
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品の将来の需要予測を過去の販売実績に基づいて行う需要予測装置であって、該需要
予測装置はコンピュータからなり、
　前記コンピュータは、
　それぞれが異なる予測モデルに基づいて予測した予測結果を出力する複数のニューラル
ネットワークのモデルを記憶した記憶装置と、
　該記憶装置に記憶されている前記複数のニューラルネットワークのモデルに、過去の第
１の所定の期間 販売実績 行わせる手段と、
　 記憶装置に記憶されている前記複数のニューラルネットワークのモデルそれぞれに
、前記第１の所定の期間よりは短期間である直近の将来の複数の連続する単位期間からな
る第２の所定の期間における前記各単位期間毎の需要予測を行わせる手段と、
　前記複数のニューラルネットワークそれぞれによる需要予測結果を各単位期間毎に予測
結果ファイルとして作成する予測結果ファイル作成手段と、
　過去の各単位期間において前記予測結果ファイル作成手段がそれぞれ作成した複数の予
測結果ファイルを対象として、前記第２の所定の期間と同一の期間である直近の過去の複
数の連続する単位期間からなる第３の所定の期間における各単位期間の需要予測結果を販
売実 最も近く予測したニューラルネットワークのモデルを前記第３の所定の期間中の
各単位期間別に特定する予測モデル特定手段と、
　該予測モデル特定手段が前記第３の所定の期間中の各単位期間それぞれにおいて特定し
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たニューラルネットワークのモデル別の数を、前記第３の所定の期間を対象として前記予
測結果ファイル作成手段が作成した複数の予測結果ファイルを対象として、各単位期間別
に集計する集計手段と、
　該集計手段による集計結果から各単位期間別に最も出現回数が多いニューラルネットワ
ークのモデルを選択する予測モデル選択手段と、
　直近の将来の前記第２の所定の期間を対象として前記予測結果ファイル作成手段が作成
した予測結果ファイルの各単位期間別の各ニューラルネットワークのモデルによる予測結
果の内の、前記第３の所定の期間における時系列的に対応する各単位期間別に前記予測モ
デル選択手段が選択したニューラルネットワークのモデルによる予測結果を需要予測結果
として選択する予測結果選択手段と
　を備えたことを特徴とする需要予測装置。
【請求項２】
　前記第１の所定の期間は、直近の過去の１３ヶ月間であり、前記第２及び第３の所定の
期間は１８週であり、前記単位期間は１週間であることを特徴とする に記載の需
要予測装置。
【請求項３】
　前記単位期間の需要予測結果を複数単位期間分集積することにより、より長期の需要予
測結果とすることを特徴とする に記載の需要予測装置。
【請求項４】
　前記コンピュータは、販売実 需要予測結果との誤差を出力するユーザインタフェー
ス手段を更に備えたことを特徴とする のいずれかに記載の需要予測装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、製品の販売実績に基づく販売実績の変動傾向から製品の需要を予測する

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　製造業、流通業などでは、できるだけ少ない在庫量で消費者の需要に応じた量の製品を
常に供給し、在庫費用、物流費用などを低減することが、製品の販売単価の低減、利益率
の向上につながる。従って、製品の需要を精度良く予測し、消費者の需要動向に応じた販
売計画、生産計画、物流計画などを立案する必要がある。
【０００３】
　従来、製品の需要を予測して販売計画を立案するシステムとして、個々の製品の売行き
状況、売上構成比、利益率などの販売実績特性を基に、販売計画の熟練者が持つ販売実績
の変動傾向の分析に関する知識（ルール）を活用し、ファジィ演算で個々の製品の販売促
進の容易さを示す指数を算出し、この指数に基づく個々の製品の販売予測結果を表示し、
販売計画を効率良く計画するためのユーザインターフェースを提供するシステムが開示さ
れている（特開平５－１５１２３４号）。
【０００４】
　また、複数の店舗の中から抽出したサンプル店から製品ごとの販売量を収集し、サンプ
ル店が全店に占める売上実績比と、サンプル店における商品特性（価格帯、販売対象年齢
、売り方など）とに基づき、サンプル店の販売量から全店の販売量を推計する一方、過去
の販売実績の推移に基づき、複数種類の販売推移パターンと最終販売見込み量とを記憶し
ておき、記憶している販売推移パターンの中から、推計した全店の販売量の推移パターン
に類似したパターンを選択してその最終販売見込み量をその商品の販売見込み量として生
産を計画するシステムが開示されている（特公平８－１６９５０号）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　以上のように、過去の販売実績の動向を分析して需要を予測する従来の方法としては、
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予測のアルゴリズム、販売実績の変動傾向の分析の知識、条件などをルールのような形で
明文化している時系列予測、計量モデルなどの統計解析技術を適用する方法が主流である
。
【０００６】
　ところで、近年のように製品のトレンドが短いサイクルで変化すると、分析に用いたデ
ータがすぐに古くなって予測精度が落ちるので、高い予測精度を保つためには、上述のア
ルゴリズム、知識、条件などのソフトウェアの保守が頻繁に必要となる。しかし、専門家
の豊富な経験、勘などに従った予測の手法をルールのような形で明文化するには長時間を
要し、また熟練を要するので、保守を専門家に頼らなければならず保守が困難である。
【０００７】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであって、ニューラルネット
ワークのモデルとして、例えば直近の数ヶ月分のデータから需要を予測するモデル、前年
の同時期のデータから需要を予測するモデル、直近のデータと前年の同時期のデータとの
両方から需要を予測するモデルなど複数記憶しておくことにより、製品が多品種にわたる
場合でも、その販売実績の変動傾向の把握に最適なモデルによってその販売実績の変動傾
向に応じた需要を高精度で安定して予測する の提供を目的とする。
【０００８】
　また、販売実績をニューラルネットワークのモデルに入力して例えば週単位のような短
い周期で学習させ、販売実績の変動傾向に応じた需要を予測させることにより、ユーザが
保守を行わなくても高い予測精度が安定して得られる の提供を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の需要予測装置は、製品の将来の需要予測を過去の販売実績に基づいて行う需要
予測装置であって、該需要予測装置はコンピュータからなり、前記コンピュータは、それ
ぞれが異なる予測モデルに基づいて予測した予測結果を出力する複数のニューラルネット
ワークのモデルを記憶した記憶装置と、該記憶装置に記憶されている前記複数のニューラ
ルネットワークのモデルに、過去の第１の所定の期間 販売実績 行わ
せる手段と、 記憶装置に記憶されている前記複数のニューラルネットワークのモデル
それぞれに、前記第１の所定の期間よりは短期間である直近の将来の複数の連続する単位
期間からなる第２の所定の期間における前記各単位期間毎の需要予測を行わせる手段と、
前記複数のニューラルネットワークそれぞれによる需要予測結果を各単位期間毎に予測結
果ファイルとして作成する予測結果ファイル作成手段と、過去の各単位期間において前記
予測結果ファイル作成手段がそれぞれ作成した複数の予測結果ファイルを対象として、前
記第２の所定の期間と同一の期間である直近の過去の複数の連続する単位期間からなる第
３の所定の期間における各単位期間の需要予測結果を販売実 最も近く予測したニュー
ラルネットワークのモデルを前記第３の所定の期間中の各単位期間別に特定する予測モデ
ル特定手段と、該予測モデル特定手段が前記第３の所定の期間中の各単位期間それぞれに
おいて特定したニューラルネットワークのモデル別の数を、前記第３の所定の期間を対象
として前記予測結果ファイル作成手段が作成した複数の予測結果ファイルを対象として、
各単位期間別に集計する集計手段と、該集計手段による集計結果から各単位期間別に最も
出現回数が多いニューラルネットワークのモデルを選択する予測モデル選択手段と、直近
の将来の前記第２の所定の期間を対象として前記予測結果ファイル作成手段が作成した予
測結果ファイルの各単位期間別の各ニューラルネットワークのモデルによる予測結果の内
の、前記第３の所定の期間における時系列的に対応する各単位期間別に前記予測モデル選
択手段が選択したニューラルネットワークのモデルによる予測結果を需要予測結果として
選択する予測結果選択手段とを備えたことを特徴
【００１０】
　従って、過去のある時期の販売実績 要予測結果として出力するように予めニューラ
ルネットワークを学習させておくことにより、それ以降のある時期の販売実 近い出力
、即ち、その販売実績の変動傾向に即した出力が得られるように、製品の販売実績の変動
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傾向に即した需要予測が可能となるのでユーザが保守を行わなくても高い予測精度が安定
して得られる。
　さらに、年間を通じてその販売実績の変動傾向がほぼ変わらない、数ヶ月の短期間で販
売実績の変動傾向が変化するといったように、例えば販売実績の変動傾向のパターンが異
なる多品種の製品を対象とした場合でも、販売実績の変動傾向のパターンに応じたニュー
ラルネットワークのモデルを複数の中から選択することができるので、その販売実績の変
動傾向に応じた需要を高精度で安定して予測する。
【００１２】
　また、本発明の需要予測 は、前記第１の所定の期間は、直近の過去の１３ヶ月間で
あり、前記第２及び第３の所定の期間は１８週であり、前記単位期間は１週間であること
を特徴とする。
　従って、販売実績の変動傾向の分析のために３年分といったような膨大な量のデータを
確保する必要がない。逆に、販売実績の変動傾向の把握には障害となるような古いデータ
が需要予測用のデータから排除され、高い需要予測精度が得られる。
【００１３】
　また、本発明の需要予測 は、前記単位期間の需要予測結果を 集積す
ることにより、より長期の需要予測結果とすることを特徴とする。
　これにより、たとえば週別の予測結果から月別の長期予測を、月別の予測結果から四半
期別の予測結果というように、製品の生産、流通の計画レベルに合った期間の予測値をユ
ーザに提供できる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　図１は本発明に係る需要予測 の機能ブロック図である。
　破線で囲んで示した は、オペレーティングシステム（ＯＳ）として、例えば
、ＭＳ－ＤＯＳ（米マイクロソフト社製）環境で、グラフィックス図形を使って画面の見
やすさ、操作性を向上させるグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）を提供す
る、ＭＳ－ＷＩＮＤＯＷＳ９５（米マイクロソフト社製）のようなＯＳを搭載したパーソ
ナルコンピュータ、ワークステーション等で動作する。
【００１５】
　予測モデル１は、ニューラルネットワーク（以下、ネットワークという）の予測モデル
、例えば直近の数ヶ月分のデータから需要を予測するモデル、前年の同時期のデータから
需要を予測するモデル、直近のデータと前年の同時期のデータとの両方から需要を予測す
るモデルなどの複数モデルが定義されている記憶装置である。各ネットワークの予測モデ
ルにおいては、多数のニューロンの結合からなるネットワークの構造と、需要との間に因
果関係のある要素のうち影響が大きい要素、本例では販売実績とカレンダー上の週の位置
を示す週番号（カレンダー上の第何週であるか）の時系列データからなるネットワークへ
のデータの入力パターンと、これに対応する出力パターン、即ち需要予測と週番号との組
み合わせが定義されている。
　なお、週番号は、「１年のうちの第Ｘ週」、「Ｘ月第Ｘ週」のいずれの表現でもよい。
また週番号に代えて、「Ｘ年Ｘ月Ｘ日」というカレンダーデータをそのまま用いてもよい
。
【００１６】
　予測エンジン２は、後にその手順を示すように、予測モデルをどのように展開して需要
を予測するかの仕組みを提供するコンピュータの本体である（図３乃至図６参照）。
【００１７】
　ＧＵＩ３はＥＸＣＥＬ（米マイクロソフト社製の表計算ソフトウェア）とＶｉｓｕａｌ
　Ｂａｓｉｃ（ＶＢ：米マイクロソフト社製のプログラミング・ツール）とにより作成さ
れており、ＶＢによってウィンドウに、表、グラフなどを作成するためのさまざまな部品
を並べ、それらの属性を指定し、マウスがクリックされるといったようなイベントに対す
る処理を記述するというプログラミングができる。
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【００１８】
　ＧＵＩ３は、ウィンドウに表示した表、グラフに対するマウスの操作によって予測値を
計画値に変更するといったような、予測モデル１を利用して得られた需要予測から生産又
は流通計画を立案するまでの作業を支援するインタフェースをユーザに提供する。
　このようなユーザ・インタフェースとして、ＧＵＩ３は、例えば、過去のデータとの比
較機能、予測値と実績値との誤差を％、グラフなどで表示することによる予測精度の監視
機能などの販売実績の変動傾向の分析に関する機能を提供する。ユーザはこのデータを参
照し、マウスなどの操作により将来の需要予測に修正を加えることが可能である。
【００１９】
　以上のような 需要予測 における、単位期間としての週毎の需要予測の手順
を、図２に示すテーブルの具体例、及び図３のフローチャートに基づいて、また週毎の予
測に先立って行う学習の手順を図４乃至図６のフローチャートに基づいて説明する。なお
、本例では予測モデルとして、予測モデルパターンＡ、Ｂ、Ｃの３つを用意した場合につ
いて説明する。また、本例では週単位で予測を行う場合を例に説明するが、予測を行う頻
度は週単位に限らず、日単位、月単位であってもよい。また学習の頻度も週単位に限るも
のではない。
【００２０】
　手順の説明に先立って、 需要予測 で使用する各ファイルの内容を以下に説
明する。
　製品マスタは、製品コード・市場投入日・販売中止日・在庫量とともに、例えば、ＰＯ
Ｓシステム（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅｓ　ｓｙｓｔｅｍ：販売時点情報管理システム
）のように、小売店の店頭でＰＯＳターミナルのＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃ
ｔｅｒ　Ｒｅａｄｅｒ）で読み取られ、転送されてきた製品コード、メーカー・コード、
プライス・コードなどを、例えば週単位で集計した製品別の１３ヶ月分の販売実績などを
格納している。
【００２１】
　予測結果ファイルは、週ごとに需要予測が行われる都度、予測モデルパターンＡ～Ｃの
ネットワークのモデルによりそれぞれ生成される１８週分の各週の予測値をパターン別に
格納する。
　最終予測結果パターンファイルは、後に図２のテーブルにより詳述するように、過去１
８週分の予測結果と販売実績との比較結果を基に選択された、将来１８週分の各週の利用
パターンとそのパターンによる予測値とを格納するファイルである。予測の際に最終予測
結果パターンファイルが新規作成される都度、１８週前の最終予測結果パターンファイル
が削除され、新規作成された今回の最終予測結果パターンファイルは、前回の最終予測結
果パターンファイルとして保存される。
　最終予測結果ファイルは、選択された今回利用パターンによる最終的な各週の予測値だ
けを格納している。この予測値がＧＵＩ３を利用してユーザに提示される。
【００２２】
　月予測用ファイルは、週予測による需要予測を１ヶ月相当分集積した値をその月の需要
予測として格納する。
　ネットワーク構造ファイルは、予測モデルパターンＡ～Ｃのネットワークのモデルに学
習させる都度、ネットワーク構造を予測モデルパターン別に格納している。学習によって
はネットワーク構造が変更されることもある。
　ネットワークパターンファイルは、予測モデルパターンＡ～Ｃの各ネットワークの学習
に使用した入出力データの組み合わせのパターン、即ち入力データのパターンとして販売
実績と週番号のパターンとの組み合わせを、出力データのパターンとして予測値と週番号
のパターンとの組み合わせを格納している。
【００２３】
　学習状況管理ファイルは、例えば、学習した日の日付・学習開始時刻・学習終了時刻・
学習回数等の各ネットワークの学習状況をネットワークのモデル別に格納している。

10

20

30

40

50

(5) JP 3767954 B2 2006.4.19

本発明の 装置

本発明の 装置



　実績集計ファイルは、後述するようにネットワークの学習時に作成されるファイルであ
って、製品マスタから予測モデルの必要に応じて獲得した、各製品の週単位の販売実績を
週番号と対応付けて格納するファイルである。
【００２４】
　まず、図３に示す週単位の予測について説明する。
　 需要予測 の動作環境を表わす変数を取得し（Ｓ１）、需要予測に使用する
ファイル（最終予測結果パターンファイル・最終予測結果ファイル・予測結果ファイル・
月予測用ファイル）の各ファイル名をセットして（Ｓ２）、各ファイルをオープンする（
Ｓ３）。製品マスタから需要予測の対象とする製品の製品コード・市場投入日・販売中止
日を読み込む（Ｓ４）。読み込んだデータのうちの販売中止日をチェックし（Ｓ５）、販
売中止日が今週に含まれている場合はその製品を予測対象外とする。
【００２５】
　利用パターンの選択に用いる過去の１８週分と、需要を予測する将来の１８週分の週番
号を取得し（Ｓ６）、販売実績データが存在しない場合は予測対象外とする（Ｓ７）。
　予測結果ファイル（今週分）をオープンして予測結果ワークテーブルの領域をメモリ上
に確保し（Ｓ８）、予測モデルパターンＡのネットワーク構造ファイル、ネットワークパ
ターンファイルの各ファイル名をセットする（Ｓ９）。ネットワークパターンファイルか
らネットワークへ入力する入力配列のデータのパターンを取得し（Ｓ１０）、予測モデル
パターンＡによる予測処理を行う（Ｓ１１）。以上のステップＳ９～Ｓ１１を予測モデル
パターンＢと予測モデルパターンＣとに対して同様に繰り返し（Ｓ１２）、今週が週番号
３３の週であるとして、今週を含む将来の１８週（第１週～第１８週）分の予測モデルパ
ターン別の最終予測結果を求め、今週分の予測モデルパターン別の予測結果を得て今週の
予測結果ファイルとして出力する（図２ (a) ）。
【００２６】
　次に、最終予測結果パターンを得るための処理を以下の手順で行う（Ｓ１３）。過去１
８週分の予測結果ファイルを順に読み込み、各週の予測結果ファイルに基づいて、各週に
行った需要予測により得られた１８週分の各予測モデルパターンの予測値と各週の実績値
とを比較し、過去１８週の各週の内の予測値が求められている週について実績値に最も近
い予測値を出力した予測モデルパターンを抽出し、各週の比較区分の予測モデルパターン
とする（図２ (b) ）。なお、図２ (b) には、今週が週番号３３の週である場合に、週番号
１５の週において作成された予測結果ファイルが最上層に示されており、その下層に週番
号１４、１３、・・・、１、－１、－２、－３の週にそれぞれ作成された予測結果ファイ
ルが存在する。
【００２７】
　各週の予測結果ファイルに基づく１８週分の予測値と実績値との比較の結果、比較区分
として抽出された、各週の需要予測におけるパターンの出現回数を、過去１８週分の予測
結果ファイルに基づく結果に従って今回利用テーブル（図２ (c) ）の各週の欄に集計し、
過去の第１～１８週（週番号１５～３２）それぞれでの予測において出現回数が最多のパ
ターンを、今週を含む将来の第１～１８週（週番号３３～５０）それぞれの利用パターン
（今回利用パターン）とする。
【００２８】
　以上のようにして選択された今回利用パターンが予測した第１～１８週の予測値を予測
結果ワークテーブル（図２ (a) ）から抽出し、最終予測結果ファイルに書き込む（Ｓ１４
）。このような週予測による需要予測を１ヶ月相当分集積した値をその月の需要予測とし
て月予測用ファイルに書き込む。
　最終予測結果パターンファイルに第１～１８週の最終予測結果と今回利用パターンとを
書き込む（Ｓ１５）。
【００２９】
　次の製品の製品コード・市場投入日・販売中止日を読み込む（Ｓ１６）。読み込んだデ
ータのうちの販売中止日をチェックし（Ｓ１７）、販売中止日が今週に含まれている場合
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はその製品を予測対象外とする。
【００３０】
　需要予測の対象である全製品のデータの需要予測が終了するまで、製品マスタからデー
タを読み込み、以上のステップＳ７～Ｓ１７を繰り返して各製品の需要を予測し（Ｓ１８
）、全製品のデータの需要予測が終わると、予測結果ファイルの１８週前の予測データを
削除して各ファイルをクローズする（Ｓ１９）。
【００３１】
　以上のようにして求められた最終予測結果は、例えば表形式でディスプレイに表示され
、ユーザはネットワークを意識することなく高精度の予測値を得ることができる。
　また、予測結果とともに、過去の予測値、実績値、予測精度などが表示されると、ユー
ザはこれらのデータを判断材料として、または天候、行事などの条件を加味して、予測結
果を、例えばマウスの操作により修正し、生産計画又は流通計画を容易に策定することが
できる。
【００３２】
　次に、ネットワークの学習処理を図４乃至図６のフローチャートを基に説明する。学習
は、予測値が実績値から大幅に乖離して誤差が拡大することを回避する目的で行う。
　 需要予測 の動作環境を表わす変数を取得し（Ｓ３１）、学習に必要な各フ
ァイルのファイル名（予測モデルパターンＡ、Ｂ、Ｃそれぞれの学習状況管理ファイル）
をセットし（Ｓ３２）、製品マスタから各製品の１３ヶ月分の販売実績データを読み出し
（Ｓ３３）、実績修正ファイルを作成する。
【００３３】
　前回の学習に要した処理時間をディスプレイに表示し、学習を開始するか否かの選択を
ユーザに促す（Ｓ３４）。学習の実行開始が選択されなかった場合は処理を終了する。学
習の実行が選択されると、開始時刻を表示し（Ｓ３５）、 側で予め設定されている、
実行すべき学習の回数を取得し（Ｓ３６）、ファイル名をセットした各ファイルをオープ
ンする（Ｓ３７）。
【００３４】
　製品マスタから、学習対象の製品の製品コード・販売中止日・市場投入日のデータを読
み込み（Ｓ３８）、販売中止日をチェックし（Ｓ３９）、販売中止日が今日の日付である
場合は学習対象外とする。
　学習状況管理ファイルから読み出した学習状況（学習日の日付・学習開始時刻・学習終
了時刻・学習回数等）のデータを表示する（Ｓ４０）。
　販売実績データが存在しない場合は学習対象外とするなど、学習対象外か否かをチェッ
クする（Ｓ４１）。
　予測モデルパターンＡ、Ｂ、Ｃのそれぞれに対して週学習開始処理を行う（Ｓ４２）。
【００３５】
　各予測モデルパターンでの週学習処理の手順は図６に示すように、学習開始時刻を取得
し（Ｓ４２１１）、各予測モデルパターンでの週学習処理に必要な各ファイル（予測モデ
ルパターンＡ、Ｂ、Ｃそれぞれのネットワーク構造ファイル・ネットワークパターンファ
イル）のファイル名をセットする（Ｓ４２１２）。ネットワーク構造ファイルからネット
ワークの構造データを読み出してネットワークを構築し（Ｓ４２１３）、ネットワークパ
ターンファイルから読み出したネットワークパターンを登録する（Ｓ４２１４）。
【００３６】
　次に、本例では、先に読み出したネットワークの構造データにより構築したネットワー
クに同じく先に作成した実績集計ファイルから１３ヶ月分の販売実績データを獲得して１
３ヶ月分の販売実績データによる学習を、 に定められている所定回数だけ行う（Ｓ４
２１５）。学習の結果得られたネットワーク構造を格納してネットワーク構造ファイルを
保存する（Ｓ４２１６）。学習に使用したデータの組み合わせパターンを格納してネット
ワークパターンファイルを保存する（Ｓ４２１７）。学習状況管理データを作成し（Ｓ４
２１７）、学習状況管理ファイルに格納してファイルを保存し、ネットワークを終了する
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（Ｓ４２１９）。
　同様の学習処理を図５のフローチャートに示すように全予測モデルパターンに対して行
う（Ｓ４２１～Ｓ４２３）。
【００３７】
　次の製品の製品コード・市場投入日・販売中止日のデータを読み込む（Ｓ４３）。販売
中止日をチェックし（Ｓ４４）、販売中止日が今日の日付である場合は予測対象外とする
。
　学習状況管理ファイルから読み出した学習状況のデータを表示する（Ｓ４５）。
　製品マスタから、学習の対象である全製品のデータを読み終わるまで、以上のステップ
Ｓ４１～Ｓ４５を繰り返して学習し（Ｓ４６）、全製品のデータを読み終わると、学習に
より構築された予測モデルパターンＡ、Ｂ、Ｃのネットワークの構造データをそれぞれの
ネットワーク構造ファイルに、また学習に使用したデータの組み合わせパターンをネット
ワークパターンファイルに格納し、今回の学習状況のデータをそれぞれの予測モデルパタ
ーンの学習状況管理ファイルに格納して各ファイルをクローズする（Ｓ４７）。
【００３８】
　なお、本例では週単位の予測結果を月単位の予測に反映する場合について説明したが、
日単位の予測結果を、週予測、月予測に反映しても、また月単位の予測結果を年単位の予
測に反映してもよい。また、週単位の予測と月単位の予測とをそれぞれ単独で行い、週単
位の予測結果を拡大した月単位の予測と、単独で行った月単位の予測との比較、予測結果
の修正に利用することも可能である。
【００３９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の によれば、ニューラルネットワークのモデルを、
例えば直近の数ヶ月分のデータから需要を予測するモデル、前年の同時期のデータから需
要を予測するモデル、直近のデータと前年の同時期のデータとの両方から需要を予測する
モデルなど複数記憶しておくので、製品が多品種にわたる場合でも、その販売実績の変動
傾向の把握に最適なモデルによってその販売実績の変動傾向に応じた需要を高精度で安定
して予測するという優れた効果を奏する。
【００４０】
　また、本発明の によれば、販売実績をニューラルネットワークのモデルに
入力して例えば週単位のような短い周期で学習させ、販売実績の変動傾向に応じた需要を
予測させることにより、ユーザが保守を行わなくても高い予測精度が安定して得られると
いう優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る需要予測 の機能ブロック図である。
【図２】　需要予測の過程を示す概念図である。
【図３】　週予測処理のフローチャートである。
【図４】　週学習処理のフローチャート（その１）である。
【図５】　週学習処理のフローチャート（その２）である。
【図６】　週学習処理のフローチャート（その３）である。
【符号の説明】
　１　予測モデル
　２　予測エンジン
　３　ＧＵＩ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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