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1

はじめに

OptQuest® for Crystal Ball は、シミュレーションモデルの 適解を自動的

に探索するプログラムです。

Crystal Ball のシミュレーションモデルそのものは、あらゆる状況に対し

て起こり得る結果を提供するのみで、どうしたら 適な結果に到達でき

るかは教えてくれません。OptQuest を併用することによって、Crystal

Ball の性能を 大限に引き出すことができるようになります。

OptQuestは、高度な 適化テクニックを使って、 良の結果をもたらす

変数の組合せを発見します。

「来月はどのような販売戦略をとるべきか」というような難しい問題を

シミュレーションモデルで考察するときでも、OptQuestを使うと、たと

えば月の売上を 大にする価格設定を見つけることができます。また

「資産をどのように運用するべきか」という問題では、限られたリスク

で利益を 大にする資産運用方法がわかります。さらに、「この油田を

どう開発するべきか」に対しては、掘削すべき油井の数まで答えること

ができます。

OptQuestはウィザードをベースにしているので、 適化の設定は難しく

ありません。Crystal Ball でスプレッドシートモデルを扱う方法さえ知っ

ていれば、簡単に利用することができます。はじめて使ったときでも、

おそらく 1 時間もあればモデルの 適化を始められるでしょう。

このマニュアルでは、OptQuestで使用する用語をはじめ、操作手順や実

行結果の解釈の仕方をわかりやすく説明します。

OptQuest には、Microsoft Windows と Microsoft Excel のいくつかのバー

ジョンが対応しています。OptQuestを使用するために必要なハードウェ

アとソフトウェアについては、Crystal Ball フォルダの下の Docs フォル

ダ（通常のインストールでは、C:\Program Files\Decisioneering\Crystal

Ball 7\Docs）にある“インストール＆ライセンス認証ガイド.pdf ”をご

覧ください。

また、これらに関する 新の情報については、以下の構造計画研究所

Crystal Ball 製品ウェブサイトを参照してください。

http://www.kke.co.jp/cb/
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Introduction はじめに
対象ユーザ
OptQuest は、マーケットを調査してリスクを分析するビジネスマンか

ら、実験や仮説を検証する科学者まで、意思決定を行おうとしている、

あらゆる分野の方にご利用いただくことができます。OptQuest を使う

と、人、時間、費用といったリソースを も効率的に利用した意思決定

を行うことができます。

OptQuestはスプレッドシートを高度に利用するツールですが、あらゆる

ユーザ層をターゲットにして開発されています。したがって、OptQuest

を使う前に、統計学やコンピュータの専門知識を習得する必要はありま

せん。お使いのコンピュータのごく一般的な操作技術と、 Crystal Ballモ

デルを利用する知識があれば、OptQuestを 大限に活用することができ

ます。 

このマニュアルの構成
このマニュアルは次のように構成されています。

･ 第 1 章 － OptQuest とは

二つのチュートリアルを使ってOptQuestの機能と使い方を簡単に説

明します。OptQuest の基礎を学習するときにお読みください。

･ 第 2 章 － 最適化モデルと統計量 

適化モデルの要素や種類の説明と、統計量に関する基礎的な説明

を行います。モデリングについて学習するときにお読みください。

･ 第 3 章 － モデルの設定と最適化の実行

OptQuest を使って 適化を行うための設定と実行方法、OptQuest か

らの出力を、順を追って説明します。

･ 第 4 章 － OptQuest の応用事例

さまざまな分野から取り上げた九つの例題を使って、実践的な 適

化モデルの構築と 適化作業を学習します。

･ 第 5 章 － 最適化スピードと精度の向上

OptQuest のパフォーマンスを上げるテクニックを説明します。

･ 付録

･ 付録 A － 上級者向けの参考文献

OptQuest が 適化を行う手法、演算理論、他の 適化ソフトウ

エアとの比較などを説明した上級者向けの文献を紹介します。
2  OptQuest ユーザマニュアル



1

･ 付録 B － メニューとキーボードコマンド

OptQuest のメニュー、および、マウスを使ってメニューを選択

する代わりにキーボードで直接指示できるコマンドと、アイコ

ンをリストします。

･ 参考文献

関連書籍のリストです。

･ 用語辞典

このマニュアルで使われているOptQuest特有の用語や統計用語につ

いて説明します。

･ 索引

50 音順の項目リストです。

マニュアルの記述について
本マニュアルは、以下の規則に従って記述しています。

［ ］で囲まれたフレーズは、メニュー、ダイアログ、ダイアログ内の

フィールドやボタンなどを示します。“ ”で囲まれた数値や文字列

は、主にダイアログのフィールドや Excel ワークシートなどにユーザが

入力する数値や文字列です。

［ ］で囲まれたメニューが「→」で区切られている場合は、記載順に

メニューを選択することを示します。たとえば、次の例では［ファイ

ル］メニューから［終了］を選択します。

［ファイル］→［終了］

また、以下のように欄外にアイコンが付記されている場合は、そのアイ

コンをクリックすれば直接メニューを選択することができます。

［定義］→［意思決定変数の定義 ］

< > で囲まれている文字はキーボードのキーを表します。複数のキーを

同時に押すときは「＋」でつないで表記し、同時にではなく連続して

キーを押すときは単に並べて表記します。たとえば、<Ctrl>+ <c> は Ctrl

キーを押しながら cキーを押すことを表し、<Ctrl>+ <c> <N>はCtrlキー

を押しながら c キーを押し、次に N キーを押すことを表します。

大文字・小文字は区別されます。<Ctrl>+ <c> と <Ctrl>+ <C> は異なる

キー操作になるので注意してください。
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Introduction はじめに
＜ ... メモ＞ には、本文の説明を補う注意事項やヒントが記載されてい

ます。

＜ OptQuest メモ＞　OptQuest に関する追加説明です。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball に関する追加説明です。

＜統計メモ＞　統計に関する追加説明です。

画面表示について

このマニュアルに記載された画面は、Windows XP が稼動するコン

ピュータ上で Excel 2000 を使って画面キャプチャをしました。したがっ

て、お使いのプラットフォームによっては表示が若干異なる場合があり

ます。

また、システムによって切り捨ての基準が異なるため、マニュアルに記

載された計算結果は実際のものと異なる場合があります。

サンプルモデルファイルについて
サンプルモデルファイルは、OptQuestを有効に利用していただくための

ヒントを提供します。

Excel のメニューバーから［ヘルプ］→［Crystal Ball］→［サンプルファ

イル］を選ぶか、Windows のスタートメニューから［プログラム］→

［Crystal Ball 7］→［サンプルファイル］→［サンプルガイドを表示］を

選び、サンプルガイドからファイルを選択することができます。サンプ

ルガイドは、ファイルの概要・業種・適用分野・適用製品・機能などを

簡単に紹介しています。

また、Windows のスタートメニューから［プログラム］→［Crystal Ball

7］→［サンプルファイル］→［サンプルモデルを参照］を選んで Examples

フォルダを開き、そこから選ぶこともできます。

多くのサンプルモデルは、一連のマニュアルの中でチュートリアルや事

例として使用されますが、マニュアルから言及されないファイルもあり

ます。このようなサンプルモデルファイルは、以下の二つのワークシー

トをもっています。

• スプレッドシートモデルを含んだ“モデル”ワークシート

• モデルに関する情報を記載した“解説”ワークシート
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“解説”ワークシートは、そのサンプルモデルに関する詳細な背景と、

“モデル”ワークシートの構成を説明します。したがって、マニュアル

にはない追加チュートリアルとして使用することができます。

トレーニングセミナー
構造計画研究所では、意思決定のスキルを向上させるのに効果的なセミ

ナーを行っています。くわしくは、構造計画研究所の Crystal Ball 製品

ウェブサイト

http://www.kke.co.jp/cb/

をご覧いただくか、電話（03-5342-1025）にてお問い合わせください。

サポート
OptQuestを効果的にご利用いただくため、弊社では以下のようなユーザ

サポートを行っています。

テクニカルサポート

OptQuestに関するご質問やご意見は、テクニカルサポートで承ります。

テクニカルサポートの利用方法については、Crystal Ball をインストール

したフォルダのReadmeファイルをご覧ください。ただし、Developer Kit

に関してはサポート対象外とさせていただきます。
OptQuest ユーザマニュアル 5





Chapter
第 1 章

OptQuest とは



概要

OptQuestの特徴を理解していただくために、

二つのチュートリアルを用意しました。

初のチュートリアルでは、Crystal Ball で

使用した「メゾン・ド・クリスタル」モデ

ルを使って賃貸マンションの 適な家賃を

導きます。このモデルを通じて、OptQuest

の大まかな機能を理解することができるで

しょう。

次のチュートリアルでは、資産運用モデル

を使います。このモデルは、財テクを考え

ている一般投資家を想定したもので、リス

クとリターンのバランスを考えた 適な投

資方法を検討します。このチュートリアル

では、 適化の設定や実行を実際に体験し

ていただきます。

OptQuest の操作方法を身につければ、あら

ゆる Crystal Ball モデルに 適な答えを導く

ことができるでしょう。



1

OptQuest の働き

ほとんどのシミュレーションモデルは、意思決定変数と呼ばれるコント

ロール変数をいくつかもっています。この章で取り上げるマンション経

営や資産運用のチュートリアルでは、家賃や投資額がこれにあたりま

す。意思決定変数に 適な値がわかると、重要な目標を達成するときと

逸するときの違いがはっきりします。

意思決定変数に 適な値を見つける作業のことを、「 適化」（Optimiza-

tion）といいます。 適化を行うときは、やみくもに反復計算を繰り返

すのではなく、その場に応じた対応が必要とされます。通常の 適化作

業では、以下のような手順を納得のいく結果が得られるまで繰り返しま

す。

a. 初期設定を使ってシミュレーションを実行する

b. 結果を分析する

c. いくつかの設定を変更する

d. シミュレーションを再実行する

e. 手順 b ～ d を繰り返し実行する

小さなモデルであっても、これは時間のかかる作業です。また、シミュ

レーションの結果を分析しても、次の設定をどのように変えればよい方

向に進むのかがわからないこともあります。

も厳密な計算を行おうと思えば、可能な組合せを体系的にすべて数え

上げるという方法に行き着きます。もちろん、この方法を使えばかなら

ず 最適解は発見されます。しかし、ここで得られた解は、ほとんど応

用がききません。

さらに、この方法を実行するのに要する時間を考えてみましょう。シ

ミュレーションモデルに変数が二つあり、それぞれの変数のとり得る値

が 10 個ある場合、100 回（102 通り）のシミュレーションですべての組

合せを試すことができます。仮に 1 回のシミュレーションが 2 秒で済む

とすれば約 3 分で解決します。

しかし、変数が六つある場合を考えると、すべての組合せを試すには

1,000,000 回（106 通り）のシミュレーションを行わなくてはならず、シ

ミュレーションが完了するまでには 3 週間以上かかります。つまり、完

璧に計算しようとすれば、週単位、月単位、年単位の時間が必要になり

ます。

意思決定変数

ユーザがコントロールすることが
できるスプレッドシートモデル上
の変数。

最適解

最良の結果が得られる意思決定変
数値の集合。
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Chapter 1 OptQuestとは
これに対し、OptQuestの 適解の導き方は実にスマートです。特別なプ

ロセスを実行する必要はなく、もちろんすべての組合せを試したりする

こともありません。OptQuestを使えば、定義された目的に対して 大ま

たは 小の結果をもたらす意思決定変数値を簡単に見つけることができ

ます。

OptQuestは、すべての組合せの中からほんの一部を探索するだけで、つ

まり、きわめて効率的に、 適あるいは 適に近い解を導くことができ

ます。

マンション経営のチュートリアル

OptQuestの働きを理解するには、簡単なチュートリアルがあれば十分で

す。そこで、Crystal Ball のチュートリアルで使った賃貸マンション「メ

ゾン・ド・クリスタル」を再び取り上げ、オーナーの収益を 高にする

適な家賃を求めることにしましょう。

メゾン・ド・クリスタルに類似したマンションの価格構造と入居室数を

分析してみると、需要は60,000～90,000円の家賃の線形関数となってい

ることがわかりました。

入居室数 = − 1/1,500（家賃） + 85

また、マンション全体の経営コストが 1ヶ月あたり 2,250,000円であるこ

ともわかりました。

＜ Crystal Ball メモ＞　CB Predictor や Microsoft Excel のアドイン
「分析ツール」の回帰ツールを使うと、独立変数と従属変数の間にある線
形関係を見つけることができます。

これらの意思決定の材料は、すでにスプレッドシートモデルに入力され

ています。以下のようにチュートリアルを開始してください。

1. Crystal Ball を起動します。

2. Crystal BallのExampleフォルダから“Futura with OptQuest.xls”

を開きます。

図 1.1 のようなワークシートが現れます。このスプレッドシートモ

デルは Crystal Ball のチュートリアルで使用したメゾン・ド・クリス

タルモデルを拡張したものです。Crystal Ball のチュートリアルで

使ったワークブックには、意思決定変数がありませんでした。
10 OptQuest ユーザマニュアル 
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図 1.1  「メゾン・ド・クリスタル」のスプレッドシートモデル

スプレッドシート上では、家賃を 75,000円に設定しているので、以下の

算式から入居室数 35 が得られます。

入居室数 = − 1/1,500（75,000） + 85 = 35

したがって、全体の利益は 375,000 円となります。

さて、もしすべてのデータが変化しない確かな値であるならば、単純な

演算表を使って 適な家賃を導くことができるでしょう。しかし現実に

は、1ヶ月の経営コストや、入居室数を求める関数に含まれるパラメー

タ（−1/1,500 や 85）は確かな値ではありません（この例では確率分布

で与えられています）。 適な家賃を決定する問題は、演算表で解決で

きるほど単純ではなさそうです。

OptQuestを実行する前に、以下のようにCrystal Ballの実行プリファレン

スを設定してください。

3.［実行］→［実行プリファレンス］を選び、次のように設定します。

• ［ 大試行回数］に“500”を指定します。

• ［サンプリング手法］に［ラテンハイパーキューブ］を指定しま

す。

• ［サンプルサイズ］に“500”を指定します。

• ［乱数の生成］エリアで［同じ乱数列を使用する］をチェック

し、［初期シード値］に“999”を指定します。
OptQuest ユーザマニュアル 11



Chapter 1 OptQuestとは
OptQuest の実行

以下のように、 メゾン・ド・クリスタルモデルで OptQuest を実行して

ください。

1.［実行］→［OptQuest］を選びます。

OptQuest ロゴが表示され、OptQuest の初期ウィンドウが開きます。

＜ Crystal Ball メモ＞　このコマンドが使用できるのは、シミュレー
ションが実行されておらず、直前に実行されたシミュレーションがリ
セットされているときだけです。

＜ OptQuest メモ＞　インストール直後に OptQuest が起動できない
場合は、管理者権限でログインして、起動し直してください。

2.［ファイル］→［新規作成］を選ぶか、ウィンドウに表示される［新

規］ボタンをクリックします。

［意思決定変数の選択］ウィンドウが開きます。

［変数名］フィールドに“家賃”と表示され、［選択］フィールドが

チェックされています。これは“家賃”変数が 適化の対象として
選択されていることを示しています。

変数の［下限］、［初期値］、［上限］には、それぞれ“60000”、“75000”

（ワークシートに入力されている値）、“90000” と表示され、［タイプ］

に“離散型（100）”と表示されます。“100”はステップサイズを表

しています。

3. 各選択値を確認したら［OK］ボタンをクリックします。

［制約条件］ウィンドウが開きます。このモデルの意思決定変数には

制約条件がないので、このウィンドウで設定する項目はありません。

4. そのまま［OK］ボタンをクリックします。

＜ OptQuest メモ＞　opt ファイルが正しく確実に保存されるように、
変更しなかった場合も、各ウィンドウで［OK］をクリックしてください。

［予測選択］ウィンドウが開きます。

このモデルでは“損益”セルが予測セルです。そして、OptQuest の

目的は、“損益”の予測統計量“平均値”を 大化することです。

5.［選択］の下にある矢印をクリックします。

6.“最大化”を選択します。

列幅が小さいために表示しきれないときは、フィールド名の境界（た
12 OptQuest ユーザマニュアル 
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とえば［選択］と［予測名］の境界）にマウスカーソルをあわせ、

右にドラッグしてください。

7.［OK］ボタンをクリックします。

適化オプションを設定する［オプション］ダイアログが開きます。

8.［時間］タブの［探索実行］に“5”分間を指定します。

9.［OK］ボタンをクリックします。

10.「すぐに最適化を実行しますか？」というメッセージが現れたら、［は

い］をクリックします。

OptQuest は一連の可能解の中から、予測損益の平均値を向上させる

解を求める作業を開始します。

図 1.2 は、 適化を開始してからしばらく経過したときの画面です。

OptQuest は 適化が進むにつれ、得られた結果を［ステータスと解］

ウィンドウや［パフォーマンスグラフ］ウィンドウに表示していき

ます。

＜ OptQuest メモ＞　この例のように最適化の実行時間を制限した場
合、シミュレーションの回数はコンピュータの処理速度に依存します。
したがって、通常は、図 1.2 にある数値や行数とは一致しません。シ
ミュレーション結果に影響を与える要因については、p.142 “探索パ
フォーマンスの要因”をご覧ください。

図 1.2  「メゾン・ド・クリスタル」モデルの最適化結果

可能解

意思決定変数に課された制約条件
と、予測の統計量に課された必要
条件を満足する解。
OptQuest ユーザマニュアル 13



Chapter 1 OptQuestとは
この時点では、 適な家賃は 64,600 円で、 1ヶ月あたり 443,994 円の利

益が見込まれています。 終的には、家賃 64,700 円、利益 443,995 円で

適化が終了しました。

チュートリアルの終了
以下のようにチュートリアルを閉じて Excel に戻ります。

1.［ファイル］→［終了］を選択します。

「 適化ファイルを保存しますか？」というメッセージが現れます。

2.［いいえ］をクリックします。

「意思決定変数セルに現在選択されている結果をコピーしますか？

他の結果を選択するときは“キャンセル”をクリックしてください」

というメッセージが現れます。これは、選択した解を使ってさらに

分析を進めるためのメッセージです。

3.［はい］をクリックします。

選択されている解がスプレッドシートに書き込まれます。引き続き、

この値を使って予測ウィンドウを使った分析や、レポートの作成な

どを行うことができます。

OptQuest の探索法

意思決定を行う問題に対し、局所解を導きたいときや、モデルデータの

詳細が前もってわかっているときは、たとえば Excel に添付されている

「ソルバー」アドインで使われているような従来型の手法でも十分対応

することができます。しかし、現実に取り扱う問題には、これらの方法

では対処しきれない多くの不確定要素がからみます。

適化の手法はずいぶん進歩しました。よい手法さえ選択すれば不確実

な要因を含んだ複雑な問題でも、うまく 適解を導くことができるよう

になっています。

OptQuest は メタ戦略（メタヒューリスティック）を使ってその探索ア

ルゴリズムを支援し、よりよい解を見つけようとします。このアプロー

チは、過去に得られた有効な解を記憶しておき、次回からの計算に反映

させるという自己学習的な手法を使います。これまでのヒルクライミン

グ型のアプローチが使われないので、局所解に陥ることも、モデルデー

タがもっている大きな揺らぎに惑わされることもありません。

メタ戦略

遺伝的アルゴリズム、模擬アニー
リング（焼きなまし）法、タブー
探索法、スキャター探索、または
それらを併用した手法を使った最
適化アプローチ。
14 OptQuest ユーザマニュアル 
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OptQuest が採用している探索方法をくわしく知りたい方は、付録 A“上

級者向けの参考文献”をご覧ください。

OptQuestでは、意思決定変数と目的関数を選択し、制約条件と必要条件

を与えることで、 適化問題が設定されます。

OptQuest は Crystal Ball を使い、この設定に基づいて意思決定変数の値

を変化させてシミュレーションモデルを計算します。次に、OptQuestは

そのシミュレーションモデルから得られた統計量を評価し、前のシミュ

レーション結果と統合して、次の計算で評価すべき値を決定します。こ

の作業が繰り返し行われて、新しい値が次々に生成されます。これらの

値はすべてが目的関数を向上させるわけではありませんが、このプロセ

スによって、 適解に至るまでの道のりが効率的になります。

OptQuest は、探索時間やシミュレーションの回数が制限に達するま

で、この作業を続けます。

図 1.3  OptQuest の作業フロー

仮定セルに
乱数を
生成

スプレッド
シート全体を

計算

予測グラフに
結果を表示

Crystal Ball シミュレーション

意思決定変数
に対する

新しい値集合
を決定

新しい 良の
結果を

［ステータス
と解］に表示

YES

NO

YES

NO

目的関数は
向上した

?

時間・
回数制限に
達した

?

適化を停止
し、継続する
かを確認
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Chapter 1 OptQuestとは
資産運用のチュートリアル 

メゾン・ド・クリスタルのチュートリアルでは、OptQuestの全体像を簡

単に紹介しました。次に、Crystal BallとOptQuestを使った 適化モデル

の設定から実行までを学習しましょう。

「目的関数」や「制約条件」といった 適化問題で使用される用語に馴染

みのない方は、このチュートリアルを始める前に、第 2 章“ 適化モデ

ルと統計量”をご覧ください。 

最適化問題の概要
ある投資家が 4 種類の資産に総額 15,000,000 円を投資しようとしていま

す。下の表は、それぞれに期待される年間収益と、この投資家が積極的

に投資したいと考える投資額（下限）、そして不安に陥ることなく投資

できる金額（上限）を表しています。

この問題ではそれぞれの資産の年間収益が不確実です。銀行預金と中期

国債ファンドは保守的な投資で、比較的安定した利回りを期待すること

ができます。一方、株式投資信託やヘッジファンドは、高い収益を獲得

する可能性がある代わりにリスクも伴います。

投資全体の収益を 大にするためには、それぞれの資産にどのくらいの

投資をしたらよいのでしょうか。これが、このチュートリアルで学習す

る 適化問題です。投資額の上限、下限の範囲内でそれぞれの投資を行

うことはもちろんですが、リスクも許容範囲内に抑えなければなりませ

ん。

投資の種類 年間収益 下限 上限

銀行預金 3% 0 円 7,500,000 円

中期国債ファンド 5% 1,500,000 円 3,750,000 円

株式投資信託 7% 0 円 12,000,000 円

ヘッジファンド 11% 1,500,000 円 15,000,000 円
16 OptQuest ユーザマニュアル 
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チュートリアルの実行

先ほどのメゾン・ド・クリスタルのチュートリアルで、 適化作業の流

れを学習しました。資産運用モデルも、同じようなステップで作業を進

めます。

1. 資産運用問題の Crystal Ball モデルを作成します。

2. Crystal Ball で意思決定変数を定義します。

3. OptQuest で最適化する意思決定変数を選択します。

4. 意思決定変数に制約条件を与えます。

5. 予測目的関数を選択し、必要条件があれば定義します。

6. 最適化の実行オプションを選択します。

7. 最適化を実行します。

8. 結果を分析します。

Crystal Ball モデルの作成

1. Excel を起動し、Crystal Ball の Examples フォルダから“Portfolio

Allocation.xls”を開いてください。

以下のワークシートが表示されます。

図 1.4  「資産運用」のスプレッドシートモデル

4 行目から 8 行目には、p.16 の表に示したデータが入力されていま

す。また 10 行目以降で、モデルの入力（意思決定変数の値）、モデ
OptQuest ユーザマニュアル 17



Chapter 1 OptQuestとは
ルの出力（予測目的関数）、制約条件（投資総額）を定義していま

す。仮定セルと予測セルは、あらかじめ Crystal Ball で定義してあり

ます。 

2. 仮定セルが次のように定義されていることを確認してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定や予測の定義内容を確認する方法につい
ては“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

3.［実行］→［実行プリファレンス］を選び、次のように設定します。

• ［ 大試行回数］に“500”を指定します。

• ［サンプリング手法］に［ラテンハイパーキューブ］を指定しま

す。

• ［サンプルサイズ］に“500”を指定します。

• ［乱数の生成］エリアで［同じ乱数列を使用する］をチェック

し、［初期シード値］に“999”を指定します。

意思決定変数の定義

このステップでは、モデルの意思決定変数を定義します。Crystal Ball モ

デルでは（一部のCrystal Ballツールを使用するときを除き）必要ありま

せんでしたが、 OptQuest を使うときにはかならず意思決定変数を定義

しなければなりません。 

1. 最初の意思決定変数を定義します。

a. セル C11 を選択します。 

b.［定義］→［意思決定変数の定義］を選んで、［意思決定変数の定

義］ダイアログを開きます。

c.［変数タイプ］を［連続］にします。

仮定 セル 分布 パラメータ

銀行預金 C4 一様分布 小値 : 2%， 大値 : 4%

中期国債ファンド C5 正規分布 平均値 : 5%，標準偏差 : 5%

株式投資信託 C6 正規分布 平均値 : 7%，標準偏差 : 12%

ヘッジファンド C7 正規分布 平均値 : 11%，標準偏差 : 18%
18 OptQuest ユーザマニュアル 
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d. p.16 の表やワークシートの D 列と E 列のデータに従って、上限

値、下限値を設定します。

セル D4 と E4 へのセル参照として指定することができます。入

力後、セル参照はそのセルの値に変換されます。

図 1.5  ［意思決定変数の定義］ダイアログ

＜ OptQuest メモ＞　以前のバージョンでは、セル参照は OptQuest
内では相対参照として保存されていましたが、現在は絶対参照として保
存されます。OptQuest の値を Excel にコピーする場合、この変更はモ
デルには影響を及ぼしません。以前のバージョンで作られた Opt ファイ
ルがこのバージョンでも使用できます。しかし、一度 OptQuest 2.3 で
保存されると、以前のバージョンでは使用できなくなります。

2. 手順 1 と同様の手順で、セル C12，C13，C14 の意思決定変数を定

義します。

最適化する意思決定変数の選択

1.［実行］→［OptQuest］を選びます。

＜ OptQuest メモ＞　インストール直後に OptQuest が起動できない
場合は、管理者権限でログインして、起動し直してください。

2. OptQuest で［ファイル］→［新規作成］を選ぶか、ウィンドウに

表示される［新規］ボタンをクリックします。

ウィザードが起動します。ウィザードを使用すると、 適化ファイ

ルの定義や作成を簡単に行うことができます。 

＜ OptQuest メモ＞　途中で定義を誤ったときは、以下のようにして
最初からやり直すことができます。

a.［キャンセル］をクリックします。

ウィザード

最適化モデルを簡単に作成する手
順を提供するプログラム。最適化
の設定を行うウィンドウが順に開
き、最適化をスムーズに実行する
ことができます。
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b.［ツール］→［ウィザード］を選択します。

ウィザードの 初の画面は、［意思決定変数の選択］ウィンドウで

す。このウィンドウには、Crystal Ball で定義した意思決定変数がす

べて表示されます。［選択］フィールドがチェックされている変数が
適解を探索する対象になります。［初期値］フィールドには

OptQuest が推奨する探索の初期値（セル値）が表示されます。

図 1.6  ［意思決定変数の選択］ウィンドウ

3. ここではすべての意思決定変数を最適化します。［選択］フィールド

のチェックボックスをすべてチェックしてください。

4.［OK］ボタンをクリックします。

［制約条件］ウィンドウが開きます。

制約条件の入力

［制約条件］ウィンドウには、意思決定変数を使った条件式として制約

条件を入力します。このモデルの制約条件は初期投資額が 15,000,000 円

に制限されていることです。

ウィンドウの右側に、 適化の対象になっている意思決定変数のボタン

が並んでいます。制約条件に意思決定変数を入力するときは、変数名を

直接タイプするほかに、これらのボタンをクリックすることもできます。

制約条件はこれらの変数の一次式で定義しなければなりません。また 1

行に複数の条件式を入力してはいけません。 

1.［全変数の合計］ボタンをクリックします。

2.“=”の前に不等号“<”を入力します。

3. 右辺に初期投資額の 15,000,000 円を指定して、以下の式にします。

銀行預金 +中期国債ファンド +株式投資信託 +ヘッジファンド

<= 15000000

制約条件

意思決定変数を使って定義する、
モデルの可能解に対する制限。
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図 1.7  ［制約条件］ウィンドウ 

＜ OptQuest メモ＞　数値にカンマを入力してはいけません。また、こ
のほかにも制約条件の入力規則はいくつかあります。p.63 “［制約条件］
ウィンドウ”をご覧ください。

4. 設定内容を確認して［OK］ボタンをクリックします。

［予測選択］ウィンドウが開きます。

予測目的関数の選択

OptQuestでは、 小化や 大化を行う目的関数として、予測統計量を一

つ選択しなくてはなりません。また、目的関数の定義とともに必要条件

を定義することができます。必要条件については、p.26 “ 適化ファイ

ルの編集”で説明します。

以下の手順で、目的関数の予測統計量を選択してください。

1.［選択］フィールドのドロップダウンリストから、“最大化”を選択

します。

2.［予測統計量］フィールドに“平均値”と表示されていることを確認

します。

図 1.8  ［予測選択］ウィンドウ 

目的関数

意思決定変数を使って表される予
測式で、モデルの目的を数学的に
表現したもの。

必要条件

予測統計量に対する制限。指定し
た統計量が指定した上限と下限の
間に収まるように可能解を絞りま
す。
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3.［OK］ボタンをクリックします。

［オプション］ダイアログが開きます。

図 1.8 のように、このチュートリアルでは予測セルの平均値を 大化し

ようとしています。実際の 適化問題でも、 も頻繁に利用される統計

量は平均値（期待値）ですが、どの統計量を 大化 / 小化するかは重

要なポイントなので、モデルの目的を考えて選択する必要があります。

たとえば、投資家がもっている資産が増加する可能性を 大化したい場

合は、目的関数に 90 パーセンタイルや 95 パーセンタイルを使います。

この設定では、 大の可能収益を獲得する解を高い信頼度で得ることが

できます。逆に、資産が減少する可能性を 小化したい場合は、目的関

数に5パーセンタイルや10パーセンタイルを使って、大きな損失を受け

る可能性を 小化します。

このように統計量を使い分けると、さまざまな目的関数でモデルを 適

化することができます。それぞれの統計量の特徴は、p.47 “統計量”に

くわしく解説してあります。

オプションの設定と最適化の実行 

［オプション］ダイアログには、 適化作業をコントロールする三つの

タブがあります。

• 時間

• プリファレンス

• 高度な設定

図 1.9  ［オプション］ダイアログ
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［時間］タブ

意思決定変数の 適解を探索する時間を指定します。シミュレーション

の回数で指定する方法と、分単位で時間を指定する方法、停止する日時

を指定する方法があります。また、指定した回数のシミュレーションに

わたって解の向上が見られないときに自動的に探索を停止させることも

できます。デフォルトでは 10 分間が選ばれます。

1. ほとんどの場合、デフォルト設定のままでかまいません。著しく

CPU の性能が低いコンピュータでは時間制限を長くしてください。

長い時間を設定しても、<ESC> を押すか、［実行］→［中止］を選

択すれば、いつでも 適化を停止することができます。また、設定

時間が経過すると 適化は停止しますが、引き続き実行を継続する

かどうかを確認するメッセージが表示されます。

［プリファレンス］タブと［高度な設定］タブ

これらのタブには 適化プロセスをコントロールする追加オプションが

ありますが、このチュートリアルでは使用しません。くわしい説明は、

p.67 “［オプション］ダイアログ”をご覧ください。

2.［OK］ボタンをクリックします。

「すぐに 適化を実行しますか？」と表示されます。

3.［はい］をクリックします。

［ステータスと解］ウィンドウが開きます。よりよい解が見つかると

行が追加され、新しい目的関数の値とそれぞれの意思決定変数の値

が表示されます。

実行中は残り時間とシミュレーション回数がウィンドウの左上に表

示されます。

適化の実行中には、［表示］メニューから次の四つのコマンドを選択

することができます。

パフォーマンスグラフ 

横軸に実行したシミュレーションの回数、縦軸に

目的関数の値が表示されます。

ウィザードを使って 適化を実行しているとき

は、このウィンドウは自動的に開きます。

棒グラフ 探索が進むにつれて意思決定変数が変化してい

く様子をグラフに表示します。

適化のログ 探索中に生成された一連の解の詳細を表示しま

す。
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効率的フロンティア

可変必要条件の範囲にわたって見つかった目的

関数の値集合をプロットします（可変必要条件が

存在する場合にのみ利用できます）。

図 1.10 は 適化終了後の［ステータスと解］ウィンドウです。

OptQuest が見つけた 適解は［シミュレーション］フィールドに“Best:”

と記された行に表示されます。図 1.10 によると、投資金額の 9 割にあた

る 13,500,000 円が も収益率の高いヘッジファンドに割り当てられ、残

りの 1 割が中期国債ファンドになっています。

図 1.10  「資産運用」モデルの最適化結果

投資家の目的は収益を 大にすることですが、これではリスクが高すぎ

るように思われます。これが投資家が望んでいる結果なのかを分析して

みましょう。

結果の分析

以下のように OptQuest の結果を分析します。

1.［編集］→［Excel へコピー］を選択して、最適化結果をスプレッド

シートモデルにコピーします。

2. Excel のメニューバーから［分析］→［予測グラフ］を選択して、

Crystal Ball の予測グラフを表示します。

“optcbsav*.cbr”という名前のファイルから選択してください。
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図 1.11  「資産運用」モデルの予測グラフ

＜ Crystal Ball メモ＞　OptQuest のデータを Excel にコピーして作成
される予測グラフは、OptQuest を閉じると利用できなくなります。そ
れらをクリアするためには、Crystal Ball で［分析］→［全て閉じる］を
選択します。この操作で、いくつかのグラフが残る場合には、OptQuest
を終了してください。

3.［表示］→［統計量］を選択し、予測統計量を表示します。

図 1.12  「資産運用」モデルの予測統計量
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予測の標準偏差 2,451,288 円が、平均値 1,556,029 円に比べて非常に

高いことに注意してください。また、これらの比を表す変動係数も

1.58 と、高いリスクを示しています。

この資産運用方法は不確実性が非常に高く、高いリスクを伴うこと

が数値的に裏付けられました。これは、投資金額のほとんどが ヘッ

ジファンドに割り当てられているためだと考えられます。

最適化ファイルの編集

資産運用では、予測収益を高くすることだけではなく、解の変動をコン

トロールしてリスクを 小限に抑えることも重要です。

確実性を向上させるためには、 2,451,288 円という標準偏差を小さくす

る必要があります。標準偏差を 1,200,000 円以下にして、リスクを抑え

つつ収益を 大化するように 適化ファイルを編集しましょう。

1. Windows のタスクバーから［OptQuest］を選んで OptQuest に戻

ります。

2.［ツール］→［予測］を選択して［予測選択］ウィンドウを開きます。

［予測名］フィールドに“総期待収益”が表示されています。

3.“総期待収益”の行のどこかをクリックします。

4.［編集］→［複製］を選択します。

“総期待収益 : 2”という行が追加されます。

5. 追加された行の［選択］フィールドで“必要条件”を選択します。

6.［予測統計量］フィールドのドロップダウンリストで“標準偏差”を

選択します。

7.［上限］に“ 1200000”を指定します。

可能解の条件として、予測収益の標準偏差が 1,200,000 円以下でなく

てはならないことを要求します。

図 1.13  必要条件の追加 
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8.［OK］ボタンをクリックします。

9.［実行］→［開始］を選択して最適化を再実行します。

図 1.14  リスクを抑えた「資産運用」モデルの最適化結果

この結果をCrystal Ballで分析する前に、現在の 適化設定をファイルに

保存し、 OptQuest を終了してください。

10.［ファイル］→［名前を付けて保存］を選択します。

［名前を付けて保存］ダイアログが現れます。

11.“Portfolio.opt”という名前でこの最適化の設定を保存します。

このファイルには 適化の設定が保存されるだけです。 Crystal Ball

モデルは別に保存しなくてはなりません。

適化ファイルには自動的に拡張子“opt” がつけられます。次に

OptQuest を起動したときは、［ファイル］→［開く］を選択すれば

この 適化を再実行することができます。

12.［ファイル］→［終了］を選択して、OptQuest を終了させます。

適化ファイルが保存されていない場合は警告メッセージが表示さ

れます。また、獲得した 適解をワークシートにコピーするか尋ね

られます。

13.「意思決定変数セルに現在選択されている結果をコピーしますか？

他の結果を選択するときは“キャンセル”をクリックしてください」
と表示されたら、［はい］をクリックします。

“Best:”と表示されている 適解を Crystal Ball モデルにコピーして、

OptQuest が終了します。
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図 1.15  「資産運用」モデルに OptQuest が導いた最適解

“Best:”ではない特定の解を選択して Crystal Ball モデルにコピーす

ることもできます。その場合は、OptQuest を終了する前に［ステー

タスと解］ウィンドウで対応する行を選択してください。OptQuest

を終了すると、選択した解に対応したシミュレーションが自動的に

呼び出されます。

結果の分析

リスクの高かった先の解と今回の解を並べてみましょう。高い総期待収

益を得る可能性は小さくなっていますが、不確実性が著しく減少し、リ

スクとリターンのバランスがとれた質のよい解になっています。

図 1.16  二つの最適化結果の比較グラフ
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このように、 適化ファイルを編集することで目的に応じた解を導くこ

とができます。もちろん、何をどの程度優先させるかはユーザ自身が決

断しなければなりません。

資産運用モデルの結果について

OptQuestの 適化が完了したら、意思決定変数に 適値をあてはめて、

さらにCrystal Ballシミュレーションを実行し、この解のリスクを厳密に

計算してください。

OptQuest が導く 適解は近似解であり、かならずしも厳密な 適解では

ありません。探索時間、シミュレーションあたりの試行回数、意思決定

変数の個数、問題の複雑さといったさまざまな要因が、結果の精度に影

響を与えます。これらに関する詳細を知りたい方は、第 5 章“ 適化ス

ピードと精度の向上”（p.139）、付録 A “上級者向けの参考文献”（p.149）

をご覧ください。

練習問題

仮定の相関

ほとんどの株式投資やオープン型投資信託には、相関関係が存在しま

す。この相関関係は収益やリスクに影響を与えるので、資産運用問題を

評価するときにはかならず考慮しなければなりません。そこで、相関が

適化結果に与える影響をテストしてみましょう。

1. Crystal Ball で以下のように相関を定義してください。

Crystal Ball の相関マトリクスツールを使用すると、楽に設定するこ

とができます。このツールの使用方法については、“Crystal Ball ユー

ザマニュアル”をご覧ください。

2. 最適化を再実行し、相関を定義しなかった先の結果と比較してくだ

さい。

銀行預金 中期国債ファンド 株式投資信託 ヘッジファンド

銀行預金 1.0 0.2 0.1 0.1

中期国債ファンド 1.0 0.3 0.2

株式投資信託 1.0 0.5

ヘッジファンド 1.0
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最適化する目的関数の変更

先の資産運用チュートリアルでは、標準偏差を 1,200,000 円以下に指定

して総期待収益を 大化しましたが、収益の 小値を必要条件に定義し

て標準偏差を 小化しても有効な結果が得られます。

平均値に、たとえば 1,200,000 円以上という必要条件を定義して標準偏

差を 小化し、 適化の結果を比較してみてください。

第 4 章でこの資産運用モデルを再考しますが、そこではこれら二つの目

的関数の関連と、さまざまなリスク要因をもったその他の目的関数につ

いて解説します。

試行回数の変更

Crystal Ball シミュレーションの試行回数を増やすと、OptQuest の 適化

プロセスは次のような影響を受けます。探索時間を変更せずに試行回数

を増やすと、シミュレーションの回数が少なくなり、 適解あるいは近

似解が導かれる確率は低くなります。

しかし、試行回数が増加することによって、予測統計量の精度が上が

り、複数の解の中での識別力は向上します。

以下の手順で、試行回数が与える影響を確認してください。

1.“Portfolio Allocation.xls”をもう一度開き、元の意思決定変数とセ

ル値を入力します。

2. Crystal Ball で［実行］→［実行プリファレンス］を選び、［最大試

行回数］を“500”から“2500”に変更します。

3. OptQuest を起動して、先ほど保存した最適化設定ファイルを読み

込みます。

4. 最適化を実行します。

図 1.17 は、この条件で資産運用モデルの 適化を行った結果です。図

1.14 の実行結果に比べて解の数が少なくなっていることに注意してくだ

さい。
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図 1.17  最大試行回数を 2,500 に変更した最適化結果

試行回数と探索時間の設定はOptQuestが導く 適解に深く関連します。

現実の問題を取り扱うときは、「結果の精度」と「探索の幅」のどちら

を優先するのか、ユーザ自身が判断しなければなりません。資産運用

チュートリアルを使って、さまざまな試行回数と制限時間を試し、結果

の違いを確認するとよいでしょう。

精度コントロールの利用

Crystal Ballの精度コントロールは、次のようなときにOptQuestでも役に

立ちます。

• Crystal Ball シミュレーションの適切な試行回数がわからないとき

• 予測統計量の安定性が意思決定変数値に依存して大きく変動するこ

とがわかっているとき

精度コントロールを利用すると、予測の平均値、標準偏差、あるいは

パーセンタイルの精度がシミュレーションの実行中に計算されます。こ

れらが指定した精度を満たすと、 大試行回数の設定値に達していなく

てもシミュレーションが停止します。

予測統計量が意思決定変数に敏感な、たとえば資産運用問題のような

適化モデルでは、特にこの機能が有効です。OptQuestが保守的な投資を

選択すると期待収益の変動性は低く、統計量は比較的安定します。一

方、積極的な投資を選択すると変動性が高くなり、統計量も安定しなく

なります。

このようなとき、精度コントロールを使うことで、シミュレーションが

求める精度に達したらそれ以上の不要な試行を繰り返さないように、シ
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ミュレーションをコントロールすることができます。適切な精度コント

ロールの設定を見つけるまでには、ある程度の試行錯誤が必要です。精

度コントロールの設定で決めなければならないことには、大きく三つが

あります。

• どの統計量で精度を測るか

• 精度の指定には、絶対単位を使うか、それとも統計量に対する相対

割合を使うか

• 精度を決める値を具体的にいくつにするか

スプレッドシートモデルはそれぞれに独自の性質をもっているため、

適な設定ができるまでには、通常は何回かの実験が必要になります。設

定についての詳細は“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

以下のように操作して、資産運用問題で精度コントロールの効果を確認

してください。

1. Crystal Ball で［実行］→［実行プリファレンス］を選び、［最大試

行回数］を“500”から“2500”に変更します。

精度コントロールを使っているときでも、 大試行回数の設定は効

力をもちます。指定した精度を達成するまでシミュレーションを繰

り返すには、 大試行回数を大きくとらなければいけません。

2.［以下の精度に達したら停止する］をチェックして、［信頼度］を指

定します。

3. 以下のように精度コントロールの設定をします。

a. C15 を選択します。

b.［定義］→［予測の定義］を選びます。

c.［予測の定義］ダイアログを詳細表示に切り替えて、［精度］タブ

を選びます。

d.［予測値の統計量が満たすべき精度を指定する］と［平均値］を

チェックします。

e.［絶対単位］を選び、その値に“1000”を指定します。

4. OptQuest を起動して、先ほど保存した最適化設定ファイルを読み

込みます。

5. 最適化を実行します。

6. 他の精度コントロールの設定で手順3～5以降を繰り返し、結果の違

いを比較してください。
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OptQuest と工程能力分析

OptQuest は、シックスシグマ、DFSS（Design for Six Sigma）、リーン方

式といった品質改善手法の実践を支援することができます。そのために

は、［実行プリファレンス］ダイアログの［統計］タブで、［工程能力指

標を計算する］をチェックして、Crystal Ball の工程能力分析機能を有効

にする必要があります。この機能が有効になると、［予測の定義］ダイア

ログで下方規格限界（LSL）、上方規格限界（USL）、目標値を設定でき

るようになります。少なくとも一つの規格限界が定義されると、予測に

対する工程能力指標を表示することができます。くわしくは“工程能力

分析ガイド”を参照してください。

予測に対して工程能力指標が利用できる場合、OptQuest のウィザードの

［予測選択］ウィンドウで、これらの指標を 適化するように設定するこ

とができます。応用事例の p.120 “許容限界分析”を参照してください。

得られた 適値を Excel にコピーすると、関連する予測グラフや工程能

力指標がワークブックに表示されます（p.125 図 4.30 を参照）。

＜ Crystal Ball メモ＞　工程能力指標はその他の統計量とともに［予測
統計量］フィールドに表示されます。それぞれの統計量の定義は、Crystal
Ball のヘルプの目次から探すか、［キーワード］タブで“工程能力指標”
を検索して調べることができます。また、“工程能力分析ガイド”でも工
程能力指標のリストをご覧いただけます。なお、工程能力指標の名称は、
長期指標（Pp, Ppk, Ppm）ではなく、短期指標（Cp, Cpk, Cpm）とし
て表示されます。
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Chapter
第 2 章

最適化モデルと統計量



概要

この章では、 適化モデルと、その重要な要

素である、意思決定変数、制約条件、目的関

数、予測統計量、必要条件、可変必要条件に

ついて解説します。これらを通じて、 適化

モデルの概念をつかんでください。

次のセクションでは、 適化モデルのさま

ざまなタイプを挙げ、OptQuest の処理方法

を説明します。

後に、目的関数を表すのに使用する統計

量を紹介します。



1

最適化モデルとは？

昨今の世界的な高度競争社会では、難しい決断をくださなくてはならな

い状況が数多くあります。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

価の方法は到底不可能だといえるでしょう。

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 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

ることができない新しい視点を提供します。

最適化モデルの概念を図に表すと、以下のようになります。

図 2.1  決定論的な（不確実性のない）最適化モデル

適化モデルには、意思決定変数、制約条件、目的関数という三つの重

要な要素があります。

意思決定変数 モデルの中でユーザが自由にコントロールでき

る変数（量を表す数値や論理数値）です。

たとえば、製品の生産量、それぞれの投資対象に

あてる金額、実行対象に選ぶプロジェクトなどが

挙げられます。

制約条件 意思決定変数同士の関係を示します。意思決定変

数がとる値は、この制限を受けることになりま

す。

たとえば、財テクに使う合計金額、プロジェクト

モデル

Excel などのスプレッドシートを
使って表現された問題やシステ
ム。

最適化モデル

利益と損失というような、いくつ
かの量を最大化または最小化する
ための探索を行うモデル。

制約条件

制約条件

意思決定変数

意思決定変数

意思決定変数

モデル

目的関数

制
約
条
件

フ
ィ
ル
タ
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の実行予算など、意思決定変数を使った式で表現

します。 

目的関数 モデルの目的を、意思決定変数を使って数学的に

表現したものです。

たとえば、コストの 小化、利益の 大化といっ

た目的関数があります。

適化モデルの解は、関連する目的関数を 適化（ 大化 / 小化）す

る一連の意思決定変数の値として得られます。

仮に世の中が単純で、未来を確実に予測できると仮定しましょう。この

場合は、図 2.1 のように 適化モデルのデータはすべて定数（決定論的

なモデル）となります。

しかし、現実の世の中には複雑な要因が数多く存在します。つまり、通

常は、決定論的な 適化モデルでは、実際に意思決定を行う環境に存在

する要素をすべて考慮することはできません。モデルデータが不確実

で、確率論的にしか表現することができないときは、一連の意思決定変

数に対して、目的関数は何らかの確率分布をもつことになります。

Crystal Ball を使ったモデルのシミュレーションでは、この確率分布を見

つけることができます。

図 2.2  確率論的な（不確実性のある）最適化モデル

不確実性をもった 適化モデルは、先に挙げた意思決定変数、制約条

件、目的関数のほかにも以下のような要素をもっています。

仮定 確率分布を使ってモデルの不確実性を表現しま

す。

予測 そのモデルに対して導かれた結果を度数分布で

表現します。

制
約
条
件

必
要
条
件モデル

意思決定変数

意思決定変数

意思決定変数

仮定

仮定

目的関数

フ
ィ
ル
タ

フ
ィ
ル
タ

（予測）
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予測統計量 予測分布の要約値のことで、平均値、標準偏差、

分散などがあります。

予測統計量を 大化 / 小化したり、その他の制

限を加えることにより、 適化をコントロールし

ます。

必要条件 予測統計量に対する追加的な制限です。任意の予

測分布の統計量に、上限と下限を設定します。

また、可変必要条件を定義することで、必要条件

の値に範囲をもたせることもできます。

意思決定変数
意思決定変数はユーザがコントロールすることのできる変数です。たと

えば、家賃をいくらにするか、ある投資信託にいくら投資するか、とい

うような変数が意思決定変数です。意思決定変数はCrystal Ballモデルで

は（一部のCrystal Ballツールを使用するときを除き）使われていません

でしたが、OptQuest モデルでは重要な要素になります。

意思決定変数を定義するためには、Crystal Ball で［定義］→［意思決定

変数の定義］を選択して以下の項目を設定します。

下限 / 上限 変数の下限と上限を設定します。OptQuest はこの

範囲内で意思決定変数の解を探索します。

変数タイプ 変数が離散的なのか、あるいは連続的なのかを定

義します。離散変数は整数または非整数をとる変

数で、0 以上の整数または非整数のステップサイ

ズを指定します。一方、連続変数には、ステップ

サイズは必要ありません。連続変数は与えられた

範囲の中で無限個の値をとることができます。

ステップ 離散変数を選択したときに、連続する二つの値の

差を定義します。たとえば、範囲が 1 ～ 5、ス

テップサイズが 1の離散意思決定変数は 1, 2, 3, 4,
5 の値をとります。また、範囲が 0 ～ 2、ステッ

プサイズが 0.25 の離散意思決定変数は 0, 0.25,
0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 の値をとります。

その後、OptQuest の 適化の設定で、Crystal Ball で定義した意思決定変

数のリストの中から、 適解を探索する意思決定変数を選択します。選

択した意思決定変数の値はシミュレーションごとに変化し、それぞれの

意思決定変数に 適な値を探しながら、設定時間内シミュレーションが

繰り返されます。
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制約条件
意思決定変数を互いに関係づけることにより、意思決定変数に制限を与

えます。

たとえば、二つの投資信託に投資する際の合計金額を 7,500,000 円とし

たいときは、次のように定義します。

投資信託 #1 + 投資信託 #2 = 7,500,000

＜ OptQuest メモ＞　便宜上、数値にカンマを挿入していますが、［制
約条件］ウィンドウに制約条件を入力するときは挿入しないでください。

この場合、OptQuest は二つの投資信託の金額の和が 7,500,000 円になる

組合せだけを考えます。

ガソリンと自動車保険に使う金額を 125,000 円以下に制限したければ、

次のように定義します。

ガソリン + 自動車保険 <= 125,000

OptQuest は、ガソリンと自動車の金額が 125,000 円以下になる組合せだ

けを考えます。

＜ OptQuest メモ＞　すべての最適化モデルが制約条件を必要とする
わけではありません。 

可能解

可能解とはすべての制約条件を満足する解のことです。

意思決定変数の値の組合せの中に、一連の制約条件を満足するものがな

いときは不可能となります。ある解（いくつかの意思決定変数に対する

一つの値集合）が問題の制約条件を満足できないとき、その解は不可能

解となります。ただし、これはその 適化問題やモデルそのものが不可

能であることを意味するわけではないことに注意してください。

資産運用問題で、次のような制約条件を使って 適な運用方法を探すと

しましょう。

中期国債ファンド +ヘッジファンド <= 1,500,000

中期国債ファンド +ヘッジファンド >= 1,800,000

明らかに、1,500,000 円より小さく 1,800,000 円より大きくなるような、

中期国債ファンドとヘッジファンドの組合せは存在しません。
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また、同じく資産運用問題において、以下のような意思決定変数の範囲

が Crystal Ball で定義されたとします。

2,250,000 <=中期国債ファンド <= 3,750,000

ここに、次の制約条件を設定します。

中期国債ファンド <= 750,000

もちろん、これも不可能になります。

これらの場合、制約条件の矛盾を取り除けば、不可能な問題を可能にす

ることができます。OptQuest はモデルの制約条件が不可能なときは、

警告メッセージを表示します。

モデルが制約条件に対して可能であるときは、OptQuestは可能解を見つ

け、その上で 適解を探索します。つまり、OptQuestが獲得した 適解

は常にすべての制約条件を満足していることになります。 

目的関数
適化モデルは一つの目的関数（予測セル）をもっています。これはモ

デルの目的を、仮定セルと意思決定変数セルを使って数学的に表現した

もので、 OptQuest の役目は、意思決定変数を変化させて目的関数が

適になるような値を導くことです。

モデルデータが不確実で確率分布を使って表現されているときは、目的

関数自身も、それぞれの意思決定変数の組合せに対して確率分布をもつ

ことになります。目的関数を予測に定義して Crystal Ball でモデルをシ

ミュレートすることで、この確率分布が明らかになります。

予測統計量
予測分布全体を目的関数として使うことはできませんが、複数の分布を

比較してその一つを選択するためには、サマリを使って分布を特徴づけ

る必要があります。

つまり、OptQuestを使うには、目的関数とすべき予測統計量を一つ選択

し、その目的関数を 大化するか 小化するかを選ばなければなりませ

ん。選択する統計量は、モデルのユーザの目的と深い関係があります。

ある量を 大化あるいは 小化するためには、中心傾向を示す平均値や

中央値を使います。 大化 / 小化の両方に共通してよく使われるのは

平均値です。しかし、分布が著しく歪んでいるときは、 大化 / 小化
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のいずれにしても平均値は不安定で標準偏差が大きくなるので、中央値

のほうが適切でしょう。

図 2.3  平均値統計量を最大化したシミュレーションの予測グラフ

その他の場合は以下の基準で統計量を選択してください。これらの統計

量については、p.47 “統計量”に解説があります。

• リスクを総合的に 小化するとき － 標準偏差か分散

• 目的関数の極値を 大化 / 小化するとき － 低い / 高いパーセ

ンタイル

• 目的関数の形状や範囲をコントロールするとき － 歪度、尖度、

または信頼度

最大化と最小化

予測統計量を 大化するのか、あるいは 小化するのかという選択と、

どの統計量を使うかという選択は、密接に関係しています。たとえば、

“収益”を調査したいとしましょう。ここで、統計量に平均値を選ぶ場

合は、平均利益を 大化することになります。一方、予測の不確実性を

抑えたいときは、統計量に標準偏差を選び、これを 小化します。
42 OptQuest ユーザマニュアル 



1

必要条件

必要条件は予測統計量に対して制限を加えます。意思決定変数を定義す

るときに課す範囲の上限 / 下限や、いくつかの意思決定変数間の関係に

条件をつける制約条件とは、意味が異なるので注意してください。

＜ OptQuest メモ＞　他の文献では、「統計的制約条件」や「ゴール」
と呼ばれることがあります。

必要条件を定義するには、まず予測を選択（目的関数である予測、また

はその他の予測）し、目的関数の定義と同じように予測統計量を決定し

ます。ただし、これを 大化 / 小化するのではなく、上限 / 下限また

はその両方を定義して範囲を指定します。 

可能解

可能解は制約条件と同時に必要条件も満足しなくてはなりません。 適

化モデルに必要条件が定義されているとき、制約条件に対して可能で

あっても、必要条件には不可能となることがあります。

制約条件に対して可能な解を見つけることが、OptQuestの第一の作業で

す。次に、その上で必要条件に対して可能な解を見つけようとします。

そして 後に、この解を向上させることを考えます。

必要条件の使用例

第 1 章の資産運用モデルで、収益の標準偏差に制限を課したことを思い

出してください。標準偏差は予測統計量であり、意思決定変数ではない

ので、この制限は必要条件として取り扱わなければなりません。

以下に、予測統計量に必要条件を指定する例をいくつか挙げます。

95 パーセンタイル >= 1,000

−1 <= 歪度 <= 1

1,000 ～ 2,000 の範囲 >=50% の信頼度

可変必要条件
必要条件に使う値に定数ではなく範囲を定義し、その範囲内でOptQuest

にチェックさせる値の数を指定することができます。OptQuestは範囲内

のそれぞれの値ポイントに対して（ も条件の厳しい値から順に） 適

化作業の全体を実行します。

可変必要条件を定義するときは、まず予測（目的関数である予測、また
OptQuest ユーザマニュアル 43



Chapter 2 最適化モデルと統計量
はその他の予測）を選び、目的関数や必要条件のときと同じように、そ

の予測に対する統計量を選択します。次に上限または下限を指定し、さ

らにその上限または下限の範囲を定義します。

可変必要条件の使用例

第 1 章の資産運用モデルでは、投資家は総収益の標準偏差に条件を課し

ました。標準偏差は予測統計量であり、意思決定変数ではないため、こ

の制限は必要条件です。

しかし、必要条件を少し緩和したときに収益に現れる変化を知りたいの

であれば、可変必要条件を使って上限値（ 大の標準偏差に対する制

限）を定義するとよいでしょう。たとえば、標準偏差の上限に1,200,000

～ 1,500,000 円というような指定をします。

最適化モデルのタイプ 

離散、連続、混合モデル
適化モデルは次のように分類されます。

離散、連続意思決定変数については、p.39 “意思決定変数”をご覧くだ

さい。

図 2.4  離散変数と連続変数

モデル 変数

離散モデル 離散意思決定変数のみをもちます。

連続モデル 連続意思決定変数のみをもちます。

混合モデル 離散意思決定変数、連続意思決定変数の両方をもちます。

連続変数離散変数

人材の需要 プライムレート

1 3 5 7 9
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線形モデルと非線形モデル

適化モデルは、線形モデルか非線形モデルのどちらかになります。ど

ちらであるかは、目的関数と制約条件をモデリングするのに使用される

数学的な関係式の形によって決まります。

線形関数では、式に含まれるすべての項は、変数に定数を乗じた 1 次の

項または定数となっています。たとえば、3x−1.2y は線形関数です。

これに対し、x2, xy, 1/ x, 3.1x は非線形関数で、これらの項を目的関数あ

るいは制約条件にもつモデルはすべて非線形モデルとして分類されま

す。

OptQuestは線形、非線形のどちらの目的関数でも取り扱うことができま

すが、［制約条件］ウィンドウには線形関数しか指定できません。線形

または非線形の制約条件を定義する方法については、p.62 “制約条件の

指定”をご覧ください。

図 2.5  線形関数と非線形関数

決定論的モデルと確率論的モデル
適化モデルは、モデルデータの性質により決定論的モデルか確率論的

モデルのいずれかに分類されます。

決定論的モデルでは、すべての入力データが定数あるいは確実性をもっ

た既知の量で構成されます。一方、確率論的モデルでは、モデルデータ

のいくつかに不確実性があり、確率分布を使って表されます。

確率論的モデルは、目的関数の計算にシミュレーションが必要になるた

め、決定論的モデルに比べて 適化が困難です。OptQuest は Crystal Ball

を使って確率論的モデルを 適化するように開発されましたが、決定論

的モデルを解くこともできます。これについては第 3 章の“オプション

の選択”（p.67）をご覧ください。

線形関数 非線形関数
従業員数対人件費 時間対人口

確率論的モデル

一つ以上のランダム変数をもった
モデルまたはシステム。

決定論的モデル

ランダム変数をもたないモデルや
システム。その結果は単一の確定
値となります。
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図 2.6  決定論的モデルと確率論的モデルの結果

モデルタイプの例
これまでに解説した、離散 / 連続、線形 / 非線形、決定論的 / 確率論的と

いったモデルのタイプを、第 1 章のチュートリアルで使った二つのモデ

ルにあてはめて考えてみましょう。

まず、メゾン・ド・クリスタルモデルの例では、意思決定変数は 1 部屋

あたりの家賃（一つのみ）です。目的関数は純利益を 大化すること

で、以下の式に表すことができます。

純利益

= 収入−支出

= （入居室数）×（1 部屋の家賃）− 1ヶ月の支出

= （−1/1500 ×家賃 + 85）×（家賃）− 1ヶ月の支出

この例には制約条件がありません。

資産運用モデルはもう少し複雑です。意思決定変数は銀行預金、中期国

債ファンド、株式投資信託、ヘッジファンドに対するそれぞれの投資額

で、目的関数は総期待収益を 大化することです。

0.03 ×銀行預金 + 0.05 ×中期国債ファンド

+ 0.07 ×株式投資信託 + 0.11 ×ヘッジファンド

また、以下のように投資総額が制約条件となっています。

銀行預金 +中期国債ファンド + 株式投資信託 +ヘッジファンド

<= 15,000,000

資産運用モデルの例で、それぞれの収益に不確実性がなく、一定額が保

証されているのなら、このモデルは連続的な、線形の、決定論的な 適

化モデルになります。言い換えれば、すべての変数には分数をあてるこ

とができ（連続）、目的関数と制約条件は 1 次の項で成り立ち（線形）、

収益はどれも分布ではない（決定論的）となります。

決定論的モデルの
Excel スプレッドシートの結果

確率論的モデルの
Crystal Ball シミュレーションの結果
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一方、メゾン・ド・クリスタルモデルは離散的な、非線形の、確率論的

モデルです。まず、意思決定変数は一定の増分をもつ金額として定義さ

れており、離散変数です。次に、目的関数（純利益）は意思決定変数の

2 乗に比例する項（家賃）を含んでいるので非線形です。そして、価格

−需要関数の係数と 1ヶ月の支出が不確実なので確率論的です。

OptQuestはあらゆる種類の 適化モデルを取り扱うことができるように

設計されていますが、一つだけ条件があります。それは、（必要条件と

して定義するのでない限り）制約条件が線形でなくてはならないという

点です。これについては、p.62 “制約条件の指定”をご覧ください。

統計量

ここでは、 適化する目的関数を定義するときに選択できる予測統計量

について説明します。これらの統計量の多くは、Crystal Ball でシミュ

レーションを実行したときに、統計量のウィンドウやレポートに表示さ

れます。

それぞれの統計量の公式については“Crystal Ball リファレンスマニュア

ル”をご覧ください。

平均値

値集合の平均値は、集合に含まれるすべての値の和を集合の要素数で

割って求めます。たとえば、1, 3, 6, 7, 9 の平均値は 5.2 です。

統計量 ページ

平均値 p.47

中央値 p.48

頻値（モード） p.48

標準偏差 p.48

分散 p.49

パーセンタイル p.49

歪度 p.50

尖度 p.51

変動係数 p.51

範囲 p.52

平均標準誤差 p.52

信頼度 p.52

終値 p.53
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中央値

中央値は、値集合の要素を大きさの順に並べて中央に位置した値です。

たとえば、1, 3, 6, 7, 9 の中央値は 6 です。

要素数が奇数のときは中央の値をそのまま使いますが、偶数のときは中

央にある二つの値の平均値を中央値とします。

最頻値（モード）

値集合を構成する各要素のうち、 も度数の多い値を 頻値（モード）

といいます。つまり、度数分布が も高くなる位置が 頻値です。たと

えば、賃金の 頻値は も多くの労働者が受け取る賃金、乗用車のボ

ディカラーの 頻値は も多くの消費者に好まれる車色です。

＜ Crystal Ball メモ＞　連続分布を使用する場合、予測値は厳密に等し
い二つの値をとらないのが普通です。このとき Crystal Ball は、最頻値
に“---”を表示して特定できなかったことを示します。

図 2.7 の左の図に示すように、正規分布のような対称な分布では平均

値、中央値、 頻値が等しくなります。一方、右の図のような歪みのあ

る分布では通常一致しません。

図 2.7  対称な分布と歪みのある分布の平均値、中央値、最頻値

標準偏差

標準偏差は分散の平方根です。分散と同様に、値集合の平均値を中心に

した要素の散らばりの程度を示す測度で、分布の広がりを表すのに役立

ちます。たとえば、1, 3, 6, 7, 9 の標準偏差 s は、次に説明する分散の平

方根をとって求めます。

平均値
中央値

頻値

平均値
中央値

頻値

s 10.2 3.19= =
48 OptQuest ユーザマニュアル 



1

分散

分散は、値集合の平均値を中心にした要素の散らばりの程度を表す値で

す。各要素が平均値付近に集まっていると分散は小さくなり、値が平均

値を中心に広く散らばっていると分散は大きくなります。

値集合の分散は次のように計算します。

1. 平均値を計算します。

2. それぞれの要素について、平均値との差を計算します。

3. それらの差をそれぞれ 2 乗します。

4. 2 乗した値を加算します。

5. 計算した差の個数を n として、n− 1 で除算します。

たとえば、値が1, 3, 6, 7, 9だとしましょう。これらの平均値は5.2です。

分散（s2）は次のように計算します。

＜ Crystal Ball メモ＞　標本の分散は実際の母集団の分散より若干小
さくなります。それを矯正するために n の代わりに n− 1 を使います。

パーセンタイル

パーセンタイルは 0 ～ 100 のある値をとり、分布全体に対するその値以

下（通常の設定の場合）の分布の割合を表します。つまり、ある値の

パーセンタイルは、予測値がその値以下になる確率を表します。

米国の標準学力テストでは、パーセンタイルを使って結果が表されま

す。ある人がテストで 95 パーセンタイルの位置にいたのなら、それは

その人の正答率が 95% だったということではなく、テストを受けた人

たちの95%よりもよい点数をとったということを意味します。正答率は

20% だったかもしれません。

もう一つ例を挙げましょう。退職金を運用して老後の生活資金にあてよ

うと考えている人がいます。この人は退職時の支出、資産運用の収益、

インフレ率など不確定な変数をすべて使ってシミュレーションを実行

し、運用収益の確率分布を出力しました。しかし、もしここで平均値を

運用収益だと考えてしまうと、実際の運用収益は50%の確率でそれを下

回ることになります。これに対し、90パーセンタイルを使えば、その収

益を確保できない確率はわずか 10% にとどまります。

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
s

2 2 2 2 2
2 1 5.2 3 5.2 6 5.2 7 5.2 9 5.2

5 1
40.8 10.2
4

− + − + − + − + −
=

−

= =
OptQuest ユーザマニュアル 49



Chapter 2 最適化モデルと統計量
図 2.8  正規分布に対するパーセンタイル

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］
で、［値を上回る確率］を選択していると、パーセンタイルの意味は逆に
なります。デフォルトの指定では、パーセンタイルは変数の値が特定の
値を下回る確率を表しますが、［値を上回る確率］が選択されると特定の
値を上回る確率を表すようになります。

歪度

度数分布が対称でないとき、その分布には歪みがあるといいます。たと

えば、図 2.9 の曲線が二つの企業における賃金の分布を表しているとし

ましょう。

図 2.9  正の歪度（曲線 A）と負の歪度（曲線 B）

曲線Aではほとんどの賃金が 低値に近いところにあります。この分布

は正の歪度（右への歪み）をもっています。曲線Bではほとんどの賃金

が 高値に近いところにあります。この分布は負の歪度（左への歪み）

をもっています。

統計学的な表現を使うなら、曲線 A には歪度係数 0.5 程度の正の歪みが

あり、曲線 B には歪度係数 −0.5 程度の負の歪みがあるというような言

い方をします。

10% 30% 50% 70% 90%
20% 40% 60% 80%

A B
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• 歪度が 1 以上あるいは −1 以下であるとき、曲線は極端に歪んだ状

態になります。

• 歪度が 0.5 ～ 1 あるいは −1 ～ −0.5 のときは、緩やかに歪んだ曲線

になります。

• 歪度が −0.5 ～ 0.5 のときは、ほぼ左右対称になります。

尖度

尖度は、分布の尖り具合を表現する統計用語です。同じように対称な分

布であっても、尖っているものと平らなものがあります。たとえば、下

図が二つの企業における賃金の分布を表しているとしましょう。

図 2.10  尖った曲線（A）と平らな曲線（B）

曲線Aは、大部分の従業員の賃金がほぼ同じで、少数の従業員の賃金が

たいへん高いか低いという極端な尖りを示しています。曲線 B は曲線 A

に比べて平らです。これは低い賃金から高い賃金まで広く分散している

ことを表しています。

統計学的に表すなら、曲線Aは尖度が 4程度で尖っている、曲線Bは尖

度が2程度で平らであるというような言い方をします。

正規分布は標準的な尖り具合（尖度 3）をもった分布です。一般に、尖

度が 3 よりも大きな分布は尖っていると見なし、3 よりも小さな分布は

平らだと見なします。

変動係数

変動係数は、予測値が平均値から相対的にどのくらい離れているかを示

す測度です。この統計量は値の単位に依存しないため、異なる単位を

もった複数の予測の変動を比較するときに便利です。

たとえば、ニューヨーク証券取引所の株式と英国の株式の予測値を比較

していて、平均変動（標準偏差）から英国の株式はニューヨークの株式

A B
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よりも変動が小さいと判断されたとしましょう。しかし、米国と英国で

は通貨の単位が異なります。単位をもたない変動係数を比べると、実は

英国のほうが変動が大きいことがわかるかもしれません。

変動係数は一般に 0 ～ 1 の範囲にあります。ただし、予測の標準偏差が

異常に高い特殊なケースでは、1 を超えることもあります。

変動係数は、標準偏差を平均値で割って求めます。

変動係数＝

範囲 

範囲上限は値集合の中の 大の値、範囲下限は値集合の中の 小の値の

ことです。範囲上限と範囲下限の差を範囲の幅といいます。

たとえば、範囲下限が 10 で範囲上限が 70 であれば、範囲の幅は 60 で

す。

平均標準誤差 

シミュレーション結果の精度を確かめるときや、シミュレーション結果

を許容される誤差の範囲に収めるために必要な試行回数を決めるときに

は、平均標準誤差が役立ちます。

この統計量から、推定平均値が本来の平均値からある量以上外れてしま

う確率がわかります。予測の本来の平均値が推定平均値±平均標準誤差

である確率は約 68% です。

＜統計メモ＞　平均標準誤差は平均値の正確性だけを示して、シミュ
レーションの精度に関する一般的な指針を提供します。最頻値や中央値
といった他の統計量の標準誤差をとると、平均標準誤差とは異なる結果
になるのが普通です。

信頼度

シミュレーション結果がある範囲に収まるパーセンテージを信頼度とい

います。たとえば、第1章の資産運用モデルで、 小収益に1,200,000円

以上を確保する確率を 大化することが目的関数だったとすると、信頼

区間を 1,200,000 円 ～ ＋∞に設定して、この範囲の信頼度を 大化しま

す。

必要条件に予測の信頼度を使用するときは、 1,200,000 円 ～＋∞という

ように、予測値を収めたい範囲を式で定義します。次に、定義した範囲

s
x
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（必要条件に対して可能となる範囲）に結果が収まる 小パーセント値

（たとえば 60%）を［下限］に定義してください。

図 2.11  信頼度

デフォルトでは、信頼度を求める範囲は－∞ ～＋∞に設定されます。

この範囲に対する信頼度は常に 100% です。

最終値

終値は、1 回のシミュレーションの間に、ある予測に対して計算され

た 後の値です。

試行のたびに値を蓄積していく関数が予測に含まれている場合や、他の

予測の統計量を計算する関数を使うときには、 終値が必要になります。

終値を使った例は、p.109 “資産運用（応用）”と p.120 “許容限界分

析”をご覧ください。

信頼度
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Chapter
第 3 章

モデルの設定と最適化の実行



概要

この章では、OptQuest を使って 適化を行

うための設定と実行方法、OptQuest からの

出力を、ウィンドウやダイアログを示しな

がら、操作手順に従って説明します。

また、すべての入力フィールドや選択項目

について解説をします。



1

概要

OptQuestでは、以下のような手順でモデルの設定と 適化を進めていき

ます。

1. その問題に対する Crystal Ball モデルを作成します。

2. 意思決定変数を Crystal Ball で定義します。

3. OptQuest で最適化する意思決定変数を選択します。

4. 意思決定変数に制約条件を与えます。

5. 予測目的関数を選択し、必要条件があれば定義します。

6. 最適化の実行オプションを選択します。

7. 最適化を実行します。

8. 結果を分析します。

この作業のうち、1 と 2 は Crystal Ball で行い、3 ～ 7 は OptQuest で行い

ます。また、結果の分析には Crystal Ball と OptQuest の両方を使用します。

Crystal Ball モデルの作成

OptQuest を使う前に、Crystal Ball モデルを作成しなければなりません。

Crystal Ball モデルのスプレッドシートを作り、入念なテストを行ってか

らCrystal Ballで仮定セルと予測セルを定義します。次に、Crystal Ballモ

デルに入力されている不要なセルを削除し、何回かシミュレーションを

行って、モデルの動作と出力される結果が正しいことを確認します。

スプレッドシートの作成
スプレッドシートモデルは、後で見たときに一目で内容が把握でき、楽

に修正することができる“よい設計”を心がけて作成してください。

以下にスプレッドシートの作成手順を紹介します。各セルやエリアをう

まく配置してください。

• モデルのタイトルを入力します。

• 三つのエリアを作成し、それぞれ入力データエリア、作業エリア、

出力データエリアとします。

作業エリアは、複雑な計算をしたり、式やデータテーブルを置くた

めに使用し、出力データエリアはモデルの結果を出力するために使

用します。
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• 入力データエリアに、必要なデータの入力セルを配置します。これ

らのセルは、後に仮定や意思決定変数として定義されることになり

ます。

ここに挙げた項目を、第 1 章で使用した資産運用スプレッドシートモデ

ルで実際に確かめてみましょう。

図 3.1  「資産運用」のスプレッドシートモデル

すべての入力変数（仮定変数と意思決定変数）は、4 ～ 7 行目および 11

～14行目に配置してあります。予測セルは、値を直接入力して計算する

のではなく、セル参照を使っています。これにより簡単に値を変更する

ことができ、予測の計算も自動更新されるようになります。

スプレッドシートを使いやすくするヒントをいくつか挙げます。

• セル参照や名前を上手に使う

式セルにセル参照を使うと、何か変更を加えるときに、あちこちの

セルを修正しなくても、一つのセルを直すだけでスプレッドシート

全体に反映されるようになります。

• Excel の［書式］メニューを使って、通貨やカンマなどの表示形式

を適切に設定する

• 複雑な計算は複数のセルに分解して入力する

見やすくなるだけではなく、式の入力ミスを防ぐ効果もあります。

• 式セルの隣りにコメントを入力する

スプレッドシートの設計方法に関しては、さまざまな書籍が出版されて

います。スプレッドシートに慣れていない方は 1 冊購入するとよいかも

しれません。
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仮定、意思決定変数、予測の定義

スプレッドシートの作成とテストが終わったら、仮定、意思決定変数、

予測を定義します。これらの定義に関する詳細は、“Crystal Ball ユーザ

マニュアル”をご覧ください。

Crystal Ball の実行プリファレンスの設定

適化を目的としているときは、特殊な場合を除き Crystal Ball で［実

行］→［実行プリファレンス］を選び、以下のように設定してくださ

い。

• ［試行］タブで、［ 大試行回数］を“500”に設定します。

平均値、中央値、 頻値など中心傾向のある統計量は、500 回の試

行で十分に安定した結果が得られます。ただし、末端に近い値のパー

センタイル、範囲上限、範囲下限では、通常少なくとも 1,000 回の

試行が必要になります。

• ［サンプリング］タブの［乱数の生成］エリアで、［同じ乱数列を使

用する］をチェックし、［初期シード値］を“999”にします。

初期シード値は、仮定セルに生成する一連の乱数の 初の値を決め

るために使用されます。これにより、同じ乱数列を使ってシミュレー

ションを繰り返すことができ、シミュレーションの結果が正確に比

較できるようになります。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の予測に極端なはずれ値が含まれ
る場合は、いくつかの異なるシード値で最適化を実行してください。

• ［サンプリング］タブの［サンプリング手法］エリアで、［ラテンハ

イパーキューブ］を選択し、 ［サンプルサイズ］ に“500”を指定し

ます。

ラテンハイパーキューブ・サンプリングは解の質、特に平均値の精

度を向上させます。

• ［スピード］タブの［シミュレーションモード］エリアで［通常モー

ド］を選択する場合は、［詳細設定］をクリックして、［時間単位で

更新する］を選び、その間隔を 1 秒にします。
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最適化する意思決定変数の選択

Crystal Ballで仮定、意思決定変数、予測を定義したら、 OptQuestの 適

化プロセスへと進みます。このプロセスでは、まず、 適化する意思決

定変数を選択します。

OptQuestが 良の目的関数を発見するまで、意思決定変数の値はシミュ

レーションごとに変化します。また、分析の目的に応じて、いくつかの

意思決定変数の値を固定して残りを 適化することもできます。

1.［実行］→［OptQuest］を選びます。

＜ OptQuest メモ＞　インストール直後に OptQuest が起動できない
場合は、管理者権限でログインして、起動し直してください。

2.［ファイル］→［新規作成］を選ぶか、ウィンドウに表示される［新

規］ボタンをクリックして、ウィザードを起動します。

ウィザードを使用すると、順に表示されるウィンドウに必要な項目

を入力していくだけで、楽に 適化の設定をすることができます。

3.［意思決定変数の選択］ウィンドウで、最適化する意思決定変数を選

択します。

デフォルトでは、開いている Excel ワークブックに定義されている

すべての意思決定変数が表示されます。このウィンドウの詳細は、

p.61 “［意思決定変数の選択］ウィンドウ”で説明します。

4. 必要であれば、それぞれの意思決定変数の［上限］フィールドと［下

限］フィールドを変更します。

デフォルトでは、Crystal Ball の［意思決定変数の定義］ダイアログ

で設定された値が表示されます。範囲を狭く指定すると、導かれる

適解の個数が少なくなり効率的ですが、指定した範囲の外に 適

解がある場合にそれを発見することができなくなります。

5. 必要であれば、［初期値］フィールドを変更します。

デフォルトでは、Crystal Ball モデルのセル値が表示されます。指定

した値が範囲の外にあるとき、あるいは問題の制約条件を満足しな

いときは、この値は無視されます。

6.［タイプ］フィールドに正しい変数のタイプが選択されていることを

確認します。

このフィールド以外に、Crystal Ball の［意思決定変数の定義］ダイ

アログでもタイプを変更することができます。

7.［OK］ボタンをクリックすると、［制約条件］ウィンドウが開きます。
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［意思決定変数の選択］ウィンドウ

適化する意思決定変数を選択します。このウィンドウを開く方法は三

つあります。

• ウィザードを実行する

• ［ツール］→［意思決定変数］を選択する

• ［意思決定変数］アイコンをクリックする

図 3.2  ［意思決定変数の選択］ウィンドウ

このウィンドウには以下のフィールドとボタンがあります。

選択 その変数を 適化するときにチェックします。

デフォルトでは、すべての意思決定変数がチェッ

クされています。

変数名 Crystal Ball モデルで定義した意思決定変数名が

表示されます。

下限 変数の下限値です。この項目を変更すると Crystal
Ball の下限値も自動的に変わります。

デフォルト値は Crystal Ball で定義した下限値で

す。

初期値 OptQuest が 適化を開始するときに使用する初
期値です。また、 適化の対象に選択されなかっ

た意思決定変数には、目的関数を計算する際にこ

の値が当てはめられます。

デフォルト値は、スプレッドシートのセル値で

す。セル値が上限と下限の間に収まっていない場

合は、中間値が使用されます。

上限 変数の上限値です。この項目を変更すると Crystal
Ball の上限値も自動的に変わります。

デフォルト値は Crystal Ball で定義した上限値で

す。
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タイプ ドロップダウンリストを使って、連続型 / 離散型

の別を指定します。

離散型を選択した場合は、［ステップサイズ］ダ

イアログが開きます。ステップサイズを入力して

［OK］ボタンをクリックすると、“離散型”とい

う文字列の後ろにステップサイズが表示されま

す。

ワークブック その意思決定変数が、どの Excel ワークブックの

変数なのかを表示します。このフィールドに入力
することはできません。

ワークシート その意思決定変数が、どの Excel ワークシートの

変数なのかを表示します。このフィールドに入力

することはできません。

セル その意思決定変数が、どのセルの変数なのかを表

示します。このフィールドに入力することはでき

ません。

並べ替え リストの表示を並べ替えます。選択された意思決

定変数は上に、選択されていない意思決定変数は

下に配置されます。

全て選択 すべての意思決定変数を 適化の対象として選

択します。

選択解除 適化の対象として選択されているすべての意

思決定変数の選択を解除します。

制約条件の指定 

意思決定変数同士の関係を式として定義します。OptQuest はこの式を

使ってモデルの可能解に制限を課します。

たとえば第 1 章の資産運用モデルでは、このウィンドウに以下の式を定

義して、投資する総額を 15,000,000 円に制限しました。

銀行預金 +中期国債ファンド +株式投資信託 +ヘッジファンド

<= 15000000

［制約条件］ウィンドウには、線形の条件式しか入力することができま

せん。制約条件が線形の場合は、以下の手順で定義してください。

1.［制約条件］ウィンドウの入力ボックスに、制約条件の線形式を入力

します。

入力ボックスについては、p.63 “［制約条件］ウィンドウ”で説明し

ます。
62 OptQuest ユーザマニュアル 



1

2. 複数の制約条件を定義するときは、改行して次の行に入力します。

3.［OK］ボタンをクリックすると、［予測選択］ウィンドウが開きます。

非線形の制約条件を課したいときには、次のように定義してください。

1. スプレッドシートモデル上に、意思決定変数を含む非線形の式セル

を作成します。

2. そのセルを Crystal Ball の予測セルとして定義します。

3. OptQuest で、その予測の最終値を必要条件に定義します。

［制約条件］ウィンドウ
意思決定変数を使って、 適化に制限を与えます。このウィンドウを開

く方法は三つあります。

• ウィザードを実行する

• ［ツール］→［制約条件］を選択する

• ［制約条件］アイコンをクリックする

図 3.3  ［制約条件］ウィンドウ

［制約条件］ウィンドウには二つのエリアがあります。

左側のエリアでは条件式を入力します。右側のエリアには、入力エリア

の式に意思決定変数を挿入したり、すべての意思決定変数の和を求める

式を追加するためのボタンがあります。制約条件を定義するときは、入

力エリアに直接変数名をタイプしてもかまいませんが、その変数を加え

たい位置にカーソルをおいてボタンをクリックすると、間違いなく楽に

入力していくことができます。

制約条件の数に限りはありません。ただし、それぞれの式について、以

下の点に注意してください。
OptQuest ユーザマニュアル 63



Chapter 3 モデルの設定と最適化の実行
• 1 行に一つの制約条件を入力します。

• 選択されている意思決定変数に定数を組み合わせた数式で表現しな

ければなりません。

• 線形でなくてはなりません。意思決定変数にかけることができるの

は定数だけで、他の意思決定変数をかけてはいけません。

• カンマ、通貨記号など、式として用いられない記号は使用できませ

ん。

• 括弧を使うことはできません。

• 式の右辺にはかならず定数をおいてください。

このウィンドウで使用することができる条件式を以下にまとめます。

予測目的関数の選択と必要条件の指定

［制約条件］ウィンドウの設定が終わると、［予測選択］ウィンドウが

開き、モデルで定義されているすべての予測が表示されます。

このウィンドウでは、 適化の目的関数を定義し、また目的関数とする

予測やその他の予測に対して必要条件を定義します。［予測選択］ウィン

ドウの各フィールドについては、p.65 “［予測選択］ウィンドウ”で説明

します。

1. 選択されている目的関数の行で、［予測統計量］フィールドをクリッ

クし、ドロップダウンリストから最適化する統計量を選択します。

2.［選択］のフィールドで、次のいずれかを選択します。

大化 選択した予測統計量を 大化します。

小化 選択した予測統計量を 小化します。

演算 書式 例

加算 二つの項を +でつなぎます。 var1 + var2 = 30

減算 二つの項を−でつなぎます。 var1 − var2 = 12

乗算 定数と意思決定変数を ∗でつなぎます。 
ただし定数を先におかなければいけま
せん。

4.2 ∗ var1 >= 9

等号と不等号 左辺と右辺を =, <=, >=でつなぎます。 2 ∗ var1 <= 5
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3. 必要であれば、必要条件を定義します。

a. 目的関数と同じ予測に必要条件を定義するときは、予測目的関数

の行をクリックして OptQuest のメニューバーから［編集］→［複

製］を選択し、コピーを作ります。

b. 必要条件を定義したい行の［選択］フィールドで、ドロップダウ

ンリストから［必要条件］を選択します。

c.［予測統計量］のドロップダウンリストから統計量を選択します。

d. 次のいずれかを入力します。

• ［上限］フィールドに、選択した統計量の上限値

• ［下限］フィールドに、選択した統計量の下限値

• 上限・下限の両方

e. その他にも設定する必要条件がある場合は、手順 a ～ d を繰り返

してください。

4. 可変必要条件を一つ定義することができます。

a. 目的関数と同じ予測に可変必要条件を定義するときは、予測目的

関数の行をクリックして OptQuest のメニューバーから［編集］→

［複製］を選択し、コピーを作ります。

b. 可変必要条件を定義したい行の［選択］フィールドで、ドロップ

ダウンリストから［可変必要条件 上限値］または［可変必要条件

下限値］を選択します。

c.［可変必要条件］ダイアログでサンプル数（OptQuest に 適化処

理をさせる値ポイント数）を指定して［OK］ボタンをクリック

します。

d.［予測統計量］のドロップダウンリストから統計量を選択します。

e. 必要条件の値範囲の上限と下限を指定します。

5.［OK］ボタンをクリックすると、［オプション］ダイアログが開きま

す。

［予測選択］ウィンドウ
モデルのすべての予測を 1 行ずつリストします。このウィンドウを開く

方法は三つあります。

• ウィザードを実行する

• ［ツール］→［予測］を選択する

• ［予測］アイコンをクリックする
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図 3.4  ［予測選択］ウィンドウ

このウィンドウには次のフィールドがあります。

選択 その予測に対して、以下のうちいずれかを選択し

ます。

・ 大化

・ 小化

・必要条件

・可変必要条件 上限値

・可変必要条件 下限値

・なし

その予測が目的関数であるときは、［ 大化］か

［ 小化］のいずれかを選択し、必要条件である

ときは、［必要条件］、［可変必要条件 上限値］、

［可変必要条件 下限値］のいずれかを選択しま

す。

［ 大化］または［ 小化］を選んだときは、

大化 / 小化する統計量を選択します。［必要条
件］を選択したときは、条件を課す統計量と、そ

の統計量の上限または下限、あるいはその両方を

指定します。［可変必要条件 上限値］または［可

変必要条件 下限値］を選択したときは、サンプ

ル数（ 適化処理をする値ポイント数）を入力し

て、さらに、条件を課す統計量と、上限および下

限を指定します。

デフォルトでは、すべての予測に“なし”が指定

されていますが、少なくとも一つの予測を 大化
または 小化の対象にしなくてはなりません。

予測名 Crystal Ball で定義した予測名が表示されます。変

更することはできません。

予測統計量 大化 / 小化 / 制限する予測分布の統計量を指

定します。詳細は、p.47 “統計量”をご覧ください。

デフォルトでは“平均値”が選択されます。
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下限 必要条件統計量の下限です。このフィールドは必

要条件と可変必要条件のためだけに使用されま

す。必要条件では上限、下限、あるいは両方を、

可変必要条件では上限と下限の両方を指定しな
ければなりません。

上限 必要条件統計量の上限です。このフィールドは必

要条件と可変必要条件のためだけに使用されま

す。必要条件では上限、下限、あるいは両方を、

可変必要条件では上限と下限の両方を指定しな

ければなりません。

単位 Crystal Ball で定義されている予測の単位を表示

します。このフィールドに入力することはできま

せん。

ワークブック 予測に使われる Excel ワークブックを表示しま

す。このフィールドに入力することはできませ

ん。

ワークシート 予測に使われる Excel ワークシートを表示しま

す。このフィールドに入力することはできませ

ん。

セル 予測に使われるセルを表示します。このフィール

ドに入力することはできません。

並べ替え リストの表示を並べ替えます。選択された予測は

上に、選択されていない予測は下に配置されま

す。

オプションの選択

以下の手順で 適化を実行するオプションを選択します。

1.［オプション］ダイアログで目的のタブを選び、必要なオプション項

目を変更します。

2.［OK］ボタンをクリックして、最適化の実行へ進みます。

［オプション］ダイアログ
適化プロセスを制御するオプションを設定します。このウィンドウを

開く方法は三つあります。

• ウィザードを実行する

• ［ツール］→［オプション］を選択する

• ［オプション］アイコンをクリックする
OptQuest ユーザマニュアル 67



Chapter 3 モデルの設定と最適化の実行
図 3.5  ［オプション］ダイアログ

［オプション］ダイアログには次の三つのタブがあります。

• 時間

• プリファレンス

• 高度な設定

［時間］タブ

このタブには、 適化の実行時間をコントロールするオプションがあり

ます。

仮に、ここで長い時間や多くの探索回数を指定しても、［実行］→

［中止］を選ぶか、 <ESC> を押す、あるいは［中止］アイコンをク

リックすれば、実行を止めることができます。また、設定時間が経過す

ると探索は停止しますが、引き続き延長して探索することもできます。

［時間］タブには、以下の項目があります。

探索実行（回） シミュレーションの回数で実行時間を制限しま
す。このオプションを選択したときは、目的のシ

ミュレーション回数をドロップダウンリストか

ら選ぶか、直接入力してください。

デフォルト値は 100 シミュレーションですが、こ

の方法はデフォルトでは選択されていません。

＜ OptQuest メモ＞　シミュレーション回数で探索を制限した場合で
も、OptQuest は指定された回数から必要時間を割り出し、その時間を
制限として作業を行います。この制限時間は、1 回目のシミュレーショ
ンに要した時間に、指定されたシミュレーション回数をかけて求められ
ます。しかし、実際のシミュレーション時間はそれぞれ微妙に異なるた
め、指定した回数に一致しないこともあります。
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探索実行（分間）

分単位で実行時間を制限します。このオプション

を選択したときは、目的の時間をドロップダウン

リストから選ぶか、直接入力してください。

デフォルトでは、この制限方法が選択され、時間

は 10 分となっています。

終了時刻 適化作業の終了を年月日、AM/PM および時・

分・秒で指定します。表示されている日付を変更

するためには、それぞれのドロップダウンリスト
を使用します。時刻を変更するためには、変更し

たいボックスにカーソルをおいて上 / 下の矢印ボ

タンをクリックします。直接入力することもでき

ます。

デフォルトでは、このオプションを選択した日付

と時刻が表示されます。この方法はデフォルトで

は選択されていません。

自動停止 指定した数のシミュレーションの間、解の向上が

見られないと、自動的に 適化を停止します。こ

のオプションを選択してもシミュレーション回

数や時間は指定しなければなりませんが、回数や

時間の制限を満たす前であっても、解の向上がな

くなれば実行は停止します。

通常は、自動停止を使わないほうがよいでしょ

う。手動設定の条件がはっきりしないときに指定

するようにしてください。

解が向上しないシミュレーション回数（解の個

数）のデフォルト値は、モデルに含まれる意思決

定変数の個数の 2 乗に 50 を加えた数です。

［プリファレンス］タブ

このタブには次のオプションがあります。

サウンド ［オン］を選択すると、OptQuest を開いたときに

起動サウンドが鳴ります。

デフォルトは［オフ］です。

フォント OptQuest ウィンドウで使用するフォントとサイ

ズを指定します。

デフォルトでは MS UI Gothic の 10 ポイントが選
択されています。

Crystal Ball 実行結果保存

［ステータスと解］ウィンドウに表示される結果
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の保存方法を指定します。［ 良解のみ］、［全て］、

［オフ］の中から選択してください。

OptQuest が終了するまでは、再使用に備えてシ

ミュレーションが保存されます。しかし、Crystal
Ball シミュレーションを保存するには大きな

ディスク容量が必要となり、また、 適化のパ

フォーマンスも低下するので注意してください。

デフォルトでは［ 良解のみ］が選択されていま

す。

＜ OptQuest メモ＞　このオプションは、OptQuest の実行中にシミュ
レーションを一時的に保存するものであり、最適化ファイル（OPT）に
保存するわけではありません。

適化モデルの詳細

ここで入力したタイトルは［ステータスと解］

ウィンドウに表示されます。

デフォルトでは、“Crystal Ball Simulation: <Excel
ワークブック名 >”となっています。

適化ログファイル

ログファイルを格納するフルパス名です。［変更］

をクリックして［ファイルを開く］ダイアログを
開き、ログファイルを指定します。

デフォルトの指定は、C:\Documents and Settings\
< ユーザ名 >\Local Settings\Temp\OptQuest.log
です。つまり、ログオンしているユーザの一時

フォルダ内にOptQuest.logという名前で保存され

ます。

［高度な設定］タブ

このタブ には次のオプションがあります。

適化タイプ 実行する 適化のタイプを［確率論的（仮定を使

用）］と［決定論的（仮定を固定）］から選択します。

仮定を含んだモデルに［決定論的］を選択した場

合は、仮定セルの現在のセル値が OptQuest で使

われます。

［信頼度テスト］オプションを選択すると、予測

目的関数のまわりの信頼区間により、現在の解が

現在の 良解に劣ることがわかった場合に、進行

中のいくつかのシミュレーションを中止します。

このオプションが有効なのは、予測目的関数の統
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計量に平均値、標準偏差、パーセンタイルが指定

されているときだけです。

＜ OptQuest メモ＞　［信頼度テスト］オプションを選んだとき、信頼
区間を判定するための信頼度には、Crystal Ball の［実行プリファレン
ス］ダイアログに設定されている［信頼度］が使用されます。

デフォルトでは、［確率論的］が選ばれ、［信頼度
テスト］がチェックされています。

＜ OptQuest メモ＞　最適化を始める前に、決定論的に予備計算を行
うと、質のよい初期値を見つけることができます。この方法が有効な状
況については、第 5 章“最適化スピードと精度の向上”をご覧ください。

トレランス 一連の意思決定変数に対するある値集合と、以前

使用した値集合を同じものとみなす許容差を指

定します。同じとみなされた場合、OptQuest はそ

の値集合に対するシミュレーションを実行せず

に破棄します。

また、可変必要条件を指定して 適化を行ってい

るときは、それぞれの可変必要条件の値ポイント

について 適化が完了した時期を判定するため
にも、このトレランスが使用されます。

＜ OptQuest メモ＞　可変必要条件を計算するときのトレランスの使
用方法については、p.145 “可変必要条件”をご覧ください。

トレランスは意思決定変数の範囲の乗数です。た

とえば、意思決定変数の範囲が 50 ～ 100 で、ト

レランスが 0.01 だった場合は、選択された意思

決定変数値の 0.5 以内の意思決定変数はどれも同

じものとして扱われます。値集合に含まれるすべ

ての意思決定変数値が等しいとされたとき、値集

合全体が破棄されます。

デフォルトのトレランスは 0.00001 です。

最適化の実行

適化は、いつでも中止、一時停止、続行、再スタートすることができ

ます。 適化の実行中には、［パフォーマンスグラフ］、［棒グラフ］、［

適化のログ］、［効率的フロンティア］ウィンドウを利用することができ

ます。

OptQuestの実行中に、他のWindowsプログラムを実行することもできま
OptQuest ユーザマニュアル 71



Chapter 3 モデルの設定と最適化の実行
すが、Crystal Ball や Excel での作業、OptQuest の設定の変更はできませ

ん。また、 適化の実行中に Excel、 Crystal Ball、 OptQuest を終了して

はいけません。

適化は以下の手順で実行します。

1. 次のいずれかの手順で最適化を開始します。

• 「すぐに 適化を実行しますか？」というプロンプトに［はい］

をクリックします。

［ステータスと解］ウィンドウが開きます。このウィンドウにつ

いては、p.73 “［ステータスと解］ウィンドウ”をご覧ください。

• ［実行］→［開始］を選択します。これについては、p.73 “開始

/ 一時停止 / 中止”で説明します。

2. 最適化を一時停止 / 中止 / 再開します。

これらの方法については p.73 “開始 / 一時停止 / 中止”で説明します。

3. 最適化実行中は、随時、実行状況を確認してください。

実行中および一時停止中に、OptQuest の［表示］メニューから次の

ウィンドウを開くことができます。

パフォーマンスグラフ

シミュレーション数に対する目的関数の値をグ

ラフ化したものです。

ウィザードを使った場合は、自動的にこのウィン

ドウが開きます。このウィンドウの詳細は p.76 で

解説します。

棒グラフ 探索中に、それぞれの意思決定変数値の変化を表

示します。このウィンドウの詳細は p.77 で解説

します。

適化のログ 探索中に生成された一連の解の詳細を表示しま

す。このウィンドウの詳細は p.78 で解説します。

効率的フロンティア

可変必要条件の範囲にわたって見つかった目的

関数の値集合をプロットします。このウィンドウ

の詳細は p.79 で解説します。
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開始 / 一時停止 / 中止

以下のコマンドで、 適化作業の進行をコントロールします。

開始 新規に 適化を開始します。すでに 適化が実行

されているときや、一時停止されているときは使

用することができません。

一時停止 現在の 適化を一時停止します。 適化実行中は

いつでも停止することができます。

一時停止中は、ツールバーの下に 適化を再開す

るボタンが表示されます。

中止 現在の 適化を中止します。 適化実行中および

一時停止中はいつでも中止することができます。

適化は一度中止すると再開することができず、

再度開始した場合、それは新規の 適化となりま

す。ただし、OptQuest は中止された時点での 良

解を記録しておき、次回新規に実行するときは、

そこからスタートします。

［ステータスと解］ウィンドウ
作業中の 適化に関する 新情報を表示するウィンドウです。このウィ

ンドウを開く方法は三つあります。

• ウィザードを実行する

• ［表示］→［ステータスと解］を選択する

• ［ステータスと解］アイコンをクリックする

図 3.6  ［ステータスと解］ウィンドウ
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このウィンドウには次の三つのエリアがあります。

• ステータス

• 適化ファイル

• 解

ステータス

適化のステータスは、左上コーナーの［ステータス］エリアと、その

下にある白いバーに表示されます。ステータスが表示されるのは、 適

化の実行中および一時停止中のみです。

ステータスには以下の項目があります。

残り時間 適化が終了するまでの残り時間を表示します。

シミュレーション回数で実行を制限している場

合、OptQuest は 初のシミュレーションに要した

時間から、指定回数のシミュレーションを行うの

に必要な時間を計算し、それに基づいて残り時間

を表示します。

シミュレーション

現在のシミュレーション回数を表示します。

アクション 現在行われている 適化作業が［ステータス］エ

リアの下にある白いバーに表示されます。

以下のアクションがあります。

・試行解を評価中

・ 適化の初期化中

・テストシミュレーション実行中

・ 適化中

・ 適化は完了しました

最適化ファイル

適化ファイルに関する情報は、ウィンドウの右上コーナーの［ 適化

ファイル］エリアに表示されます。

このエリアには以下の項目があります。

適化ファイル名

適化ファイルのパスを表示します。ファイルを

まだ保存していない場合は、“UnNamed.opt”と

表示されます。
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適化モデルの詳細

モデルのタイトルです。タイトルの変更方法につ

いては、p.69 “［プリファレンス］タブ”をご覧

ください。

デフォルトのタイトルは“Crystal Ball Simulation:
<Excel ワークブックのファイル名 >”です。

解

良のシミュレーション結果を表示します。 初に表示されるシミュ

レーションは次のいずれかです。

• 意思決定変数の初期値が制約条件を満たしていれば、その値

• OptQuest が生成した解で、 初に制約条件を満たした可能解

OptQuestはよりよい解（必要条件可能解により近い解、あるいはよりよ

い目的関数をもたらす解）を見つけるたびに、［ステータスと解］ウィ

ンドウに新しい行を加え、目的関数と意思決定変数の値を表示します。

このエリアには以下のフィールドがあります。

シミュレーション

これまでの 適化作業で 良の結果が得られた

シミュレーションと、現在のシミュレーションを

表示するフィールドです。

その時点での 良結果には“Best:”、現在のシミュ

レーションには“Current:”が、数字の前に表示

されます。

目的関数 各シミュレーションに対し、目的関数の予測統計

量を表すフィールドです。

ヘッダには、 大化 / 小化の別、予測名、 適

化する統計量が表示されます。

必要条件 各シミュレーションに対し、必要条件の予測統計

量を表すフィールドです。

ヘッダには、予測名、必要条件の統計量、上限お

よび下限が表示されます。

可変必要条件 各シミュレーションに対する可変必要条件の予

測統計量と、現在の必要条件の値ポイント（ 適

化中に変化します）を表すフィールドです。

意思決定変数 各シミュレーションに対し、意思決定変数の値を

表示するフィールドです。

ヘッダには、意思決定変数の名前が表示されま
す。
OptQuest ユーザマニュアル 75



Chapter 3 モデルの設定と最適化の実行
［パフォーマンスグラフ］ウィンドウ
シミュレーションの回数に対して、 良の目的関数をグラフ化したもの

です。このグラフを見ると、いつ、どのように目的関数の 良値が変化

したかがわかります。

このウィンドウを開く方法は三つあります。

• ウィザードを実行する

• ［表示］→［パフォーマンスグラフ］を選択する

• ［パフォーマンスグラフ］アイコンをクリックする

図 3.7  ［パフォーマンスグラフ］ウィンドウ

必要条件を指定している場合、開始当初に赤色の曲線が表示されること

があります。これは対応する解が必要条件に対して不可能解となってい

ることを示しています。必要条件に対して可能であるときは、曲線は緑

色になります。

OptQuestが 初に必要条件可能解を見つけると、通常は指数関数のよう

な減少曲線（ 小化の場合）になりますが、探索の初期段階で結果は向

上します。

［フロンティア］ボタンをクリックすると、［効率的フロンティア］ウィ

ンドウが開きます。ただし、このボタンは可変必要条件を指定している

ときにしか選ぶことができません。このウィンドウについては、p.79

“［効率的フロンティア］ウィンドウ”をご覧ください。

［設定］ ボタンを押すと、以下のように表示を変更することができま

す。
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• グラフの y 軸の範囲を変更する

• ［線形］または［対数］の尺度でグラフ化する

• グラフに必要条件や意思決定変数を追加する

これらの機能は、新しい 良値が以前のものに接近していて見分けにく

いときに便利です。

グラフを元の尺度、元の y 軸範囲に戻したいときは、［自動尺度設定］

をクリックしてください。また、余分な線を削除するには、［追加 Y

値］リストから［なし］を選択します。

［棒グラフ］ウィンドウ
現在のシミュレーション（ 適化終了後は 良のシミュレーション）で

の、さまざまな意思決定変数の値を棒グラフに表示します。ただし、

適化モデルの変数が 10 個を超えているときは、 初の 10 個だけが表示

されます。このグラフを観察すると、それぞれの変数に与えられた値が

視覚的にわかり、また、ある解から次の解へ変化する様子も一目で見る

ことができます。

このウィンドウを開く方法は二つあります。

• ［表示］→［棒グラフ］を選択する

• ［棒グラフ］アイコンをクリックする

図 3.8  ［棒グラフ］ウィンドウ
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このウィンドウには以下の項目があります。

目的関数 表示されている変数値に対応する目的関数の値

を表示します。

シミュレーション

適化の実行中は、現在のシミュレーション回数

が表示され、 適化が終了すると“完了”に変わ

ります。

尺度 棒グラフが複数ある場合、すべてのバーに共通の

尺度を適用するか（［共通尺度］）、それぞれのバー
に適した尺度（［独立尺度］）を使うかを選択しま

す。［共通尺度］を選択すると、すべてのグラフ

の中で 大の範囲をもつ尺度が使用されます。

［最適化のログ］ウィンドウ
適化の実行中に行われた各シミュレーションに対する意思決定変数、

目的関数、必要条件の値や、信頼度テストの設定、シミュレーションの

回数というような 適化の詳細を表示します。リストされるのは、［ス

テータスと解］ウィンドウに表示されるような 良値ではないので注意

してください。

このウィンドウを開く方法は二つあります。

• ［表示］→［ 適化のログ］を選択する

• ［ 適化のログ］アイコンをクリックする

図 3.9  ［最適化のログ］ウィンドウ
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スクロールバーを使うとすべてのリストを表示することができます。

このログは［オプション］ダイアログの［プリファレンス］タブで［

適化ログファイル］に指定したファイルに保存されます。また、ログの

内容はクリップボードにコピーすることもできます。

［効率的フロンティア］ウィンドウ
可変必要条件として設定された必要条件の各値ポイントに対する 良解

と、それらすべての 良解のグラフを表示します。このウィンドウを利

用できるのは、可変必要条件を使用した 適化を行ったときだけです。

良解の情報は、シミュレーションの番号がない点を除けば［ステータ

スと解］ウィンドウと変わりません。表示されるフィールドについては

p.73 “［ステータスと解］ウィンドウ”をご覧ください。

このウィンドウを開く方法は三つあります。

• ［表示］→［効率的フロンティア］を選択する

• ［効率的フロンティア］アイコンをクリックする

• ［パフォーマンスグラフ］ウィンドウで、［フロンティア］をクリッ

クする

図 3.10  ［効率的フロンティア］ウィンドウ
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垂直スクロールバーを使用すると、 良解のリストをすべて見ることが

できます。

OptQuestは 初の必要条件の値（ も制限の厳しい値）での実行を、

良解の有意な改善がなくなるまで、あるいは（モデルに含まれる意思決

定変数の個数に基づいた）シミュレーションの 大数に達するまで行い

ます。次に、続く必要条件の値ポイントを 初の値の約半分の時間実行

します。

結果の分析

OptQuestで 適化を実行した後は、以下のように作業を進めるとよいで

しょう。

1. 解を分析して結果のロバスト性を判定します。

2. 意思決定変数に最適値を使って、長時間にわたるCrystal Ballシミュ

レーションを行い、OptQuest が推奨した解のリスクを厳密に評価
します。

3. Crystal Ball の分析機能を使って、最適解をくわしく評価します。

解の分析
以下のような問題を考察したいときは、意思決定変数値に関する統計量

が役に立ちます。

• 良解はどの程度安定しているか

• モデルから削除すべき無関連な変数が存在するか

初の問題は、分析を通じて決定値がはっきりすれば解決します。つま

り、 良解の意思決定変数が決定値であれば、その解は安定していると

いえます。

次に、分析を通じて、そのモデルに関連のない変数が認識されれば、二

つめの問題が解決します。無関連な変数とは、定義した範囲内で大きな

変化を与えても、結果に与える影響が小さいか、あるいはまったく影響

を与えない変数のことです。このような変数を意思決定変数から外して

定数として扱うと、意思決定変数の個数が減り、 適化のパフォーマン

スが向上します。無関連な変数を削除したら、残った変数で 適化を再

実行してください。

決定値

最も品質の高い解に対して、常に
一定あるいはほとんど一定の値を
とる変数。
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適化の結果分析は、以下の手順で行います。

1.［実行］→［解の分析］を選択します。

［解の分析］ウィンドウが開きます。

2.［最良解からの偏差］フィールドにパーセント値を入力します。

ここに入力する値については、続く“［解の分析］ウィンドウ”の項
でくわしく説明します。

3.［分析］ボタンをクリックします。

OptQuestは、導かれた 良解に対する予測と意思決定変数を分析し、

指定したパーセント値の範囲でそれぞれの統計量を表示します。 

4. 分析が済んだら［キャンセル］ボタンをクリックします。

5. 分析結果によっては、設定に変更を加えて最適化を再実行します。

［解の分析］ウィンドウ

解に関するレポートが表示されます。 良解から指定した率までの解を

見つけ、それらの解を導いた意思決定変数値の統計量を計算します。

このウィンドウを開く方法は二つあります。

• ［実行］→［解の分析］と選択する

• ［解の分析］アイコンをクリックする

図 3.11  ［解の分析］ウィンドウ
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［ 良解からの偏差］フィールドに、 良解を中心とした範囲をパーセ

ントで入力します。これには、他のシミュレーションの目的関数を収め

る範囲を指定してください。たとえば、 良の目的関数の10%以内のシ

ミュレーションを含めたいときは、この項目に“10”を入力します。

［分析］ボタンをクリックすると、［ 良解からの偏差］の設定値に従っ

て、表が再構築されます。ウィンドウの右上にある［発見数］エリアに

は、指定した率に収まっている解（可能解のみ）が、それまでにいくつ

発見されたかが表示されます。

［分析］テーブルには以下のフィールドがあります。

予測名 予測目的関数または意思決定変数の名前です。

良解 良解から得られた目的関数や意思決定変数の

値です。

小値 分析範囲内に収まっている解の集合から得られ

た目的関数や意思決定変数の 小値です。

平均値 分析範囲内に収まっている解の集合から得られ

た目的関数や意思決定変数の平均値です。

大値 分析範囲内に収まっている解の集合から得られ

た目的関数や意思決定変数の 大値です。

標準偏差 分析範囲内に収まっている解の集合から得られ

た目的関数や意思決定変数の標準偏差です。

［解］テーブルは、分析範囲の目的関数を導いた解について、すべての

目的関数と変数値をリストします。

このテーブルには以下のフィールドがあります。

解 分析範囲内に収まっている解の順位を示します。

通常は元のシミュレーション回数とは違った値

になります。

目的関数 その解の目的関数の値です。

意思決定変数 それぞれの意思決定変数値が、対応するフィール

ドに表示されます。

＜ OptQuest メモ＞　［分析］テーブルや［解］テーブルからセルを選
択し、クリップボードにコピーすることができます。
82 OptQuest ユーザマニュアル 



1

長時間シミュレーションの実行

OptQuestの推奨解をより厳密に評価するために、意思決定変数の 適値

を使って、長時間のCrystal Ballシミュレーションを実行してください。

1. 解を Crystal Ball にコピーします。

a.［ステータスと解］ウィンドウでコピーする解を選択します。

デフォルトでは、 良解が選択されています。

b.［編集］→［Excel へコピー］を選択します。

OptQuest は、選択されている解の意思決定変数値を Crystal Ball

モデルにコピーします。

＜ OptQuest メモ＞　デフォルトの設定では、OptQuest は最良解に対
するシミュレーションしか保存しません。すべての解を保存するために
は、［ツール］→［オプション］を選び、［オプション］ダイアログの［プ
リファレンス］タブで［Crystal Ball 実行結果保存］に［全て］を選択
します。 

2.［ファイル］→［終了］を選択し、OptQuest を終了します。

適化ファイルが保存されていない場合や、解を Crystal Ball へコ

ピーしていない場合、OptQuest はそれぞれ次のようなメッセージを

表示します。

• 適化ファイルを保存しますか？

• 意思決定変数セルに現在選択されている結果をコピーします

か？ 他の結果を選択するときは“キャンセル”をクリックし

てください

3. Crystal Ball で［実行］→［実行プリファレンス］を選び、シミュ

レーションあたりの最大試行回数を増やします。

4. シミュレーションを実行します。

5. Crystal Ball の分析ツールを使って、結果を分析します。

分析ツールの詳細に関しては“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご

覧ください。

Crystal Ball でのグラフの確認

OptQuest で解を選択してモデルにコピーしたら、Crystal Ball で［分析］

→［予測グラフ］を選んで、コピーした意思決定変数に基づく予測グラ

フを確認することができます。ただし、他の種類のグラフを表示させる

ためには、［分析］メニューからグラフを選択する前に、少なくとも 1
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回のシミュレーションをCrystal Ballに実行させなければなりません。シ

ミュレーションの実行については、“Crystal Ball ユーザマニュアル”を

ご覧ください。
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Chapter
第 4 章

OptQuest の応用事例



概要

この章では、OptQuest を使ってさまざまな

分野の 適化問題を解決する事例を紹介し

ます。

• ソーセージ生産計画

• ホテルの設計と宿泊料金の設定

• 一定予算内でのプロジェクトの選択

• 地下水の浄化

• 油田の開発

• 資産運用（応用）

• 許容限界分析

• 在庫システムの 適化

• ドリル刃の交換ポリシー

これらの事例を通じて、OptQuest を活用す

ることができる分野の広さがわかるだけで

はなく、スプレッドシートモデルの設計方

法や、OptQuest を使う上でポイントとなる

事項を学習することができます。



1

概要

この章では、OptQuestを利用したさまざまなタイプの応用事例を紹介し

ます。事例を通じて、OptQuestを活用することができる分野の広さがわ

かるだけではなく、スプレッドシートモデルの設計方法や、OptQuestを

使う上でポイントとなる事項を学習することができます。

それぞれの事例は、 適化問題の設定、スプレッドシートモデルの説

明、OptQuestの実行とOptQuestが導いた解の解説という順序で構成され

ています。また、 後に、そのモデルを使った実践的な練習問題を用意

してある事例もあります。

事例

意
思
決
定
変
数
の
数

タイプ

制
約
条
件
の
数

必
要
条
件
の
数

特　徴

ソーセージ生産計画 5 連続 3 1 古典的な 適化手法を使用します。

ホテルの設計と宿泊料金
の設定

3 離散 0 1 必要条件にパーセンタイルを使い、決定論的
な解でリスクを示します。

一定予算内でのプロジェ
クトの選択

8 2 値（0, 1） 1 0 プロジェクトを実行するか中止するかという
二者択一の決定を、 2 値の意思決定変数を用

いて導きます。

地下水の浄化 2 混合 0 1 さまざまな仮定の組を選択する意思決定変数
を使用します。

油田の開発 3 混合 0 0 パーセンタイルの目的関数と、意思決定変数
をベースにした参照テーブルを使用します。

資産運用（応用） 4 連続 2 0 Crystal Ball 関数を使って、複数の目的関数を

一つの多目的関数にまとめます。また、裁定
価格理論（APT）や効率的フロンティアを使

います。

許容限界分析 7 連続 0 2 終値と範囲の統計量を使います。

在庫システムの 適化 2 離散 0 0 ステップを大きくして、広い範囲で解を探索
し、その後、探索精度を上げます。

ドリル刃の交換ポリシー 1 連続 0 0 時間を意思決定変数として定義します。
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ExcelファイルとOptQuestの設定ファイルは、Crystal BallのExampleフォ

ルダにあります。これらの Excel ファイルのリストは、Excel で［ヘル

プ］→［Crystal Ball］→［サンプルファイル］を選択するか、あるいは

Windows のスタートメニューから［プログラム］→［Crystal Ball 7］→

［サンプルファイル］→［サンプルガイドを表示］を選択すると表示さ

れます。

実際に操作をしながら説明を読んでください。

ソーセージ生産計画

最適化問題の設定
ソーセージメーカーの Ray’s Red Hots 社は、現在 5 種類のソーセージを

生産しています。今、この会社の生産計画責任者は、次の生産期間で製

造する各ソーセージの量を決定しようとしています。

使用する原料には、子牛肉、豚肉、牛肉、腸皮の 4 種類があり、各製品

の単位あたりの原料使用量と利益は下表のようになっています。重さの

単位はポンドです。

現時点の在庫と今後の仕入量の合計は以下のようになっており、次の製

造工程ではこれらを有効に使用しなければなりません。

子牛肉 12,520 ポンド

豚肉 14,100 ポンド

牛肉 6,480 ポンド

腸皮 10,800 ポンド

製品 子牛肉 豚肉 牛肉 腸皮
単位あたりの

利益（円）

サマーソーセージ 0.00 2.50 1.00 1.00 125

ブラートヴルスト 4.00 1.00 0.00 1.50 180

イタリアンソーセージ 1.00 3.00 1.50 1.00 140

ペパローニ 0.00 4.00 0.00 2.00 210

ポーランドソーセージ 0.00 1.00 3.00 1.50 170
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この問題には、上記のような原料の量的制限のほかに以下の要素があり

ます。

• 顧客との販売契約は現時点でかわされていません。各製品の単位あ

たりの利益は、過去の実績に基づいた推定値です。

• 腸皮は、検収に合格することができずに廃棄したり、製造中に破れ

たりすることがあるので、予定より多くの量を使用する可能性があ

ります。

以上の条件に基づき、製造工程の途中で原料が不足しないようにして、

かつ総利益を 大にするためには、それぞれのソーセージを何ポンドず

つ生産すればよいでしょうか。この問題をOptQuestを使って求めてみま

しょう。

スプレッドシートモデル
図 4.1 は、Ray’s Red Hots 社の生産計画責任者が作成したスプレッドシー

トモデルです（Product Mix.xls）。このシートは、データ入力やモデル

出力が楽にできるようにうまく工夫されています。

Crystal Ball の仮定をざっと見て、腸皮の条件や単位あたりの利益の不確

実性を確認してください。

図 4.1  「ソーセージ生産計画」のスプレッドシートモデル
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OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

以下のように 適化を実行してください。

1. 末端に近いパーセンタイルを必要条件に使用するので、最適化には

高い精度が必要です。“Product Mix.xls”が開いている状態で、［実
行プリファレンス］ダイアログで最大試行回数を 1,000 に設定しま
す。

2. Crystal Ball の［実行］メニューから OptQuest を起動します。

3.“Product Mix.opt”ファイルを開きます。

4. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には、五つの意思決定変数（各原料）、使用できる原料

を制限する三つの制約条件、一つの必要条件があります。

• 必要条件では、腸皮が予定の量を超過する可能性を 大 5% に

指定しています。

5. 最適化を実行します。

図 4.2  「ソーセージ生産計画」モデルの最適化結果
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図 4.2 は OptQuest が導いた解です。以下のような生産計画を立てれば、

大利益は 1,160,200 円になることがわかりました。

サマーソーセージ  3,893 ポンド

ブラートヴルスト  3,004 ポンド

イタリアンソーセージ 179 ポンド

ペパローニ 28 ポンド

ポーランドソーセージ 716 ポンド

この結果を使った“腸皮の余り”の予測グラフを表示して、腸皮を使い

果たす可能性が 5% 以下になっていることを確認してみましょう。

図 4.3  最適化された「ソーセージ生産計画」モデルの腸皮の余りの予測グ
ラフ

練習問題
仕入れ業者に不安があり、調達できる子牛肉の量が不確実だと仮定しま

す。子牛肉の在庫量が11,000 ～12,520 ポンドの間で一様に分布すること

として、条件を変更してみましょう。

OptQuestファイルを編集してモデルを再実行すると、解はどのように変

わりますか？
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ホテルの設計と宿泊料金の設定

最適化問題の設定
駅前にあるホテルが改装工事をすることになりました。ホテルのオー

ナーは、ルームタイプの構成と宿泊料金の 適な組合せを見つけて、

高の収益をあげたいと考えています。

このホテルには現在 450 室があり、過去の収益状況をまとめると次のよ

うになります。

各ルームタイプには、次のような価格と需要の弾力性があります。

シングル −3

セミダブル −1

ダブル −2

たとえばシングルの部屋は、部屋の宿泊料金を 1% 下げると、貸室数が

3%増加することになります。反対に、宿泊料金を1%上げると、貸室数

は 3% 減少します。

宿泊料金の設定に対する予測貸室数は次の式で得られます。

H 過去の貸室数の平均

E 弾力性

N 新しい価格

C 現在の価格

宿泊料金は百円単位にし、シングルの価格を 7,000 ～ 9,000 円、セミダブ

ルの価格を 9,000 ～ 11,000 円、ダブルの価格を 12,000 ～ 14,900 円に収め

ます。また、部屋の改装は行いますが、室数を 450 から増やす予定はあ

りません。 

ルームタイプ 料金 1 日の貸室数 収入

シングル 8,500 円 250 室 2,125,000 円

セミダブル 9,800 円 100 室  980,000 円

ダブル 13,900 円 50 室 695,000 円

( )E H N C
H

C

−
= + ⋅ ⋅

予測貸室数
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スプレッドシートモデル

図 4.4 は、この問題のワークシートです（Hotel Design.xls）。

図 4.4  「ホテルの設計と宿泊料金の設定」のスプレッドシートモデル

意思決定変数はセル G6 ～ G8 に定義されています。ここで、すべての

データが固定されていると仮定すれば、次のような決定論的な 適化モ

デルとなります。

以下の条件で総収入（セル I11）を 大化します。

7,000 <= シングルの新価格（セル G6） <= 9,000

9,000 <= セミダブルの新価格（セル G7） <= 11,000

12,000 <= ダブルの新価格（セル G8） <= 14,900

合計貸室数（セル H11） <= 450

OptQuest の決定論的モード（p.67 “［オプション］ダイアログ”を参照）

を使うと、このような離散的な非線形の 適化モデルを解くことができ

ます。

この設定で OptQuest を実行すると、図 4.5 のような解が得られます。三

つのルームタイプに対し、それぞれ 7,900 円、11,000 円、12,700 円が

適だという結果になりました。ただし、450 ある部屋がほとんど満室に

なっていることに注意してください。
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図 4.5  「ホテルの設計と宿泊料金の設定」モデルの決定論的な最適化結果

このスプレッドシートでは、価格と需要の弾力性を変化しない値として

指定しましたが、現実には、弾力性には不確実性があります。そこで、

弾力性がスプレッドシートの値から±50%まで変化するものとして、こ

の料金設定に対する室数の需要をCrystal Ballでシミュレートしてみまし

た。図 4.6 のように、室数の需要がホテルの収容能力を超えてしまうリ

スクは 50% 近くにもなります。

図 4.6  「ホテルの設計と宿泊料金の設定」モデルの決定論的な最適解に対
する貸室数の予測グラフ
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明らかに、このようなリスクを抱えて営業するわけにはいきません。こ

の確率に対して適切な制限を課す必要があります。たとえば、収容能力

を超える需要を 20% 程度に抑えるとよい結果が導かれるでしょう。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Hotel Design.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューから OptQuest を起動し、以下のように 適化を実行します。

1.“Hotel Design.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には三つの意思決定変数があります。制約条件はあり

ません。

• 需要がホテルの収容能力を上回る確率が 20% 以下になるよう

に、セル H11 の合計貸室数に［予測選択］ウィンドウで必要条

件を設定します。この事例では、予測統計量にパーセンタイル

（80）を指定し、上限を 450 として部屋の需要を制限しています。

3. 最適化を実行します。

図 4.7 は、OptQuest が導いた 適化結果です。

図 4.7  「ホテルの設計と宿泊料金の設定」モデルの最適化結果
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また、図 4.8 はこの解に対して行われた Crystal Ball シミュレーションの

結果です。この図から需要室数が収容能力を超える確率が20%よりもわ

ずかに小さくなっていることがわかります。

図 4.8  最適化された「ホテルの設計と宿泊料金の設定」モデルの貸室数の
パーセンタイル

一定予算内でのプロジェクトの選択

最適化問題の設定
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、現在八つ

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

• 成功する予想確率

• 初期投資額

プロジェクト事業部長はこれを次の表にまとめました。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280,000,000円の初期投

資が必要です。しかし、予算は200,000,000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 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。予測収入と成功率は不確実

なので、この決断はきわめて困難です。 

この値が 450 以下になる

ように、必要条件で設定
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スプレッドシートモデル
“Project Selection.xls” ファイルを開くと、図 4.9 のスプレッドシートモ

デルが表示されます。

図 4.9  「一定予算内でのプロジェクトの選択」のスプレッドシートモデル

プロジェクト 予想利益 成功率 実質利益 初期投資 純利益

1 75,000,000 円 90% 67,500,000 円 25,000,000 円 42,500,000 円

2 150,000,000 円 70% 105,000,000 円 65,000,000 円 40,000,000 円

3 60,000,000 円 60% 36,000,000 円 25,000,000 円 11,000,000 円

4 180,000,000 円 40% 72,000,000 円 50,000,000 円 22,000,000 円

5 125,000,000 円 80% 100,000,000 円 70,000,000 円 30,000,000 円

6 15,000,000 円 60% 9,000,000 円 3,000,000 円 6,000,000 円

7 90,000,000 円 70% 63,000,000 円 35,000,000 円 28,000,000 円

8 25,000,000 円 90% 22,500,000 円 7,000,000 円 15,500,000 円

投資総額 280,000,000 円

予算 200,000,000 円

予測総利益 195,000,000 円
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H 列の意思決定変数は 2 値の変数で、そのプロジェクトの実行の可否を

0 か 1 で示します。セル F15 の投資総額は、F 列（初期投資額）に H 列

をかけた値を合計したものです。

仮定セルは、それぞれのプロジェクトの“予想利益”と“成功率”です。 “予

想利益”はさまざまな分布をもちますが、 “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。

シミュレーション実行中、C 列に各プロジェクトの利益値が生成されま

す。また、D 列の“成功率”には 0% か 100%（失敗 / 成功）が出力され

ます。E 列の“実質利益”はプロジェクトの成否に依存するため、“予想

利益”に等しくなるか、あるいは 0 となり、それに応じて“純利益”は

正の値にも負の値にもなります。

Crystal BallやOptQuestを使わず、スプレッドシート上で試行錯誤を繰り

返すだけでもよい解は得られるかもしれませんが、リスク評価のない予

測値に基づいた意思決定には危険が伴います。R&D グループのプロ

ジェクト選択は 1 回きりです。選択した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。このスプレッドシートモデルの

適化結果を見て、いかにリスク分析が重要かを理解してください。

OptQuest の実行

“Project Selection.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してください。

1.“Project Selection.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、八つの意思決定変数と一つの制約条件（予算の制

限）があり、必要条件は定義していないことを確認してください。

3. 最適化を実行します。

図 4.10  「一定予算内でのプロジェクトの選択」モデルの最適化結果
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図 4.10 は、OptQuest が導いた 適化結果です。この 良解では、3 と 5

を除いたプロジェクトが選択されています。

ところが、 良解が得られた Crystal Ball シミュレーションの結果（図

4.11）を見ると、総利益の分布が非常に不規則であることがわかりま

す。総利益は選ばれたプロジェクトの成功率の組合せに依存するため、

ばらつきが大きく、全体として赤字になる可能性をはらんでいます。

プロジェクト事業部長は、探索中に見つかった他の解も含め、このリス

クを評価するべきでしょう。

図 4.11  最適化された「一定予算内でのプロジェクトの選択」モデルの総
利益の予測グラフ

練習問題
この事例では統計量に平均値を使っています。しかし、このままでは損

失を負うリスクが高いため、他の目的関数を使って、 も高い確率で黒

字になる解を探すのがよいかもしれません。

これは、信頼度の統計量を 適化すればうまくいくはずです。指定した

二つの端点の間（この例では 0 ～＋∞）にほとんどの値が収まるような

良解を探索してください。OptQuestファイルを修正し、この目的関数

を使って問題を解いてみましょう。
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地下水の浄化

最適化問題の設定
ある小さな村は、飲料水に井戸水を使っています。ところが、 近行わ

れた水質調査で、近隣の工場が不法投棄した化学物質によって地下水が

汚染されていることが判明しました。この村にとって地下水は唯一の飲

料水源なので、汚染は住民に深刻な被害を及ぼします。

調査を行った研究機関は、住民の発癌リスクを 10,000 分の 1以下（ただ

しその数字は95%の確実性をもつこと）まで低減することを推奨してい

ます。この推奨基準は「95 パーセンタイルが 1E−4 未満」と言い換える

ことができます。

行政機関はこれを受け、環境保全企業を相手に地下水浄化工事の競争入

札を行うことにしました。入札の条件は、「指定する三つの処理方法の

どれかを使って汚染物質のレベルを推奨基準まで下げること」というも

のです。

さて、ある環境保全企業が応札しようと考えています。三つの浄化方法

にかかるコストは、それぞれ必要な材料と作業時間（浄化効率）に応じ

て変化します。この環境保全企業は、過去の状況や現場のデータを手に

入れ、コストを 小にしつつ、研究機関の推奨基準を95%の確実性で満

足する 良の浄化方法を選択しなければなりません。

この 適化問題には、上記のほかに以下の要素があります。

• それぞれの化学物質について汚染濃度の情報があります。これは、

地下水に含まれる汚染物質を 1 リットルあたり 100 万分の 1 グラム

（mg －マイクログラム）単位で測定したものです。

• それぞれの化学物質がもつ CPF （発癌係数）は不確実です。CPF は

その化学物質が発癌に与える影響の度合いを表し、値が高いほど害

が大きくなります。

• 汚染物質が住民に与える発癌リスクを評価するためには、住民の体

重と 1 日あたりに摂取する水の量の変動を考慮する必要がありま

す。

これらすべての要素から、母集団のリスクを表す次のような方程式が得

られました。

1

=
⋅ ⋅

⋅

日あたりの汚染物質発癌
係数 の濃度 水の摂取量

母集団の発癌リスク
体重 変換係数
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スプレッドシートモデル

“Groundwater Cleanup.xls” ファイルを開くと、図 4.12 のスプレッド

シートが表示されます。

図 4.12  「地下水の浄化」のスプレッドシートモデル

セルC24には先ほど得られた発癌リスクが式で入力されています。以下

は、この式に使用されているセルです。

リスクの要素 セル 説 明 分布

発癌係数 C17:C19 各汚染物質の発癌性 対数正規分布

浄化後の汚染濃度 E17:E19 セル E17:E19 の浄化前に測定された各

汚染物質の濃度（正規分布）に、1−浄

化効率をかけた値

体重 C21 各住民の体重の可変性 下限が 0 の正規分布

1 日あたりの摂水量 C22 各住民が 1 日に摂取する水量の可変性 下限が 0 の正規分布
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また、それぞれの浄化方法にかかるコスト（セル E7:E9）も、次のセル

を使った式として定義されています。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

以下のように 適化を実行してください。

1. 末端に近いパーセンタイルを必要条件に使用するので、最適化には

高い精度が必要です。“Groundwater Cleanup.xls”が開いている
状態で、［実行プリファレンス］ダイアログで最大試行回数を 1,000
に設定します。

2. Crystal Ball の［実行］メニューから OptQuest を起動します。

3.“Groundwater Cleanup.opt” ファイルを開きます。

4. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には、浄化方法（セル D12）と浄化効率（セル D13）

という二つの意思決定変数があります。

• 制約条件はありません。

• 目的関数は、母集団リスクを 95% の確実さで 1E−4 未満にしつ

つ、浄化コストを 小にすることです。

5. 最適化を実行します。 

浄化コストの要素 セル 説明 分布

固定コスト C7:C9 作業の準備や撤収などに
かかる一定のコスト

三角分布

変動コスト D7:D9 浄化作業時間に基づいて
変動するコスト

一様分布

浄化効率 D13 浄化作業で除去される汚
染物質の割合（浄化方法
によって効率が異なり、
変動コストに影響を与え
ます）

なし
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OptQuestは図 4.13のような結果を導きます。この解では、95%の確実性

をもってリスクを 10,000 分の 1以下（以下の結果では微小な切り捨て誤

差があります）に抑えながら、コストを1,088,400千円にまで 小化して

います。

図 4.13  「地下水の浄化」モデルの最適化結果

浄化にかかる総コストと母集団の発癌リスクの分布を図 4.14、4.15 に示

します。

図 4.14  最適化された「地下水の浄化」モデルのコストの予測グラフ
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図 4.15  最適化された「地下水の浄化」モデルの発癌リスクの予測グラフ

練習問題
必要な浄化基準を満たす中で、光酸化法が も安上がりな方法となりま

した。しかし、それでもコストが高いため、村の行政機関は発癌リスク

を 10,000 分の 3 （3E−4）まで緩める決定をしました。

この新しい必要条件の下で、どの方法が も安く浄化でき、また、村は

それによってどれほどの金額を節約できるのかを求めてみましょう。
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油田の開発

最適化問題の設定
ある石油会社では、確実なデータがほとんど手元にない状態で、新しい

油田の開発を評価する必要が出てきました。地震データを使ってこの油

田の埋蔵量を確率分布で表す以外に、有効なデータはほとんど手に入り

ません。開発チームは、乏しい情報の中でこの油田のNPV（正味現在価

値）を 適化しようと考えています。

この事例は、どこから手をつければよいかわかりにくく見えますが、掘

削から閉田までの期間を以下のような 3 段階に分けて生産プロフィール

を作成すれば、分析を単純化することができます。

開発期 油井の掘削から、設備がフル稼動する程度の生産

量をあげるまでの期間です。

成熟期 目的の生産率を達成した後、その生産率を維持し

続ける期間（安定期間）です。これは、油井の圧

力が一定に保たれている期間、つまり、生産量が

埋蔵量に対してある比率に達するまでの期間に
相当します。

開発の初期段階にこの比率を評価しておき、成熟

期の長さを調整することができます。

衰退期 生産率 P が、一定の割合で減少して行く期間で

す。P は以下の指数関数で表されます。

P（t）= P（0） exp（−c × t）

t は成熟期が終わってからの経過時間、c は定数

です。

この問題の目的は、STOIIP（油田の石油埋蔵量）の評価値と、油田か

らの石油回収率だけを使って、ある財務基準を 大化するのに必要な生

産率、設備の規模、油井の掘削数を導くことです。この例で使用する財

務基準は、NPV 分布の 10 パーセンタイルです。つまり、石油会社の希

望は 90% の確かさの NPV を 大にすることです。

この問題は特殊なだけでなく、きわめて複雑です。成熟期の生産率を上

げても原油の埋蔵量を失うことはありませんが、新しい油井の掘削工事

や大規模な設備工事が必要になりコストが上がります。ただし、生産量

を増やせば単位あたりの設備コストは減少します。この事例では、これ

らを踏まえて、生産率、設備の規模、油井数の 適解を求めます。
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スプレッドシートモデル
Crystal Ball の Example フォルダから“Oil Field Development.xls”を開く

と、図 4.16 のスプレッドシートが表示されます。

図 4.16  「油田の開発」のスプレッドシートモデル

この油田の NPV（セル B30）は、次の数値から算出されています。

• セル B27 － 割引き後の総埋蔵量

• セル B13 －マージン（原油価格から操業コストを引いた差）

• セル B28 － 油井コスト
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• セル B29 － 設備コスト

（Excel の lookup 関数を使って生産量に対するコストを決定します）

生産率の上限は設備規模に依存します。また、油井レートは正規分布と

して定義されます（セル B7）。

モデルの下にある生産プロフィールテーブルから、生産段階に応じた各

年の生産率が決まります。累積生産量は年ごとに計算され、これから

10% （セルB10に対数正規分布を使って定義されています）割引いたも

のが、割引き後の総埋蔵量です。バレル（bbl）あたりのマージンは

$2.00 と見込んでいます。これによって、割引き後の総埋蔵量は PV（現

在価値）に変換され、ここから油井コストと設備コストが差し引かれ

て、NPV が算出されます。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Oil Field Development.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実

行］メニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してく

ださい。

1.“Oil Field Development.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には、掘削する油井の数（セル B8）、設備の規模（B12）、

生産率（B15）という三つの意思決定変数があります。

• 制約条件はありません。

• 目的関数は、NPV の 10 パーセンタイルを 大化することです。

3. 最適化を実行します。

OptQuest は図 4.17 のような結果を導きます。図 4.18 は、ここで得られ

た解を導いた Crystal Ball シミュレーションの結果です。
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図 4.17  「油田の開発」モデルの最適化結果

図 4.18  最適化された「油田の開発」モデルの NPV のパーセンタイル

195.72 $mm
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資産運用（応用）

最適化問題の設定
第 1 章の資産運用モデルのチュートリアルでは、投資家は 4 種類の資産

に投資するために 15,000,000 円を用意していました。この投資家が期待

する年間収益と投資金額の上限と下限を、もう一度表にまとめます。

当初、投資家はリスクを考慮しないで資産の利益を 大化したので、

OptQuestは資金の大部分をリスクの高いヘッジファンドに割り当てまし

た。しかし、これでは安心できる運用を期待することはできません。そ

こで、期待する全収益の標準偏差を制限したところ、多角的な投資方法

が導かれました。ここで、その理由を検証してみましょう。

効率的な資産運用とは
与えられた資産に対して投資戦略のあらゆる組合せを試してみると、そ

れぞれの運用方法が固有の平均収益と、それに伴った標準偏差をもって

いることがわかります。これらをX, Y軸にしてグラフ化すると、以下の

ようになります。

投資の種類 年間収益 下限 上限

銀行預金 3% 0 円 7,500,000 円

中期国債ファンド 5% 1,500,000 円 3,750,000 円

株式投資信託 7% 0 円 12,000,000 円

ヘッジファンド 11% 1,500,000 円 15,000,000 円

収益の標準偏差

リスク

平
均
収
益

報
酬
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曲線の下にある点は存在する投資の組合せを表し、曲線の上にある点は

与えられた投資先だけでは実現することができない組合せを表します。

ある平均収益に対しては、考えられる標準偏差のうち 小値をもつ運用

方法が一つ存在します。この資産運用方法は曲線と平均収益の交点に存

在します。

同様に、ある標準偏差を与えると、 も高い収益をもつ資産運用方法が

一つ存在します。この資産運用は曲線と標準偏差の交点に存在します。

曲線上にある運用方法を「効率的」である1といいます。なぜなら、よ

り大きな標準偏差を受け入れないと高い平均利益を得ることができな

い、あるいは、より低い平均利益で満足しないと小さな標準偏差を得る

ことできないからです。効率的な資産運用の曲線を、「効率の限界線」

とも呼びます。

1. 参考文献 Reference Harry M. Markowitz. Portfolio Selection. 2nd ed.
（ポートフォリオの選択 - 第 2 版）
Cambridge, MA: Blackwell Publishers, Ltd., 1991.

収益の標準偏差

平
均
収
益

与えられた平均収益に対し
て可能な、 小の標準偏差

収益の標準偏差

平
均
収
益

与えられた標準偏差に対し
て可能な、 高の平均収益
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逆に、曲線の下にある運用方法は非効率的です。もっと高い平均収益や

低い標準偏差、あるいはその両者をもつ運用方法があります。

第 1 章の例では、効率の限界線上で 適解を探索するという手法を使っ

ています。この方法では、損失と利益のバランスをとるときの基準とし

て収益の平均値と標準偏差を使います。

運用方法を選択する基準はこれ以外にもあります。平均利益の代わり

に、中心傾向の指標として中央値や 頻値を使うことができます。この

選択条件は、中央値－標準偏差効率、あるいは 頻値－標準偏差効率と

呼ばれます。

また、収益の標準偏差を使う代わりに、分散、下限、パーセンタイルを

リスクの指標として使うことができます。これらの選択条件は、平均値

－分散効率、平均値－下限効率、あるいは平均値－パーセンタイル効率

と呼ばれます。

＜統計メモ＞　シミュレーションで突出した値が何度か発生するような
離散値の予測分布では、通常、最頻値しか利用することができません。

手法 1 : 効率的フロンティアの最適化

OptQuest は効率的フロンティアを自動的に作成する機能を備えていま

す。この機能を利用するためには可変必要条件を定義します。このとき、

OptQuest は可変必要条件の範囲内のそれぞれのポイントを計算します。

スプレッドシートモデル

Crystal Ball の Examples フォルダから“Portfolio Revisited EF.xls”ワーク

ブックを開いてください。

総期待収益の予測、仮定、意思決定変数は元のモデルと同じです。意思

決定変数はすでに定義されています。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Portfolio Revisited EF.xls”が開いている状態で、Crystal Ballの［実行］

メニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してくださ

い。
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1.“Portfolio Revisited EF.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• 意思決定変数、制約条件、目的関数が第 1 章のときと同じです。

• 可変必要条件（上限値）に標準偏差が使われています。サンプ
ル数は 10 で、可変必要条件の下限は 1,200,000、上限は 1,500,000

です。

3.［オプション］ダイアログの［高度な設定］タブで、［トレランス］

が 0.00001 になっていることを確認します。

4. 60 分間の最適化を実行します。

OptQuest の 適化結果は図 4.19 のようになります。

図 4.19  「資産運用（応用）」モデルの効率的フロンティアの最適化結果

この手法は、必要条件の統計量に適切な上限・下限を判定することがで

きないときに便利です。
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手法 2 : 多目的最適化

多目的（複合条件） 適化も、効率的な資産運用を導く手法としてよく

知られています。この手法は、たとえば利益の 大化と損失の 小化と

いうような相反する目的関数を 適化します。

利益と損失以外にも、こういった例はしばしば発生します。

• 航空機の設計には、重量、積載量、機体強度、燃費を 大化するシ

ミュレーションが必要です。

• 公衆衛生の政策を策定するときは、住民に対するリスク、直接税の

徴収コスト、付随する条例策定コストを 小化するシミュレーショ

ンが必要です。

• 発電所の建設には、操業コスト、安定性、公害対策を 適化するシ

ミュレーションが必要です。

多目的 適化問題の多くは、複数の目的関数に重みをつけて組み合わせ

たものを 小化あるいは 大化して解決を図ります。資産運用の例で

は、利益と損失の目的関数に重みをつけると、次のようになります。

平均収益 −（k × 標準偏差） 式 4.1

k > 0 はリスク回避係数です。目的関数はこの式を 大化することで

す。利益と損失の関係はこの関数一つに含まれているので、ほかに必要

条件は必要ありません。

幾何学的にいえば、多目的関数の 適解は、それぞれの目的関数の 適

な端点間の鞍点にあります。この例にある二つの目的をもった関数で

は、 大収益をもたらす運用方法と 小リスクをもたらす運用方法の間

の、効率の限界線上のどこかに 適解があります。

たとえば、k = 0.5のときの 適解は、収益から標準偏差の半分を引いた

ものが 大になる点に存在します。

収益の標準偏差

s

r

平
均
収
益
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スプレッドシートモデル

Crystal Ball の Example フォルダから “Portfolio Revisited.xls”を開くと、

図 4.20 のようなワークシートが表示されます。

総収益の予測と、仮定や意思決定変数は元のモデルと同じですが、新た

に加えられた項目があります。まず、セル C22 の式は、式 4.1 の多目的

な関係を表しています。この式に使われるリスク回避係数はセルC19に

あります。また、平均収益と標準偏差には C20 と C21 の値が使われま

す。これらのセルには、シミュレーションのたびに、総期待収益のそれ

ぞれの統計量が書き出されるようになっています。総期待収益の予測の

定義を確認してください。

F 列にも項目が加えられていますが、この事例では使用しません。

図 4.20  「資産運用（応用）」のスプレッドシートモデル

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Portfolio Revisited.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してください。
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1.“Portfolio Revisited-2.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• 意思決定変数と制約条件は同じです。

• 目的関数は新しく作成した多目的関数を参照します。 適化す
る統計量は“ 終値”で、シミュレーションの 後の総期待収

益に対して、統計的な値を計算するだけです。

3. 最適化を実行します。

OptQuest の 適化結果は図 4.21 のようになります。

図 4.21  「資産運用（応用）」モデルの多目的最適化結果

ところで、 多目的 適化を使うべきなのか、単独の目的関数で必要条

件を定義すべきなのか、迷うことがあるかもしれません。多目的 適化

は、必要条件の統計量に対して適切な上限と下限を決めづらいときや、

必要条件が多すぎて可能解を探索するのが困難なときに有効です。しか

し、多目的 適化は理解しにくく、スプレッドシートの設定も面倒なの

で、楽に 適化を行おうとすれば、後者を選択することになります。
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練習問題

RAROC（Risk-Adjusted Return on Capital : レイロック）は、運用方法のパ

フォーマンスを測る尺度として、よく使用される多目的関数です。一般

には、RAROC は次式で表されます。

ここで、P5は期待収益の分布の5パーセンタイルです。したがって、分

母（平均収益−P5）は、その運用方法の予測パフォーマンスと潜在的な

損失の差を測ることになります。この分母は、VAR（Value At Risk） と

呼ばれることがあります。

RAROC 式は VAR に対する平均収益の比を計算するので、この関数を

大化すると、 良解は可能な範囲で 高の利益と、可能な範囲で 小の

VAR を同時に導くことになります。

資産運用モデルに RAROC を計算する多目的関数を加えて、OptQuest で

この値を 大化してみましょう。予測セルに対するパーセンタイルの取

得には、先ほどのように統計量の書き出しを使用してください。

手法 3 : APT 方式

意思決定モデルにリスクを取り込む手法に、APT （裁定価格理論）と

呼ばれる考え方があります。

APT はその運用方法が効率的かどうかは問題にしません。その代わり

に、株式やオープン型投資信託の収益は、マクロ経済的な影響や、企業

や資産に特有の事象がベースになると仮定します2。さらに、投資を分

散することによって特有のリスクは実質的に排除されるという観点か

ら、考慮する対象をマクロ経済的な影響だけに絞ります。マクロ経済的

な影響には、次のようなものがあります。

• 産業活動のレベル

• インフレ率

• 短期利率と長期利率の格差

• リスクが低い債券と高い債券の格差3

P5−
平均収益

平均収益

2. Brealey, R. and S. Myers. Principles of Corporate Finance. 4th ed.
（企業財務の原理 - 第 4 版）
New York, NY: McGraw-Hill, Inc., 1991.

3. Chen, N., R. Roll, and S. Ross. “Economic Forces in the Stock Market.”
（株式市場における経済力）
Journal of Business, 59 （July 1986）: 383-403.
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これらの影響の加重和によって資産のリスク係数が決まります。APT

を使うと、ある資産がこれらの影響に対してもつリスク係数を評価する

ことができます。リスク係数が大きいとリスクは高く、小さいとリスク

も低くなります。

各資産に割り当てる金額あたりのリスク係数を次のように仮定します。

この方法を使えば、投資家は重みのついた（加重結合した）リスク係数

に対して目的レベルを指定して、全リスクを制限する制約条件を導くこ

とができます。たとえば、投資した金額あたり 大 1.0 の重み付きリス

クを投資家が許したとしましょう。これは、1.0 を超えると投資家に

とってリスクが高すぎるということです。15,000,000 円の投資総額に対

する重み付きリスクは 15,000,000 円以下にならなければいけません。

仮に、投資家が四つの資産に 15,000,000 円を等しく割り当てれば、収益

は次のようになるでしょう。

0.03（3,750,000 円）+ 0.05（3,750,000 円）+ 0.07（3,750,000 円）

+0.11（3,750,000 円）= 1,050,000 円

また、重み付きリスクの合計は、以下のようになります。

−0.3（3,750,000 円）− 0.5（3,750,000 円）+ 0.4（3,750,000 円）

+ 2.1（3,750,000 円）= 6,375,000 円

この合計が 15,000,000 円という制限よりも大きいと、この解は不可能と

なり選択されることはありません。 

スプレッドシートモデル

Crystal Ball の Example フォルダから、“Portfolio Revisited.xls” ファイル

を開いてください。このファイルは、先の多目的 適化で使用したもの

と同じです。多目的 適化では、F 列に追加された項目を使用しません

でしたが、この事例ではこれらの項目を使用します。また、多目的 適

化で使用したセル C19 ～ C22 は、今回は使用しません。

投資の種類 リスク係数 / 投資した金額

銀行預金 −0.3

中期国債ファンド −0.5

株式投資信託 0.4

ヘッジファンド 2.1

リスク係数

投資のリスクを標準値（米国財務
省債券など）に対して相対的に表
した数値。特にAPT （裁定価格理
論）で使われます。
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図 4.22  「資産運用（応用）」のスプレッドシートモデル

投資総額を 15,000,000 円に制限する制約条件は変わりませんが、以下の

算式に示される重み付きリスクの合計（セル F13）が 15,000,000 円以下

となるようにする制約条件が追加されます。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Portfolio Revisited.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してください。

1.“Portfolio Revisited-3.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• 意思決定変数は第 1 章と同じです。

( ) ( )
( ) ( )

0.3 0.5

0.4 2.1

=− −

+ +

銀行 中期国債重み付き
預金 ファンドリスクの合計

株式 ヘッジ
ファンド投資信託
118 OptQuest ユーザマニュアル 



1

• 投資総額を 15,000,000 円以下に制限する制約条件に加え、重み

付きリスクの合計を制限する新しい条件が追加されています。

• 目的関数は第 1 章と同じです。

3. 最適化を実行します。

OptQuest は図 4.23 のような結果を導きます。

図 4.23  「資産運用（応用）」モデルの APT 方式最適化結果

図 4.24 は、この解を導いた Crystal Ball シミュレーションです。新しい

制約条件で得られた 1,265,311 円という総期待収益と、標準偏差でリス

クを制限した第 1 章の総期待収益 1,135,700 円とを比較してください。

図 4.24  最適化された「資産運用（応用）」モデルの総期待収益の予測グラフ
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許容限界分析

最適化問題の設定
自動車の設計技術者が、ピストンとシリンダーアセンブリの部品を選ぼ

うとしています。組み付けたときに正常に機能しなければならないの

で、第一に部品の寸法が許容限界内に収まっていなければなりません。

もう一つ、 も費用効率がよいことという条件もあります。このような

分析を 適累積許容限界分析と呼びます。

ピストンアセンブリは五つの部品、シリンダーアセンブリは二つの部品

で構成されます。この二つの長さの違いをアセンブリギャップといいま

す。研磨の工程は厳密ではなく、また品質を極めようとするとコストに

はね返るため、各部品はそれぞれに許容誤差と、その限界値が定められ

ています。組み付けを行うときに、これらの誤差（限界値）が重なって

累積許容限界となります。この製品では、アセンブリギャップが 0.003

～ 0.02 インチの範囲であることが求められています。

研磨された部品の実寸法は、設計上の寸法を中心にして分布します。あ

る 1 ロットの部品におけるばらつきを表す尺度には、標準偏差やシグマ

（sigma）を使います。それぞれの部品はこの分布に基づいた統計的な寸

法をもつことになります。部品の品質に関連する許容限界はシグマを用

いて表されます。1 シグマの部品は 大の許容限界をもち、5 シグマの部

品は 小の許容限界をもちます。これは品質仕様と呼ばれます。

この問題を単純に解決しようと思えば、合計許容限界を決めて、それを

部品数で割るだけでもよいでしょう。それによって部品ごとの許容限界

が求められます。しかし、各部品は複雑であり作業工程も異なるので、

アセンブリの各部品はそれぞれの品質仕様に対応したコスト関数をもち

ます。したがって、累積許容限界と関連コストのバランスを上手にとる

ことが問題になります。

統計的寸法

5 シグマの
部品

確

統計的寸法

1 シグマの
部品率

確
率
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新版のCrystal Ballは、シックスシグマのような品質改善手法を支援し

ます。工程能力機能を有効にし、予測セルに少なくとも一つの規格限界

（LSLまたはUSL）が指定されると、その予測に対する工程能力指標が

計算されます。OptQuestで 適化する統計値には、これらの工程能力指

標も含まれます。よりくわしい説明は、p.33 “OptQuest と工程能力分

析”をご覧ください。

この例題は、Crystal Ball で工程能力指標が利用できることを前提にして

います。Crystal Ball の工程能力分析機能を有効にすると、OptQuest の

［予測選択］ウィンドウで、［予測統計量］に工程能力指標を選択できる

ようになります。また、［単位］の右側に［LSL］、［USL］、［目標値］が

表示されます。

スプレッドシートモデル
Crystal BallのExampleフォルダから“Tolerance Analysis.xls” ファイルを

開いてください。

図 4.25  「許容限界分析」のスプレッドシートモデル
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このモデルは次のような構造になっています。

• 設計上の寸法は、セル C13:C17 と C21:C22 に入力されています。

• 3 シグマの各部品の初期許容限界は、セル D13:D17 と D21:D22 に入

力されています。

• 初期許容限界と品質仕様（E13:E17 と E21:E22）の関係から、部品の

シグマ（G13:G17 と G21:G22）が算出されます。

• 各部品の統計的寸法（H13:H17 と H21:H22）は、仮定セルです。こ

れらは、設計上の寸法に等しい平均値と、部品シグマに等しい標準

偏差をもった正規分布として定義されています。平均値と標準偏差

はこれらのセルに対するセル参照であることに注意してください。

アセンブリの寸法はそれぞれの構成部品の統計的寸法の累積値で、ピス

トンアセンブリ（C4）とシリンダーアセンブリ（C5）の寸法の差（ア

センブリギャップ）がセル C6 で計算されています。

部品コスト（F13:F17とF21:F22）は、品質仕様の非線形関数で、品質仕

様が上がるとコストも上昇します。このコスト関数は、部品によって異

なっています。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

1.“Tolerance Analysis.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実

行プリファレンス］で、試行回数を 1,000 とし、ラテンハイパー
キューブのサンプルサイズを 1,000 とします。

予測分布の端部に大きな影響を受けるようなモデルで厳密な計算を

行いたい場合、Crystal Ball のデフォルト値では不足します。許容限

界分析を実際に行う場合は、5,000 ～ 10,000 の試行回数で長時間の

シミュレーションを行ってください。

2. Crystal Ball の［実行］メニューから OptQuest を起動します。

3.“Tolerance Analysis.opt”ファイルを開きます。

4. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には七つの意思決定変数があります。これらは各部品

の品質仕様で、この変数は1～5の連続的なシグマ値をもちます。

• 制約条件はありません。
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• 目的関数は、アセンブリの総コストを 小化することです。ど

のコスト関数も仮定セルに依存しないので、決定論的な値をも

つということに注意してください。したがって、 終値を使っ

て決定論的な値を得ることができます。

• 必要条件では、アセンブリギャップに 0.003 ～ 0.02 インチの上

限 / 下限を定義しています。

• Crystal Ball の工程能力分析機能が有効になっているので、［予

測選択］ウィンドウでは、単位の右に LSL、USL、目標値が表

示されます。

5. 最適化を実行します。

図 4.26  「許容限界分析」モデルの［予測選択］ウィンドウ

OptQuestを実行すると、品質規格を満たしながら、意思決定変数に定義

されている 1 ～ 5 の範囲を探索して、アセンブリの総コストが計算され

ます。 適化の結果は、指定された実行時間で探索された 小コスト、

または可能な 適値です。このシミュレーションの実行結果を以下に示

します。図からわかるように、品質規格のシグマレベルはまだかなり高

いレベルを保っています。

図 4.27  品質規格を満たしながらコストを最小化した「許容限界分析」モ
デルの最適化結果

OptQuestの実行が終わったら、 良の結果をスプレッドシートにコピー

することができます。［編集］→［Excel へコピー］を選択すると、

適解が Excel に表示され、この結果に対する予測の度数分布が表示され

ます。
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アセンブリギャップの品質レベルの最適化
前のセクションではコストに注目していましたが、次は、コストではな

く品質水準に注目しましょう。目的関数はシグマレベル、すなわち［Zst-

両側］（OptQuest では短期指標として表現されます）によって測定され

る品質水準を 高にすることです。

図 4.28  「許容限界分析」モデルの［予測選択］ウィンドウ

10 分間の実行では以下のような結果になります。

図 4.29  品質レベルを追求した「許容限界分析」モデルの最適化結果

終的なアセンブリギャップのシックスシグマレベルは 4.7 に近づきま

すが、それぞれの構成要素に 高のレベルを必要とします。

これらの結果をスプレッドシートにコピーすると、図 4.30 のように、ア

センブリギャップの予測グラフが工程能力指標とともに表示されます。

［Zst- 両側］は、図 4.29 の OptQuest の結果で見られた［Zst］の値と一致

します。OptQuest のアセンブリギャップの必要条件を満たすために、す

べての値は、下方規格限界（LSL）と上方規格限界（USL）の間に収ま

ります。また、平均値は目標値と等しくなります。
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図 4.30  最適化された「許容限界分析」モデルのギャップの予測グラフ

図 4.31  最適化された「許容限界分析」モデルのギャップの予測グラフ
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品質レベルが高くなると価格も高くなります。OptQuestの結果をコピー

したスプレッドシート（図 4.31）を見ると、総アセンブリコストが

$92.15 まで上がっていることがわかります。

在庫システムの最適化

最適化問題の設定
管理者が決断しなければならない在庫問題には、通常以下の二つがあり

ます。

• どれくらいの量の追加在庫を発注あるいは生産するか

• いつ注文あるいは生産するか

この二つは別々に考えることもできますが、実際には、これらは互いに

密接に関係しているので、シミュレーションが必要になります。通常の

場合は、在庫の総コストを 小化することを目的関数とします。この総

コストには、在庫の維持管理コスト、発注コスト、逸失利益、購入コス

トなどが含まれます。 

在庫システムの 適化の監視では、実質在庫を継続的に観察する必要が

あります。実質在庫がある水準 R（再注文点）未満になったら、管理者

はQユニット（注文量）の注文を行います。ここで注意すべきことは、

再注文を決めるのは注文量を含む実質在庫であり、手元在庫ではないと

いう点です。手元在庫を元にして考えると、手元在庫がR未満になると

注文を出すことになり、注文した品を受け取るまで注文し続けなくては

なりません。リードタイム（製品の企画から完成、あるいは注文から納

品までの期間）が過ぎて注文品を入荷すると、手元在庫はQユニット増

加します。このプロセスを繰り返して、在庫は維持されます。

ところで、在庫システムの 適化問題では、需要が不確実でリードタイ

ムも変動するのが普通です。万一の在庫不足を避けるために、管理者は

セイフティストックを用意することがよくあります。このような状況で

は、注文量と再注文点をどの程度にすれば在庫の総コストを 小化でき

るのかがわかりにくくなってきます。シミュレーションモデルを使っ

て、この問題を解決してみましょう4。

4. Adapted from James R. Evans and David L. Olson. Introduction to Simulation and risk
Analysis. New York: Prentice-Hall, 1998.
（リスク分析・シミュレーション入門，共立出版，1999）

在庫

材料、仕掛品、製品など将来に使
用する資源。これには人材や資金
などの資源も含まれます。

実質在庫

手元にある在庫量に、注文済みで
未入荷の在庫を加え、返品する在
庫を差し引いた実質的な在庫量。

再注文点

再注文が必要になる実質在庫。

注文量

在庫が再注文点に達したときに再
注文する標準量。

手元在庫

未入荷の注文品を含まない、実際
に倉庫などに存在している在庫
量。

セイフティストック

予定の使用率を超えて追加的にス
トックする在庫量。
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この例では、需要が不確実で、週あたりの需要量は平均 100 ユニット

（比率が 100 のポアソン分布）になっています。単純に計算すると、年

間の予測需要は 5,200 ユニットとなります。

＜統計メモ＞　比率のパラメータ λ に大きな値をとると、ポアソン分布
は正規分布に近づきます。したがって、この仮定は「需要は正規的に分

布しており、平均値が 100 で標準偏差が である」といえま

す。ポアソン分布は離散分布なので、正規的に分布するランダム変量の
端数処理の必要がありません。

この在庫システムの 適化には、そのほかに次のような条件がありま

す。

• 発注コストは発注のたびに 5,000 円かかり、1 ユニットあたりの 1 週

間の維持管理コストは 20 円 （1 年で 1,040 円）である

• 顧客の需要を満たすことができないと、そのたびに 10,000 円の逸失

利益が生じる

• 注文は週末に行って 2 週間を経た週初に受け取る。したがって、リー

ドタイム中の予測需要は 200 ユニットとなる

EOQ（economic order quantity : 経済発注量）モデルを使うと、注文量 Q
は以下のようになります。

EOQ の考え方では、再注文点はリードタイムの需要に等しくなくては

いけません。つまり、実質在庫が 200 ユニットを割り込む時点で注文

し、リードタイム需要がちょうど 200 ユニットなら、手元在庫が 0 にな

るときに注文品が到着することになります。 

しかし、もし 200 ユニットという平均値を中心にして需要に揺れが生じ

ると、およそ半分の期間は在庫不足になってしまいます。在庫不足で需

要に対応できなかったときに発生する逸失利益は金額が大きいので、管

理者は再注文点を引き上げるか、注文量を増やすか、あるいはその両方

を選択することになるでしょう。

いずれの方法を選んでも、品切れになって逸失利益が生じない程度の多

めの在庫をもつことになり、維持管理コストが高くなります。ただし、

注文量を多くすると頻繁に発注する必要がなくなり、発注コストは減少

します。

=100 10

Q
2 5,200 5,000 224

1,040
× ×= =
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いずれにせよ、どう選択するのがよいかはっきりしないので、シミュ

レーションを使って、さまざまな再注文点や注文量の組合せをテストす

るのが賢明です。

スプレッドシートモデル
シミュレーションモデルを実行する前に、この在庫システムの 適化の

作業がどのように流れているかを考えてみましょう。理解しやすくする

ため、開始地点では入荷待ちの注文がなく、また手元在庫が注文量Qに

等しいと仮定します。この状態では、実質在庫は手元在庫に一致してい

ます。

まず、週初に注文した品が入荷したら、その注文量を現在の手元在庫に

加えておきます。

次に、週の需要を決定し、この需要に間に合う十分な在庫が手元にある

かどうかを確認します。不足しているときは、需要から現在の手元在庫

を差し引いた分の売上を逃すことになります。この場合は、実質在庫か

ら現在の手元在庫を差し引いて、現在の手元在庫に 0 をセットし、さら

に売上を逃したことによる逸失利益を計算します。手元在庫で需要に対

応できるときは、在庫を使って需要に応え、手元在庫と実質在庫を需要

の分だけ減らします。

次の手順は、実質在庫が再注文点以下にあるかどうかの確認です。再注

文点を下回る場合は、Q ユニットを発注して発注コストを計算します。

リードタイム後の Q ユニットの入荷を予定に入れ、実質在庫に Q を加

算します。もちろん手元在庫はそのままです。

後に、週末に手元在庫を元に維持管理コストと総コストを計算しま

す。

Crystal Ball の Example フォルダから“Inventory System.xls” ファイルを

開いてください。このスプレッドシートモデルは上述の手順を具体的に

表したものです。
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図 4.32  「在庫システムの最適化」のスプレッドシートモデル

基礎データはワークシートの左上にあります。意思決定変数は注文量

（セル E3）と再注文点（E4）です。初期在庫は注文量に等しく、また

リードタイムは定数として扱います。

実際のシミュレーションでは、各週ごとの週初実質在庫と手元在庫は、

それぞれ前週の 後の値に等しくなります。需要は F 列にあり、これら

は Crystal Ball の仮定に定義されています。

在庫不足は売り逃しとなるので、手元在庫は負にはなりません。した

がって、各週の 後の在庫は次のようになります。

売り逃しは、需要から手元在庫を差し引いて求めます。

このスプレッドシートでは、52 週分（1 年分）の在庫システムの 適化

のシミュレーションを実行します。目的関数は年間総コストの平均値の

小化です。したがって、セル O6 を予測セルとして定義します。

I 列は発注の要否を示します。これは、週初の実質在庫と週の需要の差

が再注文点を下回るかどうかを確認することでわかります。

週末の実質在庫は以下のとおりです。

max
0

  − + =     

週初在庫 需要 入荷
週末在庫
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売り逃しがなければ、週末の実質在庫は、単に週初の実質在庫から週の

需要を引き、注文量を加えたものになります。ここで気をつけなければ

ならないのは、売り逃しがあったときに 1 週間の需要から売り逃し高を

差し引いてはいけないという点です。本来の需要を差し引いて、その後

で売り逃し高を加算しなければいけません。

この注文プロセスでは、管理者が週末に発注して週初に注文品を受け取

ることになっています。スプレッドシートの 11 行と 14 行に注目してく

ださい。 初の週末に行う発注は、2 週間のリードタイムを経て第 4 週

の初めに入荷するはずです。スプレッドシートでは、K 列でその週の注

文に対して入荷する週を決め、D 列でその週の入荷を MATCH 関数を

使って確認しています。

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

再注文点と注文量の 適な組合せを探索する作業も、手作業で行うと、

やはり非常に面倒です。OptQuest はこの探索を効率的に行います。

“Inventory System.xls”が開いている状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューからOptQuestを起動し、以下のように 適化を実行してください。

1.“Inventory System.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には二つの意思決定変数があります。

• 二つの変数に対して、200 ～ 400 の範囲をステップサイズ 5 で

探索するように設定されています。

• 制約条件や必要条件はありません。

• 目的関数は、1 年にかかる総コストの平均値を 小化すること

です。

3. このモデルは大きいので、シミュレーション時間を通常の 2 倍に設

定してください。

4. 最適化を実行します。

1 1= − + +週初の 週間の 週間の週末の 売り逃し
実質在庫実質在庫 需要 注文
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図 4.33  「在庫システムの最適化」モデルの最適化結果（1）

図 4.33のように、OptQuestの 良解では、注文量が330、再注文点が320

となっています。パフォーマンスグラフを見ると、シミュレーションご

との目的関数の改善が一目でわかります。図 4.34のとおり、OptQuestは

すばやくよい解に収束しています。 

図 4.34  「在庫システムの最適化」モデルのパフォーマンスグラフ 

この 適化で使用した意思決定変数のステップサイズは 5 ですが、これ

より小さなステップサイズにして試行回数を増やせば、 良解のまわり

をさらに細かく探索することができます。しかし、いきなり小さなス

テップサイズで始めないほうが賢明です。ステップサイズが小さいと、

OptQuestはかなりの探索時間を必要とします。また、そこで制限時間を

短く設定すると、OptQuest はよい解を見つけられません。
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意思決定変数の個数や探索範囲が大きいときは、 初の計算ではステッ

プサイズを大きくして試行回数を少なくしてください。その計算の後

に、よい解のまわりで高い精度の探索を行います。

図 4.35  「在庫システムの最適化」モデルの最適化結果（2）

図 4.35 は、Q と R の範囲を 300 ～ 360、ステップサイズを 1、シミュ

レーションあたりの試行回数を 1,000 に設定した 適化結果です。先の

解と似た、Q = 332 と R = 325 という 良解が得られました。

図 4.36 は、1 年間にかかる総コストの Crystal Ball の予測グラフです。総

コストの分布は、ほとんどが平均値のまわりに集まっており、また、左

側に大きく歪んでいることがわかります。これは、非常に高いコストが

発生する可能性はあるものの、実際にはめったにあり得ないことを意味

しています。

図 4.36  最適化された「在庫システムの最適化」モデルのコストの予測グ
ラフ
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このように大きく歪んでいる分布に対しては、通常よりも多めの試行回

数にしてください。なぜなら、平均値や末端に近いパーセンタイルの統

計量は突出した値にも敏感に反応するからです。

練習問題 1
それぞれのコストを予測として定義すると、逸失利益が大きな値になり

得ることがわかるはずです。また、コスト面だけではなく、品切れが頻

繁にあると顧客の心証も悪くなります。

そこで、品切れの回数は 1 年に 25 回までという制限を設けてみましょ

う。これは、品切れのたびに逸失利益が10,000円で、逸失利益の 小値

は 0 であるという条件を使えば、簡単に指定することができます。1 年

の総逸失利益の上限を 250,000 円に設定してください。また、品切れを

少なくするためには、おそらく注文量か再注文点を増やさなくてはなら

ないので、OptQuestが広く探索できるように、意思決定変数の範囲を広

げる必要もあります。

練習問題 2
リードタイムを、たとえば 1, 3, 4 週間というように変えてみて、2 週間

の場合の解と比較してください。

ドリル刃の交換ポリシー

最適化問題の設定
ある地域で井戸を掘ると、ドリル刃の摩耗が激しく、掘削効率が時間と

ともに低下します。T 時間後のドリル掘削効率は次式で表されます。

式 4.2

たとえば、新しいドリル刃に交換した後、連続して 5 時間使用すると、

ドリルが井戸を掘り進む速度は以下のようになります。

50 時間後の掘削速度は大幅に低下します。

dM
dH T

15 m /
10

= 時間

15 21.21 m /
5 10

= 時間

15 6.71 m /
50 10

= 時間
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後には、掘削にかかる作業コストが掘削料金を超えてしまうので、タ

イミングを見計らってドリル刃を交換しなくてはなりません。問題は、

適なドリル刃の交換周期（T 時間）を求めることです5。

ドリル刃を交換してから T 時間後までに掘削できる井戸の深さ（M）は、

式 4.2 を 0 から T まで積分して求めます（300 はドリル掘削係数）。

1メートル掘削すると6,000円の収入が得られ、一方、掘削にかかる作業

コストは 1 時間あたり 42,500 円で、ともに定数です。また、新しいドリ

ル刃に交換するのにかかる時間は R = 7.5 時間で、コストは 800,000 +
40,000 R 円かかります。

ドリル掘削に関わるすべてのパラメータが確実なら、数式を計算しさえ

すれば 適な交換サイクルが得られます。しかし、現実には上記以外に

不確実なパラメータがいくつかあります。工事責任者は、それらについ

て次のように考えました。

• ドリル作業の進度や地質の多様性を考慮して、掘削係数 C を平均値

300、標準偏差 20 の正規分布で表します。

• ドリル刃を交換するのにかかる時間Rは作業状況によって変化する

ので、各パラメータに 6.5, 7.5, 9.0 を指定した三角分布で表します。

• 1 日の作業時間は 10 時間と決まっています。1ヶ月のうち 10 時間作

業できる日数 D は祝日や天候の影響を受けるので、パラメータが

24, 28, 30 の三角分布で表します。

ドリル刃の交換周期Tあたりの利益は、掘削報酬から掘削コストと交換

コストを差し引いた以下の式で求められます。

利益 /周期 = 6,000 M − 42,500 T − （800,000 + 40,000 R）

1ヶ月に 10 D 時間作業できるとすると、月あたりの交換回数の平均値は

10 D /（T + R）となります。したがって、月あたりの平均利益は次の式

で表されます。

月あたりの平均利益を 大化するTの値を見つけることが、この問題の

目的です。

5. この応用事例は次の書籍の例題を引用しました。
Kenneth K. Humphreys, Jelen’s Cost and Optimization Engineering. 3rd ed.（Jelen のコス
トと 適化工学 - 第 3 版）New York: McGraw-Hill, 1991. 257-262.

M T300 10 m=

T
D C T R

T R

10 6,000 42,500 800,000 40,000
10

    − − −     =
+

平均利益

月
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スプレッドシートモデル

Crystal Ball の Example フォルダから“Drill Bit Replacement.xls”ファイル

を開いてください。

このスプレッドシートでは、次のように仮定が定義されています。

セル C6 交換にかかる時間 R
セル C8 掘削係数 C
セル C10 月あたりの作業可能日数 D 

このモデルは、先ほど作成した数式を使って計算されます。掘削作業コ

ストに交換コストを加算した工事費用はセル F7 にあり、ドリル刃の交

換周期T （意思決定変数）はセルC12にあります。また、予測セルは月

あたりの利益が計算されるセル F12 です。

図 4.37  「ドリル刃の交換ポリシー」のスプレッドシートモデル

OptQuest の実行

＜ OptQuest メモ＞　この事例の［実行プリファレンス］の設定には、
以下で説明のあるものを除き、p.59 “Crystal Ball の実行プリファレン
スの設定”で説明した値を使ってください。

“Drill Bit Replacement.xls”を開いた状態で、Crystal Ball の［実行］メ

ニューから OptQuest を起動し、以下のように 適化を実行してくださ

い。
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1.“Drill Bit Replacement.opt”ファイルを開きます。

2. OptQuest ウィザードを開始します。

ウィザードでは、以下の点を確認してください。

• この問題には一つの意思決定変数があり、この変数の探索の範

囲は 1 ～ 50 です。

• 制約条件や必要条件はありません。

• 月あたりの利益の平均値が目的関数で、これを 大化します。

3. 最適化を実行します。

図 4.38 から、ドリル刃は約 19.9 時間ごとに交換するのが 適であるこ

とがわかります。

図 4.38  「ドリル刃の交換ポリシー」モデルの最適化結果

図 4.39 は、この解を導いた Crystal Ball シミュレーションのレポートで

す。変動係数が0.30となっており、月あたりの利益は平均値に対して比

較的大きな標準偏差をもっています。このことから、実際の利益は目的

関数の値とは著しく異なる可能性を含んでいるということがわかりま

す。
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図 4.39  最適化された「ドリル刃の交換ポリシー」モデルのシミュレー
ションレポート
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練習問題
作業を工程に乗せるために、工事責任者は少なくとも 450 メートル掘り

進むたびに刃の交換を行うことを考えています。

掘削した深さ（セル F5）を予測に定義し、深さの 10 パーセンタイルが

450 よりも大きくなるという必要条件を OptQuest で指定してください。

そして、 適な交換時期とこの目的に適合した月間利益の平均値を導い

てください。
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Chapter
第 5 章

最適化スピードと精度の向上



概要

この章では、OptQuest の探索に影響を与え

る要因について説明します。この仕組みを

理解すると、探索のスピードと精度を適切

にコントロールすることができるようにな

ります。

また、Crystal Ball の「トルネードグラフ

ツール」を使って、モデルに存在する変数

の感度を分析し、影響力の低い意思決定変

数を削除する方法を解説します。



1

概要

OptQuestでは、パフォーマンスに影響を与える要因は数多くあります。

収益を 大化することを目的とした資産運用の問題に、A と B という二

つの 適化方法を適用したとしましょう。

それぞれのパフォーマンスを診断するためには、次の事項を検討する必

要があります。

• どちらの方法が大きな収益を導くか

• どちらの方法が早く品質の高い解に到達するか

図 5.1 は、二つの方法のパフォーマンスグラフです。

図 5.1  二つの手法のパフォーマンスの比較

両者とも、探索開始から約10分で同じような予測収益をもつ解に到達し

ていますが、先に質の高い解に近づいたのはAです。したがって、冒頭

に示した診断項目から判断すると、A は B より優れた 適化方法だとい

えます。

OptQuest の 適化は、A に似たパフォーマンスを示します。OptQuest が

採用している探索方法はきわめて積極的なので、探索の早い段階で初期

値が大きく改善され、すばやく高品質の解を見つけることができます

（p.159 “参考文献”を参照）。この特性は、限られた時間に、限られ

たシミュレーション回数しか実行できないときに重要な意味をもちま

す。

しかし、OptQuestは常に一定のパフォーマンスを提供するわけではあり

ません。設定値や実行環境によってパフォーマンスは変化し、また、そ

パフォーマンス

最適化を実行する際の、解の品質
と速度の関係。
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れぞれの要因の重要度も状況によって変化します。

この章を理解すれば、OptQuestが 大のパフォーマンスを発揮するよう

にモデルの構造や設定を見直すことができます。

探索パフォーマンスの要因

OptQuestのようにヒューリスティック（近似解法）な方法で問題を解く

場合は、かならずしも 適解が見つかるわけではありません。 適解に

非常に近い解が見つかるだけです。したがって、パフォーマンスを 大

にすることは非常に重要です。

探索パフォーマンスに影響を与える要因として、以下が挙げられます。

• シミュレーションの精度

• 意思決定変数の数

• 初期値

• 上限 / 下限と制約条件

• 必要条件

• 可変必要条件

• 目的関数の複雑さ

• シミュレーション速度

シミュレーションの精度
シミュレーションの精度に影響を与える要因には、次の二つがありま

す。

• シミュレーションの試行回数

• 目的関数の揺らぎ

シミュレーションの試行回数

十分な精度を得るためには、 適化の対象となっている統計量を確実に

評価できるだけの試行回数をシミュレーションに設定しなければなりま

せん。

たとえば、平均値を 適化する場合は、標準偏差やパーセンタイルの場

合より少ない試行回数で、確かな結果が得られます。

近似解法

解を向上させるための近似的・自
己学習的テクニック。
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試行回数を決めるときは、以下を目安にするとよいでしょう。

• 平均値を評価するときは、200 ～ 500 回で高い精度が得られます。

• 末端に近いパーセンタイルを正しく評価するには、少なくとも 1,000

回の試行を行う必要があります。

Crystal Ball のブートストラップツールを使ってシミュレーションモデル

を実験すると、その状況に もふさわしい試行回数がわかります。ブー

トストラップの詳細については“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧

ください。

さらに、モデルによっては、統計量の精度が意思決定変数の値に強く依

存する場合があります。このようなときは、Crystal Ball の精度コント

ロールを使い、必要な精度が得られるだけの試行回数を各シミュレー

ションに確保してください。

目的関数の揺らぎ

目的関数の揺らぎは、OptQuest が導く結果の精度に影響を与えます。

図 5.2  揺らぎのある目的関数とスムーズな目的関数

図 5.2 の左のグラフでは、モデルの仮定が非常に不確実なために目的関

数が大きく揺らいでいます。このような目的関数の 小値や 大値を特

定するのは厄介です。

［ステータスと解］ウィンドウで 良解を観察してみると、揺らぎのあ

る関数はすぐにわかります。 良解が、ある値範囲からまったく異なる

値範囲にあわただしく移動するようであれば揺らぎがあります。この場

合は、シミュレーションあたりの試行回数を増やすか、仮定の不確実性

を減らすことにより、問題を解決することができます。

図 5.2 の右のグラフは、モデルの仮定の確実性が比較的高く、滑らかな

曲線になっています。この場合は、短い時間で 適解に収束します。

揺らぎのある目的関数 スムーズな目的関数
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意思決定変数の個数
意思決定変数の個数は、OptQuest のパフォーマンスに大きく影響しま

す。OptQuestでは、意思決定変数の個数に制限はありませんが、精度の

高い解を得るためには、意思決定変数の個数に合わせてシミュレーショ

ン回数を増やさなくてはなりません。意思決定変数の個数に対して必要

とされるシミュレーションの 小回数は、一般には以下のとおりです。

意思決定変数 シミュレーションの最小回数

10 以下 100
10 ～ 20 500
20 ～ 50 2,000
50 ～ 100 5,000

意思決定変数の個数が著しく大きいときは、 初はシミュレーションの

回数を確保するために、試行回数を少なく設定して 適化を行います。

これによって適当な解が見つかったら、今度は、その解を初期値に使っ

て 適化を再実行します。このときは、意思決定変数の範囲を制限し、

試行回数を増やします。

初期値
初期値は、［意思決定変数の選択］ウィンドウの［初期値］フィールド

に表示された値です。初期値が 適値に近ければ 適解が早く導かれる

ので、初期値は高いパフォーマンスを得るための重要な要素だといえま

す。制約条件に対して不可能な初期値は無視されます。

多くの意思決定変数を含んだ大規模なモデルでは、まず決定論的な 適

化（p.70 を参照）を実行して適切な初期値を求め、次にその初期値を

使って確率論的な 適化を行うと効果的です。ただし、目的関数あるい

は必要条件に中心傾向をもたない統計量を定義している場合は、この方

法はあまり期待できません。

上限 / 下限と制約条件

意思決定変数の上限 / 下限を適切に設定すると、OptQuest のパフォーマ

ンスは著しく向上します。たとえば、三つの変数（X, Y, Z）が次のよう

な範囲をもっているとします。

0 <= X <= 100
0 <= Y <= 100
0 <= Z <= 100

さらに、以下の制約条件があるとします。

10 × X + 12 × Y + 20 × Z <= 200
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適化モデルは間違っていなくても、変数の範囲が意味をもっていませ

ん。この場合は、次のように上限と下限を設定するべきです。

0 <= X <= 20
0 <= Y <= 16.667
0 <= Z <= 10

この範囲は、制約条件の係数や制限を考慮して上限を決めています。変

数の範囲が狭くなれば、意思決定変数の 適値は効率よく探索されます。

また、制約条件をうまく設定すると、 適化する意思決定変数が制限さ

れ、制約条件に対して不可能な値をあらかじめ排除することになりま

す。これにより、OptQuestは意味のないシミュレーションに時間を費や

す必要がなくなり、探索効率が飛躍的に向上します。

＜ OptQuest メモ＞　［制約条件］ウィンドウでは線形の制約条件しか
指定することができません。非線形の制約条件については、p.62 “制約
条件の指定”をご覧ください。

必要条件
制約条件を使ったり上限 / 下限を制限したりすると、探索効率は向上し

ます。しかしその一方で、必要条件があると以下の理由で通常はパ

フォーマンスが低下します。

• 結果が必要条件に対して可能かどうかを判断する前に、シミュレー
ションを一通り実行する必要があります。

• 必要条件に対して不可能なシミュレーションの実行を避けるため

に、OptQuest は必要条件に可能になりそうな解の性質を見極めなけ

ればなりません。これにより探索が複雑になり、時間を要します。

必要条件を使うときは、必要条件がない場合より 低でも50%は探索時

間を長くするべきです。

簡単に満足されないような必要条件が多数ある場合は、これらを一つの

多目的関数にまとめることを検討してください。多目的関数の使用方法

については、p.113 “手法 2 : 多目的 適化”に解説があります。

可変必要条件
可変必要条件を使った 適化は、基本的に可変必要条件の範囲の各値ポ

イントについて 適化を実行することになるため、実行時間が長くなり

ます。このスピードを上げるためには、［オプション］ダイアログの

［高度な設定］タブで、［トレランス］を大きくします。
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この方法をとるときには、OptQuestが他のポイントへ進む時間を決定す

る仕組みを理解していなければなりません。

OptQuestは、必要条件の値の範囲のうち も制限の厳しい値から始めま

す。このシミュレーションは、 良解の有意な改善が見られなくなり、

シミュレーション回数が十分であると判断されるまで、あるいは、モデ

ルの意思決定変数の数から求められたシミュレーションの 大数（デ

フォルトでは意思決定変数の数の2乗に50を加えた値）に達するまで実

行されます。OptQuestは、 適化の間に記録された 大の改善にトレラ

ンスを乗じた値よりも大きい改善を、有意な改善と見なします。

したがって、0.00001というトレランスのデフォルト値を、たとえば0.01

に変更すれば、次の値ポイントに移るのは早くなります。しかし、早す

ぎては適切な結果を獲得することはできません。トレランスの設定には

十分注意を払ってください。

目的関数の複雑性
複雑な目的関数には、多くの局所 小点や局所 大点を伴う高次元の非

線形曲面が含まれます。

OptQuest はすべてのタイプの目的関数（特に図 5.3 のような複雑な目的

関数）に対して、大域的な解を導くように設計されていますが、複雑な

目的関数で精度の高い解を必要とするときは、シミュレーション回数を

増やす必要があります。

図 5.3  複雑な目的関数

Local 
Maxima
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シミュレーションの速度

シミュレーションの速度が上がると、制限時間内に実行できるシミュ

レーションの回数が増えます。速度を上げるには次の方法があります。

• Crystal Ball の精度コントロールを利用して、必要な精度が得られた

ら、ただちにシミュレーションを停止するように設定する

• モデルのサイズを小さくする

• システムの RAM 容量を増やす

• 仮定数と予測数を減らす

• 他の Windows アプリケーションを終了する

これらについては“Crystal Ball ユーザマニュアル”にくわしい解説があ

ります。

トルネードグラフを使った感度分析

適化の効率を簡単に向上させるためには、評価や分析が困難な意思決

定変数をモデルから削除するという方法もあります。しかし、目的関数

に影響のある意思決定変数を削除するわけにはいきません。そこで、

OptQuest の［解の分析］ウィンドウに加えて、Crystal Ball のトルネード

グラフツールを使用して、ある意思決定変数が目的関数にどの程度影響

するかを確認するとよいでしょう。

図 5.4  「許容限界分析」モデルのトルネードグラフ
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図 5.4 は第 4 章で紹介した「許容限界分析」のトルネードグラフです。

トルネードグラフは、ある範囲内で意思決定変数を変化させたときに目

的関数がどのように反応したかを、影響の大きい変数から順に示しま

す。これを見ると、相対的な変数の重要度が一目でわかります。

トルネードグラフで下のほうに現れた変数は目的関数に与える影響が小

さいので、意思決定変数から削除し、定数に置き換えても、おそらく問

題はありません。

解の分析については p.80 “解の分析”、トルネードグラフについては

“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。
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付録 A

上級者向けの参考文献



概要

このマニュアルで参照されている上級者向

けの話題に関する参考文献（英語）を紹介

します。メタ戦略や 適化の仕組みをくわ

しく知りたい方はご利用ください。



1

ディシジョニアリング社（Decisioneering, Inc.）のウェブサイトには、

以下のテーマについて解説した文献が紹介されています。

• メタ戦略

• 適化手法の比較

• 複雑なシステムの 適化 

Glover, F., J. P. Kelly, and M. Laguna.

“The OptQuest Approach to Crystal Ball Simulation Optimization.” 

（OptQuest を使った Crystal Ball シミュレーションの 適化）
Graduate School of Business, University of Colorado, 1998.

http://www.crystalball.com/optquest/methodology.html

M. Laguna.

“Metaheuristic Optimization with Evolver, Genocop and OptQuest.” 

（OptQuest, Evolver, Genocop を使ったメタ戦略法による 適化）
Graduate School of Business, University of Colorado, 1997.

http://www.crystalball.com/optquest/comparisons.html

M. Laguna. 

“Optimization of Complex Systems with OptQuest.” 

（OptQuest を使った複雑なシステムの 適化）
Graduate School of Business, University of Colorado, 1997.

http://www.crystalball.com/optquest/complexsystems.html
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付録 B

メニューとキーボードコマンド



概要

この付録では、OptQuest のメニューと、マ

ウスを使わないでキーボードから直接メ

ニューコマンドを実行するためのキー操

作、そしてツールバーを紹介します。



1

OptQuest のメニュー

［ファイル］メニュー

新規作成 現在のモデル（Crystal Ball のスプレッドシートモ

デル）の新しい 適化ファイルを作成します。こ

のコマンドを選ぶと自動的にウィザードが起動

し、簡単に 適化を実行することができます。

開く 既存の 適化ファイルを開きます。

閉じる 現在の 適化ファイルを閉じます。ファイルが保

存されていない場合は確認メッセージが表示さ

れます。

上書き保存 現在の 適化ファイルを保存します。保存される

のは 適化の設定のみで、解は保存されません。

名前を付けて保存

現在の 適化ファイルに新しい名前を付けて保

存します。

印刷 OptQuest ウィンドウの現在の表示を印刷します。

終了 OptQuest を終了します。

［編集］メニュー

切り取り 選択したテキストをウィンドウから削除して、ク
リップボードに格納します。

コピー 選択したテキストをクリップボードに格納しま

す。

貼り付け クリップボードにある内容をカーソル位置、また
は選択したテキスト上にペーストします。

削除 選択したテキストを消去します。

複製 ［予測選択］ウィンドウでカーソルを置いている

予測を複製します。このコマンドは［予測選択］

ウィンドウに対して使うことができます。

Excel へコピー ［ステータスと解］ウィンドウで選択した解に対

応するシミュレーションを、スプレッドシートモ

デルにコピーします。このコマンドは［ステータ

スと解］ウィンドウに対して使うことができま

す。

全て選択 ［ 適化のログ］ウィンドウのすべてのテキスト

を選択します。このコマンドは［ 適化のログ］

ウィンドウに対して使うことができます。
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Appendix B メニューとキーボードコマンド
［表示］メニュー

ステータスと解 ［ステータスと解］ウィンドウを開きます。

パフォーマンスグラフ

［パフォーマンスグラフ］ウィンドウを開いて、
良解の変化をグラフに表示します。

棒グラフ ［棒グラフ］ウィンドウを開いて、現在のシミュ

レーションの意思決定変数の値を棒グラフに表

示します。

適化のログ ［ 適化のログ］ウィンドウを開いて、それぞれ

のシミュレーションの 適化情報をリストしま

す。

効率的フロンティア

［効率的フロンティア］ウィンドウを開いて、変

数の範囲にわたって見つかった目的関数の値集

合をプロットします。

［実行］メニュー

開始 適化を開始します。

一時停止 現在の 適化を一時停止します。停止中の 適化

は再開することができます。

中止 現在の 適化を中止します。一時停止とは違い、

中止した 適化は再開することができません。

解の分析 ［解の分析］ウィンドウを開きます。

［ツール］メニュー

ウィザード ウィザードを開始します。ウィザードを使うと

適化に必要な作業を楽に進めることができます。

意思決定変数 ［意思決定変数の選択］ウィンドウを開き、 適

化する意思決定変数を選択します。少なくとも一

つは 適化する意思決定変数を選択しなくては

なりません。

制約条件 ［制約条件］ウィンドウを開き、意思決定変数の

制約条件を入力します。すべてのモデルが制約条
件を必要とするわけではありません。

予測 ［予測選択］ウィンドウを開き、 大化 / 小化

する予測統計量を選択し、また、必要条件の定義

を行います。

オプション ［オプション］ダイアログを開き、 適化オプショ

ンを変更します。
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1

［ウィンドウ］メニュー

OptQuestの［ウィンドウ］メニューには、Microsoft Windowsの標準的な

機能のほかに特別な機能はありません。

［ヘルプ］メニュー

トピックの検索 OptQuestのオンラインヘルプファイルを表示しま

す。

OptQuest について

OptQuest のバージョンと著作権情報を表示しま

す。

OptQuest のコマンド呼び出しキーとアイコン

キーボードコマンドは、マウスを使わずにコマンドを実行したいときに

使用します。

コマンド キー アイコン

OptQuest ウィザードを開始する <Alt>+<t> <w>

OptQuest ウィンドウを印刷する <Alt>+<f> <p> 
または <Ctrl>+<p>

OptQuest について <Alt>+<h> <a>

OptQuest を終了する <Alt>+<f> <x>

［意思決定変数の選択］ウィンドウを開く <Alt>+<t> <d>

［オプション］ダイアログを開く <Alt>+<t> <o>

［解の分析］ウィンドウを開く <Alt>+<r> <a>

既存の 適化ファイルを開く <Alt>+<f> <o>
または <Ctrl>+<o>

クリップボードからペーストする <Alt>+<e> <p> 
または <Ctrl>+<v>

現在の 適化ファイルを閉じる <Alt>+<f> <c>

現在の 適化ファイルを別名で保存する <Alt>+<f> <a>

現在の 適化ファイルを保存する <Alt>+<f> <s> 
または <Ctrl>+<s>

［効率的フロンティア］ウィンドウを開く <Alt>+<v> <e>

［ 適化のログ］ウィンドウを開く <Alt>+<v> <l>
OptQuest ユーザマニュアル 157



Appendix B メニューとキーボードコマンド
OptQuest のツールバー

OptQuest のツールバーには以下のアイコンがあります。

適化ファイルを新規作成する <Alt>+<f> <n>
または <Ctrl>+<n>

適化を一時停止する <Alt>+<r> <p>

適化を開始する <Alt>+<r> <s>

適化を中止する <Alt>+<r> <t>

［ステータスと解］ウィンドウを開く <Alt>+<v> <s>

［制約条件］ウィンドウを開く <Alt>+<t> <c>

選択したテキストをカットする <Alt>+<e> <t>
または <Ctrl>+<x>

選択したテキストをコピーする <Alt>+<e> <c>
または <Ctrl>+<c>

選択したテキストを消去する <Alt>+<e> <a>
または <Del>

［パフォーマンスグラフ］ウィンドウを開
く

<Alt>+<v> <p>

ヘルプトピックを検索する <Alt>+<h> <c>

［棒グラフ］ウィンドウを開く <Alt>+<v> <b>

［予測選択］ウィンドウを開く <Alt>+<t> <f>

コマンド キー アイコン
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参考文献



概要

以下のテーマの参考文献を紹介します。

• スプレッドシートの設計

• 適化

• 金融問題への応用

• 許容限界分析への応用

• 石油産業への応用

• 在庫システムへの応用



1

スプレッドシートの設計

Powell, S.G., and K.R. Baker

The Art of Modeling with Spreadsheets: Management Science, Spreadsheet

Engineering, and Modeling Craft. 

（スプレッドシートを使ったモデリングの芸術：マネジメントサイエン

ス、スプレッドシートエンジニアリング、モデリングクラフト）
Hoboken, NJ: John Wiley, 2003.

Ragsdale, C.T. 

Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: A Practical Introduction to

Management Science. 4th Ed.

（スプレッドシートのモデリングと意思決定分析：マネジメントサイエ

ンスへの実践的入門 - 第 4 版）
Mason, OH: South-Western College Publishing, 2003.

Thommes, M. C. 

Proper Spreadsheet Design. 

（スプレッドシートの正しい設計）
Boston: Boyd and Fraser Publishing Co., 1992.

最適化

メタ戦略
Glover, F., J. P. Kelly, and M. Laguna

“New Advances and Applications of Combining Simulation and Optimiza-

tion.”

（シミュレーションと 適化の高度な応用）
Proceedings of the 1996 Winter Simulation Conference. 

（1996 年冬季シミュレーションカンファレンスの議事録）
Edited by J. M. Charnes, D. J. Morrice, D. T. Brunner, and J. J. Swain, 1996 : 144-
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Tabu Search. 
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用語辞典



概要

このマニュアルで使用している OptQuest 特

有の用語と統計用語を解説します。



用語辞典

APT

（Arbitrage Pricing Theory）裁定価格理論。

CPF

（Cancer Potency Factor）発癌因子。

EOQ

（Economic Order Quantity）経済発注量。

NPV

（Net Present Value）正味現在価値。現在の価値から初期投資額を差し

引いたもの。

RAROC

（Risk-adjusted Return On Capital）レイロック手法。資本に対してリスク

調整された収益を計算する多目的関数。

STOIIP

（Stock Tank Oil Initially In Place） 100 万バレル単位（mmbbls）で表した

油田の石油埋蔵量の評価値。

意思決定変数

ユーザがコントロールすることができるスプレッドシートモデル上の変

数。

ウィザード

適化モデルを簡単に作成する手順を提供するプログラム。 適化の設

定を行うウィンドウが順に開き、 適化をスムーズに実行することがで

きます。

確率

ある事象が起こる可能性。

確率分布

起こり得るすべての事象と、その実現確率を表す分布。

確率論的モデル

一つ以上のランダム変数をもったモデルまたはシステム。

仮定

スプレッドシートモデルに対して評価する値。仮定は、モデルデータの

不確実性を確率分布を使って取り込みます。
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4 用語辞典

可能解

意思決定変数に課された制約条件と、予測の統計量に課された必要条件

を満足する解。

感度

予測セルがもつ不確実性の量。仮定セルや意思決定変数セルのモデル感

度と不確実性（確率分布）の両方の結果です。

感度分析

仮定セルや意思決定セルに対して予測セル感度を計算すること。

近似解法

解を向上させるための近似的・自己学習的テクニック。

決定値

も品質の高い解に対して、常に一定あるいはほとんど一定の値をとる

変数。

決定論的モデル

ランダム変数をもたないモデルやシステム。その結果は単一の確定値と

なります。

効率的な資産運用

リスクを高めずに収益を上げたり、収益を下げずにリスクを下げるよう

な資産運用方法の組合せ。効率的な資産運用は効率の限界線の上にあり

ます。

効率の限界線

収益とリスクの関係を表示したときに、 良の資産運用の組合せを示す

曲線。

混合

離散意思決定変数、連続意思決定変数の両方をもつ 適化モデルのタイ

プ。

在庫

材料、仕掛品、製品など将来に使用する資源。これには人材や資金など

の資源も含まれます。
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用語辞典

最終値

ある予測に対して、一つのシミュレーションの間に計算された 後の

値。一つのシミュレーションの異なる試行間で値を蓄積していくような

関数が予測に含まれる場合や、あるいは他の予測の統計を計算する関数

が含まれる場合に使います。

再注文点

再注文が必要になる実質在庫。

最適化

モデルの 適解を見つける作業。

最適解

良の結果が得られる意思決定変数値の集合。

最適化モデル

利益と損失というような、いくつかの量を 大化または 小化するため

の探索を行うモデル。

最頻値（モード）

値集合の中で も頻繁に発生する値。

試行

仮定セルに対する乱数の生成、スプレッドシートモデルの再計算、予測

グラフでの結果表示という 3ステップで構成される Crystal Ballの一連の

作業。Crystal Ball シミュレーションは複数の試行で構成されます。

試行回数

試行の反復実行回数。Crystal Ball の 1 回のシミュレーションは複数の試

行で成り立ちます。

実行

1 回の Crystal Ball シミュレーション。

実質在庫

手元にある在庫量に、注文済みで未入荷の在庫を加え、返品する在庫を

差し引いた実質的な在庫量。

シード値

乱数列の 初の数。シード値を固定すると、シミュレーションのたびに

同じ乱数列が生成されます。
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4 用語辞典

シミュレーション

Crystal Ball で行う一連の試行。OptQuest は、意思決定変数の値を変えな

がら何回もシミュレーションを実行することにより 良値を見つけま

す。

順位相関

仮定値の代わりにその値を小さい順に並べたときの順位値（1 ～ N）を

用いるCrystal Ball の相関係数の計算手法。これにより、異なる分布型を

もつ仮定間を相関することができます。

上限 / 下限

意思決定変数ごとに設定する上限値あるいは下限値。

信頼度

シミュレーションの結果が、ある範囲内に収まる割合。

ステップサイズ

定義された範囲内の連続した二つの離散意思決定値の差。たとえば、範

囲が 1 ～ 5 でステップサイズが 1 の離散変数は 1, 2, 3, 4, 5 の値をとり、

範囲が 0 ～ 17 でステップサイズが 5 の離散変数は 0, 5, 10, 15 の値をとり

ます。

スプレッドシートモデル

現実のもしくは仮想のシステム、あるいは依存関係群を表現したスプ

レッドシート。

セイフティストック

予定の使用率を超えて追加的にストックする在庫量。

制約条件

意思決定変数を使って定義する、モデルの可能解に対する制限。

線形

単一の変数の定数倍となる変数と、定数項だけで構成される式。たとえ

ば 3x − 1.2y は 1 項、2 項とも単変数の定数倍なので、線形と呼びます。

尖度

曲線の尖り具合いを表す値。尖度が高いと曲線上の点は 頻値の近くに

存在します。正規分布曲線の尖度は 3 です。

相関

仮定セル間の依存関係。
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用語辞典

相関係数

仮定セル間に存在する相関関係の正 /負と度合いを表す−1～ 1の係数。

1 は完全な正の相関、−1 は完全な負の相関、0 は相関がないことを示し

ます。

多目的最適化

複数のしばしば相反する目的関数（たとえば、 大収益と 小リスク）

を一つの目的関数にまとめるテクニック。

中央値

小値から 大値の範囲で、大きさの順に並べた真ん中にある値。

注文量

在庫が再注文点に達したときに再注文する標準量。

手元在庫

未入荷の注文品を含まない、実際に倉庫などに存在している在庫量。

度数分布

値をグループ分けし、度数カウントを表示することで、値のリストを見

やすくしたグラフ。

パーセンタイル

ある値以下（デフォルト設定の場合）に存在する確率分布のパーセント

値を示す 0 ～ 100 の値。

パフォーマンス

適化を実行する際の、解の品質と速度の関係。

範囲

値集合の 大値と 小値の差。

非線形

非線形な項が含まれた数学式。たとえば、x2, xy, 1/x, 3.1x などの項を含

んだ関数は非線形関数です。

必要条件

予測統計量に対する制限。指定した統計量が指定した上限と下限の間に

収まるように可能解を絞ります。

ヒューリスティック

" 近似解法 " の項を参照してください。
OptQuest ユーザマニュアル 171



4 用語辞典

標準偏差

分布の分散の平方根。分布の広がり、つまり平均値のまわりでの値のば

らつきを表します。“分散”の項を参照してください。

分散

全測定値の平均値と各測定値の差を 2 乗した値の平均値で、標準偏差の

2 乗に一致します。ただし、差の 2 乗の平均をとるとき、差の 2 乗の和

を測定値の個数 n で割るのではなく、n−1 で割ります。

分散は、ある一連の値に対する平均値のまわりでのばらつき、あるいは

広がりの程度を表します。それぞれの値が平均値に近いとき分散は小さ

くなり、平均値からの広がりが大きくなると分散も大きくなります。

分布

“確率分布”の項を参照してください。

平均値

値集合の算術平均。すべての値の和を要素数で割って求めます。

平均標準誤差

サンプルの平均値の分布の標準偏差。この統計量から、シミュレーショ

ンがどの程度の精度をもっているかがわかります。

変数

ある一連の値のうちいずれかの値をとる量。通常は数式で表現されま

す。

変動係数

平均値に対する標準偏差の相対的な変動量。通常は比較するためにパー

セント値で表示します。

メタ戦略

遺伝的アルゴリズム、模擬アニーリング（焼きなまし）法、タブー探索

法、スキャター探索、またはそれらを併用した手法を使った 適化アプ

ローチ。

目的関数

意思決定変数を使って表される予測式で、モデルの目的を数学的に表現

したもの。

モデル

Excel などのスプレッドシートを使って表現された問題やシステム。
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モード（最頻値）

値集合の中で も頻繁に発生する値。

歪みのある分布

非対称な分布。

予測

スプレッドシートモデルの仮定を数学的に組み合わせた統計量のサマ

リ。予測はそのモデルに対して起こり得る結果の度数分布として、グラ

フまたは数値として出力されます。

予測統計量

予測分布の要約値。予測統計量には平均値、標準偏差、分散などがあり

ます。予測統計量を 大化、 小化、制限することにより 適化をコン

トロールします。

予測目的関数

OptQuestが 適化の第一目的とする予測。OptQuestはその予測分布の統

計量を 大化もしくは 小化することで 適化を図ります。

ラテンハイパーキューブ・サンプリング

仮定の確率分布を、確率が一定ないくつかの区間に分割するサンプリン

グ手法。分割数は Crystal Ball の［実行プリファレンス］ダイアログの

［サンプルサイズ］に指定された値に対応し、各区間に対して乱数が生

成されます。

分布の全領域にムラなく公平なサンプリングが行われるため、モンテカ

ルロ・サンプリングに比べて高い精度をもちます。ただし、各仮定に対

するこのサンプルをすべて格納するために大きなメモリを必要としま

す。

乱数

確率分布に適応させるために、式や乱数表を用いて生成される数学的に

選んだ値。

乱数ジェネレータ

コンピュータプログラムに実装されている、独立した一連の乱数を生成

する手法。
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離散変数

下限値にステップサイズの倍数を加えた値をとり得る変数。ステップサ

イズには 0 より大きく離散変数の範囲より小さい任意の数を指定するこ

とができます。離散変数のみをもつ 適化モデルを指すこともありま

す。

リスク

事象や意思決定の結果に対する不確実性あるいは可変性。

リスク係数

投資のリスクを標準値（米国財務省債券など）に対して相対的に表した

数値。特に APT （裁定価格理論）で使われます。

連続変数

分数になり得る変数。そのためステップサイズを定義する必要はなく、

指定した範囲内に無限個の値をとることができます。

連続変数のみをもつ 適化モデルを指すこともあります。

歪度

非対称な分布曲線の歪み度合いを表す値。歪度が大きくなると、曲線の

頂点の片側に存在するポイントが増えます。正規分布曲線は対称なので

歪度はゼロです。
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