
 

 予算が限られているから・・・ 

ププロロジジェェククトト管管理理ににおおけけるる  CCrryyssttaall  BBaallll  のの活活用用  

プロジェクト選択 

OptQuestを用いたプロジェクト管理 

分析 

事業資金の配分、設備の建設や拡張、在庫管理、製品材料の選択というような重要な意思決定には、何千、何万

もの選択肢が考えられます。しかし、それを個別に評価するのは実践的な方法ではありません。そもそもコストや時

間の問題があり、そのような評価の方法はほとんど不可能だといえるでしょう。 

Crystal Ball の OptQuest を用いたモデルは、意思決定に必要な要素を分析するときや、よりよい手段を探すとき

にたいへん役立ちます。モデルはその問題の最も重要な特徴を取り出して理解しやすい形で表現することができるの

で、直感だけでは得られることができない新しい視点を提供します。 

大手公益法人であるR&Dグループのプロジェクト事業部

は、現在8つのプロジェクトを抱えています。それぞれのプ

ロジェクトチームが、担当プロジェクトの収支予測を立てま

した。 

・ 成功したときの予想利益 

・ 成功する確率 

・ 初期投資額 

プロジェクト事業部長は、これを左の表にまとめました

（図1）。この表からわかるように、すべてのプロジェクトを実

行するためには2,800,000円の投資が必要です。しかし、予

算は2,000,000円しかありません。 

 

プロジェクト事業部長は、予算の範囲内で総利益を最大

にするように、実行するプロジェクトを選択しなければなりま

せん。予測利益と成功率は不確実なので、この決断はきわ

めて困難です。プロジェクト選択の様々な組み合わせの中

から、最大の総利益が得られるよう予算の運用を考えてみ

ましょう。 

予想利益の仮定 

予想利益の仮定セルは、さまざまな分布をもちます。プロジェクト1の

仮定セルは正規分布を使用しました（図2）。正規分布は、インフレ率や

将来のガソリンの価格といった不確実な変数を表すときに用いられま

す。 

プロジェクト1の予想利益の標準分布は、 

平均   ：750,000円 

標準偏差：75,000円 

です。 

今回のケースでは、過去の利益の各値の和を値の個数で割って平

均値を求めました。また、同じく過去の利益から、平均値を中心に値の

約68％が含まれる範囲を見つけ、その範囲の一方の端から平均値ま

での距離が75,000円であったため、これを標準偏差としました。同様に

して、その他のプロジェクトの予想利益にも分布を仮定します。 

 

成功率の仮定 

成功率には1回の試行で得られる二項分布を使用します（図3）。二

項分布の試行の結果は二種類、つまり、プロジェクトが成功するか、失

敗するかのどちらかです。プロジェクト1の場合、その成功率は90%であ

ると仮定しました。同様にして、その他のプロジェクトの成功率にも二項

分布を仮定します。 

約 68％ 

プロジ ェクト 予 想利益 成 功率 実 質利益 初 期投 資額 純 利益 選択
1 ¥750,000 90% ¥675,000 ¥250,000 ¥425,000 1
2 ¥1,500,000 70% ¥1,050,000 ¥650,000 ¥400,000 1
3 ¥600,000 60% ¥360,000 ¥250,000 ¥110,000 1
4 ¥1,800,000 40% ¥720,000 ¥500,000 ¥220,000 1
5 ¥1,250,000 80% ¥1,000,000 ¥700,000 ¥300,000 1
6 ¥150,000 60% ¥90,000 ¥30,000 ¥60,000 1
7 ¥900,000 70% ¥630,000 ¥350,000 ¥280,000 1
8 ¥250,000 90% ¥225,000 ¥70,000 ¥155,000 1

予算 ¥2,000,000
投資総 額 ¥2,800,000
残額 (¥800,000)

総利 益 ¥1,950,000予算制限内で
総利益を最大化

図2 予想収益の仮定 

図3 成功率の仮定 

失敗率10% 成功率90% 

図1 プロジェクトの選択 

予算が限られているから・・・ 

どの組み合わせにしよう？ 



 

プロジ ェクト 予 想利 益 成功 率 実質 利益 初 期投 資 額 純 利 益 選択
1 ¥750,000 90% ¥675,000 ¥250,000 ¥425,000 1
2 ¥1,500,000 70% ¥1,050,000 ¥650,000 ¥400,000 1
3 ¥600,000 60% ¥360,000 ¥250,000 ¥0 0
4 ¥1,800,000 40% ¥720,000 ¥500,000 ¥220,000 1
5 ¥1,250,000 80% ¥1,000,000 ¥700,000 ¥0 0
6 ¥150,000 60% ¥90,000 ¥30,000 ¥60,000 1
7 ¥900,000 70% ¥630,000 ¥350,000 ¥280,000 1
8 ¥250,000 90% ¥225,000 ¥70,000 ¥155,000 1

予 算 ¥2,000,000
投 資総 額 ¥1,850,000
残 額 ¥150,000

総 利益 ¥1,540,000予算制限内で
総利益を最大化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最適化と結果 

意思決定変数 

OptQuest を使って、プロジェクトを実行するか中止

するかという二者択一の選択を、2値（1or0）の意思決

定変数を用いて導きます。プロジェクトを実行する場合

を1、中止する場合を0に設定します。 

また、予算には制限がありますので、プロジェクトの

投資総額が予算を超えないように制約条件も設定しま

す。 

投資総額≦予算 

 

 

最適化とリスク分析 

以上の条件を設定し、OptQuest で最適化を実行し

ます（図4）。今回は、総利益の平均が最大となるよう

にシミュレーションを行いました。最適化結果を見る

と、総利益の平均が最大となる解は、3と5を除いたプ

ロジェクトが選択されています。つまり、｛1,2,4,6,7,8｝の

プロジェクトを選択すれば、投資総額は予算制限内に

収まり、総利益も1,540,000円期待できる結果となった

のです（図5）。 

ところが、総利益の予測結果を見ると（図6）、総利

益の分布が非常に不規則であることがわかります。総

利益は、選択されたプロジェクトの成功率の組み合わ

せに依存するため、バラツキが大きく、多額の損失が

発生する可能性をはらんでいるのです。 

 こういった場合、探索中に見つかった他の解も含め、

プロジェクト選択の見直しを行い、再度、このリスクを

評価するべきでしょう。 

 

信頼度 

さて、この事例では総利益の平均が最大となるよう

にシミュレーションを行いました。しかし、このままでは

損失を負うリスクが高いため、最も高い確率で正の総

利益が得られる解を探す方がいいのかもしれません。

そこで、信頼度の統計量を最適化することを考えま

す。つまり、総利益が0以上にほとんどの値が収まるよ

うな最適解を探索するのです。 

上記の条件でシミュレーションを行うと、｛1,7,8｝のプ

ロジェクトが選択されました。｛1,7,8｝のプロジェクトを選

択した場合、総利益は860,000円と減少しますが、

97.50%の確率で総利益が0以上となり、損失を負うリス

クは少なくなることがわかります（図7）。 

他にも、それぞれのプロジェクトにおいて、最も高い

確率で正の純利益が得られるように解を探すという方

法も考えられます。このようにして、様々な評価の中か

ら、目的に合った最適解を探すことが大切です。 

図4 最適化

意思決定 

試行錯誤を繰り返せば、よい解は得られるかもしれませんが、リスクの評価をせずに予測値をもとにして意思決定

を行うことには危険が伴います。実際、R&Dグループのプロジェクト選択は、1回きりの意思決定であり、選択したプロ

ジェクトは成功することもあるでしょうし、失敗することもあるでしょう。当然、プロジェクトが成功しない場合は、初期投

資額を失ってしまいます。こういったプロジェクトが成功するかどうか不確定なリスクをもつ意思決定には、最適化結

果から見たリスク分析が重要となります。 

図5 プロジェクトの選択結果と総利益 

図6 総利益の予測結果 ｛1,2,4,6,7,8｝のプロジェクト 

図7 総利益の予測結果 ｛1,7,8｝のプロジェクト 
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