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はじめに

Crystal Ball シリーズの強力なツール群の一つである CB Predictor は「予

測」を行います。CB Predictor を使うことによって、確かな根拠に基づ

いた意思決定をすることができるようになります。

ビジネスのどのような意思決定でも、まず目標を定め、次に将来の出来

事を予測した上で、その目標を達成するためにとるべき行動を決定する

ことになります。そのため、意思決定では「予測」が重要な役割を果た

します。たとえば、昨今の販売戦略の重要なポイントは、その適時性に

あります。組織のあらゆる部署で品質の高い予測と適切な計画をしてい

ないと、成功を勝ちとることはできません。

CB Predictorは、GUI（グラフィカルユーザインタフェース）を備えた予

測ツールです。 Excel スプレッドシートに実測データを入力すれば、後

は簡単な操作をするだけで、 CB Predictor が実測データの傾向や季節変

動を分析し、それに基づいて将来の値を予測します。CB Predictor の実

行に必要なのは、スプレッドシートに記録された過去のデータだけで

す。

CB Predictor の予測データを使えば、今までは難問だった「次の四半期

の売上はどの程度になりそうか」「手元にどれだけの原材料が必要か」

というような問題もすぐに解決します。これまで手探りの感覚に頼って

いた予測値に代えて、頑健な統計技術を取り入れた CB Predictor の正確

な予測値を使い、意思決定をすることができます。

このマニュアルでは、ウィザードを使った簡単な条件設定から結果の解

釈に至るまで、順を追って CB Predictor の機能を説明していきます。

対象ユーザ
CB Predictor の開発プロセスでは、考えられる限り幅広い分野にわたっ

てテストを重ねてきました。そのため、CB Predictor は、組織の企画・

計画担当者をはじめとした、将来の予測が必要なあらゆる方に適してい

ます。翌四半期の売上を予測する販売管理者から、損益予測や資金計画

を行う財務管理者、広告宣伝の結果を予測するマーケティングの専門家

まで、どのような方面の方にもお使いいただけます。

CB Predictor の機能を利用するのに、統計学やコンピュータ技術の高度

な知識は必要ありません。コンピュータと Microsoft Excel を操作する技

術さえあれば、基本操作はすべて可能です。ただし、CB Predictor を応

用するビジネス分野そのものには、深く通じていなければなりません。
CB Predictor ユーザマニュアル 1



Introduction はじめに
なお、CB Predictor の追加機能として、CB Predictor の予測を Crystal Ball

の「仮定」として自動的に保存する機能があります。これにより、予測

だけではなく強力なリスク分析を実行することができます。詳細につい

ては第 5 章をご覧ください。

CB Predictor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。CB Predictor 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、これらに関する最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/

このマニュアルの構成
このマニュアルは、以下のように構成されています。

･ 第 1 章 － CB Predictor とは

二つのチュートリアルを使って、 CB Predictor の特徴とプログラム

の使い方を簡単に説明します。CB Predictor の基礎を学習するとき

にこの章をお読みください。

･ 第 2 章 － 用語解説

予測と統計の関連用語を説明します。統計学の知識が不足している

ユーザや、CB Predictor で用いられる用語の復習が必要なユーザは、

この章を入念にお読みください。

･ 第 3 章 － 予測の実行

CB Predictor の機能と操作手順を、順を追ってすべて説明します。

･ 第 4 章 － モニカ・ベーカリーの事例

パン屋の事例を使って、売上予測や設備投資計画など、さまざまな

分野に CB Predictor を活用する方法を説明します。

･ 第 5 章 － Crystal Ball との連携

Crystal Ball と CB Predictor を一緒に使用する方法を説明します。ま

た、第 4 章の事例を使い、予測の不確実性を Crystal Ball で分析する

例を紹介します。
2  CB Predictor ユーザマニュアル
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･ 付録

･ A － CB Predictor ウィザード

CB Predictor ウィザードの各ダイアログの設定を解説します。

･ B －時系列予測手法の公式

時系列予測手法に使用される式を解説します。

･ C －誤差測度と統計式

時系列誤差測度や、その他の統計量に使用される式を解説しま

す。

･ D －回帰係数の発見手法

CB Predictor プログラムが回帰係数を決定する方法を解説しま

す。

･ E －回帰統計の公式

回帰と係数の品質を示す統計量を計算する式を解説します。

･ F －エラーの解決

CB Predictor の主要なエラーメッセージを示し、その対処方法を

説明します。 

･ 参考文献

統計学の解説書など、CB Predictor に関連する出版物のリスト（洋書

のみ）です。

･ 用語辞典

このマニュアルで使用されている CB Predictor 特有の用語や統計用

語を説明します。

･ 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
CB Predictor ユーザマニュアル 3



Introduction はじめに
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］

< > 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。

＜ ... 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。

＜ CB Predictor メモ＞　CB Predictor 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。

＜ Excel メモ＞　Microsoft Excel 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しました。環境によっ

て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、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、CB Predictor 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
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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モデルもありま

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

“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
CB Predictor を効果的にお使いいただくために、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

CB Predictor 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。
CB Predictor ユーザマニュアル 5





Chapter
第 1 章

CB Predictor とは



概要

CB Predictor の機能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。

最初のチュートリアル「シャンプー販売数

の予測」では、 ほぼデフォルトの設定だけ

を使って、 翌四半期のシャンプーの販売数

を予測します。

次のチュートリアル「トレド・ガスのガス

利用量予測」では回帰を使います。結果を

プレビューし、いくつかの機能をカスタマ

イズして、翌年度のガスの需要を予測しま

す。

どのように操作すれば、CB Predictor を将来

の予測に役立てることができるのか、この

CB Predictor による予測の“仕組み”を学習

するには、簡単なチュートリアルがあれば

十分です。チュートリアルに時間はさほど

かかりません。さっそく二つの事例を体験

してください。
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時系列予測とは

“Prediction is very difficult, especially if it’s about the future.”

－ 予測は難しい。それが将来の予測ならなおさらである。

− Niels Bohr
Nobel laureate in Physics

将来の売上はどれくらいか、生産には何人の人員が必要か、予算はいく

らいるのか …、企業ではこのような予測を求められることがよくあり

ます。夏季に売上が伸びる商品の来期の販売数を、過去の実測データか

ら予測しなければならないこともあるでしょう。また、ダウ平均株価に

従って変動する株価を予測することもあるかもしれません。このような

問題の解決に役立つのが CB Predictor です。

過去の時系列データを入手できるのであれば、CB Predictor を使ってそ

のデータを調べ、将来それが示す傾向を予測することができます。当期

実績を一割増しして来期の販売数や費用を仮定するというように、曖昧

な感覚に頼った生産計画を立てる必要は、もはやありません。CB

Predictor は、過去のデータに高度な統計手法を適用して将来を予測しま

す。CB Predictor の予測結果は、最も厳格な信頼性を要求されるときに

でも十分に満足できる精度をもっています。

CB Predictorでは時系列予測と重回帰という2種類の手法が使われます。

時系列予測は、実測データをレベル、傾向、季節性、誤差という四つの

成分に分解します。CB Predictor は、これらの成分をそれぞれ分析し、

次にそれらを将来に投影して起こり得る結果を予測します。

予測したい変数に他の変数が影響を与えるとわかっているときには回帰

が必要です。回帰は、実測データを使って、影響を与える諸変数と目的

の変数の間にある数学的な関係を回帰式に表します。次に、影響を与え

る変数を時系列予測手法で予測し、その結果を回帰式に代入して目的の

変数を予測します。

実測データに対する最適な予測が見つけられると、CB Predictor はスプ

レッドシートに予測値をペーストします。統計量、グラフ、レポート、

ピボットテーブルといった詳細な情報を出力することもできます。

また、CB Predictor の予測値を Crystal Ball の仮定として作成することが

できます。この予測値を使い、Crystal Ball でシミュレーションを実行す

ると、さらに効果的です。

時系列

等しい幅をもつ時間間隔の順に並
べられた値集合。

傾向

時系列データの長期的な増加また
は減少。

季節性

あるデータ系列で季節成分が原因
となる変化。たとえば、クリスマ
スに販売数が伸び、夏の間は不振
が続くのであれば、そのデータに
は 1 年周期の季節性があります。

誤差

過去の実測データ値と予測データ
値の差。

レベル

予測の開始ポイント。
CB Predictor ユーザマニュアル 9



Chapter 1 CB Predictorとは
シャンプー販売のチュートリアル

単純なサンプルを使って実際に予測を行ってみると、CB Predictor の働

きを簡単に理解することができます。そこで、化粧品を取り扱っている

トロピカル・コスメティクス社の事例を用意しました。

この会社の商品に、熱帯特有の成分を使ったシャンプーがあります。こ

の商品は発売してまもなく 1 年になります。そこで、マーケティング担

当副社長は、販売マネージャに今年の残る月の販売数を予測し、広告宣

伝の方針を提案するように命じました。そこで、販売マネージャは最近

9ヶ月間の週次販売数データを用意しました。

以下の手順でチュートリアルを始めてください。

1. Crystal Ball と Excel を起動します。

2. CB PredictorのExamplesフォルダからShampoo Sales.xlsを開き

ます。

CB Predictor の Examples フォルダは、通常のインストールでは、

C:\Program Files\Decisioneering\Crystal Ball 7\Examples\CB

Predictor Examples です。

図 1.1  「シャンプー販売数の予測」事例のスプレッドシート

このスプレッドシートには、2004 年 1 月 1 日～ 9 月 23 日のシャン

プーの販売データが記録されています。販売マネージャはこの年の

最後、2004 年 12 月 30 日までの販売数を予測しなければなりません。
10 CB Predictor ユーザマニュアル 
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3. セル B4 を選択します。

この操作によって、CB Predictor はデータが入力されている場所を知

ります。

ここでは B4 を選択しますが、スプレッドシートに入力されている

データ範囲、ヘッダ、あるいは日付の中から任意のセル（A3 ～ B42

のどれかのセル）を選択しておけば、CB Predictor の「自動入力機

能」が、連続して値が入力されているセル範囲を認識し、必要なデー

タ範囲全体を自動的に選択します。

4.［実行］→［CB Predictor］を選択します。

＜ CB Predictor 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。コマンドが使用できないときは、シミュ
レーションが終わるのを待ち、シミュレーションをリセットしてくださ
い。

CB Predictor のダイアログ（ウィザード）が起動し、図 1.2 のような

［入力データ］タブが開きます。

図 1.2  CB Predictor ウィザードの［入力データ］タブ

この例でセル B4 を選択したように、データ範囲上の一つのセルを

選択してからウィザードを起動すれば、CB Predictor の自動入力機能

が以下の項目を検知し自動設定します。括弧内はこの例で検知され

た結果です。

• データ系列（A3:B42）

• データの入力方向（列方向）
CB Predictor ユーザマニュアル 11
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• データの最初にヘッダがあるか（A3:B3 がヘッダ）

• データに日付や期間があるか（A4:A42 が期間）

5.［次へ］ボタンをクリックして［データ属性］タブに進みます。

図 1.3  CB Predictor ウィザードの［データ属性］タブ

6. Step 4 で、以下のように設定してください。

a.［データ期間の単位］ボックスで“週”を選択します。

b.［非季節］をチェックします。

用意してあるデータは 2 シーズン（周期）に満たないので、季

節性を加味して予測することはできません。

7. Step 5 で、［重回帰を使用］がチェックされていないことを確認し

ます。

現在は 1 系列のデータしかありません。つまり、回帰を必要とする

ような系列間の依存関係はありません。したがって、重回帰は選択

しません。

8.［次へ］ボタンをクリックして［予測手法］タブに進みます。
12 CB Predictor ユーザマニュアル 
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図 1.4  CB Predictor ウィザードの［予測手法］タブ

9. 左下にある［全て選択］ボタンをクリックします。

これにより、すべての時系列予測手法が選択されます。CB Predictor

は、ここで選択された各手法を使って値を予測し、実測データに対

する予測値の適合度によって、それらの手法を順位づけします。

先の［データ属性］タブで、データ系列に季節性があると設定され

ていれば、季節手法と非季節手法がともに使用されます。しかし、

この事例では［非季節］を選択したので、［全て選択］ボタンをク

リックしてすべての手法を選択しても季節手法は使用されません。

10.［次へ］をクリックして［出力］タブに進みます。

図 1.5  CB Predictor ウィザードの［出力］タブ
CB Predictor ユーザマニュアル 13



Chapter 1 CB Predictorとは
Step 9 を見てください。デフォルトで選択されているアウトプット

は［セルに予測をペースト］だけです。

［セルに予測をペースト］は、スプレッドシートに入力された実測

データの後ろに予測値を自動入力する出力方法です。

11. この事例では、2001 年の残る 13 週の販売数を予測したいので、

Step 7 の［予測する期間数］フィールドに“13”と入力します。

さて、販売マネージャが今必要としている「今年の残る 13 週のシャン

プー販売数の予測」を実行するために必要な設定は、ここまでの手順で

すべて完了しました。

12. 結果を出力する前に予測結果を確認してみましょう。［プレビュー］

ボタンをクリックしてください。

図 1.6 のような［予測のプレビュー］ダイアログが開きます。

このダイアログには、実測データ（緑）、適合データ（青）、予測デー

タ（青）、Step 8 で指定した予測データの信頼区間（赤）のグラフが

表示されます。

図 1.6  ［予測のプレビュー］ダイアログ

13. ダイアログの右上にある［手法］リストボックスをクリックしてく

ださい。

このボックスには、CB Predictor が予測に利用したすべての手法が、

実測データへの適合度の順にリストされます。この例では“最適：”

と記されているダブル指数平滑法が最も高く適合した手法です。反

対に、最も悪かったのはシングル指数平滑法でした。
14 CB Predictor ユーザマニュアル 
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CB Predictor は、実測データに最も適合した手法を使って、予測値を

計算します。

予測値はグラフの右上にある青い直線で表されています。また、こ

れをはさんだ赤い直線は、予測値の 5 パーセンタイルと 95 パーセン

タイルを表します。

14. 最後に［実行］ボタンをクリックして、結果を出力します。

この例では、［出力］タブで［セルに予測をペースト］を選択したた

め、CB Predictor は実測データの末尾に予測値を追加し、データ系列

を拡張しました。

これらの予測値の計算に使われる手法は、［予測のプレビュー］ダイ
アログの［手法］リストボックスで選択したものです。したがって、

先ほどの手順 13 で［手法］を置き換えていなければ、適合度が最高

だった（“最適：”と記された）ダブル指数平滑法によって計算され

た値が出力されます。

図 1.7  ペーストされたシャンプー販売数の予測値

さて、販売マネージャは、CB Predictor の予測に基づいて、副社長に提

出する報告書を作成しました。

販売マネージャはこの報告書で、現在の販売戦略を変更しなくても、年

末には週 100,000 ユニットの売上が見込まれるため、広告宣伝費は他の

新商品にあてるのがよいと指摘しています。

実測データ

予測値
CB Predictor ユーザマニュアル 15



Chapter 1 CB Predictorとは
図 1.8  分析報告書
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CB Predictor の予測方法

過去の実測データや時系列データのほとんどは、ある種の傾向や季節的

なパターンをもっています。また“ノイズ”も含まれているのが普通で

す。ノイズとはランダムな変動のことで、これがあるためにコンピュー

タの力なしではなかなかデータの傾向やパターンを検出することができ

ません。CB Predictor は高度な時系列手法を使ってこれらのデータに潜

んでいる構造を分析し、その傾向やパターンを将来に投影することで予

測値を導きます。

CB Predictor を実行すると、さまざまな時系列手法が実測データに試さ

れて、それぞれに数学的な適合度が計算されます。CB Predictor は、最

も正確な予測を導くであろう手法として、最高の適合度を記録した手法

を選びます。各手法のパラメータの割り当てや適合度の計算、最適な手

法の選択はすべて自動的に行われますが、ユーザの側で予測値を計算す

る手法を指定したり、その手法のパラメータを設定することもできま

す。また、CB Predictor が推薦する最適な手法を、他の手法に置き換え

ることもできます。

最終的には、実測データに対して最もありそうな“その続き”を計算し

ます。つまり CB Predictor の予測値で注意すべき点は、使う手法にかか

わらず、求められた過去の傾向やパターンが将来も続くことが前提にさ

れていることです。ところが実際には、未来に進むにつれて過去の挙動

と未来の挙動が食い違う可能性が高くなります。したがって、予測を先

に進めるほど予測値の信頼性は失われていきます。そこで、CB

Predictor は予測の信頼性を確認する手段として、予測値を中心とした不

確実性の度合いを示す値を計算します。これが信頼区間です。

予測の最終ステップは、結果を解釈し、それらを現実の意思決定プロセ

スに組み込むことです。CB Predictor はこのプロセスを支援するため

に、詳細なレポートはもちろん、編集可能な Excel グラフやピボット

テーブルといった便利な資料を出力します。また、意思決定プロセスで

リスクを分析したいこともあるでしょう。CB Predictorは、Crystal Ballで

リスク分析を行うユーザに向けて、各予測値をCrystal Ballの仮定として

定義します。
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トレド・ガスのチュートリアル

シャンプー販売のチュートリアルでは、時系列予測手法で将来の販売数

を予測する方法を説明しました。二つめのチュートリアルでは、ガス会

社の事例を使って重回帰を伴う予測を紹介します。

トレド・ガス社の一般住宅部門は、生産計画を立てるために来年度のガ

ス利用を予測しようとしています。

1. Crystal Ball が起動している Excel で、CB Predictor の Examples

フォルダからトレド・ガスのスプレッドシート（Toledo Gas.xls）
を開いてください。

CB Predictor の Examples フォルダは、通常のインストールでは、

C:\Program Files\Decisioneering\Crystal Ball 7\Examples\CB

Predictor Examples です。

リンクかアイコンをダブルクリックすると、トレド・ガスのスプレッ

ドシートが Excel に読み込まれます。

図 1.9  トレド・ガスのスプレッドシート
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2. セル C5 を選択します。

3.［実行］→［CB Predictor］を選択します。

［入力データ］タブが開き、CB Predictor の自動入力機能によってセ

ル B4 ～ F100 のすべてのデータが選択されます。

図 1.10  ［入力データ］タブ

4.［次へ］ボタンをクリックして［データ属性］タブに進みます。

図 1.11  ［データ属性］タブ

5.［データ属性］タブの Step 4 で［データ期間の単位］は“月”で、

［季節性］が選択され、“12”月と設定されていることを確認します。
CB Predictor ユーザマニュアル 19
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回帰の使用
［データ属性］タブの設定をする前に、トレド・ガスのスプレッドシー

トに含まれるいくつかの要素と、この予測で使用する「回帰」に触れて

おきましょう。

トレド・ガス社が事前調査を行ったところ、住宅ガスの利用量は、主に

新規住宅数、気温、ガスの単価という三つの変数の影響を受けることが

わかりました。ただし、それぞれの変数がどの程度影響するかというこ

とまではわかっていません。

3 変数（独立変数）が予測したいガス利用量（従属変数）に影響を与え

るため、ここでは回帰が必要になります。CB PredictorはHyperCasting™

という技術を使って、この予測を行います。HyperCasting™ は、以下の

プロセスを一つのステップで実行する技術です。

a. 独立変数と従属変数の間にある数学的な関係を式で表します。

b. 時系列予測手法を使い、独立変数をそれぞれ予測します。

c. 手順 b で予測した独立変数の値を手順 a で作成した式に代入し

て、従属変数を予測します。

トレド・ガスのスプレッドシートでは、住宅ガス利用量の実績が従属変

数で、以下の三つが独立変数です。

• 占有許可の発行数（新規住宅数）

• 月平均気温

• 天然ガスの単価

チュートリアルに戻りましょう。

6. Step 5 で、［重回帰を使用］をチェックしてください。

［回帰変数］ダイアログが開きます。

回帰

従属変数を他の説明変数の関数と
してモデリングするプロセス。
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図 1.12  ［回帰変数］ダイアログ

7.［従属変数リスト］に“ガス利用量”が表示されていることを確認し

ます。表示されていなければ、以下の処理をしてください。

a.［全ての系列リスト］ボックスで“ガス利用量”を選択します。

b.［従属変数リスト］ボックスの左にある ［>>］ボタン をクリック

して、“ガス利用量”変数を［従属変数リスト］ボックスに移動

します。

8.［独立変数リスト］に“占有許可の発行数”、“月平均気温”、“天然ガ

スの単価”が表示されていることを確認します。表示されていなけ
れば、以下の処理をしてください。

a.［全ての系列リスト］ボックスで“占有許可の発行数”、“月平均

気温”、“天然ガスの単価”を選択します。

b.［独立変数リスト］ボックスの左にある ［>>］ ボタンをクリック

して、3 変数を［独立変数リスト］ボックスに移動します。

9.［OK］ボタンをクリックして、［データ属性］タブに戻ります。

10.［次へ］ボタンをクリックし、［予測手法］タブに進みます。

11. もう一度［次へ］ボタンをクリックし、［出力］タブに進みます。
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出力の選択

図 1.13  ［出力］タブ

予測結果を出力する方法には、以下の 5 種類があります。

セルに予測をペースト

スプレッドシートに入力された過去の実測デー

タの後ろに予測値をペーストします。

レポート 任意の、あるいはすべてのデータ系列について、

サマリ情報、予測値と信頼区間、グラフ、予測手

法の情報を出力します。

グラフ 実測データ、適合データ、予測データ、信頼区間

を見やすいグラフに表示します。

結果テーブル すべての予測値、適合データ、信頼区間を表にま

とめます。

手法テーブル 実測データの適合に使用したすべての手法につ

いて、それぞれの誤差、統計量、パラメータを表

にまとめます。

これらの中で最も一般的な出力オプションは、予測のペーストとグラフ

です。他のオプションは、よりくわしい情報が必要なとき、たとえばプ

レゼンテーションを行うときや、さまざまな予測手法を調査するときに

利用します。
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このチュートリアルでは、詳細なアウトプットを生成してみましょう。

12. 翌年度の月次ガス利用量を予測したいので、Step 7 で ［予測する

期間数］フィールドに“12”を入力します。

13.［セルに予測をペースト］、［レポート］、［手法テーブル］の各オプ

ションを選択します。

14.［タイトル］フィールドに“ガス利用量の予測”と入力します。

ここまでの設定で、［出力］タブは図 1.13（p.22）のようになります。

15.［プリファレンス］ボタンをクリックして、［プリファレンス］ダイ

アログを開きます。

［ペースト］タブで［予測を Crystal Ball の仮定としてペーストする］

が選択されていることに注意してください。これは、Crystal Ball で

リスク分析シミュレーションを行う際の仮定として、予測された独

立変数のデータを使用するための準備です。

図 1.14  ［プリファレンス］ダイアログの［ペースト］タブ

16.［レポート］タブを選択して、レポートの出力に関連するオプション

を表示します。

レポートにどのような項目が含まれるのか、そして、どこに出力さ

れるのかを確認してください。
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図 1.15  ［プリファレンス］ダイアログの［レポート］タブ

17.［手法テーブル］タブをクリックして、リストから［上位 3 手法］を

選択し、［パラメータ］の選択を外します。

手法テーブルには適合度の高い上位 3 手法について、その誤差、統

計量、順位が出力されるようになります。

図 1.16  ［プリファレンス］ダイアログの［手法テーブル］タブ

18.［OK］ボタンをクリックして、［出力］タブに戻ります。

19.［プレビュー］ボタンをクリックして、［予測のプレビュー］ダイア

ログを開きます。
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予測結果のプレビュー

［予測のプレビュー］ダイアログを使用すれば、スプレッドシートに結

果をペーストしたりレポートを出力する前に、CB Predictor が選択した

最適な手法や予測値をあらかじめ確認することができます。特に多くの

出力オプションを選択しているときには、あらかじめ結果をプレビュー

することをお勧めします。

ダイアログの上部に、［系列］リストボックスと［手法］リストボック

スがあります。これらを切り換えると、すべてのデータ系列について、

それぞれに実行されたすべての手法の予測値を確認することができま

す。

デフォルトでは、CB Predictor が最適だと判断した手法が“最適：”と

して設定されます。しかし、その他の手法を確認し検討した結果、CB

Predictor が選択した手法より現実に近いと思われる手法が見つかれば、

その手法を「最適な手法」として最終的な結果を出力することもできま

す。

図 1.17  ［予測のプレビュー］ダイアログ

チュートリアルを続けましょう。

20.［予測のプレビュー］ダイアログの左上にある［系列］リストボック

スから“月平均気温（華氏）”を選択します。

月平均気温に対する予測値が現れます。図 1.18 では、「最適な手法」

は加法型季節平滑法となっています。
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図 1.18  最適な手法を変更する前の月平均気温

21.［手法］リストボックスで、CB Predictor が推薦する加法型季節平

滑法から“シングル指数平滑法”に表示を変更します。

22.［最適を変更］ボタンをクリックします。

図 1.19 のように、最適な手法が加法型季節平滑法からシングル指数

平滑法に置き換えられます。

図 1.19  最適な手法を変更した後の月平均気温
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サマリ

言うまでもありませんが、CB Predictor の最大の役割は過去のデータか

ら将来を予測することです。そして、その予測を行うときに使用される

手法は、各独立変数の［手法］フィールドに“最適：”と表示されてい

る手法です。

このチュートリアルでは、先ほどの手順 22 で、“月平均気温”変数が

利用する最適な手法を、CB Predictor が勧める加法型季節平滑法からシ

ングル指数平滑法に置き換えました。“ガス利用量”という従属変数の

予測には、“月平均気温”変数も関与しています。この変更が“ガス利

用量”の予測に及ぼした影響を見てみましょう。

図 1.20  最適な手法の変更が結果に及ぼす影響

“月平均気温”の最適な手法を変更したことによって、“ガス利用量”

変数の予測（適合値ではありません）はまったく異なったものになって

います。CB Predictor が推薦する手法を置き換える場合は、その手法が

もたらす結果を注意深く分析してください。

チュートリアルを続けましょう。

当初の月平均気温 当初のガス利用量

変更後の月平均気温 変更後のガス利用量
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23.［実行］ボタンをクリックします。

CB Predictor は［出力］タブの設定に基づき、以下のアウトプットを

作成します。

• スプレッドシートに入力された実測データの後ろに予測値を

ペーストします。

• Excel ワークブックの新規ワークシート“レポート”に、レポー

トを出力します。レポートには、各独立変数の時系列予測と従

属変数の重回帰の詳細が含まれます。

• Excel ワークブックの新規ワークシート“手法テーブル”に、手

法テーブルを出力します。このテーブルは、データの適合に使

用したすべての時系列予測手法のパラメータ、誤差、統計量な

どを含む Excel のピボットテーブルです。

24. 図 1.21 のように、実測データの下に予測結果がペーストされます。

独立変数が Crystal Ball の仮定（正規分布）として定義されているこ

とに注意してください。

図 1.21  続く 1 年間のガス利用量の予測値

ピボットテーブル

Excelの対話型テーブル。行や列を
移 動 し た り、ピ ボ ッ ト デ ー タ に
フィルタをかけたりすることがで
きます。
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25.“レポート”ワークシートをアクティブにして、図 1.22 のように“月

平均気温”のセクションまでスクロールします。

予測に使われた手法が置き換えられていることに注意してください。

図 1.22  トレド・ガスの月平均気温レポート

26.［手法テーブル］ワークシートをアクティブにします。

図 1.23  トレドガスの［手法テーブル］ワークシート（初期表示）

27.［系列］ボタンの右のボックスで“月平均気温”を選択してください。

図1.24のように各手法で月平均気温を予測したときに使用したパラ

メータと、統計量が示されます。
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図 1.24  月平均気温に対する［手法テーブル］ワークシート

28.［系列］ボタンを［手法］ボタンの左にドラッグしてください。

テーブルが広がり、三つの独立変数がすべて表示されます。

図 1.25  系列別の各手法の結果
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＜ Excel メモ＞　ドラッグする位置がずれていると、図のようにはなり
ません。その場合は、<Ctrl>+<z> を押してアンドゥし、再度ドラッグし
てください。

29.［系列］ボタンを［手法］ボタンの右にドラッグすると、テーブルは

手法別のリストに変わります。

一度試してみて、図 1.25 の表示に戻してください。

30.［テーブル項目］ボタンの横にある矢印をクリックします。

フィールドのリストが表示されます。

31.“順位”を除くすべての項目のチェックを外して［OK］ボタンをク

リックします。

手法テーブルには、各手法と系列の組合せに対して［順位］だけが

表示されます。“月平均気温”ではシングル指数平滑法が青色でハイ

ライトされ、この系列がこの手法で予測されたことを示しています

が、［順位］は 8 になっています。一方、CB Predictor が推奨した加

法型季節平滑法は、予測には使用されませんでしたが、［順位］は 1

です。

図 1.26  各手法の順位（系列別）
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32.［手法］ボタンを［系列］ボタンの左にドラッグします。

テーブルが再編成され、手法別にすべての系列を表示するようにな

ります。

図 1.27  各手法の順位（手法別）
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Chapter
第 2 章

用語解説



概要

この章では、CB Predictor が使用する予測手

法や、その他の予測関連用語を説明しま

す。

また、CB Predictor が生成する統計量やその

計算手法、最適な手法を選択する方法も解

説します。



1

予測

予測とは将来を予想する活動のことです。ビジネス分野での予測は、何

らかの資源の計画や管理を目的とするのが普通です。予測の科学的なア

プローチは数多くあります。たとえば、Crystal Ball のようなシミュレー

ション・ソフトウェアを使えば、問題をモデリングし、シミュレートし

て、what-if分析を行うことができます。一方、ある期間の実測データを

収集して、その傾向やパターンを分析する方法でもwhat-if予測が可能で

す。CB Predictor は後者のコンセプトをとっており、 時系列のパターン

を分析して将来を予測します。

予測への科学的なアプローチは、通常以下のカテゴリのどれかに収まり

ます。

時系列 実測データのパターン上で時系列分析を行い、結
果を予測する方法です。将来も状況が変化しにく

い安定した分野の予測に適しています。

回帰 興味のある一つの変数と、それに影響を与えるで

あろう他のいくつかの変数間に存在する過去の関

係を使って、結果を予測します。さまざまな変数

のさまざまな影響を調べたいときに適していま

す。このカテゴリには重回帰も含まれます。

シミュレーション

モデルに対してさまざまなシナリオをランダムに

生成することで、存在し得る値を予測します。こ

の手法が最も役に立つのは、実測データはないも

のの、その反応を分析するための条件をモデリン

グすることができる場合です。

定性 主観的、専門的な判断から結果を予測します。実
測データがなく、モデルも作成できないときに適

しています。

これらのカテゴリの中で、CB Predictor は時系列と重回帰を予測に使用

しています。また、Crystal Ball はシミュレーションを使用します。もち

ろん、データの種類によって各テクニックには長短があります。そのた

め、複数の手法でそれぞれにデータを予測し、それらを比較検討した上

で最良の結果をもたらす手法を選択するという手順を踏むのが普通で

す。
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時系列予測

時系列予測は「過去のデータは、あるパターンに何らかのランダムな誤

差を加えたものである」と仮定します。時系列予測の最終目的は、実測

データに存在するレベル、傾向、季節性を認識することによってパター

ンを誤差から切り離すことです。

誤差は統計的な検定を使えば測定することができます。これによって、

あるパターンがいかにうまく実測データを再現するかが明らかになり、

また、どれほど正確に将来のデータを予測できるのかも評価できます。

これらの誤差測定については、p.42 “時系列予測の誤差測定”をご覧く

ださい。

CB Predictor の［予測手法］タブでは、予測に用いる手法を複数選択す

ることができます。CB Predictor は選択されたすべての手法を使って、

それぞれに実測データへの適合を試み、次に［上級オプション］ダイア

ログで指定された測度を使って誤差の少ない順に各手法を順位づけしま

す。そして、誤差が最小だった手法が CB Predictor の推奨する最適な手

法になります。

CB Predictorが使用する時系列予測テクニックは大きく2種類に分けるこ

とができます。

非季節平滑法 極端なデータを排除してデータのランダム性を減

少させることによって、滑らかな傾向を推定する

テクニックです。

季節平滑法 平滑化データを、季節的な反応の調整と結び付け

るテクニックです。

非季節平滑法
実測データに存在する極端な変動を排除して、予測しようとしているモ

デルを平滑化します。CB Predictor では、以下の非季節平滑法を利用す

ることができます。

シングル移動平均法

直前の数期間の平均をとり、最後の平均値を先へ投影することで、実測

データを平滑化します。CB Predictor は平均する最適な期間数を自動的

に計算しますが、ユーザが指定することもできます。

この手法は、傾向や季節性がなく変動性の高いデータに適しています。

予測結果はまっすぐな水平線になります。

レベル

予測の開始ポイント。

傾向

時系列データの長期的な増加また
は減少。

季節性

あるデータ系列で季節成分が原因
となる変化。たとえば、クリスマ
スに販売数が伸び、夏の間は不振
が続くのであれば、そのデータに
は 1 年周期の季節性があります。
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図 2.1  シングル移動平均法の代表的なデータ、適合直線、予測直線

ダブル移動平均法

＜ CB Predictor メモ＞　以下の手法に CB Predictor が使用する式は、
付録 B“時系列予測手法の公式”で紹介しています。

移動平均法を 2 回行う手法です。最初はオリジナルデータに対して、2

回目は 1 回目に得られたシングル移動平均データに対して適用します。

次に、平滑化された両方のデータ集合を使って、将来を予測します。

CB Predictor は平均する最適な期間数を自動的に計算しますが、ユーザ

が指定することもできます。

この手法は、季節性はないものの傾向があるデータに適しています。予

測結果はまっすぐで傾いた直線になります。

図 2.2  ダブル移動平均法の代表的なデータ、適合直線、予測直線

シングル指数平滑法（SES）

過去に行くにつれて指数的に減少する重みを使って、実測データのすべ

てに重み付けをします。つまり、通常はデータが最近のものであるほど

大きい重みが与えられます。この手法は移動平均法や割合変化モデルが

もっている欠点を大部分解消します。最適な平滑化定数は CB Predictor

によって自動的に計算されますが、ユーザが指定することもできます。
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この手法は、傾向や季節性がなく変動性の高いデータに適しています。

予測結果はまっすぐな水平線になります。

図 2.3  シングル指数平滑法の代表的なデータ、適合直線、予測直線

Holt ダブル指数平滑法（DES）

ダブル指数平滑法はSESを2回（最初はオリジナルデータ、2回目はSES

データ）適用します。CB Predictor は、ダブル指数平滑法に Holt の手法

を使っているため、2 回目の SES 式に 1 回目とは異なったパラメータを

使用することができます。最適な平滑化定数は CB Predictor によって自

動的に計算されますが、ユーザが指定することもできます。

この手法は、季節性はないものの、傾向があるデータに適しています。

予測結果はまっすぐで傾いた直線になります。

図 2.4  Holt ダブル指数平滑法の代表的なデータ、適合直線、予測直線

非季節平滑法のパラメータ

季節性を考慮しない方法では、いくつかの平滑化パラメータが使用され

ます。

• 移動平均法の式には期間という一つのパラメータがあり、移動平均

を実行すると、それに従って数多くの期間を平均することになりま

す。
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• シングル移動平均法では、1 からデータポイントの 2 分の 1 ま

での任意の整数で期間数を指定することができます。

• ダブル移動平均法では、2 からデータポイント数の 3 分の 1 ま

での任意の整数で期間数を指定することができます。

• シングル指数平滑法には、a という一つのパラメータがあります。

a は平滑化定数で、0 < a  < 1 の任意の値をとることができます。

• Holtダブル指数平滑法には、二つのパラメータa と b があります。

aは上述の平滑化定数です。bも 0 < b  < 1の任意の値をとるまった

く同じ平滑化定数ですが、b は 2 回目の平滑化でのみ使用されま

す。

季節平滑法
季節指数平滑法は、単純な指数平滑法にデータの季節的な反応を取り込

む要素を加えた手法です。CB Predictor では次の四つの季節指数平滑法

を使用することができます。 

＜ CB Predictor メモ＞　CB Predictor が使用する式は、付録 B“時
系列予測手法の公式”で紹介しています。

加法型季節平滑法

傾向をもたない実測データの季節指数を計算します。この手法は、予測

のレベルと予測の季節調整に対して指数的に平滑化された値を生成しま

す。予測されたレベルに季節調整を加えて加法型季節予測を作成しま

す。

この手法が最適なのは、傾向がなく、時間に対して増加しない季節性の

あるデータです。予測結果は、そのデータの季節変動を示す曲線になり

ます。

図 2.5  傾向がない加法型季節平滑法の代表的なデータ、適合曲線、予測曲線
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積乗型季節平滑法

傾向のない実測データの季節指数を計算します。この手法は、予測のレ

ベルと予測の季節調整に対して指数的に平滑化された値を生成します。

季節調整に予測レベルを積算して、積乗型季節予測を作成します。

この手法が最適なのは、傾向がなく、時間に対して増加または減少する

季節性のあるデータです。予測結果はそのデータにおける季節変動を示

す曲線になります。

図 2.6  傾向がない積乗型季節平滑法の代表的なデータ、適合曲線、予測曲線

Holt-Winters 加法型季節平滑法

Holt 指数平滑法を、季節性が取り込まれるように拡張した手法で、付録

B に挙げた式を使っています。この手法は予測のレベル、予測の傾向、

予測の季節調整に対して、指数的に平滑化した値を生成します。傾向づ

けられた予測に季節因子を加えて、Holt-Winters 加法型予測を作成しま

す。

この手法が最適なのは、傾向があり、時間に対して増加しない季節性の

あるデータです。予測結果はデータの季節変動を示す曲線になります。

図 2.7  Holt-Winters 加法型季節平滑法の代表的なデータ、適合曲線、予測曲線
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Holt-Winters 積乗型季節平滑法

Holt-Winters 加法型平滑法に似た手法で、レベル、傾向、予測の季節調

整に対して指数的に平滑化した値を生成します。この手法の式は付録 B

で紹介しています。傾向づけられた予測に季節性を積算して、Holt-

Winters 積乗型予測を作成します。

この手法は、傾向があり、時間に対して増加する季節性のあるデータに

最適です。予測結果はデータの季節変動を再現した曲線になります。

図 2.8  Holt-Winters 積乗型季節平滑法の代表的なデータ、適合曲線、予測曲線

季節平滑法のパラメータ

季節手法で使用される平滑化パラメータには、a , b , g  の三つがありま

す。

a 予測のレベル成分に対する平滑化パラメータ。0 < a  < 1 の

任意の値をとります。

b 予測の傾向成分に対する平滑化パラメータ。0 < b  < 1 の任

意の値をとります。

g 予測の季節成分に対する平滑化パラメータ。0 < g  < 1 の任

意の値をとります。

季節手法によっては、これらのパラメータの一部だけを使用します。た

とえば、加法型季節平滑法は傾向を考慮しないので、b パラメータは不

要です。
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Chapter 2 用語解説
時系列予測の誤差測定

どのような時系列予測データにも、予測式によって表されない、あるい

は傾向や季節パターンで表されないランダムな誤差成分があります。こ

の誤差を測定するためには、複数の期間について実測データにポイント

を適合した後、その適合ポイントを実測データと比較します。 

図 2.9 のようなデータ集合を考えてください。ほとんどの式では、横軸

の期間（t）に対して、実際のポイント（Yt）と適合ポイント（ ）の

差を比較します。縦軸はデータポイントの値を示しています。

CB Predictor は、このデータの誤差を、付録 C に挙げた“誤差測度と統

計式”に基づいて計算します。

図 2.9  サンプルデータ

CB Predictor には次の三つの計算手法がありますが、このうち［上級オ

プション］ダイアログで指定されたものが、最適な手法を判定するため

の誤差測定に利用されます。

RMSE

RMSE （Root Mean Square Error：平均自乗誤差の平方根）は、実際のポ

イント（Yt）と適合ポイント（ ）の差をそれぞれ 2 乗する絶対的な誤

差測度です。

2 乗することで正の差と負の差が相殺されず、また、大きな誤差を強調

します。したがって、誤差が大きい手法を排除するのに役立ちます。

tŶ

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00

0 10 20 30 40
期間 - t

実際のポイント（Yt）

tŶ適合ポイント（　）

tŶ
42 CB Predictor ユーザマニュアル 



1

MAD

MAD （Mean Absolute Deviation：平均絶対偏差）は、RMSE のような 2

乗や平方根の計算が必要ないため、電卓が現れる以前に特に人気が高

かった絶対誤差測度です。

MAD は、それぞれの差の絶対値をとることによって正の差と負の差が

相殺されることを防ぎます。信頼性が高いため、電卓の登場後も幅広く

利用されています。正規分布に従うデータに対して最大の精度を発揮し

ます。

MAPE

MAPE （Mean Absolute Percentage Error：平均絶対パーセント誤差）は、

相対的な誤差測度です。

MAPE は、実際のポイント（Yt）と適合ポイント（ ）の差の絶対値を

Yt で割るため、差が相殺し合うことを防ぐだけではなく、従属変数の

尺度に依存しないという利点があります。

そのため、尺度の異なる時系列データ間でも、予測の精度を比較するこ

とができます。

時系列予測テクニック

CB Predictor は、標準予測、単純リード予測、重み付きリード予測、

ホールドアウト予測という 4 種類の予測テクニックのどれかを使って時

系列予測を実行します。

標準予測
標準予測は、同一期間の適合値と実測値の間の誤差を最小にするように

予測パラメータを最適化します。たとえば、次のような実測データがあ

るとしましょう。

期間 1 2 3 4 5 6 7

値 472 599 714 892 874 896 890

適合データが以下だとします。

期間 1 2 3 4 5 6 7
値 488 609 702 888 890 909 870

tŶ
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Chapter 2 用語解説
CB Predictor は、たとえば次のように同一期間の実測データと適合デー

タの差を使って RMSE を計算します。

標準予測では、CB Predictor はこの方法で計算された RMSE が最小にな

るように予測パラメータを最適化します。

単純リード予測
単純リード予測は、指定した数だけずらした期間（リード）の実測値と

適合値の間の誤差が最小になるように、予測パラメータを最適化しま

す。将来のある期間に対する予測がその前後の期間の予測よりもきわめ

て重要であるときに、この予測テクニックを使ってください。

標準予測の説明で使った実測データと適合データを使い、たとえば、非

常に高価な設備を 2 ヶ月先行して注文するために、 2 ヶ月間を最重要視

して予測しなければならないケースを考えてみましょう。CB Predictor

は指定しただけずらした期間（リード）の実測データと適合データの差

を使って RMSE を計算します。この場合リードを 2 期間として、RMSE

の計算で使われる差は次のようになります。

単純リード予測では、CB Predictor はこの方法で計算された RMSE が最

小になるように予測パラメータを最適化します。

重み付きリード予測
重み付きリード予測は、0, 1, 2 など指定した数まで順にずらした期間

（重み付きリード）の実測値と適合値の間の「平均」誤差測度が最小に

なるように予測パラメータを最適化します。複数のリード期間ごとに単

純リード予測を使い、次にそれらの平均をとって、その平均値を最適化

します。このテクニックは、いくつかの複数の期間が最も重要であると

きに利用します。

たとえば、非常に高価な設備を 0, 1, 2ヶ月先行して注文する必要があ

り、2ヶ月までのすべての期間に対する予測が最重要だとしましょう。

CB Predictor はそれぞれのずらした期間（個々のリード）ごとの実測

データと適合データの差を使い、重み付きリードまでの各リードについ

てRMSEを計算します。先ほどと同じデータを使うなら、重み付きリー

ドを 2 期間として、RMSE の計算に使われる差は次のようになります。

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2472 488 599 609 714 702 892 888− + − + − + − +

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2472 702 599 888 714 890 892 909− + − + − + − +
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（リード：0）

（リード：1）

（リード：2）

次に、CB Predictor はリード 0、リード 1、リード 2 に対する RMSE の平

均をとります。重み付きリード予測では、CB Predictor は RMSE 計算値

の平均を最小にするように予測パラメータを最適化します。

ホールドアウト予測
ホールドアウト予測の手順を示します。

1. 実測データのうち、最近のいくつかのデータポイントを削除します。

2. 残りの実測データを使って、適合ポイントと予測ポイントを計算し

ます。

3. 予測されたポイントと、それらに対応する削除された実測データポ

イントの誤差を比較します。

4. この誤差が最小になるようにパラメータを変更します。

CB Predictor は、ホールドアウトされていないデータだけを使って最適

な予測パラメータを決定します。

＜ CB Predictor メモ＞　少ないデータ量で季節手法を使おうとした場
合、ホールドアウトテクニックを使うと非季節手法に制限される場合が
あります。

＜統計メモ＞　ホールドアウトテクニックの詳細と効果的な利用につい
ては、参考文献にある“Makridakis, Wheelwright, and Hyndman”を
参照するとよいでしょう。

( ) ( ) ( )2 2 2472 488 599 609 714 702− + − + − +

( ) ( ) ( )2 2 2472 609 599 702 714 888− + − + − +

( ) ( ) ( )2 2 2472 702 599 888 714 890− + − + − +
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Chapter 2 用語解説
時系列予測の統計量

タイル U 

タイル U 統計量は、単純予測を使って予測結果を比較する相対誤差測

度です。差を 2 乗するため誤差が強調されます。したがって、大きな誤

差をもった手法を排除するのに役立ちます。タイル U の式については

p.138 をご覧ください。

重回帰

重回帰は「重線形回帰］というのが正式な呼び名です。その目的は実測

データに最も適合する式を見つけることです。この式は回帰式と呼ばれ

ます。回帰式は、独立変数（x1, x2, x3, …）を組み合わせた式で従属変

数（y）を表します。つまり、重回帰は回帰式の係数を見つけるプロセ

スだといえます。重回帰の「重」という言葉は、従属変数を定義する回

帰式に複数の独立変数が使用できることを意味し、「線形」はその回帰

式が線形式であることを意味します。 

独立変数 x1, x2, x3, …と従属変数 y に加え、各独立変数の係数を b1, b2,

b3, …、y切片を b0、誤差を eとすれば、回帰式は次のようになります。

y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + … + e

独立変数が一つしかなければ、回帰式は直線を定義します。これは単回

帰と呼ばれる重回帰の特殊なケースで、回帰式は次式で表されます。

y = b0 + b1 x + e

b0はグラフ上で直線がy軸と交わる位置、xは独立変数、eは誤差です。

また、二つの独立変数が含まれると、回帰式は平面を定義し、さらに、

独立変数が三つ以上になれば、超平面を定義することになります。CB

Predictor は、これらの式の係数を見つけるのに特異値分解を使用しま

す。このテクニックの詳細は p.144 “特異値分解”をご覧ください。

タイル U 意　味

< 1 その予測テクニックは推測よりよい

= 1 その予測テクニックは推測とほぼ同じ

> 1 その予測テクニックは推測より悪い

単純予測

最も最近のデータだけを使い、最
小の努力で獲得される予測。たと
えば、最後のデータポイントから
次の期間を予測します。

線形式

線形の項のみで成り立つ式。線形
式には、累乗の変数や、変数同士
を掛け合わせた項は含まれませ
ん。

超平面

3 次元以上の幾何平面。

特異値分解

ある回帰式の係数の方程式群を解
く手法。
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図 2.10  散布図の一部

回帰手法

CB Predictor では、標準回帰、フォワードステップワイズ回帰、反復ス

テップワイズ回帰という 3 種類の回帰手法のうちの一つを使用します。

標準回帰
標準回帰は重回帰を行って、指定された各独立変数に対して（有意であ

るかどうかにかかわらず）回帰係数を生成します。

フォワードステップワイズ回帰
フォワードステップワイズ回帰は、重回帰式に対して一度に一つの独立

変数を加えます。最初に最大の有意確率の相関（部分F統計量）をもつ

ものを加え、次に既存の回帰式を考慮して残った独立変数に対して部分

F 統計量を再計算します。

＜ CB Predictor メモ＞　得られる重回帰式は、少なくとも一つの独立
変数をもちます。

フォワードステップワイズ回帰は、次のいずれかを満たすまで独立変数

を加え続けます。

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00

0 5 10 15

期間 - t

回帰直線

説明できなかった

説明された誤差

平均直線

誤差

実際のポイント（Y）

Ŷ適合ポイント（　）
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Chapter 2 用語解説
• 処理する独立変数がなくなった

• ［ステップワイズオプション］ダイアログで指定された条件の一つを

満たした

• 含まれる独立変数の数が、時系列におけるデータポイント数の 3 分

の 1 に達した

終了条件には次の二つがあります。

R2 一つ前のステップの解と次の新しい解について

指定した統計量（R2 または修正済 R2）の差を求

め、それが閾値を下回るとステップワイズ回帰を

終了します。このとき、CB Predictor は最後の独

立変数を使用しません。

たとえば、ステップワイズ回帰の第三ステップで

R2が0.81となり、第四ステップで別の独立変数を

加えたら R2 が 0.83 になったのであれば、その差
は 0.02 です。

ここで閾値が 0.03 であれば、CB Predictor は第三

ステップの回帰式に戻り、ステップワイズ回帰を

終了します。

F 検定の有意性

次の新しい解の F 統計量の確率が最大値を上回

るとステップワイズ回帰を終了します。

たとえば、最高確率に 0.05 が指定されていて、ス

テップワイズ回帰の第四ステップの F 統計量が

0.08 の確率であれば、CB Predictor は第三ステッ

プの回帰式に戻り、ステップワイズ回帰を終了し

ます。

反復ステップワイズ回帰
反復ステップワイズ回帰は、一度に一つの独立変数を重回帰式に加える

か、削除します。

CB Predictor は、次のように反復ステップワイズ回帰を実行します。

1. 各独立変数について部分 F 統計量を計算します。

2. 最も有意な相関（部分 F 統計量）をもつ独立変数を加えます。

3. 回帰式にある独立変数の部分 F 統計量をチェックして、最後の独立

変数を加えることによってどれかが有意でなくなる（最小値未満の
確率をもつ）ことにならないかを調べます。
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4. 有意でない変数のうち、一度に一つずつ有意性が最低の独立変数を

削除します。

5. 回帰式に有意でない変数がなくなるまで 3 を繰り返します。

6. 1 ～ 5 を次の状態になるまで繰り返します。

• 処理する独立変数がなくなった

• 指定された条件の一つを満たした（終了条件の働きについては

前項をご覧ください）

• 同一の独立変数が加えられ、次に削除された

＜ CB Predictor メモ＞　得られる重回帰式は、少なくとも一つの独立
変数をもちます。

回帰統計

CB Predictor は、回帰式を見つけると回帰を評価する以下の統計量を計

算します。これらの統計量の計算式については、付録 E“回帰統計の公

式”をご覧ください。

R2 

R2 は決定係数と呼ばれ、その回帰式が説明できた従属変数の変動の割

合を表します。

たとえば R2 が 0.36 ならば、その回帰式が説明できた従属変数の変動は

実際の変動の 36% であったことになります。

修正済 R2 

データの自由度を使って R2 を補正した統計量です。

重回帰では、より多くのデータポイントがあればより普遍的な回帰式が

得られます。しかし、仮に変数と同じ数だけしかデータポイントがなけ

れば、R2 は異常に高い値を示します。

たとえば、ある式の R2 がきわめて高ければ、その式は実際の誤差をほ

とんどすべて説明できていることになります。ところが、データポイン

トの数が普遍的な回帰式を計算するのに十分ではない場合、その R2 は

誇張されているおそれがあります。

このような誇張をなくすためには、自由度を加味して R2 を補正する必

要があります。
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Chapter 2 用語解説
SSE

SSE（Sum of the Squared Errors：自乗誤差和 ）は、回帰直線とデータ間

の誤差を測定します。回帰係数の推定に使用される最小自乗法は、この

統計量を最小にするテクニックです。

データの散布図に描かれたいくつかの直線の中で、どれがデータに最も

適合するかを決定する方法は数多くあります。各直線のSSEから直線の

適合度を比較する方法もその一つで、SSE の低い直線はデータによく適

合しています。

F 統計量

R2 で測定された回帰式の有意性を検定します。この値が有意なら、そ

の回帰式は従属変数の変動を説明できていることになります。

t 統計量

従属変数と個々の独立変数の係数間にある関係の有意性を、他の独立変

数が存在する中で検定します。この値が有意なら、その独立変数は従属

変数に影響することになります。

p 値

データに対して計算された F 統計量あるいは t 統計量以上の F 統計量や

t 統計量を得る確率を示します。

たとえば、F 統計量の p 値が小さいとき、その F 統計量が回帰式の有意

性を誇張して示している確率は低くなります。これを言い換えれば、そ

の回帰式は、偶然ではなく有意だということです。したがって p 値は小

さいほうがよく、一般に 0.05 以下になることが望まれます。

ダービン＝ワトソン統計量

ラグ 1 での自己相関を示す統計量です。各時系列値が次の値に関与する

程度を表します。この相関関係は自己相関の最も一般的な種類です。

ダービン＝ワトソンの式については、p.139 をご覧ください。

この統計量は 0 ～ 4 の値をとります。値が示すのは、下表のように過少

移動平均、ゼロ、過大移動平均自己相関です。

ラグ

あるデータ系列とそれ自身を比較
するときの隔たり。時系列データ
の自己相関では、比較する期間の
隔たりを指します。

自己相関

同じデータ系列の異なる期間の関
係または相関。
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従属変数の予測を誤らないためには、強い正または負に相関した誤差を

もつ独立変数を使うことは避けなければいけません。

実測データの統計量

CB Predictor は、実測データ系列に対して、以下の統計量を自動的に計

算します。

平均値

ある数値集合の平均値は、すべての数値を合計し、それを値の個数で

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。

標準偏差

標準偏差は分布の分散の平方根です。分散と標準偏差は、ともに平均値

まわりでの実測値の平均的なばらつきを表し、実測値が平均値に接近し

ていればこれらの統計量は小さく、平均値から広くばらついていれば大

きくなります。

たとえば 1, 3, 6, 7, 9 の標準偏差を求めるためには、まず以下の手順で分

散を求めます。

1. 平均値を計算します。

2. それぞれの値について、その値と平均値との差を計算します。

3. その差をそれぞれ 2 乗し、合計します。

4. 計算した差の個数を n とし、合計値を n−1 で割ります。

1, 3, 6, 7, 9 の平均値は 5.2 です。したがって、分散 s2 は以下のように計

算することができます。

ダービン＝ワトソン 意　味

< 2 誤差が正に相関している（ある期間の増加は、そ
の前の期間の増加に依存している）

= 2 自己相関はない

> 2 誤差は負に相関している（ある期間の増加は、そ
の前の期間の減少に依存している）
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標準偏差 s は、分散の平方根を計算すると求められます。

最小値

そのデータ範囲で最も小さい値です。

最大値

そのデータ範囲で最も大きい値です。

Ljung-Box 統計量

Ljung-Box 統計量は、ある一連の自己相関と、すべて 0 である一連の自

己相関との間の有意差を測定します。Ljung-Box 統計量の式について

は、p.140 をご覧ください。

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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

− + − + − + − + −
=

−

= =

s 10.2 3.19= =
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Chapter
第 3 章

予測の実行



概要

この章では、時系列予測手法や重回帰を用

いた予測の手順、予測結果の出力オプショ

ンなど、CB Predictor の使用方法をくわしく

解説します。



1

概要

CB Predictor を使った予測作業は、大まかに以下のようなプロセスを踏

むことになります。

1. 過去の実測データを記録した Excel ワークシートの作成

2. CB Predictor の起動

3. CB Predictor ウィザードの実行

4. 出力結果の分析

5. 出力結果のカスタマイズ

この章では、この手順の進め方を、順を追って解説します。

ワークシートへの実測データの入力

CB Predictorを使うためには、過去の実測データを記録した Excelワーク

シートを作成する必要があります。ワークシートの入力方法にさほど制

限はありません。第 1 章で使用したサンプルモデルや、以下のポイント

を参考にして、データを入力してください。

1.（任意）ワークシートにタイトルをつけ、ワークシートの 1 行目など

見やすい位置に入力します。

2.（必須）データの数やワークシートの使い勝手を考慮して、データを

入力する方向を決めます。

＜ Excel メモ＞　1 枚の Excel ワークシートは、横方向が最大 256 列
であるのに対し、縦方向は 65,000 行に及びます。したがって、データ
ポイントが多いときは、縦方向にデータを入力してください。

3.（任意）等しい間隔の日付、あるいは“4 期”というような期間を表

す文字列を、データを格納する左の列、または上の行に入力します。

この列や行に Excel の日付書式を使うと、CB Predictor の自動入力機

能が日付を自動認識します。予測値をペーストするときに日付を自

動的に付与し、また、グラフのラベルにも日付を使います。

4.（任意）データ系列を示すヘッダを、データを格納する上の行または

左の列に入力します。

ヘッダは“ガス利用量”、“利率”、“SKU 23442”といった文字列にな

ります。
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5.（必須） 手順 3 で入力した日付や期間に対応する過去の実測データ

をヘッダの下または右に入力していきます。

CB Predictorで利用することができるデータは 1×10−20 ～ 1×1020 の

値で、一度に扱えるデータ系列数は 1 ～ 10,000、予測期間数は 1 ～

100 です。適切な予測を作成するために必要な実測データ数につい

ては、p.59 をご覧ください。

実測データの中に 0 という値がある場合、セルを空白にせず、かな

らず“0”を入力してください。“0”が入力されていれば CB Predictor

は値として認識しますが、データ系列の中間、つまり期間順に値が

並んでいる途中に空のセルがあると、［プレビュー］や［実行］ボタ

ンを選んだときに エラーメッセージが出力されます。

複数のデータ系列を一度に予測しようとしている場合、すべての

データ系列が同じ期間から始まる必要はありません。どのデータ系

列も途中に空白がなく最後の期間まで入力されていれば、最初のほ

うにデータがなくても正常に予測されます。

以下のトレド・ガスのワークシートをはじめ、Examplesフォルダにある

サンプルモデルは、これらすべての要素を満たしています。

図 3.1  ワークシート例
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CB Predictor の起動とウィザードの開始

Crystal Ball Professinal がインストールされている場合は、Crystal Ball の

起動と同時に CB Predictor も起動します。

CB Predictor ウィザードの開始

CB Predictor の作業はすべてウィザードを通じて行います。CB Predictor

の自動入力機能を利用するためには、ウィザードを開始する前に適切な

セルを選択しておく必要がありますが、ここではまず、ウィザードの起

動方法を覚えてください。

以下のいずれかの方法で CB Predictor ウィザードを開始することができ

ます。

• メニューバーから［実行］→［CB Predictor］を選択します。

• <Alt>+<r> <p> と入力します。

CB Predictor ウィザードの実行

CB Predictor を開始すると、図 3.2 のような CB Predictor のダイアログ

（ウィザード）が表示されます。ダイアログには四つのタブがあり、通

常はこれらのタブを左から右へ順に使用します。

図 3.2  CB Predictor ウィザード（［入力データ］タブ）
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このセクションでは、まず予測作業の大まかなステップを紹介し、次に

各ステップの詳細を順に説明します。なお、それぞれのタブの設定につ

いては、付録 A“CB Predictor ウィザード”でくわしく説明します。

ウィザードの 10 step
ウィザードを使って予測結果を出力するまでには、以下の 10 のステッ

プを踏まなければなりません。

ダイアログにもそのステップの説明が表示されます。したがって、ダイ

アログに従えば、適切な手順を踏んで予測を実行することができます。

1. 実測データが記録されているセル範囲を選択します。

2. データ構造（データの方向や日付、ヘッダ）を指定します。

3. 実測データのグラフを表示して、季節性や傾向、主な統計量を確認

します。

4.“週”や“月”といった期間の単位と、季節性の有無を指定し、季節

性があるときにはその周期を入力します。

5. 重回帰を使う変数があるかどうかを指定し、重回帰を使う場合は従

属変数と独立変数を選択します。

6. 各変数に適用する時系列予測手法を選択します。

7. 予測したい期間数を入力します。

8. 予測値とともに表示する信頼区間を選択します。

9. 結果の出力方法を選択します。

10. 予測をプレビューした後、結果を出力します。

ある実測データを使い、はじめて予測を実行するときは、CB Predictor

ウィザードに従い、これらのステップをすべて通らなければなりませ

ん。一通りウィザードを実行した後は、これらのステップの必要なとこ

ろだけを修正して、何度でも予測を再実行することができます。

また、ステップの中には CB Predictor が自動的に設定するものや、デ

フォルト設定のまま変更する必要のないものもあります。

たとえば、データ範囲やその構造、期間の単位は、CB Predictor の自動

入力機能が検知し自動選択します。その他のステップにおいても、CB

Predictor のデフォルトの選択が目的に合っていれば、あらためて設定し
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直す必要はありません。たとえば、CB Predictor は予測手法としてすべ

ての時系列予測手法をデフォルトで選択しますが、多くの場合、個別に

選択し直す必要はないでしょう。

以下に、“Step 1: 過去のデータの選択”から p.73 “Step 10: 予測のプレ

ビューと実行”に至るまで、CB Predictor ウィザードの詳細を解説してい

きます。

Step 1: 過去のデータの選択

Excel に入力した実測データを選択するためには、日付やヘッダを含

み、データ全体を含んだセル範囲を選択する作業（Step 1）と、セル範

囲の構造（データの入力方向、日付、ヘッダ）を指定する作業（Step

2）が必要になります。ただし、CB Predictor の自動入力機能を使えば、

これらの作業は自動的になされます。

まず、［入力データ］タブの“Step 1: 過去のデータの選択”を解説しま

しょう。

適切な予測を作成するためには、最低限の実測データ数を用意しておく

必要があります。ぎりぎりの最低数は 5 データですが、さらに以下の条

件を満たさなければなりません。

• シングル移動平均法では、予測するポイント数の 2 倍

• ダブル移動平均法では、予測するポイント数の 3 倍または 6 データ

のうち、いずれか大きいほう

• 季節手法を使用するときは、2 周期分以上

• 重回帰では、独立変数の個数（独立変数としての定数も含みます）

の 3 倍

• 重回帰でラグが必要なときは、そのラグの 3 倍

実測データに 0 という値が含まれるときは、セルを空白にせず、“0”を

入力しなければなりません。データの入力方法については、p.55 “ワー

クシートへの実測データの入力”をご覧ください。

あるワークシートで最初にウィザードを実行するときは、以下の三つの

方法で、実測データ範囲を選択することができます。

• CB Predictor の自動入力機能を使用します。

• ウィザードを開始する前に、データ範囲を選択します。

• ウィザードを開始した後に、データ範囲を選択します。
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三つの方法のうち最も手間がかからないのは、CB Predictor の自動入力

機能を使用する方法です。

自動入力機能を使う

CB Predictor の自動入力機能を使うときは、連続するデータ範囲のどれ

か一つのセルを選択した状態でウィザードを開始してください。CB

Predictor が、選択されたセルに隣接するセル群を検知し、範囲だけでは

なく、データの入力方向や日付、ヘッダといったセル範囲の構造を自動

設定します。この方法を使えば、［入力データ］タブの Step 1 と Step 2

は労せず設定されます。

ウィザード開始前にデータを選択する

ウィザードを開始する前に、あらかじめヘッダや日付を含むデータ範囲

を選択し、ハイライトさせておくことで、CB Predictor に実測データ範

囲を知らせることができます。

ウィザード開始後にデータを選択する

これは、データ範囲の一部（データ、日付、ヘッダ）ではないセルを選

択した状態でウィザードを開始する方法です。この場合、Step 1 の［範

囲］フィールドには、実測データ範囲ではなく、選択されていたセルま

たはセル範囲が表示されます。以下の手順に従って適切な実測データ範

囲を選択してください。

1. CB Predictor ウィザードを開始し、［入力データ］タブを開きます。

ウィザードの開始方法については p.57 “CB Predictor ウィザードの

開始”を、ダイアログの詳細については p.101 “［入力データ］タブ”

をご覧ください。

2. Step1 の［範囲］フィールドで、実測データのセル範囲を、日付や

ヘッダも含めて、“A4:B42”というように入力するか、あらかじめ
定義したセルの名前を入力します。あるいは、以下の方法でワーク
シートから直接選択します。

a.［選択］ボタンをクリックして、［範囲選択］ダイアログを開きま

す。

b. マウスをドラッグして、実測データが記録されているセルを日付

やヘッダも含めて選択します。

c.［OK］ボタンをクリックしてウィザードに戻ると、［範囲］フィー

ルドに選択した範囲が表示されます。
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Step 2: データ構造の指定

Step 2 では、Step 1 で選択したデータ範囲の構造を設定します。これに

より CB Predictor はデータ系列の全体を把握し、出力に必要なヘッダや

日付を認識します。

自動入力機能を使ってデータを選択した場合、これらの設定はすでに正

しく設定されているはずです。

図3.2（p.57）の［入力データ］タブで、以下のようにデータ構造を指定

してください。

1. データの入力方向を、以下のいずれかから選択します。

• 横方向にデータが連なっているときは［行方向のデータ］

• 縦方向にデータが連なっているときは［列方向のデータ］

2. データの上（列方向のデータ）あるいは左（行方向のデータ）にそ

のデータ系列を表すヘッダが入力してあり、これを含んで Step1 の
［範囲］を指定した場合は、［最初の行（列）はヘッダ］オプション
をチェックします。

3. データの左（列方向のデータ）あるいは上（行方向のデータ）に各

値に対応する日付や期間が入力してあり、これを含んで Step1 の
［範囲］を指定した場合は、［最初の列（行）は日付］オプションを
チェックします。

Step 3: 過去のデータのグラフ表示

このステップに続く Step 4 では、選択したデータに季節性（ある周期で

の増加や減少）があるかどうかを指定し、もしあるならその周期を入力

しなければなりません。すでに何らかの方法で実測データを分析し、

データの挙動がわかっている場合は問題ありませんが、そのような予備

知識がないときは、Step 4 に進む前にデータの特徴を調べておく必要が

あります。［入力データ］タブの Step 3 では、この調査を行います。以

下の手順で、過去の実測データのグラフや統計量を表示してください。

1.［データ表示］ボタンをクリックします。

図 3.3 のような［実測データの表示］ダイアログが現れます。

表示されたグラフに繰り返し発生するパターンが認められれば、そ

のデータには季節性があります。パターンの周期を確認し、記録し

てください。
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図 3.3  ［実測データの表示］ダイアログ（原始データ）

2. Step1 で複数のデータ系列を選択したときは、［系列］リストボック

スで各データ系列を選択し、すべての系列のパターンを確認します。

＜ CB Predictor メモ＞　データ系列数が多く、［系列］リストボック
スに収まらないときは、ボックスの右にスクロールバーが現れます。

3. 上位三つの自己相関と Ljung-Box 統計量を確認するためには、［表

示］リストボックスから［自己相関］を選びます。

［実測データの表示］ダイアログが図 3.4 のような表示に変わり、自

己相関を表示します。

図 3.4  ［実測データの表示］ダイアログ（自己相関）
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Ljung-Box 統計量については p.52 をご覧ください。また、［実測デー

タの表示］ダイアログの詳細については、p.104 をご覧ください。

4.［閉じる］ボタンをクリックして［入力データ］タブに戻ります。

Step 4: 期間の単位と季節性の指定

このステップでは、データの期間の単位と季節性を設定します。

1.［入力データ］タブで［次へ］ボタンをクリックし、［データ属性］

タブを開きます。

ダイアログの詳細については p.106 “［データ属性］タブ”をご覧く

ださい。

2.［データ期間の単位］フィールドに、実測データの各値の日付の周期

を指定します。

たとえば、過去の実測データが月別のデータであれば“月”を選択

します。

3. 季節性について、以下のいずれかを指定します。

• 予測するデータ系列に季節性があれば、［季節性］オプションを

選択して、季節性の周期、つまりパターンを繰り返す期間数を
入力します。

予測する分野によって異なりますが、周期は 1 年に相当する期

間数になることが多いでしょう。たとえば、実測データポイン

トが 24ヶ月分あり、どちらの年も 12 月に値のピークがあれば、

その季節性の周期は 1 年（12ヶ月）です。

季節手法を使って予測を行うためには、少なくとも 2 周期分の

データが必要です。

• 実測データにそのような反復パターンが存在しないときは、［非

季節］オプションを選択します。

＜ CB Predictor メモ＞　［実測データの表示］ダイアログで［自己相
関］を表示すると、周期を判断することができます。

＜ CB Predictor メモ＞　複数のデータ系列を予測する場合で、それぞ
れに異なった周期の季節性があるときは、同時に予測することはできま
せん。それぞれにデータ範囲を選択し、個別に予測を実行してください。
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Step 5: 重回帰の使用

予測の目的である変数が、他のいくつかの変数から影響を受けることが

わかっている場合があります。このような変数を予測するときには、重

回帰を使用してください。

たとえば、夏季の気温はクーラーの使用に影響があり、ひいては電力需

要に影響します。これは電力需要という従属変数が気温という独立変数

に依存するということです。

＜ CB Predictor メモ＞　重回帰の“重”は、複数の独立変数を扱うこ
とを意味します。

CB Predictor は、従属変数の予測に HyperCasting™ という技術を使いま

す。HyperCasting™ は以下の回帰プロセスを一つの簡単なステップで実

行する機能です。

a. 独立変数群と従属変数の間にある数学的な関係を定義する式（回

帰式）を作成します。

b. 選択されたすべての時系列予測手法を各独立変数に実行し、それ

ぞれに最も適合した手法を使って独立変数の将来の値を予測し

ます。

c. 予測した独立変数の値を回帰式に代入して、従属変数の予測値を

計算します。

どれかのデータ系列が他のデータ系列の影響を受けるときは、以下の手

順で重回帰の設定を行ってください。

1.［データ属性］タブの［重回帰を使用］オプションを選択します。

p.108 の［回帰変数］ダイアログが現れます。

2. 通常は、［従属変数リスト］ボックスに従属変数がすでに表示されて

いるはずです。表示されていないときは、以下の手順で従属変数を
指定してください。

a.［全ての系列リスト］ボックスで、従属変数を選択します。

従属変数は複数でもかまいませんが、個別に独立変数を割り当

てることはできません。したがって、どの従属変数に対しても、

次に選択する独立変数を使った回帰式が作成されます（もちろ

ん係数は異なります）。

一度に複数の変数を選択するときは、<Ctrl> や <Shift> を押しな

がらクリックするか、マウスでドラッグしてください。

変数

回帰では、データ系列を変数とも
呼びます。
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b.［従属変数リスト］ボックスの左にある［>>］ボタンをクリック

して、選択した変数を移動します。

3.［独立変数リスト］ボックスに独立変数がすべて表示されていること

を確認し、不足があればそれらの独立変数を指定します。

a.［全ての系列リスト］ボックスで、独立変数を選択します。

b.［独立変数リスト］ボックスの左にある［>>］ボタンをクリック

して、変数を移動します。

4. 独立変数が従属変数に影響を与えるのに、ある期間分隔たりがある

場合は、次のように操作を行います。

a.［独立変数リスト］ボックスで目的の変数を選択します。

b. リストの下部にある［ラグ］フィールドにラグを入力します。

c. 必要に応じて、その他の独立変数について同様の操作を繰り返し

ます。

5. 予測する必要のない独立変数に対して、以下の操作を行います。

a.［独立変数リスト］ボックスで目的の変数を選択します。

b. リストの下部にある［予測を行わない］オプションをチェックし

ます。

c. 必要に応じて、その他の独立変数について同様の操作を繰り返し

ます。

6.［OK］ボタンをクリックして［データ属性］タブに戻ります。

7.［手法］フィールドで、［標準］、［フォワードステップワイズ］、［反

復ステップワイズ］のうち、使用する回帰手法を選択します。

8. ステップワイズ回帰を選択したときは、いくつかのオプションを指

定することができます。

a.［ステップワイズオプション］ボタンをクリックして、p.109 の

［ステップワイズオプション］ダイアログを表示します。

b. p.47 “回帰手法”を参考にして、オプションを設定します。

c.［OK］ボタンをクリックします。

9. 回帰式に定数項をもたせない（回帰式が座標原点を通るようにした

い）場合は、［定数項を含む］オプションの選択を外します。
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Step 6: 時系列予測手法の選択

CB Predictor では、さまざまな時系列予測手法を使って実測データを予

測することができます。利用できる手法の中には、特定タイプのデータ

に対して最適に機能するよう設計された手法もあります。

• 季節性のあるデータ（増加や減少が規則的に反復します）

• 傾向のあるデータ（増加や減少が季節に関係なく一貫しています）

図 3.5  季節性のあるデータと傾向のあるデータ

さらに、季節データには加法型と積乗型という要素があります。加法型

季節データは安定した振幅をもちますが、積乗型季節データの振幅は増

加または減少します。これらを総合すると、季節性のあるデータは以下

のような 4 種類に分けられます。
 

図 3.6  さまざまな季節データ

傾向のあるデータ季節性のあるデータ

傾向のない加法型季節データ 傾向のある加法型季節データ

傾向のない積乗型季節データ 傾向のある積乗型季節データ
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これに対して、CB Predictor が提供している時系列予測手法は 8 種類で

す。各手法にはそれぞれ以下のような得意分野があります。これらの詳

細については、p.36 “非季節平滑法”や、p.39 “季節平滑法”をご覧く

ださい。

［データ属性］タブの Step6 は、これらの手法の中から予測に使用する

手法を選択するステップです。

実測データに存在する傾向や季節性は、［入力データ］タブから［デー

タ表示］ボタンをクリックしてグラフを表示したり、Excel の機能を

使ってデータの散布図を作成すると確認することができます。したがっ

て、実測データの特性を上表に照らせば、あらかじめ予測に最適な手法

を選択することは可能だといえます。

しかし、よほど膨大なデータを一度に予測しない限り、8 種類すべての

時系列予測手法を使っても、さほど時間がかかることはありません。そ

こで、仮に最適な手法を推測できたとしても、その手法だけに限定せず

すべての手法でデータを適合し、それぞれの結果を比較検討して、最終

的な予測結果の出力に使う手法を選択するとよいでしょう。

この理由から、CB Predictor のデフォルト設定では、すべての予測手法

が選択されています。また、それぞれのパラメータは自動計算されるよ

うに設定されます。

通常、これらのデフォルト設定を変更する必要はありませんが、予測手

法を限定したり、パラメータを手動で定義したいときには、以下のよう

に操作をしてください。

1.［データ属性］タブで［次へ］ボタンをクリックし、［予測手法］タ

ブへ進みます。

設定方法の詳細については、p.111 “［予測手法］タブ”をご覧くだ

さい。

無傾向で非季節 傾向のみ 季節性のみ 傾向と季節性

シングル指数平滑法

シングル移動平均法

Holt ダブル指数平滑法

ダブル移動平均法

加法型季節平滑法
Holt-Winters
加法型平滑法

積乗型季節平滑法
Holt-Winters
積乗型平滑法
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Chapter 3 予測の実行
図 3.7  ［予測手法］タブ

2. 以下のいずれかで、予測手法を選択します。

• すべての手法を実行するときは［全て選択］ボタンをクリック

します。

• 一部の手法に絞るときは、不要な手法のチェックを一つずつ外
すか、いったん［全てクリア］ボタンをクリックしてから、実

行したい手法を順にチェックします。

3. 予測手法のパラメータを手動で設定するときは、以下の手順に従っ

てください。

a. 手法が表示されているエリアをダブルクリックし、p.112 にある

ような、その手法のパラメータダイアログを開きます。

b.［ユーザ定義］オプションを選択します。

パラメータフィールドがアクティブになります。

c. パラメータフィールドに値を入力します。

パラメータを手動設定した後でも、再度［自動計算］オプショ

ンを選択すれば、 CB Predictor に最適なパラメータを計算させ

ることができます。

パラメータの詳細については、p.38 “非季節平滑法のパラメー

タ”、および p.41 “季節平滑法のパラメータ”をご覧ください。

d.［OK］ボタンをクリックして、パラメータダイアログを閉じます。

＜ CB Predictor メモ＞　ユーザ定義したパラメータ値は、次に［自動
計算］オプションが選択されるまで維持されます。
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＜ CB Predictor メモ＞　［予測手法］タブで、手法名の横にアスタリ
スクがついている手法は、ユーザ定義のパラメータがセットされていま
す。

4. 上級オプションを設定します。

上級オプションの詳細はについては、以下の“誤差測度の選択”と

“予測テクニックの選択”をご覧ください。

誤差測度の選択

予測手法を選択するステップには、誤差測度の選択という重要な関連項

目があります。

CB Predictor は、最適な時系列予測手法を判定するために、以下の三つ

の誤差測度（実測データと適合データ間の誤差の測定方法）の中から選

択されたものを使用します。

RMSE 平均自乗誤差の平方根

MAD 平均絶対偏差

MAPE 平均絶対パーセント誤差

この後の予測をプレビューするステップで、CB Predictor はいくつか実

行した予測手法のうち最適な手法を“最適：”と表示し、その手法を

使って予測結果を出力することを推奨します。その根拠になるのがここ

で選択した測度です。

デフォルトではRMSEが選択されていますが、以下の手順で判定に使用

する誤差測度を変更することができます。誤差測度の詳細については、

p.42 “時系列予測の誤差測定”をご覧ください。

1.［予測手法］タブで［上級オプション］ボタンをクリックし、［上級

オプション］ダイアログを開きます。

2. 最適な手法の判定に使用する誤差測度を選択します。

［上級オプション］ダイアログの設定については、p.114 “［上級オプ

ション］ダイアログ”をご覧ください。

3.［OK］ボタンをクリックして［予測手法］タブに戻ります。
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予測テクニックの選択

CB Predictor は、四つの予測テクニックのいずれかを使って時系列予測

を行います。

デフォルトでは、CB Predictor は標準予測を使って最適な手法を選びま

す。CB Predictor が使用する予測テクニックを変更したいときは、以下

のように操作してください。

1.［予測手法］タブの［上級オプション］ボタンをクリックし、［上級

オプション］ダイアログを開きます。

2. 時系列予測に使用する予測テクニックを選択します。

ダイアログの詳細については、p.114 “［上級オプション］ダイアロ

グ”をご覧ください。

3.［単純リード］、［重み付きリード］、［ホールドアウト］のどれかを選

択したときは、リード期間数やホールドアウト期間数を入力します。

4.［OK］ボタンをクリックして［予測手法］タブに戻ります。

Step 7: 予測する期間数の入力

これまでに［入力データ］、［データ属性］、［予測手法］の各タブで行っ

てきた Step 1 ～ Step 6 の設定は、CB Predictor に実測データを適合させ

る準備だったといえます。

Step7 からは、予測を設定するプロセスです。まず、以下の点を踏まえ

て予測する期間数を決定してください。

• 予測した最初の 2, 3 期間の値にはかなりの信頼性があります。意味

なくたくさんの期間を予測するのではなく、必要最低限の期間数に

絞るようにしてください。

• これを超えてさらに予測しようとすれば、予測値の信頼性は低下し

ます。つまり、予測値の信頼区間が広がります。

テクニック 予測パラメータを最適化して最小にする誤差

標準予測 同一期間の適合値と実測値の間の誤差

単純リード 実測値と、指定した期間数を隔てた適合値の間の誤差

重み付きリード 0, 1, 2 など指定した期間数まで順に隔てた実測値と適合値の間の誤差

ホールドアウト 除外されたデータと予測値の間の誤差（CB Predictor は予測パラメー

タの計算に除外データは使いません）
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• 予測できる期間数は最大 100 期間です。

以下の手順で予測期間数を入力してください。

1.［予測手法］タブで［次へ］ボタンをクリックし、［出力］タブを表

示します。

2. Step7 で予測したい期間数を入力します。

ダイアログの詳細については、p.115 “［出力］タブ”をご覧ください。

Step 8: 信頼区間の選択

CB Predictor が作成するグラフには、予測値をはさんで指定した確率で

発生するであろう予測値の範囲（信頼区間）が示されます。信頼区間の

リストボックスでは、“5%−95%”や“10%−90%”など、確率の組合

せを選択することができます。

たとえば、10%−90%の信頼区間を選択したとき、CB Predictorが作成す

るグラフで予測値の上下に現れる二つの信頼区間の曲線は、それぞれ10

パーセンタイルと90パーセンタイルを示します。予測した期間が先に進

むに従って、この幅は広くなります。

Step 8 では、表示する信頼区間を選択するか、あるいは表示しない場合

は［なし］を指定します。

Step 9: 出力の選択

10 ステップからなる予測作業もいよいよ大詰めです。Step 9 では、CB

Predictor が提供している以下の出力オプションから必要なものを選択

し、その詳細を設定します。

セルに予測をペースト

予測値をワークシートの任意の場所にペースト

します（p.117 を参照）。

グラフ 実測データ、適合値、予測データとその信頼区間

を示すグラフを作成します（p.120 を参照）。

レポート サマリレポートを作成します（p.118 を参照）。

結果テーブル 実測データ、適合値、予測データ、信頼区間をす

べて記録したピボットテーブルを作成します

（p.121 を参照）。
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手法テーブル 実行した各予測手法の誤差、パラメータ、統計量

を含む手法情報のピボットテーブルを作成しま

す（p.122 を参照）。

すべての出力オプションを作成するためには、通常数分かかります。ど

れだけか待った後に出力されたデータが望んだものでなければ、やはり

がっかりするものです。

そこで、たとえすべての出力オプションが必要であっても、それらを出

力する前にプレビューを行い、さらに、データのペーストやグラフと

いった基本的な出力だけを行って、結果の妥当性をあらかじめ見極めて

おくとよいでしょう。予測のプレビューや実行については、p.73 以降で

説明します。

出力オプションの選択と設定は、以下の手順で行います。ダイアログの

詳細については、p.115 “［出力］タブ”をご覧ください。

1. 予測値をスプレッドシートのセルにペーストするときは、以下の手

順で設定してください。

a.［セルに予測をペースト］オプションを選択します。

b. ペーストする開始セルをボックスに入力します。

デフォルト設定のままにすると、実測データに続いて予測値が

ペーストされます。

c. 実測データの末尾以外の場所にデータをペーストしたいときは、

開始セルを入力するか、［選択］ボタンをクリックして［ペース

ト範囲選択］ダイアログからセルを選択します。

d. 予測値をペーストする方向を、［行方向］、 ［列方向］から選択し

ます。

2. ペースト以外の出力オプションを出力するときは、対応するオプ

ションのチェックボックスをクリックし、必要に応じて各出力オプ
ションの設定を変更します。

a.［プリファレンス］ボタンをクリックして、［プリファレンス］ダ
イアログを開きます。

b. 目的の出力オプションのタブをクリックします。

c. 詳細設定を確認し、必要なら変更します。

これらのオプションの詳細については、p.117 “［プリファレン

ス］ダイアログ”をご覧ください。

d. 他の出力オプションについても、手順 b, c を繰り返します。
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e.［OK］ボタンをクリックして［出力］タブに戻ります。

3.［タイトル］フィールドで、各出力オプションにつけるタイトルを入

力します。

このタイトルは、 CB Predictor が生成するすべてのワークシートに

表示されます。デフォルトではワークシート名が指定されます。

Step 10: 予測のプレビューと実行

Step 9 までで、予測に必要な情報はすべて揃いました。［実行］ボタン

をクリックすれば、予測が実行されて［出力］タブの設定に基づいた結

果が出力されます。

しかし、ワークシートを生成する出力オプション（［セルに予測をペース

ト］以外のオプション）を選択していると、出力には多少時間がかかり

ます。そこで、結果を出力する前に、［プレビュー］ボタンを選択して予

測結果を確認することをお勧めします。

CB Predictor は、プレビューでも各データ系列の予測値を実際に計算し

ます。ただし、プレビューは、さまざまな出力オプションを生成する前

に、期待した予測結果が出ているかどうかを確認し、必要に応じて設定

を変更することを目的としています。

これは、単に Step 8 までの設定や入力のミスを見つけるためだけではあ

りません。［実行］で生成される結果は、「最適な手法」に選ばれた予測

手法を使って出力されます。CB Predictor は設定された誤差測度を使っ

て、実測データに最も適合すると判定した手法を「最適な手法」として

推薦しますが、その他の手法と比較してみると、推薦された手法よりも

現実に即した手法が見つかるかもしれません。

この比較作業を［予測のプレビュー］ダイアログで行います。［予測の

プレビュー］ダイアログでは、CB Predictor が推薦する「最適な手法」

を、別の手法に置き換えることもできます。

1. 選択した出力を［実行］する前に、［プレビュー］ボタンをクリック

します。

［予測のプレビュー］ダイアログが開きます。ダイアログの詳細につ

いては、p.123 “［予測のプレビュー］ダイアログ”をご覧ください。

2. 各手法の結果を確認したら、［実行］ボタンをクリックして、［出力］

タブで選択したオプションを出力します。

予測結果が出力されます。出力結果については、次セクション“出

力設定と出力結果”をご覧ください。
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＜ CB Predictor メモ＞　［入力データ］タブで、正しい設定がなされ
ていれば、ウィザードのどこにいるときでも［プレビュー］や［実行］
を選択することができます。

出力設定と出力結果

これで、10 ステップで構成される CB Predictor の予測作業が完了しまし

た。しかし、予測値をそのまま鵜呑みにすべきではありません。結果の

分析は、予測作業の重要な最終プロセスです。このセクションでは、各

出力オプションの選択に関係する設定項目や、出力結果を解釈するポイ

ントを解説します。

ペーストされる予測
ワークシートに予測値をペーストするためには、［出力］タブで［予測す

る期間数］を指定して、［セルに予測をペースト］をチェックします。こ

の設定で［実行］ボタンをクリックすると、実測データの末尾、あるい

は他の選択した場所に予測値がペーストされ、画面は自動的に予測デー

タの開始位置にスクロールします。予測値は［プリファレンス］ダイア

ログの［ペースト］タブの設定に応じて、太字や斜体で表示されます。

ペーストされる予測値は「最適な手法」を使って予測された値です。複

数の手法を使って予測を実行した場合でも、CB Predictor が推薦する「最

適な手法」（あるいは［予測のプレビュー］ダイアログで置き換えられた

「最適な手法」）以外の手法が導いた予測値は、この出力オプションには

使用されません。

＜統計メモ＞　8 種類の時系列予測手法の中で、シングル移動平均法と
シングル指数平滑法の予測は水平な直線です。したがって予測値はすべ
て同じ値になりますが、 計算のエラーではありません。 変動性の高い
データやパターンのないデータに対しては、それが最適な予測です。

重回帰を使った予測結果をペーストすると、独立変数のセルには数値

が、従属変数のセルには回帰式を表す式がペーストされます。ペースト

された値の下に回帰係数が表示されます。

出力オプションにグラフを選択しなかった場合でも、実測データと予測

データを選択して Excel のグラフウィザードを使えば、簡単に Excel グ

ラフを作成することができます。グラフウィザードを開くには、Excel

のメニューバーから［挿入］→［グラフ］を選択してください。
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グラフ

グラフに関係する［出力］タブの設定項目には、次の四つがあります。

予測する期間数 グラフに出力する予測値の数を設定します。

信頼区間 グラフに出力する信頼区間を設定します。［なし］

を選択した場合は出力されません。

タイトル グラフを出力したワークシートの冒頭に表示さ

れるタイトルを設定します。

グラフ グラフを生成するには、［グラフ］をチェックし

てください。

［出力］タブで［グラフ］をチェックして、［実行］ボタンをクリック

すると、CB Predictorは各系列の Excelグラフとその値を出力します。生

成されるワークシートは、［プリファレンス］ダイアログの［グラフ］

タブの設定によります。

グラフに使用される予測値は、「最適な手法」を使って予測された値で

す。複数の手法で予測を実行した場合でも、CB Predictor が推薦する「最

適な手法」（あるいは［予測のプレビュー］ダイアログで置き換えられた

「最適な手法」）以外の手法が導いた予測値は、この出力オプションには

使用されません。

グラフでは、緑の線が実測データ、青い線が適合値と予測値、予測値を

はさんだ赤い線が信頼区間を示します。実測値や適合値の最後の位置

と、予測値が始まる位置には隔たりがあります。

＜統計メモ＞　8 種類の時系列予測手法の中で、シングル移動平均法、
シングル指数平滑法、ダブル移動平均法、Holt ダブル指数平滑法の 4 手
法では、予測値は直線になります。季節手法や重回帰では、実測データ
の反復パターンに似た曲線になります。

＜ Excel メモ＞　Excel で白黒印刷するには、［ファイル］→［ページ
設定］→［シート］→［白黒印刷］を選択します。

レポート
レポートに関係する［出力］タブの設定項目には、次の四つがあります。

予測する期間数 レポートに出力する予測値の数を設定します。

信頼区間 レポートに出力する信頼区間を設定します。［な
し］を選択した場合は出力されません。
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タイトル レポートの冒頭に表示されるタイトルを設定し

ます。

レポート レポートを生成するには、［レポート］をチェッ

クします。

［出力］タブで［レポート］をチェックして、［実行］ボタンをクリック

すると、 CB Predictor は予測作業の全体をまとめた一つのレポートを出

力します。生成されるワークシートは、［プリファレンス］ダイアログの

［レポート］タブの設定によります。

予測のペーストやグラフといったオプションと違い、レポートでは予測

値やグラフを除き、［予測手法］タブで選択した手法の全部または一部

について、情報を出力することができます。

＜ Excel メモ＞　Excel で白黒印刷するには、［ファイル］→［ページ
設定］→［シート］→［白黒印刷］を選択します。

結果テーブル
結果テーブルに関係する［出力］タブの設定項目には、以下の四つがあ

ります。

予測する期間数 結果テーブルの各手法に出力する予測値の数を

設定します。

信頼区間 結果テーブルに出力する信頼区間を設定します。

［なし］を選択した場合は出力されません。

タイトル 結果テーブルの冒頭に表示されるタイトルを設

定します。

結果テーブル 結果テーブルを生成するには、［結果テーブル］

をチェックします。

［出力］タブで［結果テーブル］をチェックして、［実行］ボタンをクリッ

クすると、CB Predictor はすべてのデータ系列の予測結果を一つの結果

テーブルにまとめます。生成されるワークシートは、［プリファレンス］

ダイアログの［結果テーブル］タブの設定によります。

結果テーブルに使用される予測値は、「最適な手法」を使って予測された

値です。複数の手法で予測を実行した場合でも、CB Predictor が推薦する

「最適な手法」（あるいは［予測のプレビュー］ダイアログで置き換えら

れた「最適な手法」）以外の手法が導いた予測値は、この出力オプション

には使用されません。
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手法テーブル

手法テーブルに関係する［出力］タブの設定項目は、［手法テーブル］と

［タイトル］オプションだけです。 ［タイトル］オプションには、手法

テーブルの冒頭に表示するタイトルを指定します。

［手法テーブル］をチェックして［実行］ボタンをクリックすると、

CB Predictor は予測に使用した手法に関する情報を一つのテーブルにま

とめます。生成されるワークシートは、［プリファレンス］ダイアログ

の［手法テーブル］タブの設定によります。

手法テーブルには、［予測手法］タブで選択された全部または一部の手法

について、パラメータと統計量がすべて出力されます。各手法がテーブ

ルに出力される順は、［予測手法］タブに並んでいる順です。そのうち予

測値の生成に使われた「最適な手法」は青くハイライトされます。デー

タ系列によって「最適な手法」が異なることもよくあります。

さまざまな時系列予測手法の結果の品質を比較したいときは、誤差測度

RMSE, MAD, MAPE を確認します。どの測度でも値の小さいほうが品質

は高く、たとえば、RMSE が小さい手法はRMSE が大きい手法よりも優

れています。ただし、異なる誤差測度間で優劣を比較することはできま

せん。誤差測定の詳細については、p.42 “時系列予測の誤差測定”をご

覧ください。

一方、重回帰の品質を比較するときは、以下の値が役に立ちます。詳細

については、p.147 “回帰統計量”をご覧ください。

統計量 範囲 理想値 理想値の意味

R2 または修正済 R2 0 ～ 1 1 に近い その線形回帰は、従属データにあるほとんどすべ
ての変動を説明できている

F 統計量 0 ～ 1 0.05 未満 回帰全体の品質（独立変数群に対する従属変数の
依存性）が高い

t 統計量 0 ～ 1 0.05 未満 回帰式の係数の品質が高い

ダービン＝ワトソン 0 ～ 4 2 ラグ 1 での自己相関がない

タイル U 0 より大 1 未満 結果の品質が推測より高い
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レポートやグラフのカスタマイズ
CB Predictorをインストールしたフォルダには、Report.xlsとCharts.xlsと

いう二つのテンプレートファイルが含まれています。以下の手順でこれ

らの Excel テンプレートを修正すると、レポートやグラフの外観をカス

タマイズすることができます。

1. CB Predictor をインストールしたフォルダから、目的の xls ファイ

ルを開きます。

2. スタイルを変更します。

レポートでは、たとえばタイトルのフォントや、列幅、枠線の表示
を、グラフでは、たとえばグラフの種類、信頼区間や適合直線の色、

背景色、水平軸のラベルの角度を変更することができます。

3. テンプレートファイルを保存して閉じます。

次にレポートやグラフを生成するときには、修正したテンプレート

が利用され、新しいスタイルで出力されます。

図 3.8  3D の折れ線に変更したグラフ
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Chapter
第 4 章

モニカ・ベーカリーの事例



概要

この章では、モニカ・ベーカリーというパ

ン屋の Excel モデルを使って、CB Predictor

をビジネスに活用する方法をくわしく解説

します。

このワークブックには、売上データ、生産

管理、財務計算、人件費という四つのワー

クシートがあります。

• “売上データ”ワークシートには、予測

に利用する過去の販売実績データが入

力されています。

• “生産管理”ワークシートでは、3 種類

の製品それぞれに売上高を予測し、材料

の適切な注文量を計算します。

• “財務計算”ワークシートは、月次収支

の予測を通じて、サイロの建設、配達ト

ラックの購入という二つの設備投資計

画の可否を判断します。

• “人件費”ワークシートは、従業員の時

間給の上昇を予測して、機械化を進める

べきかどうかを検討します。
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はじめに

モニカ・ベーカリーは、2001年 6月の創業後、順調に成長してきたパン

屋です。女性社長のモニカは、開店当時からフランスパン、イタリアパ

ン、ピザという 3 種類の主要な製品の売上を、Excel のワークシートに

入力してきました。これらの記録を使えば、販売予測や生産管理だけで

はなく、戦略的、長期的な意思決定をすることができます。

この章では、モニカが CB Predictor を使って、短期、長期の意思決定を

進めるプロセスを追跡します。Crystal BallのExamplesフォルダから、モ

ニカが作成した Bakery.xls を開いてください。CB Predictor の Examples

フォルダは、通常のインストールでは、C:\Program Files\Decisioneering

\Crystal Ball 7\Examples\CB Predictor Examples です。このワークブック

は、CB Predictor で予測を実行する準備がすでにできています。

生産管理

モニカが予測を行う第一の目的は、材料の注文を適切にコントロールし

て、生産を管理することにあります。

今までモニカは、袋詰めの小麦粉やイーストなど、パン材料の仕入につ

いて、“おそらくその時期には残りが少なくなると予想される”ときにそ

れが補充されるように発注を計画してきました。注文量を一定とし、発

注時期を調節することで需要に合わせていたわけです。

したがって、思いのほか売上が伸びれば、材料を緊急に仕入れなければ

なりません。しかし、このようなときは、運賃などに余分な出費が発生

し、材料費は割高になります。反対に、彼女の予想ほど売上が伸びなけ

れば、鮮度を保つために材料を廃棄しなければなりません。顧客の舌は

敏感なので、品質低下による顧客離れを避けるためには、できる限り新

鮮な材料を使う必要があります。

モニカは売上予測の精度を上げることで、パンの品質を落とさず、かつ

最も効率のよい発注方法を確立したいと考えています。

材料は 1ヶ月で鮮度が落ち始めます。そこでモニカは“一定の仕入量を

不定期に”という今までの発注方法を、月単位で定期的に発注する方法

に改めました。注文量に応じた値引きにも魅力はありますが、やはり鮮

度をおろそかにはできません。

まず、“売上データ”ワークシートを開いてください。創業直後の2001

年 6月から 2004年 9月までの主要な 3製品の毎日の売上高が記録されて

います。
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図 4.1  “売上データ”ワークシート

次に“生産管理”ワークシートを開いてください。

図 4.2  “生産管理”ワークシート
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このワークシートの最後には、3製品のデータを週単位で集計したExcel

のピボットテーブルが作成されています。ピボットテーブルを使うこと

で、製品ごとのデータ、期間ごとのデータというように、簡単に表の構

成を変えることができます。

今は月初です。今から翌月 1ヶ月分の材料を発注すれば、今月末に入荷

します。来月必要になる材料を決定するには、来月分の売上を予測しな

ければいけません。今月分の材料はすでに入荷しているため、今月の売

上予測は必要ありませんが、今月を飛ばして来月を予測することはでき

ません。したがって、今から 2ヶ月の売上を予測することになります。

今週は創業 173 週目にあたるので、以下の手順で 174 週から 181 週を予

測してください。

1. Bakery.xls ワークブックの“生産管理”ワークシートを開きます。

2. ワークシートの最後にある“週次売上実績”ピボットテーブルのど

れかのセルを選択します。

3. CB Predictor ウィザードを起動します。

CB Predictor の自動入力機能がピボットテーブルのデータを自動的

に選択します。

4. ウィザードの各タブで、以下のように確認と設定をしてください。

• （Steps 1, 2）データは列方向で、ヘッダ、日付を含む正しいセル

範囲が選択されていることを確認します。

• （Step 4）季節性があり、その周期は 52 週とします。

• （Step 5）重回帰は使いません。

• （Step 6）すべての時系列手法を選択します。

• （Step 7）予測する期間数を 8 とします。

• （Step 9）出力は、ピボットテーブルの末尾のセル B216 への、予

測のペースト（列方向）だけです。

5.［実行］ボタンをクリックします。

図 4.3 のように、ピボットテーブルの最後に結果がペーストされま

す。
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図 4.3  モニカ・ベーカリーの売上予測結果

ワークシートの先頭に移動して、最初のテーブルを見てください。

図 4.4  4 週間分の材料の予測
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あらかじめ、セルC5に計算を開始する週（178）を指定してあります。

予測売上高の欄でこの週から 4 週間分の売上高を系列ごとに合計し（セ

ル C11 ～ C13）、これを販売価格で割って個数を求め（E11 ～ E13）、

さらに、各製品の総重量を計算しています（G11 ～ G13）。

次のテーブルを見てください。セルC17, C21, C25に先ほど計算した各製

品の総重量が転記されています。D 列に各製品を 1 ポンド生産するため

に必要な材料の重さが入力してあり、これを総重量にかけて、各製品に

ついて必要となる材料を求めます（E18 ～ E29）。

最後に、 第三のテーブルで材料ごとの合計重量を求めます（セルD33～

D36）。モニカが注文すべき量は以下のように予測されました。

• 小麦粉－ 11,235 ポンド

• イースト－ 52 ポンド

• 塩－ 39 ポンド

• チーズ－ 122 ポンド

＜ CB Predictor メモ＞　結果を確認したら、Bakery.xls を上書き保存
しないで、次にお進みください。

財務計算

モニカは、毎月の支出の大部分を売上高に対する比率として把握してい

ます。彼女はこれをベースとした月次収支にも興味をもっています。

CB Predictor は仕入量の決定だけではなく、収入や収支を予測するのに

も役立ちます。収支が予測できれば、設備投資を行う適切な時期を知る

こともできます。

モニカが検討している設備は二つあります。一つは小麦粉のサイロ、も

う一つは配達用のトラックで、彼女はできれば10月にサイロを建設し、

11月にトラックを購入したいと考えています。これらのサイロの建設業

者やトラックのディーラーには、あらかじめ発注をする必要がありま

す。また、銀行から資金を調達する必要があれば、融資の相談に行かな

ければなりません。そこで、モニカは自己資金で支払いがまかなえるよ

うになるのはいつか、あるいは銀行からの借入れが必要なのかを予測し

てみることにしました。
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資金繰りの計画は“財務計算”ワークシートで行います。このワーク

シートの最後には、主要 3 製品の月次売上データを集計したピボット

テーブルがあります。これを使って翌 3ヶ月の収入を予測し、設備投資

に踏み切る時期を決定することにしましょう。

図 4.5  “財務計算”ワークシート

1. Bakery.xls ワークブックの“財務計算”タブをクリックします。

2. ワークシートの最後にある“月次売上実績”ピボットテーブルのセ

ル C38 ～ AP38 を選択します。

3. CB Predictor ウィザードを起動します。

CB Predictor の自動入力機能がピボットテーブルのデータを自動的

に選択します。

4. 以下のように、確認と設定をしてください。

• （Steps 1, 2）データは行方向で、ヘッダと日付のない正しいセル

範囲が選択されていることを確認します。

• （Step 4）季節性があり、その周期は 12ヶ月とします。

• （Step 6）すべての時系列手法を選択します。

• （Step 7）予測する期間数は 3 です。
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• （Step 9）出力は、セル AQ38 への予測のペースト（行方向）だ

けです。

5.［実行］ボタンをクリックします。

ピボットテーブルに予測値が追加され、同時に、ワークシートの最

初のテーブル（セル E6 ～ G6）にも予測値が転記されます。

図 4.6  月次資金残高の予測結果

ワークシートの先頭に戻り、二つめのテーブルを見てください。ここで

は、予測された 3ヶ月の収入に対する比率を使って大部分の支出を計算

し、それに毎月一定額の固定費を加えて、合計支出額を求めています。

また、その次のテーブルには、二つの設備投資に必要な支払額が入力さ

れています。

さらに、これらのテーブルの下に、翌 3ヶ月の収支と資金残高がまとめ

られています。これにより、10月のサイロ建設は問題ないものの、続く

11月にトラックを購入すると、自己資金残高はモニカが最低限確保して

おきたい額を下回ることがわかります。残念ですが、トラックの購入は

もう 1ヶ月待ったほうがよさそうです。

＜ CB Predictor メモ＞　結果を確認したら、Bakery.xls を上書き保存
しないで、次にお進みください。
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人件費

パンを作るときのこねる、混ぜる、型をとるといった作業は、人手でも

機械でもできます。現在のところ、モニカ・ベーカリーはこれらをすべ

て人手に頼っています。しかし、従業員の平均時間給は社会情勢を反映

して変動するため、この先、モニカの目標とする収益性を人件費が圧迫

するようであれば、機械の導入も検討せざるを得ません。

マクロ経済学の参考書を見たところ、工業生産指数、消費者物価指数、

地域の失業者数という三つの値が人件費に影響していることがわかりま

した。これらの値は、インターネットを使って厚生労働省のページを見

ると、すべて月単位で掲載されています。

モニカは“人件費”ワークシートを作成し、ピボットテーブルに各月の

平均時間給とこの三つの指標を入力しました。

図 4.7  “人件費”ワークシート

平均時間給は他の三つの変数の影響を受けるため、重回帰を使わなけれ

ばなりません。平均時間給が従属変数、その他の 3 変数が独立変数で

す。

以下の手順で、平均時間給を予測してください。

1. Bakery.xls ワークブックの“人件費”タブをクリックします。
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2. 過去の平均時間給と経済変数の実績値が入力されたテーブルの、ど

れかのセルを選択します。

3. CB Predictor ウィザードを起動します。

CB Predictor の自動入力機能がテーブルのデータを自動的に選択し

ます。

4. 以下のように、確認と設定をしてください。

• （Steps 1, 2）データは列方向で、ヘッダ、日付を含む正しいセル

範囲が選択されていることを確認します。

• （Step 4）季節性があり、その周期は 12ヶ月とします。

• （Step 5）重回帰を選択します。

• （Step 5）回帰変数は、平均時間給が従属変数、他の変数が独立

変数です。

• （Step 6）すべての時系列手法を選択します。

• （Step 7）予測する期間数は 6 です。

• （Step 9）出力は、データ範囲の末尾への予測のペーストだけで

す。

5.［実行］ボタンをクリックします。

テーブルの最後（セル B53 ～ F58）に、結果がペーストされます。

図 4.8  人件費の予測結果
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CB Predictor は、まず従属変数と独立変数間の関係を表した回帰式を生

成します。次に、時系列予測手法を使って独立変数を個別に予測し、そ

れらの予測値を回帰式に代入して従属変数を求めます。したがって、独

立変数を予測したD列から F列には数値がペーストされますが、従属変

数の C 列は式セルになります。

ワークシートの先頭にあるテーブルでは、平均時間給を使って人件費の

合計額を計算し、半年間での合計額の増加率を求めています。この予測

によれば、増加は半年でたった 1.9% です。モニカは機械化を進める必

要はないと判断しました。

図 4.9  人件費の変化率の予測結果

＜ CB Predictor メモ＞　結果を確認したら、Bakery.xls を上書き保存
しないで閉じてください。
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Chapter
第 5 章

Crystal Ball との連携



概要

この章では、CB PredictorとともにCrystal Ball

を使い、予測に加えてリスク分析を実行す

る方法を、事例をまじえて説明します。



1

CB Predictor と Crystal Ball の連携

“It is far better to foresee even with uncertainty than not to foresee at all.”

－ たとえ不確実であっても、何も予測しないよりは予測するほう

が遥かにましである。

− Henri Poincaré

in Foundations Of Science

生産管理者には、将来の需要を予測し、それに見合った生産計画を立て

るという仕事があります。しかし、CB Predictor のグラフに信頼区間が

示されるように、将来の値には不確実な要素が数多く含まれているもの

です。どのようにすれば、この不確実性を考慮できるのでしょう。

CB Predictor を使うコンピュータに Crystal Ball がインストールされてい

れば、CB Predictor がペーストする予測値を Crystal Ball の仮定として定

義し、Crystal Ball の予測を作成することができます。

Crystal Ball の予測とは、シミュレーションの実行を通じて、興味のある

変数に存在し得る値の範囲を包括的に表現したものです。シミュレー

ションが導いた何百、何千の値を分析することで、不確実性の影響を評

価することができます。CB Predictor と Crystal Ball を一緒に使うことで

実現する能力を、例を挙げて説明しましょう。

ある期間の需要を CB Predictor で予測し、その結果や他の要素から、そ

の期間に生産すべきユニット数を知りたいとします。CB Predictor が予

測した需要は不確実性を伴っているので、ペーストされた需要の予測値

をCrystal Ballの仮定として定義します。そして、この予測値とその他の

変数の関数として表された、生産すべきユニット数をCrystal Ballシミュ

レーションに予測させます。

Crystal Ball は、予測需要に定義された確率分布からサンプリングを繰り

返してユニット数の計算を重ね、度数を予測グラフとして表示します。

生産管理者は、Crystal Ball が予測したユニット数の平均値を使って生産

計画を立てることもできるでしょう。しかし、Crystal Ball は、指定した

確率で予測値が収まる範囲を示すこともできます。これにより、たとえ

ば、これだけのユニット数を生産すれば 9 割がた在庫切れは起こらな

い、というような生産計画の立て方ができるようになります。

さて、CB PredictorとCrystal Ballを一緒に使うためには、以下のように、

いくつか知っておかなければならない事柄があります。

仮定

Crystal Ball でシミュレーションを
行うスプレッドシートモデルで、
予測の前提となる変数。仮定セル
には、Crystal Ball の確率分布を定
義します。

Crystal Ball の予測

スプレッドシートモデルに定義さ
れた仮定を元にシミュレートされ
た予測の統計サマリ。
Crystal Ball は、予測をグラフや数
値として出力します。
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• CB Predictor に、Crystal Ball の仮定として、CB Predictor の予測を

ペーストさせる方法

• Crystal Ball での仮定と予測の定義の仕方と、シミュレーションの実

行方法、および結果の活用の仕方

この章では、まず Crystal Ball の仮定として CB Predictor の予測をペース

トする方法と、CB Predictor が作成する仮定の特徴を解説します。次

に、事例を通じて、Crystal Ball での仮定と予測の定義、そして結果の解

釈方法を紹介します。

Crystal Ball の仮定としてのペースト

Crystal Ball でシミュレーションを実行するためには、以下のように、

CB Predictor の側で Crystal Ball の仮定として予測がペーストされるよう

に設定しなければなりません。

1. ウィザードの［出力］タブで［プリファレンス］ボタンをクリック

し、［プリファレンス］ダイアログを表示します。

2.［ペースト］タブを選択します。

3.［予測をCrystal Ballの仮定としてペーストする］をチェックします。

4.［OK］ボタンをクリックします。

5. Step 9 で予測がペーストされるセルを確認します。

6.［実行］ボタンをクリックして予測を出力します。

Crystal Ball が起動していれば、予測値がスプレッドシートにペーストさ

れるのと同時に Crystal Ball の仮定が定義されます。 

ペースト値の文字書式は、［プリファレンス］ダイアログの［ペース

ト］タブにある［ペーストデータの文字スタイル］の設定（デフォルト

設定では太字）に基づきますが、セル書式にはCrystal Ballの設定が使用

されます。Crystal Ball の［定義］→［セルプリファレンス］を開くと、

仮定セルの色やパターンを変更することができます。この設定を変えて

いなければ、仮定セルはパターンのない緑色です。
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CB Predictor が定義する Crystal Ball の仮定

CB Predictor が定義する仮定は、時系列予測の場合と重回帰の場合とで

異なります。時系列予測では、ペーストされるすべての予測値がそれぞ

れCrystal Ballの仮定セルに定義されますが、重回帰では独立変数の予測

値だけが仮定セルになります。

時系列予測手法での Crystal Ball の仮定

時系列手法を使って予測されたデータ系列では、CB Predictor はペース

トするすべての予測値に対して、以下のパラメータをもった正規分布と

して Crystal Ball の仮定を定義します。

• 平均値－そのセルの予測値

• 標準偏差－ RMSE から計算

重回帰での Crystal Ball の仮定

重回帰では、CB Predictor は独立変数の予測値に対してのみ Crystal Ball

の仮定を作成します。これは、独立変数の値が数値セルであるのに対し

て、従属変数は回帰式を表す式セルになるからです。Crystal Ball では式

セルに仮定を定義することはできません。

したがって、従属変数の変動を知りたいときには、ペーストされた従属

変数の式セルを選択し、Crystal Ball の［定義］→［予測の定義］を選ん

で、Crystal Ball の予測を定義してください。

また、Crystal Ball では、予測セルを複数定義することができます。たと

えば従属変数がいくつかあって、それらの合計を計算する式セルがある

場合、それぞれの従属変数セルだけではなく、合計セルも予測セルとし

て定義するとよいでしょう。
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モニカ・ベーカリーの事例

第 4 章で取り上げたモニカ・ベーカリーの事例を思い出してください。

p.85 “財務計算”では、CB Predictor で予測した収入を使って月末の自

己資金残高を計算し、設備投資が可能な時期を資金繰りの面から決定し

ました。

すでにモニカは10月にサイロを建設する契約を業者と済ませています。

しかし、この意思決定の根拠となった CB Predictor の収支予測では、不

確実性の分析はなされていません。この意思決定にまったく問題はな

かったのでしょうか。

モニカは、突発的な出費に備えて最低でも毎月2,000,000円の自己資金残

高を残したいと考えています。先の分析によれば、10 月に建設費を支

払っても、その月の資金残高は最低必要額まで落ち込まないと計算され

ました。これはどの程度確かだったのでしょう。このセクションでは、

配達用トラックの購入について、不確実性を考慮した意思決定を行うこ

とにしましょう。

予測の不確実性の分析
CB Predictorは 3ヶ月の収入をすでに予測しています。これによれば、ト

ラック購入はおそらく 12 月まで待つほうがよいということがわかりま

す。モニカは、月末の資金残高が少なくとも90%の確率で最低必要資金

残高を下回らないようにしたいと考えました。

1. Crystal Ball で［実行］→［実行プリファレンス］を選択し、［実行

プリファレンス］ダイアログを表示します。

2. 以下のように設定してください。

• 試行回数は 500 とします。

• ラテンハイパーキューブ・サンプリングを使用します。

• 初期シード値を 999 とします。

• サンプルサイズを 500 とします。

3.［OK］ボタンをクリックします。

4. CB Predictor の Examples フォルダから、Bakery.xls を開きます。

CB Predictor の Examples フォルダは、通常のインストールでは、

C:\Program Files\Decisioneering\Crystal Ball 7\Examples\CB

Predictor Examples です。
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5.“財務計算”タブをクリックします。

6. ワークシートの最後にある“月次売上実績”ピボットテーブルのセ

ル C38 ～ AP38 を選択し、CB Predictor ウィザードを起動します。

CB Predictor の自動入力機能が、ピボットテーブルのデータを自動的

に選択します。

7. 以下のように、確認と設定をしてください。

• （Steps 1, 2）データは行方向で、ヘッダと日付を含まない正しい

セル範囲が選択されていることを確認します。

• （Step 4）季節性があり、その周期は 12ヶ月とします。

• （Step 5）重回帰は使いません。

• （Step 6）すべての時系列手法を選択します。

• （Step 7）予測する期間数は 3 とします。

• （Step 9）出力は、セル AQ38 への予測のペースト（行方向）だ

けです。

• （Step 9）［プリファレンス］ダイアログの［ペースト］タブで、

［予測を Crystal Ball の仮定としてペーストする］をチェックし

ます。

8.［実行］ボタンをクリックします。

ピボットテーブルの最後にCrystal Ballの仮定として予測値がペース

トされます。

9. セル E29:G29 を選択して［定義］→［予測の定義］を開き、各セル

に 10 月期、11 月期、12 月期という予測を定義します。

10. 500 試行のシミュレーションを実行します。

Crystal Ball シミュレーションの詳細については“Crystal Ball ユーザ

マニュアル”をご覧ください。

これで、モニカは各月末の資金残高をCrystal Ballの予測として確認する

ことができました。

図 5.1のように、予測グラフで左の信頼区間グラバーを 2,000,000の位置

に動かすと、各月末の残高に必要残高まで落ち込まない確率を知ること

ができます。この確率を見て、モニカは12月までトラックの購入を遅ら

せることに決めました。
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図 5.1  月次自己資金残高の Crystal Ball の予測
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付録 A

CB Predictor ウィザード



概要

この付録では、まず、CB Predictor ウィザー

ドのダイアログに含まれる四つのタブと、

関連するダイアログの設定方法を説明しま

す。

• ［入力データ］タブ

• ［データ属性］タブ

• ［予測手法］タブ

• ［出力］タブ

次に、［予測のプレビュー］ダイアログの

利用方法を説明します。有効な入力データ

が定義されていれば、ウィザードのどのタ

ブからでも、［予測のプレビュー］ダイア

ログを開くことができます。
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CB Predictor ウィザードのダイアログ

CB Predictor を開始すると、CB Predictor のダイアログ（ウィザード）が

表示されます。ダイアログには以下の四つのタブがあり、通常はこれら

のタブを左から右へ順に使用します。

• ［入力データ］タブ

• ［データ属性］タブ

• ［予測手法］タブ

• ［出力］タブ

［入力データ］タブ
ウィザードの［入力データ］タブでは、入力データの範囲（Step 1）や

構造（Step 2）を定義します。

また、［入力データ］タブには、続く Step 4 に備えて過去の実測データ

のグラフや統計量を調査（Step 3）するための［データ表示］ボタンが

あります。

このタブの設定手順については以下をご覧ください。

• p.59“Step 1: 過去のデータの選択”

• p.61“Step 2: データ構造の指定”

図 A.1  ウィザードの［入力データ］タブ
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このタブには、以下のフィールド、オプション、ボタンがあります。

範囲 予測に使う実測データのセル範囲を、日付やヘッ

ダを含んで指定します。

データ範囲内の一つのセルを選択してからウィ

ザードを開始した場合は、CB Predictor の自動入

力機能が選択されたセルに隣接するセル群を検

知して、自動的にデータ範囲を指定します。

ウィザードの開始前にセル範囲が選択されてい

る場合は、［範囲］フィールドにその範囲が表示
されます。

ウィザードの開始前にセルを選択していないか、

あるいは、データ範囲とは関係のないセルを選択

している場合は、［選択］ボタンをクリックして、

適切なデータ範囲を選択しなければなりません。

選択 ［範囲］フィールドに表示されているセル範囲を

変更するときに、このボタンをクリックしてくだ

さい。ウィザードに代わり、［範囲選択］ダイア

ログが開きます。

［範囲選択］ダイアログで、直接ワークシートを

ドラッグしてデータ範囲を選択し、［OK］ボタン

をクリックして［入力データ］タブに戻ります。

行方向のデータ 日付が進むに従ってデータがワークシートの右

に向かって伸びていることを示します。

ウィザードの開始前にデータ範囲内の一つのセ

ルを選択した場合、データ方向は CB Predictor の
自動入力機能によって自動的に選択されます。

自動入力機能を使用しないときは、このオプショ
ンがデフォルトで選択されます。

列方向のデータ 日付が進むに従ってデータがワークシートの下

に向かって伸びていることを示します。

ウィザードの開始前にデータ範囲内の一つのセ
ルを選択した場合、データ方向は CB Predictor の
自動入力機能によって自動的に選択されます。

最初の行（列）はヘッダ

列方向のデータではデータ系列の上端セル、行方

向のデータでは左端セルに、その系列の内容を示
すヘッダが入力されており、ヘッダ行 / 列を含ん

で、Step 1 の［範囲］を選択していることを示し

ます。
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ウィザードの開始前にデータ範囲内の一つのセ

ルを選択した場合、CB Predictor の自動入力機能

がデータ系列の先頭にあるテキストセルをヘッ

ダとみなし、このオプションを自動的にチェック
します。

最初の列（行）は日付

列方向のデータでは、Step 1 の［範囲］で選択さ

れたセル範囲の左端の列、行方向のデータでは上

端の行に、日付や期間が入力されていることを示
します。

CB Predictor の自動入力機能は、 Excel の日付書

式を使ったセルを日付として認識します。した

がって、日付書式を使って日付を入力し、データ

範囲内の一つのセルを選択してから、ウィザード

を開始すると、CB Predictor の自動入力機能が最

初の行か列に日付を見つけ、このオプションを自

動的にチェックします。

データ表示 ［実測データの表示］ダイアログを開き、データ

のグラフと主な統計量を示します。

データの傾向や季節性を確かめ、季節性がある場

合はその周期を判定するために使用してくださ

い。

ウィザードの各ダイアログには以下のボタンがあります。

プレビュー ［予測のプレビュー］ダイアログを開きます。

このボタンはどのタブが開いていても常に表示さ

れますが、［入力データ］タブだけではなく、その

他の設定も済んでからクリックしてください。

このダイアログについては、p.123“［予測のプレ

ビュー］ダイアログ”をご覧ください。

実行 選択された実測データと指定された CB Predictor
のオプションに基づいて、予測を実行し予測結果

を出力します。

このボタンはどのタブが開いていても常に表示さ

れますが、［入力データ］タブだけではなく、その

他の設定も済んでからクリックしてください。

予測の実行結果については p.74“出力設定と出力

結果”をご覧ください。
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［実測データの表示］ダイアログ

このダイアログを使って、実測データの傾向や季節性を調査します。

［入力データ］ダイアログで［データ表示］ボタンをクリックすると、

このダイアログが開きます。このダイアログの利用方法については p.61

“Step 3: 過去のデータのグラフ表示”をご覧ください。

ダイアログには［原始データ］と［自己相関］という 2 種類の表示があ

ります。まず、［原始データ］を見てみましょう。

図 A.2  ［実測データの表示］ダイアログ（原始データ）

［実測データの表示］ダイアログの［原始データ］には、以下のフィー

ルド、エリア、ボタンがあります。

系列 スプレッドシートに記録されたすべてのデータ

系列をリストします。ここで選択された系列がグ

ラフに表示されます。

表示 グラフに原始データを表示するか、自己相関の分

析データを表示するかを選択します。この選択に

よって［統計量］エリアに表示される統計量が変

わります。

統計量 このエリアには、選択された系列の値の個数、平

均値、標準偏差、最小値、最大値が表示されます。

グラフ このエリアには、選択された系列の実測データが

グラフ表示されます。

次に、［自己相関］を見てみましょう。
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図 A.3  ［実測データの表示］ダイアログ（自己相関）

このダイアログでは自己相関を表示します。これにより、季節性の有無

を判断することができます。［統計量］エリアに、最も有意な自己相関

係数が三つ現れます（データポイント数の 3 分の 1 まで）。

［統計量］エリアに示される［ラグ］は、相関係数を計算する前の元デー

タにおける期間の隔たりを表します。たとえばラグ 12 なら、12 期間を

隔てたそれ自身のデータと相関関係がある、つまり第 1 期間のデータは

第 13 期間のデータと、第 2 期間のデータは第 14 期間のデータと相関関

係があるということです。［確率］はそのラグの有意性を示します。

［Ljung-Box］の確率が 0.05 以下であれば、その一連の自己相関は有意

であり、実測データにはおそらく季節性があるでしょう。季節性は自己

相関のラグによって表されます。たとえば、上位三つのラグの一つが12

で、その確率が 0.001 であれば、ほぼ間違いなくその実測データは 12期

間の季節性を含んでいます。

［実測データの表示］ダイアログの［自己相関］には、以下のフィール

ド、エリア、ボタンがあります。

系列 スプレッドシートに記録されたすべてのデータ

系列をリストします。ここで選択された系列がグ

ラフに表示されます。

表示 グラフに原始データを表示するか、自己相関の分
析データを表示するかを選択します。この選択に

よって［統計量］エリアに表示される統計量が変

わります。

統計量 選択された系列の値の個数、Ljung-Box 統計量、
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検出された上位三つの自己相関のラグと確率が

表示されます。

グラフ 選択された系列のさまざまなラグでの自己相関

係数が表示されます。

ズームイン 表示するデータポイントを減らして、グラフを拡

大します。自己相関を表示しているときにのみ利

用することができます。

ズームアウト 表示するデータポイントを増やして、グラフを縮

小します。自己相関を表示しているときにのみ利

用することができます。

［データ属性］タブ
［データ属性］タブでは、過去の実測データの期間単位を選択し、季節

性の有無とその周期を指定します（Step 4）。また、データ系列に依存

関係があるときは重回帰の設定を行います（Step 5）。

このタブの設定手順については以下をご覧ください。

• p.63“Step 4: 期間の単位と季節性の指定”

• p.64“Step 5: 重回帰の使用”

図 A.4  ウィザードの［データ属性］タブ

このタブには、以下のフィールド、オプション、ボタンがあります。

データ期間の単位

時間、日、週、月、四半期というように各データ

ポイントの期間の種類を選択します。直接ボック
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スに文字を入力すれば、リストボックスに存在し

ない単位を指定することができます。

デフォルトでは“期”が選択されます。

季節性 実測データに季節性があることを示します。この

オプションを選択したときは、1 周期分のデータ

ポイント数（パターンが反復するまでの期間数）

も指定してください。

たとえば、月単位の販売データで同一のパターン

が毎年現れるのなら、そのデータには季節性があ

り、周期は 12ヶ月ということになります。

CB Predictor は、［データ期間の単位］で指定され

た単位を使って、デフォルト値を表示します。

非季節 実測データに季節性がないことを示します。この

オプションを選択すると、［予測手法］タブにあ

る季節手法は使用されません。

重回帰を使用 他のデータ系列から影響を受けるデータ系列が

一つでもあるときは、このオプションをチェック

してください。

チェックを入れると同時に［回帰変数］ダイアロ

グが開きます。ダイアログについては、続く p.108
“［回帰変数］ダイアログ”をご覧ください。

たとえば、ワイド画面テレビの販売数は、個人所
得、預金残高や借入残高の影響を受けます。この

予測には重回帰を使わなければいけません。

変数を選択 ［回帰変数］ダイアログを開いて、従属変数と独

立変数を指定します。

手法 使用する回帰手法を［標準］、［フォワードステッ
プワイズ］、［反復ステップワイズ］の中から指定

します。

それぞれの手法については p.47“回帰手法”をご

覧ください。

ステップワイズオプション

［ステップワイズオプション］ダイアログを開き

ます。ステップワイズ回帰手法を利用する場合

は、このボタンをクリックして、ステップの終了

条件や使用する部分 F 統計量を指定します。

ダイアログの詳細については p.109“［ステップワ

イズオプション］ダイアログ”をご覧ください。

定数項を含む CB Predictor が生成する回帰式に定数項をもたせ

て、回帰直線の y 切片をゼロに固定しないとき
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は、このオプションをチェックします。

デフォルトでチェックされています。すべての独

立変数がゼロのときに従属変数がゼロになる場

合にのみ、チェックを外してください。

［回帰変数］ダイアログ

［回帰変数］ダイアログは、予測に重回帰を用いるときに使用するダイ

アログです。回帰に含める従属変数と独立変数を選択し、独立変数系列

のオプションを指定します。［データ属性］タブで［変数を選択］ボタ

ンをクリックすると、このダイアログが開きます。

図 A.5  ［回帰変数］ダイアログ

このダイアログには、以下のフィールド、オプション、ボタンがありま

す。

全ての系列リスト

［入力データ］タブの Step 1 で選択されたデータ

系列のうち、まだ従属変数や独立変数に指定され
ていない系列をリストします。

従属変数リスト 他の変数に依存するデータ系列を［全ての系列リ

スト］からこのリストに移動します。少なくとも

一つの従属変数を選ばなければいけません。

独立変数リスト 従属変数に影響を与えるデータ系列を［全ての系
列リスト］からこのリストに移動します。一つの

従属変数を指定したら、一つ以上の独立変数を選

択しなければいけません。
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＜ CB Predictor メモ＞　すべてのデータ系列を、従属変数と独立変数
のどちらかに割り当てる必要はありません。回帰に関係ない変数は［全
ての系列リスト］に残しておいてください。

ラグ 回帰式の計算で、現在［独立変数リスト］ボック

スで選択されている独立変数を、従属変数から過

去に向かってどれだけ隔てたいかを期間数で入

力します。デフォルト値はゼロです。

予測を行わない このオプションをチェックすると、Hypercasting
の実行中にその独立変数を予測しません。スプ

レッドシートを使った予測など、他の何らかの方

法で将来の値を把握しているときに選択します。

デフォルトではチェックされません。デフォルト

設定のままにすると CB Predictor はすべての独立

変数を予測します。

>> ［全ての系列リスト］ボックスで選択されている

変数を［従属変数リスト］や［独立変数リスト］

ボックスに移動します。

<< ［従属変数リスト］や［独立変数リスト］ボック

スで選択されている変数を［全ての系列リスト］

ボックスに移動します。

［ステップワイズオプション］ダイアログ

このダイアログで CB Predictor が実行するステップワイズ回帰をコント

ロールすることができます。

図 A.6  ［ステップワイズオプション］ダイアログ
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このダイアログには、以下のフィールド、オプション、ボタンがありま

す。

R 2 乗（R2） 現在の解と一つ前のステップの解について指定

した統計量（R2 または修正済 R2）の差を求め、

それが閾値を下回るとステップワイズ回帰を終

了します。終了したとき、CB Predictor は最後の

独立変数を使用しません。

デフォルトで選択されており、統計量には R2 が

選ばれています。このオプションと［F 検定の有
意性］がともに選択されていると、ステップワイ

ズ回帰はどちらかの条件を満たしたときに終了

します。

閾値 先ほどのステップと次の新しいステップの間の

R2（または修正済 R2）の最小増分を指定します。

この値を下回るまでステップワイズ回帰は継続

します。

デフォルトでは 0.001 がセットされています。

F 検定の有意性 次の新しい解の F 統計量の確率が最大値を上回

るとステップワイズ回帰が終了します。

この終了条件はデフォルトで選択されています。

このオプションと［R 2 乗］がともに選択されて

いるとき、ステップワイズ回帰はどちらかの条件

を満たしたときに終了します。

確率 ステップワイズ回帰を継続するために必要なF 統
計量の確率の最大値を指定します。

デフォルトでは 0.05 がセットされています。

変数追加の確率 回帰式に独立変数を加えるのに必要な、独立変数

の相関の確率（部分 F 統計量）の最大値を指定し

ます。

デフォルトでは 0.05 がセットされています。

＜統計メモ＞　統計学的検定では、確率が小さいほど有意であることに
なります。

変数削除の確率 回帰式から独立変数を削除するのに必要な、独立

変数の相関の確率（部分 F 統計量）の最小値を指

定します。

デフォルトでは 0.1 がセットされています。

＜ CB Predictor メモ＞　このオプションは反復ステップワイズ回帰を
使うときにのみ利用されます。
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＜ CB Predictor メモ＞　［変数削除の確率］は［変数追加の確率］よ
り 0.05 以上高くなければいけません。

［予測手法］タブ
［予測手法］タブでは、データの予測に使用する時系列予測手法を選択

します（Step 6）。

データポイントが何千にも及ばない限り、使用する手法を減らしてもあ

まり時間の節約にはなりません。デフォルト設定のまますべての予測手

法を選択しておき、それらの結果を比較した上で、最終的な予測結果の

出力に使用する手法を決定することをお勧めします。

このタブの設定手順については p.66“Step 6: 時系列予測手法の選択”を

ご覧ください。

図 A.7  ウィザードの［予測手法］タブ

各手法エリアには以下の項目があります。

手法名 時系列予測手法の名前です。

手法名の横にアスタリスクがついているとき、そ

の手法のパラメータは手動で定義されています。
手動設定された手法には、CB Predictor はパラ

メータを自動計算しません。

各手法の詳細については、p.66“Step 6: 時系列予

測手法の選択”や、p.36“時系列予測”をご覧く

ださい。
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チェックボックス

手法名の左のボックスがチェックされている手

法が予測に使用されます。選択する手法は、一つ

からすべての間で、いくつでもかまいません。

サンプルグラフ サンプルデータと適合データの特徴をグラフで

示します。

全て選択 すべての時系列予測手法を選択します。

全てクリア すべての手法の選択を解除します。

上級オプション ［上級オプション］ダイアログを開いて、実測デー

タに最もよく適合する手法を判定する誤差測度

と、時系列予測テクニックを選択します。

ダイアログの詳細については、p.114“［上級オプ

ション］ダイアログ”をご覧ください。

ダイアログに現れる項目は以上ですが、各時系列手法エリアをダブルク

リックすると、その手法のパラメータダイアログが開きます。

パラメータダイアログには、各手法の概要、その手法に適したデータ、

予測結果の特徴の説明が、サンプルグラフとともに表示されます。ま

た、それらの説明を参考にして、その手法のパラメータを任意に指定す

ることができます。ただし、CB Predictor は最適な値を自動設定する機

能を備えているため、通常は手動で指定する必要はありません。

パラメータダイアログ

［予測手法］ダイアログの各時系列手法エリアをダブルクリックする

と、このダイアログが開きます。

図 A.8  加法型季節平滑法のパラメータダイアログ
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各予測手法のパラメータをこのダイアログで定義します。ダイアログ名

や表示内容は手法によって異なりますが、基本的なフォーマットはどの

手法でも同じです。

このダイアログには、次のフィールドとオプションがあります。

タイトル ダイアログ上端のタイトルバーに、手法の名称が

表示されます。

適用データ その手法が最も適しているデータの特徴を説明

します。

予測 予測結果の特徴を説明します。

手法 予測値を計算する方法を説明します。

グラフ サンプルデータと適合データの例をグラフに示

します。

自動計算 その手法のパラメータを、CB Predictor が最適に
自動設定します。

デフォルトでは、このオプションが選択されてい

ます。

ユーザ定義 このオプションを選択すると、パラメータを手動

で入力できるようになります。パラメータの詳細
については、付録B “時系列予測手法の公式”をご

覧ください。

＜ CB Predictor メモ＞　ユーザ定義したパラメータ値は、次に［自動
計算］オプションが選択されるまで維持されます。

以下のフィールドは［ユーザ定義］を選択したときにのみ現れます。

期間 シングル / ダブル移動平均法で使用される期間数

パラメータです。

a その手法の a パラメータを設定します。シングル

/ ダブル移動平均法では、このパラメータを設定

することはできません。

b その手法の b パラメータを設定します。ダブル指

数平滑法、Holt-Winters 加法 / 積乗型平滑法のみ

の設定項目です。

g その手法の g パラメータを設定します。季節手法

のみの設定項目です。
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［上級オプション］ダイアログ

［上級オプション］ダイアログでは、いくつか実行した予測手法の中

で、どの手法が実測データに最も適合したかを判定するための誤差測度

を選択します。また、時系列予測に使用する予測テクニックを選択し、

オプションを設定します。［予測手法］ダイアログの［上級オプショ

ン］ボタンをクリックすると、このダイアログが開きます。

図 A.9  ［上級オプション］ダイアログ

このダイアログには、以下のオプションがあります。それぞれの誤差速

度については、p.42“時系列予測の誤差測定”と付録 C を、予測テク

ニックについては p.43“時系列予測テクニック”をご覧ください。

RMSE 最適な予測を決定する統計量として［平均自乗誤

差の平方根］を選択します。

これはデフォルトの誤差測度です。

MAD 最適な予測を決定する統計量として［平均絶対偏

差］を選択します。

MAPE 最適な予測を決定する統計量として［平均絶対

パーセント誤差］を選択します。

標準予測 時系列予測に標準予測テクニックを使用すると

きに選択します。

これはデフォルトの予測テクニックです。

単純リード 時系列予測に単純リード予測テクニックを使用

するときに選択します。このテクニックを選んだ

ときは、隣のフィールドにリード期間数を入力し

てください。デフォルトのリード期間数は1です。
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重み付きリード 時系列予測に重み付きリード予測テクニックを

使用するときに選択します。このテクニックを選

んだときは、隣のフィールドに重み付きリード期

間数を入力してください。デフォルトの重み付き
リード期間数は 1 です。

ホールドアウト 時系列予測にホールドアウトテクニックを使用

するときに選択します。このテクニックを選んだ

ときは、隣のフィールドに予測から除外したい期

間数を入力してください。デフォルトのホールド

アウト期間数は 1 です。

［出力］タブ
［出力］タブでは、予測する期間（Step 7）と信頼区間（Step 8）を指定

し、出力オプションを選択（Step 9）します。

このタブの設定手順については以下をご覧ください。

• p.70“Step 7: 予測する期間数の入力”

• p.71“Step 8: 信頼区間の選択”

• p.71“Step 9: 出力の選択”

図 A.10  ウィザードの［出力］タブ

このタブには、以下のオプション、フィールド、ボタンがあります。

予測する期間数 各データ系列に対して予測したい期間数を1～100
の任意の整数で指定します。ただし、実測データ
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ポイントを超えてはいけません。デフォルト値は

4 です。

信頼区間 表示する信頼区間の確率をリストボックスから

選択します。デフォルト値は 5%−95% です。

セルに予測をペースト

実測データ範囲の末尾、あるいはワークブックの

任意の場所に予測値をペーストします。

デフォルト設定のままで実行すると、実測データ

の末尾にペーストされます。

別の場所にペーストしたいときは、［選択］ボタ

ンをクリックしてペーストする開始位置を選択

し、［行方向］、 ［列方向］のいずれかの入力方向

を指定してください。

選択 ［ペースト範囲選択］ダイアログが開いて、ワー

クシートから予測値をペーストするセルを選択

することができます。目的の開始セルを選択した

ら［OK］ボタンをクリックして［出力］タブに

戻ります。

行方向 / 列方向 ペーストするデータを、行方向（右）、列方向

（下）のうち、どちらの方向に伸ばすかを指定し

ます。

レポート カスタマイズが可能な詳細レポートを出力しま
す。レポートには、各予測値のサマリや、すべて

あるいは適合度の高いいくつかの手法、パラメー

タ、誤差といった項目を含めることができます。

デフォルトでは選択されません。

グラフ 予測した各データ系列のグラフを作成します。グ
ラフには、実測データ、適合値、予測値、信頼区

間を含めることができます。

CB Predictor グラフは、一つのワークブックに 40
までしか格納できないため、これを超えるグラフ

が必要なときは、自動的に新規ワークブックが作

成されます。

デフォルトでは選択されません。

結果テーブル カスタマイズが可能なピボットテーブルを作成

します。テーブルには、すべての予測値と適合

値、信頼区間といった項目がリストされます。

デフォルトでは選択されません。

手法テーブル カスタマイズが可能なピボットテーブルを作成

します。テーブルには、それぞれのデータ系列に
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実行された手法、各手法の誤差、パラメータ、統

計量といった項目がリストされます。

デフォルトでは選択されません。

プリファレンス ［プリファレンス］ダイアログを開きます。この

ダイアログには五つの出力オプションに対応す

るタブがあり、出力する項目の選択や、ペースト

時の警告の要否など、それぞれの出力オプション

に関する詳細設定をすることができます。

以下に、このダイアログの詳細を説明します。

タイトル 出力するワークシートのタイトルを入力します。

デフォルトではワークシート名が指定されます。

［プリファレンス］ダイアログ

各出力オプションの詳細を設定します。［出力］タブの［プリファレン

ス］ボタンをクリックすると、このダイアログが開きます。ダイアログ

には、［出力］タブで選択することができる出力オプションに対応して、

［ペースト］、［レポート］、［グラフ］、［結果テーブル］、［手法テーブル］

のという五つのタブがあります。

＜ CB Predictor メモ＞　選択していない出力オプションの設定も変更
することができますが、［出力］タブで選択しない限り出力はされません。

ペースト

［ペースト］タブでは、予測結果をペーストするときの詳細を設定しま

す。

図 A.11  ［プリファレンス］ダイアログの［ペースト］タブ
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［出力］タブで［セルに予測をペースト］オプションが選択されていなく

ても、このダイアログで詳細設定をすることはできます。設定が保存さ

れ、次回［セルに予測をペースト］が選択されたときに適用されます。

このタブには、以下のオプションがあります。

ペースト範囲にデータがあるときに警告する

データをペーストするワークシートの領域にデー

タを含んだセルが存在すると、警告メッセージを

表示します。

デフォルトでチェックされます。

予測を Crystal Ball の仮定としてペーストする

ペーストするセルをCrystal Ballの仮定セルに定義

します。正規分布が定義されます（平均値は予測

値、標準偏差は適合データの RMSE によります）。

デフォルトでチェックされます。

＜ CB Predictor メモ＞　データの分散がゼロあるいは無限大に近い場
合、CB Predictor は仮定を作成しません。

ペーストデータの文字スタイル

ペーストする予測データの文字スタイルを指定し

て、実測データと予測データを見分けやすくしま

す。スタイルには［太字］と［斜体］があり、デ

フォルトでは［太字］だけが選択されています。

レポート

［レポート］タブでは、出力するレポートの詳細を設定します。

図 A.12  ［プリファレンス］ダイアログの［レポート］タブ
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［出力］タブで［レポート］が選択されていなくても、このダイアログ

で詳細設定をすることはできます。設定が保存され、次回［レポート］

が選択されたときに適用されます。

このタブには、以下のオプションがあります。

サマリ レポートの冒頭に、データ系列数や予測した期間

数など、その予測の概要を出力します。

デフォルトでチェックされます。

自己相関 各データ系列について 18 位までの自己相関の自

己相関係数をレポートに含めます。

デフォルトではチェックされません。

グラフ レポートにグラフを出力します。出力するグラフ

の設定は［グラフ］タブの設定からは独立してい

ますが、意味は同じです。設定項目については、

p.120“グラフ”をご覧ください。

デフォルトでチェックされます。

統計量 データ系列の統計量（たとえば平均値や標準偏

差）をレポートに含めます。また、その系列が従

属変数であれば、回帰統計量（たとえば R2 やダー

ビン＝ワトソン）を出力します。

デフォルトでチェックされます。

予測値 予測値を出力します。

デフォルトでチェックされます。

信頼区間 信頼区間の両端値を出力します。

デフォルトでチェックされますが、［出力］タブ

で信頼区間を選択しなかったときは、出力されま

せん。

手法 各データ系列に CB Predictor が実行した手法に関

する情報を出力します。実行したすべての手法を

出力するほかに、最適な手法、上位 2 手法、上位

3 手法だけに絞って出力することもできます。出

力する手法情報には、誤差、統計量、パラメータ

が含まれます。

デフォルト設定では、すべての手法について、す

べての情報が選択されます。

出力先 ［新規ワークブック］と［現在のワークブック］

のどちらにレポートを出力するかを選択します。

現在のワークブックを選択した場合は、出力のた

びに新しいワークシートを追加するか、以前に出
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力したワークシートを書き換えるかを選択して

ください。

デフォルト設定では［現在のワークブック］、

［シートを挿入］が選択されます。

グラフ

［グラフ］タブでは、出力するグラフの詳細を設定します。

図 A.13  ［プリファレンス］ダイアログの［グラフ］タブ

［出力］タブで［グラフ］が選択されていなくても、このダイアログで

詳細設定をすることはできます。設定が保存され、次回［グラフ］が選

択されたときに適用されます。

このタブには以下のオプションがあります。

出力項目 グラフに表示するデータの種類を選択します。

［過去のデータ］、 ［適合値］、 ［予測値］、 ［信頼区

間］を選択することができます。

デフォルトですべての項目がチェックされます。

グラフサイズ 生成するグラフのサイズを、標準サイズに対して

20 ～ 400% の整数で指定します。

デフォルトでは 100% に設定されます。

出力先 ［新規ワークブック］と［現在のワークブック］

のどちらにグラフを出力するかを選択します。現
在のワークブックを選択した場合は、出力のたび

に新しいワークシートを追加するか、以前に出力

したワークシートを書き換えるかを選択してく

ださい。
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デフォルト設定では［現在のワークブック］、

［シートを挿入］が選択されます。

結果テーブル

［結果テーブル］タブでは、出力する結果テーブルの詳細を設定しま

す。

図 A.14  ［プリファレンス］ダイアログの［結果テーブル］タブ

［出力］タブで［結果テーブル］が選択されていなくても、このダイア

ログで詳細設定をすることはできます。設定が保存され、次回［結果

テーブル］が選択されたときに適用されます。

このタブには以下のオプションがあります。

出力項目 結果テーブルに含める項目を選択します。

［過去のデータ］、 ［適合値］、 ［予測値］、 ［信頼区

間］、［誤差］を選択することができます。

デフォルトですべての項目がチェックされます。

出力先 ピボットテーブルを出力する場所を［新規ワーク

ブック］、［現在のワークブック］から選択しま

す。現在のワークブックを選択した場合は、出力

のたびに新しいワークシートを追加するか、以前

に出力したワークシートを書き換えるかを選択

してください。

デフォルト設定では［現在のワークブック］、

［シートを挿入］が選択されます。
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手法テーブル

［手法テーブル］タブでは、出力する手法テーブルの詳細を設定しま

す。

図 A.15  ［プリファレンス］ダイアログの［手法テーブル］タブ

［出力］タブで［手法テーブル］が選択されていなくても、このダイア

ログで詳細設定をすることはできます。設定が保存され、次回［手法

テーブル］が選択されたときに適用されます。

このタブには以下のオプションがあります。

出力項目 手法テーブルに含める項目を選択します。CB
Predictor が実行したすべての予測手法を出力す

るほかに、最適な手法、上位 2 手法、上位 3 手法

のみに絞って出力することもできます。

出力する手法情報には、 ［誤差］、［統計量］、［パラ

メータ］、 ［順位］があります。

デフォルト設定では、すべての予測手法に対し

て、すべての情報が出力されます。

出力先 ピボットテーブルを出力する場所を［新規ワーク

ブック］、［現在のワークブック］から選択しま

す。現在のワークブックを選択した場合は、出力
のたびに新しいワークシートを追加するか、以前

に出力したワークシートを書き換えるかを選択

してください。

デフォルト設定では［現在のワークブック］、

［シートを挿入］が選択されています。
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［予測のプレビュー］ダイアログ

予測に必要な設定を行った後、［実行］ボタンをクリックして予測を実行

して結果を出力する前に、あらかじめ予測結果を確認するために使用す

るダイアログです。

有効な入力データが定義されていれば、ウィザードのどのタブからでも

［プレビュー］ボタンをクリックして、このダイアログを開くことができ

ます。

このダイアログの利用方法については p.73“Step 10: 予測のプレビュー

と実行”をご覧ください。

図 A.16  ［予測のプレビュー］ダイアログ

このダイアログに表示される各データ系列の値は、［予測手法］タブで選

択された各手法を使って実際に CB Predictor が予測した結果値です。

ダイアログには、［系列］リストボックスに表示されているデータ系列に

ついて、その実測データと、［手法］リストボックスに表示されている予

測手法による適合データ、予測データ、信頼区間がグラフ表示されます。

また、グラフの右下には、その系列に対するその手法の誤差とパラメー

タが表示されます。

［系列］、［手法］リストボックスを切り換えることによって、すべての系

列と手法の組合せを表示することができます。

［予測のプレビュー］ダイアログの役割は、単なる予測データのプレ

ビューだけではありません。このダイアログでは、CB Predictor が推薦
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する「最適な手法」を他の手法に置き換えることができます。

CB Predictor は、［予測手法］タブの［上級オプション］で選択された

測度を使って、統計的に実測データに最も適合した手法を「最適な手

法」として推薦します。そのまま［実行］ボタンをクリックすれば、出

力される結果は CB Predictor が選んだ「最適な手法」に基づきます。し

かし、プレビューを使って他の手法が導いた予測と比較した結果、CB

Predictor の「最適な手法」に優る手法が見つかることもあります。

たとえば、 CB Predictor は季節性のあるデータに移動平均法を推薦する

ことがあります。これは、仮にその手法が将来の値を予測する最適な手

法でないにしても、過去のデータによく適合したためです。プレビュー

を通じて移動平均法よりも優れた手法が見つかった場合は、最適だと思

われる手法を表示した状態で、［最適を変更］ボタンをクリックし、

「最適な手法」を置き換えてください。［実行］ボタンで出力される結

果は、新たに指定された「最適な手法」に基づいたものになります。

このダイアログには、以下のフィールド、オプション、ボタンがありま

す。

系列 ワークシートのデータ系列をすべてリストしま

す。ここで選択された系列が、プレビューグラフ
に表示されます。

手法 ［系列］リストボックスで選択された系列の予測

に使われた手法を、最適な手法から最低の手法ま

で、すべてリストします。ここで選択された手法

が、プレビューグラフに表示されます。

ただし、［データ属性］タブで［非季節］を選択

している場合、CB Predictor は季節手法を使用し

ません。したがって、それらの手法が［予測手

法］タブで選択されていても、手法リストには表

示されません。

最適を変更 現在表示されている手法を、そのデータ系列の

「最適な手法」に置き換えます。 新たに選ばれた

手法は［手法］リストボックスで“最適：”と表
記され、［実行］ボタンをクリックして出力され

る結果のすべてに、新しい「最適な手法」が使用

されるようになります。

CB Predictor が推薦する手法以外のグラフを検討

して、より適している手法が見つかった場合に、

このボタンを使ってください。

グラフエリア ［表示項目］エリアで選択されたデータをグラフ

表示します。
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表示項目 グラフに表示するデータを［過去］、 ［適合］、［予

測］、 ［信頼区間］から選択します。

誤差とパラメータ

［上級オプション］ダイアログで選択された測度

を使って、表示されている系列、手法の誤差を表

示します。また、その手法に関連するパラメータ

があれば、誤差の下に表示します。

ズームイン 表示するデータポイントを減らして、グラフを拡

大します。

ズームアウト 表示するデータポイントを増やして、グラフを縮

小します。
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付録 B

時系列予測手法の公式



概要

この付録では、以下の時系列予測手法の公

式を紹介します。

• ダブル移動平均法

• シングル指数平滑法

• Holt のダブル指数平滑法

• 加法型季節平滑法

• 積乗型季節平滑法

• Holt-Winters の加法型季節平滑法

• Holt-Winters の積乗型季節平滑法



1

非季節予測手法の公式

このセクションでは、非季節時系列予測手法の公式を紹介します。

＜CB Predictor メモ＞　シングル移動平均法は単純なのでこの付録で
は取り上げません。

ダブル移動平均法
ダブル移動平均法に、CB Predictor は次式を使用します。

パラメータは以下のとおりです。

実測データの期間 p の移動平均

期間 p の 系列の移動平均

p 移動平均をとる期間数

シングル指数平滑法
シングル指数平滑法に、CB Predictor は次式を使用します。

パラメータは以下のとおりです。

期間 t に対するこの手法の“平滑化された推定値”

時刻 t における実測データ値

a 0 ～ 1 の平滑化定数

Holt のダブル指数平滑法

CB Predictor は Brown のダブル指数平滑法ではなく、Holt のダブル指数

平滑法を使用します。Holt の手法では、シングル指数平滑式が 2 回目に

適用されるとき、1 回目とは異なる平滑化定数 b が使われます。Brown

の手法では、同じ定数が使用されます。

Holt ダブル指数平滑法の 2 回目の式は以下のようになります。

( ) ( ) ( ) ( )( )S t S t S t S t
p

22 [1] [2] [1] [2]
1

× − + −
−

( )S t[1]

( )S t[2] ( )S t[1]

( ) ( ) ( ) ( )S t y t S t[1] 1 1 [1] 1a a= × − + − × −

( )S t[1]

( )y t
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Appendix B 時系列予測手法の公式
パラメータは以下のとおりです。

期間 t に対するダブル指数平滑法による“平滑化され

た推定値”

期間 t に対するシングル指数平滑法による“平滑化さ

れた推定値”

時刻 t における実測データ値

a , b 0 ～ 1 の平滑化定数

季節予測手法の公式

加法型季節平滑法
CB Predictor は次式を使用します。

（レベル） 

（季節）

（期間 m の予測値）

パラメータは以下のとおりです。

a , g
m 予測する期間の先頭の番号

s 季節性の周期

Lt 時刻 t の系列のレベル

St 時刻 t の季節成分

積乗型季節平滑法
CB Predictor は次式を使用します。

（レベル） 

（季節）

（期間 m の予測値）

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )S t S t S t S t[2] [1] [1] 1 1 [2] 1b b= × − − + − × −

( )S t[2]

( )S t[1]

( )y t

( ) ( )t t t s tL Y S L 11a a− −= × − + − ×

( ) ( )t t t t sS Y L S1g g −= × − + − ×

t m t t m sF L S+ + −= +

( ) ( )t t t s tL Y S L 11a a− −= × + − ×

( ) ( )t t t t sS Y L S1g g −= × + − ×

t m t t m sF L S+ + −= ×
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1

パラメータは以下のとおりです。

a , g
m 予測する期間の先頭の番号

s 季節性の周期

Lt 時刻 t の系列のレベル

St 時刻 t の季節成分

Holt-Winters の加法型季節平滑法

CB Predictor は次式を使用します。

（レベル） 

（傾向）

（季節）

（期間 m の予測値）

パラメータは以下のとおりです。

a , b , g
m 予測する期間の先頭の番号

s 季節性の周期

Lt 時刻 t の系列のレベル

bt 時刻 t の系列の傾向

St 時刻 t の季節成分

Holt-Winters の積乗型季節平滑法

CB Predictor は次式を使用します。

（レベル） 

（傾向）

（季節）

（期間 m の予測値）

パラメータは以下のとおりです。

a , b , g
m 予測する期間の先頭の番号

( ) ( ) ( )t t t s t tL Y S L b1 11a a− − −= × − + − × +

( ) ( )t t t tb L L b1 11b b− −= × − + − ×

( ) ( )t t t t sS Y L S1g g −= × − + − ×

t m t t t m sF L m b S+ + −= + × +

( ) ( ) ( )t t t s t tL Y S L b1 11a a− − −= × + − × +

( ) ( )t t t tb L L b1 11b b− −= × − + − ×

( ) ( )t t t t sS Y L S1g g −= × + − ×

( )t m t t t m sF L m b S+ + −= + × ×
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Appendix B 時系列予測手法の公式
s 季節性の周期

Lt 時刻 t の系列のレベル

bt 時刻 t の系列の傾向

St 時刻 t の季節成分
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付録 C

誤差測度と統計式



概要

この付録では、CB Predictor が使用する以下

の種類の統計量の式を紹介します。

• 時系列予測の誤差測度

• 信頼区間

• 時系列予測の統計量

• 自己相関の統計量



1

時系列予測の誤差測度

CB Predictorでは、各時系列予測の適合度を測るために、3種類の誤差測

度を用意しています。［上級オプション］ダイアログで、最適な手法の

判定に使用する測度を指定します。

RMSE
RMSE （Root Mean Square Error：平均自乗誤差の平方根）は、実際のポ

イントと適合ポイントの差をそれぞれ 2 乗する絶対的な誤差測度です。

2 乗することで、正の差と負の差は互いに相殺されず、また、大きな誤

差を強調する効果もあります。したがって、誤差が大きい手法を排除す

るのに役立ちます。

RMSE は次式で計算します。

Yt は期間 t の実測値、 n は適合したポイントの合計数、 は期間 t の適

合予測値です。たとえば、図 2.9（p.42）に示したサンプルデータの

RMSE は、0.3068 です。

あるデータ集合の RMSE は、以下の手順で計算します。

1. 各予測ポイント（ ）と対応する実際のポイント（Yt）間の差を測

定します。

2. 差を 2 乗します。

3. 各適合ポイントについて手順 1, 2 を繰り返し、結果を合計します。

4. 合計値を測定した差の個数（n）で割ります。

5. 平方根を計算します。

MAD
MAD（Mean Absolute Deviation：平均絶対偏差）は、実際のポイントと

適合ポイントの各ペアについて差の絶対値を平均する誤差統計量です。

絶対値を使うため、正の差と負の差が相殺されることがありません。

MAD は次式で計算します。

( )
n

t t
t

Y Y

n

2

1

ˆ

RMSE =
−

=
∑

tŶ

tŶ
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Appendix C 誤差測度と統計式
Yt は期間 t の実測値、n は適合したポイントの合計数、 は期間 t の適

合予測値です。たとえば、図 2.9（p.42）に示したサンプルデータの

RMSE は、0.2799 です。

あるデータ集合の MAD は、以下の手順で計算します。

1. 各予測ポイント（ ）と対応する実際のポイント（Yt）間の差を測

定します。

2. これらの差の絶対値をとります。

3. 差の絶対値を合計します。

4. 合計値を測定した差の個数（n）で割ります。

MAPE
MAPE （Mean Absolute Percentage Error：平均絶対パーセント誤差）は、

実際のポイントと適合ポイントの差の絶対値を実際のポイントで割る、

相対的な誤差測度です。絶対値を使うため、正の差と負の差が相殺され

ることがありません。また、その値を実際のポイントで割ることで、従

属変数の尺度に依存しなくなります。そのため、尺度の異なる時系列

データ間でも、予測の精度を比較することができます。

MAPE は次式で計算します。

Yt は期間 t の実測値、n は適合したポイントの合計数、 は期間 t の適

合予測値です。

＜ CB Predictor メモ＞　Yt がゼロであるとき、CB Predictor

は の項を抜かします。

たとえば、図 2.9（p.42）に示したサンプルデータのMAPEは138.17%で

す。

n

t t
t

Y Y

n
1

ˆ

MAD =
−

=
∑

tŶ

tŶ

( )
( )

n t t

tt

Y Y

Y

n

1

ˆ
100

MAPE
=

−

=

∑

tŶ

( )t t

t

Y Y

Y

ˆ−
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1

あるデータ集合の MAPE は、以下の手順で計算します。

1. 各予測ポイント（ ）と対応する実際のポイント（Yt）間の差を測

定します。

2. その差を実測値で割ります。

3. 商に 100 をかけます。

4. この積の絶対値をとります。

5. 手順 1 ～ 4 を各適合ポイントについて繰り返し、結果を合計します。

6. 合計値を測定した差の個数（n）で割ります。

信頼区間

信頼区間とは、予測値が、それが起きるある確率をもっている範囲のこ

とです。CB Predictor は、信頼区間の計算に経験的な手法を用います。

たとえば、合計 n 個の実測データポイントがあり、その一つめのデータ

を Y1 とし、 t 時点において、将来に向けて m 期間分のデータを予測す

るとしましょう。ここで、 t から m 期間先の予測誤差を と表しま

す。

予測の標準誤差（S）は、予測誤差の自乗平均の平方根、すなわち

に等しくなります。予測誤差が正規分布に従うとすれば、t 時点で 95%

信頼区間に収まる予測値 を予測するための式は

です。この経験的手法は、実測データの数が十分に多ければ正確です。

これに関する詳細は、Bowerman, B. L. and R. T. O'Connell, 1993（p.161）

をご覧ください。

tŶ

( )te m

( )
( )

n m

t
t

e m
S m

n m

2

1

−

==
−

∑

t my +

( ) ( )t my t S mˆ 1.959996+ ±
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Appendix C 誤差測度と統計式
時系列予測の統計量

CB Predictor は、どの時系列予測でもタイル U 統計量を計算します。

タイル U 統計量

タイルU統計量は予測結果と、最小の実測データで予測した場合の結果

を比較します。この統計量の見方については、p.46“タイル U ”をご覧

ください。タイル U 統計量は次式で求めます。

Yt は期間 t の実測値、n はデータポイントの合計数、 は期間 t の予測

値です。

あるデータ集合のタイル U 統計量は、以下の手順で計算します。

1. 翌期間の予測値（ ）から実測値（Yt+1）を引きます。 

2. 差を元の期間の実測値 Yt で割ります。

3. 商を 2 乗します。

4. 手順 1 ～ 3 を、最後の一つを除く残りのデータに繰り返し、結果を合

計します。

5. 翌期間の予測値（ ）から元の期間の実測値（Yt）を引きます。

6. 差を元の期間の実測値 Yt で割ります。

7. 商を 2 乗します。

8. 手順 5 ～ 7 を、最後の一つを除く残りのデータに繰り返し、結果を合

計します。

9. 手順 4 の値を手順 8 の値で割ります。

10. その商の平方根を計算します。

n
t t

tt

n
t t

tt

Y Y
Y

Y Y
Y

21
1 1

1
21

1

1

ˆ

ˆ

−
+ +

=

−
+

=

 −       =
 −       

∑

∑
U

tŶ

tY 1
ˆ

+

tY 1
ˆ

+
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1

自己相関の統計量

自己相関の測度は、同じデータ系列の異なる期間の間の関係を示しま

す。

ダービン＝ワトソン
ダービン＝ワトソン統計量はラグ 1 での自己相関を示します。この統計

量の見方については、p.50“ダービン＝ワトソン統計量”をご覧くださ

い。ダービン＝ワトソン統計量は次式で計算します。

ei は予測ポイント（ ）と実測ポイント（Yi）の差で、n はデータポイ

ント数です。

あるデータ集合に対するダービン＝ワトソン統計量は、以下の手順で求

めます。

1. 各ポイントについて、予測ポイント（ ）を実測ポイント（Yi）か

ら引いて誤差を計算します。

2. 二つめのデータポイントの誤差から、一つめのデータポイントの誤

差を引きます。

3. 差を 2 乗します。

4. 残りのデータポイントに手順 2 と 3 を繰り返します。

5. それらの 2 乗値を合計します。

6. 一つめのデータポイントから、手順 1 で計算した誤差をそれぞれ 2

乗していきます。

7. それらの 2 乗値を合計します。

8. 手順 5 の値を手順 7 の値で割ります。

( )
n

i i
i

n

i
i

e e

e

2
1

2

2

1

DW
−

=

=

−
=
∑

∑

iŶ

iŶ
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Appendix C 誤差測度と統計式
自己相関
p.63“Step 4: 期間の単位と季節性の指定”や、p.104“［実測データの表

示］ダイアログ”で説明したように、自己相関の測度は実測データの季

節性を検出するのに役立ちます。

CB Predictor は、自己相関の推定に以下の式を使用しています。

各変数は以下を表します。

y データ系列

yt 期間 t の実測値

n データポイント数

k 系列内で相関する値の間のラグ

系列の標本の平均値

Ljung-Box 統計量

Ljung-Box 統計量は以下の計算式から得られる統計量で、ある一連の自

己相関と、すべて 0 である一連の自己相関との間の有意差を測定しま

す。Ljung-Box 統計量は次式で求めます。

各変数は以下を表します。

Q′ Ljung-Box 統計量、すなわち、一連の自己相関が、

すべて 0 である一連の自己相関と等しい確率

n データ標本にあるデータ数

h 統計量を計算するのに使う一連の自己相関のサ

イズ

rk ラグ k の自己相関

一連の自己相関のサイズはデータ標本のサイズの 3 分の 1（標本が 300

以上のときは 100）です。

( )( )

( )

n

t t k
t k

k n

t
t k

y y y y
r

y y

1

2

1

−
= +

= +

− −
=

−

∑

∑

y

( ) ( )
h

k

k

r
Q n n

n k

1 2

1
2

−

=

′ = +
−∑
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付録 D

回帰係数の発見手法



概要

最小自乗法と特異値分解は、線形回帰式の

係数を求める最も一般的な手法です。この

付録では、これらの技術を解説します。

CB Predictor は最小自乗法ではなく、特異値

分解を使って重回帰式を決定します。



1

回帰係数の発見

実測データに最も適合する回帰式の係数を求めるときは、一般に次の二

つの手法が使用されます。

• 最小自乗法

• 特異値分解

この 2 手法のうち、CB Predictor は特異値分解を使用します。

最小自乗法
最小自乗法は、SSE を最小にする式の係数を推定するテクニックです。

最小自乗係数の計算には、偏微分方程式、行列といった、いくつかの方

法があります。ここでは、行列を用いる方法を説明します。

y = b0 + b1 xt1 + b2 xt2 + b3 xt3 + … + bp xtp + e

この回帰式は、以下の形で表すことができます。

y = X * b

n 個の期間と p 個の独立変数があれば、行列 y と X は以下のように定義

されます。

以下の係数 b を与え、線形代数を使ってこの式を解きます。

X′は行列 X の転置行列、 は行列 X′ X の逆行列です。

p

p

n n n np

x x xy
x x xy

y x x x

11 12 11

21 22 22

1 2

1

1
,

1

           = =                

y X

( )

p

b

b

b

0

11 −

 
 
 
  ′ ′= = 
 
 
   

b X X X y

( ) 1−′X X
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Appendix D 回帰係数の発見手法
特異値分解
特異値分解も、回帰式の係数を決定するテクニックです。最小自乗法と

の主な違いとして、特異値分解のテクニックでは、回帰式の係数を決定

するのに用いる式が、特異あるいは特異に近い状況を扱うことができる

という点が挙げられます。この状況は平行線や面を表す式で回帰を実行

するときに起こります。

最小自乗法は特異なケースに対しては解を導かず、特異に近いケースに

対しては極端に大きなパラメータを導きます。

CB Predictor は、特異値分解に行列を使います。

y = X * b

これは以下のように書き換えられます。

これを解くと、回帰係数は以下のようになります。

[ ] T

n

w
w

U V b

w
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2

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

 
 
    =      
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付録 E

回帰統計の公式



概要

この付録では、CB Predictor が計算するさま

ざまな回帰統計の公式を紹介します。

• R2

• 修正済 R2

• SSE

• F

• t

• p



1

回帰統計量

回帰分析に使用される統計量は、時系列予測の分析に使用される統計量

とは異なります。これらの回帰統計の公式を以下に紹介します。

R2 
R2 は決定係数と呼ばれ、その回帰式が説明できた従属変数の誤差と実

際の誤差の比を表します。

R2 を計算する方法は数多くありますが、CB Predictor は以下の式を使用

します。

修正済 R2 
回帰式の係数の個数に等しいデータポイントがあれば、回帰式の計算は

可能です。ただし、その回帰式は、係数の 3 倍のデータポイントを使っ

て求めた回帰式ほど普遍的ではありません。

このような状況にある R2 でも、式の自由度を考慮すれば公平に比較す

ることができます。R2 が本来より高いと考えられるときは、R2 だけで

はなく修正済 R2 を計算してください。

その回帰式の R2 と修正済 R2 が同じような値なら、R2 はおそらく正確

だといえます。しかし、R2 が修正済 R2 より著しく高ければ、データポ

イントが不足しており、その回帰は正確ではありません。

修正済 R2 は次式で求めます。

n はデータポイント数、k は独立変数の個数です。

あるデータ集合の修正済 R2 は以下の手順で求めます。

1. データポイント数から 1 を引きます。

2. データポイント数から独立変数の個数を引き、さらに 1 を引きます。

( )
( )

i

i

y y
R

y y

2
2

2

ˆ −
=

−
∑
∑

自由度

予測に使ったデータポイント数か
ら、導 い た 式 の パ ラ メ ー タ（係
数）の個数を引いた値。

( ) n
n k

2 2 11 1
1

−= − −
− −

修正済 R R
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3. 手順 1 の値を手順 2 の値で割ります。

4. R2 の計算方法に従って、そのデータの R2 を計算します。

5. 1 から R2 を引きます。

6. 手順 5 の値に手順 3 の値をかけます。

7. 1 から手順 6 の値を引きます。

SSE
SSE（Sum of the Squared Errors：自乗誤差和 ）は、回帰直線とデータ間

の誤差を表す統計量で、次式から求めます。

n はデータポイント数、e は各ポイントの説明されない誤差（実際のポ

イントと直線上の予測ポイントの差）です。

あるデータ集合の SSE は以下の手順で計算します。

1. 各ポイントと直線間の差を測定します。

2. それぞれの差を 2 乗します。

3. 手順 2 の値をすべて合計します。

F 
回帰式が導かれたら、F 統計量を使って、その回帰式の独立変数の組合

せと従属変数の間にある関係の有意性を確認します。ただし、F 統計量

はY値の尺度に基づきます。したがって、次に解説する p値と組み合わ

せてこの統計量を分析しなければなりません。

似たようなデータ集合に対して同じ尺度のF統計量を比較したときは、

高い F 統計量をもっているほうが優れています。

F 統計量は以下の式で求めます。

パラメータは以下のとおりです。

n

i
i

e2

1
SSE

=
=∑

( ) ( )

( ) ( )
i

i i

Y Y m
F

Y Y n m

2

2

ˆ 1

ˆ

− −
=

− −

∑
∑
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1

Yi 与えられた期間 i に対するポイントの実測値

そのデータの平均値

n 適合ポイントの合計数

期間 i に対する適合予測値

m 回帰式の係数の個数

あるデータ集合の F 統計量は以下の手順で求めます。

1. 各予測ポイント（ ）と平均値（ ）の差を計算します。

2. 差を 2 乗します。

3. 手順 1, 2 を各適合ポイントに繰り返し、その結果を合計します。

4. 回帰式の係数の個数（m）から 1 を引きます。

5. 手順 3 の値を手順 4 の値で割ります。

6. 各ポイントで予測値（ ）と実測値（Yi）の差を計算します。

7. 差を 2 乗します。

8. 手順 6 ～ 7 を各適合ポイントに繰り返し、その結果を合計します。

9. データポイント数（n）から係数の個数（m）を引きます。

10. 手順 8 の値を手順 9 の値で割ります。

11. 手順 5 の値を手順 10 の値で割ります。

t 
F 統計量と p が示すのは、独立変数と従属変数の間にある全体的な有意

性です。全体的に有意であることがわかれば、次に各独立変数と従属変

数の関係の有意性を確認するとよいでしょう。t 統計量は指定した独立

変数の有意性を、他の独立変数が存在する状態で検定します。

t 統計量は次式で求めます。

bp は確認する係数、se (bp)はその係数の標準誤差です。

CB Predictor は、この標準誤差の計算に行列のテクニックを使用しま

す。

回帰式は次式です。

Y

iŶ

iŶ Y

iŶ

( )
p

p

b
t

se b
=
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y = b0 + b1 xt1 + b2 xt2 + b3 xt3 + … + bp xtp + e

t は期間で、独立変数は p 個あります。

n 個の期間があるとき、独立変数を表す行列は以下のようになります。

一方、係数の標準誤差は以下の式で求めます。

ここで、cpp は行列 の対角要素です。 yt に対する標準誤差 s は

次式で求めます。

p 
CB Predictorでは、pは自動的に求められ、統計量と一緒に表示されます

が、予測の解説書に掲載されているF分布表を使えば、あるF統計量に

対する p が見つけられます。

ただし、F 分布表を使うときは、F 統計量以外に、説明された自由度

（m − 1）と説明されなかった自由度（n − m）がわかっていなければ

いけません。

p

p

n n np

x x x

x x x

x x x

11 12 1

21 22 2

1 2

1

1

1

 
 
 
 =  
 
 
   

X

pb pps s c=

( ) 1−′X X

( )

( )

p

t t
n

y y
s

n p

2

1

ˆ

1
=

−
=

− +

∑
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付録 F

エラーの解決



概要

データの入力や選択をしたとき、あるいは

予測を実行したときに表示される主なエ

ラーメッセージを 50 音順にリストし、各

メッセージについて原因や対処方法を示し

ます。

この付録に挙げていないものも存在します

が、それらのメッセージには説明も同時に

表示されます。



1

エラーメッセージ

CB Predictor の実行中に問題が発見されることがあります。以下のリス

トでは、主なエラーメッセージを50音順にまとめ、その原因や問題を解

決する手順を示します。

メッセージ 原因 対処法

0 ～ 1 の間で指定してください。 ［閾値］と［確率］は 0.001 ～ 0.999
の間で指定しなければなりません。

［閾値］、［変数追加の確率］、［変数削
除の確率］フィールドの値が 0.001
～ 0.999 の間で指定されているか確

認してください。

Excel との連携エラーです。予測

ツールを再起動してください。

何らかの問題が発生し、CB Predictor
と Excel の間で情報がやりとりでき

なくなりました。

CB Predictor ウィザードを閉じ、再

起動してください。
または Excel を終了し、Excel と CB
Predictor を再起動してください。

または Windows を終了し、Windows,
Excel, CB Predictor を再起動してく

ださい。

Holt-Winters の加法型季節平滑法の

計算に、メモリを割り当てられませ
ん。データ系列の数を減らしてくだ
さい。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

Holt-Winters の積乗型季節平滑法の

計算に、メモリを割り当てられませ
ん。データ系列の数を減らしてくだ
さい。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

加法型季節平滑法の計算に、メモリ
を割り当てられません。データ系列
の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

加法型季節平滑法の最適なパラ
メータを自動設定することができ
ません。パラメータを指定してくだ
さい。

過去のデータに異常なパターンが
あるため、CB Predictor は加法型季

節平滑法の最適なパラメータを自
動計算することができません。

過去のデータを確認し、極端な値を
削除してください。 
あるいは［予測手法］タブでこの手
法をダブルクリックし、パラメータ
をユーザ定義してください。
あるいは［予測手法］タブでこの手
法のチェックを外してください。

季節性の周期が不正です。 季節性の周期に不正な値が入力さ
れました。

季節性のあるデータのパターンの
周期は、その系列のデータポイント
数の半数と 100 のうち、いずれか小

さい値以下の正の整数で指定しな
ければなりません。

［入力データ］タブで、値を確認し
てください。
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検定方法を一つ選ばなければなり

ません。R2 か F 検定、あるいはそ

の両方を選択してください。

ステップワイズ回帰では、少なくと
も一つの終了条件を選択する必要
があります。

R2 か F 検定を終了条件に選択して

ください。

誤差測度が選択されていません。
MAD, MAPE, RMSE のいずれかを

選択してください。

最も適合した手法を決定する方法
の指定に問題があります。

［予測手法］タブの［上級オプショ
ン］ボタンをクリックして、どれか
の誤差測度が選択されているか確
認してください。
エラーが解消しない場合はテクニ
カルサポートにご相談ください。

サイズは 20 ～ 400% の整数でなけ

ればいけません。

20～400%の整数以外のグラフサイ

ズが指定されました。

［プリファレンス］ダイアログの［グ
ラフサイズ］フィールドに正しい数
値が入力されているか確認してく
ださい。

削除の確率は追加の確率より 0.05
以上大きくなければいけません。

［変数削除の確率］フィールドの値
は、［変数追加の確率］フィールド
の値より 0.05 以上大きい必要があ

ります。

［変数削除の確率］または［変数追
加の確率］フィールドの値が正しい
か確認してください。

指定した範囲にデータが見つかり
ません。

空のセルが選択されたか、あるい
は、選択した範囲には日付列（行）
であるはずの最初の列（行）にのみ
データが含まれています。

データを選択し直すか、［入力デー
タ］タブで、［最初の列（行）は日
付］オプションのチェックを外して
ください。

指定した範囲に、予測するデータが
見つかりません。

［最初の列（行）は日付］を解除す
るか、データを選択し直してくださ
い。

選択した範囲にデータが含まれて
いません。

データを選択し直してください。

シングル移動平均法の計算に、メモ
リを割り当てられません。データ系
列の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

シングル移動平均法は、過去のデー
タポイント数の 50% 以上を予測す

ることはできません。［予測手法］タ
ブでこの手法をダブルクリックし

［期間］パラメータを過去のデータ
ポイント数の 50% 未満に減らして

ください。

過去のデータポイント数に適した
ポイント数を超えて予測しようと
しました。

シングル移動平均法のパラメータ
ダイアログを開き、［期間］を過去
のデータポイント数の 50% 未満に

してください。
あるいは、過去のデータを増やして
ください。
あるいは［予測手法］タブで、この
手法のチェックを外してください。

シングル指数平滑法の計算に、メモ
リを割り当てられません。データ系
列の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

メッセージ 原因 対処法
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1

シングル指数平滑法の最適なパラ
メータを自動設定することができ
ません。パラメータを指定してくだ
さい。

過去のデータに異常なパターンが
あるため、CB Predictor はシングル

指数平滑法の最適なパラメータを
自動計算することができません。

過去のデータを確認し、極端な値を
削除してください。 
あるいは［予測手法］タブでこの手
法をダブルクリックし、パラメータ
をユーザ定義してください。
あるいは［予測手法］タブでこの手
法のチェックを外してください。

少なくとも五つのデータポイント
が必要です。

時系列予測を行うには、予測手法に
かかわらず、五つ以上の実測データ
ポイントが必要です。
また、ホールドアウトポイントを除
外した後に5ポイント以上残ってい

る必要があります。

実測データポイントを五つ以上用
意してください。
五つ以上ある場合は、［上級オプ
ション］ダイアログの［予測テク
ニック］を確認してください。ホー
ルドアウトを指定しているときは、
ホールドアウトポイントの数を減
らすか、他のテクニックを使用して
ください。

積乗型季節平滑法の計算に、メモリ
を割り当てられません。データ系列
の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

積乗型季節平滑法の最適なパラ
メータを自動設定することができ
ません。パラメータを指定してくだ
さい。

過去のデータに異常なパターンが
あるため、CB Predictor は積乗型季

節平滑法の最適なパラメータを自
動計算することができません。

過去のデータを確認し、極端な値を
削除してください。 
あるいは［予測手法］タブでこの手
法をダブルクリックし、パラメータ
をユーザ定義してください。
あるいは［予測手法］タブでこの手
法のチェックを外してください。

ダブル移動平均法の計算に、メモリ
を割り当てられません。データ系列
の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

ダブル移動平均法は、過去のデータ
ポイント数の 33% 以上を予測する

ことはできません。［予測手法］タ
ブでこの手法をダブルクリックし

［期間］パラメータを過去のデータ
ポイント数の 33% 未満に減らして

ください。

過去のデータポイント数に適した
ポイント数を超えて、予測しようと
しました。

ダブル移動平均法のパラメータダ
イアログを開き、［期間］を実測デー
タポイント数の 33% 未満にしてく

ださい。
あるいは、実測データを増やしてく
ださい。
あるいは［予測手法］タブで、この
手法のチェックを外してください。

ダブル移動平均法を使うには、過去
のデータポイントが最低 6 個必要

です。過去のデータを増やすか、［予
測手法］タブでこの手法のチェック
を外してください。

6 個未満のデータポイントに対し

て、ダブル移動平均法が選択されま
した。

データポイントを6個以上に増やし

てください。
あるいは［予測手法］タブを開き、
この手法のチェックを外してくだ
さい。

メッセージ 原因 対処法
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ダブル指数平滑法の計算に、メモリ
を割り当てられません。データ系列
の数を減らしてください。

プログラムの制限により、すべての
過去のデータを一度に予測するこ
とができません。

一度に予測するデータ系列を少な
くしてください。

ダブル指数平滑法の最適なパラ
メータを自動設定することができ
ません。パラメータを指定してくだ
さい。

過去のデータに異常なパターンが
あるため、CB Predictor はダブル指

数平滑法の最適なパラメータを自
動計算することができません。

過去のデータを確認し、極端な値を
削除してください。 
あるいは［予測手法］タブでこの手
法をダブルクリックし、パラメータ
をユーザ定義してください。
あるいは［予測手法］タブでこの手
法のチェックを外してください。

データに大きすぎるか、小さすぎる
値が含まれています。

データ範囲に 1×1020 以上、あるい

は1×10−20以下の値が含まれていま

す。

1×1020以上か1×10−20以下の値を削

除してください。これらの値が必要
な場合は尺度を変更しなければな
りません。

データ範囲にエラーがあります。 選択したデータに何らかのエラー
が発見されました。 

選択したデータ範囲を確認し、通常
使用しない文字や値、あるいは式セ
ルを削除してください。

データ範囲に数値ではないデータ
を含んだセルが存在します。

指定したデータ範囲には、ヘッダや
日付以外に、一つ以上の不正な文字
を含んだセルがあります。

ヘッダや日付を含んでいる場合は、
［入力データ］タブの［最初の行（列）
はヘッダ（日付）］がチェックされ
ているか確認してください。
あるいは、実測データのヘッダや日
付以外のエリアに、数値以外の式や
文字が入力されていないか確認し
てください。

独立変数または従属変数がありま
せん。MLR を実行するためには回

帰変数を指定してください。

回帰を使用するには、少なくとも一
つの従属変数と独立変数が必要で
す。

［回帰変数］ダイアログを開いて、従
属変数と独立変数をそれぞれ一つ
以上指定してください。

不明なエラーが発生しました。 メッセージが用意されていない問
題が発生しています。

テクニカルサポートに、エラーが発
生した状況をご説明ください。

ペースト範囲が不正です。 Step 9 の［セルに予測をペーストす

る］では、セルかセル範囲を指定し
なければなりません。

たとえば“F6”というようにセルを

指定するか、“H1:H5”というように

セル範囲を指定してください。

予測手法が選択されていません。
［予測手法］タブで手法を選択して
ください。

［予測手法］タブで、一つも手法が
選択されていません。

［予測手法］タブを開き、データを
予測する手法を少なくとも一つ選
択してください。

手法のパラメータは 0.001 ～ 0.999
で設定してください。

予測手法のパラメータのどれかに、
不正な値が入力されました。

すべてのパラメータ（a , b , g）が

0.001～0.999であることを確認して

ください。

メッセージ 原因 対処法
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予測する期間数は 1～ 100 の整数で

指定してください。

予測する期間数に、不正な値が入力
されました。ゼロ、負の数、小数、
100 を超える値などが指定されてい

ます。

［出力］タブを開き、1 ～ 100 の整数

で正しい期間数を指定してくださ
い。

ラグの値が選択されたデータ量に
対して大きすぎるか、あるいは小さ
すぎます。

［ラグ］フィールドの値が、データ
に合っていません。ラグの値は正の
整数で、かつその系列のデータポイ
ント数の 3 分の 1未満にしなければ

なりません。

ラグの値が系列のデータポイント
数の 3分の 1 未満の正の整数になっ

ているか確認してください。

ラグの値が不正です。 ［ラグ］フィールドに不正な文字列
が入力されました。ラグは正の整数
でなければなりません。

正の整数を入力してください。

リードまたはホールドアウトはゼ
ロより大きく、データポイント数の
25% 未満でなければなりません。

［単純リード］、［重み付きリード］、
［ホールドアウト］のいずれかの
フィールドに不正な数値が入力さ
れました。

データポイント数の 25% 未満の正

の整数を入力してください。

メッセージ 原因 対処法
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概要

このマニュアルで使用している CB Predictor

や Crystal Ball に特有の用語や統計用語を解

説します。



用語辞典

Crystal Ball

米国ディシジョニアリング社（日本語版は株式会社構造計画研究所）が

開発した Excel 用のリスク分析アドイン。

Crystal Ball の予測

スプレッドシートモデルに定義された仮定を元にしてシミュレートされ

た予測の統計サマリ。Crystal Ball は予測をグラフや数値として出力しま

す。

DES

ダブル指数平滑法。

F（検定）統計量

重回帰式の全体的な有意性を検定します。

Holt-Winters の加法型季節平滑法

あるデータ系列を季節性、傾向と周期、誤差という成分に分けてそれぞ

れの値を決定し、それらを将来に投影して再構成することによって、一

つの予測を作成します。

Holt-Winters の積乗型季節平滑法

時間に対して増加あるいは減少する積乗型の季節性の影響を扱います。

この手法は Holt-Winters 加法型手法に似ています。

Holt ダブル指数平滑法

ダブル指数平滑法に似ていますが、この手法では 2 回目の平滑化プロセ

スで、1 回目とは異なる平滑化定数を使用します。

HyperCasting

回帰式の作成と独立変数の予測、さらにその予測を回帰式に代入して従

属変数を予測するという一連の操作を一つのステップで行う CB

Predictor の回帰機能。

MAD

平均絶対偏差。実測データポイントと適合データポイントの間で、正の

誤差と負の誤差が相殺されないように、各ペアの差の絶対値をとって平

均する誤差統計量です。
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MAPE

平均絶対パーセント誤差。実測データポイントと適合データポイントの

間で、正の誤差と負の誤差が相殺されないように、各ペアの差の絶対値

をとり、その絶対値の実測値に対する比を平均した相対誤差測度です。

複数の時系列モデル間で予測の精度を比較することができます。

p 

あるデータに計算された F 統計量や t 統計量より大きな F 統計量や t 統
計量を得る確率。

R2

回帰式によって説明された従属変数の誤差と実際の誤差の比を表す決定

係数。

RMSE

平均自乗誤差の平方根。実測データポイントと適合データポイントの間

で、正の誤差と負の誤差が相殺されないように各ペアの差を 2 乗し平均

する絶対誤差測度です。大きな誤差を誇張する傾向があるので、ある

データ系列に適用した複数の手法を比較するときに役立ちます。

SES

シングル指数平滑法。

SSE

自乗誤差和。回帰直線と実測データ間の誤差を表す統計量で、最小自乗

法で回帰係数を推定するときにはこの統計量が使用されます。

SVD

特異値分解。

t 統計量

従属変数と任意の独立変数の関係の有意性を、他の独立変数が存在する

状態で検定した統計量。

因果関係法

独立変数の一つの変化が従属変数の特定の増加または減少に相当するだ

けではなく、実際の増加や減少の原因をなす場合の、これら二つの変数

間の関係。

重み付きリード

いくつかの異なる期間数を隔てた実測値と適合値の平均誤差を最小にす

るように予測パラメータを最適化する予測の種類。
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回帰

ある従属変数を他の説明変数（独立変数）の関数としてモデリングする

プロセス。

仮定

Crystal Ball でシミュレーションを行うスプレッドシートモデルで、予測

の前提となる変数。仮定セルにはCrystal Ballの確率分布を定義します。

季節性

あるデータ系列で季節成分が原因となる変化。たとえば、クリスマスと

夏季に売上が伸びるなら、そのデータには 6ヶ月周期の季節性がありま

す。

傾向

時系列データの長期的な増加または減少。

誤差

実測データ値と予測データ値の差。

最小自乗法

ある直線がデータ集合にどの程度適合しているかを測定する手法。各実

測データポイントと直線の距離を測定し、それぞれの距離の 2 乗値を合

計して求めます。最小の自乗偏差をもつ直線が最も適合しています。

時系列

等しい幅をもつ時間間隔の順に並べられた値集合。

自己回帰

独立変数で従属変数を説明するのではなく、データ系列自身の過去の値

を使って説明する回帰手法。

自己相関

一つのデータ系列の異なる期間の関係または相関。

自動入力機能

Excel ワークシートに入力された実測データ範囲を自動的に識別して設

定する CB Predictor の機能。データの入力方向（横方向または縦方向）

やデータのセル範囲だけではなく、データ範囲に含まれるヘッダや日付

も検知します。

この機能を使用するためには、CB Predictor ウィザードを起動する前

に、そのデータ範囲に含まれる一つのセルを選択してください。
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修正済 R2

データの自由度を加味して R2 を補正した回帰統計量。

重線形回帰

線形回帰の一つで、ある従属変数を複数の独立変数の線形関数として表

します。

従属変数

重回帰において、他のデータ系列に依存するデータ系列あるいは変数。

このような依存関係がある場合、CB Predictor は重回帰を使って従属変

数を予測します。

自由度

予測に使ったデータポイント数から、導いた式のパラメータ（係数）の

個数を引いた値。

シングル移動平均法

直前の数期間の平均を将来に投影することで、実測データを平滑化しま

す。CB Predictor は平均する最適な期間数を自動的に計算します。

シングル指数平滑法

過去になるにつれて指数的に減少する重みを使って、実測データのすべ

てに重み付けをします。つまり、通常はデータが最近のものであるほど

大きい重みを与えます。この手法は、移動平均法や割合変化モデルが

もっている欠点の大部分を解消します。

線形回帰

ある変数を他の一次の説明変数の関数としてモデリングするプロセス。

2 乗、3 乗といった高次の項を必要とする曲線を直線に近似します。

線形式

線形の項のみで成り立つ式。線形式には累乗の変数や、変数同士をかけ

合わせた項は含まれません。

ダービン＝ワトソン

1 階のタイムラグの自己相関を検定します。

ダブル移動平均法

実測データ集合の移動平均を表すデータ上で移動平均を行い、実測デー

タを平滑化します。
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ダブル指数平滑法

シングル指数平滑法を二度（最初に実測データ、次にシングル指数平滑

化データ）適用します。実測データ系列に変動があるときに便利です。

単純予測

最近のデータだけを使い、最小の努力で獲得される予測。たとえば、最

後のデータポイントから次の期間を予測します。

超平面

3 次元以上の幾何平面。

特異値分解

ある回帰式の係数の方程式群を解く手法。

独立変数

他のデータ系列や変数に影響を与えるデータ系列または変数。このよう

な依存関係がある場合、CB Predictor は重回帰を使って従属変数を予測

します。

反復ステップワイズ回帰

一度に一つの独立変数を重回帰式に追加または削除する回帰手法。

ピボットテーブル

Excel の対話型テーブル。行や列を移動したり、ピボットデータにフィ

ルタをかけることができます。

フォワードステップワイズ

最も有意な独立変数から、一度に一つの独立変数を重回帰式に加えてい

く回帰手法。

部分 F 統計量

既存の重回帰式における特定の独立変数の有意性を検定します。

平滑化

極端なデータを排除し、データのランダム性を減らして、滑らかな傾向

を推定すること。

変数

回帰ではデータ系列を変数とも呼びます。
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ホールドアウト

除外したデータと予測値の間の誤差を最小にするように予測パラメータ

を最適化します。CB Predictor は予測パラメータを計算するために除外

データを使いません。

予測

変数の値をその変数や他の関連する変数の実測値に基づいて予想するこ

と。予測はまた、スプレッドシートモデルでのCrystal Ballの予測や、専

門的な判断に基づいた予測を表すこともあります。

ラグ

あるデータ系列とそれ自身を比較するときの隔たり。時系列データの自

己相関では、比較する期間の隔たりを指します。

リード

指定した期間数を隔てた実測値と適合値の間の誤差を最小にするように

予測パラメータを最適化する予測の種類。

レベル

予測の開始ポイント。傾向がないデータ集合に対しては、レベルは y 切

片と等値です。
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