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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客製品の売上を所定の期間ごとに記録した顧客製品売上情報を格納する顧客データベ
ースと、天候を上記所定の期間ごとに記録した天候情報を格納する天候データベースと、
一口あたり所定の掛け金で販売され所定の天候条件により一口あたり所定の料金を支払う
ことを商品内容とする天候デリバティブ商品に関し、上記所定の天候条件と上記所定の料
金と上記所定の掛け金とを定義した天候デリバティブ商品情報を格納する天候デリバティ
ブ商品データベースとにアクセスし、上記顧客製品売上情報と上記天候情報と上記天候デ
リバティブ商品情報とを取り出して入力する入力部と、
　（１）上記入力部により入力された天候情報と天候デリバティブ商品情報とに基づき、
上記天候デリバティブ商品で料金が支払われる天候条件を満たす期間の長さＯＤをＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）により算出して記憶装置に格納し
、（２）上記入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記天候デリバティブ
商品で料金が支払われる天候条件を満たす期間における上記所定の期間あたりの上記顧客
製品の平均売上高ＣＮＤを上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（３）上記
入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記所定の期間あたりの上記顧客製
品の平均売上高ＮＭＬを上記ＣＰＵにより算出し、（４）算出した平均売上高ＮＭＬから
上記記憶装置に格納した平均売上高ＣＮＤを減じた差ＤＦを上記ＣＰＵにより算出し、（
５）算出した差ＤＦに上記記憶装置に格納した長さＯＤを乗じた予想損失額ＤＭを上記Ｃ
ＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（６）上記入力部により入力された天候デリ
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バティブ商品情報に基づき、上記天候デリバティブ商品一口あたりで支払われる料金から
上記天候デリバティブ商品一口あたりの掛け金を減じた差額ＹＹを上記ＣＰＵにより算出
して上記記憶装置に格納し、（７）上記記憶装置に格納した予想損失額ＤＭを上記記憶装
置に格納した差額ＹＹで除した商を購入口数Ｋとして上記ＣＰＵにより算出するリスクヘ
ッジ算出部と、
　上記リスクヘッジ算出部により算出された購入口数Ｋを出力装置に出力することで、ユ
ーザに対し、顧客に推奨すべき天候デリバティブ商品の購入口数を通知する出力部と
を備えたことを特徴とする天候デリバティブ商品推奨装置。
【請求項２】
　上記天候デリバティブ商品推奨装置は、さらに、上記入力部により入力された顧客製品
売上情報と天候情報とに基づき、上記顧客製品の売上と上記天候との相関関係を示す相関
関係値Ｃを影響値Ｅとして上記ＣＰＵにより算出する影響値算出部を備え、
　上記入力部は、所定の基準値ｍｉｎＥＭを入力し、
　上記リスクヘッジ算出部は、（５）上記影響値算出部により算出された影響値Ｅが上記
入力部により入力された基準値ｍｉｎＥＭより大きい場合に、上記予想損失額ＤＭを上記
ＣＰＵにより算出することを特徴とする請求項１記載の天候デリバティブ商品推奨装置。
【請求項３】
　上記顧客製品売上情報は、複数の顧客製品の売上全体に対して上記顧客製品の売上が占
める割合値Ｒを示す割合値情報を有し、
　上記影響値算出部は、上記入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記相
関関係値Ｃに上記割合値情報が示す割合値Ｒを乗じた値を上記影響値Ｅとして上記ＣＰＵ
により算出することを特徴とする請求項２記載の天候デリバティブ商品推奨装置。
【請求項４】
　上記入力部は、所定の基準値ｍｉｎＤＦを入力し、
　上記リスクヘッジ算出部は、（５）上記差ＤＦが上記入力部により入力された基準値ｍ
ｉｎＤＦ以上である場合に、上記予想損失額ＤＭを上記ＣＰＵにより算出することを特徴
とする請求項１から３までのいずれかに記載の天候デリバティブ商品推奨装置。
【請求項５】
　上記所定の期間は、日であり、
　上記天候情報は、過去に上記天候デリバティブ商品で料金が支払われる天候条件を満た
した期間の長さとして、複数年度の各年度の日数を示す日数情報を有し、
　上記リスクヘッジ算出部は、（５）上記入力部により入力された天候情報に基づき、上
記日数情報が示す各年度の日数の内、少ない年度の日数を最低日数ＯＤＭｉｎ、多い年度
の日数を最高日数ＯＤＭａｘ、各年度の日数の平均を平均日数ＯＤＡｖｅとして、上記差
ＤＦに上記最低日数ＯＤＭｉｎを乗じた最低予想損失額ＤＭＭｉｎと、上記差ＤＦに上記
最高日数ＯＤＭａｘを乗じた最高予想損失額ＤＭＭａｘと、上記差ＤＦに上記平均日数Ｏ
ＤＡｖｅを乗じた平均予想損失額ＤＭＡｖｅとを上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置
に格納し、（７）上記記憶装置に格納した最低予想損失額ＤＭＭｉｎと最高予想損失額Ｄ
ＭＭａｘと平均予想損失額ＤＭＡｖｅとを上記記憶装置に格納した差額ＹＹで除した商を
それぞれ購入口数ＫＭｉｎ、ＫＭａｘ、ＫＡｖｅとして上記ＣＰＵにより算出し、
　上記天候デリバティブ商品推奨装置は、さらに、所定の条件に基づき上記最低日数ＯＤ
Ｍｉｎと上記最高日数ＯＤＭａｘと上記平均日数ＯＤＡｖｅとのそれぞれに該当する上記
リスクヘッジ算出部により算出された購入口数ＫＭｉｎ、ＫＭａｘ、ＫＡｖｅのいずれか
を選択し、選択された口数に上記天候デリバティブ商品一口あたりの掛け金を乗じた支払
い保険料額を上記ＣＰＵにより算出する選択部を備えたことを特徴とする請求項１から４
までのいずれかに記載の天候デリバティブ商品推奨装置。
【請求項６】
　上記天候デリバティブ商品情報には、複数の天候デリバティブ商品に関する上記所定の
天候条件と上記所定の料金と上記所定の掛け金とが定義されており、
　上記リスクヘッジ算出部は、（１）上記入力部により入力された天候情報と天候デリバ
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ティブ商品情報とに基づき、上記複数の天候デリバティブ商品の各天候デリバティブ商品
Ｄで料金が支払われる天候条件を満たす期間の長さＯＤ（Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出し
て記憶装置に格納し、（２）上記入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、各
天候デリバティブ商品Ｄで料金が支払われる天候条件を満たす期間における上記所定の期
間あたりの上記顧客製品の平均売上高ＣＮＤ（Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出して上記記憶
装置に格納し、（３）上記入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記所定
の期間あたりの上記顧客製品の平均売上高ＮＭＬを上記ＣＰＵにより算出し、（４）算出
した平均売上高ＮＭＬから上記記憶装置に格納した平均売上高ＣＮＤ（Ｄ）を減じた差Ｄ
Ｆ（Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出し、（５）算出した差ＤＦ（Ｄ）に上記記憶装置に格納
した長さＯＤ（Ｄ）を乗じた予想損失額ＤＭ（Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出して上記記憶
装置に格納し、（６）上記入力部により入力された天候デリバティブ商品情報に基づき、
各天候デリバティブ商品Ｄ一口あたりで支払われる料金から各天候デリバティブ商品Ｄ一
口あたりの掛け金を減じた差額ＹＹ（Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格
納し、（７）上記記憶装置に格納した予想損失額ＤＭ（Ｄ）を上記記憶装置に格納した差
額ＹＹ（Ｄ）で除した商を購入口数Ｋ（Ｄ）として上記ＣＰＵにより算出し、（８）算出
した購入口数Ｋ（Ｄ）に上記記憶装置に格納した差額ＹＹ（Ｄ）を乗じた値を上記記憶装
置に格納した予想損失額ＤＭ（Ｄ）から減じた実質損失額を上記ＣＰＵにより算出し、
　上記出力部は、上記リスクヘッジ算出部により算出された実質損失額の小さい順に、上
記リスクヘッジ算出部により算出された購入口数Ｋ（Ｄ）を出力装置に出力することで、
ユーザに対し、リスクヘッジ効果の大きい順に顧客に推奨すべき各天候デリバティブ商品
の購入口数を通知することを特徴とする請求項１から４までのいずれかに記載の天候デリ
バティブ商品推奨装置。
【請求項７】
　上記出力部は、上記リスクヘッジ算出部により算出された実質損失額が同一値である複
数の天候デリバティブ商品が存在する場合に、当該複数の天候デリバティブ商品の各天候
デリバティブ商品Ｄの購入口数Ｋ（Ｄ）に各天候デリバティブ商品Ｄ一口あたりの掛け金
を乗じた支払い掛け金の小さい順に、上記リスクヘッジ算出部により算出された購入口数
Ｋ（Ｄ）を出力装置に出力することを特徴とする請求項６記載の天候デリバティブ商品推
奨装置。
【請求項８】
　上記天候情報には、複数の天候要因が上記所定の期間ごとに記録されており、
　上記天候デリバティブ商品情報には、一口あたり所定の掛け金で販売され上記複数の天
候要因の各天候要因について所定の天候条件により一口あたり所定の料金を支払うことを
商品内容とする複数の天候デリバティブ商品に関し、上記所定の天候条件と上記所定の料
金と上記所定の掛け金とが定義されており、
　上記リスクヘッジ算出部は、（１）上記入力部により入力された天候情報と天候デリバ
ティブ商品情報とに基づき、上記複数の天候要因の各天候要因Ｍについて、上記複数の天
候デリバティブ商品の各天候デリバティブ商品Ｄで料金が支払われる天候条件を満たす期
間の長さＯＤ（Ｍ，Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出して記憶装置に格納し、（２）上記入力
部により入力された顧客製品売上情報に基づき、各天候要因Ｍについて、各天候デリバテ
ィブ商品Ｄで料金が支払われる天候条件を満たす期間における上記所定の期間あたりの上
記顧客製品の平均売上高ＣＮＤ（Ｍ，Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格
納し、（３）上記入力部により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記所定の期間あ
たりの上記顧客製品の平均売上高ＮＭＬを上記ＣＰＵにより算出し、（４）算出した平均
売上高ＮＭＬから上記記憶装置に格納した平均売上高ＣＮＤ（Ｍ，Ｄ）を減じた差ＤＦ（
Ｍ，Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出し、（５）算出した差ＤＦ（Ｍ，Ｄ）に上記記憶装置に
格納した長さＯＤ（Ｍ，Ｄ）を乗じた予想損失額ＤＭ（Ｍ，Ｄ）を上記ＣＰＵにより算出
して上記記憶装置に格納し、（６）上記入力部により入力された天候デリバティブ商品情
報に基づき、各天候要因Ｍについて、各天候デリバティブ商品Ｄ一口あたりで支払われる
料金から各天候デリバティブ商品Ｄ一口あたりの掛け金を減じた差額ＹＹ（Ｍ，Ｄ）を上
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記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（７）上記記憶装置に格納した予想損失
額ＤＭ（Ｍ，Ｄ）を上記記憶装置に格納した差額ＹＹ（Ｍ，Ｄ）で除した商を購入口数Ｋ
（Ｍ，Ｄ）として上記ＣＰＵにより算出し、（８）算出した購入口数Ｋ（Ｍ，Ｄ）に上記
記憶装置に格納した差額ＹＹ（Ｍ，Ｄ）を乗じた値を上記記憶装置に格納した予想損失額
ＤＭ（Ｍ，Ｄ）から減じた実質損失額を上記ＣＰＵにより算出し、
　上記出力部は、各天候要因Ｍについて、上記リスクヘッジ算出部により算出された実質
損失額の最も小さい天候デリバティブ商品Ｄの、上記リスクヘッジ算出部により算出され
た購入口数Ｋ（Ｍ，Ｄ）を出力装置に出力することで、ユーザに対し、上記複数の天候要
因の各天候要因に対し、リスクヘッジ効果の最も大きい各天候デリバティブ商品の購入口
数を通知することを特徴とする請求項１から４までのいずれかに記載の天候デリバティブ
商品推奨装置。
【請求項９】
　天候デリバティブ商品推奨装置の入力部が、顧客製品の売上を所定の期間ごとに記録し
た顧客製品売上情報を格納する顧客データベースと、天候を上記所定の期間ごとに記録し
た天候情報を格納する天候データベースと、一口あたり所定の掛け金で販売され所定の天
候条件により一口あたり所定の料金を支払うことを商品内容とする天候デリバティブ商品
に関し、上記所定の天候条件と上記所定の料金と上記所定の掛け金とを定義した天候デリ
バティブ商品情報を格納する天候デリバティブ商品データベースとにアクセスし、上記顧
客製品売上情報と上記天候情報と上記天候デリバティブ商品情報とを取り出して入力する
入力工程と、
　上記天候デリバティブ商品推奨装置のリスクヘッジ算出部が、（１）上記入力工程によ
り入力された天候情報と天候デリバティブ商品情報とに基づき、上記天候デリバティブ商
品で料金が支払われる天候条件を満たす期間の長さＯＤをＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）により算出して記憶装置に格納し、（２）上記入力工程に
より入力された顧客製品売上情報に基づき、上記天候デリバティブ商品で料金が支払われ
る天候条件を満たす期間における上記所定の期間あたりの上記顧客製品の平均売上高ＣＮ
Ｄを上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（３）上記入力工程により入力さ
れた顧客製品売上情報に基づき、上記所定の期間あたりの上記顧客製品の平均売上高ＮＭ
Ｌを上記ＣＰＵにより算出し、（４）算出した平均売上高ＮＭＬから上記記憶装置に格納
した平均売上高ＣＮＤを減じた差ＤＦを上記ＣＰＵにより算出し、（５）算出した差ＤＦ
に上記記憶装置に格納した長さＯＤを乗じた予想損失額ＤＭを上記ＣＰＵにより算出して
上記記憶装置に格納し、（６）上記入力工程により入力された天候デリバティブ商品情報
に基づき、上記天候デリバティブ商品一口あたりで支払われる料金から上記天候デリバテ
ィブ商品一口あたりの掛け金を減じた差額ＹＹを上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置
に格納し、（７）上記記憶装置に格納した予想損失額ＤＭを上記記憶装置に格納した差額
ＹＹで除した商を購入口数Ｋとして上記ＣＰＵにより算出するリスクヘッジ算出工程と、
　上記天候デリバティブ商品推奨装置の出力部が、上記リスクヘッジ算出工程により算出
された購入口数Ｋを出力装置に出力することで、ユーザに対し、顧客に推奨すべき天候デ
リバティブ商品の購入口数を通知する出力工程と
を備えたことを特徴とする天候デリバティブ商品推奨方法。
【請求項１０】
　顧客製品の売上を所定の期間ごとに記録した顧客製品売上情報を格納する顧客データベ
ースと、天候を上記所定の期間ごとに記録した天候情報を格納する天候データベースと、
一口あたり所定の掛け金で販売され所定の天候条件により一口あたり所定の料金を支払う
ことを商品内容とする天候デリバティブ商品に関し、上記所定の天候条件と上記所定の料
金と上記所定の掛け金とを定義した天候デリバティブ商品情報を格納する天候デリバティ
ブ商品データベースとにアクセスし、上記顧客製品売上情報と上記天候情報と上記天候デ
リバティブ商品情報とを取り出して入力する入力処理と、
　（１）上記入力処理により入力された天候情報と天候デリバティブ商品情報とに基づき
、上記天候デリバティブ商品で料金が支払われる天候条件を満たす期間の長さＯＤをＣＰ
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Ｕ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）により算出して記憶装置に格納
し、（２）上記入力処理により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記天候デリバテ
ィブ商品で料金が支払われる天候条件を満たす期間における上記所定の期間あたりの上記
顧客製品の平均売上高ＣＮＤを上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（３）
上記入力処理により入力された顧客製品売上情報に基づき、上記所定の期間あたりの上記
顧客製品の平均売上高ＮＭＬを上記ＣＰＵにより算出し、（４）算出した平均売上高ＮＭ
Ｌから上記記憶装置に格納した平均売上高ＣＮＤを減じた差ＤＦを上記ＣＰＵにより算出
し、（５）算出した差ＤＦに上記記憶装置に格納した長さＯＤを乗じた予想損失額ＤＭを
上記ＣＰＵにより算出して上記記憶装置に格納し、（６）上記入力処理により入力された
天候デリバティブ商品情報に基づき、上記天候デリバティブ商品一口あたりで支払われる
料金から上記天候デリバティブ商品一口あたりの掛け金を減じた差額ＹＹを上記ＣＰＵに
より算出して上記記憶装置に格納し、（７）上記記憶装置に格納した予想損失額ＤＭを上
記記憶装置に格納した差額ＹＹで除した商を購入口数Ｋとして上記ＣＰＵにより算出する
リスクヘッジ算出処理と、
　上記リスクヘッジ算出処理により算出された購入口数Ｋを出力装置に出力することで、
ユーザに対し、顧客に推奨すべき天候デリバティブ商品の購入口数を通知する出力処理と
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、天候デリバティブ商品推奨装置に関する。特に、顧客の売上高に対する天候の
影響から有効な天候デリバティブ製品を選択し、顧客に推奨するための顧客戦略作成に関
するものである天候デリバティブ商品推奨システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
天候の変動により事業収入及び事業価値等の事業価値が変動する事業体において、天候の
変動により生ずる事業価値の変動を低減し、損失を回避することが可能な価値授受方法、
価値授受装置、及び記録媒体を提供することを目的として、以下の手段が公知となってい
る。天候指標（平均気温）Ｔに対して、正の相関で事業価値が変動する第１事業体と、負
の相関で事業価値が変動する第２事業体との間で、第１天候基準値Ｔ１及び第２天候基準
値Ｔ２を設定し、Ｔ＞Ｔ１の場合に第１事業体から第２事業体へ価値を供与し、Ｔ＜Ｔ２
の場合に逆に供与する。このとき第１及び第２事業体間で授受される価値の期待値を等し
くすべく、各条件下で授受される価値の期待値を算出し、その中で最小の期待値を基準に
補正を行う計算方法により価値を計算する。（特許文献１参照）
【０００３】
予測をするための入力情報の取捨選択を行い、誤差の少ない予測を行うことのできる商品
販売予測装置を提供することを目的として、以下の手段が公知となっている。天候、日付
、曜日、時刻等の予め入力された情報を格納した情報収集手段と、収集された情報を加工
して予測に有効なデータ系列（例えば実測値を所定の値を基準とする多段階の値に分類し
、その分類されたグループ毎にデータ値を与えて作られたものや、実測値の測定毎の測定
値との偏差をデータ値とされたもの）を作成するデータ系列作成手段と、該データ系列作
成手段の全データを重回帰分析し予測に対する貢献度の高い情報を選択する入力情報選択
手段と、選択された情報によって商品販売の予測を行う予測処理手段とよりなる。（特許
文献２参照）
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－２２２６０５号公報
【特許文献２】
特開平８－２１２１９１号公報
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
特許文献１は、２つの事業体の間で天候指標Ｔに対して、正の相関で事業価値が変動する
第一の事業体と負の相関で事業価値が変動する第二の事業体との間で、第一天候基準値Ｔ
１と第二天候基準値Ｔ２を定め、Ｔ、Ｔ１、Ｔ２の関係により第一事業体と第二事業体と
で価値を供与することにより、天候によるリスクをお互いに軽減するものである。
【０００６】
特許文献２は、売上に影響を与える複数の要素の中から有効な要素を選択し、重回帰分析
により売上予測を行うものである。
【０００７】
従来は、天候の影響も受けない売上要素も含めた売上全体に対する天候の影響を算出して
おり、天候の影響を受ける売上要素と天候の影響を受けない売上要素を区別しないため、
天候の影響を受けない売上要素の天候以外の突発的要因で変化した場合などに算出結果に
影響を及ぼすため正確性に欠けるという問題点があった。
【０００８】
また、天候の影響を受けない売上要因の変化も加味して天候の影響を算出することにより
、顧客が有効でない天候デリバティブ商品を購入したり、また顧客に対してそのような天
候デリバティブ商品の購入を勧めてしまう可能性があるという問題点があった。
【０００９】
この発明は、天候の影響を受ける売上要因と影響を受けない売上要因を区別して天候の及
ぼす影響を算出することにより、リスクヘッジのため有効な天候デリバティブ商品を売り
込む顧客戦略を練ることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る天候デリバティブ商品推奨装置は、顧客製品の売上に関する顧客製品売上
情報と、天候に関する天候情報と、天候条件により料金を支払うことを商品内容とする天
候デリバティブ商品に関する天候デリバティブ商品情報とを入力する入力部と、
上記入力部により入力された顧客製品売上情報と天候情報とに基づき、予想される上記顧
客製品の売上の減少による予想損失額を算出し、上記入力部により入力された天候デリバ
ティブ商品情報に基づき、上記算出された予想損失額を減少させ、リスクヘッジさせるた
めの上記天候デリバティブ商品の条件を算出するリスクヘッジ算出部と、
上記リスクヘッジ算出部により算出された天候デリバティブ商品の条件を出力し、ユーザ
に対し、顧客に推奨すべき天候デリバティブ商品の識別を促す出力部と
を備えたことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は、実施の形態１におけるシステムブロック図である。
図１において、天候デリバティブ商品推奨システム１００は、天候データベース１、顧客
データベース２、業界全体の売上データベース３、天候デリバティブ商品データベース４
、天候デリバティブ商品推奨装置５を備えている。図１においては、天候デリバティブ商
品推奨システム１００は、各種データベースを備えているが、各データベースは、離れた
場所に設置されても構わない。例えば、銀行が顧客に対し、天候デリバティブ商品を推奨
する場合に、顧客情報を有する銀行が顧客データベース２、天候デリバティブ商品推奨装
置５を有し、天候デリバティブ商品を販売する保険会社が天候デリバティブ商品データベ
ース４を有し、業界団体が業界全体の売上データベース３を有し、気象庁が天候データベ
ース１を有するといったものでも構わない。すなわち、天候デリバティブ商品推奨装置５
が各データベースにアクセスできれば構わない。アクセスする方法として、インターネッ
トでも構わないし、専用回線を用いても構わない。
【００１２】
天候データベース１には、例えば、降水量、気温と、晴れ、雨、曇り等の天候と、湿度、
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風速、日照量等との各天候要素の時系列データが入っている。また、天候データベース１
には、今後の天候予想情報が入っている。今後の天候予想情報として、例えば、今後１年
間の予想降水量、各日或いは所定の期間毎の予想気温分布或いは予想湿度分布、晴れる日
の日数、雨の日の日数、曇りの日の日数、所定日照量を有する日の日数等の情報が挙げら
れる。又は、もっと大まかに、今年は、多雨か少雨か平年通りか、暑いか寒いか平年通り
か等の情報が挙げられる。もちろんこれらに限ったものではない。
【００１３】
顧客データベース２には、対象となる顧客情報が入っている。ここで顧客情報とは、例え
ば、顧客の与信情報や顧客の売上の時系列データのことである。
【００１４】
業界全体の売上データベース３には、顧客の扱う製品についての業界全体としての売上情
報の時系列データが入っている。
【００１５】
天候デリバティブ商品データベース４には、各天候要因に対応した天候デリバティブ商品
の情報である天候デリバティブ商品情報が格納されている。天候デリバティブ商品には、
例えば、ここでは、気温デリバティブ商品、降水量デリバティブ商品、台風デリバティブ
商品等が挙げられている。各天候要因のデリバティブ商品は、例えば、販売する保険会社
毎に用意されていてもよい。すなわち、各天候要因のデリバティブ商品が複数あっても構
わない。
【００１６】
天候デリバティブ商品推奨装置５は、解析部６、相関関係算出部７（影響値算出部の一例
である）、リスクヘッジ算出部８、天候デリバティブ商品選択部９、入力部１０、出力部
２０を備えている。解析部６は、顧客の売上情報を解析する。解析部６は、顧客の主力製
品を抽出する。相関関係算出部７は、顧客の主要製品の売上推移と天候の各要素の関係を
求める。相関関係算出部７は、顧客データベース２に格納された主力製品の売上データと
天候データベース１の各要因との相関関係を分析する。リスクヘッジ算出部８は、天候デ
リバティブ商品のリスクヘッジ効果を算出する。リスクヘッジ算出部８は、売上に影響を
及ぼす天候要因の全ての天候デリバティブ商品のリスクヘッジ効果を算出する。天候デリ
バティブ商品選択部９は、お勧め天候デリバティブ商品を選択する。天候デリバティブ商
品選択部９は、顧客にとって最もリスクヘッジ効果の高い天候デリバティブ商品を選択す
る。入力部１０は、パラメータを入力する。入力部１０は、天候データベース１、顧客デ
ータベース２、業界全体の売上データベース３、天候デリバティブ商品データベース４へ
のアクセスを行ない、必要な情報を入力する。
【００１７】
パターン１１は、天候デリバティブ商品推奨システムが出力した天候デリバティブ商品の
お勧めパターンである。
【００１８】
入力部１０は、顧客データベース２から顧客製品の売上に関する顧客製品売上情報と、天
候データベース１から天候に関する天候情報と、天候デリバティブ商品データベース４か
ら天候条件により料金を支払うことを商品内容とする天候デリバティブ商品に関する天候
デリバティブ商品情報とを入力する。
リスクヘッジ算出部８は、上記入力部１０により入力された顧客製品売上情報と天候情報
とに基づき、予想される上記顧客製品の売上の減少による予想損失額を算出し、上記入力
部１０により入力された天候デリバティブ商品情報に基づき、上記算出された予想損失額
を減少させ、リスクヘッジさせるための上記天候デリバティブ商品の条件を算出する。
出力部２０は、上記リスクヘッジ算出部８により算出された天候デリバティブ商品の条件
を出力し、ユーザに対し、顧客に推奨すべき天候デリバティブ商品の識別を促す。
【００１９】
図２は、入力部１０に入力するパラメータの一覧を示す図である。
各パラメータは、天候デリバティブ商品を推奨する判断のための基準値となるものである
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。
各天候要因が売上に影響を与えると判断する基準値をｍｉｎＥＭ、天候デリバティブ商品
のリスクヘッジ効果の基準値をｍｉｎＤＨ、平均的な場合の売上高と天候デリバティブ商
品の満たす条件下での一日当たりの売上高との差の基準値をｍｉｎＤＦ、天候デリバティ
ブ商品の購入上限額をｍａｘＫとする。製品の売上に占める割合の最低値（基準値）をｍ
ｉｎＰ、お勧めする天候デリバティブ商品の数をｄＮｕｍ、天候デリバティブ商品に対す
る支払い保険料の最大額（基準値）をｍａｘＰとする。これらの基準値は不要なときは設
定しないことも可能とする。
上記入力部１０は、複数の天候デリバティブ商品に関する天候デリバティブ商品情報を入
力する。
【００２０】
顧客の売上情報を解析する解析部６について説明する。
入力部１０において、顧客データベース２より対象となる顧客の売上情報を取り出し、各
商品の売上高に対する割合の多い順に並び替える。
図３は、各商品の売上高に対する割合の多い順に並び替えた製品内訳を示す図である。
このとき、製品内訳１３における製品１、製品２といった製品の分類は、類似した製品を
まとめて一つの製品として扱う。例えば、オレンジジュース、りんごジュース、パインジ
ュースなど清涼飲料水をまとめて一つの製品として扱う。売上全体に対するある製品の占
める割合が入力部１０により入力されたパラメータｍｉｎＰの値以上の製品を主力製品と
し、その数をｍａｘＮ個（ｍａｘＮ＞＝１）とする。主力製品Ｎの売上に対する割合をＲ
（Ｎ）、売上高をＳ（Ｎ）（Ｎ＝１，…，ｍａｘＮ）として主力製品売上情報とする。図
３における主力製品売上情報１４に一例を示す。
【００２１】
図４は、さらに、解析部がおこなう動作の一例を示すフローチャート図である。
Ｓ（ステップ）４０１において、解析部６は、入力部１０を介して顧客データベース２よ
りＮ番目の主力製品の売上時系列情報をＩ（Ｎ）として記憶装置３０に格納する。
Ｓ４０２において、解析部６は、Ｎ番目の主力製品が新製品であるなど顧客情報に過去デ
ータがないかどうかを判断する。過去データがない場合は、ＮＵＬＬとしてＳ４０３に進
む。過去データがある場合は、Ｓ４０４に進む。
Ｓ４０３において、解析部６は、業界全体の売上ベース３よりＮ番目の主力製品の業界全
体における売上の時系列情報をＩ（Ｎ）として記憶装置３０に格納する。
Ｓ４０４において、解析部６は、記憶装置３０に記憶格納されたＩ（Ｎ）から製品Ｎの曜
日別平均売上高を算出し、記憶装置３０に格納する。
【００２２】
次に顧客の主要製品の売上推移と天候の各要素の関係を求める相関関係算出部７について
説明する。
影響値算出部の一例として、相関関係算出部７は、上記入力部１０により入力された顧客
製品売上情報と天候情報とに基づき、上記顧客製品の売上が上記天候により受ける影響値
Ｅ（Ｍ）を算出する。
上記リスクヘッジ算出部８は、上記影響値算出部の一例としての相関関係算出部７により
算出された影響値Ｅ（Ｍ）が所定の条件を満たす場合に、予想される上記顧客製品の売上
の減少による予想損失額を算出し、上記入力部１０により入力された天候デリバティブ商
品情報に基づき、上記算出された予想損失額を減少させるための上記天候デリバティブ商
品の条件を算出する。
【００２３】
図５は、顧客の主力製品が天候要因に受ける影響を求めるフローチャートを示す図である
。
天候デリバティブ商品が用意されている天候要因の数をｍａｘＭとする（ｍａｘＭ≧１）
。主力製品１から主力製品ｍａｘＮについて以下のような処理を行う。そして、天候要因
Ｍが顧客の売上に及ぼす影響を示す値として影響値Ｅ（Ｍ）を求める。
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Ｓ５０１において、相関関係算出部７は、Ｅ（Ｍ）をゼロで初期化する。
Ｓ５０２において、相関関係算出部７は、図４におけるＳ４０１或いはＳ４０３において
、記憶装置３０に記憶されたＩ（Ｎ）を入力部１０を介して取り出す。
Ｓ５０４において、相関関係算出部７は、天候データベース１よりＭ番目の天候要素の時
系列情報をＷ（Ｍ）として記憶装置３０に格納する。
Ｓ５０５において、相関関係算出部７は、主力製品Ｎの顧客の売上が天候要因Ｍに受ける
影響としてＷ（Ｍ）とＩ（Ｎ）の相関関係の値を示す相関関係値Ｃ（Ｎ，Ｍ）を求め、記
憶装置３０に格納する。このとき、新製品であるなど顧客情報に過去データがない場合に
は、主力製品Ｎの業界全体の売上が天候要因Ｍに受ける影響としてＷ（Ｍ）と図４におけ
るＳ４０３において記憶装置３０に記憶されたＩ（Ｎ）との相関関係を求めＣ（Ｎ，Ｍ）
に格納する。顧客情報に過去データがある場合には、Ｗ（Ｍ）と図４におけるＳ４０１に
おいて記憶装置３０に記憶されたＩ（Ｎ）との相関関係を求めＣ（Ｎ，Ｍ）に格納する。
Ｓ５０６において、相関関係算出部７は、相関関係値Ｃ２（Ｎ，Ｍ）に主要製品Ｎの売上
全体に対する割合の値を示す割合値Ｒ（Ｎ）を掛け合わせたものをＥ（Ｍ）に加算する。
言いかえれば、上記顧客製品売上情報は、顧客の売上げ総額の対する上記顧客製品の売上
が占める割合値を示す割合値情報を有し、上記影響値算出部の一例としての相関関係算出
部７は、上記入力部１０により入力された顧客製品売上情報と天候情報とに基づき、上記
顧客製品の売上と上記天候との相関関係を示す相関関係値Ｃ（Ｎ，Ｍ）を算出し、算出さ
れた相関関係値Ｃ（Ｎ，Ｍ）に上記割合値情報が示す割合値Ｒ（Ｎ）を乗じた値を上記影
響値Ｅ（Ｍ）として算出する。
Ｓ５０７において、相関関係算出部７は、主力製品ＮのＮ値が主力製品の数であるｍａｘ
Ｎ値かどうかを判断する。ｍａｘＮ値でない場合は、Ｓ５０８に進む。ｍａｘＮ値である
場合は、Ｓ５０９に進む。
Ｓ５０８において、相関関係算出部７は、Ｎ値に１を加算する。そして、Ｓ５０２に戻る
。相関関係算出部７は、全ての主力製品１から主力製品Ｎ（ｍａｘＮ）に対してＳ５０１
からＳ５０７の操作を行う。すなわち、相関関係算出部７は、各主力製品について、Ｎが
順に１からｍａｘＮへと累積された天候要因Ｍによる影響値Ｅ（Ｍ）を算出する。すなわ
ち、製品２の影響値Ｅ（Ｍ）は、製品１の影響値に製品２独自の影響値を加算した値とな
る。そして、各主力製品についての影響値Ｅ（Ｍ）は、それぞれ記憶装置３０に格納され
る。以上のように、順に加算することにより天候要因Ｍによる主力製品すべての影響値Ｅ
（Ｍ）の合計値を算出する。以上により、製品単位ではなく、天候要因Ｍによる顧客単位
で受ける影響値を算出することができる。顧客単位で受ける影響値を算出することにより
、天候要因Ｍによるリスクヘッジを考え、天候要因Ｍによる天候デリバティブ商品の必要
性を認識し、商品の選択をおこなうことができる。
Ｓ５０９において、相関関係算出部７は、天候要因ＭのＭ値が天候要因の数であるｍａｘ
Ｍ値かどうかを判断する。ｍａｘＭ値でない場合は、Ｓ５１０に進む。ｍａｘＭ値である
場合は、影響値Ｅ（Ｍ）の合計値を記憶装置３０に記憶格納し、終了する。
Ｓ５１０において、相関関係算出部７は、Ｍ値に１を加算する。そして、Ｓ２に戻る。相
関関係算出部７は、すべての主力製品に対して全ての天候要因に対する影響を求めるため
Ｍを１からｍａｘＭまで繰り返し同様の操作を行う。
以上により、全ての主力製品、全ての天候要因について、主力製品Ｎと天候要因Ｍとの関
係がＣ（Ｎ，Ｍ）として、天候要因Ｍの各天候要因が売上に対する影響をＥ（Ｍ）として
記憶装置３０に格納される。すなわち、主力製品すべての影響値Ｅ（Ｍ）の合計値として
、Ｅ（１），Ｅ（２），…，Ｅ（ｍａｘＭ）が記憶装置３０に格納される。
【００２４】
図６は、図５におけるＳ５の処理をフローチャートで示した図である。
Ｓ２０１において、相関関係算出部７は、時系列モデルの式、例えば、式（１）として、
Ｘ（ｔ）＝ａ＋ｂ×Ｚ（ｔ）を選択する。
Ｓ２０２において、相関関係算出部７は、製品の売上情報Ｉ（Ｎ）より一日の平均売上げ
ａｖｅＤａｙ、各月（ｍｏｎｔｈ）毎の一日の平均売上げａｖｅＭｏｎｔｈ（ｍｏｎｔｈ
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）を算出し、記憶装置３０に記憶する。
Ｓ２０３において、相関関係算出部７は、ａｖｅＤａｙとａｖｅＭｏｎｔｈ（ｍｏｎｔｈ
）との差分を加味した関数ＤＤ（Ｎ，ｔ）を算出し、記憶装置３０に記憶する。ＤＤ（Ｎ
，ｔ）は月ごとの変化を考慮する関数となる。
Ｓ２０４において、相関関係算出部７は、例えば、式（１）において、Ｉ（Ｎ）からＤＤ
（Ｎ，ｔ）を引いた値をＸ（ｔ）とみなし、Ｗ（Ｍ）の時系列データをＺ（ｔ）とみなし
て回帰分析により近似式を算出し、係数ａ、ｂをＫＫ（Ｎ，Ｍ）として記憶装置３０に格
納する。
Ｓ２０５において、相関関係算出部７は、Ｓ２０４で求めた式（１）の係数ＫＫ（Ｎ，Ｍ
）にＳ２０３で求めた月ごとの変化を考慮する関数ＤＤ（Ｎ，ｔ）を加えて時系列モデル
式（１）を用いた場合の相関関係値Ｃ（Ｎ，Ｍ）を求める。
【００２５】
図７は、リスクヘッジ算出部がおこなう動作を示すフローチャート図である。
主力製品Ｎについて以下の操作を行う。
Ｓ７０１において、リスクヘッジ算出部８は、Ｎ値を値１にする。
Ｓ７０２において、リスクヘッジ算出部８は、Ｍ値を値１にする。
Ｓ７１１において、リスクヘッジ算出部８は、記憶装置３０に格納された図５で求めた顧
客の製品Ｎについての売上情報に与える天候要因Ｍの影響値Ｅ（Ｍ）が入力部１０により
入力されたパラメータである基準値ｍｉｎＥＭより大きい場合には、天候要因Ｍが売上に
影響を及ぼすと判断し、Ｓ７１３に進む。影響値Ｅ（Ｍ）が基準値ｍｉｎＥＭより小さい
場合には、Ｓ７１２に進む。
Ｓ７１２において、リスクヘッジ算出部８は、Ｍに１を加算し、Ｓ７１１に戻る。
Ｓ７１３において、リスクヘッジ算出部８は、天候要因Ｍに関する天候デリバティブ商品
数をｍａｘＤに代入する。
Ｓ７１４において、リスクヘッジ算出部８は、天候要因ＭのＤ番目の天候デリバティブ商
品をＷＣ（Ｍ，Ｄ）とし、主力製品Ｎに対する天候デリバティブ商品ＷＣ（Ｍ，Ｄ）によ
るリスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）を算出する。
Ｓ７１５において、リスクヘッジ算出部８は、リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）が入
力部１０により入力されたパラメータとしてあらかじめ設定された値ｍｉｎＤＨ以上であ
ったらリスクヘッジ効果があると判断しお勧めリストＲＬに追加する。お勧めリストＲＬ
は、記憶装置３０に記憶される。
Ｓ７１７において、リスクヘッジ算出部８は、Ｄ値がｍａｘＤ値以上かどうかを判断する
。Ｄ値がｍａｘＤ値以上ならＳ７１９に進む。Ｄ値がｍａｘＤ値より小さい場合ならＳ７
１８に進む。
Ｓ７１８において、リスクヘッジ算出部８は、Ｄに１を加算し、Ｓ７１４に戻る。すなわ
ち、天候要因Ｍに関する全ての天候デリバティブ商品ＷＣ（Ｍ，Ｄ）についてＳ７１４か
らＳ１６を実行する。
Ｓ７１９において、リスクヘッジ算出部８は、Ｍ値がｍａｘＭ値以上かどうかを判断する
。Ｍ値がｍａｘＭ値以上ならＳ７２１に進む。Ｍ値がｍａｘＭ値より小さい場合ならＳ７
２０に進む。
Ｓ７２０において、リスクヘッジ算出部８は、Ｍに１を加算し、Ｓ７１１に戻る。すなわ
ち、全ての天候要因ＭについてＳ７１１からＳ７１９を実行する。
Ｓ７２１において、リスクヘッジ算出部８は、Ｎ値がｍａｘＮ値以上かどうかを判断する
。Ｎ値がｍａｘＮ値以上なら終了する。Ｎ値がｍａｘＮ値より小さい場合ならＳ７０２に
戻る。すなわち、全ての主力製品ＮについてＳ７１１からＳ７２０までを実行することに
なり、お勧めリストＲＬには全ての主力製品Ｎについてお勧め天候デリバティブ商品のリ
スクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）が格納される。
【００２６】
図７におけるＳ７１４、即ち天候デリバティブ商品のリスクヘッジ効果を算出する手段に
ついて説明する。
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図８は、即ち天候デリバティブ商品のリスクヘッジ効果を算出するフローチャートを示す
図である。
Ｓ８２３において、リスクヘッジ算出部８は、顧客データベース２から取り出した製品Ｎ
の情報Ｉ（Ｎ）より製品Ｎの曜日別平均売上高ＮＭＬ（Ｎ）を算出する。
Ｓ８２４において、リスクヘッジ算出部８は、天候データベース１より取り出した天候要
因Ｍの時系列情報Ｗ（Ｍ）と顧客データベース２から取り出した製品Ｎの情報Ｉ（Ｎ）と
より天候デリバティブ商品Ｄの定める条件下での曜日別平均売上高ＣＮＤ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）
を算出し、記憶装置３０に格納する。
Ｓ８２５において、リスクヘッジ算出部８は、通常の曜日別平均売上高ＮＭＬ（Ｎ）と天
候デリバティブ商品Ｄの定める条件化での曜日別平均売上高ＣＮＤ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）との差
ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）を算出し、記憶装置３０に格納する。ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）は各曜日ご
との売上高の差の絶対値と割合の情報が入った行列情報となる。
図９は、ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の内容を示す図である。
図９において、ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）には、各曜日毎の売上高の差、売上高の差の平均値、
各曜日毎の売上高の差を平均売上高で割った商、各曜日毎の売上高の差を平均売上高で割
った商の平均値が情報として格納されている。
Ｓ８２６において、リスクヘッジ算出部８は、ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）が入力部１０により入
力されたパラメータである基準値ｍｉｎＤＦとの比較を行い、ｍｉｎＤＦに満たなければ
リスクヘッジが不要と判断してＳ８２７に進む。ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）が基準値ｍｉｎＤＦ
以上であれば、リスクヘッジさせるために天候デリバティブ商品を推奨する価値ありと判
断し、すなわち、リスクヘッジが必要と判断してＳ８２８に進む。言いかえれば、上記リ
スクヘッジ算出部８は、上記入力部１０により入力された顧客製品売上情報と天候情報と
に基づき、所定の期間あたりの平均売上げ額としての通常平均売上げ額と上記天候デリバ
ティブ商品で料金が支払われるための天候条件に該当する期間あたりの平均売上げ額とし
ての天候条件該当平均売上げ額とを算出し、記憶装置３０に記憶する。そして、算出され
た通常平均売上げ額と天候条件該当平均売上げ額との差額が所定の条件（例えば、ここで
は、基準値ｍｉｎＤＦ以上）を満たす場合に、後述する予想される上記顧客製品の売上の
減少による予想損失額を算出する。
Ｓ８２７において、リスクヘッジ算出部８は、リスクヘッジ効果（指数）ＲＨ（Ｎ，Ｍ，
Ｄ）にゼロを設定する。
Ｓ８２８において、リスクヘッジ算出部８は、Ｗ（Ｍ）より算出した天候デリバティブ商
品の定める条件を満たす日数の平均・最高・最低をそれぞれＯＤＡｖｅ（Ｍ，Ｄ），ＯＤ
Ｍａｘ（Ｍ，Ｄ），ＯＤＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）に入力し、ＯＤＡｖｅ（Ｍ，Ｄ），ＯＤＭａｘ
（Ｍ，Ｄ），ＯＤＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）を記憶装置３０に格納する。リスクヘッジ算出部８は
、入力部１０を介して天候データベース１より天候デリバティブ商品の定める条件を満た
す日数の平均・最高・最低を入力する。
Ｓ８２９において、リスクヘッジ算出部８は、ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）とＳ８２８で求めた日
数（平均・最高・最低）より予想損失額として平均予想損失額、最高予想損失額、最低予
想損失額を算出し、それぞれ平均予想損失額をＤＭＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）として、最高予想損
失額をＤＭＭａｘ（Ｍ，Ｄ）として、最低予想損失額をＤＭＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）として記憶
装置３０に記憶する。曜日によってＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の値は異なるがＳ８２８で求めた
日数が各曜日に均等に配分されるものとする。
Ｓ８３０において、リスクヘッジ算出部８は、天候デリバティブ商品で一口あたりで支払
われる金額と天候デリバティブ商品一口あたりを購入する購入金額との差を算出し、差額
をＹＹ（Ｍ，Ｄ）として記憶装置３０に記憶する。
Ｓ８３１において、リスクヘッジ算出部８は、ＹＹ（Ｍ，Ｄ）と予想損失額の平均ＤＭＡ
ｖｅ（Ｍ，Ｄ）を比較し、予想損失額が天候デリバティブ商品で支払われる差額ＹＹ（Ｍ
，Ｄ）より小さい場合には天候デリバティブ商品を購入するメリットがないと判断して、
Ｓ８２７に進む。予想損失額が天候デリバティブ商品で支払われる差額ＹＹ（Ｍ，Ｄ）よ
り大きい場合には、Ｓ８３２に進む。言いかえれば、上記天候デリバティブ商品は、一口
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あたり所定の掛け金で顧客が購入する口数に応じて料金を支払い、そして、上記リスクヘ
ッジ算出部８は、上記算出された予想損失額が上記天候デリバティブ商品一口あたりで支
払われる料金と一口あたりの上記所定の掛け金（購入金額）との差額ＹＹ（Ｍ，Ｄ）より
大きい場合に、上記天候デリバティブ商品の条件として、上記算出された予想損失額を減
少させ、リスクヘッジさせるために後述する必要な口数を算出する。
Ｓ８３２において、リスクヘッジ算出部８は、天候デリバティブ商品を購入する口数を計
算する。このとき、リスクヘッジ算出部８は、予想損失額の平均値ＤＭＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）
とＹＹ（Ｍ，Ｄ）とから計算した、すなわち、平均値ＤＭＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）をＹＹ（Ｍ，
Ｄ）で割った商を購入口数ＫＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）として、最大値ＤＭＭａｘ（Ｍ，Ｄ）とＹ
Ｙ（Ｍ，Ｄ）とから計算した、すなわち、最大値ＤＭＭａｘ（Ｍ，Ｄ）をＹＹ（Ｍ，Ｄ）
で割った商を購入口数ＫＭａｘ（Ｍ，Ｄ）として、最小値ＤＭＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）とＹＹ（
Ｍ，Ｄ）とから計算した、すなわち、最小値ＤＭＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）をＹＹ（Ｍ，Ｄ）で割
った商を購入口数ＫＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）として算出し、ＫＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）、ＫＭａｘ（Ｍ
，Ｄ）、ＫＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）を記憶装置３０に記憶する。
Ｓ８３３において、リスクヘッジ算出部８は、ＤＭＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）、ＤＭＭａｘ（Ｍ，
Ｄ）、ＤＭＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）、ＫＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）、ＫＭａｘ（Ｍ，Ｄ）、ＫＭｉｎ（Ｍ
，Ｄ）、ＹＹ（Ｍ，Ｄ）を用いて、平均日数より算出したリスクヘッジ後の金額を実質損
失額（平均）として、最大日数より算出したリスクヘッジ後の金額を実質損失額（最高）
として、最小日数より算出したリスクヘッジ後の金額を実質損失額（最低）として算出し
、実質損失額（平均）、実質損失額（最高）実質損失額（最低）を記憶装置３０に記憶す
る。ここでは、ＤＭＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）からＹＹ（Ｍ，Ｄ）とＫＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）との積を
引いた差額を実質損失額（平均）とする。同様に、ＤＭＭａｘ（Ｍ，Ｄ）からＹＹ（Ｍ，
Ｄ）とＫＭａｘ（Ｍ，Ｄ）との積を引いた差額を実質損失額（最高）とする。ＤＭＭｉｎ
（Ｍ，Ｄ）からＹＹ（Ｍ，Ｄ）とＫＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）との積を引いた差額を実質損失額（
最低）とする。リスクヘッジ算出部８は、平均日数より算出した各値、最大日数より算出
した各値、最小日数より算出した各値をリスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）に代入する
。リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）は、記憶装置３０に記憶される。
【００２７】
図１０は、リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）のボディ部の構成を示す図である。
リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）として、天候デリバティブ商品の定める条件を満た
す日数が平均的な場合の実質損失額１１５（実質損失額１１５は、図８におけるＳ８３３
で算出した平均日数より算出したリスクヘッジ後の金額である実質損失額（平均）を示す
。）、その時の購入口数１１８（ＫＡｖｅ（Ｍ，Ｄ）の値）、天候デリバティブ商品の定
める条件を満たす日数が最も多いと考えられる場合の実質損失額１１６（実質損失額１１
６は、図８におけるＳ８３３で算出した最高日数より算出したリスクヘッジ後の金額であ
る実質損失額（最高）を示す。）、その時の購入口数１１９（ＫＭａｘ（Ｍ，Ｄ）の値）
、天候デリバティブ商品の定める条件を満たす日数が最も少ないと考えられる場合の実質
損失額１１７（実質損失額１１７は、図８におけるＳ８３３で算出した最低日数より算出
したリスクヘッジ後の金額である実質損失額（最低）を示す。）、その時の購入口数１２
０（ＫＭｉｎ（Ｍ，Ｄ）の値）、天候デリバティブ商品の一口あたりの購入価格１２１、
後述する選択部９により天候の予測を行うことにより定まる予想損失額１２４、受取る受
取額の予想値１２５、リスクヘッジ後の金額である実質損失額１２２、受取額の予想値１
２５を受け取るために天候デリバティブ商品を購入するのに必要な支払い保険料額１２３
、が入っている。リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の各情報は、予想損失額を減少さ
せ、リスクヘッジさせるための上記天候デリバティブ商品の条件の一例である。
以上のように、リスクヘッジ算出部８は、上記入力部１０により入力された天候デリバテ
ィブ商品情報の複数の天候デリバティブ商品の各天候デリバティブ商品に対し、リスクヘ
ッジさせるための上記天候デリバティブ商品の条件を算出する。
【００２８】
図１１は、お勧め天候デリバティブ商品を選択する選択部がおこなう動作のフローチャー
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トを示す図である。
ここではお勧めリストＲＬにある各天候デリバティブ商品のリスクヘッジ効果のソートを
行う。
Ｓ１１３４において、選択部９は、Ｍ値とリストＲＬ２との初期化を行い、図７において
求めたお勧めリストＲＬの中で天候要因Ｍに関する情報を全て取り出し一時リストＲＬ＿
Ｍに格納する。一時リストＲＬ＿Ｍは、記憶装置３０に記憶される。
Ｓ１１３６において、選択部９は、天候要因Ｍについてデータ操作を行う。
Ｓ１１３７において、選択部９は、一時リストＲＬ＿Ｍの全ての要素をＲＬ２にコピーす
る。
Ｓ１１３８において、選択部９は、ＭがｍａｘＭかどうかを判断する。ＭがｍａｘＭの場
合は、Ｓ１１４０に進む。ＭがｍａｘＭでない場合は、Ｓ１１３９に進む。
Ｓ１１３９において、選択部９は、Ｍに１を加算し、Ｓ１１３５に戻る。すなわち、選択
部９は、全ての天候要因ＭについてＳ１１３５～Ｓ１１３７を繰り返す。そして、選択部
９は、リストＲＬ２に全ての天候要因Ｍについて、お勧めリストＲＬにある各天候デリバ
ティブ商品のリスクヘッジ効果の各情報をリストにする。
Ｓ１１４０において、選択部９は、天候デリバティブ商品にて給付された後の実質的な損
失額である実質損失額でソートする。次に、選択部９は、実質損失額が同額である場合が
存在するときには、実質的な支払い保険料額でソートする。すなわち、選択部９は、図１
０における実質損失額１２２の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。そして、実質損失
額１２２が同額である場合が存在するときには、同額である部分について支払い保険料額
１２３の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。
Ｓ１１４１において、選択部９は、天候デリバティブ商品のお勧めパターン１１を出力す
る。このとき入力部１０において入力されたパラメータでお勧め天候デリバティブ商品の
数ｄＮｕｍの指定があれば最大ｄＮｕｍ個までがお勧め天候デリバティブ商品とする。ま
た、入力されたパラメータで支払い保険料の最大額ｍａｘＰが設定されている場合には支
払い限度額のチェックを行う。そして、選択部９は、上記各条件に適した天候デリバティ
ブ商品のお勧めパターン１１を出力する。
【００２９】
ここで、上記天候情報は、過去に上記天候デリバティブ商品で料金が支払われるための天
候条件に該当した複数年度の各年度の日数を示す日数情報を有している。
そして、上記図８で説明したように、上記リスクヘッジ算出部８は、上記入力部１０によ
り入力された天候情報に基づき、上記日数情報が示す各年度の日数の内、少ない年度の日
数を最低日数、多い年度の日数を最高日数、各年度の日数の平均を平均日数として、図８
のＳ８３２において上記最低日数の場合に上記天候デリバティブ商品が支払う料金と上記
リスクヘッジさせるために必要な口数と、最高日数の場合に上記天候デリバティブ商品が
支払う料金と上記リスクヘッジさせるために必要な口数と、平均日数の場合に上記リスク
ヘッジさせるために必要な口数を算出し、さらに、図８のＳ８３３において上記予想損失
額と上記天候デリバティブ商品が支払う料金との差額をリスクヘッジ後の損失額として算
出している。
【００３０】
そして、選択部９は、所定の条件に基づき上記最低日数と上記最高日数と上記平均日数と
のいずれかを選択し、選択された日数に該当する上記リスクヘッジ算出部８により算出さ
れたリスクヘッジ後の損失額を選択し、選択された日数に該当する口数に基づく掛け金を
支払い保険料額として選択する。ここで、上記所定の条件は、上記入力部１０により入力
された天候情報に基づき定まるようしている。
【００３１】
図１２は、リストＲＬ＿Ｍのデータ操作の例を説明する図である。
図１２では、天候要因が降水量の場合を例にとって説明する。ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の情報
は図１０に示されるように、天候デリバティブ商品の満たす条件が平均的データの場合の
実質損失額１１５、過去のデータから予測される最高の場合の実質損失額１１６、最低の
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場合の実質損失額１１７が求められている。そこで、選択部９は、その年の降水量の予測
を入力部１０を介して天候データベース１より入力する。
Ｓ１２４２において、選択部９は、天候要因Ｍについての予測について所定の条件で判断
する。例えば、ここでは、天候要因として降水量について説明しているので、例えば、今
後１年の降水量が多雨か少雨が平年並みかを判断する。少雨の場合は、Ｓ１２４３に進む
。平年並みの場合は、Ｓ１２４４に進む。多雨の場合は、Ｓ１２４５に進む。
Ｓ１２４３において、選択部９は、実質損失額１１７を選択し、実質損失額１２２に選択
された実質損失額１１７をコピーする。そして、選択部９は、購入口数（最低）１２０を
選択し、選択された購入口数（最低）１２０と一口あたりの商品に値段１２１との積を算
出し、支払い保険料額１２３に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＤＭＭｉｎを読
み込み、実質的な予想損失額１２４に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＹＹ（Ｍ
，Ｄ）、ＫＭｉｎを読み込み、ＹＹ（Ｍ，Ｄ）とＫＭｉｎとの積を算出し、算出された積
を実質的な受取額の予想値１２５に代入する。
Ｓ１２４４において、選択部９は、実質損失額１１５を選択し、実質損失額１２２に選択
された実質損失額１１５をコピーする。そして、選択部９は、購入口数（平均）１１８を
選択し、選択された購入口数（平均）１１８と一口あたりの商品に値段１２１との積を算
出し、支払い保険料額１２３に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＤＭＡｖｅを読
み込み、実質的な予想損失額１２４に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＹＹ（Ｍ
，Ｄ）、ＫＡｖｅを読み込み、ＹＹ（Ｍ，Ｄ）とＫＡｖｅとの積を算出し、算出された積
を実質的な受取額の予想値１２５に代入する。
Ｓ１２４５において、選択部９は、実質損失額１１６を選択し、実質損失額１２２に選択
された実質損失額１１６をコピーする。そして、選択部９は、購入口数（最高）１１９を
選択し、選択された購入口数（最高）１１９と一口あたりの商品に値段１２１との積を算
出し、支払い保険料額１２３に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＤＭＭａｘを読
み込み、実質的な予想損失額１２４に代入する。選択部９は、記憶装置３０からＹＹ（Ｍ
，Ｄ）、ＫＭａｘを読み込み、ＹＹ（Ｍ，Ｄ）とＫＭａｘとの積を算出し、算出された積
を実質的な受取額の予想値１２５に代入する。
多雨、少雨などの状況に応じて予測される天候デリバティブ商品から得られる保険額を予
測して、その保険額により補填された後、すなわち、リスクヘッジされた後の損失額を実
質損失額として実質損失額１２２に代入し、またそのときに必要となる天候デリバティブ
商品に対する支払い保険料額を支払い保険料額１２３に代入する。降水量を天候条件とし
て料金を支払うことを商品内容とする天候デリバティブ商品が複数ある場合に、すべての
天候デリバティブ商品についておこなう。
【００３２】
出力部２０は、選択部９により出力された天候デリバティブ商品のお勧めパターン１１（
天候デリバティブ商品の条件の一例である）を外部に出力する。出力部２０は、例えば、
プリンタ等に出力してもよい。また、画面に表示してもよい。天候デリバティブ商品の条
件を出力することにより、ユーザに対し、顧客に推奨すべき天候デリバティブ商品の識別
を促すものであれば構わない。
【００３３】
図１１で説明したように、上記リスクヘッジ算出部８は、複数の天候デリバティブ商品の
各天候デリバティブ商品に対し、予想損失額と予想される上記天候デリバティブ商品が支
払う料金との差額をリスクヘッジ後の損失額として算出しているため、出力部２０は、上
記リスクヘッジ算出部８により算出されたリスクヘッジ後の損失額の小さい順に、上記リ
スクヘッジ算出部により算出された各天候デリバティブ商品の条件を出力する。
さらに、上記天候デリバティブ商品は、一口あたり所定の掛け金で顧客が購入する口数に
応じて料金を支払うため、出力部２０は、上記リスクヘッジ算出部８により算出されたリ
スクヘッジ後の損失額が同一値である複数の天候デリバティブ商品が存在する場合に、上
記天候デリバティブ商品が支払う料金を受け取るために顧客が購入する口数に所定の掛け
金を乗じた支払い掛け金の小さい順に、上記リスクヘッジ算出部８により算出された各天
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候デリバティブ商品の条件を出力する。
以上のように、上記選択部９によりソートされることで、上記出力部２０は、ユーザに対
し、リスクヘッジ効果の大きい順に上記リスクヘッジ算出部により算出された各天候デリ
バティブ商品の条件を出力することで、顧客に対する投資対効果を明確にすることができ
、天候デリバティブ商品を売り込むときに有効な戦略をたてることが可能になるという効
果が期待できる。
【００３４】
以上のように、想定できる全ての天候要因が顧客の売上に与える影響を天候データベース
１と顧客データベース２から算出することにより売上に影響のある天候要因を特定するこ
とができる。さらに各天候要因に対して用意されている全ての天候デリバティブ商品が顧
客の売上に与えるリスクヘッジ効果を天候データベース１と顧客データベース２の時系列
データより予測することにより、顧客が天候デリバティブ商品を購入した場合の投資対効
果を明確にすることができ、天候デリバティブ商品を売り込むときに有効な戦略をたてる
ことが可能になるという効果が期待できる。言いかえれば、顧客情報とマッチングしてい
ることにより天候デリバティブ商品を売り込むときのヒット率を高めること、すなわち、
顧客が天候デリバティブ商品を購入する確率を高めるという効果が期待できる。
【００３５】
また、天候デリバティブ商品のお勧めを選択する場合に、商品の購入限度額、得られる効
果の最低額、売上に与える影響の度合いなどを指定できるようにしているため異なる効果
の天候デリバティブ商品のパターンを求めることができ、顧客に対する天候デリバティブ
商品の売り込み時に様々な戦略を練ることができるという効果が期待できる。
【００３６】
実施の形態２．
実施の形態１では、天候デリバティブ商品を顧客に勧めるときに最も効果の高い商品をお
勧め商品として選択し顧客戦略を練るためのものであるが、次に天候デリバティブ商品を
選択する場合に天候ポートフォリオとしてお勧め商品を選択する実施の形態を示す。実施
の形態２における各構成は、図１と同様である。
【００３７】
上記入力部１０は、天候データベース１から複数の天候要因に関する天候情報と、天候デ
リバティブ商品データベース４から上記複数の天候要因の各天候要因について所定の天候
条件により料金を支払うことを商品内容とする複数の天候デリバティブ商品に関する天候
デリバティブ商品情報とを入力する。
上記リスクヘッジ算出部８は、上記入力部１０により入力された天候デリバティブ商品情
報の上記複数の天候要因の各天候要因について、上記複数の天候デリバティブ商品の各天
候デリバティブ商品に対し、リスクヘッジさせるための上記天候デリバティブ商品の条件
（例えば、ここでは、リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の各情報）を算出する。
選択部９は、上記複数の天候要因の各天候要因に対し、リスクヘッジ効果の最も大きい各
天候デリバティブ商品について上記リスクヘッジ算出部８により算出された各天候デリバ
ティブ商品の条件を選択する。
【００３８】
以下、実施の形態１と異なる部分のみ説明する。
図１３は、実施の形態２におけるお勧め天候デリバティブ商品を選択する選択部がおこな
う動作を示すフローチャート図である。
Ｓ１３４６において、選択部９は、Ｍを１とし、リストＲＬ２の初期化を行う。
Ｓ１３４７において、選択部９は、図７で作成したお勧めリストＲＬから天候要因Ｍに関
する情報を取り出し一時リストＲＬ＿Ｍに格納する。
Ｓ１３４８において、選択部９は、図１２で示すデータ操作を行い一時リストＲＬ＿Ｍの
各項目に天候要因Ｍの予測による実質損失額などの算出を行う。
Ｓ１３４９において、選択部９は、天候要因Ｍの予測による実質損失額等が代入された図
１０におけるリスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の各情報である天候要因Ｍに関する複
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数のお勧め天候デリバティブ商品情報に対し、天候デリバティブ商品にて給付された後の
実質的な損失額である実質損失額でソートする。次に、選択部９は、実質損失額が同額で
ある場合が存在するときには、実質的な支払い保険料額でソートする。すなわち、選択部
９は、図１０における実質損失額１２２の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。そして
、実質損失額１２２が同額である場合が存在するときには、同額である部分について支払
い保険料額１２３の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。すなわち、選択部９は、ソー
トすることで、一時リストＲＬ＿Ｍを実質損失額が少なく支払う保険料が少ない順に天候
デリバティブ商品を並べ換える。
Ｓ１３５０において、選択部９は、一時リストＲＬ＿Ｍの中で先頭にある項目、すなわち
、天候デリバティブ商品の条件で示される天候デリバティブ商品が天候要因Ｍに関する天
候デリバティブ商品の中で最も効率よい商品となるため、お勧め天候天候ポートフォリオ
の候補としてＲＬ２に格納する。ＲＬ２は、記憶装置３０に記憶される。
Ｓ１３５１において、選択部９は、ＭがｍａｘＭかどうかを判断する。ＭがｍａｘＭの場
合は、Ｓ１３５３に進む。ＭがｍａｘＭでない場合は、Ｓ１３５２に進む。
Ｓ１３５２において、選択部９は、Ｍに１を加算し、Ｓ１３４７に戻る。すなわち、選択
部９は、全ての天候要因ＭについてＳ１３４７～Ｓ１３５０を繰り返す。そして、選択部
９は、リストＲＬ２に全ての天候要因Ｍについて、お勧めリストＲＬにある各天候デリバ
ティブ商品のリスクヘッジ効果の各情報をリストにする。すなわち、全ての天候要因Ｍに
ついても同様の操作を行うことによりリストＲＬ２には全ての天候要因について、それぞ
れ最も効率の良い天候デリバティブ商品の情報が格納される。
Ｓ１３５３において、選択部９は、天候デリバティブ商品にて給付された後の実質的な損
失額である実質損失額でソートする。次に、選択部９は、実質損失額が同額である場合が
存在するときには、実質的な支払い保険料額でソートする。すなわち、選択部９は、図１
０における実質損失額１２２の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。そして、実質損失
額１２２が同額である場合が存在するときには、同額である部分について支払い保険料額
１２３の小さい順にリストＲＬ２を並び替える。ソートすることにより実質損失額が少な
く支払う保険料の少ない順番に並べ換える。
Ｓ１３５４において、選択部９は、天候デリバティブ商品のお勧めパターン１１を出力す
る。このとき入力部１０において入力されたパラメータでお勧め天候デリバティブ商品の
数ｄＮｕｍの指定があれば最大ｄＮｕｍ個までがお勧め天候デリバティブ商品とする。ま
た、入力されたパラメータで支払い保険料の最大額ｍａｘＰが設定されている場合には支
払い限度額のチェックを行う。そして、選択部９は、上記各条件に適した天候デリバティ
ブ商品のお勧めパターン１１を出力する。言いかえれば、選択部９は、リストＲＬ２の中
からあらかじめ入力部１０において入力されたパラメータ条件に合う天候デリバティブ商
品を複数取り出し天候ポートフォリオ（各天候デリバティブ商品の条件の一例である）と
してお勧めパターン１１を作成する。
【００３９】
以上のように、選択部９は、前記天候デリバティブ商品の選択を行う手段において、複数
の天候要因の天候デリバティブ商品を組み合わせた天候ポートフォリオとして選択する。
【００４０】
上記出力部２０は、上記選択部９により選択された、ユーザに対し、上記複数の天候要因
の各天候要因に対し、リスクヘッジ効果の最も大きい各天候デリバティブ商品について上
記リスクヘッジ算出部８により算出された各天候デリバティブ商品の条件を出力する。言
いかえれば、天候要因毎に推奨する各天候デリバティブ商品を集め、顧客毎の天候要因に
合わせて複数の各天候デリバティブ商品を推奨可能にする。
【００４１】
以上のように複数の天候要因に渡る天候デリバティブ商品を天候ポートフォリオとして顧
客に提示することを可能にすることにより、天候デリバティブ商品を顧客に売り込む時の
戦略の幅が広がる効果が得られる。
【００４２】
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実施の形態３．
ここでは、顧客データベース２にある売上情報と天候データベース１の各要因との相関関
係を分析する場合に、天候要因ごとに異なったモデルで相関関係を算出する手段について
の実施の形態を示す。実施の形態３における各構成は、図１と同様である。
【００４３】
上記影響値算出部の一例である相関関係算出部７は、上記顧客製品の売上と上記天候との
相関関係を算出する複数の相関関係モデルに関する相関関係モデル情報を記憶装置３０を
介して記憶する。
相関関係算出部７は、上記入力部１０により入力された顧客製品売上情報と天候情報とに
基づき、相関関係モデル情報の複数の相関関係モデルのいずれかを選択し、選択された相
関関係モデルを用いて上記上記顧客製品の売上が上記天候により受ける影響値Ｅ（Ｍ）を
算出する。
【００４４】
以下、実施の形態１と異なる部分のみ説明する。
図１４は、図５におけるＳ５０５で示す手続きの内部フローチャートを示す図である。
あらかじめ用意したモデルの種類の数をｍａｘＭｏとする。
Ｓ１４０１において、相関関係算出部７は、Ｍｏに１を代入し、記憶装置３０に記憶する
。
Ｓ１４５５において、相関関係算出部７は、モデルＭｏについて検定を行い、結果をＫＭ
ｏ（Ｍｏ）として記憶装置３０に格納する。相関関係算出部７は、検定として、モデルＭ
ｏを用いた場合の理論値を算出し、過去の実測値と比較し、その差分を検定結果とする。
Ｓ１４５６において、相関関係算出部７は、Ｍｏの値がｍａｘＭｏかどうか判断する。Ｍ
ｏの値がｍａｘＭｏである場合は、Ｓ１４５８に進む。Ｍｏの値がｍａｘＭｏでない場合
は、Ｓ１４５７に進む。
Ｓ１４５７において、相関関係算出部７は、Ｍｏに１を加算し、記憶装置３０に記憶する
。すなわち、モデル１からモデルｍａｘＭｏまで全てのモデルＭｏの検定を行い結果をＫ
Ｍｏ（Ｍｏ）に格納する。
Ｓ１４５８において、相関関係算出部７は、ＫＭｏ（１）からＫＭｏ（ｍａｘＭｏ）の中
から最も検定結果のよいモデルＣＭｏを天候要因Ｍのモデルと判断する。相関関係算出部
７は、理論値と実測値との差分が小さいモデルを検定結果がよいモデルＣＭｏとする。
Ｓ１４５９において、相関関係算出部７は、モデルＣＭｏに基づいた相関関係値Ｃ（Ｎ，
Ｍ）を算出する。
【００４５】
以上のように、相関関係算出部７は、前記主力製品の業界全体の売上データベースと天候
データベースの各要因との相関関係を分析する場合において、天候の各要因ごとに適した
モデルを選択し相関関係を算出する。
【００４６】
以上のように天候要因ごとに適したモデルを選択する機能を付加することにより、天候デ
リバティブ商品の評価を行う上で信頼性を高める効果を期待できる。
【００４７】
以上の説明において、各実施の形態の説明において「～部」として説明したものは、一部
或いはすべてコンピュータで動作可能なプログラムにより構成することができる。これら
のプログラムは、例えば、Ｃ言語により作成することができる。或いは、ＨＴＭＬやＳＧ
ＭＬやＸＭＬを用いても構わない。或いは、ＪＡＶＡ（登録商標）を用いて画面表示を行
っても構わない。
【００４８】
また、以上の説明において、各実施の形態の説明において「～部」として説明したものを
、一部或いはすべてコンピュータで動作可能なプログラムにより構成する場合、天候デリ
バティブ商品推奨装置５は、図示されていないが、システムユニット、ＣＲＴ（Ｃａｔｈ
ｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）表示装置、キーボード（Ｋ／Ｂ）、マウス、コンパクトディ
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スク装置（ＣＤＤ）、プリンタ装置、スキャナ装置を備えている。ＣＲＴ表示装置、Ｋ／
Ｂ、マウス、ＣＤＤ、プリンタ装置、スキャナ装置は、システムユニットにケーブルで接
続されている。
また、天候デリバティブ商品推奨装置５は、図示されていないが、プログラムを実行する
ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を備えている。ＣＰＵは、
バスを介してＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）（記憶装置の一例である）、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）（記憶装置の一例である）、通信
ボード、ＣＲＴ表示装置、Ｋ／Ｂ、マウス、ＦＤＤ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ）、磁気ディスク装置（記憶装置の一例である）、ＣＤＤ、プリンタ装置、スキャ
ナ装置と接続されている。通信ボードは、インターネット或いは専用回線等に接続されて
いる。
ここで、通信ボードは、インターネットに限らず、さらに、ＬＡＮ（ローカルエリアネッ
トワーク）、或いはＩＳＤＮ等のＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）に接続されていて
も構わない。
磁気ディスク装置には、オペレーティングシステム（ＯＳ）、ウィンドウシステム、プロ
グラム群、ファイル群が記憶されている。プログラム群は、ＣＰＵ、ＯＳ、ウィンドウシ
ステムにより実行される。
プログラムにより構成する場合、上記プログラム群には、各実施の形態の説明において「
～部」として説明したものにより実行されるプログラムが記憶されている。ファイル群に
は、上記実施の形態の説明において「～リスト」として説明したものが記憶されている。
また、各実施の形態の説明において「～部」として説明したものは、ＲＯＭに記憶された
ファームウェアで実現されていても構わない。或いは、ソフトウェア或いは、ハードウェ
ア或いは、ソフトウェアとハードウェアとファームウェアとの組み合わせで実施されても
構わない。
また、上記各実施の形態を実施させるプログラムは、また、磁気ディスク装置、ＦＤ（Ｆ
ｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｋ）、光ディスク、ＣＤ（コンパクトディスク）、ＭＤ（ミニデ
ィスク）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等のその他の記録
媒体による記録装置を用いて記憶されても構わない。
また、出力部は、ＣＲＴ表示装置、その他の表示装置、プリンタ装置等の出力装置を用い
ても構わない。
【００４９】
【発明の効果】
以上のように、この発明の天候デリバティブ商品推奨システムによれば、顧客に天候デリ
バティブ商品を勧める場合に、天候デリバティブ商品によって得ると予測される効果を数
値で示すことができるため、天候デリバティブ商品の購入の動機づけを得やすいという効
果がある。
また、顧客へのお勧め商品として天候デリバティブ商品を選択する場合に、複数の天候要
因を網羅する天候デリバティブ商品の組合せをポートフォリオとして顧客に提示して選択
のバリエーションを広げる効果が期待できる。
また、天候要因ごとに適したモデルを選択して相関関係を算出するため、天候デリバティ
ブ商品の効果を計算する上で精度が高くなるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１におけるシステムブロック図である。
【図２】　入力部１０に入力するパラメータの一覧を示す図である。
【図３】　各商品の売上高に対する割合の多い順に並び替えた製品内訳を示す図である。
【図４】　解析部がおこなう動作の一例を示すフローチャート図である。
【図５】　顧客の主力製品が天候要因に受ける影響を求めるフローチャートを示す図であ
る。
【図６】　図５におけるＳ５の処理をフローチャートで示した図である。
【図７】　リスクヘッジ算出部がおこなう動作を示すフローチャート図である。
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【図８】　天候デリバティブ商品のリスクヘッジ効果を算出するフローチャートを示す図
である。
【図９】　ＤＦ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）の内容を示す図である。
【図１０】　リスクヘッジ効果ＲＨ（Ｎ，Ｍ，Ｄ）のボディ部の構成を示す図である。
【図１１】　お勧め天候デリバティブ商品を選択する選択部がおこなう動作のフローチャ
ートを示す図である。
【図１２】　リストＲＬ＿Ｍのデータ操作の例を説明する図である。
【図１３】　実施の形態２におけるお勧め天候デリバティブ商品を選択する選択部がおこ
なう動作を示すフローチャート図である。
【図１４】　図５におけるＳ５０５で示す手続きの内部フローチャートを示す図である。
【符号の説明】
１　天候データベース、２　顧客データベース、３　業界全体の売上データベース、４　
天候デリバティブ商品データベース、５　天候デリバティブ商品推奨装置、６　解析部、
７　相関関係算出部、８　リスクヘッジ算出部、９　選択部、１０　入力部、１１　お勧
めパターン、１３　製品内訳、１４　主力製品売上情報、２０　出力部、３０　記憶装置
、１００　天候デリバティブ商品推奨システム。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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