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1. 目的

本書は CommonMP を利用した演算モデルを開発するプログラマ向けの文書です。内容は演算

モデル開発に必要な情報、クラスの作成方法及びプログラミング例です。

1.1 関連文書

「国際単位系(SI)及びその使い方」日本工業規格 JIS Z 8203:2000(ISO 1000:1992)
CommonMP 環境設定ファイル仕様書

CommonMP 構造定義ファイル仕様書

CommonMP モデル開発チュートリアル

CommonMP プログラミング環境利用手順書
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2. 事前準備
演算モデルを開発するための事前準備は必要なハードウェア及びソフトウェアの用意および
開発環境の設定です。本項ではその内容を説明します。

2.1 ハードウェア

開発に必要となるハードウェア環境は表 2.1 を参考に準備します。
表 2.1

項番

構成品

ハードウェア構成(推奨)
品名

Intel Core™ Duo プロセッサ 2.53 GHz

１

プロセッサ

２

メモリ(RAM)

３
４

CD または DVD ドライブ CD または DVD ドライブ

５

ディスプレイ

1,280×1,024 の解像度 TrueColor(1,677 万色)

６

マウス

ホイール付き２ボタンマウス

2.0GB

HDD

100.0GB

2.2 ソフトウェア

開発に必要となるソフトウェア環境は表 2.2 を参考に準備します。開発時は前述ハードウェア

にインストールします。なおインストール方法は各ソフトウェアのインストーラに従い実施しま
す。
表 2.2
項番
１
２
３

構成品

ソフトウェア構成(推奨)
品名

Operating System(OS)

Microsoft Windows XP Professional Edition SP3

GUI 支援ツール

Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0

.NET Framework

４

WEB ブラウザ

５

コンパイラ

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1
Microsoft Internet Explorer 6.0(SP2)

Microsoft Visual C# 2005 Express Edition(SP1)
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2.3 CommonMP 開発環境の設定

CommonMP を用いた演算モデルを開発するための環境設定の方法を説明します。なお、

CommonMP では、モデル開発を行うための環境が用意されています。詳細は、関連文書「モデ
ル開発チュートリアル」を参照してください。

2.3.1 コンパイル環境の作成
演算モデル開発用のコンパイル環境は開発用ディレクトリの準備とプロジェクトの作成が必
要です。開発用ディレクトリの準備は次の通りです。
(1) 開発用ディレクトリの準備

演算モデル開発時に必要なディレクトリ構成を表 2.3 に示します。
表 2.3

開発用ディレクトリ構成(基準)

フォルダ名
CommonMP
├ Execute
│ ├ bin

│ ├ conf
│ ├ log

│ ├ ModelData

説明

必須

開発／実行環境ルート

○

実行環境(実行用ファイル保存先)

○

実行ファイル、ライブラリ保存用

○

環境設定ファイル用

○

ログ出力用

○

モデルが利用するデータファイル格納
○
用

│ ├ ModelIcon

モデル開発者が作成したモデルアイコ
○
ン保存先

│ ├ ModelManual
│ └ temp
└ Source

└ HYMCO

└ OptionImpl

モデル開発者が作成した解説書保存先

○

一時データ保存用

○

開発環境(ソースファイル保存先)

○

演算モデル開発環境

○

演算モデル開発用プロジェクト保存先

○

演算モデル開発用プロジェクトの保存先は[OptionImpl]下を基準としています。当該ディ
レクトリがない場合はまず[CommonMP]の下に[Souce]、[HYMCO]、[OptionImpl]ディレク
トリを作成し、その後にプロジェクト用のディレクトリを作成します。プロジェクト用のデ
ィレクトリを作成する方法は(2) です。
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(2) プロジェクト用ディレクトリの作成方法
演算モデル開発用のディレクトリは新規プロジェクトを作成するとプロジェクト用のディ

レクトリを作成します。例として C#クラスライブラリ(dll)のプロジェクト作成方法を記述し

ます。作成時に必要な設定項目は表 2.4 に示します。
表 2.4
項番

新規プロジェクト作成時の設定項目

設定項目

設定内容
クラスライブラリ(DLL 形式)を選択する

１ テンプレート
例)クラスライブラリ
演算モデル名を入力する
２ プロジェクト名
例)McSampleModel
演算モデル開発用プロジェクト保存先を指定する
３ 保存先
例)D:¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl
ディレクトリ名を入力する
４ ソリューション名
例)MCSample ※既存ディレクトリと別名称を入力する
Visual C# 2005 での設定手順は以下です。
1) テンプレートの選択

「ファイル」メニューより「新しいプロジェクト(P)…」を選択し、プロジェクト設定
ダイアログ画面を表示し、
「テンプレート(T)」から「クラスライブラリ」を選択します(図
2.1)。

2) プロジェクト名の入力
「プロジェクト名(N)」にプロジェクト名称(例：McSampleModel)を入力し、
「OK」ボ

タンを押します。

図 2.1

プロジェクト設定ダイアログ画面
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上記設定にてソリューションエクスプローラ画面に作成した演算モデル開発用プロジェク

トが表示されます(図 2.2)。

図 2.2

ソリューションエクスプローラ画面

また、作成したプロジェクトを保存する手順は以下の通りです。
3) プロジェクト名、ソリューション名の入力
「ファイル」メニューの「(プロジェクト名)の保存(N)」を選択し、プロジェクト設定ダ
イアログ画面を表示し、プロジェクト名となる名前(例：McSampleModel)、プロジェク
トの保存先となる場所(例:D:¥CommonMP¥Source¥HYMCO¥OptionImpl)、プロジェク
トのディレクトリ名となるソリューション名(例:MCSample)を入力します(図 2.3)。
4) プロジェクトの保存

入力後、「ソリューションのディレクトリを作成」のチェックを「ON」にし、「上書き
保存」ボタンを押します。

図 2.3

プロジェクト保存ダイアログ

以上でコンパイル環境の作成及び保存の手順は完了です。

次項にて CommonMP が提供する開発用ライブラリを使用したコンパイル環境の設定方法

を説明します。
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2.3.2 コンパイル環境の設定
演算モデルを開発するためにはプロジェクトに開発用ライブラリを設定する必要があります。

開発用ライブラリとは CommonMP が提供する実行環境にある表 2.5 のライブラリ群です。
表 2.5

使用するライブラリの場所

フォルダ名
CommonMP
├ Execute

説明

必須

開発／実行環境ルート
実行環境(実行用ファイル保存先)

│ └ bin

ライブラリ名

使用時の名前空間名

│

HymcoIF.dll

CommonMP.HYMCO.Interface

○

│

HymcoBase.dll

CommonMP.HYMCO.CoreImpl

○

│

HyssopIF.dll

CommonMP.HYSSOP.Interface

○

│

HyssopBase.dll

CommonMP.HYSSOP.CoreImpl

○

└ Source

└ HYMCO

└ OptionImpl

開発環境(ソースファイル保存先)
演算モデル開発環境
演算モデル開発用プロジェクト保存先

各ライブラリの内容を表 2.6 に示します。
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表 2.6

開発用ライブラリの内容

演算モデル開発用ライブラリ

(CommonMP¥Execute¥bin 内)

項番

ライブラリ名 HymcoIF.dll
演算部

名前空間名

CommonMP.HYMCO.Interface

１
定義ライブラリ

演算部(HYMCO)を定義(Interface)した
説明
定義ライブラリ
ライブラリ名 HymcoBase.dll

演算部

名前空間名

CommonMP.HYMCO.CoreImpl

２
基本ライブラリ

演算部(HYMCO)を実装(Implements)した
説明
基本ライブラリ
ライブラリ名 HyssopIF.dll

制御部

名前空間名

CommonMP.HYSSOP.Interface

３
定義ライブラリ

制御部(HYSSOP)を定義(Interface)した
説明
定義ライブラリ
ライブラリ名 HyssopBase.dll

制御部

名前空間名

CommonMP.HYSSOP.CoreImpl

４
基本ライブラリ

制御部(HYSSOP)を実装(Implements)した
説明
基本ライブラリ

表 2.6 に示す開発用ライブラリをプロジェクトに設定することで、これらのライブラリをコン
パイル環境にてライブラリを利用できるようになります。プログラミング時にはライブラリ名で
はなく名前空間名を用います。
ここで、設定方法例として CommonMP が提供する演算モデル開発用ライブラリを利用する

ために表 2.7 に示す項目をプロジェクトから設定する手順を示します。
表 2.7
項番

プロジェクトの参照設定項目

設定項目

設定内容
参照先となる演算モデルの開発ディレクトリを指定する

１

ファイルの場所
例)CommonMP¥Execute¥bin
参照先となる開発用ライブラリを選択する

２

参照ファイル名
例)HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
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Visual C# 2005 での設定手順は以下です。
1) ファイルの場所指定

「プロジェクト」メニューより「参照の追加(R)…」を選択し、図 2.4

参照設定ダイ

アログ画面を表示し、「参照」タブから「ファイルの場所」に開発用ライブラリが格納し
ているディレクトリ(例：D:¥CommonMP¥Execute¥bin)を指定します。
2) 参照先ファイルの指定

指定後、開発用ライブラリ(例：”HymcoIF.dll”、”HymcoBase.dll”、”HyssopIF.dll”、

”HyssopBase.dll”)を選択し、「OK」ボタンを押す。複数のファイル選択時は[SHIFT+
マウス左クリック]で選択します。

図 2.4

参照設定ダイアログ画面

上記設定にて作成した演算モデル開発用プロジェクトが図 2.5

クラスビュー画面に表示

されます。

図 2.5

クラスビュー画面

以上で CommonMP 開発環境の設定は完了です。次章では CommonMP が提供するクラス
を基にモデルを開発する方法を説明します。
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3. モデル開発
本章ではモデル開発者向けに演算モデルの開発に必要となる情報及びその使い方について説明
します。モデル開発を行う大まかな流れは以下の通りです。
2.

事前準備

↓
3.

モデル開発

↓

3.1

名前空間の設定

↓

3.2

クラスの作成

↓

3.3

演算モデルのコンパイル

↓

3.5

演算モデルのライブラリ登録

↓

3.6

演算モデルの動作確認

上記のモデル開発に関する流れに合わせ、各項目を説明します。以降、コンパイル環境が構築

済みであることを前提とし、説明していくため、構築が済んでいない場合は 2.

事前準備を参考

の上、コンパイル環境を準備して下さい。

なお、Ver1.0 では、モデル開発に関する上記、２．事前準備から 3.2 クラスの型紙作成までは

ウィザードを用いて簡単に作成することができます。詳細は、
「モデル開発チュートリアル」を参
照してください。
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3.1 名前空間の設定

まず初めに、演算モデルの開発名称として名前空間を設定します。名前空間とは C#言語など

で用いるプログラム(クラス)の有効範囲を表す名称です。設定するのは図 3.1 の太字／太線部分
です。

CommonMP

HYSSOP(制御部)

HYMCO(演算部)

OptionImpl(拡張部
拡張部)
拡張部

Interface(定義部)

McXXX(演算
演算ライブラリ
演算ライブラリＡ
ライブラリＡ)

演算モデルＡ
名前空間とは別の演算モデル

(プログラム)と識別するため

CoreImpl(基本部)

の範囲名称
McXXX(演算
演算ライブラリ
演算ライブラリＢ
ライブラリＢ)

演算モデルＢ

図 3.1

設定する名前空間の範囲

図 3.1 にある通り、名前空間の有効範囲はライブラリ単位またはプログラム単位に設定し、別

の演算ライブラリと識別するために設定が必要です。名前空間の設定内容を表 3.1 に示します。
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表 3.1

名前空間の内容
内容

形式 接頭辞[MC]+[ユニーク
ユニーク名
ユニーク名]
名前空間名

例 MCSample

形式 namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX
コード
説明

例 namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample

演算モデルの名前空間名。例は見本(Sample)用のモデル

表 3.1 のように名前空間名はユニークな名称とし、モデル接続(Model Conection)を表す接頭
辞[MC]を付与した形式とします。
(1) 設定例
設定する名前空間の命名についてはユニークな名称となるように、事物(動名詞)や水文・水
理公式集にある解法名などを参考に定義します。
名前空間のコード例は図 3.2 です。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
//名前空間の設定例(MCSample)
namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
{
//=======================
//クラス定義を記述
//=======================
}

図 3.2

名前空間のコード例

図 3.2 にある名前空間は作成する各クラス定義を記述するファイル毎に記述します。なお、
クラスは１ファイルに１クラスのみ定義し、コーディングします。
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3.2 クラスの作成

CommonMP が提供する基本クラスを継承し、新規演算モデルを実装するためのクラスを作成

する方法について記述します。本節ではモデル開発者が作成するクラスについて説明します。

演算ライブラリ

入力要素

演算要素
(例:流域)

演算要素
(例:河道)

出力要素

モデル開発者が作成する演算要素

図 3.3

演算モデルを構成する基本要素例

モデル開発者が作成するクラスは図 3.3 にある要素の内、演算要素に関わるクラスを作成しま

す。演算要素に関わる作成が必要なクラスを表 3.2 に示します。
表 3.2
項番

要素と必要なクラス一覧
内容

複数の演算要素をライブラリ管理する単位。
演算
１

演算モデルファクトリクラス
ライブラリ 必要なクラス
演算モデル定義クラス
計算エンジンとなる解析計算を行う要素。

２ 演算要素

演算モデルクラス
必要なクラス
演算データクラス

作成するクラスは表 3.2 にある通り、作成が必要となるクラスは「演算モデルファクトリクラ
ス」「演算モデル定義クラス」「演算モデルクラス」「演算データクラス」です。ライブラリと要

素及び必要なクラスとの関係を図 3.4 に示します。
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演算ライブラリ(McXXX.dll)
ライブラリ毎に作成が必要なクラス
McXXXModelFactory

McXXXDefine

(演算モデルファクトリクラス)

(演算モデル定義クラス)

要素はライブラリに複数作成可能
演算要素(例:流域)

演算要素(例:河道)

McXXXCalInfo

McXXXCalInfo

(演算データクラス)

(演算データクラス)

McXXXModel

McXXXModel

(演算モデルクラス)

(演算モデルクラス)

要素毎に作成が必要なクラス

図 3.4

要素と作成が必要なクラスの関係図

図 3.4 にある通り、演算モデルファクトリクラスと演算モデル定義クラスはライブラリ単位に
１つ作成し、演算モデルクラス及び演算データクラスは１つのライブラリに１つ以上作成できま

す。ライブラリに必要なクラス及び要素に必要となるクラスは CommonMP が提供する基本ク
ラスを継承して作成します。継承元となる CommonMP 作成するクラスと基本クラスの関係図
を図 3.5 に示します。

3-5

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase

(演算データ基本クラス)

(演算モデル基本クラス)

基本クラスを
継承する
McXXXModelFactory

(演算モデルファクトリクラス)

McXXXCalInfo

(演算データクラス)

McXXXModel

(演算モデルクラス)

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.5

基本クラスと作成するクラスの関係図

図 3.5 の通り、ライブラリ毎に作成する演算モデルファクトリクラスは演算モデルファクトリ
基本クラスを継承して作成します。また、モデルを識別するための定数であるモデル名や識別子
を定義する演算モデル定義クラスもライブラリ毎に作成が必要です。
演算モデル毎に作成するクラスは解析計算を行うためのメソッドを定義する演算モデルクラ
スがあり、演算モデル基本クラスを継承します。また解析計算で用いる演算データを定義する演
算データクラスは演算モデル基本データクラスを継承し演算モデル毎に作成します。
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3.2.1 使用する基本クラス

演算モデルの開発には CommonMP が提供する基本クラスを使用してクラスを作成します。

使用する基本クラスは図 3.6 にある太字／太線のクラスです。

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算
演算モデルファクトリ
演算モデルファクトリ基本
モデルファクトリ基本クラス
基本クラス)
クラス

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase

(演算
演算データ
演算データ基本
データ基本クラス
基本クラス)
クラス

(演算
演算モデル
演算モデル基本
モデル基本クラス
基本クラス)
クラス

McXXXModel

McXXXCalInfo

McXXXModelFactory

(演算モデルクラス)

(演算データクラス)

(演算モデルファクトリクラス)

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.6

使用する基本クラス図

図 3.6 の通り、使用する基本クラスは演算データ基本クラス、演算モデル基本クラス、演算モ

デルファクトリ基本クラスがあります。各基本クラスの内容を表 3.3 に示します。

なお、メソッドの引数や戻り値などに用いる他の基本クラスは 4.2 節に示すクラスを参考に

利用します。
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表 3.3

継承する基本クラス表

項番

内容
クラス名

McCalInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Data ;

１ 使用ライブラリ HymcoIF.dll,HyssopIF.dll

計算式で使用する演算用のデータ型および初期パラメータ値などを定義
説明
するための演算データ基本クラス。
クラス名

McForecastModelBase

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Model ;

２ 使用ライブラリ HymcoIF.dll,HyssopIF.dll

計算エンジンとなる計算メソッドなどを定義するための演算モデル基本
説明
クラス。（未来計算型の演算モデル）
クラス名

McStateCalModelBase

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Model ;

３ 使用ライブラリ HymcoIF.dll,HyssopIF.dll

計算エンジンとなる計算メソッドなどを定義するための演算モデル基本
説明
クラス。（現状計算型の演算モデル）
４ クラス名

McBasicModelFactoryBase

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Model ;
使用ライブラリ HymcoIF.dll,HyssopIF.dll

演算データ基本クラス(McCalInfo)、演算モデル基本クラス
説明

(McCaluculateModelBase)クラスを継承したクラスをライブラリから動

的に生成する演算モデルファクトリ基本クラス。
演算モデルを開発するには表 3.3 の基本クラスを継承し、新規クラスを作成します。演算モデ

ルについては、未来計算型と現状計算型の基本クラス（詳細は 4.3.2 で解説）が用意されており、
開発する演算モデルに合わせて継承してください。クラスを使用するときは表 3.3 にある使用時

の宣言文をソースファイルに記述して使用します。また、C#言語では[using 文]にてクラスが所
属する名前空間(namespace)を指定することにより基本クラスをソースファイルから利用でき
ます。C/C++言語の[include 文]に相当する宣言文です。
1) 基本クラスの確認例

表 3.3 の基本クラスを演算モデル開発用の Visual C#プロジェクトから参照できるかどう

かは、図 3.7 に示すクラスビュー画面にて表 3.3 の確認することができます。
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[HymcoBase]
演算部基本ライブラリ(HysmcoBase.dll)
[HymcoIF]
演算部定義ライブラリ(HysmcoIF.dll)
McCalInfo
(演算データ基本クラス)

McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McForecastModelBase
(未来計算型演算モデル)

McStateCalModelBase
(現状計算型演算モデル)

[HyssopBase]
制御部基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[HyssopIF]
制御部定義ライブラリ(HyssopIF.dll)

図 3.7

クラスビュー画面での確認例

クラスビュー画面にて、[HymcoBase][HymcoIF][HyssopBase][HyssopIF]が参照できること

を確認します。参照できない場合は 2.3.2 項を参考の上、プロジェクトに CommonMP が提供
するライブラリの参照設定を行います。

注意事項：

CommonMP が提供する基本クラスに直接プログラムコードを記述するとすべての既存モデ
ルが予期しない動作または動作しない等の影響が出ます。開発時は必ず基本クラスを継承した継
承クラス側にプログラムコードを記述します。
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3.2.2 演算モデル定義クラス

演算モデル定義クラスはモデル名や識別子を定義する図 3.8 にある太字／太線部分のクラス

です。

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

(演算データ基本クラス)

McXXXModel

McXXXCalInfo

McXXXModelFactory

(演算モデルクラス)

(演算データクラス)

(演算モデル生成クラス)

McXXXDefine

(演算
演算モデル
演算モデル定義
モデル定義クラス
定義クラス)
クラス

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.8

演算モデル定義クラスの場所

図 3.8 にある通り、演算モデル定義クラスは 3.1 名前空間の設定にて設定した

[CommonMP.HYMCO.OptinImpl.MCXXX]内に作成します。クラス作成はライブラリ毎に必
要となり、継承元となる基本クラスはありません。次に演算モデル定義クラスの内容について説
明します。
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(1) クラスの役割

演算モデル定義クラスの役割は図 3.9 です。
演算ライブラリ B(McXXX.dll)

ライブラリ識別子
」
ライブラリ識別子：
識別子：「McTest」
「

１．ライブラリ識別子の定義
モデルが所属するライブラリを特定する
演算ライブラリ A(McXXX.dll)

ライブラリ識別子
」
ライブラリ識別子：
識別子：「McSample」
「

McXXXModelFactory

McXXXCalInfo

(演算モデルファクトリクラス)

(演算データクラス)

McXXXModel

(演算モデルクラス)

モデル種別
Basein」
」
モデル種別：
種別：「McSample.
「
モデル名
」
モデル名：「演算
「演算モデル
演算モデル A」

モデル情報に利用

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

２．モデル種別の定義
・ライブラリ内のモデルを特定する

１．ライブラリ識別子

McXXXCalInfo

２．モデル種別

(演算データクラス)

３．モデル名称

McXXXModel

(演算モデルクラス)

モデル種別
「McSample.
KinematicWave」
」
モデル種別：
種別：
「

４．パターン識別子

モデル名
」
モデル名：「演算
「演算モデル
演算モデル B」

CommonMP

４．パターン識別子の定義
プロジェクト管理
モデルが出力すべき情報
（送信パターン情報）、
モデルが期待する情報
（受信パターン情報）を特定する

モデル管理

ライブラリ管理
演算要素

３．モデル名称の定義
・ライブラリ管理画面に表示する文字

流域解析
演算モデル A
河道解析
演算モデル B
モデルプロパティ

図 3.9

要素名称
例：流域 A

要素名称
例：河道Ａ

演算モデル定義クラスの役割概要

図 3.9 にある通り、演算モデル定義クラスの役割は演算ライブラリ及び演算モデルをライ
ブラリ管理から識別するための情報を記述します。各役割の内容は次の通りです。
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1) ライブラリ識別子の定義
演算モデルが所属する演算ライブラリを特定するライブラリ識別子を定義します。定義

したライブラリ識別子は 3.2.3

演算モデルファクトリクラスの 3.2.3

(1) 4) ファク

トリ識別子生成などが利用します。
2) モデル種別の定義

ライブラリ管理から演算モデルの種別を識別するためのモデル種別を定義します。定義

したモデル種別は 3.2.3 演算モデルファクトリクラスの 3.2.3

(3) 2) 演算モデルク

ラス生成メソッドや 3.2.3 (3) 3) 演算データクラス生成メソッド、3.2.3 (1) 6) モ

デル情報公開などが利用します。
3) モデル名称の定義

ライブラリ管理画面に表示する演算モデル名称を定義します。定義した演算モデル名称

は 3.2.3

演算モデルファクトリクラスの 3.2.3 (3) 7) モデル情報提供メソッドなど

が利用します。
4) パターン識別子の定義
モデルが出力すべき情報（送信パターン情報）やモデルが期待する情報（受信パターン
情報）を特定するパターン識別子を定義します。

3-12

各役割を演算モデル定義クラスにコーディングします。演算モデル定義クラスのコーディ
ング内容は次の通りです。
(2) コーディングするクラス

演算モデル定義クラス名はユニークな名称とし、モデル接続(Model Conection)を表す接頭

辞[Mc]、定数(Define)を表す接頭辞[Define]を付与した形式とします。コーディングするクラ

スの内容を表 3.4 に示します。

表 3.4

演算モデル定義クラス

内容

備考

形式 [Mc]+[ユニーク
ユニーク名
ユニーク名]+[Define]
クラス名
例

McSampleModelDefine

クラス名を表す記法として
単語の先頭文字を大文字と
する

親クラス なし
名前空間 CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX;

3.1

名前空間の設定にて

設定した名前を使用する
コード例 public class McSampleModelDefine

モデル情報を定義するためのクラス。CommonMP 内から

説明

演算モデルを識別するモデル識別子、およびモデル名など
を定義する

(3) コーディングするメソッド

演算モデル定義クラスは定数用のクラスとなり CommonMP 側が必要とするメソッドは特

にありません。
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(4) コーディングするメンバ変数
演算モデル定義クラスが必要とするメンバ変数はモデルを識別するための定数及びモデル

名があります。コーディングするメンバ変数の一覧を表 3.5 に示します。
表 3.5

演算モデル定義クラスに必要なメンバ変数一覧

項番

内容
変数名

備考

ライブラリ識別子

他クラスから直接参照する

ライブラリを識別するメンバ変数。

ため[public]を付与

ライブラリ単位に設定する。

参照のみの定数扱いとする

説明
１
型宣言

public static readonly HySID

た め [static readonly] 修 飾
子を付与

変数名

モデル種別

他クラスから直接参照する

モデル種別を識別するメンバ変数。

ため[public]を付与

ライブラリに含まれるモデル単位に設定する。

参照のみの定数扱いとする

説明
２
型宣言

public static readonly HySObjectKind

た め [static readonly] 修 飾
子を付与

変数名

モデル名称

他クラスから直接参照する

モデル名称を設定するメンバ変数。

ため[public]を付与

ライブラリに含まれるモデル単位に設定する。

参照のみの定数扱いとする

説明
３
型宣言

public static readonly HySString

た め [static readonly] 修 飾
子を付与

変数名

パターン識別子

他クラスから直接参照する

モデルのパターン情報を識別するメンバ変数。

ため[public]を付与

ライブラリに含まれるモデル単位に設定する。

参照のみの定数扱いとする

説明
４
型宣言

public static readonly HySID

た め [static readonly] 修 飾
子を付与
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表 3.5 にある各メンバ変数の内容は次の通りです。
1) ライブラリ識別子
ライブラリ識別子はライブラリ管理にてどの演算ライブラリかを識別するための変数

です。コーディングするメンバ変数の内容を表 3.6 に示します。
表 3.6

モデル定義クラスのメンバ変数[ライブラリ識別子]
内容

備考

形式 XXXXXX_XXXXXX_LIB
変数名

例 SAMPLE_MODEL_LIB

単語の間は”_”

ライブラリを識別するためのユニーク ID。
説明
本変数はライブラリ単位に定義する。
public static readonly HySID SAMPLE_MODEL_LIB

コード例

= new HySID("ModelFactory");

HySID rtn =

構文

new HySID (csUniqueKey)
csUniqueKe

詳細

引数

y

型

string

ユニーク名を設定する
用途
半角英数字のみ使用可

戻り値 rtn

型

コンストラクタ

HySID

用途 ライブラリ識別子を返す
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例：“ModelFactory”

2) モデル種別
モデル種別は演算ライブラリに含まれるどの演算モデルかを特定するための変数です。

コーディングするメンバ変数の内容は表 3.7 です。
表 3.7

モデル定義クラスのメンバ変数[モデル種別]
内容

備考

形式 XXXXXX
変数名

例 KINEMATIC_WAVE_KIND

単語の間は”_”

演算モデルファクトリクラスがモデル種別を識別するための
説明
識別子。本変数は演算モデル単位に定義する。
public

static

コード例 KINEMATIC_WAVE_KIND

readonly

HySObjectKind

= new HySObjectKind("MCSample.KinematicWaveKind");
HySObjectKind

構文

詳細

(csKindKey)

引数 csKind

rtn

=

new

HySObjectKind

コンストラクタ
型

string

モデル種別を設定
用途
半角英数字のみ使用可

戻り値 rtn

型

HySObjectKind

用途 モデル種別ＩＤを返す
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3) モデル名称
モデル名称は演算モデルの名称を設定するための変数です。コーディングするメンバ変

数の内容は表 3.8 です。
表 3.8

モデル定義クラスのメンバ変数[モデル名称]
内容

備考

形式 XXXXXX_NAME
変数名

例 KINEMATIC_WAVE_NAME

単語の間は”_”

演算モデルファクトリクラスが利用するモデル名称。
説明

モデル名称はライブラリ管理画面にも利用する。
本変数は演算モデル単位に定義する。
public static readonly HySString KINEMATIC_WAVE_NAME

コード例

= new HySString("サンプル KinematicWave モデル");

構文 HySID rtn = new HySObjectKind (csKindKey)
引数 csVal

詳細

型

モデル名称を設定する
用途

戻り値 rtn

string

型

(日本語可)

HySString

用途 モデル名称を返す

3-17

コンストラクタ

4) パターン識別子
モデルが出力すべき情報（送信パターン情報）やモデルが期待する情報（受信パターン

情報）を特定するための変数です。コーディングするメンバ変数の内容は表 3.8 です。
表 3.9

モデル定義クラスのメンバ変数[モデル名称]
内容

備考

形式 XXXXXX_PTN
変数名

例 UPPER_PTN

単語の間は”_”

モデルのパターン情報を識別するメンバ変数。
説明
本変数はライブラリに含まれるモデル単位に設定する。
public static readonly HySID UPPER_PTN

コード例

= new HySID ("Upper");

構文 HySID rtn = new HySObjectKind (csUniqueKey)
引数 csVal

詳細

型

string

ユニーク名を設定する
用途
半角英数字のみ使用可

戻り値 rtn

型

HySID

用途 パターン識別子を返す
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コンストラクタ

上述をまとめた演算モデル定義クラスのコード例を図 3.10 に示します。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
{
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>ＨＹＭＣＯデフォルト提供モデル共通定義クラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
public class McSampleModelDefine
{
//****************************
//===== サンプル用定義 ========
//****************************
/// <summary>システムデフォルトモデルファクトリ</summary>
public static readonly HySID SAMPLE_MODEL_LIB = new HySID("Example.ModelSample.Fctry");
/// <summary>サンプル流域モデル種別</summary>
public static readonly HySObjectKind BASIN = new HySObjectKind("MCSample.BasinKind");
/// <summary>サンプル流域モデル名称</summary>
public static readonly HySString BASIN_NAME = new HySString("サンプル流域流量発生モデル");
/// <summary>サンプル河道（KinematicWabe）モデル種別</summary>
public static readonly HySObjectKind KINEMATIC_WAVE_KIND =
new HySObjectKind("MCSample.KinematicWaveKind");
/// <summary>サンプル河道（KinematicWabe）モデル名称</summary>
public static readonly HySString KINEMATIC_WAVE_NAME =
new HySString("サンプルKinematicWaveモデル");
/// <summary>下流端出力（パターン識別子）</summary>
public static readonly HySID OUT_PATTERN_BOTTOM =
new HySID("BottomOut");
}
}

図 3.10

演算モデル定義クラスのコード例
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3.2.3 演算モデルファクトリクラス
演算モデルファクトリクラスはライブラリに含まれる演算モデルクラス、演算データクラス等

のクラスを生成する図 3.11 にある太字／太線部分のクラスです。

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McXXXModelFactory

(演算
演算モデルファ
演算モデルファクトリクラス
モデルファクトリクラス)
クトリクラス

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

(演算データ基本クラス)

McXXXModel

McXXXCalInfo

(演算モデルクラス)

(演算データクラス)

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.11

演算モデルファクトリクラスの場所

図 3.11 にある通り、演算モデルファクトリクラスは 3.1 節にて設定した

[CommonMP.HYMCO.OptinImpl.MCXXX]内に作成します。クラス作成はライブラリ毎に必
要となり、継承元となる基本クラスは「演算モデルファクトリ基本クラス」をクラス継承し作成
します。次に演算モデルファクトリクラスの役割について説明します。
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(1) クラスの役割

演算モデルファクトリクラスの役割は図 3.12 です。

演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)
McBasicModelFactoryBase

McCalInfo

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

(演算データ基本クラス)

McXXXModel

McXXXCalInfo

McXXXModelFactory

(演算モデルクラス)

(演算データクラス)

(演算
演算モデルファクトリクラス
演算モデルファクトリクラス)
モデルファクトリクラス

クラスを生成

１．演算データクラス生成
クラスを生成
モデル初期化情報を生成

２．演算モデルクラス生成
３.モデル初期化情報生成

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

クラスを生成

４．ファクトリ識別子生成
５．モデルプロパティ生成
演算モデルＡ

６．モデル情報提供

演算モデルＢ

演算ライブラリ A(McXXX.dll)
CommonMP

モデルプロパティ
ID

名称

河道Ａ

E22-2-4213.2422009

種別名 演算モデル A
種別 ID McSampleModelFactory
設定値
モデルプロパティ項目
値
の生成
ﾀｲﾑｽﾃｯﾌﾟ(秒) 72
200
川幅
200
流量ｂ
20000
流量ｐ
10
ｃ

図 3.12

プロジェクト管理

ライブラリ管理
演算要素
流域解析
演算モデル A
河道解析
演算モデル B
モデルプロパティ

モデル管理

要素名称
例：河道Ｂ

要素名称
例：河道Ａ

演算モデルファクトリクラスの役割概要

図 3.12 にある通り、演算モデルファクトリクラスの役割は各クラスや情報の生成です。
生成するのは演算モデルクラス、演算データクラス、ライブラリ識別子、モデルプロパティ
があります。またモデル情報の提供も行います。各役割の内容は次の通りです。
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1) 演算データクラス生成
ライブラリから演算データクラスを呼び出すため演算データクラスを生成します。生成
する演算データクラスの内容は後述の演算データクラスになります。
2) 演算モデルクラス生成

ライブラリから演算モデルクラスを呼び出すため、演算モデルクラスを生成します。生

成する演算モデルクラスは 3.2.5 項にて説明します。
3) モデル初期化情報生成

モデル計算に使用する初期化プロパティを生成します。生成した初期化プロパティは

3.2.4

(1) 1) モデル初期化の引数として渡します。

4) ファクトリ識別子生成

ライブラリ管理に登録するライブラリ識別子を生成します。生成するのは演算モデル定
義クラスで定義したライブラリ識別子です。
5) モデルプロパティ生成

モデル計算に使用する各メンバ変数の項目名および変数のデータ型を生成します。生成

したモデルプロパティは 3.2.4
6) モデル情報公開

(1) 6) モデルプロパティ設定の引数として渡します。

ライブラリに含まれるモデル情報を他のモデルに公開します。公開するモデル情報の設
定は本クラスにて定義します。

各役割を演算モデルファクトリクラスにコーディングします。演算モデルファクトリクラ
スのコーディング内容は次の通りです。
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(2) コーディングするクラス

演算モデルファクトリクラス名はユニークな名称とし、モデル接続(Model Conection)を表

す接頭辞[Mc]、モデルを生産するモデル工場(ModelFactory)を表す接頭辞[ModelFactory]を

付与した形式とします。コーディングするクラスの内容を表 3.10 に示します。
表 3.10

演算モデルファクトリクラス

内容

備考

形式 [Mc]+[ユニーク
ユニーク名
ユニーク名]+[ModelFactory]

クラス名を表す記法として

クラス名
例

McSampleModelFactory

単語の先頭文字を大文字と
する

親クラス McBasicModelFactoryBase

3.1

名前空間 CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX;

名前空間の設定にて

設定した名前を使用する
public

コード例
説明

class

McModelFactoryBase

McSampleModelFactory

:

モデルを生成するためのクラス

表 3.10 のクラス内に必要なメソッド及びメンバ変数をコーディングします。コーディングす
るメソッド及びメンバ変数は次の通りです。
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(3) コーディングするメソッド
演算モデルファクトリクラスに必要なメソッドは自クラスを生成するメソッドの他、演算
モデルクラス、演算データクラス、モデル初期化情報、モデルプロパティ情報、モデル情報

を生成するメソッドです。コーディングするメソッドの一覧を表 3.11 及び表 3.12 に示しま
す。
表 3.11

演算モデルファクトリクラスに必要なメソッド一覧（１／２）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
他クラスから直接参
説明

クラス生成時に最初に呼ばれるメソッド。
public [クラス名]()

１
コード

照するため[public]を

例：public McSampleModelFactory()

メソッド名 演算モデルクラス生成

付与

他クラスから直接参

演算モデルクラスを生成するためのメソッド。演算モデル 照するため[public]を
説明
種別識別子から対応する演算モデルクラスを生成する。
２

付与
基本クラスのメソッ

public override McCalModel CreateCalModel(

コード

HySObjectKind csModelKind)

ドを実装するため

[override]修飾子を付
与

メソッド名 演算データクラス生成

他クラスから直接参

演算データクラスを生成するためのメソッド。演算モデル 照するため[public]を
説明
種別識別子から対応する演算データクラスを生成する。 付与
３

基本クラスのメソッ
public override McCalInfo CreateCalInfo(

コード

HySObjectKind csModelKind)

ドを拡張するため

[override]修飾子を付
与

メソッド名 モデル初期化情報生成

他クラスから直接参

演算モデルクラスの初期化プロパティを生成するための 照するため[public]を
説明
４

コード

メソッド。演算モデルクラスで使用する各パラメータ値の 付与
初期値を定義する。

基本クラスのメソッ

public override McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo(

ドを拡張するため

HySObjectKind csModelKind)

与

HySID csLibraryID,
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[override]修飾子を付

表 3.12

演算モデルファクトリクラスに必要なメソッド一覧（２／２）

項番

内容

備考

メソッド名 ファクトリ識別子生成

他クラスから直接参

本クラスの識別子を生成する。

照するため[public]を

生成自体はモデル定義クラスが行う。

付与

説明
５

基本クラスのメソッ
コード

public override HySID CreateFactoryID()

ドを実装するため

[override]修飾子を付
与

メソッド名 モデルプロパティ生成

他クラスから直接参

演算モデルクラスのプロパティ情報を生成するためのメ 照するため[public]を
説明
６

ソッド。演算モデルクラスで使用する各パラメータの項目 付与
名及びデータ型を定義する。

基本クラスのメソッ

public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty( ド を 拡 張 す る た め

コード

HySID csLibraryID,

HySObjectKind csModelKind)

メソッド名 モデル情報提供

[override]修飾子を付

与
他クラスから直接参

モデル情報を提供するためのメソッド。ライブラリに含ま 照するため[public]を
説明
７

れる各演算モデルのモデル識別子、モデル種別を１つのセ 付与
ットとし、モデル情報リストとして返す。

基本クラスのメソッ
ドを実装するため

コード

public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList() [override]修飾子を付

与
表 3.11 及び表 3.12 のメソッドは基本クラス[McBasicModelFactoryBase]にあるメソッド
を実装するため、必ず同じメソッド名で定義します。各メソッドの内容は次の通りです。
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1) コンストラクタ
コンストラクタは自クラスを生成するためのメソッドです。クラスに所属するメンバ変

数の初期値設定などを行います。コーディングするメソッドの内容を表 3.13 に示します。
表 3.13

演算モデルファクトリクラスのメソッド[コンストラクタ]
内容

備考

メソッド名コンストラクタ

和名：生成子

クラス生成時に最初に呼ばれるメソッド。
説明
クラス内のメンバ変数の初期値などを設定する。
public [クラス名]()

コード

例：public McSampleModelFactory()

メ ソッド名 はクラス 名
と同一

McSampleModelFactory csFactory

使用例

= new McSampleModelFactory();

型

なし

なし

引数

用途 なし
戻り値

csFactory

型

McSampleModelFactory

用途 クラスを生成する
コンストラクタのコード例を図 3.13 に示します。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>デフォルトコンストラクタ</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>McModelFactory csFactory = new McSampleModelFactory()</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 McSampleModelFactory( )
{ //メンバ変数がなければ特になにもしない。ある場合はメンバ変数の初期値などを設定する
}

図 3.13

演算モデルファクトリクラスのメソッド[コンストラクタ]のコード例
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2) 演算モデルクラス生成メソッド
演算モデルクラス生成メソッドは演算モデルクラスを生成するためのメソッドです。指
定した演算モデルクラスの識別子に対応する演算モデルクラスを生成します。コーディン
グするメソッドの内容を表 3.14 に示します。
表 3.14

演算モデルファクトリクラスのメソッド[演算モデルクラス生成]
内容

備考

メソッド名演算モデルクラス生成
演算モデルクラスを生成するためのメソッド。演算モデル種
説明
別識別子から対応する演算モデルクラスを生成する。
public override McCalModel CreateCalModel(

コード

HySObjectKind csModelKind）

McCalModel csCalModel = csFactory.CreateCalModel(

使用例

引数

csModelKind);

csModelKind

型

HySObjectKind

用途 判定用の演算モデル識別子
戻り値

csCalModel

型

McCalModel

用途 生成した演算モデルクラス
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演算モデルクラス生成メソッドのコード例を図 3.14 に示します。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>演算モデルクラス生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McCalModel csCalModel = csFactory.CreateCalModel(csModelKind) </para>
/// </example>
/// <param name="csModelKind">モデル種別識別子</param>
/// <returns>演算モデルクラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override McCalModel CreateCalModel(HySObjectKind csModelKind)
{
McCalModel csCalModel = null;

if (csModelKind == McSampleModelDefine.BASIN)
{
//モデル種別識別子か流域要素なら流域用演算モデルクラスを生成
csCalModel = new McSampleBasin();
}
else if (csModelKind == McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND)
{
//モデル種別識別子か演算要素(KinematicWave法)なら演算(KinematicWave法)クラスを生成
csCalModel = new McSampleKinematicWave();
}
else
{
//モデル種別識別子が該当なしの場合はNULLのまま
}
//生成した演算モデルクラスを返す
return csCalModel;
}

図 3.14

演算モデルファクトリクラスのメソッド[演算モデルクラス生成]のコード例
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3) 演算データクラス生成メソッド
演算データクラス生成メソッドは演算データを生成するためのメソッドです。指定した
演算モデルクラスの識別子に対応する演算データクラスを生成します。コーディングする

メソッドの内容を表 3.15 に示します。
表 3.15

演算モデルファクトリクラスのメソッド[演算データクラス生成]
内容

備考

メソッド名演算データラス生成
演算データクラスを生成するためのメソッド。演算モデル種
説明
別識別子から対応する演算データクラスを生成する。
public override McCalInfo CreateCalInfo(

コード

HySObjectKind csModelKind）

McCalInfo csCalInfo = csFactory.CreateCalInfo(

使用例

引数

csModelKind);

csModelKind

型

HySObjectKind

用途 判定用の演算モデル識別子
戻り値

csCalInfo

型

McCalModel

用途 生成した演算データクラス
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演算データクラス生成メソッドのコード例を図 3.15 に示します。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>要素内演算中データクラス生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McCalInfo csCalInfo = csFactory.CreateCalInfo(csModelKind) </para>
/// </example>
/// <param name="csModelKind">モデル種別識別子</param>
/// <returns>要素内演算中データクラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override McCalInfo CreateCalInfo(HySObjectKind csModelKind)
{
McCalInfo csCalInfoData = null;

if (csModelKind == McSampleModelDefine.BASIN)
{
//モデル識別子か流域要素なら流域用演算データクラスを生成
csCalInfoData = new McSampleBasinCalInfo();
}
else if (csModelKind == McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND)
{
//モデル識別子か演算要素(KinematicWave法)なら(KinematicWave法)演算データクラスを生成
csCalInfoData = new McSampleKinematicWaveCalInfo();
}
else
{
//モデル種別識別子が該当なしの場合はNULLのまま
}
//生成した演算データクラスを返す
return csCalInfoData;
}

図 3.15

演算モデルファクトリクラスのメソッド[演算データクラス生成]のコード例
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4) モデル初期化情報生成メソッド
モデル初期化情報生成メソッドはモデル計算の初期化時に使用する初期値情報を生成
するメソッドです。初期値情報にはモデル計算に必要な各変数の初期値などを定義します。

生成したモデル初期化情報は 3.2.4 (1) 1) モデル初期化の引数になります。コーディ
ングするメソッドの内容を表 3.16 に示します。
表 3.16

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデル初期化情報生成]
内容

備考

メソッド名モデル初期化情報生成
モデル計算の初期時に使用する初期値情報を生成するための
説明
メソッド。モデルのパラメータの初期値などを設定する。
public override McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo(

コード

HySID csLibraryID,

HySObjectKind csModelKind)

McPropertyInfoRoot csRtnDt =

使用例

csFactory.CreateModelInitialInfo (csLibraryID, csModelKind);
csLibraryID

型

HySID

用途 判定用のライブラリ識別子
引数
csModelKind

型

HySObjectKind

用途 判定用の演算モデル識別子
戻り値

csRtnDt

型

McPropertyInfoRoot

用途 モデル初期化情報

実装クラスを利用
[McModelInitialInfo]

ま た 、 モ デ ル 初 期 値 情 報 は CommonMP が 提 供 す る モ デ ル プ ロ パ テ ィ 定 義 ク ラ ス

(McPropertyInfoRoot) の 実 装 ク ラ ス と な る モ デ ル 初 期 プ ロ パ テ ィ ク ラ ス

(McModelInitialInfo)です。モデル初期プロパティクラス(McModelInitialInfo)の利用方法は
4.2.11 項で説明します。
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モデル初期化情報生成メソッドのコード例は図 3.16 です。
/// <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> McModelPropertyInfoRoot csInitialInf = csFactory. 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>初期化情報クラス</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)
{
//ライブラリ識別子か異なればNULLを返す
return null;
}
//モデル初期プロパティを生成する
McModelInitialInfo csRtnDt = new McModelInitialInfo(csLibraryID, csModelKind);
if (csModelKind == McSampleModelDefine.BASIN)
{
csRtnDt.AddInfoType("m_dOutQ0", "流量初期値", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("m_dOutQ0", 0.01);
}
else if (csModelKind == McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND)
{
csRtnDt.AddInfoType("H_Initial", "初期水位", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("H_Initial", 1.0);
csRtnDt.AddInfoType("Q_Initial", "初期流量", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("Q_Initial", 0.1);
csRtnDt.AddInfoType("V_Initial", "初期流速", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("V_Initial", 0.1);
}
else
{
//モデル種別識別子が該当なしの場合はNULLのまま
}
//生成／設定したモデルプロパティを返す
return csRtnDt;
}

図 3.16

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデル初期化情報生成]のコード例

3-32

5) ファクトリ識別子生成メソッド
ファクトリ識別子生成メソッドはライブラリを特定する情報を生成するメソッドです。

生成する情報はライブラリ識別子です。コーディングするメソッドの内容を表 3.17 に示
します。
表 3.17

演算モデルファクトリクラスのメソッド[ファクトリ識別子生成]
内容

備考

メソッド名ファクトリ識別子生成
ライブラリを特定するライブラリ識別子を生成する。
説明
生成自体はモデル定義クラスが行う。
コード
使用例

public override HySID CreateFactoryID()

HySID csLibraryID = csFactory.CreateFactoryID();

型

なし

なし

引数

用途 なし
戻り値

csLibraryID

型

HySID

用途 ライブラリを識別するＩＤ
ファクトリ識別子生成メソッドのコード例を図 3.17 に示します。
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>ファクトリ識別子を生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> HySID csFactID = CreateFactoryID( ) </para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>ファクトリ識別子</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public override HySID CreateFactoryID()
{
return McSampleModelDefine.SAMPLE_MODEL_LIB; //要素モデル定義クラス内のライブラリ識別子を返す
}

図 3.17

演算モデルファクトリクラスのメソッド[ファクトリ識別子生成]のコード例
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6) モデルプロパティ生成メソッド
モデルプロパティ生成メソッドはモデル計算に使用するプロパティ情報を生成するメ
ソッドです。プロパティ情報にはモデル計算に必要な各変数の名称、データ型などを定義

します。生成したモデルプロパティは 3.2.4 演算モデルクラスの 3.2.4 (1) 6) モデル

プロパティ設定の引数になります。コーディングするメソッドの内容を表 3.18 に示しま
す。
表 3.18

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデル情報生成]
内容

備考

メソッド名モデルプロパティ生成
モデルプロパティを生成するためのメソッド。モデルのパラ
説明

メータの項目名やデータ型などを定義し、モデルプロパティ
情報を生成する。
public

override

McCellModelPropertyIF

CreateModelProperty(

コード

HySID csLibraryID,

HySObjectKind csModelKind)

McCellModelPropertyIF csRtnDt =

使用例

csFactory.CreateModelProperty (csLibraryID, csModelKind);
csLibraryID

型

HySID

用途 判定用のライブラリ識別子
引数
csModelKind

型

HySObjectKind

用途 判定用の演算モデル識別子
戻り値

csRtnDt

型

McPropertyInfoRoot

用途 モデルプロパティ情報

実装クラスを利用
[McPropertyInfo]

戻り値となるモデルプロパティ情報は CommonMP が提供するモデルプロパティ定義

ク ラ ス (McPropertyInfoRoot) の 実 装 ク ラ ス モ デ ル プ ロ パ テ ィ ク ラ ス

(McModelPropertyInfo)です。モデルプロパティクラス(McModelPropertyInfo)の利用方
法は 4.2.12 項で説明します。
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モデルプロパティ生成メソッドのコード例を図 3.18 に示します。
/// <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> McCellModelPropertyIF csPropertyInf = csFactory.CreateModelProperty(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)
{
//ライブラリ識別子か異なればNULLを返す
return null;
}
//モデルプロパティを生成する
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = new McCellModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
if (csModelKind == McSampleModelDefine.BASIN)
{
//モデル種別識別子か流域要素なら流域要素の変数名、データ型、初期値を設定する
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(72); // δT設定 秒
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dWidth", "川幅", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dWidth", 200.0);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dQb", "流量ｂ", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dQb", 200.0);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dQp", "流量ｐ", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dQp", 2000.0);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("m_dCp", "ｃ", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("m_dCp", 10.0);
// 送信パターンの設定
{
// 第１パターン
McTranInfoPattern csTrnPtn = csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(
McModelSampleDefine.OUT_PATTERN_BOTTOM,
McTranInfoDefine.SINGLE_CELL_SERIAL,
"下流端流出") as McTranInfoPattern;
{
// セル内変数設定
HySDataCharacteristicInCell csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
{
csCellChara.SetDataKind(0, "流量", HySDataKindDefine.QUANTITY_OF_WATER_FLOW,
"m3/sec");
}
csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
}
csRtnCellPrptyDt.AddSendPattern(csTrnPtn);
}
}
else if (csModelKind == McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND)
{ //モデル種別識別子か演算要素(KinematicWave法)なら演算要素の変数名、データ型、初期値を設定する

図 3.18

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデルプロパティ生成]のコード例
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7) モデル情報提供メソッド
モデル情報提供メソッドはライブラリに含まれる演算モデル情報を提供するためのメ
ソッドです。指定した演算モデルクラスの識別子に対応する演算モデルクラスを生成しま

す。コーディングするメソッドの内容を表 3.19 に示します。
表 3.19

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデル情報提供]
内容

備考

メソッド名モデル情報提供
モデル情報を提供するためのメソッド。ライブラリに含まれ
説明

る各演算モデルのモデル識別子、モデル種別を１つのセット
とし、モデル情報リストとして返す。

コード

public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList()
HySDataLinkedList

使用例

csModelInfoList

GetCalModelInfoList() ;

型

=

なし

なし

引数

用途 なし
型
戻り値

HySDataLinkedList

なし
用途 モデル情報リストを返す
戻り値となるモデル情報リストは CommonMP が提供するデータリンクリストクラス

(HySDataLinkedList)です。データリンクリストクラス(HySDataLinkedList)の利用方法

は 4.2.6 データリンクリストクラス(HySDataLinkedList) を参照し、利用します。また、

モデル情報リストに追加するモデル情報は CommonMP が提供するモデル情報クラス

(McModelInfo)です。モデル情報クラス(McModelInfo)の利用方法は 4.2.10 モデル情報

クラス(McModelInfo)を参照し、利用します。
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モデル情報提供メソッドのコード例を図 3.19 に示します。
/// <summary>
/// <para>method outline:</para>
/// <para>モデル情報提供</para>
/// </summary>
/// <example>
/// <para>usage:</para>
/// <para>HySDataLinkedList csModelInfoList = GetModelInfoList();</para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>モデル情報のリスト</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks>
/// <para>remarks:</para>
/// <para>モデル情報(McModelInfo)をリスト形式で返却する</para>
/// </remarks>
public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList()
{
McModelInfo csModelInfo=null;
//流域要素用のモデル種別識別子およびモデル名称を設定する
csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),
McModelLibraryDefine.DIVISION_CALCULATION_MODEL,
McModelLibraryDefine.MODEL_CLASSIFICATION_CAL_MODEL_SAMPLE,
McSampleModelDefine.BASIN,
McSampleModelDefine.BASIN_NAME);
csModelInfo.SetVersionInf("Ver0.1");
csModelInfo.SetSummaryInf("テスト用の流量発生モデルです。");
csModelInfo.SetCreatorInf("CommonMP テスト者");
csModelInfo.SetIconName("Basin");
//モデル情報リストに追加
m_csCalModelInfoList.AddLast(csModelInfo);
//演算要素(KinematicWave法)用のモデル種別識別子およびモデル名称を設定する
csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),
McModelLibraryDefine.DIVISION_CALCULATION_MODEL,
McModelLibraryDefine.MODEL_CLASSIFICATION_CAL_MODEL_SAMPLE,
McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND,
McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_NAME);
csModelInfo.SetVersionInf("Ver0.1");
csModelInfo.SetSummaryInf("テスト用の簡易河道モデルです。");
csModelInfo.SetCreatorInf("CommonMP テスト者");
csModelInfo.SetIconName("Lane");
m_csCalModelInfoList.AddLast(csModelInfo);
//モデル情報リストに追加

図 3.19

演算モデルファクトリクラスのメソッド[モデル情報提供]のコード例

(4) コーディングするメンバ変数

演算モデルファクトリクラスには CommonMP 側が必要とするメンバ変数は特にありませ

ん。
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(5) モデルファクトリの生成処理追加

Ver1.0 では、3.4 要素モデルのライブラリ登録で説明する、要素モデルライブラリ設定フ

ァイル（HYMCO.dicon）は不要となるため、演算モデルファクトリクラスファイル

内にある HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE クラスの、CreateFactory

メソッド内にファクトリクラスを生成する処理を作成してください。以下に、コード例を
示します。また、モデル固有のプロパティ画面を生成する、モデルスクリーンファクトリク
ラスファイル内にも同様に、スクリーンファクトリを生成する処理を作成してください。
using CommonMP.HYMCO._SYSTEM_;
namespace CommonMP.HYMCO._SYSTEM_
{
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>ＨＹＭＣＯモデルファクトリ生成</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2009/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
public class HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE : HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR
{
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>コンストラクター</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE csFactCrt = new HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE( ) </para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>生成インスタンス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE()
{
}
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>演算モデルファクトリクラス生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McModelFactory csCalModelFactory = CreateFactory( ) </para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>演算モデルファクトリクラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public CommonMP.HYMCO.Interface.Model.McModelFactory CreateFactory()
{
return new CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MyModelLIB.MyModelFactory();

// この部分
この部分、
部分、モデルファクトリを
モデルファクトリを new（
new（生成）
生成）する処理
する処理を
処理を記述します
記述します。
します。
}
}
}

図 3.20

モデルファクトリ生成処理のコード例
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using CommonMP.HYMCO._SYSTEM_;
namespace CommonMP.HYMCO._SYSTEM_
{
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>ＨＹＭＣＯスクリーンファクトリ生成</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2009/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
public class HYMCO_SCREEN_FACTORY_CREATOR_IMPLE : PROPERTY_SCREEN_FACTORY_CREATOR
{
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>コンストラクター</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> HYMCO_SCREEN_FACTORY_CREATOR_IMPLE csFactCrt = new HYMCO_SCREEN_FACTORY_CREATOR_IMPLE( )
</para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>生成インスタンス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public HYMCO_SCREEN_FACTORY_CREATOR_IMPLE()
{
}
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>演算モデルプロパティスクリーンファクトリクラス生成</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para> McModelFactory csCalModelFactory = CreateFactory( ) </para>
/// </example>
/// <param name="">無し</param>
/// <returns>演算モデルファクトリクラス</returns>
/// <exception cref="">無し</exception>
/// <remarks><para>remarks:</para>
/// <para>無し</para>
/// </remarks>
public virtual McPropertyScreenFactoryBase CreateFactory()
{
return new CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MyModelLIB.MyModelPropertyScreenFactory();

// この部分
この部分、
部分、スクリーンファクトリ
スクリーンファクトリを new（
new（生成）
生成）する処理
する処理を
処理を記述します
記述します。
します。
}
}
}

図 3.21

スクリーンファクトリ生成処理のコード例
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3.2.4 演算モデルクラス
演算要素で必要となるクラスは演算モデルクラスと演算データクラスです。演算モデルクラス

は水理・水文解析計算を行うために必要な演算用メソッドを定義する図 3.22 にある太字／太線
のクラスです。

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

(演算データ基本クラス)

McXXXModel

McXXXCalInfo

McXXXModelFactory

(演算
演算モデルクラス
演算モデルクラス)
モデルクラス

(演算データクラス)

(演算モデルファクトリクラス)

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.22

演算モデルクラスの場所

図 3.22 にある通り、演算モデルクラスは 3.1 節にて設定した

[CommonMP.HYMCO.OptinImpl.MCXXX]内に作成します。クラス作成は演算モデル毎に必
要となり、継承元となる基本クラスは「演算モデル基本クラス」をクラス継承し作成します。継

承元基本クラスは 2 種類あるため、開発するモデルに合わせて選択してください。次に演算モデ
ルクラスの内容について説明します。
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(1) クラスの役割

演算モデルクラスの役割を図 3.23 に示します。

演算部基本ライブラリ(HymcoIF.dll)
McTransInfo
(要素間伝送データクラス)

McCalInfo
(演算データ基本クラス)

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

McXXXModel
(演算
演算モデルクラス
演算モデルクラス)
モデルクラス

McXXXCalInfo
(演算データクラス)

７．演算中データ
演算中データ
演算データの更新
１．モデル初期化
モデル初期化
２．モデル計算
モデル計算
伝送データの定義
３．演算データ
演算データ公開
データ公開
４．送信接続チェック
送信接続チェック
送信データのチェック
５．受信接続チェック
受信接続チェック
受信データのチェック
６．モデルプロパティ設定
モデルプロパティ設定

演算ライブラリ A(McXXX.dll)
CommonMP

モデルプロパティ
モデル管理
要素名称
例：河道Ａ

ライブラリ管理
演算要素
流域解析
演算モデル A
河道解析
伝送データの定義
演算モデル B

要素名称
例：河道 B

モデルプロパティ

要素名称
例：河道 C

モデル情報

河道Ａ

モデルプロパティの
Elmt_A
設定
種別名 演算モデルＡ
ID

名称

プロジェクト管理

種別 ID BASIN
設定値
項目
幅(m)
流量 b(m^3/s)
流量 p(m^3/s)
ｃ

値
200.0
200.0
200.0
20.0

計算の実行

図 3.23

演算モデルクラスの役割概要

図 3.23 にある通り、演算モデルクラスの役割は解析計算です。解析計算はモデル初期化、
モデル計算及びモデルデータの公開があります。各役割の内容は次の通りです。
1) モデル初期化
演算モデルの初期値を設定します。設定は演算モデルクラスが持つ演算中データに設定
します。
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2) モデル計算
演算モデルの解析計算を定義します。計算過程は演算中データに設定し、計算毎に更新
します。

3) 演算データ公開
演算モデルの演算中データ(計算過程)を他のモデルに公開します。公開するデータは要

素間伝送データクラスを使用します。
4) 送信接続チェック

演算モデルの送信接続となる、送信端子に設定された要素間伝送データをチェックしま
す。

5) 受信接続チェック
演算モデルの受信接続となる、受信端子に設定された要素間伝送データをチェックしま

す。

6) モデルプロパティ設定
3.2.3

演算モデルファクトリクラスの 3.2.3

(3) 6) モデルプロパティ生成メソッド

で生成したモデルプロパティ情報に値を設定します。
7) 演算中データ

演算モデルの初期値および演算中データ(計算過程)を設定します。演算中データはメン
バ変数であり、演算データクラスの実体です。

上記の役割を演算モデルクラスにコーディングします。演算モデルクラスのコーディング
内容は次の通りです。
(2) コーディングするクラス

演算モデルクラス名はユニークな名称とし、モデル接続(Model Conection)を表す接頭辞

[Mc]を付与した形式とします。コーディングするクラスの内容を表 3.20 に示します。
表 3.20

演算モデルクラス

内容

備考

形式 [Mc]+[ユニーク名]
クラス名

クラス名を表す記法として

例 McSampleBasein

単語の先頭文字を大文字

親クラス McForecastModelBase 又は McStateCalModelBase 演算モデル基本クラス
名前空間 CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX;

3.1

名前空間の設定にて

設定した名前を使用する
public class McSampleBasin

コード例
説明

: McForecastModelBase

未来計算型演算モデルの例

解析計算用のメソッドを定義するためのクラス
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(3) コーディングするメソッド
演算モデルクラスに必要なメソッドは、演算の前処理を行うための演算実行前メソッド及
び演算を行う計算メソッド、また他要素から計算結果を参照するためのメソッドがあります。
コーディングするメソッドの一覧を表 3.21 に示します。
表 3.21

演算モデルクラスに必要なメソッド一覧（１／２）

項番

内容

備考

メソッド名 モデル初期化
演算実行前に実行するメソッド。解析計算に用いる 自クラス／継承クラスから

説明
１

係数の初期値設定などを行う。設定は演算モデルデ 参照するため[protected]を
ータクラスに設定する。

付与

protected override bool Initialize(

基本クラスのメソッドを実

ref

コード

McPropertyInfoRoot

lInputDataNum,

csInputCellData)

ref

csInitialData,

long 装 す る た め [override] 修 飾

McReceiveCellDataIF[] 子を付与

メソッド名 モデル演算

自クラス／継承クラスから

演算実行中に実行する解析計算メソッド。計算中の 参照するため[protected]を

説明
２
コード

データは演算モデルデータクラスに設定する。

付与

protected override long Calculate(

基本クラスのメソッドを実

csInputCellData)

子を付与

long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] 装 す る た め [override] 修 飾

メソッド名 演算データ公開
自クラス／継承クラスから

演算実行中に他モデルに演算データを公開するため
説明

参照するため[protected]を

のメソッド。公開するデータは演算モデル基本クラ
付与

３

スのメンバ変数に設定する。
protected override long DataFusion(

コード

long

lOutputDataNum,

csOutputCellData)

ref

McSendCellDataIF[]

基本クラスのメソッドを実

装 す る た め [override] 修 飾
子を付与
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表 3.22

演算モデルクラスに必要なメソッド一覧（２／２）

項番

内容

備考

メソッド名 送信接続チェック
演算モデルに装着した送信端子の伝送データをチェ 自クラス／継承クラスから
説明
４

ックするためのメソッド。チェックした結果は戻り 参照するため[protected]を

値として返す。

付与

protected override bool SendConnectionCheck(

基本クラスのメソッドを実

ref

コード

McStructErrorInfo

lOutputDataNum,

csOutputCellData)

csErrorInf,

long 装 す る た め [override] 修 飾

McSendCellDataIF[] 子を付与

メソッド名 受信接続チェック
演算モデルに装着した受信端子の伝送データをチェ 自クラス／継承クラスから
説明
５

ックするためのメソッド。チェックした結果は戻り 参照するため[protected]を

値として返す。

付与

protected override bool ReceiveConnectionCheck(

基本クラスのメソッドを実

ref

コード

McStructErrorInfo

lInputDataNum,

csInputCellData)

csErrorInf,

long 装 す る た め [override] 修 飾

McReceiveCellDataIF[] 子を付与

メソッド名 モデルプロパティ設定

他クラスから直接参照する

演算モデルのプロパティ情報となる演算データの値 ため[public]を付与
説明
６

基本クラスのメソッドを実

を設定する。
public override bool SetProperty(

コード

表

3.21

McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo)

及 び 表

3.22

装 す る た め [override] 修 飾
子を付与

に 示 す メ ソ ッ ド は 基 本 ク ラ ス の 継 承 元

[McForecastModelBase/McStateCalModelBase]にあるメソッドを実装するため、必ず同じメ
ソッド名で定義します。
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1) モデル初期化メソッド
モデル初期化メソッドは演算実行前に解析モデルのデータを初期化するためのメソッ
ドです。演算前に必要となる計算用の初期値設定などを行います。コーディングするメソ

ッドの内容を表 3.23 に示します。
表 3.23

演算モデルクラスのメソッド[モデル初期化]
内容

備考

メソッド名モデル初期化
演算実行前に実行するメソッド。解析計算に用いる係数の初
説明
期値設定などを行う。値は解析モデルクラスに設定する。
protected override bool Initialize(

コード

ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum,
ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
Initialize(

使用例

ref

csInputCellData) ;
csInitialData

csInitialData,

型

lInputDataNum,

McPropertyInfoRoot

用途 初期化設定情報
lInputDataNum

引数

型

値渡し処理軽減用に、
参照渡し「ref」を付与

ref

[McModelInitialInfo]
を利用

long

用途 入力情報数
csInputCellData

型

McReceiveCellDataIF

用途 演算に必要な入力情報配列
戻り値

bRtn

型

bool

用途 エラー発生の確認
引数[csInitialData]は 3.2.3

演算モデルファクトリクラスの 3.2.3 (1) 3) モデル初

期化情報生成にて生成したモデル初期化データです。CommonMP が提供するモデル初期

プロパティクラス(McModelInitialInfo)の利用方法は 4.2.11 項で説明します。
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モデル初期化メソッドのコード例を図 3.24 に示します。
//=========================
// 演算実行前処理関連メソッド
//=========================
/// <summary><para>method outline:</para>
/// <para>モデルを初期化する</para>
/// </summary>
/// <example><para>usage:</para>
/// <para>Initialize(ref csInitialData, InputDataNum, ref csInputCellData)</para>
/// </example>
/// <param name=" csInitialData">初期化設定情報</param>
/// <param name=" InputDataNum ">入力情報数</param>
/// <param name=" csInputCellData ">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>
public override bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long InputDataNum, ref
McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
{
//=========================
//解法(計算式)用の変数を初期化する
//=========================
bool bRtn = false;
if (csInitialData != null)
{
double dDt = 0.0;
((McModelInitialInfo)csInitialData).GetInfo("m_dOutQ0", ref dDt);
m_csBasinInfo.m_dOutQ = dDt;
bRtn = true;
}
return bRtn;
}

図 3.24

演算モデルクラスのメソッド[モデル初期化]のコード例
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2) モデル計算メソッド
モデル計算メソッドは解析計算を行うメソッドです。解析計算に必要な計算式を記述し

ます。コーディングするメソッドの内容を表 3.24 に示します。
表 3.24

流域モデルクラスのメソッド[モデル演算]
内容

備考

メソッド名モデル計算メソッド
演算実行中に実行する計算メソッド。計算中のデータは演算
説明
データクラスに設定する。
protected override long Calculate(

コード

long

lInputDataNum,

csInputCellData)

使用例

ref

McReceiveCellDataIF[]

long rtn = Calculate (lInputDataNum, ref csInputCellData)) ;
lInputDataNum

型

long

用途 入力情報数
引数
csInputCellData

型

McReceiveCellDataIF

用途 演算に必要な入力情報配列

戻り値

rtn

型
用途

long

0:正常終了

-1:異常終了

計算したデータは 3.2.4 演算モデルクラスの演算中データに設定します。また、入力される

データは、受信用Ｉ／Ｆクラスを通して、受信されます。受信用Ｉ／Ｆクラスの利用方法は、4.4.4
項で説明します。
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モデル計算メソッドのコード例を図 3.25 に示します。
//=======================
// 演算実行処理関連メソッド
//=======================
/// <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=" InputDataNum ">入力情報数</param>
/// <param name=" csInputCellData ">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>
public override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
{
//=========================
//解法(計算式)を記述する
//=========================
// this.m_csTotalPassingTime にはシミュレーション開始時刻からの経過時間が入っている
m_csBasinInfo.m_dTau = this.m_csTotalPassingTime.TotalSec() / m_csBasinInfo.m_csTp.TotalSec();
m_csBasinInfo.m_dOutQ =
(m_csBasinInfo.m_dQb + (m_csBasinInfo.m_dQp - m_csBasinInfo.m_dQb)
* (Math.Pow((m_csBasinInfo.m_dTau * Math.Exp(1.0 - m_csBasinInfo.m_dTau)),
m_csBasinInfo.m_dCp)
)
);
return 0;
}

図 3.25

演算モデルクラスのメソッド[モデル計算]のコード例
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3) 演算データ公開メソッド
演算データ公開メソッドは他の演算モデルに演算中のデータを公開するメソッドです。

公開するデータを引数に設定します。コーディングするメソッドの内容を表 3.25 に示し
ます。
表 3.25

演算モデルクラスのメソッド[モデルデータ公開]
内容

備考

メソッド名演算データ公開
演算実行中に他モデルに演算データを公開するためのメソッ
説明
ド。公開するデータは引数に設定する。
protected override long DataFusion(

コード

long

lOutputDataNum,

long

rtn

csOutputCellData)

使用例

=

csOutputCellData) ;
lOutputDataNum

ref

McSendCellDataIF[]

DataFusion(lOutputDataNum,

型

ref

long

用途 出力情報数
引数
csOutputCellData

型

McSendCellDataIF

用途 出力情報配列

戻り値

rtn

型
用途

long

0:正常終了

-1:異常終了

公開するデータは、送信用Ｉ／Ｆクラスを通して、伝送されます。送信用Ｉ／Ｆクラスの
利用方法は、4.4.4 項で説明します。
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演算データ公開メソッドのコード例は図 3.26 です。
//=======================
// 演算実行処理関連メソッド
//=======================
/// <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)
{
HySCellData[] csSndCellData = null;
for (long lP = 0; lP < m_lOutputDataNum; lP++)
{
csSndCellData = csOutputCellData[lP].PrepareSendCellD1();
csSndCellData[0].m_dData[0] = m_csBasinInfo.m_dOutQ;
McLog.DebugOut(this.m_csSimTime, GetID(), "McTestBasin", "DataFusion", " OutQ=" +
m_csBasinInfo.m_dOutQ.ToString());
}
return 0;
}

図 3.26

演算モデルクラスのメソッド[演算データ公開]のコード例
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4) 送信接続チェックメソッド
送信接続チェックメソッドは送信端子に設定された要素間伝送データをチェックする
メソッドです。チェックした結果は戻り値に返します。コーディングするメソッドの内容

を表 3.25 に示します。
表 3.26

演算モデルクラスのメソッド[送信接続チェック]
内容

備考

メソッド名送信接続チェック
送信端子に設定した要素間伝送データをチェックするための チ ェックし ない場合 は
説明
メソッド。接続の可否は戻り値として返す。

戻り値を常に[true]設定

protected override bool SendConnectionCheck(

コード

ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lOutputDataNum,
McSendCellDataIF[] csOutputCellData)

使用例

値渡し処理軽減用に、
参照渡し「ref」を付与

bool rtn = SendConnectionCheck(ref csErrorInf) ;
csErrorInf

型

McStructErrorInfo

用途 エラー情報を設定する
引数

lOutputDataNum

型

long

用途 出力情報数
csOutputCellData

型

McSendCellDataIF

用途 出力情報配列

戻り値

rtn

型
用途

bool

true:接続正常

false:接続異常あり

チェックした結果、接続エラーがある場合は要素間構造エラー情報クラス

(McStructErrorInfo)を利用し、エラーメッセージなどを設定します。要素間構造エラー情報

クラス(McStructErrorInfo)の利用方法は 4.2.8 項で説明します。
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送信接続チェックメソッドのコード例を図 3.27 に示します。
/// <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;
if (lOutputDataNum == 0)
{
// 警告（エラーではない）
csErrorInf.AddCheckWarningData(this.GetID(), McModelSampleDefine.BASIN, "No send port.");
}
for (long lP = 0; lP < lOutputDataNum; lP++)
{
// 出力側接続線数分チェックを行う
long lD1 = 0; long lD2 = 0; long lD3 = 0; long lCellDataNum = 0;
long lCellDim = csOutputCellData[lP].GetDimension(ref lD1, ref lD2, ref lD3, ref lCellDataNum);
if (lCellDim == 1 && lD1==1)
{ // １次元配列で１セルならば
if (lCellDataNum < 1)
{ // セル内の変数の数
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.GetID(), McModelSampleDefine.BASIN,
"Variable number in the Cells is too short. (Send To " +
csOutputCellData[lP].GetLowerElementID().ToString() + ")");
bRtn = false;
}
}
else
{
// エラー
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.GetID(), McModelSampleDefine.BASIN,
"Unexpected send data type. (Send To " +
csOutputCellData[lP].GetLowerElementID().ToString() + ")");
bRtn = false;
}
}
return bRtn;
}

図 3.27

演算モデルクラスのメソッド[送信接続チェック]のコード例
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5) 受信接続チェックメソッド
送信接続チェックメソッドは送信端子に設定された要素間伝送データをチェックする
メソッドです。チェックした結果は戻り値に返します。コーディングするメソッドの内容

を表 3.27 に示します。
表 3.27

演算モデルクラスのメソッド[受信接続チェック]
内容

備考

メソッド名受信接続チェック
送信端子に設定した要素間伝送データをチェックするための チ ェックし ない場合 は
説明
メソッド。接続の可否は戻り値として返す。

戻り値を常に[true]設定

protected override bool ReceiveConnectionCheck(

コード

ref

McStructErrorInfo

csErrorInf,

long

McReceiveCellDataIF[] csInputCellData)
bool

使用例

rtn

=

lInputDataNum,

ReceiveConnectionCheck(ref

lInputDataNum, csInputCellData) ;
csErrorInf

型

値渡し処理軽減用に、
参照渡し「ref」を付与

csErrorInf,

McStructErrorInfo

用途 エラー情報を設定する
引数

lInputDataNum

型

long

用途 入力情報数
csInputCellData

型

McReceiveCellDataIF

用途 入力情報配列

戻り値

rtn

型
用途

bool

true:接続正常

false:接続異常あり

チェックした結果、接続エラーがある場合は要素間構造エラー情報クラス

(McStructErrorInfo)を利用し、エラーメッセージなどを設定します。要素間構造エラー情報

クラス(McStructErrorInfo)の利用方法は 4.2.8 項で説明します。

3-53

受信接続チェックメソッドのコード例を図 3.28 に示します。
/// <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=" InputDataNum ">入力情報数</param>
/// <param name=" csInputCellData ">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;
if (lInputDataNum > 0)
{
// エラー
csErrorInf.AddCheckErrorData(this.GetID(), McModelSampleDefine.BASIN, "Cannot receive data.");
bRtn = false;
}
return bRtn;
}

図 3.28

演算モデルクラスのメソッド[受信接続チェック]のコード例
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6) モデルプロパティ設定メソッド
5)

モデルプロパティ設定メソッドは 3.2.3

演算モデルファクトリクラスの 3.2.3

(1)

モデルプロパティ生成にて生成したモデルプロパティに値を設定するためのメソッ

ドです。コーディングするメソッドの内容を表 3.28 に示します。
表 3.28

演算モデルクラスのメソッド[モデルプロパティ設定]
内容

備考

メソッド名モデルプロパティ設定
モデルプロパティを設定するためのメソッド。モデルのパラ
説明
メータ値などを設定する。
public override bool SetProperty(

コード
使用例
引数

戻り値

McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo

csSampleModel.SetProperty(csCellMdlPropertyInfo) ;
csPropertyInfo
bRtn

型

McCellModelPropertyIF

実装クラスを利用

用途 セル型モデルプロパティ情報 [McPropertyInfo]
型

bool

用途 エラー発生の確認
引数となるモデルプロパティ情報は CommonMP が提供するモデルプロパティ定義クラス

(McPropertyInfoRoot)の実装クラスとなるモデルプロパティクラス(McModelPropertyInfo)

を利用して設定します。モデルプロパティクラス(McModelPropertyInfo)の利用方法は

4.2.12 項で説明します。
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モデルプロパティ設定メソッドのコード例を図 3.29 に示します。
/// <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_csBasinInfo = (McSampleBasinCalInfo)m_csCalInfo;
McCellModelPropertyInfo csPrptyInfo = csPropertyInfo as McCellModelPropertyInfo;
if (csPrptyInfo != null)
{
csPrptyInfo.GetInfo("m_dWidth", ref m_csBasinInfo.m_dWidth); //幅(m)
csPrptyInfo.GetInfo("m_dQb", ref m_csBasinInfo.m_dQb); // 流量ｂ(m3/s)
csPrptyInfo.GetInfo("m_dQp", ref m_csBasinInfo.m_dQp); // 流量ｐ(m3/s)
csPrptyInfo.GetInfo("m_dCp", ref m_csBasinInfo.m_dCp); // 15Hr
csPrptyInfo.GetInfo("m_dOutQ0", ref m_csBasinInfo.m_dOutQ); // 流量初期値(m3/s)
// 出力地点定義
String sOutPntID = "";
csPrptyInfo.GetInfo("OutPos", ref sOutPntID);
long lCellNo = 0;
csPrptyInfo.GetInfo("OutPosCell", ref lCellNo);
m_csBasinInfo.m_csOutCellIDMng.SetID(new HySID(sOutPntID), lCellNo, new HySObjectKind(""));
// 演算ステップ時刻設定
this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());
bRtn = true;
}
else
{
}
return bRtn;
}

図 3.29

演算モデルクラスのメソッド[モデルプロパティ設定]のコード例
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(4) コーディングするメンバ変数
演算モデルクラスに必要なメンバ変数は計算に使用する演算データがあります。コーディ

ングするメンバ変数の一覧を表 3.29 に示します。
表 3.29

演算モデルクラスに必要なメンバ変数一覧

項番

内容
変数名

備考

演算中データ
解析計算用データを設定するためのクラス。

自クラス内のみ参照するた

解析計算の初期値／計算過程を設定する。

めアクセス修飾子なし

[演算データクラス名]

※[private]修飾子と同意義

説明
１
型宣言

例：McSampleBasinCalInfo

1) 演算中データ
演算中データは演算モデルクラスから演算データクラスをアクセスするための変数で

す。コーディングするメンバ変数の内容を表 3.30 に示します。
表 3.30

演算モデルクラスのメンバ変数[モデル識別子]
内容

備考

形式 [m_cs]+[ユニーク名]+[Info]
変数名

メ ンバ変数 を表す記 法

と し て 接 頭 辞 [m_cs] を

例 m_csBaseinInfo

付与

解析計算の演算中データを定義するためのクラス。
説明
解析計算の初期値／計算過程を設定する

コード例 McSampleBasinCalInfo m_csBasinInfo = null;
使用例 m_csBasinInfo = (McSampleBasinCalInfo)m_csCalInfo;

詳細

3.2.5

使 用時は基 本クラス の
メ ンバ変数 をキャス ト
する

演算データクラスを参照
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演算中データのコード例を図 3.30 に示します。
// <summary>ソースコード：ＨＹＭＣＯサンプル演算モデルクラス</summary>
// <author>CommonMP</author>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using
using
using
using

CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;

using
using
using
using

CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data.Calculation;

namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
{
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>HYMCOサンプル流域モデルクラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
class McSampleBasin : McForecastModelBase
{
/// <summary>流域計算情報</summary>
McSampleBasinCalInfo m_csBasinInfo = null; //メンバ変数の定義(初期値はnull)
//=========================
//以降メソッドの定義～
//=========================
}
}

図 3.30

解析モデルクラスのメンバ変数[演算中データ]のコード例
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3.2.5 演算データクラス

演算データクラスは解析計算を行うために必要なメンバ変数を定義する図 3.31 にある太字／

太線のクラスです。

制御部[CommonMP.HYSSOP]
定義ライブラリ(HyssopIF.dll)
[CommonMP.HYSSOP.Interface]
]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)
[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
]

拡張ライブラリ(HyssopDotNetViewer.dll)
[CommonMP.HYSSOP.OptionImpl]
]

演算部[CommonMP.HYMCO]
演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McBasicModelFactoryBase

(演算モデルファクトリ基本クラス)

McCalInfo

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

(演算データ基本クラス)

McXXXModel

McXXXCalInfo

McXXXModelFactory

(演算モデルクラス)

(演算
演算データクラス
演算データクラス)
データクラス

(演算モデルファクトリクラス)

McXXXDefine

(演算モデル定義クラス)

演算モデルＡ

演算モデルＢ

モデル毎に作成

ライブラリ毎に作成
演算ライブラリ A(McXXX.dll)[CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCXXX]
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 3.31

演算データクラスの場所

図 3.31 にある通り、演算データクラスは 3.1 節にて設定した

[CommonMP.HYMCO.OptinImpl.MCXXX]内に作成します。クラス作成は演算モデル毎に必
要となり、継承元となる基本クラスは「演算データ基本クラス」をクラス継承し作成します。次
に演算データクラスの内容について説明します。
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(1) クラスの役割

演算データクラスの役割を図 3.32 に示します。

演算部基本ライブラリ(HymcoIF.dll)
McTransInfo
(要素間伝送データクラス)

McCalInfo
(演算データ基本クラス)

McForecastModelBase
/ McStateCalModelBase
(演算モデル基本クラス)

McXXXModel
(演算モデルクラス)

McXXXCalInfo
(演算
演算データクラス
演算データクラス)
データクラス
計算用メンバ
計算用メンバ変数
メンバ変数

演算中データ

１．演算データの定義

モデル初期化
モデル計算
演算データ公開
演算ライブラリ A(McXXX.dll)
CommonMP

モデルプロパティ
ID

名称

河道Ａ

Elmt_A

種別名 流域解析
種別 ID BASIN
設定値
項目
幅(m)
流量 b(m^3/s)
流量 p(m^3/s)
ｃ

値
200.0
200.0
200.0
20.0

プロジェクト管理

ライブラリ管理
演算要素
流域解析
演算モデル A
河道解析
演算モデル B
モデルプロパティ

モデル管理

要素名称
例：河道Ｂ

要素名称
例：河道Ａ

モデル情報

図 3.32

演算データクラスの役割概要

図 3.32 にある通り、演算データクラスの役割は演算データ型の定義です。定義するデー
タ型は解析計算に用いるメンバ変数です。各役割の内容は次の通りです。
1) 演算データの定義

演算モデルで扱う解析計算用のメンバ変数を定義します。データ値の設定は演算モデル
クラスが設定します。

上記の役割を演算データクラスにコーディングします。演算データクラスのコーディング
内容は次の通りです。
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(2) コーディングするクラス

演算データクラス名はユニークな名称とし、モデル接続(Model Conection)を表す接頭辞

[Mc]、演算データを表す接頭辞[CalInfo]を付与した形式とします。コーディングするクラス

の内容を表 3.31 に示します。

表 3.31

演算データクラス

内容

備考

形式 [Mc]+[ユニーク名]+[CalInfo]
例 McSampleBaseinCalInfo

クラス名

クラス名を表す記法として
単語の先頭文字を大文字

親クラス McCalInfo

名前空間 CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample;

演算データ基本クラス

コード例 public class McSampleBasinCalInfo : McCalInfo
説明

流域計算用のデータを定義するためのクラス

(3) コーディングするメソッド
演算データクラスで必要なメソッドとして、演算データの複製処理や、演算情報のコピ
ー処理があります。モデル開発者が実装すべきメソッドを以下に示します。
表 3.32
項番

演算データクラスに必要なメソッド一覧
内容

備考

メソッド名 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 基本クラスのメソッドを実
１

説明
情報も同じ値）を生成する。
コード

public override McCalInfo Clone()

装 す る た め [override] 修 飾
子を付与

メソッド名 メンバをコピーする処理
引数で与えられた情報を自分にコピーする処理を行 基本クラスのメソッドを実
２

装 す る た め [override] 修 飾

説明
います。
コード

public override bool CopyInfo(McCalInfo csOrgInfo) 子を付与

(4) 複製作成メソッド
同一内容で、別インスタンスの演算データクラスを生成します。コーディングするメソ

ッドの内容を表 3.32 に示します。
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表 3.33

演算データクラスのメソッド[複製作成メソッド]
内容

備考

メソッド名複製作成メソッド
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
説明
じ値）を生成する。
コード
使用例

public override McCalInfo Clone()
csCalInfo.Clone();

型
引数

なし

用途
戻り値

csCalModel

型

McCalInfo

用途 複製した演算データ
複製作成メソッドのコード例を図 3.31 に示します。
/// <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()
{
MyCalInfo csRtn = new MyCalInfo();
csRtn.CopyInfo(this);
return csRtn;
}

図 3.33

複製作成メソッドのコード例

(5) メンバ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します。このメソッドは、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、演算状態が正常に復元されませ
んので注意が必要です。コーディングするメソッドの内容を表 3.33 に示します。
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表 3.34

演算データクラスのメソッド[メンバをコピーするメソッド]
内容

備考

メソッド名メンバをコピーする処理
説明

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。

コード
使用例

public override bool CopyInfo(McCalInfo csOrgInfo)
bool bRtn = csCalInfo.CopyInfo(csOrgInfo);
csOrgInfo

引数

型

McCalInfo

用途 コピー元情報
戻り値

bRtn

型

bool

用途 エラー発生の確認

メンバをコピーするメソッドのコード例を図 3.32 に示します。
/// <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)
{
MyCalInfo csOrdDt = (MyCalInfo)csOrgInfo;
// this.m_dData = csOrdDt.m_dData; コーディングイメージです
// To Do
// 此処に、追加したメンバーをコピーする処理を入れます。
return true;
}

図 3.34

複製作成メソッドのコード例
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(6) コーディングするメンバ変数
演算データクラスに必要なメンバ変数は解析となる計算式で扱う変数があります。コーデ

ィングするメンバ変数の一覧を表 3.35 に示します。
表 3.35
項番
変数名
説明
１

演算データクラスに必要なメンバ変数一覧
内容

備考

解析計算に必要となる変数を定義する。

時他クラスから直接参照す

public データ型(double 等)

るため[public]を付与

計算用データ

型宣言
※演算となる計算式に合わせて自由に設定

各メンバ変数の内容は次の通りです。
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1) 計算用データ
計算用データは解析の計算式に必要となるデータを設定するメンバ変数です。コーディ

ングするメンバ変数の内容を表 3.36 に示します。
表 3.36

演算データクラスのメンバ変数[計算用データ]
内容

備考

形式 [m_]+[ユニーク名]
変数名

説明

メ ンバ変数 を表す記 法

と し て 接 頭辞 [m_] を 付

例 m_dWitdh

与

解析計算式に必要となる変数を定義する。

コード例 public double m_dWidth = 200.0D;

初期条件を設定

構文 type value = 1234.0D
型

なし

引数 なし
用途 なし
詳細
自由

戻り値 value

例)[double]型、[long]型

型

用途 計算式

なお計算用データを定義する場合、計算桁数の違いによる桁落ち防止のため、計算式に
使用するデータは極力同じデータ型で統一します。また、定数データにもデータ型を明確

にする型文字があります。定型文字の付与例を表 3.37 に示します。
表 3.37
項番 データ型
１

２

３

４

double
long
float
int

内容

char

例

double value = 1234.0D

例

long value = 1234.0L

例

float value = 1234.0F

型文字 ‘L’
型文字 ‘F’

型文字 なし

short

int value = 1234

型文字 なし
例

6

備考

型文字 ‘D’

例
5

各データ型の型文字

char value = ‘A’

型文字 なし
例

short value = (short)1234
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計算用データのコード例を図 3.35 に示します。
// <summary>ソースコード：ＨＹＭＣＯサンプル要素内演算中データクラス</summary>
// <author>CommonMP</author>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using
using
using
using

CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;

using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
namespace CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
{
/// <summary><para>class outline:</para>
/// <para>HYMCOサンプル流域モデル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]
class McSampleBasinCalInfo : McCalInfo
{
public double m_dWidth = 200.0D;
public double m_dQb = 200.0D;
public double m_dQp = 2000.0D;
public HySTime m_csTp = new HySTime(12, 0, 0) ;
public double m_dCp = 10.0D;
public double m_dOutQ = 0.0D;
public double m_dTau = 0.0D;
}
}

図 3.35

演算データクラスのメンバ変数[計算用データ]のコード例

以上がクラスの作成方法です。次節では作成したクラスのコンパイルについて説明します。
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3.3 演算モデルのコンパイル
演算モデルのコンパイル方法について説明します。

3.3.1 コンパイル手順
2.

章で用意した「Visual C# 2005」を例に説明します。なおコンパイルの実行には開発環境

の設定が必要です。設定が済んでいない場合、2.3 項記載の設定を実施します。
(1) Visual C# 2005 を起動する。

(2) 「ファイル」メニューの「プロジェクトを開く(P)」からコンパイル対象の演算モデルプ

ロジェクトを開き、ソリューションエクスプローラ画面「参照設定」を確認する(図 3.36)。

図 3.36

プロジェクトの確認画面例

ソ リ ュ ー シ ョ ン エ ク ス プ ロ ー ラ 画 面 に [HymcoBase] 、 [HymcoIF] 、 [HyssopBase] 、

[HyssopIF]があることを確認します。図 3.37 のように各参照設定に「！」マークが付いて
いる場合は 2.3.2 項を参考に再度設定して下さい。
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図 3.37

プロジェクトの確認画面例(未設定時)

(3) 「ビルド(B)」メニューの「ソリューションのビルド(B)」を実行し、演算ライブラリが
出来ることを確認する。

図 3.38

ビルドメニュー画面

図 3.38 を参考にビルド(コンパイル)を実施し、コンパイルが成功すると演算ライブラリは
プロジェクトがあるディレクトリ下の[bin¥Release]に作成されます。コンパイル失敗時はエ
ラーコードを参考の上、ソースコードを修正し、再度、ビルド(コンパイル)して下さい。
以上で、コンパイル手順は終了です。
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3.4 開発モデルのライブラリ出力
自分で開発したモデルを、他者に配布したい場合、開発モデルのライブラリ出力を行いま
す。Ver1.0 ではライブラリ出力機能が用意されています。詳細は「モデル開発チュートリア
ル」を参照してください。
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3.5 演算モデルのライブラリ登録

Ver1.0 では、他者のモデルをライブラリに登録する、ライブラリ入力機能が用意されていま

す。詳細は「プログラミング環境利用手順書」を参照してください。
また、β版では、作成した演算モデルライブラリを登録する場合、演算ライブラリ設定ファイ
ル（HYMCO.dicon）に、ライブラリ情報設定が必要でしたが、Ver1.0 では、設定ファイル

（HYMCO.dicon）は削除され、設定は不要となり、モデルの DLL が存在するだけで、演算モ

デルのライブラリが登録され CommonMP のメインプログラムから利用できるようになります。
ただし、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の

ライブラリを登録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、_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。
GUI 版での登録までの概要を図 3.39 に示します。

演算ライブラリ群
要素モデルライブラリ
要素モデルライブラリ
設定ファイル
設定ファイル
(HYMCO.dicon)

１．ライブラリ情報
を記述設定

演算部基本ライブラリ
(HymcoBase.dll)
(McSampleModelA.dll)

サンプルモデルＡ

２．ライブラリ登録
(起動時に読み込み)

CommonMP
メインプログラム(GUI 版)
(CommonMPMain.exe)
CommonMP
メインプログラム(CUI 版)
(hymco.exe)

３．記述設定した
モデルのみ利用可

サンプルモデル B

(McSampleModelB.dll)

(McSampleModelC.dll)

サンプルモデルＣ

通常、モデル DLL が存在すれば、
要素モデルライブラリを利用可

図 3.39

演算ライブラリ登録の概要
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要素モデルライブラリ設定ファイルのファイル名及び保存先の場所は表 3.39 に示す通りです。
表 3.39

演算部(HYMCO)の要素モデルライブラリ設定ファイル
内容

備考

名称 HYMCO.dicon
形式 XML 形式(UTF-8)

場所 CommonMP¥Execute¥conf
説明 要素モデルをライブラリに登録する環境ファイル。
表 3.39 の演算ライブラリ設定ファイルの内容を表 3.40 に示します。ライブラリ追加時は演
算モデルファクトリクラス単位に「属性」を「タグ」で囲まれた範囲内に記述します。
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表 3.40

要素モデルライブラリ設定ファイル(HYMCO.dicon)の内容
内容

項目

備考

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

説明 XML ヘッダーの定型文。

ヘッダー

<components>[属性情報]</componets>
説明 ライブラリの属性情報を記述するタグ。

タグ

[コンポーネント]

<componets>
<component kind = ”” package = ””
例
class = “” dll = “”>
</componets>

<component kind = “” package = “” class = “” dll = “”/>
属性情報

ライブラリの属性情報を記述する。
説明
演算モデルファクトリクラス単位に記述する。

ライブラリの属性情報に設定が必要となる項目を表 3.41 に示します。
表 3.41

ライブラリの属性情報

内容

項番

備考

“Model”=演算モデル

形式 component kind = ”種別”

“Screen”=個別モデル画面

１
説明 種別を記述する
例 component kind = “Model”

形式 package = “パッケージ名”

package =
“CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample”
形式 class = “演算モデルファクトリクラス名”
説明 作成した演算ライブラリの名前空間を設定する

２

例

３

説明

作成した演算モデルファクトリクラス名を指定す
る

例 class = “McSampleModelFactory”

形式 dll = “DLL ファイル名”
４

説明

作成した演算ライブラリの DLL ファイル名を設定
する。

例 dll = “McSampleModel.dll”
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演算ライブラリ設定ファイルの記述例を図 3.40 に示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<components>
<component kind = "Model" package="CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model"
class="McSystemModelFactory" dll="HymcoBase.dll"/>
Model"
CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample"
<component kind = "Model
Model package="CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MCSample
class="McSampleModelFactory
McSampleModelFactory"
McSampleModel.dll"/>
McSampleModelFactory dll="McSampleModel.dll
McSampleModel.dll
</components>

図 3.40

演算ライブラリ設定ファイル(HYMCO.dicon)の記述例

演算ライブラリ追加時は図 3.40 のように演算ライブラリ設定ファイル(HYMCO.dicon)にラ
イブラリ単位(＝演算モデルファクトリクラス)毎に枠組み部分を追加します。なお、追加する行

以外の CommonMP が利用する行は削除及び変更しないようにします。
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3.6 演算モデルの動作確認

演算モデルの動作確認は表 3.42 に示す実行環境を確認します。
表 3.42

実行環境の確認

フォルダ名／ファイル名

説明

CommonM
P

開発／実行環境ルートディレクトリ

└ Execute
├ bin
│ ├
│ ├
│ ├
│ ├
│ ├

実行環境(実行用ファイル保存先)
実行ファイル用ディレクトリ
CommonMPMain.exe
hymco.exe

HymcoBase.dll

HymcoDefaultModel.dll

HymcoDotNetViewer.dll

メインプログラム(GUI 版)
メインプログラム(CUI 版)
カーネル部ライブラリ(演算部基本ライブラリ)
カーネル部ライブラリ(演算部基本ライブラリ)
カーネル部ライブラリ(演算部拡張ライブラリ)

HymcoFileLibraryManager.dl
│ ├

│ ├
│ ├
│ ├
│ ├
│ └
├ conf
│ ├
│ ├
│ ├
│ ├
│ ├
│ └
│ └
├ log

└ temp

l

HymcoIF.dll

HyssopBase.dll

HyssopDotNetViewer.dll
HyssopIF.dll

例)McSampleModel.dll

カーネル部ライブラリ(演算部拡張ライブラリ)

カーネル部ライブラリ(演算部定義ライブラリ)
カーネル部ライブラリ(制御部基本ライブラリ)
カーネル部ライブラリ(制御部拡張ライブラリ)
カーネル部ライブラリ(制御部定義ライブラリ)
作成した
作成した演算
した演算ライブラリ
演算ライブラリ
環境設定ファイル用ディレクトリ

CommonMP.cfg

CommonMP 基本設定(GUI 版)

CommonMP.dicon

カーネル部ライブラリ設定ファイル(GUI 版)

HymcoCUI.cfg

HymcoCUI.dicon

_Sample_HYMCO.dicon

LibraryCategoryXML.xml
Menu.ini

CommonMP 基本設定(CUI 版)

カーネル部ライブラリ設定ファイル(CUI 版)
要素モデルライブラリ
要素モデルライブラリ設定
モデルライブラリ設定ファイル
設定ファイル作成用
ファイル作成用

要素モデルライブラリ分類設定
メニュー設定
ログ出力用ディレクトリ
一時データ保存用ディレクトリ

表 3.42 に示す作成した演算ライブラリ(例:McSampleModel.dll)があるかどうかを確認します。

演算ライブラリがない場合は 3.4 節、
3.5 節、要素モデルライブラリ設定ファイル(HYMCO.dicon)
を必要とする場合は 3.5 節の内容を再実施して下さい。その他のディレクトリ／ファイルがな

い場合は CommonMP を再インストールして下さい。
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3.6.1 ＧＵＩによる確認

GUI による確認は、メインプログラム「CommonMPMain.exe」を実行し GUI を表示した状

態で行います。メインプログラムの場所は表 3.43 の通りです。
表 3.43

メインプログラム(GUI 版)の所在ディレクトリ

フォルダ名
CommonMP
├ Execute
│ ├ bin

説明
開発／実行環境ルート
実行環境(実行用ファイル保存先)
CommonMPMain.exe

表 3.43 のプログラムを実行するとのメイン画面が表示します(図 3.41)。

図 3.41 CommonMP メイン画面

以降、本画面を用いて演算モデルの動作を確認します。確認する内容は次の通りです。
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(1) モデル登録の確認

作成したモデルの登録を確認します。確認する内容を表 3.44 に示します。
表 3.44

項番

確認項目

モデル登録の確認項目
確認内容

備考

ライブラリ管理画面「演算要素」タブに
演算要素の

作成したモデル名があること

登録確認

確認方法

ライブラリ管理画面にて確認

コード元

3.2.2

１

演算モデル定義クラス

演算要素が登録されているかどうかの確認例を図 3.42 に示します。

/// <para>ＨＹＭＣＯデフォルト提供モデル共通定義クラス</para>
/// </summary>
/// <remarks><para>history:</para>
/// <para>[CommonMP][ver 1.0.0][2008/10/01][新規作成]</para>
/// </remarks>
public class McSampleModelDefine
{
//****************************
//===== サンプル用定義 ========
//****************************
/// <summary>システムデフォルトモデルファクトリ</summary>
public static HySID SAMPLE_MODEL_LIB
= new HySID("McSample", "", "ModelFactory");
/// <summary>サンプル流域モデル種別</summary>
public static HySObjectKind BASIN
= new HySObjectKind("MCSample.BasinKind");
/// <summary>サンプル流域モデル名称</summary>
public static HySString BASIN_NAME
= new HySString("テスト用流域流量発生モデル");

１．演算要素の登録確認

/// <summary>サンプル河道（KinematicWabe）モデル種別</summary>
public static HySObjectKind KINEMATIC_WAVE_KIND
= new HySObjectKind("MCSample.KinematicWaveKind");
/// <summary>サンプル河道（KinematicWabe）モデル名称</summary>
public static HySString KINEMATIC_WAVE_NAME
= new HySString("コーディング例:KinematicWaveモデル");
}

図 3.42

演算要素の画面確認例

図 3.42 の画面「ライブラリ管理」にある「演算要素」タグの内容に 3.2.2 項で作成した
コードが反映されているかどうかを確認します。反映されていない場合は次のことが考えら
れます。
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1) 環境ファイルの設定誤り
演算ファイルの設定内容に誤りがある場合は表示されないことがあります。3.5

節を

参考に環境ファイルの設定内容を修正し、再起動して下さい。
2) ソースファイルの設定誤り
作成したソースファイルに誤りがある場合、演算要素が表示されないことがあります。

演算要素に関係がある 3.2.2

項および 3.2.3 項の内容を再確認し、3.3 節を再実施後

に再度確認して下さい。
3) その他
その他、ハードディスクやメモリ不足などにより表示されない場合は、一度他のプログ
ラム含めすべて終了し、不要ファイルを削除後、再起動して下さい。
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(2) 確認用モデルの構築
作成した演算モデルを確認する確認用モデルを構築します。モデル構築例は次の通りです。
1) プロジェクトの新規作成
初めに新規プロジェクトを作成します。新規作成は「プロジェクト管理画面」の「新規」
ボタンを押し、プロジェクト情報を入力します。

１．「新規」ボタンを押す

２．下記のプロジェクト情報を入力し、
「作成」ボタンを押す
プロジェクト名称：例)SampleModel
管理者名：例)userA

図 3.43

プロジェクトの新規作成例

図 3.43 に示すプロジェクト情報を入力後に「作成」ボタンを押すと図 3.44 に示すプ
ロジェクト作成後が表示されます。
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図 3.44

新規プロジェクト作成後の画面例

図 3.44 にある新規プロジェクト作成後に表示されたモデル管理画面を用いて、確認用
モデルを構築します。構築例は次の通りです。
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2) 確認用モデルの構築
プロジェクト作成後、モデル管理画面を用いて確認用モデルを構築します。確認用とし

て流域要素と河道要素を配置し、各要素に演算要素を割り当てます(図 3.45)。

１．要素「流域」を配置する。
２．演算要素「流域解析モデル」を設定する。

５．要素「流域」と「河道」を接続する。

３．要素「河道」を配置する。
４．演算要素「河道解析モデル」を設定する。

図 3.45

モデル構築後の画面例
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(3) モデルプロパティの確認

作成したモデルプロパティを確認します。確認する項目を表 3.45 に示します。
表 3.45

項番

モデルプロパティの確認項目

確認項目

確認内容
モデルプロパティの「項目名」が作成した内容と
一致していること

１

項目名の確認
確認方法

モデルプロパティダイアログにて確認

コード元

3.2.3

(1)

5)

モデルプロパティ生成

モデルプロパティ「項目名」に「初期値」が設定してい
ること
２

初期値の確認 確認方法

モデルプロパティダイアログにて確認
3.2.3

コード元

3.2.3

(1)

(1)

3)

5)

モデル初期化情報生成
モデルプロパティ生成

項目名及び初期値が設定されているかの確認例を図 3.42 に示します。
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備考

１．「項目名」「初期値」を確認

/// <para>モデルプロパティ表示／設定情報クラス生成</para>
public override McPropertyInfoRoot CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModelKind)
{
//モデルプロパティを生成する
McPropertyInfo csRtnDt = new McPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
if (csModelKind == McSampleModelDefine. KINEMATIC_WAVE_KIND)
{
//モデル種別識別子か河道要素なら河道要素の変数名、データ型、初期値を設定する
csRtnDt.SetStepTime((double)48 * 3600 / 2400); // δT設定
csRtnDt.AddInfoType("m_lCelNumber", "分割数", McDefine.ValKind.LONG);
csRtnDt.SetInfo("m_lCelNumber", 51);
csRtnDt.AddInfoType("m_dRough", "粗度", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("m_dRough", 0.03);
csRtnDt.AddInfoType("m_dSlope", "河床勾配", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("m_dSlope", 1.0/2000.0);
csRtnDt.AddInfoType("m_dLength", "河道長", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("m_dLength", 100000.0);
csRtnDt.AddInfoType("m_dWidth", "川幅", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("m_dWidth", 200.0);
}

図 3.46

「項目名」及び「初期値」の確認画面例

3-82

(4) 計算実行の確認

作成した演算モデルプロパティを確認します。確認する内容を表 3.46 に示します。
表 3.46

項番

計算実行の確認項目

確認項目

確認内容

備考

計算が実行できること
プロジェクト管理画面
１

計算の実行

確認方法
「計算コントロール」にて確認
コード元

3.2.4

(1)

2)

モデル計算

計算の実行例を図 3.47 に示します。

１．「シミュレーション期間設定」を入力し、
「モデルチェック」ボタンを押す。

２．モデルにエラーがないことを確認し、
「開始／再開」ボタンを押し、計算を実行する。
「ビルド」ボタンを押す。

図 3.47

計算前の画面例

図 3.47 のようにシミュレーション期間の設定時間及びタイムステップを入力し、ビルド
後に「開始／再開」ボタンを押し、計算を実行します。シミュレーション期間の設定時間及
びタイムステップは演算モデルに合わせて設定します。
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3.6.2 CＵＩによる確認

CUI による確認はコマンドプロンプト画面を表示後、メインプログラム「hymco.exe」を実行

します。メインプログラムの場所は表 3.47 の通りです。
表 3.47

メインプログラム（CUI 版）の所在ディレクトリ

フォルダ名

説明

CommonMP

開発／実行環境ルート

├ Execute

実行環境(実行用ファイル保存先)

│ ├ bin

hymco.exe

所在ディレクトリに移動後、表 3.47 にある[hymco.exe]プログラムをコマンドプロンプトから
実行します。以降コマンドプロンプトを用いて演算モデルの動作を確認します。確認する内容は
次の通りです。
(1) モデル登録の確認

作成したモデルの登録を確認します。確認する内容を表 3.48 に示します。
表 3.48

項番

モデル登録の確認項目

確認項目

確認内容
作成した演算モデル名が登録されていること

演算要素の
１
確認方法
登録確認
コード元

備考
[リスト名]には任意

コマンドにて確認「hymco –l [リスト名].xml」の名称を入力

3.2.2

演算モデル定義クラス

モデルプロパティの「項目名」が作成した内容と
[リスト名]には任意

一致していること
２ 項目名の確認
確認方法
コード元

コマンドにて確認「hymco –l [リスト名].xml」の名称を入力

3.2.3

(1)

5)

モデルプロパティ生成

モデルプロパティに「初期値」が設定していること
確認方法
３ 初期値の確認
コード元

[リスト名]には任意
コマンドにて確認「hymco –l [リスト名].xml」
の名称を入力
3.2.3 (1) 3) モデル初期化情報生成
3.2.3

(1)

5)

モデルプロパティ生成

「演算要素の登録確認」は表 3.48 にある確認コマンド「hymco –l [リスト名].xml」にて演

算要素が[リスト名].xml ファイル内にあるか確認します。[リスト名].xml ファイルは、Execute
の temp 下に生成されます。反映されていない場合は次のことが考えられます。
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1) 環境ファイルの設定誤り
演算ファイルの設定内容に誤りがある場合は表示されないことがあります。設定内容を

3.5

節を参考に環境ファイルの設定内容を修正し、再起動して下さい。

2) ソースファイルの設定誤り
作成したソースファイルに誤りがある場合、演算要素が表示されないことがあります。

演算要素に関係がある 3.2.2

項および 3.2.3 項の内容を再確認し、3.3 節を再実施後

に再度確認して下さい。
3) その他
その他、ハードディスクやメモリ不足などにより表示されない場合は、一度他のプログ
ラム含めすべて終了し、不要ファイルを削除後、再起動して下さい。
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(2) 確認用モデルの構築
作成した演算モデルを確認する確認用モデルを構築します。モデル構築例は次の通りです。
1) プロジェクトの新規作成
初めにＣＵＩ版の起動に必要なプロジェクトファイルを作成します。作成するプロジェ

クトファイルの形式及び保管場所は表 3.49 の通りです。
表 3.49

プロジェクトファイル

内容
名称

[プロジェクト名].xml

形式

XML 形式(UTF-8)

備考

場所

CommonMP¥Execute¥temp

説明

モデル構造定義ファイル名とシミュレーション期間を設定する。

プロジェクトファイルの名称はユニークなファイル名とし、拡張子を[.xml]にします。

また、作成したプロジェクトファイルの保存先は表 3.49 の場所とします。
作成するプロジェクトファイルの記述例を図 3.48 に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HymcoProject>
<SCFile FileName="SampleModel.xml" />
<Simulation>
<Time start="2010/02/02 14:00:00" goal="2010/02/02 20:00:00" delta="60" Unit="sec" />
</Simulation>
</HymcoProject>

図 3.48

プロジェクトファイルの記述例

図 3.48 を参考にプロジェクトファイルを作成します。プロジェクトファイルに必要な
定義は、構造定義ファイル名及びシミュレーション期間です。また、プロジェクト別に変

更する値は図 3.48 の枠線で囲まれた文字部分です。各項目の設定内容を表 3.50 に示し
ます。
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表 3.50
項番

主なプロジェクトファイルの設定項目

設定

内容

備考

構造定義ファイル名を設定する。
ディレクトリ省略時はプロジェクトファイルと
説明
構造定義

同じディレクトリになる。

ファイル名

絶対パスまたは相対パスも指定可能。

１
形式 <SCFile FileName="構造定義ファイル名 " />
例 <SCFile FileName="SampleModel.xml" />

シミュレーション期間となる開始時刻、終了時
説明 刻、タイムステップ及びタイムステップの単位
を設定する。
<Simulation>

<Time start="開始時刻
開始時刻"
開始時刻
goal="終了時刻
終了時刻"
終了時刻

形式

delta="タイムステップ
タイムステップ”
タイムステップ

Unit="タイムステップ
タイムステップ単位
タイムステップ単位"
単位 />

</Simulation>

シミュレーション
２

開始時刻：”2010/02/02 14:00:00”

期間

終了時刻：”2010/02/02 20:00:00”
タイムステップ：60”秒
秒”の場合

<Simulation>
例

<Time start="2010/02/02 14:00:00"
goal="2010/02/02 20:00:00"

delta="60" Unit="sec" />

</Simulation>

表 3.50 の設定項目をプロジェクト毎に変更します。なお、プロジェクトファイルの詳
細な仕様は関連文書「構造定義ファイル仕様書」を参照して下さい。
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2) 確認用モデルの構築
プロジェクトファイルを作成後、構造定義ファイルを作成します。構造定義ファイルの

形式及び保管場所は表 3.51 の通りです。
表 3.51

構造定義ファイル

内容
名称

[構造定義ファイル名].xml

形式

XML 形式(UTF-8)

場所

CommonMP¥Execute¥temp

説明

モデル構造定義を設定する。

備考

構造定義ファイルの名称はユニークなファイル名とし、拡張子を[.xml]にします。また、

作成した構造定義ファイルの保存先は表 3.49 の場所とします。
作成する構造定義ファイルの記述例を図 3.49 に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MainSystem ID="FigureUnity241445-1-101212636">
例)要素(流域)の定義
<Components>
<CalElement ID="E248-12414-222010" Model="MCTest.BasinKind"
FactoryID="Example.ModelSample.Fctry" ShapeKind="Basin" X="-214" Y="-150"
Rotation="0" Width="20" Height="20" ElementName="流域">
例)送信端子の定義
<Ports>
<SendPort ID="P152-52414-222010" Direction="90" X="-197" Y="-150" />
</Ports>
</CalElement>

例)要素(出力)の定義
<CalElement ID="E350-12414-222010" Model="MCSample.McTestOutFileModel"
FactoryID="Example.ModelSample.Fctry" ShapeKind="Output" X="-91" Y="-150"
Rotation="0" Width="40" Height="20" ElementName="出力1">
例)受信端子の定義
<Ports>
<ReceivePort ID="P252-42414-222010" Direction="270" X="-118" Y="-150" />
</Ports>
</CalElement>
</Components>
例)接続の定義
<Wiring>
<Connection ID="C152-82414-222010" From="P152-52414-222010"
To="P252-42414-222010" TranInfo="McTimeSeriesSingleCellTranInfo"
FactoryID="McSystemModelFactory" Name="接続1" />
</Wiring>
</MainSystem>

図 3.49

構造定義ファイルの記述例
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図 3.49 を参考に構造定義ファイルを作成します。構造定義ファイルに必要な定義は図

3.49 に示す要素の定義、端子の定義、接続の定義です。また、構築するプロジェクト毎

に設定を変更する値は図 3.49 の枠線で囲まれた文字部分です。構造定義ファイルに設定
する主な項目を表 3.52 及び表 3.53 に示します。
表 3.52
項番

主な構造定義ファイルの設定項目（１／２）

設定内容

内容

<Componetns></Components>内に

備考

説明
要素毎に定義する。

１ 要素の定義

<CalElement ID=”要素
要素の
要素の識別子”
識別子
Model=”モデル
モデル種別名
モデル種別名”
種別名
FactryID=”演算
演算モデルファクトリクラス
演算モデルファクトリクラス名
モデルファクトリクラス名”
Shapekind＝”要素
要素の
種別
要素の種別”
X=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 X 値※”
Y=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 Y 値※”
Rotation=”スクリーン
スクリーン回転角
※”>
スクリーン回転角(度
回転角 度)※
形式
Width＝”要素
要素の
要素の表示サイズ
表示サイズ幅値
サイズ幅値”
幅値
Height＝”要素
要素の
表示サイズ高
要素の表示サイズ
サイズ高さ値”
ElementName＝”要素
要素の
要素の名称”
名称
</CalElement>
※スクリーン座標は左上原点が基準
※スクリーン回転角は画面上を０度とし、
[0][90][180][270]のいずれか
<Components>
<CalElement ID=" E248-12414-222010 "
Model=" MCTest.BasinKind "
FactoryID=" Example.ModelSample.Fctry "
Shapekind =" Basin "
X=" -214 " Y=" -150 " Rotation="0"
例
Width ="20" Height ="20"
ElementName ="流域
流域"
流域 >
<Property></Property>
<ports></Ports>
</CalElement>
<Components>

表 3.52 に示す要素の定義のほか、端子の定義と接続の定義が必要です。端子の定義と

接続定義の内容を表 3.53 に示します。
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表 3.53
項番

設定内容

主な構造定義ファイルの設定項目（２／２）
内容

<CalElement></CalElement>内に
説明

備考

装着する受送信端子毎に定義する。定義した端子の識別子は
<Ports>
<SendtPort ID=”送信端子
送信端子の
送信端子の識別子”
識別子
Direction=”装着方向
装着方向※
装着方向※”
X=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 X 値※”
Y=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 Y 値※” />
<RecivePort ID=”受信端子
受信端子の
識別子
受信端子の識別子”
Direction=”装着方向
装着方向※
装着方向※”
X=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 X 値※”
Y=”スクリーン
スクリーン座標
スクリーン座標 Y 値※”/>
</Ports>
※装着方向は画面上を基準に
上[0]／右[90]／下[180]／左[270]のいずれか
<Ports>
<SendPort ID="P152-52414-222010" Direction="90"
X=”-197” Y=”-150”/>
<RecivePort ID="P252-42414-222010" Direction="270"
X=”-118” Y=”-150” />
</Ports>
<Wiring></Wiring>内に
接続の定義にて使用。

形式
２ 端子の定義

例

説明
<Wiring>
<Connection ID=”接続の識別子名”
From=”接続元端子
接続元端子の
接続元端子の識別子”
識別子
To=”接続先端子
接続先端子の
接続先端子の識別子”
識別子
Traninfo=”使用する伝送
伝送データクラス
伝送データクラス名
データクラス名”
FactoryID=”モデルファクトリクラス
モデルファクトリクラス名
モデルファクトリクラス名”
Name＝”接続
接続の
接続の名称”
名称
</Wiring>
装着する受送信端子毎に定義する。

形式
２ 接続の定義

例

<Wiring>
<Connection ID="C152-82414-222010"
From="P152-52414-222010" To=" P252-42414-222010"
TranInfo="McTimeSeriesSingleCellTranInfo"
FactoryID="McSystemModelFactory"
Name＝”接続
接続 1”/>
</Wiring>

表 3.52、表 3.53 の設定項目をプロジェクト毎に変更します。なお、構造定義ファイル
の詳細な仕様は関連文書「構造定義ファイル仕様書」を参照して下さい。
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(3) 計算実行の確認

作成した演算モデルプロパティを確認します。確認する内容を表 3.54 に示します。
表 3.54

項番

計算実行の確認項目

確認項目

確認内容

備考

計算が実行できること。
コマンドにて確認
１

計算の実行

確認方法

「hymco –c ProjectFile.xml」

コード元 3.2.4

図 3.50

(1)

2)

モデル計算

計算前の画面例

計算を実行します。シミュレーション期間の設定時間及びタイムステップはプロジェクト
ファイルに設定した内容で計算を実行します。
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4. 附属
4.1 単位一覧表

CommonMP が取り扱うデータの単位系は国際単位系(SI)です。扱う単位系は日本工業規格

JIS 8203:2000(ISO 1000:1992)に従い SI 基本単位及び基本単位の組み合わせによる SI 組立単位
を用います。具体的には以下の単位を用います。

4.1.1 ＳＩ基本単位
演算に用いる単位は下記の基本単位または基本単位の組合せによるものとします。組合せによ
る単位を別記号で表現する場合はＳＩ組立単位を用います。
附表 4.1 ＳＩ基本単位一覧表
ＳＩ基本単位
基本量
名称
長さ

メートル

質量

キログラム

時間

秒

電流

アンペア

熱力学温度

ケルビン

物質量

モル

光度

カンデラ

記号
m

kg
s

A

K

mol
cd
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4.1.2 ＳＩ組立単位
演算に用いる基本単位の組合せを別記号で表す場合は下記のＳＩ組立単位を使用するものと
します。
附表 4.2 ＳＩ組立単位一覧表
SI 組立単位
組立量
名称

記号
rad

SI 単位による表し方
m/m

平面角

ラジアン

立体角

ステラジアン

周波数

ヘルツ

力

ニュートン

圧力、応力

パスカル

エネルギー、仕事、熱量

ジュール

仕事率、工率、放射束

ワット

電荷、電気量

クーロン

電位、電位差、電圧、起電力

ボルト

静電容量

ファラド

F

電気抵抗

オーム

Ω

コンダクタンス

ジーメンス

G

m-2kg-1s3A2

磁束

ウェーバ

磁束密度

テスラ

T

インダクタンス

ヘンリー

H

kgs-2A-1

セルシウス温度※

セルシウス温度

℃

光束

ルーメン

lm

照度

ルクス

放射性核種の放射能

ベクレル

sr

m2/m2

N

mkgs-2

Hz

s-1

Pa

m-1kgs-2

W

m2kgs-3

J

C

V

Wb

m2kgs-2
sA

m2kgs-3A-1

m-2kg-1s4A2
m2kgs-3A-2
m2kgs-2A-1

m2kgs-2A-2
K

cd

lx

m-2cd

Gy

m2s-2

シーベルト

Sv

m2s-2

カタール

kat

s-1mol

吸収量、比エネルギー分与、カーマ グレイ
線量当量、周辺線量当量、

Bq

s-1

方向性線量当量、個人線量当量
酸素活性

※℃=273.15K。エントロピー計算時はケルビンで計算すること。
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4.1.3 ＳＩ接頭語
ＳＩ接頭語を使用する場合は記号の大文字及び小文字を区別して表記します。
附表 4.3 ＳＩ接頭語一覧表
英名

名称

yotta

ヨタ

zetta
exa

peta
tera

giga

mega
kilo

hecto

ゼタ
エクサ
ペタ
テラ
ギガ
メガ
キロ
ヘクト

deca(deka) デカ

記号 桁数(10 進数) 英名
Y
Z

E
P
T

G

M
k

h

da

10^24

10^21

10^18

10^15
10^12
10^9

10^6

10^3

10^2

10^1

yocto

zepto
atto

femto
pico

nano

micro
milli

centi
deci
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名称

記号 桁数(10 進数)
y

10^-24

a

10^-18

p

ナノ

n

10^-12

マイクロ

μ

ミリ

m

10^-6

ヨクト
ゼプト
アト
フェムト
ピコ

センチ
デシ

z
f

c

d

10^-21

10^-15
10^-9

10^-3

10^-2

10^-1

4.2 モデル開発時に利用する主なクラス

CommonMP が提供するクラスの内、主に演算モデル開発時に利用するクラスを説明します。

その他のクラスについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明がありま

す。対象クラスは演算モデル開発時に利用する図 4.1 ある太字／太線のクラスです。

制御部[CommonMP.HYSSOP]

定義ライブラリ(HyssopIF.dll)[CommonMP.HYSSOP.Interface]
基本ライブラリ(HyssopBase.dll)[CommonMP.HYSSOP.CoreImpl]
HySString

HySObjectKind

文字列クラス
文字列クラス)
クラス
(文字列

種別識別子クラス
種別識別子クラス)
クラス
(種別識別子

HySTime

HySCalender

日付管理クラス
日付管理クラス)
クラス
(日付管理

HySDataLinkedList

データリンクリストクラス)
データリンクリストクラス
(データリンクリストクラス

HySID

暦操作クラス
暦操作クラス)
クラス
(暦操作

データ識別子
データ識別子クラス
識別子クラス)
クラス
(データ

演算部[CommonMP.HYMCO]

定義ライブラリ(HymcoIF.dll)[CommonMP.HYMCO.Interface]
McModelLibraryDefine

McStructErrorInfo

要素間構造エラー
要素間構造エラー情報
エラー情報クラス
情報クラス)
クラス
モデルライブラリ定義
モデルライブラリ定義クラス
定義クラス)
クラス (要素間構造
(モデルライブラリ

McTransInfo

要素間伝送データクラス
要素間伝送データクラス)
データクラス
(要素間伝送

基本ライブラリ(HymcoBase.dll)[CommonMP.HYMCO.CoreImpl]
McModelInfo

モデル情報
モデル情報クラス
情報クラス)
クラス
(モデル

McModelInitialInfo

McModelPropertyInfo

モデルプロパティクラス)
モデル初期
モデルプロパティクラス
モデル初期プロパティクラス
初期プロパティクラス)
プロパティクラス (モデルプロパティクラス
(モデル

図 4.1

使用するクラス図

図 4.1 の通り、制御部から利用するクラスは、文字列クラス(HySString)、日付管理クラス

(HySTime)、暦操作クラス(HySCalender)、データ識別子クラス(HySID)、種別識別子クラス

(HySObjectKind)及びデータリンクリストクラス(HySDataLinkedList)があります。演算部から

利用するクラスはモデルライブラリ定義クラス(McModelLibraryDefine)、要素間構造エラー情
報クラス(McStructErrorInfo)、要素間伝送データクラス(McTransInfo)、モデル情報クラス

(McModelInfo)、モデル初期プロパティクラス(McModelInitialInfo)及びモデルプロパティクラ
ス(McModelPropertyInfo)があります。
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制御部から利用するクラスは表 4.4 です。
表 4.4

制御部から利用するクラス一覧

項番

内容
クラス名

HySString

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools ;
１

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

文字列を扱うクラス

クラス名

HySTime

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools ;
２

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

時間を扱うクラス

クラス名

HySCalender

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools ;
３

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

暦を操作するクラス

クラス名

HySID

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
４

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

データ識別子を扱うクラス

クラス名

HysObjectKind

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
５

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

種別識別子を扱うクラス

クラス名

HySDataLinkedList

使用時の宣言文 using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
６

使用ライブラリ HyssopIF.dll,HyssopBase.dll
説明

データをリンク形式で管理するクラス

4-5

演算部から利用するクラスは表 4.4 です。
表 4.5

演算部から利用するクラス一覧

項番

内容
クラス名

McModelLibraryDefine

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface ;
１

使用ライブラリ HymcoIF.dll
説明

ライブラリ管理の定数を扱うクラス

クラス名

McStructErrorInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Data ;
２

使用ライブラリ HymcoIF.dll
説明

要素間の接続エラー情報などを扱うクラス

クラス名

McTransInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.Interface.Data ;

３ 使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll

伝送データを扱う基本クラス。継承クラスについては
説明
クラス名

4.2.9

要素間伝送データクラス(McTransInfo)を参照

McModelInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data ;
４

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll
説明

モデル情報を扱うクラス

クラス名

McModelInitialInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data ;
５

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll
説明

モデル初期プロパティを扱うクラス

クラス名

McModelPropetyInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data ;
６

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll
説明

モデルプロパティを扱うクラス

表 4.4、表 4.5 に示すクラスを使用する場合、宣言文をソースファイルに記述して使用します。
また、C#言語では[using 文]にてクラスが所属する名前空間(namespace)を指定することにより
クラスをソースファイルから利用できます。C/C++言語の[include 文]に相当する宣言文です。
次項にて各クラスを説明します。
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4.2.1 文字列クラス(HySString)
文字列クラス(HySString)は文字列の比較や結合などを行うクラスです。主に利用するメソッ

ドを表 4.6、表 4.7 に示します。他のメソッドについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ
／Ｆマニュアル」に説明があります。
表 4.6

HySString の主なメソッド一覧（１／２）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明
コード
使用例

和名：生成子

文字列を設定する
HySString(string value)

HySString csString = new HySString("文字列");

１
引数

value

型

string

用途 文字列を設定する
戻り値

csString

型

HySString

用途 クラスを生成する
メソッド名 文字数取得
説明
コード
使用例

クラスに含まれる文字数を返す
int GetLength()

int length = csString.GetLength();

２
型
引数

なし

なし

用途 なし
戻り値

length

型

int

用途 文字数を返す
メソッド名 文字列取得
説明
コード
使用例

クラスに含まれたすべての文字列を返す
string ToString()

string value = csString.ToString();

３
型
引数

なし

なし

用途 なし
戻り値

value

型

string

用途 文字列を返す
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表 4.7

HySString の主なメソッド一覧（２／２）

項番

内容

備考

メソッド名 加算演算子
説明
コード
使用例

文字列を加算(結合)する

static HySString operator + (

HySString csString1, HySString csString2)

HySString csString = csString1 + csString2 ;

csString1

４

型

HySString

用途 結合する文字列
引数

csString2

型

HySString

用途 結合する文字列
戻り値

csString

型

HySString

用途 結合後の文字列
メソッド名 比較演算子
説明
コード
使用例

文字列を比較する

static bool operator == (

HySString csString1, HySString csString2)
if( csString1 == csString2)

csString1

５

型

HySString

用途 比較元の文字列
引数
csString2

型

HySString

用途 比較後の文字列
型

bool

true：同じ文字列

戻り値
用途

faluse：文字列が違う
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4.2.2 日付管理クラス(HySTime)
日付管理クラス(HySTime)は時間および時刻の加減算などを行うクラスです。主に利用するメ

ソッドを表 4.8、表 4.9 及び表 4.10 に示します。他のメソッドについては CommonMP のヘル
プメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明があります。
表 4.8

HySTime の主なメソッド一覧（１／３）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明
コード
使用例

和名：生成子

時間(秒)を設定する
HySTime(double dSecond)

HySTime csTime = new HySTime(10.0D);

１
引数

dSecond

型

double

10.0 秒

用途 秒(少数)を設定する
戻り値

csTime

型

HySTime

用途 クラスを生成する
メソッド名 コンストラクタ
説明
コード
使用例

和名：生成子

時間(時、分、秒)を設定する
HySTime(long lHour,long lMinute,long lSecond)
HySTime csTime = new HySTime(1L,0L,0L);
lHour

型

long

用途 時(整数)を設定する
２
引数

lMinute

型

long

用途 分(整数)を設定する
lSecond

型

long

用途 秒(整数)を設定する
戻り値

csTime

型

HySTime

用途 クラスを生成する
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1 時間

表 4.9

HySTime の主なメソッド一覧（２／３）

項番

内容

備考

メソッド名 時間取得
説明
コード
使用例

時間(秒)を取得する
double TotalSec()

double dtime = csTime.TotalSec() ;

４
型
引数

なし

なし

用途 なし
戻り値

dtime

型

double

用途 時間(小数点)
メソッド名 加算演算子
説明

時間を加算する
static HySTime operator + (

コード
使用例

HySTime csTime1, HySTime csTime2)

HySTime csTime = csTime1 + csTime2 ;

csTime1

５

型

HySTime

用途 加算する時間
引数

csTime2

型

HySTime

用途 加算する時間
戻り値

csTime

型

HySTime

用途 加算後の時間
メソッド名 減算演算子
説明
コード
使用例

時間を減算する

static HySTime operator - (

HySTime csTime1, HySTime csTime2)

HySTime csTime = csTime1 - csTime2 ;

csTime1

６

型

HySTime

用途 減算元の時間
引数

csTime2

型

HySTime

用途 減算する時間
戻り値

csTime

型

HySTime

用途 減算後の時間
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表 4.10
項番

HySTime の主なメソッド一覧（３／３）
内容

備考

メソッド名 時間比較
説明

指定時間より前か判定する

コード

if(csTime.Before(csTime1))

使用例
７
引数

bool Before (HySTime csTime1)
csTime1

型

HySTime

用途 指定時間
型
戻り値
用途

bool

true： csTime ＜ csTime1

false：csTime ＞＝ csTime1

メソッド名 時間比較
説明
コード
使用例
８
引数

指定時間と同じか判定する
bool Equal (HySTime csTime1)
if(csTime.Before(csTime1))
csTime1

型

HySTime

用途 指定時間
型
戻り値
用途

bool

true： csTime ＝ csTime1
false：csTime ≠ csTime1

メソッド名 時間比較
説明

指定時刻より後か判定する

コード

if(csTime.After(csTime1))

使用例
９
引数

bool After (HySTime csTime1)
csTime1

型

HySTime

用途 指定時間
型
戻り値
用途

bool

true： csTime ＞ csTime1

false：csTime ＜＝ csTime1
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4.2.3 暦操作クラス(HySCalender)
暦操作クラス(HySCalender)は日付管理クラス(HySTime)を所定の形式に合わせて文字列に

変換するクラスです。主に利用するメソッドを表 4.11 に示します。他のメソッドについては

CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明があります。
表 4.11
項番

HySCalender の主なメソッド一覧
内容

備考

メソッド名 文字列化
説明

指定時間を指定した表記形式の文字列に変換する
public static String GetString(

コード

HySTime csTimeObj, FORMAT lSW)
String sValue =

使用例

HySCalendar.GetString(this.GetSimulationTime(),
HySCalendar.FORMAT.lSW_YEAR)

1

型
csTimeObj

HySTime

変換元の日付管理クラスを指
用途
定

引数
ISW

型

HySCalendar.FORMAT

表 4.12

用途 フォーマット区分を指定
戻り値

csTime

型

String

用途 変換後の文字列
利用できるフォーマット区分を表 4.12 に示します。
表 4.12
項番

フォーマット区分一覧

フォーマット区分

表記様式

変換例

1 HySCalendar.FORMAT.ISW_YEAR

"yyyy/MM/dd HH:mm:ss" 2008/12/31 23:59:59

３ HySCalendar.FORMAT.lSW_DAY

"dd HH:mm:ss"

２ HySCalendar.FORMAT.ISW_MONTH
４ HySCalendar.FORMAT.lSW_HOUR

HySCalendar.FORMAT.lSW_WITH_SUB_

５

SECOND

"MM/dd HH:mm:ss"

12/31 23:59:59

"HH:mm:ss"

23:59:59

"dd HH:mm:ss.ssss"

HySCalendar.FORMAT.lSW_GEOLOGICA "AD yyyy 年"
６

L

"BD yyyy 年"
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31 23:59:59

31 23:59:59.9999
AD 2023 年
BD 3340 年

4.2.4 データ識別子クラス(HySID)
データ識別子クラス(HySID)はデータを識別するクラスです。主に利用するメソッドを表

4.13 に示します。他のメソッドについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」
に説明があります。
表 4.13
項番

HySID の主なメソッド一覧

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明
コード

和名：生成子

データを識別する情報を設定する
HySID(String sUniqueKey)
HySID MODEL_LIB =

使用例
１
引数

new HySID ("UniqueKey");

sUniqueKey

型

String

用途 ユニーク名
戻り値

MODEL_LIB

型

HySID

用途 クラスを生成する
メソッド名 比較演算子
説明

データ識別子を比較判定する
static bool operator == (

コード
使用例

HySID csObj1, HySID csObj2)
if(csObj1== csObj2)

csObj1

２

型

HySID

用途 比較するデータ識別子
引数

csObj2

型

HySID

用途 比較するデータ識別子
型

bool

true：同じ識別子

戻り値
用途

faluse：違う識別子
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4.2.5 種別識別子クラス(HySObjectKind)
種別識別子クラス(HySObjectKind)はモデル種別などを識別するクラスです。主に利用するメ

ソッドを表 4.14 に示します。他のメソッドについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆ
マニュアル」に説明があります。
表 4.14
項番

HySObjectKind の主なメソッド一覧
内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明
コード

和名：生成子

モデル種別を識別する情報を設定する
HySObjectKind(string csKindKey)
HySObjectKind BASIN =

使用例
１
引数

new HySObjectKind("McSample.BasinKind");

sKind

型

string

用途 種別名を設定する
戻り値

MODEL_LIB

型

HySObjectKind

用途 クラスを生成する
メソッド名 比較演算子
説明

モデル種別を比較判定する
static bool operator == (

コード
使用例

HySObjectKind csObj1, HySObjectKind csObj2)
if(csObj1== csObj2)

csObj1

２

型

HySObjectKind

用途 比較する種別識別子
引数

csObj2

型

HySObjectKind

用途 比較する種別識別子
型

bool

true：同じ種別

戻り値
用途

faluse：違う種別
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4.2.6 データリンクリストクラス(HySDataLinkedList)

データリンクリストクラス(HySDataLinkedList)は図 4.2 のように伝送データなどをリスト

形式で管理するクラスです。主に利用するメソッドを表 4.15、
表 4.16 及び表 4.17 に示します。

他のメソッドについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明がありま
す。

HySDataLinkedList

データリンクリストクラス)
データリンクリストクラス
(データリンクリストクラス

データＡ
McTransInfo
(要素間伝送データクラス)

カーソル先頭移動
SetCursorFirst()

データＢ

データ追加
AddLast()

カーソル後移動
MoveCursorNext()

McMultiSerialTranInfo※
(時系列汎用伝送データクラス)

データＣ

データ取得
GetCursorData ()

データＤ

カーソル末尾移動
SetCursorLast()

※他の継承クラスも利用可

図 4.2

データリンクリストクラスの概要
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表 4.15

HySDataLinkedList の主なメソッド一覧（１／３）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明
コード

和名：生成子

データリストを生成する
HySDataLinkedList()

HySDataLinkedList csDataList =

使用例
１

new HySDataLinkedList();

型
引数

なし

なし

用途 なし
戻り値

csDataList

型

HySDataLinkedList

用途 クラスを返す
メソッド名 オブジェクト先頭追加
説明
コード
使用例

データをリスト先頭に追加する
long AddFirst(HysDataRoot csData)

long lDataNum = csDataList.AddFirst(csData);

２
引数

csData

型

HysDataRoot

用途 追加するデータ
戻り値

lDataNum

型

long

用途 追加後のデータ数
メソッド名 オブジェクト末尾追加
説明
コード
使用例
３
引数

データをリスト末尾に追加する

long AddLast(HysDataRoot csData)

long lDataNum = csDataList.AddLast(csData);

csData

型

HysDataRoot

用途 追加するデータ
戻り値

lDataNum

型

long

用途 追加後のデータ数
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表 4.16

HySDataLinkedList の主なメソッド一覧（２／３）

項番

内容

備考

メソッド名 レコード数取得
説明
コード
使用例

データリストに登録されたレコード数を取得する
long GetCount()

long lDataNum = csInfoList.GetCount() ;

４
型
引数

なし

なし

用途 なし
戻り値

lDataNum

型

long

用途 レコード数を返す
メソッド名 カーソル位置データ取得
説明
コード

現在指定しているデータ位置のデータを取得
HysDataRoot csData GetCursorData()
McTranInfo csOutDt = null;

long lDataNum = csDataList.GetCount();

csDataList.SetCursorFirst();

使用例

for(long i=0; i<lDataNum ; i++) {

csData = (McTranInfo)csDataList.GetCursorData();

５

}

csDataList.MoveCursorNext();

型
引数

なし

なし
用途 なし

戻り値

csData

型

HysDataRoot

用途 カーソル位置のデータ
メソッド名 指定データ削除
説明

指定したデータを削除する
HysDataRoot

コード
使用例
６
引数

csData)

csRtnData

RemoveData(HysDataRoot

csDataList.RemoveData(csData)

csData

型

HysDataRoot

用途 なし

戻り値

csRtnData

型

HysDataRoot
取り外したデータ

用途

(null 時は該当データなし)
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表 4.17

HySDataLinkedList の主なメソッド一覧（３／３）

項番

内容

備考

メソッド名 カーソル後移動
説明
コード
使用例

データ位置を示すカーソルを１つ後ろに移動する
void MoveCursorNext()

csDataList.MoveCursotNext();

７
型
引数

なし

なし
用途 なし
型

戻り値

なし

なし
用途 なし

メソッド名 カーソル前移動
説明
コード
使用例

データ位置を示すカーソルを１つ前に移動する
void MoveCursorPrev()

csDataList.MoveCursorPrev();

８
型
引数

なし

なし
用途 なし
型

戻り値

なし

なし
用途 なし

メソッド名 カーソル先頭移動
説明
コード
使用例

データ位置を示すカーソルを先頭に移動する
void SetCursorFirst()

csDataList.SetCursorFirst();

９
型
引数

なし

なし
用途 なし
型

戻り値

なし

なし
用途 なし

メソッド名 カーソル末尾移動
説明
コード
使用例

データ位置を示すカーソルを末尾に移動する
void SetCursorLast()

csDataList.SetCursorLast();

１０
型
引数

なし

なし
用途 なし
型

戻り値

なし

なし
用途 なし
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4.2.7 モデルライブラリ定義クラス(McModelLibraryDefine)
モデルライブラリ定義クラスはモデルを区分するためのモデル区分の定数名を定義したクラ
スです。3.2.3

(1) 6)

モデル情報公開で使用するモデル区分の定数名はモデルライブラリ定

義クラスのメンバ変数にあります。主なモデル区分のメンバ変数を表 4.18 に示します。
表 4.18

主なモデルライブラリ定義クラスのメンバ変数[モデル区分]

項番

モデル区分の定数名

モデル区分

1 McModelLibraryDefine. MODEL_CLASSIFICATION_CAL_HYDROLOGY “水文”モデル

２ McModelLibraryDefine. MODEL_CLASSIFICATION_CAL_RIVER
３ McModelLibraryDefine.MODEL_CLASSIFICATION_CAL_ETC

“河川”モデル

“その他”モデル

４ McModelLibraryDefine.MODEL_CLASSIFICATION_CAL_MODEL_CTL “演算制御”モデル

なお上記以外のモデル区分を利用する場合は演算部ライブラリ(HymcoIF.dll)にあるモデルラ
イブラリ定義クラス(McModelLibraryDefine)を参照して下さい。
また、モデルライブラリ定義クラスにない場合は要素モデルライブラリ分類設定ファイルの値
を直接参照し、利用することもできます。モデル区分に使用する値が記述された環境ファイルの

場所は表 4.19 の通りです。
表 4.19

要素モデルライブラリ分類設定ファイルの場所
内容

名称 LibraryCategory.xml
形式 XML 形式(UTF-8)

場所 CommonMP¥Execute¥conf

説明 CommonMP で使用する要素モデルの分類を定義する環境設定ファイル
モデル区分に使用する値は LibraryCategory.xml のファイル内容に定義しています。要素モ

デルライブラリ分類設定ファイルの内容を表 4.20 に示します。
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表 4.20

要素モデルライブラリ分類設定ファイル(LibraryCategory.xml)の内容

項目

内容

ヘッダー

説明 XML ヘッダーの定型文。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

備考

<components>[属性情報]</componets>
要素モデルライブラリの区分、
説明
分類を定義するタグ。
Library>

タグ

[コンポーネント]

<Division Name = ”” ID = ””>

例

<Category Name = ”” ID = ””/>

</Division>

</Library>

<Division Name = ”要素区分名” ID = ”要素区分”>

<Category Name = ”モデル区分名” ID = ”モデル
モデル区分
モデル区分”/>
区分

</Division>
属性情報

要素モデルライブラリの各区分と
説明 分類の属性情報を定義する

Division: 要素区分／Category: モデル区分

属性情報の内容を表 4.21 に示します。
表 4.21
項番 内容
形式

要素モデルライブラリ分類設定ファイルの属性情報

<Division Name = ”要素区分名”
ID = “要素区分”>

１
説明 要素素区分名と対応する要素区分を定義する
例
形式
２

<Division Name = “演算要素” ID=”Element”>

< Category Name = ”モデル区分名”
ID = “モデル区分”>

説明 モデル区分名と対応するモデル区分を定義する
< Category Name = “水文”

例

ID=” CAL_HYDROLOGICAL_MODELS”

4-20

備考

モデル区分の値は表 4.21 にあるモデル区分を使用します。モデル区分を定義した要素モデル

ライブラリ分類設定ファイルの例を図 4.3 に示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Library>
<Division Name="演算要素" ID="Element">
<Category Name="水文" ID="CAL_HYDROLOGICAL_MODELS
CAL_HYDROLOGICAL_MODELS"/>
CAL_HYDROLOGICAL_MODELS
<Category Name="河川" ID="CAL_RIVER_MODELS
CAL_RIVER_MODELS"/>
CAL_RIVER_MODELS
<Category Name="ダム／発電" ID="CAL_DAM_MODELS
CAL_DAM_MODELS"/>
CAL_DAM_MODELS
<Category Name="用排水／地下水" ID="CAL_WATERDUCT_MODELS
CAL_WATERDUCT_MODELS"/>
CAL_WATERDUCT_MODELS
<Category Name="海岸／港湾" ID="CAL_COAST_MODELS
CAL_COAST_MODELS"/>
CAL_COAST_MODELS
<Category Name="水循環" ID="CAL_WATERCIRCULATION_MODELS
CAL_WATERCIRCULATION_MODELS"/>
CAL_WATERCIRCULATION_MODELS
<Category Name="経済関連" ID="CAL_ECONOMIC_MODELS
CAL_ECONOMIC_MODELS"/>
CAL_ECONOMIC_MODELS
<Category Name="その他" ID="CAL_MODELS
CAL_MODELS"/>
CAL_MODELS
<Category Name="演算制御" ID="CAL_CONTROL_MODEL
CAL_CONTROL_MODEL"/>
CAL_CONTROL_MODEL
<Category Name="サンプルモデル等" ID="CAL_SAMPLE_MODELS
CAL_SAMPLE_MODELS"/>
CAL_SAMPLE_MODELS
</Division>
<Division Name="入力方式" ID="Input">
</Division>
<Division Name="出力方式" ID="Output">
</Division>
<Division Name="伝送情報型" ID="TransInfomation">
</Division>
</Library>

図 4.3

要素モデルライブラリ分類設定ファイルの例

図 4.3 の例にある枠線の太字文字の部分をモデル区分の値として利用します。利用時は要素モ
デルライブラリ分類設定ファイルを参照し、設定します。
モデルライブラリ分類設定ファイルの仕様については関連文書「環境設定ファイル仕様書」を
参照して下さい。
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4.2.8 要素間構造エラー情報クラス(McStructErrorInfo)
要素間構造エラー情報クラスは 3.2.4

演算モデルクラスで使用する演算モデル間の接続

チェックしたエラー情報を設定するためのクラスです。
主なメソッドを表 4.22 に示します。
表 4.22

McStructErrorInfo の主なメソッド一覧

項番

内容

備考

メソッド名 接続チェックエラーメッセージ追加
要素間構造エラー情報に接続チェックのエラーメッセー
説明
ジを追加する
AddCheckErrorData(
HySIdentifier csID,

コード

HySKind csModelKind,
string sMessage)

csErrorInf. AddCheckErrorData(
this.GetID(),

使用例
１

McSampleModelDefine.KINEMATIC_WAVE_KIND,
"No receive data.");
csID

型

[this]は自クラスを示す
C＃予約語

HySIdentifier

用途 モデル識別子を設定する
引数

csModelKind

型

HySKind

用途 モデル種別を設定する
sMessage

型

string

用途 エラーメッセージを設定する
型
戻り値

なし

なし
用途 なし

なお各引数のモデル識別子は演算モデルクラスの識別子取得メソッド[GetID()]を使用し、モデ

ル種別は表 3.7 モデル定義クラスのメンバ変数[モデル種別]にて定義した値を使用します。
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4.2.9 要素間伝送データクラス(McTransInfo)

要素間伝送データクラスは 3.2.4 項で使用する演算モデル間の伝送データを設定するための

クラスです。ここで、伝送データの概念・構造について説明します。図 4.4 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纏め、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。
（詳細は 4.4 セル型伝送データの概要で解説）

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[
m_dData[ 0 ] : 流量
m_dData[
[ 1 ] : 水位
m_dData
m_dData[
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 4.4

伝送データの概念・構造図

利用できるクラスはセル型要素間伝送データを継承したクラスです。本クラスと継承クラ

スの関係を図 4.5 に示します。
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演算部定義ライブラリ(HymcoIF.dll)
McTransInfo
McTranInfoIFCellType
(要素間伝送データクラス) (セル型要素間伝送データクラス)

演算部基本ライブラリ(HymcoBase.dll)
McD1CellArrayTranInfo

(汎用１次元伝送データクラス)

McTimeSeriesD1CellArrayTranInfo

(汎用２次元伝送データクラス)
McD2CellArrayTranInfo

McTimeSeriesD2CellArrayTranInfo

(１次元情報時系列管理)
(2 次元情報時系列管理)

(汎用３次元伝送データクラス)

McTimeSeriesD3CellArrayTranInfo

McD3CellArrayTranInfo

(3 次元情報時系列管理)

McGeoDim2MeshTranInfo

(GIS 表示用２次元メッシュ情報)

(GIS２次元メッシュ時系列管理)

(GIS 表示用３次元メッシュ情報)

(GIS３次元メッシュ時系列管理)

McGeoDim3MeshTranInfo

(セル 1 つの時系列管理)

McTimeSeriesGeoD2MeshTranInfo

McTimeSeriesGeoD3MeshTranInfo

McTimeSeriesSingleCellTranInfo

(ユーザ伝送データクラス)
McXXXTranInfo

要素間伝送データクラスの
継承クラス群
McXXXModel
(演算モデルクラス)

継承クラスを利用可
３．演算データ公開
演算ライブラリ A(McXXX.dll)
凡例： 基本クラス

Class
(クラス名)

ライブラリ
[名前空間]

継承クラス

図 4.5

利用できる伝送データクラス

図 4.5 にある要素間伝送データクラスから継承したクラスを利用して演算データを他の演

算モデルにデータを公開します。利用できる伝送データクラスの一覧を表 4.23 に示します。
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表 4.23

伝送データクラスの一覧（１／２）

項番

内容
クラス名

McD1CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
１

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

汎用１次元情報伝送データを扱うクラス。

クラス名

McD2CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
２

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

汎用２次元情報伝送データを扱うクラス。

クラス名

McD3CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
３

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

汎用３次元情報伝送データを扱うクラス。

クラス名

McGeoDim2MeshTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
４

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明
クラス名

GIS 表示用２次元メッシュ情報伝送データを扱うクラス。
McGeoDim3MeshTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
５

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明
クラス名

GIS 表示用３次元メッシュ情報伝送データを扱うクラス。
McTimeSeriesSingleCellTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
６

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

セル１つの時系列管理情報伝送データを扱うクラス。

4-25

表 4.24
項番

伝送データクラスの一覧（２／２）
内容

クラス名

McTimeSeriesD1CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
１

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

１次元情報の時系列伝送データを扱うクラス。

クラス名

McTimeSeriesD2CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
２

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

２次元情報の時系列伝送データを扱うクラス。

クラス名

McTimeSeriesD3CellArrayTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
３

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

３次元情報の時系列伝送データを扱うクラス。

クラス名

McTimeSeriesGeoD2MeshTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
４

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

２次元メッシュ情報の時系列伝送データを扱うクラス。

クラス名

McTimeSeriesGeoD3MeshTranInfo

使用時の宣言文 using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
５

使用ライブラリ HymcoIF.dll,HymcoBase.dll,HyssopIF.dll
説明

３次元メッシュ情報の時系列伝送データを扱うクラス。

表 4.23 に 示 す 各 伝 送 ク ラ ス の デ ー タ 設 定 は セ ル 型 要 素 間 伝 送 デ ー タ ク ラ ス

(McTranInfoIFCellType)にあるメソッドを利用します。データ設定に利用する主なメソッド
を表 4.25 に示します。
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表 4.25
項番

各伝送データクラスの主なメソッド
内容

備考

メソッド名 データ追加
説明
コード
使用例

新しいレコードを追加します。
AddData(HySTimeRecordIF csAddRecord)
csTimeTranInfo.AddData(csRecored);

１
引数

csAddRecord

型

HySTimeRecordIF

用途 追加レコード
型
戻り値

なし
用途

メソッド名 セル内データ種別設定
説明

１セル内の各データの種別を設定します。
SetCellDataCharacteristic

コード
２

使用例
引数

(HySDataCharacteristicInCell csCellChara)
SetCellDataCharacteristic(csCellChara)
csCellChara

型

HySDataCharacteristicInCell

用途 １セル内の各データの種別
型
戻り値

なし
用途
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4.2.10 モデル情報クラス(McModelInfo)
モデル情報クラス(McModelInfo)はモデル情報を設定するためのクラスです。主に利用するメ

ソッドを表 4.26 に示します。他のメソッドについては CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆ
マニュアル」に説明があります。
表 4.26
項番

McModelInfo の主なメソッド一覧
内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明

和名：生成子

モデル情報を設定する
McModelInfo(

HySID csLibraryID,

コード

HySObjectKind csModelClassification,
HySObjectKind csModelKind,
HySString csModelName)

McModelPropertyInfo csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),

McModelLibraryDefine.MODEL_CLASSIFICATION_C [this]は自クラスを示す

使用例

C＃予約語

AL_LANE

McSampleModelDefine.BASIN

１

McSampleModelDefine.BASIN_NAME);
csLibraryID

型

HySID

用途 ライブラリ識別子を設定する
csModelClassific
ation

型

定数を利用
用途 モデル区分を設定する

引数
csModelKind

HySObjectKind

型

HySObjectKind

用途 モデル識別子を設定する
csModelName

型

HySObjectKind

用途 モデル名称を設定する
戻り値

csModelInfo

型

McModelInfo

用途 クラスを生成する
なお各引数のライブラリ識別子は表 3.17

演算モデルファクトリクラスのメソッド

[ファクトリ識別子生成]を使用し、モデル識別子は表 3.7

モデル定義クラスのメンバ変

数[モデル種別]にて定義した値を使用し、モデル名称は表 3.8

モデル定義クラスのメン

バ変数[モデル名称]にて定義した値を使用します。またモデル区分の値はモデルライブラ
リ定義クラス(McModelLibraryDefine)を利用します。
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4.2.11 モデル初期プロパティクラス(McModelInitialInfo)
モデル初期プロパティクラス(McModelInitialInfo)はモデルの初期値データを設定するための

クラスです。主に利用するメソッドを表 4.27 及び表 4.28 に示します。他のメソッドについて
は CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明があります。
表 4.27

McModelInitialInfo の主なメソッド一覧（１／２）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明

和名：生成子

モデル初期プロパティを設定する
McModelInitialInfo(

コード

HySID csLibraryID,HySObjectKind csModelKind)
McModelInitialInfo csRtnDt =

使用例

new McModelInitialInfo (csLibraryID, csModelKind);
HySID

１
csLibraryID

型

用途 ライブラリ識別子を設定する
HySObjectKind

引数
csModelKind

型

用途 演算モデル識別子を設定する
戻り値

csRtnDt

McModelPropertyInfo

型

用途 クラスを生成する
メソッド名 プロパティ情報形式追加
説明

プロパティ情報形式を設定する
AddInfoType(string sKey, string sPropertyName,

コード

McDefine.ValKind lObjKind)

BOOL：bool 型

csRtnDt.AddInfoType(

使用例

"m_dOutQ0",

"

流

量

初

期

McDefine.ValKind.DOUBLE);

２

sKey

型

string

用途 メンバ変数名を設定
引数

sPropertyName

型

値

",

LONG：long 型

DOUBLE：double 型

STRING：string 型

演算データクラスに
定義したメンバ変数

string

用途 項目名を設定
lObjKind

型

McDefine.ValKind

用途 データ型を設定
型
戻り値

なし

なし

用途 なし
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演算データクラスに
定義したデータ型

なおプロパティ情報形式は 3.2.5

(6) 1) 計算用データにて定義するメンバ変数の内

容を使用例のように設定します。
表 4.28

McModelInitialInfo の主なメソッド一覧（２／２）

項番

内容

備考

メソッド名 プロパティ設定
説明

モデルプロパティの値(初期値など)を設定する
bool SetInfo(string sKey, double value)

コード

bool SetInfo(string sKey, long value)
bool SetInfo(string sKey, bool value)

使用例

[double][long][bool]

bool rtn = csRtnDt.SetInfo("m_dOutQ0", 0.01);
sKey

３

value は次のデータ型可

型

string

用途 メンバ変数名を設定
引数

型
value

double,long,bool

演算データクラスに
定義したメンバ変数
プロパティ情報形式の
「McDefine.ValKind」に

用途 値(初期値)を設定
合わせる

戻り値

rtn

型

bool

true：正常

用途

false：型が不一致

メソッド名 プロパティ取得
説明

モデルプロパティの値を取得する
bool GetInfo(string sKey, ref double value)

コード

bool GetInfo(string sKey, ref long value)

値渡し処理軽減用に、

bool rtn = csRtnDt.GetInfo("m_dWidth",

Double 型変数 m_dWidth

bool GetInfo(string sKey, ref bool value)

使用例

ref m_dWidth);
sKey

４

参照渡し「ref」を付与

に取得値を格納する例
型

string

用途 取得メンバ変数名を指定
引数

型
value

double,long,bool

プロパティ情報形式の
「McDefine.ValKind」に

用途 設定値を返す
合わせる

戻り値

rtn

型

bool

true：正常(設定Ｏ)

用途

false：型が不一致(設定×)

なおプロパティ設定／取得のデータ型は「プロパティ情報形式追加」にて指定したデータ型と一
致する必要があります。一致しない場合は設定／取得しません。
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4.2.12 モデルプロパティクラス(McModelPropertyInfo)
モデルプロパティクラス(McModelPropertyInfo)はモデルのプロパティを設定するためのク

ラスです。主に利用するメソッドを表 4.29 及び表 4.30 に示します。他のメソッドについては

CommonMP のヘルプメニュー「Ｉ／Ｆマニュアル」に説明があります。
表 4.29

McModelPropertyInfo の主なメソッド一覧（１／２）

項番

内容

備考

メソッド名 コンストラクタ
説明

和名：生成子

モデルプロパティを設定する
McModelPropertyInfo(

コード

使用例
１

HySID csLibraryID,HySObjectKind csModelKind)
McModelPropertyInfo csRtnDt =

モデル情報 csMdlInfo か

csMdlInfo.GetModelKind());

設定する例

new McModelPropertyInfo (csMdlInfo.GetLibraryID(),ら、識別子情報を取得し

csLibraryID

型

HySID

用途 ライブラリ識別子を設定する
引数
csModelKind

型

HySObjectKind

用途 演算モデル識別子を設定する
戻り値

csRtnDt

型

McModelPropertyInfo

用途 クラスを生成する
メソッド名 プロパティ情報形式追加
説明

プロパティ情報形式を設定する
AddInfoType(string sKey, string sPropertyName,

コード

MCDefine.ValKind lObjKind)

BOOL：bool 型

csRtnDt.AddInfoType(

使用例

２

"m_dWidth", "川幅", McDefine.ValKind.DOUBLE);
sKey

型

string

用途 メンバ変数名を設定
引数

sPropertyName

型

LONG：long 型

DOUBLE：double 型

STRING：string 型

演算データクラスに
定義したメンバ変数

string

用途 項目名を設定
lObjKind

型

McDefine.ValKind

用途 データ型を設定
型
戻り値

なし

なし

用途 なし
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演算データクラスに
定義したデータ型

プロパティ情報形式は 3.2.5

(6) 1) 計算用データにて定義するメンバ変数の内容を

表 4.20 の使用例を参考に設定します。
表 4.30

McModelPropertyInfo の主なメソッド一覧（２／２）

項番

内容

備考

メソッド名 プロパティ設定
説明

モデルプロパティの値(初期値など)を設定する
bool SetInfo(string sKey, double value)

コード

bool SetInfo(string sKey, long value)
bool SetInfo(string sKey, bool value)

使用例

[double][long][bool]

bool rtn = csRtnDt.SetInfo("m_dWidth", 200.0D);
sKey

３

value は次のデータ型可

型

string

用途 メンバ変数名を設定
引数

型
value

double,long,bool

演算データクラスに
定義したメンバ変数
プロパティ情報形式の
「McDefine.ValKind」に

用途 値を設定
合わせる

戻り値

rtn

型

bool

true：正常

用途

false：型が不一致

メソッド名 プロパティ取得
説明

モデルプロパティの値を取得する
bool GetInfo(string sKey, ref double value)

コード

bool GetInfo(string sKey, ref long value)

値渡し処理軽減用に、

bool rtn = csRtnDt.GetInfo("m_dWidth",

Double 型変数 m_dWidth

bool GetInfo(string sKey, ref bool value)

使用例

ref m_dWidth);
sKey

４

参照渡し「ref」を付与

に取得値を格納する例
型

string

用途 取得メンバ変数名を指定
引数

型
value

double,long,bool

プロパティ情報形式の
「McDefine.ValKind」に

用途 設定値を返す
合わせる

戻り値

rtn

型

bool

true：正常(設定Ｏ)

用途

false：型が不一致(設定×)

なおプロパティ設定／取得のデータ型は「プロパティ情報形式追加」にて指定したデータ型と
一致する必要があります。一致しない場合は設定／取得しません。
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4.3 演算モデルクラスの概要
4.3.1 演算制御の概念

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。
(1) 非同期型

図 4.6 に概念図を示します。図のように、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従って計算が行われま
す。

A
A

B

B

C

C

演算モデル
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 4.6

非同期型概念図

(2) 同期型

図 4.7 に概念図を示します。図のように、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。

A
A

B

B

C

C

演算モデル
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 4.7

同期型概念図
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4.3.2 演算モデルの計算タイプ

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 4.8 に概念図を示します。図のように、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
Data Fusion()

出力デー タ（ ｔ１ ＋δｔ ）

計算によ ってδｔ進行

図 4.8

未来計算型概念図

(2) 現状計算型

図 4.9 に概要図を示します。図のように、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
は使用できますが、同期型では使用できません。

＝ 現状計算型 ＝
別要素へ
DataFusion ( )

演算結果の出 力

別要素へ

演算用入 力デー タ（ ｔ１ ）

DataFusion ( )

演算結果の出 力
Calc lation()

ｔ１

ｔ１ ＋δｔ
演算結果 データ （ ｔ１ ）
時間

Data Fusion()
Calculate ( )

演算

出力デー タ（ ｔ１ ）

Calculate( )

演算

図 4.9

Data Fusion後 時間を進 行 ｔ１ ＋δｔ

現状計算型概念図
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4.3.3 演算モデルクラス構造
このように、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。図 4.10 にクラス構
成図を示します。図のように、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

abstract

内部状態計算型
McStateCalModelBase

＝＝ 親クラス側
クラス側に実装 ＝＝
モデルの
モデル
の違いは 親クラス側
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

abstract

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。

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
ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発者が
開発する
するｸﾗｽ
開発
するｸﾗｽ

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）
ﾓﾃﾞ
ﾓﾃﾞﾙ 開発者が
開発者が
開発する
開発するｸﾗｽ
するｸﾗｽ

＝＝ 派生クラス
派生クラス側
クラス側で実装する
実装する ＝＝
派生クラス
クラス側
実装する
するメソッド
メソッド、
使用方法に
いは無
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
モデル計算処理メソッド
計算結果外部出力処理メソッド

図 4.10

Initialize（）
Calculate（）
DataFusion（）

演算モデル派生関係図

4-35

等

4.4 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。

4.4.1 伝送データの受け渡し

図 4.11 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 4.11 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
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 4.11

伝送データ受け渡し概要図

4.4.2 セル内物理対応表の作成
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 4.12 にコーディング例等を示します。
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コーディング例
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 4.12

セル内物理対応表コーディング例

4.4.3 モデルからの伝送データ設定・取得の概要

図 4.13 に概要を示します。図のように、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
McSe ndCellDataIF

セル型 時系列伝送ﾃﾞｰﾀ

受信用I/F クラス
M cReceive CellDataI F

演算モデル

演算モデル
（LinkedList 形式）
内挿処理クラス

セル内配線変換クラス
H ySCellDataGe tter

10/7 10:00

引数

10/7 10:10

タイムスタンプ設定等

10/7 10:１５

引数
......

10/7 10:20

DataFusion( )

図 4.13

Calculate(

モデルからの伝送データ設定・取得の概要図
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4.4.4 モデル間送受信 I/F クラス仕様

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。図 4.14、図 4.15 に、I/F クラスの仕様を示します。

ａ) ﾒｿｯﾄﾞ引数

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

入力接続数

注意 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

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( )
● 受信ﾃﾞｰﾀ内のセル取得（内挿処理済み）： 伝送ﾃﾞｰﾀから送られてきたセルを取得する（全セル取得）
HySCellData[] GetInterpolatedCellD1( )
HySCellData[,] GetInterpolatedCellD2( )
HySCellData[, ,] GetInterpolatedCellD3( )

１次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
２次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
３次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合

● 受信ﾃﾞｰﾀ内のセル取得（内挿処理済み）： 伝送ﾃﾞ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次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
HySCellData GetInterpolatedCell(long lCellIdx1, long lCellIdx2)
２次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
HySCellData GetInterpolatedCell(long lCellIdx1, long lCellIdx2, long lCellIdx3) ３次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
（注意） 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。
処理の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。

● 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)

図 4.14

受信用 I/F

ａ) ﾒｿｯﾄﾞ引数

protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData)
送信用I/Fｸﾗｽ

出力接続数

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 ( )

● 送信ﾃﾞｰﾀ内のセル取得： 送信するセルを取得する
HySCellData[] PrepareSendCellD1( )
HySCellData[,] PrepareSendCellD2( )
HySCellData[, ,] PrepareSendCellD3( )

１次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
２次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合
３次元配列伝送ﾃﾞｰﾀの場合

図 4.15

送信用 I/F

4-38

4.5 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。

図 4.16 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。
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
提供DLL
（MyProperty.DLL ）
ファク トリークラス
ファクトリークラス
MyModelPropertyScreenFactory ））
（（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（
クラス（ プログ ラム ）
（McMyModelPropertyScreen ）

図 4.16

モデル固有のプロパティ画面作成の概要図

作成するクラスは、図 4.17 に示すように、画面本体とスクリーンクラスです。作成手順につ
いては、関連文書「モデル開発チュートリアル」を参照して下さい。
①McMyModelPropertyScreen（CommonMP ﾋﾞｭｰｱから画面を取り扱う為のハンドルクラス）
②McMyModelDetailForm（画面本体）

図 4.17

VisualStudio を使用して作成する場合の例

4-39

4-40

