
あるレストランの売り上げに関する統計的分析
2006MI047 伊藤貴章

指導教員：田中　豊

1 はじめに

私は洋食のレストランでアルバイトをしており,そこで
のランチの時間帯（11～15時）においての入客数が天候
や曜日,祝日などによってどう変化するのか,また毎日日
替わりでパスタ,ハンバーグ,オムライス,の 3種類を売り
出しており,それらの売り上げもどう変化するのかに興味
を持ち,売り上げを予測することは出来ないかと考えた.
ある程度の売り上げを予測することが出来れば,仕込みな
どの準備を効率的にこなすことが出来ると思ったのがきっ
かけである. このレストランの入客数,3種類のメニュー
の売り上げのデータを用いて,主に重回帰分析を用いて分
析を行った.

2 データについて

データはレストランの休業日だった 8月 15日,12月 30
日～1月 3日の 6日間を除く,2008年 4月～2009年 3月
までの 1年間のものを使用した.

3 分析

3.1 重回帰分析とは

重回帰分析とは,ある変数 y（従属変数）と,それに影
響を及ぼすと考えられるほかの変数 x1,x2,…,xp（説明変
数）に基づいて

yi = a0 + a1xi1 +…+ apxip + ei(i = 1, 2, 3,…, n)

という線形回帰モデルを仮定して,回帰係数 a0,…,apを推
定する.推定された回帰係数を用いて,説明変数 xから従
属変数 yを予測する方法である.

3.2 入客数についての重回帰分析

入客数を目的変数 yとして説明変数については次の 16
変数を用いた.x1＝最高気温,x2＝最低気温,x3＝月曜日,x4

＝火曜日,x5＝水曜日,x6＝木曜日,x7＝金曜日,x8＝土曜
日,x9 ＝日曜日,x10 ＝祝日,x11 ＝晴れ,x12 ＝曇り,x13 ＝
雨,x14 ＝雷,x15 ＝雪,x16 ＝降水量を説明変数とした. フ
ルモデルで重回帰分析をした時,決定係数は 0.4566,自由
度調整済み決定係数は 0.4344である.

3.3 変数選択

本研究では,合計 16変数の説明変数に対して変数選択
法ではなく,全ての説明変数を入れた場合のフルモデルと,
指定した説明変数を除いた場合のモデルを比較して要因
効果の検定を行った. 統計ソフトRでは,要因効果を知り
たい説明変数をモデルの式の最後に入れることで anova
関数により TypeIII検定を行える.これは Rでの重回帰
分析では,入力順に変数を追加して平方和を計算をしてい
くからである. TypeIII検定とは因子 A以外の項が全て
モデルに含まれているという条件のもとで,因子 Aがそ

のモデルに必要かどうかを検定するものである. ここで
それぞれの要因効果をまとめて表１に示した.

表 1 TypeIII検定による要因効果の検定
自由度 F値 p値

最高気温 1 19.9192 1.096 ∗ 10−5 ***
最低気温 1 3.3893 0.06648 .

factor(曜日) 7 24.7398 < 2 ∗ 10−16 ***
降水量 1 0.1623 0.6873

factor(天気) 4 2.0554 0.08628 .

最高気温と曜日は p値の値が極めて小さいために確実
に効いていると考えられるので,モデルに残す. また最低
気温と天気については p値に注目すると,どちらも有意水
準 10％で効いているのでモデルに残す. 降水量について
は p値が大きい値となったのでモデルから外す. このよ
うに説明変数 1つ 1つの要因効果について調べていき,効
果があるものだけをモデルに残して変数選択を行った.
ここでの平日の曜日については客数にあまり影響がな
いと思われたので,その要因効果の検定を行った.月曜～
金曜の客数への影響に差が無いとするモデルと,フルモデ
ルの差から F値は 1.47,p値は 0.20となった. 次に天気の
要因については, 曇りと雨の係数が近い値だったので, 先
程と同様に曇りと雨の客数への影響に差がないとするモ
デルと, フルモデルの差から F 値を求めると 0.017,p値は
0.99となったので, 曇りと雨は１つのまとまりとして考え
る. また雷と雪に関しても同様の検定を行い,１つのまと
まりとして考えてよいという結論に至った. 以上の検定
結果に基づいた変数選択後の結果を表２に示す. この時
の決定係数は 0.4468, 自由度調整済み決定係数は 0.4374
となった.

表 2 変数選択後の分析結果
変数 係数 p値

Intercept 14.9088 0.00218 **
最高気温 2.0539 7.68 ∗ 10−7 ***
最低気温 -0.8855 0.03273 *

曜日 (土曜日) 20.0133 2.82 ∗ 10−12 ***
曜日 (日曜日,祝日) 30.0621 < 2 ∗ 10−16 ***
天気 (曇り,雨) 5.9732 0.00787 **
天気 (雷,雪) 13.4099 0.04340 *

3.4 パスタについての重回帰分析

パスタの販売数を目的変数 y として説明変数について
は次の 10変数を用いた.x1=入客数,x2 ＝最高気温,x3 ＝
最低気温,x4 ＝平日,x5 ＝土曜日,x6 ＝日曜日,祝日,x7 ＝
晴れ,x8＝曇り,雨,x9＝雷,雪 x10＝降水量を説明変数と



した. ただしこの場合, 先ほどの入客数についての重回帰
分析の変数選択の結果を考慮して, 平日, 日曜日と祝日,
曇りと雨, 雷と雪, のように初めからまとめておいた. 分
析結果をｐ値に注目して変数選択すると,入客数,土曜,日
曜・祝日の変数が残った. この時の決定係数は 0.4151, 自
由度調整済み決定係数は 0.4017 となった. ここで入客数
と曜日の交互作用を含むモデルと今までのモデルを比較
して検定を行った結果,交互作用は見られなかった.

3.5 ハンバーグについての重回帰分析

ハンバーグの販売数を目的変数 y として説明変数はパ
スタについての分析と同様のものを使用した. 変数選択
をすると,入客数,土曜,日曜・祝日の変数が残った. 交互
作用項の検定を行った結果,p値が 0.025となり交互作用
があり,入客数に対する回帰係数は曜日により異なるとわ
かった. この時の決定係数は 0.352, 自由度調整済み決定
係数は 0.3428 となった.

3.6 オムライスについての重回帰分析

オムライスの販売数を目的変数 y として同様の分析を
行ったところ, 入客数,土曜,日曜・祝日,曇り・雨の変数
が残った. 交互作用項の検定を行った結果,p 値が 0.002
となり交互作用があるとわかった. この時の決定係数は
0.3871, 自由度調整済み決定係数は 0.3749となった.

3.7 回帰診断

入客数,パスタ,ハンバーグ,オムライスの４つのモデル
それぞれについて回帰診断を行った. 入客数については 4
月 1,2,3日が外れ値となった.しかしこの店の近くには桜
の名所とされている場所があり,毎年桜が咲く頃には多く
の人が訪れ,大変賑わっている.外れ値となったこの３日
間はいずれも桜が咲いていた期間であり,そのために普段
よりも入客数が増加し,外れ値になったと考えられる.こ
れらを除くと線形的になっており,このモデルは妥当であ
るといえる.他のモデルについても多少外れ値はあるもの
の,ほぼ線形的となっているので,妥当であるといえる.

3.8 偏残差プロット

４つのモデルで入客数の効果が線形的と考えてよいか
どうかを調べるために,それぞれ偏残差プロットを行った.
どのモデルも分布の幅が広く, 多少外れている値はある
が,全体的に見て全ての値が回帰直線上にのっていると考
えられるために,客数との関係は線形的と考えることがで
きる.

4 ３種類のメニューの相関

日替わりの３種類のメニューの間にどのような相関が
あるかを調べた. ここで１つのメニューに人気が集中する
と,そのメニューと比較して他のメニューがあまり売れな
いのではないかと仮定した. しかし相関係数や散布図か
ら考えると,１つのメニューが売れたから,他のメニュー
が売れなくなるということはあまりないようである.

5 考察

入客数については最高気温,土曜,日曜・祝日の p値が
かなり小さい値になっており,入客数に大きく影響してい
ることがわかる. 特に係数に注目して見てみると,平日を
0として土曜日では 20.01,日曜日・祝日では 30.06となっ
ているので土曜日と比較すると日曜日・祝日のほうが 10
人程度入客が見込めるといえる. また最高気温は高いほど
ほど,最低気温は低いほど入客が見込めると考えることが
できる. また天気の要因については,曇りと雨の間に差は
なく,いずれも平日に比べて 6人程度入客数が多くなる.
パスタについてはやはり客数,土曜,日曜・祝日が売り上
げに大きく影響している. また,これらの日では平日と違
い家族連れなどが多く,その客層の違いによって売り上げ
に違いが出でくると思われたが, 交互作用が有意でなく,
違いは検出されなかった.
ハンバーグについても客数,土曜,日曜・祝日が売り上
げに大きく影響している. 曜日と客数の交互作用を考慮
した結果,日曜日・祝日の客数は他の曜日と比較すると売
り上げに対する影響の仕方が異なるといえる.日曜・祝日
では回帰直線が他の曜日より緩やかになっている. 日曜
日・祝日などでは家族連れが多く子供の数も増える. 1つ
のメニューを頼んで子供に取り分けるといったお客さん
も少なくはなく,そのために日曜日・祝日では入客数の割
には売り上げが伸びなかったと考えられる.
オムライスについては客数,土曜,日曜・祝日,曇り,雨
が売り上げに大きく影響している. 曜日と客数の交互作
用を考慮した結果,客数の影響の仕方は曜日により異なる
といえる.これはハンバーグと同様に客層の違いが関係し
ていると考えられる.ただし,ハンバーグと異なる点は, 土
曜日でも客数に対して売り上げが伸びていないという点
である.
各メニューの分析結果で土曜,日曜・祝日の係数が-に
なった. 平日と比べて土曜や日曜・祝日では各メニューの
売り上げは大きいが,それは客数が増えることよるので,
客数の効果を調整して比較すると,むしろ逆の効果になる
ことを表している.
また愛知県の景気動向指数を表したグラフと１年間の入
客数の推移のグラフの形を比較したところ非常に似てい
た.よって入客数は景気にかなり影響されると考えられる.

6 おわりに

本研究を行うにあたって,各メニューの売れ方の特徴を
掴むことが出来た.しかしどのモデルも決定係数が高くな
いために, 売り上げを予測することは難しかった. ただ,
各メニューの売れ方や,景気との関連性について理解する
ことが出来たので,この研究は非常に意味のあるものだっ
たといえる.
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