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1

はじめに

Crystal Ball は、さまざまな意思決定を支援する予測とリスクマネジメン

トのプログラムです。Crystal Ball のシミュレーション機能は、以下のよ

うな問題解決に役立ちます。

• この施設を予算内で建てることができるか

• どうしたら有利な立場に立つことができるか

• プロジェクトをスケジュールどおりに完了させるにはどのようにし

たらよいか

Crystal Ball はとても使いやすいプログラムです。他のこの種のソフト

ウェアのようにわかりにくい画面や言語を使う必要はありません。

Crystal Ball では、表計算ソフトウェアで作成したスプレッドシートがシ

ミュレーションの基礎になります。

Crystal Ball は、モンテカルロ・シミュレーション技術を使って、与えら

れた状況の下で起こり得る結果を予測します。また、結果の信頼度（結

果が指定した範囲に収まる確率）を示すことができるため、ある結果が

発生する可能性を数値的に知ることができます。

対象ユーザ
Crystal Ball は、意思決定を行う人のためのソフトウェアです。新しい市

場の可能性を分析する実業家から、科学的な実験や仮定を考え出す科学

者まで、これまでにさまざまな分野のユーザに利用されてきました。

Crystal Ball はスプレッドシートを利用している幅広い分野のユーザにお

使いいただけるようにデザインされています。

Crystal Ball をフルに活用するために、統計学やコンピュータの高度な知

識は必要ありません。ただし、パソコンの基本操作やスプレッドシート

を扱う技術は必要です。

必要なシステム
Crystal Ball 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。Crystal Ball 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。
Crystal Ball ユーザマニュアル 1



Introduction はじめに
また、これらに関する 新の情報については、以下の構造計画研究所

Crystal Ball 製品ウェブサイトを参照してください。

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

Crystal Ball ドキュメントの構成

Crystal Ball ドキュメントは、Crystal Ball フォルダの Docs サブフォルダ

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

7\Docs）にすべてインストールされます。以下のいずれかの方法で、

これらのドキュメントを開くことができます。

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

→［ドキュメント］を選択します。

• Crystal Ball を起動して、Excel のメニューから［ヘルプ］→［Crystal

Ball］→［Crystal Ball マニュアル］を選択します。

Crystal Ball ドキュメントは次のように構成されています。

･ Crystal Ball インストール＆ライセンス認証ガイド 

Crystal Ball のインストールとライセンス認証の方法について説明し

ます。

･ Crystal Ball スタートガイド 

Crystal Ball になじみのないユーザのために、Crystal Ball の概略を説

明し、その上で、チュートリアルを通じて基本的な機能や操作方法

を学習していただきます。

･ 工程能力分析ガイド

シックスシグマ、DFSS（Design for Six Sigma）、リーン方式や他の

類似した品質管理プログラムを利用しているユーザに対して、

Crystal Ball の工程能力機能について説明します。ガイドにはチュー

トリアルやその他の情報が含まれます。

･ Crystal Ball ユーザマニュアル

このマニュアルです。Crystal Ball を使いこなすのに必要な詳細を説

明します。

･ CB Predictor ユーザマニュアル

CB Predictor の使用方法を説明します。CB Predictor は、過去の時系

列データから将来の値を予測するソフトウェアです。Crystal Ball

Professional をご利用のユーザにお使いいただけます。
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･ OptQuest ユーザマニュアル

OptQuest の使用方法を説明します。OptQuest は、スプレッドシート

モデルに 適な結果をもたらす意思決定変数の値を探索するソフト

ウェアです。Crystal Ball Professional をご利用のユーザにお使いいた

だけます。

･ Crystal Ball Developer Kit ユーザマニュアル

Crystal Ball Developer Kit の使用方法を説明します。Excel のメニュー

から［ヘルプ］→［Crystal Ball］→［Developer Kit］を選んで開くこ

とができます。Developer Kit は、Crystal Ball シミュレーションのコ

ントロールを自動化するためのツールです。Crystal Ball Professional

をご利用のユーザにお使いいただけます。

･ Crystal Ball リファレンスマニュアル 

Crystal Ball で使用する統計量の説明、確率分布の式、メニュー構成、

デフォルトの設定値などを説明し、Crystal Ball ユーザマニュアルを

補完します。

このマニュアルの構成
このマニュアルは次のように構成されています。

･ 第 1 章 － Crystal Ball とは

Crystal Ball をざっと紹介する章です。まず、Crystal Ball というソフ

トウェアが何をし、それによって何ができるのかを説明します。次

に、Crystal Ball を使用してよりよい意思決定を行うために 低限必

要となる、基本的な予測作業のステップを紹介します。また、Crystal

Ball の起動と終了の方法、メニュー構成、ツールバーのアイコンに

ついて説明します。

･ 第 2 章 －仮定の定義と 分布のメンテナンス

Crystal Ball シミュレーションの 重要の入力項目である「仮定」の

定義方法を詳細に説明します。また、章の後半では、［分布一覧］ダ

イアログのカスタマイズを取り上げます。これは、特に Crystal Ball

を頻繁に利用するユーザや、グループで作業するユーザが、定義作

業を効率化したいときに役立ちます。

･ 第 3 章 －意思決定変数、予測の定義と モデルのメンテナンス

Crystal Ball モデルの要素として、仮定セルのほかに意思決定変数セ

ルと予測セルがあります。この章ではこれらの定義方法を説明しま

す。また、仮定、意思決定変数、予測という三つの Crystal Ball セル

のメンテナンスや、Crystal Ball モデルの保存と読み込みの方法を説

明します。
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･ 第 4 章 －シミュレーションの実行

この章では、まず、Crystal Ball シミュレーションの概要を説明し、

続いて、シミュレーションの設定から実行、結果の保存や読み込み

という、シミュレーション自体に関連する一連の作業を順を追って

説明します。 後に、シミュレーションの前後や実行中にユーザ定

義マクロを走らせる方法を説明します。

･ 第 5 章 －予測ウィンドウの利用と Crystal Ball グラフの設定

予測グラフを使ってシミュレーション結果を分析する方法と、すべ

ての Crystal Ball グラフに共通するカスタマイズ方法、管理方法を説

明します。

･ 第 6 章 －多彩なグラフを利用した分析の拡張

第 5 章の予測グラフによる分析に加えて、さらに深い分析をするた

めに役立つ 4 種類のグラフ、重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフ、

仮定グラフについて説明します。

･ 第 7 章 －レポートの作成とデータの出力

Crystal Ball シミュレーションの 終段階として、レポートの作成が

あります。Crystal Ball のレポートは、報告書やプレゼンテーション

の資料として使用することができます。また、シミュレーション結

果を出力して他のアプリケーションで使用することもできます。こ

の章ではこれらの方法を説明します。

･ 第 8 章 － Crystal Ball ツール

Crystal Ball ツールは、Crystal Ball の機能性を拡張する Visual Basic プ

ログラム群です。この章では、七つの Crystal Ball ツールを紹介しま

す。

･ 付録

･ Ａ －確率分布の選択

確率分布について説明します。仮定に定義する確率分布の選択

で迷ったときに参照してください。また、確率分布の切り取り、

確率分布関数について説明します。

･ Ｂ －シミュレーション効率 / 相関の制限事項

Crystal Ball のパフォーマンスを改善したいときに必要になる知

識として、シミュレーションの精度と実行速度について説明し

ます。また、相関の設定に関する制限事項を説明します。

･ Ｃ － 高速モード

Crystal Ball Professionalで利用できる 高速モードについて説明

します。 高速モードを使うと、通常モードに比べて 高 100

倍までシミュレーション速度が上がります。
4  Crystal Ball ユーザマニュアル



1

･ D －工程能力分析機能

Crystal Ball はシックスシグマ、 DFSS（Design for Six Sigma）、

リーン方式といった品質改善手法の実践を支援する工程能力分

析機能を備えています。 この付録では、 この機能を利用する方

法を順を追って説明します。

･ 参考文献

Crystal Ball、リスク分析、シミュレーション、統計などに関連する

参考文献を紹介します。

･ 用語辞典

このマニュアルで使われているCrystal Ball特有の用語や統計用語に

ついて説明します。

･ 索引

50 音順の項目リストです。

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

［ ］で囲まれたフレーズは、メニュー、ダイアログ、ダイアログ内の

フィールドやボタンなどを示します。“ ”で囲まれた数値や文字列

は、主にダイアログのフィールドや Excel ワークシートなどにユーザが

入力する数値や文字列です。

［ ］で囲まれたメニューが「→」で区切られている場合は、記載順に

メニューを選択することを示します。たとえば、次の例では［ファイ

ル］メニューから［終了］を選択します。

［ファイル］→［終了］

また、以下のように欄外にアイコンが付記されている場合は、そのアイ

コンをクリックすれば直接メニューを選択することができます。

［定義］→［仮定の定義 ］

< > で囲まれている文字はキーボードのキーを表します。複数のキーを

同時に押すときは「＋」でつないで表記し、同時にではなく連続して

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

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

を押しながら c キーを押し、次に N キーを押すことを表します。
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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。

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

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　Crystal Ball ツール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。

＜ OptQuest メモ＞　OptQuest 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。

＜ Windows メモ＞　Microsoft Windows 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すべての画面は、Windows XP が稼動する

コンピュータ上で Excel 2000 を使い、シード値を 999 としてシミュレー

ションを実行した結果です。システムによって切り捨ての基準が異なる

ため、マニュアルに記載された計算結果は実際のものと異なる場合があ

ります。

ヘルプの利用
Crystal Ball の使用中、わからないことができたら、オンラインヘルプを

利用することができます。オンラインヘルプを開く方法は以下のように

いくつかあります。

• 現在使っているダイアログ内の［ヘルプ］ボタンをクリックします。

• Excel の Crystal Ball ツールバーにある［ヘルプ］ボタンをクリック

します。

• Excel のメニューバーから、［ヘルプ］→［Crystal Ball］→［Crystal

Ball ヘルプ］を選びます。
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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、Crystal Ball を有効に利用していただくため

のヒントを提供します。

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

イル］を選ぶか、Windows のスタートメニューから［プログラム］→

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

選び、サンプルガイドからファイルを選択することができます。サンプ

ルガイドは、ファイルの概要・業種・適用分野・適用製品・機能などを

簡単に紹介しています。

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

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

フォルダを開き、そこから選ぶこともできます。

多くのサンプルモデルは、一連のマニュアルの中でチュートリアルや事

例として使用されますが、マニュアルから言及されないモデルもありま

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
Crystal Ball を効果的にご利用いただくため、弊社では以下のようなユー

ザサポートを行っています。
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テクニカルサポート

Crystal Ball 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。
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Chapter

第 1 章

Crystal Ball とは



概要

この章では、まず、Crystal Ball というソフ

トウェアが何をし、それによって何ができ

るのかを説明します。次に、Crystal Ball を

使用してよりよい意思決定を行うために

低限必要となる、基本的な予測作業のス

テップを紹介します。

また、Crystal Ball の起動と終了の方法と、

メニュー構成、ツールバーのアイコンにつ

いて説明します。

Crystal Ball の特徴や使用方法を素早く理解

していただくためには、“Crystal Ball スター

トガイド”が 適です。特に Crystal Ball に

慣れていないユーザは、この章だけではな

く、“Crystal Ball スタートガイド”のチュー

トリアルを体験するとよいでしょう。

Crystal Ball を使った予測作業の全体像をつ

かんだ上で、このマニュアルの第 2 章以降

に進むことをお勧めします。
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Crystal Ball とは

Crystal Ball は、スプレッドシートモデルに対してシミュレーションを実

行することで経営者や分析者などの意思決定者を支援する分析ツールで

す。シミュレーションの結果である予測により、リスクが量的に明らか

になり、意思決定者はこれらの情報を吟味することで賢明な意思決定が

できます。

Crystal Ball を利用する際の基本的なプロセスは以下のようになります。

1. 不確実なシナリオを反映したモデルを構築する

2. それに対してシミュレーションを実行する

3. シミュレーション結果を分析する

このユーザマニュアルは、これらの主要な作業にうまく対応できるよう

に構成されています。p.16 “Crystal Ball を使った予測作業のステップ”

では、これらの作業をもう少し細かく分解し、マニュアルの対応箇所を

示しています。

さて、Crystal Ball や他のリスク分析ツールを利用した経験のないユーザ

は、「モデル」や「リスク」という用語にぴんとこなかったかもしれま

せん。あるいは、それらの言葉は知っていても、Crystal Ball がどのよう

にしてリスク分析を行うのかを知りたいユーザもいるかもしれません。

そこで、以下のセクションで、リスク分析やモデリングについて簡単に

説明します。Crystal Ball や関連ツールを使い、どのようにしてリスクを

小化し、成功を勝ち取るかを理解してください。

リスク、リスク分析とは
リスクとは損失や損害など望まれざる出来事（痛み）が発生する可能性

のことで、一般に、リスクは不確実性と関連があります。たとえば、来

月の売上がある数字を上回ったら（望まれる出来事）在庫が減り、在庫

があまりに減れば出荷が遅れ（望まれざる出来事）、出荷の遅れが顧客離

れ（痛み）を引き起こし…、このようになる可能性がリスクだといえま

す。不確実性とリスクが増大すると、意思決定は難しくなります。

リスクを分析するときに心に留めておかなければならないこととして、

以下の二つがあります。

• どこにリスクがあるのか

• そのリスクはどれほど重要か

スプレッドシートモデル

現実のシステムや仮想のシステ
ム、あるいは依存関係群を表現し
たスプレッドシート。

シミュレーション

実世界のシステムを、それを模倣
することによって分析する手法。
とりわけシステムが数学的に複雑
なために、あるいは再現すること
が困難なために他の分析手法を使
用することができない場合には、
特に有効な分析手法になります。

予測

スプレッドシートモデルの仮定を
数学的に組み合わせた統計量のサ
マリ。予測はそのモデルに対して
起こり得る結果の度数分布とし
て、グラフまたは数値として出力
されます。

リスク

いくつかの事象や意思決定の結果
における不確実性により、望まれ
ざる出来事が発生する可能性。
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何らかの変化があれば、その変化の良し悪しにかかわらず、多少なりと

もリスクは発生します。リスクを分析し始めると、おそらく膨大な種類

の潜在リスクが明らかになっていくはずです。超過コスト、在庫切れ、

将来の売上、市場調査の結果、好みの変化、予想外の需要、賃金の変

化、行政の動向、M&A、新法や規制の制定 …。

さまざまなリスクを挙げたら、モデルを利用してそれらを定量化しま

す。リスクを定量化することは、そのリスクが発生する可能性や、そう

なったときのコストを決定するということです。それによって本当に把

握しなければならないリスクを絞り込むことができます。

たとえば、スケジュールに間に合わない可能性が25%あり、それにより

自腹で 1 万円のペナルティを支払わなければならないとき、それは把握

しておくべきリスクに挙げられるかもしれません。一方、ペナルティが

10 万円でも、間に合わない可能性が 5% であれば、無視してよいケース

だってあり得るでしょう。

ある結果が起きる確実性を知ることがモデル分析の目標となることがよ

くあります。リスク分析とは、モデルを使って値の変化が結果に与える

影響を確かめることです。

リスク分析から導かれるものとして以下が挙げられます。

• あらゆるシナリオにすばやく答えを出すことで、過剰分析による感

覚の麻痺を防ぎ、よりよい意思決定を支援する

• 結果に与える影響が も大きい変数を特定することができる

• モデルに存在する不確実性を明らかにし、よりよいリスクの伝達を

導く

モデルとは
Crystal Ball は（Excel で作成した）スプレッドシートモデルと一緒に働

きます。作成したスプレッドシートがスプレッドシートモデルであるか

どうかは、そのスプレッドシートに収められている情報の種類や使い方

によって決まります。

データの羅列からモデルへ

販売データ、在庫データ、財務データといったデータを入力したスプ

レッドシートがあるとしましょう。単にデータを保存しておくためだけ

にこのスプレッドシートを利用しているのなら、モデルが含まれている

ことにはなりません。仮に式を使ってデータの縦計、横計などをとって
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いたとしても、それはシミュレーションに使うことのできるスプレッド

シートモデルではありません。

スプレッドシートモデルとは、単にデータを集めただけのワークシート

から分析ツールへと大きなステップアップをしたスプレッドシートのこ

とです。モデルには、入力変数と出力変数の関係が、データ、式、そし

て関数の組合せを使って表現されています。モデルにセルを加えていく

に従って、現実のシステムや状況の振る舞いを的確に表すようにモデル

は進化します。

従来型のスプレッドシート分析

スプレッドシートモデルが用意できたとしましょう。モデルの一つひと

つの変数に対して「その変数の値はどれほど信頼できるのだろうか」、「将

来も変わらないのだろうか」、「値は 良の予測値、あるいは確定した値

なのだろうか」と考えてみてください。すると、かならずしも正確では

ない変数がモデルに含まれていることに気づくでしょう。

おそらく、正確ではない理由は「値がまだ決まっていない」（たとえば今

月の販売実績）とか、「値が変動し得る」（たとえば製品一つひとつに要

するコスト）といったものでしょう。このような特定の値に関する知識

の不足、あるいは値の変動に関する知識の不足は、そのモデルの不確実

性の要因になります。

従来型のスプレッドシート分析では、このような不確実性を次のいずれ

かの方法で解決しようとしています。

• 尤未来法

• シナリオ分析

• What-if 分析

尤未来法

不確実な変数に対して、 もありそうだと思われる値（統計用語でいう

尤値）を使います。 尤未来法は、手軽さという点では 高の方法だ

といえますが、大きな誤解を招き得る方法でもあります。二つの例を挙

げましょう。

この方法で推定した深さが 1m だという川を安心して渡ることができま

すか？  自宅から平均 10 分で 寄駅のプラットフォームに着くとして、

発車時刻の 10 分前に家を出たらどうなりますか？  後者の例では、電車

に乗る 2 回に 1 回は乗り遅れることになるでしょう。
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シナリオ分析

シナリオ分析では、 良の場合、 悪の場合、 もありそうな場合とい

う三つのシナリオを計算するのが普通です。この方法を使えば、結果の

範囲を示すことができます。しかし、ある結果になる確率まではわかり

ません。

What-if 分析

What-if 分析はシナリオ分析をベースにし、考えつくだけの多くのシナ

リオを計算します。売上もコストも 悪の場合はどうか、売上は 高で

もコストが 悪ならどうか、売上は平均的でコストが 高ならどうか、

売上もコストも平均的ならどうか …。

想像できるとおり、この作業にはきわめて多くの時間が必要です。そし

て、そこから導かれる結果も膨大なデータになります。しかし、膨大な

数の結果がそれぞれどれほどの確率で起こるのかは、相変わらずわから

ないままです。

Crystal Ball を使ったリスク分析

スプレッドシートだけを使って正確な予測をしようとしても、次のよう

な限界があります。

• スプレッドシート上で一度に変更できるセルはたった一つです。そ

のため、可能性のある結果の全範囲を考察することは不可能です。
リスクの量を現実的に判定することはできません。

• What-if 分析の結果は単一の値における結果でしかなく、特定の結果

に到達する確率を示すことはできません。つまり、何が起こり得る

のかはわかりますが、それが起こる可能性はわかりません。

スプレッドシートをベースに使ったシミュレーションの一つの種類とし

て、モンテカルロ・シミュレーションがあります。モンテカルロ・シ

ミュレーションは、不確実な変数に、ランダムに生成された値を割り当

てることを繰り返して、モデルをシミュレートする手法です。

モンテカルロ・シミュレーションは、カジノなどの歓楽施設で有名なモ

ナコの都市、モンテカルロにちなんでつけられた名称です。ルーレット

やサイコロ、スロットマシンのような確率のゲームに、ランダムな挙動

が存在するためです。これらのゲームにおけるランダムな挙動は、モン

テカルロ・シミュレーションがモデルをシミュレートするときに変数値

をランダムに選択するのと似ています。

モンテカルロ・シミュレーション

スプレッドシートモデルの不確実
性の影響を、乱数を使って測定す
るシステム。
14 Crystal Ball ユーザマニュアル 
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サイコロを振ると 1, 2, 3, 4, 5, 6 のどれかの目が出ることは誰でも知って

いますが、ある試行でどの目が出るかを言い当てることはできません。

このことは、値の範囲はわかっていても、あるときの値は特定できない

変数（たとえば、利益率、必要な作業人数、株価、在庫、1 時間あたり

の電話の呼出し数）でも同じです。

確率分布と仮定

シミュレーションに含まれるそれぞれの不確実な変数に対して、確率分

布を使って起こり得る値を定義します。シミュレーション中 Crystal Ball

は不確実な変数の値を確率分布から何度も拾ってきて、対応するセルに

埋め込むことで多数のシナリオを計算します。一般にCrystal Ballシミュ

レーションは、数百回数千回ものシナリオを数秒で計算します。

Crystal Ball では、シナリオへの入力である不確実な変数は仮定と呼ばれ

ます。このようなセルを仮定セルとして定義します。仮定や確率分布に

ついては、p.23 “仮定と確率分布”を参照してください。

予測

Crystal Ball では、シナリオからの出力を予測と呼びます。通常、総売

上、純利益、総コストなどが予測として定義されます。Crystal Ball はシ

ミュレーション中、各シナリオ（試行）から得られた予測値をすべて保

存します。

Crystal Ball が保存する予測値は予測グラフに表示されます。予測グラフ

は予測値の度数分布を表します。デモモード（Crystal Ball のデモンスト

レーションを行うときなどに使用する、スローモーションのシミュレー

ション）でシミュレーションを実行すると、シミュレーションが進むに

つれて結果が安定し、滑らかなグラフになる様子を見ることができます。

数百回数千回の試行の後、一連の予測値やその統計量（平均値など）、予

測値がある値範囲に含まれる確率（信頼度）を確認することができます。

これらについては第 5 章で詳しく説明します。

信頼度

シミュレーションから得られる数多くの予測値から、それらがある値範

囲（信頼区間）に収まる確率を計算することができます。Crystal Ball で

は、この確率を信頼度と呼びます。

予測値が－∞と＋∞の間に収まる確率はもちろん 100% です。たとえば

総利益を予測するシミュレーションでは、予測値が 0 以上になる確率

（黒字になる確率）を知りたいかもしれません。このようなときに信頼

度を使います。

確率分布

起こり得るすべての事象とその実
現確率を表す分布。

仮定

スプレッドシートモデルに対する
入力値。確率分布を使ってその不
確実性を表します。

予測

スプレッドシートモデルの仮定を
数学的に組み合わせた統計量のサ
マリ。予測はそのモデルに対して
起こり得る結果の度数分布とし
て、グラフまたは数値として出力
されます。

信頼度

信頼区間に含まれる予測値の個数
を全範囲の個数で割った値。予測
値が信頼区間に収まる確率を表し
ます。
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あるプロジェクトを実施するか否かの意思決定に迫られているとしま

しょう。このとき、そのプロジェクトを実施した場合の損益を Crystal

Ballで予測し、たとえば 45%以上の確率で利益が得られるなら実施を決

断するというような、可能性を定量化した形での意思決定を行うことが

できます。

モンテカルロ・シミュレーションの利点

Crystal Ball はモンテカルロ・シミュレーションを使って、スプレッド

シートの限界を克服します。

• スプレッドシート上で、不確定なセルのそれぞれに起こり得る値の

範囲を設定することができます。言い換えると、各仮定に関してわ

かっているすべての情報を一つのセルに記述することができます。

たとえば、将来の事務所経費を試算するのに、電話代を「月に 30 万

円」とするのではなく、「月に 25 万～ 35 万円」と指定することがで

きます。Crystal Ball はシミュレーションにこの値範囲を使います。

• Crystal Ball はモンテカルロ・シミュレーションを使い、仮定に従っ

てシミュレーションを行います。そして、起こり得る結果の全範囲

と、それらの各々が実現する見込みをグラフに示します。

Crystal Ball は各シナリオに対する結果を自動的に記憶していきます。

Crystal Ball を使った予測作業のステップ

Crystal Ball を使ってシミュレーションを実行し、予測結果を分析するま

での作業ステップを簡単に説明します。詳細については、マニュアルの

各章をご覧ください。

1. Excel で、スプレッドシートモデルを作成します。モデルではデー

タや式を使って、分析したい状況を表現してください。

この作業には、p.12 “モデルとは”や、“Crystal Ball スタートガイ

ド”の第 2 章のチュートリアルが役に立ちます。

2. Crystal Ball を起動します。

Excel の起動と同時に Crystal Ball を起動している場合は必要ありま

せん。そうでない場合は、p.17 “Crystal Ball の手動起動”を参照し

てください。

3. スプレッドシートモデルを読み込みます。

仮定

スプレッドシートモデルに対する
入力値。確率分布を使ってその不
確実性を表します。
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4. Crystal Ball で、仮定セルと予測セルを定義します。分析の目的に

よっては意思決定変数セルも定義します。

この作業については、第 2 章、第 3 章を参照してください。

5. 実行するシミュレーションに合わせて、実行プリファレンスを設定

します。

この作業については、第 4 章を参照してください。

6. シミュレーションを実行します。

この作業については、第 4 章を参照してください。

7. Crystal Ball の予測結果を分析します。

この作業については、第 5 章を参照してください。

8. CB Predictor、OptQuest を検討し、必要に応じて利用します。

CB Predictor は過去の時系列データから将来の値を予測するソフト

ウェア、OptQuest はスプレッドシートモデルに 適な結果をもたら

す意思決定変数の値を探索するソフトウェアです。これらは Crystal

Ball Professional をお使いのユーザにご利用いただけます。機能や使

用方法については、それぞれのユーザマニュアルをご覧ください。

9. Crystal Ballの多彩な機能をフルに利用して予測作業を仕上げます。

“Crystal Ball スタートガイド”の第 2 章のチュートリアルは、Crystal

Ball を使う予測作業の 終ステップまでを体験するのに 適です。

特に Crystal Ball に慣れていないユーザは、一度チュートリアルを体

験することをお勧めします。

不明点などの解決には、サポート（p.7 を参照）を利用することもお

考えください。

Crystal Ball の起動と終了

Crystal Ball の手動起動

現在 Excel が起動しているか起動していないかにかかわらず、以下のよ

うに操作すると Crystal Ball が起動します。

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

7］→［Crystal Ball］を選択します。

Excel とともに Crystal Ball が起動します。すでに Excel が開いてい

る場合は、新しい Excel のウィンドウが開いて、そこで Crystal Ball

が起動します。

仮定セル

仮定として定義されたスプレッド
シートモデル上の数値セル。

予測セル

予測として定義されたスプレッド
シートモデル上のセル。通常は仮
定セルへの参照を含んだ式セルを
予測として定義します。

意思決定変数セル

ユーザがコントロールすることが
できる値あるいは変数を含んだセ
ル。このセルには数値を入力して
ください。式や文字を含むことは
できません。
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Crystal Ball の自動起動

常に Excel といっしょに Crystal Ball を起動させるように設定することが

できます。

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

7］→［アプリケーションマネージャ］を選択します。

2.［Excel と同時に Crystal Ball 7 を起動します］をチェックします。

3.［OK］ボタンをクリックします。

Crystal Ball の終了

Crystal Ball を終了する前に、必要に応じて［実行］→［シミュレーショ

ンのリセット］を選択してモデルをリセットし、ワークシートを保存し

てください。

Crystal Ball は以下のいずれかの方法で終了します。

• Windows のタスクバーにある Crystal Ball アイコンを右クリックし

て、［閉じる］を選択します。

• Excel を終了します。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball アイコンを使用する方法は、管理
者権限をもつユーザしか使うことができません。

Crystal Ball メニューとツールバー

Crystal Ball メニュー

Crystal Ball を起動すると、Excel のメニューバーに以下の Crystal Ball メ

ニューが現れます。

定義 仮定 / 意思決定変数 / 予測セルの定義や選択、データのコ

ピー / ペースト / 消去、セルプリファレンスの設定を行う

サブメニューが含まれます。

実行 シミュレーションの開始 / 停止 / リセット / ステップ実行、
Crystal Ball セルの固定、Crystal Ball ツールの起動、OptQuest
/ CB Predictor の起動（Crystal Ball Professional のみ）、実行

プリファレンスの設定を行うサブメニューが含まれます。

Crystal Ball ツールには、バッチフィット、ブートストラッ
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プ、相関マトリクス、意思決定テーブル、シナリオ分析、

トルネードグラフ、2 次元シミュレーションが含まれます。

分析 さまざまなグラフ /レポートの作成、ウィンドウ操作、デー

タの出力、結果の保存 / 読み込みを行うサブメニューが含

まれます。

このマニュアルでは、これらのコマンドの使用方法を説明していきます。

特定のコマンドの説明が必要なときは、巻末の索引でコマンド名を引い

てください。また、Crystal Ball オンラインヘルプもご利用ください。ヘ

ルプの参照方法については、p.6 “ヘルプの利用”をご覧ください。

また、Excel の［ヘルプ］メニューに［Crystal Ball］が追加されます。

このメニューには、Crystal Ball オンラインヘルプのほか、Crystal Ball に

関する情報、マニュアルやその他のドキュメントへのリンク、サンプル

モデルファイルへのリンクが含まれます。

Crystal Ball ツールバー

スプレッドシートモデルの設定やシミュレーションの実行を楽に進めら

れるように、Crystal Ball には使用頻度の高いコマンドをアイコンにした

“Crystal Ball ツールバー”が用意されています。

図 1.1  Crystal Ball ツールバー

ツールバーのボタンにマウスポインタを移動すると、コマンド名が表示

されます。“Crystal Ballスタートガイド”の付録Aに、各アイコンの説

明があります。

Crystal Ball ツールバーの表示 / 非表示を切り替えるためには、Excel のメ

ニューバーから［表示］→［ツールバー］→［Crystal Ball 7］を選択します。
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Chapter

第 2 章

仮定の定義と
分布のメンテナンス



概要

Crystal Ball シミュレーションにおいて、「仮

定」は も重要な入力項目です。この章で

は、まず Crystal Ball モデルに仮定を定義す

る方法を、順を追って説明します。次に、

セル参照によるパラメータ設定、実測デー

タへの分布の適合、仮定間の相関といった、

より高度な仮定の定義方法を説明します。

章の後半では、［分布一覧］ダイアログの

カスタマイズを取り上げます。これは、特

にCrystal Ballを頻繁に利用するユーザや、

グループで作業するユーザが、定義作業を

効率化したいときに役立ちます。

Crystal Ball に慣れていないユーザには、こ

の章を読む前に、“Crystal Ball スタートガ

イド”のチュートリアルで一通りの操作を

体験しておくことをお勧めします。



1

Crystal Ball で定義するセル

Crystal Ball で定義するセルには「仮定セル」、「意思決定変数セル」、「予

測セル」という 3 種類があります。

• 仮定セルには、解こうとしている問題に含まれる不確実な独立変数

を定義します。仮定セルに入力できるのは単純な数値のみです。式

や文字列を入力してはいけません。

• 意思決定変数セルには、ユーザの側で変化を制御することができる

変数を定義します。仮定セルと同様に単純な数値だけを入力してく
ださい。意思決定変数セルはいくつかの Crystal Ball ツールや、

OptQuest で使用します。

• 予測セル（従属変数）には、一つ以上の仮定セルや意思決定変数セ

ルを使った式を定義します。予測セルは仮定セル、意思決定変数セ

ル、その他計算上必要なセルを組み合わせたモデルの結果を求める
ためのセルです。たとえば、“=C17*C20*C21”といった式が入力さ

れます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の以前のバージョンでは、シミュ
レーションで仮定や意思決定変数に生成された値を記録するためには、
それらのセルを予測セルとしても定義する必要がありました。しかし、
Crystal Ball 7 では、仮定も意思決定変数もそのままでデータが記録さ
れます。そのため、現在は一つのセルを複数の Crystal Ball セルとして
定義することはできなくなっています。以前のバージョンで作成された
ワークブックを開いたときにそのようなセルが発見されると、Crystal
Ball は、予測セルとしての定義を削除して、ワークブックを Crystal Ball
7 の形式に変換します。

仮定の定義

仮定と確率分布
シミュレーションモデルを構築する際、モデルに存在する不確実な変

数、すなわち仮定のそれぞれについて、確率分布を使ってその変数に現

れ得る値を定義します。どの分布型を選択するかは、その変数を取り巻

く状況によります。一般的な分布型を以下にいくつか挙げましょう。

確率分布

起こり得るすべての事象とその実
現確率を表す分布。
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不確実な変数に確率分布から拾い出した値を割り当て、それを仮定セル

に埋め込んでスプレッドシートを再計算するという操作を何度も反復す

ることで、Crystal Ball シミュレーションはモデルの膨大なシナリオを計

算していきます。通常の環境では、Crystal Ball は数秒の間に何百～何千

のシナリオを計算します。シミュレーションの間、Crystal Ball は各変数

に使用する値を、定義された確率分布に従ってランダムに選択します。

不確実な変数がどのような確率分布で表現されているかによって、シ

ミュレーションの結果は左右されます。したがって、仮定セルに適切な

確率分布を与える作業は、仮定セルを定義する作業の中で も重要だと

いえます。

各確率分布の特徴や用途について、また、確率分布を選択する手順につ

いては付録 A でくわしく説明しています。“Crystal Ball スタートガイ

ド”のチュートリアルも役に立つでしょう。以下では、仮定セルを定義

する際の操作方法を順を追って説明しますが、適切な確率分布を選択す

る方法については、それらを参照してください。

仮定の定義

仮定を定義するプロセス

仮定の定義は次の二つのプロセスで構成されます。

1. 分布型とパラメータを決める

Crystal Ball では、分析しようとしている問題に含まれる不確実な変

数を仮定セルとして定義し、その変数を も正確に表す確率分布を

それに適用することによってシミュレーションを行います。Crystal

Ball は、定義された確率分布に従って値を選択し、仮定セルに割り

当てます。付録 A の説明に基づいて、適切な分布型とパラメータを

選択してください。

また、実測データがある場合は、Crystal Ball の分布適合機能を使っ

て適切な分布を選択することができます。これについては、p.33 “分

布の適合”を参照してください。

2. Crystal Ball でセルに仮定を定義する

以下のセクションでこの方法を説明します。
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Crystal Ball の操作

以下のようにして、Crystal Ball でスプレッドシートモデルに仮定を定義

します。

1. セルまたはセル範囲を選びます。

数値セルまたは空白のセルを選んでください。それ以外のセル（式

セル、文字列のセル）に仮定を定義することはできません。

＜Crystal Ball メモ＞　1枚のワークシートに定義する仮定数に上限は
ありませんが、目安として、1 ワークシートあたりの Crystal Ball セル

（仮定、予測、意思決定変数）の合計数を 1,000 以内にしてください。こ
れを超えるとシミュレーションの効率が低下します。

2.［定義］→［仮定の定義］を選びます。

それぞれのセルに対して［分布一覧］ダイアログが表示されます。

図 2.1 のように、デフォルトでは［基本］カテゴリが表示されます。

このカテゴリには も頻繁に利用される分布が含まれています。

図 2.1  カテゴリに［基本］が選択された［分布一覧］ダイアログ

＜ Crystal Ball メモ＞　［全て］カテゴリには、Crystal Ball の出荷時
に設定されているすべての分布が含まれます。これらのオリジナルの分
布を修正し、［お気に入り］カテゴリやユーザ定義のカテゴリに保存する
ことができます。

メニューバー

カテゴリペインと
カテゴリフォルダ

解説ペイン

分布ペイン
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［分布一覧］ダイアログでは、以下のような作業を行うことができま

す。

• カテゴリペインで［全て］をクリックすると、たくさんの分布

が表示されます。通常、分布ペインにすべての分布は表示しき

れませんが、ウィンドウのサイズを変えたり、スクロールバー

を使用することで、カテゴリに含まれるすべての分布を見るこ

とができます。また、［表示］メニューの設定を変えると、分布

の表示方法が変わります。

• 分布ペインで分布を選択すると、解説ペインにその分布の説明
が表示されます。

• 実測データがある場合には、［分布の適合］ボタンをクリックし

て、Crystal Ball に 適な分布を構築させることができます。こ

の方法については、p.33 “分布の適合”を参照してください。

さらに、このダイアログには、カテゴリの追加、カテゴリへの分布

の追加、分布のカスタマイズ、他の Crystal Ball ユーザとのカテゴリ

の共有といった追加機能もあります。これらについては、p.45 “［分

布一覧］ダイアログの追加機能”を参照してください。

3. その仮定に適用したい分布型が含まれるカテゴリを選び、分布ペイ

ンでその分布型をダブルクリックします。

ダイアログが現れ、選択したセル（またはセル範囲の 初のセル）

に適用する分布が表示されます。図 2.2 は正規分布の例です。

図 2.2  ［仮定の定義］ダイアログ（正規分布）

［詳細表示］ボタン

パラメータ
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＜ Crystal Ball メモ＞　いったん選んだ分布型を変更するためには、

［分布一覧］ボタンをクリックして［分布一覧］ダイアログに戻り、分布
型を選択し直してください。

4.（任意）ダイアログの［仮定名称］フィールドに仮定の名称を入力し

ます。

スプレッドシートの仮定セルの左または上隣に名称が入力してある

場合や、Excel で名前がつけられている場合は、それが表示されま

す。それをそのまま使用しても、新しい名称を入力してもかまいま

せん。また、セル参照を使って名称を指定することもできます。

5. 分布のパラメータを入力します。

分布の各パラメータには、デフォルト値が表示されます。どのフィー

ルドでも、デフォルト値とは異なる値を上書き入力することができ
ます。また、セル参照や式も入力することができます。これについ

ては、p.29 “セル参照と式の入力”をご覧ください。

6.［仮定名称］フィールドの右にある［詳細表示］ボタンをクリックす

ると、定義する分布についてくわしい情報が表示されます。

図 2.3  ［仮定の定義］ダイアログ（正規分布の詳細表示）

詳細表示した［仮定の定義］ダイアログでは、以下を行うことがで

きます。

• ［範囲上限］フィールドや［範囲下限］フィールドに値を入力し

て、分布を切り取る

［簡易表示］ボタン

切り取りグラバー

範囲下限

範囲上限
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• 切り取りグラバーをドラッグして、分布を切り取る

• パラメータフィールドの右側にある上下の矢印をクリックし

て、パラメータの値を調節する

• ［簡易表示］ボタンをクリックして、元のダイアログに戻る

＜ Crystal Ball メモ＞　分布の切り取りについては、p.311 “分布の
切り取り”をご覧ください。

また、［仮定の定義］ダイアログでは、簡易表示、詳細表示のどちら

でも以下の作業を行うことができます。

• ［分布一覧］ボタンをクリックして［分布一覧］ダイアログに戻

り、別の分布を選択する

• ［相関］ボタンをクリックして相関を定義する（p.38 “仮定間

の相関”を参照）

• メニューバーから［編集］→［分布一覧に追加］を選択して、

現在定義されている分布を［分布一覧］ダイアログの［お気に

入り］カテゴリやユーザ定義のカテゴリに追加する

さらに、Excel や他のアプリケーションにペーストするためにグラ

フをコピーしたり、データを印刷したり、グラフの表示を変えたり

と、さまざまな操作を行うことができます。

これらの機能については、次のセクション“高度な仮定の定義”を

参照してください。

7. パラメータの設定が終わったら、［決定］ボタンをクリックします。

入力した値を反映して分布図が変化します。

＜ Crystal Ball メモ＞　［決定］ボタンを押す代わりに［OK］ボタンを
クリックすると、Crystal Ball は設定の変更を受け付けてダイアログを
閉じます。

8.［OK］ボタンをクリックします。

セル範囲を指定したときには、各セルに対して手順 3 ～ 8 を繰り返

してください。
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高度な仮定の定義

仮定の分布パラメータを入力するとき、セル参照や代替パラメータを使

用することができます。また、実測データがあるときは、Crystal Ball の

分布適合機能を使用し、適切な確率分布を簡単に選択することができま

す。仮定間の相関関係を設定することもできます。

以下では、このような高度な仮定の定義を説明します。これらの機能を

使うことで、仮定の定義や利用をより楽にしたり、適切にしたりするこ

とができるでしょう。

• セル参照と式の入力（p.29）

• 代替パラメータセット（p.31）

• 分布の適合（p.33）

• 仮定間の相関（p.38）

• 仮定グラフプリファレンス（p.43）

＜ Crystal Ball メモ＞　一部の仮定を固定してシミュレーションから
除外することもできます。p.95 “Crystal Ball セルの固定”を参照して
ください。

セル参照と式の入力
パラメータフィールドは数値を入力して指定するほかに、スプレッド

シートのセル参照を使って指定することもできます。セル参照には相対

参照と絶対参照があります。これらのセル参照を記述するときは、セル

のアドレスの前に“=”を入力することを忘れないでください。また、

パラメータフィールドに式を入力したり、Excel でつけた名前を使用し

たりすることもできます。

＜ Crystal Ball メモ＞　パラメータにおけるすべてのセルの参照は、コ
ピー＆ペーストする際に絶対参照として扱われます。また、セルを選択
する形でセル参照を設定した場合、Crystal Ball はコピー＆ペーストを
簡単にするために、自動的に絶対参照を相対参照に変更します。絶対参
照を行う場合には、手動で“$”記号を入力する必要があります。Excel
で R1C1 参照形式を設定していても、Crystal Ball は常に A1 参照形式
で保存します。R1C1 方式のプリファレンスは Crystal Ball の実行には
反映されませんが、名前の範囲は、Crystal Ball がそれらを保存する方
法なので、A1 形式に変更されます。
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パラメータフィールドにセル参照を入力するとき、［仮定の定義］ダイ

アログのメニューバーから［パラメータ］→［セル参照を表示］を選択

すると、そのセルの数値ではなくセル参照が表示されます。

動的参照と静的参照

各分布のパラメータフィールドにセル参照を入力すると、それは動的参

照として扱われます。つまり、ワークブックが再計算されるたびにパラ

メータ値が更新されます。シミュレーション中に仮定の分布を変化させ

ることができるため、より柔軟なモデルを構築することができます。

一方、仮定名称や相関係数などは静的参照として扱われます。静的参照

では、シミュレーションの 初にセル参照が値として認識され、シミュ

レーション中はその値に固定されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の以前のバージョンでは、分布パ
ラメータにセル参照を使うときに動的 / 静的のいずれかを選択すること
ができ、静的参照を選ぶと、シミュレーション中にパラメータ値は変化
しませんでした。以前のバージョンで作成された、静的参照で分布パラ
メータを指定したスプレッドシートモデルを開くと、Crystal Ball は静
的参照を動的参照に変換します。

＜ Crystal Ball メモ＞　分布パラメータの値をシミュレーション中に
変化させたくないときは、パラメータのセル参照が Crystal Ball セル（仮
定セル、意思決定変数セル、予測セル）を参照しないようにしてくださ
い。特に式を使って指定するときは、直接的あるいは間接的に Crystal
Ball セルを参照しないように注意してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　動的参照が循環していると、つまり、直接的あ
るいは間接的にそのセル自身を参照していると、静的な仮定値と見なさ
れます。

相対参照

相対参照は、仮定を含んだセルに対する相対的なセル位置を記憶しま

す。たとえば、セルC6の仮定の分布パラメータが上隣りのセルC5を参

照するとします。ここで、C6の仮定データがC9にコピーされると、C5

への参照は、C9の仮定においてはC8（C9の上隣りのセル）に変わりま

す。

相対参照は、少しずつパラメータが異なる同じ分布型をもった仮定を、

複数の列あるいは行にわたって設定するときに便利です。
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絶対参照

絶対参照では、セル参照を使って分布パラメータを指定した仮定を別の

セルにコピーしたとき、コピーされた新しい仮定においても元々参照し

ていたセル（先の例では C5）を参照します。

絶対参照としてセル参照を指定するときは、セルの列と行の前に“$”

を挿入します。たとえば、仮定のパラメータフィールドにセル C5 の内

容を絶対参照として指定するときは“=$C$5”と入力します。この場

合、この仮定を別のセルにコピーしたときも、コピー先の仮定のパラ

メータはセル C5 の値を参照します。

名前

Excel にはセルやセル範囲に名前をつける機能があります。分布パラ

メータの指定では、“=名前”という形式でこの名前を使用することが

できます。仮定を定義した後に、その名前がワークシートの他のセルや

セル範囲を指すように修正されると、分布パラメータはその新しいセル

やセル範囲を参照するようになります。

式

分布パラメータを式で表現することができます。ただし、その式から

は、そのパラメータの値として使用できる値が得られなければいけませ

ん。たとえば 小値や 大値のように、数値でなければならないパラ

メータに、文字列を返す式を指定しないようにしてください。

代替パラメータセット
一様分布を除く連続確率分布では、パラメータの指定にパーセンタイル

を使うことができます。このオプションはパーセンタイルの情報だけが

入手可能であるとき、あるいはモデルに含まれる変数の標準のパラメー

タ（たとえば平均値や標準偏差）がわからないときに便利です。

たとえば、三角分布を定義していて、変数の絶対的な 小値と 大値が

はっきりしない場合、 尤値と、10パーセンタイル、90パーセンタイル

を使うことができます。このように指定すると、発生する値の80%が二

つのパーセンタイルの間に収まる分布が得られます。

パラメータセットを変更するには、［仮定の定義］ダイアログの［パラ

メータ］メニューで目的のオプションを選択します。図 2.4 のように、

現在選択されているパラメータセットにはチェックマークがついていま

す。
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図 2.4  三角分布の代替パラメータセット

標準パラメータセットに加え、各連続分布の［パラメータ］メニューに

は、4 種類の既定のパラメータセットと、自由にパラメータセットを設

定することができる［カスタム］オプションがあります。

［カスタム］オプションを使うと、標準パラメータの一部や全部を任意

のパーセンタイルに変更することができます。ただし、パラメータの個

数を変えることはできません。

たとえば、三角分布でカスタムパラメータセットを設定するときは、標

準パラメータの個数（ 小値、 尤値、 大値の三つ）をそのままに、

新しいパラメータセット（たとえば、10 パーセンタイル、 尤値、99

パーセンタイルの三つ）を定義してください。

現在選択されているパラメータセットを、同種の新しい仮定を定義する

ときの初期設定にしたいときは、［パラメータ］メニューにある［現在

のパラメータをデフォルトにする］を選択してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　対数正規分布には、幾何セットと対数セットを
含むいくつかの追加パラメータセットがあります。くわしくは p.265

“対数正規分布のパラメータ設定”をご覧ください。
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分布の適合

実測データがあるときは、Crystal Ball の分布の適合機能を使うと適切な

分布を選択するプロセスがたいへん楽になります。また、一般に、分布

型やパラメータを推定した場合よりも、データの性質が正確に反映され

ます。

分布の適合機能の働き

適合機能を使ったとき、Crystal Ball は自動的に実測データと各連続確率

分布とを照合し、数学的な操作によって、データの特徴を もよく表す

ように各分布のパラメータを決定します。そして、いくつかの標準的な

適合度の検定を行い、それぞれの適合の品質や近似性を判断します。

適合の品質は［比較グラフ］ウィンドウで視覚的に確認することができ

ます。このウィンドウでは、適合した分布と元のデータがグラフ表示さ

れます。［グラフプリファレンス］ダイアログの設定を変えると、適合

の様子を細かく見ることができます。

［比較グラフ］ウィンドウを検討して、Crystal Ball が判断した 適な確

率分布よりも適した分布が見つかれば、それに置き換えてもかまいませ

ん。

＜ Crystal Ball メモ＞　分布の適合機能で考慮されるのは、連続分布
（［分布一覧］ダイアログで、グラフが棒グラフではなく、塗りつぶされ
ている分布）だけです。連続分布と離散分布の違いについては、p.250

“離散分布と連続分布”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の分布の適合機能は、予測グラフ
に現れた予測値の分布をチェックするときにも使うことができます。こ
の方法については、p.129 “予測値への分布の適合”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　複数の分布適合を実行するときは、Crystal
Ball ツールに含まれるバッチフィットを利用してください。このツール
については p.202 “バッチフィット”をご覧ください。

分布の適合には［分布の適合］ダイアログを使います。このダイアログ

で、実測データを指定し、適合させる分布や、分布の順位づけに使う検

定手法を選択します。

＜ Crystal Ball メモ＞　分布の適合は、試行回数を多くして一つ以上の
予測に対して利用すると問題が生じます。これは 高速モードだけでは

適合度の検定

標準的な確率分布と値集合の間で
適合のよさを測るための一連の数
学的検定。
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なく通常モードについても当てはまります。この問題を避けるために、
1,000 回の試行を終えたモデルについては、すべての実行モードにおい
て分布の適合は実行されません。 終的な適合はシミュレーションが終
わった段階でなされます。必要なら分布の適合をキャンセルできるよう
に、進行を示すダイアログが表示されます。

操作方法

分布の適合作業を手順を追って説明します。Crystal BallのExamplesフォ

ルダにサンプルデータを記録した“TESTDATA.txt”があるので、この

ファイルを使って実際に分布を適合してみてください。

1. 仮定を定義したいセルを選択します。

選択できるセルは数値の入ったセルか空白のセルです。式や文字列

のセルを選択しないでください。

2.［定義］→［仮定の定義］を選択します。

［分布一覧］ダイアログが現れます。

3.［分布の適合］ボタンをクリックします。

図 2.5 のような［分布の適合］ダイアログが表示されます。

図 2.5  ［分布の適合］ダイアログ

4.［実測データの場所］エリアで、以下のいずれかの操作をします。

• 実測データがアクティブなワークブック内のワークシートにあ

る場合は、［範囲］を選択し、その右のフィールドにデータを含

むセル範囲を入力します。

• 実測データがテキストファイルとして保存してある場合は、［テ

キストファイル］を選択し、そのファイルへのパスを入力する
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か、［参照］ボタンをクリックしてファイルを選択します。ま

た、必要に応じて［列］をチェックし、テキストファイル内の

列番号を入力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　テキストファイルをデータソースに使用する
ときは、ファイル内の各値はカンマ、タブ、空白、あるいは Windows
のコントロールパネルにある［地域］、［地域のオプション］、または［地
域と言語のオプション］に設定されている区切り記号で区切られていな
ければなりません。また、ファイルの値自体がカンマや Windows の区
切り記号を含んでいる場合は、値を引用符で括る必要があります。有効
な値の書式は、仮定の分布パラメータで使用できる書式と同じです。こ
れには日付、時刻、通貨、数値が含まれます。

＜ Crystal Ball メモ＞　サンプルデータを使って分布の適合を試して
いるユーザは、［テキストファイル］を選択して［参照］ボタンをクリッ
クし、Crystal Ball の Excamples フォルダにある“TESTDATA.txt”を
選択してください。

5.［適合する分布］エリアで、実測データに適合する分布を指定します。

全ての連続分布 Crystal Ball の出荷時に設定されているすべての

連続分布を対象とします。

選択した分布 適合に含める連続分布を選択するダイアログが現

れます。ダイアログでチェックした分布を対象と

します。

三つめのオプション（図 2.5 では三角分布）には、分布一覧でハイ

ライトされていた分布が表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　実測データに負の値がある場合は、負の値が存
在しない分布は適合の対象になりません。

＜ Crystal Ball メモ＞　サンプルデータを使って分布の適合を試して
いるユーザは、［全ての連続分布］を選択してください。

6.［適合した分布に順位をつける検定手法］エリアを以下のように設定

します。

複数の分布を適合したとき、Crystal Ball は実測データをうまく表し

た順に分布を並び替えます。この検定を行う手法を以下から選びま

す。

　アンダーソン＝ダーリング検定

コルモゴロフ＝スミルノフ検定とよく似ていま

すが、端部になるに従って増加する重みをつける
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ところが違います。この重みづけは、コルモゴロ

フ＝スミルノフ検定が中央部での相違を強調し

すぎる傾向を補正する役目を果たします。

　カイ二乗検定 も古く、 も一般的な検定手法です。適合の一

般的な正確さを測定します。分布を確率が等しい

領域に分解して、各エリア内の実際のデータポイ

ントの個数と適合した分布のデータポイントの

個数（割合）とを比較します。

　コルモゴロフ＝スミルノフ検定

この検定結果は、本質的には二つの累積分布間の

垂直方向の 大距離を表します。

＜ Crystal Ball メモ＞　サンプルデータを使って分布の適合を試して
いるユーザは、［アンダーソン＝ダーリング検定］を選択してください。

7.［OK］ボタンをクリックします。

Crystal Ball はデータに選択した分布を適合させ、図 2.6 のような［比

較グラフ］ダイアログを表示します。棒グラフで表されているのが

実測データ、折れ線グラフが適合した分布です。

初に表示されるのは、選択された検定手法により も適合したと

判定された分布です。［次の分布］ボタンを使うと、適合度の順に、

下位の分布まで、適合させた分布を一通り見ることができます。

図 2.6  ［比較グラフ］ダイアログ
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＜ Crystal Ball メモ＞　図 2.6 は、“TESTDATA.txt”のサンプルデー
タを使い、上述のように設定した結果です。ワイブル分布の適合度が
も高くなりました。

8.［比較グラフ］ダイアログで、適合の品質を視覚的に比較したり、適

合度の統計量を確認します。ダイアログには以下のような機能があ
ります。

• ［次の分布］ボタンと［前の分布］ボタンをクリックすると、適合度

の順に、適合した分布をすべて確認することができます。これらの

ボタンを使いながら、各分布を比較してください。

• メニューバーの［表示］メニューを使って、ダイアログの表示を切

り替えることができます。［適合度］を選択すると、各分布型の適合

検定の結果が表示されます。

図 2.7  ［比較グラフ］ダイアログ（適合度）

• メニューバーから［プリファレンス］→［グラフ］を選択すると、

比較グラフの表示を変更することができます。相違点や類似点をよ

り明確に示すようにグラフをカスタマイズすることができます。

• ［キャンセル］をクリックすると、［分布の適合］ダイアログに戻り

ます。

9. この仮定に用いる分布が決まったら、その分布を表示した状態で［適

用］ボタンをクリックします。使用する分布は、かならずしも適合
度が最も高い分布でなくてもかまいません。
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図 2.8  分布を適合した後の［仮定の定義］ダイアログ

図 2.8 のような［仮定の定義］ダイアログが現れます。ダイアログ

では、［比較グラフ］ダイアログに表示されていたパラメータ値がそ
のまま使われますが、必要に応じて変更してもかまいません。

仮定間の相関
Crystal Ball では、相関の指定をしない限り、仮定セルの値はそれぞれに

独立しているものとして計算されます。つまり、Crystal Ball はそれぞれ

の仮定に対してそれぞれに乱数を発生させます。ある仮定に生成される

乱数は、他の仮定に生成された乱数に依存しません。

しかし、仮定間に依存関係があることもしばしばあるはずです。Crystal

Ball では相関係数を指定することで、仮定間に依存関係を定義すること

ができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball は相関係数の計算にスピアマンの
順位相関を使用します。相関に関するくわしい説明は、“Crystal Ball リ
ファレンスマニュアル”の第 1 章をご覧ください。

多くの相関関係が定義されると互いに矛盾する可能性が高くなり、

Crystal Ball シミュレーションの効率が低下します。大きな正の相関係数

や大きな負の相関係数を使って不適切な相関の指定がなされると、矛盾

が発生します。相関に関連する問題については、p.324 “仮定の相関に

おける制限”をご覧ください。
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仮定間の相関の定義は、［相関の定義］ダイアログで以下のように行い

ます。

1. 関係づけたい仮定セルの一方（たとえば“物価上昇率”を表すセル）

を選びます。

＜統計メモ＞　相関係数は双対であるため、対をなす仮定のどちらを選
んでもかまいません。

2.［定義］→［仮定の定義］を選びます。

たとえば図 2.9 のように、その仮定に定義してある分布のダイアロ

グが表示されます。

図 2.9  ［仮定の定義］ダイアログ

3.［相関］ボタンをクリックします。

［相関の定義］ダイアログが表示されます。
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図 2.10  ［相関の定義］ダイアログ

4.［仮定の選択］ボタンをクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　相関する仮定は同じワークブックになければ
いけません。

［仮定の選択］ダイアログが現れ、そのワークブックに定義されてい

るすべての仮定のリストが表示されます。

図 2.11  ［仮定の選択］ダイアログ（ツリー表示）

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。
［リスト表示］アイコンをクリックすると、図 2.12 のようなリスト

型の表示に変わります。
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図 2.12  ［仮定の選択］ダイアログ（リスト表示）

5.［仮定の選択］ダイアログで一つ以上の仮定をクリックし、選択して

ください。

図 2.13 のように、［相関の定義］ダイアログに戻り、選択した仮定

の名前かセル参照が、［仮定の選択］ボタンの右のフィールドに表示

されます。

カーソルは［仮定の選択］ボタンの下の、相関係数を入力するフィー

ルドに移ります。また、相関リストに相手の仮定が表示されます。

［仮定の選択］ボタンの右のフィールドに表示されるのは、このリス

トで現在選択されている仮定です。

図 2.13  ［相関の定義］ダイアログ

相関係数入力
フィールド

相関係数
スライダー

［計算］ボタン

相関リスト
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6. 以下のいずれかの方法で相関係数を入力します。

• 相関係数入力フィールドに−1 ～ 1 の数値を入力します。

スライダーコントロールの左のフィールドに数値を入力しま

す。スライダーが値の位置まで動きます。

• 相関係数入力フィールドに、相関係数を記録してあるセルを入

力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　相関係数に動的セル参照はありません。シミュ
レーション中に値が変化するセルを選択した場合、シミュレーション開
始時の値が相関係数として利用されます。

• 相関係数スケールの上でスライダーコントロールをドラッグし

ます。

選択された値がスケールの左のフィールドに表示されます。

• 相関リストの［相関係数］フィールドに −1 ～ 1 の数値を入力

します。

• ［計算］ボタンをクリックして、Crystal Ball に相関係数を計算

させます。

［相関係数の計算］ダイアログが表示されます。実測値が入力さ
れているスプレッドシート上のセル範囲を入力してください。

セル範囲は“A1:A2”というような書式で入力します。“A”は

データが入っている列、“1”と“2”はデータが始まる行と終わ

る行です。たとえば一方の値が Q 列の 10 ～ 15 行に入っており、

もう一方の値が R 列の 10 ～ 15 行に入っている場合は、左側の

フィールドに“Q10:Q15”と入力し、右側のフィールドに

“R10:R15”と入力します。

Crystal Ball が自動的に相関係数を計算して、その値を相関係数

のフィールドに入力し、スライダーコントロールを対応する位

置に動かします。

＜ Crystal Ball メモ＞　二つのセル範囲は、含まれる数値セルの個数が
等しければ、行数や列数が異なっていてもかまいません。また、二つの
セル範囲は同じワークブックになければいけません。セルの範囲は行ご
とに読み込まれます。

新しい仮定セルや相関係数を選ぶたびに、Crystal Ballは図 2.14のような

相関グラフを表示します。

グラフの各点は、シミュレーションを実行したときに実際に発生するよ
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うな仮定値のペアを表しています。グラフの中央を走る線は、完全な相

関（相関係数が +1.0 または −1.0）である場合の値の位置を示していま

す。つまり、点が線に近いほど相関関係が強いといえます。

図 2.14  相関グラフ

図2.14では、“物価上昇率”という仮定と“原油価格”という仮定は大

きな正の係数（0.8）で相関しています。物価上昇率が高いときに原油

価格も高くなり、物価上昇率が低ければ原油価格も低くなるという相関

関係がグラフからもよくわかります。

ワークブック内に定義された各仮定に対して、このような相関のペアを

必要なだけ指定することができます。ただし、一方または両方の変数が

予測結果に影響を与えない場合や、相関の程度が低い場合は、相関関係

を無視し、シミュレーション効率を優先することも考慮してください。

仮定グラフプリファレンス
仮定グラフを表示するすべてのダイアログに［プリファレンス］メ

ニューがあります。このメニューには二つのサブメニューがあります。

仮定グラフ ［仮定グラフプリファレンス］ダイアログが開き

ます。表示する分布のタイプや、ウィンドウを表

示するタイミングなどを設定します。

グラフ ［グラフプリファレンス］ダイアログが開きます。

仮定グラフの表示を設定します。
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以下では［仮定グラフプリファレンス］ダイアログについて説明しま

す。グラフプリファレンスについては、p.136 “Crystal Ball グラフのプ

リファレンスの設定”を参照してください。

［プリファレンス］→［仮定グラフ］を選択すると、図2.15のようなダ

イアログが表示されます。

図 2.15  ［仮定グラフプリファレンス］ダイアログ

このダイアログでは、以下の設定を行います。

• ［仮定の定義］ダイアログに表示する仮定グラフの分布タイプ、ある

いはデータを選択します。

確率分布 その仮定セルに発生し得るすべての値と、それら

の発生確率をグラフに表示します。

累積確率分布 その仮定セルに、ある値以下の値が発生する確率

をグラフに表示します。

逆累積確率分布 その仮定セルに、ある値以上の値が発生する確率

をグラフに表示します。

統計量 その仮定セルに発生し得る値の、中心傾向の測度

（平均値、中央値、 頻値、標準偏差、上限 / 下

限など）を表示します。

パーセンタイル その仮定セルに発生し得る値のパーセンタイル

（10% きざみ）を表形式で表示します。パーセン

タイルは 0 ～ 100 のある値をとり、分布全体に対

するその値以下（または以上、デフォルトの設定

では“以下”）の分布の割合を表します。つまり、
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ある値のパーセンタイルは、仮定セルに発生する

値がその値以下（または以上）になる確率を表し

ます。

それぞれの分布タイプや表の表示例と解釈の仕方については、p.122

“予測ウィンドウの表示内容の変更”を参照してください。

• シミュレーションを実行したときに、仮定グラフウィンドウをどの

タイミングで表示するかを選択します。

＜ Crystal Ball メモ＞　生成された数値をウィンドウに表示したいと
きは、実行プリファレンスを設定しなければなりません。［実行プリファ
レンス］ボタンをクリックして、［実行プリファレンス］ダイアログの

［オプション］タブを開き、［感度分析用に仮定セルの値を保存する］を
チェックしてください。

［選択して適用］ボタンを使って、このプリファレンスの設定を他の仮

定にも適用することができます。p.136 “プリファレンスの適用範囲”

をご覧ください。

Crystal Ball の出荷時の設定に戻したいときは、［デフォルト］ボタンを

クリックします。設定が完了したら［OK］をクリックしてください。

［分布一覧］ダイアログの追加機能

［分布一覧］ダイアログでは、分布ライブラリを追加、修正したり、他

のCrystal Ballユーザと共有したりすることができます。この機能は、特

に LAN を利用して共同作業をする際にたいへん便利です。また、LAN

の外にいるユーザには、電子メールを使ってカスタマイズした分布ライ

ブラリを送ることができます。以下に、このような［分布一覧］ダイア

ログの追加機能をリストします。

機　能 コマンド ページ

［分布一覧］ダイアログを表示する ［定義］→［仮定の定義］ p.46

分布を管理する

新しい分布を作る ［仮定の定義］ダイアログで、［編集］→
［分布一覧に追加］

p.49

分布をコピーする ［編集］→［コピー］ p.50

分布をペーストする ［編集］→［ペースト］ p.50

分布を修正する ［編集］→［修正］ p.51
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［分布一覧］ダイアログを表示する
1. Crystal Ball が起動している Excel で、セルを選びます。

数値セルまたは空白のセルを選んでください。それ以外のセル（式

セル、文字列のセル）ではダイアログは開きません。

2.［定義］→［仮定の定義］を選びます。

［分布一覧］ダイアログが表示されます。

［分布一覧］ダイアログの構成
図2.16のように、［分布一覧］ダイアログは、メニューバー、カテゴリ

ペイン、分布ペイン、解説ペインで構成されます。分布ペインには、選

択されたカテゴリに含まれる分布が表示され、そこで選択された分布の

説明が解説ペインに表示されます。

分布の概要や解説を修正する 右クリックメニュー p.52

分布を削除する ［編集］→［削除］ p.53

分布情報を印刷するためにページ設定をする ［編集］→［ページ設定］ p.53

分布情報を印刷する ［編集］→［印刷］ p.53

カテゴリを管理する

新しいカテゴリを作る ［カテゴリ］→［新規作成］ p.54

カテゴリのプロパティを表示、編集する ［カテゴリ］→［プロパティ］ p.55

カテゴリを削除する ［カテゴリ］→［削除］ p.55

カテゴリの並び順を変える ［カテゴリ］→［上へ移動］、［下へ移動］ p.55

カテゴリを共有フォルダやネットワークに公
開する

［カテゴリ］→［共有カテゴリとして公開］ p.56

公開されたカテゴリに接続する ［カテゴリ］→［共有カテゴリへの接続］ p.57

カテゴリを電子メールで送受信する p.59

共有カテゴリを更新する p.58

カテゴリの公開を中止する p.59

カテゴリ内の分布の表示形式を変える ［表示］ p.48

機　能 コマンド ページ
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図 2.16  ［分布一覧］ダイアログ

メニューバーとボタン

［分布一覧］ダイアログには、以下のメニューがあります。

編集 分布ペインに対するメニューです。メニューには、分

布をコピー、ペースト、修正、削除するサブメニュー
があります。ユーザが使用することができるどのカテ

ゴリでも、分布をコピーすることができますが、ペー

スト、修正、削除は、［お気に入り］カテゴリか、そ

のユーザまたは他の Crystal Ball ユーザが新規に作成

したユーザ定義カテゴリでしかできません。［基本］

や［全て］カテゴリは Crystal Ball の出荷時に予約され

たカテゴリであり、このカテゴリ内の分布の修正、削

除はできません。

また、このメニューには、分布を印刷するためのサブ

メニューがあります。

表示 分布ペインと解説ペインの表示方法を変更するため

のメニューです。分布ペインの表示方法には、サムネ

イル、大きいアイコン、小さいアイコン、詳細のいず

れかを選択することができます。また、解説ペインの

表示 / 非表示を切り替えることができます。

カテゴリ カテゴリペインに対するメニューです。カテゴリフォ

ルダの作成、削除、並べ替え、プロパティの表示、編

集を行うサブメニューがあります。また、他の Crystal

メニューバー

カテゴリペインと
カテゴリフォルダ

解説ペイン

分布ペイン
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Ball ユーザとカテゴリを共有するためのコマンドがあ

ります。

ヘルプ ［分布一覧］ダイアログや選択されている分布に関す

るオンラインヘルプを表示します。

また、［分布一覧］ダイアログには、以下のボタンがあります。

分布の適合 ［分布の適合］ダイアログを開きます。設定中の仮定

に実測データがある場合は、このダイアログを使って

適な分布を選択することができます。これについて

は、p.33 “分布の適合”を参照してください。

ヘルプ 選択されている分布に関するオンラインヘルプを表

示します。

カテゴリペイン

Crystal Ball では、分布のグループをカテゴリと呼びます。既定のカテゴ

リには以下の三つがあります。

基本 も頻繁に利用される分布を収めたカテゴリです。正

規分布、三角分布、一様分布、対数正規分布、Yes-no
分布、離散一様分布が含まれます。

全て Crystal Ball の出荷時に設定されているすべての分布が
含まれます。［基本］カテゴリの分布も含まれます。

お気に入り ユーザがコピー、修正した分布を収めるためのカテゴ

リです。たとえば、［基本］カテゴリの三角分布をこ

のカテゴリにコピーし、パラメータを修正して保存し

ておくことができます。

ユーザが自由に分布を収めることができるカテゴリは、［お気に入り］

だけではありません。［分布一覧］ダイアログのメニューバーから、

［カテゴリ］→［新規作成］を選んで新しいカテゴリフォルダを作り、

［お気に入り］カテゴリと同じように使うことができます。

分布ペイン

分布ペインには、現在選択されているカテゴリに属するすべての分布が

表示されます。［表示］メニューから、以下のように表示形式を切り替

えることができます。
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解説ペイン

［分布一覧］ダイアログの下部に現れて、選択されている分布の説明を

表示します。

［表示］→［解説を表示］を選ぶと、表示 / 非表示を切り替えることが

できます。

分布の管理
Crystal Ball でモデルを作成するプロセスの中で、分布に関する作業は

も重要です。仮定はシミュレーションへの重要な入力であり、その仮定

の定義を左右しているのが分布です。

p.45 の表にまとめられているような分布の管理機能は、Crystal Ball を使

用する上で、かならずしも常に必要になるわけではありませんが、特に

Crystal Ball を頻繁に利用するユーザや、グループで作業するユーザは、

作業を効率化するためにも活用するとよいでしょう。

分布の管理のそれぞれの項目について説明します。

新しい分布を作る

ある仮定を定義するために分布型を選択し、分布パラメータを設定した

とき、その分布の設定が今後も使われると予想できるなら、パラメータ

の設定ごとに適当な名前をつけて保存しておくとよいでしょう。将来の

仮定の定義が楽になります。

コマンド 表示例

サムネイル

大きいアイコン

小さいアイコン

詳細
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新しい分布を作成する方法には、以下の二つがあります。

• ［分布一覧］ダイアログで、分布をコピーし、名前を変える

• ［仮定の定義］ダイアログで分布を定義し、それを［分布一覧］ダイ

アログに加える

一つめの、コピーによる方法をとる場合は、次のセクション“分布をコ

ピー＆ペーストする”に従って操作をしてください。そして、必要に応

じて、分布の名前を変えたり、パラメータを修正したりします。

二つめの［仮定の定義］ダイアログから追加する方法をとる場合は、以

下の手順に従ってください。

1. Crystal Ball が起動している Excel でセルを選びます。

数値セルまたは空白のセルを選んでください。

2.［定義］→［仮定の定義］を選びます。

［分布一覧］ダイアログが表示されます。

3. p.24 “仮定の定義”に説明した手順で、分布を選択し、パラメータ

を入力します。

4.［仮定の定義］ダイアログのメニューバーから［編集］→［分布一覧

に追加］を選びます。

5.［分布一覧に追加］ダイアログで、分布の名前と、その分布を収める

カテゴリを選択して、［OK］をクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　相関が定義されている場合、相関に関するデー
タは保存されません。分布型とパラメータだけが保存されます。

これで、ユーザ定義の分布が、他のCrystal Ballの分布と同じように利用

できるようになります。

分布をコピー＆ペーストする

一般に使用頻度の高い分布は［基本］カテゴリに収められています。し

かし、たとえばカスタム分布のように、［全て］カテゴリにしか収めら

れていない分布を頻繁に使うケースがあるかもしれません。［全て］カ

テゴリには多くの分布が含まれるため、このような場合、おそらく目的

の分布を探すのが面倒だと感じるでしょう。

クリップボードに分布をコピーし、それを［お気に入り］カテゴリや

ユーザ定義のカテゴリにペーストして、頻繁に使う分布だけを一つのカ

テゴリに集めておけば分布の選択が楽になります。
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1.［分布一覧］ダイアログのカテゴリペインで、目的の分布が入ってい

るカテゴリをクリックします。

2. 分布ペインで目的の分布をクリックします。

3. メニューバーから［編集］→［コピー］を選ぶか、分布を右クリッ

クして［コピー］を選びます。

4. カテゴリペインで［お気に入り］カテゴリまたはユーザ定義のカテ

ゴリをクリックします。

5. メニューバーから［編集］→［ペースト］を選ぶか、カテゴリペイ

ンまたは分布ペインを右クリックして［ペースト］を選びます。

分布がペーストされます。ペーストする分布と同じ名前の分布がそ

のカテゴリに存在している場合は、新しい分布の名前の 後に連番

がつけられます。たとえば、“正規分布”が存在しているカテゴリに

正規分布をペーストすると、“正規分布 1”という名前になり、“正

規分布 1”が存在しているカテゴリに正規分布をペーストすると、

“正規分布 2”という名前になります。

6. ペーストされた分布の名前を変更したいときは、目的の分布をク

リックして選択し、名前の部分をクリックします（ダブルクリック
にならないように少し時間をあけてください）。名前が反転し、編集
できるようになります。

7. 新しい名前を入力し、<Enter> を押します。

8. 必要に応じて、次のセクション“分布を修正する”に従って、新し

い分布を修正してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　分布を選択し、それをカテゴリボタンの上にド
ラッグしても、分布をコピーすることができます。

分布を修正する

［基本］および［全て］カテゴリの分布は、読み込み専用として設定さ

れているので、修正することはできません。しかし、これを他のカテゴ

リにコピーすると、修正できるようになります。

1. p.50 “分布をコピー＆ペーストする”の説明に従って、新しい分布

を作成します。

2. 作成した分布を選択し、メニューバーから［編集］→［修正］を選

ぶか、分布を右クリックして［修正］を選びます。

3. この修正が分布の修正であり、仮定の定義ではないことを知らせる

メッセージが表示されます。
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4.［はい］をクリックすると、［仮定の定義］ダイアログに類似した

［ユーザ定義分布の修正］ダイアログが開きます。

5. 仮定を定義するときと同じように、分布を修正してください。

修正方法については、p.24 “仮定の定義”を参照してください。

6. 修正が完了したら［OK］をクリックします。

修正された分布が保存されます。ここでは仮定は定義されないこと

に注意してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　［基本］および［全て］カテゴリの分布を仮定
の定義に使用して、［仮定の定義］ダイアログで修正し、［編集］→［分
布一覧に追加］でそれを保存する方法でも同様のことができます。

分布の概要や解説を修正する

［お気に入り］カテゴリやユーザ定義カテゴリの分布について、分布ペ

インを詳細表示したときに表示される分布の概要や、解説ペインに表示

される解説文を修正することができます。

概要の修正

1.［分布一覧］ダイアログのメニューバーから［表示］→［詳細］を選

びます。

2. 分布ペインで、概要を修正したい分布の概要を右クリックし、［概要

の修正 〇〇分布］を選びます。

3.［概要の修正］ダイアログで、概要として表示する文章を修正し、

［OK］をクリックします。

既定の概要文に代えて、新しい文章が表示されるようになります。

解説の修正

1.［分布一覧］ダイアログで目的の分布を選択します。

2.［表示］メニューの［解説を表示］をチェックして、解説ペインを表

示します。

3. 目的の分布を選択し、解説ペインを右クリックして、［解説の修正

〇〇分布］を選びます。

4.［解説の修正］ダイアログで、解説ペインに表示する文章を修正し、

［OK］をクリックします。

既定の解説文に代えて、新しい文章が表示されるようになります。

＜ Crystal Ball メモ＞　解説ペインで直接文章を修正することもでき
ます。誤って修正しないように注意してください。
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分布を削除する

［基本］や［全て］カテゴリの分布は削除できませんが、［お気に入

り］カテゴリやユーザ定義カテゴリの分布は削除することができます。

削除したい分布を選択して、メニューバーから［編集］→［削除］を選

ぶか、分布を右クリックして［削除］を選択してください。

印刷のためのページ設定をする

分布情報を印刷するために、用紙の種類、用紙の方向、余白といったレ

イアウト情報の設定をします。

1.［分布一覧］ダイアログで目的の分布をダブルクリックして、［仮定

の定義］ダイアログを表示します。

2. メニューバーから［編集］→［ページ設定］を選択します。

3.［用紙］、［印刷の向き］、［余白］を指定します。

4.［OK］をクリックすると、設定が有効になります。

分布情報を印刷する

1.［分布一覧］ダイアログで目的の分布をダブルクリックして、［仮定

の定義］ダイアログを表示します。

2. メニューバーから［編集］→［印刷］を選択します。

3. プリンタの設定や印刷部数を設定します。

4.［OK］をクリックすると、印刷されます。

印刷される情報には、現在のパラメータ設定に基づいたグラフや、

分布の名前、パラメータ値が含まれます。

＜ Crystal Ball メモ＞　実際に印刷する前に、［編集］→［印刷プレ
ビュー］を選んで、画面で確認することをお勧めします。

カテゴリの管理
［分布一覧］ダイアログでは、分布をグループ化してカテゴリを作るこ

とができます。この機能を使うことにより、よく使う分布をまとめた

り、パラメータを修正した分布をいくつか用意して集めておいたりする

ことができます。また、それを他のCrystal Ballユーザと共有することも

できます。

各カテゴリのボタンの並び順は任意に変えることができます。カテゴリ

が増えてきたら、使用頻度の高い順に並べ替えるとよいでしょう。
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分布の管理と同様に、p.45 の表にまとめられているようなカテゴリの管

理機能は、Crystal Ball を使用する上で、かならずしも常に必要になるわ

けではありませんが、特に Crystal Ball を頻繁に利用するユーザや、グ

ループで作業するユーザは、作業を効率化するためにも活用するとよい

でしょう。

新しいカテゴリを作る

カテゴリを作成すると、後に類似したモデルを開発するときや、他の

ユーザと共有するときに便利です。

1.［分布一覧］ダイアログで、メニューバーから［カテゴリ］→［新規

作成］を選びます。

図 2.17 の［新しいカテゴリ］ダイアログが開きます。

図 2.17  ［新しいカテゴリ］ダイアログ

2. このカテゴリにつける名前を入力します。また、必要に応じて、解

説文や作成者名、バージョンを入力し、［OK］をクリックします。

カテゴリペインに新しいカテゴリフォルダが現れます。このカテゴ
リは［お気に入り］カテゴリと同じように利用することができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　カテゴリ名のある文字（半角英数字のみ）の前
に“&”を入力すると、その文字がこのカテゴリへのショートカットキー
になり、<Alt> キーを押しながらそのキーを押すことで、そのカテゴリ
を選択できるようになります。カテゴリペインでは、ショートカットキー
には下線が引かれます。この機能については、“Crystal Ball リファレン
スマニュアル”の第 3 章をご覧ください。
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カテゴリのプロパティを表示、編集する

カテゴリのプロパティには、上記の［新しいカテゴリ］ダイアログで入

力された情報が含まれます。これを表示したり、編集したりすることが

できます。ただし、編集できるのはユーザ定義のカテゴリだけです。

1. カテゴリペインで目的のカテゴリを選択します。

2. メニューバーから［カテゴリ］→［プロパティ］を選びます。

［カテゴリのプロパティ］ダイアログが開きます。

3. 選択できるフィールドの情報は修正することができます。背景が灰

色のフィールドは修正できません。

4. プロパティの確認や修正が完了したら［OK］をクリックします。

［カテゴリのプロパティ］ダイアログが閉じ、プロパティの変更が保

存されます。

カテゴリを削除する

ユーザ定義のカテゴリは削除することができます。カテゴリを削除する

と、そのカテゴリに含まれる分布もすべて削除されます。後に使用する

分布を誤って削除しないように気をつけてください。

＜ Crystal Ball メモ＞　削除されるのは、［基本］や［全て］カテゴリ
から派生した分布です。［基本］カテゴリと［全て］カテゴリの分布は削
除されません。

1. カテゴリペインで目的のカテゴリを選択します。

2. メニューバーから［カテゴリ］→［削除］を選びます。

確認メッセージが表示されます。

3.［はい］をクリックすると、そのカテゴリと、それに含まれるすべて

の分布が削除されます。

カテゴリの並び順を変える

カテゴリペインのカテゴリの並び方を変えることができます。ユーザ定

義のカテゴリが増え、目的のカテゴリを表示するのにスクロールバーが

必要になったら、よく使うカテゴリを上に移動するとよいでしょう。

1. カテゴリペインで移動したいカテゴリを選択します。

2. メニューバーから［カテゴリ］→［上へ移動］または［下へ移動］

を選びます。

選択されているカテゴリが一つずつ上または下に移動します。
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3. 目的の順序になるまで手順 1, 2 を繰り返します。

＜ Crystal Ball メモ＞　カテゴリボタンをドラッグして移動すること
もできます。

カテゴリを共有フォルダやネットワークに公開する

［お気に入り］カテゴリやユーザ定義のカテゴリは、それを共有フォル

ダやネットワーク上に公開して、他のCrystal Ballユーザと共有すること

ができます。たとえば、グループで共同して予測やリスク分析の作業を

進めるときは、使用する分布を一つのカテゴリに集め、必要に応じてパ

ラメータを修正し、それらをユーザ同士で共有するとたいへん便利で

す。

カテゴリの共有には、カテゴリの「公開」と、公開されたカテゴリへの

「接続」という二つの概念があります。ここではまず、公開する方法を

説明します。

1. カテゴリペインで目的のカテゴリを選択します。

2. メニューバーから［カテゴリ］→［共有カテゴリとして公開］を選

びます。

図 2.18 のような［フォルダの参照］ダイアログが表示されます。

図 2.18  ［フォルダの参照］ダイアログ

3. カテゴリを置きたいフォルダを選択します。

“+”をクリックするとフォルダが展開され、サブフォルダが表示さ

れます。また、このダイアログから新しいフォルダを作成すること

もできます。その場合は、作成するフォルダを含む上位のフォルダ

を選択して（たとえば、“マイドキュメント”の下にフォルダを作成

するなら“マイドキュメント”を選択して）、［新しいフォルダの作
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成］ボタンをクリックしてください。フォルダが作成されてフォル

ダ名を入力できるようになります。

4.［OK］をクリックします。

［フォルダの参照］ダイアログが閉じて、指定したフォルダにカテゴ

リが保存されます。

公開されたカテゴリに接続する

他のCrystal Ballユーザが共有フォルダやネットワークにカテゴリを公開

しているとき、そのカテゴリに接続して［分布一覧］ダイアログで使用

することができます。

共有カテゴリに接続するためには、公開されているカテゴリの名前と置

かれている場所を確認した上で、以下のように操作してください。

1.［分布一覧］ダイアログのメニューバーから、［カテゴリ］→［共有

カテゴリへの接続］を選びます。

図 2.19 のような［共有カテゴリへの接続］ダイアログが表示されま

す。

図 2.19  ［共有カテゴリへの接続］ダイアログ

2.［追加］をクリックします。

図 2.18（p.56）に類似した［フォルダの参照］ダイアログが表示さ

れます。

3. 目的のフォルダを選択して［OK］をクリックすると、［共有カテゴ

リへの接続］ダイアログに戻り、そのフォルダへのパスが表示され
ます。

4.［OK］をクリックします。

ダイアログが閉じて、指定したフォルダに公開されているすべての
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カテゴリがロードされます。それらのカテゴリは、そのコンピュー

タにもともとあったローカルなカテゴリと同じように利用すること

ができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　共有カテゴリとローカルなカテゴリとで使い
方にほとんど変わりはありません。ただし、カテゴリの修正は、共有カ
テゴリと同じカテゴリがローカルなカテゴリとして存在していない限
り、行うことはできません。これを逆にいえば、カテゴリに接続したユー
ザは、それをローカルなカテゴリとしてもっていれば、共有カテゴリを
修正することができます。そして、元の公開カテゴリを上書きする形で
それを公開することができます。したがって、カテゴリを公開するとき
は、他のユーザに書き換えられないように、フォルダにアクセス権を設
定することをお勧めします。

カテゴリに接続した後、その共有フォルダへのパスを修正または削除し

たり、順番を変えたりすることができます。

1.［分布一覧］ダイアログのメニューバーから、［カテゴリ］→［共有

カテゴリへの接続］を選びます。

2.［共有カテゴリへの接続］ダイアログで、共有カテゴリへのパスを選

択します。

3. 目的に応じて、［編集］、［削除］、［上へ移動］、［下へ移動］ボタンを

クリックします。

4.［OK］をクリックします。

共有カテゴリへのパスを削除すると、そのカテゴリは［分布一覧］のカ

テゴリペインに表示されなくなります。いったん削除しても、再度その

カテゴリに接続することができます。

共有カテゴリを更新する

共有カテゴリとして公開したユーザ定義カテゴリを修正し、共有カテゴ

リを更新することができます。

1.［分布一覧］ダイアログでカテゴリを修正します。

2. 通常の公開と同じように操作します。

p.56 “カテゴリを共有フォルダやネットワークに公開する”をご覧

ください。

3. 既存のファイルへの上書きを確認するメッセージが表示されます。

［はい］を選ぶと上書きされます。
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共有カテゴリが更新されると、このカテゴリに接続しているユーザが次

回Crystal Ballを起動したとき、［分布一覧］ダイアログに修正されたカ

テゴリが表示されます。

カテゴリの公開を中止する

公開中の共有カテゴリの公開を中止したいときは、以下のように操作し

てください。

1. Windowsのエクスプローラを起動して、カテゴリを公開したフォル

ダを開きます。

2. カテゴリフォルダのファイルを削除します。

ファイル名の書式は“CBCategory_ 名前.cbc”です。たとえば、カテ

ゴリ名が“ABC”のカテゴリのファイルは、“CBCategory_ABC.cbc”

というファイル名になります。

共有カテゴリの公開が中止されると、このカテゴリに接続していたユー

ザが次回Crystal Ballを起動したとき、［分布一覧］ダイアログにこのカ

テゴリは表示されません。

＜ Crystal Ball メモ＞　公開が中止されたカテゴリの分布を使ってい
た仮定はそのまま使えます。ただし、新たに定義する仮定にこのカテゴ
リの分布を使うことはできません。

共有カテゴリの移動・削除・修正

共有カテゴリを移動、削除、修正したとき、このカテゴリに接続してい

るユーザは、Crystal Ball を一度閉じて、もう一度開くまで変更に気づき

ません。これらの変更をしたときは、接続しているユーザが Crystal Ball

のセッションを再起動して分布一覧の表示を更新できるように、通知を

してください。

カテゴリを電子メールで送受信する

ユーザ定義のカテゴリを電子メールに添付して送受信することができま

す。これにより、異なるネットワークにいるCrystal Ballユーザとも、カ

テゴリをやりとりすることができます。

1. メールソフトウェアで新規メッセージを開き、宛先や件名を入力し

ます。

2. 添付ファイルを選択する画面を表示し、カテゴリフォルダが入って

いるフォルダを参照します。
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デフォルトでは“C:\Documents and Settings\ ユーザ名 \Application

Data\Decisioneering\Crystal Ball\7.x\Store”です。

3. 送信するカテゴリフォルダのファイルを選択します。

ファイル名の書式は“CBCategory_ 名前.cbc”です。たとえば、カテ

ゴリ名が“ABC”のカテゴリのファイルは、“CBCategory_ABC.cbc”

というファイル名になります。

4. 電子メールを送信します。

電子メールで受け取ったカテゴリを利用するには、受け取った添付ファ

イルをカテゴリフォルダが入っているフォルダにコピーします。次回

Crystal Ball を起動したときに、［分布一覧］ダイアログに新しいカテゴ

リが表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　受け取った添付ファイルを公開された共有カ
テゴリとして扱い、それに接続する方法もあります。p.57 “公開された
カテゴリに接続する”をご覧ください。
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Chapter

第 3 章

意思決定変数、予測の定義と
モデルのメンテナンス



概要

第2章で仮定セルの定義を説明しましたが、

Crystal Ball モデルの要素として、このほか

に意思決定変数セルと予測セルがありま

す。この章ではこれらの定義方法を説明し

ます。それが済むと Crystal Ball モデルが完

成し、シミュレーションが実行できる状態

になります。

また、章の後半では、Crystal Ball セル（仮

定、意思決定変数、予測）のメンテナンス

と、Crystal Ball モデルの保存と読み込みに

ついて説明します。
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意思決定変数セルと予測セルの定義

Crystal Ball のスプレッドシートモデルでは、仮定セルのほかに意思決定

変数セルと予測セルを使用します。このセクションでは、これらのセル

の定義方法を説明します。

意思決定変数セルの定義
意思決定変数とは、たとえば賃借料や投資額のように、ある範囲内で

ユーザがコントロールすることができる、スプレッドシートモデル上の

変数のことです。 良の意思決定を行うために、シミュレーション結果

を 適化する変数値を探索したいときに定義します。

シミュレーションモデルにかならず意思決定変数が必要なわけではあり

ませんが、いくつかの状況を比較したいときに意思決定変数が重要な役

割を果たします。第 8 章で解説する Crystal Ball ツールや OptQuest で、

意思決定変数を使用します。

＜ OptQuest メモ＞　OptQuest は Crystal Ball Professional に含ま
れる、シミュレーションの 適解探索ツールです。

意思決定変数は次の手順で定義します。

1. セルまたはセル範囲を選択します。

数値セルか空白のセルを選んでください。それ以外のセル（式セル、

文字列のセル）に意思決定変数を定義することはできません。

2.［定義］→［意思決定変数の定義］を選択します。

［意思決定変数の定義］ダイアログが表れます。

図 3.1  ［意思決定変数の定義］ダイアログ
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3.［意思決定変数の定義］ダイアログで必要な定義を行います。

• ［変数名］フィールドに、この意思決定変数の名称を入力します。

• ［変動範囲］エリアで、この意思決定変数の値の上限と下限を指

定します。

• ［変数タイプ］エリアで、この意思決定変数が連続変数か離散変

数かを指定します。

• 離散変数を選択した場合は、連続する二つの離散値の差を［ス

テップ］フィールドに入力します。たとえば“1”を指定すると

変数は整数値になります。

＜ Crystal Ball メモ＞　［変数名］、［上限］、［下限］、［ステップ］の各
フィールドはセル参照を使って指定することができます。セル参照につ
いては、p.29 “セル参照と式の入力”をご覧ください。

4.［OK］ボタンをクリックします。

5. スプレッドシートモデルに含まれるそれぞれの意思決定変数につい

て手順 1 ～ 4 を繰り返します。

＜Crystal Ball メモ＞　1枚のワークシートに定義する意思決定変数の
個数に上限はありませんが、目安として、1 ワークシートあたりの
Crystal Ball セル（仮定、予測、意思決定変数）の合計数を 1,000 以内
にしてください。これを超えるとシミュレーションの効率が低下します。

予測セルの定義
仮定セルと意思決定変数セルを定義したら、次に予測セルを定義しま

す。予測セルとして定義されるセルには、いくつかの仮定や意思決定変

数を参照する式が入力されているのが普通です。仮定セルや意思決定変

数は、Crystal Ball で分析しようとしているモデルへの入力であり、予測

セルはそれらの入力変数を組み合わせたモデルの出力です。

予測セルの定義には以下のような作業があります。

• 予測に名前をつける

• 予測の単位を指定する

• 予測ウィンドウに表示する度数グラフやデータの種類、およびそれ

らを表示するタイミングを選択する

• 生成された予測値に分布を適合するときは、適合方法を指定する

• 予測統計量に対する精度のコントロール方法を指定する
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• 不要な予測値を除外するためのフィルタリングを指定する

• 予測値に関する統計量をワークシートへ書き出すための設定をする

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の工程能力分析機能を有効にして
いるときは、下方規格限界（LSL）、上方規格限界（USL）、目標値を入
力することができます。くわしい説明は、付録 D の p.346 “下方 / 上
方規格限界と目標値の設定”を参照してください。

これらのうち、かならず設定が必要になるのは予測の名前です。その他

は空白、あるいは初期設定のままでもシミュレーションを実行すること

ができます。

予測セルは次の手順で定義します。

1. 式セルまたは式セルの範囲を選びます。

＜Crystal Ball メモ＞　1枚のワークシートに定義する予測数に上限は
ありませんが、目安として、1 ワークシートあたりの Crystal Ball セル

（仮定、予測、意思決定変数）の合計数を 1,000 以内にしてください。こ
れを超えるとシミュレーションの効率が低下します。

2.［定義］→［予測の定義］を選びます。

［予測の定義］ダイアログが現れます。

図 3.2  ［予測の定義］ダイアログ（簡易表示）

3.［予測の定義］ダイアログで必要な定義を行います。

• ［予測名称］フィールドにこの予測の名称を入力します。

• ［単位］フィールドにこの予測の単位（たとえば“円”）を入力しま

す。単位は予測グラフの下部に表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の工程能力分析機能を有効にして
いるときは、［LSL］、［USL］、［目標値］の各フィールドが追加されま
す。これらについては、付録 D の p.346 “下方 / 上方規格限界と目標
値の設定”を参照してください。
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4. 必要に応じて、ダイアログの右上にある［詳細表示］ボタンをクリッ

クし、詳細な設定を行います。

［予測の定義］ダイアログを詳細表示にすると、以下の四つのタブが

表れます。これらのタブについては続くセクションでくわしく説明

します。

予測ウィンドウ 予測ウィンドウを表示するタイミングを指定し

ます。また、予測値へ分布を適合したいときに、

その設定を行います（p.67 を参照）。

精度 予測値の精度をコントロールしたいときに、精度
に関する設定を行います（p.69 を参照）。

フィルタ シミュレーションによって生成された予測値の

うち、不要な予測値を除外する設定を行います

（p.70 を参照）。

統計量の書き出し

シミュレーションが停止したときに、Excel ワー

クシートに自動的に統計量を書き出すための設

定を行います（p.72 を参照）。

5.［OK］ボタンをクリックします。

6. スプレッドシートモデルに含まれるそれぞれの予測について手順 1
～ 5 を繰り返します。

詳細な予測の設定

［予測の定義］ダイアログを詳細表示にしたときに現れるボタンと、四

つのタブの設定方法を説明します。

これらのタブは、予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレン

ス］→［予測グラフ］を選んで開くこともできます。予測ウィンドウは

シミュレーションを実行すると表示されるウィンドウです。つまり、こ

れらのタブの設定は、シミュレーションを実行した後でも変更すること

ができるということです。ただし、シミュレーションを実行してから変

更しても意味のない設定項目もあります。

詳細表示で現れるボタン

［予測の定義］ダイアログを詳細表示にすると、ダイアログの下部に以

下の二つのボタンが追加されます。くわしくは、［他の変数に適用］ダ

イアログの［ヘルプ］ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

デフォルト 現在開いているタブについて、ユーザが行った設

定を破棄してCrystal Ballのデフォルトの設定に戻

します。
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選択して適用 設定を他の予測にも適用します。表示中のタブ、

あるいはすべてのタブの設定を、表示中のワーク

シート、表示中のワークブック、あるいは、開い

ているすべてのワークブックと新規ワークブッ
クのすべての予測に適用することができます。

p.136 “プリファレンスの適用範囲”をご覧くださ

い。

［予測ウィンドウ］タブ

図 3.3  ［予測の定義］ダイアログ（予測ウィンドウ）

このタブは、大きく三つに分かれます。

まず、［表示］フィールドでは、予測ウィンドウに表示する度数グラフ

やデータの種類を以下から指定します。それぞれの表示例とくわしい説

明は、p.122 “予測ウィンドウの表示内容の変更”をご覧ください。

度数分布 値範囲ごとに度数（その範囲に含まれた値の個

数）と確率（すべての値の個数に対するその範囲

の値の個数の割合）を表します。

デフォルトで選択されます。

累積度数分布 ある量以下の値の数または割合を表示します。

逆累積度数分布 ある量以上の値の数または割合を表示します。
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統計量 表示されている予測グラフに関する記述的統計

量を表形式で表示します。

パーセンタイル 10%きざみのパーセンタイルを表形式で表示しま

す。パーセンタイルは 0 ～ 100 のある値をとり、

分布全体に対するその値以下（または以上、デフォ

ルトの設定では“以下”）の分布の割合を表しま

す。つまり、ある値のパーセンタイルは予測値が

その値以下（または以上）になる確率を表します。

適合度 このダイアログの［分布の適合］エリアで、［予
測結果に連続確率分布を適合する］を選択したと

き、適合する分布として選択されたすべての分布

について、適合度と分布パラメータを表形式で表

示します。

工程能力指標 シミュレーションの工程能力（品質）統計量を表

示します。くわしくは、付録 D の p.347 “予測

ウィンドウの表示”を参照してください。

分割表示 予測ウィンドウを分割し、選択された図や表を同

時に表示します。くわしくは、p.132 “予測ウィ

ンドウの分割表示”を参照してください。

次に、［予測ウィンドウ］エリアを設定します。

自動的に表示する

シミュレーションの実行中あるいは停止後に、自

動的に予測ウィンドウを表示したいときに

チェックします。

シミュレーションの実行中に複数のウィンドウ

を表示することができます。ただし、［実行プリ

ファレンス］ダイアログの［グラフウィンドウを
表示しない］オプションが、このダイアログでの

指定より優先されます。実行プリファレンスの設

定方法については、p.86 “実行プリファレンスの

設定”をご覧ください。

シミュレーション実行中

シミュレーションの実行中に、自動的に予測ウィ

ンドウを表示します。

シミュレーション停止後

シミュレーションが停止すると、自動的に予測
ウィンドウを表示します。実行中に表示するより

もシミュレーションが高速になります。
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後に、予測値に分布を適合したいときは、［分布の適合］エリアを設

定します。この機能は、仮定を定義するときに使用する、実測データか

ら適切な分布を導く機能と類似しています。

予測結果に連続確率分布を適合する

このオプションをチェックすると、生成された予

測値の度数分布に、連続分布を適合します。これ

を選択したら、［分布適合オプション］ボタンを

クリックして、分布適合に関する設定を行ってく

ださい。設定の詳細については、p.129 “予測値

への分布の適合”を参照してください。

［精度］タブ

予測値の精度をコントロールしたいときに、このタブで精度に関する

設定を行います。

図 3.4  ［予測の定義］ダイアログ（精度）

＜ Crystal Ball メモ＞　精度コントロールに関する詳細については、付
録 B の p.319 “シミュレーションの精度”をご覧ください。

予測値の統計量が満たすべき精度を指定する

予測の結果の精度をコントロールしたいときに

チェックします。ただし、Crystal Ball がこの設定

を使用するのは、［実行プリファレンス］ダイア
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ログで、指定した精度に達したときにシミュレー

ションを停止するように設定している場合だけ

です。実行プリファレンスの設定方法について

は、p.86 “実行プリファレンスの設定”をご覧く
ださい。

平均値、標準偏差、パーセンタイル

精度コントロールに利用する統計量を選択しま

す。複数指定してもかまいません。パーセンタイ

ルを使うときは、その右のフィールドにパーセン
タイル値を入力してください。値は 0 より大き

く、100 より小さくなければいけません。

上記の統計量が収まるべき（プラスマイナス）範囲

予測統計量の精度の検定に使用する信頼区間サ
イズを指定します。［絶対単位］で指定するか［相

対パーセンテージ］で指定するかを選択し、値を

入力してください。［絶対単位］を選んだときは、

実際の予測値の単位で指定し、［相対パーセン

テージ］を選んだときは、統計量に対するパーセ

ンテージで指定します。

＜ Crystal Ball メモ＞　信頼区間については、“Crystal Ball リファレ
ンスマニュアル”第 1 章の“サンプリング結果の精度”をご覧ください。

［フィルタ］タブ

図 3.5  ［予測の定義］ダイアログ（フィルタ）
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このタブでは、予測値に対するフィルタを設定します。フィルタとは、

現在の予測、またはこのモデルのすべての予測に対して、Crystal Ball が

シミュレーション中に生成した予測値が指定した範囲内または範囲外の

値であった場合に、その予測値を除外する機能です。これらの値は、試

行値から除外されるわけではなく、現在の分析のために一時的に除外さ

れるだけです。

ダイアログを設定して［OK］ボタンをクリックすると、このタブの設定

はこの予測セルに適用されます。［OK］ボタンではなく［選択して適用］

ボタンをクリックすると、現在のタブの設定を適用する範囲を、［この

ワークシート］、［このワークブック］、［開いているすべてのワークブッ

クと新規ワークブック］から選択することができます。

予測値をフィルタリングする

予測値にフィルタを設定したいときにチェック
します。

以下の範囲外の予測値を除外する

範囲フィールドに指定した値範囲内に生成され

た値を残し、それ以外の値を予測から除外しま

す。デフォルトの範囲は－∞から＋∞です。

以下の範囲内の予測値を除外する

範囲フィールドに指定した値範囲外に生成され

た値を残し、範囲内の値を予測から除外します。

デフォルトの範囲は－∞から＋∞です。

この予測値に対してフィルタ設定を行ったとき、その他の予測から

も同じ試行値を取り除きます

値が範囲内または範囲外で取り除かれるそれぞ

れの試行について、モデルのほかのすべての予測

および仮定からその試行値を取り除きます。
たとえば、現在の予測のフィルタで 4 ～ 10 まで

の値を含むように設定し、3 回目の試行で 12 だっ

た場合には、この試行による値は現在の予測から

フィルタリングされるだけではなく、そのモデル

の他のすべての予測や仮定からも（それらの値に

かかわらず）取り除かれます。

このオプションをチェックしてシミュレーショ

ンを実行し、予測のレポートを作成すると、要約

データには、フィルタの詳細設定に続いて「すべ

ての試行値を削除する」と表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　この設定は、異なるフィルタの設定を行ったい
くつかの予測について、それぞれの［予測の定義］のダイアログでチェッ
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クされる必要があります。その場合、それぞれの選択された予測に対す
るフィルタリングはすべての予測に適用されます。

範囲フィールド 値範囲の上限と下限を設定します。これらの範囲

内あるいは範囲外に生成された予測値は（範囲の

両端値に等しい値も含めて）除外されます。

［統計量の書き出し］タブ

このタブでは、シミュレーションの停止後に、予測値の統計量を自動的

に Excel ワークシートに書き出すための設定を行います。

図 3.6  ［予測の定義］ダイアログ（統計量の書き出し）

＜ Crystal Ball メモ＞　統計量を書き出す機能は、主に、シミュレー
ションの結果を他のツールで分析するために用意されています。ワーク
シートに書き出される統計量は 低限の書式設定しかなされません。よ
り詳細な設定をするためには、［分析］→［データの出力］を使います。
p.193 “データの出力”をご覧ください。

シミュレーション停止後に予測統計量をワークシートに書き出す

統計量を書き出すときにチェックします。

リストボックス 書き出したい統計量を選択します。各統計量の出

力順序は、リストボックスの右にある矢印ボタン
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を使って変えることができます。移動したい統計

量を選択して、ボタンをクリックしてください。

開始セル 統計量の書き出しを始める左上のセルを指定し

ます。そのセルの右方向と下方向にデータが入力

されていないことをあらかじめ確認してくださ

い。もし、データがあると、それらは警告される

ことなく上書きされます。

表書式 書き出す表に簡易な書式設定を行います。［表

ヘッダをつける］をチェックすると、統計量の名
前も書き出されます。［オートフォーマット］を

チェックすると、Excel のオートフォーマットが

セルに適用されます。

データを展開する方向

［開始セル］から始めて、どの方向に向かってデー

タを羅列するかを指定します。［下方向］を選択

すると垂直方向に、［右方向］を選択すると水平

方向に統計量が並びます。

Crystal Ball データのメンテナンス

Crystal Ball には、仮定、意思決定変数、予測の Crystal Ball データをコ

ピー、ペースト、消去する編集コマンドがあります。これらは Excel の

同種のコマンドとは違い、Crystal Ball データ（セルに含まれる Crystal

Ball の定義）だけを対象としているので、混同しないように気をつけて

ください。

また、Crystal Ball データを選択し、定義内容を表示、修正するコマンド

や、Crystal Ball セルの表示方法を変更するコマンドがあります。

このセクションでは、これらのコマンドについて説明します。

Crystal Ball データの編集

まず、Crystal Ball データをコピー、ペースト、消去する編集コマンドに

ついて説明します。これらのコマンドを利用すると、類似した仮定、意

思決定変数、予測が複数あるときに、少ない手順でそれらを定義するこ

とができます。

＜ Excel メモ＞　Excel の［切り取り］、［コピー］、［貼り付け］コマン
ドを使用しても、対象になるのはセルの値や属性などで、Crystal Ball
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データはコピーされません。Excel のコマンドでセルの色がコピーされ
ても、Crystal Ball データはコピーされていないので注意してください。
Excel のデータと Crystal Ball データの両方をコピーするには、Excel の
編集コマンドを使った後で Crystal Ball の編集コマンドを使わなければ
なりません。

＜ Crystal Ball メモ＞　複数の種類の Crystal Ball データ（たとえば仮
定と予測）を含んだセル範囲を選択してコピーや消去をしようとすると、
Crystal Ball はどの種類の Crystal Ball データをコピー、ペースト、消
去したいかを尋ねるダイアログを表示します。

Crystal Ball データのコピー & ペースト

Crystal Ball データを、そのワークブックの別のエリアにコピー& ペース

トすることができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　同一のワークブック内であれば、コピーした
ワークシートとは異なるワークシートにペーストすることができます。
異なるワークブックにペーストすることはできません。

クリップボードにCrystal Ballデータがコピーされるとき、そのセルやセ

ル範囲の場所が記憶されるだけで、それらのCrystal Ballデータがコピー

されるのではないことに注意してください。したがって、後にそれが

ペーストされるときは、コピーしたときにそこに何があったかにかかわ

らず、ペーストする時点でコピー元のセルやセル範囲にある Crystal Ball

データがペーストされます。

たとえば、セル範囲に二つの仮定セルがあり、その範囲のすべての種類

のCrystal Ballデータをコピーしたとしましょう。次に、そのうちの一方

の仮定を削除し、他方の仮定を修正し、さらにそのセル範囲内の別のセ

ルに予測を定義した上で、ペーストを実行したとします。すると、ペー

ストされるのは、古い二つの仮定ではなく、修正された仮定と新しい予

測です。

したがって、混乱を避けるために、Crystal Ball データのペーストは、コ

ピー操作の直後に行ってください。この点で、Crystal Ball データのコ

ピー&ペーストもExcelのそれと同様だと考えられます。Excelでは、セ

ルやセル範囲をコピーした後、ただちにペーストすることなく他の操作

をすると、コピーは解除されて、再度セルやセル範囲を選択しコピーし

直さなければいけません。
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Crystal Ball データのコピー& ペーストは、以下のように行います。

1. コピーしたい Crystal Ball データを含んでいるセルまたはセル範囲

を選択します。

2. Excel のメニューバーから［定義］→［データをコピー］を選びま

す。複数の種類の Crystal Ball データを含むセル範囲を選択してい
たときは、さらにコピーするデータの種類を選択します。

選択されたセルやセル範囲の場所がクリップボードにコピーされま

す。

3. ペーストしたいセルまたはセル範囲を選択します。

ペーストするセル範囲には、仮定や意思決定変数をペーストする場

合は数値セル（すべて空白セルの場合については下の Crystal Ball メ

モを参照してください）、予測セルの場合は式セルを含んでいなけれ

ばなりません。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定セルまたは意思決定変数セルを空白セル
の範囲にペーストする場合には、Crystal Ball はそれぞれのコピーされ
たセルから元となるセルの値に沿ってそれらを貼り付けます。これは、
式が入力された予測セルや、その範囲のセルにすでにデータが入ってい
る場合には機能しません。

4. Excel のメニューバーから［定義］→［データをペースト］を選び

ます。

Crystal BallはクリップボードにコピーされているCrystal Ballデータ

を選択したセルに貼り付けます。

クリップボードに仮定または意思決定変数のセルが含まれていたと

きは、選択されたセルのうち数値セルにそれらがコピーされ、既存

の仮定や意思決定変数は書き換えられます。クリップボードに予測

セルが含まれていたときは、選択されたセルのうち式セルにそれら

がコピーされ、既存の予測は書き換えられます。

＜ Crystal Ball メモ＞　選択されているセルよりもクリップボードに
コピーされているセルのほうが多い場合は、Crystal Ball はできるだけ
多くのセルにペーストし、ペーストしきれなかった Crystal Ball セルは
無視します。反対に、選択されているセルが多い場合は、はじめのほう
の Crystal Ball 項目から順に繰り返しコピーされます。
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Crystal Ball データの消去

1. 消去したい Crystal Ball データを含んでいるセルまたはセル範囲を

選択します。

2. Excel のメニューバーから［定義］→［データを消去］を選びます。

複数の種類の Crystal Ball データを含むセル範囲を選択していたと
きは、さらに消去するデータの種類を選択します。

Crystal Ball はそれぞれのセルから Crystal Ball データを消去します。

＜ Excel メモ＞　セルやセル範囲を選択して Excel の［編集］→［クリ
ア］→［すべて］を選んだ場合も、Crystal Ball データは削除されます。

アクティブなワークシートから一つの種類のCrystal Ballデータをすべて

消去したいときは、次のように操作してください。

1.［定義］メニューから、［全ての仮定を選択］、［全ての意思決定変数

を選択］、［全ての予測を選択］のいずれかを選びます。

2.［定義］→［データを消去］を選びます。

Crystal Ball はアクティブなスプレッドシート上の選択されたすべて

のセルから Crystal Ball データを消去します。

Crystal Ball セルの選択と定義内容の確認

仮定、意思決定変数、予測を定義してスプレッドシートに戻ったら、そ

れらの仮定、意思決定変数、予測が意図したとおりに定義されているか

を見直したほうがよいでしょう。

初に、すべての仮定セル、意思決定変数セル、予測セルを選択して、

対応するダイアログを連続的にチェックする方法を説明し、次に、ツ

リーやリストから個別にCrystal Ballセルを選択する方法を説明します。

すべての仮定セルのチェック

1. Excel のメニューバーから［定義］→［全ての仮定を選択］を選択

します。

Crystal Ball は、仮定として定義されているすべてのセルを選択しま

す。

2.［定義］→［仮定の定義］を選択します。

初の仮定セルに対する分布ダイアログが表示されます。

3. 必要に応じてパラメータの変更を行います。
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4.［OK］ボタンをクリックします。

仮定セルが二つ以上あるときは、各仮定の分布ダイアログが順に現

れます。手順 3 ～ 4 を繰り返して、それぞれの仮定をチェックして

ください。

すべての意思決定変数セルのチェック

1. Excel のメニューバーから［定義］→［全ての意思決定変数を選択］

を選択します。

Crystal Ball は、意思決定変数として定義されているすべてのセルを

選択します。

2.［定義］→［意思決定変数の定義］を選択します。

初の意思決定変数セルに対する［意思決定変数の定義］ダイアロ

グが表示されます。

3. 必要な変更を行います。

4.［OK］ボタンをクリックします。

意思決定変数セルが二つ以上あるときは、順に［意思決定変数の定
義］ダイアログが現れます。手順 3 ～ 4 を繰り返して、それぞれの

意思決定変数をチェックしてください。

すべての予測セルのチェック

1. Excel のメニューバーから［定義］→［全ての予測を選択］を選択

します。

Crystal Ball は、予測として定義されているすべてのセルを選択しま

す。

2.［定義］→［予測の定義］を選択します。

初の予測セルに対する［予測の定義］ダイアログが表示されます。

3. 必要な変更を行います。

4.［OK］ボタンをクリックします。

予測セルが二つ以上あるときは、順に［予測の定義］ダイアログが

現れます。手順 3 ～ 4 を繰り返して、それぞれの予測をチェックし

てください。
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［複数選択］コマンド

［複数選択］コマンドでは、ツリーやリストを使って仮定、意思決定変

数、予測を選択することができます。

1. Excel のメニューバーから［定義］→［複数選択］を選択します。

図 3.7 のような［複数選択］ダイアログが表示されます。

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

初にすべての仮定がリストされ、意思決定変数、予測と続きます。

［仮定］、［意思決定変数］、［予測］の各ボタンをクリックすると、そ

れぞれの表示 / 非表示を切り替えることができます。

図 3.7  ［複数選択］ダイアログ（ツリー表示）

［リスト表示］アイコンをクリックすると、図 3.8 のようなリスト型

の表示に変わります。

図 3.8  ［複数選択］ダイアログ（リスト表示）

［予測］ボタン

［意思決定変数］ボタン

［仮定］ボタン
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2. ツリー表示かリスト表示で、選択したいセルをチェックします。

目的のセルのチェックボックスをクリックして選択します。ツリー

表示では、上位の項目を選択することによって、それより下位の項

目をまとめて選択することができます。また、［全て選択］ボタンを

クリックすると、表示中のすべての項目がチェックされ、［全て選択

解除］ボタンをクリックすると、表示中のすべての項目のチェック

がはずされます。

たとえば、ツリー表示ですべての仮定を選択するためには、一つず

つ仮定をチェックしていく方法のほかに、［意思決定変数］、［予測］

の各ボタンをクリックして仮定だけを表示させ、次に［全て選択］

ボタンをクリックする方法、あるいは、ツリーの上位の項目“仮定”

をチェックする方法があります。

3.［OK］をクリックすると、ダイアログが閉じて、チェックされてい

たセルがワークシート上で選択された状態になります。

この状態から、定義の確認やプリファレンスの設定を行うことがで

きます。ただし、選択されたセルが複数のワークシートにわたって

いる場合は、ワークシートの切り替えは手動で行う必要があります。

セルプリファレンスの設定
Crystal Ball では、仮定、意思決定変数、予測という 3 種類の Crystal Ball

データをセルに定義します。これらのセルは p.76 “Crystal Ballセルの選

択と定義内容の確認”で説明したような方法で選択することができます

が、セルの表示方法に変化をつけていると、ワークシート上で認識しや

すくなります。

1. Excel のメニューバーから［定義］→［セルプリファレンス］を選

びます。

図 3.9  ［セルプリファレンス］ダイアログ
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図 3.9 のような［セルプリファレンス］ダイアログが現れます。ダ

イアログには、Crystal Ball データの三つの種類を示すタブがありま

す。

2. 設定したい Crystal Ball データの種類を選びます。

3.［セルの背景］エリアでセルの網掛け方法を選びます。

カラー このタブの種類のCrystal Ballデータが定義された

セルの色を指定します。

パターン このタブの種類のCrystal Ballデータが定義された

セルの網掛けパターンを指定します。

4. Crystal Ball データの情報を Excel のコメントとして挿入したいと

きは［コメントを添付］をチェックします。

仮定セルには名称と分布パラメータ、意思決定変数セルには名称、

上限・下限、ステップサイズ、予測セルには名称が表示されるよう

になります。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定、意思決定変数、予測を定義または再定義
すると、コメントが更新されます。

5. 仮定または意思決定変数について、シミュレーションを実行してい

ないときにセルに格納する値を変更したいときは、［セル値を書き換
える］をチェックし、書き換える値を選択します。

＜ Crystal Ball メモ＞　［デフォルト］をクリックすると、Crystal Ball
の出荷時の設定に戻すことができます。

6.［選択して適用］ボタンをクリックして、［他の変数に設定］ダイア

ログを開きます。

図 3.10  ［他の変数に設定］ダイアログ
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7.［適用するプリファレンス］エリアで、設定を適用するタブを選択し

ます。

• ［このタブのみ］を選ぶと、現在開いているタブの設定だけが適

用の対象になります。

• ［全てのタブ］を選ぶと、現在開いていないタブを含む、［セル

プリファレンス］ダイアログ内のすべてのタブが適用の対象に

なります。

8.［以下の全てのセルに適用］エリアで、適用するセルを選択します。

• ［このワークシート］を選ぶと、現在のワークシートのセルだけ

が適用の対象になります。

• ［このワークブック］を選ぶと、現在のワークブックのすべての

セルが適用の対象になります。

• ［開いている全てのワークブックと新規ワークブック］を選ぶ

と、現在開いているワークブックと新規に作成されるワーク
ブックのすべてのセルが適用の対象になります。

デフォルトの設定は、［開いているすべてのワークブックと新規ワー

クブック］です。

＜ Crystal Ball メモ＞　他のプリファレンスと違い、セルプリファレン
スは特定のセルだけを対象にすることはできません。ワークシートや
ワークブックに含まれるすべてのセルが対象になります。

＜ Crystal Ball メモ＞　［開いている全てのワークブックと新規ワーク
ブック］オプションは、プリファレンスのデフォルト値を変更します。
これにより、今後作成されるワークブックが適用の対象になります。

9.［OK］ボタンをクリックして適用します。

Crystal Ball モデルの保存

それぞれの Crystal Ball セルに定義された Crystal Ball データは、Excel の

保存プロセスを通して、スプレッドシートと一緒に保存されます。

したがって、保存したCrystal Ballモデルは、通常のスプレッドシートと

同様に Excel で開くことにより、Crystal Ball モデルとして使用を再開す

ることができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　作成した Crystal Ball モデルに対してシミュ
レーションを実行したときは、シミュレーションの結果を保存すること
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ができます。ただし、Excel の保存プロセスでは保存されません。p.103
“シミュレーション結果の保存と読み込み”をご覧ください。
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Chapter

第 4 章

シミュレーションの実行



概要

第 2 章、第 3 章では、Crystal Ball のシミュ

レーションモデルを作成する方法を説明し

ました。この章では、いよいよシミュレー

ションの実行へと進みます。

初に、Crystal Ball シミュレーションの概

要を説明し、続いて、シミュレーションの

設定から実行、結果の保存や読み込みとい

う、シミュレーション操作に関連する一連

の作業を順を追って説明します。 後に、

シミュレーションの前後や実行中にユーザ

定義マクロを走らせる方法を説明します。

この章で取り扱うのは、シミュレーション

を実行するところまでです。シミュレー

ションの結果を解釈したり、分析したりす

る方法については、第5章、第6章を参照し

てください。
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Crystal Ball シミュレーションの概要

シミュレーションとは、実世界のシステム、とりわけ数学的に複雑な、

あるいは数学的な表現が困難なシステムを模倣する分析手法を指しま

す。Crystal Ball のリスク分析では、スプレッドシートモデルとシミュ

レーションを使って、システムのインプットの変化がシステムのアウト

プットに与える影響を探ります。

仮定、意思決定変数、予測の各セルをスプレッドシートモデルに定義す

ると、シミュレーションをする準備が整います。Crystal Ball はモンテカ

ルロ・シミュレーションというテクニックを使用して、スプレッドシー

トモデルに発生し得る値の全範囲を予測します。Crystal Ball のモンテカ

ルロ・シミュレーションでは、シミュレーションの各試行ごとに、仮定

セルに乱数が生成されます。そして、それによって計算される予測セル

の値の度数がグラフに表されます。また、それらの予測値の統計量を数

値として提供することもできます。モンテカルロ・シミュレーションに

ついては p.14 “Crystal Ballを使ったリスク分析”を参照してください。

Crystal Ball が行うモンテカルロ・シミュレーション

不確実な要素をもつ実世界の問題は、そのほとんどがきわめて複雑で、

分析的な手法で解くことはできません。すべての起こり得る結果を計算

するには、あまりにも入力値の組合せが多すぎるからです。一方、モン

テカルロ・シミュレーションは、乱数表や、コンピュータの乱数ジェネ

レータを必要とするだけの効率的な手法です。

Crystal Ball は、モンテカルロ・シミュレーションを使い、シミュレー

ションの各試行において以下の 3 ステップを実行します。

1. すべての仮定セルについて、ユーザが行った仮定セルの定義に基づ

いて乱数を発生し、その値をスプレッドシートに埋め込みます。

2. スプレッドシートを再計算します。

3. 再計算された予測セルの値を取り出して、予測ウィンドウのグラフ

に追加します。

Crystal Ball はこれら 3 ステップからなる試行を、次のいずれかの状態に

なるまで繰り返します。

• ユーザが指定した停止条件に合致した

• ユーザがシミュレーションを中断するコマンドを実行した

終的な予測グラフは、指定されたいくつかの仮定セルの不確実性を結

合した結果です。ただし、モンテカルロ・シミュレーションは実世界を

シミュレーション

実世界のシステムを、それを模倣
することによって分析する手法。
とりわけシステムが数学的に複雑
なために、あるいは再現すること
が困難なために他の分析手法を使
用することができない場合には、
特に有効な分析手法になります。

スプレッドシートモデル

現実のシステムや仮想のシステ
ム、あるいは依存関係群を表現し
たスプレッドシート。

乱数

確率分布に適応させるために、式
や乱数表を用いて生成される数学
的に選んだ値。

乱数ジェネレータ

コンピュータプログラムに実装さ
れている、独立した一連の乱数を
生成する仕組み。

仮定セルに乱数
を生成

スプレッドシー
ト全体を再計算

結果を予測グラ
フに表示
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近似することができるにすぎないという点に注意してください。スプ

レッドシートで問題を検討するときには、モデルからいくつかの変数を

除いたり、逆に付け加えたりすることができます。そのような試行錯誤

を繰り返しながら、モデルの結果が実世界の状況をできるだけ正確に表

すようになるまで、モデルを改良していくことが必要です。

モンテカルロ・シミュレーションについては p.14 “Crystal Ballを使った

リスク分析”を参照してください。Crystal Ball が提供する予測結果の解

釈や利用方法については、第 5 章、第 6 章を、また、統計量の意味につ

いては“Crystal Ball リファレンスマニュアル”を参照してください。

Crystal Ball シミュレーションの作業ステップ

仮定、意思決定変数、予測セルを定義してCrystal Ballモデルが完成した

ら、通常、以下のステップを踏んでシミュレーションを実行します。

1. 仮定、意思決定変数、予測の定義をチェックします。

p.76 “Crystal Ball セルの選択と定義内容の確認”をご覧ください。

2. 必要に応じて、セルプリファレンスを設定します。

p.79 “セルプリファレンスの設定”をご覧ください。

3. 必要に応じて、実行プリファレンスを設定します。

続くセクションをご覧ください。

4. シミュレーションを実行します。

p.97 “シミュレーションの実行”をご覧ください。

実行プリファレンスの設定

［実行プリファレンス］メニューでは、Crystal Ball シミュレーションの

実行方法を決定するさまざまな要素を設定します。実行プリファレンス

は以下の手順で設定します。

1.［実行］→［実行プリファレンス］を選びます。

［実行プリファレンス］ダイアログが開きます。

2. 変更したいプリファレンスのタブをクリックして、必要な項目を設

定します。

ダイアログには五つのタブがあります。それぞれの設定項目につい

ては、各ページを参照してください。
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• ［試行］タブ（p.87）では、シミュレーションを停止する条件を

設定します。試行回数、計算エラー、予測統計量の精度という

三つの条件があります。

• ［サンプリング］タブ（p.89）では、乱数の生成方法とサンプリ

ング手法を設定します。

• ［スピード］タブ（p.90）では、シミュレーションモードを選択

します。また、スプレッドシートやグラフウィンドウの表示方

法を変えて、シミュレーション速度を調節します。

• ［オプション］タブ（p.93）では、シミュレーションの実行に関

連する付随的な設定を行います。設定項目には、仮定値の保存、

仮定間の相関、ユーザ定義マクロの実行、コントロールパネル

の表示があります。

• ［統計量］タブ（p.94）では、パーセンタイルの定義と表示書式、

および工程能力機能を設定します。

Crystal Ball の出荷時の設定に戻したいときは、［デフォルト］ボタ

ンをクリックします。

3. すべての設定が完了したら［OK］ボタンをクリックします。

［試行］タブ

このタブでは、シミュレーションを停止する条件を設定します。試行回

数、計算エラー、予測統計量の精度という三つの条件があります。

＜ Crystal Ball メモ＞　精度コントロールの設定では、設定を変更する
前に現在のシミュレーションをリセットしておく必要があります。

図 4.1  ［実行プリファレンス］ダイアログ（試行）
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三つの条件に優先順位はありません。使用する停止条件のうちのどれか

一つが満たされると、シミュレーションは停止します。

大試行回数 Crystal Ball がシミュレーションを停止するまでに

実行する試行回数の 大値を入力します。

他の停止基準を満たす前に試行回数が［ 大試行

回数］の値に達すると、Crystal Ball はシミュレー

ションを停止します。

計算エラー時に停止する

どれかの予測セルに数学的なエラー（たとえば 0
で除算）が発生したときにシミュレーションを停

止します。エラーによって停止したとき、セル値

は書き換えられません。これにより、エラーの原

因を確認することができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　 高速モードでは、エラーが起きたとき、バー
ストの 後にシミュレーションが停止します。したがって、すぐにはエ
ラーを発見できません。

以下の精度に達したら停止する

統計量が指定した精度に達したときにシミュ

レーションを停止します。具体的な精度コント

ロールの条件は、［予測の定義］ダイアログでそ

れぞれの予測について設定します。精度コント

ロールを行う予測が複数ある場合は、それらのす

べてがそれぞれの必要な精度になるまで、シミュ

レーションは停止基準を満たしたことにはなり

ません。

このオプションはデフォルトでチェックされて

います。

信頼度 精度コントロールに使用する統計量の信頼区間

を計算するための値です。［以下の精度に達した
ら停止する］がチェックされているとき、精度コ

ントロールを行うように設定されたすべての予

測の指定された統計量が、この信頼度から計算さ

れた信頼区間に収まると、シミュレーションは停

止します。

＜ Crystal Ball メモ＞　精度コントロールに関する詳細については、付
録 B の p.319 “シミュレーションの精度”をご覧ください。予測ごとの
精度コントロールの設定については、p.64 “予測セルの定義”をご覧く
ださい。信頼度については、“Crystal Ball リファレンスマニュアル”第
1 章の“サンプリング結果の精度”をご覧ください。
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［サンプリング］タブ

このタブでは、乱数の生成方法とサンプリング手法を設定します。

図 4.2  ［実行プリファレンス］ダイアログ（サンプリング）

［乱数の生成］エリアには以下の設定項目があります。

同じ乱数列を使用する

仮定に同一の乱数を発生させるように乱数ジェ

ネレータを設定します。これによりシミュレー

ションの結果を何度か再現することができます。

このオプションをチェックしたら、［初期シード

値］フィールドにシード値を入力してください。

初期シード値 仮定セルに生成される一連の乱数の 初の値を

整数で指定します。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の一連のマニュアルに示されてい
るチュートリアルや例題の結果を再現するには、［同じ乱数列を使用す
る］オプションをチェックして、［初期シード値］フィールドに“999”
を指定してください。

［サンプリング手法］エリアでは、二つの手法のいずれかを選択します。

それぞれの手法については、“Crystal Ball リファレンスマニュアル”の

第 1 章をご覧ください。

モンテカルロ 値のランダム性を重視するときに選択します。

ラテンハイパーキューブ

分布への忠実性を重視するときに選択します。分

布に調和した、ムラのない公平な値が生成されま

シード値

乱数列の最初の数。シード値を固
定すると、シミュレーションのた
びに同じ乱数列が生成されます。
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すが、多くのメモリを消費することになります。

サンプルサイズ ラテンハイパーキューブ・サンプリングで、あら

かじめ生成する仮定値の個数、言い換えると、確

率分布を分割するセグメント数を指定します。デ

フォルト値は 500 です。

分布への忠実性はサンプルサイズにほぼ比例し

て高まります。大きな値を指定すればより忠実に

なりますが、ランダム性は低下します。くわしく

は p.322 “ラテンハイパーキューブのサンプルサ
イズ”をご覧ください。

［スピード］タブ

このタブでは、シミュレーションモードを選択します。また、スプレッ

ドシートやグラフウィンドウの表示方法を変えて、シミュレーション速

度を調節します。

図 4.3  ［実行プリファレンス］ダイアログ（スピード）

［シミュレーションモード］エリアでは、シミュレーションのモードを

選択します。

高速モード シミュレーション速度が通常モードに比べて

高 100 倍まで上がります。このモードは Crystal
Ball Professional をお使いのユーザにご利用いただ

けます。 高速モードが適さないモデルもあるの

で、このモードを選択する前に、かならず付録 C
を参照してください。

通常モード 一般的なモデルのシミュレーションに適した

モードです。［詳細設定］ボタンをクリックして、
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設定を細かく変更することができます（p.91 “［通

常モードオプション］ダイアログ”を参照）。

デモモード シミュレーションをスローモーションで行う

モードです。スプレッドシートやグラフの変化を

眺めたいときや、Crystal Ball のデモンストレー

ションを行うときにご利用ください。［詳細設定］

ボタンをクリックして、設定を細かく変更するこ

とができます（p.92 “［デモモードオプション］

ダイアログ”を参照）。

［グラフウィンドウ］エリアでは、シミュレーション中に表示されるグ

ラフウィンドウの描画方法を指定します。

再描画 指定した秒ごとにグラフウィンドウを再描画し

ます。デフォルト値は 0.5 秒です。

グラフウィンドウを表示しない

シミュレーション中に予測グラフなどのウィン

ドウを表示したくないときに選択します。このオ

プションを選択すると、シミュレーション速度が

も速くなります。

このオプションが選択されていない場合は、シ

ミュレーションの実行中、［予測の定義］ダイア

ログなどで指定したとおりにグラフウィンドウ

が表示されます。それぞれの予測に対する設定に

ついては、p.64 “予測セルの定義”を、その他の

グラフについては第 6 章をご覧ください。

［通常モードオプション］ダイアログ

［シミュレーションモード］エリアで［通常モード］を選択し、［詳細

設定］ボタンをクリックすると現れます。このダイアログでは、通常

モードのシミュレーションの詳細を設定します。

図 4.4  ［通常モードオプション］ダイアログ
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1 試行毎に更新する

スプレッドシート上のCrystal Ballデータを 1試行

終わるたびに更新します。ただし、動的参照は、

他の設定が選択されていても 1 試行ごとに更新さ

れます。

時間単位で更新する

スプレッドシート上の Crystal Ball データを、指定

した秒ごとに定期的に更新します。デフォルト値

は 1 秒です。

Excel 小化 Excel ウィンドウを 小化します。このオプショ

ンを選択すると、シミュレーション速度が も速

くなります。

［デモモードオプション］ダイアログ

［シミュレーションモード］エリアで［デモモード］を選択し、［詳細

設定］ボタンをクリックすると現れます。このダイアログでは、デモ

モードのシミュレーションの詳細を設定します。

図 4.5  ［デモモードオプション］ダイアログ

1 秒間の 大試行回数

デモモードで、1 秒間に 高何回の試行を行うか

を指定します。デフォルト値は 10 回です。
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［オプション］タブ

このタブでは、シミュレーションの実行に関連する付随的な設定を行い

ます。

図 4.6  ［実行プリファレンス］ダイアログ（オプション）

設定項目には、仮定値の記録、仮定間の相関、ユーザ定義マクロの実

行、コントロールパネルの表示があります。

感度分析用に仮定セルの値を保存する

シミュレーション実行中に各仮定に生成された
乱数を記録します。シミュレーション中にこれら

の値を表示するためには、このオプションを選択

し、さらに、値を表示したい仮定のプリファレン

スを設定する必要があります。また、シミュレー

ション後に値をスプレッドシートに出力したい

ときは、［分析］→［データの出力］コマンドを

使用します。

このオプションをチェックすると、感度グラフに

表示するための感度情報が作成されます。この情
報から特定の予測にそれぞれの仮定が与える影

響がわかります。感度グラフについては、p.168
“感度グラフ”を参照してください。感度グラフ

は、シミュレーションを実行する前にこのオプ

ションをチェックしておかないと、利用すること

はできません。

相関を有効にする

定義されているすべての仮定間の相関を有効に

します。
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ユーザ定義マクロを実行する

シミュレーションの各プロセスに実行するよう

に定義されたユーザマクロを実行します。ユーザ

定義マクロについては p.106 “ユーザ定義マクロ”

を参照してください。

十分なメモリがないときに警告する

フルシミュレーションを完了するのに十分なメ

モリがないときに警告ダイアログが表示されま

す。ダイアログにはいくつかの原因と解決策が表

示されます。解決策には、シミュレーションの試

行回数を減らす、［感度分析用に仮定セルの値を

保存する］のチェックを外す、などがあります。

感度分析を行うためには仮定セルの値の保存が

必要ですが、モデルが大きいと、かなりのメモリ

を消費します。

コントロールパネルを表示する

コントロールパネルを表示します。これについて

は、p.100 “Crystal Ball コントロールパネル”を

参照してください。

リセット後も残す

シミュレーションがリセットされた後も、コント

ロールパネルを閉じません。

［統計量］タブ

このタブでは、パーセンタイルの定義と表示書式を設定します。また、

シックスシグマやその他の品質管理プログラムを支援する工程能力分

析機能を有効にすることもできます。

図 4.7  ［実行プリファレンス］ダイアログ（統計量）
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まず、［パーセンタイル計算］エリアで、パーセンタイルの意味を選択

します。これは、仮定のパラメータに使われるパーセンタイルにも影

響します。

値を下回る確率 パーセンタイルの定義を、対応する変数の値が特

定の値を下回る確率とします。これは、デフォル

トの定義です。

値を上回る確率 パーセンタイルの定義を、対応する変数の値が特

定の値を上回る確率とします。

［パーセンタイルの表示］エリアでは、Crystal Ball でパーセンタイルを

表示する書式を［10%, 90% など］または［P10, P90 など］から選択します。

［工程能力指標を計算する］をチェックすると、工程能力分析機能が有

効になります。工程能力分析機能を有効にして［予測の定義］ダイアロ

グで［LSL］か［USL］が入力されると、工程品質を表す工程能力指標

が計算されます。［LSL］や［USL］の入力については、付録Dのp.346

“下方 / 上方規格限界と目標値の設定”をご覧ください。

［工程能力指標を計算する］がチェックされると、［オプション］ボタ

ンが有効になります。［オプション］ボタンをクリックすると［工程能

力指標オプション］ダイアログが開き、［短期指標］または［長期指

標］を選択して［Z 値シフト］を指定することができます。また、工程

能力指標の計算方法を設定することができます。くわしくは、付録Dの

p.344 “工程能力分析機能の設定”をご覧ください。

Crystal Ball セルの固定

Excel のメニューバーから、［実行］→［Crystal Ball セルの固定］を選

ぶと、選択した仮定、意思決定変数、予測の値を固定してシミュレー

ションから除外することができます。この機能は以下のようなときに利

用します。

• 定義済みのCrystal Ballセルの定義を消去してシミュレーションから

除外したいが、将来その Crystal Ball セルを使うかもしれないとき

• ある Crystal Ball セルがモデルに与える影響を確認するために、他の

Crystal Ball セルをセル値に固定しておきたいとき

＜ Crystal Ball メモ＞　このコマンドは、複数のワークブックを開いて
いて、そのうち一部のワークブックだけを対象にしてシミュレーション
を実行したいときにも役立ちます。この場合は、シミュレーションの対
象としないワークブックのすべての Crystal Ball セルを固定します。
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Crystal Ball セルは以下のようにして固定します。

1. Excel のメニューバーから［実行］→［Crystal Ball セルの固定］を

選びます。

図 4.8 のような［Crystal Ball セルの固定］ダイアログが開きます。

図 4.8  ［Crystal Ball セルの固定］ダイアログ（ツリー表示）

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

初にすべての仮定がリストされ、意思決定変数、予測と続きます。

［仮定］、［意思決定変数］、［予測］の各ボタンをクリックすると、そ

れぞれの表示 / 非表示を切り替えることができます。

［リスト表示］アイコンをクリックして、図 4.9 のようなリスト型の

表示にすることもできます。

図 4.9  ［Crystal Ball セルの固定］ダイアログ（リスト表示）

［予測］ボタン

［意思決定変数］ボタン

［仮定］ボタン
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2. ツリー表示かリスト表示で、選択したいセルをチェックします。

目的のセルのチェックボックスをクリックして選択します。ツリー

表示では、上位の項目を選択することによって、それより下位の項

目をまとめて選択することができます。また、［全て選択］ボタンを

クリックすると、表示中のすべての項目がチェックされ、［全て選択

解除］ボタンをクリックすると、表示中のすべての項目のチェック

がはずされます。

たとえば、ツリー表示ですべての仮定を選択するためには、一つず

つ仮定をチェックしていく方法のほかに、［意思決定変数］、［予測］

の各ボタンをクリックして仮定だけを表示させ、次に［全て選択］

ボタンをクリックする方法と、ツリーの上位の項目“仮定”をチェッ

クする方法があります。

3.［OK］をクリックします。

シミュレーションの実行

Crystal Ball シミュレーションの概要

Crystal Ball でシミュレーションを実行している間は、いつでもシミュ

レーションを停止したり再開したり、シミュレーションをリセットした

りすることができます。

シミュレーション中は、各値の試行ごとの変化を観察することができま

す。それぞれの仮定や予測をグラフウィンドウに表示しておけば、試行

が重ねられるにつれてグラフが変化していく様子が眺められます。ある

いは、シミュレーション速度を上げるためにウィンドウを閉じていても

かまいません。もちろん、通常のウィンドウ操作（予測ウィンドウの選

択、カスケード表示、すべてのウィンドウの表示、アクティブ化や非ア

クティブ化）を実行することもできます。

予測ウィンドウに表示される予測グラフは、それぞれの予測セルの度数

分布です。度数分布からは、一定間隔で分けられた各範囲（グループ）

に含まれる値の数、つまり値の発生頻度の散らばりがわかります。

予測グラフを解釈する方法については、第 5 章でくわしく説明します。

ここでは、予測値がどのように分布し、それぞれの値が発生する確率が

どのくらいであるかを示すのが予測グラフだということを覚えておいて

ください。

Crystal Ball に慣れていないユーザは、デモモードでシミュレーションを

実行し、試行を重ねるたびに予測値が変化する様子を眺めるのもよいで

しょう。
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図 4.10  予測グラフ

シミュレーション中に予測グラフを観察すると、分布の形状から結果の

感触をつかむことができます。たとえば図4.10は「純利益」の予測グラ

フです。ここから、「純利益はある値を中心に広がる傾向をもっている

が、左隅のわずかな範囲にも多くの値が集中しており、大きな損失が発

生する確率も見逃せない」ということがわかります。

第 5 章では、グラフの表示を変更し、特定の範囲に注目して分析する方

法も紹介します。

＜Crystal Ball メモ＞　グラフウィンドウの表示中にExcelのメニュー
バーを使うと、Excel がアクティブになり Crystal Ball のウィンドウは
隠れます。Crystal Ball のウィンドウを前面に出したいときは、Windows
のタスクバーにある Crystal Ball アイコンをクリックするか、<Alt>+

<Tab> を押してください。

シミュレーションの実行中、Crystal Ball はシミュレーションの進行とと

もに次々と作成されていく予測値をリストに保存します。これらの予測

値をエクスポートして、他の統計解析プログラムなどで利用することも

できます。この方法については、p.193 “データの出力”を参照してくだ

さい。
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シミュレーションの開始 / 停止 / 再開 / リセット

シミュレーションの実行中は、いつでも実行を停止したり再開したりす

ることができます。通常は Crystal Ball が自動的に試行を進めていきます

が、1 試行ごとに値を観察できる［ステップ実行］オプションもあります。

シミュレーションの開始

1.［実行］→［シミュレーションの開始］を選びます。

［予測の定義］ダイアログの［予測ウィンドウ］タブでシミュレー

ション実行中に予測ウィンドウを表示するように設定してあり、か

つ［実行プリファレンス］ダイアログの［スピード］タブで［グラ

フウィンドウを表示しない］を選択していなければ、Crystal Ball は

予測グラフを表示します。シミュレーションが進むにつれて、予測

グラフは更新されます。

また、［実行プリファレンス］ダイアログの［オプション］タブで

［コントロールパネルを表示する］が選択されていると、Crystal Ball

コントロールパネルが現れます。コントロールパネルを使うと、以
下に説明するようなシミュレーション実行に関連する操作を手早く

行うことができます。コントロールパネルの操作方法については、

p.100 “Crystal Ball コントロールパネル”をご覧ください。

シミュレーションの停止

1.［実行］→［シミュレーションの停止］を選びます。

シミュレーションの再開

1.［実行］→［シミュレーションの再開］を選びます。

シミュレーションのリセットと再実行

1.［実行］→［シミュレーションの停止］を選びます。

2.［実行］→［シミュレーションのリセット］を選びます。

シミュレーションのリセットを確認するダイアログが現れます。

3.［OK］ボタンをクリックします。

Crystal Ball は試行回数を 0 にリセットし、仮定や予測の値と統計量

を消去します。ただし、仮定や予測の定義は変わりません。

4. 必要に応じて、仮定や予測の定義を変更します。

5.［実行］→［シミュレーションの開始］を選びます。

シミュレーションが新たに開始されます。
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シミュレーションのステップ実行

シミュレーションを実行する前、あるいはシミュレーションを停止した

後に［実行］→［ステップ実行］を選ぶと、仮定セルに対して乱数を生

成してスプレッドシートを再計算するまでの 1 プロセスだけを実行する

ことができます。この機能は、計算エラーの原因を追跡するときや、仮

定セルに生成された値を確認したいときに有効です。

1.［実行］→［ステップ実行］を選びます。

＜ Crystal Ball メモ＞　ステップ実行の結果は予測値として保存され
ません。したがって、予測ウィンドウの作成や更新をすることはできま
せん。仮定セルに値を生成し、スプレッドシートを再計算するだけです。

Crystal Ball コントロールパネル

シミュレーションの開始と同時に、Crystal Ball コントロールパネルが現

れます。コントロールパネルを使うと、シミュレーションの実行に関連

する操作や、分析を手早く行うことができます。

図 4.11  Crystal Ball コントロールパネル

＜ Crystal Ball メモ＞　コントロールパネルが現れないときは、［実行
プリファレンス］ダイアログの［オプション］タブで［コントロールパ
ネルを表示する］が選択されていません。p.86 “実行プリファレンスの
設定”の説明に従って設定を行ってください。

デフォルトの設定では、一度現れたコントロールパネルはシミュレー

ションをリセットしても閉じません。リセットしたときに閉じるように

するためには、［実行プリファレンス］ダイアログの［オプション］タ

ブで［リセット後も残す］のチェックをはずします。

コントロールパネルの［詳細表示］ボタンをクリックすると、シミュ

レーションの速度やCrystal Ballセルの個数などのシミュレーション情報

が表示されます。

［詳細表示］ボタン

メニューバー

進捗バー

コマンドボタン
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図 4.12  コントロールパネル（統計量）

＜ Crystal Ball メモ＞　Excel のメニューバーを使うと、Excel がアク
ティブになり Crystal Ball のウィンドウは隠れます。Crystal Ball のウィ
ンドウを前面に出したいときは、Windows のタスクバーにある Crystal

Ball アイコンをクリックするか、<Alt>+<Tab> を押してください。

コントロールパネルのメニューバーに含まれる各メニューについては、

以下のページを参照してください。

メニュー 説　明 ページ

実行 シミュレーションの開始 シミュレーションを開始します。 p.99

シミュレーションの停止 実行中のシミュレーションを停止します。 p.99

シミュレーションの再開 シミュレーションを中断したときや、計算エラーによって停
止したときに、シミュレーションを再開します。

p.99

シミュレーションのリセット 現在のシミュレーションをリセットします。 p.99

ステップ実行 シミュレーションを 1 試行分だけ実行します。 p.100

Crystal Ball セルの固定 選択した Crystal Ball セルをシミュレーションから除外します。 p.95

OptQuest OptQuest を起動します。

CB Predictor CB Predictor を起動します。

Crystal Ball ツール Crystal Ball ツールメニューを展開します。 p.201

実行プリファレンス シミュレーションのオプションとパラメータを指定します。 p.86

分析 仮定グラフ すべての、または選択された仮定ウィンドウを開くか、また
は閉じます。

p.180

予測グラフ すべての、または選択された予測ウィンドウを開くか、また
は閉じます。

p.115
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グラフウィンドウの操作

自動的に開いたグラフウィンドウを一つずつ閉じたいときは、ウィンド

ウの右上にある［閉じる］ボタンをクリックします。すべてのウィンド

ウを一度に閉じたり、特定のグラフウィンドウを開いたり、複数のウィ

ンドウを整列したり、といったグラフウィンドウの操作は、［分析］メ

ニューを通じて行います。これらの操作は、シミュレーションを実行し

ている状態でも行うことができます。

［分析］メニューの中で、ウィンドウ操作に関連するサブメニューには

以下があります。

選択したセルのグラフを表示

選択されているセルまたはセル範囲に含まれるす

べての仮定と予測について、それらのグラフを表示

します。

仮定グラフ すべての、または選択された仮定ウィンドウを開く

か、または閉じます。仮定ウィンドウは、該当する

仮定セルに生成された値の度数分布をグラフで示

します。

重ねグラフ すべての、または選択された重ねグラフを開くか、または閉
じます。あるいは重ねグラフを新規に作成します。

p.153

傾向グラフ すべての、または選択された傾向グラフを開くか、または閉
じます。あるいは傾向グラフを新規に作成します。

p.161

感度グラフ すべての、または選択された感度グラフを開くか、または閉
じます。あるいは感度グラフを新規に作成します。

p.168

重ねて表示 Excel ワークシートの前面にすべての Crystal Ball ウィンドウを

カスケード表示します。

p.102

全て閉じる 開いているグラフをすべて閉じます。 p.102

レポートの作成 シミュレーション結果を整理したレポートを作成します。 p.185

データの出力 シミュレーションによって作成されたデータをワークシート
に出力します。

p.193

実行結果の保存 現在のシミュレーションをファイルに保存します。 p.103

実行結果の読み込み 以前に保存されたシミュレーションを開きます。 p.103

ヘルプ コントロールパネルのオンラインヘルプを表示します。

メニュー 説　明 ページ
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予測グラフ すべての、または選択された予測ウィンドウを開く

か、または閉じます。予測ウィンドウは、該当する

予測セルに生成された値の度数分布をグラフで示

します。

重ねグラフ すべての、または選択された重ねグラフを開くか、

または閉じます。あるいは重ねグラフを新規に作成

します。重ねグラフは予測と予測、または予測と標

準的な分布とを比較するためのグラフです。

傾向グラフ すべての、または選択された傾向グラフを開くか、
または閉じます。あるいは傾向グラフを新規に作成

します。傾向グラフは複数の予測の信頼区間を一つ

のグラフに表します。

感度グラフ すべての、または選択された感度グラフを開くか、

または閉じます。あるいは感度グラフを新規に作成

します。感度グラフは予測セルに対する仮定の影響

度を表します。

重ねて表示 Excel ワークシートの前面にすべての Crystal Ball
ウィンドウをカスケード表示します。

全て閉じる 開いているグラフウィンドウをすべて閉じます。

シミュレーション結果の保存と読み込み

Crystal Ball シミュレーションをファイルに保存すると、後で再実行や再

利用することができます。これには、以下のような利点があります。

• 後に、シミュレーションをはじめからすべて実行し直すことなく、

すぐに予測グラフを呼び出すことができます。

• 保存したシミュレーションを開いて、新しいグラフを作成したり、

シミュレーションデータを出力したり、レポートを作成したりする
ことができます。

• シミュレーション結果とスプレッドシートをフロッピーディスクや

共有フォルダにコピーすると、Crystal Ball がインストールされてい

る別のコンピュータにシミュレーション結果を移すことができま

す。

シミュレーション結果の保存
次の手順で Crystal Ball のシミュレーションを保存してください。

1.［実行］→［シミュレーションの停止］を選んで、シミュレーション

を中断します。
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2.［分析］→［実行結果の保存］を選びます。

［名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。

図 4.13  ［名前を付けて保存］ダイアログ

3. 保存するフォルダとファイル名を指定します。

ファイルの拡張子は“cbr”です。

4.［保存］ボタンをクリックします。

シミュレーション結果がファイルに保存されます。保存後も、引き

続き Crystal Ball の作業を続けることができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　この操作で保存されるのは現在のシミュレー
ションのみで、以前に保存され読み込まれたシミュレーションは保存さ
れません。このことは以前のシミュレーションと現在のシミュレーショ
ンをともに含む、たとえば重ねグラフで問題になります。ある重ねグラ
フに、以前のシミュレーションの結果と今回新たに実行したシミュレー
ションの結果が含まれていたとしましょう。ここでシミュレーション結
果を保存すると、次回この結果を読み込んだとき、この重ねグラフには
新しいシミュレーションしか含まれません。

シミュレーション結果の読み込み
以前に保存したCrystal Ballのシミュレーションは、次の手順で復元して

ください。

1. 現在実行または停止しているシミュレーションがあるときは、必要

に応じて保存してリセットします。
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2.［分析］→［実行結果の読み込み］を選択します。

［ファイルを開く］ダイアログが現れ、“cbr”という拡張子をもつ

ファイルだけがリストに表示されます。

図 4.14  ［ファイルを開く］ダイアログ

3. ファイルを選択して［開く］ボタンをクリックします。

Crystal Ball によって保存されたのではないファイルを開こうとした

ときや、Crystal Ball が保存したファイルであっても破損していると

きは、警告メッセージが現れ、ファイルを開くことはできません。

この操作で読み込まれるのはシミュレーション結果であり、Crystal Ball

セルの定義やデータではありません。したがって、操作の前にかならず

しもシミュレーションをリセットする必要はありません。

＜ Crystal Ball メモ＞　実行結果ファイルは、そのシミュレーションで
使ったワークブックが開いているかいないかにかかわらず、また別のシ
ミュレーションが現在実行されているかいないかにかからわず、いつで
も読み込むことができます。また、複数の実行結果ファイルを一度に開
くことができます（ただし、［ファイルを開く］ダイアログでは一度に一
つのファイルしか指定できません）。

読み込んだ実行結果の利用

実行結果ファイルを読み込むと、そのシミュレーションのグラフを開い

たり、レポートを作成したり、シミュレーションデータをワークシート

に出力したりすることができます。読み込んだ結果と現在の新しいシ
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ミュレーション結果の両方を使って、重ねグラフや傾向グラフを作成

し、比較することもできます。

読み込んだ実行結果をメモリから削除するには、［分析］→［全て閉じ

る］を選択します。ただし、この操作は現在のシミュレーションも閉じ

ることになるので注意してください。

ユーザ定義マクロ

Crystal Ball 5.x では、［実行プリファレンス］ダイアログの［マクロ］

タブを通じてユーザ定義マクロをサポートしていました。これらのバー

ジョンでは、作成したマクロに任意のマクロ名をつけ、［マクロ］タブ

の実行するタイミングに応じたフィールドに、それらのマクロ名を入力

する方式がとられていました。

Crystal Ball 7 では［マクロ］タブは使いません。マクロ名によって実行

するタイミングが判断されます。作成する Excel VBA マクロには、以下

の名前をつけてください。

図 4.15は、Crystal Ballのシミュレーションサイクルの中でどのマクロが

どの役割を果たしているかを表しています。

マクロ名 実行される時期

CBBeforeSimulation シミュレーションの開始直前、つまり［シミュレーションの開始］または［ステップ実行］
コマンドが実行された直後

CBBeforeTrial 各試行の直前、つまり各試行で仮定セルに乱数が格納される直前

CBAfterTrial 各試行の直後、つまり予測値が計算され、予測グラフにそれが転記された直後

CBAfterRecalc 再計算の直後、つまり試行値が予測セルから回復する直前

CBAfterSimulation シミュレーションの終了直後、つまり［実行プリファレンス］→［試行］タブで指定した
条件を満たして、または［シミュレーションの停止］コマンドが実行されてシミュレーショ
ンが停止した直後、あるいは［ステップ実行］コマンドによる 1 試行が完了した直後
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図 4.15  ユーザ定義マクロの実行

Crsytal Ball はこれらの名前がついたマクロを探し、それらをシミュレー

ションの間の適切なポイントで実行します。マクロは（VBA モジュー

ルではなく）ワークブックまたはワークシートに含まれている必要があ

ります。また、［実行プリファレンス］ダイアログの［オプション］タ

ブで［ユーザ定義マクロを実行する］をチェックする必要があります。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball はシミュレーションを実行する前
に CBBeforeTrial、CBAfterTrial、CBAfterRecalc マクロがあるどうか
をチェックします。これは問題を引き起こすことがありますが、 初に
試行回数を 0 にしてテストすることによって、マクロの中のこのロジッ
クを飛ばすことができます。

インタフェース

ユーザ定義マクロでは、以下の VBA インタフェースを使用しなければ

なりません。

Public Function CBBeforeSimulation() As Integer

　' ここにコードを記述します

End Function

開始

変数の設定

再計算

結果の取得

停止

CBBeforeSimulation

CBBeforeTrial

CBAfterRecalc

CBAfterTrial

終了

CBAfterSimulation
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Public Function CBAfterSimulation( _

　aIterations As Long, _ →

　aTrials As Long, _ →

　aMaxTrials As Long, _ →

　aProgress As Double, _ →

　aWasAborted As Boolean, _ →

　aWasStopOnError As Boolean, _ →

　aWasStoppedOnPrecision As Boolean, _ →

　aHasNewBestSolution As Boolean) _ →

　　As Integer

　' ここにコードを記述します

End Function

Public Function CBBeforeTrial(aTrial As Long) As Integer

　' ここにコードを記述します

End Function

Public Function CBAfterTrial (aTrial As Long) As Integer

　' ここにコードを記述します

End Function

Public Function CBAfterRecalc (aTrial As Long) As Integer

　' ここにコードを記述します

End Function

＜ Crystal Ball メモ＞　マクロから“0”以外の値が返るとシミュレー
ションは停止します。

優先順位

マクロの実行順位には以下のルールがあります。

• ワークブックが複数開いているときは、CB.SetCBWorkbookPriority

マクロに指定された優先順位に従ってワークブックを探索します。

このマクロがワークブックから呼び出されていないときは、優先順

位は保証されません。

CB.SetCBWorkbookPriority は、複数のワークブックが開いていると

きに、マクロの実行順序を指定するマクロです。たとえば、“10”と

いう優先順位のワークブックは、“20”という優先順位のワークブッ

クより先に実行されます。

CB.SetCBWorkbookPriority はワークブックレベルのみで実行され、

ワークシートレベルでは実行されません。

マルチシミュレーションでのシ
ミュレーション数（通常は 1）
試行回数

予定する試行回数

試行の進捗率

ユーザが手動で停止したら True

エラーで停止したら True

精度により停止したら True

新しい目的関数の値
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CB.SetCBWorkbookPriority マクロの定義を示します。

　Public Function CB.SetCBWorkbookPriority (aPriority As Long)

モジュールレベルのサブルーチンで使用されるサンプルを示しま

す。

　Application.Workbooks("Book1.xls").Activate

　　CB.SetCBWorkbookPriority(10) 

このサンプルでは“Book1.xls”ワークブックに優先順位として“10”

を割り当てます。

• 各ワークブックの中では、ワークブックレベルのマクロが存在しな

いときは、左から右へワークシートを進みながらマクロが実行され

ます。

ワークブックレベルのマクロが存在するときは、そのワークブック

内のワークシートレベルのマクロは実行されません。

• ワークブックに Crystal Ball セルがないときは、マクロは実行されま

せん。

• モジュール内のマクロはサポートされません。

グローバルマクロ

以前のバージョンのCrystal Ballでは、グローバルマクロを使っていまし

たが、Crystal Ball 7 は、特定のモデルで特定のマクロを実行することが

できるため、モデルに応じてマクロ実行の要否を切り替える必要はあり

ません。

すべての Crystal Ball モデル、あるいは任意の Crystal Ball モデルに対し

て実行したいマクロがある場合は、そのマクロを含むワークブックを

Excel で開き、各モデルの中で必要に応じてマクロを呼び出してくださ

い。

ツールバーマクロ

Crystal Ball がロードされるときに、別のワークブックで定義されたカス

タム Excel ツールバーマクロを使用したい場合は、そのワークブックを

次のフォルダに保存してください。

　　C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStart
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Chapter

第 5 章

予測ウィンドウの利用と
Crystal Ball グラフの設定



概要

この章では、予測グラフを使ってシミュ

レーション結果を分析する方法と、すべて

の Crystal Ball グラフに共通するカスタマイ

ズ方法と管理方法を説明します。

まず、シミュレーション結果を分析する際

の一般的な手順を簡単に説明します。次

に、予測ウィンドウでシミュレーション結

果を分析する方法、予測グラフをカスタマ

イズする方法、予測ウィンドウに関連する

その他の分析作業について説明します。

章の後半では、すべての Crystal Ball グラフ

に共通するグラフプリファレンスの設定方

法や、Crystal Ball グラフの管理方法を説明

します。

予測グラフ以外の Crystal Ball グラフ（重ね

グラフ、傾向グラフ、感度グラフ、仮定グ

ラフ）の詳細については第 6 章を、また、シ

ミュレーション結果の出力やレポートの作

成については第 7 章をご覧ください。
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シミュレーション結果の分析手順

シミュレーションが行われている間、Crystal Ball はそれぞれの予測セル

に対して予測グラフを作成します。予測グラフは、シミュレーション結

果に含まれる大量の情報を凝縮して、わかりやすく図示します。

通常、シミュレーション結果の分析は、予測グラフを眺めることから始

めます。そして次に、予測グラフの表示方法を変えたり、他のグラフを

使ったり、レポートを出力したり、さらには、シミュレーション結果の

データを出力して Excel や他の分析ツールで処理したりと、さまざまな

分析方法へと展開していきます。以下に一般的な分析手順を示します。

1. 初期表示される予測グラフを全体に眺めます。

高い視点から各予測値の予測グラフを眺めます。つまり、たとえば

以下のように、度数分布の全体的な形を確認します。

• グラフは正規分布のように左右対称か、あるいはどちらかに歪

んでいるか？

• 値が一部に集中してグラフが尖っているか、あるいは値がばら

ついて平たくなっているか？

• グラフのピーク（ も頻繁に現れる値）は一ヶ所か、あるいは
複数のこぶがあるか？

• グラフは一つのまとまった形になっているか、あるいはいくつ

かのグループに分かれているか？ また、表示範囲の外にはずれ

値がないか？

この分析には、“Crystal Ball リファレンスマニュアル”の第 1 章で

説明する統計概念が役立ちます。

2. 信頼区間と信頼度を使って基本的な分析をします。

信頼区間と信頼度を調節して、ある範囲の予測値が得られる確率や、

ある確率で得られる予測値の範囲を確かめます。分析しているのが

たとえば利益であれば、信頼区間の下限を 0 にして信頼度の値を見

ることで、黒字になる確率がわかります。逆に、信頼度にある確率

を指定して信頼区間を見ることで、その確率で予測値が収まる範囲

がわかります。

これについては、p.117 “信頼度と信頼区間”を参照してください。

3. 特定のグラフ領域に注目します。

表示範囲を変更して、予測グラフの特定の領域に注目します。たと

えば、予測値の両端に近い領域だけに注目して分析できるように、

表示範囲を指定することができます。

これについては、p.120 “予測グラフの表示範囲の変更”を参照して
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ください。

4. 異なる視点から予測結果を見てみます。

予測ウィンドウの［表示］メニューを使って、予測分布の表し方を

変更します。グラフは度数分布、累積度数分布、逆累積度数分布で

表すことができます。また、統計量、パーセンタイル、適合度、工

程能力指標の数値を見ることもできます。さらに、グラフと統計量

を同時に表示するか、別々に表示するかを選択できます。

これについては、p.122 “予測ウィンドウの表示内容の変更”を参照

してください。

5. 予測グラフをカスタマイズします。

グラフプリファレンスの設定を変えることで、分析目的に適した形

にグラフの見た目をカスタマイズします。グラフのタイプ（棒グラ

フ、領域グラフ、線グラフ）、カラー、また度数を数えるグループの

区切り方を変えることで、視覚的な分析を助けます。

これについては、p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設

定”を参照してください。

6. 他の種類のグラフを作成します。

重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフを作成し、さらに異なる角度

でシミュレーション結果を分析します。予測グラフと同様に、これ

らのグラフもカスタマイズすることができます。異なる角度のいく

つかのグラフを用意することは、分析をする上でも、効果的なプレ

ゼンテーションをする上でも有効です。

これらのグラフについては、第 6 章を参照してください。

7. レポートを作成します。

グラフやデータをまとめたレポートを出力します。レポートを使っ

て、ここまでの分析を総括したり、プレゼンテーションの資料を作

成したりします。

レポートの出力については、第 7 章を参照してください。

8. Excel や他の分析ツールを利用して分析を行います。

シミュレーション結果の数値データを出力して、それを Excel や他

の分析ツールで利用します。

データの出力については、第 7 章を参照してください。

9. Crystal Ball ツールを使って、違う角度から分析を行います。

分析している問題の種類によっては、Crystal Ball の付属ツール（バッ

チフィット、ブートストラップ、相関マトリクス、意思決定テーブ

ル、シナリオ分析、トルネードグラフ、2 次元シミュレーション）が
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役立ちます。また、Crystal Ball Professional をお使いのユーザは、

OptQuest や CB Predictor を利用してモデルの 適化や時系列分析を

することもできます。

Crystal Ball ツールについては第 8 章を、OptQuest や CB Predictor に

ついてはそれぞれのユーザマニュアルを参照してください。

予測ウィンドウを使う

予測グラフとは

予測値の度数と、予測値が発生する確率

予測グラフは一定間隔で分けられた各範囲（グループ）に含まれる予測

値の数、つまり予測値の発生頻度の散らばりを表します。あるグループ

の予測値の個数は、グラフの右側の目盛りを読むとわかります。

＜ Crystal Ball メモ＞　このバージョンでは、予測ウィンドウを分割し
て表示することができます。分割表示では、グラフ、統計量、工程能力
指標などを並べて表示します。このセクションでは、分割表示をしてい
ない状態を前提にして説明します。分割表示については、p.132 “予測
ウィンドウの分割表示”をご覧ください。

図 5.1  予測グラフ

試行回数

信頼度

表示されている予測値の個数

信頼区間グラバー

信頼区間
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たとえば、グラフの縦棒が も高くなっているグループを見つけてくだ

さい。これは予測値の分布における 頻値（モード）です。シミュレー

ションで何度も試行を繰り返してそれぞれに予測した値は、その範囲の

値であることが も多かったということです。

また、グラフ左側の目盛りに示された確率を読むと、すべての試行のう

ちどれだけの割合でその範囲の値が生成されたのかがわかります。たと

えば、図 5.1 の左端の棒は度数が約 270、確率が約 0.054 です。この範囲

の値は約 270 回発生し、発生する確率は約 5.4% でした。

表示範囲

Crystal Ball は、与えられた状況の中で全範囲の結果を予測します。しか

し、予測グラフにそのすべてが表示されるわけではありません。Crystal

Ball は、まず平均値から標準偏差 2.6 以内の値（予測値の約 99%）を含

む範囲を求め、次に両端の値が偶数になるように範囲を広げて、それを

デフォルトの表示範囲とします。したがって、予測グラフではいくつか

の値が表示範囲外に除外される（はずれ値）こともあります。

＜ Crystal Ball メモ＞　試行結果をすべて表示するためには、表示範囲
を－∞～＋∞に設定します。この方法は、p.120 “予測グラフの表示範
囲の変更”で説明します。

試行回数が予測グラフの左上に表示され、そのうち予測グラフに表示さ

れている数（試行回数－はずれ値の数）が右上に表示されます。

信頼区間

予測グラフには予測の信頼区間も示されます。Crystal Ball の信頼区間に

は、信頼区間グラバーで囲まれた範囲のすべての値が含まれます。信頼

区間グラバーで指定した範囲の 小値と 大値は、［信頼度］フィールド

の両側にある［範囲下限］と［範囲上限］フィールドに表示されます。

また、逆にこれらのフィールドに値を入力して信頼区間グラバーを動か

すこともできます。

＜ Crystal Ball メモ＞　信頼区間グラバーを－∞～＋∞にセットする
と、表示範囲にかかわらず、すべての予測値が信頼区間に含まれます。

Crystal Ball は、全範囲の値の個数と信頼区間に含まれる値の個数を比較

して、予測の信頼度を計算します。図 5.1 では信頼区間が－∞～＋∞に

セットされているため、全範囲の値の個数と信頼区間に含まれる値の個

数は等しく、したがって信頼度は 100% になっています。デフォルトの

設定では、Crystal Ball は予測値の全範囲に対して信頼度を計算します。
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次のセクションで、信頼区間や信頼度についてくわしく説明します。

＜ Crystal Ball メモ＞　予測グラフをコピーし、他のアプリケーション
にペーストすることができます。これについては p.148 “他のアプリ
ケーションにグラフをコピー＆ペーストする”をご覧ください。

信頼度と信頼区間
Crystal Ball の中で も大切な統計量の一つが信頼度です。信頼度は、信

頼区間に含まれる予測値の個数を全範囲の予測値の個数で割って求めま

す。信頼度はシミュレーションの終了後だけではなく、実行中でも利用

することができます。

信頼区間を指定してその信頼度を求めることにより、予測結果がある指

定した範囲に収まる確率がわかります。また、逆に信頼度を指定して信

頼区間を求めることで、指定した確率で起こる結果の範囲を知ることも

できます。まず、前者の利用方法から説明していきましょう。

信頼区間から信頼度を求める

予測グラフで信頼区間を指定すると、それに対応する信頼度を求めるこ

とができます。信頼区間は以下のいずれかの方法で指定します。

• 図 5.2 のように予測グラフの信頼区間グラバーを左右にドラッグし

ます。

図 5.2  信頼区間グラバーのドラッグ

• ［信頼度］フィールドの両側にある［範囲下限］フィールドと［範囲

上限］フィールドに範囲の 小値と 大値を入力します。

信頼区間グラバーを動かすと、移動した先の値が［範囲下限］フィール

ド（左のグラバー）や［範囲上限］フィールド（右のグラバー）に表示

信頼区間グラバーをクリックし、
マウスカーソルがグラバーを握っ
たらドラッグします
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されます。［範囲下限］フィールドと［範囲上限］フィールドに値を入

力すると、それぞれの信頼区間グラバーがその位置に移動します。予測

グラフの信頼区間から除外された部分が赤色に変わり、信頼度が再計算

されます。

図 5.3  信頼区間から信頼度を求める

＜ Crystal Ball メモ＞　信頼区間グラバーを交差させて左右を入れ換
えると、中央部分を除いた両側の信頼度を求めることができます。

図 5.3 の純利益の予測ウィンドウは、信頼区間を指定したことを除けば

図 5.1 のものと同じです。信頼区間の［範囲下限］フィールドは 0.0（0

円）に、［範囲上限］フィールドは 3,000.0（30 億円）にセットしてあり、

これに伴い［信頼度］フィールドが変化して 65.60% となっています。

これは、このシミュレーションで予測された純利益のすべての値のうち

65.6% が 0 ～ 30 億円の範囲の値だった、言い換えると、純利益が 30 億

円までの黒字になる確率は 65.6% であることを示しています。

信頼度から信頼区間を求める

［信頼度］フィールドに値を入力すると、Crystal Ball は信頼区間グラ

バーを自動的に動かし、指定された信頼度に対応する信頼区間を表示し

ます。

信頼区間グラバーが左右ともにフリーになっているか、いずれかが固定

されているかで、この結果は異なります。左右の信頼区間グラバーがフ

リーになっている場合から説明していきましょう。
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左右の信頼区間グラバーがフリーのとき

信頼区間グラバーは、マウスでクリックすると色が黒からグレーに変わ

り固定されます。これを解除してフリーにするためには、もう一度グラ

バーをクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　信頼区間グラバーの両端をフリーにしたり固
定したりするときは、<Ctrl> キーか <Shift> キーを押しながらグラバー
をクリックしてください。

両方の信頼区間グラバーをフリーにして信頼度を指定すると、Crystal

Ball は全予測値の中央値を中心にしてその信頼度になる信頼区間を計算

します。たとえば、［信頼度］フィールドに“10%”を指定すると、

Crystal Ballは中央値まわりで全体の10%の予測値が含まれるように信頼

区間をセットします。

一方の信頼区間グラバーが固定されているとき

一方の信頼区間グラバーを固定して信頼度を指定すると、Crystal Ball は

自由な側のグラバーを移動して、その信頼度になる信頼区間を計算しま

す。

図 5.4  信頼度から信頼区間を求める

たとえば、以下のように操作します。

1. 左の信頼区間グラバーを“0.0”の位置に動かします。

左のグラバーが固定され、色が黒からグレーに変わります。
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2.［信頼度］フィールドに“75%”と入力して、<Enter> を押します。

信頼区間の下限が0.0で信頼度が75%になるような上限が計算され、

［範囲上限］フィールドが更新されて同時に右の信頼区間グラバーが

その位置に移動します。

信頼区間をリセットする

設定した信頼区間や信頼度をリセットするには、以下のように操作して

ください。

1. 信頼区間の［範囲上限］が“＋∞”になるように、右のグラバーを

動かします。

2. 信頼区間の［範囲下限］が“－∞”になるように、左のグラバーを

動かします。

信頼度が 100% になり、元の状態に戻ります。

予測グラフの表示範囲の変更
Crystal Ball では［グラフプリファレンス］ダイアログの［軸］タブのオ

プションを変更することで、特定範囲の予測結果に注目することができ

ます。表示範囲を変更して異なる範囲の確率を比較すると、特定の値が

発生する確率を判断するのにも役立ちます。ダイアログの設定方法につ

いては、p.144 “軸のラベルや尺度”を参照してください。

［軸］タブの［尺度］エリアにある［タイプ］フィールドには以下のオ

プションがあります。

自動 Crystal Ball のデフォルトの表示範囲を使います。平均

値から標準偏差 2.6 以内の値（予測値の約 99%）が表

示範囲に含まれます。

固定 表示範囲の両端値を指定した値に固定します。特定の

値範囲に絞って予測値を表示したいときには、このオ

プションを使い、［下限］、［上限］フィールドでその範

囲を指定します。たとえば、損益予測で損益がプラス

になった値だけに注目して分析することができます。

標準偏差 ［自動］を選択した場合と同様に、表示範囲の両端値

を標準偏差から決定します。ただし、このオプション

を選択すると、範囲の上限、下限に適用する標準偏差

を個別に指定して表示範囲を指定することができま

す。平均値の周辺に注目したいときは、このオプショ

ンを使い標準偏差の値を小さくします。

たとえば、平均値を中心にした全予測値の約 68% の

値を表示するには、［下限］、［上限］にそれぞれ“1”
を指定します。
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パーセンタイル

表示範囲の両端値をパーセンタイルから決定します。

［下限］、［上限］にそれぞれのパーセンタイルを % で

指定します。

また、デフォルトでは、x 軸の目盛りは自動的に概数に調整されます。

目盛りを実際の値で表示したいときは、［軸］タブの［軸目盛を概数に

する］オプションのチェックを外してください。

［グラフプリファレンス］ダイアログには、このほかにもグラフの表示方

法を変更するためのオプションがたくさんあります。これらについては、

p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　p.146 “ショートカットキー”では、グラフ
プリファレンスを素早く切り替えるためのショートカットキーを紹介し
ています。

現在の表示範囲に対する統計量を見る

表示範囲を変更したとき、その範囲に対する統計量を調べたいことがあ

ります。以下の手順で表示することができます。

1. 上記の説明に従って表示範囲を変更します。

2. 指定した表示範囲の上限、下限の値をメモします。

3. 予測グラフのメニューバーから［プリファレンス］→［予測グラフ］

を選んで［予測グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［フィル
タ］タブを選びます。

図 5.5  ［予測グラフプリファレンス］ダイアログ（フィルタ）
Crystal Ball ユーザマニュアル 121



Chapter 5 予測ウィンドウの利用と Crystal Ballグラフの設定
4.［予測値をフィルタリングする］をチェックし、先ほどメモした表示

範囲の下限と上限をそれぞれのフィールドに入力します。

5.［OK］ボタンをクリックします。

6. 予測ウィンドウで、［表示］→［統計量］を選択すると、現在の表示

範囲に対する統計量が示されます。

予測ウィンドウを分割表示することもできます。

予測グラフの数値書式を変更する
予測グラフの数値には、デフォルトでは、元となる予測セルの書式が使

用されますが、［グラフプリファレンス］ダイアログの［軸］タブを

使って、他のセル書式に変更することができます。ダイアログの設定方

法については、p.145 “数値の書式”を参照してください。

図 5.6 のように、［軸］タブの［数値書式］エリアでは［標準］、［数値］、

［通貨］、［指数］、［パーセンテージ］、［セルの書式］、［日付］を選択する

ことができます。これらは Excel の書式設定で選択できるものと類似し

ています。

図 5.6  数値書式の設定

ほとんどの書式で、小数点以下の桁数を設定することができます。［小

数点以下］フィールドに桁数を入力してください。また、［桁区切りを

使用する］をチェックすると、3 桁ごとに区切り記号が挿入されます。

予測ウィンドウの表示内容の変更
シミュレーション結果をさまざまな角度から分析する方法の一つとし

て、予測グラフとして表示される分布タイプを変更して、予測グラフの

全体的な見た目を変える方法があります。また、表形式で表された統計

量やパーセンタイルを眺めることも有効です。

予測ウィンドウのメニューバーから［表示］を選択し、以下の中から目

的に応じたコマンドを選択してください。
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度数分布 値範囲ごとに度数（その範囲に含まれた値の個

数）と確率（すべての値の個数に対するその範囲

の値の個数の割合）を表します。

デフォルトで選択されます。

累積度数分布 ある量以下の値の数または割合を表示します。

逆累積度数分布 ある量以上の値の数または割合を表示します。

統計量 表示されている予測グラフに関する記述的統計

量を表形式で表示します。

パーセンタイル 10%きざみのパーセンタイルを表形式で表示しま

す。パーセンタイルは 0 ～ 100 のある値をとり、

分布全体に対するその値以下（または以上、デフォ

ルトの設定では“以下”）の分布の割合を表しま

す。つまり、ある値のパーセンタイルは、予測値
がその値以下（または以上）になる確率を表しま

す。

適合度 予測ウィンドウから［プリファレンス］→［予測

グラフ］→［予測ウィンドウ］タブを選択し、［予

測結果に連続確率分布を適合する］を選択したと

き、適合する分布として選択されたすべての分布

について、適合度と分布パラメータを表形式で表

示します。

工程能力指標 シミュレーションの工程能力指標（工程能力（品

質）統計量）を表形式で表示します。くわしくは、

付録 D の p.347 “予測ウィンドウの表示”をご覧

ください。

分割表示 予測ウィンドウが分割され、選択したすべてのグ

ラフや統計量などが同時に表示されます。くわし
くは、p.132 “予測ウィンドウの分割表示”をご

覧ください。

以下のセクションでは、これらのコマンドによる予測ウィンドウの表示

を順に紹介します。

度数分布

度数分布は予測ウィンドウのデフォルト表示です。度数分布はそれぞれ

のグループに含まれる値の発生回数を表します。言い換えると、予測グ

ラフのそれぞれの棒は各グループを表し、棒の縦方向の長さは、そのグ

ループ（その棒の横方向の占有範囲）内に値が発生した回数を表しま

す。

グループ

度数を数えるために、近い値を一
緒のものとして分けた値範囲。
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図 5.7  “純利益”の予測値の度数分布グラフ

たとえば、図 5.7 は損益予測シミュレーションで得られた純利益の予測

値の度数分布グラフです。このグラフからは、利益が 0.0（0 円）から

4,115.0（41.15 億円）の間の値になる確率は 75% であることがわかりま

す。

また、グラフは中央値が1,258.4（12.584億円）であることも示していま

す。中央値は 50 パーセンタイルに等しく、つまり、利益がこの値以上

（および以下）になる確率は 50% であるということになります。

累積度数分布

図 5.8  “純利益”の予測値の累積度数分布グラフ
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予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［累積度数分布］を選択

すると、予測ウィンドウの表示が累積度数分布グラフに変わります。図

5.7 と同じシミュレーションから得られた予測値を、累積度数分布グラ

フに示したのが図 5.8 です。これは、ある量以下の値の数または割合を

表します。

累積度数分布グラフは、度数を範囲下限から上限に向かって累積してい

くことで得られます。たとえば、図 5.8 で予測値の中央値である 1,258.4

（12.584億円）のところの棒を見てください。左の目盛りを読むと約0.5

となっており、12.584億円以下の純利益になる確率が約50%であること

がわかります。

また、信頼区間グラバーの下限、上限に指定されている 0.0（0 円）と

4,115.0（41.15 億円）の棒についてそれぞれ左の目盛りを読むと、約 0.2

と 0.95 となっています。これにより、損益が黒字にならない確率は約

20%、41.15 億円を超える利益にならない確率は約 95% であることがわ

かります。さらに、この二つの確率の差 75% は、純利益が 41.15 億円以

下の黒字になる確率であり、この図で指定された信頼区間に対する信頼

度に一致します。

逆累積度数分布

図 5.9  “純利益”の予測値の逆累積度数分布グラフ

予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［逆累積度数分布］を選

択すると予測ウィンドウの表示が逆累積度数分布グラフに変わります。

図 5.9は、図 5.7と同じシミュレーションから得られた予測値を、逆累積

度数分布グラフに示したものです。これは、ある量以上の値の数また
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は割合を表します。

逆累積度数分布グラフは、度数を範囲上限から下限に向かって累積して

いくことで得られます。累積度数分布のときと同様に、図 5.9 で予測値

の中央値である1,258.4（12.584億円）のところの棒を見てください。左

の目盛りを読むと約 0.5 となっており、12.584 億円以上の純利益になる

確率が約 50% であることがわかります。

また、信頼区間グラバーの下限、上限に指定されている 0.0（0 円）と

4,115.0（41.15 億円）の棒についてそれぞれ左の目盛りを読むと、約 0.8

と 0.05 となっています。これにより、損益が赤字にならない確率は約

80%、利益が41.15億円を超える確率は約5%であることがわかります。

さらに、この二つの確率の差 75% は、純利益が 41.15 億円以下の黒字に

なる確率であり、この図で指定された信頼区間に対する信頼度に一致し

ます。

逆累積度数分布は累積度数分布と表裏の関係にあります。図 5.8 で読み

取った信頼区間グラバーの下限、上限の確率と、図 5.9 で読み取った確

率をそれぞれ足すと、どちらも 1（100%）になります。

統計量

図 5.10  “純利益”の予測値の統計量

予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［統計量］を選択する

と、シミュレーションにより得られた予測値に関する統計量を予測ウィ

ンドウに表示することができます。

図 5.10 は、図 5.7 と同じシミュレーションから得られた全範囲の予測値
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（表示範囲から除かれたはずれ値も含みます）に対する統計量です。こ

こで表示される各統計量については、“Crystal Ball リファレンスマニュ

アル”の第 1 章を参照してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行プリファレンス］ダイアログで精度コン
トロールを有効にしてシミュレーションを実行した場合は、この表に［精
度］カラムが現れます。

パーセンタイル

図 5.11  “純利益”の予測値のパーセンタイル

予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［パーセンタイル］を選

択すると、シミュレーションにより得られた予測値のパーセンタイル

データが表示されます。パーセンタイルは 0 ～ 100 のある値をとり、分

布全体に対するその値以下（または以上）の分布の割合を表します。つ

まり、ある値のパーセンタイルは、予測値がその値以下（または以上）

になる確率を表します。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のデフォルト設定では、パーセン
タイルは“ある値「以下」の割合”を示します。［実行］→［実行プリ
ファレンス］→［統計量］タブ（p.94 を参照）から、“ある値「以上」
の割合”を示すように変更することができます。

図 5.11 は、図 5.7 と同じシミュレーションから得られた予測値のパーセ

ンタイル情報を示しています。たとえば、90 パーセンタイルの値は

3,234.7円（32.347億円）となっています。これは、純利益が32.347億円

以下になる確率が90%である、あるいは、シミュレーションで得られた
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予測値の 90% は 32.347 億円以下だったことを示しています。

50パーセンタイルと中央値は一致します。図 5.10で予測された純利益の

中央値は 1,258.4（12.584 億円）でしたが、図 5.11 の 50 パーセンタイル

も同じ値になっています。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行プリファレンス］ダイアログで精度コン
トロールを有効にしてシミュレーションを実行した場合は、この表に［精
度］カラムが現れます。

適合度

図 5.12  “純利益”の予測結果に分布を適合した結果

予測ウィンドウから［プリファレンス］→［予測グラフ］→［予測ウィ

ンドウ］タブを選択し、［予測結果に連続確率分布を適合する］を選択

したとき（p.129 “予測値への分布の適合”を参照）、適合する分布と

して選択されたすべての分布について、適合度と分布パラメータを表形

式で表示します。この画面に切り替えるには、予測ウィンドウのメ

ニューバーから［表示］→［適合度］を選択します。

図 5.12 は、図 5.7 と同じシミュレーションから得られた予測値に分布を

適合した結果を示しています。各分布は選択された検定手法による適合

検定結果の順に並びます。図 5.12から、この予測値に対しては、適合検

定によって、ロジスティック分布、ベータ分布、ガンマ分布が もよく

適合したことがわかります。
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工程能力指標

図 5.13  工程能力指標

［実行プリファレンス］ダイアログの［統計量］タブで工程能力機能が有

効にされると、［予測の定義］のダイアログで［LSL］、［USL］、［目標値］

が入力できるようになります。［LSL］と［USL］のいずれか一つでも指

定されている予測には工程能力指標が計算され、予測ウィンドウに表示

することができます。それぞれの統計量については、付録 D の p.356 “工

程能力指標リスト”を参照してください。

分割表示

予測ウィンドウが分割され、選択したすべてのグラフや統計量などが

同時に表示されます。くわしくは、p.132 “予測ウィンドウの分割表

示”をご覧ください。

予測値への分布の適合
仮定セルの定義では、実測データに連続確率分布を適合させて、その分

布を使うことができます（p.33 “分布の適合”を参照）。これと同様

に、予測値の分布にも連続確率分布を適合することができます。

予測値に分布を適合する方法には、以下の二つがあります。

• 予測ウィンドウのメニューバーから［予測グラフ］→［分布を適合］

を選びます。この場合、Crystal Ball は現在選択されている分布と検
Crystal Ball ユーザマニュアル 129



Chapter 5 予測ウィンドウの利用と Crystal Ballグラフの設定
定手法（選択を変更していない場合はデフォルトの分布と検定手法）

を使って、ただちに分布の適合を行います。

このコマンドは、［予測グラフ］メニューや次に説明する［プリファ

レンス］メニューを通じて行われた分布の適合を解除するときにも

使用することができます。

• 予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→［予測グ

ラフ］→［予測ウィンドウ］タブを開き、［予測結果に連続確率分布

を適合する］をチェックします。この方法で分布を適合する場合は、

適合する分布の種類や、適合した分布の順位づけに使用する検定手

法を選択することができます。また、一度指定した適合オプション

を変更したり、［選択して適用］ボタンを使って他の予測に適合オプ

ションを適用したりすることもできます。p.136 “プリファレンスの

適用範囲”をご覧ください。

以下では、［プリファレンス］メニューから分布を適合する方法を説明

します。

1. シミュレーションの実行後、目的の予測の予測ウィンドウを開きま

す。

2. メニューバーから［プリファレンス］→［予測グラフ］を選んで、

［予測グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［予測ウィンドウ］
タブを選びます。

3.［分布の適合］エリアの［予測結果に連続確率分布を適合する］を

チェックします。

4.［分布適合オプション］ボタンをクリックして、［分布適合オプショ

ン］ダイアログを開きます。

図 5.14  ［分布適合オプション］ダイアログ

5.［適合する分布］エリアを以下のように設定します。

• ［全ての連続分布］を選択すると、Crystal Ball の出荷時に設定

されているすべての連続分布（［分布一覧］ダイアログで、グ
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ラフが棒グラフではなく、塗りつぶされている分布）を適合の

対象とします。

• ［選択した分布］を選択すると、適合に含める連続分布を選択す

るダイアログが現れます。このダイアログでチェックした分布
を適合の対象とします。

＜ Crystal Ball メモ＞　予測値に負の値がある場合は、負の値が存在し
ない分布は適合の対象になりません。

6.［適合した分布に順位をつける検定手法］エリアを以下のように設定

します。

複数の分布を適合したとき、Crystal Ball は予測値をうまく表した順

に分布を並び替えます。この検定を行う手法を以下から選びます。

　アンダーソン＝ダーリング検定

コルモゴロフ＝スミルノフ検定とよく似ていま

すが、端部になるに従って増加する重みをつける

ところが違います。この重みづけは、コルモゴロ

フ＝スミルノフ検定が中央部での相違を強調し
すぎる傾向を補正する役目を果たします。

　カイ二乗検定 も古く、 も一般的な検定手法です。適合の一

般的な正確さを測定します。分布を確率が等しい

領域に分解して、各エリア内の実際のデータポイ

ントの個数と予測データポイントの個数とを比

較します。

　コルモゴロフ＝スミルノフ検定

この検定結果は、本質的には二つの累積分布間の

垂直方向の 大距離を表します。

7.［OK］ボタンをクリックして［予測グラフプリファレンス］ダイア

ログに戻ります。

8.［OK］ボタンをクリックして分布の適合を実行します。
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予測ウィンドウの分割表示
分割表示はグラフや統計量などを同時に表示します。Crystal Ball の工程

能力分析機能を有効にしていると、分割表示がデフォルトの設定になり

ます。工程能力分析機能を使っていないときは、［表示］メニューから、

または予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→［予測

グラフ］を選んで分割表示することができます。

1. 予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［分割表示］を選び

ます。

度数分布と統計量が表示され、図 5.15 のようになります。

このウィンドウでは、垂直スプリッタを利用してグラフと統計量の

ウィンドウ枠のサイズを調整することができます。

図 5.15  分割表示（度数分布と統計量）

2.［表示］メニューから表示する図表の選択を続けることで、予測ウィ

ンドウはさらに分割されます。

図 5.16 は、度数分布と統計量に加えて、累積度数分布とパーセンタ

イルを表示しています。

このウィンドウでは、垂直スプリッタのほかに、水平スプリッタを

利用してウィンドウ枠のサイズを調整することができます。

垂直スプリッタ
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図 5.16  分割表示（度数分布、累積度数分布、統計量、パーセンタイル）

ショートカットキーを使用すると、［表示］メニューや［プリファレン

ス］メニューを利用しなくても、分割表示する図表を切り替えることが

できます。使用できるショートカットキーについては、p.146 “ショー

トカットキー”をご覧ください。

予測ウィンドウの［表示］メニューから分割表示を解除することができ

ます。また、予測ウィンドウに表示されているグラフや統計量などを消

去したいときは、［表示］メニューから消去するものを選択してくださ

い。

予測グラフプリファレンスの設定
Crystal Ball は、予測ウィンドウをカスタマイズするために、他のグラフ

ウィンドウにも共通する基本的な設定を集めた［グラフプリファレン

ス］ダイアログと、予測グラフのカスタマイズに特化した［予測グラフ

プリファレンス］ダイアログの二つを用意しています。［予測グラフプ

リファレンス］ダイアログでは、Crystal Ball の計算方法や予測グラフの

表示方法などをカスタマイズすることができます。

水平スプリッタ
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• 予測ウィンドウに表示する度数グラフやデータの種類、およびそれ

らを表示するタイミング

• 生成された予測値に分布を適合する際の適合方法

• 予測統計量に対する精度コントロールの方法

• 不要な予測値を除外するためのフィルタリング

• 予測値に関する統計量をワークシートへ書き出すための設定

このセクションでは［予測グラフプリファレンス］ダイアログの設定方

法を説明します。［グラフプリファレンス］ダイアログについては、

p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”をご覧ください。

予測グラフプリファレンスの設定手順

［予測グラフプリファレンス］ダイアログの設定は、［グラフプリファ

レンス］ダイアログの設定と同様に、予測ごとに異なる設定をすること

ができます。

ここでは基本的な設定手順を説明します。設定項目の詳細については、

p.64 “予測セルの定義”やオンラインヘルプを参照してください。

1. 予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→［予測グ

ラフ］を選択し、［予測グラフプリファレンス］ダイアログを開きま
す。

このダイアログの各タブは、詳細表示した［予測の定義］ダイアロ

グと同じです。

図 5.17  ［予測グラフプリファレンス］ダイアログ
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2. 目的のタブをクリックして、設定を行います。

四つのタブはそれぞれ以下の目的をもっています。

予測ウィンドウ 予測ウィンドウを表示するタイミングを指定し

ます。また、予測値へ分布を適合したいときに、

その設定を行います。

精度 予測値の精度をコントロールしたいときに、精度

に関する設定を行います。

フィルタ シミュレーションによって生成された予測値の

うち、不要な予測値にフィルタをかける設定を行

います。

統計量の書き出し

シミュレーションが停止したときに、Excel ワー

クシートに統計量を自動的に書き出すための設
定を行います。

＜ Crystal Ball メモ＞　精度コントロールに関する詳細については、付
録 B“シミュレーションの精度”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　統計量を書き出す機能は、主に、シミュレー
ションの結果を他のツールで分析するために用意されています。ワーク
シートに書き出される統計量は 低限の書式設定しかなされません。よ
り詳細な設定をするためには、［分析］→［データの出力］を使います。
p.193 “データの出力”をご覧ください。

3. 予測グラフプリファレンスを Crystal Ball の出荷時の設定に戻した

いときは、ダイアログ下部の［デフォルト］ボタンをクリックします。

4. 設定を他の予測にも適用したいときは、［選択して適用］ボタンをク

リックします。

このボタンを使用すると、表示中のタブ、あるいはすべてのタブの

設定を、表示中のワークシート、表示中のワークブック、あるいは

開いているすべてのワークブックと新規ワークブックのすべての予

測に適用することができます。p.136 “プリファレンスの適用範囲”

をご覧ください。

5. すべての設定が終わったら、［OK］ボタンをクリックします。

グラフプリファレンスの設定
Crystal Ball は、予測ウィンドウをカスタマイズするために、上記の［予

測グラフプリファレンス］ダイアログのほかに、［グラフプリファレン

ス］ダイアログを用意しています。［グラフプリファレンス］ダイアロ

グでは、グラフ表示の基本的なプリファレンスを設定します。
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• グラフ名、グラフの種類、目盛線、凡例といったグラフを構成する

表示部品の設定

• 軸のとり方や、ラベル、数値の表示の設定

このダイアログは、予測グラフ以外の他のグラフでも使用されるため、

セクションを改めて説明します。以下のセクションをご覧ください。

Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定

仮定グラフ、予測グラフ、重ねグラフなどの Crystal Ball グラフは、グラ

フプリファレンスの設定を変えることによって、見た目をカスタマイズ

することができます。Crystal Ball のグラフウィンドウには、たとえば

［予測グラフプリファレンス］ダイアログのような、各グラフに固有のプ

リファレンスダイアログと、すべてのグラフにほぼ共通する［グラフプ

リファレンス］ダイアログがあります。このセクションでは、まず両者

に共通な事項としてプリファレンスの適用範囲を説明し、次に、［グラフ

プリファレンス］ダイアログの設定方法を説明します。グラフ固有のプ

リファレンスについては、それぞれのグラフの解説をご覧ください。

プリファレンスの適用範囲
［グラフプリファレンス］ダイアログや、各グラフに固有な［予測グラフ

プリファレンス］ダイアログなどの設定を、モデル内の他のグラフにも

同様に適用したいことがあります。このような場合は、以下のように［選

択して適用］ボタンを使います。

1.［グラフプリファレンス］あるいは［予測グラフプリファレンス］な

どの［選択して適用］ボタンをクリックして、［他の変数に設定］ダ
イアログを開きます。

図 5.18  ［他の変数に設定］ダイアログ
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2.［適用するプリファレンス］エリアで、他のグラフに適用するプリ

ファレンスを含むタブを選択します。

• ［このタブのみ］を選ぶと、現在開いているタブの設定だけが適

用の対象になります。

• ［全てのタブ］を選ぶと、現在開いていないタブを含む、ダイア

ログ内のすべてのタブが適用の対象になります。

3.［以下の全ての〇〇に適用］エリアで、適用する対象を選択します。

• ［このワークシート］を選ぶと、現在のワークシートだけが適用

の対象になります。

• ［このワークブック］を選ぶと、現在のワークブック全体が適用

の対象になります。

• ［開いている全てのワークブックと新規ワークブック］を選ぶ

と、現在開いているワークブックと新規に作成されるワーク

ブックが適用の対象になります。

＜ Crystal Ball メモ＞　［開いている全てのワークブックと新規ワーク
ブック］オプションは、プリファレンスのデフォルト値を変更します。
これにより、今後作成されるワークブックが適用の対象になります。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定グラフの［他の変数に設定］ダイアログで
は、現在設定している仮定グラフの分布のタイプ（連続分布または離散
分布）に適用範囲が限られる設定項目もあります。たとえば、連続分布
で線グラフを選択して［開いている全てのワークブックと新規ワーク
ブック］に適用しても、離散分布は棒グラフのままです。

4.［OK］ボタンをクリックして適用します。

［グラフプリファレンス］ダイアログ

変更できる設定

Crystal Ball グラフの中で、［グラフプリファレンス］ダイアログを通じ

て変更することができる表示設定を、以下の表にまとめました。各設定

の詳細については、表中の参照ページと、それぞれの［グラフプリファ

レンス］ダイアログやオンラインヘルプをご覧ください。これらの設定

の適用範囲については、p.136 “プリファレンスの適用範囲”をご覧く

ださい。

＜ Crystal Ball メモ＞　重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフでのグラ
フプリファレンスの設定については、第 6 章もご覧ください。
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ダイアログを開かないで、キー操作により設定を変更できる項目もあり

ます。p.146 “ショートカットキー”をご覧ください。

基本的な設定手順

以下では、予測グラフに対するグラフプリファレンスの設定手順を取り

上げます。他のCrystal Ballグラフでは、かならずしも完全に一致するわ

けではありませんが、基本的な手順は同じです。

1. グラフウィンドウの中でグラフエリアをダブルクリックするか、メ

ニューバーから［プリファレンス］→［グラフ］を選び、［グラフプ
リファレンス］ダイアログを開きます。

図 5.19  ［グラフプリファレンス］ダイアログ

設定項目 ページ

グラフのタイトル p.139

グラフの種類 p.139

グラフの密度（度数を数える値範囲の細かさ） p.141

目盛線 p.142

凡例 p.142

3D 表示と透過 p.142

グラフの色 p.143

平均値などを表す補助線 p.143

軸のラベルや尺度 p.144

数値の書式 p.145
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2. 目的の設定項目が含まれるタブをクリックし、設定します。

各タブには、主に以下のような設定項目が含まれます。

一般 グラフタイトルや、グラフの全体の見た目を変更

する設定項目

グラフタイプ グラフに表示するデータ、グラフの種類と色、平

均値などの補助線

軸 表示する軸、軸ラベル、尺度、数値書式

ダイアログ下部の［デフォルト］ボタンをクリックすると、Crystal

Ball の出荷時の設定に戻すことができます。

3. 三つのタブのすべての設定、あるいは特定のタブの設定を、現在の

グラフ以外にも適用したいときは、［選択して適用］ボタンをクリッ
クします。

［選択して適用］ボタンについては、p.136 “プリファレンスの適用

範囲”をご覧ください。

4.［OK］ボタンをクリックすると、三つのタブに含まれるすべての設

定が、現在のグラフに適用されます。

各プリファレンスの設定方法

このセクションでは、［グラフプリファレンス］ダイアログを使った

Crystal Ball グラフのカスタマイズを、個別に説明します。

グラフタイトル

グラフの上部に表示されるタイトルは、以下のように変更します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［一般］タブを選びます。

2.［グラフタイトル］エリアで、［自動］のチェックをはずし、テキス

トボックスに新しいタイトルを入力します。

デフォルトでは、［自動］がチェックされ、Crystal Ball が選択した

タイトルが設定されています。

3. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

グラフの種類

棒グラフ、領域グラフ、線グラフといったグラフの種類を選択します。

選択できるグラフは、以下のようにCrystal Ballグラフによって異なりま

す。たとえば、傾向グラフは棒グラフとして表示することはできませ

ん。また、感度グラフでは円グラフを選択することができます。
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グラフの種類は以下のように変更します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［グラフタイプ］タブ

を選びます。

2.［設定を適用するデータ］ボックスに複数のデータが表示されている

ときは、設定を変更するデータを一つ選択します。

表示例 種類 説明

棒グラフ 値範囲（グループ）ごとに、
データを縦棒として表示し
ます。仮定グラフ、予測グ
ラフ、重ねグラフのデフォ
ルトのグラフです。

線グラフ データを線で結んで表示し
ます。

領域グラフ 線グラフの下側を塗りつぶ
したグラフです。

棒グラフ（実数値） 感度グラフで利用できま
す。各仮定の感度を正負の
実数でグラフに表し、感度
の大きさと向きを示しま
す。

棒グラフ（絶対値） 感度グラフで利用できま
す。各仮定の感度を絶対値
でグラフに表し、感度の大
きさを示します。

円グラフ 感度グラフで利用できま
す。各仮定の感度を絶対値
でグラフに表し、感度の大
きさを示します。
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3.［グラフ様式］エリアの［タイプ］フィールドのドロップダウンリス

トから、目的のグラフを選択します。

上の表のように、選択できるグラフは、Crystal Ball グラフの種類に

よって異なります。

4. 複数のデータのうち一つを選択している場合は、そのままこのタブ

の他の設定を済ませてしまい、次に、他のデータについても同様に
設定します。

5. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

グラフの密度

度数を数える値範囲（グループ）を変更することによって、グラフの密

度が変わります。これにより、グラフの全体像や傾向を眺めたり、細部

に注目して詳細な検討をしたりすることができます。

図 5.20  密度の設定とグラフ表示

グラフの密度は以下のようにして変更します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［一般］タブを選びます。

2.［グラフの密度］エリアの［グループ数］フィールドで、値を区切る

グループ数を選びます。

3. 棒グラフの棒同士を離したいときは、［棒の間に隙間をあける］を

チェックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　離散分布を表示すると、このオプションの指定
にかかわらず、棒の間には隙間があきます。

4. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

グループ数： 少 グループ数： 多
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目盛線

垂直、水平の目盛線を表示すると、グラフの値の読み取りや比較がしや

すくなります。目盛線は以下のようにして表示します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［一般］タブを選びます。

2.［オプション］エリアの［目盛線］フィールドで、目盛線の種類を選

びます。

このフィールドのドロップダウンリストから、［なし］、［水平線］、

［垂直線］、［格子］のいずれかを選ぶことができます。

3. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

凡例

凡例はグラフ表示される各データ系列の名前と色を表示します。凡例は

以下のようにして表示します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［一般］タブを選びます。

2.［オプション］エリアの［凡例］フィールドで、凡例を表示する位置

を選びます。

このフィールドのドロップダウンリストから、［なし］、［左］（グラ

フの左側に表示）、［右］（右側に表示）、［下］（グラフの下に表示）

のいずれかを選ぶことができます。

3. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

3D 表示と透過

Crystal Ball グラフは、3D 表示にしたり、半透明にしたりすることがで

きます。プレゼンテーションなどの目的で、グラフに視覚効果を与えた

いときにご利用ください。これらの効果は以下のように設定します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［一般］タブを選びます。

2.［オプション］エリアの［視覚効果］フィールドで、適用する効果を

選びます。

• ［3D グラフ］をチェックすると、グラフが 3D 表示になります。

• ［透過］をチェックして、右のフィールドにパーセンテージを入

力すると、グラフが半透明になります。パーセンテージの値が

大きくなるに従って透明に近づき、100% を指定すると完全に

透明になります。

3. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。
142 Crystal Ball ユーザマニュアル 



1

グラフ色

グラフ（および凡例）の色を任意に変更することができます。プレゼン

テーションなどの目的で、グラフに視覚効果を与えたいときにご利用く

ださい。グラフ色は以下のように設定します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［グラフタイプ］タブ

を選びます。

2.［設定を適用するデータ］ボックスに複数のデータが表示されている

ときは、設定を変更するデータを一つ選択します。

3.［グラフ様式］エリアの［カラー］フィールドのドロップダウンリス

トから、目的のグラフ色を選択します。

4. 複数のデータのうち一つを選択している場合は、そのままこのタブ

の他の設定を済ませてしまい、次に、他のデータについても同様に
設定します。

5. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

補助線

仮定グラフ、予測グラフ、重ねグラフには、平均値、中央値、 頻値、

標準偏差などの位置を示す補助線を引くことができます。これらの補助

線は、グラフ化された分布の中で統計的に重要な値がどこに位置するの

かを調べる上でたいへん便利です。

補助線を引く値の種類はさまざまにあります。その中で、［ベースケー

ス］は、シミュレーションを実行する前の Crystal Ball セルの値のことで

す。また、［信頼区間］は予測グラフにおける信頼区間の両端値のことで

す。補助線には、たとえば「平均値 ＝ 125」というようなラベルが示さ

れます。補助線は以下のようにして表示します。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［グラフタイプ］タブ

を選びます。

2.［設定を適用するデータ］ボックスに複数のデータが表示されている

ときは、設定を変更するデータを一つ選択します。

3.［補助線］ボックスの中で、補助線を引きたい値の種類をチェックし

ます。

［値］を選択すると、任意の値とラベルを直接指定して補助線を引く

ことができます。プレゼンテーションなどで、特定の値を強調した

いときなどに利用してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　工程能力機能を有効にして LSL、USL、目標
値を入力したら、予測グラフ上にその位置を表す補助線を引くことがで
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きます。くわしくは、付録 D の p.350 “信頼区間と補助線”をご覧く
ださい。

4.［標準偏差］、［パーセンタイル］、［値］を選択したときは、新しいダ

イアログが開きます。以下のように設定してください。

• ［標準偏差］を選ぶと［標準偏差］ダイアログが開きます。ダイアロ

グで、補助線を引く標準偏差の値を入力し、平均値に対してどちら

側に引くかを選択します。複数の標準偏差を指定するときは、値を

カンマで区切って入力してください。

• ［パーセンタイル］を選ぶと［パーセンタイル］ダイアログが開きま

す。ダイアログで、補助線を引くパーセンタイルのグループを選択

します。［カスタム］を選択して、パーセンタイルを直接指定するこ

ともできます。

• ［値］を選ぶと［値］ダイアログが開きます。ダイアログの［補助線

を表示する値］エリアで値を入力します。［値］フィールドに目的の

値を入力し、必要に応じて［ラベル］フィールドに値の名称を入力

します。［補助線に値を表示する］をチェックすると、それらが補助

線とともに表示されます。一つの値を指定したら［追加］ボタンを

クリックします。さらに値を追加するときは［新規］ボタンをクリッ

クします。また、いったん指定した値を削除または更新したいとき

は、それらの値を選択して［削除］または［更新］ボタンをクリッ

クします。

5. 複数のデータのうち一つを選択している場合は、そのままこのタブ

の他の設定を済ませてしまい、次に、他のデータについても同様に
設定します。

6. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　補助線を示す値がグラフの外にあるときは、そ
の補助線は表示されません。たとえば、一様分布のグラフに対して、±
2 や± 3 という標準偏差を指定しても補助線は表示されません。

軸のラベルや尺度

Crystal Ball は自動的にそのグラフに適したラベルや尺度を定義します

が、以下のようにして変更することができます。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［軸］タブを選びます。

2. デフォルトの軸ラベルを変更するときは、［軸ラベル］エリアの［自

動］のチェックをはずして、ラベルを入力します。

デフォルトでは、［自動］がチェックされて、グラフタイプに応じた

ラベルが自動的につけられています。たとえば、予測グラフの横軸

には、［予測の定義］ダイアログの［単位］フィールドに入力された
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文字列が使用されます。

3. デフォルトの尺度を変更するときは、［尺度］エリアの［タイプ］

フィールドの選択を変更し、［下限］、［上限］フィールドに値を入力
します。

デフォルトでは、［タイプ］フィールドに［自動］が選ばれます。こ

の場合、Crystal Ball はそのグラフに も適した両端値を使用します。

ほとんどのグラフで、これに代えて［固定］を選択し、直接両端値

を指定することができます。また、仮定グラフ、予測グラフ、重ね

グラフでは、標準偏差やパーセンタイルを指定することもできます。

これらのオプションについては、p.120 “予測グラフの表示範囲の変

更”の説明を参照してください。

4. すべての設定が終わったら［OK］ボタンをクリックします。

数値の書式

デフォルトでは、Crystal Ball はグラフ軸の数値の書式に、そのグラフの

元となったセルの書式を使いますが、以下のようにしてこれを変更する

ことができます。

1.［グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［軸］タブを選びます。

2.［数値書式］エリアの［書式］フィールドで、ドロップダウンリスト

から目的の書式を選択します。

［標準］、［数値］、［通貨］、［指数］、［パーセンテージ］、［セルの書

式］、［日付］を選択することができます。これらは Excel の書式設

定で選択できるものと類似しています。

＜ Crystal Ball メモ＞　重ねグラフや傾向グラフでは、［セルの書式］
を選択すると、 初の予測セルのセル書式が使用されます。使用する書
式を含んだセルを選択することはできません。

3.［小数点以下］フィールドが指定できるときは、表示する小数点以下

の桁数を設定します。

4.［桁区切りを使用する］をチェックすると、3 桁ごとに区切り記号が

挿入されます。

使用される記号は、Windows のコントロールパネルにある［地域］、

［地域のオプション］、あるいは［地域と言語のオプション］に設定

されている桁区切り記号です。

5.［OK］ボタンをクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定グラフでは、これらの数値書式の設定は、
［仮定の定義］ダイアログの分布パラメータにも影響します。
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ショートカットキー

［グラフプリファレンス］ダイアログの設定項目のうち、ダイアログを

開かないで、ショートカットキーにより変更できるものがあります。表

示方法を直接切り替えながらグラフを見ることで、シミュレーションの

結果を理解しやすくなります。

下表のショートカットキーのほとんどは、仮定グラフ、予測グラフ、重

ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフで共通に使うことができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のショートカットキーは、Excel
のそれと重複しないように定義されていますが、万一重複した場合は、
下矢印キーを使って目的のコマンドを選択することができます。

キー 同一の機能 説　明

<Ctrl>+ <d> ［表示］メニュー、または［プリファレン
ス］→グラフ名→［表示］フィールド

グラフの分布タイプを累積度数分布→逆累積度数
分布→度数分布の順に切り替えます。

<Ctrl>+ <b>,  
<Ctrl>+ <g>

［プリファレンス］→［グラフ］→［表示］
→［一般］タブ→［グループ］フィールド

度数を計算するグループの区切り方を順に変える
ことで、グラフの細かさを切り替えます。

<Ctrl>+ <l> ［プリファレンス］→［グラフ］→［一般］
タブ→［目盛線］フィールド

グラフの目盛線を、なし→水平線→垂直線→格子
の順に切り替えます。

<Ctrl>+ <t> ［プリファレンス］→［グラフ］→［グラ
フタイプ］タブ→［グラフ様式］エリア→

［タイプ］フィールド

グラフの種類を、領域グラフ→線グラフ→棒グラ
フの順に切り替えます。

<Ctrl>+ <3> ［プリファレンス］→［グラフ］→［一般］
タブ→［3D グラフ］チェックボックス

グラフ表示の次元を 2D → 3D の順に切り替えま

す。

<Ctrl>+ <m> ［プリファレンス］→［グラフ］→［グラ
フタイプ］タブ→［補助線］フィールド

平均値など中心傾向の測度を示す中心線を、なし
→ベースケース→中央値→平均値の順に切り替え
ます。

<Ctrl>+ <n> ［プリファレンス］→［グラフ］→［一般］
タブ→［凡例］フィールド

凡例の表示を、あり→なしの順に切り替えます。

<Ctrl>+ <p> ［プリファレンス］→［グラフ］→［グラ
フタイプ］タブ→［補助線］フィールド

パーセンタイルの線を 10% きざみで順に表示し

ます。

スペースキー ［表示］メニュー、または［プリファレン
ス］→グラフ名→［表示］フィールド

ウィンドウの表示を、グラフ→統計量→パーセン
タイル→適合度の順に切り替えます。
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作成したグラフの管理

このセクションでは、Crystal Ball グラフを開いたり閉じたりする方法

と、コピー＆ペースト、印刷、削除をする方法を説明します。

グラフを開く
Crystal Ball が自動的に作成した仮定グラフと予測グラフや、ユーザが作

成したその他のCrystal Ballグラフは、いったんメモリに保存されます。

したがって、単に［分析］メニューから表示したいグラフを選択すれ

ば、開くことができます。

1. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］メニューを選び、表示したいグラフの種類を選択します。

2. 現れたダイアログで、表示したいグラフ名の頭にあるボックスを

チェックします。

3.［開く］をクリックします。

＜Crystal Ball メモ＞　一度に多くのグラフを開きたいときは、Crystal
Ball データセル（またはセル範囲）を選択して、［分析］→［選択したセ
ルのグラフを表示］を選んでください。選択されているすべてのセルに
対応するグラフが開きます。

＜ Crystal Ball メモ＞　単に他のウィンドウの後ろにグラフが隠れて
いるだけのときは、Windows タスクバーの Crystal Ball アイコンをク
リックしてください。

Crystal Ball や Excel を閉じたり、シミュレーションをリセットしたりす

ると、画面から消えるのと同時にメモリからも削除され、再び開くこと

はできません。この場合、グラフを再表示するためには、以下のよう

に、ワークブックを開いてシミュレーションを再実行するか、ワーク

ブックとは別に保存してあるシミュレーション結果を読み込む必要があ

ります。

1. グラフを含むモデルを開いて、シミュレーションを再実行するか、

保存されている結果を読み込みます。

シミュレーションの実行後、単にグラフウィンドウを閉じただけで

（p.150 “グラフを閉じる”を参照）、Crystal Ball や Excel を閉じた

り、シミュレーションをリセットしたりしていなければ、この操作
は必要ありません。
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シミュレーション結果の保存 / 読み込みの操作方法については、

p.103 “シミュレーション結果の保存と読み込み”を参照してくださ

い。

2. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］メニューを選び、表示したいグラフの種類を選択します。

3. 現れたダイアログで、表示したいグラフ名の頭にあるボックスを

チェックします。

4.［開く］をクリックします。

他のアプリケーションにグラフをコピー＆ペーストする
仮定グラフ、予測グラフ、重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフを、

Microsoft Word、Powerpoint、Excel といった他のアプリケーションに貼

り付けることができます。まずグラフをコピーして、次に目的のアプリ

ケーションでペーストします。

グラフをクリップボードにコピーする

1. コピーしたいグラフウィンドウを開きます。

2.［表示］メニューからグラフの表示方法を選択します。

3.［編集］→［コピーグラフ］を選びます。

この段階で、ビットマップ画像がクリップボードにコピーされ、他

のアプリケーションにペーストする準備ができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　ビットマップ画像ではなく、Excel グラフ形式
の画像が必要なときは、第 7 章の説明に従ってレポートを作成してくだ
さい。

＜ Crystal Ball メモ＞　統計量やパーセンタイルなどの表形式の表示
を選択しているときは、画像ではなく文字データがコピーされます（［コ
ピーグラフ］メニューは［コピー統計量］、［コピーパーセンタイル］な
どに変わります）。Excel や Word にペーストして、データを編集したい
ときに便利です。

クリップボードからグラフをペーストする

ペーストするアプリケーションによりますが、通常は、メニューバーか

ら［編集］→［貼り付け］、あるいは［編集］→［形式を選択して貼り

付け］を選択します。
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グラフを印刷する

グラフウィンドウのメニューバーから［編集］→［印刷］を選択する

と、グラフを印刷することができます。ただし、印刷の失敗を避けるた

め、いきなり印刷するのではなく、以下の手順を踏むことをお勧めしま

す。

1. コピーしたいグラフウィンドウを開きます。

2.［表示］メニューから表示するグラフやデータを選択します。

3.［編集］→［ページ設定］を選んで、用紙の種類、用紙の方向、余白

といったレイアウト情報の設定をします。

4.［編集］→［印刷プレビュー］を選んで、印刷イメージを確認します。

［印刷プレビュー］ウィンドウが開きます。たとえば図 5.21 は、予

測グラフの印刷プレビューをしているところです。グラフの下部に

シミュレーションと予測結果に関する情報が表示されていることに

注意してください。これらも印刷に含まれます。

• プレビューで問題が見つかった場合は、いったん閉じて、再度

ページ設定を行います。

• 問題がなければ、このウィンドウの印刷アイコンを選んで、印

刷を実行します。

図 5.21  予測グラフの［印刷プレビュー］ウィンドウ
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グラフを閉じる
グラフウィンドウを閉じると画面からグラフが消えますが、グラフ自体

が失われるわけではありません。p.147 “グラフを開く”で説明した方

法で再び開くことができます。

1. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］メニューを選び、ウィンドウを閉じたいグラフの種類を選択し
ます。

2. 現れたダイアログで、ウィンドウを閉じたいグラフ名の頭にある

ボックスをチェックします。

3.［閉じる］をクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　グラフウィンドウを一つずつ閉じたいときは、
ウィンドウの右上にある［閉じる］ボタンをクリックします。一度にす
べてのグラフを閉じたいときは、［分析］→［全て閉じる］を選びます。

グラフを削除する
作成した重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフは、不要であれば削除す

ることができます。削除すると、p.147 “グラフを開く”で説明した方

法で再び開くことはできません。作成し直す必要があります。

1. Excel の［分析］メニューから、削除したいグラフの種類を選択し

ます。

2. 現れたダイアログで、削除したいグラフ名の頭にあるボックスを

チェックします。

3.［削除］をクリックします。

＜ Crystal Ball メモ＞　予測グラフ、仮定グラフをこの方法で削除する
ことはできません。
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分析の拡張



概要

第 5 章で、シミュレーション結果を分析す

るためのグラフとして、予測グラフを説明

しました。しかし、Crystal Ball のグラフは

予測グラフだけではありません。さらに進

んだ分析をしていただくために、 4 種類の

グラフが用意されています。

• 重ねグラフ

• 傾向グラフ

• 感度グラフ

• 仮定グラフ

この章では、これらのグラフの利用方法を

解説します。

グラフのカスタマイズについては、第 5 章

もご覧ください。
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第 5章では Crystal Ball の代表的なグラフであり、シミュレーション結果

を分析するための基礎となる予測グラフについて説明しました。この章

で説明するのは、さらに進んだ分析を行うための 4種類の Crystal Ballグ

ラフです。

重ねグラフ 互いに関連する複数の予測グラフを重ね合わせて

比較するときに使用します。

傾向グラフ 互いに関連する複数の予測の信頼区間を一つのグ

ラフに表したいときに使用します。

感度グラフ 各仮定が予測結果にどの程度影響を与えているか
を示します。

仮定グラフ 仮定に定義された分布と、シミュレーションで実際

に生成された値の分布をグラフに表します。生成さ

れる値が実行プリファレンスの設定によってどの

ように違ってくるかを確認するのに便利です。

重ねグラフ

互いに関連のある予測が複数ある場合は、シミュレーションを実行した

後で重ねグラフを確認するとよいでしょう。重ねグラフは、選択した複

数の予測の度数データを一つのグラフ上に表示します。そのため、個別

に見ていたときには気づかなかった予測同士の類似点や相異点などを一

目で把握することができます。重ねグラフに表示する予測数に制限はあ

りません。

図 6.1  3D 表示した重ねグラフ
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たとえば、スプレッドシートモデルに少しずつ異なる利益率と、それら

に基づいた複数の予測を定義したとしましょう。シミュレーションを実

行してすべての予測を重ねグラフに表示すれば、利益率の微妙な違いが

予測に与える影響を視覚的に理解することができます。類似点や相違点

をわかりやすく表示するために、グラフをカスタマイズすることもでき

ます。

図 6.1 は、三つの工業用部品の信頼性を相対的に見るために作成された

重ねグラフです。以下のセクションでは、このグラフを作成する方法を

説明します。

重ねグラフの作成
Crystal BallのExampleフォルダに、“部品の信頼性” スプレッドシート

（Reliability.xls）があります。このセクションでは、これを使って重ね

グラフの作成方法を説明しましょう。このモデルは、3 種類の材料で作

られた部品の強度を予測するもので、それら三つの部品に予測セルが定

義されています。

それぞれの予測グラフは、強度とストレスという二つの分布の比率で部

品の信頼性（信頼係数）を表します。信頼係数は、部品の強度がストレ

スにまさると 1 より大きな値をとります。したがって、係数が 1 より大

きい部品は信頼することができ、1 より小さい部品は信頼できないと判

断することができます。

異なる材料で作られた部品がさまざまなストレスを受ける場合の信頼性

を視覚的に比較するために、重ねグラフを利用します。

以下の手順で重ねグラフを作成してください。

1. Crystal Ball でシミュレーションを実行します。

少なくとも二つの予測セルがないと、重ねグラフを作成する意味は

ありません。“部品の信頼性” スプレッドシートには三つの予測セル

があります。

予測ウィンドウで、左の信頼区間グラバーを 1.00 の位置にドラッグ

するか、信頼区間の［範囲下限］フィールドに“1”と入力して［信

頼度］を見ると、部品が信頼できる確率がわかります。

2.［分析］→［重ねグラフ］を選択します。

図 6.2 のような［重ねグラフ］ダイアログが表示されます。
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図 6.2  ［重ねグラフ］ダイアログ

3. ここでは新しい重ねグラフを作るので、［新規］ボタンをクリックし

ます。

図 6.3 のような［予測の選択］ダイアログが表示されます。

図 6.3  ［予測の選択］ダイアログ

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

［リスト表示］アイコンをクリックして、リスト型の表示にすること

もできます。

4. 重ねグラフに含める予測のチェックボックスをクリックして選択し

ます。

“部品の信頼性” モデルでは、三つの予測を選択します。

5.［OK］ボタンをクリックします。

図 6.4 のように、三つの予測の度数分布が重ね合わせて表示され、そ

れぞれの信頼係数を視覚的に比較できるようになります。
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図 6.4  “部品の信頼性”の重ねグラフ

デフォルトの表示は 2D の棒グラフですが、折れ線グラフや領域グ

ラフに変更したり、3D 表示にしたりすることができます。また、グ

ラフの密度や尺度など、さまざまな設定を変更することもできます。
これについては、p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設

定”を参照してください。

6. 分析に適した表示になるようにグラフをカスタマイズします。

p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”や p.158 “重ね

グラフのカスタマイズ”をご覧ください。

ショートカットキーを使用すると、［グラフプリファレンス］ダイアロ

グを経由しないで、直接表示方法を変更することができます。使用でき

るキーについては、p.146 “ショートカットキー”をご覧ください。

たとえば、<Ctrl>+ <d> で逆累積分布にし、<Ctrl>+ <t> で線グラフにす

ると、グラフは図 6.5 のようになります。これにより、三つの分布がす

べてはっきりします。

このグラフから、材料 3 の信頼係数が他を上回る分布をもっていること

が明らかにわかります。材料 3 は信頼係数が も高く、値が 1 を超える

確率も も高くなっています。

メニューバー

y 軸のラベル

表示中のグラフ

目盛線

グラフ名

凡例

上回る分布

A と B の二つの分布があり、すべ
てのパーセンタイルレベルにおい
て A の値が B の値より大きいと
き、A は B を上回るといいます。
156 Crystal Ball ユーザマニュアル 



1

図 6.5  “部品の信頼性”の重ねグラフ（逆累積、線グラフ）

<Ctrl>+ <d> と <Ctrl>+ <t> を使って度数分布の棒グラフに戻し、次は、

<Ctrl>+ <b> でグラフを粗くしてみましょう。そして、<Ctrl>+ <3> で 3D

表示に変えると、図 6.6 のようになります。

図 6.6  “部品の信頼性”の重ねグラフ（3D 表示）

グラフウィンドウの端をドラッグすると、任意に大きさを変えることが

できます。また、3D 表示ではウィンドウの右上に［グラフの回転］オ
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プションが現れます。これをチェックすると、ウィンドウのグラフ部分

をドラッグして、グラフを回転することができます。この機能を利用す

ることにより、グラフがさらに見やすくなります。こうして、図 6.6 は

たとえば図 6.7 のように変化します。

図 6.7  “部品の信頼性”の重ねグラフ（回転した 3D 表示）

＜ Crystal Ball メモ＞　シミュレーション結果を保存しても、グラフの
回転状態は保存されません。次回、シミュレーション結果を読み込んだ
ときは、元の状態に戻ります。

＜ Crystal Ball メモ＞　重ねグラフを他のアプリケーションにコピー
することができます。p.148 “他のアプリケーションにグラフをコピー
＆ペーストする”をご覧ください。

重ねグラフのカスタマイズ
重ねグラフのカスタマイズは、［重ねグラフ］ウィンドウの以下のメ

ニューを通じて行います。重ねグラフのカスタマイズは、予測ウィンド

ウのカスタマイズとほとんど変わりません。

• ［表示］メニューから、分布の種類を変えたり、表形式で統計量など

を表示することができます。サブメニューは予測ウィンドウのそれ

に準じます。p.122 “予測ウィンドウの表示内容の変更”を参照して

ください。
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• ［重ねグラフ］メニューから、重ねグラフに表示する予測を追加した

り削除したりします。［重ねグラフ］→［予測を選択］を選択する

と、図 6.3（p.155）のような［予測の選択］ダイアログが表示され

ます。重ねグラフを新規に作成したときと同様の操作で予測を選択
してください。また、［重ねグラフ］→［全て削除］を選択すると、

表示されていたすべての予測が削除されます。

• ［プリファレンス］→［重ねグラフ］から［重ねグラフプリファレン

ス］ダイアログを開き、グラフのタイプや、重ねグラフを表示する

タイミング、分布の適合方法などを指定します。このダイアログは
基本的に［予測プリファレンス］ダイアログの［予測ウィンドウ］

タブと同じです。設定手順については、p.133 “予測グラフプリファ

レンスの設定”をご覧ください。

• ［プリファレンス］→［グラフ］から［グラフプリファレンス］ダイ
アログを開き、グラフのさまざまなプリファレンスを修正します。

このダイアログについては、p.136 “Crystal Ball グラフのプリファ

レンスの設定”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　使用できるショートカットキーについては、
p.146 “ショートカットキー”をご覧ください。

重ねグラフは、文字どおり複数のグラフを重ね合わせて比較するための

グラフなので、特に見方を変えて眺めることが有用です。たとえば、領

域グラフや棒グラフで複数の予測を表示すると、互いに重なり合ってわ

かりにくくなってしまうことがありますが、折れ線グラフならそのよう

な問題はないでしょう。

一般に、図 6.7のように、3D表示をして回転させると も見やすくなり

ます。

重ねグラフで分布の適合機能を使う
仮定の定義における実測データと分布の適合（p.33）と同じように、予

測値の分布に標準的な確率分布を適合することができます。

予測値に分布を適合する方法には、以下の二つがあります。

• ［重ねグラフ］ウィンドウのメニューバーから［重ねグラフ］→［分
布を適合］を選びます。この場合、Crystal Ball は現在選択されてい

る分布と検定手法（選択を変更していない場合はデフォルトの分布

と検定手法）を使って、ただちに分布の適合を行います。このコマ

ンドは、［重ねグラフ］メニューや［プリファレンス］メニューを通

じて行われた分布の適合を解除するときにも使用することができま

す。
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• ［重ねグラフ］ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→

［重ねグラフ］を選び、［全ての予測結果に連続確率分布を適合する］

をチェックします。この方法で分布を適合する場合は、適合する分

布の種類や、適合した分布の順位づけに使用する検定手法を選択す
ることができます。

手順は予測ウィンドウで分布の適合を行うときと同じです。p.129 “予

測値への分布の適合”をご覧ください。“部品の信頼性”モデルでは図

6.8 のようなグラフが表示されます。

凡例が示しているように、すべての予測にベータ分布が適合していま

す。

図 6.8  適合分布を伴った重ねグラフ
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傾向グラフ

傾向グラフは、互いに関連のある予測の信頼区間を一つのグラフに表し

たものです。このグラフからは、個別に見ていたときには気づかなかっ

た予測間の傾向を把握することができます。

傾向グラフは、複数の予測の信頼区間をそれぞれに塗りの異なる帯で表

示します。たとえば、信頼度 90% の信頼区間を表した帯は、90% の確

率で予測値が収まる値の範囲を示します。

将来の利益を時系列に沿っていくつか予測するスプレッドシートモデル

があるとしましょう。傾向グラフを使うと、これらの予測値の信頼区間

が時系列に沿って変化していく様子を眺めることができます。また、時

系列の初期とその後の信頼区間を一目で比較することもできます。

図 6.9  傾向グラフ

図 6.9 の横軸は、3 年にわたる 12 個の予測を表しています。これを時系

列と捉えてください。一方、縦軸は予測値を表し、ある四半期の帯の上

端と下端の縦軸の値を読み取ると、その信頼度の信頼区間がわかりま

す。帯の幅が先に進むほど広くなっているのは、ある四半期の予測値は

前の四半期の予測値に依存するように予測セルの式を設定してあるため

です。

デフォルトの表示の信頼区間は予測結果の中央値を中心としています

が、［傾向グラフプリファレンス］ダイアログを使うと、予測された範
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囲の上限または下限を固定して、累積確率や逆累積確率を分析すること

ができます。

傾向グラフの作成
Crystal Ball の Example フォルダに、“四半期の売上予測” スプレッド

シート（Sales Projection.xls）があります。このセクションでは、これを

使って傾向グラフの作成方法を説明しましょう。“四半期の売上予測”

の傾向グラフは、3 年間の四半期ごとの売上高が特定の値の範囲に達す

る見込みを視覚的に示します。

以下の手順で傾向グラフを作成してください。

1. Crystal Ball でシミュレーションを実行します。

互いに関連する複数の予測セルがないと、傾向グラフを作成する意

味はありません。“四半期の売上予測” スプレッドシートには 12 個

の予測セルがあります。

2.［分析］→［傾向グラフ］を選びます。

図 6.10 のような［傾向グラフ］ダイアログが表示されます。

図 6.10  ［傾向グラフ］ダイアログ

3. ここでは新しい傾向グラフを作るので、［新規］ボタンをクリックし

ます。

図 6.11 のような［予測の選択］ダイアログが表示されます。
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図 6.11  ［予測の選択］ダイアログ

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

［リスト表示］アイコンをクリックして、リスト型の表示にすること

もできます。

4. 傾向グラフに含める予測のチェックボックスをクリックして選択し

ます。

“四半期の売上予測” モデルでは、“Sales Projection.xls”に含まれる

すべての予測を選択します。ツリー表示では、上位の項目を選択す

ることによって、それより下位のセルをまとめて選択することがで

きるので、“Sales Projection.xls”または“モデル”をチェックしま

す。あるいは、［全て選択］ボタンをクリックしてもかまいません。

5.［OK］ボタンをクリックします。

図 6.9（p.161）のようなグラフが表示されます。

6. 分析に適した表示になるようにグラフをカスタマイズします。

p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”や、次のセク

ションをご覧ください。ショートカットキーを使用すると、［グラフ

プリファレンス］ダイアログを経由しないで、直接表示方法を変更

することができます。使用できるキーについては、p.146 “ショート

カットキー”をご覧ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　傾向グラフを他のアプリケーションにコピー
することができます。p.148 “他のアプリケーションにグラフをコピー
＆ペーストする”をご覧ください。
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傾向グラフのカスタマイズ
傾向グラフは予測グラフや重ねグラフとは種類の異なるグラフなので、

特有の設定項目もいくつかあります。このセクションでは傾向グラフの

以下のカスタマイズ方法を説明します。

• 帯の置き方のカスタマイズ

• 傾向グラフを表示するタイミング

• 傾向グラフに表示する予測と順序の変更

• 全体的な見た目と軸に関連する変更

• それぞれの帯に関連するカスタマイズ

＜ Crystal Ball メモ＞　使用できるショートカットキーについては、
p.146 “ショートカットキー”をご覧ください。

帯の置き方のカスタマイズ

以下のいずれかの方法で、信頼区間を表す帯の置き方を指定します。

• ［表示］メニューのオプションを選択する

• メニューバーから［プリファレンス］→［傾向グラフ］を選んで［傾

向グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［表示］フィールドを

設定する

デフォルトでは各予測値の中央値が中心になります。したがって、帯の

上下中央の値は中央値を表します。［表示］メニュー（またはフィール

ド）の選択を変更すると、信頼区間の両端値の一方を固定し、予測され

た値範囲の上端または下端に帯を配置することができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　幅の狭い帯は常に広い帯の上に表示されるた
め、広い帯の一部は狭い帯の下に隠れます。特に［表示］メニューを変
更したときは、目に見える帯の幅が信頼区間だと勘違いしないように気
をつけてください。本来の幅をそのまま表すには、表示する帯を一つだ
けにします。この方法については p.166 “それぞれの帯に関連するカス
タマイズ”を参照してください。

［表示］メニュー（フィールド）には以下のオプションがあります。

中央値中心 信頼区間の中心を予測値の中央値にします。

傾向グラフは、中央値まわりの信頼区間を示すよ

うになり、帯は予測された値範囲の中央に表示さ

れます。
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累積 予測された値範囲の 小値を信頼区間の下限に

固定します。

帯の信頼度は、予測値がある値以下になる確率

（累積確率）を表し、帯は予測された値の範囲の

下端に表示されます。

逆累積 予測された値範囲の 大値を信頼区間の上限に

固定します。

帯の信頼度は、予測値がある値以上になる確率

（逆累積確率）を表し、帯は予測された値の範囲

の上端に表示されます。

＜Crystal Ball メモ＞　ショートカットキー <Ctrl>+<d>を入力すると、
中央値中心→累積→逆累積の順に表示を切り替えることができます。

傾向グラフを表示するタイミング

［プリファレンス］→［傾向グラフ］から［傾向グラフプリファレン

ス］ダイアログを開き、傾向グラフを表示するタイミングを指定しま

す。設定方法は［予測プリファレンス］ダイアログの［予測ウィンド

ウ］タブと同じです。p.133 “予測グラフプリファレンスの設定”をご

覧ください。

傾向グラフに表示する予測と順序の変更

［傾向グラフ］→［予測を選択］を選択すると、図6.11（p.163）のよう

な［予測の選択］ダイアログが表示されます。傾向グラフを新規に作成

したときと同様の操作で予測を選択してください。また、［傾向グラ

フ］→［全て削除］を選択すると、表示されていたすべての予測が削除

されます。

傾向グラフの予測の順序（横軸の並び方）が思ったようになっていない

ときは、次の手順で修正してください。

1.［傾向グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［プリファレンス］

→［グラフ］を選び、［グラフタイプ］タブを開きます。

図 6.12 のように、傾向グラフのこのタブは、他のグラフの同じタブ

とは多少異なります。

ダイアログの上部にある［予測軸の系列］リストボックスに、現在

傾向グラフの予測軸に表示されている予測が、その表示順で並んで

います。たとえば、リストの 初の予測は、傾向グラフの左端に表

示されています。
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図 6.12  傾向グラフの［グラフプリファレンス］ダイアログ（グラフタイプ）

2.［予測軸の系列］リストで、移動したい予測を選択して、リストの右

にある矢印ボタンをクリックし、順序を変更します。

3. すべての予測が目的の順に並んだら、［OK］をクリックします。

全体的な見た目と軸に関連する変更

［プリファレンス］→［グラフ］から［グラフプリファレンス］ダイア

ログを開き、グラフのさまざまなプリファレンスを修正することができ

ます。このダイアログの［一般］タブと［軸］タブは、他の Crystal Ball

グラフと同じです。これらについては p.136 “Crystal Ball グラフのプリ

ファレンスの設定”をご覧ください。

［グラフタイプ］タブについては、このセクションの他の項（p.165 “傾

向グラフに表示する予測と順序の変更”および次の“それぞれの帯に関

連するカスタマイズ”）で説明しています。

それぞれの帯に関連するカスタマイズ

デフォルトの傾向グラフは、塗りつぶされた帯を使い領域として信頼区

間を表します。これを境界を示す線に変えることができます。また、帯

や線の色を変えることもできます。これらは以下の手順で行います。

1.［傾向グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［プリファレンス］

→［グラフ］を選び、［グラフタイプ］タブを開きます。

図 6.12（p.166）のように、傾向グラフのこのタブは、他のグラフの

同じタブとは多少異なります。
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2. 帯のタイプを変えるときは、［各帯の信頼度］ボタンの下のリスト

ボックスで目的の帯を選択して、［帯の様式］フィールドで［領域グ
ラフ］または［線グラフ］を選びます。

3. 帯の色を変えるときは、［帯の色］フィールドで色を選択します。

4.［OK］ボタンをクリックします。

また、各帯が示す信頼区間の信頼度を変更することができます。これは

以下の手順で行います。

1.［傾向グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［プリファレンス］

→［グラフ］を選び、［グラフタイプ］タブを開きます。

2.［各帯の信頼度］ボタンをクリックします。

図 6.13 のような［パーセンタイル］ダイアログが現れます。

図 6.13  ［パーセンタイル］ダイアログ

3. 各帯の信頼度を選択します。［カスタム］を選ぶと、それぞれの信頼

度を直接指定することができます。

4.［OK］ボタンをクリックします。

帯の信頼度が変更されます。ウィンドウに表示される凡例を確認し

てください。

＜ Crystal Ball メモ＞　凡例にすべての帯が表示されないときは、［傾
向グラフ］ウィンドウの上端か下端をドラッグして、ウィンドウを高く
してください。
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感度グラフ

モデル感度と不確実性
スプレッドシートモデルの構築に慣れてくると、それぞれの仮定が結果

に影響する程度を知りたくなります。これは言い換えると、各仮定につ

いて予測感度を求めるということです。

ある仮定に対するある予測の全体的な感度は、以下の二つの要因が結合

して決まります。

• その仮定に対するその予測のモデル感度

• その仮定の不確実性

モデル感度を計算によって求めるためには、予測セルと仮定セルの間の

さまざまな関係を代数学的に分析しなければなりません。これらの関係

には、仮定セルから予測セルへとつながっていく、スプレッドシート上

のすべての式が含まれます。

図6.14はモデル感度と仮定の不確実性が結合して二つの異なる予測値に

発展するシナリオを示しています。それぞれの図の仮定と支点の距離は

モデル感度を表し、これが大きくなるとモデル感度は小さくなります。

図 6.14  モデル感度と仮定の不確実性

感度

仮定セルがもつ不確実性とモデル
感度の結果として予測セルに現れ
る不確実性の量。

モデル感度

仮定セルにおける変化が予測セル
に与える全体的な効果。スプレッ
ドシートモデルの式によって決ま
ります。

支点

不確実性

不確実性

予測セル

予測セル

モデル感度

仮定セル

仮定セル

スプレッドシートモデルによって決まり、仮定
セルが予測セルに影響する程度を表します。
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一つめのモデルでは、仮定に対する予測値の感度は高くありません。な

ぜなら、仮定は大きな不確実性をもっているものの、モデル感度が低い

からです。一方、二つめのモデルはモデル感度が高いため、仮定の不確

実性が小さくても感度は高くなります。

このような複雑な関係をCrystal Ballのようなプログラムを使わないで分

析しようとすれば、多くの時間を費やして難解な計算に取り組まざるを

得ません。

感度グラフとは
感度グラフを利用すると、特定の予測セルに対する各仮定セルの影響力

を、すばやく簡単に判断することができます。

Crystal Ball はシミュレーションの実行中に、各予測セルに対する重要度

に従って仮定を順位づけします。感度グラフとは、この情報を使って、

モデルの中のどの仮定が も重要で、どの仮定が も重要でないかを一

目で把握できるようにしたグラフのことです。

図 6.15  感度グラフ

感度グラフには、次の三つの利点があります。

• 予測結果に も大きな影響力をもつ仮定を特定することができま

す。これは予測の精度を上げるのに必要な要因を判断するのに役立

ちます。
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• 予測結果に影響しない仮定を特定し、それを無視したりモデルから

削除することができます。

• これらを通じて、スプレッドシートモデルはより現実に近く、精度

の高い予測結果を導くことができるように改良されます。

感度グラフの作成
Crystal BallのExampleフォルダに、“環境汚染による発癌性評価” スプ

レッドシート（Toxic Waste Site.xls）があります。このモデルは、工場

が排出した化学物質に汚染された地下水が近隣住民に与える発癌リスク

を推定する目的で作られたものです。このセクションでは、これを使っ

て感度グラフの作成方法を説明しましょう。

このモデルの感度グラフには、癌の原因になる仮定が感度の高い順に示

されます。 も高い感度をもつ仮定は、発癌に も強い影響をもつ要因

だと判断することができます。

以下の手順で感度グラフを作成してください。

1. 現在開いているスプレッドシートをすべて閉じてください。

2. 分析するスプレッドシートモデルを開きます。

モデルファイル“Toxic Waste Site.xls”を開きます。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

び、サンプルガイドからファイルを選択することもできます。

3.［実行］→［実行プリファレンス］→［オプション］を選びます。

4.［感度分析用に仮定セルの値を保存する］オプションがチェックされ

ていなければチェックして、［OK］をクリックします。

感度分析には、シミュレーション中に生成されたすべての仮定値が

必要です。これらが予測値と比較されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　実行プリファレンスのこの設定を忘れたとき
は、感度分析は行えません。その場合はシミュレーションをリセットし
て、シミュレーションを再実行する必要があります。

5. シミュレーションを実行します。

6.［分析］→［感度グラフ］を選びます。

図 6.16 のような［感度グラフ］ダイアログが表示されます。
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図 6.16  ［感度グラフ］ダイアログ

7. ここでは新しい感度グラフを作るので、［新規］ボタンをクリックし

ます。

図 6.17 のような［予測の選択］ダイアログが表示されます。

図 6.17  ［予測の選択］ダイアログ

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

［リスト表示］アイコンをクリックして、リスト型の表示にすること

もできます。

8. 感度分析の対象となる予測のチェックボックスをクリックして選択

します。

“環境汚染による発癌性評価”モデルでは、“発癌リスク”を選択し

ます。

9.［OK］ボタンをクリックします。

図 6.15（p.169）のようなグラフが表示されます。シミュレーション

に含まれる仮定が感度の順に表示されています。
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10. 分析に適した表示になるようにグラフをカスタマイズします。

p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”や p.175 “感度

グラフのカスタマイズ”をご覧ください。図 6.15 では、パーセント

値を読みやすくするために、視覚効果として 50％の透過を適用して

あります。

ショートカットキーを使用すると、［グラフプリファレンス］ダイア

ログを経由しないで、直接表示方法を変更することができます。使

用できるキーについては、p.146 “ショートカットキー”をご覧くだ

さい。

ウィンドウの左側に、感度の高いものから順に仮定が表示されます。仮

定が多く、棒グラフが一つの画面で表示しきれないときは、スクロール

バーを利用してください。また、ウィンドウの端をドラッグして、ウィ

ンドウサイズを変えることもできます。

この例では、四つの仮定が感度グラフにリストされています。一番上に

ある“1 日の摂水量”が発癌に対して 高の感度を示しており、このモ

デルでは も重要な仮定だと考えられます。したがって、予測結果の精

度を上げるためには、“1 日の摂水量”に関する情報をさらに調査し

て、この仮定の不確実性を減らすことが重要です。

一方、一番下の“1 リットル中の有害物質量”の感度は 低で、このモ

デルでは も重要ではない仮定だと考えられます。したがって、この仮

定は無視するか、あるいはモデルから削除してよいかもしれません。ご

く少数の仮定が予測の不確実性に圧倒的な影響力をもつモデルは、おお

むね図 6.15 のような感度グラフになります。

＜ Crystal Ball メモ＞　感度グラフを他のアプリケーションにコピー
することができます。p.148 “他のアプリケーションにグラフをコピー
＆ペーストする”をご覧ください。

Crystal Ball の感度計算

Crystal Ball はシミュレーションの実行中に、各仮定と各予測の間でスピ

アマンの 順位相関係数を算出して感度を計算します。この相関係数か

ら、仮定と予測が一緒に変化する度合いがわかります。ある仮定と予測

の相関関係が強ければ、その仮定は（不確実性とモデル感度の両方を通

じて）その予測に重要な影響力をもつことになります。

正の係数は、仮定値が大きくなると予測値も大きくなることを示し、負

の係数は、仮定値が大きくなると予測値は小さくなることを示します。

相関係数が正であるか負であるかにかかわらず、絶対値が大きければ、

順位相関

相関係数を計算するために、値集
合の各値をその大きさの順を表す
1 ～ N の整数に置き換える手法。
値集合の分布型に関係なく値集合
間の相関関係を調べることができ
ます。
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両者は強い相関関係で結ばれているといえます。［表示］メニューを変

更すると、順位相関を表示することができます。

感度グラフのデフォルトの表示は寄与率と呼ばれるもので、対象予測の

散らばりに各仮定が影響する割合をパーセンテージで示します。これに

よって、対象予測の不確実性に対してどの仮定が何パーセント関与して

いるのかがわかります。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の寄与率は単なる近似計算から得
られる数値であり、正確に散らばりを分析した結果ではありません。
Crystal Ball は順位相関係数を 2 乗して、それらを全体が 100% になる
ように正規化することによって寄与率を算出します。

順位相関と寄与率には、対象予測に対する各仮定の関係の方向も表示さ

れます。正の方向に寄与する項目はグラフ上で 0 を示す線の右に棒が表

示され、その項目と対象予測が正の相関関係にあることを示します。負

の方向に寄与する項目は左側に棒が表示されます。方向は無視して、単

に相関の強さだけを見たいときは、［グラフプリファレンス］ダイアロ

グで絶対値を表示するように指定します。

＜ Crystal Ball メモ＞　正確な寄与率を得るためには、試行回数を少な
くとも 10,000 回に設定してください。

感度グラフの限界
モデルによっては、感度グラフに本来の感度が現れないこともありま

す。モデルが以下にあてはまるときは注意してください。

仮定に相関関係を定義したモデル

相関関係のある仮定に対する感度計算は不正確になります。たとえば、

重要な仮定があまり重要ではない仮定と高い相関関係をもっていた場

合、あまり重要ではない仮定が対象予測に対して高い感度をもつという

結果になり、感度グラフにもそのように示されます。

［実行プリファレンス］ダイアログの［オプション］タブで［相関を有

効にする］のチェックをはずすと、より正確な感度情報が得られること

があります。

予測との関係が非単調な仮定を含んだモデル

対象予測との関係が非単調な仮定に対する感度計算は不正確になりま

す。単調な関係とは、仮定が増加すると予測もかならず増加する、ある

いは仮定が増加すると予測はかならず減少するということを意味してい

ます。単調な関係には、たとえばy =  log（x）のような関係があります。
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非単調な関係はこれとは逆の関係で、たとえばy =  sin（x）のような関係

があります。

トルネードグラフツールは、対象予測に対して非単調な関係をもつ仮定

を調べるのに役立ちます。このツールについては、p.213 “トルネード

グラフ”をご覧ください。

離散分布を含んだモデル

仮定や予測が、存在する数値の種類が少ない離散値の分布であるとき、

感度計算は不正確になります。これは感度計算に順位相関が使用される

ことに起因します。順位相関による計算では、仮定値や予測値が順位値

に置き換えられるときに多少情報が失われます。このような情報のロス

は、タイプの異なる分布間で感度を計測することができるという順位相

関の利点の代償だといえます。仮定値や予測値に、同一あるいは類似の

値がかなりの割合で含まれるときは、失われる情報が増え、相関の計算

をゆがめることになります。

たとえば以下のような状況では、この問題に注意してください。

• 試行回数の少ない（たとえば 10 以下）二項分布に代表される分布を

仮定に定義しているとき

• 結果が同一の値になりやすい関数（たとえば if 関数、int 関数）が入

力された予測セルがあるとき
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感度グラフのカスタマイズ

感度グラフは予測グラフや重ねグラフとは種類の異なるグラフなので、

特有の設定項目もいくつかあります。このセクションでは感度グラフの

以下のカスタマイズ方法を説明します。

• 表示する内容の変更

• 感度グラフを表示するタイミング

• 感度分析の対象予測の変更

• 感度グラフに表示する仮定の変更

• 全体的な見た目と軸に関連する変更

＜ Crystal Ball メモ＞　使用できるショートカットキーについては、
p.146 “ショートカットキー”をご覧ください。

たとえば、図 6.15（p.169）を 3D の円グラフにし、透過を適用すると、

以下のような見た目に変わります。

図 6.18  感度グラフ（3D 円グラフ）

表示する内容の変更

［感度グラフ］ウィンドウには、寄与率、順位相関、感度データのいず

れかを表示することができます。以下の方法で指定します。

• ［表示］メニューのオプションを選択する

• メニューバーから［プリファレンス］→［感度グラフ］を選んで［感
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度グラフプリファレンス］ダイアログを開き、［感度グラフウィンド

ウ］タブの［表示］フィールドを設定する

［表示］メニュー（またはフィールド）には以下のオプションがありま

す。

寄与率 予測の不確実性に対する各仮定の寄与率を 0 ～

100% の値で表し、それをグラフと数値で示しま

す。各仮定から対象予測が受ける影響がわかりま

す。

順位相関 予測と各仮定の相関関係の強さを −1 ～ +1 の順

位相関で表します。

感度データ 各仮定の寄与率と順位相関データを表形式で示

します。

＜Crystal Ball メモ＞　ショートカットキー <Ctrl>+<d>を入力すると、
寄与率と順位相関を切り替えることができます。

また、以下のようにしてグラフの形状を変えることができます。

1.［感度グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［プリファレンス］

→［グラフ］を選び、［グラフタイプ］タブを開きます。

図 6.19 のように、感度グラフのこのタブは、他のグラフの同じタブ

とは多少異なります。

図 6.19  感度グラフの［グラフプリファレンス］ダイアログ（グラフタイプ）
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2.［グラフ様式］フィールドで目的のグラフを選びます。

3. 棒グラフを表示するときは、［棒グラフオプション］エリアで棒の色

に関する設定をします。

• ［棒ごとに色を変える］をチェックすると、それぞれの仮定に異

なる色が適用されます。

• ［棒ごとに色を変える］のチェックをはずすと、［棒の色］フィー

ルドがアクティブになります。すべての仮定に適用する色を選

択してください。

4.［グラフ上に値を表示する］オプションを指定します。チェックする

と各仮定の値がグラフに表示されます。

5.［OK］ボタンをクリックします。

感度グラフを表示するタイミング

［プリファレンス］→［感度グラフ］から［感度グラフプリファレン

ス］ダイアログを開き、［感度グラフウィンドウ］タブを選んで、感度

グラフを表示するタイミングを指定します。設定方法は［予測プリファ

レンス］ダイアログの［予測ウィンドウ］タブと同じです。p.133 “予

測グラフプリファレンスの設定”をご覧ください。

フィールド 表示例 説　明

棒グラフ（実数値） 各仮定の感度を正負の実数とし
てグラフに表し、感度の大きさと
向きを示します。

棒グラフ（絶対値） 各仮定の感度を絶対値としてグ
ラフに表し、感度の大きさを示し
ます。

円グラフ 各仮定の感度を絶対値としてグ
ラフに表し、感度の大きさを示し
ます。
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感度分析の対象予測の変更

［感度グラフ］→［対象予測を選択］を選択すると、図6.17（p.171）の

ような［予測の選択］ダイアログが表示されます。ここで感度グラフを

新規に作成したときと同様の操作で対象予測を選択してください。

感度グラフに表示する仮定の変更

デフォルトでは、モデルに含まれるすべての仮定を感度グラフの対象と

し、そのうち感度の高い順に 25 個までの仮定がグラフに表示されるよ

うに設定されます。感度グラフに含める仮定を個別に選択したり、篩い

にかける条件を変更したりすることができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　感度グラフに含める仮定の個数は、寄与率の計
算に影響を与えます。

個別に選択する

以下の操作で、感度グラフに表示する仮定を選択することができます。

1.［感度グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［感度グラフ］→［仮

定を選択］を選びます。

図 6.20 のような［仮定の選択］ダイアログが現れます。

図 6.20  ［仮定の選択］ダイアログ

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。

［リスト表示］アイコンをクリックして、リスト型の表示にすること

もできます。

2. 感度グラフに含める仮定のチェックボックスをクリックして選択し

ます。

目的の仮定のチェックボックスをクリックして追加や削除を行いま

す。ツリー表示では、上位の項目を選択することによって、それよ
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り下位のセルをまとめて追加、削除することができます。また、［全

て選択］ボタンをクリックすると、すべての項目がチェックされ、

［全て選択解除］ボタンをクリックすると、すべての項目のチェック

がはずされます。

3.［OK］ボタンをクリックします。

篩いにかける

条件を指定して感度グラフに表示する仮定を篩いにかけます。2 種類の

条件を組み合わせることができます。

1.［感度グラフ］ウィンドウのメニューバーから、［プリファレンス］

→［感度グラフ］を選び、［表示する仮定の条件］タブをクリックし
ます。

図 6.21 のようなダイアログが表示されます。

図 6.21  ［感度グラフプリファレンス］ダイアログ（表示する仮定の条件）

［感度の高い順に以下の数だけ表示］または［感度値が以下の値より

大きい仮定のみ表示］をそれぞれ必要に応じてチェックし、数値を

入力します。両方をチェックした場合は、二つの条件のうち、表示

する仮定がより少なくなるほうの条件が使用されます。

2.［OK］ボタンをクリックします。

全体的な見た目と軸に関連する変更

［プリファレンス］→［グラフ］から［グラフプリファレンス］ダイア

ログを開き、グラフのさまざまなプリファレンスを修正することができ

ます。このダイアログの［一般］タブは、他のCrystal Ballグラフと同じ

です。p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”をご覧くだ
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さい。

［グラフタイプ］タブについては、このセクションの他の項（p.175 “表

示する内容の変更”）で説明しています。

仮定グラフ
仮定グラフはシミュレーションを実行すると自動的に作成されます。こ

のウィンドウは、開いたり閉じたりすることはできますが、削除するこ

とはできません。仮定グラフには、その仮定に定義された本来の分布の

形状を背景にして、実際に生成された値の度数分布が表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行プリファレンス］ダイアログの［オプショ
ン］タブにある［感度分析用に仮定セルの値を保存する］をチェックし
ないでシミュレーションを実行した場合は、本来の分布だけが表示され、
生成された値の度数分布は表示されません。

図 6.22  ［仮定グラフ］ウィンドウ

仮定グラフは、仮定に生成される値が実行プリファレンスの設定によっ

てどのように違ってくるかを確認するのに便利です。たとえば、試行回

数、サンプリング手法、サンプルサイズ（ラテンハイパーキューブの場

合）などの設定を変えて、本来の分布との違いを観察すると、どのよう

な設定が望ましいかが見えてくるでしょう。試行回数を大きくして、生

成される値が増えると、本来の分布に近いスムーズな曲線を描くように

なります。
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＜ Crystal Ball メモ＞　仮定グラフを他のアプリケーションにコピー
することができます。p.148 “他のアプリケーションにグラフをコピー
＆ペーストする”をご覧ください。

仮定グラフのカスタマイズについては、すべて他の章で説明されている

ので、ここでは説明しません。p.43 “仮定グラフプリファレンス”およ

び p.136 “Crystal Ball グラフのプリファレンスの設定”を参照してくだ

さい。
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Chapter
第 7 章

レポートの作成とデータの出力



概要

この章では、レポートの作成方法とデータ

の出力方法を説明します。

Crystal Ballのレポートは、Crystal Ballで行っ

た予測やリスク分析の 終的なまとめとし

て作成し、報告書やプレゼンテーション資

料として使用することができます。

Crystal Ball シミュレーションの結果を他の

アプリケーションで使用するときには、

Crystal Ball からデータの出力を行います。



1

レポートの作成

Crystal Ball は、シミュレーションのレポートを自動的に作成する機能を

備えています。以下に挙げたレポート項目のうち、選択したものがレ

ポートに含まれます。

• サマリ

• 予測に関する情報

• 仮定に関する情報

• 意思決定変数に関する情報

• 重ねグラフ

• 傾向グラフ

• 感度グラフ

図 7.1 は、“ドリル刃の交換ポリシー”モデルのレポート例です。スプ

レッドシートは、Example フォルダの“Drill Bit Replacement.xls”です。

図 7.1  レポート例
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基本的な作成ステップ
シミュレーションの実行、結果の検討、モデルの調整、再実行を経て、

予測作業が完了したら、以下のようなステップでレポートを作成しま

す。

＜ Crystal Ball メモ＞　数値になるはずのセルに“###”と表示された
ときは、列幅を広くしてください。

1. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］→［レポートの作成］を選びます。

図 7.2 のような［レポートの作成］ダイアログが表示されます。

図 7.2  ［レポートの作成］ダイアログ（レポートの内容）

2.［レポートの内容］タブで目的のレポートのアイコンをクリックし

て、選択します。

5 種類の既定のレポートとカスタムレポートがあります。

仮定 シミュレーションのサマリに加え、仮定のパラ

メータ、グラフ、相関をレポートに含めます。

意思決定変数 意思決定変数の上限、下限、変数のタイプ、ス

テップサイズ（離散変数の場合）をレポートに含

めます。

予測 シミュレーションのサマリに加え、予測の要約、

グラフ、統計量、パーセンタイル、工程能力指標

（計算された場合のみ）をレポートに含めます。
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フルレポート 仮定の統計量とパーセンタイルを除く、あらゆる

レポート要素をすべて含めます。

CB セル情報 仮定、意思決定変数、予測の各セル情報をレポー

トに含めます。

カスタム ユーザが選択した情報をレポートに含めます。

3.［カスタム］アイコンを選択した場合は、その下の［カスタム］ボタ

ンをクリックして、レポートに含める情報を選択します。

カスタムレポートについては、次のセクションで説明します。

4.［オプション］タブを選び、レポートを出力する場所や書式などを設

定します。

図 7.3  ［レポートの作成］ダイアログ（オプション）

a.［出力先］エリアで、出力するワークブックを選択し、ワークシー

ト名を指定します。

［現在のワークブック］を選ぶと、現在開いているワークシート

の右に新しいワークシートが挿入され、そこに出力されます。

b.［セル情報］エリアで、セルに関する詳細な情報をレポートに含

めるかどうかを指定します。

［セルの場所を出力する］をチェックすると、レポートされる各

Crystal Ball セルについて、そのセルのワークブック名、ワーク

シート名、セルのアドレスがレポートに含められます。［セルの

コメントを出力する］をチェックすると、そのセルにつけられ

ているコメントがレポートに含められます。
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＜ Crystal Ball メモ＞　出力されるコメントに Crystal Ball のコメント
は含まれません。Excel で入力されたコメントだけが出力されます。

c.［グラフ画像］エリアで、出力するグラフ画像の形式を選択しま

す。［グラフプリファレンス］で設定したグラフの見た目をその

ままレポートに生かしたいときは［ビットマップ］を選びます。

Excel のグラフ機能を使ってグラフを修正したいときは［Excel グ

ラフ］を選びます。

5.［OK］ボタンをクリックします。

Crystal Ball は Excel ワークシートにレポートを出力します。レポー

トは通常のワークシートと同じように加工し、印刷し、保存するこ

とができます。たとえば、印刷したいときは、Excel から［ファイ

ル］→［印刷］を選びます。

カスタムレポート
既定のレポートを使うのではなく、レポートの内容を細かく設定するこ

とができます。この場合は、上記の作成ステップのうち、手順 2 の［レ

ポートの内容］タブでの操作を以下のようにします。

1.［レポートの内容］タブで［カスタム］アイコンを選択し、その下の

［カスタム］ボタンをクリックします。

図 7.4 のような［カスタムレポート］ダイアログが現れます。

図 7.4  ［カスタムレポート］ダイアログ

2.［レポートに含める項目］ボックスで、目的の項目をチェックし、そ

れぞれについて右の詳細エリア（［サマリ詳細］、［予測詳細］など）
と対象エリア（［予測］、［仮定］など）を設定します。
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［レポートに含める項目］には以下があります。レポートには、この

ボックスでの並び順に従って各項目が出力されます。項目を選択し

てボックスの右にある矢印ボタンをクリックすると、順番を変える

ことができます。

サマリ レポートの日付と、シミュレーション全体に関す

る情報（実行プリファレンスの設定や試行に関連

する数値データなど）を出力します。

予測 予測に関するデータ（グラフ、パーセンタイル、

統計量、工程能力指標など）を出力します。

仮定 仮定に関するデータ（パラメータ、グラフ、パー

センタイル、統計量、相関など）を出力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　グラフを Excel グラフ形式で出力する場合、カ
スタム分布のグラフは作成されません。

意思決定変数 意思決定変数に関するデータ（上限 / 下限、変数

のタイプなど）を出力します。

重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフ

それぞれのグラフを出力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　［レポートに含める項目］ボックスで選択しな
かった項目については、その項目に対応するセクションは作成されませ
ん。［レポートに含める項目］ボックスで選択して、詳細エリアで何も選
択しないと、その項目のセクションが作成され、項目名とセルだけが出
力されます。

詳細エリアと対象エリアは［レポートに含める項目］ボックスでハ

イライトされている項目によって変化します。これらのエリアにつ

いては以下で個別に説明します。

3. レポート項目の選択と、それぞれの設定が完了したら［OK］をク

リックして、［レポートの作成］ダイアログに戻ります。

各レポート項目の詳細エリア

カスタムレポートでは、［レポートに含める項目］ボックスで項目を選ぶ

と、項目によって詳細エリアが変化します（エリア名も［サマリ詳細］、

［予測詳細］などと変化します）。詳細エリアの設定は以下のように行っ

てください。

サマリ

タイトル レポートのタイトルを出力します。デフォルトの

タイトルは“Crystal Ball レポート”です。
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実行日時 シミュレーションの開始時刻と終了時刻を出力

します。

実行プリファレンス

シミュレーションで使用された実行プリファレ

ンスの設定を出力します。試行回数、サンプリン

グ手法（および、ラテンハイパーキューブの場合

はサンプルサイズ）、乱数のシード値、精度コン

トロールの on/off、相関の on/off、ユーザ定義マ

クロの on/off が含まれます。

実行関連データ Crystal Ball コントロールパネルを詳細表示した

ときに表示されるデータと、固定されていた

Crystal Ball セルがあればその個数、実行したユー

ザ定義マクロとマクロの場所を出力します。

予測

要約 予測結果の要約が出力されます。

グラフ 予測グラフが出力されます。サイズを調整したい

ときは、パーセント値を入力してください。

統計量 予測統計量が出力されます。

パーセンタイル ［パーセンタイル］ダイアログで指定したパーセ

ンタイルが出力されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のデフォルト設定では、パーセン
タイルは“ある値「以下」の割合”を示します。［実行］→［実行プリ
ファレンス］→［統計量］タブ（p.94 を参照）から、“ある値「以上」
の割合”を示すように変更することができます。

工程能力指標 予測結果の工程能力指標が出力されます。付録 D
の p.353 “レポートの作成”をご覧ください。

仮定

パラメータ 仮定に定義された分布パラメータが出力されま

す。

グラフ 仮定グラフが出力されます。サイズを調整したい

ときは、パーセント値を入力してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定の定義で、分布の一部が切り取られている
とき、切り取られた位置を示す補助線を表示したいことがあります。そ
の場合は、［グラフプリファレンス］ダイアログの［グラフタイプ］タブ
で、［補助線］に［値］を選び、切り取った値を指定してください。
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統計量 仮定の定義による統計量と、実際に生成された仮

定値の統計量（仮定値を保存した場合）が出力さ

れます。

パーセンタイル ［パーセンタイル］ダイアログで指定したパーセ

ンタイルが出力されます。

相関 仮定間の相関に関する情報が出力されます。

意思決定変数

上限 / 下限 意思決定変数に定義された変動範囲が出力され

ます。

変数タイプ 意思決定変数のタイプと、離散変数の場合はス

テップサイズが出力されます。

重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフ

グラフ それぞれのグラフが出力されます。サイズを調整
したいときは、パーセント値を入力してくださ

い。

＜ Crystal Ball メモ＞　［レポートに含める項目］ボックスで選択して、
詳細エリアで何も選択しないと、その項目については、項目名とセルだ
けが出力されます。

各レポート項目の対象エリア

カスタムレポートでは、［レポートに含める項目］ボックスで項目を選

んで、その項目の出力の対象となるCrystal Ballデータやグラフを対象エ

リアで指定します。

以下では、［レポートに含める項目］ボックスで［予測］が選択されて

いる場合を例に、対象エリア（この場合は［予測］エリア）の設定を説

明します。

対象エリアには、以下のオプションがあります。

全て すべての予測をレポートに含めます。

過去に保存したシミュレーションの実行結果を

読み込んであるときは、それも含まれます。

個別に選択 ［予測の選択］ダイアログを開いてレポートに含

める予測を指定します。

オープン 現在開いている予測だけをレポートに含めます。

［個別に選択］を選んだ場合は、図 7.5 のようなダイアログが開きま

す。ダイアログには、現在のシミュレーションの予測のほかに、過去
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に保存したシミュレーションの実行結果を読み込んであるときは、そ

れも表示されます。過去のシミュレーションは、ツリーの 上位の項

目名に実行保存ファイルの名前が表示されます。実行保存ファイルは

“cbr”という拡張子をもつので、これにより過去のシミュレーション

であることがわかります。

図 7.5  ［予測の選択］ダイアログ

デフォルトでは、ダイアログはツリー形式の表示になっています。［リ

スト表示］アイコンをクリックして、リスト型の表示にすることもでき

ます。

目的の予測のチェックボックスをクリックして追加や削除を行います。

ツリー表示では、上位の項目を選択することによって、それより下位の

セルをまとめて追加、削除することができます。また、［全て選択］ボ

タンをクリックすると、すべての項目がチェックされ、［全て選択解

除］ボタンをクリックすると、すべての項目のチェックがはずされま

す。

過去のシミュレーション

新しいシミュレーション
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データの出力

シミュレーションで生成された仮定データや予測データを、指定した

Excel のワークシートに出力することができます。シミュレーションを

実行した後、あるいは以前に保存した実行結果を読み込んだ後でない

と、データは出力できません。

以下の手順でデータを出力してください。

1. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］→［データの出力］を選びます。

図 7.6 のような［データの出力］ダイアログが表示されます。

図 7.6  ［データの出力］ダイアログ（データ） 

2.［出力するデータ項目］ボックスで目的の項目をチェックし、次に、

右の［対象予測］エリアと［対象仮定］エリアで、出力する予測と
仮定を指定します。

データ項目の種類については、p.195 “［出力するデータ項目］ボッ

クス”を参照してください。

出力データはこのボックスでの並び順に従って出力されます。項目
を選択してボックスの右にある矢印ボタンをクリックすると、出力

順を変えることができます。

［対象予測］、［対象仮定］エリアの設定はレポートを作成するときと

ほとんど同じですので、p.191 “各レポート項目の対象エリア”の説

明を参照してください。ただし、レポートとは違い、出力するデー
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タ項目ごとに異なる選択をすることはできません。また、ここでは

［オープン］というオプションは、［なし］というオプションに変わっ

ています。［なし］を選択すると、予測値あるいは仮定値を出力しま

せん。

3.［オプション］タブを選び、データを出力する場所や書式などを設定

します。

図 7.7  ［データの出力］ダイアログ（オプション） 

a.［出力先］エリアで、出力するワークブックを選択し、ワークシー

ト名、開始セルを指定します。

• ［現在のワークブック］を選んだときは、［新規ワークシート］

と［現在のワークシート］のいずれかを選んでください。［新規
ワークシート］を選ぶと、現在開いているワークシートの次に

新しいワークシートが挿入されます。

• ［開始セル］には、データの出力を始める左上のセルのアドレス

を指定します。現在のワークシートに出力するときは、開始セ

ルの右下に既存のデータがないことを確認してください。

b.［表書式］エリアを指定することで、書き出す表の書式設定を行

うことができます。

• ［表ヘッダをつける］をチェックすると、データテーブルに行

ヘッダと列ヘッダが付与されて、データが見やすくなります。

これをチェックしないと、値のみが出力されます。

• ［セルの場所を表示する］をチェックすると、下図のように、さ

らにセルの場所（ワークブック、ワークシート、アドレス）が

表ヘッダに付与されます。
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• ［オートフォーマット］をチェックすると、出力データのヘッダ

に太字フォントと境界線が施され、値の書式設定、列幅の 適

化がなされます。

＜ Crystal Ball メモ＞　［データ］タブ、［オプション］タブのどちら
も、［デフォルト］ボタンをクリックすると、Crystal Ball 出荷時の設定
に戻すことができます。

4.［OK］ボタンをクリックします。

Crystal Ball はシミュレーションデータを指定された場所に出力しま

す。このワークシートに対しては、通常のワークシートと同じよう

に、ソートや加工、印刷、保存といった操作をすることができます。

［出力するデータ項目］ボックス

［出力するデータ項目］ボックスのデータ項目を、各項目の出力結果（予

測のみ）とともに説明します。

統計量

予測値や仮定値の統計量を出力します。

図 7.8  データの出力例（統計量）

セルの場所
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パーセンタイル

［パーセンタイル］ダイアログで指定したパーセンタイルのデータが出

力されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のデフォルト設定では、パーセン
タイルは“ある値「以下」の割合”を示します。［実行］→［実行プリ
ファレンス］→［統計量］タブ（p.94 を参照）から、“ある値「以上」
の割合”を示すように変更することができます。

図 7.9  データの出力例（パーセンタイル）

度数カウント

度数を数える値範囲（グループ）の個数を指定して、それらのグループ

の開始値 / 終了値と、それぞれのグループの度数を出力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　出力されるデータは［グラフリファレンス］ダ
イアログの［一般］タブにある［グラフの密度］エリアの設定の影響を
受けません。

図 7.10  データの出力例（度数カウント）
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感度データ

仮定と予測のすべてのペアの感度を出力します。感度データを出力する

ためには、シミュレーションを実行する前に、［実行］→［実行プリ

ファレンス］→［オプション］を選び、［感度分析用に仮定セルの値を

保存する］オプションをチェックしておかなければいけません。

＜ Crystal Ball メモ＞　このデータ項目は、［対象仮定］の設定によら
ず、すべての仮定についてデータを出力します。

図 7.11  データの出力例（感度データ）

試行値

シミュレーションの各試行で仮定と予測に生成された値を出力します。

図 7.12  データの出力例（試行値）

工程能力指標

予測値から計算された工程能力指標を出力します。これについては、

付録 D の p.351 “工程能力指標の書き出し”をご覧ください。
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Chapter
第 8 章

Crystal Ball ツール



概要

Crystal Ball ツールは、Crystal Ball の機能性

を拡張する Visual Basic プログラム群です。

この章では、以下の Crystal Ball ツールを紹

介します。

• バッチフィット

• 相関マトリクス

• トルネードグラフ

• ブートストラップ

• 意思決定テーブル

• シナリオ分析

• 2 次元シミュレーション

それぞれのツールについて、概要を説明し

た上で、使用例を紹介しながら操作手順を

説明します。



1

Crystal Ball ツールとは

Crystal Ball ツールは、Crystal Ball の機能性を拡張する Visual Basic プロ

グラム群です。Crystal Ball ツールは、Excel や Crystal Ball コントロール

パネルのメニューバーから、［実行］→［Crystal Ball ツール］を選んで

実行します。

設定ツール

バッチフィット 複数のデータ系列に、選択した分布を自動的
に適合します。

相関マトリクス 仮定間の相関を簡単に定義し、自動化します。

トルネードグラフ モデルに存在する各変数が、結果にどの程度

影響を与えるかを個別に分析します。

分析ツール

ブートストラップ 予測統計量の信頼性と正確性を評価します。

意思決定テーブル 一つか二つの意思決定変数にテスト値をあて

はめてシミュレーションを行い、その影響力

を評価します。

シナリオ分析 どのインプットが特定のアウトプットを生む

かを示します。

2 次元シミュレーション

不確実性と可変性を区別してシミュレーショ

ンを行います。

この章では、それぞれのツールについて、概要を説明した上で、使用例

を紹介しながら操作手順を説明します。ダイアログの設定項目について

は、オンラインヘルプを参照してください。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　実行に長時間かかるツールもあります。
実行中にキャンセルしたいときは、Excel ウィンドウをクリックして
<ESC> を押してください。ダイアログが表示されて、終了するか続ける
かを選択することができます。
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バッチフィット

バッチフィットツールは複数のデータ系列に確率分布を適合します。確

率分布には、任意の連続確率分布（正規分布、三角分布、一様分布な

ど）を選択することができます。すべてを選択しても一部だけを選択し

てもかまいません。データ系列には、ワークシートのサイズという限界

はありますが、それ以外の制限はありません。

いくつかの変数に実測データがあるときは、このツールを使うと、実測

データ系列に も適合する分布とそのパラメータがわかり、仮定の定義

が容易になります。 もよく適合した分布の検定結果はリストに表示さ

れます。また、データ系列間の相関がマトリクス表示されます。これに

より、系列間の関連性やその度合いを一目で把握することができます。

バッチフィットツールを使用するには、スプレッドシートのデータ系列

は切れ目なく、つまり列や行を飛ばさずに入力されていなければなりま

せん。適合に使う連続確率分布の選択の仕方（組み合わせ方）は自由で

す。

バッチフィットの使用例
Crystal BallのExamplesフォルダに“雑誌販売モデル”ワークブックがあ

ります。これを使ってバッチフィットの機能を試してください。このス

プレッドシートモデルは、ある出版社が発行している 4 種類の雑誌につ

いて、kiosk での販売から得られる総利益を予測します。

図 8.1  “雑誌販売モデル”スプレッドシート
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＜ Crystal Ball メモ＞　この例では、どの変数にも時系列的な傾向や季
節的な変動がないことを前提としています。実測データに時系列的な要
素、傾向、季節性が存在する場合は、CB Predictor を使って予測するこ
とをお勧めします。 CB Predictor は、Crystal Ball Professional に含ま
れる時系列予測ツールです。

このモデルでは、セル C5 ～ F5 に、“販売データ”ワークシートにある

表の 初の行を参照する式が入っています。これらの式を、実測データ

に基づく仮定に置き換えれば、このモデルはもっと正確になります。

バッチフィットを実行すると、“販売データ”ワークシートの各データ

列（実測データ）に対応する仮定を作成することができます。次に、作

成された仮定を、Crystal Ball のコマンドを使って“モデル”ワークシー

トのセル C5 ～ F5 にコピーしてください。ただし、Crystal Ball は式セル

に仮定を定義することはできないので、仮定をコピーする前に、C5 ～

F5 の式を数値に修正しておく必要があります。

バッチフィットを実行する

以下の手順でバッチフィットを実行してください。ダイアログの設定項

目の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Magazine Sales.xls”を開きます。

2.［Crystal Ball ツール］→［バッチフィット］を選びます。

［分布の選択（ステップ 1/3）］ダイアログが現れます。

図 8.2  ［分布の選択（ステップ 1/3）］ダイアログ
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3. すべての分布を［選択した分布］に含めてください。

4.［次へ］をクリックします。

［入力オプションの選択（ステップ 2/3）］ダイアログが現れます。

図 8.3  ［入力オプションの選択（ステップ 2/3）］ダイアログ

5.［データ系列の場所］フィールドの右にある［セルを選択］アイコン

をクリックします。

6.“販売データ”シートを選びます。

7. セル A1 からセル D361 を選択します。

8. アイコンをクリックしてバッチフィットのダイアログに戻ります。

9.［列方向のデータ］を選びます。

［列方向のデータ］はデフォルトで選択されています。

10.［最初の行はヘッダ］オプションをチェックします。

11.［適合した分布に順位をつける検定手法］に［カイ二乗検定］を選び

ます。

12.［次へ］をクリックします。

［出力オプションの選択（ステップ 3/3）］ダイアログが現れます。
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図 8.4  ［出力オプションの選択（ステップ 3/3）］ダイアログ

13.［出力場所］に［アクティブワークシートに出力する］を選びます。

14.［左上コーナーの位置］の右下にある［セルを選択］アイコンをク

リックします。

15.“モデル”タブを選びます。

16. セル B13 を選びます。

17. アイコンをクリックしてバッチフィットツールのダイアログに戻り

ます。

18.［出力をフォーマット］オプションをチェックします。

19.［出力方向］に［行方向］が選択されていることを確認します。

20.［適合検定統計量の表を作成］オプションをチェックします。

21. 次のようにして相関分析を指定します。

a.［データ間の相関を計算］オプションをチェックします。

b.［相関係数の 低値］フィールドに“0”を入力します。

低値は 0 ～ 1 の数値でなければいけません。

これにより、出力エリアの 後に相関マトリクスが作成されます。

22.［開始］をクリックします。

選択したそれぞれの分布が各データ系列に適合され、“モデル”ワー

クシートに結果が出力されます。
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図 8.5  バッチフィットの結果

バッチフィットの結果をモデルで使う

ここまでで、実測データに基づいた仮定が作成されました。そこで、セ

ル C5 ～ F5を数値セルに修正し、仮定の定義をコピーします。次に、シ

ミュレーションを実行して、利益を予測します。

1. セル C5 ～ F5 を式セルから数値セルに変換します。

a. C5 ～ F5 を選択し、Excel のメニューバーから［編集］→［コピー］

を選びます。

b. セルの選択を変えないで、［編集］→［形式を選択して貼り付け］

を選びます。
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［形式を選択して貼り付け］ダイアログでは、［値］を選んでく

ださい。

2. ワークシートに仮定データをコピーします。

a. セル C15 からセル F15 を選択します。

b.［定義］→［データをコピー］を選びます。

＜ Crystal Ball メモ＞　このコマンドは、Crystal Ball のデータだけを
コピーします。セル値はコピーされません。

c. セル C5 からセル F5 を選択します。

d.［定義］→［データをペースト］を選びます。

表の 初の行に仮定データがペーストされます。

図 8.6  セル C5 ～ F5 にコピーされた仮定

e. セル C15 からセル F15 を選択します。

f. ［定義］→［データを消去］を選びます。

バッチフィットで作成された仮定が削除されます。これにより、

不要な Crystal Ball セルが減り、シミュレーションの速度が上が

ります。

3.［実行］→［実行プリファレンス］→［サンプリング］を選び、以下

のように設定します。

• ［同じ乱数列を使用する］をチェックして、［初期シード値］を

“999”とします。

• ［サンプリング手法］に［モンテカルロ］を選びます。

バッチフィットツールを使うときは、このように設定してシミュ
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レーションの結果を比較できるようにします。

4.［試行］ボタンをクリックして、［最大試行回数］に“500”を指定

します。

5.［OK］をクリックします。

6.［実行］→［シミュレーションの開始］を選びます。

結果の確認

バッチフィットの実行が完了すると、各列のデータに、選択された連続

分布が適合されます。また、それぞれのデータ系列について適合度の検

定が行われます。 も適合した分布はスプレッドシートに出力され、モ

デルの適当な場所にコピーして仮定セルを作成できるようになります。

この例では、四つのデータ系列に対して四つの仮定を定義することがで

きます。予測はすでに定義してあるので、シミュレーションを実行すれ

ば図 8.7 のような総利益の予測グラフが得られます。

図 8.7  “雑誌販売モデル”の予測グラフ

この図では 550,000 円から＋∞ の信頼度が 73.85% と示されています。

つまり、kiosk での 4 誌の販売から得られる総利益が 550,000 円以上にな

る確率は約 74% であると判断することができます。
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相関マトリクス

相関とは
二つの変数の間に依存関係がある場合、その二つを相関させると、より

正確なシミュレーションを行うことができます。

相関関係には以下の二つのタイプがあります。

正の相関 ガソリンの価格と運送料のように、二つの変数の

値が同じ方向に増加または減少する相関です。

負の相関 商品を大量に仕入れる際の数量と価格のように、

一方が増加するともう一方が減少する相関です。

相関係数は −1 ～ +1 の値をとります。0 は仮定間に相関関係がない状

態、± 1 に近い値は依存関係が強い状態を示します。

ただし、± 1 の相関を指定する意味はありません。このような場合はス

プレッドシートに式を入力してください。

相関マトリクス
Crystal Ball の［相関の定義］ダイアログでは、一度に定義できる相関関

係は一つだけでしたが、相関マトリクスは表形式なので、簡単な操作で

複数の相関を定義することができます。特に相関関係のある仮定が数多

く存在するスプレッドシートモデルを作成するときは、大幅に手間を省

くことができます。

図 8.8 のように、相関マトリクスは行と列の交点にその相関係数を入力

していく九九表のような三角マトリクスです。

図 8.8  相関マトリクス

Crystal Ball での相関の定義に関する詳細については、p.38 “仮定間の相

関”をご覧ください。
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相関マトリクスの使用例
“資産運用モデル”ワークブックを使って、相関マトリクスの機能を説

明します。このスプレッドシートは、一般投資家が財テクを行うときの

収益を予測します。 初に相関なしでシミュレーションを行っておき、

相関を定義したシミュレーションと結果を比較することにしましょう。

ダイアログの設定項目の詳細については、オンラインヘルプを参照して

ください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Portfolio Allocation.xls”を開きます。

2.［実行］→［実行プリファレンス］と選び、以下のように設定します。

• ［試行］タブの［ 大試行回数］を“500”にします。

• ［サンプリング］タブの［同じ乱数列を使用する］をチェック

し、［初期シード値］を“999”にします。

• ［サンプリング］タブの［サンプリング手法］に、［モンテカル

ロ］を選びます。

3.［実行］→［シミュレーションの開始］を選択し、シミュレーション

を実行します。

このシミュレーションの予測統計量は図 8.9 のようになります。

図 8.9  相関のないシミュレーションの統計量

4.［実行］→［シミュレーションのリセット］を選択します。

5.［Crystal Ball ツール］→［相関マトリクス］を選択します。

［仮定の選択（ステップ 1/2）］ダイアログが現れます。
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図 8.10  ［仮定の選択（ステップ 1/2）］ダイアログ

6. 以下のいずれかの方法で、［選択可能な仮定］リストから、すべての

仮定を［選択した仮定］リストへ移動させて、相関マトリクスに仮
定がすべて含まれるようにします。

• 仮定を一つずつダブルクリックして移動します。

• 仮定を一つずつ選択し、［>>］をクリックして移動します。

• <Shift> や <Ctrl> を使い、すべての仮定を選択してから［>>］を

クリックして移動します。

7.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 2/2）］ダイアログが現れます。

図 8.11  ［オプションの指定（ステップ 2/2）］ダイアログ
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8. 以下のオプションを選択します。

• ［マトリクスの作成場所］エリアで、［新規のワークシートに一

時的に相関マトリクスを作成］をチェックします。

• ［入力位置］エリアで、［マトリクスの上側の三角形］をチェッ

クします。

9.［開始］をクリックします。

新規ワークシートに一時マトリクスが作成されます。

10. マトリクスに、以下の相関係数を入力します。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　空白セルと“0”が入力されたセルでは
意味が異なります。空白セルは、シミュレーションが実行されるとき
に、未定義セルとして適当な値が自動的に埋め込まれます。

11.［マトリクスをロード］をクリックします。

Crystal Ball モデルにマトリクスから相関係数がロードされます。す

べての仮定に相関を定義したマトリクスをロードすると数分かかり

ます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　「相関マトリクスは正常に読み込まれま
した」というメッセージが表示されないときは、マトリクスを再ロード
する必要があります。<Tab> か <Enter> を押してカレントセルから出
て、［マトリクスをロード］をクリックしてください。

12. シミュレーションを開始します。

相関を定義したシミュレーションの予測統計量は図8.12のようにな

ります。
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図 8.12  相関が定義されたシミュレーションの統計量

相関を定義した結果、元のシミュレーションに比べて標準偏差が高

くなりました。これは、相関のない元のモデルが、このリスク要因

とその影響を考慮していなかったためです。

トルネードグラフ

トルネードグラフツールは、分析対象予測に対する変数の影響力を一つ

ずつ測定し、その結果を以下の二つのグラフに表示します。

• トルネードグラフ

• スパイダーグラフ

感度グラフの順位相関を使った方式とは違い、トルネードグラフでは、

それぞれの仮定、意思決定変数、あるいはセルを独立してテストします。

つまり、ある変数を分析している間、その他の変数は基準値で固定され

ます。この手法は“パラメトリック分析”または“One-at-a-time perturbation

（一度に一つのパータベーション）”と呼ばれます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　どちらのグラフでも 大 250 の変数を
表示することができます。

トルネードグラフは、以下のようなときに便利です。

• Crystal Ball で定義した変数の感度を測定するとき

• モデル内で定義すべき仮定や意思決定変数を選択するとき

後者の場合は、式セルの参照変数をテストします。
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トルネードグラフとは
トルネードグラフツールは、指定されたパーセンタイルで各変数の範囲

をテストし、それぞれのポイントで予測値を計算します。この計算に基

づいて、トルネードグラフにはそれぞれの変数に対する予測値の 大値

と 小値の幅が表されます。大きい揺れを記録した変数が上に、小さい

ものが下に配置されるので、影響の大きい変数は一目でわかります。

それぞれのバーは、先のテストで計算された予測値の範囲を示し、バー

の横にある数値は、予測値に 大の揺れを記録したときの変数の値を示

します。バーの色は変数と予測値のプラス / マイナスを示します。

図 8.13  トルネードグラフ

予測値に対してプラスの影響を与える変数では、基準値（シミュレー

ション開始前のセルの値）から右方向に正の結果（青色）、左方向に負

の結果（赤色）が表示されます。予測値に対してマイナスの関係をもつ

変数は、この逆になります。

変数の性質によっては、テスト範囲の端値以外で予測の 大 / 小が記

録されることがあります。このような、予測値と変数の関係が増加とも

減少ともいえない状態を“非単調”と呼びます。

図 8.14  非単調な変数

対象予測

予測値

仮定などの変数

予測が 大 / 小

になる点で変数が
とる値

大値

小値
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一つでも非単調な変数が存在すると、すべてのバーが同一色になりま

す。

スパイダーグラフとは
スパイダーグラフは、テストしたすべての変数に対して、予測値の 小

値と 大値の差を曲線グラフにして表示します。プラス要因、マイナス

要因にかかわらず、曲線の傾きが大きい変数は予測に大きく影響し、曲

線がほとんど水平な変数は、予測にあまり影響を与えません。

図 8.15  スパイダーグラフ

トルネードグラフの使用例
ここでは、“部品の信頼性”ワークブックを使って、トルネードグラフ

の機能を説明します。このスプレッドシートモデルは、3 種類の異なる

材料で作られたスプリングの信頼性を予測します。

ダイアログの設定項目の詳細については、オンラインヘルプを参照して

ください。

1. Excel と Crystal Ball を起動します。

すでに起動している場合は、開いているワークシートをすべて閉じ

てください。このツールは、複数のワークシートが開いていると、

そのすべてを対象にして Crystal Ball の定義を収集します。

2. Crystal Ball の Examples フォルダから“Reliability.xls”ワークブッ

クを開きます。

3.［Crystal Ball ツール］→［トルネードグラフ］を選択します。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　このコマンドが選択できないときは、シ
ミュレーションをリセットし、選択し直してください。

対象予測
仮定などの
変数

予測値
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［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログが表示され、ワーク

ブックに含まれるすべての予測がリストされます。

図 8.16  ［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログ

4.“材料 1 の 信頼係数”を選択します。

5.［次へ］をクリックします。

［入力変数の指定（ステップ 2/3）］ダイアログが開きます。

図 8.17  ［入力変数の指定（ステップ 2/3）］ダイアログ

トルネードグラフの入力変数には任意の値セルを指定することがで

きますが、通常は、仮定セルや意思決定変数セル、あるいは対象予
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測の式に関与しているセルを指定します。ただし、指定できるのは

アクティブなワークシートに含まれるセルに限られます。

6.［仮定の追加］をクリックします。

7.“材料 2 の強度”と“材料 3 の強度”を以下の手順で削除します。

a. 削除する仮定を選択します。

b.［削除］をクリックします。

c. a, b の操作を繰り返します。

この二つの仮定は分析対象予測に影響を与えないので、ここで削除

しておき、グラフに表示されないようにします。

8.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログが開きます。

図 8.18  ［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログ

9. 以下のように設定します。

• ［テスト範囲］に“10 ～ 90%”を指定します。

• ［テストポイント］に“5”を指定します。

• ［基準値］に［既存のセル値を使用］を選びます。

• ［トルネード方式］に［変数のパーセンタイル］を選びます。

• ［トルネードの出力］に［トルネードグラフ］と［スパイダーグ

ラフ］の両方を選びます。

• ［表示する変数の数］に“20”を指定します。
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10.［開始］をクリックします。

トルネードグラフとスパイダーグラフが、別々のワークブックに作

成されます。

結果の確認

トルネードグラフには六つの仮定が並んでいますが、この中で、 初の

仮定“材料 1 の強度”が 高の感度を示し、 も重要度が高いことがわ

かります。つまり、“材料 1 の強度”の再調査を行ってこの仮定の確実

性を高めれば、分析対象予測である“材料 1 の信頼係数”の不確実性を

抑えることができます。

後の二つの仮定“ワイヤー径”と“歪曲”は、“材料 1 の信頼係数”

にほとんど影響を与えていないので、これらの不確実性は無視すること

ができます。スプレッドシートから削除してしまってもよいでしょう。

図 8.19  トルネードグラフ
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スパイダーグラフも同じような情報を提供します。トルネードグラフで

上位に現れた“材料 1 の強度”は、スパイダーグラフでは も急な正

の勾配をもち、“材料 1 の信頼係数”に対してこの変数の重要度が も

高いことを示しています。

図 8.20  スパイダーグラフ

トルネードグラフの注意点
このようにトルネードグラフとスパイダーグラフはたいへん便利なツー

ルですが、いくつか注意すべき点があります。

• トルネードグラフは各変数を個別にテストするので、変数間に定義

された相関は考慮されません。

• トルネードグラフやスパイダーグラフに表示される結果は、［基準

値］に設定された値を使用してテストされたものです。結果の正確

性を確認するためには、別の値を［基準値］にあてはめて、トルネー

ドグラフを何度か実行する必要があります。

この点では、Crystal Ball の感度グラフで使用されている相関を使っ

た方法のほうが有利です。したがって、シミュレーションの実行と

同時にすべての変数を一緒にサンプリングして感度を計算したい場

合には、感度グラフを使用するとよいでしょう。
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ブートストラップ

ブートストラップは、予測統計量やサンプルデータの信頼性や正確性を

評価するシンプルなテクニックです。ブートストラップが登場する以前

は、サンプル統計量の正確さを記述するのに数式を使用していました。

これは、サンプル統計量が正規分布に近いと仮定して、標準誤差や信頼

区間を比較的簡単に計算する手法です。しかし、統計のサンプリング分

布が正規分布ではない場合や、簡単に見つけられない場合、この手法は

機能しないか、あるいは機能させるのにたいへんな手間がかかります。

図 8.21  平均統計のサンプリング分布

ブートストラップはこれと対照的に、データのサンプリングを繰り返し

て各サンプリングから得たさまざまな統計量の分布を作成することによ

り、実験的にサンプル統計量を分析します。

ブートストラップの語源は「自分のくつひも（bootstrap）で自分自身を

引っ張り上げること」です。統計量の正確性を分析するのに自分で計算

した統計量の分布を使うため、このような名前がつきました。

このツールでは、二つのブートストラップ手法が提供されています。

単独シミュレーション手法

モデルデータを 1 回だけシミュレートし（オリジ
ナルサンプルの作成）、次にそのシミュレーショ

ンの試行（オリジナルサンプル値）を繰り返して

リサンプリングします。リサンプリングでは、置
換を使ってオリジナルサンプルから新しいサン

プルを作成します。次に、各々のリサンプルから

計算された統計量の分布を作成します。

この手法の前提条件として、サンプルが十分な大

きさをもっていて、オリジナルシミュレーション

のデータが本来の予測分布を正確に描くという
ことがあります。多重シミュレーション手法ほど

置換

シミュレーションで、セレクタが
できる限り同じ値を再選択するよ
うに、別の値を選択する前に選択
されている値をサンプルに返すこ
と。
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正確ではありませんが、実行時間をかなり短縮す

ることができます。

多重シミュレーション手法

モデルを繰り返しシミュレートして、各シミュ

レーションから統計量の分布を作成します。

この手法は単独シミュレーション手法より正確

ですが、時間がかかります。

図 8.22  単独 / 多重シミュレーション手法の比較

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　多重シミュレーション手法を使用する
と、［同じ乱数列を使用する］オプションは一時的にオフになります。

＜統計メモ＞　統計学の文献では、単独シミュレーション手法は「ノン
パラメトリックブートストラップ」、多重シミュレーション手法は「パラ
メトリックブートストラップ」と呼ばれることもあります。

予測のシミュレーション

（オリジナルサンプルを作成）

オリジナルサンプルから

リサンプルを作成

（置換）

リサンプルに対する

統計量を計算

すべてのリサンプル

統計量に対する

分布を作成

単独シミュレーション手法

予測のシミュレーション

（サンプルの作成）

サンプルに対する

統計量を計算

サンプル数に 
達したか ?

すべてのサンプル

統計量に対する

分布を作成

ブートストラップ

多重シミュレーション手法

yes

no

yes

no
サンプル数に 
達したか ?

ブートストラップ
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ブートストラップは、サンプリング分布を正規分布に限定しないため、

予測の 大値 / 小値のような型にはまらないものも含めて、あらゆる

統計のサンプリング分布を評価することができます。さらに、複合統計

量（二つの値集合の相関係数など）や、統計量の組合せ（分散に対する

平均値の比率など）も簡単に評価することができます。

＜統計メモ＞　ラテンハイパーキューブ統計量の正確性を評価するとき
は、かならず多重シミュレーション手法を使用してください。

ブートストラップの使用例
ここではメゾン・ド・クリスタルのスプレッドシートを使って、ブート

ストラップの機能を説明します。このスプレッドシートモデルは、賃貸

マンションの損益を予測します。

ダイアログの設定項目の詳細については、オンラインヘルプを参照して

ください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Futura Apartments.xls”ワークブックを開きます。

2.［Crystal Ball ツール］→［ブートストラップ］を選びます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　このコマンドが選択できないときは、シ
ミュレーションをリセットし、選択し直してください。

［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログが現れます。

 

図 8.23  ［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログ
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3. 予測リストから“損益”を選択します。

4.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 2/3）］ダイアログが現れます。

図 8.24  ［オプションの指定（ステップ 2/3）］ダイアログ

5.［単独シミュレーション手法］と［統計量］を選択します。

6.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログが現れます。

図 8.25  ［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログ
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7. 以下のように設定します。

• ［ブートストラップのサンプル数］に“200”を指定します。

• ［サンプル毎の試行回数］に“500”を指定します。

• ［実行中の予測グラフ表示］に［分析対象の予測のみ表示］を選

びます。

8.［開始］をクリックします。

各統計に対する分布の予測グラフが現れ、スプレッドシートにデー

タのサマリが作成されます。

図 8.26  ブートストラップの結果

結果の確認

ブートストラップは、以下の統計量に対するサンプリング分布を予測グ

ラフに表します。

• 平均値

• 中央値

• 標準偏差

• 分散

• 歪度
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• 尖度

• 変動係数

多重シミュレーション手法を使用している場合は、これに加え、以下の

統計量に対するサンプリング分布も表示します。

• 範囲上限

• 範囲下限

• 範囲

重ねグラフや傾向グラフにパーセンタイルのサンプリング分布を表示す

ることもできます。個々のパーセンタイルの予測グラフを表示するとき

は［分析］→［予測ウィンドウ］を選択してください。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］
で、［値を上回る確率］を選択していると、パーセンタイルの意味は逆に
なります。デフォルトの指定では、パーセンタイルは変数の値が特定の
値を下回る確率を表しますが、［値を上回る確率］が選択されると特定の
値を上回る確率を表すようになります。このオプションの指定について
は、p.94 “［統計量］タブ”をご覧ください。

予測グラフは、それぞれの統計量の正確性を視覚的に表します。対称的

で尖った分布は、広く歪んだ分布よりも高い正確性をもっています。

図 8.27  平均値のブートストラップ予測グラフ
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また、統計量を表示すると、その統計量のサンプリング分布を分析する

ことができます。

平均標準誤差や変動係数が非常に大きい場合、その統計量は信頼性が低

く、サンプル数、つまり試行回数が不足していることを示しますが、図

8.28 の例では、標準誤差と変動係数が比較的低く、予測平均値は母集団

の平均値を正確に表しているといえるでしょう。

図 8.28  平均値のブートストラップ予測統計量

結果を表示するワークブックには相関マトリクスが含まれており、さま

ざまな統計量の相関が表示されます。ある統計量ともう一つの統計量

（たとえば平均値と標準偏差）の間に強い相関関係があると、通常は歪

度の高い分布になります。

パーセンタイルの分布も分析することができますが、それに適したサン

プリング分布を獲得するためには、少なくとも 1,000 のブートストラッ

プサンプリングと、1 サンプルにつき 1,000 試行が必要になります1。

1. Efron, Bradley, and Robert J. Tibshirani. Monographs on Statistics and Applied Probability,
vol. 57:（統計のモノグラフと応用確率），An Introduction to the Bootstrap（ブートス
トラップ入門），New York: Chapman & Hall, 1993.
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意思決定テーブル

ある製品の価格をいくらにするか、いくつの油井を掘るかといった、

ユーザ自身がコントロールすることのできる変数が意思決定変数です。

しかし、不確実性を伴った状況では、どの変数を変更するとどういった

影響が予測結果に表れるかが、はっきりしない場合があります。

意思決定テーブルは、何回かのシミュレーションを実行して、一つか二

つの意思決定変数に対してさまざまな値をテストし、その結果を表に表

します。この表は、Crystal Ball の予測グラフ、傾向グラフ、重ねグラフ

を使用して分析することができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　意思決定テーブルを実行する前に、［実行］→
［実行プリファレンス］→［サンプリング］を選び、［同じ乱数列を使用
する］をチェックするとよいでしょう。各シミュレーションで使用され
る乱数が同じになり、意思決定変数の影響度がより明確になります。

二つまでの意思決定変数が変動することで予測結果が受ける影響を調査

したいときは、意思決定テーブルを使用すると便利です。モデルに意思

決定変数がたくさんあるときや、予測結果を 適化したいときには

OptQuest を使用してください。

＜OptQuest メモ＞　OptQuestはシミュレーションモデルの 適解を
自動的に探索するウィザードベースのプログラムです。OptQuest は
Crystal Ball Professional に含まれています。

意思決定テーブルの使用例
ここでは、“油田の開発”ワークブックを使って、意思決定テーブルの

使用方法を解説します。このスプレッドシートモデルでは、油井の掘削

数、石油価格、設備の規模に 適な値を与えることによって、どのよう

に油田を開発すると も効果的かを予測し、油田開発の純利益を 大化

します。

意思決定テーブル OptQuest

プロセス 複数の意思決定変数にさまざまな値をあてはめて、
Crystal Ball シミュレーションを複数回実行します。

結果 すべてを表示 高の結果だけを表示

適化 しない する

変数の数 1 個か 2 個 無制限

変数の範囲 小 小から大
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ダイアログの設定項目の詳細については、オンラインヘルプを参照して

ください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Oil Field Development.xls”ワークブックを開きます。

2.［実行］→［実行プリファレンス］→［サンプリング］を選択し、以

下のように設定します。

• ［乱数生成設定］エリアで［同じ乱数列を使用する］をチェック

し、［初期シード値］に“999”を指定します。

• ［サンプリング手法］に［モンテカルロ］を選びます。

意思決定テーブルを使用するときは、このように設定してシミュ

レーションの結果を比較できるようにします。

3.［Crystal Ball ツール］→［意思決定テーブル］を選びます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　このコマンドが選択できないときは、シ
ミュレーションをリセットし、選択し直してください。

［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログが現れます。

図 8.29  ［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログ

4.“NPV”を選択します。

NPV は正味現在価値（Net Present Value）を表します。

5.［次へ］ボタンをクリックします。

［意思決定変数の選択（ステップ 2/3）］ダイアログが現れます。
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図 8.30  ［意思決定変数の選択（ステップ 2/3）］ダイアログ

6. 以下のように操作して、“油井掘削数”と“設備規模”を［選択した

意思決定変数］リストに移動します。

a.［選択可能な意思決定変数］フィールドで“油井掘削数”を選択

します。

b.［>>］をクリックします。

c.“設備規模”について、a と b の操作を繰り返します。

7.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログが現れます。

図 8.31  ［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログ
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8. 以下のオプションを設定します。

• “油井掘削数”の［テスト値の数］に“6”を指定します。

• “設備規模”の［テスト値の数］に“7”を指定します。

• ［シミュレーションあたりの試行回数］に“500”を指定します。

• ［実行中のグラフ表示］で［分析対象予測のみ表示］を選びます。

9.［開始］をクリックします。

意思決定変数値のそれぞれの組合せに対してシミュレーションが実

行され、その結果が表にまとめられます。

結果の確認

この例では、“油井掘削数”と“設備規模”のそれぞれの組合せに対し

て、42 回のシミュレーションが実行され、掘削する油井数 :12、設備規

模 :150mbd という組合せで、 大の平均 NPV が得られることがわかり

ました。

図 8.32  “油田の開発”の意思決定テーブル

意思決定テーブルで予測を見たいときは、そのセルを選択して［分析］

→［予測グラフ］を選びます。また、一つのグラフでいくつかの予測を

比較したいときは、そのセルを選択して［傾向グラフ］か［重ねグラ

フ］をクリックしてください。

図 8.33 は、意思決定テーブルの設備サイズ（150.00）行のすべての予測

セルを選択して、傾向グラフに表示した例です。これにより、 高の平

均 NPV をもった予測は不確実性も も高いということがわかります。
230 Crystal Ball ユーザマニュアル 



1

また、掘削する油井の数を変えれば、NPVは低下してもリスクが抑えら

れるということもわかります。

図 8.33  設備規模 150 mbd の傾向グラフ

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］
で、［値を上回る確率］を選択していると、パーセンタイルの意味は逆に
なります。デフォルトの指定では、パーセンタイルは変数の値が特定の
値を下回る確率を表しますが、［値を上回る確率］が選択されると特定の
値を上回る確率を表すようになります。このオプションの指定について
は、p.94 “［統計量］タブ”をご覧ください。

シナリオ分析

シナリオ分析ツールは、一つのシミュレーションを実行して、次に対象

予測に得られた値を対応する仮定値と対になるようにソートします。こ

のツールにより、特定の結果をもたらす仮定値の組合せを調べることが

できます。

シナリオ分析は、どのようなCrystal Ballモデルでも利用することができ

ます。まず、分析対象の予測を選択し、次に予測のパーセンタイルか値

範囲を指定します。結果テーブルでは、指定された対象予測のすべての

値がソートされ、対応する仮定値と一緒に表示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［試行］
で、［計算エラー時に停止する］をチェックしてからシナリオ分析を実行
すると、 も正確な結果が得られます。
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＜ Crystal Ball メモ＞　実行中にワークブックを作成するため、シナリ
オ分析ツールは 高速モードでは実行できません。 高速モードを設定
していてもシミュレーションの部分は通常モードで実行されます。

シナリオ分析の使用例
ここでは“環境汚染による発癌性評価”のワークブックを使って、シナ

リオ分析の機能を説明します。このスプレッドシートモデルは、工場が

排出した化学物質に汚染された地下水が近隣住民に与える発癌リスクを

推定します。モデルには四つの仮定と一つの予測があります。

図 8.34  “環境汚染による発癌性評価”スプレッドシート

次の手順でシナリオ分析ツールを実行してください。ダイアログの設定

項目の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Toxic Waste Site.xls”ワークブックを開きます。

2.［Crystal Ball ツール］→［シナリオ分析］を選びます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　このコマンドが選択できないときは、シ
ミュレーションをリセットし、選択し直してください。

［対象予測の指定（ステップ 1/2）］ダイアログが現れます。
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図 8.35  ［対象予測の指定（ステップ 1/2）］ダイアログ

3.“発癌リスク”を選びます。

4.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 2/2）］ダイアログが現れます。

図 8.36  ［オプションの指定（ステップ 2/2）］ダイアログ

5.［予測結果の範囲］エリアで、95 ～ 100 のパーセンタイルを指定し

ます。

6.［実行中のグラフ表示］で［分析対象予測のみ表示］を選びます。
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7.［シミュレーションコントロール］エリアの［最大試行回数］に

“1000”を指定します。

8.［開始］をクリックします。

シナリオ分析ツールが実行され、手順 5 で指定した範囲内のすべて

の予測値と対応する各仮定値を含んだ表が作成されます。

図 8.37  “発癌リスク”のシナリオ分析結果

＜ Windows メモ＞　続くステップでは、Excel のウィンドウを縦に並
べて表示すると、元のワークブックと並べて結果を表示することができ
ます。

9.“98.00%”の行を選択します（パーセンタイルがデフォルトの設定

になっていることを前提とします）。

10.［選択したシナリオをペースト］ボタンをクリックします。

対象予測に98パーセンタイルの値をもたらした仮定値のシナリオが

ワークブックに現れます。Crystal Ball はワークブックを再計算して

予測セルを更新します。

11.［次のシナリオをペースト］ボタンをクリックします。

ワークブックの仮定値と予測値が、次のシナリオ（98.10 パーセンタ

イル）に変わります。

12.［元の値にリセット］ボタンをクリックします。

ワークブックに元の仮定値と予測値が表示されます。
234 Crystal Ball ユーザマニュアル 



1

結果の確認

この例では、シミュレーションで生成された予測値が 1,000 個あります

が、95～ 100パーセンタイルを分析するように設定していたため、予測

範囲の 5% にあたる 51 個がリストされました。

予測値は昇順にソートされ、それぞれの試行で生成された仮定値が一緒

に示されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］
で、［値を上回る確率］を選択していると、パーセンタイルの意味は逆に
なります。デフォルトの指定では、パーセンタイルは変数の値が特定の
値を下回る確率を表しますが、［値を上回る確率］が選択されると特定の
値を上回る確率を表すようになります。このオプションの指定について
は、p.94 “［統計量］タブ”をご覧ください。

シナリオ分析の結果を調べる方法として、特定の予測値を選び、その予

測値をもたらした仮定値を検討することが挙げられます。

また、データから Excel のグラフを作成すると便利です。この例では、

たとえば図 8.38 のような散布図を出力するとよいかもしれません。

図 8.38  “発癌リスク”と“1 日の摂水量”の散布図
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2 次元シミュレーション

リスク分析でモデルの値が変化する原因には、次の 2 種類があります。

正確な分析を行うためには、これらを区別しなければなりません。

不確実性 油田の原油埋蔵量など、正確な答えは存在しているもの

の、情報が十分でないために答えに到達できず、不確実

になるケースです。不確実性をもった仮定は確率分布で

表すことができます。理論的には、情報を収集しさえす

れば不確実性を取り除くことができますが、コストなど

が障害となって実現しないのが普通です。

可変性 ある学校内の各生徒の体重や 1 年間の日次商品販売数の

ように、母集団がさまざまな値をもつために変動する

ケースです。可変性をもつ仮定は度数分布で表すか、あ
るいは連続分布で近似することができます。可変性はシ

ステム上の本質的なものであり、情報収集によって取り

除くことはできません。

さまざまな種類のリスクを評価するときに、不確実性と可変性を明確に

区別することは重要です1。知識不足に起因する予測の変動と、母集団

や測定における本質的な可変性に起因する変動をシミュレーションで分

ければ、より正確に調査できるようになります。一般に、本来のリスク

確率を示すためには、単点での評価より 1 次元シミュレーションのほう

が優れており、リスクの特徴を明確にするためには 1 次元シミュレー

ションより 2 次元シミュレーションが優れています。

2 次元シミュレーションは、まず外部ループで 1 試行を実行して、不確

実性をもった値をシミュレートします。次に、ここで得られた値を固定

しておき、モデル全体の内部ループを実行して可変性をシミュレートし

ます。このプロセスを外部シミュレーションの試行回数分繰り返して、

予測分布が不確実性のためにどのように変化するのかを調査します。

プロセスの結果は、主に一連の累積度数分布としてグラフに表されま

す。このグラフは、母集団に関連して起こり得るリスク曲線の範囲とし

て解釈することができます。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　2 次元シミュレーションを使用すると
きは、結果を比較できるように、Crystal Ball の［実行プリファレンス］
ダイアログにある［初期シード値］を指定してください。

1. Hoffman, F. O. and J. S. Hammonds. “Propagation of uncertainty in risk assessments: The
need to distinguish between uncertainty due to lack of knowledge and uncertainty due to
variability,”（リスクアセスメントにおける不確実性の広がり：知識不足による不確
実性と可変性による不確実性を識別する必要性）Risk Analysis （リスク分析） vol.14,
no. 5. pp 707-712, 1994
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2 次元シミュレーションの使用例

ここでは“環境汚染による発癌性評価”のワークブックを使って、2 次

元シミュレーションの機能を説明します。このスプレッドシートについ

ては p.232 “シナリオ分析の使用例”をご覧ください。

ダイアログの設定項目の詳細については、オンラインヘルプを参照して

ください。

1. ExcelとCrystal Ballを起動して、Crystal BallのExamplesフォルダ

から“Toxic Waste Site.xls”ワークブックを開きます。

2.［実行］→［実行プリファレンス］→［サンプリング］を選択し、以

下のように設定します。

• ［乱数生成設定］エリアで［同じ乱数列を使用する］をチェック
し、［初期シード値］に“999”を指定します。

• ［サンプリング手法］に［モンテカルロ］を選びます。

2 次元シミュレーションを使用するときは、このように設定してシ

ミュレーションの結果を比較できるようにします。

3.［Crystal Ball ツール］→［2 次元シミュレーション］を選択します。

＜ Crystal Ball ツールメモ＞　このコマンドが選択できないときは、シ
ミュレーションをリセットし、選択し直してください。

［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログが現れます。

図 8.39  ［対象予測の指定（ステップ 1/3）］ダイアログ
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4.“発癌リスク”を選択します。

5.［次へ］をクリックします。

［仮定の指定（ステップ 2/3）］ダイアログが現れます。

図 8.40  ［仮定の指定（ステップ 2/3）］ダイアログ

6. 以下のようにして、［不確実性］リストにある“体重”と“1 日の摂

水量”を［可変性］リストに移動させます。

a.“体重”を選択します。

b.［>>］をクリックします。

c.“1 日の摂水量”について、a と b の操作を繰り返します。

これにより、仮定が不確実性と可変性に分けられます。

7.［次へ］をクリックします。

［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログが現れます。
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図 8.41  ［オプションの指定（ステップ 3/3）］ダイアログ

8. 次のように［シミュレーションコントロール］エリアのオプション

を設定します。

• ［外部シミュレーション（不確実性）の実行回数］に“100”を

指定します。

• ［内部シミュレーション（可変性）の実行回数］に“1000”を指

定します。

9.［実行中のグラフ表示］で［分析対象予測のみ表示］を選びます。

10.［開始］をクリックします。

シミュレーションがスタートします。

外部ループで 1 試行を実行して不確実性に対する新しい値集合を生

成し、次にこの仮定を固定して、内部ループで可変性をシミュレー

トします。内部ループが実行されるたびに、Crystal Ball の予測情報

を獲得し、シミュレーションをリセットします。このプロセスは、

外部ループが指定された回数実行されるまで繰り返されます。

結果の確認

シミュレーション結果が表にまとめられ、予測平均値、不確実性の仮定

値、各シミュレーションの予測分布の統計（パーセンタイルを含む）が

表示されます。
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図 8.42  2 次元シミュレーションの結果テーブル

2 次元シミュレーションの結果は、重ねグラフや傾向グラフで表示する

ことができます。重ねグラフでは、累積分布を折れ線で表示するように

プリファレンスの設定を変えると、一連の不確実性の仮定値に対するシ

ミュレーションがリスク曲線として表示されます。

図 8.43  リスクの重ねグラフ

この例では、散らばったリスク曲線が何本かあるものの、ほとんどの曲

線が中央に集中し、大きなリスクを負う確率は低いといえるでしょう。
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＜統計メモ＞　リスク分析の文献では、この曲線のことを“母集団リス
クアセスメントの代替認識”と呼ぶことが多いようです。

リスク曲線のパーセンタイルを帯として描く傾向グラフも、結果を表す

のに便利です。図8.44のグラフでは、帯の幅が、すべての分布に対する

各パーセンタイルレベルにおける不確実性の合計を表します。

図 8.44  リスクの傾向グラフ

さらに、あるパーセンタイルレベルの統計量を表示することもできま

す。図 8.45 は、95 パーセンタイルの予測統計量を示しています。

図 8.45  95 パーセンタイルの予測統計量

95パーセンタイルの数
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＜ Crystal Ball メモ＞　［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］
で、［値を上回る確率］を選択していると、パーセンタイルの意味は逆に
なります。デフォルトの指定では、パーセンタイルは変数の値が特定の
値を下回る確率を表しますが、［値を上回る確率］が選択されると特定の
値を上回る確率を表すようになります。このオプションの指定について
は、p.94 “［統計量］タブ”をご覧ください。

2 次元シミュレーションの結果を、不確実性と可変性を区別していない

1 次元シミュレーションと比較してみましょう。

図 8.46  1 次元シミュレーションの予測グラフ

図 8.46 の 1 次元シミュレーションでのパーセンタイルリスク（2.06E−
4）は、図 8.45 の 95 パーセンタイルの平均値（1.76E−4）に比べて高い

ことがわかります。これは、1 次元シミュレーションでは、特に高い歪

度をもった分布に対して、母集団のリスクが過大に評価される傾向があ

ることを示しています。

2 次の仮定

仮定の中には、不確実性と可変性の両方の要素をもつものがあります。

たとえば、p.236 で可変性の例として挙げた「母集団内の体重の分布」

という仮定でも、分布のパラメータの中には不確実性をもつものがある

かもしれません。
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このような仮定は、“2次の仮定”または“2次のランダム変数”と呼ば

れます1。Crystal Ball ではこの分布の不確実性のパラメータを別セルに

置いて仮定セルに定義すれば、2 次の仮定でもモデリングすることがで

きます。セル参照を使用して、可変性をもつ仮定のパラメータを、不確

実性をもつ仮定にリンクさせてください。

これを“環境汚染による発癌性評価”ワークブックで実行するときは、

以下の手順で行います。

1. セル G4 に“70”、セル G5 に“10”を入力します。

これは正規分布として定義されている“体重”の仮定（セル C4）の

平均値と標準偏差です。

2. 平均値が“70”、標準偏差が“2”の正規分布を使って、セル G4 に

仮定を定義します。

3. 平均値が“10”、標準偏差が“1”の正規分布を使って、セル G5 に

仮定を定義します。

4. 仮定“体重”の中に、これらのセルに対する参照を入力します。

2 次の仮定を実行する際、外部シミュレーションでその仮定がもつ

パラメータの不確実性をモデリングします。仮定の分布自体は、内

部シミュレーションの中で（さまざまなパラメータ集合に対して）

モデリングされます。

図 8.47  平均値と標準偏差にセル参照を使った仮定の定義

1. Burmaster, David E., and Andrew M. Wilson. “An Introduction to Second-Order Random
Variables in Human Health Risk Assessments,” （人の健康リスクアセスメントにおけ
る 2 次のランダム変数入門） Human and Ecological Risk Assessment（人間と生態のリ
スクアセスメント）: vol. 2, no. 4. pp 892-919, 1996
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＜ Crystal Ball メモ＞　たとえば、高い平均値と高い標準偏差、あるい
は低い平均値と低い標準偏差というように、仮定のパラメータ間が相関
することがしばしばあります。このような場合は、パラメータ分布の間
に相関を定義すると、2 次元シミュレーションの精度が上がります。母
集団の体重サンプルのようにデータが利用できる場合には、ブートスト
ラップを使用して、パラメータの分布のサンプリングやそれらの相関関
係を評価することができます。
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付録 A

確率分布の選択



概要

この付録では、確率分布について説明しま

す。仮定に定義する確率分布の選択で迷っ

たときに参照してください。

初に、一般論として、確率分布の概要や

選択方法を説明し、次に Crystal Ball で使用

できる各確率分布について、個別に説明し

ます。

章の 後では、確率分布の切り取り、確率

分布関数について説明します。また、各分

布の特徴を比較します。



1

確率分布

シミュレーションモデルを構築する際、モデルに存在する不確実な変

数、すなわち仮定のそれぞれについて、確率分布を使ってその変数に現

れ得る値を定義します。どの分布型を選択するかは、その変数を取り巻

く状況によって変わります。一般的な分布型を以下にいくつか挙げま

しょう。

図 A.1  よく使われる分布型

不確実な変数に確率分布から拾い出した値を割り当て、それを仮定セル

に埋め込んでスプレッドシートを再計算するという操作を何度も反復す

ることで、Crystal Ball シミュレーションはモデルの膨大なシナリオを計

算していきます。

通常の環境では、Crystal Ball は数秒の間に何百、何千のシナリオが計算

されます。シミュレーションの間、Crystal Ball は、各変数に使用する値

を、定義された確率分布に従ってランダムに選択します。

確率分布とは
確率分布を理解するために、企業の賃金という具体的な例を考えてみま

しょう。

まず、従業員の賃金データを収集し、次に度数分布のグラフを作って

データを意味のある形に加工します。つまり、賃金をグループ間隔に分

けてそれを横軸とし、縦軸に各グループに属する従業員数をとります。

これだけの作業で、図 A.2 のような、わかりやすい賃金の分布グラフが

できあがります。

この図からは、たとえば1時間あたり1,500～1,600円の人は60人いて、

全体の中で も多いということがわかります。

確率分布

起こり得るすべての事象とその実
現確率を表す分布。
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図 A.2  賃金の度数分布

データを、度数分布ではなく、確率分布として表すこともできます。確

率分布では、総従業員数に対する各間隔に属する従業員数の割合が示さ

れます。

確率分布を作るためには、各間隔に属する従業員数を総従業員数で割

り、その値を縦軸に表示します。 

図 A.3  賃金の確率分布

図 A.3 では、各賃金グループの従業員数を全従業員数に対する小数値

（分数）として見ることができます。これにより、全従業員から無作為

に抽出した従業員がそれぞれの間隔の賃金を受け取っている確率（可能

従業員数

60

50

40

30

20

10

1 時間あたりの賃金（円）

1300   1400   1500   1600   1700

確率

0.33

1 時間あたりの賃金（円）

 1300   1400   1500   1600   1700
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性）を予測することができます。たとえば、無作為に抽出した従業員の

賃金が時間あたり 1,500 ～ 1,600 円である確率は 0.33（抽出 3 人につき 1

人）ということになります。

図 A.3 の確率分布と Crystal Ball の確率分布とを比べてみましょう。図

A.4 は、Crystal Ball の［分布一覧］ダイアログです。

図 A.4  ［分布一覧］ダイアログ（［全て］カテゴリ）

図 A.3 で作成した確率分布の形は、この中の多くの分布と似ています。

どの分布が賃金分布を もよく表しているのかを判断することは難しく

感じられます。しかし、上で述べたように、どのようなデータでも、数

値の羅列を見つめるのではなく、まず度数分布で表し、次にそれを確率

分布に変換するという方法をとると、ずいぶんわかりやすくなるはずで

す。

そして、［分布一覧］ダイアログから、作成した確率分布の形によく似

ているものをいくつか選び、この章にある各分布のくわしい説明を読ん

で、そのうちのどれを選択するのが適切なのかを判断してください。

似たような形をした分布の類似点や相違点については、p.312 “各分布

の特徴の比較”の説明が役に立ちます。また、確率分布に関して詳細を

知りたい方は、p.359 “参考文献”をご覧ください。
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離散分布と連続分布
［分布一覧］ダイアログに含まれる分布には、離散分布と連続分布があ

ります。

離散確率分布は、中間値のない整数を表すのが普通で、［分布一覧］ダ

イアログでは、たとえば二項分布のように縦棒の集まりとして表示され

ます。たとえば「コインを 4 回投げて表が出る回数」は離散分布の例で

す。0, 1, 2, 3, 4 はあり得ますが、1.64 ということはありません。

一方、連続確率分布は、ある範囲または尺度のあらゆる値を表します。

連続分布は数学上の理論値で、二つの数のあらゆる中間値に可能性があ

ります。言い換えると、連続分布では二つの値の間に無限個の値が存在

します。

ただし、連続分布を使って離散分布を近似する方法が適している状況も

（たとえ厳密には連続モデルが状況に即していないにしても）多くあり

ます。

離散分布のダイアログでは、Crystal Ball は横軸に変数を、縦軸に確率を

表示します。連続分布では、縦軸に値を表示しません。なぜなら、連続

分布の確率は曲線の下の領域の面積で表され、特定の値で表されるわけ

ではないからです。

特殊な分布としてカスタム分布があります。カスタム分布には、離散分

布と連続分布を混在させることができます。

この付録では、それぞれの確率分布をこれら三つの区分に分けて説明し

ます。

• p.254 “連続確率分布”

• p.280 “離散確率分布”

• p.294 “カスタム分布”

＜ Crystal Ball メモ＞　確率分布や度数分布に表示されている数字の
精度や書式は、そのセルの設定によって決まります。これを変更する方
法については、p.145 “数値の書式”をご覧ください。
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確率分布の選択手順

スプレッドシートモデルに含まれる不確実な変数に対して、それを も

適切に表した確率分布を選択するためには、上で述べたようにデータを

グラフ化して眺めてみることが重要です。また、以下に挙げるような方

法も有効でしょう。

1. 問題の変数をくわしく調査して、わかる限りの条件をすべて列挙し

ます。

実測データからその変数に関する有効な情報を集めることができる

かもしれません。実測データがない場合は、経験に基づいた判断に

より、その変数について知っている条件をすべて書き出してくださ

い。

例として、“Crystal Ball スタートガイド”第 2 章のチュートリアル

で使用した“効き目のある患者の割合”の変数を見てみましょう。

• 100 人の患者についてテストしなければならない

• 効果のある患者もいれば効果のない患者もいる

• 治療率は約 25% である

これらの事実がこの変数の条件です。

2. この付録の確率分布の説明を参照します。

この付録では各分布の性質をくわしく説明します。それぞれの分布

がもっている特徴や条件を理解し、具体例も確認してください。そ

して、先ほど書き出した変数の条件をそれらに照らします。

3. その変数の特徴をよく表している分布を選びます。

分布の条件が対象となる変数の条件に一致する場合、その分布は変

数の特性をよく表します。

変数の条件は、Crystal Ball の分布のパラメータに指定すべき値を説

明します。それぞれの分布型にはそれぞれのパラメータがあります。

ここでは、二項分布（p.281 を参照）を見てみましょう。

• 各試行の結果は 2 種類（たとえば成功と失敗）しかない

• 各試行がそれぞれ独立しており、ある試行の結果は他の試行の

結果に影響しない

• 一方の結果が現れる確率はどの試行に対しても一定である

＜統計メモ＞　二項分布の定義で使用される「試行」という言葉は、
Crystal Ball のシミュレーションを実行するときの「試行」とは異なり
ます。二項分布の「試行」は、与えられた実験を繰り返す回数のことで
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す。 たとえば、 1 個のコインを 50 回投げることを「50 試行」といいま
す。これに対し、シミュレーションの試行では、1 試行で 50 回コイン
を投げます。つまり、Crystal Ball シミュレーションで 10 試行すると、
コインを 50 × 10 ＝ 500 回投げることになります。

“Crystal Ball スタートガイド”第 2 章のチュートリアルの“効き目

のある患者の割合”変数の条件をこの条件にあてはめて、二項分布

が変数の特徴をよく表しているかどうかを確認します。

• 各テストの結果は 2 種類（効果がある / ない）しかない

• 各テストはそれぞれ独立しており、ある患者の結果は他の患者

の結果に影響しない

• 効果がある確率（25%）は、どのテストに対しても一定である

このように、変数の条件と分布の条件がきわめて似ているため、“効

き目のある患者の割合”変数には二項分布が適切な分布型だといえ

ます。

4. 実測データがある場合は、分布の適合機能を使って最適な分布を選

択します。

Crystal Ball が、実測データの分布に も近い確率分布を見つけ出し

ます。この機能については p.33 “分布の適合”をご覧ください。

また、カスタム分布を使って、データを直接的に表現することもで

きます。

適切な分布型が見つかったら、分布のパラメータ値を求めます。各分布

型には、それぞれに特有のパラメータがあります。変数の条件の説明

は、Crystal Ball で分布のパラメータとして設定する値の説明でもありま

す。この付録の解説を参考にして、パラメータに適切な値を選んでくだ

さい。

“効き目のある患者の割合”変数を表現する二項分布には、試行回数と

確率という二つのパラメータがあります。そして、これらのパラメータ

に定義すべき値は、先ほど列挙した変数の条件の中で明らかになってい

ます。この変数を表す二項分布には、試行回数 ＝ 100、確率 ＝ 25% を

定義します。

なお、一様分布を除く連続分布では、標準のパラメータに代えてパーセ

ンタイルを使って分布を定義することができます。これについては、

p.31 “代替パラメータセット”をご覧ください。
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基本的な分布

すべての確率分布を説明する前に、［分布一覧］ダイアログの［基本］

カテゴリにある分布について、簡単にまとめておきます。

図 A.5  ［分布一覧］ダイアログ（［基本］カテゴリ）

各分布の詳細については、それぞれのページを参照してください。

日本語名 ページ 概　要

正規分布 p.268 IQ や身長など多くの自然現象を表すため、確率理論の中でも も

重要な分布です。インフレ率や将来のガソリン価格といった不確実
な変数を表すときにも正規分布を使うことができます。

三角分布 p.274 小値、 大値、 尤値（ も高い確率で現れる値）という三つが
わかっている状況で使用します。たとえば自動車の販売で、過去の
データから も売れなかった週の販売台数と も売れた週の販売台
数、そして通常の週の販売台数がわかるとき、三角分布を使って 1
週間に売れる台数を表すことができます。

一様分布 p.276 小値と 大値の間のすべての値が同じ確率で起こり得ます。

対数正規分布 p.264 値に正の歪みがある状況を表します。たとえば、財務分析で株価や
不動産価額を評価するときに使われます。

Yes-no 分布 p.293 試行回数を 1 としたときの二項分布です。たとえば、Yes と No、
成功と失敗、真と偽というような、二つに一つの値をとる変数を表
します。
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＜ Crystal Ball メモ＞　一様分布を除く連続分布では、標準のパラメー
タに代えてパーセンタイルを使って分布を定義することができます。こ
れについては、p.31 “代替パラメータセット”をご覧ください。

連続確率分布

連続確率分布は、［分布一覧］ダイアログでグラフ領域が塗りつぶされ

ている分布です。これらの分布は、ある範囲または尺度のあらゆる値を

表します。連続分布は数学上の理論値で、二つの数のあらゆる中間値に

可能性があります。言い換えると、連続分布では二つの値の間には無限

個の値が存在します。

ただし、連続分布を使って離散分布を近似する方法が適している状況も

（たとえ厳密には連続モデルが状況に即していないにしても）多くあり

ます。これらの分布の違いについては、p.250 “離散分布と連続分布”

をご覧ください。

以下に連続確率分布をリストします。各分布の詳細については、それぞ

れのページを参照してください。

離散一様分布 p.283 小値と 大値の間のすべての整数が同じ確率で起こり得ます。離
散一様分布は、一様分布に似ていますが、起こり得る値が整数であ
るという点が異なります。

日本語名 ページ 概　要

日本語名 ページ 概　要

ベータ分布 p.256 固定された範囲を上回る可変性を表すのに適した、柔軟性の高
い分布です。経験的なデータを表すときや、パーセンテージや
割合のランダムな動きを予測するときなどに使われます。

指数分布 p.258 電化製品が故障する時間間隔や、高速道路のサービスエリアを
通過する時間間隔、あるいは線路の補修箇所の発生具合のよう
に、時系列や空間のランダムなポイントで発生する事象を表し
ます。この分布は、与えられた間隔における事象の発生回数を
表すポアソン分布に関連があります。

ガンマ分布 p.260 物理的に数量の範囲が広いものに対して適用されます。ガンマ
分布は、対数正規分布、指数分布、パスカル分布、アーラン分
布、ポアソン分布、カイ二乗分布にも関連しています。たとえ
ば、汚染濃度や降水量のような気象プロセスを表すときにガン
マ分布が使われます。また、発生が完全にランダムではない事
象の発生間隔を測るときにも使われます。さらに、在庫管理、
経済理論、保険リスク理論などにもガンマ分布が利用されます。
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＜ Crystal Ball メモ＞　一様分布を除く連続分布では、標準のパラメー
タに代えてパーセンタイルを使って分布を定義することができます。こ
れについては、p.31 “代替パラメータセット”をご覧ください。

ロジスティック
分布

p.263 増加（たとえば、時間変数の関数として表される人口増加）を
表すためによく用いられます。化学変化の経過を表すときにも
使用されます。

対数正規分布 p.264 値に正の歪みがある状況を表します。たとえば、財務分析で株
価や不動産価額を評価するときに使われます。

大極値分布 p.266 洪水、雨量、地震など、一定期間の反応の 大値を表すために
よく利用されます。このほか、物質の破壊強度、構造設計、飛
行機の積載量や許容差などにも用いられます。 大極値分布は
ガンベル分布としても知られています。

小極値分布 p.267 乾季の雨量など、一定期間の反応の 小値を表すためによく利
用されます。

正規分布 p.268 IQ や身長など多くの自然現象を表すため、確率理論の中でも

も重要な分布です。インフレ率や将来のガソリン価格といった
不確実な変数を表すときにも正規分布を使うことができます。

パレート分布 p.270 都市人口、天然資源の発見数、企業規模、個人収入、株価の変
動のような経験的現象に関連した分布として広く使われていま
す。

Student t 分布 p.272 母分散がわからない母集団から取り出した標本の平均値を説明
するために古くから利用されてきた分布です。正規分布よりも
裾が広く（はずれ値が多い）、平均値付近の背が高い（尖度の大
きい）という特徴があります。標本サイズが 30 を超えるときは

正規分布を使ってください。

三角分布 p.274 小値、 大値、 尤値（ も高い確率で現れる値）という三
つがわかっている状況で使用します。たとえば自動車の販売で、
過去のデータから も売れなかった週の販売台数と も売れた
週の販売台数、そして通常の週の販売台数がわかるとき、三角
分布を使って 1 週間に売れる台数を表すことができます。

一様分布 p.276 小値と 大値の間のすべての値が同じ確率で起こり得ます。

ワイブル分布 p.278 寿命テストや疲労テストから得られる結果データを表します。
この分布がよく使われるのは、故障するまでの時間や材料強度
を表すときです。また、さまざまな物理量（たとえば風速）を
表すときにも使われます。

日本語名 ページ 概　要
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ベータ分布 

パラメータ

小値、 大値、アルファ、ベータ

条件

• 不確実な変数は 小値と 大値の間の乱数である

• 分布の形状を二つの正の値（a と b）によって特定することができる

解説

ベータ分布は、固定された範囲を上回る可変性を表すのに適した、柔軟

性の高い分布です。

ベータ分布の重要な応用として、ベルヌイ分布のパラメータのための共

役分布としての使用が挙げられます。このとき、ベータ分布は事象が発

生する可能性における不確実性を表すために使用されます。

また、経験的なデータを表すときや、パーセンテージや割合のランダム

な動きを予測するときにも使われます。

ベータ分布は二つのパラメータaと bを変化させると、きわめて多種の

形態をとります。

aとbが等しければ分布は対称になり、一方のパラメータが1、他方が1

より大きいと“J”形になります。a  <  b のときは正の歪度（多くの値が

小値近くにある）をもち、a  >  b のときは負の歪度（多くの値は 大

値近くにある）をもちます。

ベータ分布はとても複雑なので、分布のパラメータを決定する方法は省

略しますが、以下の具体例が参考になるはずです。ベータ分布とベイジ

アン統計学に関するくわしい情報については、参考文献をご覧くださ

い。

例

電化製品メーカーが、製品の信頼性を示す指標（全製品に占める合格品
の割合）を分布で表そうとしています。実測データを分析した結果、
a= 10、b= 2 としたときのベータ分布の形状が実測データに適合するこ

とがわかりました。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。ベータ分布の条件をチェックしましょう。
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• 全製品に占める合格品の割合は、0 と 1 の間のランダムな数である

• 二つの正の値（10 と 2）で 、分布の形状を特定することができる

この条件はベータ分布の条件に一致します。

ベータ分布のパラメータはaと bの二つです。この例の条件は次のパラ

メータで表されます。

a= 10

b= 2

この値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定すると、

図 A.6 のようになります。

図 A.6  ベータ分布

この分布図は、製品の信頼性（合格品の割合）がある率になる確率を表

しています。
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指数分布

パラメータ

比率

条件

• 事象が発生する時間間隔を確率分布に表す

• 事象が発生する比率は以前の事象に影響されない

解説

電化製品が故障する時間間隔や、高速道路のサービスエリアを通過する

時間間隔、あるいは線路の補修箇所の発生具合のように、時系列や空間

のランダムなポイントで発生する事象を表します。この分布は、与えら

れた間隔における事象の発生回数を表すポアソン分布に関連がありま

す。

指数分布の重要な特質は「無記憶性」にあります。つまり、対象物の将

来の存続時間においても、過去の時間とはかかわりなく同一の分布にな

ります。言い換えれば、時間は将来の結果に影響しないということで

す。

例 1

ソフトウェアメーカーのユーザサポート窓口が、受付時間中の10分間に

かかってくる電話の数を調べたところ、平均 35 回という結果になりま

した。この場合の電話がかかる時間間隔を指数分布で表してみましょ
う。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。指数分布の条件をチェックしましょう。

• 分布に表そうとしているのは、電話がかかってくる時間間隔である

• 電話がかかる比率は 10 分間に 35 回で、それまでの経緯から影響を

受けない

この条件は指数分布の条件に一致します。

指数分布のパラメータは比率だけです。この例の条件は次のパラメータ

で表されます。

比率 ＝ 35
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この値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定すると、

図 A.7 のようになります。

図 A.7  指数分布

この分布図は、電話がかかる時間間隔単位（この場合では 1 単位は 10

分）がある数になる確率を表しています。

例 2

ある住宅展示場では、販売員の配置を効率化するために、客が展示場を
訪れる時間間隔を確率分布で表そうとしています。1 時間の訪問数を調

べたところ、平均 6 組であることがわかりました。

指数分布の条件をチェックしましょう。

• 分布に表そうとしているのは、客の訪問間隔である

• 客が訪れる確率は1時間に6組で、それまでの経緯の影響を受けない

この条件は指数分布の条件に一致します。

比率 ＝ 6 の指数分布で、訪問の時間間隔がある単位数（この場合 1 単位

は 1 時間）になる確率を表すことができます。
Crystal Ball ユーザマニュアル 259



Appendix A 確率分布の選択
ガンマ分布

（アーラン 分布とカイ二乗分布も含む）

パラメータ

位置、尺度、形状

条件

ガンマ分布は、ポアソン過程において事象が r 回目に発生するまでの時

間を表すためによく使われます。この用法では三つの条件があります。

• すべての測定単位において、発生回数に上限がない

• 発生がそれぞれ独立しており、ある測定単位の発生回数は他の測定

単位の発生回数に影響しない

• 平均発生回数がどの測定単位でも等しい

解説

物理的に数量の範囲が広いものに対して適用されます。ガンマ分布は、

対数正規分布、指数分布、パスカル分布、アーラン分布、ポアソン分

布、カイ二乗分布にも関連しています。

たとえば、汚染濃度や降水量のような気象プロセスを表すときにガンマ

分布が使われます。また、発生が完全にランダムではない事象の発生間

隔を測るときにも使われます。さらに、在庫管理、経済理論、保険リス

ク理論などにもガンマ分布が利用されます。

例 1

パソコン量販店が、近く発売になる人気機種の仕入計画を立てようとし
ています。発売日には 20 台の在庫を確保できるように発注してありま

すが、この機種は発注から入荷までに 4 週間かかるため、品切れを防ぐ

ためには適切な時期に再発注しなければなりません。そこで、1 週間の

販売台数を平均 5台と仮定して、20台を売るまでにかかる日数を分布に

表してみましょう。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。ガンマ分布の条件をチェックしましょう。

• ある日の販売台数には上限がない

• 販売はそれぞれ独立しており、ある日の販売台数は他の日の販売台

数に影響しない
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• 平均販売台数はどの週でも等しい

この条件はガンマ分布の条件に一致します（この例ではいくつかの仮定

を簡略化しています。現実には購入者が限定されるため販売台数には上

限があります。また、購入意思は他の人から影響を受けることがありま

す。したがって、それぞれの販売が独立しているとはいえません）。

ガンマ分布のパラメータには、位置、尺度、形状の三つがあります。こ

の例の条件は次のパラメータで表されます。

位置 ＝ 0

尺度 ＝ 1

形状 ＝ 20（5 台 / 週 × 4 週 ）

形状パラメータは、ポアソン事象の r 番目の発生を指定するのに使われ

ます。これに 20 を指定すると、分布図には 20 台売れるまでの日数の確

率が表示されます。

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.8 のようになります。

図 A.8  ガンマ分布

この分布図は、20台を売り切るまでの日数がある数になる確率を表して

います。
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例 2

ある探査ロボットは、外部から 5 回衝撃を受けると故障します。ロボッ

トが故障するまでの時間を表してみましょう。

故障するまでの時間は、ランダムに発生する 5 回の衝撃を受けるまでの

時間として定義することができます。したがって、形状パラメータに 5

を指定したガンマ分布で表すことができます。

その他のポイント

• 形状を 1 としたとき、ガンマ分布は測定可能な指数分布になります。

• ガンマ分布に従う任意の 2 変数の和は、ガンマ変数になります。

• ガンマ分布が 適だと考えられる実測データがあるとき、分布のパ

ラメータは簡単に算出することができます。まず、データの平均値

（ ）と分散（ ）を求め、次に以下の式を計算します。

　形状 ＝ 　

　尺度 ＝

カイ二乗分布とアーラン分布

［仮定の定義］ダイアログのパラメータを調整することによって、カイ

二乗分布とアーラン分布をモデリングすることができます。これらの確

率分布には、以下のパラメータを使ってください。

カイ二乗分布

N =自由度、S =尺度として、パラメータを以下のように設定します。

形状 ＝

尺度 ＝ 2S2

カイ二乗分布は、N 個の正規変量の 2 乗の和です。

アーラン分布

数学的には、アーラン分布は N 個の指数分布の和です。アーラン分布

は、形状パラメータが整数に制限されていることを除けば、ガンマ分布

と変わりありません。

x s2

x s2 2

s x2

N
2
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ロジスティック分布

パラメータ

平均、尺度（参考文献：Fishman, G. Springer Series in Operations Research.

NY: Springer-Verlag, 1996）

解説

増加（たとえば、時間変数の関数として表される人口増加）を表すため

によく用いられます。化学変化の経過を表すときにも使用されます。

図 A.9  ロジスティック分布

パラメータの計算

ロジスティック分布には、平均値と尺度という二つの標準パラメータが

あります。この分布は対称な形態をもっているため、平均値パラメータ

は 頻値と同じです。

まず平均値パラメータを決定し、次に尺度を求めます。尺度は 0 より大

きい値で、尺度が大きくなると分散が大きくなります。正確に尺度を求

めるには、先に分散を調べておいて、以下の式を使ってください。

尺度 ＝ 2
3
p
⋅分散
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対数正規分布

パラメータ

平均、標準偏差

条件

• 不確実な変数に上限がなく、下限がある

• ほとんどの値が下限値近くにあるという正の歪度をもっている

• 変数の自然対数が正規分布になる

解説

値に正の歪みがある状況を表します。たとえば、財務分析で株価や不動

産価額を評価するときに使われます。

株価は通常正の歪度をもっており、左右対称な正規分布では表すことが

できません。株価がこのような傾向をもっているのは、ゼロという下限

を下回ることがなく、反対に上限には制限がないためです。同様に不動

産価額は負にならないため、やはり正の歪みが現れます。

例

1株あたり7,500円で購入した株があるとしましょう。この株は、年末に

は10,500円になるであろうと予測されています。仮にこの予測が大きく

はずれて大暴落したとしても、もちろん 0 円を割ることはあり得ませ

ん。一方、予想をはるかに超えて暴騰することもあります。その場合株
価に上限はありません。つまり、損失額は当初の投資額までに限定され
ますが、利益には限度がありません。また、過去のデータを調べたとこ
ろ、株価の標準偏差は 1,800 円と予測することができました。年末の株

価はどのように表されるでしょうか。

＜統計メモ＞　対数正規分布を定義するときに実測データが利用できる
場合は、データの対数の平均値と標準偏差を計算することが重要です。
次に［パラメータ］メニューから［対数平均、対数標準偏差］を選んで、
対数パラメータを入力してください。対数をとらない生のデータから直
接平均値や標準偏差を計算すると、正しい対数正規分布は得られません。
分布の適合については、p.33 “分布の適合”をご覧ください。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。対数正規分布の条件をチェックしましょう。

• 株価には上限がなく、0 円という下限がある

歪みのある分布

非対称な分布。

歪度

非対称な分布曲線の歪み具合を表
す値。 歪度が大きくなると、曲線
の頂点の左右どちらか一方のポイ
ントが増えます。正規分布曲線は
対称なので歪度は 0 です。
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• 株価は正の歪度をもっている

• 株価の自然対数は正規分布になる

この条件は超幾何分布の条件に一致します。

対数正規分布のパラメータは平均値と標準偏差の二つです。この例の条

件は次のパラメータで表されます。

平均値 ＝ 10,500 円

標準偏差 ＝ 1,800 円

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.10 のようになります。

図 A.10  対数正規分布

この分布図は、年末の株価がある額になる確率を表しています。

対数正規分布のパラメータ設定

デフォルトの設定では、対数正規分布は算術平均と算術標準偏差を使用

しますが、過去のデータが利用できる場合は、対数平均と対数標準偏差、

あるいは幾何平均と幾何標準偏差を使用するのが適切です。

これらのオプションを利用するためには、［仮定の定義］ダイアログの

［パラメータ］メニューから目的のパラメータセットを選んでください。

これについては、p.31 “代替パラメータセット”と“Crystal Ball リファ

レンスマニュアル”の第 2 章をご覧ください。
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大極値分布 

パラメータ

頻値、尺度

解説

洪水、雨量、地震など、一定期間の反応の 大値を表すためによく利用

されます。このほか、物質の破壊強度、構造設計、飛行機の積載量や許

容差などにも用いられます。 大極値分布はガンベル分布としても知ら

れています。p.267 “ 小極値分布”も参照してください。

図 A.11  大極値分布

パラメータの計算

大極値分布には、 頻値と尺度という二つの標準パラメータがありま

す。 頻値パラメータには、変数が も高い確率でとり得る値（確率分

布が も高くなる位置の値）を指定します。

頻値パラメータが決まったら、次に尺度を求めます。尺度パラメータ

は 0 より大きい数で、尺度が大きくなるにつれて分散が大きくなりま

す。

正確に尺度パラメータを計算するには、平均値を求め、次式を使います。
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尺度 ＝

また、分散を求めておき、次式を使うこともできます。

尺度 ＝

（参考文献：Castillo, Enrique. Extreme Value Theory in Engineering. London:

Academic Press, 1988）

小極値分布 

パラメータ

頻値、尺度

解説

乾季の雨量など、一定期間の反応の 小値を表すためによく利用されま

す。p.266 “ 大極値分布”も参照してください。

図 A.12  小極値分布

0.57721
−平均値 頻値

2
6
p
⋅分散
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パラメータの計算

小極値分布には、 頻値と尺度という二つの標準パラメータがありま

す。 頻値パラメータには、変数が も高い確率でとり得る値（確率分

布が も高くなる位置の値）を指定します。

頻値パラメータが決まったら、次に尺度を求めます。尺度パラメータ

は 0 より大きい数で、尺度が大きくなるにつれて分散が大きくなりま

す。

正確に尺度パラメータを計算するには、平均値を求め、次式を使います。

尺度 ＝

また、分散を求めておき、次式を使うこともできます。

尺度 ＝

（参考文献：Castillo, Enrique. Extreme Value Theory in Engineering. London:

Academic Press, 1988）

正規分布

パラメータ

平均、標準偏差

条件

• 不確定な変数が も高い確率である値（分布の平均値）をとる

• 平均値以上の値をとる確率と平均値以下の値をとる確率が等しい

（平均値を軸にした対称性）

• 平均値に近いほど確率が高い

＜統計メモ＞　 正規分布では、値の約 68% が平均値の両側の標準偏差
1 の範囲内に収まります。標準偏差は分散（平均値と測定値の距離を 2
乗した値の平均値）の平方根で、分布の広がりを表します。

0.57721
−平均値 頻値

2
6
p
⋅分散
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解説

正規分布は IQ や身長など多くの自然現象を表すため、確率理論の中で

も も重要な分布です。インフレ率や将来のガソリン価格といった不確

実な変数を表すときにも正規分布を使うことができます。

例

正規分布を使って、将来のインフレ率を表してみましょう。 も可能性
の高いインフレ率は 4% だと予測されたとします。また、インフレ率が

4%以下になる確率と4%以上になる確率が等しいということもわかって

います。

さらに、68% の確率で 4% ±  2% の範囲内に落ち着くものとします。つ

まり、約3分の2の割合でインフレ率は2～6%になるということです。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。正規分布の条件をチェックしましょう。

• インフレ率は も高い確率で 4% という値をとる

• 4% 以上の値をとる確率と 4% 以下の値をとる確率が等しい

• 4% に近いほど確率が高く、インフレ率が 4% ±  2% の範囲内に収ま

る確率は 68% である

この条件は正規分布の条件と一致します。

正規分布のパラメータには平均値と標準偏差の二つがあります。この例

の条件は次のパラメータで表されます。

平均 ＝ 0.04（4%）

標準偏差 ＝ 0.02（2%）

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログを設定すると、図A.13の

ようになります。
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図 A.13  正規分布

この分布図は、インフレ率があるパーセンテージになる確率を表してい

ます。

パレート分布 

パラメータ

位置、形状（参考文献：Fishman, G. Springer Series in Operations Research.

NY: Springer-Verlag, 1996）

解説

パレート分布は、都市人口、天然資源の発見数、企業規模、個人収入、

株価の変動のような経験的現象に関連した分布として広く使われていま

す。
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図 A.14  パレート分布

パラメータの計算

パレート分布には、位置と形状という二つの標準パラメータがありま

す。位置パラメータには変数の下限を指定します。

位置パラメータが決まったら、次に形状を求めます。形状パラメータは

0 より大きい数で、通常は 1 より大きくなります。形状パラメータが大

きくなるにつれて分散が小さくなり、厚く右に広がった分布になります。

正確に形状パラメータを計算するには、まず平均値を求め、次式を使い

ます（形状> 1 の場合）。

平均値 ＝

ここで、b は形状パラメータ、L は位置パラメータです。ソルバー

（Excel のアドイン）を使って b  > 1 の定数を指定すると、この計算が楽

にできます。

また、形状 > 2 の場合には、先に分散を求めておき、次式を使ってくだ

さい。

分散 ＝

L
1

b
b−
⋅

( )( )
L2

22 1
b

b b− −
⋅
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bは形状パラメータ、Lは位置パラメータです。ソルバーでb  > 2の定数

を指定するとよいでしょう。

Student t 分布

パラメータ

中点、尺度、自由度

条件

• 不確定な変数が も高い確率である値（分布の平均値）をとる

• 平均値以上の値をとる確率と平均値以下の値をとる確率が等しい

（平均値を軸にした対称性）

• 平均値に近いほど確率が高く、自由度を大きくすると正規分布に近

づく

解説

統計学の分野では、Student  t 分布は古くから母分散がわからない母集団

から取り出した標本の平均値を説明するために利用されてきました。通

常、自由度は標本サイズ−1 として定義されます。

シミュレーションで使うという立場では、正規分布に似ていますが、正

規分布よりも裾が広く（はずれ値が多い）、平均値付近の背が高い（尖度

の大きい）という特徴を利用します。自由度が約 30 になると正規分布に

近づきます。30 を超えるような自由度になるのであれば、Student  t 分布

ではなく正規分布を使ってください。

Student  t 分布は分布の形状を調節するためのパラメータが正規分布より

も豊富で、柔軟性が高いため、特に経済や金融系のシミュレーションな

どでは、正規分布よりも正確に変数を表現できる場合があります。
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図 A.15  Student t 分布

中点は分布の中央値、つまりグラフの も高いところの x 値です。自由

度は分布の形状を決めます。自由度が小さいと尖った形状になります。

尺度は全体的な形状を変えることなくばらつきを変えます。尺度の調節

では、値の読み取りや解釈が容易になるように曲線を広げることができ

ます。たとえば、中点が 5,000 のときと 500 のときとでは、尺度の調節

もそれらの比率と同じ比率を使うことができます。

例

p.268 “正規分布”をご覧ください。Student  t 分布では自由度が 30 未満

になるという点を除いて、正規分布と同じように考えることができま

す。
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三角分布

パラメータ

小値、 尤値、 大値

条件

• 小値が固定される

• 大値が固定される

• 小値と 大値の間に も起こり得る値（ 尤値）があり、それら

が三角形をなす。 小値と 大値に近い値は、 尤値に近い値より
も発生する確率が低い

解説

小値、 尤値（ も高い確率で現れる値）、 大値という三つがわ

かっている状況で使用します。たとえば自動車の販売で、過去のデータ

から も売れなかった週の販売台数と も売れた週の販売台数、そして

通常の週の販売台数がわかるとき、三角分布を使って 1 週間に売れる台

数を表すことができます。

例 1

あるガソリンスタンドが 1 週間に売れるガソリンの量を確率分布に表そ

うとしています。過去の販売データを調べたところ、週あたりの 高値
は 7,000 、 低値は 3,000 、 も多くの週で記録された値は 5,000 でし

た。発生する確率は、5,000 をピークとして 7,000 や 3,000 に向かう

に従って低くなっています。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。三角分布の条件をチェックしましょう。

• 小値は 3,000 で固定される

• 大値は 7,000 で固定される

• 3,000 と 7,000 の間に 尤値の 5,000 があり、それらが三角形を

なす。3,000 や 7,000 に近い値は、5,000 に近い値よりも発生する

確率が低い

この条件は三角分布の条件と一致します。

三角分布のパラメータは、 小値、 大値、 尤値の三つです。この例

の条件は次のパラメータで表されます。
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小値 ＝ 3,000

尤値 ＝ 5,000

大値 ＝ 7,000

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログを設定すると、図A.16の

ようになります。

図 A.16  三角分布

この分布図は、1 週間のガソリンの売上がある量になる確率を表してい

ます。

例 2

在庫調整にコンピュータシステムを活用している会社があります。ある
製品の在庫数は、10 ～ 30 個の範囲を保ちつつ理想的な在庫数である 25

個に近づくようにプログラムされています。在庫数を三角分布で表して
みましょう。

• 在庫数の 小値は 10 個で固定される

• 在庫数の 大値は 30 個で固定される

• 10 個と 30 個の間に 尤値の 25 個があり、それらが三角形をなす。

10 個や 30 個に近い値は、25 個に近い値よりも発生する確率が低い

この条件は三角分布の条件に一致します。

小値 ＝ 10 個、 尤値 ＝ 25 個、 大値 ＝ 30 個の三角分布で、在庫が

ある個数になる確率を表すことができます。
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一様分布

パラメータ

小値、 大値

条件

• 小値が固定される

• 大値が固定される

• 小値と 大値の間のすべての値が同じ確率で起こり得る

解説

小値と 大値の間のすべての値が同じ確率で起こり得ます。ただし、

起こり得る値が整数になる場合は、p.283 “離散一様分布”を参照して

ください。

例 1

高額な不動産を購入しようと考えている投資会社が、物件の評価額を確
率分布に表そうとしています。投資会社では、7500 万～ 1 億 3500 万円

の間のあらゆる額が同じ確率で評価額になり得ると予測しました。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。一様分布の条件をチェックしましょう。

• 小値は 75,000,000 円で固定される

• 大値は 135,000,000 円で固定される

• 75,000,000～ 135,000,000円のすべての額が同じ確率で評価額になり

得る

この条件は一様分布の条件と一致します。

一様分布のパラメータは、 小値と 大値の二つです。この例の条件は

次のパラメータで表されます。

小値 ＝ 75,000,000 円

大値 ＝ 135,000,000 円

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログを設定すると、図A.17の

ようになります。
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図 A.17  一様分布

この分布図は、75,000,000～ 135,000,000にあるすべての値が同じ確率で

起こり得ることを表します。

例 2

A 社では新製品の販売単価を検討しています。まず、 低でも生産コス

トに 1 割を乗せた 450 円以上にして利益を確保する必要があります。次

に、競合製品の価格を考慮すると900円を超えることはできません。450

～ 900 円の間にあるすべての金額が等しい確率で実際の製品単価になり

得ます。これを一様分布で表してみましょう。

• 小値は 450 円で固定される

• 大値は 900 円で固定される

• 450円と900円の間のすべての金額が同じ確率で販売単価になり得る

この条件は一様分布の条件と一致します。

小値 ＝ 450 円、 大値 ＝ 900 円の一様分布は、450 ～ 900 にあるすべ

ての値が同じ確率で起こり得ることを表します。
Crystal Ball ユーザマニュアル 277



Appendix A 確率分布の選択
ワイブル分布 

パラメータ

位置、尺度、形状

解説

ワイブル分布は、寿命テストや疲労テストから得られる結果データを表

します。この分布がよく使われるのは、故障するまでの時間や材料強度

を表すときです。また、さまざまな物理量（たとえば風速）を表すとき

にも使われます。

ワイブル分布は他のいくつかの分布の特性を併せ持っています。そのた

め、定義したパラメータに応じて異なる分布（指数分布やレイリイ分布

など）に近似して使うことができます。

図 A.18  ワイブル分布

ワイブル分布は高い柔軟性をもっています。

• 形状パラメータを 1 にすると指数分布に一致します。したがって、

位置パラメータを調節すれば、0.0 以外の位置で始まる指数分布を

定義することができます。

• 形状パラメータが 1.0 未満であるとき、ワイブル分布は急峻な減少

曲線になります。たとえば、焼き入れ工程における部分損傷を表す

のに使うことができるでしょう。

• 形状パラメータを 2.0 にすると、レイリイ分布と呼ばれる特別な種
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類のワイブル分布になります。レイリイ分布は通信システムにおけ

るノイズの分析やその他の信頼性の調査に役立ちます。

パラメータの計算

ワイブル分布の標準パラメータは、位置、尺度、形状の三つです。この

うち、位置パラメータは変数の下限です。

形状パラメータは正の数で指定します。通常は10未満の小さな値になり

ます。形状パラメータが 3 未満のときは、パラメータ値が小さくなるに

従って正の歪度が大きくなり、1 未満になると指数分布の形をとるよう

になります。形状パラメータが3.25のとき分布は左右対称になり、それ

を上回ると負の歪度をもった幅の狭い分布になっていきます。

位置パラメータと形状パラメータに適切な値が入ったら、次に尺度パラ

メータを指定します。尺度を大きくすると分布の幅が広くなります。正

確に尺度を計算するには、あらかじめ平均値を求めておき、以下の数式

を利用してください。a は尺度、b は形状、L は位置、G はガンマ関数

です。

この数式から尺度パラメータを計算するときは、ExcelのGAMMALN関

数や Excel のソルバーが役に立ちます。

＜統計メモ＞　この分布では、 x は 63% の確率で a ～ a + L の間に収
まります。

平均値ではなく、 頻値から尺度パラメータを計算する方法もありま

す。その場合は以下の数式を使ってください。a は尺度、b は形状、L
は位置です。

例

ある造園会社では、ガス式芝刈機の耐久性をテストしようと、購入した
20台の芝刈機についてそれぞれ 初に故障するまでに何時間使うことが

できたかを記録しました。この芝刈機の故障までの時間は、ワイブル分
布を使って表すことができます。

L
11

a
G

b

−=   +    

平均値

L
1

11
b

a

b

−=
  −    

頻値
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離散確率分布

離散確率分布は、中間値のない整数を表すのが普通で、［分布一覧］ダ

イアログでは、たとえば二項分布のように縦棒の集まりとして表示され

ます。「コインを 4 回投げて表が出る回数」は離散分布の例です。0, 1,

2, 3, 4 はあり得ますが、1.64 ということはありません。

以下に離散確率分布をリストします。各分布の詳細については、それぞ

れのページを参照してください。

日本語名 ページ 概　要

二項分布 p.281 ある固定された回数の試行における成功回数を表します。
たとえば、コインを 10 回投げたときに表が出る回数や、

50 個の部品に存在する不良品の数が挙げられます。

離散一様分布 p.283 小値と 大値の間のすべての整数が同じ確率で起こり得
ます。離散一様分布は、一様分布に似ていますが、起こり
得る値が整数であるという点が異なります。

幾何分布 p.284 ある目が出るまでルーレットを回すときの試行回数のよう
に、 初に成功するまでの試行の数を表します。

超幾何分布 p.286 固定回数の試行における事象の発生回数を表します。その
点は二項分布と同じですが、二項分布の試行が独立してい
るのに対し、超幾何分布では前の試行の結果が次の試行に
おける事象の発生確率に影響を与えます。つまり、各試行
を入れ換えることができません。

負の二項分布 p.289 成功回数が r 回に至るまでの試行回数を分布に表すときに

有効です。これには、たとえば訪問販売で 10 件の注文を

獲得するまでに必要な訪問数が挙げられます。この分布
は、本質的には幾何分布の上位の分布といえます。

ポアソン分布 p.291 1 分あたりに電話が鳴る回数や、書類 1 ページに含まれる

誤植の数というように、ある間隔における事象の発生回数
を表します。

Yes-no 分布 p.293 試行回数を 1 としたときの二項分布です。たとえば、Yes
と No、成功と失敗、真と偽というような、二つに一つの

値をとる変数を表します。
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二項分布

パラメータ

確率、試行回数

＜統計メモ＞　二項分布の定義で使用される「試行」という言葉は、
Crystal Ball のシミュレーションを実行するときの「試行」とは異なり
ます。二項分布の「試行」は、与えられた実験を繰り返す回数のことで
す。 たとえば、1 個のコインを 50 回投げることを「50 試行」といいます。
これに対しシミュレーションの試行では、1 試行で 50 回コインを投げ
ます。つまり、Crystal Ball シミュレーションで 10 試行すると、コイン
を 50 × 10 ＝ 500 回投げることになります。

条件

• 各試行の結果は 2 種類（たとえば成功と失敗）しかない

• 各試行がそれぞれ独立しており、ある試行の結果は他の試行の結果

に影響しない

• 一方の結果が現れる確率はどの試行に対しても一定である

解説

ある固定された回数の試行における成功回数を表します。たとえば、コ

インを 10 回投げたときに表が出る回数や、50 個の部品に存在する不良

品の数が挙げられます。

例 1

ある工場で、50個の製品中、検品に合格しない不良品の数を確率分布に

表そうとしています。調査により、この製品には平均 7% の不良品が含

まれることがわかっています。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。二項分布の条件をチェックしましょう。

• 検品結果には、合格か不合格という 2 種類しかない

• 50 回の検品はそれぞれ独立しており、ある製品の検品結果は他の製

品の検品結果に影響しない

• 不合格になる確率は 7% で、どの検品に対しても一定である

この条件は二項分布の条件に一致します。

二項分布のパラメータは、確率（p）と試行回数（n）の二つです。こ

の例の条件は次のパラメータで表されます。

試行

（確率分布のパラメータとしての
試行）反復して何度も同じ実験を
行う場合の 1 回の実験。
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不良品の確率 ＝ 7%

試行回数 ＝ 50 回

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.19 のようになります。

図 A.19  二項分布

この分布図は、50 個の製品に含まれる不良品がある個数になる確率を

表しています。

例 2

あるセールスマネージャが、どれだけの人が自社製品を好んでいるかを
確率分布に表そうとしています。無作為に抽出した 100 人に対して「好

き / 好きではない」という二者択一のアンケートをとったところ、60 人

が「好き」と答えました。

• 試行結果には、「好き」か「好きではない」という 2 種類しかない

• 100 回のアンケートはそれぞれ独立しており、あるアンケートの結

果は他のアンケートの結果に影響しない

• 「好き」という答えが返る確率は 60% で、どのアンケートに対して

も一定である

この条件は二項分布の条件に一致します。

確率 ＝ 60%、試行回数 ＝ 100 回の二項分布で、「好き」と答える人があ

る数になる確率を表すことができます。
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離散一様分布

パラメータ

小値、 大値

条件

• 小値が固定される

• 大値が固定される

• 小値と 大値の間のすべての整数が同じ確率で起こり得る

解説

小値と 大値の間のすべての整数が同じ確率で起こり得ます。離散一

様分布は、一様分布（p.276）に似ていますが、起こり得る値が整数で

あるという点が異なります。

離散一様分布はサイコロをふるモデルに使用できます。この場合、 小

値は 1 で 大値は 6 です。

例

A 社では新製品の販売単価を検討しています。まず、 低でも生産コス

トに 1 割を乗せた 45 円以上にして利益を確保する必要があります。次

に、競合製品の価格を考慮すると 90 円を超えることはできません。45

～90円の間にあるすべての金額が等しい確率で実際の製品単価になり得

ます。これを離散一様分布で表してみましょう。

• 小値は 45 円で固定される

• 大値は 90 円で固定される

• 45 円と 90 円の間のすべての金額が同じ確率で販売単価になり得る

この条件は離散一様分布の条件と一致します。

離散一様分布のパラメータは、 小値と 大値の二つです。この例の条

件は次のパラメータで表されます。

小値 ＝ 45 円

大値 ＝ 90 円

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログを設定すると、図A.20の

ようになります。
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図 A.20  離散一様分布

この分布図は、45 ～ 90 にあるすべての整数値が同じ確率で起こり得る

ことを表します。

幾何分布

パラメータ

確率

条件

• 試行回数に上限がない

• 初に成功するまで試行を続ける

• すべての試行における成功の確率が等しい

解説

ある目が出るまでルーレットを回すときの試行回数のように、 初に成

功するまでの試行の数を表します。

例 1

石油開発会社が、一定の埋蔵量をもつ油井を掘り当てるまで何度でも掘
削を続けるとしましょう。現在開発を進めている地域では、10ヶ所の掘

削に対して 1ヶ所の割合で石油が出ています。掘り当てるまでに必要な

掘削数を確率分布で表してみましょう。
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適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。幾何分布の条件をチェックしましょう。

• 掘削回数に上限がない

• 石油を掘り当てるまで掘削を続ける

• すべての掘削において成功の確率（10%）が等しい

この条件は幾何分布の条件に一致します。

幾何分布のパラメータは確率だけです。この例の条件は次のパラメータ

で表されます。

確率 ＝ 0.1（10% ）

この値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定すると、

図 A.21 のようになります。

図 A.21  幾何分布

この分布図は、油井を掘り当てるまでに必要な掘削数がある数になる確

率を表しています。

例 2

保険会社が、高額な保険金の支払い請求を受けるまでに、何度支払い請
求を受けるかを幾何分布で表そうとしています。記録によると、全体の
6% にあたる支払い請求は、他のすべての請求額の合計に一致するほど

の高額な支払いになっていることがわかりました。
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• 支払い請求の回数に上限はない

• 初に高額な支払い請求を受けるまで試行を続ける

• すべての支払い請求において、それが高額である確率は等しい

この条件は幾何分布の条件に一致します。

確率 ＝ 6% の幾何分布で、高額な請求を受けるまでの請求数が、ある数

になる確率を表すことができます。

超幾何分布

パラメータ

（母集団における）発生数、試行回数、母集団サイズ

＜統計メモ＞　超幾何分布の定義で使用される「試行」という言葉は、
Crystal Ball のシミュレーションを実行するときの「試行」とは異なり
ます。超幾何分布の「試行」は、与えられた実験を繰り返す回数のこと
です。たとえば、ケースから 20 個の部品を取り出すことを「20 試行」
といいます。これに対しシミュレーションの試行では、1 試行で 20 個
の部品を取り出します。つまり、Crystal Ball シミュレーションで 10 試
行すると、部品を 20 × 10 ＝ 200 回取り出すことになります。

＜ Crystal Ball メモ＞　以前のバージョンの Crystal Ball では、「発生
数」ではなく「確率」というパラメータが使用されていました。Crystal
Ball は古いバージョンで作成されたモデルが読み込まれたとき、パラ
メータ値を自動的に変換しますが、端数の処理によって本来の発生数と
は多少異なる値になる場合があります。超幾何分布を含む古いモデルを
使用するときは、念のためパラメータを確認してください。

条件

• 要素数（母集団サイズ）が 1,000 以下で固定される（有限母集団）

• 試行回数（標本サイズ）は母集団の一部である

• 母集団における事象の発生数がわかっており、その発生確率は各試
行の後わずかに変化する

解説

超幾何分布は固定回数の試行における事象の発生回数を表します。その

点は二項分布と同じですが、二項分布の試行が独立しているのに対し、

超幾何分布では前の試行の結果が次の試行における事象の発生確率に影
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響を与えます。つまり、各試行を入れ換えることができません。

不良品の発生割合がわかっている機械部品が 1 ケースあり、部品一つひ

とつを順に検品して別のケースに仕分けるとしましょう。この場合、あ

る部品を取り出してそれが不良品だったのなら、次に取り出す部品が不

良品である確率はいくぶん低くなります。このような試行方法をとると

きに超幾何分布を使用します。

別のケースに仕分けるのではなく、一度取り出した部品をケースに戻す

方法なら、常に不良品である確率は変わりません。この場合は二項分布

を使用します。

例 1

X, Y という 2 種類の乗用車があります。40 人を対象にどちらが好きかア

ンケートをとったところ、X が 30 人、Y が 10 人という結果になりまし

た。この 40 人のうちの 20 人にもう一度同じ質問をしたとき、X が好き

な人数はどのように表すことができるでしょうか。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。超幾何分布の条件をチェックしましょう。

• 母集団サイズは 40 人に固定される

• 標本サイズ（20 人）は母集団の一部をなす

• 母集団において X が好きである人数は 30 人とわかっており、その

確率は一人にアンケートをするたびに変化する

この条件は超幾何分布の条件に一致します。

超幾何分布のパラメータは、母集団サイズ、発生数、試行回数（標本サ

イズ）の三つです。

この例の条件は次のパラメータで表されます。

発生数 ＝ 30 人

試行回数（標本サイズ） ＝ 20 人

母集団サイズ ＝ 40 人

＜統計メモ＞　母集団における発生数ではなく発生率がわかっていると
き、母集団サイズに発生率をかけて発生数を求めることができます。こ
の例で、X が好きな人が 75% であるとわかっているときは、母集団サ
イズ（40 人）に 75％をかけて、“30”を算出してください。

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.22 のようになります。
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図 A.22  超幾何分布

この分布図は、乗用車 X を好んでいる人がある数になる確率を表してい

ます。

例 2

米国内務省が、ネバダ州に生息する野生馬の移動状況を調査していま
す。まず、1,000頭の野生馬が生息している地域で、そのうちの100頭に

識別用のタグをつけました。6ヶ月後に同じ地域で 200 頭を調査すると

き、もし 6ヶ月の間に馬の流入・流出、誕生・死亡がなかったとすれ

ば、タグをつけた馬は何頭発見されるでしょうか。

• 母集団サイズは 1,000 頭で固定される

• 標本サイズ（200 頭）が母集団の一部をなす

• 母集団においてタグがついている馬は 100 頭とわかっており、その

確率は 1 頭ずつタグを確認していくたびに変化する

この条件は超幾何分布の条件に一致します。

発生数 ＝ 100 頭、試行回数（標本サイズ）＝ 200 頭、母集団サイズ ＝

1,000 頭の超幾何分布で、タグをつけた馬がある頭数になる確率を表すこ

とができます。
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負の二項分布 

パラメータ

確率、形状（試行回数）

条件

• 試行回数に上限がない

• 成功回数が r 回に至るまで試行を続ける

• すべての試行における成功の確率が等しい

必要な試行回数が r より少なくなることはないということに注意してく

ださい。

解説

成功回数が r 回に至るまでの試行回数を分布に表すときに有効です。こ

れには、たとえば訪問販売で 10 件の注文を獲得するまでに必要な訪問

数が挙げられます。この分布は、本質的には幾何分布の上位の分布とい

えます。

例

ジェットエンジンのメーカーが 50 台のタービンを受注しました。製造

したタービンは高速回転試験に合格しなければなりませんが、約 20%

のタービンは試験をパスできないと予測されています。そのため、実際
には 50 台以上のタービンを用意しなければなりません。メーカーの工

場長は、何台製造すれば 50 台無事に出荷できるかを分析しようとして

います。この条件を分布に表してみましょう。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比較

してみる必要があります。負の二項分布の条件をチェックしましょう。

• 高速回転試験を受けるタービンの数（あらかじめ用意しておくター
ビンの数）に上限はない

• 試験に合格したタービンが 50 台になるまで試験を続ける

• どの試験に対しても合格する確率（80%）は等しい

この条件は負の二項分布の条件に一致します。

負の二項分布のパラメータには、確率と形状の二つがあります。形状パ

ラメータは成功の発生回数を指定するために使います。

この例の条件は次のパラメータで表されます。
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確率 ＝ 0.8（80% ）

形状（試行回数） ＝ 50 台

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.23 のようになります。

図 A.23  負の二項分布

この分布図は、50 台のタービンが試験に合格するまでに必要なタービ

ンの台数がある数になる確率を表しています。

その他のポイント

負の二項分布にはいくつかの特質があります。

• 形状が 1 のとき、負の二項分布は幾何分布になります。

• 負の二項分布に従う 2 変数の和は、負の二項分布に従います。

• 統計関連の書籍によっては、負の二項分布は r 回目の成功が発生す

るまでの試行の総数ではなく、失敗の総数のみを考慮する形をとっ

ているものもあります。Crystal Ball でこの形をモデル化するために

は、ワークシート上で式を使い、仮定の値から r （形状パラメータ

の値）を引いてください。
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ポアソン分布

パラメータ

比率

条件

• どの間隔においても事象は限りない回数発生する可能性がある

• 事象の発生が独立しており、ある間隔での発生回数は他の間隔での

発生回数に影響しない

• どの間隔でも平均発生回数が等しい

解説

1 分あたりに電話が鳴る回数や、書類 1 ページに含まれる誤植の数とい

うように、ある間隔における事象の発生回数を表します。

例 1

航空機の製造メーカーが、カーボン材 1m2 に含まれる欠陥の数を調査し

ました。それにより、欠陥は 1m2 あたり平均 8ヶ所あることがわかりま

した。1m2 あたりの欠陥数をポアソン分布に表してみましょう。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。ポアソン分布の条件をチェックしましょ

う。

• どの 1m2 においても欠陥は限りない回数発生する可能性がある

• 欠陥の発生が独立しており、ある 1m2 での欠陥数は他の 1m2 での欠

陥数に影響しない

• どの 1m2 をとっても平均欠陥数（8ヶ所）が等しい

この条件はポアソン分布の条件に一致します。

ポアソン分布のパラメータは、比率だけです。この例の条件は次のパラ

メータで表されます。

比率 ＝ 8

この値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定すると、

図 A.24 のようになります。
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図 A.24  ポアソン分布

この分布図は、カーボン材 1m2に含まれる欠陥がある個数になる確率を

表しています。

＜統計メモ＞　確率分布においては、［比率］フィールドに適用する間隔
のサイズ（この例では 1m2）に意味はありません。ポアソン分布の要素
は比率だけです。モデル上で間隔の概念が必要であるときは、スプレッ
ドシートの式に含めてください。

例 2

ソフトウェアメーカーのユーザサポート窓口が、受付時間中の 10 分間

にかかってくる電話の数を調べたところ、平均 35 回という結果になり

ました。10分間に受け取る電話数をポアソン分布で表してみましょう。

• 受付時間帯のどの 10 分間においても電話は限りない回数かかって

くる可能性がある

• かかってくる電話はそれぞれ独立しており、ある 10 分間での回数は

他の 10 分間での回数に影響しない

• どの 10 分間でも平均回数が等しい

この条件はポアソン分布の条件に一致します。

比率 ＝ 35 のポアソン分布で、10 分間に受け取る電話がある数になる確

率を表すことができます。
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Yes-no 分布

パラメータ

Yes（1）の確率

条件

• 二つの値（たとえば 0 と 1）のどちらかしか起こり得ない

• どちらかの値になる確率（0 と 1 のどちらかをとるなら全体の平均

値（合計÷総数））がわかっている

解説

Yes-no 分布は試行回数を 1 としたときの二項分布で、ベルヌイ分布とも

呼ばれます。この分布は、たとえば、YesとNo、成功と失敗、真と偽と

いうような、二つに一つの値をとる変数を表します。

例

ある工場で、製作した部品が検収に合格するかどうかを表そうとしてい
ます。これまでの実績から、この部品は 98% の確率で合格し、2% の確

率で不合格になることがわかっています。

適な分布を選択するためには、まず、分布の条件とデータの条件を比

較してみる必要があります。Yes-no 分布の条件をチェックしましょう。

• 検収結果には、合格か不合格という 2 種類しかない

• 合格する確率は 98% とわかっている

この条件は Yes-no 分布の条件に一致します。

Yes-no 分布のパラメータは Yes の確率（p）です。この例の条件は次の

パラメータで表されます。

Yes（1）の確率 ＝ 98%

これらの値を使って［仮定の定義］ダイアログのパラメータを設定する

と、図 A.25 のようになります。
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図 A.25  Yes-no 分布

この分布図は、製作した部品が検収に合格する確率を表しています。

カスタム分布

ここまでに説明した分布のどれを使っても表すことのできない変数は、

カスタム分布を使ってその変数特有の状況を表すことができます。たと

えば、値の範囲によって起こり得る値の確率が違うときに、カスタム分

布を使用します。ある値範囲にはある形状の分布を使い、別の範囲に別

の形状の分布を使うというようなことが、カスタム分布ではできます。

解説

カスタム分布は、通常の分布型では表すことのできない独特な状況を表

します。たとえば、ばらばらの値集合や離散範囲、連続範囲を一つの分

布として表現するときに役立ちます。

以下では三つの具体例を使ってカスタム分布を説明します。それぞれの

例題を注意深くお読みください。各［パラメータ］メニューの意味と

データの読み込みについては、p.301 “データのロードと［パラメー

タ］メニュー”をご覧ください。また、p.310 “カスタム分布に関する

その他のポイント”にもかならず目を通してください。

実際にCrystal Ballを操作しながら例題を読むと、カスタム分布がよくわ

かります。まず Excel で新規ワークブックを作成してください。
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例 1

次のようにカスタム分布のダイアログを開いてください。

1. セル D11 をクリックします。

2.［定義］→［仮定の定義］を選択します。

［分布一覧］ダイアログが表示されます。

3.［全て］カテゴリを選択します。

4.［カスタム分布］をクリックします。

5.［OK］ボタンをクリックします。

［仮定の定義］ダイアログが表示されます。

図 A.26  ［仮定の定義］ダイアログ（カスタム分布）

カスタム分布はばらばらの値集合を表すのに利用することができます。

一つめの例として、この利用方法を紹介しましょう。

ある会社がたびたび購入しているプリンタのインキは、種類や取引条件
などの違いから購入先によって大きく価格が異なっています。A 社で購

入すると 750 円ですが、B 社からでは 1,200 円、C 社の場合は 1,500 円に

なります。発注する部署や必要な納期に応じて購入先が変わるため、イ
ンキにかかる費用を一つに特定することができません。発注する確率は
3 社とも同じです。プリンタインキの価格をカスタム分布で表してみま

しょう。
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［仮定の定義］ダイアログで、次のようにパラメータを設定してくださ

い。

1.［値］フィールドに“750”と入力して［決定］ボタンをクリックし

ます。

［確率］フィールドを指定しなければ、Crystal Ball はこの値に対し

てデフォルトの相対確率 1.00 を与えます。ダイアログのグラフ領域

には、横軸 750 の位置に 1.00 の高さの縦棒が一本現れます。

＜統計メモ＞　確率の合計は 1 でなければならないはずですが、相対確
率にはこの制限がありません。つまり、相対確率として与えた値は、相
対確率の総和との比を計算してはじめて確率としての意味をもちます。
たとえば、すべての相対確率の合計が 3 で、ある値の相対確率が 1 であ
れば、その値の確率は 0.33 です。

2.［値］フィールドに“1200”を入力して［決定］ボタンをクリック

します。

先ほどと同様に、［確率］フィールドを指定しなければ相対確率は

1.00 になります。この段階での合計相対確率は 2.00 です。1,200 の

位置に同じ長さの二本目の縦棒が現れます。

3.［値］フィールドに“1500”を入力して［決定］ボタンをクリック

します。

三本目の縦棒が現れ、ダイアログは図 A.27 のようになります。

図 A.27  個別の値

相対確率

相対度数ともいい、かならずしも
0 ～ 1 でなくてもよい確率値。他
の相対確率と比較して使用しま
す。
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相対確率の合計を3.00にしたままでも、シミュレーションを実行すると

きに 1.00（それぞれの確率は 0.3333）になります。しかし、以下のよう

にして、あらかじめ合計相対確率が1.00になるように尺度を変えると、

三つの値の関係がわかりやすくなります。

1.“750”の棒をクリックします。

［値］フィールドに“750.00”が表示されます。

2.［確率］フィールドに“=1/3”と入力して［決定］ボタンをクリッ

クします。

“0.3333333”というように小数値を入力してもかまいませんが、分

数のほうが厳密です。

3.“1250”と“1500”の棒についても、同様に確率を指定します。

グラフの縦軸が修正されて、図 A.28 のような表示になります。

図 A.28  確率を修正した個別の値

例 2

例 2 を始める前に、例 1 で入れた値を次の手順でクリアしてください。

1. グラフを右クリックして、メニューから［分布のクリア］を選びます。

例 2 では、とり得る値がばらばらに存在しているのではなく、指定した

範囲に含まれるどの値にも可能性がある場合、つまり連続範囲の場合を

カスタム分布で表してみましょう。
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ある工場で使用している部品は、材料の値動きが激しいために、調達時
期によって 1 個あたりの単価が大きく変動します。調べてみたところ、

5 ～ 15 円のある値をとる確率が 75%、15 ～ 20 円のある値をとる確率が

25% だとわかりました。ただし、15 円と 20 円の間で、値段が上がるに

つれて確率は多少小さくなります。

まず、一つめの範囲を指定しましょう。

1.［仮定の定義］ダイアログのメニューバーから、［パラメータ］→［連

続範囲］を選びます。

2.［最小値］フィールドに“5”、［最大値］フィールドに“15”、［確

率］フィールドに“0.75”と入力します。

3.［決定］ボタンをクリックします。

図 A.29 のように、5.00 ～ 15.00 の範囲に連続的な棒グラフが現れま

す。三つのパラメータフィールドの値がクリアされ、カーソルは［

小値］フィールドに戻ります。相対確率が 0.075 になっていること

に注意してください。これは、合計確率である 0.75 が値範囲の幅

（15−5=10）で割られるためです。

図 A.29  連続範囲

二つめの範囲を次のように指定します。

4.［最小値］フィールドに“15”、［最大値］フィールドに“20”、［確

率］フィールドに“0.25”と入力します。
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5.［決定］ボタンをクリックします。

図 A.30 のように、15.00 ～ 20.00 の範囲に連続的な棒グラフが追加

されます。先ほどと同様に、これらの相対確率は0.25を値範囲の幅

（20−15=5）で割った 0.05 になっています。

図 A.30  二つの連続範囲

これで、カスタム分布のダイアログに二つの範囲が表示されました。次

に、15 円から 20 円の間で価格が上がるにつれて多少確率が低くなるこ

とを表します。以下のようにして連続範囲の傾斜を変えます。

6. 15 ～ 20 の棒をクリックします。

棒の色が薄くなります。

7.［仮定の定義］ダイアログのメニューバーから、［パラメータ］→［傾

斜のある値範囲］を選びます。

ダイアログに図 A.31 のようなパラメータフィールドが現れます。

図 A.31  傾斜のある値範囲のパラメータフィールド

8. まず、［最小値の確率］と［最大値の確率］のフィールドに現在の値

を入力します。これらはともに“0.05”です。
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9.［決定］ボタンをクリックします。

棒の色が元に戻りますが、形状は変わりません。

10. 15円の確率と20円の確率を0.01ずつ調整しましょう。再度15～20

の棒をクリックして、［最小値の確率］フィールドに“0.06”、［最
大値の確率］フィールドに“0.04”を入力します。

11.［決定］ボタンをクリックします。

図 A.32 のように値範囲に傾斜がつきます。

図 A.32  傾斜のある値範囲

例 3

例 2 の二つめの値範囲を離散範囲にしてみましょう。単価が 0.5 円刻み

（15.5, 16, 16.5, 17,…, 20）のきりのよい値をとることとします。

1. 図A.32のダイアログで15～20の棒をクリックし、［最小値］フィー

ルドに“15.5”を入力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　カスタム分布には、単独の値、離散範囲、連続
範囲を組み合わせた分布を定義することができます。例 2 のように、あ
る連続範囲の 後の値と次の連続範囲の始まりは同一でもかまいません
が、それ以外の場合は、ある範囲や値が他の範囲や値と重なるような指
定はできません。
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2.［ステップ］フィールドに“0.5”を入力します。

＜ Crystal Ball メモ＞　［ステップ］フィールドには任意の正の数を入
力することができます。

3.［決定］ボタンをクリックします。

ダイアログは図 A.33 のようになります。［ステップ］フィールドに

値を入れる前と後とでは、グラフは離散範囲を表すように変化しま

すが、15.5 ～ 20 円全体としては、幅、高さ、傾斜は変わりません。

図 A.33  傾斜のある離散範囲

データのロードと［パラメータ］メニュー
［データのロード］はカスタム分布のダイアログだけがもつ特別なボタ

ンです。このボタンは、カスタム分布に定義する値や値範囲の情報を

ワークシートに入力しておき、それを読み込むときに使用します。

このセクションでは、まず、データを読み込むまでの手順を説明し、次

に、各［パラメータ］メニューについて、メニューの概要とロードする

データの作成方法を説明します。また、ロードするデータを累積確率を

使って作成する例を紹介します。 後に、古いバージョンの Crystal Ball

でのデータの作成方法と、現在のバージョンでの作成方法の違いを説明

します。
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データのロード

ある変数が以下のような条件で値をとるとしましょう。

• 10 ～ 20 のある数（小数を含む）をとる確率は 20%

• 20 ～ 30 のある数（小数を含む）をとる確率は 10%

• 40 ～ 50 のある数（小数を含む）をとる確率は 30%

• 60 ～ 80 のある整数をとる確率は 30%

• 90 または 100 をとる確率は 5%

この条件をカスタム分布として定義します。

1. 図 A.34 のように、ワークシートに条件を入力します。

図 A.34  カスタム分布の条件を入力したワークシート

2. 適当なセルを選択して、［定義］→［仮定の定義］を選びます。

3.［全て］カテゴリの［カスタム分布］を選びます。

4.［仮定の定義］ダイアログのメニューバーから、［パラメータ］→［離

散範囲］を選びます。

＜ Crystal Ball メモ＞　値範囲に傾斜をつけるときは、ワークシートの
データには、ステップの前に 小値と 大値の確率の欄を加えます（デー
タの構成の仕方は p.304 “［パラメータ］メニュー”で説明します）。そ
して、［仮定の定義］ダイアログで［パラメータ］→［傾斜のある値範
囲］を選んでください。

5.［仮定名称］フィールドの右にある［詳細表示］ボタンをクリックし

ます。

図 A.35 のような、テーブルを含んだダイアログが現れます。ダイア

ログに表示されるテーブルは、［パラメータ］メニューの選択によっ
て異なります。ここでは［離散範囲］を選択しているので、テーブ
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ルには離散範囲を定義するためのフィールドが含まれます。ワーク

シートのデータは、連続範囲や単一の値も含んでいますが、これら

の定義要素は離散範囲の定義要素の一部であるため、このテーブル

で一緒に扱うことができます。

図 A.35  カスタム分布（詳細表示）

6. テーブルの右にある［データのロード］ボタンをクリックします。

［データのロード］ダイアログが現れます。

図 A.36  ［データのロード］ダイアログ

ほとんどの場合、デフォルト表示の設定のままで問題ありませんが、

以下のオプションを使うことができます。

• ［ワークシートとリンクする］のチェックをはずすと、現在の分

布を新しいデータによる分布に差し替えたり、現在の分布に新
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しいデータを追加したりすることができます。

• 確率の値を累積確率としてワークシートに入力してある場合

は、［確率の値は累積値］をチェックします。Crystal Ball は各

範囲の確率を、その範囲に入力された値からその前の確率を差
し引くことで求めます。これについては p.309 “累積確率を使っ

たデータ”を参照してください。なお、仮定グラフを累積確率

として表示するためには、［表示］→［累積確率分布］を選択し

なければなりません。

7.［データの場所］フィールドで、データを入力したセル範囲（図 A.34

では A2 ～ D7）を指定します。

8.［OK］をクリックします。

ワークシートのデータが取り込まれて、ダイアログは図 A.37 のよう

な表示になります。

図 A.37  ロードした結果

［パラメータ］メニュー

カスタム分布の［仮定の定義］ダイアログで、メニューバーから［パラ

メータ］を選ぶと、六つのサブメニューがあります。そのうち［現在の

パラメータをデフォルトにする］は、選択されているパラメータをカス

タム分布のデフォルトのパラメータに設定するためのメニューです。そ

のほかの五つのメニューは、値や値範囲を定義するパラメータの種類を

選択するメニューです。
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以下では、これらのメニューのそれぞれについて、メニューの概要と

ロードするデータの作成方法を説明します。

等しい確率をもつ値

起こり得る値が、値の範囲ではなくばらばらな単一の値であり、しかも

すべての単一の値が等しい確率で起こるときに使います。

このような定義をワークシートから読み込むときは、ワークシートには

1 列だけ、あるいは 6 列以上を使ってそれらの単一の値を入力します。

以下の図は、ワークシートの入力例とそれを読み込んだ結果です。各値

の相対確率はすべて 1.0 になっています。

図 A.38  カスタム分布の条件の入力（等しい確率をもつ値）

図 A.39  ロードした結果（等しい確率をもつ値）
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異なる確率をもつ値

起こり得る値が、値の範囲ではなくばらばらな単一の値であり、それぞ

れの単一の値がかならずしも等しくない確率で起こるときに使います。

このような定義をワークシートから読み込むためには、ワークシートで

2 列を使い、左列にそれらの単一の値、右列に確率を入力します。以下

の図は、ワークシートの入力例とそれを読み込んだ結果です。

図 A.40  カスタム分布の条件の入力（異なる確率をもつ値）

図 A.41  ロードした結果（異なる確率をもつ値）
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連続範囲

起こり得る値が、ばらばらな単一の値ではなく連続的な値の範囲である

ときに使います。それぞれの値範囲は異なる確率をもつことができます

が、一つの値範囲の中で確率を変化させることはできません。

このような定義をワークシートから読み込むためには、ワークシートで

3 列を使い、左から 小値、 大値、確率を入力します。二つの値範囲

がつながるとき、二つめの値範囲の 小値は省略してもかまいません。

また、 小値のみを指定して 大値を指定しないと、単一の値を扱うこ

とができます。

p.302 “データのロード”に具体例が解説されています。

離散範囲

起こり得る値が、ばらばらな単一の値ではなく離散的な値の範囲である

ときに使います。それぞれの値範囲は異なる確率をもつことができます

が、一つの値範囲の中で確率を変化させることはできません。

このような定義をワークシートから読み込むためには、ワークシートで

4 列を使い、左から 小値、 大値、確率、ステップを入力します。

小値のみを指定して 大値を指定しないと、単一の値を扱うことがで

き、 小値と 大値を指定してステップを指定しないと、連続範囲を扱

うことができます。

p.302 “データのロード”に具体例が解説されています。

傾斜のある値範囲

起こり得る値が、ばらばらな単一の値ではなく連続的あるいは離散的な

値の範囲で、一つの値範囲の中で確率が変化する（傾斜がある）ときに

使います。

このような定義をワークシートから読み込むためには、ワークシートで

5 列を使い、左から値範囲の 小値、値範囲の 大値、 小値の確率、

大値の確率、ステップを入力します。連続範囲ではステップのセルは

空のままにしてください。

また、 小値のみを指定して 大値を指定しないと、単一の値を扱うこ

とができ、 小値、 大値、 小値の確率を指定して 大値の確率を指

定しないと、傾斜のない値範囲を扱うことができます。
Crystal Ball ユーザマニュアル 307



Appendix A 確率分布の選択
以下の図は、さまざまなデータの入力例と、それをカスタム分布に読み

込んだ結果です。

図 A.42  カスタム分布の条件の入力（傾斜のある値範囲）

図 A.43  ロードした結果（傾斜のある値範囲）
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傾斜のある連続範囲が二つつながるときは、二つめの連続範囲のデータ

には、 小値は入力しなくてもかまいません。また、 小値の確率が一

つ前の連続範囲の 大値の確率と一致する場合は、二つめの連続範囲の

データには、 小値の確率は入力しなくてもかまいません。

たとえば図 A.42 の第 7 行は、 小値のセルは“7”が省略されており、

小値の確率のセルは“6”が省略されています。

累積確率を使ったデータ

複数の連続範囲がつながり、それらの確率を累積確率で指定する例を紹

介します。

このような定義をワークシートから読み込むためには、ワークシートで

3 列を使い、左から 小値、 大値、累積確率を入力します。累積確率

が昇順に並ぶように配置しなければなりません。そして、［パラメー

タ］→［連続範囲］を選び、［データのロード］ダイアログで［確率の

値は累積値］をチェックします。

図 A.44  カスタム分布の条件の入力（累積確率による指定）

図 A.45  ロードした結果（累積確率による指定）
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その他のポイント

データを読み込んでカスタム分布を定義するときは、値や値範囲の種類

ごとに何度かロードすることも、これまでに説明したように、すべての

種類を一度にロードすることもできます。

データのロードのポイントとして、以下の点に注意してください。

• 累積確率は傾斜のある値範囲には使用できませんが、それ以外には

すべて使用できます。

• 確率を空白にすると、相対確率 1.0 として解釈されます。

• 確率に“0”が入力された値や値範囲は削除されます。傾斜のある値

範囲では、 小値の確率と 大値の確率の両方に“0”を入力すると

削除されます。

• 連続範囲がつながるとき、 小値あるいは 小値の確率を空にする

と、前の連続範囲の 大値や 大値の確率が引き継がれます。

• すでに存在している離散値をロードすると、その確率が 1.0 増えま

す。ただし、連続範囲ではこれは認められません。エラーメッセー

ジが表示されます。

旧バージョンとの違い

古いバージョンのCrystal Ballでは、等しい確率をもつばらばらな単一の

値は 5 列以上で入力していましたが、新しいバージョンでは、1 列また

は 6 列以上に変わりました。これは傾斜のある値範囲で使用する列が増

えたためです。

古いバージョンでは、傾斜のない連続範囲を累積確率で指定する場合に、

2 列で入力していましたが、新しいバージョンでは 3 列になりました。

古いバージョンでは、傾斜のある値範囲は 3 列で入力していましたが、

新しいバージョンでは 5 列になりました。

カスタム分布に関するその他のポイント

詳細表示のテーブルを使った定義

ワークシートのデータをロードしない場合でも、テーブルを使ってカス

タム分布を定義することができます。［仮定名称］フィールドの右にあ

る［詳細表示］ボタンをクリックしてください。

• テーブルの値を修正したときは、［決定］をクリックすると、その値

が受け付けられてグラフが変化します。

• 空白行に必要な値を入力して［決定］をクリックすると、その値が
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追加されてグラフが変化します。

• テーブルの行を選択して右クリックし、［行の削除］を選ぶと、テー

ブルのその行のデータが削除されます。このコマンドは［仮定の定

義］ダイアログの［編集］メニューから選ぶこともできます。また、
確率（または 小値の確率と 大値の確率）に“0”を入力しても削

除されます。

• テーブルのすべての行を削除するときは、テーブルのどこかを右ク

リックして［分布のクリア］を選びます。

統計量

カスタム分布に対する統計量は正確ではありません。

分布の切り取り 

カスタム分布以外の分布では、切り取りグラバー（横軸上にある三角形

のグラバー）をマウスでドラッグして、あるいは範囲下限と範囲上限に

数値を入力して、分布の一部を切り取ることができます。つまり、分布

の範囲に制限を加えるということです。左右の切り取りグラバーを交差

させて、分布の中間部分を除外することもできます。

＜ Crystal Ball メモ＞　この操作を行うためには、［仮定の定義］ダイ
アログを詳細表示にしなければなりません。［仮定名称］フィールドの右
にある［詳細表示］ボタンをクリックしてください。

このようにして除外された部分は背景と同じ白色で表示されます。

図 A.46  分布の切り取り
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たとえば、銀行が権利を保有している抵当物件を競売にかけるときの売

却価格を分析しているとしましょう。入札価格は 1 億円を中心とした標

準偏差1500万円の正規分布で表されると予測できました。しかし、この

銀行は 8000 万円未満で売るつもりはありません。

この場合は、［仮定の定義］ダイアログで平均値を 1 億（10000 万）、

標準偏差を 1500 万と指定し、左のグラバーを動かして下限を 8000 万に

設定します。図 A.46 のように 8000 万未満の部分は背景と同じ白色で表

示されます。

切り取りに関する注意
分布の一部を切り取ると、確率分布の特性が変わります。たとえば、図

A.46のように切り取られた正規分布は、もはや平均値が 1億で標準偏差

が1500万の正規分布ではありません。範囲を制限した分布に対して発生

する値は、本来とは異なるパーセンタイルをもつことになります。ま

た、切り取られた分布の統計量は厳密ではなくなります。

代替パラメータを使っているとき、切り取られた分布に計算される実際

のパーセンタイルは、指定したパラメータ値とは異なります。たとえ

ば、10 あるいは 90 パーセンタイルを使って指定された正規分布の片側

を切り取ると、実際の 10 あるいは 90 パーセンタイルは、指定したパー

センタイルよりも（パーセンタイルに設定された意味に応じて）大きく

または小さくなります。

＜ Crystal Ball メモ＞　分布を切り取ったときは、図 A.46 のように分
布の平均線を表示するとよいでしょう。平均線は切り取られた分布の平
均値を示し、［平均値］フィールドは切り取られる前の平均値を示すた
め、分布を切り取った影響が明らかになります。

各分布の特徴の比較

この付録で紹介した多くの分布は、いろいろな面で互いに関連していま

す。このセクションでは分布間の関係を説明します。

幾何分布は二項分布と関係があります。幾何分布は次の成功までの試行

回数を表し、二項分布は固定した試行回数における成功回数を表します。

同様に、ポアソン分布は指数分布と関係があります。ポアソン分布はあ

る間隔において事象が起きる回数を表し、指数分布は次に事象が起きる

までの時間を表します。
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特定の状況で類似する分布もあります。たとえば、二項分布の試行回数

が非常に大きくなると、二項分布は正規分布とほとんど同じになりま

す。試行回数が無限大に近づくに従い、確率はどのような間隔に対して

も同じようになります。このため、試行回数が 1,000 を超えるような場

合、正規分布を使って二項分布を近似することができます。

また、二項分布で試行回数が多いときに、ポアソン分布を使うことがで

きます。しかし、Crystal Ball では、どちらの分布でも同じくらい計算時

間がかかるため、この方法にはあまり利点がありません。

正規分布と Student t 分布との間では、Student  t 分布の自由度が 30 を

超えると、正規分布に類似します。

二項分布と超幾何分布の間にはたいへん深い関係があります。超幾何分

布の試行は、試行回数と母集団のサイズが大きくなるに従い、二項分布

のように独立した傾向をもつようになります。つまり、各々の試行の結

果は、次の試行結果にほとんど影響しなくなります。両分布の相違点

は、比較的小さな母集団のサンプルを分析する場合にのみ重要だといえ

ます。Crystal Ball では、どちらの分布でも同じくらいの計算時間がかか

ります。

Yes-no 分布は、試行回数を 1 とした二項分布です。

ワイブル分布には高い柔軟性があります。この分布には他のいくつかの

分布の特性が含まれています。

• 形状のパラメータが 1 のとき、ワイブル分布は指数分布に等しくな

ります。

• ワイブル分布の位置パラメータによって、 0.0 以外の位置から始ま

る二項分布を設定することができます。

• 形状パラメータが 1.0 未満であるとき、ワイブル分布は急峻な減少

曲線になります。この分布は、たとえば焼き入れ工程における部分

損傷を表すのに使うことができるでしょう。

• 形状パラメータが 2.0 のとき、ワイブル分布の特別な型であるレイ

リイ分布になります。レイリイ分布は、通信システムにおけるノイ

ズの分析や信頼性の研究に役立ちます。

• 形状パラメータに 3.25 を指定すると、ワイブル分布は正規分布に近

づきます。しかし、正規分布を選択するほうが適切であるときにワ

イブル分布を使うべきではありません。

ガンマ分布はワイブル分布と同様にたいへん柔軟性の高い分布です。

• 形状パラメータが 1.0 のとき、ガンマ分布は指数分布に一致します。
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• 形状パラメータが 1 より大きな正の整数であるとき、アーラン分布

というガンマ分布の特別な型になります。アーラン分布は、事象が

ポアソン過程に従う傾向にあるとき、たとえば在庫管理や待ち行列

理論に、特に役立ちます。

• 形状パラメータが整数に 0.5 をたした値（1.5 や 2.5 など）であると

き、ランダムなサンプリングの予測値と実測値の間の有効性をモデ

リングするのに役立つカイ二乗分布になります。

実測データに適合する分布が存在しないときや、変数の条件を正確に表

せないときにはカスタム分布を使います。これにより、ほとんどすべて

の分布を表すことができるようになります。

［仮定の定義］ダイアログでは、［データのロード］ボタンを使って

ワークシートに記録したデータを取り込むことができます。その後、必

要に応じて、データポイントや範囲の確率と形状をマウスで個別に変更

し、より正確に変数を表すように修正するとよいでしょう。

確率分布関数

Crystal Ball で使用する各分布に対応する Excel 関数があります。［仮定

の定義］コマンドを使って分布を定義するのではなく、これらの数式を

直接ワークシートに入力することができます。ただし、これらの関数に

は、後述するような多くの制約があるので注意してください。

Crystal Ball がどのような関数を提供しているかは、以下の手順で確認す

ることができます。

1. Excel のメニューバーから［挿入］→［関数］を選んで、［関数の貼

り付け］ダイアログを開きます。

2.［関数の分類］リストで［Crystal Ball 7］を選択します。

3.［関数名］リストをスクロールします。ある関数を選択すると、ダイ

アログの下部にパラメータと説明が表示されます。

あるいは［関数の分類］フィールドで［すべて表示］を選び、スクロー

ルバーを使って、“CB”で始まる関数を探してください。
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図 A.47  Crystal Ball の確率分布関数

関数を選択すると、リストの下部にパラメータと簡単な説明が表示され

ます。たとえば、Cutoff は分布を切り取る値、NameOf は仮定の名称で

す。各分布のパラメータや詳細については、この付録の説明を参照して

ください。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball の古いバージョンと現在のバー
ジョンとで変更された関数があります。これらは、互換性を保つために
両方が残されています。たとえば、CB.Beta は旧バージョンの関数で、
CB.Beta2 は CB.Beta の尺度パラメータが 小値と 大値に変わった現
行の関数です。

確率分布関数の制約
確率分布関数を使って定義された分布は、［仮定の定義］コマンドを

使って定義された分布と以下の点が異なります。

• 相関を定義することはできません。

• グラフや統計量を表示することはできません。

• データを出力したり、レポートに含めることはできません。

• 感度分析の対象になりません。

予測関数とランダムシード
［実行プリファレンス］ダイアログの［サンプリング］タブで、それぞれ

のシミュレーションで同じ乱数列を使うように設定することができます

（p.89 “［サンプリング］タブ”を参照）。
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このように設定したとき、［定義］→［仮定の定義］で仮定を定義した

場合にはそれぞれのシミュレーションに同じ乱数列が使われます。これ

は、シミュレーションスピードが 高速モードであるか、通常モードで

あるかには関係ありません。モードを変更しても同じ結果が得られま

す。しかし、仮定の定義に確率関数を用いた場合には、 高速モードと

通常モードとで生成される乱数列は異なります。
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付録 B

シミュレーション効率 /
相関の制限事項



概要

この付録では、Crystal Ball のパフォーマン

スを改善したいときに必要になる知識とし

て、シミュレーションの精度と実行速度に

ついて説明します。

また、相関の設定に関する制限事項を説明

します。



1

シミュレーションの精度

シミュレーションの精度は次の二つの方法でコントロールすることがで

きます。

• シミュレーションの試行回数

• サンプリング手法

一般に、試行回数を増やせば統計量やパーセンタイル情報の精度は上が

ります。しかし、そのためにはシミュレーションの時間を長くしたり、

この付録で後述するメモリの問題を考慮したりする必要があります。ま

た、同じ試行回数でも、統計量やパーセンタイル情報の精度は、予測分

布の形状や性質に強く依存します。

必要とするレベルの精度を得るためにどれくらいの試行回数が必要なの

かがわからないときは、精度コントロール機能を使い、Crystal Ball に適

切な試行回数を決定させるとよいでしょう。また、統計量の精度を評価

する方法として、Crystal Ballツールのブートストラップ（p.220を参照）

を利用することもできます。

サンプリング手法も精度に大きな影響を与えます。モンテカルロ・シ

ミュレーションが“自然”な What-if 型のシナリオを生成するのに対し

て、ラテンハイパーキューブは定義された分布に忠実な、ムラのない値

を生成する、いわば“人工的”なサンプリング手法だといえます。

以下では、精度コントロールと、ラテンハイパーキューブのサンプルサ

イズの設定について説明します。サンプリング手法自体の説明はここで

はしません。“Crystal Ball リファレンスマニュアル”の第 1 章をご覧く

ださい。

精度コントロール
精度コントロールを使うときは、精度を測る予測統計量と、その統計量

が満たすべき精度を指定します。精度は予測統計量の信頼区間で決まり

ます。Crystal Ball は、指定された統計量が指定された精度に達するまで

シミュレーションを続けます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball が信頼区間を計算する方法につい
ては、“Crystal Ball リファレンスマニュアル”の第 1 章をご覧ください。

一般に、試行回数が多くなるにつれて統計量の信頼区間は狭くなりま

す。これはその統計量の精度が上がったことを意味します。Crystal Ball

の精度コントロールはこのような信頼区間の特性を使い、現在のシミュ
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レーションの精度と指定された精度とを比較することで、シミュレー

ションが必要な精度に達したかどうかを判定します。指定された精度よ

り Crystal Ball が計算した信頼区間のほうが小さくなれば、シミュレー

ションは停止します。

精度は、それぞれの予測に対してその予測の実際の単位（絶対単位）を

使って指定するか、あるいは予測統計量に対する相対割合で指定しま

す。これらの設定は、詳細表示にした［予測の定義］ダイアログか［予

測プリファレンス］ダイアログの［精度］タブで行うことができます。

どちらの指定の仕方にも長所と短所があります。

絶対単位による精度の指定

予測分布の形状や大きさの見当がついているときは、絶対単位で精度を

指定するとシミュレーションをうまくコントロールすることができま

す。“Crystal Ball スタートガイド”の第 2 章のチュートリアル、近視治

療薬「クリアビュー」の総利益の予測でこれを説明しましょう。

図 B.1 のように、およそ 30 億（3,000.0）～ 100 億円（10,000.0）という

ような範囲の総利益では、平均値に対して± 1 千万円以内という精度を

要求しても問題はありません。しかし、同じ予測範囲で±10万円という

ような精度を要求すれば、それに達するまでには極端に大きな試行回数

が必要になるはずです。

この例からわかるように、絶対単位で精度を指定する短所は、妥当な値

がわかるまでに何度か実験が必要だということです。

図 B.1  総利益の予測グラフ
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相対割合による精度の指定

予測分布の形状や大きさがわからず、分布全体に対する相対的な精度を

重要視するときは、予測統計量に対する相対割合で精度を指定するとシ

ミュレーションをうまくコントロールすることができます。

先ほどの図B.1の例で、分布の範囲が 30億～ 100億円なのか、あるいは

300万～ 1000万円なのか、あらかじめ見当がつかないとしましょう。こ

の場合は、予測平均値が平均値自身のたとえば± 5% 以内に収まる、と

いう方法でしか精度の求めようがありません。

予測統計量に対する相対割合で精度を指定する方法は一見万能に見える

かもしれませんが、問題が生じることもあります。それは、予測統計量

が 0 に近くなるときです。図 B.2 に示したビジョンリサーチの純利益の

例を見てください。この予測分布は 0 をまたいで広がっています。この

予測グラフの平均値は12億円弱ですが、負の予測値がもっと多くなれば

平均値が 100 万円になることも考えられます。

ここで平均値に対して 5%（約 5 万円）という精度が要求されたらどう

いうことになるでしょうか。分布の幅がおよそ 6,000 −（− 3,000）=
9,000 百万円（90 億円）であるのに対して± 5 万円の精度ですから、こ

れを満たすためには極端に大きな試行回数が必要になります。

図 B.2  純利益の予測グラフ
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信頼度の設定

ここまでは、［予測の定義］ダイアログの［精度］タブの設定に関連す

る内容を説明しましたが、もう一つ精度コントロールの結果を左右する

重要な設定項目があります。

信頼区間は［実行プリファレンス］ダイアログの［試行］タブで指定さ

れた信頼度を使って計算されます。通常は、精度要件を満たしたといえ

るだけの条件にするために、95%や90%といった高い信頼度にしておく

とよいでしょう。そして、精度コントロールを行う予測の数に応じて値

を変更します。

予測ごとに求める精度を調整するときは［予測の定義］ダイアログで設

定し、シミュレーション全体に求める精度を調整するときは［実行プリ

ファレンス］ダイアログの［試行］タブで一括して設定します。

ラテンハイパーキューブのサンプルサイズ
ラテンハイパーキューブ・サンプリングは、各仮定の分布を、それぞれ

の確率が等しくなる間隔に分割します。このときの分割される間隔の数

がサンプルサイズです。Crystal Ball はそれぞれの間隔に対して仮定値を

発生させます。サンプルサイズの設定は、［実行プリファレンス］ダイ

アログの［サンプリング］タブで行います。

デフォルト値は 500 に設定されています。100 以上のサンプルサイズを

指定していれば、普通は満足できる結果が得られますが、これを大きく

することによってシミュレーションの精度が上がります。

Crystal Ball では、サンプルサイズの上限値はありません。シミュレー

ションを実行するマシンのメモリとの兼ね合いで決定してください。た

とえば 1GB を超えるような RAM を搭載しているマシンでは、100,000

以上の値を指定すると、シミュレーション精度の面でよい結果が得られ

ます。

ただし、サンプルサイズを大きくすると、シミュレーション速度を犠牲

にすることになるばかりか、多くのメモリを必要とし、システムのレス

ポンスを悪くすることにもなります。そのような問題が生じた場合は、

サンプルサイズを小さくするか、RAM の増設を検討してください。
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シミュレーションの速度

モンテカルロ・シミュレーションはたいへん時間のかかるシミュレー

ション手法です。しかし、スピードを上げる方法はいくつかあります。

このセクションでは、その方法を重要度の高い順に説明します。

1.［実行プリファレンス］の設定を変える

［実行プリファレンス］ダイアログの［スピード］タブを開いてくだ

さい。ここにはシミュレーションのスピードを劇的に向上させるオ

プションがいくつかあります。Crystal Ball Professional をお使いの

ユーザは、 高速モードを利用して劇的に実行時間を短縮すること

ができます。Crystal Ball Standard をお使いのユーザや、Crystal Ball

Professionalをお使いのユーザでも 高速モードに対応しないモデル

に対しては、次の方法を順に試してください。

• シミュレーションモードおよび詳細設定の変更

• グラフウィンドウの非表示

• Excel のワークブックの 小化

• Excel のワークブックの 小化、およびグラフウィンドウの非

表示（ 速設定の組み合わせ）

2. 精度コントロールを使う

この機能の目的はシミュレーション結果の精度をコントロールする

ことですが、シミュレーションの精度は速度に影響します。

予測統計量に狭い信頼区間を要求したり、信頼度を高く設定すれば、

シミュレーションに高い精度を期待することができます。しかし、

それだけ実行時間は長くなります。シミュレーションの目的を超え

る精度を要求しないように、予測統計量の信頼区間や信頼度を指定

してください。

目的に合った適切な精度を指定するためには、いくつか異なる設定

を実験してみる必要があるでしょう。これについては、p.319 “精度

コントロール”をご覧ください。

3. 仮定・予測・相関の個数を減らしてモデルサイズを小さくする

規模の大きいモデルは 1 試行あたりに多くの時間を必要とします。

当然これはシミュレーション全体の時間に影響します。たとえば、 1

回の再計算に 4 秒程度かかるモデルを 1,000 回試行すれば、1 時間は

かかるでしょう。
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仮定や予測が多く定義されているとき、特にそれらが複数のワーク

シートに散らばっているときは、シミュレーションに時間がかかり

ます。まず、モデルの構造や性質を確認して、効率化の余地がない

かを検討してください。また、Crystal Ball の感度分析やトルネード

グラフを使って重要性の乏しい仮定を探し、それらを固定するか、

モデルから削除してください。

相関が定義された仮定も処理速度を著しく低下させます。これらが

多くなると、シミュレーション時間は幾何級数的に増大します。

4. 他のアプリケーションを終了する

他のアプリケーションを終了したり、ウィンドウを 小化すること

でオーバーヘッドが減り、シミュレーションは速くなります。

5. マシンの RAM を増設する

シミュレーションを行うマシンの RAM の容量は、シミュレーショ

ンのスピードに大きな影響を与えます。

OS は、仮想メモリを使うことによって、スプレッドシートなどの

アプリケーションに追加メモリを提供します。しかし、仮想メモリ

を使うためには頻繁にハードディスクにアクセスしなければなら

ず、RAM だけを使う場合に比べて処理速度が著しく低下します。

シミュレーション中にハードディスクのアクセスランプがよく点滅

するなら、RAM でまかないきれていません。RAM を増設するか、

仮想メモリをオフにする（もし可能ならば）ことによって、この問

題を解決することができます。RAM や仮想メモリの取り扱いにつ

いては、かならず OS のマニュアルを参照してください。

仮定の相関における制限

相関については、一つのスプレッドシートモデルに対して、実質的に以

下の制限があります。

• 他のすべての仮定と相関関係がある仮定：250 個

• 他の一つか二つ程度の仮定と相関関係がある仮定：1,000 個

多くの相関を定義している場合は、以下のように対処してください。

• 相関係数が 0 に近く、ほとんど独立しているような相関関係は削除

してください。

• 相関係数が± 1 に近い相関は、相関ではなくスプレッドシートの式

で表現してください。

仮想メモリ

RAMを使いきったときにあふれた
情報を格納するハードディスク上
のメモリ。
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矛盾した相関

多くの相関関係が定義されると互いに矛盾する可能性が高くなります。

Crystal Ball は矛盾した相関が定義された仮定を見つけると、まず、相関

係数を微調整することによって問題を回避できるかどうかを判定しま

す。この調整を行う間、Crystal Ball は相関係数を検討している旨のメッ

セージを表示します。相関を定義した仮定の数が多いと、この処理には

長い時間がかかります。このメッセージが現れた場合は、中断して相関

係数を再定義することをお勧めします。

Crystal Ball の調整が可能である場合は、シミュレーションを中止する

か、調整された係数でシミュレーションを続行するかを尋ねるダイアロ

グが表示されます。以下のいずれかを選択してください。

一時的に係数を調整してシミュレーションを続ける

調整された相関係数を使ってシミュレーション
を続行しますが、係数は保存されません。シミュ

レーションを中止し再開するたびに同じダイア

ログが表示されます。

調整された係数を保存してシミュレーションを続ける

元々定義されていた相関係数を、調整された相関

係数に置き換えて、シミュレーションを続行しま

す。

このとき、セル参照を使って定義されていた相関

係数は、セル参照ではなく値として保存されま

す。

シミュレーションを中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

Crystal Ball が相関係数の調整は不可能だと判断したときは、相関係数の

再定義を促すエラーメッセージが表示され、シミュレーションが停止し

ます。通常、この問題を解決するためには、大きな相関係数をいくらか

小さくするか、または大きな相関係数をもった仮定を式で計算するよう

にスプレッドシートモデルを修正します。矛盾した相関に伴う問題を解

決するためには、［分析］→［レポートの作成］コマンドを使い、仮定

だけを対象にしたレポートを作成するとよいでしょう。
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高速モード



概要

Crystal Ball Professional で利用できる 高速

モードについて説明します。 高速モード

を使うと、通常モードに比べて 高 100 倍

までシミュレーション速度が上がります。
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最高速モードとは

Crystal Ball Professionalをお使いのユーザは、 高速モードを利用するこ

とができます。 高速モードのシミュレーションは、通常モードに比

べて 高 100 倍まで速度が上がります。 高速モードでは、シミュ

レーション結果が出るまでに長時間待ったり、実行する試行回数を少

なめに設定したりする必要はありません。特に、OptQuest で 適解を

探索するときや、Crystal Ball ツールでマルチシミュレーションを実行

するときには威力を発揮します。

高速モードでは、フロントライン・システムズ社（Frontline Systems,

Inc.）が開発した PSI（Polymorphic Spreadsheet Interpreter）テクノロジー

を利用します。フロントライン・システムズ社は Excel のアドイン「ソ

ルバー」を手がけた会社です。PSI はワークブック上でシミュレーショ

ンを行う際にスプレッドシートの解釈を高速に行う技術で、Excel の

「分析ツール」で提供される財務関数、統計関数、エンジニアリング関

数を含む、320 の標準的な Excel 関数をほとんどすべてサポートしてい

ます。

Crystal Ball のデフォルトの設定では 高速モードが選択されており、ス

プレッドシートモデルが 高速モードに対応していないときは、通常

モードを選択するように、ダイアログが表示されます。以下のセクショ

ンで、 高速モードへの対応について説明します。シミュレーション

モードの選択については、p.90 “［スピード］タブ”をご覧ください。

最高速モード対応モデル

高速モードを利用すると、シミュレーションに要する時間を大幅に短

縮することができます。ただし、すべてのモデルでこのモードを利用で

きるわけではありません。シミュレーションを開始すると、Crystal Ball

はそのスプレッドシートが 高速モードに対応しているかどうかを判定

し、対応していなければ警告メッセージを表示します。その場合は、ス

プレッドシートモデルはそのままにして通常モードでシミュレーション

を実行するか、あるいは 高速モードが利用できるようにモデルを修正

してください。

このセクションでは、 高速モードに対応しない関数や式の構成を紹介

し、対応策を説明します。ただし、ExcelのバージョンアップやExcelの

非公開の仕様などに起因して、ここで説明しきれない問題があることに

注意してください。また、関数によっては、計算方法の違いにより、

Excel による計算結果と末端に近い位に若干の差が出ます。これについ
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ては、p.337 “シミュレーション結果の違い”で説明します。

高速モードに対応しない関数や式の構成が影響するのは、予測値の計

算のみです。予測値の計算経路に関与しないセルに非対応の関数や式が

存在していても、Crystal Ball はそれを検出せず、 高速モードでのシ

ミュレーションが実行されます。

マルチワークブックモデル

高速モードは複数のワークブックでも利用できるようになっていま

す。Crystal Ball は他のワークブックから現在の値を得ることができま

す。開いている他のワークブックのセルを参照しており、それらのセル

が一つもしくは二つの仮定によって決まる場合、動的に更新されます。

外部参照が（単純な外部参照ではなく）式の一部である場合には、 高

速モードには対応しません。

循環参照

循環参照を含むモデルは、Excel の反復計算（［ツール］→［オプション］

→［計算方法］タブ）がチェックされていないと、 高速モードに対応

しません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 に循環参照が見つかりま

した。（コード #5523）

• 対応策：シミュレーションを停止し、Excel の反復計算をチェック

します。

＜ Crystal Ball メモ＞　循環参照の計算アルゴリズムは 高速モード
と Excel とで異なっているため、両者の値は一致しません。一貫した結
果を得るためには、反復回数を少なくとも 1000 に設定してください。

循環参照が収束しないと、反復回数の設定にかかわらず、通常モードと

高速モードで実行した結果は大きく異なり、次のようなエラーになり

ます。

• メッセージ例：以下の理由により 高速モードで実行することがで

きませんでした：循環参照が収束しないため、計算結果が通常モー

ドと一致することは保証されていません。このメッセージを避ける

ためには、実行プリファレンスダイアログで、「計算エラー時に停止

する」のチェックを外してください。（コード #5545）

• 対応策：対応策はありません。循環参照を利用したワークブックの

式を確認して、循環参照が一つの値で収束することを妨げている問

題を探してください。
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＜ Crystal Ball メモ＞　循環参照を含むシミュレーションは、ノンベク
トライズモードでは実行できません。このために、循環参照のないシミュ
レーションより実行速度がさらに遅くなる可能性があります。

Crystal Ball の Excel 関数

以下の Crystal Ball のスプレッドシート関数は通常に扱われます。

CB.IterationsFN

分布関数（たとえば CB.Binomial）

以下の関数は 高速モードには対応していません。

CB.GetForeStatFN
CB.GetForePercentFN
CB.GetRunPrefsFN
CB.GetAssumPercentFN
CB.GetCertaintyFN

高速モードでシミュレーションを実行しているとき、これらの関数は

すべて #VALUEを返します。Crystal Ballはシミュレーションの 後にモ

デルの 終的な再計算を行い、これらの関数は厳密に計算されます。こ

れらの関数がどれも予測の定義に使われておらず、シミュレーションに

不正な値が現れなければ、通常は問題になりません。しかし、これらの

関数が予測の計算に関与するのであれば、そのモデルは 高速モードに

は対応しません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 にサポートされていない

Excel 関数または Crystal Ball 関数があります。（コード #5539）

• 対応策：一般的なモデリングの方法として、他の予測に依存する統

計関数に対して予測を定義することは避けるようにしてください。

必要な場合は、上記の Get 関数を使うのではなく、［予測の定義］ダ

イアログの［統計量の書き出し］タブを使用して、依存する予測の

統計量を書き出してください。

ユーザ定義関数

Visual Basicで書かれた、あるいはExcel内で開いているXLLまたはCOM

Automation DLLに含まれるユーザ定義関数やサードパーティの関数は、

引数が個々の値か単一のセルであれば使用することができます。

静的な（シミュレーションの間に値が変化しない）ユーザー定義関数

は、関数の不安定（ヴォラタイル）プロパティが設定されていないと、

高速モードでは呼び出されません。
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高速モードが Excel 2002（XP）以降でこの設定の状態を決定するに

は、まず以下のような設定を Excel 上で行う必要があります。

1. Excel のメニューバーから［ツール］→［オプション］を選んで［オ

プション］ダイアログを開きます。

2.［セキュリティ］タブを開きます。

3.［マクロセキュリティ］ボタンをクリックします。

4.［信頼のおける発行元］タブをクリックします。

5.［Visual Basic プロジェクトへのアクセスを信頼する］にチェックを

入れます。

＜ Crystal Ball メモ＞　このオプションがチェックされていないと、
高速モードはすべてのユーザ定義関数を不安定（ヴォラタイル）と見な
し、シミュレーションは結果として遅くなる可能性があります。Excel
2000 では（すべての）ユーザ定義関数が不安定（ヴォラタイル）と見
なされることに注意してください。

ユーザ定義マクロ

CBBeforeTrial,  CBAfterTrial,  CBBeforeCalc,  CBAfterCalc といったユーザ

定義マクロを 高速モードのシミュレーション中に実行することはでき

ません。これらが存在していると、 高速モードに非対応のモデルと見

なされます。シミュレーションの前後に実行される CBBeforeSimulation,

CBAfterSimulation,  CBBeforeCalc,  CBAfterCalc のようなユーザ定義マク

ロは使用することができます。

• メッセージ例：一つ以上のユーザ定義のシミュレーションマクロ

（CBBeforeTrial, CBAfterTrial など）が見つかりました。（コード#5701）

• 対応策：シミュレーション中にユーザ定義マクロを実行したいとき

は通常モードを使用してください。

特殊な関数

一部の Excel 関数は 高速モードに対応しません。

CALL
CELL
GETPIVOTDATA
INFO
HYPERLINK
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REGISTER.ID

これらの関数が予測の数式に関与していると、 高速モードを利用する

ことはできません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 にサポートされていない

Excel 関数または Crystal Ball 関数があります。（コード #5539）

• 対応策：これらの関数はシミュレーションモデルでは意味をなしま

せん。OFFSET は使用されるかもしれませんが、通常は INDEX 関数

に置き換えることができます。

標準関数の特殊な構文

Excel は標準関数に特殊な引数の指定を認めています。たとえば、通常

二つの引数を指定する SUMPRODUCT 関数は、SUMPRODUCT (A1:A5*

B1:B5) のような記法でも使用することができます。このような引数指

定をした関数は 高速モードに対応しません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 にサポートされていない

Excel 関数または Crystal Ball 関数があります。（コード #5539）

• 対応策： 高速モードでシミュレーションを行う場合には、これら

の関数を使わないでください。

矛盾した範囲設定

高速モードは、範囲“：”コンストラクタの片方または両方に

OFFSET 関数が使用された動的範囲をサポートしていません（たとえば

“=AVERAGE(Cellname1:OFFSET(Cellname2, x, y))”など）。

• メッセージ例：セルの場所 [Book1.xls]Sheet1!A1 で式を解釈できま

せん。（コード #5504- 利用できない証拠）

• 対応策：動的範囲を設定するために OFFSET 関数を使用しないでく

ださい。

名前をつけた数式

数式に名前をつけて、それを利用しているモデルは、 高速モードに対

応しません。

• 対応策：セルの中には数式名ではなく、式を入れてください。
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数式内でのラベルの使用

セルなどに名前をつけてそれを式で利用していても問題はありません

が、Excel の［数式でラベルを使用する］オプションを使うと、 高速

モードは利用できなくなります。［数式でラベルを使用する］は、名前

をつけないままセルのラベルを数式内で利用するためのオプションで

す。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 の式を解析することがで

きません。（コード #5514 - 未定義の識別子です）

• 対応策：［数式でラベルを使用する］オプションを使わず、セルに名
前をつけて、それを数式内で使用してください。

複数の領域に対する参照

高速モードは A1:A5, B1, C1:E1 のような複数の領域に対する参照をサ

ポートしません。ただし、SUM のように可変長のセル範囲の引数リス

トを認めている標準関数には対応します。カンマの使用は標準関数の引

数リストの区切子としてのみ認められます。セル範囲のいわゆる集合演

算子としての使用はサポートされません。また、値が複数の領域に対す

る参照である名前は 高速モードでは使用できません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 にある、複数の領域に対

する参照はサポートされていません。（コード #5525）

• 対応策：可変長の、セル範囲のカンマ区切りのリストが認められる

関数を除き、関数の引数として複数の領域に対する参照を使用しな

いでください。名前をつけるときも注意してください。

3 次元の参照

たとえば関数の引数として使用されるセル範囲が複数のワークブックに

またがるような、3 次元の参照はサポートされません。

• メッセージ例：セル [Book1.xls]Sheet1!A1 の式を解析することがで

きません。（コード #5514 - 未定義の識別子です）

• 対応策：3 次元の参照を使わないでください。

データテーブル

Excel の 1 変数、2 変数のデータテーブル機能（TABLE 関数を使って、

一つまたは二つの変数に対して自動的に What-if 分析を行う機能）はサ

ポートされません。

• 対応策：1 変数、2 変数のデータテーブルを使わないでください。
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その他の注意点

高速モードでは、前セクションの制限事項に加え、以下の点に注意し

てください。

OptQuest と Crystal Ball ツール

OptQuestと一部のCrystal Ballツールは、連続して複数のシミュレーショ

ンを実行します。 高速モードはこのようなシミュレーションに特に有

効で、全体的な実行時間が、通常モードに比べて劇的に短縮されます。

前セクションの制限事項やこのセクションで説明する注意点は、これら

のツールを使う場合にもあてはまります。

精度コントロールと計算エラーの確認

高速モードでは、シミュレーション速度とシステムのレスポンスのバ

ランスを 適化するために、バースト機能を使用します。バースト機能

は、一度に数百から数千の試行を一気に行い、それらの試行を一つの

バーストとして認識します。したがって、バースト機能は、精度コント

ロール、OptQuestの 適化の自動停止、計算エラーの確認といった機能

に影響を与えます。

精度コントロールや OptQuest の自動停止の確認は、通常モードでは 50

試行ごと（デフォルト設定の場合）に行われますが、 高速モードでは

バーストごとになります。そのため、通常モードよりもシミュレーショ

ンが停止するまでの試行数が増えることになります。ただし一般に、こ

れがシミュレーション効率に大きな影響を及ぼすことはありません。

計算エラーの確認という点では、通常モードが各試行後にエラー確認を

行うのに対して、 高速モードは 1 バースト終了後に確認を行います。

したがって、ゼロによる除算や#Valueのようなエラーが予測セルに発生

したとき、［実行プリファレンス］ダイアログの［試行］タブで［計算

エラー時に停止する］が選択されていても、そのバーストが終了するま

でシミュレーションは停止しません。

スプレッドシートの更新

高速モードでシミュレーションを実行しているとき、スプレッドシー

トのセルはバーストが終了するたび（約 1 秒ごと）に更新されます。た

だし、ステップ実行を選択したときは、ステップごとに更新されます。

巨大なモデル

数式の個数が10,000を超えるような巨大なモデルでは、モデルの解析と

高速モード形式への変換に、何秒あるいは何分という時間がかかりま
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す。このようなモデルでは、進捗を表すメッセージが表示されます。

メッセージが表示されているときに <Ctrl>+<Break> を押すと、シミュ

レーションを中止することができます。

メモリ消費

高速モードはメモリに大きく依存します。マシンによっては、長時間

のシミュレーションを実行しているとき、あるいは大きなモデルを使用

しているときに問題が発生するかもしれません。

たとえば 100,000 試行を超えるような長いシミュレーションを実行して

いるとき、ハードディスクのアクセスランプが点灯したままになり、シ

ミュレーション速度が低下しているように見えるなら、仮想メモリが使

われています。Crystal Ball はこの状態になってもメッセージを表示しな

いので、長いシミュレーションを実行するときはマシンの状態に注意し

てください。

仮想メモリが使用されてシミュレーション速度が落ち、なおかつ試行数

が不足しているときは、仮定セルの値を保存しないようにして、シミュ

レーションを再実行すると改善される場合もあります。この設定は［実

行プリファレンス］ダイアログの［オプション］タブで行います。

＜ Crystal Ball メモ＞　巨大で複雑なモデルに対して 高速モードの
シミュレーションを複数回実行すると、メモリが不足しているという旨
の警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示
されたら、仮定値の保存をやめたり、試行回数を変更したりする必要が
あります。警告ダイアログでこれらの変更を行うと、［実行プリファレン
ス］ダイアログの［試行］タブや［オプション］タブの設定も変更され
ることに注意してください。巨大なモデルのシミュレーションが完了し
たら、通常のモデルのシミュレーションを実行する前に、これらを普段
の設定に戻してください。

Crystal Ball データを含まないスプレッドシート

Crystal Ball データを含んでいないスプレッドシートは、［実行プリファ

レンス］ダイアログの［スピード］タブで 高速モードが選択されてい

ても通常モードで実行されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のスプレッドシート関数を使って
いて、仮定、予測、意思決定変数が定義されていないスプレッドシート
が当てはまります。
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シミュレーション結果の違い

高速モードと通常モードでは、シミュレーション結果の値に若干の違

いが出るのが普通です。第一の原因は切り捨て誤差で、これにより通常

1E-12 から 1E-15 の範囲で違いが生じます。たとえば何千という数式を

含むような巨大なモデルなど、環境によっては、この小さな食い違いが

重なり合って大きな食い違いに膨らむこともあります。

この点を心配するユーザのために、Crystal Ball はモードによる結果の違

いを比較するためのツールを用意しています。

1. スプレッドシートモデルを開きます。

2. 比較ツール“CompareRunModes.xla”を開きます。

比較ツールは Crystal Ball をインストールしたディレクトリの Tools

フォルダにあります。デフォルトのインストールでは、Tools フォル

ダは C:\Program Files\Decisioneering\Crystal Ball 7\Tools です。

図 C.1  ［シミュレーションモード比較］ダイアログ

＜ Crystal Ball メモ＞　一度比較ツールを起動すると、Excel を閉じる
まで、［実行］→［Crystal Ball ツール］メニューに［シミュレーション
モード比較］が追加されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　乱数の初期シード値の違いにより、モデルの中
で、Excel の RAND 関数と Crystal Ball の確率関数（CB.Uniform など）
を使用した場合、比較結果に違いが出ることがあります。
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3.［次の値以上の違いを検出する］の右のフィールドに、検出したい差

の大きさを指定して、［相対値］あるいは［絶対値］を選択します。

4.［試行回数］を指定します。

モデルのサイズによっては、試行回数を大きくしないと明らかな違

いは現れないかもしれません。その場合は試行回数を増やして再度

実行してください。

5. 仮定値についても調べたいときは、［予測値のほかに仮定値も比較す

る］をチェックします。

6.［比較を実行］ボタンをクリックします。

高速モードと通常モードでシミュレーションが一度ずつ実行さ

れ、新しいワークブックに結果が出力されます。

シミュレーション速度の最大化

高速モードを 大限活用するためには、シミュレーション速度を低下

させるようなモデル上の要素をなくしていくことが重要です。

はじめて 高速モードでシミュレーションを実行したとき、Crystal Ball

はモデルを分析し、 高速モードに適した形式に変換します。この変換

には、式の計算結果をまとめて処理することで計算効率を 大化する

「ベクトライズ」と呼ばれるテクニックが使用されます。しかし、モデ

ルに含まれる関数や式の構成がベクトライズの障害になることがありま

す。このセクションでは、このような障害のうち一般的なものを取り上

げます。

シミュレーションの実行中に、ベクトライズに問題が発生したとき、ベ

クトライズされていない旨のメッセージが Excel のステータスバーに表

示され、また、多くの場合、Crystal Ball のログファイルに追加情報が記

録されます。ログファイルは、ファイル名が CB Log で始まるテキスト

ファイル（拡張子は txt）です。

＜Crystal Ball メモ＞　Crystal Ballのログファイルは、C:\Documents
and Settings\ ユーザ名 \Application Data\Decisioneering\Crystal
Ball\7.0\Logs に保存されます。

＜ Crystal Ball メモ＞　試行回数が非常に多いと Windows の仮想メモ
リ機能が利用されます。これによって、処理速度が低下する可能性があ
ります。また、予測や仮定が数多く定義されていると、大きな配列を扱
うには余計な時間がかかります。配列管理に問題があると思ったら、［実
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行プリファレンス］の［オプション］タブで、［感度分析用に仮定セルの
値を保存する］のチェックを外してください。

数式の結果に含まれる文字列

Excel では、計算結果が文字列になる式を作成し、それを他の数式で使

い 終的に数値の計算結果を導く、というような式の構成を使うことが

できます。このような構成方法でも 高速モードは使えますが、できる

だけ避けるようにしてください。それらの数式の個数に依存して、シ

ミュレーション速度が低下します。

• 対応策：“Yes”や“No”というような文字列は、1 や 0 などの数値、

あるいは True や False に置き換えてください。

ユーザ定義関数

ユーザ定義関数やサードパーティの関数の呼出しは、p.331 “ユーザ定

義関数”で説明した問題を回避していても、ベクトライズはされず、シ

ミュレーション速度を低下させます。

• 対応策：これらの関数の利用は 低限必要なだけにしてください。

動的な仮定

仮定のパラメータの定義にセル参照を使い、シミュレーション中にパラ

メータ値を変化させるようにした動的な仮定に対しては、Crystal Ball は

シミュレーション中にパラメータの有効性をチェックしなければなりま

せん。これによりシミュレーションの速度は遅くなります。

• 対応策：動的参照が特に必要ではないときは、仮定のパラメータ定

義にセル参照を使わないようにしてください。

＜ Crystal Ball メモ＞　カスタム分布でのセル参照は、 高速モードで
実行された場合、動的ではなく静的と見なされます。Crystal Ball は通
常モードまたは 高速モードで LOOKUP 関数または OFFSET 関数をサ
ポートしています。しかし、モデルの中で 1,000 回以上も関数を利用す
ると初期構文解析に時間がかかり、シミュレーション速度は遅くなりま
す。
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付録 D

工程能力分析機能



概要

Crystal Ball はシックスシグマ、 DFSS（Design

for Six Sigma）、 リーン方式といった品質改

善手法の実践を支援する工程能力分析機能

を備えています。 この付録では、 この機能を

利用する方法を順を追って説明します。

工程能力分析の意味や、Crystal Ball を使っ

た実践例については、“工程能力分析ガイド”

をご覧ください。
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工程能力分析機能の概要

Crystal Ball の工程能力分析機能は、シックスシグマ、DFSS（Design for

Six Sigma）、リーン方式といった品質改善手法の実践を支援します。

この機能を有効にするには［実行プリファレンス］ダイアログの［統計

量］タブを設定しなければなりません。工程能力分析機能を有効にする

と、Crystal Ball は以下のように変化して、工程能力分析をサポートする

ようになります。

• 予測の定義で、下方 / 上方規格限界と目標値を指定できます（p.346）。

• 予測ウィンドウの表示には、度数分布、統計量、パーセンタイルな

どがありますが、これに工程能力指標が加わります（p.347）。

• 予測ウィンドウが自動的に分割表示され、予測グラフと工程能力指

標の両方を一度に見ることができます（p.348）。

• 予測グラフには、下方 / 上方規格限界と目標値の位置に補助線が表

示されます（p.350）。

• データ出力機能や統計量の自動書き出し機能を利用して、工程能力

指標をワークシートに書き出すことができます（p.351）。

• レポートに工程能力指標を含めることができます（p.353）。

• Crystal Ball Professional に含まれる OptQuest を利用すると、目的関

数や必要条件に工程能力指標を使ってモデルを 適化することがで
きます。

• Crystal Ball Professionalに含まれるCrystal Ball Developer Kitを利用す

ると、以下のマクロを使って工程能力指標にアクセスすることがで

きます。

• CB.SetFore

• CB.GetFore

• CB.DefineForeND

• CB.SetView

• CB.GetForeStat

• CB.RunPrefsND

• CB.GetRunPrefs

• CB.CreateRptND

• CB.ExtractDataND

上記の中には、同等のスプレッドシート関数が提供されているもの

もあります。スプレッドシート関数は、VBA マクロの代わりにワー

クシート上で利用できます。
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工程能力分析機能の設定

工程能力分析機能の有効化
以下の手順で、Crystal Ball の工程能力分析機能が有効にします。

1.［実行］→［実行プリファレンス］を選びます。

2.［実行プリファレンス］ダイアログで［統計量］タブを選びます。

図 D.1  ［実行プリファレンス］ダイアログ（統計量）

3.［工程能力指標を計算する］をチェックします。

4.［オプション］ボタンをクリックして［工程能力指標オプション］ダ

イアログを開き、詳細な設定をします。

設定方法は、次のセクションで説明します。

5.［OK］をクリックして［実行プリファレンス］ダイアログを閉じます。

工程能力計算の設定
工程能力分析機能を有効にしたら、分析内容に合わせて計算方法を設定

してください。

1.［実行］→［実行プリファレンス］→［統計量］タブを選びます。

2.［オプション］ボタンをクリックして［工程能力指標オプション］ダ

イアログを開きます。
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図 D.2  ［工程能力指標オプション］ダイアログ

3.［指標の期間］エリアで、［短期指標］または［長期指標］を選択します。

これは分析するモデルのデータ期間によります。この指定により、

データの期間に適した式を使って工程能力指標が計算されます。

4.［Z 値シフト］フィールドに、Z 値シフトの値を入力します。

0 ～ 100 の値を入力することができます。Z 値シフトを使わない場

合は 0 を入力するか、値を削除して空白にしてください。デフォル

ト値は 1.5 です。

5. 続くサブセクションの説明に従い、［計算方法］エリアで指標を計算

する方法を設定します。

6.［OK］をクリックして［実行プリファレンス］ダイアログに戻り、

さらに［OK］をクリックして設定を終了します。

工程能力指標の計算方法

［工程能力指標オプション］ダイアログの［計算方法］エリアでは、工

程能力指標の計算に使用される分布の取り扱いを設定します。

デフォルトの設定では［正規分布から指標を計算する］が選択されてお

り、Crystal Ball は予測値に正規分布を適用しようと試みます。このオプ

ションを使う場合は［有意水準］フィールドを設定してください。有意

水準は、これを下回ると予測値の正規性の仮説を棄却するという閾値で

す。デフォルト値は 0.05 で、これは正規性の仮説を棄却する信頼度は
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95% であることを示します。一般に、有意水準には 0.01,  0.025,  0.1（信

頼度は順に 99%,  97.5%,  90%）が使用されます。

正規性が認められなかった場合の対応は、［予測値から計算する］と［

良の適合分布から計算する］の中から選択します。デフォルトでは［予

測値から計算する］が選択されています。この場合、Crystal Ball は予測

値から直接指標を計算します。［ 良の適合分布から計算する］を選択す

ると、予測値に も適合した連続確率分布が指標の計算に使われます。

＜ Crystal Ball メモ＞　正規性の検定と、正規性が認められなかったと
きの（非正規の）適合分布の検定には、予測グラフプリファレンスで指
定されている検定手法が使用されます。指定を変更したいときは、［予測
グラフプリファレンス］ダイアログの［予測ウィンドウ］タブから、［分
布適合オプション］ダイアログを開いてください。

［ 良の適合分布から計算する］を選択する場合は、あらかじめ以下の

点を考慮してください。

• 必ずしも予測値に合った分布が見つかるわけではありません。

• シミュレーションの試行回数に応じて、適合の処理に時間がか

かる場合があります。

正規性の検定を行わないで直接予測値を使いたいときは、［常に予測値

から指標を計算する］を選びます。

下方 / 上方規格限界と目標値の設定

予測ウィンドウに工程能力指標を表示するためには、少なくとも下方 /

上方規格限界のどちらかが指定されている必要があります。また、予測

値に目標値を定義することができます。

下方 / 上方規格限界や目標値は以下の手順で設定します。

1. 新たに予測として定義するセルか、すでに予測が定義されているセ

ルを選択します。

2.［定義］→［予測の定義］を選び、［予測の定義］ダイアログを表示

します。
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図 D.3  ［予測の定義］ダイアログ

3.［LSL］、［USL］、［目標値］フィールドに、値を入力するか、値のあ

るセルへのセル参照を入力します。

［LSL］は下方規格限界、［USL］は上方規格限界です。下方 / 上方規

格限界と信頼区間の関係については、p.350 “信頼区間と補助線”で

説明します。

三つのフィールドすべてを指定する必要はありません。ただし、工

程能力指標を計算するためには、少なくとも［LSL］と［USL］の

いずれかを指定しなければなりません。

4. 必要に応じて、ダイアログの右上にある［詳細表示］ボタンをクリッ

クし、詳細な設定を行います。

5. 設定が完了したら、［OK］をクリックしてダイアログを閉じます。

予測ウィンドウの表示

下方 / 上方規格限界の少なくとも一つが指定されている予測があるモデ

ルで、シミュレーションを実行すると、その予測の予測ウィンドウに工

程能力指標を表示することができます。

工程能力指標は次の手順で表示します。

＜ Crystal Ball メモ＞　Crystal Ball のデフォルトの設定では、このよ
うな予測の予測ウィンドウは分割表示になり、以下の手順を使わなくて
も予測グラフとともに工程能力指標が表示されます。

1. 目的の予測の予測ウィンドウを開きます。

2. 予測ウィンドウのメニューバーから、［表示］→［工程能力指標］を

選択します。
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予測ウィンドウは図 D.4 のような表示に変わります。各指標につい

ては、p.356 “工程能力指標リスト”を参照してください。

図 D.4  工程能力指標を表示した予測ウィンドウ

予測グラフと工程能力指標の分割表示
Crystal Ball のデフォルトの設定では、工程能力指標が計算された予測の

予測ウィンドウは分割表示になり、予測グラフとともに工程能力指標が

表示されます。

分割表示になっていない場合は、以下の手順で、予測グラフと工程能力

指標を表示します。

1. 予測ウィンドウのメニューバーから［表示］→［分割表示］を選び

ます。

2. 分割表示された内容が目的のものと異なる場合は、再度［表示］メ

ニューを選び、目的の項目を選択します。また、不要なものが表示
されている場合は、［表示］メニューでその項目を選択します。

［表示］メニューを開くと、現在表示されているものにはチェック

マークがついています。選択するたびに、このチェックマークの有

無と、予測ウィンドウの表示 / 非表示が切り替わります。
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図 D.5  分割表示（度数分布グラフと工程能力指標）

分割表示のペイン数は二つに限られるわけではありません。図 D.6 は度

数分布グラフ、累積度数分布グラフ、工程能力指標、統計量の四つを分

割表示しています。

図 D.6  分割表示（度数分布・累積度数分布・工程能力指標・統計量）

スプリッタ
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予測ウィンドウ全体はウィンドウの隅をドラッグして大きさを変えるこ

とができますが、各ペインについても同じような操作ができます。ペイ

ンの境界にマウスポインタを近づけると、ポインタが図 D.6 のように変

わります。この状態でドラッグしてください。

分割表示されたどのペインの上でもマウス操作を行うことができます。

またショートカットキーも使用できます。使用できるキーについては、

p.146 “ショートカットキー”を参照してください。

信頼区間と補助線
工程能力分析機能を使っている場合、予測グラフの信頼区間には下方 /

上方規格限界の値が自動的に指定されます。したがって、信頼度に表示

される値は、予測値が規格範囲に収まる確率を表します。それ以外の信

頼度を確認したいときは、信頼区間の下限 / 上限フィールドに値を入力

するか、信頼区間グラバーをドラッグしてください。

また、デフォルトの設定では、下方 / 上方規格限界と目標値のうち値が

指定されているものについて、予測グラフに補助線が表示されます（図

D.5、図 D.6 には平均値と標準偏差の補助線も表示されています）。

以下の手順で、補助線の追加や削除ができます。

1. 予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→［グラフ］

を選ぶか、グラフをダブルクリックします。

2.［グラフプリファレンス］ダイアログで［グラフタイプ］タブを選び

ます。

図 D.7  ［グラフプリファレンス］ダイアログ
350 Crystal Ball ユーザマニュアル 



1

3.［補助線］ボックスの中で、補助線を引きたい値をチェックし、削除

したい値のチェックをはずします。

図 D.7 では、下方 / 上方規格限界と目標値に補助線を引くように指

定されています。

4. 設定が終わったら［OK］をクリックします。

工程能力指標の書き出し

自動書き出し
シミュレーションを実行するたびに、自動的に工程能力指標がワーク

シートに書き出されるように設定することができます。以下では、その

手順を簡単に説明します。詳細については、p.72 “［統計量の書き出し］

タブ”をご覧ください。

1. 予測ウィンドウのメニューバーから［プリファレンス］→［予測グ

ラフ］を選び、［予測グラフプリファレンス］ダイアログを表示しま
す。

2.［統計量の書き出し］タブを開きます。

図 D.8  ［予測グラフプリファレンス］ダイアログ（統計量の書き出し）

3.［シミュレーション停止後に予測統計量をワークシートに書き出す］

をチェックし、リストから［工程能力指標］を選びます。
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4.［開始セル］を指定します。

開始セルの右方向と下方向にデータが入力されていないことをあ

らかじめ確認してください。もし、データがあると、それらは警告

されることなく上書きされます。

5.［OK］をクリックしてダイアログを閉じます。

このように設定してシミュレーションを実行すると、ワークシートに指

標が書き出されます。

手動書き出し
シミュレーションを実行した後で、工程能力指標を手動で書き出すこと

もできます。以下では、その手順を簡単に説明します。設定の詳細につ

いては、p.193 “データの出力”をご覧ください。

1. ExcelかCrystal Ballのコントロールパネルのメニューバーから［分

析］→［データの出力］を選び、［データの出力］ダイアログを開き
ます。

図 D.9  ［データの出力］ダイアログ

2.［出力するデータ項目］ボックスで［工程能力指標］をチェックしま

す。

3.［対象予測］エリアで、出力する予測を指定します。

4.［オプション］タブを選び、データを出力する場所や書式などを設定

します。
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a.［出力先］エリアで、出力するワークブックを選択し、ワークシー

ト名、開始セルを指定します。

b.［表書式］エリアを指定することで、書き出す表の書式設定を行

うことができます。

［ヘルプ］ボタンをクリックすると、設定に関するオンラインヘルプ

が表示されます。

5.［OK］ボタンをクリックします。

図 D.10 のように、工程能力指標がワークシートに書き出されます。

図 D.10  ワークシートに出力された工程能力指標

レポートの作成

Crystal Ball のレポートに工程能力指標を含めることができます。対象に

なるレポートは、フルレポート、予測レポート、カスタムレポートで

す。設定の詳細については p.185 “レポートの作成”をご覧ください。

1. Excel か Crystal Ball コントロールパネルのメニューバーから、［分

析］→［レポートの作成］を選びます。

2.［レポートの内容］タブで［フルレポート］、［予測］、［カスタム］の

いずれかのアイコンを選択します。

［フルレポート］アイコンまたは［予測］アイコンを選択した場合

は、統計量やパーセンタイルに続くエリアに工程能力指標が出力さ

れます。また、要約エリアに工程能力分析の追加情報が出力されま
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す。予測グラフや重ねグラフには、現在選択されている補助線が表

示されます。

［カスタム］アイコンを選択した場合は、その下の［カスタム］ボタ

ンをクリックして［カスタムレポート］ダイアログを開き、レポー

トに含める情報を選択します。

図 D.11  ［カスタムレポート］ダイアログ

a.［レポートに含める項目］ボックスで、［予測］を選択します。

b.［予測詳細］エリアで［工程能力指標］をチェックします。

工程能力分析機能が有効になっている場合は、デフォルトで

チェックされています。

3.［オプション］タブを選び、レポートを出力する場所や書式などを設

定します。

a.［出力先］エリアで、出力するワークブックを選択し、ワークシー

ト名を指定します。

b.［セル情報］エリアで、セルに関する詳細な情報をレポートに含

めるかどうかを指定します。

c.［グラフ画像］エリアで、出力するグラフ画像の形式を選択しま

す。

［ヘルプ］ボタンをクリックすると、設定に関するオンラインヘルプ

が表示されます。

4.［OK］ボタンをクリックします。

図 D.11 のように、工程能力指標を含んだレポートがワークシートに

書き出されます。
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図 D.12  工程能力指標を含んだレポート
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工程能力指標リスト

このセクションでは、予測ウィンドウに表示される工程能力指標を表に

まとめます。表では、短期データと長期データのどちらで使用されるか

を示し、指標の意味を説明します。

＜ Crystal Ball メモ＞　Z 値が示されるのは、一般的にはデータが正規
性をもつ場合のみです。Crystal Ball は常に Z 値を表示します。その値
が適しているかどうかはユーザの判断にゆだねられます。

指標 長期 短期 概　要

平均値 〇 〇 予測値の平均値です。

標準偏差 〇 〇 予測値の標準偏差です。

Cp 〇 予測された潜在的な工程能力がどれくらいの品質レベルにあるかを示す短期
工程能力指数です。規格の幅と予測値の幅の比を計算して求められます。短
期 3 シグマレベルを実現するためには、この値が 1 以上になる必要がありま

す。

Pp 〇 予測された全体的な工程能力がどれくらいの品質レベルにあるかを示す長期
工程能力指数です。規格の幅と予測値の幅の比を計算して求められます。長
期 3 シグマレベルを実現するためには、この値が 1 以上になる必要がありま

す。

Cpk - 下側 〇 正規性のある短期予測値に使用する片側のみの工程能力指数です。短期予測
データの標準偏差の 3 倍に対する、予測値の平均値と下方規格限界の差の割

合を計算して求められます。規格に下方限界しかない場合に利用します。

Ppk - 下側 〇 正規性のある長期予測値に使用する片側のみの工程能力指数です。長期予測
データの標準偏差の 3 倍に対する、予測値の平均値と下方規格限界の差の割

合を計算して求められます。規格に下方限界しかない場合に利用します。

Cpk - 上側 〇 正規性のある短期予測値に使用する片側のみの工程能力指数です。短期予測
データの標準偏差の 3 倍に対する、予測値の平均値と上方規格限界の差の割

合を計算して求められます。規格に上方限界しかない場合に利用します。

Ppk - 上側 〇 正規性のある長期予測値に使用する片側のみの工程能力指数です。長期予測
データの標準偏差の 3 倍に対する、予測値の平均値と上方規格限界の差の割

合を計算して求められます。規格に上方限界しかない場合に利用します。

Cpk 〇 ［Cpk - 下側］と［Cpk - 上側］の小さいほうの値をとった短期工程能力指数で

す。規格の幅の中点に対する予測値の平均値を考慮して求められます。短期
3 シグマレベルを実現するためには、この値が 1 以上になる必要があります。

Ppk 〇 ［Ppk - 下側］と［Ppk - 上側］の小さいほうの値をとった長期工程能力指数で

す。規格の幅の中点に対する予測値の平均値を考慮して求められます。長期
3 シグマレベルを実現するためには、この値が 1 以上になる必要があります。
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Cpm 〇 短期田口指数です。［Cpk］に似ていますが、この値は目標値を考慮します。

目標値は規格の幅の中点とは限りません。

Ppm 〇 長期田口指数です。［Ppk］に似ていますが、この値は目標値を考慮します。

目標値は規格の幅の中点とは限りません。

Z - LSL 〇 〇 予測値の平均値と下方規格限界との間の標準偏差です。この指標は予測値が
正規分布に従う場合にのみ適しています。

Z - USL 〇 〇 予測値の平均値と上方規格限界との間の標準偏差です。この指標は予測値が
正規分布に従う場合にのみ適しています。

Zst 〇 下方 / 上方規格限界のいずれかのみが存在するときに使用する短期指標です。

下方規格限界のみがあるときは［Z - LSL］に等しく、上方規格限界のみがあ

るときは［Z - USL］に等しくなります。この指標は予測値が正規分布に従う

場合にのみ適しています。

Zst - 両側 〇 下方 / 上方規格限界がともに存在するときに使用する短期指標です。短期予

測値の平均値と、正規曲線の上側の裾に全欠陥をまとめたときの下側の境界
との間の標準偏差です。また、長期指数が利用できる場合は、［Zlt - 両側］に

［Z 値シフト］を足した値に等しくなります。この指標は予測値が正規分布に

従う場合にのみ適しています。

Zlt 〇 下方 / 上方規格限界のいずれかのみが存在するときに使用する長期指標です。

下方規格限界のみがあるときは［Z - LSL］に等しく、上方規格限界のみがあ

るときは［Z - USL］に等しくなります。この指標は予測値が正規分布に従う

場合にのみ適しています。

Zlt - 両側 〇 下方 / 上方規格限界がともに存在するときに使用する長期指標です。長期予

測値の平均値と、正規曲線の上側の裾に全欠陥をまとめたときの下側の境界
との間の標準偏差です。また、短期指数が利用できる場合は、［Zst - 両側］か

ら［Z 値シフト］を引いた値に等しくなります。この指標は予測値が正規分

布に従う場合にのみ適しています。

p(N/C) - 下側 〇 〇 予測値が下方規格限界に満たない欠陥になる確率です。「DPU - 下側」ともい

います。

p(N/C) - 上側 〇 〇 予測値が上方規格限界を超えた欠陥になる確率です。「DPU - 上側」ともいい

ます。

p(N/C) - 両側 〇 〇 予測値が下方規格限界および上方規格限界の外側の欠陥になる確率です。
「DPU - 両側」ともいいます。

PPM - 下側 〇 〇 100 万ユニット中に生じる、下方規格限界に満たない欠陥数です。

PPM - 上側 〇 〇 100 万ユニット中に生じる、上方規格限界を超えた欠陥数です。

PPM - 両側 〇 〇 100 万ユニット中に生じる、下方規格限界および上方規格限界の外側の欠陥

数の合計です。

指標 長期 短期 概　要
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LSL 〇 〇 工程能力や品質に対して必要とされる仕様の下限値です。この値を下回った
値は欠陥と見なされます。

USL 〇 〇 工程能力や品質に対して必要とされる仕様の上限値です。この値を上回った
値は欠陥と見なされます。

目標値 〇 〇 工程能力や品質に対して必要とされる仕様の理想値です。

Z 値シフト 〇 〇 長期能力指標を計算する際に使用するシフト値です。Crystal Ball のデフォル

ト値は 1.5 です。

指標 長期 短期 概　要
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概要

このマニュアルで使用している Crystal Ball

特有の用語や統計用語を解説します。
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CDF

Cumulative Distribution Function（累積分布関数）の略。変数がある値以

下になる確率を表します。

PDF

Probability Density Function（確率密度関数）の略。変数が無限小のある

値範囲に収まる確率を表します。

意思決定変数

たとえば賃借料や投資額のように、ある範囲内でユーザがコントロール

することができるスプレッドシートモデル上の変数。 良の意思決定を

行うために、シミュレーション結果を 適化するような値を探索したい

ときに定義します。

意思決定変数セル

ユーザがコントロールすることができる値あるいは変数を含んだセル。

このセルには数値を入力してください。式や文字を含むことはできませ

ん。

上回る分布

A と B の二つの分布があり、すべてのパーセンタイルレベルにおいて A

の値が B の値より大きいとき、A は B を上回るといいます。

帯

傾向グラフで使用されるグラフの表現方法。帯はある信頼度の信頼区間

を複数の関連する予測（たとえば時系列に従ったいくつかの予測）にわ

たってつないだもので、信頼区間の変化を視覚的に表現します。

確率

ある事象が起こる可能性や見込みを表す 0 ～ 1 の数。Crystal Ball では、

0.001 ～ 0.999 の値をとります。

確率分布

起こり得るすべての事象とその実現確率を表す分布。

仮想メモリ

RAM を使いきったときにあふれた情報を格納するハードディスク上の

メモリ。

仮定

スプレッドシートモデルに対する入力値。確率分布を使ってその不確実

性を表します。
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仮定セル

仮定として定義されたスプレッドシートモデル上の数値セル。

感度

仮定セルがもつ不確実性とモデル感度の結果として予測セルに現れる不

確実性の量。

感度分析

仮定セルに対する予測セルの感度を測るためにCrystal Ballで使用される

方法。

逆累積分布

与えられた量以上の値の数または割合を表すグラフ。

寄与率

予測の変動（不確実性）に対する各仮定セルの影響度をパーセントで表

した値。

グラバー

値や設定をマウスで変更するときに使用するダイアログ上の部品。予測

グラフには信頼区間グラバー、分布ダイアログには切り取りグラバーが

あります。

グループ

度数を数えるために、近い値を一緒のものとして分けた値範囲。

頻値（モード）

値集合の中で も頻繁に発生した値。

式セル

数学的な式やセル参照を含んでいるセル。

試行

仮定セルに対する乱数の生成、スプレッドシートモデルの再計算、予測

グラフでの結果表示という三つの作業で構成される Crystal Ball シミュ

レーションの 1 プロセス。

試行

（確率分布のパラメータとしての試行）反復して何度も同じ実験を行う

場合の 1 回の実験。
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シード値

乱数列の 初の数。シード値を固定すると、シミュレーションのたびに

同じ乱数列が生成されます。

シミュレーション

実世界のシステムを、それを模倣することによって分析する手法。とり

わけシステムが数学的に複雑なために、あるいは再現することが困難な

ために他の分析手法を使用することができない場合には、特に有効な分

析手法になります。

順位相関

相関係数を計算するために、値集合の各値をその大きさの順を表す 1 ～

Nの整数に置き換える手法。値集合の分布型に関係なく値集合間の相関

関係を調べることができます。

信頼区間

予測グラフ上で、左右の信頼区間グラバーに囲まれた部分。ある確率

（信頼度）が与えられたときに予測値がその確率で収まる値の範囲を表

します。

信頼度

信頼区間に含まれる予測値の個数を全範囲の個数で割った値。予測値が

信頼区間に収まる確率を表します。

数値セル

単純な数値を含んでいるセル。

スプレッドシートモデル

現実のシステムや仮想のシステム、あるいは依存関係群を表現したスプ

レッドシート。

尖度

曲線の尖り具合を表す値。尖度が高くなると、中央部分が尖った幅の狭

い曲線になります。正規分布曲線の尖度は 3 です。

全範囲

小予測値から 大予測値までを含む予測値全体の範囲。

相関

仮定間に存在する依存関係。
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相関係数

仮定間に働く正や負の相関量を数学的に表した −1 ～ 1 の数値。係数が

1 のときは完全な正の相関、−1 のときは完全な負の相関、0 のときは相

関関係がまったくないことを示します。

相対確率

相対度数ともいい、かならずしも 0 ～ 1 でなくてもよい確率値。他の相

対確率と比較して使用します。

置換

シミュレーションで、セレクタができる限り同じ値を再選択するよう

に、別の値を選択する前に選択されている値をサンプルに返すこと。

中央値

値集合の要素を大きさの順に並べたときに中央にくる値。

適合度の検定

標準的な確率分布と値集合の間で適合のよさを測るための一連の数学的

検定。

度数分布グラフ

ある与えられた区間（グループ）ごとに発生した値の個数（頻度数）を

表すグラフ。

はずれ値

シミュレーション中に分布の端に近い位置に発生した値で、表示範囲か

ら除外されたもの。

範囲

値集合の 大値と 小値の間。また、両者の差を「幅」といいます。

表示範囲

予測グラフに表示されている予測値の範囲。

標準偏差

分布の分散の平方根。分布の広がり、つまり平均値のまわりでの値のば

らつきを表します。

頻度

ある与えられた区間（グループ）内に値が発生した回数。
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分散

全観測値の平均値と各観測値の差を 2 乗した値の平均値、あるいは標準

偏差の 2 乗。分布の広がり、つまり平均値のまわりでの値のばらつきを

表します。

平均値

値集合の算術平均。すべての値の和を値の個数で割って求めます。

変動係数

平均値からのばらつきを相対的に表す測度。標準偏差を平均値で割って

求めます。変動係数は単位をもたないため、単位の異なる予測値の変動

を比較するのに便利です。

変数

ある一連の値のうちの任意の値をとることを前提とすることができ、通

常はそれを数式で表現する数量。

モデル感度

仮定セルにおける変化が予測セルに与える全体的な効果。スプレッド

シートモデルの式によって決まります。

モード（ 頻値）

値集合の中で も頻繁に発生した値。

モンテカルロ・シミュレーション

スプレッドシートモデルの不確実性の影響を、乱数を使って測定するシ

ステム。

歪みのある分布

非対称な分布。

予測

スプレッドシートモデルの仮定を数学的に組み合わせた統計量のサマ

リ。予測はそのモデルに対して起こり得る結果の度数分布として、グラ

フまたは数値として出力されます。

予測セル

予測として定義されたスプレッドシートモデル上のセル。通常は仮定セ

ルへの参照を含んだ式セルを予測として定義します。

予測のフィルタリング

指定された範囲内または範囲外の予測値を Crystal Ball に除外させるこ

と。
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ラテンハイパーキューブ・サンプリング

仮定の確率分布を等しい確率をもつN個の異なる間隔に分割して考える

ことでムラのない値を生成するサンプリング法。間隔数Nは指定された

小サンプルサイズによって決まり、それぞれの間隔に乱数が生成され

ます。

乱数

確率分布に適応させるために、式や乱数表を用いて生成される数学的に

選んだ値。

乱数ジェネレータ

コンピュータプログラムに実装されている、独立した一連の乱数を生成

する仕組み。

離散確率分布

非連続的な分離した値（通常は整数）で表された確率分布。

リスク

いくつかの事象や意思決定の結果における不確実性により、望まれざる

出来事が発生する可能性。

累積分布

ある与えられた量より少ないか、または多い値の数や割合を表すグラ

フ。

連続確率分布

区間上を途切れることのない値で表した確率分布。離散分布とは違い、

連続確率分布には無限個の値が存在します。

歪度

非対称な分布曲線の歪み具合を表す値。 歪度が大きくなると、曲線の

頂点の左右どちらか一方のポイントが増えます。正規分布曲線は対称な

ので歪度は 0 です。

ワークブック

1 枚以上のワークシートで構成される Excel ファイル。
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