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不確実な需要環境における充足率指標の観測期間依存性
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要 約

充足率とは，「顧客の需要量に対してどれだけの数量を満たすことができるか，すなわち手持ち

在庫から顧客注文に対して充足できる数量あるいは確率を表す指標」のことである。

従来から無限期間観測を前提とした充足率の定義とその計算法が研究されてきている。しか

し，昨今の経営スピードが激しい時代においては，長期間にわたり，同じような経営環境とそれ

に対応した方策が続くとは思われず，有限期間観測を前提とした充足率指標の特徴と使用局面を

明らかにすることが望まれる。

今回は，2つの充足率を定義し，それらの無限期間観測と有限期間観測における観測期間が異

なる充足率指標の性質（観測期間依存性という）と2つの指標間の差異を明らかにする。

Abstract

Inthepreviousresearch,thesystem fill-rate,thelong-runaveragefractionofdemandsatisfied
immediatelyon-handstocks,hasbeenstudied.Butinthecasewhenproductionplanninghorizonisfinite,
therearesomedifferencebetweenthelong-runaveragefractionofdemandsatisfiedimmediatelyon-hand
stocksandshort-runaveragefraction.
Inthispaper,weanalyzefill-rateinthefinitehorizonunderuncertaindemandbysimulationtechniques.
Thisresultshowsusthatthereexactlyexiststheperiod-dependencyoffill-rateunderuncertaindemand.

1．はじめに

サプライチェーンマネジメント（SupplyChainManagement:SCM）［1-5］は，供給，生産，倉

庫，店舗を効果的に統合するための一連の方法であり，適正な量を，適正な場所へ，適正な時期

に生産・配送し，要求されるサービスレベルを満足させつつ，システム全体の費用を最小化する
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ことを目的とする。

効果的なサプライチェーンマネジメントを行うために，需要の不確実性のもとで，費用を削減

しつつ要求されたサービスレベルに応じて需要と供給を適合させることが重要な課題である。各

社は独自独特の方法で，顧客の要求に応えようとしている。

この中でサービス率の設定は，各社ともに非常に重要な経営課題であり，顧客への製品の充足

度合いでこれを管理することが多い。しかし，充足度合いを表す指標は多様であり，適切な用い

方をしているとは限らない。

充足率とは，一般的に「顧客の需要量に対してどれだけの数量を満たすことができるか，すな

わち手持ち在庫から顧客注文に対して充足させる数量あるいは，確率を表す比率」のことである。

従来から無限期間観測を前提とした充足率の定義とその計算法が研究されてきている［5-8］。
しかし，昨今の経営スピードが激しい時代においては，長期間にわたり，同じような経営環境と

それに対応した方策が続くとは思われず，有限期間観測を前提とした充足率指標の特徴と使用局

面を明らかにすることが望まれる。

今回は，2つの充足率を定義し，それらの無限期間観測と有限期間観測における観測期間が異

なる充足率指標の性質（観測期間依存性という）と2つの指標間の差異を明らかにする。

本論文は，以下の内容で構成される。

第2章では，無限期間観測における充足量をベースとした充足率指標 と需要が正規分布と

仮定するときの近似指標について説明する。

第3章では，有限期間観測における充足量をベースとした充足率指標 と品切れ事象をベー

スとした充足率指標 について説明する。そしてシミュレーションにより，2つの指標の数値

を算出し，① と の差異②観測期間の長さによる指標の影響（観測期間依存性）を調べる。

第4章では，本論文のまとめと今後の課題について述べる。

サプライチェーンの重要性が注目される中，顧客へのサービス度合いを表す様々な充足率指標

について，従来は無限期間観測に限って論じられてきたことに対して，有限期間観測をも視野に

入れ，特性の明確化を行うことは非常に意義あるものと思われる。

2 ．充足率指標 について

本章では，無限期間観測における充足率指標 について説明する［5］。
2．1 の定義

【記号の説明】

：観測周期

：リードタイム

：基点在庫レベル

：需要平均

：標準偏差

：観測期間

： t期における手持ち在庫量（補充後の在庫量かつ需要量を引く前の在庫量）

： t期における需要量
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無限期間観測における充足率指標 の定義は以下の通りである［5］。
【 の定義】

（2-1）

式（2-1）より，期待値の［ ］内の分母は，T期間における需要量の合計を表し，分子は手持

在庫から充足できた量（充足量という）の合計である。すなわち期待値の［ ］内は，顧客の需

要量に対して，供給できた量の比率である。例えば，1期間において需要量が100，手持在庫量

が90のときは90％の比率となる。

ここで式（2-1）は，需要が正規分布と仮定すると下記のように表現できる［5］。

（2-2）

ここで，

但し，需要は正規分布の平均 ，分散 。この式の意味は，平均0，分散1の正規分布に正

規化することである。

：平均0，分散1の正規分布に従う累積分布関数

：平均0，分散1の正規分布に従う確率密度関数

である。

2．2 発注方策の概要

ここで， を求めるときの前提となる発注方策について説明する。

【記号の説明】

：期間

： t期における発注量

： t期における在庫補充をする前の在庫量，または t－1期における次の期へ引き継ぐ在庫

量

： t期における補充量，または t－L期における発注量

： t期における補充後の在庫量

： t期における需要量

： t期における需要に対する在庫の充足量

： t＋1期へ引き継ぐ在庫量（ t期における需要量を引いた在庫量）

本発注方策における補充量の決め方は以下のとおりである。

t期における補充前の在庫量に t－L期に発注した製品が補充されるので， t期における補充

後の在庫量は，

（2-3）
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である。ここで，基点在庫レベルから補充後の在庫量を差し引いた量だけ発注をするので，

（ ≠0ならば ＝0） （2-4）

となる。ここで である。

期間中の各期の需要分布は平均 ，分散 の正規分布に従うから，

である。

また，補充後の在庫量から発生した需要量を引いた在庫量が t＋1期へ引き継ぐ在庫量となる

から，

（2-5）
となる。

2．3 の計算方法

ここで の近似値を与える を定義する。

2．3．1 計算式

を算出するときの前提は以下の通りである。

【前提】

ここで は両辺がほぼ等しいことを表し， は左辺が右辺に比べて極端に大きいことを表す。

【 の計算式】

（2-6）

2．3．2 近似式の導出

ここでは の式から の式を導出する。

式（2-2）の第1項は， より，

（2-7）
となる。式（2-2）の第2項は， より，

（2-8）
となる。式（2-2）の第3項は， より，

（2-9）
となる。式（2-2）の第5項は， より，

（2-10）
となる。式（2-2）の第6項は， より，



不確実な需要環境における充足率指標の観測期間依存性 105

（2-11）
となる。したがって，式（2-7），式（2-8），式（2-9），式（2-10），式（2-11）より，式（2-6）を

える。

2．3．3 例題による検証

ここでは作成した計算式を用いて，検証を行った。

式（2-2）においてR＝3，L＝2， ＝8658， ＝2000， ＝20のとき，論文［5］では

＝0.7763である。この例題に基づき，作成したExcel計算で 及び を求めたところ， ＝

0.7763， ＝0.7763となり，下4桁の範囲で例題の値と一致した。

3．充足率指標 と について

従来からの在庫補充方策では，基点在庫方策，s-S方策などがよく知られている［1-4］。これら

は無限期間を想定して，在庫保管費，在庫品切れ費，発注費などが与えられかつ「先行需要情報

無し」の場合における補充方策であるといえる。

このような在庫管理において，充足率を表現する指標は多くある［6-8］。そしてそれぞれの指

標は，様々な局面，様々な用途で使われている。例えば，第2章で述べたように無限期間を前提

として，需要量，基点在庫レベルを与えて充足率を求める論文が報告されている。

しかし，2つの指標間の差異や，有限期間観測を前提としたときの観測期間の長さによって充

足率の値が変化することについての正確な解析は少ない。

そこで，本章では，①充足量をベースとした充足率指標（ ）と，②品切れ事象をベースとし

た充足率指標（ ）［9］について検討する。シミュレーションにより① と の差異②その有

限期間の長さによる差異について，比較及び考察を行う。

3．1 について

とは，「有限期間観測を前提とした充足量をベースとする充足率指標」である。なお，無限

期間観測を前提とした充足量をベースとする充足率指標は，これと区別し， と表現する。

3．1．1 の定義

【記号の説明】

： t期における手持ち在庫量（ t期における補充後の在庫量かつ需要量を引く前の在庫量）

： t期における需要量

は以下のように定義できる。

【 の定義】

（3-1）

ここで， である。
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式（3-1）より，期待値の［ ］内の分母は，T期間における需要量の合計を表し，分子は手持

在庫から充足できた量（充足量）の合計である。

このTを無限大までとった場合が であり，既に第2章で述べた。

3．1．2 の計算方法

有限期間観測である の数値を求める場合，無限期間観測である のように解析的に求め

られる式は提案されていない。

したがって， はシミュレーションによる方法で算出する。そこで，MicrosoftExcelを用いた

在庫変動シミュレーターを作成し，有限期間観測におけるのケーススタディを行った［10,11］。

3．2 について

とは，「有限期間観測を前提とした品切れ事象をベースとする充足率指標」と定義する。

3．2．1 の定義

【記号の説明】

： t期における引継在庫量（ t期における需要量を引いた在庫量かつ t＋1期へ引継ぐ在庫量）

各期の需要量は正規分布であると仮定する。n期間における各期の在庫量とその期待値をn次
元ベクトル ，と表現すると， は下記のように定義

される［9］。

【 の定義】

（3-2）

式（3-2）は，各期の需要量を引いた在庫量（引継在庫量という）が全観測期間において一度も

負の値にならない（品切れが起こらない）確率である。

ここで，

また， は，引継在庫量 の分散・共分散行列である。

3．2．2 の計算方法

MicrosoftExcelを用いた在庫変動シミュレーターにより，有限期間観測における の値を求め

る。

3．3 と の比較

ここでは，シミュレーションにより と の値を算出し，①両指標間の数値の差異②各指標

の期間依存性を調べる。シミュレーションにより数値計算を行うときは，シミュレーターで各

ケースごとに1000回シミュレーションを行い，1000回分の と の値を算出する。そして各



不確実な需要環境における充足率指標の観測期間依存性 107

指標の総和を計算してそれぞれを1000で割った値すなわち平均値を と の数値結果とした。

3．3．1 ケース設定

(1) 前 提

観測周期R＝1，リードタイムL＝1，需要平均 ＝14，標準偏差 ＝3，また観測期間は

8種類すなわち10000期，1000期，365期，100期，40期，20期，10期，5期とした。

(2) のケース設定の仕方

基点在庫レベル を変化させるケースを設定した。

3．3．2 数値結果

シミュレーションで求めた数値結果を表3．2に示す。なお， は，第2章の式（2-2）より

求めている。

表3．2をグラフ化したものを図3．1に示す。

表3．1 ケースの説明

ケース

38①

30②

25③

20④

15⑤

図3．1 τが変化したときの と の値
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表3．2 数値結果

指 標

観測期間

0.999062

38ケース①

00.99902110000期
0.0040.9990651000期
0.1340.999051365期
0.5270.999017100期
0.7850.99906940期
0.9010.99910220期
0.9430.99915810期
0.960.9988585期

0.937341

30ケース②

00.93702710000期
00.937131000期
00.938471365期
00.939013100期
00.93775240期

0.0070.93646720期
0.1040.93884110期
0.2880.9408975期

0.742903

25ケース③

00.74290110000期
00.7427271000期
00.744233365期
00.748333100期
00.74379540期
00.74813120期
00.75022110期

0.0110.7553555期
0.426914

20ケース④

00.42698410000期
00.4269881000期
00.42771365期
00.429033100期
00.42985540期
00.42845120期
00.4306210期
00.4468745期

0.125816

15ケース⑤

00.12552910000期
00.1261251000期
00.125832365期
00.126958100期
00.12706240期
00.12721720期
00.12861310期
00.1311855期
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（考察）

(1) 両指標間の値の差異

どのケースでも は より大きく，2つの指標間には値に差異がある。観測期間が長いほ

ど，その差は大きくなる。

(2) 期間依存性

① について

期間依存性がある。観測期間が短くなればなるほど値が大きくなる。

② について

期間依存性がある。観測期間が短くなればなるほど値が大きくなる。

3．3．3 2つの指標の比較

数値結果を基に， と の比較を行う。

(1) 両指標間の値の差異について

は全観測期間における充足量の総和÷充足量の総和であり，量の比率である。 は品切れ

事象回数の比率（確率）である。この差異を例にて説明する。

＝70， ＝14， ＝3，観測期間5期として，需要量のパターンが異なる3つのケースを想

定する。

各ケースの需要量，充足量と充足率指標をそれぞれ表3．3，表3．4，表3．5に示す。

表3．3 ケース①

計54321期

1328405370手持在庫量

721515121317需 要 量

701315121317充 足 量

－213284053引継在庫量

0.97

0

表3．4 ケース②

計54321期

2233425970手持在庫量

61131191711需 要 量

61131191711充 足 量

922334259引継在庫量

1

1
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表3．3，表3．4，表3．5より，3つのケースにおける各指標の平均値を， と する

と， ＝0.96， ＝0.33である。2つの指標の値に差異がある。以上のことから充足率を算出

する際に，量をベースにするか品切れ事象をベースにするかで充足率の値が異なることが分かる。

(2) 期間依存性について

期間依存性が起こる理由を述べる。

① について

は，全観測期間において一度も品切れが起こらない確率である。したがって観測期間が長く

なればなるほど，様々な状態が起こりうるので，一度も品切れが起こらない確率は低くなる傾向

にある。例えば，観測期間が10期で品切れが起こらない確率と10000期で品切れが起こらない

確率を比較した場合，前者の方が確率は大きいと思われる。

② について

観測期間が短ければ値が大きくなる傾向にあるのは，それだけ在庫不足が起こる機会が少なく

なるからである。また，観測期間が長いほど は，解析解 の値に近付く。観測期間が短けれ

ばまだ平均的様相を表すことはまれである。その為に解析解 の値に近づくのは難しいと考え

る。

4．結 論

本論文では，企業が設定するサービス基準の中から充足率に着目し，各指標を比較した。

第2章では，無限期間観測を前提とした充足率指標 を定義した。また を求める計算式

をMicrosoftExcelで作成した。

第3章では，有限期間観測を前提とした充足率指標 と の定義及びその算出方法について

説明した。またケーススタディによる と 及び の3つの数値を比較した結果，各指標の

観測期間依存性，2つの指標の差異があることを明らかにした。すなわち，「① ， ともに期

間依存性がある② と は定義の違いから値に差異があり，観測期間が長ければ差異が大きく

なる特徴がある」ことが分かった。

今回の研究により，不確実な需要環境における在庫管理において，有限期間観測を前提とした

充足率指標の解の挙動や，指標間の数値の差異，特徴，用途について明らかになった。従来は無

表3．5 ケース③

計54321期

925385270手持在庫量

751614131418需 要 量

68914131418充 足 量

－79253852引継在庫量

0.91

0
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限期間観測を前提とした解析が中心であったが，昨今の経営スピードが激しい時代においては，

長期間にわたり，同じような経営環境，対応方策が続くとは思われず，本研究で述べたような有

限期間観測を前提とした解析とその実務適用は，時代のニーズに応えるものであると確信してい

る。

最後に，今後の課題を述べる。

(1) 本論文では2種の指標について特性を明らかにしたが，さらに多くの指標について解析を

進めていくべきである。

(2) 有限期間観測を前提とした充足率指標を解析的に求める式の導出を行うべきである。

(3) 本研究の成果の上に，有限期間在庫理論の構築が期待される。

(4) 各充足率指標の用途マップ一覧表を作成し，適用範囲の明確化と一層の活用促進を図るべ

きである。
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