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生産・販売・在庫計画支援システム

野村淳二，坂田進一，佐俣康雄，津田一哉，仲島了治，西川樟ー

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1. はじめに

企業において生産・販売・在庫計画を立案するさいに

は，各商品の予測販売量および適正在庫量の算出，さら

には商品別計画結果と商品部目標との整合，といった作

業が非常に重要となる.われわれはこれらの作業を適正

かつ迅速に行なえるようにするため，販売予測システム

や在庫計画ジステムの開発にとりくんできた.しかしな

がら実際の場においては，これらのサブシステムが総合

的に使用でき，かつ対話的にシミュレーションが行なえ

る環境が求められている.われわれはこの観点より，生

産・販売・在庫総合シミュレーションシステム HiMICS

(Hierarchical Multiobjective Inventory Control 

System) の開発を行ない，社内での実用化を進めてい

る.以下では HiMICS における販売量予測・在庫量最

適化・商品部目標との整合といった機能について述べ，

さらに実際のシステムについて紹介する.

2. HiMICS の機能

2.1 販売量予測

一般に各商品の販売動向は一様でなく季節性が非常に

顕著な商品もあれば急激な伸長傾向の商品もあるといっ

たようにさまぎまである.したがって販売量予測におい

ては，各商品ごとにその販売動向に適した予測手法を適

用することが必要となる. この観点、より， HiMICS で

は過去36カ月間の販売実績データに対して種々の予測手

法を適用し，評価期間(たとえば最近 3 カ月)において

予測精度がもっとも良い予測手法を用いて将来の予測販

売量を算出している.

2.2 在庫量最適化

通常，商品の販売計画に対し販売実績は一致しない.
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このため，商品によっては品切れや過剰在庫が生じるこ

とになる.これらを防止するには，各商品ごとに販売量

の計画と実績の差異に応じた適正な在庫量を決めること

が必要である.いま，商品 t の在庫量を引とすると品

切れおよび過剰在庫の期待値は引の関数として定式化

できる.これらをそれぞれ fì1 (Xi). fム(Xi) とする.こ

のとき，適正在庫量は次のベクトル最小化問題を解くこ

とにより求められる.

Min {fi1 (Xi) , fi2(Xi)} 
Xi 

s. t. Xiミ0

(1) 

(2) 

本問題は多属性価値関数 Vi を作成することにより次

のような l 次元最大化問題となり，適当な l 次元探索手

法を用いて解くことが可能となる.

Max Vdfi1 (Xi) , fi2(X;)} 
Xi 

s. t. Xi ミ0

2.3 商品部目標との整合

(3) 

各商品の在庫計画結果を商品部全体で集計した結果は

必ずしも商品部目標とは一致しない.したがって，商品

部目標を達成するためには商品別在庫計画の調整を行な

うことが必要になる.この調整問題は，商品部目標を達

成するという制約のもとで各商品の価値関数の減少率を

最小にすると L 、う問題と考えることができる.すなわち

商品部全体の在庫量，および，その目標値を TPS(x;) ，

TPS本とし，調整前の Vi の値を Vtopt ， 商品部全体での

商品の数をNとするとき調整問題は以下のようになる.

Minﾀ (4) 
tXi1 

s. t. TPS(x;) 豆 TPS* (5) 

(ViOI此 -Vi(x;) )jVioPL手 À ， i=I ,…, N (6) 

Xi ミ 0， i= 1,…,N (7) 

本問題は変数が 1000にものぼる大規模非線形計画問題

であるが À をパラメトリックに操作する反復解法によ

り効率的に解くことが可能である.

3. HiMICS の実際例

3.1 システムのフロー

本システムにおいて，担当者はまず販売計画段階で
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は， 2.1 に示した方法により算出された将来の予測i販売

量およびグラフに表示された過去の販売の実績・予測・

計画量等を参考にして商品別販売計画量を決定する.次

に在庫計画段階では，入力された価値関数のパラメータ

(画面では品切れと過剰在庫の重視度合)をもとに 2.2 で
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示した方法にもとづいて販売計画量に見合った適正在庫

量が算出されるが，担当者はその結果とあらかじめ決

めておいた基準となる在庫量を比較・検討したうえで在

庫計商量を決定する(生産計画量は在庫計画量を満足す

るように自動的に算出される). このようにして， すベ
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ての商品について生産・販売・在庫計画量の決定がなさ

れるが，もし，各商品の在庫計画結果を商品部全体で集

計した結果が商品部目標と一致しない場合には， 2.3で述

べた方法にもとづき，入力された商品部目標を達成する

ように各商品の在庫計画量が修正される.このとき，担

当者は修正の前後の商品別在庫計画量を比較・検討する

ことができ，もし修正後の在庫計画量に満足がL 、かなけ

れば，各商品の価値関数パラメータや商品部目標の修正

を行なって再び各商品の在庫計画量を修正し比較検討を

行なう，といったシミュレーションを対話的に繰り返す

ことができる.このようにして計画立案作業が完了した

後に，最終的に計画資料が出力され，営業部門・生産部

門へそれぞれ販売量・生産量の指示が行なわれる.

3.2 画面例

本システムはエンジェアリングワークステーション

sun-3 上で稼働するスタンドアローンシステムである.

担当者は，まず最初に商品5J1jの生産・販売・在庫実績な

どのデータを，全国の営業所・工場とオンラインで結ば

れているホストコンピュータ (1 BM3081) よりワーク

ステーション上に取り込み，次にワークステーション上

で 3.1 tこ述べた手順に沿って計画立案作業を行ない，最

後にその計画結果をホストコンピュータに送り返すとい

った手順でf乍業を進めていく.図 1 に本システムの画面

例を示す.本システムは15種類のウインドウをもっマル

チウインドウシステムであり，担当者はマウスを用いて

簡便に作業を行なうことが可能である.

4. おわりに

本稿では生産・販売・在庫計画業務を総合的に支援す

るシステム HiMICS について述べた.本システムは

1988年 12月より当社家電商品約2000品種を対象に稼働を

始めており，従来に比べ，計画立案にさいして定量的か

っ総合的な判断を行なうことが可能になっている.

最後に，本研究にさいしご協力いただいた松下電工駒

川野凱朗常務取締役，中央研究所所長養父康男取締役，

インフォメーションシステムセンタ{石沢達也所長に感

謝いたします.
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LP とエキスパートシステムの融合事例

久保田忠義
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1. はじめに
的手法で解を求めようとするもので，代表的な数理解法

として LP(Linear Programming method) や NLP

近年，意思決定や計画・スケジューリング問題に対し (Non Linear Programming method)…等がある.

AI の一分野で、あるエキスパートシステムを適用するこ このような問題解決において，従来の， OR もしくは

とが試みられ，多数の事例が紹介されている.これらの エキスパートシステムの片方向からのアプローチで'は，

事例は，従来， ORの i つの適用分野の問題として取扱 すぐに限界が見えてくることは想像に難くない.

われてきたものであるが， A 1 的アプローチでは，これ すなわち， A 1 的なアプロ}チでは，知識獲得の難し

らの問題に対し，専門家のヒューリスティックな知識を さや最適性の追求といった面で問題が発生しており，一

利用し，問題解決を図ろうとするものである.一方， 0 方， OR的なアプロ一千では，問題を的確にモデル化す

R的アプローチて‘は，問題をモデル化・定式化し，数理 る難しさや，適用対象領域の制限が問題になっている.
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そこで，この両手法のもつ特性をうまく使い，効率的

に問題解決を図ってゆくことが，重要な研究テーマとな

っている(図 1 参照).
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