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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】顧客の要求から、要求品または要求サービスの
引渡しに至るまでの生産投入品の状態を追跡する統一し
たシステムおよび方法の提供。
【解決手段】ユーザから、表示可能な出力の形式および
内容に関する選択を受信する。サプライチェーン上の複
数ノードから、リアルタイムで格納するデータベースに
状態データを提供し、格納する。リクエストに応答して
状態データを検索し、これに基づき、表示可能な出力形
式で、複数ノード間における状態をグラフィック表示す
る。こうして、サプライヤ、需要者、および介在者は、
それぞれの複数ノードおよび状態データをグラフィック
表示し、かつ直感的に表示するディスプレイを通じて、
情報にアクセスできる。本発明の実施の形態は、商品／
サービスの終端間のビューを提供することにより、各種
の供給、調達、およびビジネスプロセスをユーザが効率
的に追跡、管理する。
【選択図】図３



(2) JP 2009-234794 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　状態データを表示するための方法であって、
　ユーザから、表示可能な出力の形式および内容に関する選択を受信するステップと、
　サプライチェーン内の複数ノードでの前記サプライチェーン内の構成部品についての状
態データを有するステップと、
　前記状態データを格納するステップと、
　表示可能な出力のリクエストを受信するステップと、
　前記リクエストに応答して、前記状態データを検索するステップと、
　前記表示可能な出力を生成するステップであって、前記表示可能な出力が、前記複数ノ
ードと前記複数ノードのそれぞれにおける状態とをグラフィック表示するものと、
を具備する方法。
【請求項２】
　前記検索ステップが、ＸＭＬ、またはウェブサービスフォーマットでフォーマットされ
たコマンドにより実装される、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記状態データおよび固定値に基づいて表示可能出力を生成するステップを更に具備し
、前記表示可能出力は、前記状態データと前記固定値との間の関係を伝える、請求項１の
方法。
【請求項４】
　選択を受信するステップが、グラフィカルユーザインターフェイスへの入力の形でユー
ザ選択を受信するステップを更に含み、前記グラフィカルユーザインターフェイスがプル
ダウンメニューを備える、請求項１の方法。
【請求項５】
　選択を受信するステップが、状態データを検索できる場所を受信するステップを更に具
備する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記表示可能出力へのユーザ入力を受信するステップと、前記ユーザ入力に基づいて所
定アクションをとるステップとを更に含む、請求項１の方法。
【請求項７】
　所定イベントが発生したかどうかを前記状態データに基づいて判定するステップと、前
記所定イベントの発生に応答して所定アクションを実行するステップとを更に含む、請求
項１の方法。
【請求項８】
　前記所定イベントが、閾値を超過、閾値未満に低下、および障害条件のアクティブ化、
の内の一つを含む、請求項７の方法。
【請求項９】
　表示可能出力に対するリクエストを受信する前記ステップは、リクエスト者がサプライ
ヤ、介在者、顧客、サプライチェーン管理者、または第３者の何れであるかの指示を受信
するステップを含み、前記表示可能出力を生成する前記ステップは、前記リクエストが、
サプライヤ、介在者、顧客、サプライチェーン管理者、または第３者により行われたかど
うかに依存する、請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記リクエストはサプライヤが行い、前記複数ノードは、サプライヤノードおよび介在
者ノードを備える、請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記リクエストはサプライチェーン管理者が行い、前記複数ノードは、サプライヤノー
ド、介在者ノード、および顧客ノードを含む、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、複数ノードのそれぞれを表す複数タンク
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と、ノードの状態を表すタンク上のインジケータと、ノードの閾値を表すタンク上のイン
ジケータとを含む、表示可能出力を生成するステップを含む、請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、ノードでの商品数量と、前記商品の使用
数量と、前記商品の使用に基づく前記商品の供給残量とを含む表示可能出力を生成するス
テップを含む、請求項１２の方法。
【請求項１４】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、ノードでの状態のグラフィックインジケ
ータを含む表示可能な出力を生成するステップを含み、前記インジケータの前記ディスプ
レイ色は前記ノードの状態を反映する、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　前記判定ステップが、状態データを所定閾値と比較して、イベントが発生したかどうか
を判定するステップを含む、請求項７の方法。
【請求項１６】
　サプライチェーン内の引渡品の状態を追跡するための追跡ディスプレイであって、
　サプライヤノードと、顧客ノードと、輸送ノードとを含む複数ノード、および各ノード
での前記引渡品の状態のインジケータを含む複数ノード毎の明瞭に異なるグラフィック表
現を備え、
　該ディスプレイは、複数の個別の独立した業者からの状態データを表示する、ことを特
徴とする追跡ディスプレイ。
【請求項１７】
　プロセス中の段階を示すためのディスプレイであって、
　前記プロセス中の複数段階のグラフィック表現を含む第１ディスプレイ領域を備え、各
段階での前記プロセスの状態が定量的数値に基づいて視覚表示され、そして、
　前記プロセス中の段階の状態と関係付けられる数値の表を含む第２ディスプレイ領域を
備え、
　前記第１ディスプレイ領域内の選択段階と関係付けられる品目のアクティブ化により、
前記選択段階の状態に対応する数値を、前記第２ディスプレイ領域内の前記表に表示する
、ことを特徴とするディスプレイ。
【請求項１８】
　前記ディスプレイが、単一クリックで構成部品のカタログからアクセス可能である、請
求項１７のディスプレイ。
【請求項１９】
　前記状態データと、使用量レベル、最小閾値、および最大閾値のグループの内の一つに
関する基本データとに基づいてメッセージを伝えるよう更に構成される、請求項１７のデ
ィスプレイ。
【請求項２０】
　計画使用量に基づいて計算した、ノードにおける投入品の供給残量のインジケータを更
に備える、請求項１７のディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００３年５月１６日出願の米国仮出願第６０／４７１，１２３号の特典を請
求し、その全体を引用して本明細書に組み込む。本願は、２００３年１２月２４日出願の
米国仮特許出願第６０／４７１，１２３号の特典を請求し、その全体を引用して本明細書
に組み込む。
【０００２】
　本発明は、一般にサプライチェーンマネジメントに関し、詳細には、サプライヤから受
取手への原材料、商品またはサービスの流れを追跡し、管理するための方法およびシステ
ムに関する。
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【背景技術】
【０００３】
　在庫品の製造管理は、普通は、サプライチェーン内の各種ポイント間の緊密な連携を必
要とする。原材料と部品が、多数のサプライヤおよび場所から入手され、異なる業者によ
る、または異なる場所での組立および製造工程でステップが実施されるだろう。サプライ
チェーン内の各非冗長ポイントはリソース隘路が加わるリスクを招き、製造全体に遅延を
もたらす。生産への各種投入品の状態を予測できないと、在庫維持コストの高まり、過剰
部品、ならびに効率と、需要、供給または市況への対応とにおける全般的損失、を発生す
る。
【０００４】
　生産への投入品の状態を追跡する従来の手法は、リソースおよび時間を著しく多用する
ものである。サプライヤから入手する部品または原材料の状態を監視するために、部品管
理者は調達プロセスの間にサプライヤと連絡をとり、例えば、典型的には注文品は組立て
済みか、もしくは出荷済みか、または輸送中かどうかを判断するために多くを試みる。代
わりに、サプライチェーン上の各ポイントが、オープン注文に関する自身の状態情報のソ
ースを伴うものであってもよいが、追跡負荷は増大する。これを実行しなければならない
回数は、追跡が必要なサプライヤおよび部品の数だけ更に倍加する。
【０００５】
　注文追跡のこうした問題に対するこれまでの解決策は、断片的で、かつ不完全である。
メーカが信頼に足る著名なサプライヤから構成部品を入手して一定期間内に注文品を供給
する場合であっても、メーカは航空、海上および／または陸上輸送を概ね経由する商品引
渡しにおいて、依然として別の業者に依存しなければならないことが多い。また、サプラ
イチェーンの各部を自動的に追跡できるが、本質的に異なる追跡システムと情報とを単一
の情報リソースにまとめる方法が今のところはない。従って、顧客の要求から、要求品ま
たは要求サービスの引渡しに至るまでの生産投入品の状態を追跡する統一したシステムお
よび方法に対するニーズがある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の実施の形態は、サプライチェーン内の引渡品の状態を追跡するシステムおよび
方法を提供する。本明細書を通じて、「商品」、「サービス」、「投入品」、「引渡品」
および「商品／サービス」の用語は交換可能に用いることができ、任意の商品、サービス
、原材料、または生産に関与するか生産に投入される品目を含むようにしている。グラフ
ィック表示は、例えば、サプライヤ、需要者、および製品／サービスのブローカまたは商
品輸送サービスを提供する出荷業者を含む、サプライヤと需要者との間の介在者と関係付
けたサプライチェーンに沿うノードである。本開示を通じて、用語「サプライヤ」は、商
品またはサービスの、提供者、送り人、メーカまたはサプライヤ（供給者）を含み、用語
「需要者」は、「受取手」、「購入者」、「組立者」、「メーカ」の各用語と交換可能に
用いられ、これらの、または他の任意の受取エンティティ（事業体又は実体）を指すこと
ができる。更に、用語「介在者」は、出荷者、輸送業者、組立者、ブローカ、購入者およ
び販売者、またはサプライチェーン上でサービスを提供する他の関係者を指すことができ
る。所与の何れのサプライチェーンにも、一つ以上の、サプライヤ、需要者、および介在
者のノードがあり、各ノードは商品／サービスの供給、購入および受渡しに関与するレベ
ルが異なる。
【０００７】
　本発明の実施の形態では、これらノードの一つ以上は、系列関係のない別体のソースか
らデータを入手する、系列関係のない別体のエンティティを表すことができる。例えば、
事実上競合する二つの別の部品サプライヤから入手される部品のサプライチェーンでは、
本発明の実施の形態において、状態データが双方から入手される。同様に、世界の一部の
ルートをカバーする輸送サプライヤは、その輸送サプライヤのサービスを用いて商品を出
荷する顧客とは系列関係がなく別体であってよい。本発明の実施の形態は、これらの異な
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るソースからのデータを中央データベースに集め、それにより、通常は別々に追跡する本
質的に異なるソースからのデータを共通の場所に集めることができる。
【０００８】
　一実施の形態には、サプライヤから受取手に提供される商品またはサービスの状態を監
視するための追跡システムがある。このシステムは、サプライチェーン内の様々なノード
で商品／サービスの状態を記述した、商品／サービスに関する情報のデータベースを備え
る。更に、データベースにアクセスし、状態データを検索し、それぞれのノードと、デー
タに基づいて各ノードに関係付けられる状態とをグラフィック表示する単一スクリーンデ
ィスプレイを生成するために、ディスプレイシステムが提供される。本発明の様々な実施
の形態では、テンプレート作成、ディスプレイ管理、イベントおよびデータのモジュール
も提供される。更に、本発明の実施の形態により、所定の「イベント」または条件を、状
態データに基づいて検出することができ、イベントまたは条件が発生した場合、アクショ
ンが実行される。
【０００９】
　別の実施の形態において、ディスプレイがプロセスの各段階を示すために提供される。
ディスプレイはプロセスにおける複数段階のグラフィック表示を含み、そこでは各段階で
のプロセスの特定状態が定量的数値を参照して視覚表示される。それは、プロセスにおけ
る1つの段階に関係付けられる数値の表も含む。特定段階内でのグラフィック表示のアク
ティブ化により表の数値が変化することで、選択した段階内の数値が反映される。
【００１０】
　主として、サプライチェーンマネジメントおよび商品の文脈で説明したが、本発明は、
注文管理、顧客リレーション管理および事業リソース計画の各分野に広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイのグラフィック表示である。
【００１２】
【図２Ａ】本発明の実施の形態による追跡システムのシステム図である。
【図２Ｂ】本発明の実施の形態による追跡システムのブロック図である。
【図２Ｃ】図２Ａの追跡システムによるコンピューターメモリのブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態によるディスプレイを追跡するためのプロセスのフロー図で
ある。
【００１３】
【図４Ａ】本発明による追跡ディスプレイの実施の形態のグラフィック表示を示す。
【図４Ｂ】本発明による追跡ディスプレイの実施の形態のグラフィック表示を示す。
【図４Ｃ】本発明による追跡ディスプレイの実施の形態のグラフィック表示を示す。
【００１４】
【図５】本発明の実施の形態による、追跡ディスプレイとリンクするカタログディスプレ
イのグラフィック表示である。
【００１５】
【図６】追跡ディスプレイにリンクした部品ディスプレイとリンクするカタログディスプ
レイである。
【００１６】
【図７】本発明の実施の形態で用いる、サプライチェーン内の各種部品の状態を示すダッ
シュボードディスプレイのグラフィック表示である。
【００１７】
【図８】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイ生成のための、データ検索およびデ
ィスプレイプリファレンスを管理するためのユーザインターフェイスのグラフィック表示
である。
【００１８】
【図９】本発明の実施の形態による、追跡ディスプレイを入手するためにデータフィード
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を管理するためのユーザインターフェイスのグラフィック表示である。
【００１９】
【図１０】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイに出力される状態データを格納す
るデータベースのために、データソースおよびデータフィードを管理するためのユーザイ
ンターフェイスのグラフィック表示である。
【００２０】
【図１１】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイに出力される状態データを格納す
るデータベースのために、データソースおよびデータフィードを管理するためのユーザイ
ンターフェイスのグラフィック表示である。
【００２１】
【図１２】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイに出力される状態データを格納す
るデータベースのために、データソースおよびデータフィードを管理するためのユーザイ
ンターフェイスのグラフィック表示である。
【００２２】
【図１３】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイに出力される状態データを格納す
るデータベースのために、データソースおよびデータフィードを管理するためのユーザイ
ンターフェイスのグラフィック表示である。
【００２３】
【図１４】本発明の実施の形態による追跡ディスプレイで用いるグラフィックイメージを
示す。
【００２４】
【図１５】本発明の実施の形態による、状態データ内のイベントを検出し、イベントを検
出するとアクションを実行するためのプロセスのフロー図である。
【００２５】
【図１６】本発明の実施の形態による状態ディスプレイテンプレートを創成するためのプ
ロセスのフロー図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態による、商品生産への投入品の状態を監視するための追跡
ディスプレイ１００のグラフィック表示である。本発明を商品に関するサプライチェーン
の点から説明するが、当該技術に精通する者には言うまでもなく、本発明は、能力を監視
し、報告する必要がある各種の他のシステム態様にも適用され、こうした態様には、限定
されないもののサービス、ヘルスケアおよび発電が含まれる。更に、本発明は、一揃いの
数のサプライヤ、介在者および需要者とともに特定の文脈で以下説明するが、説明と理解
を容易にするためのこれらの数は単に例示を目的とするものであり、本発明の実施の形態
に含まれるサプライヤ、介在者および需要者の数は、これより少なくても、僅かであって
も、あるいは全くなくてもよい。
【００２７】
　追跡ディスプレイ１００は、サプライヤーノードタンク１０２から受取手ノードタンク
１１０まで延びるサプライチェーン上の５つのノードを表す５つのタンク１０２～１１０
をグラフィックで示す。各ノードは、貯蔵タンク１０２～１１０のイメージで直感的に表
され、グリッド１１８により他の貯蔵タンク１０２～１１０に接続される。各ノードでの
ストックレベルはタンク内の液体としてグラフィックで示す（例えば、海上輸送タンク１
１４のレベル１１２を参照）。診断データおよびインジケータ１３２～１３８が、各タン
ク１０２～１１０の下に現れ、選択したタンク１０２～１１０に関するデータをサポート
する更なる詳細が表１２２に提供される。直感的かつ単純な方法で状態データを示すこと
により、図１に示す本発明の実施の形態は、混雑していない単一スクリーン追跡ディスプ
レイ１００中の各種ノードと交差するサプライチェーンの現在の状態の詳細な要約を提供
する。多くの商品を貯蔵するタンクとして各ノードを好適な実施の形態で説明する一方、
当該技術に精通する者には言うまでもなく、任意数の他の記号を用いて同じデータおよび
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情報を伝えてもよい。各種の代替の実施の形態を以下に説明する。
【００２８】
　図１の追跡ディスプレイ１００で追跡されている引渡品は、任意の多様な商品、サービ
スまたは生産投入品を表すことができる。例えば、携帯型装置のための部品の入手では、
図１の追跡ディスプレイ１００を用いて、最終製品に組み込まれる多様な構成部品の調達
を追跡できる。別の実施の形態では、追跡ディスプレイ１００は、他の商品／サービスの
調達、または多様なビジネスもしくは他のプロセスを示すことができ、または業務の流れ
の状態を追跡する等、他の用途のために用いてもよい。
【００２９】
　図示の状態データには、ユニットの重量または個数により測定された投入品の数量また
は体積を含む投入品の状態の任意の尺度、または監視に適した他の投入尺度を含めること
ができる。状態データは、所与の消費率における投入品供給週数等の時間尺度を反映して
もよい。状態データには、ノードからユーザへ送信される警告もしくは情報メッセージ、
重要イベントの指示または他の情報等の定性的情報を含めることもできる。その情報には
、価格、投入品出荷費用もしくは投入品需要等の、投入品に関する経理情報もしくは市場
情報を含んでも、または、別の尺度のコスト、価格もしくは価値を伝達してもよい。呈示
された状態データは、在庫の何らかの分類またはサブユニットと関係付けることができる
ので、例えば、特定部品に対する顧客の全てのオープン注文と関係付けられる在庫、また
は、特定ユーザと関係付けられるストック分類、例えば全ての電源コード、を反映する。
【００３０】
ディスプレイビュー
　追跡ディスプレイ１００のどの部分を要求ユーザが見るかは、ユーザの身分およびプリ
ファレンスに依存してもよい。例えば、一実施の形態では、サプライヤ、介在者、サプラ
イチェーン管理者および需要者はそれぞれ自らの役割に依存するサプライチェーンの異な
る部分に関するデータにアクセスできる。一つのシナリオでは、サプライチェーン管理者
は、多様なサプライヤおよび介在者を通じて、需要者への生産投入品調達を担う。サプラ
イチェーン管理者は様々なサプライヤと接触して、生産投入品を提供し、また様々な輸送
業者を配置して需要者への商品受渡しを確保する。サプライチェーン管理者は、ポータル
にログインし、そのページへのリンクにより追跡ディスプレイ１００をリクエストする。
管理者はプロセス端部間に責任を負っていて、必要に応じて介入する義務があるので、一
実施の形態で、サプライチェーン管理者は診断その他の情報を含む追跡ディスプレイ１０
０の全体ビューへのアクセス権を得る。
【００３１】
　これに対して、需要者は自らの受取ノード、例えば図１のハブ１（１０８）およびハブ
２（１１０）、のビューを受信するだけでよい。需要者は、わざわざサプライチェーン管
理者に管理を請け負わせたことを考えれば、サプライチェーンのフロントエンドを見たい
とは思わないであろう。また、サプライチェーン管理者は、サプライチェーン上の障害に
関係する警告メッセージを需要者が見るのを望まないであろう。同様に、介在者は各自の
場所のビュー、例えば海上輸送タンク１０６、を受信できる。代替として、介在者および
別の関係者が、周囲のノードのビューを受信するようにしてもよいし、あるいはチェーン
全体に亘るデータにアクセスできてもよい。別の実施の形態では、取引に関与しない第３
者のサプライヤまたは介在者が、必要に応じて間隙を埋めるサービスを提供するために、
追跡ディスプレイ１００の各部へアクセスできてもよい。第３者がアクセス可能な情報は
、不足分に直面している関係者の身分を隠すために、別の簡略化したビューに表示しても
よい。
【００３２】
　ビューは、追跡商品の流れおよび性質により変更できる。例えば、追跡ディスプレイ１
００の需要者または受取手のビューは、需要者の一ヶ所以上のハブ地への受渡しに対する
、様々な異なる投入品を含んだ、需要者が注文した特定商品に関係する全てのオープン注
文の集合を反映させてもよい。多数の投入品が注文され、追跡されている場合には、投入
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品をそれぞれ表す、例えば多数のタンクを表示するようにしてもよい。他方、サプライチ
ェーン管理者は、多数のサプライヤから入手できる需要者からの特定注文に焦点を当てる
ことを望むかもしれないし、あるいはサプライヤ毎もしくは商品毎の状態を見ることを望
むかもしれない。図１の追跡ディスプレイ１００の変形を用いて、サプライチェーン管理
者は、同一商品を提供する別々のプライヤの能力を比較できるだろうし、あるいは単一サ
プライヤからの複数商品の状態を追跡できるだろう。ユーザのニーズに応じた他のビュー
も可能である。別々のユーザはそれぞれ、例えば、ユーザが見る出力１００にも影響を与
えるディスプレイ１００の形式および内容を規定する特定のプリファレンスまたは設定を
有してもよい。
【００３３】
ディスプレイの特徴
　図１の追跡ディスプレイ１００にある最初の２基のタンク１０２、１０４は、サプライ
ヤーノードを表す。仕掛品タンク１０４は、現在製造中の特定部品数量を表し、安全在庫
タンク１０２は、サプライヤへ引渡す可能性があるために貯えておく特定部品の保管数量
を表す。海上輸送中タンク１０６は介在者ノードを表し、現在海上輸送中の品目の数量を
反映する。他のサプライヤおよび輸送ノードは、陸上輸送もしくは空輸、または例えば出
荷ハブを含んで同様に表すこともできよう。これらの各ノードはサプライチェーンにおけ
る別々のステップを表すが、他の実施の形態では、調達プロセスでの様々な段階における
複数の冗長ノードを、例えば、図1の２基のハブタンク、すなわちハブ１タンク１０８お
よびハブ２タンク１１０の場合のように、チェーン内の代替パスとしてもよい。
【００３４】
　追跡ディスプレイ１００内の第４および第５タンク１０８、１１０は、顧客の２基の受
取ハブであるハブ１およびハブ２を表す。他の実施の形態では、追加のハブを注文投入品
と関係付けてもよく、ハブ２タンク１１０と隣接して配置する追加タンクで表す。各ハブ
タンクの下方に、上記のものと類似する診断を報告する追加のディスプレイサブセクショ
ンがある。
【００３５】
　各タンク１０２～１１０の下には、診断データおよび定量的データを伝えるための各種
のディスプレイサブセクションがある。例えば、仕掛品タンク１０４の直下にあるのは、
４つのディスプレイサブセクション１３２～１３８である。第１サブセクション１３２は
、ローカルハブからの異なるオープン注文全体の注文部品の合計数量を表す。ディスプレ
イ１００には、ユーザと関係する推定の週間使用値を表すためのディスプレイ領域１５０
も含まれる。この推定は、履歴の平均値、ユーザ指定の推定値、または特定の成長率に一
部基づく予測値を含む任意の様々な入力により決定できる。かかる診断データを計算する
ために用いる何らかの仮定－例えば仮定成長率に関する－は表示されてもよいし、あるい
はディスプレイ１００からのリンクによりアクセス可能であてもよい。第２サブセクショ
ン１３４は、タンク１０４の最大閾値を超えるかもしくは投入レベルが最小閾値未満に低
下する場合、または他の事前に定めた何らかのルールが破られるかもしくはトリガーが働
いた場合に点滅する警告インジケータを備える。本発明の実施の形態では、ディスプレイ
１００の第２サブセクション１３４にあるインジケータが点滅している間にユーザがマウ
スポインタを保持すると、警告理由に関する更なる情報が提供される。
【００３６】
　第３サブセクション１３６は、図示の推定週間使用率１５０を前提として、タンク１０
４が現在貯えている供給の予測週数を表示する。当該技術に精通する者には言うまでもな
く、どのような数の他の尺度、例えば、限定はしないが、色の使用、音の出力、または他
のユーザインターフェイスメーカニズム等を用いて、警告または障害状態に対するユーザ
の注意を引いてもよい。第４サブセクション１３８は、関係するハブ全体に亘る現在のＷ
．Ｉ．Ｐ（仕掛品）注文数量を合計する。
【００３７】
　各ノードで入手可能な商品数量は、各タンク１０２～１１０上の矢印１１４および１１
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６を用いて明確に事前に定めた最小および最大の閾値と関連して示す。図１４に示すよう
に、最小および最大の閾値は、ユーザがマウス等のポインタ１４０２をタンクの最小符号
１１６および最大符号１１４の上で保持したときに表示されてもよい。各タンク１０２～
１１０での使用のために選択した最小値１１６および最大値１１４は、履歴の閾値、受入
能力、契約事項、または他の尺度等の多様な値を反映してもよい。
【００３８】
　タンク１０２～１１０の大きさは、その縮尺が同一であっても、異なっていてもよい。
一実施の形態では、タンク１０２～１１０は、最大閾値に基づく縮尺で描いてあるので、
より大きな能力を持つ施設は、他の施設より大きいとして示すことができる。本発明の各
実施の形態では、二つ以上のノードは調達または生産の同一段階と関係付けられ、例えば
、サプライチェーンに多数のサプライヤーノードがある場合、各サプライヤーノードは、
注文商品を提供する同一機能を実行するサプライヤと関係付けられる。二つのかかる冗長
ノードは、２基のサプライヤータンクの形式、またはサプライヤ毎に表される二つの異な
る部分をもつ一基のタンク、または「サプライヤ」ノードを指定した小さなコラムまたは
空間で表される２基の小さなタンク、または当該技術で周知のディスプレイ技法に基づく
幾つかの他の変形、を含む様々な方法で表すことができる。
【００３９】
　本発明の実施の形態は、概して、状態データに基づく「イベント」または「条件」の検
出を可能とし、イベントまたは条件に基づいて対応するアクションをとることを可能にす
る。ユーザは、状態データの任意尺度の何らかの数量または品質の面でイベントまたは条
件を定義でき、それには、輸送日数、供給残量または注文合計ドル価額等の、生データ、
計算値または指定閾値の参照が含まれる。イベントまたは条件が検出された場合、本発明
の実施の形態では、ディスプレイ１００上に警告または他のメッセージを表示することを
含めて、追跡システムによるアクションを実行できる。例えば、図１４に示す追跡ディス
プレイ要素の実施の形態では、「Ｐ／Ｏ発行」信号１４０４は、ノードの在庫レベルが特
定の閾値未満に低下した場合、ユーザに注文書を発行する必要があることを警告する。追
跡ディスプレイ１００と関連しない他のアクションは自動的にトリガーできる。かかるア
クションには、自動生成の電子メール、インスタントメッセージ、ファックス、または他
のメッセージを、イベントを修正または監視する責任を負う個々の関係者に送信すること
を含めることができる。通知音または警報を含んでもよい。イベント検出、およびトリガ
ーされるアクションの実行は図１５を参照して以下に説明する。
【００４０】
　ディスプレイ１００は、投入品の供給についての広範で種々の能力または内部追跡情報
を伝える。例えば、供給取引で、販売価格、数量、品質および期限内引渡し等の指標は全
て、異なるサプライヤまたは介在者を評価する尺度を表すことができる。かかる指標に関
する特定関係者の能力についての情報も、「契約日までの残日数」等の定量的または定性
的情報の形でディスプレイ１００上へ呈示できる。更に、生産が特定の契約と関係付けら
れているのではなくて、卸し市場に販売されている場合の本発明の代替の実施の形態では
、幾つかの所定条件のうちの何れかを用いて、商品が需要者または受取手に販売されてい
る価格を自動的に調整できる。所定条件に基づくイベントが検出され、診断情報またはメ
ッセージが生成されると、ディスプレイ１００または他の媒体を用いて、この情報または
メッセージを伝えることができる。例えば、当該技術で周知の自動電子メール生成装置に
よりメッセージを所定アドレスに向けて生成した後、信号線を通じて、ネットワークイン
ターフェイスを介してインターネットへ送信し、警告対象の関係者までたどるようにして
もよい。別の実施の形態では、ネットワーク上にホストされた監視サーバへ信号線を通じ
てメッセージを送信する。当該技術で周知の他の出力技法を代替として用いてもよい。こ
の機能は関係者の能力を強化して、商品の利用可能性および予測利用可能性に基づいてリ
アルタイムでの価格調整を提供できる。
【００４１】
　本願を通じて検討するように、用語「信号線」には、デジタル、アナログ、衛星、無線
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、ファイヤワイヤ（ＩＥＥＥ１３９４）、８０２．１１、ＲＦ、ローカルおよび／または
広域ネットワーク、イーサネット、９ピンコネクタ、パラレルポート、ＵＳＢ、シリアル
もしくは小型コンピューターシステムインターフェイス（ＳＣＳＩ）、ＴＣＰ／ＩＰ、Ｈ
ＴＴＰ、電子メール、ウェブサーバ、または他の通信装置、ルータ、もしくはプロトコル
によりサポートされる任意の接続または接続の組合せが含まれる。場合により、「信号線
」は従来の電話線を含んでもよく、例えば、サプライヤが用いてノードからリアルタイム
で状態データを呼び出してもよい。特定の場合には、信号線は双方向通信を容易にし、他
の場合には、一方向通信をサポートするだけである。
【００４２】
　ユーザは、アクションが実行されるイベントまたは条件を定義する値を規定でき、結果
的に生じるアクションはイベントまたは障害状態発生によりトリガーされる。図９下部と
併せて検討すると、一実施の形態では、ユーザがイベントを定義する値およびルールを規
定し、実行すべきアクションを供給することもできる。
【００４３】
　図１のディスプレイ１００には、注文数値および出荷データを示す表ディスプレイ領域
１２２が含まれる。表ディスプレイ領域１２２は追加の詳細を提供して、海上輸送中タン
ク１０６にグラフィックで示す在庫情報を補足する。図１の海上輸送中タンク１０６は、
５５００ユニットの投入品を収容する。表ディスプレイ１２２を、注文番号Ｌ４１１１４
およびＬ４１１４として示される二つの注文に更に分ける。各注文の各部は２つの異なる
ハブ地であるハブ１およびハブ２向けとなされる。表ディスプレイ領域１２２には二つの
セクション１２４および１２６が示され、それぞれハブ地を表す。
【００４４】
　ユーザは、海上輸送中ディスプレイ１４０のサブセクション上をクリックすることによ
り示される表ディスプレイ領域１２２にアクセスし、表１２２全体をスクロールできるの
で、グリッド１１８上のタンク１０２～１１０により表されるサプライチェーンのビュー
と併せて詳細注文情報（および全サプライチェーン）にアクセスできる。本発明の実施の
形態では、Ｗ．Ｉ．Ｐタンク１０４と関係付けられた表ディスプレイ１２２が、各オープ
ン注文番号、注文部品数量、既出荷部品数量、オープン数量、オープン数量の出荷予定日
、到着予定日の詳細を示す。一実施の形態では、ハブ１タンク１０８、およびハブ２タン
ク１１０の何れかと関係付けられる表ディスプレイは、ハブのオープン注文数量値、各注
文番号、注文数量、現在までの支給数量、残りのオープン数量、および最新の数量支給日
を報告する。この方法で、極めて細かな情報をオンデマンドベースでユーザに提示できる
ので、ユーザは、迅速かつ直感的に特定情報を突き止めることができ、データ表を取捨選
択したり、多くのウェブサイトをあちこち訪れたりする必要がない。
【００４５】
　当該技術に普通に精通する者には周知なとおり、広範で種々のイラストおよびディスプ
レイセクションを使い本発明の実施の形態を実施できる。例えば、タンクを用いるのでは
なく、図１４に示すような電池のグラフィックイメージを用いることができる。代替とし
て、状態データを、グラフィックではなく数値で表すこともできる一方、ノード自体を、
各ノードと関係付けた明瞭に異なるイメージで表すことができる。図４Ａに示す説明用デ
ィスプレイには、例えば、仕掛品ノードには工場のイメージを、空輸ノードには航空機の
イメージ４１２を、海上輸送ノードにはスチームライナのイメージ４１４を、ハブノード
には分配サイト４１６を含む。各グラフィックイメージの下部に、各種の状態、または診
断データを数値形式の投入数量で表す。図４Ｂおよび図４Ｃは、本発明の実施の形態によ
る追跡ディスプレイの他の実施の形態を表す。図４Ｂでは、ヤード尺に対して測定したも
のとして投入レベルをグラフィックで示す。数値は各ノード下部に含まれる。図４Ｃでは
、延ばしたポッド（豆の鞘）として各ノードを表す。ポッドの影を用いて投入品状態デー
タを示す。
【００４６】
システムアーキテクチャ
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　図１、図４Ａ～図４Ｃ、図１４のディスプレイ、およびディスプレイ構成部品は各種方
法を用いて生成できる。図２Ａは、本発明の実施の形態によるディスプレイ１００を生成
するための追跡システム２０１を示すブロック図である。システム２０１は、各種のサプ
ライチェーンノード２７０～２７４からの状態データを、信号線２６２、２６４ａ、およ
びネットワーク２７６ａを介して受信するデータベース２００を含む。ノード２７０～２
７４は、サプライチェーン内のポイントを含み、注文システム、一時格納倉庫、輸送船舶
、または他のサプライチェーン上の配置と関係付けられるポイントを含む。状態データは
、ノード２７０～２７４から手動で収集するか、センサまたは他の監視メーカニズムを電
子的に用いて検出するか、または幾つかの方法の組合わせを用いて決定できる。データは
、ネットワーク２７６a、および信号線２６２、２６４ａを通じてデータベース２００に
送信される。データのリクエストに応じて、プロセッサを用いてデータベース２００から
状態データを検索する。データを用いて図１のディスプレイ１００等のディスプレイを生
成する。信号線２６４ｂを越え、ネットワーク２７６ｂを介し、信号線２６８を通って、
各種ディスプレイ装置２８２～２８６上にディスプレイが出力される。
【００４７】
　データベース２００は、リレーショナルデータベース管理システム（「ＲＤＢＭＳ」）
、ライトウエイトデータアクセスプロトコル（「ＬＤＡＰ」）サーバ、またはフラットフ
ァイルを含む多様な従来のデータ構造のうちの何れかの形式をとるデータの格納庫を備え
る。一実施の形態では、状態データは、サーバ（不図示）上でホストされるＳＡＰ第４シ
フトデータベース２００に格納される。更に詳細に説明すると、ある実施の形態では、デ
ータは、サプライヤ所有システム（不図示）からエクスポートされるＸＭＬフォーマット
のデータフィードによりデータベース２００にインポートされる。本発明の実施の形態で
は、一つ以上のサプライヤーノード２７０～２７４からの状態データは、３０分毎または
一日に数回等の規則的間隔でデータベース２００へ送信される。
【００４８】
　図２Ｂは、本発明の実施の形態による追跡ディスプレイ２０１のブロック図である。し
かし、図２Ａのシステム２００に示す一つ以上の要素は、図２Ｂに示す一つ以上の典型的
なコンピューターシステム要素を含むコンピューターシステム上でホストされてもよい。
図示は、バス２０４に接続された少なくとも一つのプロセッサ２０２である。同じくバス
２０４には、メモリ２０６、格納装置２０８、キーボード２１０、グラフィックアダプタ
２１２、ポインティング装置２１４、およびネットワークアダプタ２１６が接続されてい
る。ディスプレイ２１８はグラフィックアダプタ２１２に接続されている。
【００４９】
　プロセッサ２０２は、ＩＮＴＥＬｘ８６、ＳＵＮ ＭＩＣＲＯＳＹＳＴＥＭＳのＳＰＡ
ＲＣ、またはＰＯＷＥＲＰＣ互換ＣＰＵ等の、任意の汎用プロセッサであってよい。格納
装置２０８は、一実施の形態では、ハードディスクドライブであるが、書き込み可能コン
パクトディスク（ＣＤ）もしくはＤＶＤ、または固体メモリデバイス等の、データを格納
する能力をもつ任意の他の装置とすることができる。メモリ２０６は、例えば、ファーム
ウエア、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡ
Ｍ）、および／またはＲＡＭとすることができ、プロセッサ２０２が用いる命令およびデ
ータを保持する。ポインティング装置２１４は、マウス、トラックボール、または他の種
類のポインティング装置でよく、キーボード２１０と組み合わせて用いて、コンピュータ
ーシステム２２０にデータを入力する。グラフィックアダプタ２１２は、ディスプレイ２
１８上にイメージおよび他の情報を表示する。ネットワークアダプタ２１６は、コンピュ
ーターシステム２２０をネットワークに接続する。
【００５０】
　当該技術で周知のように、コンピューターシステム２２０は本明細書に記載する機能を
提供するためのコンピュータープログラムモジュールを実行するようになされている。本
明細書で用いるように、用語「モジュール」は、特定機能を提供するためのコンピュータ
ープログラムロジックを指すことができる。モジュールは、ハードウエア、ファームウエ
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ア、および／またはソフトウエアに実装できる。好ましくは、モジュールは格納装置２０
８に格納され、メモリ２０６にロードされ、そしてプロセッサ２０２により実行される。
【００５１】
　コンピューターシステム２２０内のハードウエアおよびソフトウエアの種類は、追跡シ
ステムの実装に応じて変更してもよい。例えば、大規模な環境で動作する追跡システムは
、高速処理スループットを提供するためにマルチプロセッサおよびハードドライブサブシ
ステムを有してもよく、また多数の同時ユーザをサポートするためにマルチディスプレイ
およびマルチキーボードを有してもよい。同様に、特定の実施の形態では、システムの特
定能力に応じて、ディスプレイ２１８、キーボード２１０および／またはネットワークア
ダプタ２１６等の、特定コンポーネントを省略してもよい。更に、コンピューターシステ
ム２２０は、様々な形式でイメージをディスプレイする等の、本明細書では詳述しない追
加の従来機能をサポートしてもよく、それによりユーザは安全にシステムにログインでき
、管理能力がサポートされる。
【００５２】
　図２Ａでは、追跡システム２０１がデータベース２００を含み、ノード２７０～２７４
およびディスプレイ装置２８２～２８６に信号線２６２～２６８およびネットワーク２７
６を通じて接続される。一実施の形態では、追跡システム２０１のモジュールとデータベ
ース２００とは、共通サーバまたはコンピューターシステム上でホストされる一方、他の
実施の形態では、各種処理、データベース、および他の機能は、別々のモジュールにより
実行され、各種ネットワークおよび無線または有線接続を通じて相互接続された別々の装
置またはシステム上で実行される。更に、本発明の実施の形態毎に図示の要素全てを含む
必要はなく、または図のようにそれらを接続する必要もない。システムの幾つかの実施に
おいて、各種の要素が異なる構成で現れてもよい。
【００５３】
システムモジュール
　図２Ｃは、図２Ａの追跡システム２０１のコンピューターメモリ２０６のブロック図で
ある。コンピューターメモリ２０６は、図２Ｂの追跡システム２０１を参照して検討する
ことになるが、当該技術に普通に精通する者には言うまでもなく、参照するモジュールは
、図示または説明する構成以外の構成で格納されても、またはホストされてもよい。
【００５４】
　メモリ２０６は、プロセッサ２０２を含む図２Ｂの追跡システム２０１に、バス２０４
を経由して接続され、追跡システム２０１が達成する処理機能の何れかおよび／または全
てを実行するための命令および／またはデータを含むことができる。メモリ２０６は、主
システムモジュール２４０と様々な処理モジュール２４２～２５６とから成り、追跡シス
テム２０１のプロセッサ２０２およびデータベース２００へバス２０４により接続される
。主システムモジュール２４０は、データベース２００と、追跡システム２０１の他の要
素と、モジュール２４２～２５６との間の中央インターフェイスとして働く。本発明の様
々な実施の形態では、主システムモジュール２４０は、情報または命令の形で入力を受信
する。主システムモジュール２４０は入力を解釈し、適切なモジュール２４２～２５６を
アクティブ化する。また、システムモジュール２４０は、メモリ２０６から関連データを
検索し、それを関連モジュール２４２～２５６に渡す。個々のモジュール２４２～２５６
は、典型的には、プロセッサ２０２または他のプロセッサ上でデータを処理し、結果をシ
ステムモジュール２４０に戻す。
【００５５】
　創成モジュール２４４は、システムモジュール２４０へバス２０４により接続される。
追跡システム２０１の動作では、重要ノードについてのユーザ入力、それらの間の商品／
サービスの流れ、ノードラベル、および各種のディスプレイ出力オプションを、図８～図
１３および図１６を参照して以下詳細に説明するように、システムモジュール２４０へ設
けてもよい。他方、システムモジュール２４０は、バス２０４により、テンプレートの創
成／編集モジュール２４４へ入力を提供する。創成モジュール２４４はこの入力を用いて
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、プロセッサ２０２上の各種データソースにより入力すべき出力テンプレートを生成する
。以下説明するように、このテンプレートには、生の、および処理した状態データ、なら
びに状態データに基づくメッセージまたは情報に対する代替物が含まれる。
【００５６】
　インポート／格納モジュール２４８は、システムモジュール２４０およびデータベース
２００へバス２０４により接続される。図２Ａに示すように、状態データは各種ノード（
例えば、ノード２７０～２７４）から追跡システム２０１へ、信号線２６２、２６４ａお
よびネットワーク２７６ａを介して提供される。データフィードは、バス２０４を通って
システムモジュール２４０に送られる。システムモジュールは、インポート／格納モジュ
ール２４８に信号を送信し、次いで、このモジュールがデータをデータベース２００に保
存するよう指令するプロセッサ２０２にコマンドを送信する。
【００５７】
　ディスプレイ生成モジュール２５２、検索モジュール２５６、データモジュール２４２
、描画モジュール２４６およびイベントモジュール２５４は、バス２０４により、システ
ムモジュール２４０およびデータベース２００に接続される。リクエストを受け取ると、
追跡システム２０１は、各種装置２８２～２８６上で見えるように状態ディスプレイを生
成する。システムモジュール２４０がこのリクエストを受信し、次いで、ディスプレイ生
成モジュール２５２をアクティブ化し、リクエストがあったことを通知する。ディスプレ
イ生成モジュール２５２は、次いで検索モジュール２５６をアクティブ化し、検索モジュ
ールはコマンドを作成し、これをプロセッサ２０２に送信してデータベースから必要なデ
ータを検索する。また、ディスプレイ生成モジュール２５２は、ユーザがメモリ２０６に
格納した、出力ディスプレイをどのように創成するかについての命令およびユーザプリフ
ァレンスにアクセスできる。データを検索モジュール２５６が受信すると、ディスプレイ
生成モジュール２５２は、データモジュール２４２をアクティブ化して、生データを有用
な出力形式に変換する。この解析は、データの構文解析もしくはフォーマット化、または
イベントもしくは条件が発生したかどうかを判定するために、データの値を所定のルール
に照らして解析することに関わる。イベントが検出された場合、信号はイベントモジュー
ル２５４に送信される。イベントモジュール２５４は、アクションをとるべき場合のアク
ションを規定しているメモリ２０５の格納情報にアクセスする。図１５を参照して以下説
明するように、このアクションには、警告メッセージを出力に追加すること、または別の
アクションが含まれる。
【００５８】
　ディスプレイ生成モジュール２５２は、描画モジュール２４６をアクティブ化する。デ
ィスプレイ生成モジュール２５２は、データモジュール２４２が処理したデータ、ユーザ
プリファレンス、および／またはイベントデータを、ハイパーテキストマークアップ言語
（ＨＴＭＬ）、または他の周知フォーマット等の、表示可能なページに変換するよう描画
モジュール２０４に命令できる。
【００５９】
　描画モジュール２４６が生成した表示可能な出力がユーザに見える。ユーザが、ディス
プレイの一部をクリックする等、ディスプレイに基づいて入力すると、入力はディスプレ
イ管理モジュール２５０に送信され、次いで、より詳細な情報を表示することを含む幾つ
かのオプションのうちのどれかが実行される。例えば、ディスプレイ管理モジュール２５
０は、追加の詳細情報もしくは他の情報、または他のサプライヤの利用可能性についての
追加の状態データもしくは情報さえも含むポップアップまたは侵入型のウィンドウを生成
することができる。別の実施の形態では、ディスプレイ管理モジュール２５０は、メッセ
ージアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＭＡＰＩ）等のメッセージイン
ターフェイスを起動することもでき、そこでは、状態もしくは診断情報を参照するかまた
はそれらを含む事前組込みメッセージを創成できる。その後、ユーザが、ノード数または
データフィードソースの変更による場合を含め、ディスプレイを編集または変更したい場
合は、創成モジュール２４４または他のモジュールが提供する編集機能を用いてこのタス
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クを遂行できる。
【００６０】
追跡ディスプレイの創成
　本発明の実施の形態による、図２Ａの追跡システム２０１を有するディスプレイ１００
のためのテンプレートを創成するプロセスを図１６に示す。当該技術に精通する者には言
うまでもなく、このシステムの代替の実施の形態は、本明細書に記載したプロセスまたは
他のプロセスの説明ステップを異なる順序で実行でき、追加ステップを実行でき、あるい
は特定ステップを省略できる。
【００６１】
　携帯装置の注文を満たす部品を入手するようメーカから要請を受けるサプライチェーン
管理者の場合を例にとる。メーカは、自ら生産しようとしている各ユニットのための、と
りわけ、形状要素のシャーシ、ＬＥＤスクリーン、電源およびデバイスケースを必要とし
ている旨、指定する。一実施の形態において、サプライチェーン管理者は、サプライヤか
らのスクリーンを数週間のうちに幾つか注文する。スクリーンが注文されてから、サプラ
イヤはスクリーンを組立て、次いで各サプライヤの工場または他の施設（ある実施の形態
では、サプライヤは別のメーカからもそれらを入手できる）から、海上輸送を経由して様
々な港に向けて、それらをバッチで出荷する。港は、メーカが完成商品に部品を組込む工
場への受渡しのための最終ユーザである２つのハブの近くに位置する。
【００６２】
　この注文に適合するディスプレイテンプレートを最初に創成する。図１６に移って、サ
プライチェーン管理者または他の関係者は、追跡すべきサプライチェーン上の重要なノー
ドを決定する（１６０４）。これらのノードには、例えばスクリーンサプライヤの工場お
よび出荷施設、各種輸送ノードならびにメーカの２つのハブを含むことができる。次に、
サプライチェーン管理者はノード間の商品の流れを定義する（１６０８）。例えば、異な
るサプライヤが提供するスクリーンの、サプライヤの起点で分岐するパス（経路）が、輸
送ノードまたはメーカのハブ等の各種ポイントで加わるようにしてもよい。
【００６３】
　サプライチェーン管理者は、図８のグラフィカルユーザインターフェイスを用いて、入
力ウィンドウおよびプルダウン式メニューにより、ノードと、ノード間の商品の流れとを
定義できる。これらノードは、図示のようにインターフェイス上で識別されて、ラベルを
付されることができ、例えば安全在庫８０８に対しては、「安全在庫」ラベルが付される
。ハブは入力ウィンドウで識別され、ハブボタン８１２を追加できる。サプライチェーン
管理者は、受渡しコード入力ウィンドウ８０６内の受渡しオプションを、受渡しコード追
加ボタン８０４の助けを借りて入力できる。更に、サプライチェーン管理者は、グラフィ
ックイメージおよび構成の所定セットと関係付けられる追跡出力８０２の種類を選択でき
る（例えば、「ストックレベル」または「基本的追跡」）。一実施の形態では、図１に示
すテンプレートと関係付けられる「ストックレベル」構成オプションがあり、タンク１０
２～１１０、グリッド１１０、表１２２および図示の各種サブセクション１３２～１３８
が含まれる。一実施の形態では、図４Ａに示す単純化した形式で情報を出力する「基本的
追跡」オプションが提供され、そこでは数量情報がグラフィックではなく単に数値で提供
される。図１６に戻って、このデータ全てを用いてノードの流れを創成する（１６１２ａ
）。
【００６４】
　各種ノードを識別し、構成オプションを選択した後、ユーザは、データベース参照を準
備して（１６１６）、各ノードの背後のデータを検索可能にする。入力ウィンドウにデー
タベースタグ、およびフィールドを記入する（８１４）ことにより、ユーザは、例えばデ
ータベースの場所を参照できる。そして、この情報を格納し、使用して、表示される各ノ
ードの状態データを入手するために用いるデータベースクエリーを生成できる。次いで、
サプライチェーン管理者または他のユーザは、データベース２００に提供されて、格納さ
れることになるデータのソースを特定できる。これらのノードそれぞれについて、状態デ
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ータのソースが識別され、普通は、既存の追跡システムまたは個々のサプライヤ、トラン
スポータまたはサプライチェーン内の他のリンク、のデータベースを備える。以下に詳述
する、図１０～図１３のグラフィカルユーザインターフェイスを用いて、サプライチェー
ン管理者または他のユーザは、データフィードをデータベース２００にリンクできる（１
６２０）。
【００６５】
　最終的に、ユーザは状態イベント／条件を定義し（１６２４）、イベントまたは条件が
検出されると、どのアクションをとるべきか規定（１６２８）できる。図９は、かかるイ
ベントまたは検出のルールを定めるための一つのインターフェイスを提供する。図９に示
すように、各種の入力領域９１０は、ユーザが、例えば、ハブで要求されるカバー最小週
数（９１２）、リードタイム標準日数（９０６）、または最小閾値（９０２）、および最
大閾値（９０４）の設定に利用可能である。これらの値を入力することにより、ユーザは
、警告アクションを生成すべき隘路状況を定義する「検出ルール」および障害条件を規定
する。例えば、ローカルハブの在庫が、予測した週間使用製品の数量未満に、かつハブで
必要とされるカバー最小週数未満に低下した場合、ユーザは、グラフィックで、または代
替として電子メールもしくは他の通信の形式で、警告インジケータを受信できる。
【００６６】
状態追跡システムの使用
　ディスプレイテンプレートが創成されると、図２Ａの追跡システム２０１を用いて、指
定されたノードを横断する商品の流れの状態を追跡できる。図３のフロー図は、追跡シス
テム２０１を用いて状態データベースに入力するための単純なプロセスを記載する。上で
検討したスクリーン調達シナリオを続けると、プロセスは、各ノードでスクリーンの数量
または他の状態データを示す各種サプライヤ、介在者およびメーカのノードからの、追跡
システム２０１による状態データ受信（３２０）とともに始まる。一実施の形態では、こ
の状態データ３１０が提供され、リアルタイムでリフレッシュされ、そしてデータベース
２００に格納または上書き（３３０）される。データはＸＭＬ、ウェブサーバまたは他の
ファイルフォーマットで送信することができ、一般的には、データがインデックス化され
る注文および顧客情報を含む。或るポイントでは、サプライチェーン管理者、またはメー
カ、または別の関係者がスクリーンの状態の追跡に努める。そうするために、ユーザは、
ウェブまたは他のネットワークブラウザ上のユーザーインターフェイスを呼び出すことが
でき、例えば、データベースからの状態データのリクエストを生成する。
【００６７】
　この状態データリクエストは追跡システム２０１により受信される（３４０）。追跡シ
ステム２０１は、ログイン情報、または他の情報に基づいて、リクエストしている関係者
のプロフィールを決定し（３４２）、一実施の形態では、このプロフィールに基づいてデ
ータベース２００へリクエストを策定するよう進む。先に検討したように、メーカまたは
介在者は、サプライチェーンの一部へのアクセス権を得ることができるだけである一方、
一実施の形態では、サプライチェーン管理者は、すべての状態データへのアクセス権を提
供される。一実施の形態では、リクエストしている関係者は、彼らが見たいと希望するデ
ータのビュー、例えば、異なるユーザと異なるレベルの状態データ集合とに関係付けられ
るデータのビューを、例えば、顧客、調達注文またはノードのレベルで規定することもで
きる。これら各種の入力に応答して、追跡システム２０１はリクエストを処理し、リクエ
ストされたデータを例えばデータベース呼出しにより検索する（３５０）。この呼出しは
、データベース２００と同一のサーバ上のプロセッサにより実装されるが、本明細書に記
載する一つ以上のステップを他のモジュールで実行することもできよう。
【００６８】
　検索した状態データに基づいて、状態ディスプレイが生成される（３６０）。図３に示
すプロセスでは、最大の注文数値等の、状態イベント／条件の情報は無論のこと、ユーザ
ディスプレイのプリファレンスを、状態データとの組合せで用いて、出力ディスプレイ３
７０を生成する。一実施の形態では、ディスプレイ３７０は、リクエストしている装置ま
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たはサーバ（不図示）へ、信号線２０８およびネットワーク２１６を介して送信されるデ
ィスプレイコードの形式で生成され、図１の追跡ディスプレイ１００等の、出力ディスプ
レイ３７０に変換する。このディスプレイコードは、一実施の形態ではウェブブラウザを
介して実装してもよいが、代替の実施の形態で、他の適切なグラフィックフォーマットお
よび表示を採用してもよい。得られたディスプレイ３７０は、リクエストしている関係者
がアクセス可能なディスプレイ装置２２２～２２６上に表示できる。本発明の別の実施の
形態では、出力ディスプレイ３７０は処理装置に送信され、携帯装置、ラップトップ、デ
スクトップ、または他のマシンもしくはデバイス等のスクリーン上に描画される。
【００６９】
　出力ディスプレイ３７０が最初に提供された後、出力ディスプレイ３７０に基づいて、
ユーザ入力３６２を追跡システム２０１に提供してもよい。この入力３７０は、クリック
、ポインタの動き、タッチスクリーンの一部のアクティブ化、または他の入力６３２によ
り合図されたコマンドの形式とすることができる。一実施の形態では、追跡システム２０
１は、例えば、更に詳細なビューの表示するか、またはユーザ入力３７０に基づいて、定
義もしくは状態追加情報を含むウィンドウを起動する出力ディスプレイ３７０をリフレッ
シュする（３６０）。別の実施の形態では、メッセージングインターフェイスはユーザが
起動でき、それにより、ユーザが電子メールまたは他のメッセージをサプライチェーン上
の別の関係者へ瞬時に送信できる。
【００７０】
　図３に示すように、動作中に、追跡システム２０１を用いて、特定イベントの発生に関
する状態データを監視することもできる（３３４）。図示のように、かかる監視は、デー
タリクエストの有無にかかわらず、状態データがデータベース２００に提供される場合は
常に行われる。図１５は、本発明の実施の形態による、イベントを検出し、トリガーアク
ションを実行するための一プロセスのフロー図である。表１に、仮想イベントおよびそれ
らがトリガーするアクションのいくつかの例を示す。
【表１】

【００７１】
　図１５に示すように、状態データが受信されるとプロセスが開始される（３２０／１５
０８）。新規データはデータベース２００に保存される。新規および既存の状態データは
、関連ルールに基づいて解析を実行するのにどの特定データが必要かを規定した所定のイ
ベント検出ルール（１５１０）により構文解析される（１５１２）。追跡システム２０１
は、イベント検出を実行して（１５１６）、表１に示すように、イベント検出ルール（１
５１０）で予め定義したイベントか発生したかどうかを判定する。イベントが検出された
場合（１５２４）、追跡システム２０１は、イベント検出ルール（例えば、レベル１の引
渡し遅れが検出された場合、５％の値引きを求めるメッセージをサプライヤへ送信する）
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で定義したイベントと関係付けられるアクションの実行（１５２６）に進む。このアクシ
ョンを実行（１５２６）した後、またはイベントが検出されていない場合、追跡システム
２０１は状態データの監視を続ける。
【００７２】
追跡データの管理
　図１０～図１３のディスプレイを用いて、図２Ａのノード２１０～２１４とデータベー
ス２００とからのデータ供給を管理できる。本発明の一実施の形態では、データソースと
関係付けられる特定フィードは、特定ノード２１０～２１４からデータベース２００へ状
態データを供給する。図１０では、ノード２１０～２１４からの状態情報を含むデータソ
ースと関係付けられるデータフィードは、単純なインターフェイスで名称（「データフィ
ード」）１０２０により識別される。情報は、現在の状態（「状態」）と、データフィー
ド１０２０へのアクセスの最新時間（「最終実行日付」）とに関するディスプレイ上に提
供される。図１０のディスプレイを用いて、ユーザまたは管理者は、データソース１０３
０を編集または変更するか、または各種ユーザインターフェイスボタン１０１０、１０３
０をアクティブ化することにより送信できる。ユーザがデータソースを管理したい場合、
「データソース管理」ボタン１０３０をアクティブ化することで管理でき、本発明の実施
の形態では、図１１のディスプレイに導かれる。
【００７３】
　図１１のディスプレイで識別されるのは、データソース（「ＰＣＨ」）、およびファイ
ル転送プロトコル（「ＦＴＰ」）サイトのユニフォームレコードロケータ（ＵＲＬ）１１
２０であり、ＵＲＬからデータフィードが正規の基準で自動的にアクセスできる。このイ
ンターフェイスを用いると、ユーザは、新規ソース、または追加データにアクセスするた
めのデータの新規場所、を追加できる。図１１の「新規追加」ボタンをアクティブ化する
と、ユーザは、図１２の「フィードソース追加」ディスプレイに導かれる。ディスプレイ
は４個の入力ボックス、すなわち、ソース名１２０２、ＵＲＬ１２０６、接続ユーザ名１
２０４、および接続パスワード１２０８を含むに過ぎない。ユーザがこのデータを記入す
ると、提供される情報によりアクセスが確保されるように、フィードソースが連絡される
。
【００７４】
　図１０に戻ると、ユーザは、「新規追加」ボタン１０３０をアクティブ化することによ
り、図１３の「新規データフィード追加」インターフェイスに導かれる特定データフィー
ドを直接追加してもよい。図示のように、ユーザは、フィード名１３０２、ソース名１３
０４、ＵＲＬ１３０６、ユーザ名１３０８、およびパスワード１３１０を含む幾つかの異
なるフィードパラメータを記入するよう促される。フィードが以前に識別されている場合
、本発明の実施の形態では、フィードを関係付けるソースを選択することにより、ユーザ
はＵＲＬ１３０６、ユーザ名１３０８、およびパスワードフィールド１３１０を、以前に
提供された何れかのフィード入力に基づいて、自動的に記入できる。また、図１３のイン
ターフェイスは、データフィードへのアクセス頻度を決定する時間間隔１３１２の入力、
データフィードからの状態データを格納すべき場所についての追加情報１３１４～１３１
８のための入力、状態データについての情報を送信できる場所１３３２の入力、および状
態データの事前および事後のプロセス場所１３２６および１３２８の入力もユーザに促す
。
【００７５】
　図１３の下部に示すように、データハンドラ、フォーマットしたデータのリクエスト、
または他の命令セットとして、フィードファイル、および／または拡張マークアップ言語
（ＸＭＬ）ファイルを用いて、状態データの検索を容易にしてもよい。インターフェイス
により、ユーザはフィードまたはＸＭＬファイルを処理するための命令を含むプルダウン
メニュー１３３２から、拡張スタイルシート言語（ＸＳＬ）文書またはファイルを特定で
きる。ＸＳＬファイルを「新規ＸＳＬ：」入力ウィンドウ１３３４を通じてこのメニュー
に追加できる。簡単なこれらインターフェイスを用いて、ユーザ、サプライヤ、受取手ま
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状態データの流れを容易に操作できる。しかしながら、当該技術に精通する者には言うま
でもなく、異なるユーザ環境にカスタム化した他のインターフェイスを用いて、同一機能
を提供してもよい。
【００７６】
追跡ディスプレイへのリンク
　図５および図６は、本発明の実施の形態による、部品カタログディスプレイの、追跡デ
ィスプレイへのリンクを示す。本発明の実施の形態では、ユーザはリソース管理ポータル
（不図示）にログインする。ログインすると、ユーザは選択のために利用可能な部品カタ
ログを閲覧できる。ユーザが選択部品に関係付けられるアクティブな注文を有する場合、
図５の部品カタログディスプレイ５００には、それが有する任意のアクティブな注文の状
態をユーザが追跡できるインターフェイスボタン５２０が含まれる。ボタン５２０の選択
により追跡ディスプレイ５１０が起動し、部品のアクティブな注文の状態、図５の場合に
は電源コード、が視覚的に示される。部品カタログディスプレイ５００を追跡ディスプレ
イ５１０に単一クリックでリンクすることにより、ユーザは、リソース管理ポータルを通
じて効率的に巡回し、最小回数のクリックを用いて特定の注文情報にアクセスできる。
【００７７】
　代替として、ユーザは、ログインすると、個々の品目を掘り下げる前に全てのオープン
注文を見るよう選択してもよい。図６に示されるインターフェイスを用いて、ユーザは、
全ての部品６００のディスプレイを見てから、全てのオープン注文６１０のディスプレイ
にリンクするボタン６０６を選択できる。ディスプレイ６１０は、部品番号で体系化され
たオープン注文、ならびに各種ノードでの各部品の状態、および「Ｗ．Ｉ．Ｐ」、「安全
在庫」、「合計（安全在庫を除く）」を含むカテゴリを表形式で示す。所定のルールに違
反していることを視覚的にユーザに伝えるために、赤い点滅灯と似た状態インジケータ６
１２が提供され、それにより、どの品目に注意が必要かをユーザへ直ちに合図する。更な
る詳細は部品６１４を選択することにより得られ、それにより追跡ディスプレイ６２０を
起動する。
【００７８】
　図５および図６の追跡ディスプレイ５１０、６２０は、特定の注文部品の状態を表すが
、図７は、本発明の別の実施の形態による、サプライチェーン内で入手された一つ以上の
部品を追跡するのに用いることができる簡略化ディスプレイを提供する。図７のディスプ
レイには、上部に表わされる施設１と下部に表される施設２という、サプライチェーン内
の二つの部分が含まれる。各施設は、投入部品を仕上商品に組立てるサプライチェーン上
のノードを表す。それぞれの施設に対して３つの部品が監視されている（部品１、２、３
）。ダッシュボードのインジケータ７０２、７０４、７０６は施設１で組立てられる各種
部品を視覚的に表す一方、供給コンテナ７１２、７１４、７１６を用いて、施設２での在
庫レベルを表現する。かかる追跡ディスプレイを用いると、ユーザは、サプライチェーン
内の様々な、この場合は冗長な、ノードをベンチマークおよび監視はもとより、管理でき
る。一実施の形態では、メーカは、異なる供給元からの同一の構成部品を注文して、サプ
ライヤに基づく不確実性のリスクを低下させ、図７に示すディスプレイを用いて各サプラ
イヤの相対的能力を監視できる。
【００７９】
　本発明の実施の形態のこれまでの記載は説明のために提示され、本発明を網羅するもの
ではなく、また開示した正確な形式に本発明を制限するものではない。関連技術に精通す
る者には言うまでもなく、多くの修正および改変が上記教示の観点から可能である。従っ
て、本発明の範囲は、この詳細な説明に制限されるのではなく、本明細書に付帯する請求
項により制限される。
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】



(23) JP 2009-234794 A 2009.10.15

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月2日(2009.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　状態データを表示するための方法であって、
　ユーザから、表示可能な出力の形式および内容に関する選択を受信するステップと、
　サプライチェーン内の複数ノードでの前記サプライチェーン内の構成部品についての状
態データを有するステップと、
　前記状態データを格納するステップと、
　表示可能な出力のリクエストを受信するステップと、
　前記リクエストに応答して、前記状態データを検索するステップと、
　前記表示可能な出力を生成するステップであって、前記表示可能な出力が、前記複数ノ
ードと前記複数ノードのそれぞれにおける状態とをグラフィック表示するものと、
を具備する方法。
【請求項２】
　前記検索ステップが、ＸＭＬ、またはウェブサービスフォーマットでフォーマットされ
たコマンドにより実装される、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記状態データおよび固定値に基づいて表示可能出力を生成するステップを更に具備し
、前記表示可能出力は、前記状態データと前記固定値との間の関係を伝える、請求項１の
方法。
【請求項４】
　選択を受信するステップが、グラフィカルユーザインターフェイスへの入力の形でユー
ザ選択を受信するステップを更に含み、前記グラフィカルユーザインターフェイスがプル
ダウンメニューを備える、請求項１の方法。
【請求項５】
　選択を受信するステップが、状態データを検索できる場所を受信するステップを更に具
備する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記表示可能出力へのユーザ入力を受信するステップと、前記ユーザ入力に基づいて所
定アクションをとるステップとを更に含む、請求項１の方法。
【請求項７】
　所定イベントが発生したかどうかを前記状態データに基づいて判定するステップと、前
記所定イベントの発生に応答して所定アクションを実行するステップとを更に含む、請求
項１の方法。
【請求項８】
　前記所定イベントが、閾値を超過、閾値未満に低下、および障害条件のアクティブ化、
の内の一つを含む、請求項７の方法。
【請求項９】
　表示可能出力に対するリクエストを受信する前記ステップは、リクエスト者がサプライ
ヤ、介在者、顧客、サプライチェーン管理者、または第３者の何れであるかの指示を受信
するステップを含み、前記表示可能出力を生成する前記ステップは、前記リクエストが、
サプライヤ、介在者、顧客、サプライチェーン管理者、または第３者により行われたかど
うかに依存する、請求項１の方法。
【請求項１０】
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　前記リクエストはサプライヤが行い、前記複数ノードは、サプライヤノードおよび介在
者ノードを備える、請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記リクエストはサプライチェーン管理者が行い、前記複数ノードは、サプライヤノー
ド、介在者ノード、および顧客ノードを含む、請求項９の方法。
【請求項１２】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、複数ノードのそれぞれを表す複数タンク
と、ノードの状態を表すタンク上のインジケータと、ノードの閾値を表すタンク上のイン
ジケータとを含む、表示可能出力を生成するステップを含む、請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、ノードでの商品数量と、前記商品の使用
数量と、前記商品の使用に基づく前記商品の供給残量とを含む表示可能出力を生成するス
テップを含む、請求項１２の方法。
【請求項１４】
　前記表示可能出力を生成する前記ステップが、ノードでの状態のグラフィックインジケ
ータを含む表示可能な出力を生成するステップを含み、前記インジケータの前記ディスプ
レイ色は前記ノードの状態を反映する、請求項１２の方法。
【請求項１５】
　前記判定ステップが、状態データを所定閾値と比較して、イベントが発生したかどうか
を判定するステップを含む、請求項７の方法。
【請求項１６】
　サプライチェーン内の引渡品の状態を追跡するための追跡ディスプレイであって、
　サプライヤノードと、顧客ノードと、輸送ノードとを含む複数ノード、および各ノード
での前記引渡品の状態のインジケータを含む複数ノード毎の明瞭に異なるグラフィック表
現を備え、
　該ディスプレイは、複数の個別の独立した業者からの状態データを表示する、ことを特
徴とする追跡ディスプレイ。
【請求項１７】
　プロセス中の段階を示すためのディスプレイであって、
　前記プロセス中の複数段階のグラフィック表現を含む第１ディスプレイ領域を備え、各
段階での前記プロセスの状態が定量的数値に基づいて視覚表示され、そして、
　前記プロセス中の段階の状態と関係付けられる数値の表を含む第２ディスプレイ領域を
備え、
　前記第１ディスプレイ領域内の選択段階と関係付けられる品目のアクティブ化により、
前記選択段階の状態に対応する数値を、前記第２ディスプレイ領域内の前記表に表示する
、ことを特徴とするディスプレイ。
【請求項１８】
　前記ディスプレイが、単一クリックで構成部品のカタログからアクセス可能である、請
求項１７のディスプレイ。
【請求項１９】
　前記状態データと、使用量レベル、最小閾値、および最大閾値のグループの内の一つに
関する基本データとに基づいてメッセージを伝えるよう更に構成される、請求項１７のデ
ィスプレイ。
【請求項２０】
　計画使用量に基づいて計算した、ノードにおける投入品の供給残量のインジケータを更
に備える、請求項１７のディスプレイ。
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