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要素モデル基本情報

1.

(1) 開発履歴
要素モデル
バージョン

年月日

内容

2012/12/07

1.0

初版開発、公開

2013/11/14

1.1.0

CSV ファイル入出力不具合の修正。日本産業中分類（平成 19 年改訂
版）の表示対応。サンプルファイル項目名の変更

2014/07/31

1.2.0

CommonMP Ver1.3 で計算が止まらなくなる不具合を解消

2015/02/05

1.3.0

CSV ファイル入力時にパラメータエラーチェック機能を追加

(2) 開発環境
No

項目

1
モデル開
発環境お

2
3

よび動作
環境

4

内容

使用 OS およびバージョン

Windows 7 Professional SP1

.NET Framework のバージョン

.NET Framework 2.0

開発環境およびバージョン

Visual C# 2010

CommonMP 本体のバージョン

開発環境：1.1.0
動作環境：1.1.0、1.2.0 1.3.0 1.4.0

(3) ウィルスチェック
No

項目

1
2
3

ウィルスチェック

内容

ウィルス対策ソフト名

Microsoft Security Essentials

ウィルス定義（更新日時）

2015/02/05 17:07

チェック年月日

2015/02/05
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(4) 要素モデルプログラム諸元
No
1

項目

内容
jp.go.nilim

名前空間

2

クラス名

Define

MCPollutDefine

Factory

MCPollutFactory

CalInfo

MCPollutCalInfo

Model

MCPollutModel

3

モデルファクトリ識別子(Lib)

jp.go.nilim.MCPollutFactory

4

モデル種別(Kind)

MCPollut_Model

5

モデルの基底クラス

McBasicCalculateModelBase

(5) データ及び資料の有無
No

項目

1

内容
要素モデル DLL

あり

要素モデルプロパティ（個別 GUI レイア

2
要素モデル本体

資料提出の有・無

ウト）DLL

あり

3

要素モデルアイコンファイル

なし

4

その他

なし

5

ドキュメント

要素モデル解説書

あり

6

プログラム

ソースコード

なし

7

サンプルデータ

サンプルデータ（テスト用データ）

あり
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(6) 公開データのファイル名
No
1
2

項目
要素モデル本体 DLL
要素モデルプロパティ（個別 GUI
レイアウト）DLL

内容
jp.go.nilim.MCPollut.dll
jp.go.nilim.MCPollutProperty.dll

3

要素モデルアイコンファイル

なし

4

要素モデル解説書

jp.go.nilim.MCPollut.pdf

5

その他

なし

6

ソースコード

なし
1_水質基点.csv
2_河川データ.csv
3_ブロックデータ.csv
4_1_ブロック別フレーム(工業以外).csv
4_2_市町村別フレーム(工業以外).csv
5_1_ブロック別フレーム(工業).csv
5_1_（旧分類表示）ブロック別フレーム（工業）.csv
5_2_市町村別フレーム(工業).csv

7

サンプルデータ（テスト用データ）

5_2_（旧分類表示）市町村別フレーム（工業）.csv
6_1_発生原単位(工業以外).csv
6_2_排出原単位(工業以外).csv
7_除去率等(生活・家畜).csv
8_発生・排出原単位(工業).csv
8_（旧分類表示）発生・排出原単位（工業）.csv
9_ブロック別排出負荷.csv
10_市町村別排出負荷.csv
11_点源負荷.csv
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(7) 要素モデルの利用許諾条件
No
1

項目
独自に作成した利用許
諾条件書の有無

内容
あり。使用許諾条件書を本解説書の末に添付。

準拠する利用許諾条件
2

書（ソフトウェアライセン

―

ス）
国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水道研究室
3

著作権者（社）

TEL 029-864-3343
Email gesuidou@nilim.go.jp

4
5

複製の許諾
複製を許諾する時の条
件

実行体(DLL ファイル) 、要素モデル解説書、サンプルデータの複製可
私的利用の範囲において自由に複製しても構いません。

6

改変の許諾

7

改変を許諾する時の条
―（ソースコードは未配付)
件

8

再配布の許諾

9

再配布の条件

第三者へ配布する場合は当解説書（使用許諾条件書を含む）を必ず添
付のこと

謝辞、クレジットの記載

本要素モデルを使用した成果を発表する際には、本要素モデルを使用

に関する規定

したことの記載を求める

10
11

商用利用（業 務への利
用）の可否

不可(ソースコードは未配付)

実行体(DLL ファイル) 、要素モデル解説書、サンプルデータの再配布
可

可

12

商用利用の条件

商用利用する場合、事前に必ず著作者へ連絡し許可を得ること。

13

商用配付の可否

不可

14

商用配布の条件

―

15

問い合わせ先

不具合に関する問い合わせのみ受付。不具合の報告は、作成者のメー
ルアドレス（gesuidou@nilim.go.jp）へ送付のこと

16

特 許 情 報 （ あ る場 合 は
番号記載）

17

保証に関する免責事項

18

損害に関する免責事項

なし
本要素モデルの動作に関し、本要素モデルの作者は責任を負うもので
はありません。
本要素モデルのインストールおよび使用に関し、本要素モデルの使用者
の直接的・間接的に発生する一切の損害に対し、本要素モデルの作者
は責任を負うものではありません。
本プログラムの著作者および第三者の信用を毀損し、あるいは損害を及

19

禁止事項

ぼす行為を行うこと。
本プログラムを用いて、利用者が特許権など独占権を有すること。
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2.
No

要素モデルの仕様適合チェック結果
チェック項目
項目

1

名前空間

2

DLL 名

3

ファクトリ識別子

4

ライブラリ登録

名前空間は命名規則に準拠して
いるか
DLL 名は命名規則に準拠しているか
ファクトリ識別子は命名規則に準拠し
ているか
DLL をフォルダに保存して、モデルが
ライブラリに登録可能か
CommonMP 上で要素モデルとして配

5
モデル配置

6

7

チェック結果

内容

置が可能か
モデルプロパティ設定項目は適切か、
またプロパティ入力及び設定は可能か

データ受信

チェック済み
チェック済み
チェック済み
チェック済み
チェック済み
チェック済み

接続ライン下流側として別モデルと接

チェック済み。

続した場合に、データ受信項目が選

但し本モデルでは使用しない

択可能か

8

データ送信

接続ライン上流側として別モデルと接

チェック済み。

続した場合に、データ送信項目が選

但し本モデルでは使用しない

択可能か

9
データ送・受信

10

入出力するデータの単位系は、MKS

チェック済み。

単位系に準拠しているか

但し、本モデルでは使用しない

要素接続設定（伝送情報結線設定）画

チェック済み。

面に単位が明示されているか

但し、本モデルでは使用しない

要素モデルの動作には、直接ファイル

11

入力を必要とするか
ファイル入力

12

入力する
「詳細設定」よりプロパティ入力画面を表示し、各プ

（必要な場合）入力ファイルパス指定

ロパティ入力画面の「参照」ボタンで各プロパティご

方法およびファイル仕様を記述する

との仕様に沿った csv ファイルを指定する。
csv の仕様については後述。

13
ファイル出力

14
15

シミュレーション
実行

要素モデルは、ファイル出力を行うか

出力する

（出力する場合）出力ファイルパス指定

プロジェクトの OutputData フォルダに

方法および仕様を記述する

BOD_RESULT.csv として出力される。

入出力データおよび計算期間を設定
してシミュレーション実行が可能か

6

チェック済み

要素モデル仕様

3.

(1) 要素モデル基本仕様
No
1

項目
モデル名称(Name)
カテゴリー_Division

2

内容
流総計画モデル
CALCULATION_MODEL

(McModellibraryDefine)
カテゴリー_Category

CAL_RIVER_MODELS

(McModellibraryDefine)
3

4

要素モデルのバージョン

1.3.0

河川パラメータ、排出負荷パラメータ、点源負荷パラメー
タを入力データとし、発生負荷量から放流先水質を算出し
出力する。

概要

【標準のモデルカテゴリーの一覧】
モデルカテゴリー（Division）

演算要素

入力要素

出力要素

CALCULATION_MODEL

INPUT_MODEL

OUTPUT_MODEL

モデルカテゴリー（Category）
水文

CAL_HYDROLOGICAL_MODELS

河川

CAL_RIVER_MODELS

ダム／発電

CAL_DAM_MODELS

用排水／地下水

CAL_WATERDUCT_MODELS

海岸／港湾

CAL_COAST_MODELS

水循環

CAL_WATERCIRCULATION_MODELS

経済関連

CAL_ECONOMIC_MODELS

その他

CAL_MODELS

演算制御

CAL_CONTROL_MODEL

サンプルモデル等

CAL_SAMPLE_MODELS

ＣＳＶファイル入力

INPUT_CSV_FILE

特定情報

INPUT_SPECIFIC_FILE

サンプル等

INPUT_SAMPLE_MODELS

ＣＳＶファイル出力

OUTPUT_CSV_FILE

特定情報

OUTPUT_SPECIFIC_FILE

画面表示

OUTPUT_SCREEN

サンプル等

OUTPUT_SAMPLE_MODELS
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(2) 要素モデル入出力仕様
No

項目

内容
以下のデータを独自プロパティとして使用。

(水質基点データ CSV)
水質基点 No
水質基点名
代表水質 BOD(mg/L)
代表水質 SS(mg/L)
代表水質 COD(mg/L)
代表水質 T-N(mg/L)
代表水質 T-P(mg/L)
代表水質 Other(mg/L)
環境基準 BOD(mg/L)
環境基準 SS(mg/L)
環境基準 COD(mg/L)
環境基準 T-N(mg/L)
環境基準 T-P(mg/L)
環境基準 Other(mg/L)
水質基点の X 座標
水質基点の Y 座標
1

プロパティ

(河川データ CSV)

(CreateModelProperty)

河川 No(本川は 1)
河川内順序
河川名
開始基点 No
開始基点名
終了基点 No
終了基点名
河川距離(km)
本川最下流点、支川合流点からの距離(km)
流速(m/s)
取水残率
k1
k3
自浄係数
低水流量(m3/s)
河川重心の X 座標
河川重心の Y 座標
(ブロックデータ CSV)
ブロック No
ブロック名
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ブロック内市町村
河川 No(本川は 1)
河川名
流下先水質基点 No
流下先水質基点
流下先水質基点からの距離(km)
ブロック重心の X 座標
ブロック重心の Y 座標
(ブロック別フレーム（工業以外）CSV)
ブロック No
ブロック名
ブロック内市町村名
人口-流域全体(人)
人口-処理内訳-下水処理(人)
人口-処理内訳-農集排等(人)
人口-処理内訳-合併浄化槽(人)
人口-処理内訳-単独浄化槽(人)
人口-処理内訳-し尿処理(人)
家畜頭数-肉牛-処理(頭)
家畜頭数-肉牛-未処理(頭)
家畜頭数-乳牛-処理(頭)
家畜頭数-乳牛-未処理(頭)
家畜頭数-馬-処理(頭)
家畜頭数-馬-未処理(頭)
家畜頭数-豚-処理(頭)
家畜頭数-豚-未処理(頭)
家畜頭数-鶏-処理(羽)
家畜頭数-鶏-未処理(羽)
家畜頭数-その他-処理(頭)
家畜頭数-その他-未処理(頭)
観光客数-日帰り(人)
観光客数-宿泊(人)
土地利用-田(ha)
土地利用-畑(ha)
土地利用-山林(ha)
土地利用-市街地(ha)
土地利用-水域(ha)
土地利用-その他(ha)
(市町村別フレーム（工業以外）CSV)
市町村名
人口-流域全体(人)
人口-処理内訳-下水処(人)
人口-処理内訳-農集排等(人)
人口-処理内訳-合併浄化槽(人)
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人口-処理内訳-単独浄化槽(人)
人口-処理内訳-し尿処理(人)
家畜頭数-肉牛-処理(頭)
家畜頭数-肉牛-未処理(頭)
家畜頭数-乳牛-処理(頭)
家畜頭数-乳牛-未処理(頭)
家畜頭数-馬-処理(頭)
家畜頭数-馬-未処理(頭)
家畜頭数-豚-処理(頭)
家畜頭数-豚-未処理(頭)
家畜頭数-鶏-処理(羽)
家畜(頭)数-鶏-未処理(羽)
家畜頭数-その他-処理(頭)
家畜頭数-その他-未処理(頭)
観光客数-日帰り(人)
観光客数-宿泊(人)
土地利用-田(ha)
土地利用-畑(ha)
土地利用-山林(ha)
土地利用-市街地(ha)
土地利用-水域(ha)
土地利用-その他(ha)
(ブロック別フレーム（工業）CSV)
連番
ブロック名
市町村名
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）9 食料品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）10 飲料等(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）11 繊維(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）12 木材(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）13 家具(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）14 パルプ(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）15 出版(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）16 化学(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）17 石油(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）18 プラスチック(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）19 ゴム(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）20 皮革(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）21 窯業(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）22 鉄鋼(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）23 非鉄金属(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）24 金属製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）25 はん用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）26 生産用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）27 業務用機械(百万円)
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産業中分類別工業出荷額（大規模以外）28 電子部品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）29 電気製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）30 情報通信(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）31 輸送用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）32 その他(百万円)
(（旧分類表示）ブロック別フレーム（工業）CSV)
連番
ブロック名
市町村名
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）9 食料品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）10 飲料等(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）11 繊維(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）12 衣服(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）13 木材(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）14 家具(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）15 パルプ(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）16 出版(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）17 化学(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）18 石油(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）19 プラスチック(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）20 ゴム(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）21 皮革(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）22 窯業(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）23 鉄鋼(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）24 非鉄金属(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）25 金属製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）26 一般機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）27 電気製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）28 情報通信(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）29 電子部品(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）30 輸送用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）31 精密機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額（大規模以外）32 その他(百万円)
(市町村別フレーム（工業）CSV)
市町村名
産業中分類別工業出荷額 9 食料品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 10 飲料等(百万円)
産業中分類別工業出荷額 11 繊維(百万円)
産業中分類別工業出荷額 12 木材(百万円)
産業中分類別工業出荷額 13 家具(百万円)
産業中分類別工業出荷額 14 パルプ(百万円)
産業中分類別工業出荷額 15 出版(百万円)
産業中分類別工業出荷額 16 化学(百万円)
産業中分類別工業出荷額 17 石油(百万円)
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産業中分類別工業出荷額 18 プラスチック(百万円)
産業中分類別工業出荷額 19 ゴム(百万円)
産業中分類別工業出荷額 20 皮革(百万円)
産業中分類別工業出荷額 21 窯業(百万円)
産業中分類別工業出荷額 22 鉄鋼(百万円)
産業中分類別工業出荷額 23 非鉄金属(百万円)
産業中分類別工業出荷額 24 金属製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 25 はん用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 26 生産用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 27 業務用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 28 電子部品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 29 電気製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 30 情報通信(百万円)
産業中分類別工業出荷額 31 輸送用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 32 その他(百万円)
(（旧分類表示）市町村別フレーム（工業）CSV)
市町村名
産業中分類別工業出荷額 9 食料品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 10 飲料等(百万円)
産業中分類別工業出荷額 11 繊維(百万円)
産業中分類別工業出荷額 12 衣服(百万円)
産業中分類別工業出荷額 13 木材(百万円)
産業中分類別工業出荷額 14 家具(百万円)
産業中分類別工業出荷額 15 パルプ(百万円)
産業中分類別工業出荷額 16 出版(百万円)
産業中分類別工業出荷額 17 化学(百万円)
産業中分類別工業出荷額 18 石油(百万円)
産業中分類別工業出荷額 19 プラスチック(百万円)
産業中分類別工業出荷額 20 ゴム(百万円)
産業中分類別工業出荷額 21 皮革(百万円)
産業中分類別工業出荷額 22 窯業(百万円)
産業中分類別工業出荷額 23 鉄鋼(百万円)
産業中分類別工業出荷額 24 非鉄金属(百万円)
産業中分類別工業出荷額 25 金属製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 26 一般機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 27 電気製品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 28 情報通信(百万円)
産業中分類別工業出荷額 29 電子部品(百万円)
産業中分類別工業出荷額 30 輸送用機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 31 精密機械(百万円)
産業中分類別工業出荷額 32 その他(百万円)
(発生原単位（工業以外）CSV)
市町村名
生活系-し尿(g/人/日)
生活系-雑排水(g/人/日)
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営業系(g/人/日)
畜産系-肉牛(g/頭/日)
畜産系-乳牛(g/頭/日)
畜産系-馬(g/頭/日)
畜産系-豚(g/頭/日)
畜産系-鶏(g/羽/日)
畜産系-その他(g/頭/日)
観光系-日帰り(g/人/日)
観光系-宿泊(g/人/日)
土地利用-田(kg/ha/年)
土地利用-畑(kg/ha/年)
土地利用-山林(kg/ha/年)
土地利用-市街地(kg/ha/年)
土地利用-水域(kg/ha/年)
土地利用-その他(kg/ha/年)
(排出原単位（工業以外）CSV)
市町村名
生活系-合併浄化槽(g/人/日)
生活系-単独浄化槽(g/人/日)
生活系-し尿(g/人/日)
畜産系-肉牛(g/頭/日)
生活系-乳牛(g/頭/日)
生活系-馬(g/頭/日)
生活系-豚(g/頭/日)
生活系-鶏(g/羽/日)
生活系-その他(g/頭/日)
観光系-日帰り(g/人/日)
観光系-宿泊(g/人/日)
土地利用-田(kg/km2/日)
土地利用-畑(kg/km2/日)
土地利用-山林(kg/km2/日)
土地利用-市街地(kg/km2/日)
土地利用-水域(kg/km2/日)
土地利用-その他(kg/km2/日)
(除去率等（生活・家畜）CSV)
BOD し尿 合併浄化槽（％）
BOD 雑排水 合併浄化槽（％）
COD し尿 合併浄化槽（％）
COD 雑排水 合併浄化槽（％）
SS し尿 合併浄化槽（％）
SS 雑排水 合併浄化槽（％）
T-N し尿 合併浄化槽（％）
T-N 雑排水 合併浄化槽（％）
T-P し尿 合併浄化槽（％）
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T-P 雑排水 合併浄化槽（％）
Other し尿 合併浄化槽（％）
Other 雑排水 合併浄化槽（％）
BOD し尿 単独浄化槽（％）
BOD 雑排水 単独浄化槽（％）
COD し尿 単独浄化槽（％）
COD 雑排水 単独浄化槽（％）
SS し尿 単独浄化槽（％）
SS 雑排水 単独浄化槽（％）
T-N し尿 単独浄化槽（％）
T-N 雑排水 単独浄化槽（％）
T-P し尿 単独浄化槽（％）
T-P 雑排水 単独浄化槽（％）
Other し尿 単独浄化槽（％）
Other 雑排水 単独浄化槽（％）
BOD し尿 し尿処理（％）
BOD 雑排水 し尿処理（％）
COD し尿 し尿処理（％）
COD 雑排水 し尿処理（％）
SS し尿 し尿処理（％）
SS 雑排水 し尿処理（％）
T-N し尿 し尿処理（％）
T-N 雑排水 し尿処理（％）
T-P し尿 し尿処理（％）
T-P 雑排水 し尿処理（％）
Other し尿 し尿処理（％）
Other 雑排水 し尿処理（％）
BOD 牛（％）
COD 牛（％）
SS 牛（％）
T-N 牛（％）
T-P 牛（％）
Other 牛（％）
BOD 馬（％）
COD 馬（％）
SS 馬（％）
T-N 馬（％）
T-P 馬（％）
Other 馬（％）
BOD 豚（％）
COD 豚（％）
SS 豚（％）
T-N 豚（％）
T-P 豚（％）
Other 豚（％）
BOD 鶏（％）
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COD 鶏（％）
SS 鶏（％）
T-N 鶏（％）
T-P 鶏（％）
Other 鶏（％）
BOD その他（％）
COD その他（％）
SS その他（％）
T-N その他（％）
T-P その他（％）
Other その他（％）
(発生・排出原単位（工業）CSV)
市町村名
単位(発生/排出)
産業中分類別発生・排出原単位 9 食料品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 10 飲料等(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 11 繊維(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 12 木材(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 13 家具(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 14 パルプ(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 15 出版(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 16 化学(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 17 石油(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 18 プラスチック(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 19 ゴム(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 20 皮革(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 21 窯業(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 22 鉄鋼(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 23 非鉄金属(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 24 金属製品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 25 はん用機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 26 生産用機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 27 業務用機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 28 電子部品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 29 電気製品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 30 情報通信(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 31 輸送用機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 32 その他(g/日/百万円)
(（旧分類表示）発生・排出原単位（工業）CSV)
市町村名
単位(発生/排出)
産業中分類別発生・排出原単位 9 食料品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 10 飲料等(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 11 繊維(g/日/百万円)
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産業中分類別発生・排出原単位 12 衣類(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 13 木材(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 14 家具(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 15 パルプ(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 16 出版(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 17 化学(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 18 石油(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 19 プラスチック(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 20 ゴム(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 21 皮革(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 22 窯業(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 23 鉄鋼(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 24 非鉄金属(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 25 金属製品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 26 一般機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 27 電気製品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 28 情報通信(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 29 電子部品(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 30 輸送用機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 31 精密機械(g/日/百万円)
産業中分類別発生・排出原単位 32 その他(g/日/百万円)
(ブロック別排出負荷 CSV)
ブロック No
ブロック名
流下先水質基点 No
ブロック内市町村
排出負荷-生活・営業(kg/日)
排出負荷-観光(kg/日)
排出負荷-工業(kg/日)
排出負荷-畜産系(kg/日)
排出負荷-土地利用(kg/日)
流達率-生活・営業
流達率-観光
流達率-工業
流達率-畜産系
流達率-土地利用
流達負荷量(kg/日)
ブロック重心の X 座標
ブロック重心の Y 座標
(市町村別排出負荷 CSV)
市町村名排出負荷-生活・営業(kg/日)
排出負荷-観光(kg/日)
排出負荷-工業(kg/日)
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排出負荷-畜産系(kg/日)
排出負荷-土地利用(kg/日)
排出負荷量合計(kg/日)
(点源負荷 CSV)
排出源の名称
河川 No(本川は 1)
河川名
流下先水質基点 No
流下先水質基点
流下先水質基点からの距離(km)
所在地(住所)
種類(し尿処理場/農集排/など)
水量(ｍ3/日)
水質(mg/L)
排出負荷量(kg/日)
流達率
流達負荷量(kg/日)
X 座標
Y 座標
（プロパティ詳細設定画面上で設定)
水質項目(BOD/COD/SS/T-N/T-P/その他)
2

3

4

初期条件（状態量）

初期状態の設定はなし。

(CreateModelInitialInfo)

外部ファイルから独自 UI にて上記プロパティ値を読み込む。

送受信パターン
(CreateModelProperty)

受信

使用しない

送信

使用しない

コネクションチェック

受信

使用しない

(ConnectionCheck)

送信

使用しない
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4.

要素モデル機能説明（基本事項）
(1) 機能概要
本要素モデルでは、河川パラメータ、排出負荷パラメータ、点源負荷パラメータを CSV 形
式で入力し、水質項目を選択し、水質項目に沿った発生負荷量と放流先水質解析結果を CSV
形式で出力する。
入力データは以下の 14 個の CSV から読み込みを行う。
1. 水質基点データ
2. 河川データ
3. ブロックデータ
4. 1.ブロック別フレーム（工業以外）
4.2.市町村別フレーム（工業以外）
5. 1.ブロック別フレーム（工業）
5.2.市町村別フレーム（工業）
6. 1.発生原単位（工業以外）
6.2.排出原単位（工業以外）
7. 除去率等（生活・家畜）
8. 発生・排出原単位（工業）
9. ブロック別排出負荷
10. 市町村別排出負荷
11. 点源負荷
各 CSV の読み込みは、以下のプロパティ画面上で行う。
・1.～3.は河川パラメータ設定画面
・4.1.～10.は排出負荷パラメータ設定画面
・11.は点源負荷パラメータ設定画面
水質項目プロパティの選択はプロパティ詳細設定画面上で行う。
出力データは CommonMP のユーザが作成したプロジェクト内の標準出力フォルダ
(OutputData)に「○○_RESULT.csv」(○○は水質項目)(例．BOD_RESULT.csv)として出
力する。
出力項目は以下の通り。
区間 No(連番)
河川 No(本川は 1)
河川名
ブロック名、または施設名
水質基点 No
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水質基点名
流下先、水質基点 No
流下先、水質基点名
流下先水質基点からの距離(km)
本川最下流点、支川合流点からの距離(km)
備考(ブロック名、または施設名、または水質基点名)
低水流量(m3/s)
代表水質(mg/L)
環境基準(mg/L)
流達負荷量(kg/日)
流出負荷量(kg/日)
解析水質(mg/L)
これらのうち、入力データから計算を行うのは下 3 項目（「流達負荷量」
「流出負荷量」
「解
析水質」
）である。
(2) 基礎式

L = α × e-Kt L0
L：流出負荷量
α：流達率

浄化残率

K：自浄係数（反応速度）
t：流下時間（流下距離で代用）
L0：排出負荷量
(3) 解法
・流達負荷量：
項目別に【排出汚濁負荷量】×【流達率】を計算し、合計値を算出
・流出負荷量：
【流達負荷量】×【浄化残率】で算出
【浄化残率】は、値を直接入力する場合と【自浄係数】から求める場合がある
【浄化残率】＝EXP(-【自浄係数】×【流下時間（流下距離で代用）
】)
水質基点ごとに、各ブロックからの負荷量＋上流水質基点からの負荷量（浄化を考慮）を
合算する。
・解析水質：
【解析水質】(mg/L)＝【流出負荷量】(kg/日)÷【低水流量】(m3/s)÷86.4(時間単位調整)
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(4) 要素モデル変数一覧
No

変数名

内容

1

m_csMyInf

演算データ(3 以降を格納)

2

m_Result_List

解析結果
1.水質基点 CSV データを格納する構造
体。構造体メンバは、上記「3.要素モデル
仕様 - (2)要素モデル入出力仕様」の「1.

3

m_QualityPoint

プロパティ(CreateModelProperty)」を格納
する。メンバ変数の詳細はメンバ数が非常
に多いため省略。以下 4～16 についても
同様。

4

m_River

2.河川データ

5

m_Block

3.ブロックデータ

6

m_Block_Frame

4_1.ブロック別フレーム(工業以外)

7

m_Frame

4_2.市町村別フレーム(工業以外)

8

m_Block_Frame_Industry

5_1.ブロック別フレーム(工業)

9

m_Frame_Industry

5_2.市町村別フレーム(工業)

10

m_Generation_Unit1

6_1.発生原単位(工業以外)

11

m_Generation_Unit2

6_2.排出原単位(工業以外)

12

m_Remove_Ratio

7.除去率等(生活・家畜)

13

m_Unit_Industry

8.発生・排出原単位(工業)

14

m_Block_Discharge

9.ブロック別排出負荷

15

m_Discharge_Load

10.市町村別排出負荷

16

m_PointPo

11.点源負荷

17

m_Path

csv パス名

18

m_StandardName

環境基準名

19

m_StandardOptionName

その他環境基準名

(5) 個別 GUI レイアウト
GUI レイアウト図（あり・なし）

20

備考

メニュー画面

水質基点 Tab 画面

21

河川データ Tab 画面

ブロックデータ Tab 画面

22

フレーム(工業以外)Tab 画面

フレーム(工業)Tab 画面

23

発生・排出原単位(工業以外)Tab 画面

除去率等(生活・家畜)Tab 画面

24

発生・排出原単位(工業)Tab 画面

ブロック別排出負荷 Tab 画面

25

市町村別排出負荷 Tab 画面

点源負荷 Tab 画面

(6) 初期条件（状態量）
特になし。
(7) 境界条件
特になし。
(8) プログラム上の特記事項および動作上必要なライブラリ
特になし。
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(9) 入出力データ
1) 入力データ
「（１）機能概要」 に記載のとおり。
2) 出力データ
「（１）機能概要」 に記載のとおり。
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5.

要素モデル機能説明（詳細事項）
本項目の記入の有無（あり・なし）
別紙「CommonMP 流域別下水道整備総合計画（流総計画）モデル 操作マニュアル」参照

6.

要素モデル動作確認
(1) サンプルデータによる動作確認結果

・ サンプルデータで使用するファイル等
以下のサンプルデータファイルによるテスト計算を実施した。
1_水質基点.csv
2_河川データ.csv
3_ブロックデータ.csv
4_1_ブロック別フレーム(工業以外).csv
4_2_市町村別フレーム(工業以外).csv
5_1_ブロック別フレーム(工業).csv
5_2_市町村別フレーム(工業).csv
6_1_発生原単位(工業以外).csv
6_2_排出原単位(工業以外).csv
7_除去率等(生活・家畜).csv
8_発生・排出原単位(工業).csv
9_ブロック別排出負荷.csv
10_市町村別排出負荷.csv
11_点源負荷.csv

・ 要素モデルの配置方法および接続方法
1.CommonMP を起動し、新規プロジェクトを作成。
2.ユーザ要素を配置。
3.ライブラリより「河川」モデル内の「流総計画モデル」を 2.のユーザ要素に適用。

・ パラメータ設定方法
パラメータの設定は、パラメータ詳細設定ダイアログを起動し、上記「4.要素モデル機
能説明（基本事項）- (5)個別GUIレイアウト」で示した各GUI上の「参照」ボタンより
行う。
(2) 要素モデル演算結果の確認
演算結果の確認方法：
前バージョンの本要素モデルに同テストデータを入力した演算結果との比較を行い、一
致を確認した。
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7.

要素モデル妥当性確認
本項目の記入の有無（あり・なし）
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要素モデル利用許諾条件書
***************************************************************************
【プログラム名】 流総計画モデル
【 バージョン 】 Ver1.3.0
【 開発環境 】 Visual C# 2010
【 製作著作 】 国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水道研究室
【 連絡先 】 e-mail：gesuidou@nilim.go.jp
***************************************************************************
◆ 免責
本プログラムのインストールおよび使用に関し、本プログラムの使用者の直接的・間接的に発生する一切の
損害に対し、本プログラムの作者は責任を負うものではありません。
本プログラムの動作に関し、本要素モデルの作者は責任を負うものではありません。
予めご了承ください。
◆ 禁止事項
本プログラムの著作者および第三者の信用を毀損し、あるいは損害を及ぼす行為を行うことを禁止します。
また、本プログラムを用いて、利用者が特許権など独占権を有することを禁止します。
◆ 著作権
著作権は国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水道研究室に帰属します。
◆ 複製・改変
私的利用の範囲において、実行体(DLL ファイル) 、要素モデル解説書、サンプルデータを自由に複製しても
構いません。
◆ サポート
不具合に関する問い合わせのみ受付いたします。
不具合の報告は、作成者のメールアドレス（gesuidou@nilim.go.jp）へ送付してください。
◆ 配布・転載・掲載
〈非営利目的の利用の場合〉
実行体(DLL ファイル) 、要素モデル解説書、サンプルデータの再配布に関し、制限はございません。但し、第
三者へ配布する場合は、改変・追加は行わずオリジナルのまま再配布してください。また、当解説書（使用許
諾条件書を含む）を必ず添付してください。
本プログラムを使用した成果を発表する際には、本要素モデルを使用したことの記載をお願いします。
〈営利目的の利用の場合〉
商用利用する場合は、事前に必ず著作者へ連絡し、許可を得てください。
本プログラムを販売することはできません。
◆ 特許情報
なし
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