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1.

はじめに

本チュートリアルでは、サンプル要素モデルを例に、モデル開発の流れを説明します。本チュ
ートリアルは、CommonMP 上で動作するモデルを作成するモデル開発者を対象としています。
本チュートリアルの構成は、以下のようになります。実用性を考慮して、2 章に、モデル開発
に必要な概念をまとめています。必要に応じて適宜参照ください。開発知識のある方、すぐにモ
デル開発を行いたい方は 3 章より参照ください。3 章ではモデル開発の手順を説明します。4 章で
は、モデル固有のプロパティ画面作成の手順を説明します。モデルのプロパティ画面は、
CommonMP 標準画面が用意されるため、モデルで独自の画面を作りたい場合には参照ください。
5 章にて、開発したモデルのアーカイブ出力の手順を説明します。6 章に、より高度なモデル開発
者向けの内容として、モデルデータジェネレーター・独自画面組み込みに関する内容を付録とし
てまとめています。
モデル開発を行うための開発環境として、Microsoft Visual Studio 2012 がインストールされて
いる必要があります。
1章 はじめに

まず、CommonMP上で動作するモデルについて理
解したい場合は、2章を参照してください。

2章 概要
モデル開発を始める場合は3章に進みます。

3章 モデルの開発
モデル開発完了後に、モデル独自のプロパティ画
面を作成する場合は4章に進みます。

4章 モデル固有のプロパティ画面の作成

5章 モデルのアーカイブ出力

開発したモデルのアーカイブ出力方法は5章を参照
してください。

6章 付録

高度なモデル開発者向けの内容を付録として纏め
ています。

図 1.1 モデル開発チュートリアルの構成と進め方
【参考】
Microsoft Visual Studio 2012 には「.NET Framework 4.5」が含まれています。
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2.

概要
本章では、モデル開発に必要な概念、注意事項等をまとめています。適宜参照してください。

2.1 CommonMP のディレクトリ体系
図 2.1 はインストール後のディレクトリの体系（概要）に対して、モデル開発をどのディレク
トリで行うかを簡単に示したものです。
CommonMP をインストールすると、実行部（ディレクトリ：Execute）と開発部（ディレ
クトリ：Source）のディレクトリが生成されます。
演算モデルの開発環境は、Source¥HYMCO¥OptionImpl¥下に、開発用プロジェクトを生
成してから開始します。

CommonMP¥
実行部
Execute¥
bin¥

メインプログラム：CommonMPMain.exe
ユーザー提供DLL： 例）McMyModel.dll、McYourModel.dll

........

conf¥

開発部
Source¥
HYMCO¥
OptionImpl¥ （モデル開発環境）
McMyModel¥

........

McYourModel¥

図 2.1 CommonMP ディレクトリ体系
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2.2 DLL とモデルの関係
図 2.2 にモデル開発者が提供する DLL に含まれるクラスの概念を示します。
CommonMP では、多数のモデル開発者がそれぞれ、モデルを開発し、DLL として提供す
ることが可能であるため、DLL の名称は、CommonMP 内でユニークにする必要があります。
また、CommonMP では、同一 DLL 内のクラスは全て同一の名前空間（namespace）で管理
されているものとします。名前空間（namespace）とは、C#言語などで用いるクラスの有効範
囲を表す名称です。
演算モデル作成者が提供する DLL には、以下のクラスが含まれています。

2.2.1

ファクトリクラス

DLL 内に一つだけ存在し、演算モデルクラスとそれに対応する演算データクラスインスタ
ンスの生成を行います。CommonMP 内でユニークな識別子を定義して、多数のモデル開発者が
提供する DLL の区別を行います。

2.2.2

演算モデルクラスと演算データクラス

必ず、演算モデルクラスと演算データクラスを対で作成します。また、複数個作成すること
が可能です。この時、各演算モデルクラスの区別は、一対の演算モデルに対して、DLL 内でユ
ニークな識別子を設けて区別します。

同一DLL内は、同一 namespace とする
DLLファイル内に含まれるクラス
モデルファクトリクラス
（例：McMyModelFactory）

モデルファクトリ識別子（HySIDクラスを使用）にて区別
モデル識別子（HySObjectKindクラスを使用）にて区別

１個のみ
DLLファイル
（例：McMyModel.dll）

演算モデルクラス

McBasicCalculateModelBase派生
（例：MyModel）

演算データクラス

McCalInfo派生
（例：MyCalInfo）

必ず対で作成する

モデル識別子（HySObjectKindクラスを使用）にて区別

複数個可能

演算モデルクラス
演算データクラス

必ず対で作成する

モデル識別子（HySObjectKindクラスを使用）にて区別
演算モデルクラス
演算データクラス

図 2.2 DLL とモデルの概念
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必ず対で作成する

2.3 CommonMP 演算処理の概要
図 2.3 に CommonMP における演算動作の基本構造を示します。演算要素クラスと要素間伝送
データクラスがあり、演算要素の中に、モデル開発者が作成する演算モデルと演算中データが含
まれる構造となっています。
演算要素(McElement)

演算要素(McElement)
演算モデル

演算要素(McElement)
演算モデル

演算モデル(McCalModel)
要素間伝送ﾃﾞｰﾀ
(McTranInfo)

要素間伝送ﾃﾞｰﾀ
(McTranInfo)
受信

送信

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ

読込み／書出し

演算中ﾃﾞｰﾀ(McCalInfo)

演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

＜特徴＞

前後の要素間の関係は変更
せず、演算ﾓﾃﾞﾙを入れ替え可
能（GUI/構造定義ﾌｧｲﾙ）

空の演算要素

演算系の制御(McGrElementCtl)

演算要素＋演算モデル

図 2.3 演算動作の基本構造（1/2）
また、図 2.4 に示すように、全体系を一つの要素とみなすと Gｒ化演算要素という構造となり
ます。
演算要素(McElement)

演算要素(McElement)

演算要素(McElement)

Gr化演算要素(McGrElement)
演算モデル

演算モデル

要素間伝送ﾃﾞｰﾀ
(McTranInfo)

要素間伝送ﾃﾞｰﾀ
(McTranInfo)

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

＜特徴＞

一つの演算系が、さらに
大きな演算系の一部の
演算要素になり得る

演算系の制御(McGrElementCtl)

図 2.4 演算動作の基本構造（2/2）

2-3

以上の構造を、クラス図としてまとめたものを図 2.5 に示します。

要素間伝送ﾃﾞｰﾀ
<<Interface>>

McTranInfo

演算要素

演算モデル

<<Interface>>

<<Interface>>

McElement

途中の継承関係は記述省略

McCalModel

演算中ﾃﾞｰﾀ
<<abstract>>

McCalInfo

途中の継承関係は記述省略

演算系の制御
詳細は後の頁で説明

<<realize>>

<<realize>>

McGrElement

McGrElementCtl

途中の継承関係は記述省略
<<realize>>

<<realize>>

ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発するｸﾗｽ

McCalElement

詳細は後の頁で説明

図 2.5 演算要素に関連するクラス図
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<<realize>>

ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発するｸﾗｽ

詳細は後の頁で説明

2.4 演算モデルクラス
演算制御

2.4.1

CommonMP では、演算制御として、非同期型演算制御と同期型演算制御が用意されています。
ここでは、2 つの演算制御の概念を説明します。
(1)

非同期型

図 2.6 にイメージ図を示します。図 2.6 のように、モデル接続上流から、接続下流へ順次
計算が行われます。基本的に、接続にループがないことが前提となります。また、伝送デー
タは基本的に、時系列型となります。
CommonMP では、計算を開始する前に、接続の上流から下流へ計算が流れるように、
自動的にソートされます。計算開始後は、ソートされた順番にしたがって計算が行われます。
図 2.7 に、演算処理の動作概要を示します。

A
A

演算モデル

B

B

C

C

伝送データ
時間

接続されたモデル

モデルの演算実行（イメージ図）

図 2.6 非同期型の概念

モデル：Ａ

IsConverged( )

目標時刻
に達するま
で繰り返し

Calculate( )
DataFusion( )

目標時刻到達判断
演算
データの送信

伝送データに蓄積

全要素分
繰り返し

IsConverged( )

目標時刻に
達するまで
繰り返し

モデル：Ｂ

Calcu late( )
DataFusion( )
伝送データに蓄積
IsConverged( )

目標時刻に
達するまで
繰り返し

Calcu late( )
DataFusion( )

図 2.7 非同期型の演算処理
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モデル：Ｃ

(2)

同期型

図 2.8 にイメージ図を示します。図 2.8 のように、非同期型とは異なり、演算順序に規定
はありません。接続については、ループがあっても問題ありません。また、伝送データにつ
いては、時系列の場合、保持するレコード数は非常に少ないという特徴があります。
同期型では、演算順序を意識しないため、ソートは行われません。図 2.9 に、演算処理
の動作概要を示します。

A
A

演算モデル

B

B

C

C

伝送データ
時間

モデルの演算実行（イメージ図）

接続されたモデル

系の時刻進行に合わせて、個別に要素が演算を行い、
互いにデータの交換を行う。

図 2.8 同期型の概念
モデル：Ａ
系の中間目標
時刻に達する
まで繰り返し

系の中間目標
時刻に達する
まで繰り返し

全要素分
繰り返し

系の中間目標
時刻に達する
まで繰り返し

系が最終目標
時刻に達する
まで繰り返し

IsConverged( )
Calculate( )
DataFusion( )

目標時刻到達判断
演算
データの送信

伝送データに蓄積
（最新値のみでも良い：蓄積不用）
IsConverged( )

モデル：Ｂ

Calcu late( )
DataFusion( )
伝送データに蓄積
（最新値のみでも良い：蓄積不用）
IsConverged( )

全要素分
繰り返し

Calcu late( )
DataFusion( )

系の中間目標時刻にて一斉に計算結果を送信

図 2.9 同期型の演算処理
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モデル：Ｃ

演算モデルの計算タイプ

2.4.2

演算制御の下で動作する演算モデルについても、未来計算型と現状計算型の 2 種類が用意され
ています。この 2 つのタイプについて説明します。
(1)

未来計算型

図 2.10 にイメージ図を示します。図 2.10 のように、現在の入力状況から、未来（δt 後）
の状態を算出するタイプです。演算制御として、非同期型でも同期型でも使用可能です。
＝ 未来計算型 ＝

別要素へ

演算用入 力デー タ（ ｔ１ ）

DataFusion ( )

演算結果の出 力
Calclation()
ｔ１

ｔ１ ＋δｔ
時間

演算結果 データ （ ｔ１ ＋δｔ ）

Calculate ( )

演算

DataFusion()

出力デー タ（ ｔ１ ＋δｔ ）

計算によ ってδｔ進行

図 2.10 未来計算型の概念

(2)

現状計算型

図 2.11 にイメージ図を示します。図 2.11 のように、現在の入力状況から、現時点の状態
を算出するタイプです。未来計算型とは異なり、演算により時間は進行しません。演算制御
として、非同期型でも同期型でも使用可能です。

＝ 現状計算型 ＝
別要素へ
DataFusion ( )

演算結果の出 力
ｔ１

別要素へ

演算用入 力デー タ（ ｔ１ ）

DataFusion ( )

演算結果の出 力

Calclation()

ｔ１ ＋δｔ
時間

演算結果 データ （ ｔ１ ）

DataFusion()
Calculate ( )

演算

出力デー タ（ ｔ１ ）

Calculate( )

演算

DataFusion後 時間を進 行 ｔ１ ＋δｔ

図 2.11 現状計算型の概念
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演算モデルクラス構造

2.4.3

前記のように、演算モデルとして、未来計算型と現状計算型が用意されています。モデル開発
者は、どちらのモデルを作成するかによって、派生するクラスが異なります。

(1)

クラス派生図

図 2.12 にクラス構成図を示します。図 2.12 のように、未来計算型モデルの場合、
「McForecastModelBase」クラスを派生して、自モデルを作成します。現状計算型の場合は、
「McStateCalModelBase」クラスを派生して、自モデルを作成します。

演算モデル基底インターフェース
interface

McCalModel
途中派生関係は前頁参照

セル型伝送データ対応モデル共通処理
McBasicCalculateModelBase
abstract

未来予測型
McForecastModelBase

内部状態計算型
McStateCalModelBase

abstract

abstract

＝＝ 親クラス側に実装 ＝＝
原則として同期型には使用せず。同期
型に組み込む場合には、関連するモデ
ルをグループ化する等の工夫が必要。

モデルの違いは 親クラス側で吸収
目標時刻到達判断
非同期による待ち発生処理等
現在の入力状況から、
未来（δｔ後）の状態を
算出するタイプ
ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発するｸﾗｽ

時刻kの進め方
非同期／同期処理時のDataFusionタイミング切替
演算シミュレーション時刻の更新

ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発するｸﾗｽ

＝＝ 派生クラス側で実装する ＝＝
派生クラス側で実装するメソッド、及び使用方法に違いは無し
接続等チェックメソッド
ReceiveConnectionCheck（）、SendConnectionCheck（）
初期化処理メソッド

Initialize（）

モデル計算処理メソッド

Calculate（）
DataFusion（）

計算結果外部出力処理メソッド

図 2.12 演算モデルクラス派生関係

2-8

現在の入力状況から、現
時の状態を計算タイプ
（演算により時間は進行
しない）

等

(2)

構造図

ここでは、演算モデル基底クラスとなる「McBasicCalculateModelBase」クラスの構造を
図 2.13 に示します。
他の要素から伝送されてくる伝送データは、基底クラス（ McBasicCalculateModelBase ）
内で、メンバ変数：m_InputCellData として配列形式で管理されます。
伝送されてくるデータの数は、入力端子数に一致し、メンバ変数：m_lInputDataNum （親
クラスで定義）に設定されています。
ま た 、 他 の 要 素 へ 伝 送 す る 伝 送 デ ー タ は 、 同 じ く 基 底 ク ラ ス
（ McBasicCalculateModelBase ）内で、メンバ変数：m_OutputCellData として、配列形
式で管理されています。伝送するデータの数は，出力端子数に一致し、メンバ変数：
m_lOutputDataNum （親クラスで定義）に設定されます。
入力／出力の伝送データ数は、CommonMP フレームワークで設定されるため、派生ク
ラス側で変更することはできません。
演算要素（McElement派生クラス）
演算モデル基底（McBasicCalculateModelBase派生クラス）
要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

メンバー変数：

演算時刻：m_csSimTime *
演算開始からの経過時間：m_csTotalPassingTime *
演算目標時刻：m_csTgtTime *
演算刻み幅：m_csDltTime *
入力データ数
出力データ数
m_lInputDataNum *
m_lOutputDataNum *
セル型入力伝送情報
セル型出力伝送情報
m_InputCellData
m_OutputCellData
[0]
[0]
[1]
[1]
[2]

メンバー変数： m_csCalInfo *

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

演算データクラス（McCalInfo派生クラス）
演算中のモデル内状態等を記憶する領域
*： 親クラスにて定義

図 2.13 演算モデルクラス基底クラスの構造
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(3)

メンバ変数
1)

外部からの伝送データ、外部への伝送データ
入力情報数、出力情報数、伝送情報は、下記メンバ変数に保持されます。

2)

①

入力情報数（long

m_lInputDataNum）

②

出力情報数（long

m_lOutputDataNum）

③

セル型入力伝送情報（McReceiveCellDataIF[]

④

セル型出力伝送情報（McSendCellDataIF[]

m_InputCellData）
m_OutputCellData）

モデル内での時間管理
演算中の時刻、演算目標時刻、刻み時間（モデルのδt）および、演算開始からの経過

時間はそれぞれ、下記メンバ変数に保持されます。（全て、親モデルクラスにて定義）

3)

①

演算時刻（HySTime

m_csSimTime）

②

目標時刻（HySTime

m_csTgtTime）

③

刻み時間（HySTime

m_csDltTime）

④

開始時刻（HySTime

m_csStartTime）

⑤

経過時間（HySTime

m_csTotalPassingTime）

モデル内での演算データ管理
基本的に、演算中のモデル状態は全て、演算データクラス内に保持します。演算データ

クラスは、下記メンバ変数に保持されています。（親モデルクラスにて定義）この、演算
データクラスもモデル開発者が作成します。
①

要素内演算中データ（McCalInfo
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m_csCalInfo）

(4)

実装メソッド

各メソッドの動作概要図を図 2.14 に示します。モデル開発者が実装すべきメソッドを以下
に示します。

1)

実装が必須であるメソッド
①

プロパティ情報設定メソッド

（bool SetProperty( McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo)）
引数で与えられた条件で、演算ステップ時間、演算に必要な係数値等を設定します。
②

初期化メソッド

（bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum,
ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)）
引数で与えられた条件で、状態の初期化等を行います。
③

演算メソッド

(long Calculate( long lInputDataNum,
ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData))
シミュレーション演算を行います。この時必要な前要素からの伝送情報は、既に
csInputCellData 内に設定されているため、そこから読み出して使用します。未来計算
型 の 場 合 、 １ ス テ ッ プ 実 行 す る 毎 に 、 モ デ ル 内 の 演 算 時 刻 （ m_csSimTime ） は
m_csDltTime だけ進みます。
④

内部情報公開メソッド

(long DataFusion(long lOutputDataNum,
ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData))
内部の演算結果を出力情報 csOutputCellData へ設定します。
⑤

入力伝送情報のチェック

(bool ReceiveConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf,
long lInputDataNum, McReceiveCellDataIF[] csInputCellData))
他の要素から伝送されてくる伝送データが、自モデルが期待している伝送情報の型式
であるか否かをチェックします。自モデルが期待していない伝送データであった場合に
は、false を返すようにコーディングを行います。また、引数で与えられたエラー情報
に何故エラーかの情報を設定すると、画面上にその情報が表示されます。
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⑥

出力伝送情報のチェック

（bool SendConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf,
long lOutputDataNum, McSendCellDataIF[] csOutputCellData)）
他の要素へ伝送する伝送データが、自モデルが認識できる伝送情報の型式であるか否
かをチェックします。認識しない型式であれば、 false を返すようにコーディングを行
います。また、引数で与えられたエラー情報に何故エラーかの情報を設定すると、画面
上にその情報が表示されます。

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

入力伝送情報の
出力伝送情報の
チェックメソッド
チェックメソッド
(ReceiveConnectionCheck
(SendConnectionCheck)
)
演算メソッド
(Calculate)
要素間伝送データ

要素間伝送データ
（McTranInfo派生クラス）

（McTranInfo派生クラス）

入力データ配列
m_csInputData

出力データ配列
m_csOutputData
[0]
[1]
[2]

[0]
[1]

（McTranInfo派生クラス）

初期化情報
（初期状態設定等）
McPropertyInfoRoot
プロパティ情報設定
（各種係数の設定等）
McPropertyInfoRoot

要素間伝送データ

要素間伝送データ
初期化メソッド
(Initialize)

（McTranInfo派生クラス）

演算データクラス
（McCalInfo派生クラス）
状態変数：

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ設定
メソッド
(SetProperty)

係数：
等
メンバー変数：m_csCalInfo

別インスタンスである事に注意 演算モデル基底
（McBasicCalculateModelBase派生クラス）

図 2.14 実装メソッドの概要
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内部情報公開メソッド
(DataFusion)

2)

必要であれば実装するメソッド
①

計算開始時に動作する処理
bool ReadyCalculation()

（

）

計算開始の最初に１回だけコールされるメソッドです。
②

計算終了時に動作する処理
bool CompleteCalculation()

（

）

計算終了時に１回だけコールされるメソッドです。
③

計算中断時に動作する処理
bool SuspendCalculation()

（

）

計算中断時に１回だけコールされるメソッドです。
④

演算実行中断中のプロパティ等情報設定（将来機能拡張用）

（bool SetOnlineProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo) ）
演算中断中にプロパティ、初期値等を変更して動作させる場合等に使用します。
⑤

演算用刻み時間を自動的に変更する処理

（void ChangeDeltaTimeAutomatically ()）
演算中条件によって
⑥

自身のδT を変更するメソッドです。

演算実行中断中のモデルを初期化する処理（将来機能拡張用）

（ bool OnlineInitialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData,
ref HySDataLinkedList csInputDataList,
ref HySDataLinkedList csOutputDataList ) ）
演算中断中に初期化等を行います。
⑦

プロパティ情報設定メソッド（メッセージスロー対応）

(bool SetProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo,
ref

McStructErrorInfo csErrorInf ))

引数で与えられた条件で、演算ステップ時間、演算に必要な係数値等を設定します。
自モデルが期待していない設定値等、問題がある場合には、false を返すようにコーデ
ィングを行います。また、引数で与えられたエラー情報に何故エラーかの情報を設定す
ると、画面上にその情報が表示されます。

2-13

2.5 演算データクラスの概要
「演算モデル」が使用する演算データクラスは、演算モデルに固有な情報であるため、演算モ
デルクラスの作成と同時に作成する必要があります。
基本的に、
「情報を保持する」ことのみを行うため、原則としてメンバ変数は全て public で
作成します。 また、本クラス内のメンバ変数にアクセスするのは、対応する演算モデルだけで
す。
モデル開発者が実装すべきメソッドを以下に示します。
①

複製作成メソッド

（ McCalInfo

Clone( ) ）

自クラスと同一クラスで別インスタンス（変数内の情報も同じ値）を生成します。

②

メンバをコピーするメソッド

（ bool CopyInfo( McCalInfo csOrgInfo ) ）
引数で与えられた情報を自分にコピーする処理を行います。
演算中断保存機能にて、演算状態の復元に必要となります。実装されていない、実装
が不完全な場合、演算中断状態が正常に復元されませんので注意が必要です。

また、本クラスには、下記コード例のように Serializable 属性をつけます。
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>テストサンプル要素内演算中データクラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// <para>remarks</para>
/// <para>演算中の状態、初期条件等を保持するデータクラス</para>
/// </remarks>
[Serializable]
public class MyForecastModelCalInfo : McCalInfo
{
// 必要な情報を追加します。
/// <summary> 入力情報（流量） </summary>
public double[] m_dQInData = null;
/// <summary> 出力情報（流量） </summary>
public double[] m_dQOutData = null;
/// <summary> 入力情報 (モデルの内部状態（流量）) </summary>
public double[] m_dQInInternalData = null;
/// <summary> 出力情報 (モデルの内部状態（流量）) </summary>
public double[] m dQOutInternalData = null;

図 2.15

Serializable 属性の記述例

2-14

2.6 ファクトリクラスの概要
各モデル開発者が提供する演算モデル、演算データクラスは、モデルファクトリクラスの所定
のメソッドを呼び出すことで、インスタンスを生成（new）し、CommonMP 内で使用すること
が可能となります。また、演算モデルの情報を画面のライブラリ管理画面に表示するための情報
を提供する役割も持っています。
CommonMP では、一つの DLL 内に１クラスのみ存在させます。図 2.16 にモデルファクト
リクラスの働きを模式的に示します。ファクトリクラスが実装するメソッドは以下のとおりです。
①
（

ファクトリ識別子生成
HySID CreateFactoryID()

）

モデルファクトリを識別する識別子を生成します。
不特定多数の人々が名称を考えるため、なるべく同じ識別子とならないように工夫が
必要です。
例：HySID(“ユーザ名＋目的名＋ユニークファクトリ名”)として定義する等
②
（

モデル情報提供
HySDataLinkedList GetCalModelInfoList() ）

DLL 内に含まれる演算モデル情報を所定の形式で生成します。
ここで、提供された情報が、ライブラリ管理画面に表示されます。
③
（

演算モデルクラス作成
McCalModel CreateCalModel(HySObjectKind csModelKind)

）

引数で与えられた、演算モデル識別子に対応する演算モデルを生成します。
ここで生成されたインスタンスを用いて、実際のシミュレーション演算が行われます。
④
（

演算データ生成
McCalInfo CreateCalInfo(HySObjectKind csModelKind)

）

引数で与えられた、演算モデル識別子に対応する演算データを生成します。
ここで生成されたインスタンスを用いて、実際のシミュレーション演算が行われます。
⑤
（

演算モデルプロパティ情報生成
McCellModelPropertyIF CreateModelProperty

(HySIDcsLibraryID, HySObjectKind csModelKind)

）

演算モデルがプロパティ設定で使用する情報を格納するクラスを生成します。
⑥
（

演算モデル初期化情報生成
McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo

(HySIDcsLibraryID, HySObjectKind csModelKind)

）

演算モデルが初期化で使用する情報を格納するクラスを生成します。
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要素

モデルファクトリクラス
ファクトリ識別子生成
CreateFactoryID

演算モデルクラス生成
CreateCalModel

モデルファクトリを識別する
ユニーク識別子を作成

演算モデル
生成
演算データ

生成

モデル情報提供
GetCalModelInfoList

プロパティ設定メソッド 初期化メソッド
(SetProperty)
(Initialize)

演算データ生成
CreateCalInfo

演算モデルプロパティ情報生成
CreateModelProperty
ライブラリ管理画面表示内容提供

設定

生成

設定

プロパティ情報
生成

演算モデル初期化情報生成
CreateModelInitialInfo

初期化情報
画面等から内容変更

図 2.16 ファクトリクラスの概要

2.7 セル型伝送データの概要
モデル間のデータの受け渡しは、セル型伝送データを用いて行われることは説明しましたが、
ここではモデル間の接続に関して、伝送データ受け渡しの詳細な動作概要と、モデル開発者が作
成しなければならないセル内物理対応表について、伝送データの内装処理の概要、伝送データを
取得・設定する方法について説明します。

2.7.1

伝送データの概念と構造

図 2.17 に伝送データの構造を示します。伝送データに乗せたい複数の情報をセルという単位
にまとめ、セルの配列という形で伝送データとして相手要素に送られます。
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伝送データ
演算モデル

演算モデル
DataFusion(
)
伝送データへ計算結果を格納
（外部へ公開する情報のみ）

Calculate(

)

計算時に引数として取得

セル
幾つかのﾃﾞｰﾀを一纏まりにした単位
変数
m_dData[ 0 ] : 流量
m_dData[ 1 ] : 水位
m_dData[ 2 ] : 流速

セルの１次元配列

+ 時刻

注意）セル内データ構造は全セル共通

各種伝送ﾃﾞｰﾀ
セルの２次元配列

+ 時刻

.......

注意）セル内データ構造は全セル共通

図 2.17 伝送データの概念と構造

2.7.2

伝送データの受け渡し

図 2.18 に概要を示します。複数の変数をセルという単位で扱いますが、各変数が、どのよう
な物理的意味を持つのかという情報（セル内物理対応表）を持たなければなりません。
CommonMP ではモデル間の接続を行う場合、図 2.18 のような専用画面にて、接続の上流モデ
ルが出力するセル内物理対応表と、接続の下流モデルが期待する入力のセル内物理対応表を画面
上に表示し、上下のモデル接続を一致させます。モデル開発者はこの物理対応表を作成する必要
があります。
送信側は
モデル：A

x[ 0 ] = 流量
x[ 1 ] = 水位
x[ 2 ] = 流速

GUI（配線変更画面）から 設定可能

として設定
セル型

画面イメージ

x[ 0 ] = 流量
x[ 1 ] = 水位
x[ 2 ] = 流速

セル内配線の変換クラス

モデル：B
受信側は
雨量 = x[ 0 ]
流量 = x[ 1 ]
水位 = x[ 2 ]
として認識

図 2.18 伝送データ受け渡しの概要
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2.7.3

セル内の物理対応表

モデル開発者が作成するセル内物理対応表は、ファクトリクラスのプロパティ情報生成メソッ
ド内に作成します。図 2.19 にコーディング例等を示します。
コーディング例
ファクトリークラスのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ情報生成：CreateModelProperty( ) メソッド内に記述

セル内部の接続設定

図 2.19 セル内物理対応表コーディング例

2.7.4

伝送データの設定・取得の概要

図 2.20 に概要を示します。図 2.20 のように上流モデルから出力された伝送データは伝送デー
タクラスによりリスト形式で管理されます。下流モデルが必要とする情報を内挿処理クラスによ
り必要とする情報を提供します。（内挿処理）このような、上流モデルから下流モデルへの情報
の 伝 送 は 、 送 信 用 I/F ク ラ ス （

McSendCellDataIF ）、 受 信 用 I/F ク ラ ス

（ McReceiveCellDataIF ）を通して行われます。そのため、モデル開発者は、このような内装
処理等を意識する必要はありません。
送信用I/F クラス
演算モデル

M cSe ndCellDataI F

セル型 時系列伝送ﾃﾞｰﾀ
（LinkedList 形式）

受信用I/F クラス
M cRe ceiv e CellDataI F
内挿処理クラス

演算モデル

セル内配線変換クラス
H y SCe llDataGe tte r

10/7 10:00

10/7 10:１５
10/7 10:20

......

DataFusion( )

引数

10/7 10:10

タイムスタンプ設定等

引数

Calculate(

図 2.20 モデルからの伝送データ設定・取得の概要
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)

2.7.5

モデルからの伝送データ設定・取得の方法

モデルからの伝送データ設定と取得は、DataFusion メソッドの引数、Calculate メソッドの
引数を使用します。以下に、I/F クラスの仕様を図 2.21、図 2.22 それぞれに示します。

ａ) メソッド引数
※1

protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
受信用I/Fクラス

入力接続数

ｂ) 受信用I/Fクラス仕様
● 受信パターン取得： （接続線から受信する情報のパターンを取得する）
HySID GetReceivePatternID( )
※2

● 受信データ内のセル取得（内挿処理済み）： 伝送データから送られてきたセルを取得する（全セル取得）
１次元配列伝送データの場合
２次元配列伝送データの場合
３次元配列伝送データの場合

HySCellData[] GetInterpolatedCellD1( )
HySCellData[,] GetInterpolatedCellD2( )
HySCellData[, ,] GetInterpolatedCellD3( )
※2

● 受信データ内のセル取得（内挿処理済み）： 伝送データから送られてきたセルを取得する（個別セル取得）
HySCellData GetInterpolatedCell(long lCellIdx1)
１次元配列伝送データの場合
HySCellData GetInterpolatedCell(long lCellIdx1, long lCellIdx2)
２次元配列伝送データの場合
HySCellData GetInterpolatedCell(long lCellIdx1, long lCellIdx2, long lCellIdx3) ３次元配列伝送データの場合
● セル内情報取得： セルデータの必要情報を取得する
double Data(HySCellData csCell, long lDataIdx)
※3

● 一時ファイル情報取得（2次元配列時系列情報のみ） ： 指定された時刻の一時ファイル化した伝送情報を取得する
HySCellData[,] GetFileOutCellD2(HySTime csTime)
※ 1：ref としているのは、引数を渡すときコピー処理が動作して処理速度が遅くなるのを防ぐ為。
※ 2：全セル取得の場合には、内装処理は全セルについて実行される。個別セル取得の場合には、内挿処理は取得するセルについてのみ
実行される。処理速度を考慮して使用するﾒｿｯﾄﾞを選択する必要がある。
※ 3：2次元配列時系列情報の一時ファイル機能で出力された、接続線上の最も古い情報まで取得する必要がある場合は、本メソッド
を実装する必要がある。

図 2.21 受信用 I/F

ａ) メソッド引数

protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData)
出力接続数

送信用I/Fクラス

ｂ) 送信用I/Fクラス仕様
● 送信パターン取得： （送信する情報のパターンを取得する）
HySID GetSendPatternID ( )
● 送信データ内のセル取得： 送信するセルを取得する
HySCellData[] PrepareSendCellD1( )
HySCellData[,] PrepareSendCellD2( )
HySCellData[, ,] PrepareSendCellD3( )

１次元配列伝送データの場合
２次元配列伝送データの場合
３次元配列伝送データの場合

図 2.22 送信用 I/F
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前後の演算モデルの関係

2.7.6
(1)

概要

図 2.23 に概要図を示します。前に接続されているモデルの情報は、後に接続されているモ
デルの何処に格納されるのか、という前後の演算モデルの対応情報は、伝送データに付与さ
れます。
伝送データ
モデル：A

０

１

モデル：B

[1,0]

[2,1]

対応情報

[2,1]

McMo delCellCorrespondenceInf
McModelCellCorrespondenceInf

伝送ﾃﾞｰﾀ Aﾓﾃﾞﾙ Bﾓﾃﾞﾙ
０
[0,1] [2,1]
[2,1]
0
[1,0]
11
[1,2]
[0,2]
[2,1]
[0,2]

対応情報を前後の演算モデルが共有
対応情報

図 2.23 前後の演算モデルの関係概要図
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[0,2]

対応情報

(2)

対応情報ファイルの記述例

図 2.24 に、対応情報の設定概要と対応情報ファイルの記述例を示します。

対応情報ファイルの記述例

対応情報

図 2.24 対応情報ファイルの記述例
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(3)

対応関係の取得方法

接続前後の演算モデルが、対応情報を取得するメソッドを以下に示します。

送信用Ｉ／Ｆクラス（ McSendCellDataIF ）
HySCellIDManageData GetCellIDMngData();
使用例
McModelCellCorrespondenceInf csCellMng = null;
csCellMng = csOutputCellData [lP]. GetCellIDMngData() as McModelCellCorrespondenceInf;

受信用Ｉ／Ｆクラス（ McReceiveCellDataIF）
HySCellIDManageData GetCellIDData();
使用例
McModelCellCorrespondenceInf csCellMng = null;
csCellMng = csInputCellData[lP].GetCellIDData() as McModelCellCorrespondenceInf;

図 2.25 取得メソッドと使用例
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2.8 時系列データの概要
ここでは、時系列データの概要とデータの追加、取り出しについて説明します。図 2.26 に、
時系列データの概要を示します。ある時刻の瞬時値がリンクリストにより管理されています。リ
ンクリストでは瞬時値におけるデータにアクセスする手段としてカーソルと呼ばれるものを利
用し、データの追加、取得を行います。

2.8.1

カーソル操作

カーソル操作の主なメソッドを示します。
①

指定時刻と同じ位置に合わせる

（ long SetCursor(HySTime csTime) ）
カーソル位置を指定時刻と同じ位置に合わせます。なお、同一時刻がない場合、②の
メソッドと同じ動作を行います。
②

指定時刻の直後の位置に合わせる

（ long SetCursorPlus(HySTime csTime) ）
カーソル位置を指定時刻直後の位置に合わせます。
③

カーソルを最後に移動する

（ SetCursorLast() ）
カーソル位置を最後に合わせます。
④

カーソルを最初に移動する

（ SetCursorFirst() ）
カーソル位置を最初に合わせます。
新しいデータ

リンクリスト

SetCursorLast()

SetCursorPlus(HySTime csTime )

データA

時刻A

データB

時刻B

データC

時刻C

データD

時刻D

データE

時刻E

データF

時刻F

時刻E
SetCursor(HySTime csTime)

カーソル
SetCursorFirst()

古いデータ

図 2.26 時系列データの概念
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2.8.2

データの追加と取得

図 2.27 にデータの追加、取得の概念を示します。データの追加、取得操作には、以下のメソ
ッドを利用します。
①

データの追加

（ long AddLast(HySDataRoot csData) ）
リストの最後にデータを追加します。
②

データの取得

（ HySDataRoot GetCursorData() ）
カーソル位置のデータを取得します。
③

カーソルを次に移動

（ MoveCursorNext() ）
カーソル位置を次の位置に移動します。
④

カーソルを前に移動

（ MoveCursorPrev() ）
カーソル位置を一つ前に戻します。

新しいデータ
AddLast(HySDataRoot csData)

リンクリスト

データA

時刻A

データB

時刻B

データC

時刻C

データD

時刻D

データE

時刻E

データF

時刻F

データの追加

時系列情報伝送データクラス
MoveCursorNext()

データの取得
GetCursorData()

MoveCursorPrev()

古いデータ

図 2.27 データの追加と取得の概念
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2.9 モデル固有のプロパティ画面作成の概要
モデルのプロパティを表示／設定する画面は、CommonMP で標準的に準備されています。し
かし、複雑なモデル等で、そのモデルに固有なＧＵＩ上でモデルのプロパティの設定（パラメー
タ等各種設定）を行いたい場合、モデル固有のプロパティ画面を作成することが可能です。

CommonMP
プロパティ画面要求
MyModel

モデル開発者が提供

プロパティ画面表示要求
提供DLL
MyProperty.DLL
ファクトリークラス
ファクトリークラス
ファクトリークラス
（（ MyModelPropertyScreenFactory
）
プロパティ画面のインスタンス

new
モデル固有画面クラス（プログラム）
（
）
McMyModelPropertyScreen

HYMCO.
dicon

図 2.28 に概要を示します。固有画面を作成する場合、モデル固有のプロパティ画面は、DLL と
してモデル開発者が提供します。
（モデル本体の場合と同様）ただし、画面関連の DLL は、モデ
ル本体の DLL とは異なった DLL として提供します。作成するクラスは、図 2.29 に示すように、
画面本体とスクリーンクラスです。
CommonMP
プロパティ画面要求
MyModel

モデル開発者が提供

プロパティ画面表示要求
提供DLL
MyProperty.DLL
ファクトリークラス
ファクトリークラス
ファクトリークラス
（（ MyModelPropertyScreenFactory
）
プロパティ画面のインスタンス

new
モデル固有画面クラス（プログラム）
（
）
McMyModelPropertyScreen

HYMCO.
dicon

図 2.28 モデル固有のプロパティ画面作成の概要
①スクリーンクラス（CommonMP ﾋﾞｭｰｱから画面を取り扱う為のハンドルクラス）
②フォームクラス（画面本体）
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図 2.29 画面作成例
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モデル作成時の留意点

2.10

演算速度について

2.10.1

演算速度を落とさないためにも、以下の点に注意してください。
注意点１

(1)

繰り返し計算で使用される下記メソッド内では、ファイル読み込み／書出し等ファイルア
クセス処理は控える。
1)

Calculate メソッド

2)

DataFusion メソッド

3)

ChangeDeltaTimeAutomatically メソッド
どうしても I/O アクセス等が必要な場合は、バッファリング等の処理の工夫が必要

＊

注意点２

(2)

演算前処理（例えば ReceiveConnectionCheck( )）で行える処理はそこで行い、計算の最
中に同じ処理を何回も走らせない様にする。
注意点３

(3)

演算子（例：HySTime +HySTime ）の使用は、HySTime.Add (HySTime)に比べると遅
くなる。
注意点４

(4)

構造体の生成(new) は遅くなるため、ローカル変数構造体は、使用しないように工夫する。
＊
(5)

例えば、ローカル変数はワーク用のメンバ変数化する等の工夫が必要。
注意点５

既にデバッグ済みのモデルに関しては、デバッグ出力を出さないようにしておく。

コーディングについて

2.10.2

基本的に、CommonMP でのソース記述はハンガリアン記法に準じています。
(1)

クラス名・メソッド名の表記

Is_Converged( ) ⇒
(2)

IsConverged( )

変数名の表記

変数名称は、型がわかるように表記します。
1)

クラスの場合

先頭に cs をつける

例：HySTime csStartTime = new HySTime();
2)

long 型の場合

先頭に l をつける

例：long lLoop
3)

double 型の場合

先頭に d をつける

例：double dData
4)

メンバ変数の場合

先頭に m_をつける

例：double m_dData
例：HySTime m_ csStartTime
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(3)

コメントの表記

図 2.30 に、コメント表記例を示します。
/// <summary><para>class outline:</para>>// クラスのコメント例です。
/// <para>日付計算クラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
public class CalcDate
{
/// <summary>基準日時</summary>// メンバ変数のコメント例です。
private DateTime m_base_date = new DateTime();
/// <summary><para>method outline:</para>// クラスのコメント例です。
/// <para>コンストラクタ</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>>//メソッドの使用例
/// <para> CalcDate startDate = new CalcDate();</para>
/// </example>
/// <param name=" startDate ">基準日時</param>//メソッドの引数
/// <returns>無し</returns>//メソッドの戻り値
/// <exception cref="">無し</exception>// 例外発生時
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>クラス生成時に呼び出します</para>
/// </remarks>
public CalcDate(DateTime startDate)
{
if (startDate.CompareTo(null))
{
base_date = DateTime.Today;
}
else
{
base_date = startDate;
}
}

図 2.30 コメント表記例
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3.

モデルの開発
本章では、チュートリアル用のサンプルモデル作成を例に、演算モデルの作成と動作確認の

手順を説明します。

3.1 モデル開発用プロジェクトの作成
まず、サンプルモデルを開発するためのプロジェクトを作成します。プロジェクトの作成は、
ウィザード形式で、必要な情報を入力していくことで簡単に作成することができます。

3.1.1

新しいプロジェクトの追加

CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリューション
TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。
（詳しくは概要の「CommonMP のディレクトリ
体系」を参照してください。）

図 3.1 モデル開発ソリューション
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Visual Studio が起動するので、ソリューションエクスプローラ内にある、ソリューションを
選択し、右クリック後、コンテキストメニューの[追加]を選び、[新しいプロジェクト]をクリッ
クします。

図 3.2 モデル開発用プロジェクトの追加（1/8）
下記の画面で、マイテンプレートの CommonMP_モデルプロジェクトを選択し、プロジェク
ト名を入力します。プロジェクト名は半角英数字で入力してください。ここで、入力された名称
は DLL 名称の一部となります。また、場所に、CommonMP の開発環境ディレクトリを指定し
ます。（詳しくは概要の「CommonMP のディレクトリ体系」を参照してください。）

図 3.3 モデル開発用プロジェクトの追加（2/8）
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【注意】
プロジェクト作成場所は起動したモデル開発環境ソリューションのある CommonMP フォルダ内
を指定してください。それ以外を指定した場合、下記メッセージが出力され作成できません。

図 3.4 メッセージ出力

3-3

3.1.2

ネームスペース名称入力

ネームスペース名称（詳しくは概要の「DLL とモデルの関係」を参照してください。）を入力
し、[次へ]をクリックします。なお、ネームスペース名称の前段部は前回入力値が表示されます。

図 3.5 モデル開発用プロジェクトの追加（3/8）

3.1.3

DLL 名称

作成される DLL 名称（詳しくは概要の「DLL とモデルの関係」を参照してください。）を確
認し、[次へ]をクリックします。

図 3.6 モデル開発用プロジェクトの追加（4/8）
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3.1.4

ファクトリクラス情報入力

ファクトリ－名とファクトリクラス識別子を入力して、[作成]をクリックします。
（ファクトリ
クラスについては概要の「ファクトリクラスの概要」を参照してください。）なお、ファクトリ
クラス名称、ファクトリ識別子ともに、初期値が設定されます。必要に応じて変更できますが、
ファクトリクラス識別子については、同じ識別子とならないよう工夫が必要です。（詳しくは概
要の「ファクトリ識別子生成」を参照してください。）

図 3.7 モデル開発用プロジェクトの追加（5/8）

プロジェクト作成に成功すると、下記のような画面が表示されますので、[OK]をクリックし
ます。

図 3.8 モデル開発用プロジェクトの追加（6/8）
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下記のような、画面が表示された場合は、[再読み込み]をクリックしてください。

図 3.9 モデル開発用プロジェクトの追加（7/8）

以上でプロジェクトが作成され、作成されたプロジェクトは Visual Studio 上に追加されます。

図 3.10 モデル開発用プロジェクトの追加（8/8）
（補足）上記ウィザードにて作成されたモデル開発用プロジェクトの構成変更（ファイル・ディ
レクトリの名称変更、移動、削除等）は行わないでください。以降説明する新規モデルの追加が
正常に動作しない場合があります。
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3.2 新規モデルの追加
次に、サンプルモデルを作成します。以下の手順で作成するモデルは未来計算型モデルと現状
計算型モデルの 2 種類のモデルです。（詳しくは概要の「演算モデルの計算タイプ」を参照して
ください。）モデルの作成は、プロジェクト作成と同様、ウィザード形式で、必要な情報を入力
していくことで簡単に作成することができます。なお、下記手順に進む前に、作成したプロジェ
クトを保存し、ソリューションのビルドを行う必要があります。

②ビルド
①保存
図 3.11 作成したプロジェクトの保存とビルド

3.2.1

新しいモデルの追加

ソリューションエクスプローラ内にある、作成した TestModel プロジェクトを選択し、右ク
リック後、コンテキストメニューの[追加]を選び、[新しい項目]をクリックします。
下記の画面で、マイテンプレートの CommonMP_モデルクラスを選択し、ファイル名を入力
します。ファイル名は半角英数字で入力してください。ここで入力した名称は、モデルクラス名
称になります。以下の手順では、未来計算型モデルについては MyForecastModel、現状計算型
モデルについては MyStateCalModel という名称でモデルを作成します。

図 3.12 新規モデルの追加（1/18）
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図 3.13 新規モデルの追加（2/18）

3.2.2

クラス情報入力

ここで、作成するモデルの種類に応じて親クラスを選択します。未来計算型モデルを作成する
場 合 は 、 McForecastModelBase を 選 択 し ま す 。 現 状 計 算 型 モ デ ル を 作 成 す る 場 合 は 、
McStateCalModelBase を選択します。また、クラス名称を確認します。（詳しくは概要の「演
算モデルの計算タイプ」を参照してください。
）[次へ]をクリックします。

図 3.14 新規モデルの追加（3/18）

3-8

3.2.3

モデル情報入力

モデル名とモデル識別子を入力して、[次へ]をクリックします。なお、モデル識別子について
は、初期値が設定されます。必要に応じて変更できますが、モデル識別子については、同じ識別
子とならないよう工夫が必要です。

図 3.15 新規モデルの追加（4/18）

3.2.4

専用クラスの設定

モデル専用でプロパティ設定情報、初期化設定情報を定義したい場合はチェックをつけてくだ
さい。この設定は必須ではありません。よくわからない場合は、そのまま[次へ]をクリックしま
す。ここでは、両方作成して進むこととします。

図 3.16 新規モデルの追加（5/18）
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3.2.5

タイムステップの入力

モデルのタイムステップを入力し、[次へ]をクリックします。

図 3.17 新規モデルの追加（6/18）

3.2.6

パターン情報の設定

ここでは、モデルにパターン情報を設定します。パターンとは、モデルが期待する情報、出力
すべき情報を定義するものです。受信と送信について設定します。（詳しくは概要の「伝送デー
タの受け渡し」を参照してください。
）まずは、伝送情報受信パターンの[追加]をクリックします。

図 3.18 新規モデルの追加（7/18）
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伝送情報受信パターン設定

3.2.7
(1)

受信パターン設定

モデルが期待する情報を定義します。まず、パターン名称、パターン識別子を入力します。
モデル種別を選択することで、モデルに応じたパターン名称とパターン識別子の候補が表
示されますので選択します。もちろん任意入力することもできます。任意入力項目に、パタ
ーン名称 [ パターン識別子 ]という形式で入力後[設定]をクリックします。なお、パターン
名称、およびパターン識別子はユニークに設定してください。
次に、伝送情報種別、内挿方法を選択します。わからない場合は、デフォルトの設定とし
ます。セル変数設定の[追加]をクリックします。
（詳しくは概要の「セル型伝送データの概要」
を参照してください。）

図 3.19 新規モデルの追加（8/18）
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(2)

受信側セル変数設定

ここでは、モデルがどのような物理的情報を受信するのか設定を行います。セル変数名称を入
力し、セル変数型を選択します。セル変数の単位を入力して[OK]をクリックします。さらに複
数のセル変数を設定する場合は、図 3.19 の[追加]をクリックし、変数を設定します。

図 3.20 新規モデルの追加（9/18）
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セル変数設定が完了すると、パターン設定画面に追加されます。[OK]をクリックします。こ
こでは、受信パターンそれぞれに２つの変数設定をしました。

図 3.21 新規モデルの追加（10/18）
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伝送情報送信パターン設定

3.2.8
(1)

送信パターン設定

続いて図 3.18 の伝送情報送信パターンの[追加]をクリックします。ここでは、モデルが出
力すべき情報を定義します。まず、パターン名称、パターン識別子を入力します。
モデル種別を選択することで、モデルに応じたパターン名称とパターン識別子の候補が表
示されますので選択します。もちろん任意入力することもできます。任意入力項目に、パタ
ーン名称 [ パターン識別子 ]という形式で入力後[設定]をクリックします。なお、パターン
名称、およびパターン識別子はユニークに設定してください。
次に、伝送情報種別を選択します。わからない場合は、デフォルトの設定とします。セル
変数設定の[追加]をクリックします。（詳しくは概要の「セル型伝送データの概要」を参照し
てください。
）

図 3.22 新規モデルの追加（11/18）
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(2)

送信側セル変数設定

ここでは、モデルがどのような物理的情報を送信するのか設定を行います。セル変数名称を入
力し、セル変数型を選択します。セル変数の単位を入力して[OK]をクリックします。さらに複
数のセル変数を設定する場合は、図 3.22 の[追加]をクリックし、変数を設定します。

図 3.23 新規モデルの追加（12/18）
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セル変数設定が完了すると、パターン設定画面に追加されます。[OK]をクリックします。こ
こでは、送信パターンそれぞれに２つの変数設定をしました。

図 3.24 新規モデルの追加（13/18）
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受信パターン、送信パターンが設定されると、下記画面に、パターン名称が追加されます。
[次へ]をクリックします。

図 3.25 新規モデルの追加（14/18）

3.2.9

モデル詳細入力

CommonMP 上で表示されるモデルの情報を入力します。設定は任意です。[作成]をクリック
します。

図 3.26 新規モデルの追加（15/18）
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（補足）ウィザード完了後のモデルアイコン・解説書の設定方法
上記、ウィザードにてデフォルトで設定されるアイコン・解説書ファイルは、下記のように、
開発環境ディレクトリの[bin]－[ModelIcon]－[ファクトリクラス識別子名称のフォルダ]－
DefaultModel.ico、[bin]－[ModelManual]－[ファクトリクラス識別子名称のフォルダ]－モデル
クラス名称.pdf、また、[作成したモデルプロジェクトフォルダ] －[ModelIcon]－[ファクトリク
ラス識別子名称のフォルダ]－DefaultModel.ico、[作成したモデルプロジェクトフォルダ] －
[ModelManual]－[ファクトリクラス識別子名称のフォルダ]－モデルクラス名称.pdf としてそれ
ぞれ格納されています。ウィザード完了後に再設定する場合、モデルアイコンについては、
DefaultModel.ico を、モデル解説書については、モデルクラス名称.pdf ファイルを同一ファイル
名称で差し替えてください。

図 3.27 新規モデルの追加（16/18）
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モデル追加に成功すると、下記のような画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

図 3.28 新規モデルの追加（17/18）

以上でモデルが作成され、作成されたモデルは Visual Studio 上に追加されます。

図 3.29 新規モデルの追加（18/18）
（補足）上記ウィザードにて作成されたモデル開発用プロジェクトの構成変更（ファイル・ディ
レクトリの名称変更、移動、削除等）は行わないでください。新規モデルの追加が正常に動作し
ない場合があります。

3-19

3.2.10

ユーザパターン定義情報設定方法

ウィザードのパターン設定用に、システム標準のパターン定義（PatternDefinition.xml）が
用意されています。
新しいパターン情報を追加したい場合は、ユーザ用パターン定義（UserPatternDefinition.xml）
を作成する必要があります。以下、ユーザ用パターン定義の設定方法について記述します。
インストールフォルダ下の CommonMP¥OptionTool¥Wizard フォルダ下に作成します。
(1) パターン定義仕様説明
パターン定義を行うための、タグおよび属性を以下に示す。（表 3-1）
表 3-1 パターン定義仕様説明
No

タグ

機能

属性

1

PatternDef

パターン定義

2

Model

モデル種別

3

Input

入力パターン

－

－

4

Output

出力パターン

－

－

5

Item

パターン情報定義

－

－

kind : モデル種別

name : パターン名称

－

id : パターン識別子

定義例）
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PatternDef>
<Model kind="河道モデル">
<Input>
<Item name="下流端水位" id="WATER_LEVEL_BOTTOM"/>
<Item name="支流からの横流入" id="INFLOW_LATERAL"/>
<Item name="上流端流入量" id="INFLOW_TOP"/>
<Item name="水位" id="WATER_LEVEL"/>
<Item name="流量" id="WATER_FLOW"/>
<Item name="流量配分" id="WATER_FLOW_DIV"/>
<Item name="流量配分の増分" id="WATER_FLOW_INSIDE"/>
</Input>
<Output>
<Item name="下流端出力" id="LASTCELLOUT"/>
<Item name="下流端流出量" id="OUTFLOW_BOTTOM"/>
<Item name="河道縦断(水位)" id="LONGITUDINAL_LEVEL"/>
<Item name="河道縦断(流速)" id="LONGITUDINAL_VELOCITY"/>
<Item name="河道縦断(流量)" id="LONGITUDINAL_FLOW"/>
<Item name="河道分割全体出力" id="ALLCELLOUT"/>
</Output>
</Model>
</PatternDef>
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(2) 既モデル種別に送受信パターンを追加する。
前項の定義例の河道モデルの入力パターンに追加する場合の例を以下に示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PatternDef>
<Model kind="河道モデル">
<Input>
<Item name="総流量" id="TOTAL_WATER_FLOW"/>
</Input>
<Output>
</Output>
</Model>
</PatternDef>

(3) 新しいモデル種別を追加する。
新しいモデル種別を追加する場合の例を以下に示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PatternDef>
<Model kind="その他モデル２">
<Input>
<Item name="任意入力" id="ANY"/>
</Input>
<Output>
<Item name="任意出力" id="ANY"/>
</Output>
</Model>
</PatternDef>
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3.3 モデルの実装
以上の手順で、未来計算型モデルと現状計算型モデルが作成されました。しかし、この段階で
作成されたクラスは、型紙であるため処理を実装しなければなりません。ここでは、チュートリ
アル用のサンプルモデルを例として、モデルの実装方法を説明します。

実装するサンプルモデルの概要

3.3.1
(1)

チュートリアル用未来計算型モデルの説明

未来計算型モデルは、現在の入力状態から、未来（δt 秒後）の状態を算出します。以下に、
概要図を示します。モデルに接続する伝送データとして、ポイント時系列伝送情報を使用し、
セル内の物理情報としては、流量（入出力情報）と流量（内部状態）を持ちます。未来計算
型サンプルモデルの演算としては、流量の入力情報に対して、流量の出力情報は変化します。
セル型

x[ 0 ] = 流量（出力情報）
x[ 1 ] = 流量（内部状態）

流量（入力情 報） = x[ 0 ]
流量（内部状 態） = x[ 1 ]
x[ 0 ] = α
x[ 1 ] = β

セル型

送信側は

受信側は

として認識

として設定

x[ 0 ] = γ
x[ 1 ] = β

未来計算 型
サンプルモデ ル
γ= α+A*PassingTime(δ t)
A:プロパティ設定画 面より入力さ れる定数

図 3.30 チュートリアル用未来計算型サンプルモデルの概要
(2)

チュートリアル用現状計算型モデルの説明

現状計算型モデルは、現在の入力状態をそのまま出力し、自モデル内部状態は、入力値に
より変化します。以下に、概要図を示します。モデルに接続する伝送データ、セル内の物理
情報は未来計算型モデルと同様とします。現状計算型サンプルモデルの演算としては、流量
の入力情報に対して、流量の出力情報は変化しません。流量（内部状態）の出力は変化しま
す。
セル型

送信側は

受信側は

x[ 0 ] = 流量（出力情報）
x[ 1 ] = 流量（内部状態）

流量（入力情 報） = x[ 0 ]
流量（内部状 態） = x[ 1 ]
x[ 0 ] = α
x[ 1 ] = β

セル型

として認識

として設定

x[ 0 ] = α
x[ 1 ] = γ

現状計算 型
サンプルモデ ル
γ= β+（B*α）
B:プロパティ設定 画面より入 力される 定数

図 3.31 チュートリアル用現状計算型サンプルモデルの概要
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演算モデルクラスの実装（必須）

3.3.2

未来計算型サンプル演算モデルクラスの実装を行います。Visual Studio 上に追加された
MyForecastModel.cs クラスを開き、ソースコードを表示します。実装すべきメソッドは以下 6
つです。
入力側接続チェックメソッド

(1)

本メソッドでは、モデルに入力するデータ型式、データ数等をチェックする処理を実装し
ます。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>入力側の接続情報チェック</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>bool bRtn = ReceiveConnectionCheck(ref csErrorInf, lInputDataNum, csInputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name="csErrorInf">エラー出力</param>
/// <param name="lInputDataNum">入力情報数</param>
/// <param name="csInputCellData">演算に必要な入力情報配列</param>
/// <returns>=true:正常、=false:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>受信するデータが自モデルが期待している情報か否かをチェックする</para>
/// </remarks>
protected override bool ReceiveConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lInputDataNum,
McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
{
bool bRtn = true;
// 入力数のチェックを行う場合
if (lInputDataNum == 0)
{
// 1) モデルに入力がない場合は、警告を出す例です。
csErrorInf.AddCheckWarningData(this.m_csElement.GetID(),
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND, "No Receive Port");
// モデルチェックエラーにはなりません。
}
else if (lInputDataNum > 1)
{
// 2) 入力が複数ある場合は、エラーを出す例です。
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.m_csElement.GetID(),
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND, "Too many Receive Ports. (Not support multi-Receive Ports)");
bRtn = false; // ←モデルチェックエラーになります。
}
for (long lLp = 0; lLp < lInputDataNum; lLp++)
{
// 3) 入力する伝送データ数分繰り返します。
m_csMyInf.m_lInDataNum += 1; // ←入力数をカウントします。
}
// 4) 入力数分、データ配列を作成します。
m_csMyInf.m_dQInData = new double[m_csMyInf.m_lInDataNum];
m_csMyInf.m_dQInInternalData = new double[m_csMyInf.m_lInDataNum];
return bRtn;
}

図 3.32 未来計算型サンプルモデルのコード例（入力側接続チェックメソッド）
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出力側接続チェックメソッド

(2)

本メソッドでは、モデルから出力するデータ型式、データ数等をチェックする処理を実装
します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>出力側の接続情報チェック</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>bool bRtn = SendConnectionCheck(ref csErrorInf, lOutputDataNum, csOutputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name="csErrorInf">エラー出力</param>
/// <param name="lOutputDataNum">出力情報数</param>
/// <param name="csOutputCellData">出力情報配列</param>
/// <returns>=true:正常、=false:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>送信端子に設定されている伝送データが自モデルが期待している情報か否かをチェックする</para>
/// </remarks>
protected override bool SendConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lOutputDataNum,
McSendCellDataIF[] csOutputCellData)
{
bool bRtn = true;
// 出力数のチェックを行う場合
if (lOutputDataNum == 0)
{
// 1) モデルに出力がない場合は、エラーを出す例です。
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.m_csElement.GetID(),
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND, "No Send port.");
bRtn = false; // ←モデルチェックエラーになります。
}
else if (lOutputDataNum > 2)
{
// 2) 出力が2つ以上ある場合は、エラーを出す例です。
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.m_csElement.GetID(),
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND, "Too many Send Ports.");
bRtn = false; // ←モデルチェックエラーになります。
}
for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++)
{
// 3) 出力する伝送データ数分繰り返します。
m_csMyInf.m_lOutDataNum += 1; // ←出力数をカウントします。
}
// 4) 出力数分、データ配列を作成します。
m_csMyInf.m_dQOutData = new double[m_csMyInf.m_lOutDataNum];
m_csMyInf.m_dQOutInternalData = new double[m_csMyInf.m_lOutDataNum];
return bRtn;
}

図 3.33 未来計算型サンプルモデルのコード例（出力側接続チェックメソッド）
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(3)

初期化メソッド

本メソッドでは、演算データ等で初期化が必要な情報に対して、初期化情報の内容を読み
取り、設定する処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデルを初期化する</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>Initialize(csInitialData, lInputDataNum, csInputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name="csInitialData">初期化設定情報</param>
/// <param name="lInputDataNum">入力情報数</param>
/// <param name="csInputCellData">演算に必要な入力情報配列</param>
/// <returns>=true:正常、=false:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
protected override bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum, ref
McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
{
bool bRtn = false;
// 引数で与えられたデータを キャストしています。
McInitialInfo csInDt = csInitialData as McInitialInfo;
if (csInDt != null)
{
for (long lLp = 0; lLp < m_csMyInf.m_lOutDataNum; lLp++)
{
// 1) 初期化情報よりモデルの状態（出力情報）を初期化します。
csInDt.GetInfo("Q_Initial", ref m_csMyInf.m_dQOutData[lLp]);
// 2) 初期化情報よりモデルの状態（内部状態）を初期化します。
csInDt.GetInfo("Q_internal_Initial", ref m_csMyInf.m_dQOutInternalData[lLp]);
}
bRtn = true;
}
return bRtn;
}

図 3.34 未来計算型サンプルモデルのコード例（初期化メソッド）
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(4)

演算メソッド

本メソッドでは、データ受信処理、演算処理を実装します。下記、コード例を参考にして
ください。また、本メソッドは演算中に呼ばれるメソッドです。下記図 3.35 に動作概要を示
します。図中の番号は、図 3.36 のソースコード例の番号と対応しています。
演算要素(McElement)
演算モデル(MyForecastModel)

受信

演算要素(McElement)

演算要素(McElement)

①：セルの取得
演算モデル

ポイント時系列
伝送データ

x[ 0 ] = α
x[ 1 ] = β

④⑤：演算データクラス
から読込み演算処理

演算モデル

流量（入力情報） = x[ 0 ]
流量（内部状態） = x[ 1 ]

②

⑥

③

⑥

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ
m_dQInData[]

m_dQOutData[]

m_dQInInternalData[]

m_dQOutInternalData[]

演算中ﾃﾞｰﾀ(MyForecastModelCalInfo)
②③：セル内のデータを取得後
演算データクラスに書出し

⑥演算データクラスに演算結果を書出し

Calcul ateメソッ ドをコール
演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

演算系の制御(McGrElementCtl)

図 3.35 未来計算型サンプルモデルの演算メソッド動作概要
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/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデル演算</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>long lRtn = Calculate(lInputDataNum, ref csInputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name="lInputDataNum">入力情報数</param>
/// <param name="csInputCellData">演算に必要な入力情報配列</param>
/// <returns>=0:正常 -1:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
{
// ↓データを受信して、受信した情報を取得する例です。↓
long lRtn = 0;
double dQOut = 0.0;
double dQOutInternalData = 0.0;
HySCellData csRcvCellData = null;
// 入力数分、受信処理を行います。
for (long lLp = 0; lLp < lInputDataNum; lLp++)
{
// 1) ポイント時系列伝送データを取得します。（1次元配列の0番目のセルを取得します。）
csRcvCellData = csInputCellData[lLp].GetInterpolatedCell(0);
// 2) セル内にある、流量(入力情報)データを取得します。（セル内の0番目の情報を取得します。）
m_csMyInf.m_dQInData[lLp] = csInputCellData[lLp].Data(csRcvCellData, 0); // ←受信した情報は、演
算データクラスに格納します。
// 3) セル内にある、流量(内部状態)データを取得します。（セル内の1番目の情報を取得します。）
m_csMyInf.m_dQInInternalData[lLp] = csInputCellData[lLp].Data(csRcvCellData, 1); // ←受信した情
報は、演算データクラスに格納します。
}
// ↓取得した受信情報を元に、未来計算型モデルが行う演算例です。↓
// 入力数分、演算を行います。
for (long lLp = 0; lLp < lInputDataNum; lLp++)
{
// 4) 未来計算型モデルでは、現在の入力状況から、未来（δt後）の状態を算出します。
dQOut = m_csMyInf.m_dQInData[lLp] + (m_csMyInf.m_dConstant * m_csTotalPassingTime.GetTime());
// 5) 未来計算型モデルでは、自モデルの内部状態は変化しません。
dQOutInternalData = m_csMyInf.m_dQInInternalData[lLp];
}
if (lInputDataNum != 0)
{
for (long lLp = 0; lLp < m_csMyInf.m_lOutDataNum; lLp++)
{
// 6) 演算した情報は、演算データクラスに格納します。
m_csMyInf.m_dQOutData[lLp] = dQOut;
m_csMyInf.m_dQOutInternalData[lLp] = dQOutInternalData;
}
// ===ログ出力の例です===
// 書式は(演算時刻、要素ID、クラス名、メソッド名、確認したいデータ)
// デバッグが完了したらコメントにしてください!! ⇒演算速度を落とさないために
McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyForecastModel", "Calculate", "m_dQInData[0]=" +
((double)m_csMyInf.m_dQInData[0]).ToString());
McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyForecastModel", "Calculate",
"m_dQInInternalData[0]=" + ((double)m_csMyInf.m_dQInInternalData[0]).ToString());
// ======================
}
return lRtn;
}

図 3.36 未来計算型サンプルモデルのコード例（演算メソッド）

3-27

(5)

内部情報公開メソッド

本メソッドでは、データ送信処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。
また、本メソッドは演算中に呼ばれるメソッドです。下記図 3.37 に動作概要を示します。図
中の番号は、図 3.38 のソースコード例の番号と対応しています。

演算要素(McElement)
演算モデル(MyForecastModel)

送信

演算要素(McElement)

演算要素(McElement)
①：セルの取得
x[ 0 ] = α
x[ 1 ] = β

演算モデル

流量（出力情報） = x[ 0 ]
流量（内部状態） = x[ 1 ]

③

演算モデル

ポイント時系列
伝送データ

②

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ
m_dQInData[]

m_dQOutData[]

m_dQInInternalData[]

m_dQOutInternalData[]

演算中ﾃﾞｰﾀ(MyForecastModelCalInfo)
②③：演算データクラスより
読込んでセル内に設定

DataFusionメソッ ドをコール
演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

演算系の制御(McGrElementCtl)

図 3.37 未来計算型サンプルモデルの内部情報公開メソッド動作概要
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/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデル演算結果を外部のエレメントに対して公開する</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>long lRtn = DataFusion( lOutputDataNum, ref csOutputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name="lOutputDataNum">出力情報数</param>
/// <param name="csOutputCellData">出力情報配列</param>
/// <returns>=0:正常 -1:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData)
{
// ↓演算結果を設定して、データを送信する例です。↓
long lRtn = 0;
HySCellData[] csSndCellData = null;
// 出力数分、送信処理を行います。
for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++)
{
// 1) ポイント時系列伝送データを取得します。（送信情報格納のための1次元配列のセルを準備します。）
csSndCellData = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();
// 2) 流量(出力情報)データを設定します。（セル内の0番目に情報を設定します。）
csSndCellData[0].m_dData[0] = m_csMyInf.m_dQOutData[lLp]; // ←送信する情報は、演算データクラスよ
り取得します。
// 3) 流量(内部状態)データを設定します。（セル内の1番目に情報を設定します。）
csSndCellData[0].m_dData[1] = m_csMyInf.m_dQOutInternalData[lLp]; // ←送信する情報は、演算データ
クラスより取得します。
}
// ===ログ出力の例です===
// 書式は(演算時刻、要素ID、クラス名、メソッド名、確認したいデータ)
// デバッグが完了したらコメントにしてください!! ⇒演算速度を落とさないために
McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyForecastModel", "DataFusion", "m_dQOutData[0]=" +
((double)m_csMyInf.m_dQOutData[0]).ToString());
McLog.DebugOut(GetSimulationTime(), GetID(), "MyForecastModel", "DataFusion",
"m_dQOutInternalData[0]=" + ((double)m_csMyInf.m_dQOutInternalData[0]).ToString());
// ======================
return lRtn;
}

図 3.38 未来計算型サンプルモデルのコード例（内部情報公開メソッド）
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(6)

プロパティ情報設定メソッド

本メソッドでは、モデルの定数等、必要な情報に対して、プロパティ情報を読み取り、設
定する処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>プロパティ情報を設定する</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>SetProperty(csCellMdlPropertyInfo)</para>
/// </example>
/// <param name="csCellMdlPropertyInfo">セル型プロパティ情報</param>
/// <returns>=true:正常、=false:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override bool SetProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo)
{
bool bRtn = false;
// 使用しやすいようにキャストしておく
m_csMyInf = (MyForecastModelCalInfo)m_csCalInfo;
// プロパティ設定
McCellModelPropertyInfo csPrptyInfo = csCellMdlPropertyInfo as McCellModelPropertyInfo;
if (csPrptyInfo != null)
{
// 1) 演算ステップ時刻設定
this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());
// 2) プロパティ情報から未来計算型モデル定数を設定します。
csPrptyInfo.GetInfo("m_dForeModelConst", ref m_csMyInf.m_dConstant);
bRtn = true;
}
return bRtn;
}

図 3.39 未来計算型サンプルモデルのコード例（プロパティ情報設定メソッド）
以上で、演算モデルクラスのメソッド実装が完了しました。以上 6 つのメソッドの他にも
任意で実装できるメソッドが用意されています。
（詳しくは概要の「必要であれば実装するメ
ソッド」を参照してください。）
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演算データクラスの実装

3.3.3

未来計算型サンプル演算データクラスの実装を行います。Visual Studio 上に追加された
MyForecastModelCalInfo.cs クラスを開き、ソースコードを表示します。演算に必要な情報を追
加します。また、実装すべきメソッドは以下２つです。

(1)

必要な情報（メンバ変数）の追加

演算に必要な情報を定義します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>テストサンプル要素内演算中データクラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// <para>remarks</para>
/// <para>演算中の状態、初期条件等を保持するデータクラス</para>
/// </remarks>
[Serializable]
public class MyForecastModelCalInfo : McCalInfo
{
// 必要な情報を追加します。
/// <summary> 入力情報（流量） </summary>
public double[] m_dQInData = null;
/// <summary> 出力情報（流量） </summary>
public double[] m_dQOutData = null;
/// <summary> 入力情報 (モデルの内部状態（流量）) </summary>
public double[] m_dQInInternalData = null;
/// <summary> 出力情報 (モデルの内部状態（流量）) </summary>
public double[] m_dQOutInternalData = null;
/// <summary> 未来計算型モデル定数 </summary>
public double m_dConstant = 0.0;
/// <summary> 入力数 </summary>
public long m_lInDataNum = 0;
/// <summary> 出力数 </summary>
public long m_lOutDataNum = 0;

図 3.40 未来計算型サンプルモデル演算データのコード例（情報の追加）
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(2)

複製作成メソッド

自クラスと同一クラスで別インスタンス（変数内の情報も同じ値）を生成する処理を実装
します。下記コード例は型紙の内容と同じです。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>自己複製</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> Clone( ) </para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>同一内容で 別インスタンス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>収束演算時、特定の時刻に状態を戻す場合等に使用する</para>
/// </remarks>
public override McCalInfo Clone()
{
MyForecastModelCalInfo csRtn = new MyForecastModelCalInfo();
csRtn.CopyInfo(this);
return csRtn;
}

図 3.41 未来計算型サンプルモデル演算データのコード例（複製作成メソッド）
(3)

メンバ変数をコピーするメソッド

引数で与えられた情報を自分にコピーする処理を実装します。下記、コード例を参考にし
てください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>引数で与えられた情報を自分にコピーを行う</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> bool bRtn = CopyInfo(csOrgInfo) </para>
/// </example>
/// <param name="csOrgInfo">コピー元情報</param>
/// <returns> bool true :正常 , false:異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override bool CopyInfo(McCalInfo csOrgInfo)
{
MyForecastModelCalInfo csOrdDt = (MyForecastModelCalInfo)csOrgInfo;
// 此処に、追加したメンバ変数をコピーする処理を入れます。
for (long lLp = 0; lLp < csOrdDt.m_lInDataNum; lLp++)
{
this.m_dQInData[lLp] = csOrdDt.m_dQInData[lLp];
this.m_dQInInternalData[lLp] = csOrdDt.m_dQInInternalData[lLp];
}
for (long lLp = 0; lLp < csOrdDt.m_lOutDataNum; lLp++)
{
this.m_dQOutData[lLp] = csOrdDt.m_dQOutData[lLp];
this.m_dQOutInternalData[lLp] = csOrdDt.m_dQOutInternalData[lLp];
}
this.m_dConstant = csOrdDt.m_dConstant;
this.m_lInDataNum = csOrdDt.m_lInDataNum;
this.m_lOutDataNum = csOrdDt.m_lOutDataNum;
return true;
}
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図 3.42 未来計算型サンプルモデル演算データのコード例（コピーメソッド）

モデルファクトリクラスの実装

3.3.4

モ デ ル フ ァ ク ト リ ク ラ ス の 実 装 を 行 い ま す 。 Visual Studio 上 に 追 加 さ れ た
TestModelFactory.cs クラスを開き、ソースコードを表示します。モデル固有のプロパティ情報
と初期化情報を設定します。
(1)

プロパティ情報の設定

プロパティ情報を生成し、デフォルト値を設定します。下記、コード例を参考にしてくだ
さい。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデルプロパティ表示／設定情報クラス生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McPropertyInfoRoot csPropertyInf = CreateModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind ) </para>
/// </example>
/// <param name="csLibraryID">ライブラリー識別子</param>
/// <param name="csModelKind">モデル種別識別子</param>
/// <returns>モデルプロパティ表示／設定情報クラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)
{
if (this.EqualFactory(csLibraryID) == false)
{
return null;
}
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = null;
if (csModelKind.Equals(TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND) == true)
{
csRtnCellPrptyDt = new MyForecastModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(60); // δT設定
//↓プロパティ情報設定↓
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dForeModelConst", "未来計算型モデル定数",
McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dForeModelConst", 0.01);
//↑プロパティ情報設定↑

図 3.43 モデルファクトリクラスのコード例（プロパティ情報設定）
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(2)

初期化情報の設定

初期化情報を生成し、デフォルト値を設定します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデル初期化表示／設定情報生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McPropertyInfoRoot csInitialInf = CreateModelInitialInfo(csLibraryID, csModelKind ) </para>
/// </example>
/// <param name="csLibraryID">ライブラリー識別子</param>
/// <param name="csModelKind">モデル種別識別子</param>
/// <returns>初期情報情報クラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)
{
if (this.EqualFactory(csLibraryID) == false)
{
return null;
}
McInitialInfo csRtnDt = null;
if (csModelKind.Equals(TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND) == true)
{
csRtnDt = new MyForecastModelInitialData(csLibraryID, csModelKind);
//↓初期化情報設定↓
csRtnDt.AddInfoType("Q_Initial", "初期流量(出力情報)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("Q_Initial", 0.1);
csRtnDt.AddInfoType("Q_internal_Initial", "初期流量(内部状態)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("Q_internal_Initial", 0.1);
//↑初期化情報設定↑

図 3.44 モデルファクトリクラスのコード例（初期化情報設定）
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3.4 追加したモデルの確認
以上でモデルの実装が完了しました。実装したコードにエラーがないかどうか、追加したモデ
ルが CommonMP 上に設定されているかを確認します。

3.4.1

ビルドの実行

Visual Studio 上メニューの[ビルド]から、[ソリューションのリビルド]をクリックします。ビ
ルドが実行され、エラーがない場合は、図 3.45 のように表示されます。もし、エラーが表示さ
れた場合には、エラー箇所を修正し、再度ビルドを実行してください。

図 3.45 ビルド実行後の表示（エラー無し）
エラーがないことを確認し、Visual Studio 上メニューの[デバッグ]から、[デバッグ開始]をク
リックします。図 3.46 のように、CommonMP が起動し、ライブラリ管理に作成したモデルが
あることを確認します。

図 3.46 デバッグ開始後の表示画面
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（補足）モデルの選択追加について
設定ファイル HYMCO.dicon を作成すると、存在する DLL の中から、一部だけを選んでモデル
を追加することができます。（数あるモデルの中から、一部だけ使用したい人向け）
上 記 目 的 で 、 HYMCO.dicon を 使 用 す る 人 は 、 開 発 環 境 デ ィ レ ク ト リ の [bin] － [conf] －
_Sample_HYMCO.dicon を HYMCO.dicon へ名前を変更し、下記の記述例を参考に設定内容を書
き換えて使用してください。

モデルの場合： kind = "Model"
モデルプロパティ画面の場合： kind = "PropertyScreen"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<components>
<component kind = "Model" package="CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model" class="McSystemModelFactory" dll="HymcoBase.dll"/>
<component kind = "Model" package="CommonMP.HYMCO.OptionImpl.TestModel" class="TestModelFactory" dll="TestModel.dll"/>
<component kind = "PropertyScreen" package="CommonMP.HYMCO.OptionImpl.TestModel" class="TestModelPropertyScreenFactory"
dll="TestModelProperty.dll"/>
</components>

モデルプロパティ画面のDLL名称

名前空間の名称

図 3.47

HYMCO.dicon 記述例
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フ ァクトリクラ ス名称

モデルのDLL名称

（補足）開発したモデルのライブラリカテゴリ変更
図 3.46 のように、開発したモデルは、ライブラリ管理画面の[演算要素タブ]－[その他]に追加さ
れます。[その他]以外のフォルダに追加する場合、以下のように、ソースコードの変更が必要です。
モデルファクトリクラス（TestModelFactory.cs）を開き、GetCalModelInfoList メソッド内のモデ
ル種別定義を、開発環境ディレクトリの[bin]－[conf]－[ja]－LibraryCategory.xml 内(英語 OS 環境

で動作する場合のファイルパスは[bin]－[conf]－LibraryCategory.xml)で定義されている該当する
モデル種別定義に変更します。下記の変更例では、モデル種別を[その他]から、[河川]に変更してい
ます。

LibraryCategory.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Libraries>
/// <summary>
/// <para>method outline:</para>
<Div ision Name="演算要素" ID=" Element">
/// <para>モデル情報提供</para>
<Category Name="水文" ID=" CAL_ HYDROLOGICA L_MODELS"/>
/// </summary>
<Category Name="河川" ID="CAL_RIVER_ MODELS"/>
/// <example>
/// <para>usage:</para>
<Category Name="ダム／発電" ID="CA L_DAM_MODELS"/>
/// <para>HySDataLinkedList csModelInfoList = GetCalModelInfoList();</para>
<Category Name="用排水／地下水" ID="CA L_WATERDUCT_MODELS"/>
/// </example>
<Category Name="海岸／港湾" ID=" CAL_ COAST_MODELS"/>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>モデル情報のリスト</returns>
<!--Category Name="地下水" ID="CA L_ GROUNDWATER_MODELS"/-->
/// <exception cref="">無し</exception>
<Category Name="水循環" ID="CA L_WATERCIRCULATION_M ODELS"/>
/// <remarks>
<!--Category Name="被害予測" ID=" CA L_DAMA GE_PREDICTION_MODELS"-->
/// <para>remarks:</para>
<Category Name="経済関連" ID="CA L_ ECONOMIC_MODELS"/>
/// <para>モデル情報(McModelInfo)をリスト形式で返却する</para>
/// </remarks>
<Category Name="その他" ID="CA L_MODELS"/>
public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList()
<Category Name="演算制御" ID="CA L_ CONTROL_MODEL"/>
{
<Category Name="サンプルモ デル等" ID="CA L_SAMPLE_M ODELS"/>
McModelInfo csModelInfo = null;
</Division>

csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),
McModelLibraryDefine.DIVISION_CALCULATION_MODEL,
new HySObjectKind("CAL_RIVER_MODELS"), // LibraryCategoryXML.xmlに定義されている値の中で、
該当するモデル種別を設定してください
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND,
TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_NAME
);
csModelInfo.SetVersionInf("Ｖｅｒ１．０");
csModelInfo.SetSummaryInf("現在の入力状況から、・・・");
csModelInfo.SetCreatorInf("TestUser");
csModelInfo.SetIconName(new HySString("MyModelIcon"));
csModelInfo.SetManualFileName("MyModelPDF.pdf");
m_csCalModelInforList.AddLast(csModelInfo);
return m_csCalModelInforList;
}

図 3.48 ライブラリカテゴリ変更例
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3.5 モデルのデバッグ
ここでは、演算モデルのデバッグ手順について、未来計算型モデルを例に説明します。

3.5.1

デバッグの概要

本チュートリアルで作成した、サンプルモデルにて実装したメソッド（演算モデルクラスの実
装（必須））が呼ばれるか確認します。

3.5.2

ブレークポイントの挿入

まず、ソリューションエクスプローラ内にある、作成した TestModel プロジェクトの中の、
Model フォルダにある、MyForecastModel.cs ファイルを開きます。ソースコードが表示されるの
で、実装したメソッドにブレークポイントを挿入します。図 3.49 に Calculate メソッドにブレ
ークポイントを挿入する例を示します。挿入したい行を選択して、右クリックで[ブレークポイ
ント]を選択し、[ブレークポイントの挿入]をクリックします。

図 3.49 ブレークポイント挿入例
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3.5.3

デバッグ時のログ出力方法

作成したモデルのデバッグを行う際に、ログ出力を行うと、プログラムの実行途中の結果を確
認することができるため、問題解決に役立ちます。以下に手順を示します。(図 3.50)
①

モデル内に、ログ出力のためのコードを入れます。（演算メソッドコード例を参照）

②

ModelDeveloperExpressEdition フォルダの bin－conf フォルダの中にある、ja フォルダ

内の CommonMP.cfg ファイル（英語 OS 環境で動作する場合のファイルパスは bin－conf フォ
ルダ内の CommonMP.cfg ファイル）を開き、LOG_LEVEL の項目の設定を DEBUG として、
保存し閉じます。
③

bin－conf フォルダ内にある HymcoModelDebug.cfg ファイルを開き、作成したモデルの

クラス名を追加します。ファイルを保存し閉じます。以上で、作成したモデルのログが出力され
るようになります。
④

出力されたログは、
ModelDeveloperExpressEdition フォルダの bin フォルダの中にある、

log フォルダ内の ModelDebugLog.txt に出力されます。

# ログ出力レベル(右記のうちどれか一つ { ONLINE, TRIAL_RUN, DEBUG, SYSTEM_DEBUG } )
LOG_LEVEL = DEBUG

#============================================================
# モデルデバックログ出力クラス指定
#============================================================
MyForecastModel
MyStateCalModel

図 3.50 モデルログ出力方法手順
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3.5.4

デバッグの実施

Visual Studio 上メニューの[デバッグ]から、[デバッグ開始]をクリックします。CommonMP
画面が起動しますので、例として図 3.51 のようなモデルを構築します。ユーザ要素と出力要素
を配置して接続を行います。配置したユーザ要素に、未来計算型テストモデルを設定し、出力要
素には、時系列任意入力モニターグラフ出力、接続線には、ポイント時系列情報を設定します。
接続線をダブルクリックして表示されるパラメータ設定画面にて上流・下流モデルのパターンを
設定します。

図 3.51 デバッグの実施例（1/3）
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モデルチェックにてエラーがないことを確認し、演算開始します。
（図 3.52）。すると、図 3.53
のようにブレークポイントを挿入したメソッドが呼ばれることが確認できます。

モデルチェック

計算開始

エラーがないことを確認

図 3.52 デバッグの実施例（2/3）
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図 3.53 デバッグの実施例（3/3）
デバッグを停止する時は、Visual Studio 上メニューの[デバッグ]から、[デバッグの停止]をク
リックします。
（補足）
デバッガについては、下記を参照ください。
Visual Studio でのデバッグ
（http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/sc65sadd(v=VS.110).aspx）
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3.6 モデル情報の多言語対応（補足）
ここでは、作成したモデル情報を多言語化する方法を説明します。例として、作成したサンプ
ルモデル固有の情報を使用端末の環境によって英語と日本語の表示が切り替えられるようにし
ます。切り替えにより英語表示される部分としては図 3.54 に示す部分です。なお、CommonMP
のメイン処理の表示言語は、標準（規定値）を英語とし、ローカル言語として日本語を定義して
おりますので、本例では、メイン処理に合わせた設定方法を記載しております。

図 3.54 モデル情報の多言語対応例（1/9）
まず、ソリューションエクスプローラ内にある、作成した TestModel プロジェクトの中の、
Properties フォルダにある、Resouces.resx ファイルを開きます。テーブルが表示されますので、
図 3.55 のように、既定値（英語表記）を定義していきます。定義対象となる箇所は、ファクトリ
クラス TestModelFactory.cs の CreateModelProperty メソッド、CreateModelInitialInfo メソッド、
GetCalModelInfoList メソッド内と TestModelDefine.cs 内にある日本語文字列部分です。

定義名称↓

既定値（英語語表記）↓

図 3.55 モデル情報の多言語対応例（2/9）
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次に、日本語表記を定義します。ソリューションエクスプローラ内にある、作成した TestModel
プロジェクトを選択し、右クリックして、[追加]を選択して、[新しい項目の追加]をクリックし
ます。図 3.56 の画面で、アセンブリリソースファイルを選択して、ファイル名 Resouces.ja.resx
と入力して[追加]をクリックします。

図 3.56 モデル情報の多言語対応例（3/9）

追加されるファイルは、プロジェクトの直下に作成されるため、図 3.57 のように、作成され
たファイルを“Properties”に移動します。

図 3.57 モデル情報の多言語対応例（4/9）
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追加されたファイルを開くと、テーブルが表示されます。ここに、図 3.58 のように、日本語
表記を定義していきます。定義名称は図 3.55 にて定義した名称と一致させるようにします。

定義名称↓

実際に表示する日本語表記↓

図 3.58 モデル情報の多言語対応例（5/9）
定義した表記を参照するようにコーディングを行います。ファクトリクラス
TestModelFactory.cs の CreateModelProperty メ ソ ッ ド 、 CreateModelInitialInfo メ ソ ッ ド 、
GetCalModelInfoList メソッド、TestModelDefine.cs 内にある日本語文字列を Properties.Resources.
定義名称というコードに置き換えるだけです。図 3.59、図 3.60 に例を示します。
public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)
{
if (this.EqualFactory(csLibraryID) == false)
{
return null;
}
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = null;
if (csModelKind.Equals(TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND) == true)
{
csRtnCellPrptyDt = new MyForecastModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(60); // δT設定
//↓プロパティ情報設定↓
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dForeModelConst", "未来計算型モデル定数",
McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dForeModelConst", 0.01);
//↑プロパティ情報設定↑

図 3.59 モデル情報の多言語対応例（置き換え前）（6/9）
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public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)
{
if (this.EqualFactory(csLibraryID) == false)
{
return null;
}
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = null;
if (csModelKind.Equals(TestModelDefine.MyForecastModel_MODEL_KIND) == true)
{
csRtnCellPrptyDt = new MyForecastModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(60); // δT設定
//↓プロパティ情報設定↓
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dForeModelConst",
Properties.Resources.STRING_FORE_MODELFIXNUM, McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dForeModelConst", 0.01);
//↑プロパティ情報設定↑

図 3.60 モデル情報の多言語対応例（置き換え後）（7/9）
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多言語化の確認を行うには、Windows のコントロールパネルを起動し、地域と言語のオプション
を開きます。標準と形式の中の設定を図 3.61 に示すように、英語とします。3.4.1 ビルドの実行
の手順を再度行い、表示されるモデル情報が英語表示されていることを確認します。(図 3.62)

図 3.61 モデル情報の多言語対応例（8/9）
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図 3.62 モデル情報の多言語対応例（9/9）
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3.7 モデル開発用プロジェクトの削除
ウィザードにて作成したモデル開発用プロジェクトの削除方法を記載します。
不要になったプロジェクトを削除する場合は、以下の手順で削除処理を行ってください。
（補足）削除対象のプロジェクトにプロパティ画面開発用プロジェクトがある場合、プロパテ
ィ画面開発用プロジェクトを先に削除するようにしてください。

3.7.1

ソリューションから削除

CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリューション
TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。
（詳しくは概要の「CommonMP のディレクトリ
体系」を参照してください。）

図 3.62 モデル開発ソリューション
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Visual Studio が起動するので、ソリューションエクスプローラ内にある、削除対象のモデル
開発用プロジェクトを選択し、右クリック後、コンテキストメニューの[削除]をクリックします。

図 3.63 モデル開発用プロジェクトの削除（1/9）

下記のような確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

図 3.64 モデル開発用プロジェクトの削除（2/9）
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削除対象のモデル開発用プロジェクトが、Visual Studio 上から削除されます。

図 3.65 モデル開発用プロジェクトの削除（3/9）
また、メインプロジェクトの参照設定からも削除対象のモデル開発用プロジェクトが削除され
ていることを確認してください。
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3.7.2

不要ファイルの削除

コンピューター上から、不要になったファイルの削除を行います。
CommonMP のモデル開発環境下にある、削除対象のモデル開発用プロジェクトフォルダを選
択し、右クリック後、コンテキストメニューの[削除]をクリックします。

図 3.66 モデル開発用プロジェクトの削除（4/9）
下記のような確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

図 3.67 モデル開発用プロジェクトの削除（5/9）
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次に開発環境ディレクトリから削除対象プロジェクトのアイコン・解説書ファイルを削除しま
す。
開発環境ディレクトリの[bin]－[ModelIcon]－[ファクトリクラス識別子名称のフォルダ]、
および[bin]－[ModelManual]－[ファクトリクラス識別子名称のフォルダ]を選択し、右クリック
後、コンテキストメニューの[削除]をクリックします。

図 3.68 モデル開発用プロジェクトの削除（6/9）
下記のような確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

図 3.69 モデル開発用プロジェクトの削除（7/9）
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最後に開発環境ディレクトリの[bin]－[Debug]、[bin]－[Release] 配下より削除対象プロジェ
クトの DLL・PDB ファイルを削除します。
削除対象プロジェクトの DLL・PDB ファイルを選択し、右クリック後、コンテキストメニュ
ーの[削除]をクリックしてください。

図 3.70 モデル開発用プロジェクトの削除（8/9）
下記のような確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

図 3.71 モデル開発用プロジェクトの削除（9/9）
（補足）削除対象のプロジェクトを作成後、ビルドを行っていない場合 DLL・PDB ファイル
は作成されていません。
以上で、ウィザードにて作成されたモデル開発用プロジェクトの削除が完了します。
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4.

モデル固有のプロパティ画面の作成
本章では、チュートリアル用のサンプルモデルを例に、モデル固有のプロパティ画面作成の

手順を説明します。

4.1 プロパティ画面開発用プロジェクトの作成
CommonMP では、下図のようなプロパティ画面が標準で用意されています。ここでは、モデ
ル固有のプロパティ画面を作成する方法を説明します。プロパティ画面の作成は、ウィザード形
式で、必要な情報を入力していくことで簡単に作成することができます。

図 4.1 CommonMP 標準プロパティ画面の例
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4.1.1

新しいプロジェクトの追加

モデル開発で使用した、TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。Visual Studio が起動
するので、ソリューションエクスプローラ内にある、ソリューションを選択し、右クリック後、
コンテキストメニューの[追加]を選び、[新しいプロジェクト]をクリックします。

図 4.2 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（1/8）
下記の画面で、マイテンプレートの CommonMP_モデル画面プロジェクトを選択し、プロジ
ェクト名を入力します。プロジェクト名は半角英数字で入力してください。ここで、入力された
名称は DLL 名称の一部となります。また、場所に、CommonMP の開発環境ディレクトリを指
定します。（詳しくは概要の「CommonMP のディレクトリ体系」を参照してください。）

図 4.3 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（2/8）
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【注意】
プロジェクト作成場所は起動したモデル開発環境ソリューションのある CommonMP フォルダ内
を指定してください。それ以外を指定した場合、下記メッセージが出力され作成できません。

図 4.4 メッセージ出力
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4.1.2

モデルプロジェクトの指定

はじめに、モデルプロジェクトを指定します。モデル開発用プロジェクトの作成ウィザードで
作成したモデルプロジェクト TestModel.csproj を指定します。指定したプロジェクトの定数定
義ファイルが表示されることを確認します。[次へ]をクリックします。

図 4.5 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（3/8）

4.1.3

モデルプロジェクト情報の確認

作成される DLL 名称（詳しくは概要の「DLL とモデルの関係」を参照してください。）、参照す
るモデルプロジェクトのネームスペース名称を確認します。[次へ]をクリックします。

図 4.6 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（4/8）

4-4

4.1.4

ファクトリクラス情報入力

ファクトリクラス名称を入力して、[作成]をクリックします。
（ファクトリクラスについては概
要の「ファクトリクラスの概要」を参照してください。）なお、ファクトリクラス名称について
は初期値が設定されます。ファクトリクラス識別子については、3.1.4 ファクトリクラス情報入
力にて入力した情報が表示されます。

図 4.7 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（5/8）

プロジェクト作成に成功すると、下記のような画面が表示されますので、[OK]をクリックし
ます。

図 4.8 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（6/8）
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下記のような、画面が表示された場合は、[再読み込み]をクリックしてください。

図 4.9 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（7/8）

以上でプロジェクトが作成され、作成されたプロジェクトは Visual Studio 上に追加されます。

図 4.10 プロパティ画面開発用プロジェクトの追加（8/8）
（補足）上記ウィザードにて作成されたプロパティ画面開発用プロジェクトの構成変更（ファイ
ル・ディレクトリの名称変更、移動、削除等）は行わないでください。以降説明するプロパティ
画面の追加が正常に動作しない場合があります。
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4.2 プロパティ画面の追加
次に、プロパティ画面を作成します。以下の手順では、チュートリアル用未来計算型モデル
（MyForecastModel.cs）固有のプロパティ画面作成を例に説明します。プロパティ画面作成は、
プロジェクト作成と同様、ウィザード形式で、必要な情報を入力していくことで簡単に作成する
ことができます。なお、下記手順に進む前に、作成したプロジェクトを保存し、ソリューション
のビルドを行う必要があります。

②ビルド
①保存
図 4.11 作成したプロジェクトの保存とビルド

4.2.1

新しいプロパティ画面の追加

ソリューションエクスプローラ内にある、作成した TestModelProperty プロジェクトを選択
し、右クリック後、コンテキストメニューの[追加]を選び、[新しい項目]をクリックします。マ
イテンプレートの CommonMP_モデル画面クラスを選択し、ファイル名を入力します。ファイ
ル名は半角英数字で入力してください。ここで入力した名称は、プロパティ画面クラス名称にな
ります。以下の手順では、未来計算型モデルについては MyForecastModel という名称でプロパ
ティ画面を作成します。

図 4.12 新規プロパティ画面の追加（1/7）
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図 4.13 新規プロパティ画面の追加（2/7）

4.2.2

プロパティ画面クラス名称の確認

クラス名称を確認します。[次へ]をクリックします。

図 4.14 新規プロパティ画面の追加（3/7）
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4.2.3

プロパティ画面に対応するモデルの設定

ここでは、プロパティ画面に対応するモデルを選択します。本チュートリアルでは、新規モデ
ルの追加にて 2 つのモデルを作成しているため対応モデル名には、MyForecastModel と
MyStateCalModel が表示されますが、ここでは MyForecastModel を選択し、[作成]をクリック
します。

図 4.15 新規プロパティ画面の追加（4/7）
[作成]をクリックした後に、下記のようなメッセージが表示される場合があります。この場合
は、[信頼する]をクリックしてください。

図 4.16 新規プロパティ画面の追加（5/7）
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モデル追加に成功すると、下記のような画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

図 4.17 新規プロパティ画面の追加（6/7）

以上でプロパティ画面が作成され、作成された画面は Visual Studio 上に追加されます。

図 4.18 新規プロパティ画面の追加（7/7）
（補足）上記ウィザードにて作成されたプロパティ画面開発用プロジェクトの構成変更（ファ
イル・ディレクトリの名称変更、移動、削除等）は行わないでください。プロパティ画面の追加
が正常に動作しない場合があります。
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4.3 プロパティ画面の実装
以上の手順で、チュートリアル用未来計算型モデル固有のプロパティ画面が作成されました。
しかし、この段階で作成されたクラスは、型紙であるため処理を実装しなければなりません。こ
こでは、チュートリアル用のサンプルプロパティ画面を例として、プロパティ画面の実装方法を
説明します。

4.3.1

実装するチュートリアル用プロパティ画面の概要

図 4.19 に、実装するプロパティ画面を示します。チュートリアル用未来計算型モデル固有の
プロパティ画面となるため、情報としては、タイムステップ、モデル定数、初期流量（出力情報）、
初期流量（内部状態）の 4 つの項目を入力できる画面とします。

図 4.19 チュートリアル用モデル固有のプロパティ画面

4.3.2

プロパティ画面の実装

プロパティ画面の実装を行います。
Visual Studio 上に追加された MyForecastModelDetailForm.cs を選択し、右クリックで、[デ
ザイナの表示]をクリックします。
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(1)

部品の配置

図 4.20 のように画面上に、GroupBox、Label、TextBox、OpenFileDialog、SaveFileDialog
を配置します。部品は、Visual Studio のメニュー、[表示]の[ツールボックス]をクリックして表
示されるウィンド内[すべての Windows フォーム]の中に用意されています。ここで、配置した
部品には、textBox1、textBox2 のようにデフォルトで名前がつけられていますが、この後のメ
ソッド実装の中で、どの部品に対する処理なのか区別がつくように、TimeStepTextBox、
ModelConstTextBox のようにわかりやすい名前に変更してください。

図 4.20 チュートリアル用プロパティ画面部品配置例

(2)

プロパティ表示編集メソッド

本メソッドでは、プロパティ情報より、画面に初期表示させる処理を実装します。下記、
コード例を参考にしてください。
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d/// <summary>
/// <para>method outline:</para>
/// <para>プロパティ表示編集</para>
/// </summary>
/// <example>
/// <para>usage:</para>
/// <para>EditParameter( );</para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>無し</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public void EditParameter()
{
// まず、プロパティ情報から設定を行います。
if (m_csPropertyInfo != null)
{
// ローカル変数を定義します。
McModelPropertyInfo csModelPrptyInf = null;
long lPropertyTypeNum = 0;
HySString csKey = new HySString();
HySString csPropertyName = new HySString();
McDefine.ValKind lObjKind = new McDefine.ValKind();
double dVal = new double();
// 1) 登録プロパティ情報があれば処理を行います。
csModelPrptyInf = m_csPropertyInfo as McModelPropertyInfo;
if (csModelPrptyInf != null)
{
// 2) 登録プロパティ情報数を取得して、情報数分処理を実行します。
lPropertyTypeNum = csModelPrptyInf.GetInfoTypeNum();
for (long lP = 1; lP <= lPropertyTypeNum; lP++)
{
// 3) プロパティ情報型式の取得例です。
if (csModelPrptyInf.GetInfoType(lP, ref csKey, ref csPropertyName, ref lObjKind) == true)
{
if (lObjKind == McDefine.ValKind.DOUBLE)
{
// 4) 実数型の場合は画面に値を初期表示させます。
if (csModelPrptyInf.GetInfo(csKey, ref dVal) == true)
{
if (csKey.ToString() == "TIME_STEP")
{
// 5) タイムステップの場合は、所定のテキストボックスに表示する例です。
TimeStepTextBox.Text = dVal.ToString();
// ↑ 配置した部品の名前です。
}
else if (csKey.ToString() == "m_dForeModelConst")
{
// 6) 未来計算型モデル定数の場合は、所定のテキストボックスに表示する例
です。
ModelConstTextBox.Text = dVal.ToString();
// ↑ 配置した部品の名前です。
}
}
}
else
{
// その他の情報型の場合は何もしない例です。
continue;
}
}
}
}
}

図 4.21 チュートリアル用プロパティ画面コード例（プロパティ表示編集メソッド）(1/2)
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// 次に、初期化情報の設定を行います。
if (m_csInitialInfo != null)
{
// ローカル変数を定義します。
McInitialInfo csModelInitInf = null;
long lInitialTypeNum = 0;
HySString csKey = new HySString();
HySString csInitialName = new HySString();
McDefine.ValKind lObjKind = new McDefine.ValKind();
double dVal = new double();
// 7) 登録初期化情報があれば処理を行います。
csModelInitInf = m_csInitialInfo as McInitialInfo;
if (csModelInitInf != null)
{
// 8) 登録初期化情報数を取得して、情報数分処理を実行します。
lInitialTypeNum = csModelInitInf.GetInfoTypeNum();
for (long lP = 1; lP <= lInitialTypeNum; lP++)
{
// 9) 初期化情報型式の取得例です。
if (csModelInitInf.GetInfoType(lP, ref csKey, ref csInitialName, ref lObjKind) == true)
{
if (lObjKind == McDefine.ValKind.DOUBLE)
{
// 10) 実数型の場合は画面に値を初期表示させます。
if (csModelInitInf.GetInfo(csKey, ref dVal) == true)
{
if (csKey.ToString() == "Q_Initial")
{
// 11) 初期流量(出力情報)の場合は、所定のテキストボックスに表示する例です。
QInitTextBox.Text = dVal.ToString();
// ↑ 配置した部品の名前です。
}
else if (csKey.ToString() == "Q_internal_Initial")
{
// 12) 初期流量(内部状態)の場合は、所定のテキストボックスに表示する例です。
QInterInitTextBox.Text = dVal.ToString();
// ↑ 配置した部品の名前です。
}
}
}
else
{
// その他の情報型の場合は何もしない例です。
continue;
}
}
}
}
}

図 4.22 チュートリアル用プロパティ画面コード例（プロパティ表示編集メソッド）(2/2)
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設定処理メソッド

(3)

[設定]ボタンが押された時の処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>設定処理</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>ParaSet_Click(sender,e);</para>
/// </example>
/// <param name="sender">object</param>
/// <param name="e">Event</param>
/// <returns>無し</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>「設定」ボタンを押下された時の処理を記述</para>
/// </remarks>
private void ParaSet_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (ParaSet_Check() == true)
{
// 1) 入力された項目に異常がある場合は何もしません。
return;
}
if (ParaRegist() == true)
{
// 2) 設定内容登録処理にて、値が変更された場合は、OK状態にします。
DialogResult = DialogResult.OK;
}
else
{
// 3) 設定内容登録処理にて、値が変更されていない場合は、キャンセル状態に設定します。
DialogResult = DialogResult.Cancel;
}
// 4) 画面を閉じます。
Close();
}

図 4.23 チュートリアル用プロパティ画面コード例（設定処理メソッド）

(4)

キャンセル処理メソッド

[キャンセル]ボタンが押された時の処理を実装します。下記、コード例を参考にしてくださ
い。
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/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>キャンセル処理</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>Cancel_Click(sender,e);</para>
/// </example>
/// <param name="sender">Object</param>
/// <param name="e">Event</param>
/// <returns>無し</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>「キャンセル」ボタンを押下された時の処理を記述</para>
/// </remarks>
private void Cancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
// 1) キャンセル状態に設定します。
DialogResult = DialogResult.Cancel;
// 2) 画面を閉じます。
Close();
}

図 4.24 チュートリアル用プロパティ画面コード例（キャンセル処理メソッド）
(5)

設定内容チェック処理

入力内容のチェック処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。
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/// <summary>
/// <para>method outline:</para>
/// <para>設定内容チェック処理</para>
/// </summary>
/// <example>
/// <para>usage:</para>
/// <para>ParaSet_Check();</para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>false : 正常、true : 異常</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
private bool ParaSet_Check()
{
double dVal;
bool bBreakfg = false;
// 1) まず、プロパティ情報からチェックを行います。
if (m_csPropertyInfo != null)
{
try
{
dVal = double.Parse(TimeStepTextBox.Text);
// テキストボックスの背景色を戻す例です。
TimeStepTextBox.BackColor = Color.Empty;
}
catch
{
// 入力異常を検知すると、ここに処理が移ります。
// テキストボックスの背景色を赤色にする例です。
TimeStepTextBox.BackColor = Color.Red;
bBreakfg = true;// ← 設定内容に異常があることを示します。
}
try
{
dVal = double.Parse(ModelConstTextBox.Text);
// テキストボックスの背景色を戻す例です。
ModelConstTextBox.BackColor = Color.Empty;
}
catch
{
// 入力異常を検知すると、ここに処理が移ります。
// テキストボックスの背景色を赤色にする例です。
ModelConstTextBox.BackColor = Color.Red;
bBreakfg = true;// ← 設定内容に異常があることを示します。
}
}

図 4.25 チュートリアル用プロパティ画面コード例（チェック処理メソッド）(1/2)
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// 2) 次に、初期化情報のチェックを行います。
if (m_csInitialInfo != null)
{
try
{
dVal = double.Parse(QInitTextBox.Text);
// テキストボックスの背景色を戻す例です。
QInitTextBox.BackColor = Color.Empty;
}
catch
{
// 入力異常を検知すると、ここに処理が移ります。
// テキストボックスの背景色を赤色にする例です。
QInitTextBox.BackColor = Color.Red;
bBreakfg = true;// ← 設定内容に異常があることを示します。
}
try
{
dVal = double.Parse(QInterInitTextBox.Text);
// テキストボックスの背景色を戻す例です。
QInterInitTextBox.BackColor = Color.Empty;
}
catch
{
// 入力異常を検知すると、ここに処理が移ります。
// テキストボックスの背景色を赤色にする例です。
QInterInitTextBox.BackColor = Color.Red;
bBreakfg = true;// ← 設定内容に異常があることを示します。
}
}
return bBreakfg;
}

図 4.26 チュートリアル用プロパティ画面コード例（チェック処理メソッド）(2/2)
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(6)

設定内容登録処理

入力内容を登録する処理を実装します。下記、コード例を参考にしてください。

/// <summary>
/// <para>method outline:</para>
/// <para>設定内容登録処理</para>
/// </summary>
/// <example>
/// <para>usage:</para>
/// <para>ParaRegist();</para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>false : 変更無し、true : 変更有り</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
private bool ParaRegist()
{
double dOrgVal = new double();
double dNewVal;
bool bModifyFlg = false;
// 1) まず、プロパティ情報から登録を行います。
if (m_csPropertyInfo != null)
{
// 実数型に変換を行う例です。
dNewVal = double.Parse(TimeStepTextBox.Text);
((McModelPropertyInfo)m_csPropertyInfo).GetInfo("TIME_STEP", ref dOrgVal);
if (dNewVal != dOrgVal)
{
// 2) すでに設定されている値と異なる場合は、変更します。
((McModelPropertyInfo)m_csPropertyInfo).SetInfo("TIME_STEP", dNewVal);
bModifyFlg = true; // ←変更ありとします。
}
// 実数型に変換を行う例です。
dNewVal = double.Parse(ModelConstTextBox.Text);
((McModelPropertyInfo)m_csPropertyInfo).GetInfo("m_dForeModelConst", ref dOrgVal);
if (dNewVal != dOrgVal)
{
// 3) すでに設定されている値と異なる場合は、変更します。
((McModelPropertyInfo)m_csPropertyInfo).SetInfo("m_dForeModelConst", dNewVal);
bModifyFlg = true; // ←変更ありとします。
}
}

図 4.27 チュートリアル用プロパティ画面コード例（設定内容登録メソッド）(1/2)
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// 4) 次に、初期化情報の登録を行います。
if (m_csInitialInfo != null)
{
// 実数型に変換を行う例です。
dNewVal = double.Parse(QInitTextBox.Text);
((McInitialInfo)m_csInitialInfo).GetInfo("Q_Initial", ref dOrgVal);
if (dNewVal != dOrgVal)
{
// 5) すでに設定されている値と異なる場合は、変更します。
((McInitialInfo)m_csInitialInfo).SetInfo("Q_Initial", dNewVal);
bModifyFlg = true; // ←変更ありとします。
}
// 実数型に変換を行う例です。
dNewVal = double.Parse(QInterInitTextBox.Text);
((McInitialInfo)m_csInitialInfo).GetInfo("Q_internal_Initial", ref dOrgVal);
if (dNewVal != dOrgVal)
{
// 6) すでに設定されている値と異なる場合は、変更します。
((McInitialInfo)m_csInitialInfo).SetInfo("Q_internal_Initial", dNewVal);
bModifyFlg = true; // ←変更ありとします。
}
}
return bModifyFlg;
}

図 4.28 チュートリアル用プロパティ画面コード例（設定内容登録メソッド）(2/2)

(7)

ファイル入力処理

プロパティ情報、初期化情報を CSV ファイルから読み込む処理を実装します。下記、コー
ド例を参考にしてください。

4-20

/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>ファイル入力処理</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>FileOpen_Click(sender,e);</para>
/// </example>
/// <param name="sender">Object</param>
/// <param name="e">Event</param>
/// <returns>無し</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>「ファイル入力」ボタンを押下された時の処理を記述</para>
/// </remarks>
private void FileOpen_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (m_csPropertyInfo != null || m_csInitialInfo != null)
{ // プロパティ情報・初期設定情報があった場合は処理を行います。
OpenFileDialog.FileName = "";
OpenFileDialog.Filter = "ＣＳＶ ファイル (*.csv)|*.csv|すべてのファイル (*.*)|*.*";
// 1) ファイルを開くためのダイアログボックスを表示します。
if (OpenFileDialog.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)
{
FileName.Text = OpenFileDialog.FileName;
// プロパティ画面のファイル名称にテキスト表
示を行います。
// ↓ ファイル入力処理の例です。
string csFileName = OpenFileDialog.FileName;
// ← 入力ファイルフルパス名です。
HySFile csFile = new HySFile((new HySString(csFileName)));
HySString sOut = new HySString();
string[] sInWk;

図 4.29 チュートリアル用プロパティ画面コード例（ファイル入力メソッド）(1/2)
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if (csFile.Exist() == true)
{ // 2) 既存ファイルが有れば処理を続行します。
if (csFile.Open(HySFile.OPEN_MODE.OPEN, HySFile.READ_WRITE_MODE.READ,
HySFile.DIRECTORY_MODE.NOT_MK_DIR) == 0)
{
// 3) 既存CSVファイルを正常に開ければ処理を続行します。
while (csFile.ReadText(ref sOut) != 0)
{
// ↑１行取得する例です。本サンプルモデルでの1行取得例 ⇒ ([P],タイムステップ
（秒）,30,TIME_STEP)
sInWk = sOut.ToString().Split(',');
// ↑ 取得した行を','で4つに区切ります。
if (sInWk.LongLength == 4)
{
// 4) パラメータ情報項目数と一致した場合は処理を続行します。
if (sInWk[0] != "#")
{
// 5) コメント行以外の場合は処理を続行します。
if (sInWk[0] == "[P]")
{
// 6) プロパティ情報を入力します。
if (sInWk[3] == "TIME_STEP")
{
// タイムステップの場合です。
TimeStepTextBox.Text = sInWk[2];
}
else if (sInWk[3] == "m_dForeModelConst")
{
// 未来計算型モデル定数の場合です。
ModelConstTextBox.Text = sInWk[2];
}
}
else if (sInWk[0] == "[I]")
{
// 7) 初期設定情報を入力します。
if (sInWk[3] == "Q_Initial")
{
// 初期流量（出力情報）の場合です。
QInitTextBox.Text = sInWk[2];
}
else if (sInWk[3] == "Q_internal_Initial")
{
// 初期流量（内部状態）の場合です。
QInterInitTextBox.Text = sInWk[2];
}
}
}
}
}
// 8) 開いていたファイルを閉じます。
csFile.Close();
}
}
}
}
}

図 4.30 チュートリアル用プロパティ画面コード例（ファイル入力メソッド）(2/2)
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(8)

ファイル出力処理

プロパティ情報、初期化情報を CSV ファイルに出力する処理を実装します。下記、コード
例を参考にしてください。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>ファイル出力処理</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>FileSave_Click(sender,e);</para>
/// </example>
/// <param name="sender">Object</param>
/// <param name="e">Event</param>
/// <returns>無し</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>「ファイル出力」ボタンを押下された時の処理を記述</para>
/// </remarks>
private void FileSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
McModelPropertyInfo csModelPrptyInf = null;
McInitialInfo csModelInitInf = null;
// 1) 出力する前に、入力された項目をチェックします。
if (ParaSet_Check() == true)
{
return;
}
if (m_csPropertyInfo != null || m_csInitialInfo != null)
{ // プロパティ情報・初期設定情報があった場合は処理を行います。
SaveFileDialog.FileName = FileName.Text;
SaveFileDialog.Filter = "ＣＳＶ ファイル (*.csv)|*.csv|すべてのファイル (*.*)|*.*";
// 2) ファイルを保存するためのダイアログボックスを表示します。
if (SaveFileDialog.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)
{
FileName.Text = SaveFileDialog.FileName;
// プロパティ画面のファイル名称にテキス
ト表示を行います。
string csFileName = SaveFileDialog.FileName;
// ← 出力ファイルフルパス名です。
// ↓ ファイル出力処理の例です。
HySFile csFile = new HySFile((new HySString(csFileName)));
HySString sOut = new HySString();
if (csFile.Open(HySFile.OPEN_MODE.CREATE_NEW, HySFile.READ_WRITE_MODE.WRITE,
HySFile.DIRECTORY_MODE.MK_DIR) == 0)
{
// 4) CSVファイルが生成できたら処理を続行します。
HySString csKey = new HySString();
HySString csPropertyName = new HySString();
HySString csInitialName = new HySString();
McDefine.ValKind lObjKind = new McDefine.ValKind();
long lInitialTypeNum = 0;
long lPropertyTypeNum = 0;
double dVal = new double();
csModelPrptyInf = m_csPropertyInfo as McModelPropertyInfo;
// 5) プロパティ情報を出力します。
if (csModelPrptyInf != null)
{
lPropertyTypeNum = csModelPrptyInf.GetInfoTypeNum();
for (long lP = 1; lP <= lPropertyTypeNum; lP++)
{
// プロパティ情報型式の取得を行う例です。
if (csModelPrptyInf.GetInfoType(lP, ref csKey, ref csPropertyName, ref lObjKind)
== true)

図 4.31 チュートリアル用プロパティ画面コード例（ファイル出力メソッド）(1/2)
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{
if (lObjKind == McDefine.ValKind.DOUBLE)
{
// 実数型の場合は処理を行います。
if (csKey.ToString() == "TIME_STEP")
{
// タイムステップの場合です。
dVal = double.Parse(TimeStepTextBox.Text);
sOut = new HySString("[P]" + "," + csPropertyName.ToString() + "," +
dVal.ToString() + "," + csKey.ToString());
}
else if (csKey.ToString() == "m_dForeModelConst")
{
// 未来計算型モデル定数の場合です。
dVal = double.Parse(ModelConstTextBox.Text);
sOut = new HySString("[P]" + "," + csPropertyName.ToString() + "," +
dVal.ToString() + "," + csKey.ToString());
}
}
if (sOut.GetLength() > 0)
{
csFile.WriteText(sOut);// ← プロパティ情報出力を行います。
}
}
}
}
// 6) 初期化情報を出力します。
if (m_csInitialInfo != null)
{
csModelInitInf = m_csInitialInfo as McInitialInfo;
if (csModelInitInf != null)
{
lInitialTypeNum = csModelInitInf.GetInfoTypeNum();
for (long lP = 1; lP <= lInitialTypeNum; lP++)
{
// プロパティ情報型式の取得
if (csModelInitInf.GetInfoType(lP, ref csKey, ref csPropertyName, ref
lObjKind) == true)
{
if (lObjKind == McDefine.ValKind.DOUBLE)
{
// 実数型の場合
if (csKey.ToString() == "Q_Initial")
{
// 初期流量（出力情報）の場合です。
dVal = double.Parse(QInitTextBox.Text);
sOut = new HySString("[I]" + "," + csPropertyName.ToString() + ","
+ dVal.ToString() + "," + csKey.ToString());
}
else if (csKey.ToString() == "Q_internal_Initial")
{
// 初期流量（内部状態）の場合です。
dVal = double.Parse(QInterInitTextBox.Text);
sOut = new HySString("[I]" + "," + csPropertyName.ToString() + ","
+ dVal.ToString() + "," + csKey.ToString());
}
}
if (sOut.GetLength() > 0)
{
csFile.WriteText(sOut); // ← プロパティ情報出力を行います。
}
}
}
}
}
csFile.Close();
}
}
}
}

図 4.32 チュートリアル用プロパティ画面コード例（ファイル出力メソッド）(2/2)
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4.4 追加したプロパティ画面の確認
以上でプロパティ画面の実装が完了しました。実装したコードにエラーがないかどうか、追加
したプロパティ画面が CommonMP 上に設定されているかを確認します。

4.4.1

ビルドの実行

Visual Studio 上メニューの[ビルド]から、[ソリューションのリビルド]をクリックします。ビ
ルドが実行され、エラーがないことを確認します。
（図 3.45 ビルド実行後の表示（エラー無し）
参照）もし、エラーが表示された場合には、エラー箇所を修正し、再度ビルドを実行してくださ
い。
Visual Studio 上メニューの[デバッグ]から、[デバッグ開始]をクリックします。CommonMP
が起動しますので、ユーザ要素を配置します。配置したユーザ要素に、未来計算型テストモデル
を設定します。（図 4.33）

図 4.33 プロパティ画面追加の確認（1/2）
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設定した要素をダブルクリックします。パラメータ設定画面が表示されるので、中央部の詳細
設定ボタンをクリックします。表示されるプロパティ画面が作成したプロパティ画面であること
を確認します。（図 4.34）

図 4.34 プロパティ画面追加の確認（2/2）

4-26

4.5 プロパティ画面の多言語対応（補足）
ここでは、作成したプロパティ画面を多言語化する方法を説明します。例として、作成したプ
ロパティ画面を使用端末の環境によって英語と日本語の表示が切り替えられるようにします。切
り替えにより英語表示される部分としては図 4.35 に示す部分です。なお、CommonMP のメイ
ン処理の表示言語は、標準（規定値）を英語とし、ローカル言語として日本語を定義しておりま
すので、本例では、メイン処理に合わせた設定方法を記載しております。

図 4.35 プロパティ画面の多言語対応例（1/4）

Visual Studio 上に追加された MyForecastModelDetailForm.cs を選択し、右クリックで、[デザ
イナの表示]をクリックします。プロパティの中にある、Localizable を[True]として、Language
を[日本語]にします。図 4.36 のように、プロパティ画面が表示されている上部が[デザイン－日本
語]という表示に変わります。（本例では、既定値は英語で作成されていることを前提としており
ます。）
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図 4.36 プロパティ画面の多言語対応例（2/4）
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図 4.37 のように、画面上の英語表記を全て日本語表記に変更します。

図 4.37 プロパティ画面の多言語対応例（3/4）
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多言語化の確認を行うには、Windows のコントロールパネルを起動し、地域と言語のオプション
を開きます。標準と形式の中の設定を図 3.61 に示すように、英語とします。4.4.1 ビルドの実行
の手順を再度行い、表示されるプロパティ画面が英語表示されていることを確認します。(図 4.38)

図 4.38 プロパティ画面の多言語対応例（4/4）

4-30

4.6 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除
ウィザードにて作成したプロパティ画面開発用プロジェクトの削除方法を記載します。
不要になったプロジェクトを削除する場合は、以下の手順で削除処理を行ってください。

4.6.1

ソリューションから削除

CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリューション
TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。（詳しくは概要の「CommonMP のディレクトリ
体系」を参照してください。）

図 4.37 モデル開発ソリューション
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Visual Studio が起動するので、ソリューションエクスプローラ内にある、削除対象のプロパティ
画面開発用プロジェクトを選択し、右クリック後、コンテキストメニューの[削除]をクリックしま
す。

図 4.38 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（1/7）

下記のような確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

図 4.39 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（2/7）
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削除対象のプロパティ画面開発用プロジェクトが、Visual Studio 上から削除されます。

図 4.40 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（3/7）
メインプロジェクトの参照設定からも削除対象のプロパティ画面開発用プロジェクトが削除され
ていることを確認してください。
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4.6.2

不要ファイルの削除

コンピューター上から不要になったファイルの削除を行います。
CommonMP のモデル開発環境下にある、削除対象のプロパティ画面開発用プロジェクトフォル
ダを選択し、右クリック後、コンテキストメニューの[削除]をクリックします。

図 4.41 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（4/7）
下記のような確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

図 4.42 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（5/7）
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最後に開発環境ディレクトリの[bin]－[Debug]、[bin]－[Release] 配下より削除対象プロジェクト
の DLL・PDB ファイルを削除します。
削除対象プロジェクトの DLL・PDB ファイルを選択し、右クリック後、コンテキストメニュー
の[削除]をクリックしてください。

図 4.43 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（6/7）
下記のような確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

図 4.44 プロパティ画面開発用プロジェクトの削除（7/7）

（補足）削除対象のプロジェクトを作成後、ビルドを行っていない場合 DLL・PDB ファイルは
作成されていません。
以上で、ウィザードにて作成されたプロパティ画面開発用プロジェクトの削除が完了します。
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5.

開発モデルのライブラリ入力
本章では、配布されたモデルのアーカイブを入力する手順を説明します。

5.1 開発モデルのライブラリ入力とは
配布されたモデルのアーカイブを CommonMP に取り込み、CommonMP 上でのモデルの構
築に利用したい場合に開発モデルのライブラリ入力を行います。

5.2 開発モデルのライブラリ入力に必要なもの
開発モデルのライブラリ入力は以下が必要となります。
【必ず必要なもの】
・モデルのアーカイブ
ライブラリ出力機能で出力したモデルのアーカイブを用意する必要があります。

5.3 開発モデルのライブラリ入力の実行
CommonMP よりアーカイブの入力を行います。

5.3.1

CommonMP の起動

(1) CommonMP を起動する。
デ ス ク ト ッ プ の 下 記 ア イ コ ン を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る か 、「 展 開 先 デ ィ レ ク ト リ
¥CommonMP¥Execute¥bin」フォルダにある CommonMPMain.exe をダブルクリックし
CommonMP を起動します。
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CommonMP が起動すると以下画面が表示されます。

図 5.1

5.3.2

CommonMP 起動画面

ライブラリ入力機能の起動

CommonMP のメニューから「ヘルプ」→「ライブラリ管理(L)」
「ライブラリ入力(I)…」を選
択します。

図 5.2 ライブラリ入力メニュー
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ライブラリ入力機能によるアーカイブ内のライブラリのインストール

5.3.3

ライブラリ入力画面が起動されますので、必要情報を入力しアーカイブ内のライブラリ（実行
モジュール等）を CommonMP にインストールします。

a)
b)

図 5.3 ライブラリ入力画面

なお上記画面からインストールを実施した際、同一名称のライブラリがインストール済みの場
合、上書確認メッセージが表示されます。また、CommonMP 標準ライブラリと名称が同じ場合、
ライブラリはインストールされません。

(1)

アーカイブファイルの設定

モデルのアーカイブファイルを設定します。

(2)

インストールの実行

アーカイブ内のライブラリを CommonMP にインストールします。インストールには
CommonMP の再起動が必要となります。表示されるメッセージに従い CommonMP を再起
動してください。
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5.4 CUI を利用した開発モデルのライブラリ入力の実行
コマンドライン上で、CommonMP の CUI を利用してライブラリの入力を行うことができま
す。
なお、本操作で行えることは 6.4 章に記載した方法でも行えます。コマンドラインの扱いに
慣れていない方は 6.4 章に記載した方法でライブラリの入力を行ってください。

5.4.1

コマンドプロンプトの起動

コマンドプロンプトを起動します。

図 5.4 コマンドプロンプトの起動
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5.4.2

ディレクトリの移動

CommonMP の CUI の実行モジュール(.exe)が格納されている位置にフォルダを移動します。
CommonMP

の

CUI

の 実 行 モ ジ ュ ー ル (.exe) 通 常 、 「 C:¥Program

Files¥CommonMP¥Execute¥bin」フォルダに格納されているので、以下コマンドを実行します。
cd “C:¥Program Files¥CommonMP¥Execute¥bin”
インストール時に CommonMP のインストール先をカスタマイズした場合は、前述のフォル
ダ名の「C:¥Program Files¥CommonMP¥」の部分を自身のインストールフォルダに置き換え
て参照してください。

図 5.5 コマンドプロンプトの起動
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アーカイブ内のライブラリのインストール

5.4.3

アーカイブ内のライブラリを CommonMP にインストールします。
アーカイブの入力には以下コマンドを利用します。
hymco –e アーカイブファイル

(1)

コマンドラインの各項目

コマンドラインの各項目について説明します。なお。[]内は任意の指定となります。
1)

必須コマンド“hymco –e アーカイブファイル”
CUI におけるライブラリ入力のコマンドの必須入力部分です。斜体部には以下を指定
します。
・アーカイブファイル：
ライブラリ出力で作成した、または、配布されたモデルのアーカイブファイルをフル
パスで指定します。

2)

オプション
コマンドラインオプションはありません。

(2)

コマンドライン入力例

以下にコマンドラインの入力例を示します。なお、└┘は半角スペースを表します。
・アーカイブファイルの内容を CommonMP にインストールする。
> hymco└┘-e└┘”C:¥temp¥myModel.zip”
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5.5 HYMCO.dicon ファイルによる読み込みライブラリの制御（補足）
HYMCO.dicon ファイルを作成すると、存在するモデルやプロパティ画面のライブラリの中か
ら、一部だけを選んで CommonMP にモデルを追加することができます（数あるモデルの中か
ら、一部だけ使用したい人向けの機能となります）。
HYMCO.dicon を使用する人は、以下フォルダに格納されている Sample_HYMCO.dicon を
HYMCO.dicon へ名前を変更し、下記の記述例を参考に設定内容を書き換えて使用してください。
(1)

HYMCO.dicon ファイルを格納するフォルダ

通常は HYMCO.dicon ファイルは「展開先ディレクトリ¥CommonMP¥Execute¥conf」フ
ォルダ内に格納します。

モデルの場合： kind = "Model"
モデルプロパティ画面の場合： kind = "PropertyScreen"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<components>
<component kind = "Model" package="CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model" class="McSystemModelFactory" dll="HymcoBase.dll"/>
<component kind = "Model" package="CommonMP.HYMCO.OptionImpl.TestModel" class="TestModelFactory" dll="TestModel.dll"/>
<component kind = "PropertyScreen" package="CommonMP.HYMCO.OptionImpl.TestModel" class="TestModelPropertyScreenFactory"
dll="TestModelProperty.dll"/>
</components>

モデルプロパティ画面のDLL名称

名前空間の名称

図 5.6 HYMCO.dicon 記述例
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フ ァクトリクラ ス名称

モデルのDLL名称

6.

開発モデルのライブラリ出力
本章では、開発したモデルのライブラリをアーカイブとして出力する手順を説明します。

6.1 開発モデルのライブラリ出力とは
自分で開発したモデルを他者に配布することを行いたい場合に開発モデルのライブラリ出力
を行います。
ライブラリ出力を行うと開発モデルのアーカイブが作成されます。ここでアーカイブとは、開
発したモデルのプログラムの実行モジュール、モデルのアイコン、およびモデル解説書等の複数
のファイルを一つのファイルにまとめたものをいいます。
開発モデルのライブラリ出力で作成したアーカイブは他者に配布することが可能となります。

6.2 開発モデルのライブラリ出力に必要なもの
開発モデルのライブラリ出力は以下が必要となります。
【必ず必要なもの】
・モデル開発用プロジェクト（3. 章参照）
モデル開発者が自身の責任で十分に動作を確認したものが必要となります。
また、リリースモードでのビルドが終了しているものが必要となります。
【条件により必要となるもの】
・プロパティ画面開発用プロジェクト（4. 章参照）
※モデルに関連するプロパティ画面を作成した場合は、プロパティ画面についても
アーカイブに含める必要があります。
プロパティ画面開発用プロジェクトは、モデル開発用プロジェクト同様、モデル開発者が
自身の責任で十分に動作を確認したものが必要となります。
また、リリースモードでのビルドが終了しているものが必要となります。
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6.3 事前準備
以下の手順でモデル開発用プロジェクトおよびプロパティ画面開発プロジェクトを準備しま
す。

6.3.1
3.

モデルの開発～デバッグ
章モデルの開発 を参照して、モデル開発プロジェクトの新規作成～動作確認を実施しま

す。

6.3.2
4.

プロパティ画面の開発～デバッグ
章モデル固有のプロパティ画面の作成 を参照して、プロパティ画面開発プロジェクトの

新規作成～動作確認を実施します。
なお、プロパティ画面開発プロジェクトの作成は任意となっております。詳細は 2.9 章を参
照してください。
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配布形式のモデル実行モジュールの作成

6.3.3

モデルを配布するための実行モジュールを作成する手順を説明します。
この操作で、モデル用開発プロジェクトの実行モジュールが作成されます。
また、プロパティ画面用開発プロジェクトを作成している場合は、プロパティ画面用開発プロ
ジェクトの実行モジュールも作成されます。

(1)

ソリューションの起動

CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリューシ
ョン TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。
（詳しくは概要の「CommonMP のディ
レクトリ体系」を参照してください。）

図 6.1 モデル開発ソリューション
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(2)

配布形式実行モジュール作成の設定

配布形式実行モジュールを作成するための設定を行います。
ビルド構成の詳細表示

1)

Visual Studio 上のメニューの[ツール]から、[オプション]を選択します。
表示される画面(図 6.2 参照)に対して以下操作を行います。
①左側のツリー項目から[プロジェクトおよびソリューション]-[全般]を選択します。
②右側に表示されるチェックボックス「ビルド構成の詳細を表示」をチェックします。
③OK ボタンを押下して画面を閉じます。

①

②
②

③
③

図 6.2 Visual Studio オプション画面
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2)

ソリューション構成の変更
Visual Studio のソリューション構成を変更します。この操作は、モデル配布用の実行

モジュールを作成するように Visual Studio を設定するために行います。
Visual Studio のツールバー上のソリューション構成を Debug から Release に変更しま
す。

図 6.3 ソリューション構成の変更
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(3)

配布形式実行モジュールのビルド実行

Visual Studio 上メニューの[ビルド]から、[ソリューションのリビルド]をクリックします。
ビルドが実行され、エラーがない場合は、図 6.4 のように表示されます。もし、エラーが表
示された場合には、エラー箇所を修正し、再度ビルドを実行してください。

図 6.4 ビルド実行後の表示（エラー無し）
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(4)

配布形式実行モジュール作成の設定解除

再度、Visual Studio のソリューション構成を変更します。この操作は、デバッグ可能な実
行モジュールを作成するように Visual Studio を設定するために行います。
Visual Studio のツールバー上のソリューション構成を Release から Debug に変更します。

図 6.5 ソリューション構成の変更
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6.4 開発モデルのライブラリ出力の実行
CommonMP よりアーカイブの作成を実行します。
アーカイブの作成は、Visual Studio でデバッグ実行時に起動する CommonMP ではなく
Windows の「スタート」メニューから起動する CommonMP を利用します。以下に手順を示し
ます。

6.4.1

CommonMP の起動

以下の方法のうち、いずれかの方法で CommonMP を起動します。
(1) 【方法・その 1】CommonMP(実行環境用)を起動する。
デスクトップの下記アイコンをダブルクリックするか、Windows の「スタート」→「すべ
てのプログラム(P)」→「CommonMP」→「CommonMP」を選択し CommonMP を起動し
ます。

CommonMP が起動すると以下画面が表示されます。

図 6.6 CommonMP 起動画面
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(2) 【方法・その 2】CommonMP(モデル開発環境用)を起動する
1)

ソリューションの起動
CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリュー

ション TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。（詳しくは概要の「CommonMP
のディレクトリ体系」を参照してください。）

図 6.7 モデル開発ソリューション
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2)

CommonMP(モデル開発環境用)の起動
Visual Studio 上メニューの[デバッグ]から、[デバッグの開始]をクリックします。ビル

ドが完了している状況であれば、開発環境用の CommonMP が起動します。ビルドがま
だ完了していない場合はビルドが実行された後に開発環境用の CommonMP が起動しま
す。もし、ビルド時にエラーが表示された場合には、エラー箇所を修正し、再度実行して
ください。

図 6.8 CommonMP 起動画面
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6.4.2

ライブラリ出力機能の起動

CommonMP のメニューから「ヘルプ」→「ライブラリ管理(L)」「ライブラリ出力(O)…」を
選択します。

図 6.9 ライブラリ出力メニュー（CommonMP(本体)の場合）
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アーカイブの作成

6.4.3

ライブラリ出力画面が起動されますので、必要情報を入力しアーカイブを作成します。

(1)
(2)

(3)
(4)

図 6.10 ライブラリ出力画面

(1)

モデル開発プロジェクトの設定

モデル開発プロジェクトのフォルダを設定します。

(2)

プロパティ画面開発プロジェクトの設定

プロパティ画面開発プロジェクトをアーカイブに含める場合は、チェックボックス「プロ
パティ画面をアーカイブに含める」をチェックします。また、プロパティ画面開発プロジェ
クトのフォルダを設定します。

(3)

開発ソースの公開／非公開の設定

開発コードを公開したい場合はチェックボックス「開発ソースを含める」をチェックしま
す。このチェックボックスをチェックすることにより開発コードがアーカイブに含まれるよ
うになります。開発コードを公開せず、実行モジュールだけを公開したい場合はこのチェッ
クボックスのチェックを解除します。
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(4)

アーカイブの作成

「アーカイブ」ボタンを押下すると、アーカイブの保存先を指定する画面が表示されます。
画面上でファイル名を指定しアーカイブを作成します（拡張子は.zip となります）。

図 6.11 アーカイブ保存先の設定
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6.5 CUI を利用した開発モデルのライブラリ出力の実行
コマンドライン上で CommonMP の CUI を利用してアーカイブの作成を実行します。
なお、本操作で行えることは 6.4 章に記載した方法でも行えます。コマンドラインの扱いに
慣れていない方は 6.4 章に記載した方法でアーカイブの作成を行ってください。

6.5.1

コマンドプロンプトの起動

コマンドプロンプトを起動します。

図 6.12 コマンドプロンプトの起動
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6.5.2

ディレクトリの移動

CommonMP の CUI の実行モジュール(.exe)が格納されている位置にフォルダを移動します。
CommonMP

の

CUI

の 実 行 モ ジ ュ ー ル (.exe) 通 常 、 「 C:¥Program

Files¥CommonMP¥Execute¥bin」フォルダに格納されているので、以下コマンドを実行しま
す。
cd “C:¥Program Files¥CommonMP¥Execute¥bin”
インストール時に CommonMP のインストール先をカスタマイズした場合は、前述のフォル
ダ名の「C:¥Program Files¥CommonMP¥」の部分を自身のインストールフォルダに置き換え
て参照してください。

図 6.13 ディレクトリの移動
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アーカイブの作成

6.5.3

アーカイブの作成を行います。
アーカイブの出力には以下コマンドを利用します。
hymco –a モデル開発プロジェクト アーカイブ出力先 [--property-project プロパティ画面

開発プロジェクト] [-os]
(1)

コマンドラインの各項目

コマンドラインの各項目について説明します。なお。[]内は任意の指定となります。
1)

必須コマンド“hymco –a モデル開発プロジェクト アーカイブ出力先”
CUI におけるライブラリ出力のコマンドの必須入力部分です。斜体部には以下を指定

します。
・モデル開発プロジェクト：
モデル開発プロジェクトのフォルダをフルパスで設定します。
・アーカイブ出力先：
出力するアーカイブのファイルパスをフルパスで指定します。
なお、拡張子は.zip としてください。

2)

オプション“--property-project プロパティ画面開発プロジェクト”
プロパティ画面開発プロジェクトをアーカイブに含める場合に指定します。斜体部には

以下を指定します。
・プロパティ画面開発プロジェクト
プロパティ画面開発プロジェクトのフォルダをフルパスで指定します。

3)

オプション“-os”
開発コードを公開したい場合に指定します。このオプションを指定することにより開発

コードがアーカイブに含まれるようになります。開発コードを公開せず、実行モジュール
だけを公開したい場合はこのオプションを指定しないでください。
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(2)

コマンドライン入力例

以下にコマンドラインの入力例を示します。なお、└┘は半角スペースを表します。
・モデルのライブラリのみアーカイブ対象とする。また
開発コードを含むアーカイブを作成する
> hymco└┘-a└┘”C:¥Program Files¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥
OptionImpl¥ModelDeveloperStandardEdition¥myModel”└┘
”C:¥temp¥myModelWithSourceCode.zip”└┘-os
・モデルとプロパティ画面のライブラリをアーカイブ対象とする。また、
開発コードを含むアーカイブを作成する
> hymco└┘-a└┘”C:¥Program Files¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥
OptionImpl¥ModelDeveloperStandardEdition¥myModel”└┘
“C:¥temp¥myModelAndProperty.zip”└┘
--property-project└┘” C:¥Program Files¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥
OptionImpl¥ModelDeveloperStandardEdition¥myProperty”└┘–os
・開発コードを含まないアーカイブを作成する
> $ hymco└┘-a└┘”C:¥Program Files¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥
OptionImpl¥ModelDeveloperStandardEdition¥myModel”
“C:¥temp¥ myModelWithoutSourceCode.zip”
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└┘

6.6 ライブラリの出力について（補足）
開発モデルのライブラリ出力は、3. 章、4. 章および 6. 章に記載された手順に記載されて
いない設定を行うと正常にアーカイブが作成されない場合があります。例えば、以下の操作は行
わないでください。
・開発プロジェクト名称を後から変更する。
・DLL の出力先を変更する。DLL の名称を変える。

6-18

7.

バージョンアップ支援機能
Visual Studio 2008、または Visual Studio 2010 で開発した要素モデルを Visual Studio 2012

バージョンへアップデート支援する機能です。

7.1 実行環境
本機能は、開発環境として、Microsoft Visual Studio 2012 がインストールされている必要があ
ります。

7.2 開発プロジェクトのバージョンアップ対応（ソリューション全体）
Visual Studio 2008 で開発したソリューション全体をバージョンアップ対応する場合の手順を
示します。Visual Studio 2010 をバージョンアップする場合も、手順は同様です。
(1)

Visual Studio 2012 の起動

Windows の「スタート」メニューから Visual Studio 2012 を起動します。

図 7.1 Visual Studio 起動
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(2)

CommonMP ソリューションの移行
1)

Visual Studio 2008 のソリューションのオープン
Visual Studio 2012 のメニューから「ファイル」→「開く」→「プロジェクト/ソリュ

ーション」を選択します。

図 7.2 Visual Studio でソリューションファイルを開く(1/2)
CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリューション
TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。
TestModelDeveloperMainExp.sln

は 通 常 、 「 展 開 先 デ ィ レ ク ト リ

¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥ModelDeveloperExpressEdition」フォルダに格
納されています。

図 7.3 Visual Studio でソリューションファイルを開く(2/2)
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2)

Visual Studio 変換ウィザードによる開発プロジェクトのバージョンアップ
ソリューションのバージョンアップが開始されます。「OK」をクリックします。

図 7.4 ソリューションのバージョンアップ開始
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バージョンアップ終了後に、変換レポートが表示されます。
変換時にエラーや警告が発生する場合があります。その際は変換ログに従いエラーを対
策します。

図 7.5 変換レポートの表示

図 7.6 変換ログの表示
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7.3 開発プロジェクトのバージョンアップ対応（開発プロジェクト）
Visual Studio 2012 に移行したソリューションに、後から個々の Visual Studio 2008 で開発
したプロジェクトを追加する方法を示します。

(3)

Visual Studio 2012 の起動

Windows の「スタート」メニューから Visual Studio 2012 を起動します。
CommonMP のモデル開発環境下にある、ModelDeveloperExpressEdition のソリュー
ション TestModelDeveloperMainExp.sln を開きます。
TestModelDeveloperMainExp.sln

は 通 常 、「 展 開 先 デ ィ レ ク ト リ

¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥ModelDeveloperExpressEdition 」 フ ォ
ルダに格納されています。

(4)

Visual Studio 2012 で開発されたプロジェクトファイルの読み込み

Visual Studio 2012 のメニューから「ファイル」→「追加」→「既存のプロジェクト」を
選択します。

図 7.7 既存のプロジェクトのオープン
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Visual Studio 2008 で開発されたモデル開発プロジェクト、またはプロパティ画面開発プ
ロジェクトを選択します。

図 7.8 既存のプロジェクトのオープン

(5)

Visual Studio 変換ウィザードによるプロジェクトのバージョンアップ
プロジェクトのバージョンアップが開始されます。「OK」をクリックします。
ウィザードに従い変換を実行します。操作方法はソリューションファイルの移行と同様
となります。

図 7.9 ソリューションのバージョンアップ開始
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7.4 プラットフォームの設定
64 ビット環境で開発する場合は、プラットフォームを「x64」に設定する必要があります。
設定方法を示します。

(6)

構成マネージャーの表示

Visual Studio 2012 のメニューから「ビルド」→「構成マネージャー」を選択します。

図 7.10 構成マネージャーの表示
「アクティブ・ソリューション プラットフォーム」→「新規作成…」を選択します。

図 7.11 プラットフォームの選択
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(7)

プラットフォームの設定

新しいプラットフォームを「x64」として「OK」をクリックします。

図 7.12 プラットフォームの設定
デバッグ版、リリース版ともに設定されたことを確認してください。

7-26

7.5 対象のフレームワークの設定
Visual Studio 2012 移行に伴い、フレームワークを「4.5」に設定する必要があります。
設定方法を示します。

(8)

プロジェクトプロパティの表示
ソリューション エクスプローラで、任意のプロジェクトを右クリックします。
「プロパティ」を選択します。

図 7.13 プロジェクトプロパティの表示
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(9)

フレームワークの設定

アプリケーションタブ内で、対象のフレームワークを「.NET Framework 4.5」とします。

図 7.14 対象のフレームワークの設定

(10)

ターゲットフレームワークの変更

ターゲットフレームワークの変更画面で、「はい」をクリックします。

図 7.15 対象のフレームワークの設定
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8.

付録
本章では、より高度なモデル開発者向けの内容として、モデルデータジェネレーター・独自

画面組み込みに関する内容を説明します。なお、モデルジェネレーターは GIS と密接に関連し
ているため、CommonMP の GIS 付属版にて提供されます。

8.1 モデルデータジェネレーター
8.1.1

モデルデータジェネレーターの概要

CommonMP（Ver1.0）を用いて、特定の河川に対して、その振る舞いを記述する「水理／水
文モデル」を作成する場合、地域（河川）毎にそれぞれ「演算要素」を配置し、それらを相互に
接続することで、特定の河川モデルを製作します。この場合、CommonMP では、モデル管理画
面上で、各要素を配置／接続し、また各要素のプロパティ画面からパラメータ入力によって、モ
デルを開発することが可能です。しかしながら、現実には、河川毎に配置されたこれら演算要素
に対する、川幅、傾斜、その他の地形情報、植生等、調整すべきパラメータの数は膨大なものに
なります。そこで、CommonMP では、半自動的に、要素モデルの接続、パラメータの調整を行
うためのフレームワークを準備しております。これを CommonMP では、モデルデータジェネ
レーターと呼びます。実際に、如何なる演算要素を、どのように接続し、それらの演算要素には
どんなパラメータを設定するかは、使用する演算要素モデルや、作成しようとするモデルによっ
て異なるため、 CommonMP として、汎用的に使用できるモデルを自動生成するツール本体を
提供する現実的ではありません。
そこで、モデルを自動生成するツールは、モデル開発や研究者等によって開発・作成されるこ
とになりますが、それを、各開発者／研究者が独自の仕様で作成すると、せっかく開発したツー
ルが一般に広く普及することができません。そこで CommonMP では、モデルを自動（半自動）
的に生成するツール（以下モデルジェネレーションツールと呼びます）を組み込むフレームワー
クを提供し、各開発者／研究者は、そのフレームワーク上で開発したモデルジェネレーションツ
ールを提供することで、CommonMP を利用して、自らが開発したモデルジェネレーターを広く
一般に使用して頂くことが可能となります。CommonMP とモデルジェネレーションツールの関
係を

図 8.1 に示します。
モデルジェネレーションツールとしては、主に下記が必要となります。

１）ネットワーク構築するツール
どの演算要素をどのように配置し、また、各演算要素をどのように接続するかを決定
する言わばモデル構築の核となる部分です。
２）パラメータ設定ツール
配置された演算要素毎に動作条件を設定していきます。
３）独自情報入力画面
モデル生成の際、CommonMP が標準で提供する画面から出力された情報では
不足する場合、独自の画面を提供し、その画面から必要な情報を設定できます。
（CommonMP 標準の画面で事足りる場合には、不要です。）
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CommonMP

モデルジェネレーション用
特殊情報入力画面
表示
モデルジェネレーション用
ＧＩＳ汎用情報生成

モデルジェネレーション用
汎用情報入力画面

モデルジェネレーション用
特殊情報入力画面

モデル構築用
特殊データ

読込み

汎用用データ

読込み

モデルジェネレーションツール
読込み

ＧＩＳ汎用データ

ネットワーク構築ツール

パラメータ設定ツール
出力

構造定義ファイル
開発者／研究者が提供する範囲

CommonMPで読み込み実行

図 8.1 モデルジェネレーションツールの関係
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CommonMP では、
モデルデータジェネレーター関連サンプルとして
¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥McModelGeneratorSample¥下に
・ネットワーク構築するツール
・パラメータ設定ツール
¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥McModelGeneratorScreenSample¥下に
・独自情報入力画面
コーディングサンプルを準備しております。
以後、説明はこれらのコーディングサンプルを元に説明を行います。
なお、これらのサンプルは、モデル開発者向けの
CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥ModelDeveloperExpressEdition¥下の
TestModelDeveloperMainExp.sln
または、
CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl¥ModelDeveloperStandardEdition¥下の
TestModelDeveloperMainStd.sln
を起動して、Microsoft 社の Visual Studio を立ち上げた後、
デバッグモードで動作させることができます。

8.1.2

モデルデータジェネレーターの提供方法

通常、演算要素を作成する場合、演算要素開発者／研究者は、
・演算要素を生成するファクトリ（McBasicModelFactoryBase 派生クラス）
・演算要素固有プロパティ画面を生成するファクトリ（McPropertyScreenFactoryBase 派生
クラス）＊
＊

ただし固有プロパティ画面が必要な場合のみ

を提供する必要があります。
演算要素開発者／研究者が、モデルデータジェネレーター関連クラスを提供しようとする場合
にも、上記クラス（McBasicModelFactoryBase 派生クラス、McPropertyScreenFactoryBase
派生クラス）を使用します。
ただし、全ての演算要素開発者／研究者が、モデルジェネレーター関連クラスを開発し、提供
するとは限らないため、親クラスでは、virtual メソッドとして、何もしない下記メソッドを実
装しております。このため、派生クラス側でそれらのメソッドを override しなければ、モデル
データジェネレーター関連クラスは生成しません。
図 8.2 は、演算要素を生成するファクトリクラス上で、モデルデータジェネレーター用に
オーバーライドすべきメソッドを示します。
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また、図 8.3 は、演算要素固有プロパティ画面を生成するファクトリ上で、モデルデータジェ
ネレーター用にオーバーライドすべきメソッドを示します。
＜注＞
モデルと画面は、別々の DLL で供給するために

敢えてファクトリも分離してある。

これは、例えばサーバー等、画面を使用しない環境でモデルを使用したい時、
同一 DLL 内に画面関連の処理まで含めると、画面を表示しないにも関わらず、
画面表示用のソフトウェアもインストールしなければならなくなることを防ぐためであ
る。
（将来拡張への配慮）
モデルファクトリクラス

McBasicModelFactoryBase派生 SampleMdlGenFactory
★モデルデータジェネレーター関連の為にオーバーライドするメソッド

ファクトリが提供するネットワーク構築ツール

を一覧情報として返します。

public overri de HySDataLinked List GetModelNetworkGeneratorList()

「ネットワーク構築ツール」

を生成し、そのインスタンスを返します。

public overri de McModelNetworkGenerator CreateModelNet workGenerator(
HySID csLibraryID,
HySOb jectKind csModelKind,
HySID csModelID)

「パラメータ設定ツール」を生成し、そのインスタンスを返します。
public overri de McModelParameterGenerator CreateModelParameterGenerator(
HySID csLibraryID,
HySOb jectKind csModelKind,
HySID csModelID)

モデルジェネレーションに必要な固有（特殊）なデータを一覧表として返します。
public overri de HySDataLinked List GetModelGeneratorNeedDataList(
HySID csLibraryID,
HySOb jectKind csModelKind)

図 8.2 モデルファクトリクラス上でオーバーライドすべきメソッド
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モデルプロパティスクリーン（画面）ファクトリクラス

McPropertyScreenFactoryBase派生

SampleMdlGenScreenFactory

★モデルデータジェネレーター関連の為にオーバーライドするメソッド

モデルジェネレーションに必要な固有（特殊）なデータ等を入力する為に必要な
画面を一覧表として返します。
public override HySDataLinked List GetModelGeneratorScreen List()

モデルジェネレーションに必要な固有（特殊）なデータ等を入力する為に必要な
画面を生成し、そのインスタンスを返します。
public override McModelDataGeneratorScreen CreateModelDataGeneratorScreen (
HySKind csModelKind)

図 8.3 モデル画面生成用ファクトリクラス上でオーバーライドすべきメソッド
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8.1.3

モデルデータジェネレーターの動作概要

CommonMP 上で、モデルデータジェネレーターの制御は図 8.4 に示すモデルデータ生成制御
画面から行います。
画面の具体的操作説明は、画面からの「？」ボタン押下によるヘルプを参照してください。
本章では、画面とモデルデータジェネレーター内部処理の関連について述べます。

図 8.4 モデル半自動生成用制御画面（モデルデータ生成制御画面）
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図 8.5 に、モデル半自動生成用制御画面（モデルデータ生成制御画面）とモデルジェネレーシ
ョンツールの動作の関連を模式的に示します。

① 選択

② 表示
モデルジェネレーション用
特殊情報入力画面
又は、
モデルジェネレーション用
汎用情報入力画面

⑤ ＧＩＳ汎用データ出力

表示
④ 出力
③ 表示

モデルジェネレーション用
特殊情報入力画面

モデル構築用
特殊データ

汎用用データ

⑦ 起動

読込み

読込み

モデルジェネレーションツール
読込み

ＧＩＳ汎用データ

ネットワーク構築ツール

パラメータ設定ツール
⑧
構造定義ファイル生成
出力

⑥ 構造定義ファイル名設定

構造定義ファイル
開発者／研究者が提供する範囲

図 8.5 モデル半自動生成用制御画面とモデルジェネレーションツールの関係概要
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図 8.5 において、オペレータは、モデルジェネレーションツールを使用し、以下に示す様な操
作によって、モデルを構築（半自動構築）します。
１．オペレータは、モデル開発者／研究者が提供したモデルジェネレーションツールの中から、
今回使用したいツールを選択します。（図中①）これで、どのようなモデルを構築するのかを決
定します。
２．選択したモデルジェネレーションツールが必要とするデータを生成します。
（図中②、③、
④）モデル固有の情報が必要な場合には、モデル開発者／研究者が提供した画面を使用して、情
報を入力します。（②）また、汎用的にシステムが用意した画面を使用する場合にはシステムが
提供する画面を使用して必要情報の入力を行います（③）
。GIS が提供する汎用データ出力機能
を利用するためには、
「GIS 情報作成開始」を押下して、GIS 関連汎用データを作成します（⑤）
。
３．これらの情報を元に、モデルジェネレーションツールに対して、構造定義ファイル生成を
指示します（⑦）。
（ただし、指示前に

出力する構造定義ファイル名称を設定しておく必要があ

ります（⑥）
）
４．指示を受けたモデルジェネレーションツールは、既に作成されている各種データファイル
を読み込んで、モデルの構造定義ファイルを作成します（⑧）。
作成される構造定義ファイル（例として SampleMdl.xml とした場合）は、下記の構造定義フ
ァイルが生成されます。
ａ．モデルの接続情報本体ファイル（SampleMdl.xml）
接続情報を記述
ｂ．演算要素プロパティ情報ファイル（SampleMdlProperty.xml）
各演算要素別のプロパティ情報を記述
c．演算要素初期化情報ファイル（SampleMdlInitial.xml）
各演算要素別の初期化情報を記述
d．CUI で動作する際のプロジェクト情報（SampleMdlProjectFile.xml）
上記ファイルは、CommonMP のメニュー
「ファイル」－「構造定義ファイル」－「書出し（詳細情報付き：分割）」によって
構造定義ファイルを出力した場合と同様の形式です。
以上述べてきた「モデルモデルジェネレーションツール」
、
「モデルジェネレーション用特殊
情報入力画面」は、２章で述べた

ファクトリークラスによって供給され、CommonMP 内に取

り込まれてモデル半自動生成用制御画面（モデルデータ生成制御画面）上で動作します。
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8.1.4

モデルジェネレーションツール

モデルジェネレーションツールは、モデルネットワークを構築するツール
（ McModelNetworkGeneratorBase

派 生 ク ラ ス ） と パ ラ メ ー タ 設 定 ツ ー ル

（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）から構成されます。
これらのツールに対して、モデルデータジェネレーション用に必要な情報ファイルは、メソッ
ドの引数として渡されます。モデルデータジェネレーション用に必要な情報ファイル群を格納す
るクラスとしては、モデルデータジェネレーター作成条件格納クラス
（McModelDataGenerationInfo）を使用します。
McModelDataGenerationInfoIF（インターフェース）

McModelDataGenerationInfo（実体）

図 8.6 モデルジェネレーター作成条件格納クラス派生関係

モデルデータジェネレーター作成条件格納クラス（McModelDataGenerationInfo）は、モデ
ル半自動生成用制御画面（モデルデータ生成制御画面）でオペレータが設定した各種ファイルを
ハッシュテーブルとして管理しています。
必要とする情報（ファイル名：フルパス付き）は
public virtual bool GetInfo(HySObjectKind csKey, ref HySString csParameterFileName)
メソッドを用いて取得します。データ種別を表すキーワード（csKey）を与えると、それに対
応するデータファイル名（csParameterFileName）が取得できます。
データ種別を表すキーワードは GIS 関連であれば、
CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSGIS.HySGISDataKindDefine クラス内に定義されてい
ます。
（例：標高値データ：

KIND_GIS_DRAINAGE_DIRECTION_MATRIX）

また、汎用データであれば、
CommonMP.HYMCO.CoreOptions.McViewer.MdlGenScreenCommonLIB.McMdlGenCom
monScreenDefine クラス内に定義されています。
（例：河川構造物データ（堰）： MODEL_GENERATOR_DATA_KIND_4）
固有（独自）データの場合には、固有画面側で
public virtual void SetInfo(HySObjectKind csKey, HySString csParameterFileName)
メソッドにより、キー情報と共にモデルデータジェネレーター作成条件格納クラス
（McModelDataGenerationInfo）に設定しておくことで、GIS 情報や、汎用情報と同様の方法
で

その値を取得することができます。
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なお、独自情報を使用する場合には、演算要素を生成するファクトリクラス
（McBasicModelFactoryBase 派生クラス）の、
public

override

HySDataLinkedList

csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)

GetModelGeneratorNeedDataList(HySID
メソッドをオーバーライドしておく必要があり

ます。
この情報は、モデル半自動生成用制御画面（モデルデータ生成制御画面）が表示される時に、
予め通知されます。その中の固有（独自）データのキー情報を元に、モデル半自動生成用制御画
面（モデルデータ生成制御画面）は、固有（独自）画面の表示制御を行います。

(1)

モデルネットワークを構築するツール

さて、モデルネットワークを構築するツール（McModelNetworkGeneratorBase 派生クラ
ス）は、GIS 汎用データファイル、モデル構築用特殊データファイル、汎用データ等のファ
イルを読み込んで、それらの情報を元に自らが提供する演算要素モデル・あるいは、他者が
提供する演算要素モデルを配置し、それらを接続するツールです。構築されたモデルは、構
造定義ファイルとして保存されます。
実際の構造定義ファイル（XML 形式）への書出しは、親クラス側で行うため、
派生クラスでは、記述すべき情報を XML のノードクラス（HySXmlNode）へ設定するこ
とで、構造定義ファイルを生成できます。
本クラスで、モデル開発者／研究者がオーバーライドすべきメソッドを下記に述べます。

1)

演算要素モデルネットワーク生成前のチェック
public override bool CheckBefoModelGeneration(ref McModelDataGenerationInfoIF

csMDGInfo)

引数で与えられた、モデルジェネレーター作成条件格納クラスを元に、必要な情報が全
て設定されているか否かのチェックを行います。
情報に不足があれば、リターン値：false を返します。

2)

演算システム全体を制御するプロパティ情報の生成

public override HySXmlNode CreateSystemPorperty(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref HySXmlNode csXmlParent,
ref HySXmlWriter csXmlWriter)
モデル系全体を制御するプロパティ情報
例えば、全体を同期型で動作させるか／非同期型で動作させるか
の設定を行います。
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等

（コーディング例）
public override HySXmlNode CreateSystemPorperty(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref HySXmlNode csXmlParent,
ref HySXmlWriter csXmlWriter)
{
// 構造定義ファイル
HySXmlNode csRtnNode = csXmlWriter.CreateElement(McDefine.xml_PROPERTY );
// 非同期型
csRtnNode.SetAttribute(McDefine.xml_DATAFUSIONTIMING, "ASYNCHRONOUS");
// 系全体を進める時間間隔
csRtnNode.SetAttribute(McDefine.xml_TIMESTEP, "60");
return csRtnNode;
}

上記設定により、構造定義ファイルには
<Property DataFusionTiming="ASYNCHRONOUS" TimeStep="60" />
個の様なプロパティタグが

3)

生成されます。

演算要素／接続の作成

public override bool CreateModels(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref HySXmlNode csXmlParent,
ref HySXmlWriter csXmlWriter)
引数で与えられた、モデルジェネレーター作成条件格納クラスから取得された各デー
タファイルの内容を元に必要な演算要素を生成し、それらの結ぶ接続線を生成します。
本部分は、モデル開発者／研究者が自由に自らの開発したアルゴリズムにしたがって
要素を現実に即したモデルを配置する部分です。
親クラスは、モデル開発者／研究者が構造定義ファイルを直接認識しなくてもそれら
の接続が行える様に、ツールメソッドを準備しております。
①

class McElementTagInf

②

class McPortTagInf 演算要素へ接続される端子情報を格納するクラスです。

③

class ConnectionTagInf 接続情報（送信側端子と受信側端子の ID 等）を格納す

演算要素の識別子、種別等を格納するクラスです。

るクラスです。
④

class ConnectionPropertyInf 接続線内部を流れる情報を格納するクラスです。
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モデル開発者／研究者は、上記クラスに必要な情報を設定し、下記に示す
HySXmlNode CreateElementTag（）
bool AddPortTag（）
HySXmlNode CreatePortTag（）
HySXmlNode CreateConnectionTag（）
HySXmlNode CreateConnectionPropertyTag（）
等のメソッドを使用して、XML ノードを生成し、モデル全体の構造定義 XML ノード
に追加します。詳しい使用方法は、サンプル
CommonMP.HYMCO.OptionImpl.ModelGeneratorSample.SampleModelNetworkG
enerator
クラスの
public override bool CreateModels(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref HySXmlNode csXmlParent,
ref HySXmlWriter csXmlWriter)
メソッド内をご覧ください。

4)

自らが開発していないモデル（他者モデル）を使用する場合、そのモデルのプロパティ情
報等を設定するためのクラスの生成

public override McModelParameterGenerator CreateExternalModelParameterGenerator
(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind, HySID csModelID)

自らが開発したモデルに対するパラメータ設定等は、後述する自演算要素専用のパラ
メータ設定ツール（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）を使用します.
しかしながら、他者が作成したモデル対するパラメータ設定等を行いたい場合には、他
者がパラメータ設定ツール（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）を提供し
ているか否か不明であるため、使用したい他者演算要素用のパラメータ設定ツール
（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）を自前で準備する必要があります。
このメソッドは、そのために使用します。
サンプルでは、
コーディングサンプルとしての
CommonMP.HYMCO.OptionImpl.McSampleModelForDeveloper.McSampleKinema
ticWave モデルと、
画面へのモニター出力用演算要素
CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model.McLineGraphScreen
を使用する場合を例として記述しております。
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(2)

パラメータ設定ツール（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）

モデルジェネレーションツールのもう一つのツールであるパラメータ設定ツール
（McModelParameterGeneratorBase 派生クラス）は、先に述べた、モデルネットワークを
構築するツール（McModelNetworkGeneratorBase 派生クラス）が配置した各要素に、演算
条件や、初期条件を設定するツールです。設定した値は、構造定義ファイルに出力されます。
モデルネットワークを構築するツールは、各要素を配置する際に、それぞれ ID を付与する
ため、パラメータ設定ツールは、その ID を調べて、各演算要素を区別し、演算要素毎にパラ
メータを変更することが可能です。
本クラスで、モデル開発者／研究者がオーバーライドすべきメソッドを下記に述べます。
1)

プロパティ情報設定
protected override bool CreateModelPropertyDetailData(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref

HySXmlNode csPropertyInfoParent,

ref HySXmlWriter csXmlWriter)
引数で与えられた

McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo と、

自演算要素 ID（HySID csElmID = (HySID)this.GetID();として取得可能）によっ
て 、 プ ロ パ テ ィ 情 報 を 設 定 し ま す 。 設 定 し た 情 報 は 、 XML の 親 ノ ー ド で あ る
csPropertyInfoParent（引数で与えられる）に追加することで、親クラス側の処理により、
XML ファイル出力されます。
2)

初期化情報設定
protected override bool CreateInitialDetailData(
ref McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo,
ref

HySXmlNode csInitialInfoParent,

ref HySXmlWriter csXmlWriter)
引数で与えられた

McModelDataGenerationInfoIF csMDGInfo と、自演算要素 ID

（HySID csElmID = (HySID)this.GetID();として取得可能）によって、初期化情報を設
定します。
設定した情報は、XML の親ノードである

csInitialInfoParent（引数で与えられる）

に追加することで、親クラス側の処理により、XML ファイル出力されます。
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8.1.5

モデルジェネレーション用特殊情報入力画面

CommonMP は、モデルデータジェネレーションに必要と思われる汎用データを生成すること
ができますが、モデルによっては、それら情報では不足することが考えられます。
この場合、それらの情報を作成するために、EXCEL 等の COTS 品使用する、独自に画面を作
成してそれを使用する等の作業が考えられます。そこで、CommonMP では、独自に画面を作成
する場合、それを、CommonMP から起動できる仕組みを設けました。
独自画面は、CommonMP が提供するモデルジェネレーター個別モデル用設定画面スクリー
ン親クラス（McDotNetModelDataGeneratorScreenBase）から派生して作成してくだい。
CommonMP の基本思想として、スクリーンクラスには 、.net に依存した処理（．net が提
供するコンポーネント）を入れないで、それらをモデルジェネレーター個別モデル用設定画面フ
ォーム（McDotNetModelDataGeneratorFormBase の派生クラス）クラスに隠ぺいする方法をとってい
ます。
（理由： ．net の仕様等が変更されても、他のクラスへの影響を極力局所化するため）
したがって、モデル開発者／研究者は、モデル用設定画面スクリーンクラス
（McDotNetModelDataGeneratorScreenBase から派生）を作成

内部で、モデルジェネレーター個別

モデル用設定画面フォーム（McDotNetModelDataGeneratorFormBase から派生）クラスを生成して
ください。画面操作処理は、モデルジェネレーター個別モデル用設定画面フォーム
（McDotNetModelDataGeneratorFormBase から派生）クラス内に記述してください。
CommonMP として CommonMP\Source\HYMCO\OptionImpl\McModelGeneratorScreenSample\下に
モデルジェネレーション用特殊情報入力画面作成用のサンプルプロジェクトを提供していま
す。コーディングの詳細はそのソースを参照してください。
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8.2 ユーザ独自開発機能、および、画面の CommonMP への組み込み
CommonMP はユーザが開発した独自機能や画面を組み込むことができます。 ここでは、ユ
ーザが独自に開発した機能を作成し、それを CommonMP 画面から起動する方法について説明
します。

Ver1.2 までは、メニューファイルを直接変更する必要がありましたが、非常に複雑

なので、Ver1.3 からは、メニューを変更しないで、自動的にランチャーに登録できるようにな
りました。

その方法について、「機能拡張ツールのサンプル解説書」を参照してください。
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