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サービスパーツ需要予測システムの開発 
New Service Parts Forecasting System 
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要   旨 

SPC（Service Parts Center）では，リコー製品で用いられる機械/電気部品・消耗品などのサー

ビスパーツの在庫を管理し，国内/海外の各拠点からの受注に応じて即時必要なパーツを必要量

提供できるような体制を構えている．SPCが管理しているパーツ点数は約17万点である． 

経営品質管理本部では，これら17万点の1点1点の部品が近い将来どのような需要量推移するか

を数理統計的な手法を用いることによって予測できるシステムを開発した． 

本システムは，過去の受注実績推移の骨格的なトレンドをモデル化するための手法としてワイ

ブル成長モデルを開発し，受注実績推移に季節変動の有無を判断するためにペリオドグラムを採

用，季節変動推移をモデル化する手法として2次Sinモデルを開発し，これらの組み合わせによっ

て個々の部品に対応した需要予測システムを構築した． 

本システムは2004年4月よりSPCにおいて実運用が始まっており，これまでの約一年間の運用の

中で，在庫計画作業効率の向上効果として在庫計画担当人員の削減，在庫量の抑制が効果として

出始めている． 

ABSTRACT 

Service parts/consumable parts which are mechanical and electrical ones used for Ricoh products are 

in stock and are delivered to Domestic and Overseas parts center from SPC(Service Parts Center). To 

meet their demands, approx 170,000 kinds of servie parts are necessary to be stocked. 

To eliminate their unnecessary stock and over-stock, Quality of Management Division has co-worked 

with SPC and developed New Service Parts Forecasting System by using statistical methods. 

Mainly Weibull Glowth Model method is developed to trace past demand trends. Quadric Sine Model 

method is additionally developed and Periodgram Analysis is used to include factor of seasonal demand 

variation. By consolidating those models, high forecast is achieved to each items. 

This new system is started to work from April in 2004 and as results, inventory amounts and man-

power in forecasting job have been reduced last one year. 
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 1．背景と目的 

SPC（Service Parts Center）では，リコー製品で用いられ

る機械/電気部品・消耗品などのサービスパーツの在庫を管

理し，国内/海外の各拠点からの受注に応じて即時必要な

パーツを提供できる体制を整備している．SPCが管理する

パーツは約17万点である．パーツ1点1点に対し，先々必要と

なる数量をホストシステムと人的判断により見積もり，ス

トックしている． 

従来，パーツの必要量を見積もるための需要予測法とし

て傾向AVEを用いてきた．傾向AVEは(1)式である． 

33AVE = ×
直近 ヶ月受注量平均

傾向 直近 ヶ月受注量平均
直近6ヶ月受注量平均

(1) 

これまでは傾向AVEの予測誤差を考慮して安全在庫を多

めに確保する運用がとられてきた．実際の必要量に比して傾

向AVE予測量が下回った場合は，安全在庫を流動させること

により供給が可能となる．一方，実際より傾向AVEの予測が

上回った場合は，安全在庫は過剰在庫となり，その後流動の

見込みが無ければ最終的に廃棄処分される． 

また，高価で流動性の高いサービスパーツ約1500点は重

点管理部品に位置づけられ，これらについてはホストシステ

ムで算出された予測をオペレータが確認し，必要に応じて補

正を行うなど需要予測業務に人手と時間がかかっている． 

本件，新需要予測システムの開発目的は，需要予測精度

の向上による安全在庫の低減，パーツ供給性の向上，オペ

レータの作業負荷低減である． 

 

 2．需要予測システムの概要 

本システムはワイブル成長モデルを核とするサービス

パーツ受注量の予測システムである．ワイブル成長モデルは

過去の受注量の傾向から次の受注量の程度を予測するモデル

であり，個々のパーツ累積受注量の変化がワイブル曲線に従

うとした仮説に基づいている． 

ワイブル成長モデルはすべてのサービスパーツが持つ累

積受注量パターンに対して万能ではなく，ワイブル成長モデ

ルの適合しやすいパターンや適合しにくいパターンなどの特

徴があることを数値実験により明解にした． 

本システムはその特徴を活かして，事前にワイブル成長

モデルの適合可能性を判定し，適合可能と判断されたパーツ

に対してはワイブル成長モデルを適用し，不適合な場合には

他の予測モデルを適用する分岐アルゴリズムを入れている． 

また，季節変動はペリオドグラムで識別させている．季

節変動が確認されるサービスパーツには2次Sinモデルをさら

に適用する． 

SPCではサービスパーツの受注実績を過去60ヶ月（5年）

間分まで保存しており，本システムにおいても予測に用いる

データは最大で60ヶ月分の受注実績である． 

Fig.1はあるサービスパーツへの本システムの適用結果例

を示す。横軸は経過時間（月数），縦軸はサービスパーツ受

注量である．折線は受注実績を示し，中央部を通る背骨曲線

およびギザギザ曲線（2次Sin曲線）は本システムの適用で得

られた結果である．ここでの需要予測結果は，折線の終端よ

り右に伸びた部分のギザギザ曲線（2次Sin曲線）がそれに相

当する． 
 

Fig.1 Forecasting Models by Past demand Trends-1. 

Fig.2は季節変動や成長モデルによる様々なパターンによ

る例示である． 
 

Fig.2 Forecasting Models by Past demand Trends-2. 
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 3．需要予測システム 予測フロー 

ワイブル成長モデルは，どのような受注実績パターンを

持つサービスパーツに対して適用可能か，その判定基準を実

験的に明確にしており，特徴は大きく3つある． 

①サービスパーツが部番開放（ホストコンピュータに登

録され閲覧可能な状態）されてから長い期間経ってい

るもの． 

②サービスパーツの受注量の推移がすでにピークを過ぎ，

減衰傾向が見えているもの． 

③サービスパーツの受注量が高流動で推移しているもの． 

また，サービスパーツの受注量には季節変動のあるもの

（例えば夏場に受注が増え，冬場は減る等）とないものがあ

る．本システムは，過去の受注傾向からその傾向に季節変動

の有無を判定し，ありの場合はワイブル成長モデルに加えて

2次Sinモデルによる季節変動パターン予測を適用している． 

以上の点を踏まえて本システムではFig.3の解析フローに

より需要予測を行う． 

 

Fig.3 Forecasting System flow chart. 

 4．システムを構成する個々の手法 

本システムを構成する個々の分岐法・予測法は，独自に

開発した予測手法と既存の統計手法の組み合わせからなる．

以下に，本システムにおける個々の分岐法・予測法について

紹介する． 

4-1 ワイブル成長モデル 

成長モデルは，主に経済学の分野で用いられてきた統計

的予測手法である．製品の需要は，初期にポツポツと売れ始

め，その後急激な伸びを示し，市場を一巡すると売れ行きが

鈍化し，最終的には生産打ち切りとなる． 

横軸に時間を取り縦軸に需要量を取った曲線をライフサ

イクル曲線と呼ぶ．また，その累積需要量を成長曲線と呼ぶ． 

 

Fig.4 Life Cycle Curve and Growth Curve. 

Fig.4右図の成長曲線のように，曲線がある種の分布関数

を用いて近似可能な場合は，その成長度を予測することが可

能である．一般に確率分布としてロジスティック分布やゴン

ペルツ分布が用いられていることが多い．本システムでは

パーツ需要特性を考慮して，仮定する確率分布にワイブル分

布を用いることとした．ワイブル分布は信頼性工学の分野で

製品や部品の寿命推定に用いられる確率分布である． 

本件における需要予測の対象はサービスパーツであり，

その需要は市場で発生する故障に起因すると考えられる．つ

まり，市場でのサービスパーツの需要はパーツの寿命分布と

密接に関係するであろうとの仮説によりワイブル分布を採用

した．ワイブル分布はそのパラメータの値により様々な形の

成長曲線に適用可能であるなどの利便性も備えている． 

ワイブル成長モデルの関数式を(2)式に示す． 

データベース（記憶手段）

・需要予測対象情報
・受注実績データ

データベース（記憶手段）
・需要予測対象情報

・受注実績データ
・需要予測値

ワイブル成長モデル

への適合性判別

ワイブル成長モデル
の適用

パラメーター推定計算

累積２次モデル
累積3次モデル
累積4次モデル

をそれぞれ適用
パラメーター推定計算

２次Sinモデルの適用
パラメーター推定計算

季節変動有無の
判別

需要予測値算出

最適モデル選択処理

Yes No

Yes No

受注実績期間
１８ヶ月以上？

累積２次モデル
傾向AVE
6AVE
12AVE
をそれぞれ適用

Yes No

最適モデル選択処理

ワイブル成長モデル
適用可能？

Yes

No
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ワイブル成長モデルは累積受注量推移を示すＳ字カーブ

となることが多い．サービスパーツの累積受注量推移に最も

適合するようにワイブル成長モデルの4つのパラメータTop, 

m, η, γを決定する．パラメータの決定は一般化最小二乗

法を用いる． 

任意のサービスパーツに対してワイブル成長モデルを適

用した場合の流れをFig.5に示す． 

 

Fig.5 Weibull Growth Model flow chart. 

Fig.5④のようにワイブル曲線はサービスパーツの受注量

の時系列推移に対して，最小二乗により最適化された曲線

（｢背骨｣と呼んでいる）となり，サービスパーツの受注量推

移の全体的傾向を表している．ワイブル成長モデルは現時点

以降の推移がどのようになるかを予測曲線で描くことができ

る． 

4-2 季節変動の識別：ペリオドグラム 

実際の受注量とワイブル成長モデル（背骨）との差分に

対して，一年もしくは半年周期の季節変動が見られる場合が

ある（Fig.6）．  

周期性を検出するための手法としては，コレログラムや

ペリオドグラム，分散分析による方法などが考えられるが，

本システムにおいてはペリオドグラムを採用した． 

その理由として，様々な受注量パターンを用いて各手法

での適合度を比較検討した結果ペリオドグラムの検出力が高

かったこと，また，あるkヶ月の周期性有無の程度をペリオ

ドグラムでは同調強度Sp2の1つの指標で表すことができ，そ

のSp2がどの程度であれば周期性があるのかを測る検定統計

量の閾値が容易に算出できるためにシステムに組み込みやす

いという利点があげられる． 

 

Fig.6 Seasonal demand Variation. 

以下に，周期性の有無を判断するための統計量Sp2を(3)式

に示す． 

 

( ) ( )2 2Int N k Int N k
2

j j
j 1 j 1

2 2 j 2 2 jSp T Sin T Cos
N k N k

π π
= =

      = ⋅ + ⋅               
∑ ∑  

(3) 

 

 

Fig.6に示した例に対して同調強度Sp2を算出した結果をFig．

7に示す．横軸がkヶ月を示しており，縦軸がSp2を示してい

る． 

 

 

 

 

：月【部番開放から何ヶ月目かを示す】
：累積受注個数予測値

：累積上限値【パーツの部番開放から打切りまでの総受注量の予測値】
：形状パラメータ【累積推移の形状を決定する値】
：尺度パラメータ【累積総数の約63%地点を予測する値】
：位置パラメータ【部番開放時期と実際に受注が動き出した時期との差を補正する値】

ix
îY

Top
m
η
γ

：全体の受注期間（60ヶ月等）

：差分の合計
：周期を示す。一年周期があるかどうか見たいときには12が代入される。

N
T
k

Top=18677.5

=43.6

63%
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Fig.7 Periodgram’s Statistic Sp2 Curve. 

12ヶ月周期におけるSp2の反応が最も高く，このサービス

パーツの受注量は危険率1％で有意差があり，統計的に一年

の周期性有りと判断できる．具体的にSp2の値がどの程度以

上であれば周期性があると言えるかの基準量を(4)式に示す． 

( )
( )

Pr % .

N
2

i
i 1

2

e e
1 4 4 6

N
=

−
= × ×

∑
   (4) 

 

 

4-3 2次Sinモデル 

2次Sinモデルはペリオドグラムにより“季節変動あり”と

判定されたサービスパーツにのみに適用される． 

2次SinモデルはSinカーブと2次関数の合成モデルである．

Sinカーブで6ヶ月もしくは12ヶ月の周期を追い，振幅の広狭

は2次関数で求めている．振幅の広狭はサービスパーツのラ

イフサイクルの中で導入期や衰退期のような推移が低い時期

の振幅は狭く，成長期から成熟期の受注量の推移が高くなる

に従って振幅が大きくなる傾向が見られた．このことから，

振幅の広狭を2次関数により求めることができると判断した． 

2次Sinモデルの関数式を(5)式に示す． 

 

( ) ( )ˆ 2
i 1 i 1 i 2 iD a bx cx Sin x d e

Prod 2
π

⋅ ⋅ ⋅

 
= + + × − + 

 
 (5) 

 

 

 

 

2次Sinモデルを受注量とワイブル曲線（背骨）との差分推

移に適合するように一般化最小二乗法を用いてパラメータa

～eを決定する． 

Fig.8に2次Sinモデルの適用結果を示す． 

 

Fig.8 Seasonal demand Variation (2nd Sin Model). 

Fig.8の2次Sinモデルとワイブル曲線の合成によりFig.9に

示すようなサービスパーツ需要予測曲線が得られる． 

 

Fig.9 Seasonal demand Variation (Weibull Growth and 2nd 
Sin Model). 

 5．ツールの開発 

本システムの開発当初，モデルの開発，手法の選定，実

験およびその精度確認に統計専用パッケージであるJMP4.0J

（SAS社）とExcel2000（Microsoft）を併用した．しかしなが

ら，本システムの解析フローの構築が進むにつれて個々の手

法をばらばらに用いての実験・検証方法は非効率となり，解

析フローを容易に実行できるために一本化されたツールが必

要となった．そして，本システムを開発過程の段階からSPC

において容易に導入できることを考慮してExcelベースによ

る簡易ツールを開発することとした． 

Excel版ツール開発にあたり，計算結果の出力およびグラ

フの出力はExcelの機能を用いたが，種々モデルにおけるパ

ラメータ推定等のアルゴリズムはVBA（マクロ）で記述して

：全体の受注期間（60ヶ月等）

：受注量とワイブル成長モデルとの差分
：差分の平均値

N
ei
e

iD̂
x1･i ：通し月【部番開放から何ヶ月目かを示す】

x2･i ：月【１月から１２月までを示す】

Prod ：周期【半年周期：『６』，一年周期：『１２』が代入される】

：受注量とワイブル成長モデルの差分の予測値

a～e ：パラメータ

Sin
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いる． 

 

 

Fig.10 Excel for Parts List. 

 

Fig.11 Excel for Analysis. 

 6．実験的効果確認 

本システムがSPCにおける既存システムに比べてどの程度

有効であるか検証実験を行った． 

従来システムで使われている傾向AVE（(1)式）では推定

精度に不安があり，高額高流動の重点管理部品約1500点の

サービスパーツに関しては人による経験を反映した需要予測

が行われている．人の目視による予測精度は非常に高い反面，

時間と労力がかかる．場合によっては専門家による会議を開

いて予測が立てられることもある．そのため本システムの推

定精度の狙いとしては，従来用いられてきた傾向AVE以上で

あることは当然のこととして，重点管理部品に対しても適用

可能であるか否かを検証する必要がある． 

この実験的効果確認では，今回開発した需要予測システ

ムが人の予測精度にどれだけ近づけるかを確認するものであ

る． 

人による予測結果と実績の誤差，本システムによる予測

結果と実績との誤差，これらを比較することで効果の確認を

行った．効果確認の対象としたサービスパーツは重点管理部

品の中から抜き取った176点である． 

比較にあたり，176点のサービスパーツそれぞれについて

以下のステップで計算を行った． 

①176点のサービスパーツそれぞれに対して3ヶ月先まで

の予測値を算出 

②本システムによる予測値，人による予測値，実績値，

それぞれの3か月分の合計を算出 

③実績と予測のズレと，実績の比を算出．これをズレ比

と呼ぶことにする． 

3 3
3

1
3

−
= ×

ヶ月予測合計 ヶ月実績合計
ズレ比

ヶ月実績合計
 (6) 

個々のサービスパーツに対して本システムによるズレ比

と人によるズレ比を比較して，その絶対値の小さい方を優っ

ているとする（Table 1）． 

Table 1 Comparison of Forecasting Quantity.  
 (New Forecasting System vs Human) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2 Tabulation of Comparison Result. 

 
 
 
 
 
 
 

ズレ比の分布をFig.11に示す． 

 

 

 

 

件数 比率
本システムによる予測が優る 87 49.4%
同等 1 0.6%
人による予測が優る 88 50.0%

合計 176 100.0%

名称 実績合計
本システ
ム予測結
果合計

人の予測
結果合計

システム
予測-実
績

人の予測
-実績

ズレ比
（本システ
ム）

ズレ比
（人）

ズレ比
比較結果

1 部品AAA 3810 3739 3200 -71 -610 -0.62% -5.34% 本システム
2 部品BBB 3273 3111 2900 -162 -373 -1.65% -3.80% 本システム
3 部品CCC 732 735 850 3 118 0.14% 5.37% 本システム
4 部品DDD 1756 2175 2050 419 294 7.95% 5.58% 人
5 部品EEE 917 720 800 -197 -117 -7.16% -4.25% 人
6 部品FFF 240 305 330 65 90 9.03% 12.50% 本システム・

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

171 部品OOO 60 37 100 -23 40 -12.78% 22.22% 本システム
172 部品PPP 51 41 110 -10 59 -6.54% 38.56% 本システム
173 部品QQQ 1379 1532 1650 153 271 3.70% 6.55% 本システム
174 部品RRR 745 621 820 -124 75 -5.55% 3.36% 人
175 部品SSS 1773 2343 2300 570 527 10.72% 9.91% 人
176 部品TTT 2699 2886 3200 187 501 2.31% 6.19% 本システム
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Fig.11 Histogram of Difference Ratio. 

Table 2において優劣で見ると，ほぼ互角であった． 

Fig.11からズレ比の分布を見ると，バラツキを見る標準偏

差においては，ほぼ同等である．また，人による予測は分布

の中心がプラス側に偏っていることがわかる．サービスパー

ツの在庫が足りなくなることを懸念して多めに見積もるので

あろう．それに対して本システムのズレ比は0を中心として

ほぼ左右対称の分布となっている． 

この結果から重点管理のサービスパーツに関しては人の

作業負荷低減が期待され，また重点管理の対象外サービス

パーツに対しては本システムを適用することによって予測精

度の飛躍的な向上が見込まれることを確認した． 

 

 7．運用における実績 

本システムは2004年3月よりSPCにて実稼動している． 

SPCでは需要予測精度の向上の他，様々なSCM改革を実施

しており，本システムのみの効果を抽出することは難しいが，

本システムが貢献した主な活動成果について以下に列挙する． 

(1) 人員の削減 

在庫計画担当人員の約3割削減． 

(2) 安全在庫の圧縮 

SPCが確保する安全在庫が金額ベースで約5％圧縮． 

(3) 過剰・不動在庫の抑制 

SPCでは(7)式で定義される過剰・不動在庫の発生比率を

指標として管理し，2003下期の0.72％から2004下期の

0.64％へ低減した． 

6
6

ヶ月間の過剰･不動在庫発生額累計
過剰･不動在庫発生比率=

ヶ月間の購入額累計

     (7) 

 

 8．今後の展開 

本システムを運用していくにあたり発生する不具合への対

応とさらなる精度向上を目指す．精度向上施策としては，新

機種のような過去実績のないサービスパーツの需要予測法の

検討などがあげられる． 
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注1) JMPは米国SAS Institute Inc.の商標です． 

注2) Microsoft Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその

他の国における登録商標または商標です． 




