
JP 4490863 B2 2010.6.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の指標に応じて製品の品目をグループ化し、分類することを支援する品目分類支援
システムであって、
　前記システムは、入出力装置と記憶装置と演算装置とを有し、
　前記記憶装置には品目分類基本情報、判定結果、製品判定指標、分類指標および分割線
の位置情報が記憶され、
　前記演算装置は、
　任意の指標を座標とする座標空間上に、製品の品目の指標値に対応する座標に前記製品
判定指標に基づく品目ごとの前記判定結果に対応したマークをプロットして、任意の指標
に対する製品の分布を示した製品分布図を表示する製品分布図表示手段と、
　前記製品分布図表示手段により表示された前記製品分布図上に、前記製品分布図を少な
くとも２つの領域に分割する前記分割線を設定して表示させる分割線設定手段と、
　ポインティングデバイスのポインタをドラッグさせることで、前記分割線の位置および
形状を編集する分割線編集手段と、
　前記分割線設定手段により設定され、又は前記分割線編集手段により編集された前記分
割線により区分けされた領域ごとに、その領域に含まれる前記マークをグループ化して、
品目を分類する品目分類手段と、
　品目を分類した分類結果の評価値を計算する品目分類評価手段と、
　前記品目分類手段により分類された前記分類結果と、前記品目分類評価手段により計算
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された前記評価値を前記入出力装置に表示する品目分類結果／評価表示手段と、
　を備えたことを特徴とする品目分類支援システム。
【請求項２】
　任意の指標に応じて製品の品目をグループ化し、分類することを支援する品目分類支援
システムのコンピュータにより実行される品目分類支援プログラムであって、
　前記システムの前記コンピュータは、入出力装置と記憶装置と演算装置とを有し、
　前記記憶装置には品目分類基本情報、判定結果、製品判定指標、分類指標および分割線
の位置情報が記憶され、
　前記演算装置に、
　任意の指標を座標とする座標空間を表示したコンピュータ画面上に、製品の品目の指標
値に対応する座標に前記製品判定指標に基づく品目ごとの前記判定結果に対応したマーク
をプロットして、任意の指標に対する製品の分布を示した製品分布図を表示させるステッ
プと、
　前記表示された前記製品分布図上に、前記製品分布図を少なくとも２つの領域に分割す
る前記分割線を設定して表示させるステップと、
　ポインティングデバイスのポインタをドラッグさせることで、前記分割線の位置および
形状を編集するステップと、
　前記設定され、又は編集された前記分割線により区分けされた領域ごとに、その領域に
含まれる前記マークをグループ化して、品目を分類するステップと、
　品目を分類した分類結果の評価値を計算するステップと、
　前記分類結果と、計算された前記評価値を前記入出力装置に表示するステップと、
　を順に実行させることを特徴とする品目分類支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品等に関する種々の任意の指標に応じて品目等をグループ化し、分類する
ための画面を表示し、ユーザによる製品等の分析を支援するコンピュータシステムあるい
はグループ化や分類を支援するプログラムなどの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、企業活動で扱う製品には多種多様なものがあるため、コンピュータシステムに
より一律に在庫管理を行う場合には、管理に適さない品目が多く存在し不便である。そこ
で、ユーザが適切に在庫管理を行うために、品目をグループ化し、分類できるようにした
コンピュータシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１は、「品目別の実受注データを、最終需要時期と需要頻度とから定まる
需要の繰り返し性を示す指標と、需要量で定まる指標とで分析して、需要の繰り返し性が
高く、需要量も多い第１の類と、需要の繰り返し性は低いが、需要量は多い第２の類と、
需要の繰り返し性は高いが、需要量が少ない第３の類と、需要の繰り返し性が低く、需要
量も少ない第４の類の４つの類に分類し、第３の類について、在庫量に対する最適発注点
を求めることを特徴とした在庫管理システム」に関するものである。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２９３６８号公報（段落００１９～００２１等、図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記特許文献１では、品目の需要の繰り返しを示す指標と需要量で定まる指標
とを用いて、第１類～第４類の４品目に分類できても、ユーザの意思で分類するわけでは
ないため、多種多様な品目に対してユーザの意図どおりに分類することは困難である。
　そこで、本発明は、品目のグループ化や分類を、ユーザの意図どおりに容易に行えるよ
うに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】
【０００５】
　本発明は、任意の複数の指標を軸とする座標空間を表示し、分類対象の品目の製品位置
情報に該当する座標にキャラクタやアイコン等のマークをプロットし、任意の分割線によ
り囲まれる品目のキャラクタごとにグループ化して、分類を行うようにしたものである。
つまり、分割線の位置や形状を表示画面上で選択して表示させて、製品位置情報を囲んで
グループ化し、グループ単位で分離し、記憶するようにしたものである。分割線の位置や
形状は例えばドラッグ操作により行うことで実現できる。なお、分割線とは、複数の品目
を指標に応じてグループ化し、分類するための線をいう。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、品目のグループ化や分類を、ユーザの意図（戦略）どおりに容易に行
えるようになる
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明に係わる品目分類支援システムの実施形態を図面に基づいて説明する。な
お、品目分類支援システムを在庫分析に利用する場合を例に説明するが、これに限るもの
ではない。以下品目分類支援システムをシステムと略す。
　まず、図１に示すブロック図を参照して、品目分類支援システムの構成を説明する。
　この品目分類支援システムは、品目を分類するための基本情報を記憶する記憶手段（以
下「品目分類基本情報記憶手段」と記す）１と、品目の分類を設定する設定手段（以下「
品目分類設定手段」と記す）２と、品目を分類し評価する分類・評価手段（以下「品目分
類／評価手段」と記す）７と、ユーザの操作に従って品目の分類を決定する決定手段（以
下「品目分類決定手段」と記す）１０と、品目を分類した結果やその結果の評価値を記憶
する記憶手段（以下「品目分類結果／評価値記憶手段」と記す）１３とで構築されている
。
【０００８】
　なお、このシステムは、一般的な図示しないコンピュータの図示しないＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）（演算装置）が図示しないメモリに展開されたプログラム（品目分
類支援プログラム）を順次実行することにより、品目分類設定手段２や品目分類決定手段
１０等の手段として機能するものとする。また、このシステムの各記憶手段は、一時的に
記憶するための図示しないメモリと共に、ＨＤ（Hard Disk）等の長期的に記憶するため
の記憶媒体により実現される。なお、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶媒体読み書き
装置（記憶装置）は、このシステムに関係するコンピュータに直接的にインターフェース
を介して接続する場合に限らず、ＬＡＮ（Local Area Network）やインターネット等の各
種ネットワークを介して他のコンピュータに接続していても構わない。また、このシステ
ムは、ポインティングデバイスやキーボード等の入力装置およびディスプレイやプリンタ
等の出力装置等、すなわち入出力装置を備えている。
【０００９】
　システムが有する品目分類基本情報記憶手段１は、品目を分類するための基本情報をシ
ステムが記憶する手段である。この基本情報としては、後述する製品マスタデータを表す
テーブル１１Ｔ（図２参照）と、後述する在庫分析結果データを表すテーブル１２Ｔ（図
３参照）と、後述する在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔ（図４参照）とがあ
る。
　システムが有する品目分類設定手段２は、ユーザに品目の分類を決定させるために、ユ
ーザの操作に基づきシステムが表示画面上で品目の分類ごとにグループ化し、分類するた
めの分割線の位置情報および形状情報を設定し、システムの動作において記憶する手段で
ある。そのため、この品目分類設定手段２は、設定手段３と設定手段４と編集手段５と記
憶手段６とを備えている。
　なお、データを表すテーブルとは、データを蓄積し、ユーザやプログラムからのアクセ
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ス等に応じ、データの追加、削除、変更と表示を行うテーブルを意味する。
【００１０】
　設定手段（以下「分類指標設定手段」と記す）３は、製品の品目を分類するための指標
をユーザが設定し、その指標に基づいて対象の品目を区別するように指標座標空間内にお
ける位置情報を定義する操作をシステムが支援する手段である。
　設定手段（以下「分割線設定手段」と記す）４は、製品の品目を分類するための複数の
分割線の位置情報をシステムが設定する手段である。編集手段（以下「分割線編集手段」
と記す）５は、分割線設定手段４により設定された分割線の形状を編集する手段である。
記憶手段（以下「分割線位置情報記憶手段」と記す）６は、分割線設定手段４と分割線編
集手段５とにより形成された分割線の位置情報と形状情報とをシステムが記憶する手段で
ある。
【００１１】
　システムが有する品目分類／評価手段７は、システムが有する品目分類基本情報記憶手
段１により記憶された基本情報と、システムが有する品目分類設定手段２により設定され
、記憶された分割線の位置情報および形状情報とを用いて、システムが品目の分類を行い
、品目分類結果に対する評価値をシステムが計算する手段である。そのため、この品目分
類／評価手段７は、品目を分類する分類手段（以下「品目分類手段」と記す）８と、品目
の分類を評価する評価手段（以下「品目分類評価手段」と記す）９とを備えている。
　品目分類手段８は、製品の品目をいくつかのグループに、システムが分類する（品目分
類する）手段である。品目分類評価手段９は、品目分類手段８によって、品目分類された
各分類の後述する評価値をシステムが計算する手段である。
【００１２】
　システムが有する品目分類決定手段１０は、ユーザによる品目分類の決定をシステムが
支援する手段である。そのため、この品目分類決定手段１０は、製品分布図表示手段であ
る品目分類結果／評価表示手段１１と、製品判定指標切り替え手段１２とを備えている。
品目分類結果／評価表示手段１１は、品目分類／評価手段７により計算された品目分類結
果と評価値とを表示画面上にシステムが表示する手段である。製品判定指標切り替え手段
１２は、製品を判定する指標の切り替えを行う手段である。より具体的には、製品判定指
標切り替え手段１２は、品目分類基本情報記憶手段１に記憶されている製品の在庫分析の
判定結果に関する在庫分析判定結果データの中で、どの判定結果を画面上に表示するかを
ユーザによる指令に従ってシステムが切り替える手段である。
　システムが有する品目分類結果／評価値記憶手段１３は、品目分類決定手段１０により
表示される品目分類の指標や分割線と、品目分類決定手段１０の支援に従ってユーザによ
り決定された品目分類結果と、評価値とをシステムが記憶する手段である。具体的には、
品目分類結果／評価値記憶手段１３は、分割線データを表すテーブル１４Ｔ（その１）と
、品目分類評価結果データを表すテーブル１５Ｔと、後述する品目分類結果データを表す
テーブル１６Ｔとを記憶する。
【００１３】
　そして、前記構成の品目分類支援システムでは、このシステムが、複数の指標と複数の
分割線の位置や形状をユーザの操作に従い設定することにより、複数の指標に従って分割
線により品目をグループ化し、分類できるようになっている。また、システムが、複数の
指標によって品目を細かく分類できるため、ユーザの意図（戦略）に沿った在庫管理等を
行えるようになる。
【００１４】
　次に、図２～図４のそれぞれを参照しつつ、システムが有する品目分類基本情報記憶手
段１に記憶される、製品マスタデータを表すテーブル１１Ｔと、在庫分析結果データを表
すテーブル１２Ｔと、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔとについて順に説明
する。
　システムが有する品目分類基本情報記憶手段１に記憶される製品マスタデータを表すテ
ーブル１１Ｔは、図２に示すように、製品を識別する番号である製品コード１１ａをキー
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として行方向に製品のマスタ情報を対応付けて複数行作成されたものである。マスタ情報
としては、製品コード１１ａの名称である製品名１１ｂと、製品を発注してから到着する
までの時間を表す発注リードタイム１１ｃと、製品を発注する最小単位であるロットサイ
ズ１１ｄと、製品の単価を示す単価１１ｅとがある。
【００１５】
　システムが有する品目分類基本情報記憶手段１に記憶される在庫分析結果データを表す
テーブル１２Ｔは、図３に示すように、製品コード１２ａをキーとして行方向に製品の在
庫分析の結果情報を対応付けて複数行作成されたものである。その結果情報としては、製
品コード１２ａと、平均在庫量１２ｂと、出荷総量１２ｃと、出荷変動１２ｄと、季節性
判定指数１２ｅと、需要予測誤差１２ｆと、欠品率１２ｇと、在庫月（週、日）数１２ｈ
とがある。
【００１６】
　なお、製品コード１２ａは、製品を識別する番号であり、製品マスタデータを表すテー
ブル１１Ｔのキーとしての製品コード１１ａ（図２参照）と同一の番号を外部キーとして
リンク付けしている。平均在庫量１２ｂは、在庫を分析する期間における製品の平均在庫
量である。出荷総量１２ｃは、在庫を分析する期間における製品の出荷量を合計した値で
ある。需要予測誤差１２ｆは、需要予測値と実際の出荷量との誤差を評価した値である。
　出荷変動１２ｄは、在庫を分析する期間における製品の出荷量のばらつきを評価した値
である。季節性判定指数１２ｅは、製品に季節性がどれぐらいあるかを評価した値である
。欠品率１２ｇは、在庫を分析する期間における製品の欠品の割合である。在庫月（週、
日）数１２ｈは、在庫を分析する期間における製品の在庫月数または、在庫週数、または
在庫日数の値である。なお、期間の時間単位が月の場合は在庫月数とし、また、週の場合
は在庫週数とし、日の場合は在庫日数とする。
【００１７】
　システムが有する品目分類基本情報記憶手段１に記憶される在庫分析判定結果データを
表すテーブル１３Ｔは、図４に示すように、製品コード１３ａをキーとして行方向に、製
品を様々な角度で判定した結果情報を対応付けて複数行作成されたものである。その結果
情報としては、製品コード１３ａと、在庫過多判定結果１３ｂと、出荷金額大小判定結果
１３ｃと、出荷頻度大小判定結果１３ｄとがある。
【００１８】
　なお、製品コード１３ａは、製品を識別する番号であり、製品マスタデータを表すテー
ブル１１Ｔのキーとしての製品コード１１ａ（図２参照）と同一の番号を外部キーとして
リンク付けしている。在庫過多判定結果１３ｂは、製品の在庫が多いか否かを判定した結
果である。ここで、「１」は「在庫が多い」との判定結果を意味し、「０」は「在庫が少
ないまたは無い（そうでない）」との判定結果を意味するものとする。
【００１９】
　出荷金額大小判定結果１３ｃは、製品の出荷金額が大きいか否かを判定した結果である
。ここで、出荷金額は、ある期間の出荷量の合計値と単価を乗じた値を意味する。また、
「１」は「在庫金額が多い」との判定結果を意味し、「０」は「在庫金額が少ないまたは
無い（そうでない）」との判定結果を意味するものとする。
　出荷頻度大小判定結果１３ｄは、製品の出荷頻度が大きいか否かを判定した結果である
。ここで、出荷頻度とは、ある期間において出荷があった割合を意味する。また、「１」
は「出荷頻度が高い」との判定結果を意味し、「０」は「出荷頻度が低い（そうでない）
」との判定結果を意味するものとする。
【００２０】
　次に、図５～図７のそれぞれを参照しつつ、システムが有する品目分類結果／評価値記
憶手段１３に記憶される分割線データを表すテーブル１４Ｔ（その１）と、品目分類評価
結果データを表すテーブル１５Ｔと、品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔとについ
て順に説明する。
　分割線データを表すテーブル１４Ｔ（その１）は、図５に示すように、ユーザにより分
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割線の位置や形状が設定されたときに、その分割線の位置情報を対応付けて複数行作成さ
れ、システムが有する品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶されるものである。
【００２１】
　具体的には、分割線データを表すテーブル（その１）１４Ｔは、Ｘ軸分割線値（１）１
４ａと、Ｘ軸分割線値（２）１４ｂと、Ｙ軸分割線値（１）１４ｃと、Ｙ軸分割線値（２
）１４ｄとで構成される。Ｘ軸分割線値（１）１４ａは、Ｘ軸分割線（１）６０７の指標
値６１５（図９参照）を取得したデータである。Ｘ軸分割線値（２）１４ｂは、Ｘ軸分割
線（２）６０８の指標値６１５を取得したデータである。Ｙ軸分割線値（１）１４ｃは、
Ｙ軸分割線（１）６０９の指標値６１５を取得したデータである。Ｙ軸分割線値（２）１
４ｄは、Ｙ軸分割線（２）６１０の指標値６１５を取得したデータである。
【００２２】
　分類評価結果テーブルテーブル１５Ｔ（その２）は、図６に示すように、品目分類結果
／評価値記憶手段１３に記憶されるものである。品目分類評価結果データを表すテーブル
１５Ｔには、分類Ｎｏ１５ａと、在庫過多製品数１５ｂと、在庫過多否製品数１５ｃと、
出荷金額大製品数１５ｄと、出荷金額小製品数１５ｅと、出荷頻度大製品数１５ｆと、出
荷頻度小製品数１５ｇと、平均在庫量１５ｈと、平均在庫月（週、日）数１５ｉと、平均
欠品率１５ｊとが対応付けて複数行作成され、システムが有する品目分類結果／評価値記
憶手段１３に記憶されるものである。
【００２３】
　なお、分類Ｎｏ１５ａは、品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔの分類Ｎｏ１６ａ
を外部キーとして関連付けられた、分類Ｎｏである。在庫過多製品数１５ｂは、分類Ｎｏ
１５ａに属する製品の中で、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔの在庫過多判
定結果１３ｂの値が１である製品の合計数を示す。在庫過多否製品数１５ｃは、分類Ｎｏ
１５ａに属する製品の中で、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔの在庫過多判
定結果１３ｂの値が０である製品の合計数を示す。出荷金額大製品数１５ｄは、分類Ｎｏ
１５ａに属する製品の中で、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔの出荷金額大
小判定結果１３ｃの値が１である製品の合計数を示す。
【００２４】
　出荷金額小製品数１５ｅは、分類Ｎｏ１５ａに属する製品の中で、在庫分析判定結果デ
ータを表すテーブル１３Ｔの出荷金額大小判定結果１３ｃの値が０である製品の合計数を
示す。出荷頻度大製品数１５ｆは、分類Ｎｏ１５ａに属する製品の中で、在庫分析判定結
果データを表すテーブル１３Ｔの出荷頻度大小判定結果１３ｄの値が１である製品の合計
数を示す。出荷頻度小製品数１５ｇは、分類Ｎｏ１５ａに属する製品の中で、在庫分析判
定結果データを表すテーブル１３Ｔの出荷頻度大小判定結果１３ｄの値が０である製品の
合計数を示す。
【００２５】
　平均在庫量１５ｈは、分類Ｎｏ１５ａに属する製品について、在庫分析結果データを表
すテーブル１２Ｔの平均在庫量１２ｂの平均値を示す。平均在庫月（週、日）数１５ｉは
、分類Ｎｏ１５ａに属する製品について、在庫分析結果データを表すテーブル１２Ｔの在
庫月（週、日）数１２ｈの平均値を示す。平均欠品率１５ｊは、分類Ｎｏ１５ａに属する
製品について、在庫分析結果データを表すテーブル１２Ｔの欠品率１２ｇの平均値を示す
。
【００２６】
　次に、品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔは、図７に示すように、品目を分類す
る分類Ｎｏ１６ａと、製品コード１６ｂとを対応付けて複数行作成され、システムが有す
る品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶されるものである。分類Ｎｏ１６ａは、品目
分類で分類されたグループを識別する番号である。製品コード１６ｂは、品目分類Ｎｏ１
６ａに属する製品を識別する番号で、製品マスタデータを表すテーブル１１Ｔのキーとし
ての製品コード１１ａ（図２参照）と同一の番号を外部キーとしてリンク付けしている。
【００２７】
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　ここで、図８を参照して、システムが有する品目分類決定手段１０により品目分類の決
定を行わせるようにユーザの入力を支援するためのメインウィンドウ１０１の画面の一例
を説明する。
　メインウィンドウ１０１には、大項目としてファイルメニュー１０２と、表示メニュー
１０３と、計画メニュー等とのメニューバーが設けられている。ファイルメニュー１０２
は、「新規作成」、「開く」、「保存」、「終了」の４項目で構成される。
【００２８】
　「新規作成」は、品目分類を新規に作成する場合に選択するメニューであり、品目分類
基本情報記憶手段１に記憶されているデータ（図２～図４）の作成、読込み、編集等の操
作によりシステムが指定する。「開く」は、品目分類を再開する場合に利用するメニュー
であり、品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶されている情報を、画面上にシステム
が復元することができる。「保存」は、これを選択することで、品目分類結果とその評価
値の情報を品目分類結果／評価値記憶手段１２にシステムが記憶する。保存データは、デ
ータベースやＣＳＶ（Comma Separated Values）形式のファイル等として、システムによ
って保存されるようになっている。「終了」は、これを選択することで、品目分類支援シ
ステムを終了させることができる。
　表示メニュー１０３には、品目分類ウィンドウ表示領域１０４が割り当てられている。
品目分類ウィンドウ表示領域１０４には、後述する品目分類ウィンドウ５０１（図９）が
表示される。この品目分類ウィンドウ５０１では、ユーザにより、品目分類を行うための
指標の設定や分割線の設定および分割線の編集が行われ、また、品目分類結果と製品判定
指標とに対する評価値が表示される。
【００２９】
　次に、図９を参照して、システムが有する品目分類設定手段２による設定支援や結果表
示を行うために、システムが有する品目分類設定手段１０の品目分類結果／評価表示手段
（製品分布図表示手段）１１に表示される品目分類ウィンドウ画面の一例を説明する。
　この品目分類ウィンドウ５０１には、品目分類編集タグ６０１と、品目分類表タグ７０
１とが設けられている。各タグは、クリックされることで、品目分類編集シートＳ１と品
目分類表シートＳ２（図１０参照）とに切り替えるようになっている。図９では、品目分
類編集シートＳ１が選択されている状態を示している。この品目分類ウィンドウ５０１は
、システムが有する品目分類結果／評価表示手段（製品分布図表示手段）１１に表示され
る。
　品目分類編集タグ６０１には、品目分類切り替え領域６０２と、製品分布図領域６０５
と、製品判定指標切り替え領域６１７と、製品分布表領域６１９とが品目分類編集シート
Ｓ１として割り当てられて、品目分類ウィンドウ５０１内に表示されるようになっている
。
【００３０】
　品目分類切り替え領域６０２には、Ｘ軸分類指標欄６０３とＹ軸分類指標欄６０４とが
設けられている。Ｘ軸分類指標欄６０３およびＹ軸分類指標欄６０４には、平均在庫量、
出荷総量、出荷変動、季節性判定指数、需要予測誤差等の指標を設定することができる。
分類指標である平均在庫量は、平均在庫量１２ｂ（図３）に対応する。分類指標である出
荷総量は、出荷総量１２ｃ（図３）に対応する。分類指標である出荷変動は出荷変動１２
ｄ（図３）に対応する。分類指標である季節性判定指数は季節性判定指数１２ｅ（図３）
に対応する。分類指標である需要予測誤差は需要予測誤差１２ｆ（図３）に対応する。な
お、Ｘ軸分類指標欄６０３とＹ軸分類指標欄６０４とには、互いに異なる指標を設定する
場合に限らず、同一の指標を設定するようにしてもよい。したがって、Ｘ軸とＹ軸とで、
座標に応じた直交する指標座標空間が形成される。
【００３１】
　製品分布図領域６０５には、製品分布図６０５Ａが表示される。ここでは、製品分布図
６０５Ａは、矩形状のものを示している。この製品分布図６０５Ａは、Ｘ軸最小値６１１
と、Ｘ軸最大値６１２と、Ｙ軸最小値６１３と、Ｙ軸最大値６１４とにより囲まれる矩形
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状になっている。なお、この製品分布図６０５ＡのＸ軸およびＹ軸には、所定の指標値が
割り当てられている。
　Ｘ軸最小値６１１は、Ｘ軸分類指標欄６０３の指標別に、あらかじめデフォルトで設定
されているものとする。また、同様に、Ｙ軸最小値６１３は、Ｙ軸分類指標欄６０４の指
標別に、あらかじめデフォルトで設定されている。
【００３２】
　そして、この製品分布図６０５Ａには、Ｘ軸分割線（１）６０７と、Ｘ軸分割線（２）
６０８と、Ｙ軸分割線（１）６０９と、Ｙ軸分割線（２）６１０とが、波線により、矩形
内部を矩形状に区切るように示されている。これにより、製品位置情報にプロットされて
いるキャラクタ６０６は、いずれかの矩形状の領域に含まれることになる。ここでは、右
隅上から右隅下に向けて分類１，２，３が形成され、中央上から中央下に向けて分類４，
５，６が形成され、左隅上から左隅下に向けて分類７，８，９が形成されている。
【００３３】
　また、この製品分布図６０５Ａには、製品位置情報にプロットされている「×」印のキ
ャラクタ６０６または「○」印のキャラクタ６０６が、二つの指標により形成される指標
座標空間上に示されている。この製品位置情報は、品目分類切り替え６０２で設定された
各軸の分類指標に応じた各製品の位置情報である。例えば、Ｘ軸分類指標欄６０３の分類
指標が出荷量で、Ｙ軸分類指標欄６０４が出荷変動と指定した場合、品目分類支援システ
ムではＸ座標は在庫分析結果データを表すテーブル１２Ｔの平均在庫量１２ｂ（図３）の
値、Ｙ座標は在庫分析結果データを表すテーブル１２Ｔの出荷変動１２ｄ（図３）の値を
用いて、各製品の位置情報を製品分布図Ａ６０５上で表示する。
　また、製品位置情報は、品目分類切り替え６０２で設定された各軸の分類指標が変更さ
れるたびに、品目分類支援システムで自動的に更新される。その場合、Ｘ軸分割線（１）
６０７、Ｘ軸分割線（２）６０８、Ｙ軸分割線（１）６０９、Ｙ軸分割線（２）６１０は
、ユーザにより入力されるデフォルト値に自動的に設定される。
【００３４】
　なお、製品分布図６０５Ａでは、Ｘ軸分割線（１）６０７は、Ｘ軸最小値６１１とＸ軸
分割線（２）６０８の間を移動することができる。Ｘ軸分割線（２）６０８は、Ｘ軸分割
線（１）６０７とＸ軸最大値６１２との間を移動することができる。また、Ｙ軸分割線（
１）６０９は、Ｙ軸最小値６１３とＹ軸分割線（２）６１０の間を移動する。Ｙ軸分割線
（２）６１０は、Ｙ軸分割線（１）６０９とＹ軸最大値６１４との間を移動することがで
きる。そのため、製品は９通りに分類することができる。分割線の数を増やせば、分類す
る数を増やすことができる。なお、ここでは、各分割線が、座標軸に平行な直線となる場
合を示している。
【００３５】
　また、Ｘ軸分割線（１）６０７およびＸ軸分割線（２）６０８と、Ｙ軸最小値６１３を
示すＸ軸との交点には、スライダ６０７Ａ，６０８Ａが設けられている。スライダ６０７
Ａ，６０８Ａは、ドラッグしてＸ軸上を移動させることにより、Ｘ軸分割線（１）６０７
とＸ軸分割線（２）６０８とをその動きに合わせて平行移動させる。同様に、Ｙ軸分割線
（１）６０９およびＹ軸分割線（２）６１０と、Ｘ軸最小値６１１を示すＹ軸との交点に
は、スライダ６０９Ａ，６１０Ａが設けられている。同様に、スライダ６０９Ａ，６１０
Ａは、Ｙ軸分割線（１）６０９とＹ軸分割線（２）６１０とをその動きに合わせて平行移
動させる。したがって、スライダ６０７Ａ，６０８Ａ，６０９Ａ，６１０Ａのドラッグ操
作により、分類１～９の矩形面積（形状）が変化することになるため、製品位置情報にプ
ロットされたキャラクタ６０６の属する分類を換えることができる。なお、各分割線（波
線）上をドラッグすることにより、移動させるようにしてもよい。
【００３６】
　また、スライダ６０７Ａ，６０８Ａ，６０９Ａ，６１０Ａの近傍には、指標値６１５が
表示されている。指標値６１５は、スライダ６０７Ａの移動に伴い変化する値（２３００
）を変化させて表示される。例えば、スライダ６０７Ａが図９中右側にドラッグされた場
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合には、２３００，２３０１，２３０２…のように値を変化させる。他のスライダ６０８
Ａ，６０９Ａ，６１０Ａについても同様である。そして、この指標値６１５が決定される
と、Ｘ軸分割線６０７，６０８やＹ軸分割線６０８，６０９の位置が決定される。そのた
め、この指標値６１５は分割線の位置情報と呼ぶことができる。なお、ドラッグは、図示
しないポインティングデバイスのポインタが画面上に表示されている状態で行うことがで
きる。
【００３７】
　また、製品分布図領域６０５には、製品分布図６０５Ａと共に、品目分類実行ボタン６
１６が設けられている。この品目分類実行ボタン６１６が分類が終了したときにユーザに
よりクリックされることで、品目分類決定手段１０が、分類指標、各分割線の位置情報や
形状情報、品目分類結果／評価値を表示中の製品分布図６０５Ａに従って設定し、システ
ムが有する品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶させる。
【００３８】
　製品判定指標切り替え領域６１７には、製品判定指標欄６１８が設けられている。ここ
では、この製品判定指標欄６１８には、「在庫過多」の製品判定指標が選択されている。
この製品判定指標は、製品分布表６１９Ａ中に、その指標と分類とが表示されており、そ
の指標（ここでは「在庫過多」）と分類とにより決定される数だけが、製品分布図６０５
Ａに「×」印や「○」印により表示されている。なお、製品分布表６１９Ａは、製品分布
図６０５Ａ上にある各分類の「○」印と「×」印の合計値を表示している。
【００３９】
　製品判定指標欄６１８が「在庫過多」の場合には、製品位置情報にプロットされたキャ
ラクタ６０６に対応する製品について、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔの
在庫過多判定結果１３ｂが「１」（評価値）のとき、システムが有する品目分類評価手段
９は在庫過多であると判断する。そして、このように在庫過多である場合には、システム
が有する品目分類結果／評価表示手段１１に、キャラクタ６０６を「×」印として表示さ
せる。また、在庫過多判定結果１３ｂが「０」（評価値）のとき、システムが有する品目
分類評価手段９は在庫過多でないと判断し、システムが有する品目分類結果／評価表示手
段１１に、キャラクタ６０６を「○」印として表示させる。
【００４０】
　例えば、図９に示すように、製品分布図６０５Ａの分類１には「×」印が二つ表示され
ているが、これは、製品分布表６１９Ａの在庫過多の指標の分類１の「２」に該当してい
る。つまり、図９の製品分布図６０５Ａは、在庫過多の場合の「×」印および「○」印を
示している。このように、システムが有する品目分類結果／評価表示手段１１には、評価
値と当該分類結果とから品目ごとの指標に応じて異なる「×」印や「○」印等のキャラク
タ６０６が表示される。
【００４１】
　また、製品判定指標欄６１８が出荷量の場合には、製品位置情報にプロットされたキャ
ラクタ６０６に対応する製品について、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔの
出荷金額大小判定結果１３ｃが「１」（評価値）のとき、システムが有する品目分類評価
手段９は出荷量が小であると判断する。そして、このように出荷量が小である場合には、
システムが有する品目分類結果／評価表示手段１１に、キャラクタ６０６を「×」印とし
て表示させる。また、出荷金額大小判定結果１３ｃが「０」（評価値）のとき、システム
が有する品目分類評価手段９は出荷量が大であると判断し、システムが有する品目分類結
果／評価表示手段１１に、キャラクタ６０６を「○」印として表示させる。
【００４２】
　また、製品判定指標欄６１８が出荷頻度の場合には、製品位置情報にプロットされたキ
ャラクタ６０６に対応する製品について、在庫分析判定結果データを表すテーブル１３Ｔ
の出荷頻度大小判定結果１３ｄが「１」（評価値）のとき、システムが有する品目分類評
価手段９は出荷頻度が小であると判断する。そして、このように出荷頻度が小である場合
には、システムが有する品目分類結果／評価表示手段１１に、キャラクタ６０６を「×」
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印として表示させる。また、出荷頻度大小判定結果１３ｄが「１」（評価値）のとき、シ
ステムが有する品目分類評価手段９は出荷頻度が大であると判断し、システムが有する品
目分類結果／評価表示手段１１に、キャラクタ６０６を「○」印として表示させる。
【００４３】
　したがって、この製品判定指標欄６１８は、ここに表示される製品判定指標を切り替え
ることにより、製品分布図６１０上にあるキャラクタ６０６の表示内容を変更させること
となる。
　なお、製品判定指標欄６１８が「合計」の場合には、図９に示す製品分布表６１９Ａ中
の判定結果（１）６２１と判定結果（２）６２２との合計６２３の数だけ各分類ごとに表
示させるようにしてもよい。例えば、分類２では、在庫過多が「３」であり、良製品が「
１」であり、その合計が「４」である場合に、その合計「４」分の「×」印および「○」
印を製品分布図６０５Ａ中に表示させるようにしてもよい。
　また、製品分布表領域６１９には、製品分布表６１９Ａが表示される。この製品分布表
６１９Ａには、分類１～９までの分類Ｎｏ６２０と、判定結果（１）６２１と、判定結果
（２）６２２と、合計６２３とが割り振られている。
【００４４】
　次に、図１０を参照して、品目分類表シートＳ２を説明する。この品目分類表シートＳ
２は、図９において、品目分類表タグ７０１がクリックされた場合に、品目分類編集タグ
６０１に付随する品目分類編集シートＳ１に替わり、品目分類ウィンドウ５０１（図７参
照）内に表示されるようになっている。この品目分類表シートＳ２には、品目分類結果表
領域７０２と、品目分類結果製品情報表領域７０９とを品目分類表タグ７０１に割り当て
たものになっている。
【００４５】
　品目分類結果表領域７０２には、品目分類結果表７０２Ａが示されている。この品目分
類結果表７０２Ａには、品目分類評価結果データを表すテーブル１５Ｔ（図６参照）の内
容として、分類Ｎｏ７０３と、平均在庫量７０４と、平均在庫月（週、日）数７０５と、
平均欠品率７０６とが示されている。具体的には、分類Ｎｏ７０３の列には、分類Ｎｏ１
５ａのデータが示されている。平均在庫量７０４の列には、平均在庫量１５ｈが示されて
いる。在庫月（週、日）数７０５の列には、在庫月（週、日）数１５ｉが示されている。
平均欠品率７０６の列には、平均欠品率１５ｊが示されている。
　このように、品目分類結果表７０２Ａには、各品目分類ごと評価値が示されるので、ユ
ーザが品目分類を評価するための基準に用いることができる。そのため、ユーザの利便性
が非常によくなる。
【００４６】
　品目分類結果製品情報表領域７０９には、品目分類結果製品情報表７０９Ａと、検索入
力フィールド７１６と、検索ボタン７１７とが備えられている。
　品目分類結果製品情報表７０９Ａには、品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔ（図
７参照）の内容として、分類Ｎｏ７１０と、製品コード７１１と、製品名７１２と、発注
ＬＴ７１３と、ロットサイズ７１４と、単価７１５とが示されている。具体的には、分類
Ｎｏ７１０には、分類Ｎｏ１６ａが示される。製品コード７１１には、製品コード１６ｂ
が示される。製品名７１２には、同行の製品コード７１１に表示する製品コードをキーと
した発注リードタイム１１ｃが示される。
【００４７】
　発注リードタイム（ＬＴ）７１３には、同行の製品コード７１１に表示する製品コード
をキーとした発注リードタイム１１ｃが示される。ロットサイズ７１４には、同行の製品
コード７１１に表示する製品コードをキーとしたロットサイズ１１ｄが示される。単価７
１５には、同行の製品コード７１１に表示されている製品コードをキーとした単価１１ｅ
が示される。
　このように、ユーザは、どの分類Ｎｏ７１０にどの製品が分類されているかを容易に確
認することができる。そのため、システムにより、ユーザの利便性が非常によくなる。
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　また、ユーザが、検索入力フィールド７１６に検索文字列を入力し、検索ボタン７１７
をクリックした場合には、品目分類結果製品情報表７０９Ａに表示されているセル以外の
列についても検索文字列の検索を行い、直近の該当文字列までカーソルを移動させるよう
にしてもよい。これにより、ユーザによる特定文字列の検索を、システムが支援できる。
【００４８】
　次に、図１１のフローチャートに従い、図１～１０を適宜参照しつつ、前記構成の品目
分類支援システムによる品目分類支援処理の全体について説明する。この品目分類支援シ
ステムでは、品目分類立案者（ユーザ）の指示に従って、品目分類の立案・決定が行われ
る。なお、後述する各手段は、前記したシステムが有する各手段であり、後述する処理は
システムが処理を行うものである。
　まず、分類指標設定手段３が、品目分類決定手段１０の品目分類結果／評価表示手段１
１に、メインウィンドウ１０１（図８参照）を表示させる。ここでは、ファイルメニュー
１０２の「新規作成」が、品目分類立案者（ユーザ）による図示しないマウス等のポイン
ティングデバイスの操作によりクリックされたこととする。
【００４９】
　そして、分類指標設定手段３は、品目分類結果／評価表示手段１１に表示されるメイン
ウィンドウ１０１で「新規作成」が選択されると、表示メニューの１０３の品目分類ウィ
ンドウ表示領域１０４（図８参照）内に、品目分類ウィンドウ５０１（図９参照）を表示
する。このとき、品目分類編集タグ６０１内の品目分類切り替え領域６０２のＸ軸分類指
標欄６０３およびＹ軸分類指標欄６０４に、ユーザが分類指標を入力すると、品目分類設
定手段２は、入力された指標に従って、品目分類結果／評価表示手段１１の画面が更新さ
れ、分類指標設定手段３がＸ軸分類指標やＹ軸分類指標に従った製品分布図６０５Ａを表
示させる。これに伴い、品目分類決定手段１０は、分類指標を品目分類結果／評価値記憶
手段１３に、入力された分類指標を設定する（Ｓ１０１）。
【００５０】
　次に、品目分類／評価手段７は、前記したＸ軸分類指標欄６０３とＹ軸分類指標欄６０
４とに設定された指標について、品目分類基本情報記憶手段１に記憶されている在庫分析
結果データを表すテーブル１２Ｔのデータ（品目分類結果）を読み出す。そして、品目分
類決定手段１０では、品目分類結果／評価表示手段１１に表示されている製品分布図６０
５上（図７）に、キャラクタ６０６を「×」印や「○」印等によりプロットして表示する
。
【００５１】
　続いて、分割線設定手段４は、Ｓ１０１で表示された品目分類ウィンドウ５０１内に、
製品を分類するための分割線をユーザに設定させる（Ｓ１０２）。この設定は、前記した
とおり、Ｘ軸分割線（１）６０７等やスライダ６０７Ａ等をドラッグすることにより、Ｘ
軸分割線（１）６０７を移動させて、分類１等の各領域の面積を変化させて行う。そのた
め、ユーザは、各製品の製品位置情報に対応する位置にプロットされたキャラクタ６０６
を考慮して、Ｘ軸分割線（１）６０７、Ｘ軸分割線（２）６０８、Ｙ軸分割線（１）６０
９、Ｙ軸分割線（２）６１０を移動して製品の分類を指示し、品目分類支援システムでそ
の指示どおり自動で分類することができ、非常に便利である。
【００５２】
　次に、品目分類／評価手段７が、品目分類実行ボタン６１６（図９参照）がユーザによ
りクリックされると、品目分類処理を実行する（Ｓ１０３）。この品目分類処理では、品
目分類／評価手段７は、各Ｘ軸分割線６０７，６０８により区切られた各分類１等の領域
内にあるキャラクタ６０６の製品位置情報を判定して、指標に応じた製品の分類の仕分け
を行うと共に、評価値を計算する。
　なお、このＳ１０３については、後述してさらに詳しく説明することとする（図１２，
１３参照）。
【００５３】
　そして、品目分類結果／評価表示手段１１は、品目分類評価結果データを表すテーブル
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１５Ｔ（図６）を、品目分類結果表７０２Ａ（図１０参照）として表示し、品目分類結果
データを表すテーブル１６Ｔ（図７）を、品目分類結果製品情報表７０９Ａ（図１０参照
）として表示する（Ｓ１０４）。製品判定指標切り替え手段１２は、必要に応じて、ユー
ザにより製品判定指標欄６１８（図９参照）の選択が変更されると、それに伴い、製品分
布図６０５Ａの表示を切り替えさせる。
【００５４】
　次に、品目分類結果／評価表示手段１１は、前記Ｓ１０３で品目分類された結果を保存
するか否かを判定する（Ｓ１０５）。これは、保存対象としてアクティブ化している品目
分類ウィンドウ１０５のメインウィンドウ１０１にあるファイルメニュー１０２の保存が
、ユーザにより選択されたか否かで判定できる。そして、品目分類結果／評価表示手段１
１は、「保存」が選択された場合（Ｓ１０５のＹＥＳ）には、品目分類や評価結果を品目
分類結果／評価値記憶手段１３に記憶する（Ｓ１０６）。
【００５５】
　また、所定時間「保存」が選択されなかった場合（Ｓ１０５のＮＯ）や品目分類結果／
評価値記憶手段１３への記憶が終了した場合には、品目分類／評価手段７は、品目分類を
継続するか否かを判定する（Ｓ１０７）。この判定は、ユーザによりメインウィンドウ１
０１が閉じられるか、メインウィンドウ１０１にあるファイルメニュー１０２の終了が選
択されるかにより行うことができる。そして、所定時間、「終了」の選択等が行われない
場合には品目分類の継続として（Ｓ１０７のＹＥＳ）、処理をＳ１０１に戻し、また、例
えば、「終了」が選択された場合等（Ｓ１０７のＮＯ）には、処理を終了する。
【００５６】
　次に、図１２を参照して、品目分類実行処理（Ｓ１０３，図１１参照）について説明す
る。なお、ここでも、後述する各手段は、前記したシステムが有する各手段であり、後述
する処理はシステムが処理を行うものである。
　Ｘ軸分割線６０７等の移動により品目の分類がユーザにより行われると、品目分類／評
価手段７では、品目分類手段８が、品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔ（図７参照
）を作成する。そして、品目分類手段８が、指標に応じて製品を分類する（Ｓ２０１）。
例えば、平均在庫量７０４および平均在庫月数７０５の指標に応じて、分類１～９に品目
がグループ化される。
　なお、前記したとおり、この分類結果である品目分類結果データを表すテーブル１６Ｔ
（図７参照）は、品目分類結果／評価表示手段１１により品目分類結果表７０２Ａとして
表示させ（Ｓ１０４）、品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶される（Ｓ１０５のＹ
ＥＳ，Ｓ１０６）。
【００５７】
　続いて、品目分類評価手段９が、品目分類された各分類に対する評価値を計算する（Ｓ
２０２）。なお、前記したとおり、その評価値は、品目分類結果製品情報表７０９Ａとし
て品目分類結果／評価表示手段１１に表示される（Ｓ１０４）。品目分類評価結果データ
を表すテーブル１５Ｔとして品目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶されると共に、こ
れにより、前記Ｓ１０３の処理が終了する。
【００５８】
　次に、図１３を参照して、品目分類手段８がプログラムに従って自動的に実行する製品
の分類処理（Ｓ２０１，図１２参照）について、さらに具体的に説明する。なお、ここで
は、製品マスタデータを表すテーブル１１Ｔの製品コード１１ａを示す製品ｉが、どの分
類に属するかについて説明する。なお、ここでも、後述する各手段は、前記したシステム
が有する各手段であり、後述する処理は全てシステムが処理を行うものである。
　品目分類手段８は、分割線データを表すテーブル（その１）１４Ｔ上のデータを変数と
して設定する（Ｓ３０１）。具体的には、分割線データを表すテーブル１４Ｔは、Ｘ1に
Ｘ軸分割線値（１）１４ａ、Ｘ2にＸ軸分割線値（２）１４ｂ、Ｙ1にＹ軸分割線値（１）
１４ｃ、Ｙ2にＹ軸分割線値（２）１４ｄを設定する。また、ＸMINにＸ軸分類指標欄６０
３の指標におけるＸ軸最小値６１１の値を設定する。ＸMAXにＸ軸分類指標欄６０３の指
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標におけるＸ軸最大値６１２の値を設定する。ＹMINにＹ軸分類指標欄６０４の指標にお
けるＹ軸最小値６１３の値を設定する。ＹMAXにＹ軸分類指標欄６０４の指標におけるＹ
軸最大値６１４の値を設定する。
【００５９】
　次に、品目分類手段８は、製品ｉについて、キャラクタ６０６の製品位置情報の値を取
得する（Ｓ３０２）。具体的には、ＳxにＸ軸分類指標欄６０３の指標における製品ｉの
値、ＳYにＹ軸分類指標欄６０４の指標における製品ｉの値を設定する。
　そして、品目分類手段８は、Ｘ2＜Ｓx≦ＸMAXとＹ2＜ＳY≦ＹMAXとの条件を満たすか否
かを判定する（Ｓ３０３）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３０３のＹ
ＥＳ）には、製品ｉは分類１に属することになり、製品ｉを分類１に追加して（Ｓ３０４
）、処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３０３の
ＮＯ）には、Ｓ３０５の処理に進む。
【００６０】
　次に、品目分類手段８は、Ｘ2＜Ｓx≦ＸMAXとＹ1＜ＳY≦Ｙ2との条件を満たすか否かを
判定する（Ｓ３０５）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３０５のＹＥＳ
）には、製品ｉは分類２に属することになり、製品ｉを分類２に追加して（Ｓ３０６）、
処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３０５のＮＯ
）には、Ｓ３０７の処理に進む。
　次に、品目分類手段８は、Ｘ2＜Ｓx≦ＸMAXとＹMIN≦ＳY≦Ｙ1との条件を満たすか否か
を判定する（Ｓ３０７のＹＥＳ）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３０
７のＹＥＳ）には、製品ｉは分類３に属することになり、製品ｉを分類３に追加して（Ｓ
３０８）、処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３
０７のＮＯ）には、Ｓ３０９の処理に進む。
【００６１】
　次に、品目分類手段８は、Ｘ1＜Ｓx≦Ｘ2とＹ2＜ＳY≦ＹMAXとの条件を満たすか否かを
判定する（Ｓ３０９）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３０９のＹＥＳ
）には、製品ｉは分類４に属することになり、製品ｉを分類４に追加して（Ｓ３１０）、
処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３０９のＮＯ
）には、Ｓ３１１の処理に進む。
　次に、品目分類手段８は、Ｘ1＜Ｓx≦Ｘ2とＹ1＜ＳY≦Ｙ2との条件を満たすか否かを判
定する（Ｓ３１１）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３１１のＹＥＳ）
には、製品ｉは分類５に属することになり、製品ｉを分類５に追加して（Ｓ３１２）、処
理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３１１のＮＯ）
には、Ｓ３１３の処理に進む。
【００６２】
　次に、品目分類手段８は、Ｘ1＜Ｓx≦Ｘ2とＹMIN≦ＳY≦Ｙ1との条件を満たすか否かを
判定する（Ｓ３１３）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３１３のＹＥＳ
）には、製品ｉは分類６に属することになり、製品ｉを分類６に追加して（Ｓ３１４）、
処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３１３のＮＯ
）には、Ｓ３１５の処理に進む。
　次に、品目分類手段８は、ＸMIN≦Ｓｘ≦Ｘ1とＹ2＜ＳY≦ＹMAXとの条件を満たすか否
かを判定する（Ｓ３１５）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３１５のＹ
ＥＳ）には、製品ｉは分類７に属することになり、製品ｉを分類７に追加して（Ｓ３１６
）、処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３１５の
ＮＯ）には、Ｓ３１７の処理に進む。
【００６３】
　次に、品目分類手段８は、ＸMIN≦Ｓｘ≦Ｘ1とＹ1＜ＳY≦Ｙ2との条件を満たすか否か
を判定する（Ｓ３１７）。品目分類手段８は、その条件を満たした場合（Ｓ３１７のＹＥ
Ｓ）には、製品ｉは分類８に属することになり、製品ｉを分類７に追加して（Ｓ３１８）
、処理を終了する。また、品目分類手段８は、その条件を満たさない場合（Ｓ３１７のＮ
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Ｏ）には、製品ｉは分類９に属することになり、製品ｉを分類９に追加して（Ｓ３１９）
、処理を終了する。
　このように、品目分類基本情報記憶手段１に記憶されている製品すべてについて、品目
分類を行い、図１２のＳ２０１の処理を終了する。
　したがって、ユーザは、品目分類支援システムが提供する機能で製品を複数の指標と複
数の分割線を用いて、様々な角度で製品を容易にシステムによって分類し、また、その分
類結果をシステムの評価機能によって容易に評価することができる。
【００６４】
　［分割線の変形例１］
　この変形例１は、折れ曲がった斜めの分割線とする場合である。
　まず、図１１のＳ１０２で、ユーザが、分割線設定手段４によって、製品を分類するた
めの分割線を設定する処理に相当する処理を説明する。なお、ここでも、後述する各手段
は、前記したシステムが有する各手段であり、後述する処理はスベテｂシステムが処理を
行うものである。
　図１４に示すように、製品分布図領域８０１には、製品分布図８０１Ａが表示されてい
る。この製品分布図８０１には、右下がりな分割線８０２，８０５が表示されている。分
割線８０２は、Ｙ軸最小値８０９のＸ軸上を移動可能なスライダ８０３と、Ｘ軸最小値８
１０のＹ軸上を移動可能なスライダ８０３とを通る線分である。また、分割線８０５は、
Ｘ軸最大値８１１のＹ軸に平行な直線上を移動可能なスライダ８０６と、Ｙ軸最大値８１
２のＸ軸に平行な直線上を移動可能なスライダ８０７とを通る線分である。
【００６５】
　各分割線８０２，８０５は、それぞれスライダ８０３，８０４またはスライダ８０６，
８０７をドラッグして移動することで、設定することができる。なお、右上がりな分割線
としてもよい。
　さらに、分割線８０２または分割線８０５の形状は、折れ曲がるように編集するように
してもよい。この編集は、分割線編集手段５によって実行される。分割線編集手段５は、
例えば、分割線８０５にカーソルが合わされ、右クリックにより頂点の編集が選択された
後に、分割線８０５の変更したい個所が選択されると（左クリック）、該当箇所に頂点の
編集８０８のキャラクタ（ここでは「頂点の編集」のコメント等）を表示させる。そして
、分割線編集手段５は、ドラッグされることで、頂点の編集８０８の部分が頂点となるよ
うに分割線８０５を折れ曲がらせて編集することとなる。
【００６６】
　ただし、この例では、頂点の編集８０８によって、編集された分割線８０２と分割線８
０５は交差することはできないこととする。そのため、分割線編集手段５は、ユーザの編
集操作を自動的に制御し交差操作を抑止するようにする。
　このように、斜めに傾いた分割線により、システムが分類作業を行うことができ、また
、頂点の編集により分割線を自由に折れ曲がらせることができる。そのため、分割線の形
状を自由に変えて、分割線により囲まれる領域の形状をシステムが自由に設定することが
できる。そのため、ユーザは様々な分類をシステムにより行うことができるため、非常に
便利である。
【００６７】
　また、このように、頂点の編集が行われた場合に、品目分類／評価手段７は、製品分布
図８０１上にある品目分類実行ボタン８１４がクリックされると、品目分類処理を実行し
（Ｓ１０３）、品目分類結果の評価値を計算する。このとき、品目分類処理を実行する処
理（図１０のＳ２０１）について説明する。なお、ここでも、後述する各手段は、前記し
たシステムが有する各手段であり、後述する処理はシステムが処理を行うものである。
　この処理では、品目分類設定手段２で設定した分類指標と分割線の情報とを用いて製品
を分類する。分割線の情報は、分割線位置情報記憶手段６により品目分類結果／評価値記
憶手段１３から取得される。この場合、取得された分割線の情報は図１５の分割線データ
を表すテーブル（その２）１７Ｔである。
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【００６８】
　図１５に示すように、分割線データを表すテーブル（その２）１７Ｔは、分割線８０２
と分割線８０５の位置情報であり、システムが有する品目分類結果／評価値記憶手段１３
に記憶されている。分割線８０２と分割線８０５とは、複数の線分で構成されているので
、例えば、分割線番号１７ａ、線分番号１７ｂ、頂点１Ｘ座標１７ｃ、頂点１Ｙ座標１７
ｄ、頂点２Ｘ座標１７ｅ、頂点２Ｙ座標１７ｆのように、線分と頂点とが指定できるよう
になっている。
【００６９】
　分割線番号１７ａは、分割線８０２または分割線８０５を識別する番号である。線分番
号１７ｂは、分割線８０２，８０５を構成する線分を識別する番号である。ここで、線分
とは、分割線８０２や分割線８０５を構成する直線を意味する。頂点１Ｘ座標１７ｃと頂
点１Ｙ座標１７ｄは、分割線番号１７ａと線分番号１７ｂで指定される線分のひとつ目の
頂点のＸ座標とＹ座標である。頂点２Ｘ座標１７ｅと頂点２Ｙ座標１７ｆは、分割線番号
１７ａと線分番号１７ｂで指定される線分のもうひとつの頂点のＸ座標とＹ座標である。
したがって、この場合の分割線は、少なくとも２本の線分を接続して構成することとなる
。
【００７０】
　次に、図１６に示すフローチャートに従って、折れ曲がった分割線により品目の分類を
行う品目分類処理について説明する。この品目分類処理は、図１３に示すフローチャート
に従って説明した品目分類処理に相当する処理である。ここでも、製品マスタデータを表
すテーブル１１Ｔの製品コード１１ａを示す製品ｉが、どの分類に属するかによって分類
処理を行うものとする。なお、ここでも、後述する各手段は前記したシステムが有する各
手段であり、後述する処理はシステムが処理を行うものである。
【００７１】
　まず、品目分類手段８がすべての製品について行い、品目分類結果データを表すテーブ
ル１６Ｔを得て、品目分類結果／評価表示手段１１に品目分類結果製品情報表７０９Ａを
表示する。
　品目分類手段８は、分割線データを表すテーブル（その２）１７Ｔの各データを用いて
、分割線８０２の線分の方程式Ｈ1と分割線８０５の線分の方程式Ｈ2を求める（Ｓ４０１
）。そして、品目分類手段８は、製品ｉについて、キャラクタ６０６製品位置情報の値を
取得する。ＳxにＸ軸分類指標欄６０３の指標における製品ｉの値、ＳYにＹ軸分類指標欄
６０４の指標における製品ｉの値を設定する（Ｓ４０２）。
【００７２】
　次に、品目分類手段８は、座標（Ｓx，ＳY）が線分Ｈ1の下側の領域に存在するか否か
を判定する（Ｓ４０３）。そして、品目分類手段８は、その領域に存在する場合（Ｓ４０
３のＹＥＳ）には、製品ｉを分類１に追加し（Ｓ４０４）、処理を終了する。また、品目
分類手段８は、その領域に存在しない場合（Ｓ４０３のＮＯ）には、Ｓ４０５の処理に進
む。
【００７３】
　次に、品目分類手段８は、座標（Ｓx，ＳY）が線分Ｈ1の上側の領域に存在し、かつ、
線分Ｈ2の下側に存在するか否かを判定する（Ｓ４０５）。そして、品目分類手段８は、
その領域に存在する場合（Ｓ４０５のＹＥＳ）には、製品ｉを分類２に追加し（Ｓ４０６
）、処理を終了する。また、品目分類手段８は、その領域に存在しない場合（Ｓ４０５の
ＮＯ）には、製品ｉを分類３に追加し（Ｓ４０７）、処理を終了する。
【００７４】
　［分割線の変形例２］
　この変形例２は、ユーザがフリーハンドで描画する場合である。
　図１１のＳ１０２で、分割線設定手段４によって、製品を分類するための分割線を設定
する処理に相当する処理について説明する。なお、ここでも、後述する各手段は、前記し
たシステムが有する各手段であり、後述する処理は全てシステムが処理を行うものである



(16) JP 4490863 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

。
　図１７に示すように、製品分布図領域９０１には、製品分布表９０１Ａと、フリーハン
ドボタン９０２と、品目分類実行ボタン９０７とが表示されている。製品分布表９０１Ａ
は、前記製品分布表６０５Ａ等と同様に、Ｘ軸９０４とＹ軸９０５とからなる二次元の直
交座標として表している。また、製品位置情報にキャラクタ９０６が「×」印や「○」印
で表示されている。また、分割線９０３が表示されている。
【００７５】
　この分割線９０３は、フリーハンドボタン９０２が選択されているときに、製品分布図
９０１Ａ上で、任意の場所でドラッグを介して、カーソルを移動させたときにできる軌跡
として表されるものである。そのため、ユーザはフリーハンドで分割線９０３を引くこと
ができる。ここでは、分割線９０３は、始点と終点が一致するようにし、線が途中で交わ
るような描き方は、品目分類手段８による判定機能で実行できなくしている。また、分割
線９０３は、他の分割線９０３を含んだり、逆に含まれたり、交わることはできないよう
に、品目分類手段８による判定機能で制御されている。
　これにより、ユーザの意思を反映した様々な分類をシステムが行えるので非常に便利で
ある。
【００７６】
　次に、図１１のＳ１０３において、フリーハンドの分割線９０３の場合に、品目分類評
価手段９が、品目分類結果の評価値を計算する処理の他の例について説明する。なお、こ
こでも、後述する各手段は、前記したシステムが有する各手段であり、後述する処理は全
てシステムが処理を行うものである。
　品目分類評価手段９は、製品分布図領域９０１上にある品目分類実行ボタン９０７がク
リックされると、品目分類結果の評価値を計算する。
　なお、この処理では、品目分類設定手段２で設定した分類指標と分割線の情報を用いて
製品を分類する。分割線の情報は、分割線位置情報記憶手段６で品目分類結果／評価値記
憶手段１３から取得される。
　この場合、各分割線９０３は、多角形となるため、図１４を参照して説明した場合の分
割線８０４，８０５と同様に、線分によって表すことができる。そのため、分割線９０３
は、図１５の分割線データを表すテーブル（その２）１７Ｔによって表すことができる。
但し、分割線９０３がＭ個の点で構成されている場合には、一つの分割線９０３に対して
、分割線データを表すテーブル（その２）１７Ｔには、Ｍ行のデータが品目分類結果／評
価値記憶手段１３に保存されることとなる。したがって、この場合の分割線も、少なくと
も２本の線分を接続して構成することとなる。但し、この場合は、さらに、互いの線分同
士を接続した形状が閉じている場合である。一方、変形例１の場合は、その形状が開いて
いる場合と説明することができる。
【００７７】
　次に、図１８に示すフローチャートに従って、フリーハンドの分割線により品目の分類
を行う品目分類処理について説明する。この品目分類処理は、図１３に示すフローチャー
トに従って説明した品目分類処理に相当する処理である。ここでも、製品マスタデータを
表すテーブル１１Ｔの製品コード１１ａを示す製品ｉが、どの分類に属するかによって分
類処理を行うものとする。品目分類手段８がすべての製品について行い、品目分類結果デ
ータを表すテーブル１６Ｔを得て、品目分類結果／評価表示手段１１に品目分類結果製品
情報表７０９Ａを表示する。なお、ここでも、後述する各手段は、前記したシステムが有
する各手段であり、後述する処理は全てシステムが処理を行うものである。
【００７８】
　まず、品目分類手段８は、分割線データを表すテーブル１４Ｔ（その１）の代わりに品
目分類結果／評価値記憶手段１３に記憶される分割線データを表すテーブル（その２）１
７Ｔを用いて、多角形で構成される分割線ｊ（ｊ＝１～分割線の総数Ｎ）における多角形
の線分方程式Ｈjを求める（Ｓ５０１）。品目分類手段８は、製品ｉについて、キャラク
タ６０６の製品位置情報の値を取得する。そして、ＳxにＸ軸分類指標欄６０３の指標に
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おける製品ｉの値、ＳYにＹ軸分類指標欄６０４の指標における製品ｉの値を設定する（
Ｓ５０２）。
【００７９】
　次に、品目分類手段８は、インデックスｊを初期化し１に設定し（Ｓ５０３）、座標（
Ｓx，Ｓy）が方程式Ｈjの内側の領域に存在するか否かを判定する（Ｓ５０４）。そして
、品目分類手段８は、座標（Ｓx，Ｓy）が方程式Ｈjの内側の領域に存在する場合（Ｓ５
０４のＹＥＳ）には、製品ｉを分類ｉに追加し（Ｓ５０５）、処理を終了する。また、品
目分類手段８は、座標（Ｓx，Ｓy）が方程式Ｈjの内側の領域に存在しない場合（Ｓ５０
４のＮＯ）には、Ｓ５０６の処理に進む。
【００８０】
　続いて、品目分類手段８は、インデックスｊが分割線の総数Ｎより大きいかを判定する
（Ｓ５０６）。そして、品目分類手段８は、インデックスｊが分割線の総数Ｎより大きく
ない場合（Ｓ５０６のＮＯ）には、インデックスｊに１を追加して（Ｓ５０７）、Ｓ５０
４の処理に戻る。また、品目分類手段８は、インデックスｊが分割線の総数Ｎより大きい
場合（Ｓ５０６のＹＥＳ）には、Ｓ５０８の処理に進み、製品ｉを分類Ｎ＋１に追加して
（Ｓ５０８）、処理を終了する。
【００８１】
　以上、説明したように、本実施形態の品目分類支援システムによれば、製品を複数の指
標と複数の分割線とを用いて、製品を様々な角度で容易に分類することができる。また、
製品を分類する場合に用いる分割線は、操作画面上で、ユーザが自由度を持って設定・編
集を行うことができるため、ユーザにとって好ましい分類を容易に行うことができる。さ
らに、その分類評価も様々な角度で評価することができる。
【００８２】
　また、演算装置には、品目分類設定手段（但し、分割線位置情報記憶手段６を除く）２
（図１参照）と、品目分類／評価手段７（図１参照）と、品目分類決定手段１０（図１参
照）とが備えられている。なお、品目分類設定手段２（図１参照）を構成する各手段（分
割線位置情報記憶手段６を除く）と、品目分類／評価手段７（図１参照）を構成する各手
段と、品目分類決定手段１０（図１参照）を構成する各手段とも、同様に、演算装置の一
部をなすものである。また、記憶装置には、品目分類基本情報記憶手段１と、品目分類結
果／評価値記憶手段１３と、品目分類設定手段２に含まれる分割線位置情報記憶手段６と
が備えられている。
【００８３】
　また、本実施形態の品目分類支援システムは、多種多様な製品を取り扱っているメーカ
の生産管理部門や物流部門、流通業の製品管理部門等の部門で、グループ単位で適切な在
庫管理方法を選択したい場合に、まず、製品をどのようにグループ化するか否かを検討す
るときに利用できる。
　また、本実施形態の品目分類支援システムは、コンサルタント会社所属の在庫分析コン
サルタントが、メーカの生産管理部門や物流部門、流通業の製品管理部門等を顧客として
、在庫管理方法をコンサルティングする場合にも利用できる。
【００８４】
　また、本実施形態では、直交するＸ軸とＹ軸とで決定される二次元の直交する指標座標
空間を例にして説明したが、３個の指標を用いて、互いに直交する三軸により決定される
三次元の指標座標空間として表すようにしてもよい。この場合、分割線は、分割面として
表示されることとなる。そのため、分類を表す領域は、直方体として表すことができる。
さらに、一つの指標を直線として表した一次元の指標座標としても構わない。
【００８５】
　また、前記実施形態では、分割線の設定は、ドラッグ操作によって行う場合を説明した
が、これに限らない。例えば、座標値を入力させて、点同士を結ぶ線分により設定するよ
うにしてもよい。例えば、座標値（ａ，ｂ）と座標値（ｃ，ｄ）とを結ぶ線分のように表
してもよい。また、あらかじめ分割線を定義しておき、その分割線を選択させることによ
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り、設定するようにしてもよい。例えば、縦分割線１，２…、横分割線１，２，３…、右
下がり分割線１，２，３…のように表してもよい。
【００８６】
　また、前記実施の形態では、「×」印や「○」印のキャラクタ６０をマークとして指標
座標空間上に示した場合を説明したが、キャラクタ６０の代わりにアイコン等のマークを
用いて示すようにしてもよい。なお、アイコンとしては、例えば、製品を象徴する図柄を
用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施形態に係る品目分類支援システムのブロック図である。
【図２】図１の品目分類基本情報記憶手段に記憶される製品マスタデータを表すテーブル
の一例を示した図である。
【図３】図１の品目分類基本情報記憶手段に記憶される在庫分析結果データを表すテーブ
ルの一例を示した図である。
【図４】図１の品目分類基本情報記憶手段に記憶される在庫分析判定結果データを表すテ
ーブルの一例を示した図である。
【図５】図１の分割線位置情報記憶手段で記憶される分割線データを表すテーブルの一例
を示す構成図である。
【図６】図１の品目分類評価手段で出力される品目分類評価結果データを表すテーブルの
一例を示す構成図である。
【図７】図１の品目分類手段で出力される品目分類結果データを表すテーブルの一例を示
した図である。
【図８】図１の在庫管理品目分類支援システムのメインメニューの一例を示した図である
。
【図９】図１の品目分類設定手段で分類指標や分割線を設定したり、品目分類決定手段で
品目分類の結果を表示したりする画面の一例を示した図である。
【図１０】図１の品目分類結果／評価表示手段で品目分類の結果やその評価値を表示する
画面の一例を示した図である。
【図１１】図１の在庫管理品目分類支援システムの全体の流れの一例を示したフローチャ
ートである。
【図１２】図１の品目分類／評価手段における処理の一例を示したフローチャートである
。
【図１３】図１の品目分類手段における処理の一例を示したフローチャートである。
【図１４】図１の品目分類設定手段で分割線を設定・編集を行う画面の一例を示した図で
ある。
【図１５】図１の分割線位置情報記憶手段で記憶される分割線データを表すテーブルの一
例を示す構成図である。
【図１６】図１の品目分類手段における処理の一例を示したフローチャートである。
【図１７】図１の品目分類設定手段で分割線を設定する画面の一例を示した図である。
【図１８】図１の品目分類手段における処理の一例を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００８８】
１・・・品目分類基本情報記憶手段
２・・・品目分類設定手段
３・・・分類指標設定手段
４・・・分割線設定手段
５・・・分割線編集手段
６・・・分割線位置情報記憶手段
７・・・品目分類／評価手段
８・・・品目分類手段
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１０・・・品目分類決定手段
１１・・・品目分類結果／評価表示手段（製品分布図表示手段）
１２・・・製品判定指標切り替え手段
１３・・・品目分類結果／評価値記憶手段
１１Ｔ・・・製品マスタデータを表すテーブル
１２Ｔ・・・在庫分析結果データを表すテーブル
１３Ｔ・・・在庫分析判定結果データを表すテーブル
１４Ｔ・・・分割線データを表すテーブル（その１）
１５Ｔ・・・品目分類評価結果データを表すテーブル
１６Ｔ・・・品目分類結果データを表すテーブル
１７Ｔ・・・分割線データを表すテーブル（その２）
５０１・・・品目分類ウィンドウ
Ｓ１・・・・品目分類編集シート
Ｓ２・・・・品目分類表シート

【図１】 【図２】

【図３】
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