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1. 問 題 の 提 示

本稿で扱う事業の範囲は，その売上をコミュニティに依存
するストアリテーリングやフードサービス（以下ストア事
業）である．事業所はPOSシステムに組み込まれており，
日々のオペレーションは過去データとして蓄積される．この
データベースは，周知のように，たとえばCRMとして活用
され所定の効果を産む．主な関心を短期的な売上予測の手法
に置き，その予測値が日々のオペレーションに寄与できるよ
うな実験を行う．
ここでコミュニティとは，ストアからみたいわば「商圏」
であり，来店する可能性があるという「共通の特徴」を持つ
人間の集団と捉えるが，商圏を集団というには，その凝集性
は極めて低い．しかしまったくバラバラかというと，あたか
もその集団にわずかながら意思があるかのごとく，そのスト
アの売上（粗利も含め）にある種の変動をもたらし，その変
動がストアの存続を決定づける．
事業者はこれを単なる所与とのみ認識せず，たとえ無自覚
的にせよ，ストアのオペレーションの重要な一部として，
なんらかの働きかけを行う．かならずしも成功するとは限
らないが，この意図的な行動こそ，マネジメントそのもの
である．
かかる行動を主体的に推進する際，なんらかの計画を策定
するが，その際に，本稿でいう予測が，ひとつの有用なデー
タを提供するであろうという見通しをもつ．

2. 外部要因としてのコミュニティ

事業は事業主体にとってコントロール不可能な要因（事業
上の環境要因）に囲まれて運営される．本事業に多大な影響
を及ぼす環境要因を外部要因と呼称する．たとえば立地や来
店客数などである．
事業は主体が支配する経済財（例：店舗）を単位にして遂
行する．経済財は経営上の内部要因で，事業主体は何らかの
程度にコントロールできる（例：品揃え）．外部要因は与件
であり，計画に意味が乏しく予測のみが有効である．
コミュニティは外部要因であり，事業主体はそれをコント
ロールできないが，コミュニティに影響を及ぼし（例：広告･
ネットでインセンティブの付与），一定の行動を導こうとす
る．（例：来店頻度の増加）
コミュニティは将来の来店者の集合である．顧客リストは
顕在顧客の集合である．そのリストによれば，顕在顧客はお
おむね一定の地理的な範囲に帰属する．この範囲は商圏とも
いう．商圏には顕在顧客の他に潜在顧客も存在する．

Huff-Modelによれば，来店確率は時間距離に逆比例し店
舗の規模に比例するという．
また，商品の稀少性が高まるほど，商圏は広がる可能性が
ある．
なお，Web店舗（Non-Store）の場合，この制約は著しく緩和
される．いわゆるOmni channel（Click-and-mortar e-storefronts）
ではストア事業の特徴にWeb店舗の特徴が加わる．これにつ
いて本稿では言及しない．
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3. コミュニティのイメージ

本稿で扱うストア事業は比較的初期段階にあり，顧客獲得
過程にあると想定する．コミュニティがストアに送る「客数」
は有限である．人口増が望めない場合，事業の経過年数に従っ
て，「客数」増加率はゼロに近づく．
売上は来店頻度や購入単価の増減に依存する．
ストアが成熟すると「多頻度客」が存在しクチコミ（buzz 

marketing）が有効になる．この段階で，コミュニティの構
成者が相互に連絡を取り合い，ストアへの訪店意思を形成す
ることはめったにない．
しかし，「無言のうちの共通の認識」はごく僅かだが存在
し得る．それでも，繁盛店の行列はいつか消えるし，日々，
多数の客が同時に来店する傾向があったとしても，すばやく
調整され，そのような「超繁忙」状況は起きにくくなるので
ある．売上はこうしたコミュニティの意思を表出したものと
して理解することもできる．
こうした意味で，コミュニティは外部要因であり，事業主
体から見てコントロールは不可能なのだが，ストアから
コミュニティに情報を提示し，何らかの程度に影響を及ぼす
可能性がある．事業者はこの可能性をある程度信頼すればこ
そ，本稿でいう売上の短期予測に関心をもつ．

4. 予測手法・データと具体性

予測は事業計画の与件でもある．その目的（事業内容や到
達点）により注目すべき変数やその関係は異なる．
多様な要求に対応する一般的手法，つまり，どのような事
業にも通ずる予測の抽象度は高くなる．本論の趣旨からいえ
ば懐疑的である．
たとえば，予測者が主成分分析を用い，天候と来店客数に高
い相関を探索しえたとしよう．しかし，事業者がその指摘を受け
るまでもなく，よく知っている場合はこの探索はさして有用ではな
い．これを有用にするには，さらにいくつかの作業が必要になる．

5. 作 業 の 例 示

前項の趣旨を踏まえて，今後に予定する作業を短期的予測
作業を例示する．与件の店舗Aの過去のデータを使って，
Aの近未来（来週，翌月）を予測し，事業に必要な材料の所
要量や商品の在庫，店員の配置，短期的なセールスプロモー
ションに役立てる．

Aの近未来を予測するに必要な手順は，たとえば，以下の
ようになる，

6. 考え方と手順

6.1　過去テータについて
a： オペレーション（ないし事業計画）の必要性から，
予測時点と予測ターゲットを決める．

b： 予測ターゲットの属性のうち，客観的に説明できる
（あえて確率によらないで説明できる）属性を明らか
にする．たとえば曜日，休日，月，コミュニティの催
事などがもたらす属性である．

c： 予測ターゲットに影響を及ぼす過去期間のトレンドを
析出する．

d： トレンドを確認・抽出する．
e： トレンドを明示する． 

以下に予測の手法に触れる．

6.2　予測手法について
a： 予測期間の属性に注目したMonte Carlo Simulation

b： 予測期間のトレンド上のポジションに注目した移動平均法
c： 以上の手法の妥当性についての確認．
なお，その際に，たとえば，過去完了データをもちいて過去
を予測して確認する．あわせてなんらかの有効な検定に従う．
また，一定期間を予測するさいの留意点．期間を構成する単位
（たとえば休日）のデータを積み上げて計算する．あるいは期間
それ自体（日数を調整した後の月）を単位として計算する．

7. 実験に使う「過去データ」の提示

本実験に使う資料（過去データ）は，東京都新宿区で70m2

の面積で，ストア事業を営む実際の売上データである．日曜
は休業．平日は昼間から深夜まで営業する．
現況は路面店で賃借である．店周300Mには戸建て住宅も
あるが，圧倒的に事務所ビルが存在し，そのなかに集合住宅
が点在する．
建物の多くは10階－30階であり，夜間人口は少なく，
昼間人口が圧倒的に多い．ただし昼夜共に通行人数は少な
い．2010年10月に開業し現在に至る．
過去データ（図1）は開業以来の売上記録で，縦軸は日々
の売上（5-35万円），横軸は営業日のカレンダー表示で，
休店日は売上0とは記載せず記述を飛ばしてある．

図1　A店売上（日販原データ）
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8. 実 験

8.1　過去データについて
前掲の6の手順に沿って作業を実施する．

a： オペレーション（ないし事業計画）の必要性から，予測
時点と予測ターゲットを決める．（表1）
予測に用いる実績値，被予測時点（ないし被予測期間）の
データは表1による．
b： 予測ターゲットの属性のうち，客観的に説明できる（あえ
て確率によらないで説明できる）属性を明らかにする．
たとえば曜日，休日，月，コミュニティの催事などがもた
らす属性である．

Aの営業時間帯は平日と土休日で異なる．よって，別の
データと考える．また，平日の曜日間に注目すべき差がなけれ
ば平日を一括するが，差があれば独立したデータとして扱う．
そこで多重比較を行ったところ，1%水準で金曜日とその
他の平日間に有意な差がみられた．よって，月・火・水・木
曜と金曜，土休日を分けて考えた．
c： 店の売上は，適当なレンジで（中期的に）見ると，1回
だけの上昇→下降の場合もあるが，繁盛店は上昇→下降
→上昇を繰りかえす．その意味で過去の傾向は短期予測
に影響を及ぼす．予測ターゲットに影響を及ぼす過去期
間のトレンドを，過去データから取り出してくる．
このトレンドの析出には，移動平均（MA）法を利用する．
データにノイズが多いことから，三角移動平均（TMA）法を
用いる．三角移動平均法は以下の式で表わされる［1］．

 

ここで，Sは売上実績，SMAは単純移動平均，wはMAの
期間を意味する．また，MA期間は，wSMA（w期間の単純
移動平均）と実績の誤差（RMSE）を比較し決定した．
また，近未来の予測をおこなうため，2013年9月3日から

2015年6月30日までのデータすべて使う必要はない．近未
来の売上にとって，直近のデータの方が重要度は高いであろ
うと推定する．よって，RMSEを最小とするMA期間（w）
と使用するデータ期間（n）を組み合わせ決定した．
その結果，w＝24（営業日），n＝12か月の組み合わせが最
もRMSEが低い．また，捉え方をかえれば，w＝24は4週間，
n＝12は直近1年間のデータを使用するという意味である．
以上のパラメータを設定し，b.でわけた曜日別のデータそ
れぞれに対して，TMAを適用する．ここで，全体のデータ

に対して，MA期間（w）が4週間であるから，各曜日に分け
たとき月～木はw＝16，金はw＝4，土休日はw＝4として考
える．当該時点（s）におけるそれぞれのTMAは以下の式で
表わされる（図2，図3，図4）

 

表1　予測時点と予測ターゲット

予測に用いる 
実績値 被予測時点 被予測時点の 

実績値

2013/9/3（火）
～

2015/6/30（日）

2015/7/6～2015/7/12 784,990

2015/7/13～2015/7/19 811,670

2015/7/20～2015/7/26 669,927

2015/7/27～2015/8/2 745,656

2015/7/6～2015/8/2 3,049,648

図2　決定したパラメータにより描いたTMA（月～木）

図3　決定したパラメータにより描いたTMA（金）

図4　決定したパラメータにより描いたTMA（土）
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d： トレンドを確認・抽出する．各TMAにおいて，何らか
の程度に，規則性が観察できる［2］．

1トレンドを「谷～谷」とする．トレンドは各TMAの平
均変化率により特定する．
平均変化率により，トレンド①を確認すると，0付近から
始まり上に凸の軌道を描き，そののち0を再び通過し，下に
凸に軌道を描き0に帰着する．
ちなみに「月～木」（図5）では，期間内で，TMA（月～木）
が4つトレンドを持っていた．トレンド①～③の極点（極大
と極小）は比較的明確であり，トレンドを認識しやすい．
その一方で，トレンド④は①～③にない特徴が見られ，しぶ
とく0.5%程度の成長をやや長期間維持した後，一時マイナ
ス成長を記録するが，その下げは限定的である．
e：トレンドを明示する．
e-1： トレンドを定義し定式化する．トレンドとは，近い将

来は過去のトレンドを継承する仮説のもとで，過去の
トレンドから導いた被予測期間の予測値である．そこ
で，過去の各トレンドの平均変化率を加重平均するこ
とで，予測値の平均変化率（μ）を算出した．

再び，「月～木」を例にトレンドを確認するため，4つの
トレンドの重ねグラフを作成した（図6）．

e-2： 加重平均を求める．本稿では直近のデータがより近い
将来を反映すると推定した．

そこでこれら4つのトレンドに「重みづけ」をして，その
加重平均をとった．
トレンド4にもっとも高い重みを付した．その結果，図7

が得られた．
これらを踏まえて，予測時点（ t）からみた被予測期間の
トレンドは以下の式で表わされる．

 

あらためてTMA（月～木）は4つのトレンドをもつ．この
ときトレンド①はじまりからトレンド④の終了までの間の実
データ総数は191コである．よって

 

と決定した．
（金）（土）についても，dとeと同じ処理を行う．

8.2　週間分予測のための曜日の合成
1週間の予測を行うため，（月～木）（金）（土）の各式を合
成する．合成後の期間を（v）としたときの，1週間のトレン
ド（TCv）は，以下の式で与えられる．ただし，1週間の開始
は月曜日からとする． 

 

ここで，mは火水木の祝日数を意味する．また，xとyは
以下の通りである．

 

v週目の予測売上SvはTCtに正規分布を仮定し，Monte 

図5　TMA（月～木）におけるトレンドの存在

図6　TMA（月～木）のもつ4のトレンド

図7　4つのトレンドを加重平均し導いたμ(月～木 )t
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Carlo Simulationを行うことにより算出される．予測売上Sv

は以下のように表記される．

 

ここで，RMSEAは売上の実績とTCtの誤差である．計算
の結果RMSEA＝30,169である［1，3-5］．

9. 結 果 の 評 価

1：2015年7月6日（月）～2015年8月2日（日）各週の予
測値（度数分布）と実績値を以下に示す（図8～11）．
（図は“Cristal Ball”からいくらでも出力される．部外者に

は何も躍動をあたえない無機質な存在であろうが，事業者は
平均日販10万 ,週6日営業，週販70万を意識しながら，この
図の両端域をみることになる．）
さらに，2015年7月6日（月）～ 2015年8月2日（日）の

4週間のSvの時系列と実績値を以下に示す（図12）．
2：2015年7月6日（月）～ 2015年8月2日（日）の4週間
の予測式（売上（M）の式）は以下である．

 

また，4週間の予測値（売上（M））の度数分布と実績値は
以下の通りである．（図13）

図8　予測売上（2015年7月6日～7月12日）

図9　予測売上（2015年7月13日～7月19日）

図10　予測売上（2015年7月19日～7月26日）

図11　予測売上（2015年7月27日～8月2日）

図12　4週間のSvの時系列と実績値

図13　売上予測（2015年7月6日～8月2日）
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10. 考 察

過去1年間（2014年7月1日～2015年6月30日）のデータ
から，今回の予測が過去のデータと比較して，どのような
ポジショニングなのかを確認したい．
もし，過去データ比較して，マイナス方向に大きく乖離し
たならば，それは何かしらの手を打つべきと考えるのがふつ
うである．
過去データの度数分布を作成し，その度数分布から過去予
測値が収まるべき範囲を探す．
ここで，度数分布をするためにカイ二乗検定によって，
最も当てはまりがよい確率分布を求めた．その確率分布は
S過去データとして以下のようにあらわされる．

 

過去データの度数分布と適合した分布（正規分布）を図に
示す（図14）．

S過去データは正規分布を仮定している．そのため，平均値
（AVE）±標準偏差（σ）の範囲に68.27%がおさまる．ここ
で，過去のデータの特徴を3つの類型に分ける．
図15のXYZ各ゾーンの定義は以下である．
X：Sv≧（AVE+σ）
Y：（AVE−σ）＜Sv＜（AVE+σ）
Z：Sv≦（AVE−σ）

改めて，S過去データのAVE＝722,516，σ＝77,880である．
XYZを日々のコメントと考えれば，以下のような含意が
あるといえよう．

Yは過去の平均の±σの範囲である．被予測週間の日々の売
上がこの範囲に収まれば，おおむね過去と一緒と判断できる．
Xは +σを超えるので好調の方にシフトしている．Zは−σな
ので要注意であり少々心配をしなければならない．あまり続
くようだと何か手を打つ必要がある．たとえば料飲事業なら
メニュー改定，ポイント付与，電子看板，職人交代，廃業など，
ファッション事業なら接客やVMD，品揃え，帳合い関係へ
の疑問，さらには業態の見直し，このような示唆を与える．
なお，本稿は競合店の存在を気にせず展開してきたが，
状況によっては，深刻な問題を招くことがあるので，十分な
る考慮が必要である．別の機会に譲る．

11. ま と め

以上の実験結果から，このようにして計算されたデータ
は，たとえば以下のような使い道（応用可能性）がある．
計算手法そのものは至極平凡なモノを組み合わせただけ
で，格別に新味はない．そこでまとめにかえて，使い道につ
いて展望を略述する．
そのひとつは，トレンドのなかでの現在のポジションを推
定するという使い道である．つまり，このストアが現状にお
いて（日々のオペレーションという意味で），どういう位置
（好調なのか・不調なのか）にあるのかを知る手掛かりにする．
（確定申告時に昨年対比でどうだったというのではなく，
日々のオペレーションのなかでの自問自答である．）
予測時点からみた当面の短期的将来は，上昇局面ないし
下降局面に含まれるのか，あるいは持合いに含まれるかを
推定することができる．これにより，店のオペレーションに
影響を及ぼし，より多くの利益を確保するきっかけになる．
また，予測時点からみた短期的時点（おおむね日単位）の
予測値を推定可能なため，その日の店のオペレーションの
準備ができる．たとえば，臨時雇用者の所要量を計算しシフ
トを決めることができる．
なお，本稿では，ストア事業の事例を，料飲事業を営む
具体の店舗に求めた．ただし，本来はファッション衣料を
扱う小売店（Store Retailer）を扱うことを到達点としており，
本稿はその過程にある．ファッション衣料に比べ，料飲事業の
ほうが，商品属性の視点から見てはるかに扱いやすいからだ．
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図14　過去データの度数分布と適合した分布

図15　予測値のポジション
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