
11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川11川111川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川11川11川11川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川111川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11山川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川1111川川11川川11川川11川川11川11川川11川111川川11川川11川川11川川11川川11川1111川川11川11川11川11川川11川川11川11川11川11川11川11川11川川11川111川川11川川11川川11川川11川川11川1111川川11川川11川11川11川11川川11川川11川川11川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川11川川11川11川川11川川11川1111川川11川11川11川11川川11川川11川11川11川11川11川111111川11川111川11川11川11川11川川11川11川11川川11川川11川11 | 

〔日本OR学会第10回事例研究奨励賞ソフトウェア部門受賞作品〕

多変量解析プログラム“まるば"

小林龍一
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1.はじめに

今回，自作のプログラム“まるば"に事例研究奨励

賞(ソフトウェア部門)を頂き有難うございました.

ったないプログラムですが，長年にわたり作成・改訂

して来ましたので，その内容の概略を説明させていた

だき，ご必要の向きには，ぜひご使用いただきたいと

思います.

多変量解析プログラム“まるば"の命名の由来は，

英文

盟旦ti-V Ariate analysis 

をとり，平仮名の持つ丸みを意識して使ったものです.

作成に着手してから約 20 年になります.現在のとこ

ろ，可能な応用分野は重回帰分析・主成分分析・数量

化 I 類 2 類 3 類 4 類・実験計画法・ QC ゲームな

どです.プログラムがある簡単な構造をしていますの

で，簡単に改造可能で，他の多変量解析の計算ロジッ

クを組み込むことは容易です.

ご必要の方は，筆者に送り先をお知らせくだされば

プログラム(含むマニュアル)入りのフロッピーをお

送りいたします.パソコンの機種をご指定くだきい.

なお送付実費として￥ 140 (切手で可)をいただきたい

と思います.

[注]マッキントッシュは対応できません.

2. プログラムの概要

このプログラム群は現在のところ 4 つのプログラ

ムから成り立っています.別に自費出版きれたマニュ

アル(約 340 頁，実費 1000 円)があります. しかしこ

れはプログラムに連動しているマニュアル(フロッピ

ー内に記録されている)をご自分でプリントされるこ

こばやし りゅういち 桃山学院大学経済学部

干588 和泉市まなぴ野 1 -1 

1995 年 9 月号

とで作成できます.

[備考]ソースプログラムが公開されていますので，

プログラミングのできる方はこれを読んで改造する

ことも可能です.言語は BASIC です.構造化された

プログラムなので，どんなに改造しでも構造は複雑

になりません.

[備考]プログラムの歴史:このプログラムは，はじ

めは HITAC 10 II という日立製作所のミニコンの

上で ELF (島内剛一・寛捷彦・辻尚史氏開発のフォ

ートラン・インタープリーター)によって書かれま

した.約 20 年前のことです(日本開発銀行設備投資

研究所内部資料).

当時の計算機はメモリ一容量が小きかったので計算

機に適した部分だけプログラムして，あとはコンビュ

ーターの中には入れないで、'人聞の頭脳またはノート

のメモから入力し，人と機械が一体となって計算する

方法を工夫したのでした.これが後にプログラムの構

造を単純化していくら改造しても複雑化しないという

長所になったことが分かりました.

これが，改善きれ BASIC に書き直されて現在にい

たっています.開発銀行内部資料のあと，文献 [5J ，

[6J が出版されています.

3. プログラムの特徴

プログラムの特徴は完全にペーパーレスとしてお使

いになれることです.携帯用パソコンに入れて持って

歩いてご使用になれます.プリンターはいりません.

マニュアルはプログラムに連動していまして，プログ

ラム使用中に読みたければ読むことができます.

また，計算結果はプリンターを使用しないてコフロ

ッピーテ、イスクのなかに書き込むように指示すること

ができ，しかも計算途中でそれまでの計算結果を読み

たいときには，それを何回でも CRT 画面に呼び出し

て読むことができます.
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プログラムと表示文字列や解説文など文字情報は別

ファイルとなっています.したがってそれらはプログ

ラムとは関係なく直せますので， 日本語以外の言語で

使うように改造することは容易です.

マニュアルはプログラム使用中に CRT 画面上で読

めますが，印刷したいときには，その作業をする(印

刷してコンパクトになるよう編集する)プログラムが

筆者のところにあります (MANUAL. BAT, INｭ

SATSU. EXE) から，ご請求ください.お送りしま

す.

プログラムは何十かのモジュールから成り立ってい

まして 1 つ 1 つのモジュールはそれぞれ行列演算に

対応していて，それらの数個をつないで目的の統計解

析を行なうようにできます. 1 つ 1 つのモジュールを

動作きせるのは英字または特殊文字 1 文字で，これを

ミクロコマンドと言います.そのミクロコマンドを何

個かつないで統計計算のやり方を指示するのがマクロ

コマンドです.そして?クロコマンドは数字で表わす

ことにしてあります.マクロコマンドはユーザーが自

由に作成できます.

0他の多変量解析プログラムとの関係

他の多変量解析プログラムとの関係は一般に図 1 の

ようになります.つまり，同じことができる分野があ

りますし，違ったことができる分野もあります.

また，ロータス 1 -2 -3 , JUSE-QCAS またはマ

イクロソフト EXCEL からデータを受け取り，このプ

ログラムで解析をすることは容易です.たとえば重回

帰分析でも解析の細部は必ずしも JUSE-QCAS と同

じではないので，両方で計算されて見るのも悪くない

と思います.また，計算結果のグラフ化を EXCEL で

行なうなどのこともできます.

他のプログラ

ができること

「まるばj ができること

両方でできる

図 1 他のプログラムとの関係

4. プログラムの機能の主なもの

このプログラムの特長として挙げられるものは，

1.任意(初等関数の範囲であるが)の変数変換が

できる.
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2. 変数 120 個の重回帰分析ができ，しかもデータ

の組数には制限がない.

3. '7'ニュアルと解説がプログラムと合体していて

プログラム使用中に読める.

4. プリンターなしで使用できる(旅行中でも使用

できる).

5. 寸前の計算結果は計算途中に読んで(復習)確

認可能である.

6. 任意の外国語に翻訳が可能(プログラムとは関

係なし)である.

7. 乱数を発生してシミュレーションをすることが

できる.

8. 実験計画法の計算および QC ゲームができる

(統計教育に活用できる).

9. 他の市販の計算プログラムのデータを変換して

取り込み計算できる.

10. 計算結果の数値を他のプログラム (EXCEL な

ど)に移しグラフ化できるように計算結果を他の

プログラムの入力形式に合わせた.

11.マクロコマンドがユーザーに公開きれていて，

色々の行列演算のつながりを指定して，新しい多

変量解析のプログラムを作ることができる.

12. 計算結果の中で，報告書などに使われる部分を

取り出して，別ファイルにする機能(コマンド f)

がある.これを使用してデータ行列を切り出して，

他のプログラムで計算またはレポート作成または

グラフ化などを行なうことができる.

13. '7'ニュアル(コマンドの使用解説)を CRT 画面

で読むとき(コマンド? の後ろに調べたいコマ

ンドを付けて入力)に必要ならば指定してプリン

ター出力も同時に得られるようにした.

14. QC ゲームを多様化して真に効果を持つ因子が

1 つの場合から 3 つの場合まで変更して使用でき

る.

15. CRT 画面に表示する行数は普通は 22 行程度で

あるが，これを任意の行数に変更可能で、ある.詳

しくはこの解説の後ろの方に解説がある.

16. プログラム作成のときに同時にマニュアルが半

自動的に作成できる.

17. 記録ファイルとかデータファイルの書き込まれ

るドライブ番号はあらかじめ登録しておき， ドラ

イブ番号 (A: B: ...)を省略できる.この省略

できるドライブ番号をデフォールト・ドライブと

しミ 7.
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18. 計算結果をプリンターに出力するときは A4 の

プリンターを標準にしているので，もし A3 の出

力が必要なときは適当なテキストエディタまたは

ワープロソフトを使用して編集してから出力する.

19. プログラムの使用法はメニュー方式てコユーザ

ーはメニューを読んで選択すればよい.メニュー

の説明が判らないときには? ?などと入力すると

説明が得られる.マニュアルを全部読まなくても

使用できる.

ということです.特に変数の数はもし 120 以上のも

のを扱いたかったら EMS を使用すれば，さらに多く

の変数を取り扱えるように改造可能です(必要な向き

はご相談ください，コンパイルしなおしますl.

5. 筆者の意図

このプログラムでは筆者はいくつかの考えを基礎に

して作成してきたのでこれをご理解のうえ使っていた

だきたいと思います.その主なものは以下のとおりで

す.

1.少ない努力で多くのことができるようなプログ

ラムにする.つまり，プログラムの大きさは 30K

バイトくらいで，なるべく多くのことができる.

そのためには行列演算など数理的に 1 つの基礎演

算プロックと考えられるものをサブルーチンとし

て作りそれらのつながりで色々の統計計算ができ

るようにする.

したがってそのサブルーチンを呼び出す命令を

ミクロコマンドと言い，それをつないだものをマ

クロコマンドと名づけ，マクロコマンドで色々の

統計計算に対応している.

2. 少ないプログラムと少ないメモリーで大きい仕

事をしたいので，出力の形(グラフとか表の形)

が美麗であることは追求しない.必要な情報が出

力される方が大切と考えた.もし，美麗な出力を

ほしいと思われたときには，このプログラムの出

力(それは・.RST という形式のファイルにある)

をテキストエディタで編集して，たとえば

EXCEL などの市販ソフトなどでグラフも作成す

ることができる.また，表示をカラーにするなど

は考えていない.

3. 教育のために使えるものを開発したい.そこで

プログラムは無料配布を基本とする.また，本気

で勉強する人のために詳細なマニュアルを組み込

む.なわち，プログラム作成の思想はもちろん個々

1995 年 9 月号

ルートディレクトリ￥

SOURCE. LZH ←ソース・プログラムが入っている

KAISETSU. LZH ←解説が入っている

MA.BAT 

1.BAT←DKSYSll を起動する

2.BAT←MRGDFll を起動する

3.BAT 

DR. DEF ←この中にデフォール
ト・ドライブが入っ

ている.

DKSYS 11. EXE ここのプログ
ラムだけが

MRGDF 11. EXE 機械によって

変わります.

MLVDF 11. EXE NEC 用
東芝用 富士通用

...DOS/V 用など

INIT. DKS ←プログラム動作中
に使う見出し

OM AU. DKS 

OM X. DKS 

INIT. MRG ←プログラム動作
中に使う見出し

OM A. MRG 

OM B. MRG 

INIT. MLV ←プログラム動作
中に使う見出し

OM S. 恥1LV

OM L. MLV 

INIT. CAE ←プログラム動作中
に使う見出し

OM A. CAE 

OM B. CAE 

図 2 組織図(プログラムの構造)
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のプログラム・サブルーチンの働きとその設計思

想は詳しく記入することにした.

4. 初歩の人を教える教材としても使われるので，

統計学の基本事項はそれぞれ関係する機能の説明

(マニュアル)のなかに書いておく.

5. 初歩の方が使うので，プログラムはメニュ一方

式で使えるように設計して， *，J らないことはメニ

ュー画面の所でマニュアルが読めるように設計し

ておいた.これから使おうと思うコマンド(命令)

はどういう機能があるのかは使うまえに確認して

から使ってもらうという思想である.なお，必要

なら説明のハードコピーも取れる.

6. 統計解析に使う統計数値表は各自使用者が好み

のものを書き込んでそれを CRT 画面で必要な時

に読むことができるようにしてある.ご自分で記

入してくだきい
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このプログラムは構造(計算の流れ)を単純化すること

に重点をおいて作成しましたのでこれを以下に解説しま

す.大きな計算の流れは以下のようになっています.

‘-------~ー

A の仕事をする

B YES • B の仕事をする

• NO 

YES • C の仕事をする

• NO 

ひとしきり仕事をしたら(仕事A とか仕事 B) 必ずも

とに戻ってキーボード入力待ちになる， というのがこの

プログラミング思想の基本です.

図 3 プログラムの計算の流れ

0 
0 

「使用例J (概要，細かいことはそれぞれのプログラムにあります)

0 重回帰分析・数量化 1 類 2 類の計算のときには，まず 1 DKSYS 11 を選択してデータ入力をしてから
。

<) 

<) 

<) 

く〉

<) 

。

2 MRGDF 11 を起動して計算します.

数量化 3 類 4 類の計算をするときは，まず 1DKSYS 11 を起動してデータ入力の後 3MLVDF 11 を起動して

計算します.

QC ゲーム・実験計画法の時には，ただちに 4CAEPR 11 を起動します.

多変量プログラム群「まるば」 小林龍一 1994.10.30 作成

プログラムを選択してください (数字1， 2 , 3 , 4 , 5 を入力)

1 DKSYS 11 データ入力・加工

2MRGDF11 重回帰分析・数量化 1 類 2 類・主成分分析

3 MIVDF11 数量化 3 類 4 類・各種行列演算

4 GAEPR11 実験計画法. QC ゲーム

5 計算処理の終了

図 4 メインメニュー

各プログラムのマ

ニュアルはプログ

ラムと合体してい

ますから，計算し

なくてもプログラ

ムを起動してマニ

ュアルをお読みく

ださい.
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