»フェア・アイザックのカスタム型意思決定最適化アプリケーション

棚割戦略システム―――計画と最適化
最適化
商品およびスペース割り当てでの
ROIを実現

全体計画プロジェクトのアウトプット
および他の入力データ

スペース計画の決定に関して大幅な改
善を実現し、プラノグラム作成に必要な
手作業の労力を最小限に抑える。フェ
ア・アイザックは、お客様独自の事業目

在庫データのマスターリスト

標に合致したマクロ・ミクロでの店舗レイ
アウトの決定をより的確に行えるよう、最

販売、寸法、包装データ
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棚割計画データ
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Xpress-MP
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適なテクノロジーを提供いたします。意
思決定コストを削減し、業務の効率を高
め、店舗個別のプラノグラムを作成し、

社内ルール
リポジトリ

販売時期ごとに変化する条件に合わせ
つつ、すべてを実行できるのです。各種
のルール、予測的分析手法、意思決定
を最適化するテクノロジーを自在に組み
合わせることにより、最大規模の小売業

販売スペースの計画と最適化に対するフェア・アイザックのアプローチには、分析および最適化ツールがす
べて一式組み込まれており、最良の販売スペース計画を迅速かつ効率的に作成します。このソリューション
では、マクロレベルのスペース計画での大規模な最適化をサポートするほか、このチャートで示すとおり、ミ
クロレベルの棚割もサポートします。このチャートは、様々な提供元からのデータがソリューションでのルー
ルや最適化エンジンを経由して流れ、最適な棚割戦略が作成される様子を表しています。

でも、店舗レベルまた全社レベルでの改
善結果を生み出します。

フェア・アイザックのアプローチは、
次の各事項に役立ちます。
・スペースを占有し運転資金を滞らせるよ
うな、商品の過剰在庫を防止
・販売機会の逸失につながる、商品の在
庫不足を防止
・手作業のプラノグラム作成を自動化する

品の陳列の仕方は、販売実績に大
商 きな影響を与えます。しかしどの
小売事業者にとっても、とりわけ数万点
ものSKU、数百の店舗を持つようなとこ
ろでは、店舗レイアウト、プラノグラム
作成、在庫割り当ての実施はきわめて複
雑なものです。事業目標や制約事項が数
多く重なり合い、競合し、変化していく
状況で、大規模小売事業者はどうすれ
ば、販売プロセスを常に利益が最大限に
得られるような形に保っていけるので
しょうか。

ことで、コストを大幅に削減
・企業全体の方向性およびブランド基準に
適合
・寸法、設備、売上比率、美観など、幅広
い要素を考慮
・結果を視覚的、金額的に表示

フェア・アイザックの意思決定管理テク
ノロジーは、小売事業者のお客様による
店舗販売業務に関するより的確で迅速、
且つ費用対効果の高い意思決定を可能に
し、スペースの最適活用の推進を支援い
たします。小売事業者では、最適化テク
ノロジーを柔軟に適用し、在庫コストの
最小化、売上の増大、高利潤化などあら
ゆる独自の事業目標を達成することがで
きます。
きわめて複雑なビジネス上の課題に対し
ては、非常に高度な統制が必要です。

フェア・アイザックの販売スペースの計
画と最適化へのアプローチを使用するこ
とで、スペースの計画と割り当てに関す
る意思決定を、綿密な分析的アプローチ
によって簡素化し、大幅に改善できま
す。フェア・アイザックの意思決定管理
手法を使えば、棚割作業を自動化し、商
品のフェーシングの最適な数と位置を、
全社ベースで、あるいは個々の店舗レベ
ルで迅速且つ正確に決めることができま
す。

» 相互補完的なテクノロジーに
よる最適な意思決定
フェア・アイザックの販売スペース計画
と最適化のためのソリューションには、
分析および最適化ツールがすべて一式組
み込まれており、最良の販売スペース計
画を迅速かつ効率的に作成します。プ
ラットフォームは、フェア・アイザック
の先進の分析モデル化ツール、XpressMP最適化エンジン、ならびにFair
Issac® Blaze Advisor®ビジネスルール
管理システムで構成されています。

www.fairisaac.com
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特徴

メリット

予測的分析手法、意思決定最適化

販売業務に関する意思決定をより的確に

テクノロジー、ルールの独自の

行い、且つ意思決定コストを削減すること

組み合わせ

で収益性を向上

業界最高水準のルール管理テクノロジー

より多くのデータ、ルールを販売業務に

による、直感的に操作できるビジネス

盛り込み、多様なオプションからの選択

ユーザーインタフェース

内容を最適化することにより、意思決定

・在庫・配置ルール ― 包装ルールとの
適合、製品の店頭陳列日数の決定、製品
の陳列／フェーシングの最小／最大数な
ど
・区分ルール ― ブランドの区分ルー
ル、製品相互の関連（どのブランドやカ
テゴリが近い関係にあるか、あるいはど
れを新カテゴリへのクロスセリングで販
売促進するか）など

を大幅に改善
プラノグラム作成前のユーザーによる

実施に要する時間を大幅に削減し、

最適化の結果の参照が可能な

モデル化と適用にかかるコストを削減

ビジュアル表示機能
多数のSKU（万単位）および意思決定基準

ITに依存することに伴い生じる時間と

（分類ルール、在庫ルール、区分ルール

コストを削減

など）のサポートが可能

全社横断的な意思決定の調整を集中的

要員を販売促進や価格設定など、

に実施

他の重要な役割に振り向けられる

店舗レベルでも全社的に数百カ所の拠点

社内の部門間での連絡を簡素化

にまたがっていても適用可能
ユーザーおよび分析スタッフに負担の

割り当ての決定事項について再計算を

少ない保守・運用

即座に行うことで、変化する条件、ルール
に迅速かつ容易に対応

顧客行動を最も正確に予測することで世
界中の企業から信頼を受けているフェ
ア・アイザックは、その先進的な分析手
法により大量の履歴データを綿密に解析
し、小売事業者が真のスペース弾力性を
予測するのに役立ちます。フェア・アイ
ザックは、遺伝的アルゴリズム、神経
ネットワークから、ベイズアルゴリズ
ム、実験設計に至るまで、販売店の事業
目標に合致した革新的な独自のモデリン
グテクノロジーを適用できます。このソ
リューションでは、分析モデリングとあ
わせ、ミクロ、マクロレベルのスペース
計画での大規模な最適化をサポートしま
す。モデル化および最適化の結果は、迅
速且つ容易に実運用へと配備することが
でき、ユーザーフレンドリーなルール管
理インタフェースにより、保守作業も簡
単に行えます。

ビジネスユーザーが、ルール、予測的分
析モデル、最適化の制約事項について、
共通のインタフェースを用いて保守、修
正を行うことができます。
このソリューションは、予測的分析手法
（施策の結果を予測することで決定を支
援）、意思決定の最適化（実行可能な数
多くの選択肢から最良のものを選択）、
ルール（意思決定を行うにあたっての条
件を定義する）を組み合わせることで、
小売事業者が財務ニーズに最も適した棚
割を決定するのに役立ちます。また、次
のような幅広い基準を考慮した意思決定
を支援します。
・分類ルール ― 相互に補完的な製品の
定義、売上順／利益順／売上数量順と
いった製品のランキング基準、あるいは
自社ブランドの範囲の基準など

» メリット：コスト低減、意思決定
の向上、柔軟性
販売スペース計画と最適化に対する意思
決定管理のアプローチを使用すれば、小
売事業者は意思決定のコストを大幅に低
減し、業務効率を高め、より的確な決定
を下すことができます。また、条件が変
化する中で、即座にルールや制約条件を
調整して意思決定を再検討する能力を獲
得できます。
意思決定コストの削減
このソリューションは、プラノグラム作
成に関し、人手を要する部分の多くを自
動化することで、販売業務に関する意思
決定コストを大幅に削減します。手作業
のプロセスの自動化により、プラノグラ
ムの作成と展開のスピードを格段に速
め、大規模小売業においても店舗固有の
プラノグラムを作成できます。また、モ
デル、ルール、戦略の保守作業を業務・
分析スタッフが実施できるため、お客様
の企業ではITスタッフへの依存度を大幅
に低減させることができます。すなわ
ち、各レイアウト計画のコードやルール
を変更するのに、ITの『プロジェクト』
は必要ないということでもあります。
より的確な意思決定
ソリューションは、幅広いインプットを
考慮し、より利益の高い決定を生み出せ
るよう小売事業者を支援します。事業者
は、事業目標と制約条件に対して事業上
の決定を最も的確に行い、利益目標を達
成できます。たとえば、顧客関係管理や
サプライチェーンのアプリケーションか
らのデータを活用でき、顧客のセグメン
テーションや店舗ごとのセグメンテー
ション分布のアプローチに役立ちます。
また、販売担当者、分析スタッフ、IT各
部門の連絡や意思決定もより円滑に調整
できます。

© 2008 Fair Isaac Corporation. All rights reserved.

page 2

コンポーネントベースの反復的アプローチ

ループ終了
意思決定分析による戦略
の最適化

価値

一層の経営スピードの実現
ソリューションの処理スピードの速さを
活かし、計画担当者は最適なスペース割
当の決定結果を、条件やルールの変更に
伴って即座に再検討し、見直すことがで
きます。ソリューションは中央集中型で
すので、全社レベルでの戦略的な変更
も、すべてのカテゴリで迅速且つ正確
に、整然と実施できます。

ループ終了

店舗のクラスタ化、
製品の関連性、
予測的需要モデリング

予測的分析手法による意思決定の
精度向上

分類ルール、
在庫ルール、
区分ルール／制約事項

ループ終了

» 詳細について
フェア・アイザックの販売スペース計画
と最適化への意思決定管理アプローチに
より、販売業務をどのように改善できる
かについて、詳細は、MSI株式会社、電子
メールxpress@msi-jp.comか、電話043297-3832までお問い合わせください。

さまざまな
制約事項、目標に
基づき最適化

ビジネスルール管理によるプロセス自動化

意思決定の精度、スピード、整合性
フェア・アイザックの販売スペース計画と最適化へのアプローチにより、分類、在庫、区分ルールといったビジ
ネスルールの適用を出発点とし、店舗のクラスタ化、製品の関連性、需要モデリングといった先進の分析技
術を用い、さらには多様な制約事項や事業目標をふまえた最適化技術を用いてルールの決定範囲を拡張し
ていくことで、戦略の価値が高められていきます。

結果表示
棚スペースの割り当て
アイテム配置

ソリューション状態

診断

アイテム配置
10%

ブランド：アイテムのブランド
名称：アイテム名

アイテム
画像

20%

45%

棚：指定の棚
フェーシング：指定のフェーシング

25%

位置：指定の位置

45%
25%
20%
10%

ブランド A (aaa アイテム）
ブランド B (bbb アイテム）
ブランド C (ccc アイテム）
ブランド D (dddアイテム）

場所：左からXXXインチ、右からYYYインチ

棚の全長：ZZZフィート
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小売事業者は、フェア・アイザックのソリューションが生み出した戦略の様々な側面からの決定結果を、容易
かつ明確に理解できます。このグラフは、棚割戦略の結果を表示した、ソリューションのスクリーンショットの
一例です。
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