
オラクル・データシート 

ORACLE DEMANTRA 
DEMAND MANAGEMENT 

 
 主な特長 

• リアルタイムな需要の可視化と一元化

されたワンナンバー・プランニングを

実現する柔軟なデータ階層の多次元

データ・モデリング 
• タイムバケット、ユニット、通貨の柔

軟な設定による業務および財務計画の

ニーズに対応 
• 担当者ごとにセキュリティ設定を行い

Webベースでリアルタイムに社内外の

コラボレーションを実現 
• ダッシュボード、自動化された例外管

理、ワークフローを活用し変化の激し

い市況にも迅速に対応 
• 大容量データを管理できるハイブリッ

ドなOLAPアーキテクチャと分散処理 
• 独自のベイズ予測モデルを適用するこ

とにより、価格や宣伝など複数の原因

因子を同時処理 
• チェーニング（推論方法）、属性ベー

スの予測、シェープ・モデリングによ

り新製品に対する需要や既存製品の販

売終了時期を予測 
• 使い勝手がよく、高度な構成作業も簡

単に実行 
• オープンスタンダードの基盤で外部

システムやレガシー・システムに接

続 
• 短期導入で、対投資効果の実現を加速 

あなたの会社は需要に基づいた企業活動を志向していますか。
需要予測精度を向上し、部門間で整合性の取れたサプライ・
チェーン計画を迅速に実行するプロセスを、導入できています
か。製品ライフサイクルの改善、販促、イベントの効果を適切
に管理できていますか。オラクルの Demantra Demand 
Managementソリューションはリアルタイムで需要を察知でき
ます。予測精度を向上させ、収益を高める需要を形成すること
ができます。その結果、需要に基づいた企業活動を行うことが
でき、サービス・レベルと売上の増加、顧客満足度の向上、在
庫コストや流通コストの削減が実現できます。 

需要の予測と形成、需要への対応 
Oracle® Demantra Demand Managementソリューションが提供する一元化
された正確な予測結果によって需要を察知し、即時に対応することが可
能になります。優れた精度を誇る予測値を基盤に、部門およびユーザー
間の組織的連携を強化し、需要に基づいた部門間合意計画を遂行するプ
ロセスへの移行を可能にします。分析機能に優れ順応性の高いビジネ
ス・プロセス自動化機能が組み込まれており、リアルタイムな需要感知
情報を、日々の業務に関する意思決定に反映することが可能になります。 

 
図1. Demantra Demand Management 
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リアルタイムの需要予測 
市場の急激な需要の変化に即時対応するために、消費により近いポイン
トで、きわめて高い精度の需要兆候のシグナルを感知し、自動的に精査
して注目すべきシグナルだけをアラートとして発信します。Oracle® 
Demantra Demand Management は、需要に基づいた計画に対応すべく設
計されており、出荷と注文履歴、配送センターでの回収、顧客のコラボ
レーション、販売時点管理（POS）、マーケティング・データなど複数
のデータ・ソースから需要を予測することができます。 下層のデータ
を保持することによって、Demand Managementは、個別の需要要素を反
映した先見的かつ正確な需要の可視化を実現します。 

主要顧客とのコラボレーション 
Oracle® Demantra Demand Managementは、顧客との簡単にそして効果的
なコラボレーションを実現して需要予測精度を改善します。顧客は、関
係するデータに安全にアクセスができ、効率的なコラボレーションを展
開できます。 

包括的な例外管理と監査証跡 
Oracle® Demantra Demand Managementは、アラート表示、設定が柔軟な
ワークシート、関心領域を強調表示する色分け表示などのツールを提供
し、需要データの評価作業の自動化を実現します。例外管理に主軸をお
いたプロセス導入を行い、顧客の需要動向を効率的かつ効果的に監視し、
需要の変化に即時対応することができます。構成の変更が可能なビジネ
ス・ルールを適用することで、簡単かつ効率的に、トレンドの判断、予
測の差異の識別、その他の需要動向への対応ができます。調整処理はす
べてオンライン・メモに記録され、需要管理プロセスの中で行われた仮
定と決定作業が文書化されるので、包括的な監査証跡の取得が実現しま
す。デジタル署名により、アカウンタビリティも万全です。 

実績管理の統合 
Oracle® Demantra Demand Managementは、策定した計画プロセスとその
結果の効果、および効率性を豊富な重要業績評価指標（KPI: key 
performance indicator）を活用して計測します。このKPIには、平均絶対偏
差（MAD）、平均絶対誤差率（MAPE）、加重MAPEといった予測精度
に関する統計指標が含まれています。 追跡すべき兆候や予測の偏り（バ
イアス）も算出、詳細なレポートや例外アラートを抽出することによっ
て改善すべき要素を明示し、継続的な改善プログラムの利点を実感する
ことができます。  

ビジネス・プロセスに簡単に適応 
Oracle® Demantra Demand Managementは、任意の次元と粒度で分析が行
える、柔軟な多次元データ・アーキテクチャ上に設計されています。
同じ粒度の基盤データを全社的に共有しながらも、個々の部門では
データの階層付けなど測定単位を設定し、部門独自の視点で 新の計
画状況を検証することができます。 Oracle® Demantra Demand 
Managementは、作業内容、アラート、KPIが盛り込まれた個人用ダッシュ
ボードや、テーブルやグラフ付のユーザー個別設定可能なスプレッド
シート型ワークシートを提供します。また、問題解決のためのコラボ
レーション・エスカレーションに関するプロセスを、関係者の役割を
踏まえて自動化することができ、需要に基づいたビジネス・プロセス
の構築、自動化を実現します。 
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予測精度の向上 
特許を取得しているベイズ式分析予測エンジンは、 高の予測精度を提
供します。自動化されたアルゴリズムが、15の業界標準モデルおよび占
有予測モデルから、様々な需要パターンに適したモデルを検討します。
予測エンジンは、自動的に異なる予測モデルを時系列に複合化します。
これにより、季節、宣伝、トレンドその他の原因因子を考慮に入れた需
要予測が生成されます。単なる過去のデータとの適合作業ではなく、自
己学習型、自己適応型のアルゴリズムが、異なるモデルを複合的に適用
することにより予測精度を 大化し、変化の激しい市況に対応します。
複数の原因因子を同時に検討し、天候やマクロ経済的要因のような外的
要因も考慮します。新製品の需要は、類似属性を持つ製品の売上に基づ
く特殊なアルゴリズムによって予測されます。原因因子と販促による増
収などの分析パラメータは 下層データとして維持され、予測に地域特
性が必ず反映されるように設計されています。Oracle® Demantra Demand 
Managementは難しい統計学的な要素をビジネス・ユーザーが意識せずに
使用できる、「専門家機能（"PhD in a box"）」が搭載されています。同
時に、統計の専門家の方にとっては、業務上の必要に応じて広範囲なモ
デリングを行うことが可能になっています。 

収益性のある需要形成 
Oracle® Demantra Demand Managementは、単なる需要への事後対応では
なく、収益の望める需要形成と需要管理を積極的に遂行することを可能
にします。需要形成の例として、プロダクト・ミックスを変更するタイ
ミングの管理や、積極的に収益性を高める販促活動や販売インセンティ
ブの管理などがあげられます。 

新製品の導入 
Oracle® Demantra Demand Managementは、特有の難しさがある新製品の
需要予測のために、チェーニング（推論方法）、シェープ・モデリング、
属性に基づく予測など、複数のツールを用意しています。Oracle® 
Demantra Demand Managementでは、既存製品のライフ・サイクルに基づ
いた新製品のモデリング、新バージョンや新製品と既存製品の入れ替え
をモデリングできます。シェープ・モデリングと属性に基づく予測は、
新製品に関する履歴を正確に作成し、新たな予測の基盤として活用しま
す。新製品の投入時期や市場撤退時期を予測することも可能です。たと
えば、本格的に市場に製品投入する前に、テスト・マーケットで販売す
ることもできます。また、新製品投入により起こる既存製品に対するカ
ニバリゼーション（共食い現象）も管理することができます。 

イベントと販促 
Oracle® Demantra Advanced Forecasting and Demand Modelingオプション
を活用することによって、イベントと販促の内容を定義し管理すること
が可能になります。高性能な販促モデリング・エンジンが、過去の増収
効果の要因を算出し、プラスとマイナス（カニバリゼーション）両方の
効果を特定し、販促が他製品へ与える影響もモデリングすることができ
ます。需要計画の任意の次元にイベントを割り当てることができます。
Demand Managementは、マーケティング・プログラムと販促の効果を明
確化した上で、需要形成を行うことを可能にします。販促の効果予測を
行う際は、地域差、季節、ある期間に特有な原因因子などが反映されま
す。 
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リアルタイムの販売業務計画への進化  主な利点 

主な利点 

• リアルタイムな需要感知 
• 予測精度の向上 
• 収益性のある需要形成 
• リアルタイムの販売業務計画への進化 
• 段階的な導入 - 統合性を失うことなく

短期間で収益を達成 

関連製品 

• Oracle® Inventory Optimizationには 
需要シナリオと需要の変動（MAPE、 
MAD）を活用 

• Oracle® Strategic Network 
OptimizationとOracle® Advanced 
Supply Chain Planningの入力データと

して需要シナリオを活用 
• Oracle® Demantra Advanced 

Forecasting and Modelingオプション

を活用して需要予測精度を向上 
• Oracle® Demantra Real-Time Sales 

and Operations Planningでリアルタイ

ムな販売業務計画への進化を実現 
• Oracle® Demantra Predictive Trade 

PlanningとTrade Promotion 
Optimizationを活用し営業計画と販促

計画の統合・最適化 

Oracle® Real-Time Sales and Operations Planningは、Oracle® Demantra 
Demand Managementと統合することによって販売業務計画をリアルタイ
ムで行うプロセスへと進化をとげました。あらかじめ用意されたデー
タ・ストリーム、メトリック、テンプレート、ワークシート、ワークフ
ローなど、一般的なベスト・プラクティス・プロセスを代表するツール
を活用して簡単に業務での活用を開始できます。構成変更と拡張が容易
に行えるので、特殊なビジネス・プロセスにも簡単に適合させることが
可能です。ビジネス・プロセスの自動化することにより、円滑な社内コ
ラボレーションを推進し、継続的かつリアルタイムな需要形成および供
給戦略の策定を実現します。 

機能を簡単に追加できる完全統合されたプランニング・ソリューション 
Oracle® Demantra Demand Managementは、Oracle® Advanced Planningソ
リューションの一部となっており、Oracle® Advanced Planning製品との
併用によってさらに相乗効果を発揮します。たとえば、Oracle® Demantra 
Demand Managementは、合意需要予測と、予測精度を算出するための予
測エラー測定値の両方を、Oracle® Inventory Optimizationに提供し、在庫
化延期戦略の算定をサポートします。また、Oracle® Advanced Supply 
Chain Planningに需要データを提供し、シームレスな供給計画を可能にし
ます。 

Oracle® Advanced Planningソリューションの一環として、Oracle® 
Demantra Demand Managementは、共通の基盤とデータ・モデルを共有す
るので、サプライ・チェーンの設定とモデリングに重複はありません。
追加導入するどのモジュールでも、必要なのは製品独自の機能に必須の
増分セットアップだけであり、低コストで迅速な機能追加が可能です。 

Oracle® Advanced Planningは受注処理、製造、調達、倉庫管理、販売、
マーケティング、エンタープライズ・プランニングおよび予算、サプラ
イ・チェーン・インテリジェンスなどOracle E-Business Suiteの他のコン
ポーネントともシームレスに連携し、広範なサプライ・チェーン管理を
実現するのに 適なソリューションです。 
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