
を特徴とする。
【００１３】
請求項４に係る発明は、前記運転資金改善手段で改善されて対象期間の運転資金の額が
決定すると、優先順位が定められる複数の源泉のうち上位のものから当該源泉の対応可能
な範囲の資金額を順に選択し、決定した運転資金額に達するまで、調達元となる源泉と各
源泉から調達される資金額とを計画及び改善する計画手段をさらに備えることを特徴とす
る。この請求項４に係る発明において、当該計画手段で計画される運用計画は、請求項３
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に記載の前記移動基準流動面積と限界利益で繋がっており、この連動を加えて一体運用す
ることも可能である。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、先行期間内の利益や資産を判断要素として適正かつリアルタイムに運
用管理、経営戦略を行うことができる。併せて、企業や組織等の経済的効率対ムダのバラ
ンシングが計れる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態による流動面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
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。
【図２】本実施形態による流動面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は流動面管理システムによる流動面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。
【図４】本実施形態の管理対象における流入量、流出量、限界利益及び見込所要資金を示
す図である。
【図５】流入量の累積量と流出量の累積量とを流動面図法化した模式図である。
【図６】基準限界利益と実限界利益とペナルティー費用との関係を示す図である。
【図７】新聞売り子問題を適用して基準限界利益を算出する際の累積限界利益を例示する
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図である。
【図８】実限界利益の管理状態を累積和管理図のＶマスクにより示した例を示す図である
。
【図９】インディケータの管理状態を累積和管理図のＶマスクにより示した例を示す図で
ある。
【図１０】新聞売り子問題を適用して運転資金を算出する際の累積流出量を例示する図で
ある。
【図１１】流動面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。
【図１２】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１３】流動面図法化処理の結果データの一例を説明する図である。
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【図１４】見込所要資金の計画に利用する運転計画表の一例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下に、図面を参照して、本発明の実施形態に係る流動面管理システム、流動面管理方
法及び流動面管理プログラムについて説明する。本実施形態に係る流動面管理システムは
、例えば管理対象である企業等の資産を図表上の面積（流動面）として表現し、この流動
面を用いて対象の企業等の運転資金を決定し、資産を管理するものである。以下では、流
動面管理システムが、企業の資産を管理対象とする例を用いて説明する。なお、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。
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【００１７】
［流動面管理システムの構成］
図１は本実施形態による流動面管理システムの機能構成例を示しており、図２は図１に
示した流動面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は流動面管理
システムによる流動面管理方法の処理手順例（基本ロジック例）を示している。
【００１８】
図１に示すように、流動面管理システムは、流動面図表生成手段１１、予測値算出手段
１２、移動基準限界利益算出手段１３、移動基準限界利益管理手段１４、運転資金算出手
段１５、運転資金管理手段１６、運転資金改善手段１７、運転資金決定手段１８、流動面
図法化手段１９などの機能を備えている。
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【００１９】
予測値算出手段１２は、管理対象である企業における流入量データと流出量データと見
込所要資金データ（先行データ）とを時間に対応するデータとして取得し、今期の流入量
と今期の流出量と今期の見込所要資金から次期の運転資金の予測値を算出する。移動基準
限界利益算出手段１３は、流入量データと流出量データを基に各期の限界利益を求め、限
界利益に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準限界利益を算出する。移動基準
限界利益管理手段１４は、移動基準限界利益算出手段１３により算出された移動基準限界
利益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。運転資金算出手段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
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出量を次期の運転資金として算出する。運転資金管理手段１６は、算出された運転資金が
管理状態にあるか否かを流動面図表の管理限界線により判定する。運転資金改善手段１７
は、移動基準限界利益管理手段による判定結果あるいは運転資金管理手段による判定結果
に基づいて、算出された運転資金の累積が管理限界線以下になるように改善する。
【００２０】
また、流動面管理システムは、図２に示すように、例えばＰＣ等のコンピュータシステ
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や見込所要資金データ２
２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
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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４
１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】
流動面管理システムは、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

10

る数値（項数r、係数α、β1、β2、β3、期間数n、リードタイムｍ、カウンタｉ、ｊな
ど）の初期設定処理を実行する（ステップS01）。
【００２２】
［流動面図表生成］
図４に示すように、管理対象である企業のt期における流入量、流出量、限界利益をそ
れぞれ、企業に流入した収入金（Rt）、企業からの支払金（Et）、企業でのストック（MP
t）とする。また、見込所要資金（Xt）はｔ期における企業の運転資金である。
【００２３】
流動面図表は、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つの累積線を縦に見ると各時間におけ
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る企業の限界利益が読み取れ、横に見ると流入から流出までの時間（リードタイムLT）が
読み取れる。また、２つの累積線に囲まれた面積である流動面をこのリードタイムにおけ
る企業の資産として表すことができる。
【００２４】
流入・流出データ２１は、ある時間（期間）における企業の流入量及び流出量に関する
データである。ここでは、流入・流出データ２１は、実際に金銭が企業に流入した額及び
企業から流出した額に関するものであるとして説明する。例えば、流入・流出データ２１
は、記憶部３５に記憶されており、新たな期の流入量と流出量が決定すると、新たな流入
量及び流出量が追加されて更新される。
30

【００２５】
また、見込所要資金データ２２は、ある先行期間（リードタイムLT）において企業が必
要とする運転資金の見込み額に関するデータである。具体的には、予め企業において予測
された運転資金の額（投入額）の予測値である。例えば、見込所要資金データ２２は、対
象の先行期間に関して予め規定の算定方式により予測値として求められ、記憶部３５に記
憶されている。
【００２６】
流動面図表生成手段１１は、流入・流出データ２１及び見込所要資金データ２２を入力
し（ステップS02）、図５に例示したような流れの対象の流動面図表データを生成する（
ステップS03）。
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【００２７】
［予測値の算出］
予測値算出手段１２は、流動面図表データ及び見込所要資金データ２２を入力し、流動
面図表データに含まれる流入量を用いて、見込所要資金データ２２の値を、より実需要量
に沿った予測値となるように加工する（ステップS04）。
【００２８】
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、流出量Et及び
見込所要資金Xtを用いて式３により算出できる。尚、LT1週とは、上述したように、収入
（資金の投入）から流出（回収）までの時間を表す。
【００２９】
Ft+1 = Xt+1 + α(Et ‑ Xt) + (1 ‑ α)Gt‑1

…

(3)
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（但し、0 ＜ α ≦1）

但し、Gt はｔ期の誤差であり、式４により求められる。この係数αは、ステップS01に
おいて設定される。
【００３０】
Gt = α(Et ‑ Xt) + α(1‑α)(Et‑1 ‑ Xt‑1)
+ α(1 ‑ α)2(Et‑2 ‑ Xt‑2) + … + α(1 ‑ α)t‑1(E1 ‑ X1)

…

(4)

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(Et ‑ Xt) + (1 ‑ α)Gt‑1

…

(5)

（但し、0 ＜ α ≦1）
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予測値算出手段１２により算出された予測値は、流動面図表データとともに移動基準限
界利益算出手段１３及び運転資金算出手段１５に送られる。
【００３２】
［移動基準限界利益の算出］
オンデマンドに需要適応するために、移動基準限界利益算出手段１３は、インディケー
タとして基準限界利益N を図６のように移動基準限界利益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）。また、移動基準限界利益算出手段１３により求め
られた移動基準限界利益Ntは、移動基準限界利益管理手段１４及び運転資金算出手段１５
に送られる。
20

【００３３】
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（非特許文献４及び５参照）。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。
【００３４】
新聞売り子問題を本限界利益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期の限界利益をMPt、ｔ期の基準限界利益をNt として
次式６で与えられる。
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【００３５】
+

C(Nt) = β1Nt + β2(Nt ‑ MPt)

+

+ β3(MPt ‑ Nt)

…

(6)

但し、β1 は基準限界利益Nt へのコスト係数（適正限界利益）、β2 は基準限界利益N
t を下回ったときにかけるコスト係数（過少限界利益）、β3 は基準限界利益Nt を上回
ったときにかけるコスト係数（過剰限界利益）である。(Nt ‑ MPt)は基準限界利益Nt を
下回った量、(MPt ‑ Nt)は基準限界利益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。
【００３６】
最適な基準限界利益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(MPt)を決定することができる。ここで、
Σｆ(MPt)とは流動面の頻度の累積であると考え、基準限界利益Nt*が最小となるときのΣ
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ｆ(MPt)は、(β3 ‑ β1) / (β2 + β3) に等しくなるように決定される。
【００３７】
実際にΣｆ(MPt) を用い、累積限界利益から移動基準限界利益（MMP）を算出する方法
を以下に示す。限界利益に新聞売り子問題を適用した場合は、図７に例示する限界利益の
累積から基準限界利益を決定する。この場合、次式７により基準限界利益が決定される。
【００３８】
Σｆ(MPt) = (β3 ‑ β1) / (β2 + β3)

…

(7)

仮に、β3 （基準限界利益を上回ったときにかけるペナルティー）を大きくすると、限
界利益が基準限界利益を上回らないように基準限界利益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限界利益も大きくならなけ
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ればいけないので、右辺は分布の下からとり、式７となる。
【００３９】
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、一般的に資金の需要パターンというのは期間（例えば、季
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から基準限界利益Nを決定することで限界利益を自動的に管理する方法（ロジック）を
提案する。
【数１】
10

20

【００４０】
本実施の形態においては、新聞売り子問題を本限界利益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。
【００４１】
つまり、リトルの公式（非特許文献１１参照）と流動面分析から、限界利益（MP）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
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法（ロジック）を時間軸の世界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。なお、Ttは、移動基準所要時間であ
る。
【００４２】
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。
【００４３】
［移動基準限界利益管理］
限界利益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
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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。
【００４４】
移動基準限界利益管理手段１４は、移動基準限界利益算出手段１３により設定された移
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動基準限界利益Nt を、累積和管理図のＶマスク法でチェックする（非特許文献６参照）
。移動基準限界利益管理手段１４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。
【００４５】
移動基準限界利益管理手段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）
。
【００４６】
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。こ
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のとき、移動基準限界利益管理手段１４には、移動基準限界利益が送られる。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。
【００４７】
係数β1、β2、β3 を変化させて管理状態を比較した様子を図１１及び図１２に示す。
なお、図１２は、図１１の状態から変化させた状態である。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
管理限界線を用いた改善を行う（詳細は後述）。
20

【００４８】
［運転資金の算出］
運転資金算出手段１５は、流動面図表データと予測値算出手段１２により算出された予
測値をもとに運転資金を算出する（ステップS11）。例えば、運転資金（O）は、次式8‑1
により、求めることができる。
【００４９】
運転資金（O）＝次期変動費（流出量（D））＋次期限界利益（MP）−当期固定費（I
）

…（8‑1）
ここで、当期固定費は、当期の活動結果により手元に残された残存資金であり、流入・

流出データ２１を利用して次式8‑2により求まり、繰り返しの処理で実行される予測値算
出手段１２における運転資金の予測値の算出で利用される。

30

【００５０】
当期固定費（I）＝当期変動費（流出量（D））＋当期限界利益（MP）−当期運転資金（
O）…（8‑2）
また、運転資金算出手段１５は、求めた運転資金を運転資金管理手段１６に送る。
【００５１】
ここで、ｔ期における予測値Ft+1 を用いて、先に限界利益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。
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【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（運転資金）とする。
【００５３】
運転資金に関して新聞売り子問題を適用する場合、新流入量（運転資金）と図１０から
、運転資金を決める場合は次式8‑3による。
【００５４】
Σｆ(Lt) = 1 ‑ (β3 ‑ β1) / (β2 + β3)

…

(8‑3)
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仮に、β3 （基準限界利益を上回ったときにかけるペナルティー）を大きくすると、限
界利益が基準限界利益を上回らないように限界利益を小さく、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。
【００５５】
［運転資金管理と改善］
次期運転資金を管理するため、運転資金管理手段１６は、流動面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。なお、管理限界線には、上方管理限
界線と下方管理限界線とがあるが、ここでは、上方管理限界線のみを利用する場合につい
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て説明する。
【００５６】
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＋基準限
界利益＋次期の予測値として設定した例を、図１１に示す。運転資金管理手段１６は、運
転資金算出手段１５で算出された運転資金が流動面図表に設定した上方管理限界線を上回
るとき、運転資金とともに、上方管理限界線を設定した流動面図表を運転資金改善手段１
７に送る。一方、運転資金が上方管理限界線を上回らないとき、運転資金とともに上方管
理限界線を設定した流動面図表を運転資金決定手段１８に送る。
【００５７】
運転資金改善手段１７は、図１２（ａ）に例示するように次期の累積流入量が上方管理
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限界線を超えるとき、図１２（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、運転資金決定手段１８は、その流入量を採用する。
【００５８】
移動基準限界利益管理手段１４による判定の結果、基準限界利益が管理限界内にあると
き、且つ、運転資金管理手段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、運転資金決定手段１８は、運転資金算出手段１５により算出された運転資金を
次期運転資金として決定する。一方、移動基準限界利益管理手段１４による判定の結果、
基準限界利益が管理限界外にあるときと、運転資金管理手段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、運転資
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金決定手段１８は、運転資金改善手段１７により改善された値を次期運転資金として決定
する（ステップS13〜S15）。
【００５９】
また、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ｍとカウンタｉ
とを比較し、ｉ≦ｍ＋１でない場合（S15でNO）、すなわち全ての期間の処理が完了して
いれば、ステップS18に進む。逆に、ｉ≦ｍ＋１である場合（S15でYES）、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。
【００６０】
40

［流動面図法化］
流動面図法化手段１９は、カウンタ値ｊの値が（ｎ−ｍ）から（ｉ−ｍ）の間（S19でY
ES）、先行期間内の運転資金の改善効果を利益面から検証する。
【００６１】
ｔ期における割合［限界利益が占有している容量／利得全体の容量］を稼働率ρt、割
合［空き容量／利得全体の容量］を遊休率1‑ρt とすると、そのときのペナルティーECt
は、次式９により算出される（文献７、文献８参照）。
【００６２】
ECt = α1・Lt + α3 + (α2‑α3)ρt

… (9)

但し、α1 は限界利益保管費用係数（円／個）、α2 は稼働費用係数（円）、α3 は遊
休費用係数（円）である。ここで、係数α1、α2、α3の値は、ステップS01において設定
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される。
【００６３】
また、ｔ期の利益ERt（円）のとき、ｉ期の資金効率値ENi（円）は、次式１０により算
出できる。
【００６４】
ENi = ERt ‑ α1・MPt + α3 + (α2‑α3)ρt

… (10)

式１１より、資金効率値ENi は、稼働率ρt の関数である。資金効率値ENi を最大化す
るρt* が存在すると、最適限界利益が得られ、ペア戦略図法が展開できる。また、その
リアルタイムな監視が可能となる。
【００６５】

10

流動面図法化手段１９は、下記式11により、移動基準流動面Stを求める（S20）。
【数２】

【００６６】
ｔ＝１，２，…，ｎ−L
また、求めた移動基準流動面Stを式12に示すように、次期の運転資金の算出に使用する
（非特許文献１２参照）。
【数３】

20

【００６７】

30

その後、流動面図法化手段１９は、流動面図表に改善した運転資金を含む図１３（ａ）
や図１３（ｂ）のような結果を生成し、出力する（S21〜S22）。
【００６８】
図１３（ａ）に示す結果データは、累積見込所要資金、累積流入量（計算値）及び累積
支出額を表すグラフである。ここで、累積見込所要資金は、見込所要資金データ２２から
得られ、累積流出量は、流入・流出データ２１から得られる。また、「累積支出額」は、
上述のEt
【数４】

t＋Lであり、流出データを利用して式13により求められる。

40
【００６９】
また、図１３（ｂ）に示す結果データは、例えば、累積予測値と累積運転資金額とその
誤差面積により求められる。この誤差面積は、運転資金を投入する際の資金効率を表すも
のであり、この誤差面積が小さい程、管理対象の企業の資金効率が良い。なお、支出額は
運転資金の額に依存するため、累積運転資金額の代わりに累積支出額を利用することがで
きる。
【００７０】
流動面管理システムは、図１に示した構成の他、運転資金決定部１８で決定された運転
資金の調達元を計画する計画手段（図示せず）を有していてもよい。例えば、計画手段に
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おける運転資金の調達元の計画には、通常の会計学における「運転資金の計算方法」を用
いるとともに、図１４に示す運転計画表を利用しても良い（例えば、非特許文献１０参照
）。例えば、この運転資金計画表を利用することで、運転資金の投入期間から各需要期間
への運転資金の源泉の内訳を表にし、今後L期間内の最適な運転資金の計画値を求めるこ
とが可能になる。図１４においてMPは限界利益額、MP−は可処分内部留保額、MP+は内部
留保計画額である。具体的には、各期の運転資金を企業等が持つ資金の源泉の額や手数料
（利子等）を考慮して、資金効率が最大となるように先行期間内の資金のスループット最
適化するものである。
【００７１】
言い換えれば、図１４に示す例では、資金の源泉の優先順位として、ペナルティーの低

10

いものからMP、MP−、MP+の順位が定められており、優先順位が定められる複数の源泉の
うち上位のものから源泉の対応可能な範囲の資金額を順に選択する。例えば、期間１には
、運転資金として「２０」が求められている。この「２０」の運転資金の調達は、源泉MP
からペナルティーの最小値「４」で限界利益の枠「１８」以内の中から枠一杯の「１８」
、次に２番目に小さいペナルティーの「５」で可能な内部留保分から「２」で賄う手順で
、運転資金の額に達するまで、調達元となる源泉と各源泉から調達される資金額とを計画
する。これを期間２〜４と続けることで、運転資金の調達元を計画することができる。
【００７２】
以上説明したように、移動基準限界利益と次期運転資金の策定に新聞売り子問題を適用
し、移動基準限界利益、次期運転資金をそれぞれ、累積和管理図のＶマスク法、流動面図
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表の上方管理限界線により継続的にチェックし、アクション（運転資金の決定）をとるよ
うにしている。従って、限界利益の適正水準をきめ細かく設定することができ、また、企
業に投入する運用資金を最小化することができる。
【００７３】
また本発明のように、限界利益と対比させて企業や組織等の資産、経営戦略が管理でき
る点では、従来の運用管理や経営学戦略には見られない革新性がある。
【００７４】
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。
【００７５】

30

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。
【符号の説明】
【００７６】
１１…流動面図表生成手段
１２…予測値算出手段
１３…移動基準限界利益算出手段
１４…移動基準限界利益管理手段
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１５…運転資金算出手段
１６…運転資金管理手段
１７…運転資金改善手段
１８…運転資金決定手段
１９…流動面図法化手段
２１…流入・流出データ
２２…見込所要資金データ
３１…入力部
３２…制御部
３３…表示部
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(13)
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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