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1.

概要

本仕様書は、水・物質循環解析ソフトウェア共通プラットフォーム Ver1.4 機能更新業務で要求さ
れた機能（GIS、一次元不等流計算プログラム及びラッピング要素モデルを除く）を纏めたもの
である。
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2.

機能の構成

本業務の改修範囲及び構成を図 2.1 に示す。

図 2.1

改修範囲と構成
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個別機能の説明

3.

3.1 機能一覧
本業務で改修・追加する機能一覧を表 3.1 に示す。
表 3.1
項番

1

機能一覧

改修・追加内容

機能概要

【プラットフォームの 64bit 化 】

実行環境を.NET Framework 4.5 対

ターゲット CPU とバスを 64bit 対応とする。 応とし、本体のコンパイルを 64bit 及
この際、32bit 対応も残すこととする。

び、32bit で行う。リリース版は 64bit
コンパイル版と 32bit コンパイル版
の２種類生成される。

2

【Fortran ラッピング機能の更新 】

貸与された一次元不等流計算プログ

Fortran 計 算 モ デ ル の ラ ッ パ ー を 作 成 す る ラ ム 及 び ラ ッ ピ ン グ 要 素 モ デ ル を
CommonMP 上で動作できる環境を

（64bit 対応版のみ）

提供する。
(一次元不等流計算プログラム及びラ
ッピング要素モデルの作成について
は Fortran ラッピングに解説資料に
記載する。)

3

【エラートレース機能の更新 】

・演算前に、不足している要素モデル

・不足要素モデルの事前チェック

を事前にチェックする。

・エラーメッセージの日本語化

・エラーメッセージを日本語で表示す

・入力要素モデルの事前チェック機能強化

る。
・指定された入力要素モデルが使用す
るファイルの存在を事前チェックす
る。

4

【操作性の改善 】

・プロジェクト管理画面のウインドウ

・プロジェクト管理画面の改善

を広げ、スクロールバーを設けて隠れ
た文字を表示できるようにする。
・プロジェクトプロパティ画面を追加
し、メニューから開けるようにする。

5
6

【ログ機能の更新】

シミュレーションに要した時間をロ

シミュレーション時間の表示

グに表示する。

【要素モデル開発環境ツールの機能更新】

・名前空間名を一意に決定した後は、

・要素モデルの名前空間の例示を要素モデル登 その値を変更できなくし、 DLL 名、
ファクトリ ID 名、モデル ID 名には、

録仕様に準拠させる

必ず前置詞としてその値を用いるこ
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・、要素モデルのカテゴリーを現行のプラット

ととする。

フォームのバージョンに合わせる
・CommonMP¥Execute¥ystemData
・伝送情報設定ダイアログにおいて、伝送情報

¥Wizard 下の PatternDefinition.xml

の例示を加える。

ファイルに表示カテゴリーが規定さ

（Calculate メソッドとDataFusion メソッド

れているので、その値を

にサンプルコードとして、入力されたデータを

ォームの値に合わせる。

プラットフ

そのまま出力するコードを付け加える。）
・現在（Ver1.4）では、空白となって
いる部分に、入出力パターンに応じて
どのようにコーディングするかのサ
ンプルを記述する。 但し、モデルと
して入力と出力は異なる場合が多い
（たとえば入力は、流量で、出力は水
位等になる）ので、サンプルとして、
モデル開発者の混乱を招かないよう
に、入力をそのまま出力はしない。
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3.2 プラットフォームの 64bit 化
3.2.1

機能説明

プラットフォームの 64bit 化に対応するため下記を行う。
(1)

機能概要

【改修前】
・NET Framework 3.5 を実行環境とする。
・開発環境を MS-VS2008 とし、コンパイルターゲットは 32bit 環境で行う。
【改修後】
・.NET Framework 4.5 を実行環境とする。
・開発環境を MS-VS2012 とし、コンパイルターゲットは 64bit 及び、32bit の両方に対
応する。

(2)
ア

機能詳細
実行環境は、32bit と

64bit は

別のディレクトリにインストールされるものとす

る (インストーラーも別とする。) 但し、 32bit ／ 64bit 版で
ものとする（同一ディレクトリ体系）
とおり、32bit 環境でも

内部の構成は変更しない

実行環境ディレクトリを図 3.1 に示す。

64bit 環境でも

図 3.1

ディレクトリ体系は同一とする。

実行環境ディレクトリ体系
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図に示す

イ

ユーザーが要素モデルや、その他のアドインツールを開発する環境は、MS-VS2012

を使用するが、左記ツールは、ソースを同一にして、ターゲット CPU を切り替えることで、
32bit ／64bit どちらにでも対応できる(図 3.2)。

図 3.2

このため、ターゲット CPU 毎に

ターゲット CPU の選択

生成されたプログラム（exe 及び DLL）が選択したタ

ーゲット CPU に応じて、異なるディレクトリに配置される。

そこで、どちらのターゲッ

ト CPU を用いても、CommonMP Ver1.4 と同様に要素モデルのディバッグが行えるように
ディバッグ実行環境を配置しなおす。
図 3.4 に

図 3.3 に

Ver1.4 までのディバッグ用環境配置を、

本改良によるディバッグ用環境配置を示す。

図 3.4 に示すとおり、32bit 用の開発環境は、X86 下に配置され、 64bit 用の開発環境は
X64 下に配置される。
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図 3.3

Ver1.4 におけるディバッグ環境配置

3-5

図 3.4

(3)
ア

Ver1.4 改造におけるディバッグ環境配置

特記事項
64bit コンパイル版は、64bit OS 上でのみ動作し、32bit OS 上では動作は不可とす
る。

イ

CommonMP ユーザーが開発した要素モデル及び機能拡張ツールについては、各開
発者がコンパイルターゲットを 64bit/32bit としたコンパイル、及び動作確認を実施
するものとする。
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3.3 Fortran ラッピング機能の更新(64bit 版のみ)
3.3.1

機能説明

以下に改修概要を示す。
(1)

機能概要

【改修前】
・CommonMP 本体が 64bit OS に対応していなかったため、64bit 環境での Fortran のラ
ッピングした要素モデルが動作する環境は無し。
【改修後】
・CommonMP 本体の 64bit OS 対応に伴い、64bit 環境での Fortran のラッピングした要
素モデルが動作する環境を提供する。

(2)
ア

機能詳細
ラッピングモデル及び Fortran 本体プログラムが、動作可能な環境（64bit 対応
CommonMP 本体提供、要素モデル開発環境）を提供する。

（一次元不等流計算プログラム及びラッピング要素モデルの作成については Fortran ラ
ッピングに解説資料に記載する。）

(3)
ア

特記事項
ラッピング要素モデルは、貸与された一次元不等流計算プログラム（Fortran95 で記
述されたプログラム）のみにおいて動作確認を行う。
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3.4 エラートレース機能の更新
3.4.1

機能説明

以下に示す機能の追加及び改造を行う。
機能概要

(1)

【改修前】
・不足要素モデルの事前チェック機能無し。
・エラーメッセージがすべて英語表記。
・入力要素モデルが使用するファイルの有無チェック機能無し。
【改修後】
・演算前に、プロジェクト内で使用されている要素モデルを持つ DLL が存在しているかを
チェックする。（追加機能）
・日本語環境ではエラーメッセージを日本語で表示する。
・演算前に、入力要素モデルが読み込むファイルの存在有無をチェックする。
機能詳細

(2)
ア

演算前にプロジェクト内で使用されている要素モデルを持つ DLL が存在しているか
をチェックし、DLL が存在していなければ、モデルチェック画面にその旨を表示す
る。

事前チェック結果の表示イメージを図 3.5 に示す。

図 3.5

表示イメージ

表示する内容は要素モデルの情報を格納しているクラス「McModelInfo」の内容のうち、
モデルが特定できる以下の項目について表示を行う。
①

ライブラリ名称（必須）

②

モデル種別（必須）

③

モデル名称（必須）
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イ

日本語環境下では、演算前に表示される「モデルチェック結果画面」及び、演算中
に表示される「演算ログ画面」の表示を日本語表示とする。
Windows の場合には、日本語表示が、
が表示される。

図 3.6

OS が日本語版

その他言語の Windows の場合には、英語

表示イメージを図 3.6 に示す。

日本語表示イメージ（文面等は変更の可能性あり）

英語／日本語の表示は、日本語用リソースファイル及び、それ以外のリソースファイルを
作成することで、プログラムの変更を行うことなく、

OS によって自動的に切り替わる。

（Ver1.4 までの制御方法と同一）
要素モデルが出力するログ及び、エラーについては、プラットフォームに予めインストー
ルされている入力要素モデル（CSV 時系列ファイル入力、流量入力モデル、地上観測所雨量
入力モデル、潮位入力モデル、観測水位入力モデル、テスト用１次元 CSV ファイル入力、テ
スト用２次元 CSV ファイル入力、テスト用３次元 CSV ファイル入力）について対応する。
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ウ

演算前に、入力要素モデルが読み込むファイルの存在有無をチェックし、存在しな
いファイルがあれば、エラーとしてモデルチェック画面に表示する。その様子をイ
メージとして図 3.7 に示す。

図 3.7

ファイル有無チェック結果表示イメージ（文面等は変更の可能性あり）

要素モデルが出力するログ及び、エラーについては、プラットフォームに予めインス
トールされている入力要素モデル（CSV 時系列ファイル入力、流量入力モデル、地上観
測所雨量入力モデル、潮位入力モデル、観測水位入力モデル、テスト用１次元 CSV フ
ァイル入力、テスト用２次元 CSV ファイル入力、テスト用３次元 CSV ファイル入力）
について対応する。

(3)
ア

特記事項
CommonMP ユーザーが作成した要素モデルの日本語表示対応は、要素モデル開発
者が行うものとする。

イ ユーザーが製作した入力要素モデルのファイル有無チェックは、要素モデル開発者
が行うものとする。

3-10

3.5 操作性の改善
機能説明

3.5.1

以下に示す機能の追加及び改造を行った。
機能概要

(1)

【改修前】
・プロジェクト名の文字数が多い場合、プロジェクトオープンダイアログが途中までしか
表示されない。
・プロジェクトプロパティ画面無し。
【改修後】
・プロジェクトオープンダイアログを全体に幅を広げて、表示領域を大きくする。 また、
文字列が長くて欄内に収まりきらない場合には、スライダーにより、スクロールを可能とす
る。
・プロジェクトのプロパティ画面を表示する（画面追加）
。
機能詳細

(2)
ア

Ver1.4 のプロジェクトオープンダイアログを図 3.8 に示す。

図 3.8

Ver1.4 での

プロジェクトオープンダイアログ
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上記ダイアログを図 3.9 に示すように改造する。

図 3.9

ダイアログの改造

①

全体に幅を広げる

②

上記によっても、表示しきれない場合に備えて、プロジェクトグループ名、プロジ
ェクト名がスライダーにより、スクロール可能とする。

イ

プロジェクトプロパティ画面の追加
CommonMP の「プロジェクト管理画面」メニューに「プロジェクトプロパティ」
メニュー(図 3.10)を設け、そこから、図 3.11 に示すプロパティ画面を表示できる
ようにする。
表示する項目は下記とする。

①

プロジェクト Gr 名

②

プロジェクト名

③

管理者

④

種別

⑤

対象
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⑥

プロジェクト内で使用されている以下の項目
・要素モデル名称／DLL 名称／ﾌｧｸﾄﾘ識別子／使用数（プロジェクト内で使用され
ている当該要素モデルの個数）／名前空間／モデル作成者／モデル概要／読み込み
ファイル名（但し入力要素の場合）
）
・要素モデル毎に上記を一行として、リストボックスに表示する。 表示がボック
ス内に収まりきらない時には、スクロールバーを使用してスクロールできるように
する。

図 3.10

プロジェクトプロパティ表示メニュー
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図 3.11

プロジェクトプロパティ画面イメージ
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(3)
ア

特記事項
DLL 名称は、要素モデルが「要素モデル開発基準」に沿って製作された要素モデル
のみ保証する。上記に沿わない要素モデルの DLL 名称は保証しない。

3-15

3.6 ログ機能の更新
本項要求に対して、前提条件及び比較条件・確認方法を示す。

3.6.1

機能説明

(1)機能概要
【改修前】
計算に要した時間のログ表示機能は無し。
【改修後】
計算に要した時間（実時間）をミリ秒単位で表示する。
（追加機能）
(2)機能詳細
計算開始から、計算終了まで要した時間（実時間）を計算し、その結果（計算に要した時間）
をログファイルに出力する(図 3.12)。 出力結果は、ログファイルの最後に記述される。 また、
CommonMP「演算ログ画面」にも同じ表示がなされる。 尚、計算時間は

ミリ秒単位まで表

示する。（表示単位は、秒とし、ミリ秒は少数点以下３桁まで）

図 3.12
ログファイルに出力される条件は

出力イメージ

設定ファイル（CommonMP.cfg）内のログ出力レベルを

DEBUG もしくは SYSTEM_DEBUG と設定した場合である。
（現行と同様、設定ファイルの反映
には再起動を必要とする）。
3-16

(3)

特記事項

計算時間が長時間となる場合には、視認性を良くするため、時分秒に分割して表示する。
(図 3.13 参照)

図 3.13

出力イメージ

3.7 要素モデル開発環境ツールの機能更新
本項要求に対して、以下の様に改良を行う。

3.7.1

名前空間の例示等の機能説明

(1)機能概要
【改修前】
・名前空間の例示が「CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MyModelLIB」となっている。
・最初に入力した名前空間名（図 3.14）を入力するが、ファクトリー識別子等、名前空間名
も変更されてしまう。（図 3.15）
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図 3.14 ネームスペース入力

図 3.15 Ver1.4 までのファクトリー識別子等入力画面
【改修後】
・名前空間の例示を「CommonMP 要素モデル登録・公開等手順

平成 26 年 10 月」の p16

記載と同様に「例：jp.co.xxx.yyy」とする。
・ファクトリー識別子等の前置詞としてのネームスペースは変更不可とする（図 3.16）。
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図 3.16 ファクトリー識別子等入力画面

3.7.2

モデルカテゴリーの機能説明

(1) 機能概要
【改修内容】
・ 選 択 可 能 な モ デ ル は 、 ¥CommonMP¥Execute¥SystemData¥Wizard¥ 下 の
PatternDefinition.xml ファイルに記述されているため、この内容を

現状のモデル分類に一致

させる。

3.7.3

ウイザード機能で生成されたモデルの入出力要素サンプルコード追加機能説明

(1) 機能概要
本要求の主旨は、要素モデル開発者がコーディングする際の理解を助けることを主眼として
いる。よって、要素モデル作成者の理解を困難にするコードは出来るだけ排除し、シンプルなコ
ードサンプルを記述することとする。
【改修前】
・ウイザードで作成されたモデルには、メソッドのみが追加され、入力変数の使用方法が記
述されていない。
Ver1.4 以前の自動生成されたコード
protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[]
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csInputCellData)
{
//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "Calculate", "in");

// To Do
// 演算処理を行います。

//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "Calculate", "out");
return 0;
}
protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[]
csOutputCellData)
{
//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "DataFusion", "in");
for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++)
{

// 出力する伝送データ数分繰り返します。

// To Do
// 出力する伝送データの型式や設定値等をチェックし、それに合わせて、伝送データに
出力値を設定します。
//m_csOutputData[lLp]

}

//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "DataFusion", "out");
return 0;
}

【改修後】
改修後には、 Calculate、及び DataFusion メソッドに、入力された引数の

使用方法を

サンプルとして記述し、ユーザーのコーディングの理解を助けることとする。
protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[]
csInputCellData)
{
//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "Calculate", "in");

HySCellData[]

csRcvCellDataD1 = null;
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// １次元送信データ（ポイント時系列データは

配列数が１の場合とみなす）
HySCellData[,]

csRcvCellDataD2 = null;

// ２次元送信データ

HySCellData[,,] csRcvCellDataD3 = null;

// ３次元送信データ

HySID csOutPtnID = NULL;

// 出力情報パターン

// 入力情報を取り込みます
HySID csInputPtnID = NULL;

//

入力パターン

// 入力情報の配列、セル内情報数を格納する変数
long lD1 = 0; long lD2 = 0; long lD3 = 0; long lDataDimInCell=0;
// 入力情報の次元
long lDm = 0;

for (long lLp = 0; lLp < lInputDataNum; lLp++)
{

// 入力する伝送データ数分繰り返します。
csInputPtnID = csInputCellData[lLp].GetReceivePatternID();

//

入力パターン(ウ

イザードで設定したパターン）

if( csInputPtnID.Equals(

$dllname2$Define$.SampleInputPatterID

) == true )

//<-- ☆★☆サンプルとしてコーディングしてあります。csInputPtnID.Equals（）の入力引数は、正式に
ウイザードで定義した値を用いてください。
{

// 入力パターン一致ならば
lDm = csInputCellData[lLp].GetDimension(ref lD1, ref lD2, ref lD3, ref

lDataDimInCell);

// 入力情報の次元、配列数等取得
// ★To Do★
// パターンによって次元は決まっているため

下記

if(lDim==1),if(lDim==2),if(lDim==3) をすべて実装することはなく、どれかを実装すればよい
// ここでは、型紙を作成しているため、すべてのパターンが入れてある.
if( lDm == 1 )
{
csRcvCellDataD1 = csInputCellData[lLp].GetInterpolatedCellD1();

// 受信

した情報をすべて獲得

for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

double xxxxxxx = csInputCellData[lLp].Data( csRcvCellDataD1[l1],

3-21

lClIdx ); //

←例：セル内のlClIdx内の情報を取得
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

}
}
}
else if (lDm == 2)
{
csRcvCellDataD2 = csInputCellData[lLp].GetInterpolatedCellD2();

for( long l2=0; l2< lD2; l2++)
{

//

２次元配列数

for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

double xxxxxxx =
csInputCellData[lLp].Data( csRcvCellDataD2[l1,l2], lClIdx ); //

←例：セル内のlClIdx内の情報を

取得
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

}
} // end of for(l1)
} // end of for(l2)
}
else if (lDm == 3)
{
csRcvCellDataD3 = csInputCellData[lLp].GetInterpolatedCellD3();

for( long l3=0; l3< lD3; l3++)
{

//

３次元配列数

for( long l2=0; l2< lD2; l2++)
{

//

２次元配列数

for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

る
double xxxxxxx =
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各モデルによ

csInputCellData[lLp].Data( csRcvCellDataD3[l1,l2,l3], lClIdx ); //

←例：セル内のlClIdx内の情報

を取得
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによ

る
}
} // end of for(l1)
} // end of for(l2)
} // end of for(l3)
}
} // end of if( パターン一致 )
//

------ To Do

//

------

ウイザードで定義したパターンだけ、情報を入力する処理を入

れる
//else if ( csInputPtnID.Equals(

ウイザードで入力したパターンその２

) == true )

ウイザードで入力したパターンその３

) == true )

//{
//

パターン１の場合と同様の処理

//}
//else if ( csInputPtnID.Equals(
//{
//

パターン１の場合と同様の処理

//}
// .........
//else
//{
//}

} // end of 入力情報取り出し

// To Do
// ★★★

ここからが、モデル演算処理の真髄です。

// 演算処理を行います。

// ★★★

モデルの計算した結果は、m_csMyInf内に格納して下さい。（モデルが計算し、他

のモデルに出力したい情報も格納）
//

モデルが計算し、他のモデルに出力したい情報は、DataFusion()メソッドで、m_csMyInf

から取り出して、他のモデルに出力します。
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//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "Calculate", "out");
return 0;
}

protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[]
csOutputCellData)
{
//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "DataFusion", "in");

HySCellData[]

csSndCellDataD1 = null;

// １次元送信データ（ポイント時系列データは

csSndCellDataD2 = null;

// ２次元送信データ

HySCellData[,,] csSndCellDataD3 = null;

// ３次元送信データ

配列数が１の場合とみなす）
HySCellData[,]

// 出力情報パターン
HySID csOutPtnID = NULL;
// 出力情報の配列、セル内情報数を格納する変数
long lD1 = 0; long lD2 = 0; long lD3 = 0; long lDataDimInCell=0;
// 出力情報の次元
long lDm = 0;

for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++)
{

// 出力する伝送データ数分繰り返します。
csOutPtnID = csOutputCellData[lLp].GetSendPatternID();

// 出力情報パターン(ウイ

ザードで指定したパターン）

if( csOutPtnID.Equals(

$dllname2$Define$.SampleOutputPatterID ) == true )

//<--

☆★☆サンプルとしてコーディングしてあります。csOutPtnID.Equals（）の入力引数は、正式にウイザー
ドで定義した値を用いてください。
{

// 出力パターン一致ならば
lDm = csOutputCellData[lLp].GetDimension(ref lD1, ref lD2, ref lD3, ref

lDataDimInCell);

// 出力情報の次元、配列数等取得
// ★To Do★
// パターンによって次元は決まっているため

下記

if(lDim==1),if(lDim==2),if(lDim==3) をすべて実装することはなく、どれかを実装すればよい
// ここでは、型紙を作成しているため、すべてのパターンが入れてある.
if( lDm == 1 )
{
csSndCellDataD1 = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();
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// 送信す

るデータセル配列の準備

// To Do
// 出力する伝送データに出力値を設定します。↓例
for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

double xxxx = 1234.567;
csSndCellDataD1[l1].m_dData[0] = xxxx; //セル内のlClIdx内に情報
を設定
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

}
}

// end of for(l1)

}
if( lDm == 2 )
{
csSndCellDataD2 = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD2();

// 送信す

るデータセル配列の準備

// To Do
// 出力する伝送データに出力値を設定します。↓例
for( long l2=0; l2< lD2; l2++)
{

//

２次元配列数

for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによる

double xxxx = 1234.567;
csSndCellDataD2[l1,l2].m_dData[0] = xxxx; //セル内のlClIdx
内に情報を設定
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

}
}

// end of for(l1)

} // end of for(l2)
}
if( lDm == 3 )
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各モデルによる

{
csSndCellDataD3 = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD3();

// 送信す

るデータセル配列の準備

// To Do
// 出力する伝送データに出力値を設定します。↓例
for( long l3=0; l3< lD3; l3++)
{

//

３次元配列数

for( long l2=0; l2< lD2; l2++)
{

//

２次元配列数

for (long l1 = 0; l1 < lD1; l1++)
{

// １次元配列数
for( long lClIdx=0;lClIdx<lDataDimInCell;lClIdx++)
{

// セル内変数分
// ↓↓

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによ

る
double xxxx = 1234.567;
csSndCellDataD3[l1,l2,l3].m_dData[0] = xxxx; //セル内の
lClIdx内に情報を設定
// ↑↑

取得した情報をどこに格納するかは

各モデルによ

る
}
}

// end of for(l1)

} // end of for(l2)
} // end of for(l3)
}

}

// end of if( 出力パターン１と一致 )
//

------ To Do

//

------

ウイザードで定義したパターンだけ、情報を入力する処理を入

れる
//else if ( csOutPtnID.Equals(

ウイザードで入力した出力パターンその２

) ==

ウイザードで入力した出力パターンその３

) ==

true )
//{
//

パターン１の場合と同様の処理

//}
//else if ( csOutPtnID.Equals(
true )
//{
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//

パターン１の場合と同様の処理

//}
// .........
//else
//{
//}

} // end of 出力パターン書き込み

//McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyModel", "DataFusion", "out");
return 0;
}

但し、一般にモデルの入力変数と

出力変数は

一致しないことが多い（たとえば、入力は、

ポイント時系列の流量で、出力は１次元の水位等）ので、 入力をそのまま出力とすると
モデル作成者の理解を妨げる事になるため、サンプルは出来るだけ単純化し、
ッドでは、入力値をある変数に入力する。
力するだけの

逆に

Calculate メソ

DataFusion メソッドでは、変数値のある値を

サンプルコードを記述することとする。
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出

