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はじめに

Crystal Ball Developer Kit は、Crystal Ball シミュレーション（および CB

Predictor による時系列予測）を VBA （Visual Basic for Applications）から

コントロールするための拡張キットです。

Developer Kit によって実現する高度なタスクの例を以下に挙げます。

• さまざまな仮定を自動的にテストするマルチシミュレーションの実

行

• Crystal Ball と他のソフトウェアツールの統合

• ユーザを面倒な操作から解放する分析アプリケーションの開発

• カスタムレポートの自動作成、シミュレーション後の自動解析

• 特殊なシミュレーション環境の自動設定

Crystal Ball Developer Kit には、Crystal Ball をコントロールする数多くの

CB プロシージャ（サブルーチンと関数）が含まれています。CB プロ

シージャは、ユーザが作成した VBA マクロを Crystal Ball に渡す役目を

果たします。Crystal Ball は Developer Kit からの呼び出しに対して Crystal

Ball のコピーを生成するため、Developer Kit で作成した VBA マクロは複

数起動することができます。

Crystal Ball Developer Kit は Crystal Ball で行う作業を飛躍的に効率化する

ツールです。Developer Kit の CB プロシージャを使えば、驚くほど簡単

にリスク分析プログラムを構築することができるでしょう。経験の少な

いプログラム開発者でも Developer Kit を有効にご利用いただけるよう、

このマニュアルには、CB プロシージャの解説だけではなくマクロ例も

記載しました。マクロ例を参考にして、あるいはテンプレートとして使

い、効率的にプログラムを開発してください。また、技術的なご質問は

テクニカルサポートでも承っています。

CB Predictor に対しても Developer Kit が用意されています。Crystal Ball

の場合と同じように、VBA マクロから CB Predictor の予測を自動化しコ

ントロールすることができます。

対象ユーザ
Developer Kit は、繰り返し使用するワークシートモデルを自動化したい

と考えている上級ユーザに 適です。Developer Kit を使用するために

は、あらかじめ VBA と Crystal Ball や CB Predictor を理解している必要

があります。
Developer Kit ユーザマニュアル 1



Introduction はじめに
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。

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/

このマニュアルの構成
第 1 章と第 2 章では Crystal Ball のシミュレーション、第 3 章と第 4 章で

は CB Predictor の時系列予測に Developer Kit を活用するための情報を提

供します。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 Developer Kit の概要

Crystal Ball Developer Kit を使う方法を説明し、さまざまな CB プロ

シージャをアルファベット順、用途順にまとめます。

第 2 章 － CB プロシージャ 

Crystal Ball Developer Kit の CB プロシージャを個別に解説します。

プロシージャとその引数や戻り値を説明するほか、簡単なマクロ例

を紹介し、関連するプロシージャへのページ参照を記載します。

第 3 章 － CB Predictor Developer Kit の概要

CB Predictor Developer Kit を使用するために必要なシステムの条件

と、CB Predictor Developer Kit を使用して予測を作成する際のプログ

ラムの流れを説明します。CB Predictor Developer Kit をはじめて利用

するユーザでも、ステップに沿ってプログラムを記述することで、

独自の CB Predictor アプリケーションを簡単に構築することができ

ます。

第 4 章 － CB Predictor オブジェクト

すべてのCB Predictorオブジェクトのリファレンスです。各オブジェ

クトのメソッドやプロパティも解説します。

付録 A － 組込み定数

Developer Kit にあらかじめ定義されている数値、論理値、文字列定

数のリストです。
2  Developer Kit ユーザマニュアル
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付録 B － 以前のバージョンとの違い

以前のバージョンのCrystal Ballに含まれていたDeveloper Kitとの違

いを説明します。

マニュアルの記述について

用語について

Crystal Ball Developer Kit には、Crystal Ball をコントロールするプロシー

ジャと CB Predictor をコントロールするオブジェクトが含まれます。た

だし、マニュアルの表記上、前者を Crystal Ball Developer Kit と呼び、後

者を CB Predictor Developer Kit と呼びます。

Crystal Ball のこれまでのバージョンでは、Developer Kit を使って呼び出

すことができるプロシージャに対して「マクロ」という用語を使用して

いましたが、混乱を避けるために、このマニュアルでは以下のように用

語を使い分けます。

マクロ Crystal Ball Developer Kit を使って作成された VBA
コードを指します。

CB プロシージャ Crystal Ball Developer Kit が提供するプロシージャ

（関数とサブルーチン）を指します。

関数 プロシージャのうち値を返すものを関数といい

ます。Crystal Ball Developer Kit の関数として、た

とえば信頼度を返す CB.GetCertainty があります。

サブルーチン プロシージャのうち、値を返さないものをサブ

ルーチンといいます。Crystal Ball Developer Kit の
サブルーチンとして、たとえば［Welcome 画面］

を開く CB.AboutBox があります。

＜ドキュメントメモ＞　以前のバージョンのユーザマニュアルでは、CB
プロシージャの用途ごとに章を立てて説明していましたが、このマニュ
アルではアルファベット順に並び替えています。CB プロシージャを用
途から探したいときは第 1 章のリストを参照してください。

＜ドキュメントメモ＞　Crystal Ball 2000.5（5.5）との個別的な相違
点については、付録 B をご覧ください。

CB プロシージャ名

ダイアログを表示しないで設定などを行うプロシージャは、プロシー

ジャ名の末尾に“ND”（No Dialog）が付加されます。
Developer Kit ユーザマニュアル 3



Introduction はじめに
メモ

＜ ... 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。

＜ Developer メモ＞　Developer Kit に関する追加説明です。

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

＜ CB Predictor メモ＞　CB Predictor 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。

＜ドキュメントメモ＞　このガイドに関する追加説明です。

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。

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。
4  Developer Kit ユーザマニュアル
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概要

この章では、まず Crystal Ball Developer Kit

を使用する方法を説明し、次にCBプロシー

ジャをアルファベット順、および用途別に

リストします。



1

はじめに

この章では、まず Crystal Ball Developer Kit を使用する方法を説明し、次

に CB プロシージャをアルファベット順、および用途別にリストしま

す。各 CB プロシージャの詳細については、第 2 章で説明します。

CB プロシージャのリストはそれぞれ以下のように分けられており、リ

ストには各プロシージャの簡単な説明と第 2 章の該当ページが記載され

ています。

• 全プロシージャ（アルファベット順） － p.11

• Excel モデルで直接利用できる CB 関数 － p.16

• モデルの構築と実行をするためのプロシージャ － p.16

• グラフウィンドウを操作するためのプロシージャ － p.19

• その他のグラフ関連のプロシージャ － p.19

• シミュレーション結果を利用するためのプロシージャ － p.20

• プリファレンスの設定をするためのプロシージャ － p.21

• 特殊なプロシージャ － p.22

Crystal Ball Developer Kit の使い方

＜ CB Predictor メモ＞　CB Predictor Developer Kit の使い方は、第
3 章“CB Predictor Developer Kit の概要”で説明します。

VBA マクロからの Crystal Ball の呼び出し

VBA（Visual Basic for Applications）から CB プロシージャを呼び出すた

めには、まず、以下の二つの条件が満たされていることを確認しなけれ

ばなりません。

• Crystal Ball が起動していること

• VBA が Crystal Ball への参照をもっていること

以下の手順に従って、プログラムにCrystal Ballへの参照を作成してくだ

さい。

1. Visual Basic Editor で VBA マクロを開きます。

Visual Basic Editor を起動する方法はいくつかありますが、たとえば

Excel のメニューバーから［ツール］→［マクロ］→［Visual Basic
Developer Kit ユーザマニュアル 7



Chapter 1 Crystal Ball Developer Kitの概要
Editor］を選びます。

2. メニューから［ツール］→［参照設定］を選び、［参照設定］ダイア

ログを開きます。

3. Crystal Ball 2000.x（5.x）から移行した方は、［参照可能なライブ

ラリファイル］ボックスで“cb.xla”を探し、チェックされていた
ら、チェックをはずしてください。

4.［参照可能なライブラリファイル］ボックスで、“CBDevKit”を探

します。

• 見つかった場合は、チェックして［OK］ボタンをクリックして

設定を終了します。

• 見つからなかった場合は、コードモジュールを探してロードす

る必要があります。以下のステップに進んでください。

5.［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログを開き

ます。

6. Crystal Ball フォルダを指定します。

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

Ball 7 です。

7.［ファイルの種類］フィールドで［Microsoft Excel Files（*.xls,*.xla）］

を選びます。

8.“CBDevKit.xla”をダブルクリックします。

［参照設定］ダイアログに戻ります。［参照可能なライブラリファイ

ル］ボックスに“CBDevKit”が現れ、チェックされた状態になります。

9.［OK］ボタンをクリックして、設定を終了します。

CBDevKitがプロジェクトとして現れ、この中でCBモジュールにアクセ

スできるようになります。

＜ Developer メモ＞　上記のように CBDevKit.xla への参照を設定し
ないと、VBA マクロから Crystal Ball のプロシージャへアクセスする
ことはできません。
8 Developer Kit ユーザマニュアル 
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外部の VB からの Crystal Ball の呼び出し

Visual Basic（4.0 以降）から Crystal Ball を使う場合は、VBA よりも 多少

複雑になります。

CBプロシージャにアクセスするときは、まず Excel のアプリケーション

オブジェクトへの参照を取得しなければなりません。

この作業を簡単に行うため、CB プロシージャを呼び出す前に、次の

ルーチンを実行することをお勧めします。

このルーチンは以下の作業を行います。

• Excel のアプリケーションオブジェクトを参照して、その値を XL 変

数に代入します。XL 変数は Crystal Ball がすでにロードされている

ことを確認するのに使用されます。

• Crystal Ball Developer Kit がロードされていない場合は、 ロードしま

す。

＜ Developer メモ＞　CBDevKit.xla ファイルを C:\Program Files\
Decisioneering\Crystal Ball 7 以外のディレクトリに置いている場合
は、適切なパス名に置き換えてください。

Crystal BallはOLE オートメーションオブジェクトとして使用することは

できません。Excel のメニューから［実行］→［マクロ］を選択して CB

プロシージャを呼び出す必要があります。 初の引数はCBプロシージャ

名です。その他の引数は指定した CB プロシージャに受け渡されます。

VBA で書かれたコードは、簡単な手順を踏んで Visual Basic のコードに

変換することができます。たとえば以下のコマンドは VBA モジュール

から CB.Simulation を呼び出す例です。

CB.Simulation 1000, True

Private Sub LoadCB()

　On Error Resume Next

　Set XL = CreateObject("Excel.Application").Parent

　XL.Visible = True

　Set CB = XL.Workbooks("CBDevKit.xla").Modules("CB")

　If Not IsObject(CB) Then

　　Set CB = XL.Workbooks.Open(filename:="C:¥Program Files¥Decisioneering¥Crystal Ball 7¥CBDevKit.xla")

　End If

End Sub
Developer Kit ユーザマニュアル 9
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これは、VB では次のように置き換えます。

XL.Run "CB.Simulation", 1000, True

＜ Developer メモ＞　Excel の外から CB プロシージャを呼び出す場
合、CB プロシージャ名は大文字と小文字が区別されます。特に、プロ
シージャ名の頭にある“CB” が大文字になっていることを確認してくだ
さい。

VB 4.0 からの Crystal Ball の呼び出しと VBA からの呼び出しに、これ以

外の違いはありません。

Excel アドインの作成

Excel のアドインファイルは、次の手順で作成することができます。

1. Visual Basic Editor で、［ツール］→［VBA project のプロパティ］

を選択します。

2.［保護］タブをクリックして、［プロジェクトを表示用にロックする］

をチェックします。

3. パスワードを正確に入力して、［OK］をクリックします。

4. Excel で［ファイル］→［名前を付けて保存］を選択します。

5.［ファイルの種類］のドロップダウンリストから、“Microsoft Excel

アドイン（*.xla）”を選択します。

6. アドインを保存する場所を入力して［保存］をクリックします。

ユーザ定義マクロ内での CB プロシージャの使用

Crystal Ball ワークブックからユーザ定義マクロ（CB.BeforeSimulation な

ど）を呼び出す方法は、“Crystal Ball ユーザマニュアル”で説明してい

ます。これらのユーザ定義マクロで Developer Kit の CB プロシージャを

使用することはできないので注意してください。ユーザ定義マクロの詳

細については“Crystal Ball ユーザマニュアル”の第 4 章の 後のセク

ションをご覧ください。

デフォルト値について
デフォルト値は、ユーザのプリファレンスファイルから取得されます。

これらの値は、Crystal Ball のプリファレンスダイアログや、プリファレ

ンスに関する CB プロシージャを通じて修正することができます。
10 Developer Kit ユーザマニュアル 
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CB プロシージャリスト

全プロシージャ（アルファベット順）

プロシージャ名 概要 page

CB.AboutBox Crystal Ball に関する情報を表示します。 27

CB.AlertOnArgumentError 引数エラーが発生したときにメッセー
ジを表示します。

27

CB.AlertOnMacroResultError 実行エラーが発生したときにメッセー
ジを表示します。

28

CB.AlertOnObsolete 現在のDeveloper Kitではサポートされて
いない CB プロシージャや引数が使用さ
れたときにメッセージを表示します。

28

CB.AssumPrefsND 選択した仮定のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

29

CB.AutoDownshift モデルが 高速モードに適合しないと
きに、自動的に通常モードに変更する
か、実行を中止するかを指定します。

30

CB.CellPrefs Crystal Ball セルのセルプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

31

CB.CellPrefsND Crystal Ball セルのセルプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

31

CB.ChartPrefs 選択した仮定または予測のグラフプリ
ファレンスを、ダイアログを使って設定
します。

34

CB.ChartPrefsND 選択した仮定または予測のグラフプリ
ファレンスを、ダイアログを使わないで
設定します。

34

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェッ
クし、内部変数を初期化します。問題が
ある場合は、修正できるようにダイアロ
グを表示します。

36

CB.CheckDataND Crystal Ball データセルの有効性をチェッ
クし、内部変数を初期化します。問題が
ある場合は、エラーになります。

37

CB.ClearData 確認メッセージを表示した後、選択した
セルから仮定、意思決定変数、予測を消
去します。

38

CB.ClearDataND 確認メッセージを表示せず、選択したセ
ルから仮定、意思決定変数、予測を消去
します。

39

CB.CloseAllCharts 開いているすべてのグラフウィンドウ
を閉じます。［分析］→［全て閉じる］を
選択するのと同じ意味をもちます。

40
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CB.CloseChart 指定した種類のグラフ、または選択した
グラフを閉じます。

41

CB.CloseFore 指定したセルに対応する予測ウィンド
ウを閉じます。

42

CB.CloseSensitiv 選択した感度グラフを閉じます。 42

CB.CloseTrend 選択した傾向グラフを閉じます。 43

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれる Crystal Ball
データをコピーします。複数の種類の
Crystal Ball データが存在するときは、対
象を選択するダイアログが表示されま
す。

44

CB.CopyDataND 選択したセル範囲に含まれる、指定した
種類の Crystal Ball データをコピーしま
す。

45

CB.CopySensitiv 選択した感度グラフをクリップボード
へコピーします。

46

CB.CopyTrend 選択した傾向グラフをクリップボード
へコピーします。

47

CB.CorrelateND 選択した二つのセル間の相関係数を定
義します。

47

CB.CreateChart 指定した種類のグラフを、指定した名前
（任意）で新規に作成します。

49

CB.CreateRpt 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、レポートプ
リファレンスの設定とレポートの作成
を行います。レポートの内容はダイアロ
グから指定します。

50

CB.CreateRptND 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、レポートプ
リファレンスの設定とレポートの作成
を行います。レポートの内容は引数で指
定します。

51

CB.DefineAltParms 確率分布のパラメータセットの作成、変
更を行います。

62

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを
使って定義します。

66

CB.DefineAssumND 選択したセルの仮定を、ダイアログを使
わないで定義します。

67

CB.DefineDecVar 選択したセルの意思決定変数を、ダイア
ログを使って定義します。

71

CB.DefineDecVarND 選択したセルの意思決定変数を、ダイア
ログを使わないで定義します。

71

CB.DefineFore 選択したセルの予測を、ダイアログを
使って定義します。

73

CB.DefineForeND 選択したセルの予測を、ダイアログを使
わないで定義します。

73

プロシージャ名 概要 page
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CB.DeleteChart 指定した種類、指定した ID（任意）のグ
ラフを削除します。

75

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにあ
る仮定セルをリストします。

76

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニーク
な名前を返します。

77

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにあ
る意思決定変数セルをリストします。

78

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにあ
る予測セルをリストします。

80

CB.ExtractData 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、データを出
力します。出力するデータはダイアログ
から指定します。

81

CB.ExtractDataND 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、データを出
力します。出力するデータは引数で指定
します。

82

CB.Fit 選択したデータ（セル範囲）に指定した
確率分布を適合し、適合に関する情報を
返します。

85

CB.FormatPrefs 選択した予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

87

CB.FormatPrefsND 選択した予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

88

CB.Freeze 定義されている Crystal Ball データのう
ち、シミュレーション中、初期値（セル
値）に固定するものを、ダイアログを
使って選択します。

90

CB.FreezeND 定義されている Crystal Ball データのう
ち、シミュレーション中、初期値（セル
値）に固定するものを、ダイアログを使
わないで選択します。

91

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetAssumPercent 指定した仮定の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

94

CB.GetCertainty 指定した予測セルの予測値が、指定した
値以下になる確率（信頼度）を取得しま
す。

96

CB.GetCorrelation 二つの仮定セルの間に定義されている
相関係数を取得します。

97

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取
得します。

98

CB.GetFitParm 後に呼び出した CB.Fit で得られた、指
定した分布パラメータの値を取得しま
す。

99

プロシージャ名 概要 page
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CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

CB.GetForeData 指定した予測セルの、指定した試行にお
ける予測値を取得します。

103

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

104

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を
取得します。

106

CB.GetRunPrefs シミュレーションの実行プリファレン
スの設定値を取得します。

108

CB.GetVersion Crystal Ball のビルド番号またはバー
ジョンを取得します。

109

CB.GetWorksheetVersion アクティブなワークシート、または指定
したワークシートのCrystal Ballデータの
ビルド番号またはバージョンを取得し
ます。

110

CB.IsCBObject 指定したワークシートまたはワーク
ブックにCrystal Ballデータが含まれてい
るか否かを取得します。

111

CB.Iterations それまでに実行された、シミュレーショ
ンの試行回数を取得します。

112

CB.MacroResult 呼び出した CB プロシージャが正常に機
能したかどうかを取得します。

113

CB.MacroResultDetail 呼び出した CB プロシージャが正常に機
能したかどうかを、エラー情報とともに
取得します。

115

CB.OpenChart 指定した種類のグラフを開きます。 117

CB.OpenFore 選択したセルに対応する予測ウィンド
ウを開きます。

118

CB.OpenSelection 選択したセル範囲に含まれるセルに定
義されているすべてのグラフを開きま
す。

119

CB.OpenSensitiv 指定した感度グラフを開きます。 119

CB.OpenTrend 指定した傾向グラフを開きます。 120

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、
予測を選択したセルにペーストします。

121

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシ
ミュレーションをリセットします。

123

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシ
ミュレーションをリセットします。

124

CB.RestoreResults 以前に保存したシミュレーション結果
を、ダイアログを使って読み込みます。

124

CB.RestoreResultsND 以前に保存したシミュレーション結果
を、ダイアログを使わないで読み込みま
す。

125

プロシージャ名 概要 page
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CB.RunPrefs シミュレーションの実行プリファレン
スを、ダイアログを使って設定します。

127

CB.RunPrefsND シミュレーションの実行プリファレン
スを、ダイアログを使わないで設定しま
す。

127

CB.SaveResults 現在のシミュレーションの結果を、ダイ
アログを使ってファイルに保存します。

133

CB.SaveResultsND 現在のシミュレーションの結果を、ダイ
アログを使わないでファイルに保存し
ます。

134

CB.SelectAssum アクティブなワークシートのすべての
仮定を選択します。

135

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択しま
す。

136

CB.SelectDecVar アクティブなワークシートのすべての
意思決定変数を選択します。

137

CB.SelectFore アクティブなワークシートのすべての
予測を選択します。

137

CB.SensPrefs 選択した感度グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

138

CB.SensPrefsND 選択した感度グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

139

CB.SetAssum 指定した仮定セルの特定の属性を変更
します。

141

CB.SetCBWorkbookPriority 複数のワークブックが開いている場合
に、実行するユーザ定義マクロの優先順
位を指定します。

142

CB.SetDecVar 指定した意思決定変数セルの特定の属
性を変更します。

142

CB.SetFitRange CB.Fit で使用する、実測データのセル範
囲を指定します。

144

CB.SetFore 指定した予測セルの特定の属性を変更
します。

144

CB.SetRange 一つまたはすべての予測に信頼区間を
設定します。

149

CB.SimResult 直前に実行したシミュレーションが停
止した理由を取得します。

150

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーション
を実行します。

151

CB.SingleStep シミュレーションを一度だけステップ
実行します。

153

CB.StartMultiSimul マルチシミュレーションの開始を宣言
します。

154

CB.StopMultiSimul マルチシミュレーションの終了を宣言
します。

155

プロシージャ名 概要 page
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Excel モデルで直接利用できる CB 関数

以下の Crystal Ball 関数は、Excel ワークシートモデルでも使用できる

ワークシート関数です。

モデルの構築と実行をするためのプロシージャ
このセクションにある CB プロシージャは、以下のような作業に関連し

て使用されます。

• プロシージャの実行エラーを確認する

• エラーに関する情報を取得する

• 高速モードに対応しないモデルを処理する

• Crystal Ball データ（仮定、意思決定変数、予測）の定義を自動化する

• Crystal Ball データを選択、コピー、ペースト、クリアする

• シミュレーション中に一部の Crystal Ball セルを固定する

CB.TrendPrefs 選択した傾向グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

156

CB.TrendPrefsND 選択した傾向グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

156

CB.WorksheetProtection アクティブなワークシートの保護 / 非保
護を切り替えます。

160

プロシージャ名 概要 page

プロシージャ名 概要 page

CB.GetAssumFN 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetAssumPercentFN 指定した仮定の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

94

CB.GetCertaintyFN 指定した予測セルの予測値が、指定した
値以下になる確率（信頼度）を取得しま
す。

96

CB.GetForeDataFN 指定した予測セルの、指定した試行にお
ける予測値を取得します。

103

CB.GetForePercentFN 指定した予測の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

104

CB.GetForeStatFN 指定した予測セルの、指定した統計量を
取得します。

106

CB.GetRunPrefsFN シミュレーションの実行プリファレン
スの設定値を取得します。

108

CB.IterationsFN それまでに実行された、シミュレーショ
ンの試行回数を取得します。

112
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プロシージャ名 概要 page

CB.AlertOnArgumentError 引数エラーが発生したときにメッセー
ジを表示します。

27

CB.AlertOnMacroResultError 実行エラーが発生したときにメッセー
ジを表示します。

28

CB.AlertOnObsolete 現在のDeveloper Kitではサポートされて
いない CB プロシージャや引数が使用さ
れたときにメッセージを表示します。

28

CB.AutoDownshift モデルが 高速モードに適合しないと
きに、自動的に通常モードに変更する
か、実行を中止するかを指定します。

30

CB.ClearData 確認メッセージを表示した後、選択した
セルから仮定、意思決定変数、予測を消
去します。

38

CB.ClearDataND 確認メッセージを表示せず、選択したセ
ルから仮定、意思決定変数、予測を消去
します。

39

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれる Crystal Ball
データをコピーします。複数の種類の
Crystal Ball データが存在するときは、対
象を選択するダイアログが表示されま
す。

44

CB.CopyDataND 選択したセル範囲に含まれる、指定した
種類の Crystal Ball データをコピーしま
す。

45

CB.CorrelateND 選択した二つのセル間の相関係数を定
義します。

47

CB.DefineAltParms 確率分布のパラメータセットの作成、変
更を行います。

62

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを
使って定義します。

66

CB.DefineAssumND 選択したセルの仮定を、ダイアログを使
わないで定義します。

67

CB.DefineDecVar 選択したセルの意思決定変数を、ダイア
ログを使って定義します。

71

CB.DefineDecVarND 選択したセルの意思決定変数を、ダイア
ログを使わないで定義します。

71

CB.DefineFore 選択したセルの予測を、ダイアログを
使って定義します。

73

CB.DefineForeND 選択したセルの予測を、ダイアログを使
わないで定義します。

73

CB.Fit 選択したデータ（セル範囲）に指定した
確率分布を適合し、適合に関する情報を
返します。

85

CB.Freeze 定義されている Crystal Ball データのう
ち、シミュレーション中、初期値（セル
値）に固定するものを、ダイアログを
使って選択します。

90
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CB.FreezeND 定義されている Crystal Ball データのう
ち、シミュレーション中、初期値（セル
値）に固定するものを、ダイアログを使
わないで選択します。

91

CB.GetFitParm 後に呼び出した CB.Fit で得られた、指
定した分布パラメータの値を取得しま
す。

99

CB.MacroResult 呼び出した CB プロシージャが正常に機
能したかどうかを取得します。

113

CB.MacroResultDetail 呼び出した CB プロシージャが正常に機
能したかどうかを、エラー情報とともに
取得します。

115

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、
予測を選択したセルにペーストします。

121

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシ
ミュレーションをリセットします。

123

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシ
ミュレーションをリセットします。

124

CB.SelectAssum アクティブなワークシートのすべての
仮定を選択します。

135

CB.SelectDecVar アクティブなワークシートのすべての
意思決定変数を選択します。

137

CB.SelectFore アクティブなワークシートのすべての
予測を選択します。

137

CB.SetAssum 指定した仮定セルの特定の属性を変更
します。

141

CB.SetCBWorkbookPriority 複数のワークブックが開いている場合
に、実行するユーザ定義マクロの優先順
位を指定します。

142

CB.SetDecVar 指定した意思決定変数セルの特定の属
性を変更します。

142

CB.SetFitRange CB.Fit で使用する、実測データのセル範
囲を指定します。

144

CB.SetFore 指定した予測セルの特定の属性を変更
します。

144

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーション
を実行します。

151

CB.SingleStep シミュレーションを一度だけステップ
実行します。

153

CB.StartMultiSimul マルチシミュレーションの開始を宣言
します。

154

CB.StopMultiSimul マルチシミュレーションの終了を宣言
します。

155

CB.WorksheetProtection アクティブなワークシートの保護 / 非保
護を切り替えます。

160

プロシージャ名 概要 page
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1

グラフウィンドウを操作するためのプロシージャ

このセクションにある CB プロシージャは、以下のような作業に関連し

て使用されます。

• 開く、または閉じるグラフウィンドウを選択する

• 選択したセルのグラフウィンドウを開く

その他のグラフ関連のプロシージャ
このセクションにある CB プロシージャは、前セクションで挙げた以外

のグラフ関連作業で使用されます。

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseAllCharts 開いているすべてのグラフウィンドウ
を閉じます。［分析］→［全て閉じる］を
選択するのと同じ意味をもちます。

40

CB.CloseChart 指定した種類のグラフ、または選択した
グラフを閉じます。

41

CB.CloseFore 指定したセルに対応する予測ウィンド
ウを閉じます。

42

CB.CloseSensitiv 選択した感度グラフを閉じます。 42

CB.CloseTrend 選択した傾向グラフを閉じます。 43

CB.OpenChart 指定した種類のグラフを開きます。 117

CB.OpenFore 選択したセルに対応する予測ウィンド
ウを開きます。

118

CB.OpenSelection 選択したセル範囲に含まれるセルに定
義されているすべてのグラフを開きま
す。

119

CB.OpenSensitiv 指定した感度グラフを開きます。 119

CB.OpenTrend 指定した傾向グラフを開きます。 120

プロシージャ名 概要 page

CB.CopySensitiv 選択した感度グラフをクリップボード
へコピーします。

46

CB.CopyTrend 選択した傾向グラフをクリップボード
へコピーします。

47

CB.CreateChart 指定した種類のグラフを、指定した名前
（任意）で新規に作成します。

49

CB.DeleteChart 指定した種類、指定した ID（任意）のグ
ラフを削除します。

75

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニーク
な名前を返します。

77
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Chapter 1 Crystal Ball Developer Kitの概要
シミュレーション結果を利用するためのプロシージャ
このセクションにある CB プロシージャは、以下のような作業に関連し

て使用されます。

• 予測の信頼区間を指定する

• 仮定・意思決定変数・予測の値や、統計量、パーセンタイルを取得する

• シミュレーション結果のデータを出力する

• シミュレーション結果のレポートを作成する

• シミュレーション結果を保存する、読み込む

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択しま
す。

136

プロシージャ名 概要 page

プロシージャ名 概要 page

CB.CreateRpt 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、レポートプ
リファレンスの設定とレポートの作成
を行います。レポートの内容はダイアロ
グから指定します。

50

CB.CreateRptND 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、レポートプ
リファレンスの設定とレポートの作成
を行います。レポートの内容は引数で指
定します。

51

CB.ExtractData 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、データを出
力します。出力するデータはダイアログ
から指定します。

81

CB.ExtractDataND 現在のシミュレーションと読み込んだ
シミュレーション結果から、データを出
力します。出力するデータは引数で指定
します。

82

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetAssumPercent 指定した仮定の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

94

CB.GetCertainty 指定した予測セルの予測値が、指定した
値以下になる確率（信頼度）を取得しま
す。

96

CB.GetCorrelation 二つの仮定セルの間に定義されている
相関係数を取得します。

97

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取
得します。

98

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101
20 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

プリファレンスの設定をするためのプロシージャ
このセクションにある CB プロシージャは、以下のような作業に関連し

て使用されます。

• 実行プリファレンスを設定する

• セルプリファレンスを設定する

• グラフプリファレンスを設定する

CB.GetForeData 指定した予測セルの、指定した試行にお
ける予測値を取得します。

103

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイ
ルに対応する値を取得します。

104

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を
取得します。

106

CB.RestoreResults 以前に保存したシミュレーション結果
を、ダイアログを使って読み込みます。

124

CB.RestoreResultsND 以前に保存したシミュレーション結果
を、ダイアログを使わないで読み込みま
す。

125

CB.SaveResults 現在のシミュレーションの結果を、ダイ
アログを使ってファイルに保存します。

133

CB.SaveResultsND 現在のシミュレーションの結果を、ダイ
アログを使わないでファイルに保存し
ます。

134

CB.SetRange 一つまたはすべての予測に信頼区間を
設定します。

149

CB.SimResult 直前に実行したシミュレーションが停
止した理由を取得します。

150

プロシージャ名 概要 page

プロシージャ名 概要 page

CB.AssumPrefsND 選択した仮定のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

29

CB.CellPrefs Crystal Ball セルのセルプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

31

CB.CellPrefsND Crystal Ball セルのセルプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

31

CB.ChartPrefs 選択した仮定または予測のグラフプリ
ファレンスを、ダイアログを使って設定
します。

34

CB.ChartPrefsND 選択した仮定または予測のグラフプリ
ファレンスを、ダイアログを使わないで
設定します。

34
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特殊なプロシージャ
このセクションにある CB プロシージャは、以下のような作業に関連し

て使用されます。

• ［Welcome 画面］を表示する

• 仮定、意思決定変数、予測をリストする

• ワークシートやワークブックにCrystal Ballデータが含まれているか

否かを確認する

• シミュレーションの試行回数を取得する

CB.FormatPrefs 選択した予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

87

CB.FormatPrefsND 選択した予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

88

CB.GetRunPrefs シミュレーションの実行プリファレン
スの設定値を取得します。

108

CB.RunPrefs シミュレーションの実行プリファレン
スを、ダイアログを使って設定します。

127

CB.RunPrefsND シミュレーションの実行プリファレン
スを、ダイアログを使わないで設定しま
す。

127

CB.SensPrefs 選択した感度グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

138

CB.SensPrefsND 選択した感度グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

139

CB.TrendPrefs 選択した傾向グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

156

CB.TrendPrefsND 選択した傾向グラフのプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定しま
す。

156

プロシージャ名 概要 page

プロシージャ名 概要 page

CB.AboutBox Crystal Ball に関する情報を表示します。 27

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェッ
クし、内部変数を初期化します。問題が
ある場合は、修正できるようにダイアロ
グを表示します。

36

CB.CheckDataND Crystal Ball データセルの有効性をチェッ
クし、内部変数を初期化します。問題が
ある場合は、エラーになります。

37
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CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにあ
る仮定セルをリストします。

76

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにあ
る意思決定変数セルをリストします。

78

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにあ
る予測セルをリストします。

80

CB.GetVersion Crystal Ball のビルド番号またはバー
ジョンを取得します。

109

CB.GetWorksheetVersion アクティブなワークシート、または指定
したワークシートのCrystal Ballデータの
ビルド番号またはバージョンを取得し
ます。

110

CB.IsCBObject 指定したワークシートまたはワーク
ブックにCrystal Ballデータが含まれてい
るか否かを取得します。

111

CB.Iterations それまでに実行された、シミュレーショ
ンの試行回数を取得します。

112

プロシージャ名 概要 page
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Chapter

第 2 章

CB プロシージャ



概要

この章では、Crystal Ball 7.x で利用できる

すべての CB プロシージャ（サブルーチン

と関数）を解説します。Crystal Ball 2000.5

（5.5）との違いに関する説明があるとき、通

常それは Crystal Ball 2000.x（5.x）全体に当

てはまります。

各 CB プロシージャはアルファベット順に

記載されています。用途別に探したいとき

は、第 1 章のリストをご覧ください。



1

CB.AboutBox

［Welcome画面］を開いてCrystal Ballに関する情報を表示するサブルー

チンです。

マクロ例

CB.AboutBox

この例は、［Welcome 画面］を開きます。

CB.AlertOnArgumentError

CB プロシージャの引数の値に問題があったときにメッセージを表示す

るサブルーチンです。 

マクロ例

CB.AlertOnArgumentError False

この例は、引数エラーが発生してもメッセージを表示しないように

設定します。

関連プロシージャ

表 1： CB.AlertOnArgumentError の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

切り替え ブール値 True または False メッセージを表示するときは True、表示しな

いときは False を指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.AlertOnMacroResultError 実行エラーが発生したときにメッセージ
を表示します。

28

CB.AlertOnObsolete 現在の Developer Kit ではサポートされて
いないCBプロシージャや引数が使用され
たときにメッセージを表示します。

28
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Chapter 2 CB プロシージャ
CB.AlertOnMacroResultError

マクロの実行中にエラーが発生したときにメッセージを表示するサブ

ルーチンです。 

マクロ例

CB.AlertOnMacroResultError True

この例は、マクロの実行エラーが発生したらメッセージを表示する

ように設定します。

関連プロシージャ

CB.AlertOnObsolete

現在の Crystal Ball Developer Kit ではサポートされていない CB プロシー

ジャや、引数の指定方法、組込み定数がマクロ内で使用されていたとき

にメッセージを表示するサブルーチンです。 

表 2： CB.AlertOnMacroResultError の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

切り替え ブール値 True または False メッセージを表示するときは True、表示しな

いときは False を指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.AlertOnArgumentError 引数エラーが発生したときにメッセージ
を表示します。

27

CB.AlertOnObsolete 現在の Developer Kit ではサポートされて
いないCBプロシージャや引数が使用され
たときにメッセージを表示します。

28

表 3： CB.AlertOnObsolete の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

切り替え ブール値 True または False メッセージを表示するときは True、表示しな

いときは False を指定します。
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マクロ例

CB.AlertOnObsolete False

この例は、古い CB プロシージャや、引数、組込み定数が見つかって

もメッセージを表示しないように設定します。

関連プロシージャ

CB.AssumPrefsND

［仮定の定義］ダイアログの［プリファレンス］メニューを使わないで

仮定グラフプリファレンスとグラフプリファレンスを設定するサブルー

チンです。

このサブルーチンの各引数のデフォルト値は、現在のプリファレンスの

設定値です。

Crystal Ball 2000.5（5.5）のサブルーチンはすべての仮定を対象にしてい

ましたが、現在は個々の仮定を対象にしてプリファレンスを設定しま

す。したがって、このサブルーチンを呼び出す前に単一の仮定セルを選

択しなければなりません。選択されたセルが仮定セルではない場合、

cbErrNoAssumptionInCell エラーが発生します。 

プロシージャ名 概要 page

CB.AlertOnArgumentError 引数エラーが発生したときにメッセージ
を表示します。

27

CB.AlertOnMacroResultError 実行エラーが発生したときにメッセージ
を表示します。

28

表 4： CB.AssumPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

設定項目a 整数 cbAssumShowCDF 1 表示する分布を PDF（確率密度関数）と CDF（累積分

布関数）の間で切り替えます。
切り替え引数に True を指定すると CDF になります。

cbAssumShowMean 3 分布グラフ上の平均線の表示/非表示を切り替えます。

切り替え引数に True を指定すると、平均線が表示され

ます。

切り替え ブール値 True または False インデクス引数で指定したプリファレンスを切り替
えます。

a. 設定項目引数の cbAssumShowCoordinates（2）は、現在はサポートされません。
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マクロ例

Range("A1").Select

CB.AssumPrefsND cbAssumShowMean, False

この例は、セル A1 の仮定のグラフ上に平均線を表示しないように設

定します。

CB.AutoDownshift

シミュレーションを 高速モードで実行できないときに、自動的に通常

モードに変更するかどうかを指定する関数です。この設定はグローバル

で、Crystal Ball セッション全体に影響します。

デフォルトでは自動的に通常モードに変更されるように、Trueが指定さ

れています。False が指定され、 高速モードでシミュレーションを実

行できないときは、シミュレーションは実行されず、エラーが発生しま

す。CB.MacroResultDetail（p.115）を使ってシミュレーションに失敗し

た原因を調べることができます。

＜ Developer メモ＞　この関数が呼び出されないと、Crystal Ball は
デフォルトの設定（True）で動作します。つまり、 高速モードで実
行できないと、自動的に通常モードに変更してシミュレーションを実行
します。このとき、シミュレーションの実行は成功しているため、エ
ラーは記録されません。 高速モードでシミュレーションを実行できる
かどうかを知りたいときは、この関数に False を指定してテストしてく
ださい。 

表 5： CB.AutoDownshift が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

現在の切り替え引数の値 ブール値

表 6： CB.AutoDownshift の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

切り替え バリアント True または False 自動的に通常モードに変更するときは True、
シミュレーションを中止するときは False を

指定します。
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マクロ例

例 1

Range("B2").Value = CB.AutoDownshift(True)

この例は、 高速モードが使えないときに自動的に通常モードに変

更してシミュレーションを実行するように指定します。セル B2 に設

定値（True）が返ります。

例 2

ReturnValue = CB.AutoDownshift() 

この例は、ReturnValue に現在の CB.AutoDownshift の設定を格納しま

す。

CB.CellPrefs

Crystal Ball データが定義されているセルの属性を変更するために［セル

プリファレンス］ダイアログを開くサブルーチンです。

マクロ例

CB.CellPrefs

この例は、［セルプリファレンス］ダイアログを開きます。ダイア

ログで指定したプリファレンスは、既存のCrystal Ballセルや、新たに

定義する Crystal Ball セルに適用することができます。

関連プロシージャ

CB.CellPrefsND

Crystal Ball データが定義されているセルの属性を、［セルプリファレン

ス］ダイアログを使わないで設定するサブルーチンです。

このサブルーチンの各引数のデフォルト値は、現在の［セルプリファレ

ンス］ダイアログの設定値です。

プロシージャ名 概要 page

CB.CellPrefsND Crystal Ball セルのセルプリファレンスを、ダ
イアログを使わないで設定します。

31
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表 7： CB.CellPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

インデク 整数 cbCelAssum 1 仮定セルのプリファレンスを変更します。

ス 1 cbCelFore 2 予測セルのプリファレンスを変更します。

cbCelDecVar 3 意思決定変数セルのプリファレンスを変更
します。

インデク
ス 2

整数 cbCelPattern 1 値引数の値に従って、セルのパターンを指定
します。

cbCelColor 2 値引数の値に従って、セルの色を指定しま
す。

cbCelNote 3 値引数の値に従って、セルにコメントを挿入
します。

cbCelDistMean 4 シミュレーションを実行していないときの
仮定セルの値を、分布の平均値にします。

cbCelRangeMidpoint 4 シミュレーションを実行していないときの
意思決定変数セルの値を範囲の中央値にし
ます。

cbCelDistMedian 5 シミュレーションを実行していないときの
仮定セルの値を、分布の中央値にします。

cbCelRangeMin 6 シミュレーションを実行していないときの
意思決定変数セルの値を範囲の 小値にし
ます。

cbCelRangeMax 7 シミュレーションを実行していないときの
意思決定変数セルの値を範囲の 大値にし
ます。

値 インデクス 2 = 1,
cbCelPattern ：
 整数

0 ～ 17 0 を指定するとパターンを適用しません。1
～ 17 を指定すると、［セルプリファレンス］

ダイアログで設定することができる各パ
ターンを適用します。

インデクス 2 = 2,
cbCelColor：
 整数

0 ～ 15 0 を指定すると色を適用しません。1 ～ 15 を

指定すると、［セルプリファレンス］ダイア
ログで設定することができる各色を適用し
ます。

インデクス 2 = 3,
cbCelNote ：
 ブール値

True または False True を指定するとコメントを挿入し、False
を指定すると挿入しません。

インデクス2 = 4, 
cbCelDistMean：
 ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーションを実

行していないとき、仮定セルに分布の平均値
を表示します。False を指定すると、セルの

値をそのまま表示します。

インデクス2 = 4, 
cbCelRangeMid：
 ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーションを実

行していないとき、意思決定変数セルに範囲
の中央値を表示します。False を指定すると、

セルの値をそのまま表示します。
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マクロ例

CB.CellPrefsND cbCelAssum, cbCelPattern, 0, False

CB.CellPrefsND cbCelAssum, cbCelColor, 8, False

CB.CellPrefsND cbCelAssum, cbCelNote, True, False

この例は、既存の仮定セルと将来の仮定セルについて、パターンを

使わず、色をシアンとし、コメントを挿入するようにセルプリファ

レンスを定義します。

関連プロシージャ

インデクス2 = 5, 
cbCelDistMedian：
 ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーションを実

行していないとき、仮定セルに分布の中央値
を表示します。False を指定すると、セルの

値をそのまま表示します。

インデクス2 = 6, 
cbCelRangeMin：
 ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーションを実

行していないとき、意思決定変数セルに範囲
の 小値を表示します。False を指定すると、

セルの値をそのまま表示します。

インデクス 2 = 7,
cbCelRangeMax：
 ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーションを実

行していないとき、意思決定変数セルに範囲
の 大値を表示します。False を指定すると、

セルの値をそのまま表示します。

新しいセ
ルだけに
適用
（任意）

ブール値 True または False True を指定すると、新しく定義する Crystal
Ball セルにだけ適用し、False を指定すると

既存の Crystal Ball と新しく定義する Crystal
Ball セルの両方に適用します。

デフォルト値は False です。

適用対象
（任意）

整数 cbCelGlobal 0 この設定を開いているすべてのワークブッ
クと新規ワークブックに適用します。

cbCelWorkbook 1 この設定を開いているワークブックに適用
します。

cbCelWorksheet 2 この設定を開いているワークシートに適用
します。

表 7： CB.CellPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

プロシージャ名 概要 page

CB.CellPrefs Crystal Ball セルのセルプリファレンスを、ダイアロ
グを使って設定します。

31
Developer Kit ユーザマニュアル 33



Chapter 2 CB プロシージャ
CB.ChartPrefs

選択した仮定セル、予測セルに対して［グラフプリファレンス］ダイア

ログを開くサブルーチンです。

仮定セルや予測セルが選択されていない状態でこのサブルーチンが呼び

出されたときは、CB.MacroResultDetail.NewValue にエラーコード −5102

が格納されます。

＜ Developer メモ＞　Crystal Ball 2000.5（5.5）では、予測セルを
選択せずにこのサブルーチンを呼び出すことで、デフォルトの設定を行
うことができましたが、現在は仮定セルまたは予測セルを選択しなけれ
ばなりません。

マクロ例

CB.Simulation 500

Range(“B7”).Select

CB.ChartPrefs

この例は、500試行のシミュレーションを実行した後で、セルB7（仮

定セルまたは予測セル）を選択して、［グラフプリファレンス］ダ

イアログを開きます。ダイアログで設定されるプリファレンスは、

B7 の予測だけに適用されます。

関連プロシージャ

CB.ChartPrefsND

選択した仮定セル、予測セルのグラフプリファレンスを、［グラフプリ

ファレンス］ダイアログを表示しないで設定するサブルーチンです。

各引数のデフォルト値は、現在の［グラフプリファレンス］ダイアログ

の設定値です。

このサブルーチンを呼び出す前に仮定セルか予測セルを選択しなければ

なりません。仮定セルや予測セルが選択されていない状態で、単一の仮

定または予測を対象にして（つまり、すべてに適用引数が False）サブ

プロシージャ名 概要 page

CB.ChartPrefsND 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定します。

34

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行しま
す。

151
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ルーチンが呼び出されたときは、CB.MacroResultDetail.NewValue にエ

ラーコード−5102 が格納されます。

表 8： CB.ChartPrefsND の引数

引数a VBA
データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

インデクスb 整数 cbChtChartType 1 値引数の値に従って、グラフ様式を指定し
ます。

cbChtDistType 2 値引数の値に従って、分布タイプを指定し
ます。

cbChtGroups 3 値引数の値に従って、グラフの密度（値の
度数を数えるグループ数）を指定します。

cbChtMeanLine 5 値引数の値に従って、補助線（平均値）の
表示 / 非表示を指定します。

cbChtHorizGrids 6 値引数の値に従って、目盛線（水平線）の
表示 / 非表示を指定します。

値 インデクス = 1, cbTypArea 1 グラフの様式を領域グラフにします。

cbChtChartType ：
 整数

cbTypOutline 2 グラフの様式を折れ線グラフにします。

cbTypColumn 3 グラフの様式を棒グラフにします。

インデクス = 2,
cbChtDistType ： 

cbDstFrequency 1 グラフの分布タイプを度数分布にします。

整数 cbDstCumulative 2 グラフの分布タイプを累積度数分布にし
ます。

cbDstReverseCumul 3 グラフの分布タイプを逆累積度数分布に
します。

インデクス = 3 ,
cbChtGroups： 

cbGrp15 1 度数を数えるグループ数を［ 少］に設定
します。

整数 cbGrp25 2 度数を数えるグループ数を［少なく］に設
定します。

cbGrp50 3 度数を数えるグループ数を［少なく］に設
定します。

cbGrp75 4 度数を数えるグループ数を［普通］に設定
します。

cbGrp100 5 度数を数えるグループ数を［多く］に設定
します。

cbGrp150 6 度数を数えるグループ数を［多く］に設定
します。

cbGrp300 7 度数を数えるグループ数を［ 多］に設定
します。

インデクス = 5,
cbChtMeanLine ：
ブール値

True または False True を指定すると補助線（平均値）を表示

し、False を指定すると表示しません。
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＜ Crystal Ball メモ＞　仮定グラフや予測グラフのカスタマイズに関
する詳細については“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

マクロ例

Range(“B7”).Select

CB.ChartPrefsND cbChtMeanLine, True

この例は、セル B7（仮定セルまたは予測セル）を選択し、グラフに

平均線が表示されるようにグラフプリファレンスを設定します。

関連プロシージャ

CB.CheckData

開いているワークシート上のCrystal Ballデータをスキャンして仮定の有

効性をチェックし、リスティングを始めるために内部変数を初期化する

サブルーチンです。

エラーが発生すると、対応するダイアログが表示され、該当箇所を修正

することができます。

CB.CheckDataまたはCB.CheckDataNDを呼び出す必要があるのは、新規

にリスティングを行うとき、セル参照が変化した可能性のあるセルに対

インデクス = 6 ,
cbChtHorizGrids：
ブール値

True または False True を指定すると目盛線（水平線）を表示

し、False を指定すると表示しません。

すべてに適
用（任意）

バリアント True または False True を指定するとすべての仮定または予

測に適用し、False を指定すると選択した

仮定または予測だけに適用します。
デフォルト値は False です。

a. 軸の設定のインデクス、値 2、値 3 の三つの任意引数は、現在はサポートされません。

b. Crystal Ball 7.x で利用できたインデクス引数 cbChtRedrawFrequency（4）は、現在はサポートされません。

表 8： CB.ChartPrefsND の引数（続き）

引数a VBA
データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

プロシージャ名 概要 page

CB.ChartPrefs 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。
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してCB.Get...プロシージャを使うとき、データの削除や追加をしたとき

です。また、レポートを作成するプロシージャや、シミュレーション

データを出力するプロシージャを使う前にも、CB.CheckData または

CB.CheckDataND を呼び出してください。

マクロ例

Dim s As String

Dim r As Range

CB.Simulation 500

CB.CheckData

s = CB.EnumFore

While s <> ""

Set r = Range(s)

CB.OpenFore

s = CB.EnumFore

t = t + 1

Wend

この例は、500 試行のシミュレーションを実行した後で、内部変数を

初期化し、すべての予測をリスティングして、それぞれに予測ウィ

ンドウを開きます。

関連プロシージャ

CB.CheckDataND

開いているワークシート上のCrystal Ballデータをスキャンして仮定の有

効性をチェックし、リスティングを始めるために内部変数を初期化する

サブルーチンです。

エラーの有無は CB.MacroResultDetail（p.115）によって調べることがで

きます（対応するダイアログは表示されません）。

CB.CheckDataまたはCB.CheckDataNDを呼び出す必要があるのは、新規

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckDataND Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、エラーに
なります。

37

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セル
をリストします。

76

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セル
をリストします。

80

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにある意思決定
変数セルをリストします。

78
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にリスティングを行うとき、セル参照が変化した可能性のあるセルに対

してCB.Get...プロシージャを使うとき、データを削除したり追加したり

したときです。レポートを作成するプロシージャや、シミュレーション

データを出力するプロシージャを使う前にも、CB.CheckData または

CB.CheckDataND を呼び出してください。

マクロ例

Dim s As String

Dim r As Range

CB.Simulation 500

CB.CheckDataND

s = CB.EnumFore

While s <> ""

Set r = Range(s)

CB.OpenFore

s = CB.EnumFore

t = t + 1

Wend

この例は、500 試行のシミュレーションを実行した後で、内部変数を

初期化し、すべての予測をリスティングして、それぞれに予測ウィ

ンドウを開きます。

関連プロシージャ

CB.ClearData

選択したセルからCrystal Ballデータ（仮定、意思決定変数、予測）を消

去するサブルーチンです。消去が実行される前に確認メッセージが表示

されます。Crystal Ball データを消去しても、セルに含まれる値や式は消

去されません。

CB.ClearData を使用するときは、ワークシートがアクティブで、選択し

たセル（セル範囲）に仮定、意思決定変数、予測のいずれかが定義され

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セルを
リストします。

76

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セルを
リストします。

80

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにある意思決定変
数セルをリストします。

78
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ていなければいけません。複数の種類のCrystal Ballデータが含まれる領

域を選択した場合、消去するCrystal Ballデータタイプを選択するダイア

ログが表示されます。

このサブルーチンを呼び出す前に、現在のシミュレーションをリセット

する必要があります。

マクロ例

このマクロ例を呼び出す前にCrystal Ballデータを含んだセルかセル範囲

を選択してください。

CB.ResetND

CB.ClearData

現在のシミュレーションをリセットした後、ユーザに確認メッセー

ジを表示して選択されているセルのCrystal Ballデータを消去します。

値、セル参照、式といったセルに格納されている内容はそのまま残

ります。

関連プロシージャ

CB.ClearDataND

確認メッセージを表示しないで、選択したセルから Crystal Ball データ

（仮定、意思決定変数、予測）を消去するサブルーチンです。Crystal

Ball データを消去しても、セルに含まれる値や式は消去されません。

CB.ClearDataND を使用するときは、ワークシートがアクティブで、選

択したセル（セル範囲）に仮定、意思決定変数、予測のいずれかが定義

されていなければいけません。複数の種類のCrystal Ballデータが含まれ

る領域を選択した場合、それらすべてのCrystal Ballデータが消去されま

す。

プロシージャ名 概要 page

CB.ClearDataND 確認メッセージを表示せず、選択したセルから仮
定、意思決定変数、予測を消去します。

39

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれる Crystal Ball データを
コピーします。複数の種類の Crystal Ball データが
存在するときは、対象を選択するダイアログが表示
されます。

44

CB.CopyDataND 選択したセル範囲に含まれる、指定した種類の
Crystal Ball データをコピーします。

45

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、予測を選択
したセルにペーストします。

121
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このサブルーチンを呼び出す前に、現在のシミュレーションをリセット

する必要があります。

マクロ例

このマクロ例を呼び出す前にCrystal Ballデータを含んだセルかセル範囲

を選択してください。

CB.ResetND

CB.ClearDataND

現在のシミュレーションをリセットした後、ユーザに確認メッセー

ジを表示せず、選択されているセルのすべてのCrystal Ballデータを消

去します。値、セル参照、式といったセルに格納されている内容は

そのまま残ります。

関連プロシージャ

CB.CloseAllCharts

あらゆる種類のすべてのグラフを閉じるサブルーチンです。［分析］→

［全て閉じる］を選択するのと同じ意味をもちます。

＜ Developer メモ＞　現在のシミュレーションと、ファイルから読み
込んだ過去のシミュレーションの両方のグラフを閉じます。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CloseAllCharts

この例は、シミュレーションを実行した後に、開いているすべての

グラフを閉じます。

プロシージャ名 概要 page

CB.ClearData 確認メッセージを表示した後、選択したセルから仮
定、意思決定変数、予測を消去します。

38

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれる Crystal Ball データを
コピーします。複数の種類の Crystal Ball データが
存在するときは、対象を選択するダイアログが表示
されます。

44

CB.CopyDataND 選択したセル範囲に含まれる、指定した種類の
Crystal Ball データをコピーします。

45

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、予測を選択
したセルにペーストします。

121
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関連プロシージャ

CB.CloseChart

グラフの種類とグラフ ID（任意）を指定してグラフを閉じるサブルー

チンです。グラフ ID が指定されていないときは、現在選択されている

グラフを閉じます。指定されたグラフが見つからない場合、エラーは発

生せず、グラフを選択するダイアログが現れます。

＜ Developer メモ＞　対象になるグラフは、現在のシミュレーション
のグラフだけです。ファイルから読み込んだ過去のシミュレーションの
グラフは含まれません。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.CloseChart cbChtOverlay, CB.EnumChart(cbChtOverlay)

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、ワークブックの次の重ねグラフを閉じ

ます。

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseChart 指定した種類のグラフ、または選択したグラフを閉
じます。

41

CB.OpenChart 指定した種類のグラフを開きます。 117

表 9： CB.CloseChart の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフを閉じます。

cbChtSensitiv 3 感度グラフを閉じます。

cbChtTrend 4 傾向グラフを閉じます。

グラフ ID
（任意）

文字列 グラフ ID を二重引用符（""）で

囲んで指定します。

グラフ ID は CB.EnumChart（p.77）を

使って取得できます。また、CB.Enum-
Chart からの戻り値を直接利用しても

かまいません。
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関連プロシージャ

CB.CloseFore

選択したセルに対応する予測ウィンドウを閉じるサブルーチンです。

このサブルーチンを呼び出すときには、予測ウィンドウを閉じようとし

ているワークシートがアクティブで、予測セルが選択されていなければ

いけません。

マクロ例

Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル").Activate

Range("C9").Select

CB.CloseFore

この例は、“Futura with OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワー

クシートをアクティブにして、セル C9（予測セル）を選択し、この

セルに対応する予測ウィンドウを閉じます。

関連プロシージャ

CB.CloseSensitiv

感度グラフを閉じるサブルーチンです。感度グラフが複数存在し、その

うちの一つが選択されていない場合は、ダイアログが開いて、閉じる感

度グラフを選択することができます。

＜ Developer メモ＞　このサブルーチンは Crystal Ball 2000.x（5.x）
と互換性がありますが、多少異なる部分もあります。詳細については付

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseAllCharts 開いているすべてのグラフウィンドウを閉じます。
［分析］→［全て閉じる］を選択するのと同じ意味
をもちます。

40

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

CB.OpenChart 指定した種類のグラフを開きます。 117

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136

プロシージャ名 概要 page

CB.OpenFore 選択したセルに対応する予測ウィンドウを開きます。 118
42 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

録 B の説明（p.218）をご覧ください。特定の種類のグラフを、そのグ
ラフ ID を使って閉じたいときは、CB.CloseChart（p.41）をお使いく
ださい。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtSensitiv, CB.EnumChart(cbChtSensitiv)

CB.CloseSensitiv

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、ワークブックの次の感度グラフを選択

して、それを閉じます。

関連プロシージャ

CB.CloseTrend

傾向グラフを閉じるサブルーチンです。傾向グラフが複数存在し、その

うちの一つが選択されていない場合は、ダイアログが開いて、閉じる傾

向グラフを選択することができます。

＜ Developer メモ＞　このサブルーチンは Crystal Ball 2000.x（5.x）
と互換性がありますが、多少異なる部分もあります。詳細については付
録 B の説明（p.218）をご覧ください。特定の種類のグラフを、そのグ
ラフ ID を使って閉じたいときは、CB.CloseChart（p.41）をお使いく
ださい。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtTrend, CB.EnumChart(cbChtTrend)

CB.CloseTrend

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

プロシージャ名 概要 page

CB.CopySensitiv 選択した感度グラフをクリップボードへコ
ピーします。

46

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前
を返します。

77

CB.OpenSensitiv 指定した感度グラフを開きます。 119

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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し（CB.Enum... を使うため）、ワークブックの次の傾向グラフを選択

して、それを閉じます。

関連プロシージャ

CB.CopyData

選択したセルまたはセル範囲の Crystal Ball データ（仮定、意思決定変

数、予測）をコピーするサブルーチンです。CB.PasteData を使って他の

セルにペーストする際に使用されます。これにより、同じような分布型

をもつ仮定や、範囲が似ている意思決定変数などの行 / 列を効率よく設

定することができます。

CB.CopyData を使用するときは、ワークシートがアクティブで、選択し

たセル（セル範囲）に仮定、意思決定変数、予測のいずれかが定義され

ていなければいけません。

＜ Crystal Ball メモ＞　コピーされるのは選択されたセルの情報のみ
で、実際の Crystal Ball データやセルの値などがコピーされるわけでは
ありません。このサブルーチンは CB.PasteData を呼び出す直前に呼び
出してください。間に他のコマンドが入ると、予期しない結果になるこ
とがあります。

マクロ例

Range(“B5:C7”).Select ‘仮定と予測を含んだセル

CB.CopyData

この例は、コピーするデータをユーザに尋ねてから、選択された

Crystal Ball データのセル情報をコピーします。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前
を返します。

77

CB.OpenTrend 指定した傾向グラフを開きます。 120

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136

プロシージャ名 概要 page

CB.CopyDataND 選択したセル範囲に含まれる、指定した種類の
Crystal Ball データをコピーします。

45

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、予測を選択
したセルにペーストします。

121
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CB.CopyDataND

選択したセルまたはセル範囲の Crystal Ball データ（仮定、意思決定変

数、予測）を コピーするサブルーチンです。CB.PasteData を使って他の

セルにペーストする際に使用されます。これにより、同じような分布型

をもつ仮定や、範囲が似ている意思決定変数などの行 / 列を効率よく設

定することができます。

CB.CopyDataND を使用するときは、ワークシートがアクティブで、選

択したセル（セル範囲）に仮定、意思決定変数、予測のいずれかが定義

されていなければいけません。

＜ Crystal Ball メモ＞　コピーされるのは選択されたセルの情報のみ
で、実際の Crystal Ball データやセルの値などがコピーされるわけでは
ありません。このサブルーチンは CB.PasteData を呼び出す直前に呼び
出してください。間に他のコマンドが入ると、予期しない結果になるこ
とがあります。

このサブルーチンは、選択するセルまたはセル範囲に複数の Crystal Ball

データタイプが定義されているときに使用します。

CB.CopyDataND は、CB.CopyData と違い、ユーザにコピーする Crystal

Ball データタイプの確認をしません。 異なる Crystal Ball データタイプ

（仮定、意思決定変数、予測）が範囲に含まれている場合は、CB デー

タタイプ引数で指定したデータタイプだけがコピーされます。

マクロ例

Range(“B5:B6”).Select ‘仮定と予測を含んだセル

CB.CopyDataND cbCelAssum

この例は、セル B5 と B6 の仮定データだけをコピーします。

表 10： CB.CopyDataND の引数

引数
VBA

データ型

値
説明

組込み定数 インデクス

CBデータタイプ 整数 cbCelAssum 1 仮定セルのデータだけをコピーします。

cbCelFore 2 予測セルのデータだけをコピーします。

cbCelDecVar 3 意思決定変数セルのデータだけをコピー
します。
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関連プロシージャ

CB.CopySensitiv

選択した感度グラフをクリップボードにコピーするサブルーチンです。

感度グラフが複数存在し、そのうちの一つが選択されていない場合は、

ダイアログが開いて、コピーする感度グラフを選択することができま

す。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtSensitiv, CB.EnumChart(cbChtSensitiv)

CB.CopySensitiv

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、ワークブックの次の感度グラフを選択

して、それをコピーします。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれる Crystal Ball データをコ
ピーします。複数の種類の Crystal Ball データが存在
するときは、対象を選択するダイアログが表示され
ます。

44

CB.PasteData コピーされている仮定、意思決定変数、予測を選択
したセルにペーストします。

121

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseSensitiv 選択した感度グラフを閉じます。 42

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返し
ます。

77

CB.OpenSensitiv 指定した感度グラフを開きます。 119

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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CB.CopyTrend

選択した傾向グラフをクリップボードにコピーするサブルーチンです。

傾向グラフが複数存在し、そのうちの一つが選択されていない場合は、

ダイアログが開いて、コピーする傾向グラフを選択することができま

す。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtTrend, CB.EnumChart(cbChtTrend)

CB.CopyTrend

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、ワークブックの次の傾向グラフを選択

して、それをコピーします。

関連プロシージャ

CB.CorrelateND

選択した二つの仮定セル間の相関係数を定義または更新するサブルーチ

ンです。

相関関係にある二つの仮定セルを指定する方法には、以下の二つがあり

ます。

• 相関関係にある二つの仮定セルがセル範囲の始点と終点に来るよう

に矩形の範囲を選択します。

• あらかじめ一つの仮定セルを指定しておき、CB.CorrelateND の引数

で相手の仮定セルを指定します。この方法をとると、（同じワーク

ブック上の）異なるワークシートに存在している仮定セルの間で相

関を定義することができます。

二つのセルが選択したセル範囲の左下と右上にある場合は、このサブ

ルーチンを実行する前にどちらかの仮定セルをアクティブセルにしてく

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseTrend 選択した傾向グラフを閉じます。 43

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返し
ます。

77

CB.OpenTrend 指定した傾向グラフを開きます。 120

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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ださい。二つの仮定セルが同じ行または列にあるときは、選択するセル

範囲の高さまたは幅は 1 セル分になります。また、二つのセルが隣接し

ているときは、2 セルだけのセル範囲になります。

引数として相関する相手の仮定を指定する場合を除き、選択したセル

と、セル範囲の両端に位置するセルは、どちらも仮定セルでなければい

けません。引数として相関する相手の仮定を指定する場合は、一つの仮

定セルだけを選択してください。相関するセルの指定に誤りがあった場

合、 cbErrNoAssumptionInCell が発生します。

−1～1の範囲外の値を引数に指定すると、仮定セル間の相関が解除され

ます。

＜ Crystal Ball メモ＞　仮定の相関に関する詳細については、“Crystal
Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

マクロ例

例 1

Range(“B5:F12”).Select ‘相関を定義したいのは B5-F12間

CB.CorrelateND 0.2

この例は、セル B5 と F12 に係数 0.2 の相関関係を定義します。

例 2

Range(“B5:F12”).Select ‘相関を定義したいのは B12-F5間

Range(“B12”).Activate ‘相関するセルをアクティブにする

CB.CorrelateND 0.5

セル B12 と F5 に係数 0.5 の相関関係を定義します。

表 11： CB.CorrelateND の引数

引数 VBA データ型 値 説明

相関係数 バリアント −1.0 ～ 1.0 の数値 選択した二つの仮定間の相関係数を定義します。

相手の仮定
（任意）

範囲 同一のワークシート
あるいは他のワーク
シート上にある、相
関する相手の仮定セ
ル

ワークシート上で単一の仮定セルを選択する方法で第
一の仮定を指定した場合に、その仮定と相関関係にあ
る仮定セル（第二の仮定）を指定します。
あらかじめ、セル範囲を指定していたときは、この引
数は指定できません。つまり、ここで指定するセル
は、現在選択されているセル範囲の一部であってはい
けません。
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例 3

Range(“B5:B12”).Select ‘相関を定義したいのは B5-B12間

CB.CorrelateND 0.3

セル B5 と B12 に係数 0.3 の相関関係を定義します。

関連プロシージャ

CB.CreateChart

指定した種類の新しいグラフを作成して、そのグラフの ID を返す関数

です。グラフ名を指定することもできます。グラフの作成に成功すると、

グラフ操作に関連するプロシージャの呼び出しに向けて、選択された状

態になります。グラフの作成に失敗したときは、空の文字列が返ります。 

マクロ例

ChartID = CB.CreateChart(cbChtOverlay, "重ねグラフ 1")

ChartID = CB.CreateChart(cbChtTrend, "傾向グラフ 1")

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを使って
定義します。

66

表 12： CB.CreateChart が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

グラフの種類とグラフ ID の指定に従って作成された、新しい

グラフのパスと名前
（書式例）
“| 現在の結果 | 感度グラフ | Charts.xls | 感度グラフ 1”

文字列

表 13： CB.CreateChart の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフを作成します。

cbChtSensitiv 3 感度グラフを作成します。

cbChtTrend 4 傾向グラフを作成します。

グラフ名
（任意）

文字列 グラフ名を二重引用符（""）で囲

んで指定します。

グラフ名（タイトル）を直接指定しま
す。
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ChartID = CB.CreateChart(cbChtSensitiv, "感度グラフ 1")

この例は、重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフを作成し、それぞ

れに、引用符で囲んだ名前をつけます。

CB.CreateRpt

Crystal Ball のレポートを作成するサブルーチンです。出力の設定とレ

ポートの作成を任意に指示できるように、［レポート作成］ダイアログ

を開きます。

このサブルーチンを使う前に、CB.CheckData を呼び出してください。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.CreateRpt

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、［レポー

ト作成］ダイアログを開きます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返し
ます。

77

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136

プロシージャ名 概要 page

CB.CreateRptND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、レポートプリファレンスの
設定とレポートの作成を行います。レポートの内
容は引数で指定します。

51

CB.ExtractData 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、データを出力します。出力
するデータはダイアログから指定します。

81

CB.ExtractDataND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、データを出力します。出力
するデータは引数で指定します。

82
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CB.CreateRptND

［レポート作成］ダイアログを表示しないで、Crystal Ball のレポートの

出力設定と作成をするサブルーチンです。個別に設定をしなかった項目

には、［レポート作成］ダイアログの現在の設定が使われます。

このサブルーチンを使う前に、CB.CheckData を呼び出してください。

＜ Developer メモ＞　［レポート作成］ダイアログのデフォルトのレ
ポートはフルレポートですが、CB.CreateRptND では、カスタムレポー
ト（cbRptCustom）がデフォルトです。

カスタムレポートを作成するには、レポートを作成する前に、以下のよ

うに CB.CreateRptND を呼び出してください。

CB.CreateRptND cbRptDefinedType, cbRptCustom

シミュレーションの実行中にこのサブルーチンを呼び出さないでくださ

い。また、シミュレーションの実行前に呼び出すと、仮定の情報だけが

含まれたレポートが作成されます。

＜ Developer メモ＞　Developer Kit のマクロから作成したグラフを
レポートに含める場合は、あらかじめそのグラフを開いておいてくださ
い。開いていないと、出力されるレポートではそのグラフは存在しない
ものとして扱われます。

＜ Crystal Ball メモ＞　出力の設定など、レポートの作成に関する詳細
については“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。 

表 14： CB.CreateRptND の引数 

引数 VBA データ型 説明

インデクス 整数 設定するレポートオプションを、以下の表に従っ
て指定します。

値 1（任意） バリアント インデクス引数に示されたレポートオプション
の値を指定します。以下の表をご覧ください。

値 2（任意） バリアント インデクス引数に示されたレポートオプション
の値を指定します。以下の表をご覧ください。
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表 15： インデクス引数と、対応する値 1・値 2 引数

インデクスa

説明 値 1 値 2
組込み定数 値

cbRptOK 1 レポートを作成します。
他のレポートオプショ
ンを設定した後で、この
インデクス値を指定し
てください。

cbRptTrendChart 2 開いているすべての傾
向グラフを、指定したサ
イズでレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptSensitivChart 3 開いているすべての感
度グラフを、指定したサ
イズでレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptForeSummaries 4 出力対象の予測のサマ
リをレポートに含めま
す。

（ブール値）True を指定

するとサマリを含め、
False を指定すると含め

ません。

cbRptForeStatistics 5 出力対象の予測の統計
量をレポートに含めま
す。

（ブール値）True を指定

すると統計量を含め、
False を指定すると含め

ません。

cgRptForeCharts 6 出力対象の各予測の度
数グラフを、指定したサ
イズでレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptForePercentiles 7 出力対象の各予測の
パーセンタイルをレ
ポートに含めます。

（ブール値）True を指定

するとパーセンタイル
を含め、False を指定す

ると含めません。

（整数）p.55 “パーセンタ

イル”をご覧ください。

cbRptChooseFore 9 レポートに含める予測
のリストを、クリア、追
加、設定します。

（整数）p.56 “予測の選

択”をご覧ください。

cbRptAssumParam 10 出力対象の各仮定の、分
布のパラメータをレ
ポートに含めます。

（ブール値）True を指定

すると分布のパラメー
タを含め、False を指定

すると含めません。

cbRptAssumCharts 11 出力対象の各仮定の分
布グラフを、指定したサ
イズでレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

すると分布グラフを含
め、False を指定すると

含めません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。

cbRptChooseAssum 12 レポートに含める仮定
のリストを、クリア、追
加、設定します。

（整数）p.56 “仮定の選

択”をご覧ください。
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cbRptChartType 13 レポートに含めるグラ
フの種類を選択します。

（整数）p.57 “グラフの

種類の選択”をご覧くだ
さい。

cbRptOverlayChart 14 開いているすべての重
ねグラフを、指定したサ
イズでレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptExistingSheet 16 レポートを既存のワー
クブックに出力します。

（ブール値）True を指定

するとアクティブな
ワークブックの新規
ワークシートに出力し、
False を指定すると新し

いワークブックに出力
します。

cbRptSummary 17 レポートに含めるサマ
リ情報を選択します。

（ブール値）True を指定

すると値2引数で指定し

た情報を含め、False を

指定すると含めません。

（整数）p.57 “サマリ情報

の選択”をご覧ください。

cbRptChooseDecVar 18 レポートに含める意思
決定変数のリストを、ク
リア、追加、設定します。

（整数）p.58 “意思決定

変数の選択”をご覧くだ
さい。

cbRptDecVarBounds 19 出力対象の各意思決定
変数の上限・下限をレ
ポートに含めます。

（ブール値）True を指定

すると上限・下限を含
め、False を指定すると

含めません。

cbRptDecVarType 20 出力対象の各意思決定
変数の変数タイプをレ
ポートに含めます。

（ブール値）True を指定

すると変数タイプを含
め、False を指定すると

含めません。

cbRptAssumStatistics 21 出力対象の各仮定の統
計量をレポートに含め
ます。

（ブール値）True を指定

すると統計量を含め、
False を指定すると含め

ません。

cbRptAssumPercentiles 22 出力対象の各仮定の
パーセンタイルをレ
ポートに含めます。

（ブール値）True を指定

するとパーセンタイル
を含め、False を指定す

ると含めません。

（整数）p.55 “パーセンタ

イル”をご覧ください。

cbRptAssumCorr 23 出力対象の各仮定の相
関をレポートに含めま
す。

（ブール値）True を指定

すると相関を含め、False
を指定すると含めませ
ん。

表 15： インデクス引数と、対応する値 1・値 2 引数（続き）

インデクスa

説明 値 1 値 2
組込み定数 値
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cbRptOverlayCharts 24 重ねグラフを、指定した
サイズでレポートに含
めます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptTrendCharts 25 傾向グラフを、指定した
サイズでレポートに含
めます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptSensitivityCharts 26 感度グラフを、指定した
サイズでレポートに含
めます。

（ブール値）True を指定

するとグラフを含め、
False を指定すると含め

ません。

（整数）グラフのサイズを
1 ～ 200 のパーセンテー

ジで指定します。 

cbRptChooseOverlay 28 レポートに含める重ね
グラフのリストを、クリ
ア、追加、設定します

（CB.SelectChart（p.136）
を併用する場合）。

（整数）p.58 “重ねグラ

フ、傾向グラフ、感度グ
ラフの詳細の選択”をご
覧ください。

cbRptChooseTrend 29 レポートに含める傾向
グラフのリストを、クリ
ア、追加、設定します

（CB.SelectChart（p.136）
を併用する場合）。

（整数）p.58 “重ねグラ

フ、傾向グラフ、感度グ
ラフの詳細の選択”をご
覧ください。

cbRptChooseSensitivity 30 レポートに含める感度
グラフのリストを、クリ
ア、追加、設定します

（CB.SelectChart（p.136）
を併用する場合）。

（整数）p.58 “重ねグラ

フ、傾向グラフ、感度グ
ラフの詳細の選択”をご
覧ください。

cbRptDefinedType 32 出力するレポートとし
て、規定のレポートのい
ずれかを選択するか、も
しくはカスタムレポー
ト（CB.CreateRptND の

さまざまな引数で定義
したレポート）を選択し
ます。

（整数）p.59 “規定のレ

ポートの選択”をご覧く
ださい。

cbRptSheetName 33 レポートを出力する
ワークシートの名前を
指定します。

（文字列）ワークシート
名

cbRptIncludesCellLocs 34 セル情報をレポートに
含めます。

（ブール値）True を指定

するとセル情報を含め、
False を指定すると含め

ません。

表 15： インデクス引数と、対応する値 1・値 2 引数（続き）

インデクスa

説明 値 1 値 2
組込み定数 値
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この表で、cbRptOKを除いたcbRptTrendChart以降のインデクス引数は、

レポートのプリファレンスを設定するための引数です。cbRptOKを指定

しない限りレポートは作成されません。

パーセンタイル

インデクス引数に cbRptForePercentiles を指定する際の値 2 は、下表から

選択してください。

cbRptSection 35 レポートに含める項目、
または除外する項目を
指定します。

（ブール値）True を指定

すると値2引数で選択し

た項目を含め、False を

指定すると除外します。

（整数）p.60 “レポートに

含める項目と出力順の選
択”をご覧ください。

cbRptSectionOrder 36 cbRptSectionと併用して

レポートに含める各項
目の、レポート内での出
力順を指定します。

（文字列）p.60 “レポー

トに含める項目と出力
順の選択”をご覧くださ
い。

cbRptCapMetrics 37 工程能力指標をレポー
トに含めます。

（ブール値）True を指定

すると工程能力指標を
含め、False を指定する

と含めません。

a. Crystal Ball 2000.5（5.5）でサポートされた定数 cbRptForeFrequencies（8）と cbRptDecVar（15）はサポートさ

れません。cbRptDecVar は Crystal Ball 7.1 では互換性のために残されていましたが、今後は cbRptChooseDecVar

をお使いください。

表 15： インデクス引数と、対応する値 1・値 2 引数（続き）

インデクスa

説明 値 1 値 2
組込み定数 値

表 16： cbRptForePercentiles の値 2

値 2

パーセンタイル

組込み定数 インデクス

cbPctQuartiles 1 4 分位数 （25%）

cbPctQuintiles 2 5 分位数 （20%）

cbPctDeciles 3 10 分位数 （10%）、デフォルト値

cbPctIcosatiles 4 20 分位数 （5%）

cbPctSet1 5 2.5, 5, 50, 95, 97.5 パーセンタイル

cbPctSet2 6 10, 25, 50, 75, 90 パーセンタイル

cbPctSet3 7 5, 95 パーセンタイル
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予測の選択

インデクス引数に cbRptChooseFore を指定する際の値 1 は、下表から選

択してください。

仮定の選択

インデクス引数に cbRptChooseAssum を指定する際の値 1 は、下表から

選択してください。

cbPctSet4 8 10, 90 パーセンタイル

表 17： cbRptChooseFore の値 1

値 1

説明

組込み定数 インデクス

cbChfAll 1 すべての予測を含みます。

cbChfOpen 2 開いている予測を含みます。

cbChfChosen 3 リストに選択されている予測を含みま
す。予測をリストに追加した後でこのオ
プションを実行してください。

cbChfAdd 4 選択したセルの予測をリストに追加し
ます。このオプションを実行した後で
cbChfChosen を実行してください。

cbChfClearList 5 リストをクリアします。

表 18： cbRptChooseAssum の値 1

値 1

説明

組込み定数 インデクス

cbChaAll 1 すべての仮定を含みます。

cbChaChosen 2 リストに選択されている仮定を含みま
す。仮定をリストに追加した後でこのオ
プションを実行してください。

表 16： cbRptForePercentiles の値 2（続き）

値 2

パーセンタイル

組込み定数 インデクス
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グラフの種類の選択

インデクス引数に cbRptChartType を指定する際の値 1 は、下表から選択

してください。

サマリ情報の選択

インデクス引数に cbRptSummary を指定する際の値 2 は、下表から選択

してください。

cbChaAdd 3 選択したセルの仮定を、リストに追加し
ます。このオプションを実行した後で
cbChaChosen を実行してください。

cbChaClearList 4 リストをクリアします。

cbChaOpen 5 開いているすべての仮定を含みます。

表 19： cbRptChartType の値 1

値 1

説明

組込み定数a

a. cbChtBW（0）は削除されました。

インデクス

cbChtColored 1 すべてのグラフをビットマップ形式で
出力します。

cbChtExcel 2 すべてのグラフをExcelグラフの形式で

出力します。 

表 20： cbRptSummary の値 2

値 2

説明

組込み定数 インデクス

cbRptSummaryTitle 1 レポートのタイトルを含みます。

cbRptSummaryDate 2 実行日時を含みます。

cbRptRunPreferences 3 実行プリファレンスの設定を含みます。

表 18： cbRptChooseAssum の値 1（続き）

値 1

説明

組込み定数 インデクス
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意思決定変数の選択

インデクス引数に cbRptChooseDecVar を指定する際の値 1 は、下表から

選択してください。

重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフの詳細の選択

インデクス引数に cbRptChooseOverlay, cbRptChooseTrend, cbRptChoose

Sensitivity を指定する際の値 1 は、下表から選択してください。

cbRptRunStatistics 4 実行関連データを含みます。

表 21： cbRptChooseDecVar の値 1

値 1

説明

組込み定数 インデクス

cbChdAll 1 すべての意思決定変数を含みます。

cbChdChosen 2 リストに選択されている意思決定変数
を含みます。意思決定変数をリストに追
加した後でこのオプションを実行して
ください。

cbChdAdd 3 選択したセルの意思決定変数を、リストに
追加します。このオプションを実行した後
で cbChdChosen を実行してください。

cbChdClearList 4 リストをクリアします。

表 22： cbRptChooseOverlay, Trend, Sensitivity の値 1

値 1

説明

組込み定数 インデクス

cbChartAll 1 指定された種類のすべてのグラフを含
みます。

cbChartOpen 2 指定された種類の開いているすべての
グラフを含みます。

表 20： cbRptSummary の値 2（続き）

値 2

説明

組込み定数 インデクス
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規定のレポートの選択

インデクス引数に cbRptDefinedType を指定する際の値 1 は、下表から選

択してください。

cbChartChosen 3 リストに選択されている、指定された種
類のグラフを含みます。グラフをリスト
に追加した後でこのオプションを実行
してください。

cbChartAdd 4 CB.SelectChart で選択したグラフを、リ

ストに追加します。このオプションを実
行した後で cbChartChosen を実行してく

ださい。

cbChartClearList 5 リストをクリアします。

表 23： cbRptDefinedType の値 1

値 1

説明

組込み定数 インデクス

cbRptFull 1 規定のレポートのうち、［フルレポート］
を選択します。

cbRptAssumption 2 規定のレポートのうち、［仮定］を選択
します。

cbRptForecasts 3 規定のレポートのうち、［予測］を選択
します。

cbRptDecVars 4 規定のレポートのうち、［意思決定変数］
を選択します。

cbRptIndex 5 規定のレポートのうち、［CB セル情報］

を選択します。

cbRptCustom 6 CB.CreateRptND のさまざまな引数で定

義したレポート（カスタムレポート）を
選択します。

表 22： cbRptChooseOverlay, Trend, Sensitivity の値 1（続き）

値 1

説明

組込み定数 インデクス
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レポートに含める項目と出力順の選択

インデクス引数に cbRptSection を指定する際の値 2 は、下表から選択し

てください。

また、インデクス引数に cbRptSectionOrderを指定して、各項目の出力順

を指定することができます。

値 1 引数として、上表の 8 個の値を、出力する順番にカンマで区切って

列挙します。たとえば、“1, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5”と指定すると、サマリ、予

測、仮定、意思決定変数、重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフの順に

出力されます（“5”は予約された値なので、出力項目は発生しません）。

＜ Developer メモ＞　cbRptSectionOrder を使うときは、出力する
項目を、cbRptSection を使って明示的に指定しなければなりません。

表 24： cbRptSection の値 2

値 2

説明

組込み定数 インデクス

cbRptSectSummary 1 サマリをレポートに含めます。

cbRptSectOverlay 2 重ねグラフをレポートに含めます。

cbRptSectTrend 3 傾向グラフをレポートに含めます。

cbRptSectSensitivity 4 感度グラフをレポートに含めます。

予約 5 この値は Crystal Ball の将来のバー

ジョンのために予約されています。た
だし、cbRptSectionOrder で出力順を指

定する際は、このインデクスも含めた
8個すべての項目を指定する必要があ

ります。リストの 後に“5”を指定

するとよいでしょう。

cbRptSectForecasts 6 予測をレポートに含めます。

cbRptSectAssumptions 7 仮定をレポートに含めます。

cbRptSectDecVars 8 意思決定変数をレポートに含めます。
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マクロ例

例 1

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.CreateRptND cbRptSection, True, cbRptSectForecasts

CB.CreateRptND cbRptDefinedType, cbRptCustom

CB.CreateRptND cbRptTrendCharts, False

CB.CreateRptND cbRptSensitivityCharts, True, 150

CB.CreateRptND cbRptOverlayCharts, False

CB.CreateRptND cbRptChooseFore, cbChfAll

CB.CreateRptND cbRptForeSummaries, False

CB.CreateRptND cbRptForeStatistics, False

CB.CreateRptND cbRptForeCharts, True, 50

CB.CreateRptND cbRptForePercentiles, True, cbPctDeciles

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaClearList

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaChosen

CB.CreateRptND cbRptChartType, cbChtExcel

CB.CreateRptND cbRptOK

まず、レポート作成の対象になるシミュレーションを実行します。

次にカスタムレポートを指定し、傾向グラフ、重ねグラフ、仮定の

情報、予測のサマリと統計量、度数カウントを除き、感度グラフ、

すべての予測の予測グラフとパーセンタイル（10 分位数）を含むレ

ポートを出力します。グラフは Excel グラフの形式です。

例 2

ClearList 定数を使うと、指定された種類の現在選択されている項目をす

べてクリアすることになります。しかし、その前に cbChfAll などの All

定数を使っていると、ClearListの指定はAllで上書きされることになり、

結局すべてが選択された状態になります。このため、ClearList 定数を使

用したら、その後で Chosen 定数を使うようにしてください。

CB.ResetND

CB.CheckData

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaClearList

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaChosen

Range(“B5”).Select

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaAdd

CB.CreateRptND cbRptChooseAssum, cbChaChosen

CB.CreateRptND cbRptAssumParam, True

CB.CreateRptND cbRptOK

以前に実行したシミュレーションをリセットし、次にいったん現在の

仮定リストを消去してからセル B5 を仮定リストに追加し、選択しま

す（二つめの cbChaChosen）。仮定の分布パラメータを含める以外は、
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現在の［レポート作成］ダイアログの定義に従って、セル B5 のレポー

トを作成します。

初に CB.ResetND で以前のシミュレーションの情報をクリアしてい

るため、予測やシミュレーション結果に関する項目はレポートに現

れません。

関連プロシージャ

CB.DefineAltParms

連続確率分布（p.68 “表29：分布型とパラメータ”で太字になっている

分布）の代替パラメータセットの作成、変更を行う関数です。この関数

の戻り値は、CB.DefineAssumND で使用される値と同じです。 

＜ Developer メモ＞　戻り値が －1 のときは、定義された代替パラメー
タセットが不正です。

プロシージャ名 概要 page

CB.CreateRpt 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、レポートプリファレンスの
設定とレポートの作成を行います。レポートの内
容はダイアログから指定します。

50

CB.ExtractData 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、データを出力します。出力
するデータはダイアログから指定します。

81

CB.ExtractDataND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュ
レーション結果から、データを出力します。出力
するデータは引数で指定します。

82

表 25： CB.DefineAltParms が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

CB.DefineAssumND が使用する、分布とパラメータセットを表

すコード化された整数

整数
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表 26： CB.DefineAltParms の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

分布型 整数 整数値または組込み定数。
p.68 “表 29：分布型とパラ

メータ”をご覧ください。

仮定の分布型を指定します。
引数の数値は分布型によって変化します。分
布型と数値の対応は、p.68 “表 29：分布型と

パラメータ”にリストしてあります。

パラメータ 1, 
パラメータ 2, 
パラメータ 3

（すべて必要）

ダブル ダブル値または組込み定数。
“表 27：CB.DefineAltParms の
パラメータ定義”をご覧くだ
さい。

分布の定義で使用したい代替パラメータを指
定します。
その分布型にパラメータがいくつあるかにか
かわらず、1 ～ 3 すべてのパラメータを指定

しなければなりません。パラメータが二つ以
下の分布では、cbParmNone をお使いくださ

い。パラメータの詳細については、次の“表
27：CB.DefineAltParms のパラメータ定義”を

ご覧ください。

パラメータ 4
（任意）

バリアント 組込み定数または他の値 四つめの代替パラメータを指定します。現在
はベータ分布のみで使用されます。

表 27： CB.DefineAltParms のパラメータ定義

パラメータ

意味

組込み定数 値

cbParmNone −1 パラメータが三つ未満の分布を使う際に、引数リストの余り分を埋めるプレー
スホルダです。p.64 “マクロ例”を参考にして、後ろづめで（指定するパラ

メータがなくなったところから）記述してください。

cbParmRegular −2 その分布の通常のパラメータ（たとえば正規分布なら平均値と標準偏差）を指

定します。対数正規分布に使用することはできませんa。

cbParmLogMean −3 対数平均値

cbParmLogStDev −4 対数標準偏差

cbParmGeoMean −5 幾何平均値

cbParmGeoStDev −6 幾何標準偏差

cbParmMean −7 平均値

cbParmStDev −8 標準偏差

cbParmMinimum −9 小値

cbParmLikeliest −10 尤値

cbParmMaximum −11 大値

cbParmLocation −12 位置パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）
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＜ Developer メモ＞　CB.DefineAltParms で、パーセンタイルだけ
を使って代替パラメータセットを定義すると、CB.GetAssum を使った
パラメータ値の取得はできなくなります。

マクロ例

例 1

Range(“B5”).Select

Value = CB.DefineAltParms(cbDfaNormal,cbParmMean,_

cbParmStDev,cbParmNone)

CB.DefineAssumND Value, 10, 0.2

この例は、分布パラメータに平均値と標準偏差を使ってセル B5 に正

規分布の仮定を定義します。正規分布のパラメータは二つしかない

ため、CB.DefineAltParms の引数リストの 後に cbParmNone を使用し

ます。

仮定を実際に作成しているのは、 終行にあるCB.DefineAssumNDで

cbParmScale −13 尺度パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmModeb −15 頻値

cbParmAlpha −16 a パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmBeta −17 b パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmShape −18 形状パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmRate −19 割合パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmMidpoint −20 中点パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmDegFreedom −21 自由度パラメータ（p.68 “表 29：分布型とパラメータ”を参照）

cbParmPercentile 0 パーセンタイル。この後ろにパーセンタイルの値を指定してください。たとえ
ば 80 パーセンタイルを指定したいときは、cbParmPercentile +80 とします。

a. 対数正規分布には（パーセンタイルのほかに）三つの代替パラメータセットがあるため、対数正規分布の代替
パラメータを設定するとき、CB.DefineAltParms に cbParmRegular 定数を渡すことができません。たとえば

cbParmLogMean と cbParmLogStDev のように、明示的にパラメータセットを指定しなければなりません。

b. cbParmMode は、Crystal Ball 2000.x（5.x）で利用できた極値分布をサポートするためにあります。Crystal Ball

7.x では極値分布は 大極値分布と 小極値分布に分かれているため、cbParmMode の使用は避けてください。

将来のバージョンでは使用できなくなります。

表 27： CB.DefineAltParms のパラメータ定義（続き）

パラメータ

意味

組込み定数 値
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1

す。CB.DefineAssumNDはCB.DefineAltParmsのパラメータセットの指

定に基づいて、平均値 10、標準偏差 0.2 の正規分布を定義します。

例 2

Range(“B6”).Select

Value1 = CB.DefineAltParms(cbDfaNormal,_

cbParmPercentile + 10,_

cbParmPercentile + 90, cbParmNone)

CB.DefineAssumND Value1, 10, 12

分布パラメータに 10 パーセンタイルと 90 パーセンタイルを使ってセ

ル B6 に正規分布の仮定を定義します。正規分布のパラメータは二つ

しかないため、CB.DefineAltParms の引数リストの 後に cbParmNone

を使用します。

CB.DefineAltParms の指定に基づき、CB.DefineAssumND により、10

パーセンタイルが 10、90 パーセンタイルが 12 の正規分布を定義しま

す。

例 3

Range(“B7”).Select

Value1 = CB.DefineAltParms(cbDfaTriangular, 0+25, -10, 0+75)

CB.DefineAssumND Value1, 5, 10, 15

分布パラメータに 25 パーセンタイル、 尤値、75 パーセンタイルを

使ってセル B7 に三角分布の仮定を定義します。

CB.DefineAltParms の指定に基づき、CB.DefineAssumND により、25

パーセンタイルが 5、 尤値が 10、75 パーセンタイルが 15 の三角分

布を定義します。

＜ Developer メモ＞　cbParmPercentile の指定に組込み定数ではな
く数値を使用するときは、例 3 のように“0 + < パーセンタイル >”の
書式にし、プロシージャが引数を正しく認識できるようにしてください。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineAssumND 選択したセルの仮定を、ダイアログを使わな
いで定義します。

67

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.SetAssum 指定した仮定セルの特定の属性を変更しま
す。

141
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CB.DefineAssum

新しい仮定を定義するために［分布一覧］ダイアログを開く、あるいは

選択したセルに定義されている既存の仮定を変更するために分布ダイア

ログを開くサブルーチンです。

選択するセルは空白のセルか数値セルでなければいけません。式、セル

参照、文字列を含んだセルに仮定を定義することはできません。

すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチンを呼

び出す前にシミュレーションをリセットする必要があります。

マクロ例

例 1

CB.Reset

Range(“B5”).Select ‘仮定が定義されていない数値セル

CB.DefineAssum

この例では［分布一覧］ダイアログが表示されます。ユーザはダイ

アログからセル B5 に定義する分布を選択することができます。

例 2

CB.Reset

Range(“B5”).Select ‘一様分布が定義されているセル

CB.DefineAssum

セル B5 に定義されている分布パラメータを伴った［一様分布］ダイ

アログが開きます。ユーザはパラメータを変更したり、［分布一

覧］ボタンをクリックして分布型自体を変更したりすることができ

ます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CorrelateND 選択した二つのセル間の相関係数を定義します。 47

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92
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CB.DefineAssumND

ダイアログを開かないで、選択されたセルに仮定を新規に定義、あるい

は既存の仮定の定義を変更するサブルーチンです。

すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチンを呼

び出す前にシミュレーションをリセットする必要があります。

以下の表は、各分布型定数に対するパラメータ 1, 2, 3, 4 引数の値リスト

です。分布型とパラメータに関する詳細は“ Crystal Ball ユーザマニュ

アル”をご覧ください。また、各パラメータのデフォルト値は“Crystal

Ball リファレンスマニュアル”にリストされています。

表 28： CB.DefineAssumND の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

分布型 整数 整数または組込み定
数。“表 29：分布型と

パラメータ”をご覧く
ださい。

その仮定に使用する分布を指定します。
引数の数値は分布型によって変わります。分布
型と数値の対応は、“表 29：分布型とパラメー

タ”にリストしてあります。

パラメータ 1, 
パラメータ 2, 
パラメータ 3

（すべて必要）

バリアント “表 29：分布型とパラメータ”をご覧ください。

分布の切り取り
範囲下限値

（任意）

バリアント 数値 分布を切り取る下限側の値を指定します。デ
フォルト値は－∞です。このパラメータはカス
タム分布では無視されます。

分布の切り取り
範囲上限値

（任意）

バリアント 数値 分布を切り取る上限側の値を指定します。デ
フォルト値は＋∞です。このパラメータはカス
タム分布では無視されます。

仮定の名称
（任意）

バリアント 文字列を二重引用符
（""）で囲んで指定し

ます。

仮定の名称を指定します。指定しなかった場合
は、次の中で 初に該当した名前が使用されま
す。

• Excel でつけたセルの名前

• 選択したセルの左にあるセルの文字列
• 選択したセルの上にあるセルの文字列
• セルのアドレス

動的参照a（任意） バリアント True または False True を指定すると、シミュレーション中、各試

行ごとにセルのパラメータを計算し直します。

パラメータ 4
（任意）

バリアント “表 29：分布型とパラメータ”をご覧ください。

a. 動的参照引数は Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7 ではセル参照は

常に動的なので使用は避けてください。将来のバージョンでは使用できなくなります。
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表 29： 分布型とパラメータ

分布型

パラメータ 1 パラメータ 2 パラメータ 3
パラ

メータ 4
（任意）組込み定数a インデ

クス
分布型

cbDfaNormal 0 正規 平均値 標準偏差

cbDfaTriangular 1 三角 小値 尤値 大値

cbDfaPoisson 2 ポアソン 割合
（0 ～ 1,000）

cbDfaBinomial 3 二項 確率（0 ～ 1） 試行（1 ～ 999
の整数）

cbDfaLogNormal 4 対数正規 平均値 標準偏差

cbDfaUniform 5 一様 小値 大値

cbDfaExponential 6 指数 割合（> 0）
cbDfaGeometric 7 幾何 確率（0 ～ 1）

cbDfaWeibull 8 ワイブル 位置 尺度（> 0） 形状（> 0.05）

cbDfaBeta 9 ベータ a（> 0.3、
a+b<1,000）

b（> 0.3、
a+b<1,000）

大値 小値

cbDfaHypergeometricb 10 超幾何 確率（0 ～ 1） 試行（母集団
未満の整数）

母集団（1 ～

999 の整数）

cbDfaCustom 
（p.70 “カスタム分布の

定義”を参照）

11 カスタム 累積（True）ま
た は 非 累 積

（False）
デ フ ォ ル ト
は False

cbDfaGamma 12 ガンマ 位置 尺度（> 0） 形状（> 0.05、
< 1,000）

cbDfaLogistic 13 ロジス
ティック

平均値 尺度（> 0）

cbDfaPareto 14 パレート 位置（> 0） 形状（> 0.05）

cbDfaExtremeValuec 15 極値 頻値 尺度（> 0） 大（True）
または 小

（False）

cbDfaNegBinomial 16 負の二項 確率（0 ～ 1） 形状（1 ～ 999
の整数）

cbDfaHypergeomet r ic
Success

17 超幾何 発生数 試行回数（母
集団サイズ
未満の整数）

母集団サイズ
（1～ 999の整

数）

cbDfaMinExtreme 18 小極値 頻値 尺度（> 0）
cbDfaMaxExtreme 19 大極値 頻値 尺度（> 0）
cbDfaStudentsT 20 Student t 中点 尺度（> 0） 自由度（1 ～

30 の整数）

cbDfaYesNo 21 Yes-no 確率（0 ～ 1）

cbDfaDiscreteUniform 22 離散一様 小値（整数） 大値（整数）
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動的セル参照を使って仮定のパラメータを定義するときは、セル参照を

文字列型で指定してください。

アクティブセルは数値セルか空白のセルでなければいけません。数値以

外の式、セル参照、文字列が入力されている場合、cbErrBadAssumption

エラーが発生します。パラメータは指定した分布に一致していなければ

いけません。パラメータに問題があると、cbErrBadAssumption エラーが

発生します。

＜ Developer メモ＞　CB.DefineAssumND を呼び出すことは、［定義］
→［仮定の定義］を選択することと同じです。外部仮定関数（たとえば
CB.Normal）をセルに入力するのとは異なるので注意してください。
外部仮定関数は通常の Excel の文法を使用して値を返す関数です。他の
仮定と相関を設定することはできず、レポートや感度解析に使うことは
できません。 

マクロ例

例 1

CB.DefineAssumND cbDfaUniform,30,40,,,,,"入居室数 "

この例は、 小値 30、 大値 40 の一様分布の仮定を“入居室数”と

いう名称で定義します。

例 2

CB.DefineAssumND cbDfaNormal,15000,1000,,"=B50",16100,"支出"

以下の指定に従った正規分布を定義します。正規分布のパラメータ

は二つしかないため、三つめの引数は空のままです。

• 平均値：15,000

• 標準偏差：1,000

• 分布の下限側の切り取り：セル B50 の値を参照

• 分布の上限側の切り取り：16,100

• 仮定の名称：“支出”

a. 太字で表された組込み定数は連続確率分布です。
b. cbDfaHypergeometric は Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7.x では

cbDfaHypergeometricSuccess を使用してください。

c. cbDfaExtremeValue は Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7.x では

cbDfaMinExtreme または cbDfaMaxExtreme を使用してください。
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カスタム分布の定義 
カスタム分布を定義するためには、サブルーチンを呼び出す前に仮定セ

ルとデータポイントを記録した表を指したセルを指定しなければなりま

せん。Range オブジェクトと Union オブジェクトを使って、表のセル範

囲を仮定セルの位置に加えてください。 

カスタム分布では、分布の切り取り範囲下限値 / 上限値を指定しても、

無視されます。

パラメータ 1 引数には、データポイント表が 2 ～ 3 列であるときにそれ

らの値が累積値（True）なのか、非累積値（False）なのかを指定しま

す。デフォルトは False です。

＜ Crystal Ball メモ＞　データの範囲を使ってカスタム分布を定義す
る方法については、“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

定義を行った後に、かならず CB.MacroResult でコマンドが成功したこ

とを確認してください。

マクロ例

Union(Range("B3"), Range("D17:G22")).Select

CB.DefineAssumND cbDfaCustom, False,,,,,"売上 "

この例では、 初にセル B3 とセル範囲 D17:G22 を選択しています。

2 行目で、CB.DefineAssumND は“Crystal Ball ユーザマニュアル”の

カスタム分布の解説で示された書式に従ってセル範囲のデータを解

釈し、仮定を定義します。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CorrelateND 選択した二つのセル間の相関係数を定義します。 47

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを使って定義し
ます。

66

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.SetAssum 指定した仮定セルの特定の属性を変更します。 141
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CB.DefineDecVar

新しい意思決定変数を定義、あるいは既存の意思決定変数の定義を変更

するために［意思決定変数の定義］ダイアログを開くサブルーチンです。

選択するセルは空白のセルか数値セルでなければいけません。式、セル

参照、文字列を含んだセルに意思決定変数を定義することはできません。

すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチンを呼

び出す前にシミュレーションをリセットする必要があります。

マクロ例

CB.Reset

Range(“B5”).Select ‘数値セル

CB.DefineDecVar

［意思決定変数の定義］ダイアログを開いて、セル B5 に新たに意思

決定変数を定義するか、すでに定義されている場合はそれを修正し

ます。

関連プロシージャ

CB.DefineDecVarND

ダイアログを使用しないで、アクティブセルに意思決定変数を定義、あ

るいは既存の定義を変更するサブルーチンです。

すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチンを呼

び出す前にシミュレーションをリセットする必要があります。

プロシージャ名 概要 page

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得しま
す。

98

表 30： CB.DefineDecVarND の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

下限 バリアント 任意の正または負の数 意思決定変数の下限値を指定します。

上限 バリアント 任意の正または負の数 意思決定変数の上限値を指定します。

ステップサイズ
（任意）

バリアント 上限−下限未満の数 離散意思決定変数のステップサイズを指定しま
す。この引数を空白にすると、その意思決定変数
は連続変数として定義されます。
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マクロ例

例 1

Range(“C9”).Select

CB.DefineDecVarND 40000, 60000, 100, "家賃 "

この例は、セル C9 に下限 40,000、上限 60,000、ステップサイズ 100

の、“家賃”という新しい離散意思決定変数を定義します。

例 2

Range(“C9”).Select

CB.DefineDecVarND 400, 600,, “重さ ”

この例は、セル C9 に下限 400、上限 600 の、“重さ”という新しい連

続意思決定変数を定義します。

関連プロシージャ

変数名（任意） バリアント 文字列を二重引用符
（""）で囲んで指定しま

す。

意思決定変数の名称を指定します。指定されな
かった場合は、次の中で 初に該当した名前が使
用されます。

• Excel でつけたセルの名前

• 選択したセルの左にあるセルの文字列
• 選択したセルの上にあるセルの文字列
• セルのアドレス

表 30： CB.DefineDecVarND の引数（続き）

引数
VBA

データ型
値 説明

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineDecVar 選択したセルの意思決定変数を、ダイアログを
使って定義します。

71

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得しま
す。

98

CB.SetDecVar 指定した意思決定変数セルの特定の属性を変更
します。

142
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CB.DefineFore

新しい予測を定義、あるいは既存の予測の定義を変更するために［予測

の定義］ダイアログを開くサブルーチンです。

選択するセルは単純な数値セルか式セルでなければいけません。仮定セ

ルとして定義されているセルに予測を定義することはできません。

マクロ例

Range(“B5”).Select

CB.DefineFore

［予測の定義］ダイアログを開いて、セル B5 に新たに予測を定義す

るか、すでに定義されている場合はそれを修正します。

関連プロシージャ

CB.DefineForeND

ダイアログを使用しないで、アクティブなセルに予測を定義、あるいは

既存の定義を修正するサブルーチンです。

プロシージャ名 概要 page

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

表 31： CB.DefineForeND の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

予測の名称
（任意）

バリアント 文字列を二重引用符（""）
で囲んで指定します。

予測の名称を指定します。指定されなかった場合
は、次の中で 初に該当した名前が使用されます。

• Excel でつけたセルの名前

• 選択したセルの左にあるセルの文字列
• 選択したセルの上にあるセルの文字列
• セルのアドレス

単位
（任意）

バリアント 文字列を二重引用符（""）
で囲んで指定します。

予測グラフの横軸ラベルとして表示される単位
を指定します。

予測ウィンドウ
の自動表示

（任意）

バリアント True または False 予測ウィンドウを開く方法を設定します。
True を指定すると、実行中に表示引数の設定に

従ってウィンドウが自動表示されます。False を

指定すると、［分析］→［予測グラフ］メニュー
を使って手動でウィンドウを開かなければいけ
ません。
デフォルト値は True です。
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選択するセルは、値、式、有効なセル参照のいずれかを入力したセルで

なければいけません。そうでなかった場合、cbErrNo ForecastInCell エ

ラーが発生します。 

マクロ例

Range(“C9”).Select

CB.DefineForeND “損益 ”, ““, True, True

この例は、セル C9 に“損益”という新しい予測を定義します。予測

グラフに単位のラベルはつけません。シミュレーションの開始とと

もに予測ウィンドウが自動的に表示されます。

関連プロシージャ

実行中に表示
（任意）

バリアント True または False 予測ウィンドウの自動表示引数が True の場合に

予測ウィンドウを開くタイミングを指定します。 
True を指定すると、シミュレーションの開始と同

時にウィンドウが開き、 False の場合はシミュ

レーション終了後に開きます。
デフォルト値は True です。

予測ウィンドウ
のサイズ

（任意）

この引数は Crystal Ball 7 では使用できませんが、これ以下の引数のいずれかを指定する場合

はカンマを挿入して、この引数の指定位置を残してください。

LSL（任意） バリアント 数値（ダブル）、セル参照
（“=B1”などの文字列）、あ

るいは cbParmUndefined

この予測の下方規格限界を指定します。工程能力
分析で使用します。

USL（任意） バリアント 数値（ダブル）、セル参照
（“=B1”などの文字列）、あ

るいは cbParmUndefined

この予測の上方規格限界を指定します。工程能力
分析で使用します。

目標値（任意） バリアント 数値（ダブル）、セル参照
（“=B1”などの文字列）、あ

るいは cbParmUndefined

この予測の目標値を指定します。工程能力分析で
使用します。

表 31： CB.DefineForeND の引数（続き）

引数
VBA

データ型
値 説明

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineFore 選択したセルの予測を、ダイアログを使って定義
します。

73

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101
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CB.DeleteChart

グラフの種類とグラフ ID（任意）を指定してグラフを削除するサブ

ルーチンです。グラフ ID が指定されていないときは、現在選択されて

いるグラフが削除されます。指定されたグラフが見つからない場合、エ

ラーは発生せず、グラフを選択するダイアログが現れます。

マクロ例

CB.CheckData

CB.DeleteChart cbChtOverlay, CB.EnumChart(cbChtOverlay)

CB.DeleteChart cbChtTrend, CB.EnumChart(cbChtTrend)

CB.DeleteChart cbChtSensitiv, CB.EnumChart(cbChtSensitiv)

この例は、CB.EnumChart で指定された重ねグラフ、傾向グラフ、感

度グラフを削除します。

関連プロシージャ

表 32： CB.DeleteChart の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフを削除します。

cbChtSensitiv 3 感度グラフを削除します。

cbChtTrend 4 傾向グラフを削除します。

グラフ ID
（任意）

文字列 グラフ ID を二重引用符（""）で

囲んで指定します。

グラフ ID は CB.EnumChart（p.77）を使って

取得できます。また、CB.EnumChart からの

戻り値を直接利用してもかまいません。

プロシージャ名 概要 page

CB.CreateChart 指定した種類のグラフを、指定した名前（任意）で
新規に作成します。

49

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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CB.EnumAssum

開いているすべてのワークシートに定義されている仮定セルをリストす

る関数です。

リストされた仮定に対して分布型やパラメータなどの情報を取得すると

きは、この関数の戻り値を使って Range オブジェクトを作成し、それぞ

れに CB.GetAssum を呼び出してください。

＜ Developer メモ＞　リスティングを開始する前に、CB.CheckData
を呼び出して仮定リストを初期化してください。また、データを追加し
たり削除したりするときは、そのたびに CB.CheckData を呼び出さな
ければなりません。

すべての仮定をリストし終えると空白を返します。

この関数はマクロや他の関数から使用することができます。ワークシー

トから呼び出すことはできません。

マクロ例

CB.CheckData

Dim S As String

Dim R As Range

Dim t As Integer

S=CB.EnumAssum

While S<>""

Set R=Range(S)

Range("B2").Offset(t).Value = s

t = t + 1

S=CB.EnumAssum

Wend

この例は、すべての内部変数を初期化してから、すべての仮定について

CB.EnumAssum の戻り値を使って順に Range オブジェクトを作成し、そ

の絶対セル参照をワークシートの B 列に格納していきます。

表 33： CB.EnumAssum が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

次の仮定への絶対セル参照を以下の書式で返します。

‘[workbook]’sheet!$A$1

バリアント
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関連プロシージャ

CB.EnumChart

指定した種類の、次のグラフのユニークな名前を返す関数です。戻り値

はグラフのフルパスです。この関数は、グラフを管理する他のプロシー

ジャを使うために呼び出されます。

＜ Developer メモ＞　リスティングを開始する前に、CB.CheckData
を呼び出してグラフリストを初期化してください。また、データを追加
したり削除したりするときは、そのたびに CB.CheckData を呼び出さ
なければなりません。

指定された種類のすべてのグラフをリストし終えると空白を返します。

また、指定された種類のグラフが存在しないときも空白を返します。

この関数はマクロや他の関数から使用することができます。ワークシー

トから呼び出すことはできません。

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにある意思決
定変数セルをリストします。

78

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セ
ルをリストします。

80

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetAssumPercent 指定した仮定の、指定したパーセンタイルに対応
する値を取得します。

94

表 34： CB.EnumChart が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

次の仮定への絶対セル参照を以下の書式で返します。

“| 現在の結果 | 感度グラフ | Charts.xls | 感度グラフ 1”

文字列

表 35： CB.EnumChart の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフをリストします。

cbChtSensitiv 3 感度グラフをリストします。

cbChtTrend 4 傾向グラフをリストします。
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マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

Dim ChartID As String

Dim t As Integer

ChartID = CB.EnumChart (cbChtOverlay)

t = 0

While ChartID <> ""

Range("C2").Offset(t).Value = ChartID

t = t + 1

 ChartID = CB.EnumChart(cbChtOverlay)

Wend

この例は、すべての内部変数を初期化してから、すべての重ねグラフ

について CB.EnumChart の戻り値を使って順に Range オブジェクトを

作成し、そのパスと名前をワークシートの C 列に格納していきます。

関連プロシージャ

CB.EnumDecVar

開いているすべてのワークシートに定義されている意思決定変数セルを

リストする関数です。

リストされた意思決定変数に対して上限、下限などの情報を取得すると

きは、この関数の戻り値を使って Range オブジェクトを作成し、それぞ

れに CB.GetDecVar を呼び出してください。

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.CreateChart 指定した種類のグラフを、指定した名前（任意）で
新規に作成します。

49

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136

表 36： CB.EnumDecVar が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

次の意思決定変数への絶対セル参照を以下の書式で返しま
す。

‘[workbook]sheet!’$A$1

バリアント
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＜ Developer メモ＞　リスティングを開始する前に、CB.CheckData
を呼び出して意思決定変数リストを初期化してください。また、データ
を追加したり削除したりするときは、そのたびに CB.CheckData を呼
び出さなければなりません。

すべての意思決定変数をリストし終えると空白を返します。

この関数はマクロや他の関数から使用することができます。ワークシー

トから呼び出すことはできません。

マクロ例

CB.CheckData

Dim S As String

Dim R As Range

Dim t As Integer

S=CB.EnumDecVar

While S<>""

Set R=Range(S)

Range("B2").Offset(t).Value = s

t = t + 1

S=CB.EnumDecVar

Wend

この例は、すべての内部変数を初期化してから、すべての意思決定

変数について CB.EnumDecVar の戻り値を使って順に Range オブジェ

クトを作成し、その絶対セル参照をワークシートのB列に格納してい

きます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セル
をリストします。

76

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セル
をリストします。

80

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得します。 98
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CB.EnumFore

開いているすべてのワークシートに定義されている予測セルをリストす

る関数です。

リストされた予測に対して予測の名前や単位などの情報を取得するとき

は、この関数の戻り値を使って Range オブジェクトを作成し、それぞれ

に CB.GetFore を呼び出してください。

＜ Developer メモ＞　リスティングを開始する前に、CB.CheckData
を呼び出して予測リストを初期化してください。また、データを追加し
たり削除したりするときは、そのたびに CB.CheckData を呼び出さな
ければなりません。

すべての予測をリストし終えると空白を返します。

この関数はマクロや他の関数から使用することができます。ワークシー

トから呼び出すことはできません。

マクロ例

CB.CheckData

Dim S As String

Dim R As Range

CB.Simulation 1500

s = CB.EnumFore

While s <> ""

Set r = Range(s)

r.Select

CB.OpenFore

s = CB.EnumFore

Wend

この例は、まず、すべての内部変数を初期化してから 1,500 試行のシ

ミュレーションを実行します。すべての予測についてCB.EnumForeの

戻り値を使って順にRangeオブジェクトを作成し、予測ウィンドウを

開いていきます。

表 37： CB.EnumFore が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

次の予測への絶対セル参照を以下の書式で返します。

‘[workbook]sheet!’$A$1

バリアント
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関連プロシージャ

CB.ExtractData
Crystal Ball のシミュレーションデータを出力する関数です。ユーザがオ

プションの設定と出力を指示することができるように、［データの出

力］ダイアログを開きます。

この関数はシミュレーションを実行してから、あるいは保存してあるシ

ミュレーション結果を読み込んでから呼び出してください。また、この

関数を使う前に、CB.CheckData を呼び出してください。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.ExtractData

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、［データ

の出力］ダイアログを開きます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セル
をリストします。

76

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにある意思決定
変数セルをリストします。

78

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイルに対応す
る値を取得します。

104

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を取得します。 106

プロシージャ名 概要 page

CB.CreateRpt 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、レポートプリファレンスの設定
とレポートの作成を行います。レポートの内容は
ダイアログから指定します。

50

CB.CreateRptND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、レポートプリファレンスの設定
とレポートの作成を行います。レポートの内容は
引数で指定します。

51

CB.ExtractDataND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、データを出力します。出力する
データは引数で指定します。

82
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CB.ExtractDataND

［データの出力］ダイアログを表示しないで、Crystal Ball のシミュレー

ションデータの出力設定と出力をする関数です。個別に設定をしなかっ

た項目には、［データの出力］ダイアログの現在の設定が使われます。

複数の種類のデータを出力することができます。マクロ例（p.84）の例

2 を参照してください。

この関数はシミュレーションを実行してから呼び出してください。ま

た、この関数を使う前に、CB.CheckData を呼び出してください。

＜ Developer メモ＞　以前のシミュレーション結果を読み込んで、
データを出力することはできません。

表 38： CB.ExtractDataND の引数 

引数 VBA データ型 説明

インデクス 整数 設定するデータ出力オプションを、以下の表に
従って指定します。

値 1（任意） 整数 インデクス引数に示されたデータ出力オプション
に値を指定します。以下の表をご覧ください。

値 2（任意） ブール値 指定したデータを出力するかどうかを指定しま
す。マクロ例（p.84）の例 2 をご覧ください。

表 39： インデクス引数と、対応する値引数

インデクス 値 1

説明
組込み定数

インデ
クス

組込み定数
インデ
クス

cbExtOK 1 値引数はありません。 シミュレーションデータを出力します。他の
出力オプションを設定した後で、このインデ
クス値を指定してください。

cbExtDataType 2 cbDatForeValuesa 1 予測と仮定の値を出力します（Crystal Ball
5.x との互換性のために残されています）。

cbDatValues 1 予測と仮定の値を出力します。内容的には
cbDatForeValues と同じですが、意味を正確に

表す定数名になっています。

cbDatStatistics 2 統計量を出力します。

cbDatPercentiles 3 パーセンタイルを出力します。

cbDatFrequenciesb 4 度数カウントを出力します。

cbDatSensitiv 6 感度データを出力します。
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cbDatCapMetrics 7 工程能力指標を出力します。

cbExtChooseFore 3 cbChfAll 1 すべての予測を出力します。

cbChfOpen 2 現在開いている予測だけを出力します。

cbChfChosen 3 リストに選択されている予測を含みます。予
測をリストに追加した後でこのオプション
を実行してください。

cbChfAdd 4 選択したセルの予測をリストに追加します。
このオプションの後でcbChfChosen を実行し

てください。
データが存在しない予測を追加しようとする
とエラーが発生します。実際のデータの出力
では、データのある予測のみが対象になり、
データのない予測は無視されます。

cbChfClearList 5 リストをクリアします。

cbExtPercentiles 4 cbPctQuartiles 1 4 分位数 （25%）

cbPctQuintiles 2 5 分位数 （20%）

cbPctDeciles 3 10 分位数 （10%）

cbPctIcosatiles 4 20 分位数 （5%）

cbPctSet1 5 2.5, 5, 50, 95, 97.5 パーセンタイル

cbPctSet2 6 10, 25, 50, 75, 90 パーセンタイル

cbPctSet3 7 5, 95 パーセンタイル

cbPctSet4 8 10, 90 パーセンタイル

cbExtExistingSheet 5 True または False True を指定するとアクティブなワークブッ

クの新規ワークシートに出力し、False を指

定すると新しいワークブックに出力します。

cbExtChooseAsm 6 cbChaAll 1 すべての仮定を出力します。

cbChaChosen 2 リストに選択されている仮定を含みます。仮
定をリストに追加した後でこのオプション
を実行してください。

cbChaAdd 3 選択したセルの仮定をリストに追加します。
このオプションの後で cbChaChosen を実行

してください。

cbChaClearList 4 リストをクリアします。

cbChaOpen 5 現在開いている仮定だけを出力します。

cbExtChartBins 7 10 ～ 1,000 の整数 度数を数えるグループ数（グラフの棒の数）
を指定します。この値はグラフプリファレン
スの設定とは独立しています。

cbExtIncludeCell
Loc

8 True または False True を指定するとセルの場所を表示し、False
を指定すると表示しません。

表 39： インデクス引数と、対応する値引数（続き）

インデクス 値 1

説明
組込み定数

インデ
クス

組込み定数
インデ
クス
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この表で、cbRptOK を除いた cbExtDataType 以降のインデクス引数は、

出力内容を設定するための引数です。Crystal Ball にデータを出力させる

ためには、cbExtOK を使用する必要があります。

＜ Crystal Ball メモ＞　出力内容の設定など、データの出力に関する詳
細については“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

マクロ例

例 1

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.ExtractDataND cbExtChooseFore, cbChfAll

CB.ExtractDataND cbExtDataType, cbDatPercentiles

CB.ExtractDataND cbExtPercentiles, cbPctDeciles

CB.ExtractDataND cbExtExistingSheet, True

CB.ExtractDataND cbExtOK

この例は、シミュレーションを実行して、次にすべての予測のパー

cbExtIncludeLabels 9 True または False True を指定すると表ヘッダを表示し、False
を指定すると表示しません。

cbExtAutoFormat 10 True または False True を指定するとオートフォーマットを有

効にし、False を指定すると無効にします。

cbExtSheetName 11 文字列 新規ワークシートにデータを出力する場合
のワークシート名を指定します。Excelのルー

ルに従った名前を指定してください。

cbExtStartCell 12 文字列 データを出力する開始セルを指定します。

cbExtStartSheet 13 この値を指定すると、cbExtExistingSheetで行われた設定はすべて上書きされます。

cbExtNewWorkbook 1 新しいワークブックにデータを出力します。
ワークシートには cbExtSheetName で指定し

た名前がつけられます。

cbExtCurrentWork
book_NewSheet

2 現在のワークブックに cbExtSheetName で指

定した名前のワークシートを挿入し、そこに
データを出力します。

cbExtCurrentWork
book_CurrentSheet

3 現在のワークブックの現在のワークシート
にデータを出力します。

a. cbDatForeValues は、Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7.x では

cbDatValues を使用してください。将来のバージョンでは使用できなくなります。

b. cbDatCumulative（5）は、現在はサポートされません。

表 39： インデクス引数と、対応する値引数（続き）

インデクス 値 1

説明
組込み定数

インデ
クス

組込み定数
インデ
クス
84 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

センタイル（10 分位数）を出力するようにデータ出力オプションを

設定します。アクティブなワークブックの新規ワークシートを出力

先に指定して、データを出力します。

例 2

CB.CheckData

CB.ExtractDataND cbExtDataType, cbDatStatistics, True

CB.ExtractDataND cbExtDataType, cbDatValues, True

CB.ExtractDataND cbExtOK

複数の種類のデータを出力するマクロ例です。cbExtDataType でデー

タの種類を示し、値 2引数にブール値を指定します。この例は、統計

量と、予測と仮定の値を出力します。

関連プロシージャ

CB.Fit
データ（セル範囲）に指定した確率分布を適合し、適合に関する情報を

返す関数です。

＜Developer メモ＞　CB.Fitで分布を適合する前に、CB.SetFitRange
（p.144）を呼び出して実測データを含むセル範囲を選択してください。

CB.Fit の引数には、データに適合する分布と戻り値に使う検定手法を次

表に従って指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.ExtractData 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、データを出力します。出力する
データはダイアログから指定します。

81

CB.CreateRpt 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、レポートプリファレンスの設定と
レポートの作成を行います。レポートの内容はダイ
アログから指定します。

50

CB.CreateRptND 現在のシミュレーションと読み込んだシミュレー
ション結果から、レポートプリファレンスの設定と
レポートの作成を行います。レポートの内容は引数
で指定します。

51

表 40： CB.Fit が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

選択した分布とデータの適合度の検定結果 バリアント
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＜ Crystal Ball メモ＞　この表に挙げられていない分布を適合するこ
とはできません。

マクロ例

例 1

CB.SetFitRange Range("D4:D104")

For i = 1 to 4

Range(“E3”).Offset(i).Value = CB.Fit(cbDfaTriangular, i)

Next i

この例は、D 列のデータ範囲を選択しておいて、CB.Fit の For ループ

に入ります。For ループでは、データに三角分布を適合して、4 種類

の検定結果をセル E4 ～ E7 に出力します。

表 41： CB.Fit の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

分布 整数 cbDfaNormal 0 正規分布を適合します。

cbDfaTriangular 1 三角分布を適合します。

cbDfaLognormal 4 対数正規分布を適合します。

cbDfaUniform 5 一様分布を適合します。

cbDfaExponential 6 指数分布を適合します。

cbDfaWeibull 8 ワイブル分布を適合します。

cbDfaBeta 9 ベータ分布を適合します。

cbDfaGamma 12 ガンマ分布を適合します。

cbDfaLogistic 13 ロジスティック分布を適合します。

cbDfaPareto 14 パレート分布を適合します。

cbDfaExtremeValuea 15 極値分布を適合します。

cbDfaMinExtreme 18 小極値分布を適合します。

cbDfaMaxExtreme 19 大極値分布を適合します。

cbDfaStudentsT 20 Student t 分布を適合します。

戻り値 整数 cbFitChiSquareb 1 カイ二乗検定値を返します。

cbFitKolmogorovSmirnov 3 コルモゴロフ＝スミルノフ検定値を返します。

cbFitAndersonDarling 4 アンダーソン＝ダーリング検定値を返します。

a. cbDfaExtremeValue は、Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7.x では

cbDfaMinExtreme または cbDfaMaxExtreme を使用してください。将来のバージョンでは使用できなくなります。

b. cbFitChiSquareP（2）は、現在はサポートされません。
86 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

例 2

CB.SetFitRange Range("D4:D104")

For i = 0 To 20

If i = 2 Or i = 3 Or i = 7 Or i = 10 Or i = 11_

  Or i = 16 Or i = 17 Then

Else

result = CB.Fit(i, 1)

If i = 0 Then bestfit = result

If bestfit > result Then

bestdist = i

bestfit = result

End If

End If

Next i

D列のデータ範囲を選択しておいて、CB.FitのForループに入ります。

For ループの中ではあらかじめ無効な分布のインデクスを排除して、

利用できる分布すべてに対して適合処理を行います。カイ二乗検定

値が もよかった分布のインデクスがbestdist変数に格納され、bestfit

変数にその検定値が格納されます。

関連プロシージャ

CB.FormatPrefs

選択した予測のグラフ軸に関する設定（グラフ軸の数値書式や尺度など）

をするために、［グラフプリファレンス］ダイアログの［軸］タブを表示

するサブルーチンです。

マクロ例

CB.Simulation 500

Range(“B7”).Select

CB.FormatPrefs

この例は、500 試行のシミュレーションを実行した後で、セル B7（予

測セル）を選択して、［グラフプリファレンス］ダイアログの［軸］タ

ブを開きます。

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを使って定義
します。

66

CB.DefineAssumND 選択したセルの仮定を、ダイアログを使わないで
定義します。

67

CB.SetFitRange CB.Fit で使用する、実測データのセル範囲を指定
します。

144
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関連プロシージャ

CB.FormatPrefsND

選択した予測のグラフ軸に関する設定（グラフ軸の数値書式や尺度など）

を、［グラフプリファレンス］ダイアログを使わないで設定するサブルー

チンです。

このサブルーチンの各引数のデフォルト値は、［グラフプリファレン

ス］ダイアログの現在の設定値です。

一つの予測についてのみグラフプリファレンスを変更したいときは、こ

のサブルーチンを呼び出す前に目的の予測セルを選択してください。予

測セルを選択しない状態で、一つの予測だけに適用するように引数を指

定すると（全予測に適用引数に False を指定）、cbErrNoForecastInCell エ

ラーが発生します。 

プロシージャ名 概要 page

CB.ChartPrefs 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

34

CB.ChartPrefsND 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定します。

34

CB.FormatPrefsND 選択した予測のグラフプリファレンスを、ダイアロ
グを使わないで設定します。

88

表 42： CB.FormatPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

インデクス 整数 cbFmtFormatType 1 値引数の値に従って、グラフ軸の数値書
式を指定します。

cbFmtUnderlying 2 値引数の値に従って、グラフ軸の数値書
式にそのセルの書式を使用するかどうか
を指定します。
このオプションを無効にしないと他の書
式を選択することはできません。

cbFmtCommas 3 値引数の値に従って、グラフ軸の数値に
桁区切り（通常はカンマ、Windows の地

域の設定によります）を挿入するかどう
かを指定します。
選択した数値書式によっては、このオプ
ションは無視されます。
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＜ Crystal Ball メモ＞　予測グラフの数値書式に関する詳細について
は“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

マクロ例

例 1

Range(“B7”).Select

CB.FormatPrefsND cbFmtUnderlying, False

CB.FormatPrefsND cbFmtFormatType, cbFttFixed

CB.FormatPrefsND cbFmtDecimalPlace, 3

この例は、セル B7（予測セル）を選択し、その予測グラフに表示さ

cbFmtDecimalPlace 4 値引数の値に従って、グラフ軸の小数点
以下の桁数を指定します。
選択した数値書式によっては、このオプ
ションは無視されます。

値 インデクス = 1 ,
 cbFmtFormatType：
 整数

cbFttFixed 1 グラフ軸の数値を固定小数点で表示しま
す。

cbFttGeneral 2 グラフ軸の数値をExcelの標準書式で表示

します。

cbFttScientific 3 グラフ軸の数値を指数表記で表示しま
す。

インデクス = 2,
 cbFmtUnderlying ：
ブール値

True または False True を指定すると、そのセルに指定され

ている書式を使ってグラフ軸の数値を表
示します。先に設定した書式は上書きさ
れます。False を指定すると、標準書式が

有効になります。

インデクス = 3,
 cbFmtCommas ：
 ブール値

True または False True を指定するとグラフ軸の数値に桁区

切り（通常はカンマ、Windows の地域の

設定によります）を挿入し、False を指定

すると挿入しません。

インデクス = 4, 
cbFmtDecimalPlace ：
整数

232 までの正の整数 グラフ軸の数値を固定小数点で表示する
ときに、その小数点以下の桁数を指定し
ます。
数値書式に cbFttFixed か cbFttScientific を

指定したときにのみ有効です。

全予測に適
用（任意）

バリアント True または False Trueを指定するとすべての予測に適用し、

False を指定すると選択した予測だけに適

用します。
デフォルト値は False です。

表 42： CB.FormatPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス
Developer Kit ユーザマニュアル 89



Chapter 2 CB プロシージャ
れるグラフ軸の数値を小数点以下 3 桁の固定小数点表記にします。2

行目でセルに指定されている書式を無効にしていることに注意して

ください。

例 2

CB.FormatPrefsND cbFmtUnderlying, True, True

この例は、すべての予測について、予測グラフに表示されるグラフ

軸の数値がセルの書式に従って表示されるように指定します。他の

プリファレンスを指定していても、このオプションを無効に指定し

直すまで、それらは無視されます。

関連プロシージャ

CB.Freeze

シミュレーションの間、値をセル値に固定するCrystal Ballセル（仮定、

意思決定変数、予測）を選択するために［Crystal Ball セルの固定］ダイ

アログを開くサブルーチンです。

ダイアログを開くためには、アクティブなワークシートが存在し、シ

ミュレーションはリセットされていなければいけません。

マクロ例

Workbooks(“Futura with OptQuest.xls”). _

Worksheets(“モデル ”).Activate

CB.ResetND

CB.Freeze

この例は、“Futura with OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワー

クシートをアクティブにして、以前のシミュレーションをリセットし

た後、［Crystal Ball セルの固定］ダイアログを表示します。

プロシージャ名 概要 page

CB.ChartPrefs 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使って設定します。

34

CB.ChartPrefsND 選択した仮定または予測のグラフプリファレンス
を、ダイアログを使わないで設定します。

34

CB.FormatPrefs 選択した予測のグラフプリファレンスを、ダイアロ
グを使って設定します。

87
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関連プロシージャ

CB.FreezeND

シミュレーションの間、値をセル値に固定するCrystal Ballセル（仮定、

意思決定変数、予測）を選択するサブルーチンです。

このサブルーチンを呼び出すときは、アクティブなワークシートが存在

し、シミュレーションはリセットされていなければいけません。また、

Crystal Ballセルのリストに一つ以上のCrystal Ballセルが存在しなければ

いけません。さもないとエラーが発生します。

マクロ例

CB.ResetND

Range("B6").Select

CB.FreezeND cbFrzAddCell

Range("B7").Select

プロシージャ名 概要 page

CB.FreezeND 定義されているCrystal Ballデータのうち、シミュレー
ション中、初期値（セル値）に固定するものを、ダイ
アログを使わないで選択します。

91

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシミュレーショ
ンをリセットします。

123

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシミュレーション
をリセットします。

124

表 43： CB.FreezeND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

操作 整数 cbFrzAddCell 1 選択したセルをリストに追加します。

cbFrzClearlist 2 cbFrzAddCell で追加されたセルをリストから消去します。

cbFrzSetList 3 リスト引数の指定に従って、リストの意味（選択した
Crystal Ballセルを固定する /固定しない）を切り替えます。

デフォルト値は False です。

この定数は cbFrzAddCell の後で呼び出してください。

リスト
（任意）

ブール値 True または False True を指定すると、リストに含まれた Crystal Ball セルは

シミュレーションの間、セル値に固定されます。False を

指定するとリストに含まれなかった Crystal Ball セルが固

定されます。
デフォルト値は True です。
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CB.FreezeND cbFrzAddCell

CB.FreezeND cbFrzClearList

Range("C5").Select

CB.FreezeND cbFrzAddCell

CB.FreezeND cbFrzSetList, True

この例は、まずシミュレーションをリセットし、セル B6 と B7 をリ

ストに加え、それらのセルを（以前にリストに追加したセルがあれ

ば、それらとともに）リストからクリアします。あらためてセル C5

をリストに加え、 後に、このリストのセル（C5 のみ）をセル値に

固定するように指定しています。

関連プロシージャ

CB.GetAssum

指定した仮定セルの情報を取得する関数です。この関数はマクロとワー

クシートの両方から呼び出すことができます。ただし、ワークシートか

ら呼び出すときは CB.GetAssumFN という関数名をお使いください。

この関数を使う前に、必ず CB.CheckData を呼び出してください。これ

により、確実に 新のデータ値が使われるようになります。

＜ Developer メモ＞　CB.DefineAltParms で代替パラメータセットを
設定したベータ分布の仮定については、CB.GetAssum では、名前と第
3、第 4 パラメータの値を正しく取得することができません。

プロシージャ名 概要 page

CB.Freeze 定義されている Crystal Ball データのうち、シミュ
レーション中、初期値（セル値）に固定するもの
を、ダイアログを使って選択します。

90

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシミュレー
ションをリセットします。

123

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシミュレーショ
ンをリセットします。

124

表 44： CB.GetAssum が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

仮定の属性やパラメータ バリアント
92 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

カスタム分布では、インデクス引数 cbAsmNumParms, cbAsmParmName,

cbAsmParmValue, cbAsmLowCutOff, cbAsmHighCutOff を使用することは

できません。

表 45： CB.GetAssum の引数

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス

仮定セル バリアント マクロでは
Range(“B3”)

ワークシートでは
B3

情報を要求する仮定セルを指定しま
す。

インデクス 整数 cbAsmName 1 仮定の名称を要求します。

cbAsmDistTypea 2 分布型のインデクス値を要求します。
インデクス値については、p.68 “表

29：分布型とパラメータ”をご覧くだ

さい。

cbAsmNumParms 3 分布パラメータの数を要求します。

cbAsmParmName 4 パラメータ番号引数に示された分布
パラメータの名称を要求します。

cbAsmParmValue 5 パラメータ番号引数に示された分布
パラメータの値を要求します。

cbAsmLowCutOff 6 分布の切り取り範囲下限値を要求し
ます。

cbAsmHighCutOff 7 分布の切り取り範囲上限値を要求し
ます。

cbAsmDistFlag 8 極値分布のフラグを要求します。戻り
値は 0 = 小（cbFlgMinimum）、1 =

大（cbFlgMaximum）です。

cbAsmFrozen 10 そのセルが固定されているかどうか
を要求します。

 パラメータ番号

（任意）

バリアント 1, 2, 3, 4 のいずれか インデクス引数がcbAsmParmNameと
cbAsmParmValue のいずれかである場

合に、取得する分布パラメータの名前
や値を指定します。

a. 超幾何分布の第 1 パラメータは、Crystal Ball 7.x では発生数、それ以前のバージョンでは確率でしたが、ど

ちらで定義されたかにかかわらず、cbDfaHypergeometricSuccess（17）は、確率ではなく発生数を返します。
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マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

For i = 1 To 3

CB.CheckData

Worksheets("sheet3").Range("F1").Offset(i).Value = _

CB.GetAssum(Worksheets("sheet1").Range("B3"), i)

Next i

この例は、“sheet3”ワークシートのセル B3（仮定セル）の仮定の情

報のうち 初の三つを F1 ～ F3 に格納します。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.GetAssumFN(B3,1)

この式を入力したセルには、セル B3 の仮定の名称が表示されます。

関連プロシージャ

CB.GetAssumPercent

指定した仮定の、指定したパーセンタイルに対応する値を計算する関数

です。

この関数はマクロとワークシートの両方から呼び出すことができます。

ただし、ワークシートから呼び出すときは CB.GetAssumPercentFN とい

う関数名をお使いください。

この関数を使う前に、必ず CB.CheckData を呼び出してください。これ

により、確実に 新のデータ値が使われるようになります。

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セ
ルをリストします。

76

CB.GetAssumPercent 指定した仮定の、指定したパーセンタイルに対
応する値を取得します。

94

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得しま
す。

98

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101
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パーセンタイルは、その仮定に定義されている分布に基づいて計算され

ます。分布の一部が切り取られている場合、パーセンタイルの計算はそ

の影響を受けます。

＜ Developer メモ＞　cbRunReversePercentile オプションを使って
パーセンタイルの意味を逆にしても、この関数の戻り値は変わりません。
cbRunReversePercentile については、p.127 “CB.RunPrefs”をご覧
ください。

マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

Dim Percents(19) As Double

For i=1 To 19

CB.CheckData

Percents(i) = CB.GetAssumPercent (Range("C9"),i*5)

Next i

この例では、セルC9（仮定セル）の分布の5%きざみのパーセンタイ

ルを配列“Percents”に格納します。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.GetAssumPercentFN(B3,50)

表 46： CB.GetAssumPercent が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

指定したパーセンタイルに対応する仮定値 バリアント

表 47： CB.GetAssumPercent の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

仮定セル バリアント マクロでは
Range(“B3”)

ワークシートでは
B3

パーセンタイルの値を求めたい仮定セルを示しま
す。

パーセンタイル ダブル 0 ～ 100 の数値 仮定値を求めたいパーセンタイルを指定します。
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この式を入力したセルには、セル B3（仮定セル）の分布の 50 パーセ

ンタイルが表示されます。

関連プロシージャ

CB.GetCertainty

指定した値以下の予測値を獲得する確率（信頼度）を返す関数です。予

測グラフで右側の信頼区間グラバーを移動して、あるいは予測グラフの

範囲上限に特定の値を指定して信頼度を求める操作に相当します。

たとえば、シミュレーション結果の予測値が 5 から 300 の間に散らばっ

ていた場合、CB.GetCertainty のパラメータを 200 に指定すると、この関

数の戻り値は予測値が 5 ～ 200 に収まる確率を表します。

この関数はマクロまたはワークシートから呼び出すことができます。た

だし、ワークシートから呼び出すときは CB.GetCertaintyFN という関数

名をお使いください。

この関数を呼び出す前にシミュレーションを実行してください。シミュ

レーションが実行されていない場合の戻り値は 0 です。

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumAssum 開いているすべてのワークシートにある仮定セル
をリストします。

76

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイルに対応
する値を取得します。

104

表 48： CB.GetCertainty が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

指定した値以下の予測値を獲得する信頼度（確率） バリアント

表 49： CB.GetCertainty の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

予測セル バリアント マクロでは
Range(“B3”)

ワークシートでは
B3

信頼度を求めたい予測セルを示します。

範囲上限 ダブル 任意の数値 信頼度を求めたい信頼区間の範囲上限を指定します。
96 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

Developer Kit ユーザマニュアル 97

マクロ例

この関数を呼び出す前に、シミュレーションを実行してください。

例 1

マクロで使用する例です。

CB.Simulation 1000

Range("M6").Value = CB.GetCertainty(Range("B7"), 15000)

1,000 試行のシミュレーションを実行して、セル B7（予測セル）の予

測値が 15,000 以下に収まる確率をセル M6 に格納します。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.GetCertaintyFN(B7,15000)

この式を入力したセルには、シミュレーションを実行するまで

#VALUE! が表示されます。実行後は、セル B7（予測セル）の予測値

が 15,000 以下に収まる確率が表示されます。

関連プロシージャ

CB.GetCorrelation

二つの仮定セル間に定義された相関係数を返す関数です。

この関数を使う前に、必ず CB.CheckData を呼び出してください。これ

により、確実に 新のデータ値が使われるようになります。

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セルを
リストします。

80

CB.GetAssum
Percent

指定した仮定の、指定したパーセンタイルに対応する
値を取得します。

94

CB.GetFore
Percent

指定した予測の、指定したパーセンタイルに対応する
値を取得します。

104

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を取得します。 106

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151

表 50： CB.GetCorrelation が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

二つの仮定間の相関係数 バリアント
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仮定間に相関が定義されていないときは、2 を返します。

マクロ例

CB.CheckData

Range("H15").Value = CB.GetCorrelation(Range("G8"), 7, 15)

この例は、セル G8と G15の間の相関係数をセル H15に格納します。

関連プロシージャ

CB.GetDecVar

指定した意思決定変数セルの情報を取得する関数です。

この関数を使う前に、必ず CB.CheckData を呼び出してください。これ

により、確実に 新のデータ値が使われるようになります。

表 51： CB.GetCorrelation の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

仮定セル バリアント Range(“B3”) 相関関係のある仮定セルの一方を指定します。

列 整数 256 までの数値 相手のセルの列を指定します。

行 長整数 64,000 までの数値 相手のセルの行を指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.CorrelateND 選択した二つのセル間の相関係数を定義します。 47

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

表 52： CB.GetDecVar が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

意思決定変数データ バリアント

表 53： CB.GetDecVar の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

意思決定変数
セル

バリアント Range(“B3”) 情報を要求する意思決定変数セルを指定します。

インデクス 整数 cbDecName 1 意思決定変数の名称を要求します。
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マクロ例

For i = 1 To 6

CB.CheckData

Worksheets("sheet3").Range("F1").Offset(i).Value = _

CB.GetDecVar(Worksheets("sheet1").Range("B3"), i)

Next i

この例は、“sheet1”ワークシートのセルB3（意思決定変数セル）の

意思決定変数情報を F1 ～ F6 に格納します。

関連プロシージャ

CB.GetFitParm

後に呼び出されたCB.Fitが実行した分布の適合について、指定した分

布パラメータの値を返す関数です。

cbDecMin 2 意思決定変数の下限を要求します。

cbDecMax 3 意思決定変数の上限を要求します。

cbDecType 4 意思決定変数のタイプを要求します。戻り値は 0 =
連続、1 = 離散です。

cbDecStep 5 離散変数のステップサイズを要求します。

cbDecFrozen 6 そのセルが固定されているかどうかを要求します。

表 53： CB.GetDecVar の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumDecVar 開いているすべてのワークシートにある意思決定
変数セルをリストします。

78

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

表 54： CB.GetFitParm が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

後に呼び出した CB.Fit の、インデクス引数に指定した分布

パラメータの値

バリアント
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インデクス引数はどの分布パラメータ値を返すかを指定します。

CB.Fit を使う前にこの関数を呼び出すと、戻り値は 0 になります。

マクロ例

CB.SetFitRange Range("D4:D104")

For i = 1 to 4

Range(“E3”).Offset(i).Value = CB.Fit(cbDfaTriangular, i)

Next i

For j = 1 to 3

Range(“E7”).Offset(j).Value = CB.GetFitParm(j)

Next j

この例は、まずD列に入力されている実測データ範囲を選択しておい

表 55： CB.GetFitParm の引数

引数
VBA

データ型
値 分布

インデクス 
= 1 

戻り値

インデクス 
= 2 

戻り値

インデクス 
= 3 

戻り値

インデクス 
= 4 

戻り値

インデ
クス

整数 1, 2, 3, 4 の

いずれかa

正規分布 平均値 標準偏差

三角分布 小値 尤値 大値

対数正規分布 平均値 標準偏差

一様分布 小値 大値

指数分布 割合

ワイブル分布 位置 尺度 形状

ベータ分布 a b 大値 小値b

ガンマ分布 位置 尺度 形状

ロジスティック
分布

平均値 尺度

パレート分布 位置 形状

極値分布c 頻値 尺度 大極値
（True）

小極値
（False）

小極値分布 頻値 尺度

大極値分布 頻値 尺度

Student t 分布 中点 尺度 自由度

a. Crystal Ball 7.x ではベータ分布をサポートするために四つめのインデクスが加わりました。

b. Crystal Ball 7.x のベータ分布のパラメータは、Crystal Ball 2000.x（5.5）から変更されています。

c. 極値分布は Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残されていますが、Crystal Ball 7.x では 小極値分

布と 大極値分布に変更されています。
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て、CB.Fit の For ループに入ります。For ループでは、データに三角

分布を適合して、4 種類の検定結果をセル E4 ～ E7 に出力します。そ

の後、CB.GetFitParm を使って、 小値、 尤値、 大値の各パラ

メータをセル E8 ～ E10 に出力します。

関連プロシージャ

CB.GetFore
指定した予測セルの情報を取得する関数です。

この関数を使う前に、必ず CB.CheckData を呼び出してください。これ

により、確実に 新のデータ値が使われるようになります。

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineAssum 選択したセルの仮定を、ダイアログを使って定義
します。

66

CB.DefineAssumND 選択したセルの仮定を、ダイアログを使わないで
定義します。

67

CB.Fit 選択したデータ（セル範囲）に指定した確率分布
を適合し、適合に関する情報を返します。

85

表 56： CB.GetFore が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

予測データ バリアント

表 57： CB.GetFore の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

予測セル バリアント Range(“B3”) 情報を要求する予測セルを指定します。

インデクス 整数 cbForName 1 予測の名称を要求します。

cbForUnitsa 2 単位を要求します。

cbForAutoOpen 4 予測ウィンドウの自動表示の設定値を要求し
ます。戻り値は 0 = しない、1 = するです。

cbForOpenWhen 5 予測ウィンドウを自動表示するタイミングの
設定値を要求します。戻り値は
　0 = 実行中（cbOpnWhenRunning）
　1 = 停止後（cbOpnWhenStopped）
です。

cbForPrecision 6 精度コントロールの指定の有無を要求します。
戻り値は 0 = 有効、1 = 無効です。
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cbForPrecisionAbsolute 7 精度コントロールを行う場合の、指定した統
計量が収まるべき±範囲の指定方法を要求し
ます。戻り値は 0 = 相対パーセンテージ、1 =
絶対単位です。

cbForPrecisionAbsolute
Value

8 精度コントロールで使われる、絶対単位で指
定された±範囲を要求します。

cbForPrecisionRelative
Value

9 精度コントロールで使われる、相対パーセン
テージで指定された±範囲を要求します。

cbForPrecisionMean 10 精度コントロールを行う場合に精度のチェック
に平均値を使うかどうかの設定値を要求しま
す。戻り値は 0 = 使わない、1 = 使うです。

cbForPrecisionStdDev 11 精度コントロールを行う場合に精度のチェック
に標準偏差を使うかどうかの設定値を要求しま
す。戻り値は 0 = 使わない、1 = 使うです。

cbForPrecisionPerc 12 精度コントロールを行う場合に精度のチェック
にパーセンタイルを使うかどうかの設定値を要
求します。戻り値は 0 = 使わない、1 = 使うです。

cbForPrecisionPerc
Value

13 精度のチェックにパーセンタイルを使う場合
のパーセンタイル値を要求します。

cbForFilter 14 予測値にフィルタをかけるかどうかの設定値
を要求します。戻り値は 0 = フィルタを使わ

ない、1 = 使うです。

cbForFilterInside 15 予測値にフィルタをかける場合に指定範囲内
の値を除外するか範囲外の値を除外するかの
設定値を要求します。戻り値は 0 = 範囲外、1
= 範囲内です。

cbForFilterFrom 16 除外範囲の下限を要求します。

cbForFilterTo 17 除外範囲の上限を要求します。

cbForFilterGlobal 18 フィルタリングによって値が除外されたとき
に、他の予測からもその試行の値を除外する
かどうかを要求します。戻り値は True = 除外

する、False = 除外しないです。

cbForFrozen 19 その予測セルが固定されているどうかを要求
します。

cbForLSL 20 予測に定義された下方規格限界（LSL）を要求

します。

cbForUSL 21 予測に定義された上方規格限界（USL）を要

求します。

cbForTarget 22 予測に定義された目標値を要求します。

a. cbForWindowSize（3）は、現在はサポートされません。

表 57： CB.GetFore の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス
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マクロ例

For i = 1 To 5

CB.CheckData

Worksheets("sheet3").Range("F1").Offset(i).Value = _

CB.GetFore(Worksheets("sheet1").Range("B3"), i)

Next i

この例は、“sheet1”ワークシートのセルB3（予測セル）の予測情報

（予測の名称から、予測ウィンドウの自動表示まで）を F1から F5に

格納します。ただし、三つめのインデクスは現在サポートされてい

ないため、メッセージが表示され、セル F3 は空のままになります。

関連プロシージャ

CB.GetForeData

指定した予測セルの、指定した試行における値を返す関数です。

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セル
をリストします。

80

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得します。 98

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイルに対応
する値を取得します。

104

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を取得しま
す。

106

表 58： CB.GetForeData が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

指定した試行における予測値 バリアント

表 59： CB.GetForeData の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

予測セル バリアント Range(“B3”) データを取得したい予測セルを指定します。

インデクス 長整数 1から実行した試行回数

までの整数

予測値を求める試行を指定します。
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マクロ例

CB.Simulation 1000

Range("A10").Value = CB.GetForeData(Range("B1"), 100)

この例は、1,000試行のシミュレーションを実行した後に、100回目の

試行においてセル B1（予測セル）に発生した値を、セル A10 に格納

します。

CB.GetForePercent

指定した予測の、指定したパーセンタイルに対応する値を計算する関数

です。

この関数はマクロまたはワークシートから呼び出すことができます。た

だし、ワークシートから呼び出すときは CB.GetForePercentFN という関

数名をお使いください。

＜ Developer メモ＞　cbRunReversePercentile オプションを使って
パーセンタイルの意味を逆にしても、この関数の戻り値は変わりません。
cbRunReversePercentile については、p.127 “CB.RunPrefs”をご覧
ください。

この関数を呼び出す前にシミュレーションを実行してください。シミュ

レーションが実行されていない場合の戻り値は 0 です。

表 60： CB.GetForePercent が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

指定したパーセンタイルに対応する予測値 バリアント

表 61： CB.GetForePercent の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

予測セル バリアント マクロでは
Range(“B3”)

ワークシートでは
B3

パーセンタイルの値を求めたい予測セルを示し
ます。

パーセンタイル ダブル 0 ～ 100 の数値 予測値を求めたいパーセンタイルを指定します。
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マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

CB.Simulation 1000

Dim Percents(19) As Double

For i=1 To 19

Percents(i) = CB.GetForePercent (Range("C9"),i*5)

Next i

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行して、セル C9（予測

セル）の分布の5%きざみのパーセンタイルを配列“Percents”に格納

します。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.GetForePercentFN(B7,15)

この式を入力したセルには、シミュレーションを実行するまで 0が表

示されます。実行後は、セル B7（予測セル）の 15 パーセンタイルの

予測値が表示されます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.GetCertainty 指定した予測セルの予測値が、指定した値以下に
なる確率（信頼度）を取得します。

96

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測セ
ルをリストします。

80

CB.GetAssumPercent 指定した仮定の、指定したパーセンタイルに対応
する値を取得します。

94

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

CB.GetForeStat 指定した予測セルの、指定した統計量を取得しま
す。

106
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CB.GetForeStat

指定した予測セルの、指定した統計量を返す関数です。

この関数はマクロまたはワークシートから呼び出すことができます。た

だし、ワークシートから呼び出すときはCB.GetForeStatFNという関数名

をお使いください。

この関数を呼び出す前にシミュレーションを実行してください。シミュ

レーションが実行されていない場合の戻り値は 0 です。

表 62： CB.GetForeStat が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

予測の指定した統計量 バリアント

表 63： CB.GetForeStat の引数

引数
VBA

データ型

値a

説明
組込み定数

インデ
クス

予測セル バリアント マクロでは Range(“B3”)

ワークシートでは B3

統計量を求めたい予測セルを指定します。

インデクス 整数 cbFstTrials 1 試行回数を要求します。

cbFstMean 2 平均値を要求します。

cbFstMedian 3 中央値を要求します。

cbFstModeb 4 頻値（モード）を要求します。

cbFstStdDev 5 標準偏差を要求します。

cbFstVariance 6 分散を要求します。

cbFstSkewness 7 歪度を要求します。

cbFstKurtosis 8 尖度を要求します。

cbFstCV 9 変動係数を要求します。

cbFstRangeMin 10 範囲下限を要求します。

cbFstRangeMax 11 範囲上限を要求します。

cbFstRangeWidth 12 範囲幅を要求します。

cbFstStdError 13 標準誤差を要求します。

cbFstCp 50 短期データの Cp または長期データの Pp を要求

します。
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マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

CB.Simulation 1000

Range("M6").Value = CB.GetForeStat(Range("B7"), cbFstStdDev)

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行して、セル B7（予測

セル）の予測の標準偏差をセル M6 に格納します。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.GetForeStatFN(B7,5)

cbFstCpklower 51 短期データのCpk -下側または長期データのPpk
- 下側を要求します。

cbFstCpkupper 52 短期データのCpk -上側または長期データのPpk
- 上側を要求します。

cbFstCpk 53 短期データの Cpk または長期データの Ppk を要

求します。

cbFstCpm 54 短期データの Cpm または長期データの Ppm を

要求します。

cbFstZLSL 55 Z - LSL を要求します。

cbFstZUSL 56 Z - USL を要求します。

cbFstZst 57 Zst を要求します。

cbFstZlt 58 Zlt を要求します。

cbFstpNCbelow 59 p(N/C) - 下側を要求します。

cbFstpNCabove 60 p(N/C) - 上側を要求します。

cbFstpNCtotal 61 p(N/C) - 両側を要求します。

cbFstPPMbelow 62 PPM - 下側を要求します。

cbFstPPMabove 63 PPM - 上側を要求します。

cbFstPPMtotal 64 PPM - 両側を要求します。

a. ワークシートでこの関数を使う場合は、組込み定数を利用することができません。インデクス引数にはインデ
クス値を指定してください。

b. 頻値が計算できない場合、#VALUE を返します。

表 63： CB.GetForeStat の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値a

説明
組込み定数

インデ
クス
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この式を入力したセルは、シミュレーションを実行するまで 0が表示

されます。実行後は、セル B7（予測セル）の予測の標準偏差が表示

されます。

＜ Developer メモ＞　ワークシートのセルで使用するときは、組込み
定数を利用することができません。インデクス値をお使いください。

関連プロシージャ

CB.GetRunPrefs

実行プリファレンスの設定値を返す関数です。引数は p.127 “表 78：

CB.RunPrefsND の引数”にリストします。

この関数はマクロまたはワークシートから呼び出すことができます。た

だし、ワークシートから呼び出すときは CB.GetRunPrefsFN という関数

名をお使いください。

マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

For i = 1 To 4

Range("M9").Offset(i, 0).Value = CB.GetRunPrefs(i)

Next i

プロシージャ名 概要 page

CB.EnumFore 開いているすべてのワークシートにある予測
セルをリストします。

80

CB.GetCertainty 指定した予測セルの予測値が、指定した値以下
になる確率（信頼度）を取得します。

96

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

CB.GetForePercent 指定した予測の、指定したパーセンタイルに対
応する値を取得します。

104

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行
します。

151

表 64： CB.GetRunPrefs が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

指定した実行プリファレンスの設定 バリアント
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現在の実行プリファレンスの 初の 4 個の設定をセル M10 ～ M13 に

格納します。

例 2

ワークシートで使用する例です。

=CB.GetRunPrefsFN(8)

この式を入力したセルには、現在のサンプルサイズの設定が表示さ

れます。

関連プロシージャ

CB.GetVersion

Crystal Ball のバージョンを返す関数です。バージョンは整数化されて、

たとえば、バージョン7.1.2は712という数値となります。ただし、ビル

ド番号引数を True にした場合は、ビルド番号の文字列が返ります。

マクロ例

Range("A2").Value = CB.GetVersion

Range("B2").Value = CB.GetVersion(True)

プロシージャ名 概要 page

CB.RunPrefs シミュレーションの実行プリファレンスを、ダイア
ログを使って設定します。

127

CB.RunPrefsND シミュレーションの実行プリファレンスを、ダイア
ログを使わないで設定します。

127

表 65： CB.GetVersion が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

Crystal Ball のバージョン番号またはビルド番号 バリアント

表 66： CB.GetVersion の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

ビルド番号（任意） ブール値 True または False True を指定すると Crystal Ball のビルド番号が文字列と

して返り、False を指定するとバージョン番号が整数と

して返ります。デフォルトは False です。
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この例は、セル A2 に Crystal Ball のバージョン番号（“712”などの数

値）を、セル B2 にビルド番号（“7.1.805.1”などの文字列）を格納します。

関連プロシージャ

CB.GetWorksheetVersion

アクティブなワークシート、または指定したワークシートに含まれる

Crystal Ball データのバージョンを返す関数です。バージョンは整数化さ

れます。ただし、ビルド番号引数をTrueにした場合は、ビルド番号の文

字列が返ります。

＜ Developer メモ＞　Crystal Ball 7.0 から Crystal Ball 7.1.2 のデー
タを含むワークシートに対しては、700 という整数値が返ります。
Crystal Ball 7.2 以降は値が変わります。

マクロ例

Range("A2").Value = CB.GetWorksheetVersion(Sheet1, True)

Range("B2").Value = CB.GetWorksheetVersion(Sheet2)

プロシージャ名 概要 page

CB.GetWorksheetVersion アクティブなワークシート、または指定した
ワークシートの Crystal Ball データのビルド
番号またはバージョンを取得します。

110

表 67： CB.GetWorksheetVersion が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

ワークシートに含まれる Crystal Ball データのバージョン番号

またはビルド番号

バリアント

表 68： CB.GetWorksheetVersion の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

ワークシート
（任意）

バリアント 目的のワークブック、ワーク
シートを示す Excel オブジェ

クト

Crystal Ball データのバージョンを知りたいワー

クシートを指定します。省略すると、現在アク
ティブなワークシートが対象になります。

ビルド番号
（任意）

ブール値 True または False Trueを指定するとCrystal Ballのビルド番号が文

字列として返り、False を指定するとバージョン

番号が整数として返ります。デフォルトは False
です。
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この例は、“Sheet1”ワークシートに含まれる Crystal Ball データを作

成した Crystal Ball のビルド番号（7.1.805.1 などの文字列）を、アク

ティブなワークシートのセル A2 に格納します。また、“Sheet2”ワー

クシートに含まれる Crystal Ball データを作成した Crystal Ball のバー

ジョン番号（712 などの数値）を、アクティブなワークシートのセル

B2 に格納します。

関連プロシージャ

CB.IsCBObject

ワークシートやワークブックにCrystal Ballデータが含まれているかどう

かを判定する関数です。

アクティブなワークシートやワークブックにCrystal Ballデータが含まれ

ていない場合、Developer Kit のほとんどの CB プロシージャは動作しま

せん。

マクロ例

Set user_sheet = Worksheets("Sheet2")

If (Not (TypeName(user_sheet) = "Worksheet")) Or _

(Not (CB.IsCBObject(user_sheet) Or _

CB.IsCBObject(user_sheet.Parent))) Then

プロシージャ名 概要 page

CB.GetVersion Crystal Ball のビルド番号またはバージョンを取得
します。

109

表 69： CB.IsCBObject が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

ワークシートまたはワークブックにCrystal Ballデータが含まれ

ているかどうかを表す論理値

ブール値

表 70： CB.IsCBObject の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

オブジェクト バリアント Excel ワークブックまたはワー

クシート。たとえば
　Worksheet(“Sheet1”)

Crystal Ball データの有無をチェックしたい

ワークシートやワークブックを指定します。
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MsgBox "アクティブな文書に Crystal Ballデータはありません "

Exit Sub

End If

この例は、user_sheet が（モジュールシートなどではなく）ワーク

シートオブジェクトであることを確認し、ワークシートであれば、

そのワークシートと上位のワークブックに Crystal Ball データが含ま

れているかどうかを調べます。ワークシートにもワークブックにも

Crystal Ballデータがなければエラーメッセージを表示してサブルーチ

ンを終了し、そうでなければ処理を続けます。

関連プロシージャ

CB.Iterations

そのシミュレーションで、すでに実行された試行回数を返す関数です。

この関数はマクロまたはワークシートから呼び出すことができます。た

だし、ワークシートから呼び出すときはCB.IterationsFNという関数名を

お使いください。

マクロ例

例 1

マクロで使用する例です。

Worksheets("sheet1").Activate

For i = 1 To 10

CB.Simulation 100

Worksheets("sheet4").Range("A1").Offset(i).Value _

= CB.Iterations

Worksheets("sheet4").Range("B1").Offset(i).Value _

= CB.GetForeStat(Range("B7"), 2)

Next i

プロシージャ名 概要 page

CB.MacroResult 呼び出した CB プロシージャが正常に機能したかど
うかを取得します。

113

表 71： CB.Iterations が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

シミュレーションで実行された試行回数 バリアント
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1,000 試行のシミュレーションを 100 試行 × 10 回に分けて実行しま

す。それぞれの 100試行が終わると、現在の試行回数とその時点での

セルB7（予測セル）の予測の平均値が“sheet4”ワークシートに記録

されます。

例 2

ワークシートのセルで使用する例です。

=CB.IterationsFN()

この式を入力したセルには、それまでの試行回数が表示されます。

関連プロシージャ

CB.MacroResult

CB プロシージャが正常に実行されたかどうかを調べる関数です。この

関数が返す戻り値を通じて、このマニュアルに記載されているほとんど

の CB プロシージャの実行結果を確認することができます。

CB.MacroResult の戻り値は、次の CB プロシージャによって変更される

まで保持されます。

CB.MacroResult が返す組込み定数や値の詳細については、p.115 “表

75：CB.MacroResult と CB. MacroResultDetail.OldValue の戻り値”を参照

してください。VBA のマクロや関数で戻り値を確認するときは、組込

み定数を使っても値を使っても、どちらでもかまいません。戻り値は、

エラーが発生しなかったときの 0 を除き、すべて負の整数です。

＜ Developer メモ＞　この関数は Crystal Ball 2000.x（5.x）との互
換性のために残されています。現行の CB.MacroResultDetail 関数の
ほうがより多くのエラーをカバーしているので、そちらの使用をお勧め
します。

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151

表 72： CB.MacroResult が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

先の CB プロシージャの呼び出しによって発生したエラーの

種類を表すコード

バリアント
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マクロ例

Sub checkresult

Select case CB.MacroResult

case cbErrNone

MsgBox "正常処理 "

case cbErrBadValue

MsgBox "引数が不正です "

case cbErrNoForecastInCell

MsgBox "アクティブセルに予測がありません "

case cbErrNotReady

MsgBox "シミュレーションが未実行です "

case cbErrNoAssumptionInCell

MsgBox "選択セルに仮定がありません "

case cbErrBadSelector

MsgBox "引数が不正な値を含んでいます "

case cbErrBadCommand

MsgBox "引数が不正な値を含んでいます "

case cbErrNoCBSheets

MsgBox "保存すべき CB情報をもったシートがありません " 

case cbErrTooManyAssumptions

MsgBox "仮定が多すぎます "

case cbErrTooManyForecasts

MsgBox "予測が多すぎます "

case cbErrBadCorrelation

MsgBox "無効な相関があります "

case cbErrBadAssumption

MsgBox "無効な仮定パラメータがあります "

case cbErrCallingDLL

MsgBox "DLLが見つかりません "

case cbErrUnexpected

MsgBox "予期しないエラーが発生しました "

End Select

End Sub

この checkresult サブルーチンは、 後に呼び出された CB プロシー

ジャの実行結果をチェックします。実行結果の状態をCB.MacroResult

の戻り値を使って確認し、対応するメッセージを表示します。
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CB.MacroResultDetail

CB プロシージャが正常に実行されたかどうかを詳細に調べる関数で

す。互換性の調査や診断に使用する情報も提供します。

他の CB プロシージャとは違い、この関数の戻り値は定数ではなく、型

クラスのプロパティです。マクロ例（p.116）を参照してください。

Crystal Ball オンラインヘルプの“Crystal Ball のエラーメッセージ”に、

CB. MacroResultDetail.NewValue が返す組込み定数や値のリストがありま

す。VBA のマクロや関数で戻り値を確認するときは、組込み定数を

使っても値を使っても、どちらでもかまいません。

表 73： CB.MacroResultDetail が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

先の CB プロシージャの呼び出しによって発生したエラーの

種類を表すコード

バリアント

表 74： CB.MacroResultDetail のプロパティ

プロパティ
VBA

データ型
説明

OldValue 整数 p.115 “表 75：CB.MacroResult と CB. MacroResultDetail.OldValue の戻り値”に

示す CB.MacroResult の戻り値

NewValue 整数 CB.MacroResultDetail の戻り値

Msg 文字列 エラーの概要を示すメッセージ

MsgDetails 文字列 エラーの詳細を示すメッセージ

MsgTitle 文字列 この結果が生じる原因となったコマンド

DialogResult 文字列 ダイアログ内でのアクションを表す文字列（英語）：Yes, No, OK, Cancel, None
（None はダイアログがないことを示します）

ElapsedTimeInMS 長整数 コマンドの処理に要した時間（ミリ秒単位）

表 75： CB.MacroResult と CB. MacroResultDetail.OldValue の戻り値

戻り値

意味

組込み定数 値

cbErrNone 0 Crystal Ball コマンドは正常に実行されました。

cbErrBadValue −1 引数に指定された値が不正です。
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マクロ例

Sub checkresult()

Range("A1:A2").Select

CB.ResetND

CB.ClearDataND

Range("A1:A2").Clear

Range("A1").Select

ActiveCell.Value = 0

CB.DefineAssumND cbDfaNormal, 0, 1

Range("A2").Select

ActiveCell.Value = "=A1"

CB.DefineForeND

CB.Simulation 1000

cbErrNoForecastInCell −2 アクティブセルに予測が含まれていません。予測を含んだセルをアク
ティブにしてください。

cbErrNotReady −4 シミュレーションが実行されていません。したがって、要求された CB
プロシージャを実行することはできません。

cbErrNoAssumptionInCell −5 選択したセルに仮定が含まれていません。一つ以上の仮定セルを選択
してください。

cbErrBadSelector −6 小さい整数を指定すべき引数に不正な値が指定されています。

cbErrBadCommand −7 パラメータ x 引数に不正な値が指定されています。

cbErrUnsavedSheet −8 保存されていないワークシートがあります。すべてのワークシートを
保存してください。

cbErrNoCBSheets −9 Crystal Ball 情報をもった保存すべきワークがありません。

cbErrRestoreResult −10 実行内容の読み込みに失敗しました。

cbErrTooManyAssumptions −11 Crystal Ball はこれ以上仮定を格納することができません。

cbErrTooManyForecasts −12 Crystal Ball はこれ以上予測を格納することができません。

cbErrBadCorrelation −13 一つ以上の相関が無効です。

cbErrBadAssumption −14 一つ以上の仮定パラメータが無効です。

cbErrUnexpected −101 予期しないエラー（たとえば、値セルを要求する CB プロシージャに式

セルが使われた）が発生しました。

表 75： CB.MacroResult と CB. MacroResultDetail.OldValue の戻り値（続き）

戻り値

意味

組込み定数 値
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MsgBox (CB.MacroResultDetail.DialogResult)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.ElapsedTimeInMS)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.Msg)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.MsgDetails)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.MsgTitle)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.NewValue)

MsgBox (CB.MacroResultDetail.OldValue)

Range("A1:A2").Select

CB.ResetND

CB.ClearDataND

Range("A1:A2").Clear

End Sub

この checkresult サブルーチンは、セル A1, A2 の Crystal Ball データと

セルの内容をクリアし、セルA1に仮定、セルB2に予測を定義して、

シミュレーションを実行した後、CB. MacroResultDetail の各プロパ

ティを示すメッセージを表示します。 後に、再びセル A1, A2 の

Crystal Ball データとセルの内容をクリアします。

CB.OpenChart

グラフの種類とグラフ ID（任意）を指定してグラフを開くサブルーチ

ンです。指定された種類のグラフが存在しないときは作成し、そのグラ

フを選択します。グラフ ID が指定されていないときは、現在選択され

ているグラフを開きます。指定されたグラフが見つからない場合、エ

ラーは発生せず、グラフを選択するダイアログが現れます。

＜ Developer メモ＞　対象になるグラフは、現在のシミュレーション
のグラフだけです。ファイルから読み込んだ過去のシミュレーションの
グラフは含まれません。

表 76： CB.OpenChart の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフを開きます。

cbChtSensitiv 3 感度グラフを開きます。

cbChtTrend 4 傾向グラフを開きます。

グラフ ID
（任意）

文字列 グラフ ID を二重引用符

（""）で囲んで指定します。

グラフ ID は CB.EnumChart（p.77）を使って取得で

きます。また、CB.EnumChart からの戻り値を直接利

用してもかまいません。
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マクロ例

例 1

CB.OpenChart cbChtOverlay, "Overlay Chart 1"

CB.OpenChart cbChtTrend, "Trend Chart 1"

CB.OpenChart cbChtSensitiv, "Sensitivity Chart 1"

この例は、指定した重ねグラフ、傾向グラフ、感度グラフを開きます。

例 2

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.OpenChart cbChtOverlay, CB.EnumChart(cbChtOverlay)

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、次にワークブックの次の重ねグラフを

開きます。

関連プロシージャ

CB.OpenFore

選択したセルに対応する予測ウィンドウを開くサブルーチンです。

このサブルーチンを呼び出すときは、予測ウィンドウを開こうとしてい

るワークシートがアクティブで、予測セルが選択されていなければいけ

ません。

マクロ例

CB.Simulation 1000

Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル ").Activate

Range("C9").Select

CB.OpenFore

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseAllCharts 開いているすべてのグラフウィンドウを閉じます。
［分析］→［全て閉じる］を選択するのと同じ意味
をもちます。

40

CB.CloseChart 指定した種類のグラフ、または選択したグラフを閉
じます。

41

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、“Futura with

OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワークシートをアクティブに

してセル C9（予測セル）を選択し、このセルに対応する予測ウィン

ドウを開きます。

関連プロシージャ

CB.OpenSelection

選択したセル範囲に定義されているすべてのグラフを開くサブルーチン

です。［分析］→［選択したセルのグラフを表示］を選択するのと同じ

意味をもちます。

このサブルーチンを呼び出す前にシミュレーションを実行してくださ

い。

マクロ例

CB.Simulation 5000

Range("C9:C12").Select

CB.OpenSelection

この例は、5,000 試行のシミュレーションを実行した後で、セル C9 ～

C12 に定義されているグラフを開きます。

関連プロシージャ

CB.OpenSensitiv

感度グラフを開くサブルーチンです。

感度グラフがまだ作成されていない場合は、 初の予測に対してグラフ

を作成し、そのグラフを選択します。複数の感度グラフが見つかり、そ

のうちの一つが選択されていない場合は、グラフを選択するダイアログ

が開きます。

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行しま
す。

151

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行しま
す。

151
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＜ Developer メモ＞　このサブルーチンは Crystal Ball 2000.x（5.x）
との互換性のために残されていますが、機能は若干変化しています。詳
細については、p.224 “CB.OpenSensitiv”をご覧ください。特定の
種類のグラフを、そのグラフ ID によって開くときは、CB.OpenChart

（p.117）を使用してください。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtSensitiv, CB.EnumChart(cbChtSensitiv)

CB.OpenSensitiv

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、次にワークブックの次の感度グラフを

選択して、それを開きます。

関連プロシージャ

CB.OpenTrend

傾向グラフを開くサブルーチンです。

傾向グラフがまだ作成されていない場合は、空の傾向グラフが作成され

ます。CB.TrendPrefsND で予測を追加してください。複数の感度グラフ

が見つかり、そのうちの一つが選択されていない場合は、グラフを選択

するダイアログが開きます。

＜ Developer メモ＞　このサブルーチンは Crystal Ball 2000.x（5.x）
との互換性のために残されていますが、機能は若干変化しています。詳
細については、p.224 “CB.OpenTrend”をご覧ください。特定の種
類のグラフを、そのグラフ ID によって開くときは、CB.OpenChart

（p.117）を使用してください。

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseSensitiv 選択した感度グラフを閉じます。 42

CB.CopySensitiv 選択した感度グラフをクリップボードへコピーし
ます。

46

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
120 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtTrend, CB.EnumChart(cbChtTrend)

CB.OpenTrend

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.Enum... を使うため）、次にワークブックの次の傾向グラフを

選択して、それを開きます。

関連プロシージャ

CB.PasteData

コピーされているCrystal Ballデータ（仮定、意思決定変数、予測）を選

択したセルにペーストするサブルーチンです。

CB.CopyDataやCB.CopyDataNDと一緒に使用して、同じような分布型を

もつ仮定や、範囲が似ている意思決定変数の行 / 列を効率よく設定する

ことができます。

このサブルーチンを実行するためには、ワークシートがアクティブでな

ければいけません。また、仮定と意思決定変数は数値セルか空のセル、

予測は数値セルまたは式セルにしかペーストすることはできません。

選択したセル範囲がコピーされているCrystal Ballセルよりも大きい場合

は、選択したセル範囲を埋めるように繰り返しコピーされます。たとえ

ば、コピーされているCrystal Ballセルに二つの仮定があり、ペーストす

るセル範囲に三つの数値セルがある場合、二つの仮定をペーストした後

に再度一つめの仮定をペーストします。

＜ Crystal Ball メモ＞　CB.CopyData や CB.CopyDataND でコピーさ
れるのは選択されたセルの情報のみで、実際の Crystal Ball データ、あ
るいはセルの値や式がコピーされるわけではありません。したがって、
コピーをした後に、そのセルの Crystal Ball データのタイプを修正し、
次にペーストをすると、ペーストされる Crystal Ball データはコピーし
たときのデータとは異なることになります。たとえば、コピーしたセル

プロシージャ名 概要 page

CB.CloseTrend 選択した傾向グラフを閉じます。 43

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

CB.SelectChart グラフ ID で指定したグラフを選択します。 136
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範囲に二つの仮定があり、その範囲内に三つめの仮定を定義した後に
ペーストをすると、三つめの仮定もペーストされます。同様に、コピー
したセル範囲に含まれている Crystal Ball データをクリアした後にペー
ストをしても、ペーストされる Crystal Ball データはありません。

マクロ例

例 1

Range(“C1”).Select

CB.CopyData

Range(“D1”).Select

CB.PasteData

この例は、セル C1 の Crystal Ball データをコピーし、それをセル D1

にペーストします。

例 2

Range(“B5:B7”).Select ‘B5,B6,B7はすべて仮定セル

CB.CopyData 

Range(“D1:D3”).Select ‘D1,D2,D3はすべて数値セルか空のセル

CB.PasteData

セルB5～B7から仮定データをコピーして、それを順にセルD1～D3

にペーストします。

例 3

Range(“B5”).Select 

CB.CopyData 

Range(“D1:D3”).Select

CB.PasteData

セルB5のCrystal Ballデータをコピーし、それをセルD1～D3にペー

ストします。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.CopyData 選択したセル範囲に含まれるCrystal Ball データをコ
ピーします。複数の種類の Crystal Ball データが存在
するときは、対象を選択するダイアログが表示され
ます。

44
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CB.Reset

現在のシミュレーションを確認後にリセットするサブルーチンです。

ユーザが確認メッセージに対して［OK］ボタンをクリックすると、予

測ウィンドウ、傾向グラフ、重ねグラフ、感度グラフをすべて閉じて、

以前のシミュレーションの結果を消去します。

CB.FreezeやCB.RestoreRunのように、シミュレーションがリセットされ

ていないと使うことができない CB プロシージャを呼び出すときに使用

します。ただし、通常は確認メッセージが現れない CB.ResetND のほう

が望ましいかもしれません。

また、確実に一つめの試行からシミュレーションを開始したいときにも

使います。

＜ Developer メモ＞　このサブルーチンは、 大試行回数に達したこ
とをユーザに伝え、シミュレーションをリセットするように求めるプロ
シージャではありません。

＜ Developer メモ＞　リセットしないで CB.Simulation でシミュレー
ションを実行すると、Crystal Ball は試行を追加する形でシミュレーショ
ンを行います。

マクロ例

このサブルーチンを使用する前に、シミュレーションが実行されている

必要はありません。そのため、以前のシミュレーションがリセットされ

た状態を確実に作る目的で使用することができます。

CB.Reset

この例は、確認メッセージを表示した後で、シミュレーションをク

リアして、すべての予測ウィンドウとグラフを閉じます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシミュレーショ
ンをリセットします。

124

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行しま
す。

151
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CB.ResetND

ユーザに確認メッセージを表示しないで、現在のシミュレーションをリ

セットするサブルーチンです。予測ウィンドウ、傾向グラフ、重ねグラ

フ、感度グラフをすべて閉じて、以前のシミュレーションの結果を消去

します。

CB.FreezeやCB.RestoreRunのように、シミュレーションがリセットされ

ていないと使うことができない CB プロシージャを呼び出すときに使用

します。ユーザにリセットすることを伝えたいときは、CB.Reset をお使

いください。

また、確実に一つめの試行からシミュレーションを開始したいときにも

使います。

＜ Developer メモ＞　リセットしないで CB.Simulation でシミュレー
ションを実行すると、Crystal Ball は試行を追加する形でシミュレーショ
ンを行います。

マクロ例

このサブルーチンを使用する前に、シミュレーションが実行されている

必要はありません。そのため、以前のシミュレーションがリセットされ

た状態を確実に作る目的で使用することができます。

CB.ResetND

この例は、シミュレーションをクリアして、すべての予測ウィンド

ウとグラフを閉じます。

関連プロシージャ

CB.RestoreResults

以前に保存したシミュレーション結果を読み込むために、実行結果ファ

イル（拡張子“cbr”）を指定するダイアログを開くサブルーチンです。

実行結果ファイルには、シミュレーションデータや作成したグラフ（開

いていなかったものも含まれます）が保存されています。

プロシージャ名 概要 page

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシミュレー
ションをリセットします。

123

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151
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複数の実行結果ファイルを同時に読み込むことができますが、このサブ

ルーチンで一度に開くことができるファイルは一つだけです。

このサブルーチンを実行する前に、シミュレーションをリセットする必

要はありません。シミュレーションの実行中や停止後でもかまいませ

ん。

以前に保存した拡張子“cbr”の実行結果ファイルが必要です。さもな

ければ、cbErrRestoreResult エラーが発生します。

このサブルーチンは、Crystal Ball 2000.5（5.5）の CB.RestoreRun に似て

いますが、CB.RestoreRunおよびCB.RestoreRunNDはCB.SaveRunまたは

CB.SaveRunND で保存されたシミュレーション全体を読み込むものでし

た。そのため、読み込みの前にシミュレーションのリセットが必要で、

また、一度に読み込むことができる実行結果は一つに限られていまし

た。

マクロ例

CB.RestoreResults

この例は、以前に保存したシミュレーションを読み込むために、実

行結果ファイルを指定するダイアログを開きます。

関連プロシージャ

CB.RestoreResultsND

以前に保存したシミュレーション結果を、実行結果ファイル（拡張子

“cbr”）を指定して開くサブルーチンです。実行結果ファイルには、シ

ミュレーションデータや作成したグラフ（開いていなかったものも含ま

れます）が保存されます。

複数の実行結果ファイルを同時に読み込むことができますが、このサブ

ルーチンで一度に開くことができるファイルは一つだけです。

プロシージャ名 概要 page

CB.RestoreResultsND 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイ
アログを使わないで読み込みます。

125

CB.SaveResults 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログ
を使ってファイルに保存します。

133

CB.SaveResultsND 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログ
を使わないでファイルに保存します。

134
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このサブルーチンを実行する前に、シミュレーションをリセットする必

要はありません。シミュレーションの実行中や停止後でもかまいませ

ん。

以前に保存した拡張子“cbr”の実行結果ファイルが必要です。指定し

たファイルが間違っていた場合や、拡張子は“cbr”でも Crystal Ball の

実行結果ファイルではなかった場合、あるいはファイルが破損していた

場合、cbErrRestoreResult エラーが発生します。

このサブルーチンは、Crystal Ball 2000.5（5.5）のCB.RestoreRunNDに似

ていますが、CB.RestoreRunおよびCB.RestoreRunNDはCB.SaveRunまた

は CB.SaveRunND で保存されたシミュレーション全体を読み込むもので

した。そのため、読み込みの前にシミュレーションのリセットが必要

で、また、一度に読み込むことができる実行結果は一つに限られていま

した。

マクロ例

このサブルーチンを実行する前に、目的の実行結果ファイルが存在する

ことを確認してください。

CB.RestoreResultsND "C:¥temp¥saveme.cbr"

この例は、以前に保存した実行結果ファイル“C:\temp\saveme.cbr”

を読み込みます。

関連プロシージャ

表 77： CB.RestoreResultsND の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

ファイル名 文字列 たとえば“C:\temp\sheet2.cbr”という

ように、パスを二重引用符（""）で囲

んで指定します。

読み込む実行結果ファイル名を指定し
ます。

プロシージャ名 概要 page

CB.RestoreResults 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイア
ログを使って読み込みます。

124

CB.SaveResults 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログを
使ってファイルに保存します。

133

CB.SaveResultsND 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログを
使わないでファイルに保存します。

134
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CB.RunPrefs

シミュレーションの実行プリファレンスを設定するために［実行プリ

ファレンス］ダイアログを開くサブルーチンです。

マクロ例

CB.RunPrefs

この例は、［実行プリファレンス］ダイアログを開きます。

関連プロシージャ

CB.RunPrefsND

シミュレーションの実行プリファレンスを［実行プリファレンス］ダイ

アログを開かないで設定するサブルーチンです。

このサブルーチンの各引数のデフォルト値は、現在の［実行プリファレ

ンス］ダイアログの設定値です。

＜ Crystal Ball メモ＞　実行プリファレンスの設定に関する詳細は
“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。 

プロシージャ名 概要 page

CB.GetRunPrefs シミュレーションの実行プリファレンスの設定値を
取得します。

108

CB.RunPrefsND シミュレーションの実行プリファレンスを、ダイア
ログを使わないで設定します。

127

表 78： CB.RunPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス

インデ
クス

整数 cbRunMaxTrials 1 値 1 引数の値に従って、 大試行回

数を指定します。

cbRunStopOnError 2 値 1 引数の値に従って、予測セルに

計算エラーが発生したときにシミュ
レーションを停止する / しないを指

定します。
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cbRunSameRandoms 4 値 1 引数の値に従って、同一の乱数

列を使用する / しないを指定し、値

2 引数の値に従って、初期シード値

を指定します。

cbRunSamplingMethod 7 値 1 引数の値に従って、サンプリン

グ手法をモンテカルロとラテンハイ
パーキューブのいずれかから指定し
ます。

cbRunSampleSize 8 値 1 引数の値に従って、ラテンハイ

パーキューブのサンプルサイズを指
定します。

cbRunCorrelationsOff 10 値 1 引数の値に従って、相関の無効

/ 有効を指定します。

cbRunMinimizeHost 26 値 1 引数の値に従って、シミュレー

ション中に Excel を 小化する / し
ないを指定します。
この指定は通常モード、デモモード
でのみ有効です。 高速モードには
適用されません。

cbRunMinimizeSheets 27 値 1 引数の値に従って、シミュレー

ション中にワークブックを 小化す
る / しないを指定します。

この指定は通常モード、デモモード
でのみ有効です。 高速モードには
適用されません。

cbRunHideForecasts 28 値 1 引数の値に従って、シミュレー

ション中の予測ウィンドウ（および
仮定グラフ、重ねグラフ、傾向グラ
フ、感度グラフ）の非表示 / 表示を

指定します。

cbRunMode 29 値 1 引数の値に従って、シミュレー

ションモード（ 高速モード、通常
モード、デモモード）を指定します。

cbRunRandomSeed 31 値 1 引数の値に従って、乱数の初期

シード値を指定します。

表 78： CB.RunPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス
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cbRunPrecisionControlb 40 値 1 引数の値に従って、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 / しないを指定します。

cbRunPrecisionConfidence 46 値 1 引数の値に従って、精度コント

ロールに使用する信頼度を指定しま
す。

cbRunReversePercentiles 47 値 1 引数の値に従って、パーセンタ

イルの意味を逆転させます。

cbRunFormatPercentiles 48 値 1 引数の値に従って、パーセンタ

イルの表示を指定します。

cbRunSaveAssumption
Values

49 値 1 引数の値に従って、仮定に生成

された値を後の分析（感度分析など）
のために保存する / しないを指定し

ます。

cbRunLeaveOpenOnReset 50 値 1 引数の値に従って、シミュレー

ションをリセットした後もコント
ロールパネルを表示する / しないを

指定します。

cbRunUserMacros 51 値 1 引数の値に従って、ユーザ定義

マクロを実行する / しないを指定し

ます。

cbRunCapMetrics 52 値 1 引数の値に従って、工程能力指

標を計算する /しないを指定します。

cbRunCapMetricsShort 53 値 1 引数の値に従って、工程能力指

標の期間（長期 /短期）を指定します。

cbRunCapMetricsShift 54 値 1 引数の値に従って、Zst と Zlt を
計算する際の Z 値シフトを指定しま

す。

cbRunCapMetricsCalcType 55 値 1 引数の値に従って、工程能力指

標の計算方法（適合分布から計算 /
予測値から計算）を指定します。

cbRunCapMetricsNormality
Thresh

56 値 1 引数の値に従って、工程能力指

標の計算で正規性の検定に使う有意
水準を指定します。

表 78： CB.RunPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス
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cbRunCapMetricsNormal
CalcOptions

57 値 1 引数の値に従って、予測値に正

規性がない場合の計算方法（適合分
布から計算 / 予測値から計算）を指

定します。cbRunCapMetricsCalcType
が 0 のときに使用されます。

値 1 インデクス = 1 ,
 cbRunMaxTrials： 
長整数

任意の正の整数 大試行回数を指定します。

インデクス = 2 ,
 cbRunStopOnError： 
ブール値

True または False Trueを指定すると予測セルに計算エ

ラーがあったときにシミュレーショ
ンを停止し、False を指定すると停止

しません。

インデクス = 4 ,
 cbRunSame： 
ブール値

True または False Trueを指定すると同じ乱数列を繰り

返し使用し、False を指定すると同じ

乱数列を使用しません。

インデクス = 7,
cbRunSamplingMethod：
ブール値

True / False
あるいは
cbSamLatinCube（True） /
cbSamMonteCarlo（False）

Trueを指定するとサンプリング手法

にラテンハイパーキューブを使用
し、False を指定するとモンテカルロ

を使用します。

インデクス = 8 ,
cbRunSampleSize：
 整数

10 ～ 5,000 の整数 ラテンハイパーキューブのサンプル
サイズを指定します。

インデクス = 10, 
cbRunCorrelationsOff ：
ブール値

True または False True を指定すると相関を解除し、

False を指定すると解除しません。

インデクス = 26, 
cbRunMinimizeHost ：
ブール値

True または False Trueを指定するとシミュレーション

中に Excel を 小化し、False を指定

すると 小化しません。

インデクス = 27, 
cbRunMinimizeSheets ：
ブール値

True または False Trueを指定するとワークブックを

小化し、False を指定すると 小化し

ません。

インデクス = 28, 
cbRunHideForecasts ：
ブール値

True または False True を指定すると予測ウィンドウ

（および仮定グラフ、重ねグラフ、傾
向グラフ、感度グラフ）を非表示に
し、False を指定すると非表示にしま

せん。

表 78： CB.RunPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス
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インデクス = 29, 

cbRunMode ： 整数c

cbRunExtremeSpeed 1 利用できるときは、 高速モードを
利用するようにシミュレーション
モードを設定します。

cbRunNormalSpeed 2 シミュレーションモードを通常モー
ドに設定します。

cbRunDemoSpeed 3 シミュレーションモードをデモモー
ドに設定します。

インデクス = 31, 
cbRunRandomSeed： 
長整数

任意の正の整数 同じ乱数列を繰り返し使うときの初
期シード値を指定します。

インデクス = 40, 
cbRunPrecisionControl
： ブール値

True または False Trueを指定すると精度コントロール

が有効になり、False を指定すると無

効になります。

インデクス = 46, 
cbRunPrecision
Confidence ： 
ダブル

0.01 ～ 99.99 の任意の数値 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信頼度
を指定します。

インデクス = 47,
cbRunReversePercentiles
： ブール値

True または False True を指定すると、パーセンタイル

はある値以上の分布のパーセンテー
ジを示し、False を指定すると、ある

値以下の分布のパーセンテージを示
すようになります。

インデクス = 48,
cbRunFormatPercentiles
： ブール値

True または False True を指定すると、パーセンタイル

を 10%, 90% などと表示し、False を

指定すると P10, P90 などと表示しま

す。

インデクス = 49,
cbRunSaveAssumption
Values ： ブール値

True または False True を指定すると、仮定に生成され

た値を後の分析（感度分析など）の
ために保存し、False を指定すると破

棄します。

インデクス = 50,
cbRunLeaveOpenOn
Reset ： ブール値

True または False True を指定すると、シミュレーショ

ンをリセットした後もコントロール
パネルを表示し、False を指定すると

閉じます。

表 78： CB.RunPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス
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インデクス = 51,
cbRunUserMacros ： 
ブール値

True または False Trueを指定するとユーザ定義マクロ

を実行し、False を指定すると実行し

ません。

インデクス = 52,
cbRunCapMetrics ： 
ブール値

True または False Trueを指定すると工程能力指標を計

算し、False を指定すると計算しませ

ん。

インデクス = 53,
cbRunCapMetricsShort ： 
ブール値

True または False True を指定すると、長期データとし

て工程能力指標を計算し、False を指

定すると短期データとして計算しま
す。

インデクス = 54,
cbRunCapMetricsShift ： 
ダブル

長期 / 短期シフトを表す数値 Zst と Zlt を計算する際の Z 値シフト

を指定します。デフォルト値は 1.5
です。

インデクス = 55,
cbRunCapMetricsCalc
Type ： 整数

0 または 1 0 を指定すると、工程能力指標を適

合分布から計算し、1 を指定すると

予測値から計算します。

インデクス = 56,
cbRunCapMetrics
NormalityThresh ： 
ダブル

0 ～ 1 の数値 工程能力指標の計算で、正規性の検
定に使う有意水準を指定します。

インデクス = 57,
cbRunCapMetricsNormal
CalcOptions ： 整数

0 または 1 0 を指定すると、予測値に正規性が

ない場合に工程能力指標を適合分布
から計算し、1 を指定すると予測値

から計算します。

値 2
（任意）

インデクス = 4, 
cbRunSameRandoms ： 
長整数

任意の正の整数 乱数ジェネレータの初期シード値を
指定します。

a. Crystal Ball 2000.5（5.5）でサポートされた以下のインデクス、cbRunBurstMode（5）、cbRunResetToOriginal（6）、

cbRunSensitivAnalysis（9）、cbRunRetainUnsortedTrials（11）、cbRunMacroBeforeSimul（21）、cbRunMacroBeforeRecalc

（22）、cbRunMacroAfterRecalc（23）、cbRunMacroAfterSimul（24）、cbRunParadiseServer（30）、cbRunBurstAmount

（33）、cbRunPrecisionWithin（45）は、現在はサポートされません。

b. Crystal Ball 2000.5（5.5）でサポートされた cbRunPrecisionMean（41）は、現在はサポートされません。

c. cbRunMode（29）の値は、Crystal Ball 2000.5（5.5）ではブール値でしたが、現在は整数値に変更されています。

Crystal Ball 2000.5（5.5）でこのインデクスを使ったモデルは、値を修正するまで Crystal Ball 7.x では実行でき

ません。

表 78： CB.RunPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数a インデ
クス
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マクロ例

CB.RunPrefsND cbRunSameRandoms, True, 888

CB.RunPrefsND cbRunSamplingMethod, cbSamMonteCarlo

CB.Simulation 100

この例は、実行プリファレンスを以下のように設定してから、100 試

行のシミュレーションを実行します。

• 同じ乱数列を繰り返し使用し、初期シード値を 888 にします。

• サンプリング手法には、モンテカルロを使います。

関連プロシージャ

CB.SaveResults

現在のシミュレーション結果を保存するために、実行結果ファイル（拡

張子“cbr”）を指定するダイアログを開くサブルーチンです。保存した

ファイルは、CB.RestoreResults（p.124）および CB.RestoreResultsND（p.125）

で読み込むことができます。

このサブルーチンを実行する前に、シミュレーションを実行してくださ

い。実行されていない場合、ダイアログは開きません。

このサブルーチンは、Crystal Ball 2000.5（5.5）の CB.SaveRun に似てい

ますが、CB.SaveRunおよびCB.SaveRunNDはシミュレーション全体を保

存するものでした。そのため、CB.RestoreRun や CB.RestoreRunND を

使ってシミュレーションを読み込む前に現在のシミュレーションのリ

セットが必要で、また、一度に読み込むことができる実行結果は一つに

限られていました。

CB.SaveResults では、シミュレーションデータや作成したグラフ（開い

ていなかったものも含まれます）が実行結果ファイルに保存されるだけ

で、シミュレーション全体は保存されません。したがって、読み込む前

にシミュレーションをリセットする必要はなく、また、複数の実行結果

を同時に開くことができます。

プロシージャ名 概要 page

CB.GetRunPrefs シミュレーションの実行プリファレンスの設定値を
取得します。

108

CB.RunPrefs シミュレーションの実行プリファレンスを、ダイア
ログを使って設定します。

127
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マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.SaveResults

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、実行結果

を保存するファイルを指定するためのダイアログを開きます。

関連プロシージャ

CB.SaveResultsND

ファイル名（拡張子“cbr”）を指定して現在のシミュレーション結果を

保存するサブルーチンです。保存したファイルは、CB.RestoreResults

（p.124）および CB.RestoreResultsND（p.125）で読み込むことができます。

このサブルーチンを実行する前に、シミュレーションを実行してくださ

い。また、シミュレーションは停止していなければいけません。

このサブルーチンは、Crystal Ball 2000.5（5.5）の CB.SaveRun に似てい

ますが、CB.SaveRunおよびCB.SaveRunNDはシミュレーション全体を保

存するものでした。そのため、CB.RestoreRun や CB.RestoreRunND を

使ってシミュレーションを読み込む前に現在のシミュレーションのリ

セットが必要で、また、一度に読み込むことができる実行結果は一つに

限られていました。

CB.SaveResultsNDでは、シミュレーションデータや作成したグラフ（開

いていなかったものも含まれます）が実行結果ファイルに保存されるだ

けで、シミュレーション全体は保存されません。したがって、読み込む

前にシミュレーションをリセットする必要はなく、また、複数の実行結

果を同時に開くことができます。

プロシージャ名 概要 page

CB.RestoreResults 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイ
アログを使って読み込みます。

124

CB.RestoreResultsND 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイ
アログを使わないで読み込みます。

125

CB.SaveResultsND 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログ
を使わないでファイルに保存します。

134

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行し
ます。

151
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マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.SaveResultsND "C:¥temp¥Saveme.cbr"

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、その実行

結果を“C:\temp\Saveme.cbr”に保存します。

関連プロシージャ

CB.SelectAssum

アクティブなワークシートの仮定をすべて選択し、ハイライトするサブ

ルーチンです。

このサブルーチンを実行するためには、仮定を選択しようとしている

ワークシートがアクティブでなければいけません。

マクロ例

Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル ").Activate

CB.SelectAssum

この例は、“Futura with OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワー

クシートをアクティブにして、ワークシート上のすべての仮定を選択

します。

表 79： CB.SaveResultsND の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

ファイル名 文字列 たとえば“C:\temp\sheet2.cbr”という

ように、パスを二重引用符（""）で囲

んで指定します。

シミュレーション結果を保存するファ
イル名を指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.RestoreResults 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイ
アログを使って読み込みます。

124

CB.RestoreResultsND 以前に保存したシミュレーション結果を、ダイ
アログを使わないで読み込みます。

125

CB.SaveResults 現在のシミュレーションの結果を、ダイアログ
を使ってファイルに保存します。

133

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行し
ます。

151
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関連プロシージャ

CB.SelectChart

グラフの種類とグラフ ID（任意）を指定して、操作するグラフを選択

する（アクティブにする）サブルーチンです。指定されたグラフ ID が

見つからない場合（たとえば、空白のグラフ ID を指定した場合）や、

指定されたグラフの種類が複数ある場合は、グラフを選択するダイアロ

グが現れます。

＜ Developer メモ＞　対象になるグラフは、現在のシミュレーション
のグラフだけです。ファイルから読み込んだ過去のシミュレーションの
グラフは含まれません。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.CheckData

CB.SelectChart cbChtOverlay, CB.EnumChart(cbChtOverlay)

この例は、シミュレーションを実行した後に、CB.CheckData を呼び出

し（CB.EnumChart を使うため）、次にワークブックの次の重ねグラフ

を選択します。

プロシージャ名 概要 page

CB.SelectDecVar アクティブなワークシートのすべての意思決定変
数を選択します。

137

CB.SelectFore アクティブなワークシートのすべての予測を選択
します。

137

表 80： CB.SelectChart の引数

引数
VBA

データ型

値
説明

組込み定数 インデクス

グラフの種類 整数 cbChtOverlay 1 重ねグラフを選択します。

cbChtSensitiv 3 感度グラフを選択します。

cbChtTrend 4 傾向グラフを選択します。

グラフ ID 文字列 CB.EnumChart（p.77）または CB.CreateChart（p.49）の戻り値（グラフ ID）を使います。
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関連プロシージャ

CB.SelectDecVar

アクティブなワークシートの意思決定変数をすべて選択し、ハイライト

するサブルーチンです。

このサブルーチンを実行するためには、意思決定変数を選択しようとし

ているワークシートがアクティブでなければいけません。

マクロ例

Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル ").Activate

CB.SelectDecVar

この例は、“Futura with OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワー

クシートをアクティブにして、ワークシート上のすべての意思決定変

数を選択します。

関連プロシージャ

CB.SelectFore

アクティブなワークシートの予測をすべて選択し、ハイライトするサブ

ルーチンです。

このサブルーチンを実行するためには、予測を選択しようとしている

ワークシートがアクティブでなければいけません。

プロシージャ名 概要 page

CB.CheckData Crystal Ball データセルの有効性をチェックし、内部
変数を初期化します。問題がある場合は、修正でき
るようにダイアログを表示します。

36

CB.CreateChart 指定した種類のグラフを、指定した名前（任意）で
新規に作成します。

49

CB.EnumChart 指定した種類の次のグラフのユニークな名前を返
します。

77

プロシージャ名 概要 page

CB.SelectAssum アクティブなワークシートのすべての仮定を選択
します。

135

CB.SelectFore アクティブなワークシートのすべての予測を選択
します。

137
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マクロ例

Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル ").Activate

CB.SelectFore

この例は、“Futura with OptQuest.xls”ワークブックの“モデル”ワー

クシートをアクティブにして、ワークシート上のすべての予測を選択

します。

関連プロシージャ

CB.SensPrefs

選択した感度グラフをカスタマイズするために［感度グラフプリファレ

ンス］ダイアログを表示するサブルーチンです。

複数の感度グラフが見つかった場合は、グラフを選択するダイアログが

現れます。感度グラフが定義されていない場合は、デフォルトのプリ

ファレンスを使って新しい感度グラフ（予測は指定されません）を作成

し、続く操作のためにそれを選択します。

このサブルーチンを呼び出す前に、シミュレーションを実行してくださ

い。実行されていない場合、エラーコード−5009 が発生します。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.SensPrefs

この例は、まずシミュレーションを実行し、次に、感度グラフを作成

してそれを選択し、［感度グラフプリファレンス］ダイアログを表示

します。あるいは、複数の感度グラフが存在しているときは、グラフ

を選択するダイアログを表示して、選択されたグラフに対して［感度

グラフプリファレンス］ダイアログを表示します。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.SelectAssum アクティブなワークシートのすべての仮定を選択
します。

135

CB.SelectDecVar アクティブなワークシートのすべての意思決定変
数を選択します。

137

プロシージャ名 概要 page

CB.SensPrefsND 選択した感度グラフのプリファレンスを、ダイア
ログを使わないで設定します。

139
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CB.SensPrefsND

［感度グラフプリファレンス］ダイアログを表示しないで、感度グラフ

のプリファレンスを設定するサブルーチンです。複数の感度グラフが見

つかり、選択されているグラフがない場合は、cbErrNoSelection エラー

が発生します。

表 81： CB.SensPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス

インデ
クス

整数 cbSenTargetFore 1 選択した予測セルを分析対象予測に指定し
ます。

cbSenMeasurea 2 値 1 引数の値に従って、順位相関を表示する

か寄与率を表示するかを指定します。

cbSenDisplayOnlyHighest 5 値 1 引数と値 2 引数の値に従って、感度の低

いものを表示から切り捨てる基準（表示数）
を指定します。

cbSenDisplayGreaterThan 6 値 1 引数と値 2 引数の値に従って、感度の低

いものを表示から切り捨てる基準（感度）を
指定します。

cbSenTitle 7 値 1 引数の値に従って、感度グラフのタイト

ルを指定します。

cbSenChooseAssum 8 値 1 引数の値に従って、対象にする仮定を選

択またはクリアします。

値 1
（任意）

インデクス= 2 ：
ブール値

True / False
あるいは
cbMesRankCorrelation /
cbMesContributionToVar

True を指定すると感度を順位相関として表

し、False を指定すると寄与率として表しま

す。

インデクス= 5 ：
ブール値

True または False True を指定すると、感度の高い順に値 2 引

数に指定した数だけを感度グラフに表示し
ます。False を指定すると、この方法による

表示の切り捨てを行いません。

インデクス= 6 ：
ブール値

True または False True を指定すると、値 2 引数に指定した感度

以上のものだけを感度グラフに表示します。
False を指定すると、この方法による表示の

切り捨てを行いません。

インデクス= 7 ：
文字列

タイトルを二重引用符（""）で囲ん

で指定します。

感度グラフのタイトルを指定します。
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マクロ例

CB.Simulation 1000

Range("B2").Select

CB.SensPrefsND cbSenTargetFore

CB.SensPrefsND cbSenTitle, "My Sensitivity Chart"

CB.SensPrefsND cbSenMeasure, cbMesContributionToVar

CB.SensPrefsND cbSenDisplayOnlyHighest, True, 4

CB.SensPrefsND cbSenDisplayGreaterThan, True, 0.1

CB.OpenSensitiv

この例は、1,000試行のシミュレーションを実行した後で、セルB2の

予測を分析対象予測とした感度グラフを定義します。グラフを作成

し、タイトルをつけ、プリファレンスを次のように設定して、グラ

フを開きます。

• 感度グラフには寄与率を表示します。

• 感度の高い順に四つだけ仮定を表示します。

• 寄与率が 0.1 以下の仮定は表示しません。

関連プロシージャ

インデクス= 8 ：
整数

cbChaAll 1 すべての仮定を感度分析の対象にします。

cbChaAdd 3 選択したセルの仮定を感度分析の対象に追
加します。

cbChaClearList 4 対象にする仮定のリストをクリアします。

cbChaRemove 6 選択したセルの仮定を感度分析の対象から
除外します。

値 2
（任意）

インデクス= 5 ：
整数

正の整数 感度グラフに表示する項目数を指定します。

インデクス= 6 ：
ダブル

0.00 ～ 1.00 の数値 感度グラフに表示する 低の感度を指定し
ます。

a. cbSenIncludeAssum（3）と cbSenIncludeOtherFore（4）は、現在はサポートされません

表 81： CB.SensPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス

プロシージャ名 概要 page

CB.SensPrefs 選択した感度グラフのプリファレンスを、ダイアロ
グを使って設定します。

138
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CB.SetAssum

CB.DefineAssumND（p.67）を使わないで、仮定の特定の属性を変更す

る関数です。

この関数を呼び出すためには、仮定が存在していなければいけません。

マクロ例

CB.SetAssum Range(“B3”), 1, “仮定 2”

この例はセル B3 の仮定の名称を“仮定 2”に変更します。

関連プロシージャ

表 82： CB.SetAssum が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

属性の変更に成功したかどうかが返ります。 バリアント

表 83： CB.SetAssum の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

仮定セル バリアント Range(“B3”) 変更したい仮定セルを指定します。

インデクス 整数 cbAsmName 1 値引数の値に従って、仮定の名称を変更
します。

cbAsmLowCutOff 6 値引数の値に従って、分布の切り取り範
囲下限値を変更します。

cbAsmHighCutOff 7 値引数の値に従って、分布の切り取り範
囲上限値を変更します。

値 インデクス = 1, 
cbAsmName：
 文字列

名称を二重引用符（""）で囲

んで指定します。

新しい仮定の名称を指定します。

インデクス = 6, 
cbAsmLowCutOff：
ダブル

任意の数値 新しい分布の切り取り範囲下限値を指定
します。

インデクス = 7, 
cbAsmHighCutOff ： 
ダブル

任意の数値 新しい分布の切り取り範囲上限値を指定
します。

プロシージャ名 概要 page

CB.GetAssum 指定した仮定セルの情報を取得します。 92
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CB.SetCBWorkbookPriority

複数のワークブックが開いているときの、Crystal Ball マクロの実行順位

を指定するサブルーチンです。

たとえば、順位が 10 のワークブックは、20 のワークブックより先に実

行されます。このサブルーチンは、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。

＜Crystal Ball メモ＞　このサブルーチンに関する詳細は“Crystal Ball
ユーザマニュアル”をご覧ください。 

マクロ例

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

CB.SetCBWorkbookPriority(10)

この例は、“Book1.xls”に優先順位 10 を割り当てます。

CB.SetDecVar

CB.DefineDecVarND（p.71）を使わないで、意思決定変数の特定の属性

を変更する関数です。

この関数を呼び出すためには、意思決定変数が存在しており、シミュ

レーションがリセットされていなければいけません。

表 84： CB.SetCBWorkbookPriority の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

優先順位 長整数 任意の整数（通常は正の
数）を指定します。

ワークブックに含まれるユーザ定義マクロの実行優先順
位を指定します。小さい正数のほうが大きい正数より高
い優先順位をもちます。

表 85： CB.SetDecVar が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

属性の変更に成功したかどうかが返ります。 バリアント
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マクロ例

CB.SetDecVar Range(“B4”), 2, 0

この例は、セル B4 の意思決定変数の下限の値を 0 に変更します。

関連プロシージャ

表 86： CB.SetDecVar の引数

引数
VBA

データ型

値

説明
組込み定数

インデ
クス

意思決定変
数セル

バリアント Range(“B3”) 変更したい意思決定変数セルを指定します。

インデクス 整数 cbDecName 1 値引数の値に従って、意思決定変数の名称を変更
します。

cbDecMin 2 値引数の値に従って、下限を変更します。

cbDecMax 3 値引数の値に従って、上限を変更します。

cbDecStep 5 値引数の値に従って、離散意思決定変数のステッ
プサイズを変更します。0 を指定すると連続変数

になります。

cbDecFrozen 6 値引数の値に従って、選択した意思決定変数を固
定 / 解除します。

値 インデクス = 1, 
cbDecName ： 
文字列

名称を二重引用符（""）
で囲んで指定します。

新しい意思決定変数の名称を指定します。

インデクス = 2, 
cbDecMin ： 
ダブル

任意の数値 新しい下限を指定します。

インデクス = 3, 
cbDecMax ： 
ダブル

任意の数値 新しい上限を指定します。

インデクス = 5, 
cbDecStep ： 
ダブル

変数の範囲より小さい
任意の数値

新しいステップサイズを指定します。

インデクス = 6, 
cbDecFrozen ： 
ブール値

True または False True を指定すると選択した意思決定変数を固定

し、False を指定すると解除します。

プロシージャ名 概要 page

CB.GetDecVar 指定した意思決定変数セルの情報を取得します。 98
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CB.SetFitRange

CB.Fit（p.85）を呼び出して実測データに分布を適合する際に、データ

が入力されているセル範囲を指定するサブルーチンです。 

マクロ例

CB.SetFitRange Range("A1:A15")

この例は、実測データがセル A1 ～ A15 に入力されていることを示し

ます。CB.Fit を含めたマクロ例は、CB.Fit のマクロ例（p.86）をご覧

ください。

関連プロシージャ

CB.SetFore

CB.DefineForeND（p.73）を使わないで、予測の特定の属性を変更する

関数です。

この関数を呼び出すためには、予測が存在していなければいけません。

表 87： CB.SetFitRange の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

実測データ
の場所

バリアント Range(“A1:A15”) 実測データが入力されているセル範囲
を指定します。

プロシージャ名 概要 page

CB.Fit 選択したデータ（セル範囲）に指定した確率分布
を適合し、適合に関する情報を返します。

85

表 88： CB.SetFore が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

属性の変更に成功したかどうかが返ります。 バリアント
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表 89： CB.SetFore の引数

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス

予測セル バリアント Range(“B3”) 変更したい予測セルを指定します。

インデク
ス

整数 cbForName 1 値引数の値に従って、予測の名称を変更
します。

cbForUnitsa 2 値引数の値に従って、予測の単位を変更
します。

cbForAutoOpen 4 値引数の値に従って、予測ウィンドウの
自動表示の設定を変更します。

cbForOpenWhen 5 値引数の値に従って、予測ウィンドウを
自動表示するタイミングを変更します。

cbForPrecision 6 値引数の値に従って、精度コントロール
を行うかどうかの設定を変更します。

cbForPrecision
Absolute

7 値引数の値に従って、精度コントロール
を行う場合の、指定した統計量が収まる
べき±範囲の指定方法を変更します。

cbForPrecision
AbsoluteValue

8 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる、絶対単位による±範囲を変
更します。

cbForPrecision
RelativeValue

9 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる、相対パーセンテージによる
±範囲を変更します。

cbForPrecisionMean 10 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる統計量として平均値を使用
する / しないの設定を変更します。

cbForPrecisionStdDev 11 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる統計量として標準偏差を使
用する / しないの設定を変更します。

cbForPrecisionPerc 12 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる統計量としてパーセンタイル
を使用する /しないの設定を変更します。

cbForPrecisionPerc
Value

13 値引数の値に従って、精度コントロール
で使われる統計量としてパーセンタイ
ルを使用する場合のパーセンタイル値
を変更します。

cbForFilter 14 値引数の値に従って、予測値にフィルタ
をかけるかどうかの設定を変更します。
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cbForFilterInside 15 値引数の値に従って、予測値にフィルタ
をかける場合に指定範囲内の値を除外
するか範囲外の値を除外するかの設定
値を変更します。

cbForFilterFrom 16 値引数の値に従って、値を除外する範囲
の下限値を変更します。

cbForFilterTo 17 値引数の値に従って、値を除外する範囲
の上限値を変更します。

cbForFilterGlobal 18 値引数の値に従って、フィルタリングに
よって値が除外されたときに、他の予測
からもその試行の値を除外するかどう
かの設定値を変更します。

cbForFrozen 19 値引数の値に従って、選択した予測を固
定 / 解除します。

cbForLSL 20 値引数の値に従って、下方規格限界
（LSL）を変更します。

cbForUSL 21 値引数の値に従って、上方規格限界
（USL）を変更します。

cbForTarget 22 値引数の値に従って、目標値を変更しま
す。

値 インデクス = 1, 
cbForName ： 文字列

名称を二重引用符（""）で囲んで

指定します。

新しい予測の名称を指定します。

インデクス = 2, 
cbForUnits ： 文字列

単位を二重引用符（""）で囲んで

指定します。

新しい予測の単位を指定します。

インデクス = 4, 
cbForAutoOpen ： 
ブール値

True または False 予測ウィンドウを自動表示する /しない

を指定します。
True = する、False = しない

インデクス = 5, 
cbForOpenWhen ： 
整数

0（cbOpnWhenRunning）または 1
（cbOpnWhenStopped）

予測ウィンドウを自動表示するタイミ
ングを指定します。
0 = シミュレーション実行中、1 = 停止

後

インデクス = 6, 
cbForPrecision ： 
ブール値

True または False 精度コントロールを指定します。
0 = 有効、1 = 無効

表 89： CB.SetFore の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス
146 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

インデクス = 7, 
cbForPrecision
Absolute ： ブール値

True または False 精度コントロールを行う場合の、指定し
た統計量が収まるべき±範囲の指定方
法を指定します。
True = 相対パーセンテージ、False = 絶

対単位

インデクス = 8, 
cbForPrecision
AbsoluteValue ： 
ダブル

数値 精度コントロールで使われる、絶対単位
による±範囲を指定します。

インデクス = 9, 
cbForPrecision
RelativeValue ： 
ダブル

0.01 ～ 99.99 の数値 精度コントロールで使われる、相対パー
センテージによる±範囲を指定します。

インデクス = 10, 
cbForPrecisionMean 
： ブール値

True または False 精度のチェックに平均値を使うかどう
かを指定します。
True = 使う、False = 使わない

インデクス = 11, 
cbForPrecisionStd
Dev ： ブール値

True または False 精度のチェックに標準偏差を使うかど
うかを指定します。
True = 使う、False = 使わない

インデクス = 12, 
cbForPrecisionPerc ： 
ブール値

True または False 精度のチェックにパーセンタイルを使
うかどうかを指定します。
True = 使う、False = 使わない

インデクス = 13, 
cbForPrecisionPerc
Value ： ダブル

0.01 ～ 99.99 の数値 精度のチェックにパーセンタイルを使
う場合のパーセンタイル値を指定しま
す。

インデクス = 14, 
cbForFilter ： 
ブール値

True または False 予測値にフィルタをかけるかどうかを
指定します。
True = フィルタを使う、False = 使わな

い

インデクス = 15, 
cbForFilterInside ： 
ブール値

True または False 予測値にフィルタをかける場合に指定
範囲内の値を除外するか範囲外の値を
除外するかを指定します。True = 範囲

内、False = 範囲外

インデクス = 16, 
cbForFilterFrom ： 
ダブル

数値 値を除外する範囲の下限値を指定しま
す。

表 89： CB.SetFore の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス
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マクロ例

例 1

CB.SetFore Range(“B7”), 4, True

CB.SetFore Range(“B7”), 5, 0

この例は、セル B7 の予測に対して、シミュレーション実行中に自動

的に予測ウィンドウが開くように指定します。

例 2

CB.SetFore Range(“B7”), 6, True

CB.SetFore Range(“B7”), 7, True

CB.SetFore Range(“B7”), 8, 10

CB.SetFore Range(“B7”), 10, True

インデクス = 17, 
cbForFilterTo ： 
ダブル

数値 値を除外する範囲の上限値を指定しま
す。

インデクス = 18, 
cbForFilterGlobal ： 
ブール値

True または False フィルタリングによって値が除外され
たときに、他の予測からもその試行の値
を除外するかどうかを指定します。
True = 除外する、False = 除外しない

インデクス = 19, 
cbForFrozen ： 
ブール値

True または False 選択した予測を、シミュレーションの間
セル値に固定するかどうかを指定しま
す。
True = 固定する、False = 固定を解除す

る

インデクス = 20, 
cbForLSL ： 
バリアント

数値（ダブル）、セル参照（“=B3”
など）、cbParmUndefined のいず

れか

下方規格限界（LSL）を指定します。

インデクス = 21, 
cbForUSL ： 
バリアント

数値（ダブル）、セル参照（“=B3”
など）、cbParmUndefined のいず

れか

上方規格限界（USL）を指定します。

インデクス = 22, 
cbForTarget ： 
バリアント

数値（ダブル）、セル参照（“=B3”
など）、cbParmUndefined のいず

れか

目標値を指定します。

a. cbForWindowSize（3）は、現在はサポートされません

表 89： CB.SetFore の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス
148 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

この例は、セル B7 の予測に対して、平均値が絶対単位で±10 の間に

収まるように精度コントロールを行います。

関連プロシージャ

CB.SetRange

一つまたはすべての予測に信頼区間を設定するサブルーチンです。

このサブルーチンを呼び出す前に、シミュレーションを実行してくださ

い。シミュレーションがまだ実行されていない場合は cb ErrNotReady エ

ラーが発生します。

このサブルーチンを呼び出す前に、シミュレーションを実行してくださ

い。また、サブルーチンを一つだけの予測セルに適用するときは、その

セルを選択してください。

プロシージャ名 概要 page

CB.DefineForeND 選択したセルの予測を、ダイアログを使わないで
定義します。

73

CB.GetFore 指定した予測セルの情報を取得します。 101

CB.SetFore 指定した予測セルの特定の属性を変更します。 144

表 90： CB.SetRange の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

範囲下限
（任意）

バリアント 任意の数値、または－∞
（cbMinusInfinity）

信頼区間の範囲下限を指定し、信頼区間グラバーをそこ
に固定します（－∞より大きいとき）。範囲下限のみが
指定されると、範囲上限は＋∞になり、上限側のグラ
バーはフリーになります。下限と上限が両方指定される
と、両方のグラバーが固定されます。

範囲上限
（任意）

バリアント 任意の数値、または＋∞
（cbPlusInfinity）

信頼区間の範囲上限を指定し、信頼区間グラバーをそこ
に固定します（＋∞より小さいとき）。範囲上限のみが
指定されると、範囲下限は－∞になり、下限側のグラ
バーはフリーになります。下限と上限が両方指定される
と、両方のグラバーが固定されます。

信頼度
（任意）

バリアント 0 ～ 100 の任意の数値 表示する信頼度をパーセント値で指定します。信頼度と
範囲下限を指定すると、範囲上限がそれに対応する値に
なります（上限側のグラバーは固定されません）。信頼
度と範囲上限を指定すると、その逆になります。

全予測
（任意）

バリアント True または False True を指定すると、このサブルーチンをすべての予測

に適用します。False を指定すると、選択した予測セル

だけに適用します。デフォルト値は False です。

False を指定して、選択したセルが予測セルではないと、

cbErrNoForecastInCell エラーが発生します。
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範囲下限、範囲上限、信頼度の三つの引数のうち、指定するのは一つか

二つです。すべて指定したとき、Crystal Ball は信頼度の指定を無視し

て、範囲下限と範囲上限から信頼度を計算します。範囲下限や範囲上限

に－∞または＋∞以外の値を指定すると、対応する信頼区間グラバーは

その値で固定されます。反対に、範囲下限や範囲上限に－∞または＋∞

を指定すると、対応する信頼区間グラバーはフリーになります。

マクロ例

例 1

CB.Simulation 1000

Range(“B7”).Select

CB.SetRange , , 51

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行し、セル B7（予測セ

ル）の予測に信頼度 51% に対応する信頼区間を設定します。

例 2

CB.Simulation 1500

CB.SetRange cbMinusInfinity, 1000, , True

1,500試行のシミュレーションを実行し、－∞～1,000の信頼区間をす

べての予測に適用します。

関連プロシージャ

CB.SimResult

も 近のシミュレーションを 終的に停止させた条件を返す関数で

す。

この関数を呼び出す前に、シミュレーションを実行してください。実行

されていない場合は cbErrNotReadyが返ります。

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151

表 91： CB.SimResult が返す戻り値とデータ型

戻り値 データ型

使用された停止条件。0：計算エラー、1： 大試行回数、2：
精度コントロール、3：OptQuest の信頼度検定

バリアント
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マクロ例

CB.Simulation 1000

Range(“B3”) = CB.SimResult

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行してから、それが停

止した原因をセル B3 に格納します。たとえば、シミュレーションが

大試行回数（この場合 1,000）を経て停止したのであれば、セル B3

の値は 1 になります。

関連プロシージャ

CB.Simulation
Crystal Ball データを含んだ、開いているワークブック上で、指定した試

行回数の Crystal Ball シミュレーションを実行するサブルーチンです。

＜ Developer メモ＞　リセットしないで CB.Simulation でシミュレー
ションを実行すると、Crystal Ball は試行を追加する形でシミュレーショ
ンを行います。つまり、［実行プリファレンス］ダイアログや CB プロ
シージャで指定した 大試行回数を超えてシミュレーションを実行する
ことができます。

＜ Crystal Ball メモ＞　グラフウィンドウを非表示にしたり、Excel や
ワークシートを 小化すると、シミュレーションのスピードが上がります。 

プロシージャ名 概要 page

CB.RunPrefsND シミュレーションの実行プリファレンスを、ダイアロ
グを使わないで設定します。

127

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151

表 92： CB.Simulation の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

試行回数 長整数 任意の正の数 シミュレーションの試行回数を指定します。すでにシミュ
レーションが実行されていて、リセットされていないとき
は、それに追加する形でシミュレーションが行われます。

非同期（任意） バリアント Trueまたは False プロセスの制御方法を指定する論理値です。 
False を指定すると、CB.Simulation を呼び出しているマク

ロはシミュレーションと共存することになります。True を

指定すると、マクロが Excel に制御を返した後でシミュ

レーションが実行されます。デフォルト値は False です。

このオプションは、Visual Basic のような外部プログラム

から CB.Simulation を呼び出すときに利用します。
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マクロ例

例 1

CB.ResetND ‘確実に試行 1から始まるようにリセット

CB.Simulation 1000

この例は、以前のシミュレーションをリセットしてから、1,000 試行

のシミュレーションを実行します。

例 2

CB.ResetND

CB.RunPrefsND cbRunMode, cbRunNormalSpeed

CB.Simulation 100000, False, True, True, True

グラフウィン
ドウを非表示

（任意）

バリアント Trueまたは False True を指定すると、シミュレーションの実行中にグラフ

ウィンドウを開きません。 False を指定すると、それぞれの

予測の定義に従って予測ウィンドウが表示されます。グラ
フウィンドウを表示しないと、シミュレーションを高速化
することができます。

Excel を 小化

（任意）

バリアント Trueまたは False True を指定すると、シミュレーションの実行中に Excel を
小化します。False を指定すると 小化しません。Excel

を 小化すると、シミュレーションを高速化することがで
きます。
この引数は通常モード、デモモードでのみ有効です。 高
速モードには適用されません。

ワークシート
を 小化（任
意）

バリアント Trueまたは False True を指定すると、シミュレーションの実行中に Crystal
Ball データを含んだワークシートを 小化します。False を

指定すると 小化しません。ワークシートを 小化する
と、シミュレーションを高速化することができます。
この引数は通常モード、デモモードでのみ有効です。 高
速モードには適用されません。

ステータス文
字列（任意）

バリアント 文字列を二重引
用符（""）で囲ん

で指定します。

シミュレーションの実行中にステータスバーに表示する
文字列を指定します。省略すると、文字列は現れません。

コントロール
パネルの表示

（任意）

ブール値 Trueまたは False True を指定すると、シミュレーションの実行中にコント

ロールパネルを表示します。False を指定すると表示しま

せん。長時間のシミュレーションでは、False を指定する

とシミュレーションを高速化することができます。
Developer Kit を通じて実行されるシミュレーションでは、

デフォルトは False です。

表 92： CB.Simulation の引数（続き）

引数
VBA

データ型
値 説明
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1

以前のシミュレーションをリセットしてから、100,000 試行のシミュ

レーションを通常モードで実行します。試行回数が多いため、グラ

フウィンドウの非表示、Excel の 小化を指定して、シミュレーショ

ンの実行時間が短くなるようにしています。

ステータスバーの文字列は指定していません。これは、Excel を 小

化することによってステータスバーそのものが隠れてしまうからで

す。

例 3

XL.Workbooks("Futura with OptQuest.xls"). _

Worksheets("モデル ").Activate

XL.Run "CB.Simulation", 1000, True

While XL.Run "CB.MacroResult"=cbErrBusy

Do Events

‘任意のコードをここに記述します。

Wend

Visual Basic から非同期のシミュレーションを実行する例です。“XL”

は Excel のアプリケーションオブジェクトです。この例は、Excel の中

から VBA で使うことはできません。

関連プロシージャ

CB.SingleStep

仮定の値を一度生成してシミュレーションの 1 試行だけを実行するサブ

ルーチンです。シミュレーションの実行中は、CB.SingleStepを使っては

いけません。

マクロ例

CB.ResetND ‘確実に試行 1から始まるようにリセット

CB.SingleStep

この例は、以前のシミュレーションをリセットしてから、1 試行だけ

シミュレーションを実行します。

プロシージャ名 概要 page

CB.Reset 確認メッセージを表示した後、現在のシミュレー
ションをリセットします。

123

CB.ResetND 確認メッセージを表示せず、現在のシミュレー
ションをリセットします。

124

CB.StartMultiSimul マルチシミュレーションの開始を宣言します。 154

CB.StopMultiSimul マルチシミュレーションの終了を宣言します。 155
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関連プロシージャ

CB.StartMultiSimul

CB.Simulation を使って複数のシミュレーションを実行するときに、リ

ソースを効率的に利用できるようにするサブルーチンです。

このサブルーチンは 初のシミュレーションで CheckData を呼び出し、

その後、各シミュレーションのはじめに反復カウンターを 1 ずつ増加さ

せていきます。

CB.StartMultiSimul を呼び出してマルチシミュレーションを実行した場

合は、シミュレーションの実行後にかならず CB.StopMultiSimul を呼び

出してください。

＜ Developer メモ＞　予測セルに関連する（予測セルの式から参照さ
れる）、意思決定変数セル以外のセルがシミュレーション間で変化する
とき、再スキャンを True にするか False にするかで、結果が多少異な
ることがあります。予測セルに関連する値をシミュレーション間で変化
させるカスタムコードを作成しているときは、再スキャンを True にし
て CB.StartMultiSimul を呼び出してください。 高速モードで実行す
るモデルには、ほかにも再スキャンをTrueにすべきモデルがあります。

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行します。 151

表 93： CB.StartMultiSimul の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

再スキャン
（任意）

ブール値 True または False True を指定すると、マルチシミュレーションの各シミュレー

ションの呼び出しごとに、ワークブックを再スキャンします。
シミュレーション速度を上げるために、デフォルトでは False
になっています。
この引数は 高速モードでのみ有効です。通常モード、デモ
モードには適用されません。

仮定値の保存
（任意）

ブール値 True または False True を指定すると、感度分析などのために、マルチシミュレー

ションの各仮定値を保存します。デフォルト値は False です。

自動モード切
り替え（任意）

ブール値 True または False True を指定すると、シミュレーションを 高速モードで実行

できないときに、ダイアログを表示せず、自動的に通常モー
ドに変更します。デフォルト値は False です。

この引数は 高速モードでのみ有効です。通常モード、デモ
モードには適用されません。
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マクロ例

Dim Median(50) As Double

CB.StartMultiSimul(True)

For i = 1 To 100

CB.ResetND

CB.Simulation 1000

Median(i) = CB.GetForePercent( _

Workbooks("Futura with OptQuest.xls" _

).Worksheets("モデル ").Range("C7"), 50)

Next i

CB.StopMultiSimul

この例は、再スキャンを行いながら 1,000 試行のシミュレーションを

100 回実行して、各シミュレーションの中央値を配列“Median”に格

納していきます。

関連プロシージャ

CB.StopMultiSimul

CB.Simulation を使って複数のシミュレーションを実行するときに、リ

ソースを効率的に利用できるようにするサブルーチンです。

CB.StartMultiSimul を呼び出してマルチシミュレーションを実行した場

合は、シミュレーションの実行後に CB.StopMultiSimul を呼び出さなけ

ればいけません。

プログラムの記述方法は、CB.StartMultiSimul のマクロ例をご覧くださ

い。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行し
ます。

151

CB.StopMultiSimul マルチシミュレーションの終了を宣言します。 155

プロシージャ名 概要 page

CB.Simulation 指定した試行回数のシミュレーションを実行し
ます。

151

CB.StartMultiSimul マルチシミュレーションの開始を宣言します。 154
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CB.TrendPrefs

選択した傾向グラフをカスタマイズするために［傾向グラフプリファレ

ンス］ダイアログを表示するサブルーチンです。

複数の傾向グラフが見つかった場合は、グラフを選択するダイアログが

現れます。傾向グラフが定義されていない場合は、デフォルトのプリ

ファレンスを使って新しい傾向グラフ（予測は指定されません）を作成

し、続く操作のためにそれを選択します。

このサブルーチンを呼び出す前にシミュレーションを実行してください。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.TrendPrefs

この例は、まずシミュレーションを実行し、次に、傾向グラフを作成

してそれを選択し、［傾向グラフプリファレンス］ダイアログを表示

します。あるいは、複数の傾向グラフが存在しているときは、グラフ

を選択するダイアログを表示して、選択されたグラフに対して［傾向

グラフプリファレンス］ダイアログを表示します。

関連プロシージャ

CB.TrendPrefsND

［傾向グラフプリファレンス］ダイアログを表示しないで、傾向グラフ

のプリファレンスを設定するサブルーチンです。複数の傾向グラフが見

つかり、選択されているグラフがない場合は、エラーが発生します。

プロシージャ名 概要 page

CB.TrendPrefsND 選択した傾向グラフのプリファレンスを、ダイア
ログを使わないで設定します。

156

表 94： CB.TrendPrefsND の引数

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス

イ ン デ
クス

整数 cbTrdTitle 1 値 1 引数の値に従って、傾向グラフ

のタイトルを指定します。
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1

cbTrdChooseFore 2 値 1 引数の値に従って、傾向グラフ

に表示する予測を選択 / 解除します。

cbTrdVertGridLines 4 値 1 引数の値に従って、目盛線（垂

直線）の表示 / 非表示を指定します。

cbTrdHorzGridLines 5 値 1 引数の値に従って、目盛線（水

平線）の表示 / 非表示を指定します。

cbTrdChartType 6 値 1 引数の値に従って、帯の置き方

を指定します。

cbTrdValueAxis 7 値 1 引数の値に従って、数値軸のオ

プションを指定します。

cbTrdCertaintyBands 8 値 1 ～値 7 引数の値に従って、表示

する帯（信頼度）を指定します。

値 1 インデクス = 1, 
cbTrdTitle ：
 文字列

文字列を二重引用符（""）で囲んで

指定します。

傾向グラフのタイトルを指定します。

インデクス = 2,
cbTrdChooseFore： 
整数

cbChfAdd 4 選択されているセルの予測を傾向グ
ラフに表示する予測リストに追加し
ます。

cbChfClearList 5 予測リストを消去します。

インデクス = 4,
cbTrdVertGridLines ： 
ブール値

True または False True を指定すると目盛線（垂直線）

を表示し、False を指定すると表示し

ません。

インデクス = 5,
cbTrdHorzGridLines ： 
ブール値

True または False True を指定すると目盛線（水平線）

を表示し、False を指定すると表示し

ません。

インデクス = 6,
cbTrdChartType ： 
整数

cbTypReverseCumulCert 1 帯の置き方に逆累積確率を指定しま
す。予測値の範囲の 大値が信頼区
間の上限に固定されます。

cbTypCumulCert 3 帯の置き方に累積確率を指定しま
す。予測値の範囲の 小値が信頼区
間の下限に固定されます。

cbTypCertCenteredOn
Median

4 帯の置き方に中央値中心を指定しま
す。帯は予測された値範囲の中央に
表示されます。

表 94： CB.TrendPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス
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インデクス = 7,
cbTrdValueAxis ： 
整数

cbValZeroBased 1 数値軸の下限を 0 にします。予測値

の 小値を 0として正規化します。こ

の定数は Crystal Ball 2000.x（5.x）と

の互換性のために残されています。

cbValRelative 2 数値軸の下限・上限を Crystal Ball が
相対的に決定します。実際の予測値
の 小値と 大値が使われます。

cbValMinMaxDiv 3 数値軸の上限（値 2）、下限（値 3）を

指定します。特定の値範囲に注目す
ることができます。

インデクス = 8,
cbTrdCertaintyBands：
整数

0 ～ 100 の整数 値 2 ～値 7 引数とともに、傾向グラ

フに表示する帯（信頼度）を指定し
ます。

値 2
（任意）

インデクス = 7,
cbTrdValueAxis
値 1 = 3：
ダブル

任意の数値 数値軸の下限の値を指定します。

インデクス = 8,
cbTrdCertaintyBands：
整数

0 ～ 100 の整数 値 1、値 3 ～値 7 引数とともに、傾向

グラフに表示する帯（信頼度）を指
定します。

値 3
（任意）

インデクス = 7,
cbTrdValueAxis
値 1 = 3：
ダブル

任意の数値 数値軸の上限の値を指定します。

インデクス = 8,
cbTrdCertaintyBands：
整数

0 ～ 100 の整数 値 1 ～値 2、値 4 ～値 7 引数ととも

に、傾向グラフに表示する帯（信頼
度）を指定します。

値 4
（任意）

インデクス = 8,
cbTrdCertaintyBands：
整数

0 ～ 100 の整数 値 1 ～値 3、値 5 ～値 7 引数ととも

に、傾向グラフに表示する帯（信頼
度）を指定します。

値5, 6, 7
（任意）

整数 0 ～ 100 の整数 値 1 ～値 4 引数とともに、傾向グラ

フに表示する帯（信頼度）を指定し
ます。

表 94： CB.TrendPrefsND の引数（続き）

引数
VBA

データ型

値

説明

組込み定数
インデ
クス
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値 1 引数に cbChfAdd を指定すると、傾向グラフに表示する予測リスト

に、選択している予測セルが追加されます。選択したセルに予測が含ま

れていないと、 cbErrNoForecastInCell エラーが発生します。

傾向グラフに表示する予測リストに予測が定義されているときは、まず

値1引数にcbChfClearListを指定してリストを消去してください。次に、

表示したい予測をRange.Selectでハイライトし、値 1引数に cbChfAddを

指定してリストに追加するという操作を、表示したい順に行ってくださ

い。

帯（信頼度）は七つまで指定（帯を 7 本まで表示）することができま

す。インデクス引数に cbTrdCertaintyBands を指定し、パーセント値を値

1 ～値 7 引数に指定ください。傾向グラフには指定した順に表示されま

す。したがって、昇順または降順に、順序よく指定する必要がありま

す。

＜ Crystal Ball メモ＞　傾向グラフのカスタマイズ方法の詳細につい
ては“Crystal Ball ユーザマニュアル”をご覧ください。

マクロ例

CB.Simulation 1000

CB.OpenTrend

Range(“B7”).Select

CB.TrendPrefsND cbTrdChooseFore, cbChfClearList

CB.TrendPrefsND cbTrdChooseFore, cbChfAdd

CB.TrendPrefsND cbTrdValueAxis, cbValMinMaxDiv, 0, 1000

CB.TrendPrefsND cbTrdCertaintyBands, 0, 25, 50, 95, 100

この例は、1,000 試行のシミュレーションを実行した後で、傾向グラ

フを開きます。セル B7（予測セル）を選択し、グラフに表示する予

測のリストを消去してから、B7 の予測をリストに加えます。傾向グ

ラフの数値軸に下限0、上限1,000を指定し、0%, 25%, 50%, 95%, 100%

の信頼度を表す帯を表示させます。

関連プロシージャ

プロシージャ名 概要 page

CB.TrendPrefs 選択した傾向グラフのプリファレンスを、ダイアロ
グを使って設定します。

156
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CB.WorksheetProtection

Crystal Ballセルが保護されているとCrystal Ballはシミュレーションを実

行することができないため、Crystal Ball が保護を解除できるようにパス

ワードを渡すサブルーチンです。Crystal Ball はこのパスワードを使い、

シミュレーションの実行中に保護を解除し、終了後、再び保護を有効に

します。

＜ Developer メモ＞　パスワードは暗号化されるので、ユーザに読み
取られることはありません。 

このサブルーチンを呼び出す前に、目的のワークシートをアクティブに

してください。

マクロ例

例 1

Sub WorksheetProtectionExample1()

ThisWorkbook.Worksheets("Sheet3").Activate

CB.WorksheetProtection "passwd", True

CB.Simulation 1000

CB.Reset

End Sub

この例は、目的のワークシートをアクティブにしてから、パスワー

ド“passwd”をCrystal Ballに渡してシミュレーションを実行し、 後

にシミュレーションをリセットします。

例 2

Sub WorksheetProtectionExample2()

表 95： CB.WorksheetProtection の引数

引数
VBA

データ型
値 説明

パスワード 文字列 パスワードを二重引用符
（""）で囲んで指定します。

ワークブックに設定したパスワードを指定します。

切り替え ブール値 True または False True を指定すると保護を有効にし、False を指定する

と無効にします。
このオプションは、Visual Basic のような外部プログ

ラムから CB.WorksheetProtection を呼び出すときに利

用します。
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ThisWorkbook.Worksheets("Sheet3").Activate

CB.WorksheetProtection "passwd", False

CB.WorksheetProtection "passwd2", False

CB.WorksheetProtection "passwd2", True

End Sub

この例は、目的のワークシートをアクティブにしてから、現在のパ

スワード“passwd”を使って保護を解除し、次に、新しいパスワー

ド“passwd2”を設定してワークシートを保護します。

例 3

Sub WorksheetProtectionExample3()

ThisWorkbook.Worksheets("Sheet3").Activate

CB.WorksheetProtection "passwd2", False

CB.WorksheetProtection "", False

End Sub

この例は、目的のワークシートをアクティブにしてから、パスワー

ド“passwd2”を使って保護を解除し、次に、空のパスワードを設定

して、保護を解除したままにします。
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Chapter

第 3 章

CB Predictor Developer Kit の概要



概要

この章では、CB Predictor Developer Kit を利

用するために必要な、基本的な事項を説明

します。

すでに CB Predictor Developer Kit を利用して

いる方は、 初のセクション“Developer

Kit オブジェクトの利用条件”を確認した

ら、残りのセクションは飛ばしてもかまい

ません。

CB Predictor Developer Kit をはじめて利用す

る方は、二つめのセクション“CB Predictor

Developer Kit による予測手順”も必要で

す。このセクションで、CB Predictor のユー

ザインタフェースを代行するオブジェクト

の利用方法を学習してください。



1

この章では、CB Predictor Developer Kitを使用するために必要な事項を解

説します。

• CB Predictor Developer Kit を使用するための必要条件

• CB Predictor Developer Kit を使ったプログラムの流れ

CB Predictor Developer Kitに慣れた上級ユーザは、 初の必要条件のセク

ションを重点的にご覧ください。

二つめのセクションでは、Developer Kitを使ってCB Predictorアプリケー

ションを構築する際の一般的な記述手順を説明します。初級ユーザは、

この説明に基づいてプログラムを記述していくとよいでしょう。

この章では、CB Predictor Developer Kitを使って、通常のダイアログを表

示したり、画面表示の背後で計算を実行したりするプログラムの構築方

法を解説します。説明に使う事例には、CB Predictor の Examples フォル

ダにある“ToledoGas.xls”を使用します。

Developer Kit オブジェクトの利用条件

CB Predictor Developer Kitオブジェクトを使うためには、以下を満たして

いる必要があります。記載順に確認と操作を行ってください。

• Crystal Ball の Professional Edition がインストールされていなければ

いけません。

• Visual Basic Editor が CB Predictor フォルダ（Crystal Ball をインストー

ルしたフォルダの中にあります）にある cbpreddevkit.xla を参照して

いることを確認してください。これは［ツール］→［参照設定］で

確認することができます。

＜ Developer メモ＞　CB Predictor Developer Kit オブジェクトとと
もに使うワークブックすべてについて、cbpreddevkit.xla を参照しなけ
ればいけません。

• 以下のコマンドを使って Main オブジェクトを作成してください。

Set CBP = CreateObject（"CBP.Main.7"）

CBPは任意のオブジェクト変数です。 Mainオブジェクトを通じて他

のほとんどのオブジェクトにアクセスします。

＜ CB Predictor メモ＞　このマニュアルでは CB Predictor の Main
オブジェクトに CBP を使いますが、他の名前でもかまいません。
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• 以下のコマンドを使って Excel に接続してください。

CBP.SetHost Application

上記の条件が揃うと、CB Predictor オブジェクトと、そのメソッドやプ

ロパティを使うことができます。

＜ Developer メモ＞　コード内で明示的に指定しなかった設定項目
（季節性や手法の選択など）には、デフォルト値（ 後に実行したときの
CB Predictor インタフェースの設定）が割り当てられます。

CB Predictor Developer Kit による予測手順

このセクションでは、CB Predictor Developer Kit を使って CB Predictor ア

プリケーションを構築する際の、プログラムの流れを説明します。

データの入力
以下のようにデータを入力してください。

1. も長いデータ系列に等しい長さの Data オブジェクトを作成しま

す。

CBP.NewDataObject 150

2. MainオブジェクトのDataObjectプロパティを通じてそのオブジェ

クトにアクセスします。

MyData = CBP.DataObject

3. データ系列が複数あるときは、For ループと Data オブジェクトの

Add メソッドを使い、それぞれの系列に Datum オブジェクトを作
成します。

For i = 1 To 4
Set Series(i) = MyData.Add(150)

Next i

4. データをロードします。たとえばそれぞれ 150 ポイントをもつ系列

が四つあるときは、以下のようなコードになります。

For j = 1 To 4
For i = 1 To 150

Series(j).Item(i) = ThisWorkbook.Worksheets _

　("SalesData").Cells(i + 1, j + 1).Formula
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Next i

Next j

＜ Developer メモ＞　Excel ワークシートから Data オブジェクトに通
貨型の値を追加するときは、Value メソッドに代えて Formula メソッド
を使用してください。

＜ Excel メモ＞　データ値を拡張したいときは、Excel の AutoFill メ
ソッドを使用してください。

5. すべてのデータ系列に季節性を設定するためには、Main オブジェク

トの Seasonality プロパティを使います。

6. 入力データの統計量（平均値、標準偏差、 小値、 大値、Ljung-

Box、自己相関、p 値）を計算するときは、そのデータを出力する
前に CalculateStats() メソッドを実行します。

他の入力データの関数も期待どおりに機能します。コード内で明示的に

指定しなかった設定項目（季節性や手法の選択など）には、デフォルト

値（ 後に実行したときの CB Predictor ユーザインタフェースの設定）

が割り当てられます。

重回帰の設定
回帰を使用するときには、以下の二つの処理を行います。

• それぞれのデータ系列に、独立変数、従属変数、除外変数のいずれ
かを定義します。

• 重回帰を有効にします。

以下の手順で設定してください。

1. 重回帰を使用するためには、Datum オブジェクトの Regression プ

ロパティを使って各データ系列を定義します。
このプロパティに、従属変数には cbpDependent（1）を、 独立変
数には cbpIndependent（2）を、回帰には関係しない変数には
cbpNoRegress（0）を設定します。

たとえば、一つめのデータ系列が従属変数で、他の系列が独立変数

であるときは、以下のようなコードになります。

Series(1).Regression = cbpDependent
Series(2).Regression = cbpIndependent
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Series(3).Regression = cbpIndependent
Series(4).Regression = cbpIndependent

2. Main オブジェクトの Methods プロパティから回帰を有効にしま

す。他のメソッドの場合と同じように、Method(cbpRegress) をア
クティブにしてください。

たとえば、以下のようなコードになります。

CBP.Methods(cbpRegress).Active = cbpOn

3. Constantプロパティを使うことによって、生成する回帰式に定数項

をもたせることもできます。定数項をもたせる場合には cbpOn を、
もたせない場合には cbpOff を設定してください。

CBP.Methods(cbpRegress).Constant = cbpOn

時系列予測手法の選択
設定しなければならない手法は 8 種類（重回帰を含めると 9 種類）あり

ます。設定を飛ばした場合は、デフォルト値（ 後に実行したときの

CB Predictor ユーザインタフェースの設定）が割り当てられます。

各手法へのアクセスは、Main オブジェクトから Methods プロパティを

使って行います。Methods プロパティのパラメータが、設定する手法を

示します。この詳細については p.176 をご覧ください。

各手法に対して、以下のように設定してください。

1. Active プロパティを使って、各手法の使用（cbpOn）または不使用

（cbpOff）を指定します。

CBP.Methods(cbpSAdd).Active = cbpOn 
CBP.Methods(cbpSMult).Active = cbpOff

2. Automatic プロパティを使って、 適なパラメータを CB Predictor

に計算させる（cbpOn）か、自分で定義する（cbpOff）かを指定
します。

CBP.Method(cbpDMA).Automatic = cbpOn

＜ Developer メモ＞　すべての手法を有効にするとき、あるいはすべ
てに自動計算を適用するときは、増分を 1 にして Methods パラメータ
を 1 から 8 までループします。

3. パラメータを指定する場合は、AutomaticプロパティにcbpOffを指

定した上で、ParmValue プロパティを使って値を定義します。パラ
メータについては、各手法オブジェクトの解説を参照してください。
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CBP.Method(cbpDES).Automatic = cbpOff
CBP.Method(cbpDES).ParmValue(1) = 0.666
CBP.Method(cbpDES).ParmValue(2) = 0.777

＜ Developer メモ＞　ParmValue(i) プロパティに代えて、Alpha, Beta,
Gamma, Periods を使うことができます。

上級オプションの設定
上級オプションでは、誤差測度や、リード予測などの予測テクニックを

選択します。これらのオプションは Main オブジェクトを通じて設定し

ます。設定を飛ばしたオプションには、デフォルト値（ 後に実行した

ときの CB Predictor ユーザインタフェースの設定）が割り当てられま

す。

• 誤差測度の設定にはErrorプロパティを使用します。設定方法はp.175

を参照してください。たとえば RMSE を選択するときは、以下のよ

うなコードになります。

CBP.Error = cbpRMSE

• 予測テクニックの選択には ErrorMethod プロパティを使い、対応す

る値を ErrorPeriod プロパティに指定します。たとえば、リード期間

数 3 の重み付きリード予測を使うときは、以下のコードになります。

CBP.ErrorMethod = cbpWeightedLead
CBP.ErrorPeriod = 3

予測の生成と結果の出力
予測を生成すると、出力値にアクセスして任意にカスタム出力を作成す

ることができます。

1. 予測と、重回帰の値や他の出力統計量を生成するためには、Main オ

ブジェクトの Calculate メソッドを使用します。

CBP.Calculate

2. カスタム出力を作成するためには、Datum オブジェクトを使わなけ

ればなりません。データ系列を表す Datum オブジェクトは、それ
ぞれに使用した手法の結果を含んだ Result オブジェクト群をもち
ます。それらを 良なものから順に並べ替えるときは、Datum オブ
ジェクトの SortResults メソッドを使います。並び替えた結果は、
その順位に対応する番号で示されます。複数の系列を並び替えると
きは For ループをお使いください。
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For i = 1 To 4
Series(i).SortResults
ThisWorkbook.ThisWorksheet.Cells(2,2).Value2 = _

Series(i).Results(1).Forecast(1)
Next i

3. 予測値や統計量にアクセスするときは、Result オブジェクトのさま

ざまなプロパティを使用します。たとえば、以下のようなコードに
なります。

ThisWorkbook.Worksheets("Output").Cells(1, 3). _
Value2 = Series(i).Results(1).Name

ThisWorkbook.Worksheets("Output").Cells(2, 3). _
Value2 = Series(i).Results(1).Method
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Chapter

第 4 章

CB Predictor オブジェクト



概要

この章では、すべてのオブジェクトを、そ

のプロパティやメソッドとともに紹介しま

す。

• Main オブジェクト

• 手法関連オブジェクト

• 入力オブジェクト

• 出力オブジェクト



1

Main オブジェクト

Main オブジェクトを使うと、予測データに対して CB Predictor が備えて

いるほとんどの機能にアクセスすることができます。

Main
Main …オブジェクト型

メソッド：
Calculate（）

NewDataObject（Length…整数型）

Preview（）

Show（）

SetHost（ExcelApplication…オブジェクト型） 

プロパティ（固有）：
DataObject（） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Error（） …整数型

ErrorMethod（） …整数型

ErrorName（） …文字列型 【リードオンリー】

ErrorPeriod（） …整数型

FTestProb（） …ダブル型

IndCount（） …整数型 【リードオンリー】

IndUsed（） …整数型 【リードオンリー】

Methods（） …オブジェクト型 【リードオンリー】 

Name（） …文字列型

ProbToAdd（） …ダブル型

ProbToDel（） …ダブル型

RegressStepAddRemove（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …整数型 【リードオンリー】

RegressStepAdjRSqr（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

RegressStepName（DepVarIndex …整数型 ,

StepIndex …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

RegressStepRSqr（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

RegressSteps（DepVarIndex …整数型） …整数型 【リードオンリー】

RegressionType（） …整数型

RSqrThreshold（） …ダブル型

Seasonality（） …整数型

TestFTest（） …整数型
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TestRSqr（） …整数型

UseRSqr（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Main オブジェクトは CB Predictor Developer Kit の も基本となるオブ

ジェクトです。他のオブジェクトはすべて Main オブジェクトを通じて

作成され、アクセスされます。

メソッド

Calculate（）

入力データに基づいて予測値と統計量を計算します。結果のプロパ

ティやメソッドを使う前にこのメソッドを実行しなければいけませ

ん。

NewDataObject（Length …整数型） 

その Main オブジェクトに対応する古い Data オブジェクトを削除し

て、新たに Data オブジェクトを作成します。一つの Main オブジェク

トには、常に対応する一つだけの Data オブジェクトが存在します。

Lengthには、データ系列の 大データポイント数（予測するデータポ

イントは含みません）を指定します。

Preview（）

入力データをプレビューする［予測のプレビュー］ダイアログを開
きます。

Show（） 

メインダイアログを開きます。

SetHost（ExcelApplication …オブジェクト型） 

CB Predictor を Excel に接続します。CB Predictor Developer Kit の他の

メソッドやプロパティを使用する前に、このメソッドを使わなけれ
ばいけません。
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プロパティ（固有）

DataObject（） …オブジェクト型 【リードオンリー】 

Mainオブジェクトに対応するDataオブジェクトを返します。各Main

オブジェクトにはそれぞれ一つの Data オブジェクトがあります。新

しいDataオブジェクトを作成するときは、NewDataObjectメソッドを

使用してください。

Error（） …整数型

適な予測手法を判定するときに使用する誤差測度を設定、または

返します。

誤差測度 組込み定数 値

RMSE cbpRMSE 0
MAD cbpMAD 1
MAPE cbpMAPE 2

ErrorMethod（） …整数型

予測テクニックを設定、または返します。

テクニック 組込み定数 値

標準予測 cbpStandard 0
単純リード cbpSimpleLead 1
重み付きリード cbpWeightedLead 2
ホールドアウト cbpHoldout 3

標準予測を除くすべてのテクニックには、ErrorPeriod プロパティを

使って必要なパラメータを設定する必要があります。

ErrorName（） …文字列型 【リードオンリー】

適な予測手法の判定に使用する誤差測度の名前を返します。

ErrorPeriod（） …整数型

ErrorMethod で指定された予測テクニックのパラメータを設定、また

は返します。

テクニック 期間数

cbpSimpleLead リード期間数

cbpWeightedLead 重み付きリード期間数

cbpHoldout 予測から除外する期間数
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FTestProb（） …ダブル型

ステップワイズ回帰の終了を判定する F 統計量の確率を設定、また

は返します。このプロパティは TestFTest に cbpOff を指定すると無視

されます。

IndCount（） …整数型 【リードオンリー】

回帰に利用することができる独立変数の個数を返します。

IndUsed（） …整数型 【リードオンリー】

実際に回帰に利用される独立変数の個数を返します。

Methods（） …オブジェクト型 【リードオンリー】

SMA や DES など利用することができる手法オブジェクトのコレク

ションを返します。手法にアクセスして、手法を有効にしたり、パ
ラメータを設定するときには、このプロパティを使用します。

Name（） …文字列型

予測プロジェクトの名称を設定、または返します。

ProbToAdd（） …ダブル型

ステップワイズ回帰で独立変数の追加を判定するための確率値を設
定、または返します。RegressionType に 1 または 2 が指定されていな

いと、このプロパティは無視されます。

ProbToDel（） …ダブル型

反復ステップワイズ回帰で独立変数の削除を判定するための確率値

を設定、または返します。RegressionType に 2 が指定されていない

と、このプロパティは無視されます。

RegressStepAddRemove（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …整数型 【リードオンリー】

従属変数 DepVarIndex に対するステップワイズ回帰のステップ Step

Indexで、独立変数が追加された場合は1、独立変数が削除された場合

は cbpOn を返します。

RegressStepAdjRSqr（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

従属変数 DepVarIndex に対するステップワイズ回帰のステップ Step

Index の修正済 R2 を返します。
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RegressStepName（DepVarIndex …整数型 ,

StepIndex …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

従属変数 DepVarIndex に対するステップワイズ回帰のステップ Step

Index で、追加または削除された独立変数の名前を返します。

RegressStepRSqr（DepVarIndex …整数型 , 

StepIndex …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

従属変数 DepVarIndex に対するステップワイズ回帰のステップ Step

Index の R2 を返します。

RegressSteps（DepVarIndex …整数型） …整数型 【リードオンリー】

従属変数 DepVarIndex に対して実行されたステップワイズ回帰のス

テップ数を返します。

RegressionType（） …整数型

回帰手法を設定、または返します。

手法 組込み定数 値

標準 cbpStandard  0
フォワードステップワイズ cbpFwrdStepwise  1
反復ステップワイズ cbpIterativeStepwise  2

RSqrThreshold（） …ダブル型

ステップワイズ回帰を終了するR2（UseRSqrプロパティの設定によっ

ては修正済 R2）の値を設定します。このプロパティは、TestRSqr が

cbpOff または RegressionType が cbpOff のときは無視されます。

Seasonality（） …整数型

データの季節性を設定、または返します。季節性は 1季節に相当する

期間数です。予測プロジェクトのすべてのデータ系列に対して、た

だ一つの季節性が有効です。

TestFTest（） …整数型

フォワードステップワイズまたは反復ステップワイズ回帰の終了条

件に F 検定を使用するかどうかを設定、または返します。F 検定を

使うときは、このプロパティに cbpOn を指定して FTestProb を設定し

ます。使わないときは cbpOff を指定します。RegressionType が cbpOff

の場合、このプロパティは無視されます。
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TestRSqr（） …整数型

フォワードステップワイズ回帰、または反復ステップワイズ回帰の

終了条件に R2 検定を使用するかどうかを設定、または返します。

R2検定を使うときは、このプロパティにcbpOnを指定してUseRSqrと

RSqrThreshold を設定します。使わないときは cbpOff を指定します。

RegressionType に cbpOff が指定されていると、このプロパティは無視

されます。

Units（） …文字列型

データ系列の期間の単位（週、日など）を設定、または返します。

UseRSqr（） …整数型

終了条件に使用する統計量として R2（1）、修正済 R2（0）のどちら

を使うかを設定、または返します。TestRSqrにcbpOffが指定されてい

るとき、またはRegressionTypeに cbpOffが指定されている場合、この

プロパティは無視されます。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Main オブジェクトの TypeId（1002）を返します。

手法関連オブジェクト

Methods
Methods …オブジェクト型

プロパティ（コレクション）：
Count（） …整数型 【リードオンリー】

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Methods オブジェクトは 9 種類の手法オブジェクト（8 種類の時系列

予測手法と重回帰）のコレクションです。特定の手法オブジェクトに

アクセスするときは、以下にリストする Item プロパティのインデク

スを使用してください（VBA の略語に一致する場合があります）。通

常は、Main オブジェクトの Methods パラメータを通じて、Methods オ

ブジェクトにアクセスしなければいけません。
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プロパティ（コレクション）

Count（） …整数型 【リードオンリー】

手法の数（9）を返します。

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Indexに応じて、SMAやDESなどの手法オブジェクトを返します。以

下に Index に指定する値を示します。

手法 組込み定数 値

SMA （シングル移動平均法） cbpSMA 1
SES （シングル指数平滑法） cbpSES 2
ASD （加法型季節平滑法） cbpSAdd 3
MSD （積乗型季節平滑法） cbpSMult 4
DMA （ダブル移動平均法） cbpDMA 5
DES （Holt ダブル指数平滑法） cbpDES 6
AHW （Holt-Winters 加法型季節平滑法） cbpHWA 7
MHW （Holt-Winters 積乗型季節平滑法） cbpHMW 8
重回帰 cbpRegress 9

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Methods オブジェクトの TypeId（2003）を返します。

SMA
SMA …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
ParmValue（Parameter …整数型） …整数型

Periods（） …整数型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

SMA 手法オブジェクトは、シングル移動平均法による時系列予測をコ

ントロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不

使用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスすると

きは、Main オブジェクトの Methods プロパティを通じて Methods オブ

ジェクトにアクセス（インデクス = 1）してください。
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プロパティ（固有）

ParmValue（Parameter …整数型） …整数型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。SMA のパラメータには、期間数（インデクス = 1）

しかありません。

このパラメータインデクスは、Activeプロパティが cbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

Periods（） …整数型

SMA の唯一のパラメータである期間数を設定、または返します。

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Periods, Parm

Value）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

SMA オブジェクトの TypeId（1004）を返します。
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SES

SES …オブジェクト型 

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

SES 手法オブジェクトは、シングル指数平滑法による時系列予測をコ

ントロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不

使用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスすると

きは、Main オブジェクトの Methods プロパティを通じて Methods オブ

ジェクトにアクセス（インデクス = 2）してください。

プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

SES の唯一のパラメータである a の値を設定、または返します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。SES のパラメータには、a（インデクス = 1）しかあ

りません。

このパラメータインデクスは、Activeプロパティが cbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Parm

Value）は無視されます。
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Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

SES オブジェクトの TypeId（1006）を返します。

ASD
ASD …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

Gamma（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic （） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

ASD 手法オブジェクトは、加法型季節平滑法による時系列予測をコン

トロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不使

用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスするとき

は、MainオブジェクトのMethodsプロパティを通じてMethodsオブジェ

クトにアクセス（インデクス = 3）してください。

プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

ASDの二つのパラメータ（a , g）のうちaの値を設定、または返しま

す。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。
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Gamma（） …ダブル型

ASD の二つのパラメータ（a , g）のうち g の値を設定、または返しま

す。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。ASD のパラメータには、a（インデクス = 1）と g
（インデクス = 2）があります。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOffを指定してください。cbpOffが指定され

たときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Gamma,

ParmValue）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

ASD オブジェクトの TypeId（1010）を返します。
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MSD
MSD …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

Gamma（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

MSD 手法オブジェクトは、積乗型季節平滑法による時系列予測をコン

トロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不使

用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスするとき

は、MainオブジェクトのMethodsプロパティを通じてMethodsオブジェ

クトにアクセス（インデクス = 4）してください。

プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

MSD の二つのパラメータ（a , g）のうち a の値を設定、または返し

ます。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

Gamma（） …ダブル型

MSDの二つのパラメータ（a , g）のうち gの値を設定、または返しま

す。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。MSD のパラメータには、a（インデクス = 1）と g
（インデクス = 2）があります。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。
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プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOffを指定してください。cbpOffが指定され

たときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Gamma,

ParmValue）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

MSD オブジェクトの TypeId（1011）を返します。

DMA
DMA …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
ParmValue（Parameter …整数型） …整数型

Periods（） …整数型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

DMA 手法オブジェクトは、ダブル移動平均法による時系列予測をコン

トロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不使

用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスするとき

は、MainオブジェクトのMethodsプロパティを通じてMethodsオブジェ

クトにアクセス（インデクス = 5）してください。
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プロパティ（固有）

ParmValue（Parameter …整数型） …整数型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。DMA のパラメータには、期間数（インデクス = 1）

しかありません。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

Periods（） …整数型

DMA の唯一のパラメータである期間数を設定、または返します。

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Periods, Parm

Value）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

DMA オブジェクトの TypeId（1005）を返します。
186 Developer Kit ユーザマニュアル 



1

DES

DES …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

Beta（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

DES手法オブジェクトは、Holtダブル指数平滑法による時系列予測をコ

ントロールします。これにはパラメータの設定や、この手法の使用 / 不

使用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアクセスすると

きは、Main オブジェクトの Methods プロパティを通じて Methods オブ

ジェクトにアクセス（インデクス = 6）してください。

プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

DESの二つのパラメータ（a , b）のうちaの値を設定、または返しま

す。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

Beta（） …ダブル型

DESの二つのパラメータ（a , b）のうちbの値を設定、または返しま

す。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。DES のパラメータには、a（インデクス = 1）と b
（インデクス = 2）があります。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。
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プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Beta,

ParmValue）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

DES オブジェクトの TypeId（1007）を返します。

AHW
AHW …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

Beta（） …ダブル型

Gamma（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

AHW 手法オブジェクトは、Holt-Winters 加法型季節平滑法による時系

列予測をコントロールします。これにはパラメータの設定や、この手法

の使用 / 不使用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアク

セスするときは、Main オブジェクトの Methods プロパティを通じて

Methods オブジェクトにアクセス（インデクス = 7）してください。
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プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

AHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち a の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

Beta（） …ダブル型

AHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち b の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

Gamma（） …ダブル型

AHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち g の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。AHW のパラメータには、a（インデクス = 1）、b（イ

ンデクス = 2）、g（インデクス = 3）があります。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Beta,

Gamma, ParmValue）は無視されます。
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Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

AHW オブジェクトの TypeId（1008）を返します。

MHW
MHW …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Alpha（） …ダブル型

Beta（） …ダブル型

Gamma（） …ダブル型

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

Automatic（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

MHW 手法オブジェクトは、Holt-Winters 積乗型季節平滑法による時系

列予測をコントロールします。これにはパラメータの設定や、この手法

の使用 / 不使用の切り換えなどが含まれます。このオブジェクトにアク

セスするときは、Main オブジェクトの Methods プロパティを通じて

Methods オブジェクトにアクセス（インデクス = 8）してください。

プロパティ（固有）

Alpha（） …ダブル型

MHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち a の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。
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Beta（） …ダブル型

MHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち b の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

Gamma（） …ダブル型

MHW の三つのパラメータ（a , b , g）のうち g の値を設定、または返

します。 

このプロパティは、ActiveプロパティがcbpOnでAutomaticプロパティ

が cbpOff のときにのみ使用されます。

ParmValue（Parameter …整数型） …ダブル型

Parameter に指定したインデクス値に対応するパラメータを設定、ま

たは返します。MHW のパラメータには、a（インデクス = 1）、b（イ

ンデクス = 2）、g（インデクス = 3）があります。

このパラメータインデクスは、ActiveプロパティがcbpOnで、Automatic

プロパティが cbpOff のときにのみ使用されます。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

予測にこの手法を使うかどうかを指定します。使用する場合は cbpOn

を、使用しない場合は cbpOff を指定してください。cbpOff が指定さ

れたときは、パラメータ関連のプロパティ（Automatic, Alpha, Beta,

Gamma, ParmValue）は無視されます。

Automatic（） …整数型

自動計算によって 適なパラメータを求めるかどうかを指定しま

す。ParmValue プロパティを使って直接パラメータを指定したいとき

には cbpOff を、CB Predictor にパラメータを計算させたいときには

cbpOn を指定してください。

Activate プロパティが cbpOff のときは、このプロパティは無視されま

す。
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プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

MHW オブジェクトの TypeId（1009）を返します。

Regression
Regression …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
Constant（） …整数型

プロパティ（手法）：
Active（） …整数型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Regression オブジェクトは、回帰手法をコントロールします。これには

パラメータの設定や、回帰の使用 / 不使用などが含まれます。このオブ

ジェクトにアクセスするときは、Main オブジェクトの Methods プロパ

ティを通じて Methods オブジェクトにアクセス（インデクス = 9）して

ください。

プロパティ（固有）

Constant（） …整数型

回帰式に定数項をもたせるかどうかを設定、または返します。定数

項を含む場合は cbpOn を、含まない場合は cbpOff を指定してくださ

い。

プロパティ（手法）

Active（） …整数型

回帰を使うかどうかを指定します。使用するときにはcbpOnを、使用

しないときには cbpOff を指定してください。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Regression オブジェクトの TypeId（1014）を返します。
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入力オブジェクト

Data
Data …オブジェクト型

メソッド：
Add（Length …整数型） 

Remove（Index …整数型）

プロパティ（固有）：
Length（） …整数型

Series（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Count（） …整数型 【リードオンリー】

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Dataオブジェクトは、入力データ系列をもつDatumオブジェクトのコレ

クションです。各 Main オブジェクトにはそれぞれ一つの Data オブジェ

クトがあります。

Mainオブジェクトに対して新しいDataオブジェクトを作成するときは、

MainオブジェクトのNewDataObjectメソッドを使います。Dataオブジェ

クトにアクセスするときは、MainオブジェクトのDataObjectプロパティ

を使います。

メソッド

Add（Length …整数型）

Datum オブジェクトを Data オブジェクトの Datum オブジェクトコレ

クションに追加します。Length は新しい Datum オブジェクトの 大

データポイント数です。Length は Data オブジェクトの長さを超える

ことはできません。このデータ長は Data オブジェクトを作るときに

MainオブジェクトのNewDataObjectメソッドまたはLengthプロパティ

で設定します。

Remove（Index …整数型）

Indexに対応するDatumオブジェクトをDataオブジェクトのDatumオ

ブジェクトコレクションから削除します。
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プロパティ（固有）

Length（） …整数型

任意の系列（Datumオブジェクト）の 大データポイント数を設定、

または返します。

Series（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Index に対応する Datum オブジェクトとして一つの系列を返します。

Count（） …整数型 【リードオンリー】

Data オブジェクト中の Datum オブジェクト数（データ系列数）を返

します。

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Index に対応するオブジェクトを返します。このプロパティを使っ

て、Data コレクションの中の Datum オブジェクトにアクセスしてく

ださい。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Data オブジェクトの TypeId（2012）を返します。

Datum
Datum …オブジェクト型

メソッド：
CalculateStats（）

SortResults（）

プロパティ（固有）：
AutoCorrelation（Lag …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

AutoCorrelationProb（Lag …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

BestResult（） …整数型 【リードオンリー】

GetResult（Method …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Item（Index …整数型） …ダブル型

Lag（） …整数型

Length（） …整数型 【リードオンリー】 

LjungBox（） …ダブル型 【リードオンリー】

LjungBoxProb（） …ダブル型 【リードオンリー】

Maximum（） …ダブル型 【リードオンリー】
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Mean（） …ダブル型 【リードオンリー】

Minimum（） …ダブル型 【リードオンリー】

Name（） …文字列型

NotForecasted（） …整数型

Regression（） …整数型

Results（） …オブジェクト型 【リードオンリー】

StdDev（） …ダブル型 【リードオンリー】

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトは一つのデータポイントの系列を表します。

メソッド

CalculateStats（）

実測データの統計量を計算します。統計量には、自己相関、平均

値、標準偏差、 小値、 大値、LjungBox、自己相関の確率、Ljung

Box の確率があります。Datum は各統計量にそれぞれのプロパティを

もちます。

SortResults（）

選択された誤差測度を使い、予測結果を 良のものから順に並べ替

えます。並べ替えは Results オブジェクトの中で行われます。このメ

ソッドを使った後は、Results（1）は 良、Results（2）は2位…となり

ます。
また、 良の手法を BestResult プロパティに割り当てます。

＜ Developer メモ＞　BestResult プロパティを使う前に、このメソッ
ドを実行しなければいけません。

プロパティ（固有）

AutoCorrelation（Lag …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

実測データの、Lag に指定されたラグの自己相関を返します。季節性

を判定するのに役立ちます。

AutoCorrelationProb（Lag …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

AutoCorrelation プロパティが返す自己相関の値の確率を（同じ Lag を

使って）返します。
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BestResult（） …整数型 【リードオンリー】

良の手法のインデクス（常に 1）を返します。

GetResult（Method …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Method に指定した手法と現在の系列に対して結果を計算し、Results

オブジェクトに格納しないでResultオブジェクトを返します。Method

パラメータのインデクスは下表のとおりです。これは、Rank パラ

メータに対応して Result オブジェクトを返す Results パラメータとは

対照的です。

手法 組込み定数 値

SMA （シングル移動平均法） cbpSMA 1
SES （シングル指数平滑法） cbpSES 2
ASD （加法型季節平滑法） cbpSAdd 3
MSD （積乗型季節平滑法） cbpSMult 4
DMA （ダブル移動平均法） cbpDMA 5
DES （Holt ダブル指数平滑法） cbpDES 6
AHW （Holt-Winters 加法型季節平滑法） cbpHWA 7
MHW（Holt-Winters 積乗型季節平滑法） cbpHMW 8
重回帰 cbpRegress 9

Item（Index …整数型） …ダブル型

Indexに指定した位置のデータポイント値を返します。たとえば Index

に 43 を指定したときの戻り値は、データ系列の 43 番目の値です。

Lag（） …整数型

このデータ系列のラグを設定、または返します。これは独立変数と

して設定されているデータ系列にのみ有効です。データ系列が従属

変数である場合や、回帰の対象になっていない場合は、このプロパ

ティは無視されます。

Length（） …整数型 【リードオンリー】 

データ系列に存在する値の個数を返します。

LjungBox（） …ダブル型 【リードオンリー】

Datumオブジェクトに含まれる実測データのLjungBox値を返します。

LjungBoxProb（Lag …ダブル型） …ダブル型 【リードオンリー】

LjungBox プロパティから得られる Ljung Box 値の確率を返します。
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Maximum（） …ダブル型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトに含まれる実測データの 大値を返します。

Mean（） …ダブル型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトに含まれる実測データの平均値を返します。

Minimum（） …ダブル型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトに含まれる実測データの 小値を返します。

Name（） …文字列型

Datum オブジェクトのデータ系列の名前を設定、または返します。

NotForecasted（） …整数型

このデータ系列に予測値を生成するかどうかを設定、または返しま

す。これは独立変数として設定されているデータ系列にのみ有効で

す。データ系列が従属変数である場合や、回帰の対象になっていな

い場合、このプロパティは無視されます。

Regression（） …整数型

Datumオブジェクトのデータ系列の回帰ステータスを設定、または返

します。

ステータス 組込み定数 値

回帰の対象になっていないとき cbpNoRegress 0
従属変数 cbpDependent 1
独立変数 cbpIndependent 2

Results（） …オブジェクト型 【リードオンリー】

現在の系列のResultまたはRegressResultオブジェクトを手法の順位に

対応して返します。たとえば Results（1）は 良の結果、Results（2）

は第 2 位の結果を返します。これは、Method パラメータに対応して

Result オブジェクトを返す GetResults パラメータとは対照的です。

StdDev（） …ダブル型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトに含まれる実測データの標準偏差を返します。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Datum オブジェクトの TypeId（1012）を返します。
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出力オブジェクト

RegressResult
RegressResult …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
AR2（） …ダブル型 【リードオンリー】

Constant（） …整数型 【リードオンリー】

N（） …整数型 【リードオンリー】

R2（） …ダブル型 【リードオンリー】

P（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

T（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

プロパティ（結果）：
Name（） …文字列型 【リードオンリー】

NumParms（） …整数型 【リードオンリー】

ParmName（Index …整数型） …文字列型

ParmValue（Index …整数型） …文字列型

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

RegressResult オブジェクトは回帰の結果として、従属変数に対する予

測、式、統計量、測度のすべてを含みます。系列が従属変数かどうか

は、Datum オブジェクトの Regression プロパティを使って指定します。

プロパティ（固有）

AR2（） …ダブル型 【リードオンリー】

その回帰の修正済 R2 を返します。

Constant（） …整数型 【リードオンリー】

回帰式の定数項を返します。

N（） …整数型 【リードオンリー】

回帰に使われた各系列の値の個数（通常は も短い系列のデータポイ
ント数）を返します。

R2（） …ダブル型 【リードオンリー】

その回帰の R2 を返します。
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P（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Index に指定された独立変数と回帰間の p 値を返します。

＜ Developer メモ＞　回帰式が定数項を含んでいなければ P(1) ＝ 0、
P(2)が一つめの独立変数に対する値、 P(3)が二つめの独立変数に対する
値になります。

T（Index …整数型） …ダブル型【リードオンリー】

Index に指定された独立変数と回帰間の t 統計量を返します。

＜ Developer メモ＞　回帰式が定数項を含んでいなければ T(1) 未定
義、 P(2) が一つめの独立変数に対する値、 P(3) が二つめの独立変数に対
する値になります。

プロパティ（結果）

Name（） …文字列型 【リードオンリー】

従属変数系列の名前を返します。

NumParms（） …整数型 【リードオンリー】

回帰式で使われる係数の個数を返します。定数項を含むときは、そ

れも個数に含まれます。

ParmName（Index …整数型） …文字列型

Index に対応する独立変数の名前を返します。

ParmValue（Index …整数型） …文字列型

Index（データ系列）に対応する係数の値を返します。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

RegressResult オブジェクトの TypeId（1021）を返します。
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Result
Result …オブジェクト型

プロパティ（固有）：
FitValue（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Forecast（Period …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Item（Index …整数型） …ダブル型【リードオンリー】

Length（） …整数型 【リードオンリー】

LowerLimit（Period …整数型 , Confidence …整数型）

…ダブル型 【リードオンリー】

MaxStats（） …整数型 【リードオンリー】

Method（） …文字列型 【リードオンリー】

Name（） …文字列型 【リードオンリー】

NumParms（） …整数型 【リードオンリー】

ParmName（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

ParmValue（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

StatsName（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

StatsValue（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

StdDev（Period …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

UpperLimit（Period …整数型 , Confidence …整数型）

…ダブル型 【リードオンリー】

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

各 Result オブジェクトには、Datum オブジェクトに含まれるデータ系列

に特定の手法を適用した結果が含まれます。

プロパティ（固有）

FitValue（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

データ系列の Index の位置にある実際のデータポイントに対応する適

合値を返します。

Forecast（Period …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Periodに指定した期間に対応する予測値を返します。期間は予測値の

番号に相当し、たとえば 初の予測値なら Period に 1 を、2 番目の予

測値なら Period に 2 を指定します。

Item（Index …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Index に指定された実測データ値を返します。系列の 初の値なら

Index に 1 を、2 番目の値なら Index に 2 を指定します。
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Length（） …整数型 【リードオンリー】

実測データ系列のデータポイントの個数を返します。

LowerLimit（Period …整数型 , Confidence …整数型） 

…ダブル型 【リードオンリー】

Periodに指定した予測期間について、信頼区間に収まる 小期待値を

返します。Confidence には以下のうち一つの値を指定します。

下限 Confidence の指定値

20% 1
10% 2
5% 3
1% 4
0.1% 5
0.01% 6

MaxStats（） …整数型 【リードオンリー】

このデータ系列に計算された統計量の個数を返します。現在の CB

Predictor では常に 5 になります。

Method（） …文字列型 【リードオンリー】

このデータ系列のこの結果を導くのに使われた手法の名前を返しま

す。

Name（） …文字列型 【リードオンリー】

この結果を導くのに使われたデータ系列の名前を返します。

NumParms（） …整数型 【リードオンリー】

この手法に対応するパラメータの個数を返します。たとえば、シン

グル移動平均法では 1 が返ります。

ParmName（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

この手法の、Index に対応するパラメータの名称を返します。たとえ

ば、Holt-Winters 積乗型季節平滑法で Index に 2 を指定すると、b が

返ります。

ParmValue（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

この手法の、Index に対応するパラメータの値を返します。たとえ

ば、Holt-Winters 積乗型季節平滑法で Index に 2 を指定すると、b の
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値が返ります。戻り値の文字列はパラメータにあわせた書式になり

ます。

StatsName（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

下表に従って指定した Index に対応する統計量の名前を返します。

統計量 組込み定数 値

MAD cbpStatMAD 1
MAPE cbpStatMAPE 2
RMSE cbpStatRMSE 3

タイル U cbpStatTU 4
ダービン－ワトソン cbpStatDW 5

StatsValue（Index …整数型） …文字列型 【リードオンリー】

Index に対応する統計量の値を返します。Index に指定する値は Stats

Name で示した表に従ってください。戻り値の文字列はパラメータに

あわせた書式になります。

StdDev（Period …整数型） …ダブル型 【リードオンリー】

Period に指定した期間の予測値の標準偏差を返します。標準偏差は

Crystal Ball の仮定を作成するときに使用します。

UpperLimit（Period …整数型 , Confidence …整数型） 

…ダブル型 【リードオンリー】

Periodに与えられた予測期間について、信頼区間に収まる 大期待値

を返します。Confidence には以下のうち一つの値を指定します。

上限 Confidence の指定値

80% 1
90% 2
95% 3
99% 4
99.9% 5
99.99% 6

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Result オブジェクトの TypeId（1013）を返します。
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Results

Results …オブジェクト型

メソッド：
Remove（Index …整数型）

プロパティ（コレクション）：
Count（） …整数型 【リードオンリー】

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

プロパティ（共通）：
TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Resultsオブジェクトには、特定のデータ系列に対して回帰が実行されて

いる場合は、RegressResult オブジェクトに含まれる Result オブジェクト

のコレクションが含まれます。データ系列が回帰の従属変数であるとき

は、RegressResult オブジェクトが含まれます。従属変数でないときは、

そのデータ系列で利用することができる各手法の Result オブジェクトが

含まれます。

メソッド

Remove（Index …整数型）

Results コレクションから、Index に指定された Result オブジェクトを

削除します。

プロパティ（コレクション）

Count（） …整数型 【リードオンリー】

Results オブジェクトに含まれる Result オブジェクトまたは Regress

Result オブジェクトの個数を返します。

Item（Index …整数型） …オブジェクト型 【リードオンリー】

Indexに対応するResultまたはRegressResultオブジェクトを返します。

プロパティ（共通）

TypeId（） …整数型 【リードオンリー】

Results オブジェクトの TypeId（2013）を返します。
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付録 A

組込み定数



概要

Developer Kit の組込み定数をアルファベッ

ト順にリストします。



1

Crystal Ball の組込み定数

組込み定数 値

cbAsmDistFlag 8

cbAsmDistType 2

cbAsmFrozen 10

cbAsmHighCutOff 7

cbAsmLowCutOff 6

cbAsmName 1

cbAsmNumParms 3

cbAsmParmName 4

cbAsmParmValue 5

cbAssumShowCDF 1

cbAssumShowMean 3

cbCelAssum 1

cbCelColor 2

cbCelDecVar 3

cbCelDistMean 4

cbCelDistMedian 5

cbCelFore 2

cbCelNote 3

cbCelPattern 1

cbCelRangeMax 7

cbCelRangeMidpoint 4

cbCelRangeMin 6

cbCelWorkbook 2

cbCelWorksheet 3

cbChaAdd 3

cbChaAll 1

cbChaChosen 2

cbChaClearList 4

cbChaOpen 5

cbChartAdd 4

cbChartAll 1

cbChartChosen 3

cbChartClearList 5

cbChartOpen 2

cbChdAdd 3

cbChdAll 1

cbChdChosen 2

cbChdClearList 4

cbChfAdd 4

cbChfAll 1

cbChfChosen 3

cbChfClearList 5

cbChfOpen 2

cbChtChartType 1

cbChtColored 1

cbChtDistType 2

cbChtExcel 2

cbChtGroups 3

cbChtHorizGrids 6

cbChtMeanLine 5

cbChtOverlay 1

cbChtSensitiv 3

cbChtTrend 4

cbDatCumulative 5

cbDatForeValues 1

cbDatFrequencies 4

cbDatPercentiles 3

cbDatSensitiv 6

cbDatStatistics 2

cbDatValues 1

cbDecFrozen 6

cbDecMax 3

cbDecMin 2

cbDecName 1

cbDecStep 5

cbDecType 4

cbDfaBeta 9

cbDfaBinomial 3

cbDfaCustom 11

cbDfaDiscreteUniform 22

組込み定数 値
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cbDfaExponential 6

cbDfaExtremeValue 15

cbDfaGamma 12

cbDfaGeometric 7

cbDfaHypergeometric 10

cbDfaHypergeometricSuccess 17

cbDfaLogistic 13

cbDfaLogNormal 4

cbDfaMaxExtreme 19

cbDfaMinExtreme 18

cbDfaNegBinomial 16

cbDfaNormal 0

cbDfaPareto 14

cbDfaPoisson 2

cbDfaStudentsT 20

cbDfaTriangular 1

cbDfaUniform 5

cbDfaWeibull 8

cbDfaYesNo 21

cbDstCumulative 2

cbDstFrequency 1

cbDstReverseCumul 3

cbExtAutoFormat 10

cbExtChartBins 7

cbExtChooseAsm 6

cbExtChooseFore 3

cbExtDataType 2

cbExtExistingSheet 5

cbExtIncludeCellLoc 8

cbExtIncludeLabels 9

cbExtOK 1

cbExtPercentiles 4

cbExtSheetName 11

cbExtStartCell 12

cbExtStartSheet 13

cbFmtCommas 3

cbFmtDecimalPlace 4

組込み定数 値

cbFmtFormatType 1

cbFmtUnderlying 2

cbForAutoOpen 4

cbForFilter 14

cbForFilterFrom 16

cbForFilterGlobal 18

cbForFilterInside 15

cbForFilterTo 17

cbForFrozen 19

cbForName 1

cbForOpenWhen 5

cbForPrecision 6

cbForPrecisionAbsolute 7

cbForPrecisionAbsoluteValue 8

cbForPrecisionMean 10

cbForPrecisionPerc 12

cbForPrecisionPercValue 13

cbForPrecisionRelativeValue 9

cbForPrecisionStdDev 11

cbForUnits 2

cbFrzAddCell 1

cbFrzClearList 2

cbFrzSetList 3

cbFstCV 9

cbFstKurtosis 8

cbFstMean 2

cbFstMedian 3

cbFstMode 4

cbFstRangeMax 11

cbFstRangeMin 10

cbFstRangeWidth 12

cbFstSkewness 7

cbFstStdDev 5

cbFstStdError 13

cbFstTrials 1

cbFstVariance 6

cbFttFixed 1

組込み定数 値
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cbFttGeneral 2

cbFttScientific 3

cbGrp100 5

cbGrp15 1

cbGrp150 6

cbGrp25 2

cbGrp300 7

cbGrp50 3

cbGrp75 4

cbMinusInfinity −1.11e307

cbPctDeciles 3

cbPctIcosatiles 4

cbPctQuartiles 1

cbPctQuintiles 2

cbPctSet1 5

cbPctSet2 6

cbPctSet3 7

cbPctSet4 8

cbPlusInfinity 1.11e307

cbRptAssumCharts 11

cbRptAssumCorr 23

cbRptAssumParam 10

cbRptAssumPercentiles 22

cbRptAssumption 2

cbRptAssumStatistics 21

cbRptCapMetrics 37

cbRptChartType 13

cbRptChooseAssum 12

cbRptChooseDecVar 18

cbRptChooseFore 9

cbRptChooseOverlay 28

cbRptChooseSensitivity 30

cbRptChooseTrend 29

cbRptCustom 6

cbRptDecVarBounds 19

cbRptDecVars 4

cbRptDecVarType 20

組込み定数 値

cbRptDefinedType 32

cbRptExistingSheet 16

cbRptForecasts 3

cbRptForeCharts 6

cbRptForePercentiles 7

cbRptForeStatistics 5

cbRptForeSummaries 4

cbRptFull 1

cbRptIncludesCellLocs 34

cbRptIndex 5

cbRptOK 1

cbRptOverlayChart 14

cbRptOverlayCharts 24

cbRptRunPreferences 3

cbRptRunStatistics 4

cbRptSectAssumptions 7

cbRptSectDecVars 8

cbRptSectForecasts 6

cbRptSection 35

cbRptSectionOrder 36

cbRptSectOverlay 2

cbRptSectSensitivity 4

cbRptSectSummary 1

cbRptSectTrend 3

cbRptSensitivChart 3

cbRptSensitivityCharts 26

cbRptSheetName 33

cbRptSummary 17

cbRptSummaryDate 2

cbRptSummaryTitle 1

cbRptTrendChart 2

cbRptTrendCharts 25

cbRunCapMetrics 52

cbRunCapMetricsCalcType 55

cbRunCapMetricsNormalCalcOptions 57

cbRunCapMetricsNormalityThresh 56

cbRunCapMetricsShift 54

組込み定数 値
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cbRunCapMetricsShort 53

cbRunCorrelationsOff 10

cbRunHideForecasts 28

cbRunMaxTrials 1

cbRunMinimizeHost 26

cbRunMinimizeSheets 27

cbRunMode 29

cbRunPrecisionConfidence 46

cbRunPrecisionControl 40

cbRunPrecisionWithin 45

cbRunRandomSeed 31

cbRunReversePercentiles 47

cbRunSameRandoms 4

cbRunSampleSize 8

cbRunSamplingMethod 7

cbRunSaveAssumptionValues 49

cbRunStopOnError 2

cbRunUserMacros 51

cbSamLatinCube True

cbSamMonteCarlo False

cbSenChooseAssum 8

cbSenDisplayGreaterThan 6

cbSenDisplayOnlyHighest 5

cbSenMeasure 2

cbSenTargetFore 1

cbSenTitle 7

cbTrdTitle 1

cbTrdChooseFore 2

cbTrdVertGridLines 4

cbTrdHorzGridLines 5

cbTrdChartType 6

cbTrdValueAxis 7

cbTrdCertaintyBands 8

cbTypArea 1

cbTypCertCenteredOnMedian 4

cbTypColumn 3

cbTypCumulCert 3

組込み定数 値

cbTypOutline 2

cbTypReverseCumulCert 1

cbValMinMaxDiv 3

cbValRelative 2

cbValZeroBased 1

組込み定数 値
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CB Predictor の組込み定数

組込み定数 値

cbpDependent 1

cbpDES 6

cbpDMA 5

cbpFrwdStepwise 1

cbpHoldout 3

cbpHWA 7

cbpIndependent 2

cbpIterativeStepwise 2

cbpMAD 1

cbpMAPE 2

cbpHWM 8

cbpNoRegress 0

cbpOff 0

cbpOn 1

cbpRegress 9

cbpRMSE 0

cbpSAdd 3

cbpSES 2

cbpSimpleLead 1

cbpSMA 1

cbpSMult 4

cbpStandard 0

cbpStatDW 5

cbpStatMAD 1

cbpStatMAPE 2

cbpStatRMSE 3

cbpStatTU 4

cbpWeightedLead 2
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付録 B

以前のバージョンとの違い



概要

この付録では、Crystal Ball 2000.5（5.5）の

Developer Kit とこのバージョンの Developer

Kit の相違点を説明します。ここで説明する

相違点のほとんどは、Crystal Ball 2000 の他

のバージョン（2000.x,  5.x）にもあてはま

ります。

この付録から、利用できるCBプロシージャ

を知るだけではなく、既存のマクロを修正

するために必要な情報も得られます。



1

追加されたプロシージャ

Crystal Ball 7 以降に追加された CB プロシージャには以下があります。

Crystal Ball 7.1 における追加

CB.AlertOnArgumentError
CB.AlertOnMacroResultError
CB.AlertOnObsolete
CB.AutoDownshift
CB.Freeze
CB.FreezeND
CB.MacroResultDetail
CB.OpenSelection
CB.RestoreResults
CB.RestoreResultsND
CB.SaveResults
CB.SaveResultsND
CB.SetCBWorkbookPriority
CB.WorksheetProtection

Crystal Ball 7.2 における追加

CB.CheckDataND
CB.CloseAllCharts
CB.CloseChart
CB.CreateChart
CB.DeleteChart
CB.EnumChart
CB.GetForeData
CB.GetWorksheetVersion
CB.OpenChart
CB.SelectChart
CB.SensPrefs
CB.SetFitRange

削除されたプロシージャ

Crystal Ball 2000.x（5.x）やそれ以前のバージョンで利用できた以下の

CB プロシージャは、現在は使えなくなっています。

CB.Auto_Open
CB.CloseCB
CB.CloseOverlay
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CB.CopyCertainty
CB.CopyFore
CB.CopyOverlay
CB.CopyRangeMax
CB.CopyRangeMin
CB.ForeWindows

CB.FreezeAssum （CB.Freeze に変更）

CB.FreezeAssumND （CB.FreezeND に変更）
CB.Help
CB.OpenOverlay
CB.OverlayPrefs
CB.OverlayPrefsND
CB.RangePrefs
CB.RangePrefsND
CB.ResampleFore

CB.RestoreRun （CB.RestoreResults に変更）

CB.RestoreRunND （CB.RestoreResultsND に変更）

CB.SaveRun （CB.SaveResults に変更）

CB.SaveRunND （CB.SaveResultsND に変更）
CB.SelectSome
CB.SetForeTrial
CB.SetView
CB.StatsPrefsND

CB.Auto_Open は、現在の Crystal Ball は本来の Excel アドインではない

ため使用できません。また、CB.StatsPrefsND は以下の理由で削除され

ました。

• cbStaBaseRange および cbRngDisplay の機能が、CB.SetFore のフィル

タリング定数に置き換わったため

• cbStaCenterOn が不要になったため（常に範囲の中央値にセンタリン

グされます）

• cbStaReversePercentile の機能が、CB.RunPrefsND で扱われるように

なったため

CB.RestoreRun および CB.RestoreRunND が CB.RestoreResults および CB.

RestoreResultsND に変わり、そのため、CB.MacroResult から返される関

連定数が、cbErrRestoreRun から cbErrRestoreResult に変更されました。

戻り値は変化していません。

以下のワークシート関数は、現在の Developer Kit には含まれていません。

CB.ExtremeValue
CB.ExtremeValue2
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CB.GetCorrelationFN
CB.GetDecVarFN
CB.GetForeFN
CB.GetVersionFN

変更されたプロシージャ

このセクションでは、Crystal Ball 2000.5（5.5）から変更された CB プロ

シージャについて、プロシージャのアルファベット順に、変更内容を説

明します。

説明の中で組込み定数の後ろにある括弧書きの数値は、インデクス番号

を示してます。たとえば cbCelDistMedian（5）は、cbCelDistMedian のイ

ンデクス値が 5 であることを示しています。

定数に「使用しないことを推奨」と記載されている場合、この定数は将

来のバージョンで使用できなくなります。現段階から使用しないことを

お勧めします。

CB.AssumPrefsND

• （マニュアルのミスの訂正） 初の引数が設定項目に修正され、

cbAssumShowMean のインデクス値が 3 から 2 に修正されました。

• cbAssumShowCoordinates は削除されました。

CB.AutoDownshift

• Crystal Ball 7.2 から、このプロシージャはサブルーチンではなく関

数になり、切り替え引数に指定されている値を返すようになりまし

た。戻り値は True（ 高速モードで実行できないときに、自動的に

通常モードに変更する）または False（シミュレーションを中止す

る）です。

CB.CellPrefsND

• インデクス 2 引数（および対応する値引数）に cbCelDistMedian（5）

と cbCelRangeMin（6）が追加されました。

• 値引数のcbCelPattern（1）の値が、0～3から0～17に変更されました。

• 指定したセルプリファレンスの適用方法を指定するために、適用対
象引数（cbCelGlobal（0）、cbCelWorkbook（1）、cbCelWorksheet（2））

が追加されました。

CB.ChartPrefsND

• インデクス引数 cbChtRedrawFrequency（4）は削除されました。
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CB.CheckData

• 現在の Crystal Ball では、Crystal Ball データのリスティングを行う都

度、またデータの削除や追加の都度、このサブルーチンを呼び出さ

なければなりません。

CB.ClearData

• 選択したセル範囲に複数の種類のCrystal Ballデータが存在している

とき、ダイアログが表示されて、消去するデータタイプを選択でき
るようになりました。

• このプロシージャを呼び出す前に、シミュレーションをリセットし

なければならなくなりました。

CB.ClearDataND

• このプロシージャを呼び出す前に、シミュレーションをリセットし

なければならなくなりました。

CB.CloseFore

• シミュレーションの実行中でも、このプロシージャを呼び出せるよ

うになりました。

CB.CloseSensitiv

• CB.EnumChart と CB.SelectChart を使うことで、閉じる感度グラフを

明示的に選択できるようになりました。

CB.CloseTrend

• CB.EnumChart と CB.SelectChart を使うことで、閉じる傾向グラフを

明示的に選択できるようになりました。

CB.CopyData,  CB.CopyDataND

• 選択されたセルの Crystal Ball データは（CB.PasteData でペーストす

るために）Crystal Ball の内部クリップボードにコピーされるのでは

なく、セルの場所が記録されるようになりました。したがって、CB.

CopyData や CB.CopyDataND は CB.PasteData を呼び出す直前に（他

の操作を間に入れないで）呼び出さなくてはなりません。

• （マニュアルのミスの訂正）引数が CB データタイプに修正されまし

た。

CB.CorrelateND

• 相手の仮定引数が追加されました。この引数で指定する仮定セルは、

ワークブックが同一であれば、他のワークシート上のセルでもかま

いません。
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CB.CreateRpt

• シミュレーションの実行中でも、このプロシージャを呼び出せるよ

うになりました。

CB.CreateRptND

• シミュレーションの実行中でも、このプロシージャを呼び出せるよ

うになりました。

• Crystal Ball 7 で変更されたレポート作成機能に従い、以下の修正が

なされました。

• インデクス引数 cbRptForeFrequencies（8）が削除されました。

• インデクス引数 cbRptDecVar（15）は使用しないことを推奨し

ます。cbRptChooseDecVar（18）をお使いください。

• インデクス引数（および対応する値 1、値 2 引数）に 17 ～ 26、

28 ～ 30、32 ～ 37 が追加されました。これらの内容については

第 2 章の表 15（p.52）、および表 20（p.57）から表 24（p.60）を

ご覧ください。

• Crystal Ball 7.0 では必要ありませんでしたが、カスタムレポー

トを作成するマクロの 初に以下のコードを追加しなければな
らなくなりました。

CB.CreateRptND cbRptDefinedType, cbRptCustom

このコードを追加しないと、［レポートの作成］ダイアログで現

在選択されているレポート（デフォルトではフルレポート）が

作成されます。

• Crystal Ball 2000.5（5.5）でサポートされたインデクス引数に、以下

のような変更があります。

• cbRptForePercentiles の値 2 引数に、cbPctSet3（7）と cbPctSet4

（8）が追加されました。

• cbRptChooseAssum の値 1 引数に、cbChaOpen（5）が追加され

ました。

• cbRptChartType の値 1 引数 cbChtBW（0）が削除されました。

CB.DefineAltParms

• ベータ分布のパラメータの変更に伴い、パラメータ 4 引数が追加さ

れました。

• Student t 分布の追加に伴い、この分布で使用される新しい分布パラ

メータ cbParmMidpoint（−20）と cbParmDegFreedom（−21）が追加

されました。

• 対数平均値・対数標準偏差、幾何平均値・幾何標準偏差という代替

パラメータセットが対数正規分布に使えるようになりました。
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＜ Crystal Ball メモ＞　対数正規分布には（パーセンタイルのほかに）
三つの代替パラメータセットがあるため、対数正規分布の代替パラメー
タを設定するとき、CB.DefineAltParms に cbParmRegular 定数を渡す
ことはできません。たとえば cbParmLogMean と cbParmLogStDev
のように、明示的にパラメータセットを指定してください。

• cbParmMode（−15）は、Crystal Ball 2000.x（5.x）で利用できた極値

分布をサポートするためにあります。Crystal Ball 7.x では、極値分

布は 大極値分布と 小極値分布に分かれているため、cbParmMode

を使用しないことを推奨します。

• Crystal Ball 2000.5（5.5）と Crystal Ball 7.x とでは、引数が同じでも

CB.DefineAltParms の各呼び出しの戻り値は異なります。戻り値は単

に代替パラメータセットを指す整数値です。Crystal Ball 2000.5（5.5）

で作成したマクロは、Crystal Ball 7.2 以降でも同様に動作します。

CB.DefineAssum

• すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチン

を呼び出す前にシミュレーションをリセットしなければならなくな

りました。

CB.DefineAssumND

• すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチン
を呼び出す前にシミュレーションをリセットしなければならなくな

りました。

• 動的参照引数は Crystal Ball 2000.5（5.5）との互換性のために残され

ていますが、Crystal Ball 7 ではセル参照は常に動的なので、使用し

ないことを推奨します。

• ベータ分布（cbDfaBeta）のパラメータの変更に伴い、パラメータ 4

引数が追加されました。

• Crystal Ball 7 で追加された分布型をサポートするために、以下の分

布型引数が追加されました。

cbDfaHypergeometricSuccess（17）
cbDfaMinExtreme（18）
cbDfaMaxExtreme（19）
cbDfaStudentsT（20）
cbDfaYesNo（21）
cbDfaDiscreteUniform（22）

• cbDfaHypergeometric（10）と cbDfaExtremeValue（15）は使用しない

ことを推奨します。前者は cbDfaHypergeometricSuccess（17）、後者

は cbDfaMinExtreme（18）または cbDfaMaxExtreme（19）をお使い

ください。
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• 第 2 章の表 29（p.68）で、新しい分布型と分布パラメータを確認し

てください。

CB.DefineDecVar,  CB.DefineDecVarND

• すでにシミュレーションを実行している場合は、このサブルーチン

を呼び出す前にシミュレーションをリセットしなければならなくな
りました。

CB.DefineForeND

• すべての引数の指定が任意になりました。

• すべての引数の VBA データ型がバリアントになりました。

• 予測ウィンドウのサイズ引数は削除されました。ただし、それ以下

の引数のいずれかを指定する場合は、カンマを挿入して、この引数

の指定位置を残してください。

• 工程能力分析機能の追加に伴い、LSL、USL、目標値の各引数が追

加されました。

CB.EnumAssum

• Crystal Ball 7.2 から、この関数の戻り値は絶対セル参照になりまし

た。

CB.EnumDecVar

• Crystal Ball 7.2 から、この関数の戻り値は絶対セル参照になりまし

た。

CB.EnumFore

• Crystal Ball 7.2 から、この関数の戻り値は絶対セル参照になりまし

た。

CB.ExtractDataND

• cbExtDataType の値 1 引数 cbDatForeValues（1）は使用しないことを推

奨します。cbDatValues（1）をお使いください。

• cbExtDataType の値 1 引数 cbDatCumulative（5）は削除されました。

• cbExtDataType の値 1 引数に cbDatCapMetrics（7）が追加されました。

• cbExtPercentiles の値 1 引数に cbPctSet3（7）と cbPctSet4（8）が追加

されました。

• cbExtExistingSheet（5）の値 1 引数は、True と False の代わりに

cbOKExistingSheet（True）と cbOKNewSheet（False）を使用できる

ようになりました。
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• 以下のインデクス引数が追加されました。各引数については、第 2

章の表 39（p.82）をご覧ください。

cbExtChooseAsm（6）
cbExtChartBins（7）
cbExtIncludeCellLoc（8）（以上は Crystal Ball 7.2 で追加）

cbExtIncludeLabels（9）
cbExtAutoFormat（10）
cbExtSheetName（11）
cbExtStartCell（12）
cbExtStartSheet（13）（以上は Crystal Ball 7.2.1 で追加）

CB.Fit

• この関数を呼び出す前に CB.SetFitRange で実測データが入力されて

いるセル範囲を指定しなければならなくなりました。

• 分布引数に以下の定数が追加されました。

cbDfaMinExtreme（18）
cbDfaMaxExtreme（19）
cbDfaStudentsT（20）

• 分布引数 cbDfaExtremeValue（15）は使用しないことを推奨します。

cbDfaMinExtreme（18）または cbDfaMaxExtreme（19）をお使いくだ

さい。

• 戻り値引数 cbFitChiSquareP（1）は削除されました。

CB.Freeze,  CB.FreezeND

• 仮定セルだけではなく、意思決定変数セル、予測セルも固定できる

ようになったため、CB.FreezeAssum と CB.FreezeAssumND がなくな

り、これらのプロシージャが追加されました。

CB.GetAssum

• 仮定セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

CB.GetAssumPercent

• パーセンタイル引数の VBA データ型がダブルに変わりました。

CB.GetCertainty

• 予測セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

CB.GetCorrelation

• 仮定セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

• 行引数の VBA データ型が長整数に変わりました。
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CB.GetDecVar

• 意思決定変数セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりまし

た。

• インデクス引数に、cbDecFrozen（6）が追加されました。

CB.GetFitParm

• ベータ分布のパラメータの変更に伴い、パラメータ 4 引数が追加さ

れました。

• 極値分布は Crystal Ball 2000.x（5.x）との互換性のために残されてい

ますが、Crystal Ball 7.x では、極値分布は 大極値分布と 小極値

分布に分かれています。

CB.GetFore

• 予測セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

• インデクス引数 cbForWindowSize（3）は削除されました。

• （マニュアルのミスの訂正）インデクス引数 cbPrecisionPerc（12）は

cbForPrecisionPerc（12）に、また、インデクス引数 cbPrecisionPercValue

（13）は cbForPrecisionPercValue に修正されました。

• cbForFilterGlobal（18）は Crystal Ball 7.1 でいったん削除されました

が、再度利用できるようになりました。

• 以下のインデクス引数が追加されました。

cbForFrozen（19）
cbForLSL（20）
cbForUSL（21）
cbForTarget（22）

CB.GetForeStat

• 工程能力分析機能の追加に伴い、インデクス引数に 50 ～ 64 が追加

されました。

CB.GetRunPrefs

• Crystal Ball 2000.5（5.5）で追加引数として有効だった cbRunStdError

（32）と cbRunBurstAmount（33）は削除されました。

CB.GetVersion

• ビルド番号引数が追加されました。この引数に True を指定すると

Crystal Ball のビルド番号の文字列が返り、False を指定するとバー

ジョン番号の整数（たとえば 7.1.2 は 712）が返ります。デフォルト

は False です。
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CB.IsCBObject

• シートオブジェクト引数は、名称がオブジェクトに変わり、VBA

データ型がバリアントになりました。

CB.OpenSensitiv

• CB.EnumChart と CB.SelectChart を使うことで、開く感度グラフを明

示的に選択できるようになりました。

CB.OpenTrend

• CB.EnumChart と CB.SelectChart を使うことで、開く傾向グラフを明

示的に選択できるようになりました。

CB.PasteData

• Crystal Ballの内部クリップボードにあるCrystal Ballデータをペース

トするのではなく、CB.CopyData や CB.CopyDataND によって記録さ

れているセルに現在定義されているCrystal Ballデータをペーストす

るようになりました。そのため、CB.CopyData や CB.CopyDataND は

CB.PasteData を呼び出す直前に（他の操作を間に入れないで）呼び

出してください。

CB.RunPrefsND

• 以下のインデクス引数が削除されました。

cbRunBurstMode（5）
cbRunResetToOriginal（6）
cbRunSensitivAnalysis（9）
cbRunRetainUnsortedTrials（11）
cbRunParadiseServer（30）
cbRunBurstAmount（33）
cbRunPrecisionMean（41）
cbRunPrecisionWithin（45）

• 以下のインデクス引数が削除され、cbRunUserMacros（51）に引き継

がれました。

cbRunMacroBeforeSimul（21）
cbRunMacroBeforeRecalc（22）
cbRunMacroAfterRecalc（23）
cbRunMacroAfterSimul（24）

• 以下のインデクス引数が追加されました。

cbRunPrecisionConfidence（46）
cbRunFormatPercentiles（48）
cbRunSaveAssumptionValues（49）
cbRunLeaveOpenOnReset（50）
cbRunUserMacros（51）
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cbRunCapMetrics（52）
cbRunCapMetricsShort（53）
cbRunCapMetricsShift（54）
cbRunCapMetricsCalcType（55）
cbRunCapMetricsNormalityThresh（56）
cbRunCapMetricsNormalCalcOptions（57）

• インデクス引数 cbRunMinimizeHost（27）、cbRunMinimizeSheets（27）

に、シミュレーションモードの制約が加わりました。これらは 高

速モードでは機能しません。

• cbRunMode（29）の値は、Crystal Ball 2000.5（5.5）ではブール値で

したが、現在は整数値に変更されています。Crystal Ball 2000.5（5.5）

でこのインデクスを使ったモデルは、値を修正するまで Crystal Ball

7.x では実行できません。

• 上記の変更に伴って、値 1、値 2 引数が変化しています。第 2 章の

表 78（p.127）をご覧ください。

CB.SensPrefs

• インデクス引数 cbSenIncludeAssum（3）が削除され、その代わりに

cbSenChooseAssum（8）が追加されました。

• インデクス引数 cbSenIncludeOtherFore（4）は削除されました。

• インデクス引数 cbSenTitle（7）が追加されました。

CB.SetAssum

• 戻り値のデータ型がブール値からバリアントに変わりました。

• 仮定セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

CB.SetDecVar

• 戻り値のデータ型がブール値からバリアントに変わりました。

• 意思決定変数セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりまし

た。

• インデクス引数に cbFrozen（6）が追加されました。

CB.SetFore

• 戻り値のデータ型がブール値からバリアントに変わりました。

• 予測セル引数の VBA データ型がバリアントに変わりました。

• インデクス引数 cbForWindowSize（3）は削除されました。

• インデクス引数に cbFrozen（6）が追加されました。
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• インデクス引数 cbForFilterGlobal（18）は Crystal Ball 7.1 でいったん

削除されましたが、再度利用できるようになりました。

• 以下のインデクス引数が追加されました。

cbForFrozen（19）
cbForLSL（20）
cbForUSL（21）
cbForTarget（22）

• 上記の変更に伴って値引数が変化しています。第 2 章の表 89（p.145）

をご覧ください。

CB.SimResult

• （マニュアルのミスの訂正）Crystal Ball 2000.5 のマニュアルで、誤っ

て CB.SimResultND と記載されていたため、これを CB.SimResult に

修正しました。

CB.Simulation

• 非同期、グラフウィンドウを非表示、Excel を 小化、ワークシー

トを 小化、ステータス文字列の各引数の VBA データ型がバリア

ントになりました。

• コントロールパネルの表示引数が追加されました。

CB.StartMultiSimul

• 再スキャン、仮定値の保存、自動モード切り替えという三つの任意

の引数を指定できるようになりました。

CB.TrendPrefsND

• インデクス引数 cbTrdForeTitleAxis（3）は削除されました。

• cbTrdChartType の値 1 引数は、cbTypCertCenteredOnMean（2）が削

除され、cbTypCertCenteredOnMedian（4）が追加されました。

• cbTrdCertaintyBands の値 1 ～値 7 引数は、5 の倍数でなくてもよく

なりました。

その他の変更点

Crystal Ball 2000.5（5.5）Developer Kit では、グラフモジュールは cb.xla

に含まれていましたが、Crystal Ball 7.x では、グラフは Crystal Ball で作

成されるため、Developer Kit にグラフモジュールが含まれなくなりまし

た。
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