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1. はじめに
プログラム開発の分野で、当該プログラムの機能を別の形で提供することをラッピング
「wrapping」すると言い、ラッピングするためのソフトウェアをラッパー「wrapper」と呼
ぶことがある。元の機能を包み隠すためこのように呼ばれるものである。水理水文プログラ
ムは従来から Fortran で開発されることが多く、オブジェクト指向の C#というプログラム

言語で開発された CommonMP の上でそのまま利用することは不可能であるが、ラッピングを
用いれば可能となる。本マニュアルは、Fortran で開発された水理水文解析プログラムを、
ラッピングを用いて CommonMP 上で利用できるようにする手法（以降、「ラッピング手法」
と呼ぶ）を解説するものである。
ラッピング方法は種々存在するが、本マニュアルで解説するダイナミック・リンク・ライ
ブラリ（DLL）方式が実用的であることがわかってきた（参考文献１）。この手法を用いる
と、Fortran オリジナルプログラムを C#に書き換えて CommonMP 上で実装するよりもソース
コードの改変量が少なくなるとともに、演算速度の低下も C#に書き換えるよりも抑えられ
るというメリットがある（参考文献２）。しかしながら、64bitOS で開発された Fortran プ
ログラムは、ラッピングしても Ver1.4 以前の 32bit 版の CommonMP 上では稼働できない
（32bit 版の Fortran プログラムは稼働する。）というデメリットがあった。Ver1.5 以降の
CommonMP では 64bit 版のエディションが加わり、32bit 版よりも演算性能に優れる 64bit 版
の Fortran プログラムをラッピングして稼働させることが可能となった。
本マニュアルでは、Fortran で開発された水理・水文解析プログラムを、ラッピング手法
を用いて CommonMP 上で稼働させるようにする手法について解説する。本マニュアルでは、
サンプルプログラムとして、水理水文モデルとして一般的な Fortran で記述されたタンク
型流出モデル（タンクモデル）と１次元不定流河道モデル（キネマティックウェーブモデル）
を用いる。構造が単純なタンクモデルはラッピング手法の基礎的原理を理解するのに適し、
キネマチックウェーブモデルでは、文字列型や一次元配列型のより応用的な変数を扱い、実
用的なラッピング手法を学習するのに適している。これらの演算モデルを用いて、オリジナ
ル Fortran プログラムから、Fortran の演算ロジック部分をそのまま活用する部分と新たに
C#として開発する部分の切り分け、C#から Fortran または Fortran から C#への変数の受け
渡し、 Fortran の関数・サブルーチンおよび C#メソッドの宣言、デバッグ手法、要素モデ
ルとして配布するためのパッケージ化の方法を一通り習得することができるようになって
いる。
Fortran プログラムを本書の示す手法でラッピングすると、インストールや演算実行にお
いて C#で開発された通常の要素モデルとまったく変わらない挙動を示す要素モデルを開発
することができる。また、他の CommonMP 要素モデルと接続できるようになったり、演算の
タイムステップを任意に変えることができるようなったり、入力データのフォーマットの
変更に対して柔軟に対応できるといった CommonMP ならではのメリットも享受できる。
本マニュアルを用いて、ますます多くの水理水文開発プログラムの開発者が CommonMP の
要素モデルを開発できるようになるよう期待するものである。
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2. ラッピングの概要
2.1 ラッピングとは
本マニュアルで解説するラッピング手法は、DLL（Dynamic Link Library）方式である。
DLL とは、他のプログラムから動的リンクによって呼び出される機能（メソッドや関数等）
をひとまとめにしたソフトウェアであり、単独での使用はできないものである。CommonMP の
要素モデルも、DLL の形態で提供されており、CommonMP プラットフォーム本体からの指示や
接続された他の要素モデルからデータを受け取り、それに従い演算を実行する等の作業を
行っている（図-2.1）。
CommonMP の通常の要素モデルは、C#のみで開発された単独の DLL（独自プロパティ画面を
提供する機能を含める場合は、２つの DLL）から構成されているが、DLL 方式のラッピング
では、この DLL を２つの部分（プラットフォームや接続された要素モデルとの通信部分と演
算実行部分）に分割する。プラットフォームや接続された要素モデルとの通信部分（「ラッ
ピング要素モデル」と呼ぶ）は C#で新たに実装し、演算部分（「演算部 DLL」と呼ぶ）はオ
リジナル Fortran プログラムを改良して用いる。
この方法によるラッピングでは、C#で開発された要素モデルと同様の機能をもつ要素モ
デルを開発できる、ソースコードの改変量が少ない、C#のみで開発した要素モデルに比べる
と演算速度が速いというメリットがあるが、開発されたラッピング要素モデルは、特定の
DLL 演算部のための専用モデルとなり汎用性がない、オリジナル Fortran プログラムを開発
した Fortran コンパイラによりソースコードの記述方法が異なる、開発環境と実行環境の
制約が厳しくなる等のデメリットもある。これらの点を踏まえて実装する必要がある。

通常の要素モデルによる演算

ラッピングよる演算

図-2.1 通常の要素モデルによる演算とラッピングによる演算
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2.2 ラッピングにより実現できること
本マニュアルで解説するラッピング手法（DLL 方式）を用いると、通常の C#で開発した
要素モデルと同様に挙動する要素モデルを開発することができる。CommonMP の要素モデ
ルには、演算実行の他にインストールおよび削除機能、要素モデル解説書の閲覧機能があ
るが、DLL 方式よるラッピングではこれらの機能および GUI によるパラメータ入力画面の
提供も含めて同等の機能を実現することもできる。さらに、演算負荷が高い演算部分を演
算性能が C#よりもよい Fortran 実装部分が担うので、開発された要素モデルの性能は C#
のみで開発した通常の要素モデルよりもよくなる。
また、元となる Fortran プログラムを CommonMP 上で使うことにともなうメリットもあ
る。CommonMP では容易に他の要素モデルが算出した水理水文データを受け取り、計算を
行ったり、別の演算プログラムで水文水理解析演算を実施できるように他の要素モデル
に水文水理データを算出した水文水理データを渡すこともできる。CommonMP は、演算時
間ステップに関する取り扱いが柔軟であり、タイムステップの管理は、プラットフォーム
側に任せることができるので、ここで挙げた制約を考慮しても、ラッピングによる
Fortran プログラムの活用は、余りあるものであると考えられる。
ただし、ラッピングを行う上での制約事項もある。まず、開発および使用に当たっては、
OS のビット数（64bit、32bit の違い）を合わせる必要がある。64bit OS で開発されたラ
ッピング要素モデルおよび演算部 DLL は、64bit OS でしか使えず、32bit OS では利用
できない。開発されたラッピング要素モデルは、特定の演算部 DLL のための専用モデル
となり、対象とするオリジナル Fortran プログラムごとにラッピング要素モデルを開発
する必要がある。Fortran プログラムの開発に用いる Fortran コンパイラにより、演算部
DLL およびラッピング要素モデルのソースコードの記述方法が異なる。開発に当たっても、
変数の扱いにおいて留意すべき事項がある。
DLL 方式によるラッピング手法の特徴を表-2.2.1 に示す。
表-2.2.1 DLL 方式のよるラッピングの特徴
項

目

演算性能
提供できる機能
ソース改変量
開発環境・実行環
境
汎用性

内

容

オリジナル Fortran プログラムよりは遅いが、C#のみで実装した
モデルよりも速くなる。
通常の要素モデルと同様（演算、インストール、削除、GUI パラメ
ータ画面）の機能を提供できる。
少ない（約 900 行の Fortran プログラムに対して、100 行 から 200
行というデータがある。）※参考文献２
開発環境と実行環境の bit 数を合わせる必要がある。
Fortran コンパイラにより、ソースコードの記述方法に差がある。
オリジナル Fortran プログラム一つ一つに対してラッピング要素
モデルを開発する必要がある。
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2.3 本マニュアルの構成

章構成
1. はじめに
２．ラッピングの概要

3. ラッピング（DLL 方
式）の仕組み
4. 4. ラッピングの作業フロ
ー・実装手順

5. ラッピングの実装例

表-2.3 本マニュアルの構成
節構成
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1

ラッピングとは
ラッピングにより実現できること
本マニュアルの構成
ソフトウェア開発環境
CommonMP の要素モデルの構造
ラッピングの構造
データの受け渡し方法等
作業フロー・実装手順
オリジナル Fortran プログラムの構造解析
ラッピング要素モデルの設計
DLL 演算部の設計
C#から Fortran サブルーチンの利用方法
開発（デバッグ）環境の構築
ラッピング要素モデル・DLL 演算部の実装
本番環境への移行／パッケージ化
タンクモデルの実装例

5.2 キネマチックウェーブの実装例
６．サンプルプログラム等
の使い方

6.1 要素モデル
6.2 演算プロジェクト
6.3 ソースコード
6.4 「その他」フォルダ

７．ソースコード等

7.1 タンクモデル
7.2 キネマチックウェーブモデル

8．参考文献

2.4 ソフトウェア開発環境
本書で示すラッピングプログラムは以下の開発環境において実装している。ラッピン
グプログラムの作成には、下記または下記に類する開発環境を必要とする。
・Microsoft Windows 10 Pro 64bit
・Microsoft Visual Studio Professional 2013
・Intel Parallel Studio XE2017 Composer Edition for Fortran Windows
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3. ラッピング（DLL 方式）の仕組み
3.1 CommonMP の要素モデルの構造
ラッピングを行う前提条件として、CommonMP の要素モデルの構造を解説する。
CommonMP の要素モデルは、下記の４個のクラスおよびファイルから成っている（１個の
クラスがそれぞれ１個のファイルに対応している。）（参考文献３）。
①演算モデル定義クラス（XXXDefine.cs）※1
要素モデル識別子や接続情報識別子等の識別子を宣言・定義するクラス。
②演算ファクトリクラス（XXXFactory.cs）※1
シミュレーションを実施する前に、演算モデルのインスタンス※2 を生成するととも
に、接続線や要素モデルのパラメータをセットする。
③演算データクラス（XXXCalInfo.cs）※1
演算中のデータを保存するクラス。シミュレーションを終了前に中止して再開した
場合、再開に当たってこのクラスに保持されたデータが利用される。
④演算モデルクラス（XXXModel.cs）※1
接続された要素モデルからシミュレーション演算に必要なデータを受け取るととも
に、１タイムステップ分の演算を行い、接続された要素モデルに演算結果のデータを渡
す機能をもつ。また、シミュレーション演算を実施する前に内部変数を初期化する役割
も持つ。ラッピングにおいては、このクラスが演算部 DLL のサブルーチンを呼び出す。
※1：XXX の部分は、それぞれの要素モデルによって名称が異なる。
※2：プログラムをメモリー上にロードし、実行可能な状態になったもの。

演算モデル

要素モデル
演算モデル

演算モデル
演算モデル

演算モデルクラス(XXXModel.cs)

要素間伝送データ

１タイムステップ分の演算
受信

要素間伝送データ

送信

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ

読込み／書出し

演算データクラス(XXXCalInfo.cs)

演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

演算系（プラットフォーム）

図-3.1.1 要素モデルの構造
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3.2 ラッピングの構造
ここで解説するラッピング手法（DLL 方式）においては、上記④の演算モデルクラスの
一部の機能を Fortran プログラムが担うこととなる。この一部の機能を担う部分を DLL 演
算部と呼ぶことにする。DLL 演算部は、ラッピング要素モデルの演算クラス内のシミュレー
ション演算開始時に一度だけ実行される Initialize メソッド（演算モデルの初期化のため
に用いられる）と演算ステップごとに実施される Calculate メソッド（実際のシミュレーシ
ョン演算を担当する）から呼び出され、演算を実行する（メソッドとは、Fortran における
サブルーチンに相当するもの。）。したがって、Fortran で実装された DLL 演算部は、
Initialize メソッドと Calculate メソッドから呼び出されるサブルーチンをそれぞれ実装
する必要がある。

DLL演算部（Fortran）

ラッピング演算モデル

要素モデル
演算モデル

演算モデル
演算モデル

Initialize(), Calculate()メソッド

演算モデルクラス(XXXModel.cs)
要素間伝送データ

１タイムステップ分の演算
演算モデルの初期化
受信
送信

要素間伝送データ

演算中ﾃﾞｰﾀ

演算中ﾃﾞｰﾀ

読込み／書出し

演算データクラス(XXXCalInfo.cs)

演算要素間の計算順序制御
各演算要素の各種メソッドコール

演算系（プラットフォーム）

図-3.2.1 ラッピングの構造

3.3 データの受け渡し方法等
ラッピング要素モデルと DLL 演算部とのデータの受け渡しは、C#のメソッドの引数およ
び Fortran のサブルーチンの引数によって行う。また、気を付けなければならないことは、
DLL 演算部の中では、複数のサブルーチン間で共有される変数をもってはならないというこ
とである。一つのサブルーチンの中に限定されるローカル変数は利用しても問題ないが、複
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数のサブルーチンで共有される変数の値が変更された場合、この DLL 演算部を用いる他の
要素モデルにも影響が出るからである（複数のサブルーチンに共有される定数については、
問題はない。
）。これらのことから DLL 内で保存すべき要素モデルの内部状態量（タンクモデ
ルの水位等）は、すべてサブルーチンの引数として C#のラッピング要素モデル側に渡して、
ラッピング要素モデル側で保存する必要がある。
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4. ラッピングの作業フロー・実装手順
4.1 作業フロー・実装手順
ラッピングの作業は、以下の①から⑧に示したような流れとなる。特に注意すべき点は、
下記④から⑥に示したように演算モデルクラスから DLL 演算部が呼びされる関係上、両者
は相互に値の受け渡し状態を確認しながら実装を進める必要があるということである。ど
ちらか一方のみを先行して実装しても、動作確認ができないし、両者が完成した後に要素モ
デルが期待した動作をしない場合、原因を特定するのが難しくなる。
①オジリナル Fortran プログラムの構造解析を行い、入出力データ、パラメータ値、時間ル
ープの構造等を確認する。
②要素モデル名、接続仕様、入力データ、内部データ等の仕様を決定する。ラッピング要
素モデルの初期化メソッド（Initialize）および演算メソッド（Calculate）の仕様お
よび DLL 演算部の呼び出し仕様を決める。
③②の仕様に基づきラッピング要素モデルの演算定義クラスと演算ファクトリクラスを実
装する。この２つのクラスを実装することで、プラットフォーム上で開発中の要素モデ
ルを表示させ、接続線を接続させたり、パラメータ入力を受け付けることができるよう
になる。
④引き続き、 ラッピング要素モデルの演算データクラスと演算モデルクラスを実装す
る。ただし、この段階では DLL 演算部の実装が未了で演算モデルクラスから呼び出すこ
とができないので、呼び出し部分は実装しないでおく。
⑤DLL 演算の実装を始める。最初はラッピング要素モデルから値のみを受け取れるように
するのもで、演算ロジックは実装しないでおく。次にラッピング要素モデルの DLL 呼び
出し部を実装し、値の受け渡しができることを確認する。
⑥DLL 演算部の演算ロジックを実装し、DLL 演算部からラッピング要素モデルに演算結果
の値を返せるようにする。
⑦ラッピング要素モデルの DataFusion メソッドを実装し、CommonMP 上で値を出力できる
ようにする。ここまでできれば、ラッピングの演算ロジック部分は完成である。
⑧必要に応じて、要素モデルのアイコンや要素モデル解説書を設定し、要素モデルとして
配布できる形式にする。

4.2 オリジナル Fortran プログラムの構造解析
通常の水理水文解析プログラムの構造は、以下のようになっていると考えられる（図4.2）。
①パラメータ設定および地形データ等の読み込み
②パラメータの設定および内部変数等の初期化
③水文時系列データの読み込み
④水理水文解析演算実行
⑤演算結果の水文時系列データの出力

- 8 -

また、通常の③の部分は、タイムステップごとの演算を進めるループ計算（時間ループが
実装されていると考えられる。CommonMP では、要素モデルは、この構造をもつことを前提
に設計されているので、オリジナル Fortran プログラムをこの５つの部分に整理する必要
がある。

①パラメータ設定および地形データ等の読み込み

②パラメータの設定および内部変数等の初期化

③水文時系列データの読み込み

④水理水文解析演算実行（時間ループ）

⑤演算結果の水文時系列データの出力
図-4.2 水理水文モデルの演算フロー

4.3 ラッピング要素モデルの設計
ラッピング要素モデルの開発については、通常の要素モデルと基本的には同じである。異
なるところは、演算モデルクラスの中の Initialize メソッドと Calculate メソッドで DLL
演算部を呼び出す部分である（通常の要素モデルにおいては、この部分についても 演算モ
デルクラス内に C#で記述する。）。ラッピング要素モデルの設計においては、DLL 演算部で担
うべき機能を確定させて、それに従い DLL 演算部に引き渡す変数を確定させる。通常の水理
水文解析プログラムは、前述①から⑤のステップに整理されるが、このうち①および②は、
主に Initialize メソッド受け持ち、③および④は、Calculate メソッドが受け持つ。⑤は、
DataFusion というメソッドが受け持つが、この部分については、DLL 演算部に依存する部分
がないので、ラッピング要素モデル単独で設計できる。DLL 演算部の呼び出しは、C#から
Fortran のサブルーチンの呼び出す形で行われるが、サブルーチン名の付け方や変数の受け
渡し方に Fortran コンパイラ特有の仕様があるので、注意が必要である(4.5
Fortran サブルーチンの利用方法」に詳述）。
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「C#から

①パラメータ設定および地形データ等の読み込み
Initializeメソッド
②パラメータの設定および内部変数等の初期化

③水文時系列データの読み込み
Calculateメソッド
④水理水文解析演算実行（時間ループ）

⑤演算結果の水文時系列データの出力

DataFusionメソッド

図-4.3 演算モデルクラスの設計

4.4 DLL 演算部の設計
DLL 演算部の設計については、オリジナル Fortran プログラムの構造解析に基づき、変数
初期化部と時間ループ部に分けることをから始める。そして、それぞれについて、ラッピン
グ要素モデルの Initialize メソッドおよび Calculate メソッドから呼び出すことができる
ようにサブルーチンの仕様（引数）を決めればよい。その際、DLL 演算部は、オリジナル
Fortran プログラムのサブルーチン間で共通して利用する広域変数（グローバル変数）を保
持することができないので、それらの変数もサブルーチンの引数にして、ラッピング要素モ
デル側に渡す必要がある（広域変数を使った場合は、その要素モデルを単一演算プロジェク
トに複数配置したときに、当該要素モデル同士で変数値が影響を受けることがある。）。
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オリジナルFortranプログラム

ラッピング要素モデル（C#）

DLL演算部（Fortran）

① パラメータ設定および地
形データ等の読み込み

Subroutine...

Initializeメソッド
②パラメータの設定および
内部変数等の初期化

引数
パラメータ
地形データ等

受け渡し

引数
パラメータ
地形データ等

③ 水文時系列データの読み
込み

Calculateメソッド
④ 水理水文解析演算実行

引数
水文量時系列データ
（水位、流量等）
内部変数（タンク水等）

図-4.4

Subroutine...

受け渡し

引数
水文量時系列データ
（水位、流量等）
内部変数（タンク水等）

DLL 演算部の設計

4.5 C#からの Fortran サブルーチンの利用方法
CommonMP のラッピング手法においては、ラッピング要素モデルの C#のメソッドから DLL
演算部の Fortran のサブルーチンを呼び出す必要がある。変数の受け渡しは、メソッドおよ
びサブルーチンの引数で行う。コーディングの書式が Fortran コンパイラによって異なる
ので、注意が必要である。ここでは、主として Intel Fortran による解説を行い、参考まで
に、GNU Fortran の書式についても掲載する。
C#側においては、プログラムの冒頭に、演算部 DLL の C#プログラムからの呼び出しを有
効にするために、リスト-4.5.1 に記述した宣言を加え、当該メソッドを実施させる箇所に
当該メソッドを記述する。1 行目に演算部 DLL へのファイルパスを記述し、C#プログラムか
ら演算部 DLL へアクセスできるようにする。2 行目がサブルーチン名の宣言であり、Fortran
サブルーチンと同じ名前にする必要がある。3 から 6 行目は引数の宣言である。3 行目は、
倍精度の変数であり、ref キーワードを付けて、参照渡しとする。4 行目は long 型の整数変
数であり、これも ref キーワードを付けて、参照渡しとする。5 行目は、倍精度の配列の宣
言である。これには、ref キーワードを付けない（ref キーワードを付けなくても自動的に
参照渡しとなる。）。4 行目の long 型の整数は、5 行目の配列のサイズ（要素数）とすること
を意図している。C#から Fortran には配列宣言だけではその配列のサイズを渡すことはで
きないので、このように 2 つの宣言に分けて宣言することとなる。この long 型の整数は、
Fortran では Integer として扱われる。C#の整数型のデフォルトである int は使うことが
できないので、注意が必要である。6 行目は、文字列型である。ここではファイルパスを渡
すことを想定している。C#の文字列変数は文字列長の制限がないが、リスト-4.5.2 で示す
Fortran のサブルーチン引数側でサイズを規定しているので、その文字列長を超えることは
できない。
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リスト-4.5.1（C#プログラム）
01: [System.Runtime.InteropServices.DllImport(@"C:\...\McSimpleTankExecute.dll")]
02: public static extern void DLL_FUNC(
03:

ref double Qini,

04:

ref long sec_num,

05:

double[] Q,

06:

string filePath

07: );

続いて、C#から呼び出される Fortran 側のサブルーチンについて述べる（リスト-4.5.2）。
1 行目は、サブルーチンの宣言である。サブルーチン名は、C#のメソッド名と同一とする。
引数の名前は任意でよい。引数の並び順により、C#メソッドのどの引数の値を受け取るか区
別される。特に理由がなければ、混乱を避けるためのも、C#メソッドと同じ引数名を用いる
のが適当である。2 行目は、Intel Fortran 特有の記述であり、Intel Fortran を用いた場
合は、サブルーチン宣言行の次にこの記述を加える。5 行目は引数で用いている倍精度浮動
小数点数の変数、6 行目は整数型変数の宣言である。7 行目は倍精度浮動小数点数の配列の
宣言であり、配列のサイズを一緒に設定している。ここでは、C#に合わせてインデックスが
0 から始まるようにしている。Fortran のデフォルトである 1 から始まるように宣言しても
構わないが、その場合は Fortran と C#で配列のインデックスがずれるので、受け渡しのと
きに、インデックスを変換する必要が出てくる。8 行目は文字列型の変数引数の宣言である。
ここでは文字列長を 200 としているが、余裕をもった大きさの整数であれば任意の数で構
わない。

リスト-4.5.2（Fortran サブルーチン）
01: subroutine DLL_FUNC(Qini, sec_num, Q, FilePath)
02:

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_FUNC

03:

implicit none

04:
05:

double precision Qini

06:

integer sec_num

07:

double precision Q(0:sec_num-1)

08:

character FilePath*200

09:
10:

……以下、演算ロジック実装……
…………

XX: end subroutine DLL_FUNC

GNU Fortran を用いる場合は、C#メソッドおよび Fortran サブルーチンの宣言部分に若干
の違いがある。リスト-4.5.3 に DLL 演算部の Fortran サブルーチンの宣言部分を載せる。
2 行目の Fortran コンバイラ特有の記述部分に違いが見られる。同様に、DLL 演算部を呼び
出す C#のコードのメソッド宣言部分をリスト-4.5.4 に載せる。2 行目のメソッド名が
Fortran のサブルーチン名の最後にアンダースコアを付けたものになっている。
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リスト-4.5.3（Fortran サブルーチン）
01: subroutine DLL_FUNC(Qini, sec_num, Q, FilePath)
02:

!GCC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_FUNC

リスト-4.5.4（C#プログラム）
01: [System.Runtime.InteropServices.DllImport(@"C:\...\McSimpleTankExecute.dll")]
02: public static extern void DLL_FUNC_(ref double Qini, ref long sec_num, ref double Q, string FilePath)

4.6 開発（デバッグ）環境の構築
ここでは、Fortran プログラム、C#プログラムとも Microsoft Visual Studio 2013（VS2013）
を用いて 64bit 環境下で開発を行うことを前提に解説する。
Fortran で実装する DLL 演算部は、ダイナミック・リンク・ライブラリの形式で出力する
こととなるので、VS2013 のプロジェクトの開発対象をダイナミック・リンク・ライブラリ
にする。（VS2013 を立ち上げ、［ファイル > 新規作成 > プロジェクト］メニューを選択し
て、
「インテル（R）Visual

Fortran、ダイナミック・リンク・ライブラリー」を選択する。

(図-4.6.1)）
。プロジェクトの名称は任意でよい。デフォルト設定では、VS2013 のプロジェ
クト名に拡張子（.dll）を付けたものが出力される DLL の名称になる。ここでは、出力され
た DLL が他の開発者の開発する DLL と名称が重複しないようにするため、要素モデルの名
称設定方法にもとづき「jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute」とすることとする。

図-4.6.1 Fortran プロジェクトの作成
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また、作成するプログラムを 64bit にするため、当該ソリューションのプロパティページ
を開き、構成プロパティのタブを選択し、対象プラットフォームを x64 にする（図-4.6.2）。

図-4.6.2 Fortran プロジェクトの設定（64bit）
ラッピング要素モデルを開発するときに必要になるので、出力される DLL のパスを確認
しておく（図-4.6.3:今回の場合は、C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\Debug\
jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll である。）。

出力された DLL

図-4.6.3 DLL 演算部の出力パスの確認
ラッピング要素モデルの開発も Visual Studio を用いて行う。通常の要素モデル開発と
同様に CommonMP 要素モデル開発のための Visual Studio のソリューションファイル
「CommonMP インストールディレクトリ\Source\HYMCO\OptionImpl\
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ModelDeveloperExpressEdition\TestModelDeveloperMainExp.sln」を Visual Studio から立
ち上げる。ここでは、64bit で開発するので、ソリューション「TestModelDeveloperMainExp」
のプロパティ画面を開いて、構成プロパティにおいて対象プラットフォームを x64 にする
(図-4.6.4)。

図-4.6.4 C#プロジェクトの設定（64bit）

4.7 ラッピング要素モデル・DLL 演算部の実装
ラッピングの実装については、ラッピング要素モデルの実装に続いて、DLL 演算部の順で
行い、動作確認しながら実装するのが確実である。ラッピング要素モデルについては、通常
の要素モデルとほぼ同様の手法で実装を進めることができる。ラッピング要素モデルの各
クラスの実装の順番は、演算定義クラス、演算ファクトリクラス、演算データクラスの順で
行う。この３つのクラスに関しては、DLL 演算部とは独立して実装でき、動作確認もできる。
この３つのクラスの実装が完了した後、演算モデルクラスを実装する。演算モデルクラスに
ついては、DLL 演算部を呼び出す部分があるので、DLL 演算部と一緒に実装を進める。その
際、Fortran で開発した DLL の呼び出しを有効にするため、「4.6 開発（デバッグ）環境の
構築」で確認した Fortran で開発した DLL の出力パスを演算モデルクラスの中でリスト-4.7
のように指定する。
開発中の要素モデルの変数の値の確認については、コンソール画面出力が使えないので、
時系列データであればポート出力を出力要素モデルを介して確認するか、テキストファイ
ル出力を使って確認するとよい。これも通常の要素モデルの実装と同様である。
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リスト-4.7（DLL 演算部のパスの指定）
01:private const string sDllFileName = @"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug\jp.xx.yyyy.McS
impleTankExecute.dll";
02:[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]
03:private static extern void DLL_CALC(ref double Rain, ref double Q);

4.8 本番環境への移行／パッケージ化
デバッグが完了した要素モデルをそのまま、CommonMP の実行環境にインストールしても
動かすことはできない。ラッピング要素モデルから DLL 演算部の DLL を見つけられるよう
にパスの設定を変更する必要がある。本番環境の移行には、要素モデルをパッケージ化しな
い方法とパッケージ化を行う方法がある。パッケージ化しない方法が簡易であるが、ユーザ
が当該要素モデルをインストールする作業が煩雑になる。パッケージ化したものは、
CommonMP の要素モデルのライブラリ管理メニューからインストールや削除できるようにな
るので、パッケージ化しないものよりもユーザフレンドリと言える。

4.8.1 パッケージ化しない方法
まず、DLL 演算部へのパスを本番環境に合わせて次のように変更する。DLL 演算部の DLL
は CommonMP インストールディレクトリの Execute\bin\FortranModelDll ディレクトリに置
かれることになっているので、ラッピング要素モデルの DLL からの相対パスを設定する（リ
スト-4.8）。
（ここでは、2 行で、開発時の DLL のパスをコメントアウトして、1 行目の本番
環境のパスを有効にしている。）

リスト-4.8（DLL 演算部のパスの指定）
01: public const string sDllFileName = @"FortranModle\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll";
02: //public const string sDllFileName = @"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug\jp.xx.
yyyy.McSimpleTankExecute.dll";

完成した要素モデル（ラッピング要素モデルと DLL 演算部）はそれぞれ、CommonMP イン
ストールディレクトリの Execjte\bin ディレクトリと Execute\bin\FortranDll ディレクト
リにコピーすれば、CommonMP 上で使えるようになる。

4.8.2

パッケージ化する方法

パッケージ化する場合は、DLL 演算部のパスを変更するとともに、必要に応じてファクト
リクラスファイルのソースコードに記述されている要素モデルの独自アイコンのパスと要
素モデル解説書のパスを付け加える。そして、図-4.8 のような階層にファイルを配置して、
階層全体を ZIP 形式によりアーカイブする。

- 16 -

ラッピング要素モデルのDLL

DLL演算部のDLL

独自アイコンファイル（任意）

要素モデル解説書のファイル（任意）

図-4.8 パッケージ化する場合のファイルの配置
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5. ラッピングの実装例
ここでは、ラッピング手法の実装例としてタンクモデル（流出モデル）とキネマチックウ
ェーブモデル（開水路不定流モデル）の２例について実装例を用いて実装手法を解説する。
タンクモデルは、１段タンクの単純なモデルで、初めてラッピング手法を学習するのには
適していると考えられる。また、開水路不定流モデルでは、ラッピング要素モデルと DLL 演
算部間で配列型のデータや文字列を送受信するとともに、水文データ以外に断面データフ
ァイルを読み取る仕様となっているので、より複雑なラッピング手法を学習するのに適し
ている。

5.1
5.1.1

タンクモデルの実装例
対象演算モデル（プログラム）の概要

ここでは、扱うタンクモデル（図-5.1.1）は、１段タンクのモデルである。タンクの側方
および底面に流出孔を一つずつもつ。支配方程式は、下記のとおりとなる。
支配方程式
連続式：
dH
= 𝑟 − 𝑞1 − 𝑞2
dt
運動方程式：

𝑞1 = 𝐴1 (𝐻 − 𝐿1 )

H ≥ 𝐿1

𝑞1 = 0

のとき

H < 𝐿1

のとき

𝑞2 = 𝐴2 𝐻
Area
(𝑞1 + 𝑞2 )
Q=
3.6
ここに、H: タンク水位（mm）、t: 時間（hour）、r: 雨量流入高（mm/h）、
q1: 側面流出高（mm/h）、q2: 底面流出高（mm/h）、L1: 流出孔高さ（mm）、
A1: 側方孔流出係数、A2: 底面孔流出係数、Area: 集水面積（km2）、
Q: 流量（m3/sec）

図-5.1.1 タンクモデルの構造
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5.1.2

オリジナル Fortran プログラムの構造解析

本オリジナル Fortran プログラムのソースコードをリスト-5.1.2 に示す。
1～11 行目の SimpleTank_data モジュールで各サブルーチン共通で用いる変数を宣言し
ている。それぞれの変数の意味は、後ろに続くコメント文に記載されているとおりである。
13～19 行目がメインプログラム（SimpleTank）で、このなかで３つのサブルーチンを呼
び出している。それぞれ、ReadData（データの読み込み）、Calculate（流出計算）および
Output（ファイル出力）である。
21～ 68 行目のサブルーチン ReadData は、まず 31～42 行目でテキストファイル
simulation.ctl からシミュレーションに用いるパラメータを読み込む。そして、44～50 行
目で雨量データの入ったファイルを１回読み雨量データの個数を数え、タイムスタンプと
雨量データおよび流量データを保持する配列（それぞれ timestamp、rain、Q）の要素数を
決定し、52～55 行目で割り当てる。
58～66 行目のループで、雨量データファイルからタイムスタンプと雨量の時系列データ
を読み取り、それぞれ配列 timestamp 、rain に格納する。
70～107 行目のサブルーチン Calculate で流出計算を実施する。78～84 行目でタンクの
初期水位から１ステップ目の流出高（mm/h）および流出量（m3/s）を計算する。86 行目で現
行のタンク水位を１ステップ前の水位を保持する変数（Hpre）に格納する。
88～106 行目が流出計算を実施するメインループである。ループカウンタとしてタイムス
テップ番号を格納する 変数 t を用いて、ループを１回回すごとに１増加させている。89～
95 行目が 1 ステップ分タンク水位の変化量の計算であり、97 行目で１ステップ前のタンク
水と水位変化量から現在のタンク水位高を計算し、変数 H に格納している。98～104 行目で
現在のタンク水位を用いて各流出高からの流出高を求めて、流出高に流域面積を乗じるこ
とにより流量を算出している。105 行目で次のステップを計算するために、現行のタンク水
位を 1 ステップ前のタンク水位を格納するための変数 Hpre に格納する。
全タイムステップ分の計算が完了したら、サブルーチン Output により計算結果をファイ
ル出力する。

リスト-5.1.2 タンクモデルのオリジナル Fortran ソースコード（SimpleTankFor.f90）
001: module SimpleTank_data
002:

implicit none

003:
004:

double precision Dt

! time step(sec)

005:

character output_file*30

! Output File Name

006:

double precision Area, A1, A2, L1

! parameters for A1, A2, L1

007:

double precision Hini

! Initial Water Level of Tank

008:

integer step_num

! Total Time Step Number

009:

character*30, allocatable :: time_stamp(:)

! Character String of Time Stamp

010:

double precision, allocatable :: rain(:), Q(:) ! Rain(mm/h), Discharge(m3/s)

011: end module
012:
013: program SimpleTank
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014:

implicit none

015:
016:

call ReadData()

017:

call Calculate()

018:

call Output()

019: end program SimpleTank
020:
021: subroutine ReadData()
022:

use SimpleTank_data

023:

implicit none

024:
025:

character*30 rain_file

026:

character*100 line_buf

027:
028:

integer i

029:

integer line_num

030:
031:

open(1, file='simulation.ctl', status='old')

032:
033:

read(1, '(20x,f10.3)') Dt

034:

read(1, '(20xa30)') rain_file

035:

read(1, '(20xa30)') output_file

036:

read(1, '(20x,f10.3)') Area

037:

read(1, '(20x,f10.3)') A1

038:

read(1, '(20x,f10.3)') A2

039:

read(1, '(20x,f10.3)') L1

040:

read(1, '(20x,f10.3)') Hini

041:
042:

close(1)

043:
044:

open(2, file=rain_file, status='old')

045:

line_num=0

046:

do

047:
048:
049:

read(2, *, end=999)
line_num=line_num+1
end do

050: 999 close(2)
051:
052:

step_num=line_num-3

053:

allocate(time_stamp(step_num))

054:

allocate(rain(step_num))

055:

allocate(Q(step_num))

056:
057:

open(3, file=rain_file, status='old')

058:

do i=1, line_num

059:

if(i < 4) then

060:

read(3,*)

061:

cycle

062:

end if

063:

read(3,'(a25)') line_buf

064:

time_stamp(i-3)=line_buf(1:16)

065:

read(line_buf(18:25),*) rain(i-3)

066:

end do

067:

close(3)

068: end subroutine ReadData
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069:
070: subroutine Calculate
071:

use SimpleTank_data

072:

implicit none

073:

integer t

074:

double precision H,Hpre

! Current and Previous Water Level of Tank

075:

double precision Din,D1,D2

! Depth of Rainfall and Runoff for 1 step

076:

double precision Q1,Q2

! Depth of Runoff par hour

077:
078:

Q2=A2*Hini

079:

if(Hini<L1) then

080:
081:
082:

Q1=0.0
else
Q1=A1*(Hini-L1)

083:

end if

084:

Q(1)=Area*(Q1+Q2)/3.6

085:
086:

Hpre=Hini

087:
088:

do t=2,step_num

089:

Din=Dt/3600.0*rain(t-1)

090:

D2=A2*Hpre*Dt/3600.0

091:

if(Hpre<L1) then

092:
093:

D1=0.0
else

094:
095:

D1=A1*(Hpre-L1)*Dt/3600.0
end if

096:
097:

H=Hpre+Din-D1-D2

098:

if(H<L1) then

099:
100:

Q1=0.0
else

101:

Q1=A1*(H-L1)

102:

end if

103:

Q2=A2*H

104:

Q(t)=Area*(Q1+Q2)/3.6

105:
106:

Hpre=H
end do

107: end subroutine Calculate
108:
109: subroutine Output
110:

use SimpleTank_data

111:

implicit none

112:

integer t

113:
114:

open(4, file=output_file, status='replace')

115:

write(4,'(a)') 'Time, Discharge'

116:

do t=1,step_num

117:

write (4, '(a16,a1,f0.3)') trim(time_stamp(t)),',',Q(t)

118:

end do

119:

close(4)

120: end subroutine Output
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5.1.3

ラッピング要素モデルの設計

オリジナル Fortran プログラムの構造を解読して、まず入出力データがどのようなもの
があるかを把握する。このタンク型流出モデルの場合は、入力データは流域平均雨量の時
系列データであり、出力データは流量データである。この他に、入力データファイル名およ
び出力データファイル名、タンク型流出モデルの各種パラメータをテキストファイルから
読み込むようになっている。これを CommonMP の要素モデルの形式にすると図-5.1.3.1 のよ
うな構造にする方法が考えられる。
原則として、CommonMP の要素モデルでは、水文データは入出力要素モデル等から伝送リ
ンクを通して受け渡しすることとしている。この場合は、流域平均雨量をポイント時系列
情報として受け取り、流量をポイント時系列情報として出力するようにする。計算に必要
なパラメータおよび初期値は要素モデルのプロパティ画面からから入力するようにする。

図-5.1.3.1 タンクモデルの要素モデルの構造
ラッピング要素モデルの演算モデルクラスで実装するべき主なメソッドは、演算条件の
初期化を行う Initialize メソッド、１演算ステップ分の計算を行う Calculate メソッドお
よび演算結果を出力する DataFusion メソッドである。これらのうち、DLL 演算部で実施す
べき処理は、演算条件の初期化（Initialize メソッドから呼び出すサブルーチンが担当）
と１演算ステップ分の計算（Calculate メソッドから呼び出すサブルーチンが担当）がある
が、このタンク型流出モデルの初期化は初期のタンクの水位を設定するだけであり単純な
ので、ラッピング要素モデル側で実施することとする。よって、DLL 演算部側で実施する
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部分は、Calculation メソッドと DataFusion メソッドのみである。また、DLL 演算部では、
内部状態量を保持することができないので、サブルーチンの引数としてラッピング要素モ
デルからの呼び出し時にすべて受け渡しし、ラッピング要素モデル側で保持することとす
る（図-5.1.3.2）。

DLL演算部（Fortran）
DLL_CALC(H, Rain, Dt, Area, A1, A2, L1, Q)

Initialize()

Calculate()

DataFusion()

ラッピング要素モデル（C#）
図-5.1.3.2 タンクモデルの要素モデルの構造

5.1.4 DLL 演算部の設計
DLL 演算部では、ラッピング要素モデルからデータを受け取り、演算を実行し、再びラッ
ピング要素モデルに返す機能を持つ。図-5.1.3.2 に示したとおり、このタンク型流出モデ
ルのサンプルでは、１演算ステップ分の計算（Calculate メソッドから呼び出すサブルーチ
ン）のみを担当することとする。要素モデルから伝送されるデータは、Fortran のサブルー
チンの引数として受け取り、同じ引数として返す（データを受け渡すというよりは、ラッピ
ング要素モデルの C#プログラムと DLL 演算部の Fortran プログラムでメソッドおよびサブ
ルーチンの変数を共有するというイメージである。）。ラッピング要素モデルから計算に必
要な変数をすべて引数として受け取ることとなり、引数の数が多くなり煩雑になるので、
注意が必要である（本タンクモデルの場合は、8 個となる。変数には演算時間間隔⊿T 等の
定数も含め、
すべての CommonMP 側で定義した計算に必要な変数を含めなければならない。）
。
また、C#と Fortran では変数の取扱いに違いがあることにも注意を払う必要がある。C#の
配列のインデックスは常に 0 から始まるのに対して、Fortran ではデフォルトでは 1 から
始まる。また、C#から Fortran に配列データを渡すときは、配列変数本体の他に配列サイ
ズを別データで渡す必要がある。Fortran とそれに対応する C#の変数の宣言方法を表-5.1.4
に示す。
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表-5.1.4 変数宣言の方法
変数の種類

C#

Fortran

整数型※1

long A

integer A

単精度実数

float A

real A

倍精度実数

double A

double precision A

long[] A = new long[30];

Integer len

float[] A = new float[30];

integer A(0:len-1)

double[] A = new double[30];

real A(0:len-1)

long len = A.length();

double precision A(0:len-1)

string A = “ABC”;

Integer len

long len = A.length();

character A*len

配列※2

文字列※2

※1：C#の整数型は通常 int を用いるが、ここでは long 型にしないと変数宣言時にエラーが発生する。
※2：C#変数の配列長および文字列長は、当該変数とは別の変数で Fortran プログラムに伝える必要があ
る。

5.1.5 ラッピング要素モデルの実装
ラッピング要素モデルの実装は、通常の C#で実装した要素モデルとあまり変わらない。
DLL 演算部を呼び出すメソッドの部分が異なるだけであり、この部分を最後に残して、動作
確認しながら実装していく。前述のとおり要素モデルは、演算モデル定義クラス、演算ファ
クトリクラス、演算データクラス、および演算モデルクラスの４つのクラス（ファイル）か
ら構成されており、この順番で実装していく。DLL 演算部を呼び出す部分は、演算モデルク
ラスの中で実装されるので、この部分だけは、DLL 演算部の実装と一緒に行っていく。ここ
では、CommonMP は C:\CMP\Ver1.6\ディレクトリにインストールされているという前提で解
説を行う。

5.1.5.1 開発環境の構築
C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Source\HYMCO\OptionImpl\ModelDeveloperExpressEdition デ
ィレクトリの中にある Visual Studio のソリューションファイル「TestModelDeveloper
MainExp.sln」をダブルクリックして、Visual Studio を立ち上げる（図-5.1.5.1.1）。
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ダブル
クリック

図-5.1.5.1.1 Visual Studio の起動
次に対象システムを 64bit にセットする。Visual Studio が立ちあがったら、［ビルド >
構成マネージャー］メニューを選択し、「構成マネージャー」ウィンドウを開く。そして、
「アクティブソリューションプラットフォーム」の項を x64 にセットし、「閉じる」ボタン
をクリックする（図-5.1.5.1.2）。

図-5.1.5.1.2 対象システムを 64bit に設定

この状態で、［ビルド > ソリューションのリビルド］メニューを選択して、CommonMP の
開発環境自体を 64bit モードでコンパイルし直す。すると、エラーメッセージが出てくる
ので、これを１つ１つ修正していく（図-5.1.5.1.3）。
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18 エラー
左クリックで
エラーメッセジ一覧

「プロパティ」
を選択

図-5.1.5.1.3 ビルド・エラー
ここでは、18 個のエラーが発生している。例えば、下図の 74 番のエラーは、エラーメッ
セ ー ジ か ら 、 MyModelProperty プ ロ ジ ェ ク ト で 発 生 し て い て 、 「 copy
en\MyModelProperty.resources.dll ..\..\..\..\..\..\Execute\bin\en」というコマンド
でエラーが発生していることがわかる（図-5.1.5.1.4）。そこで、ソリューションエクスプ
ローラーの中の MyModelProperty プロジェクトのアイコンを右クリックして、「プロパテ
ィ」を選択して、MyModelProperty プロジェクトのプロパティ画面を表示させる。

図-5.1.5.1.4 ビルド・エラー

ビルドイベントのタブをクリックして、「ビルド後に実行するコマンドライン」のコマ
ンド文字列の先頭に「REM」を入力し、コメントアウトする（図-5.1.5.1.5）。
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「REM」と入力

図-5.1.5.1.5 ビルド・エラーの修正

作業を保存した後、［ビルド > ソリューションのビルド］を実行すると、エラーが１
個減っていることが確認できる。同様に残り 17 個のエラーを修正する（図5.1.5.1.6）。

図-5.1.5.1.6 ビルド・エラーの修正（確認）

エラーがすべてなくなった後、［デバッグ > デバッグなしで実行］を選択し、 開発環
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境から CommonMP が立ち上がってきたら、開発環境の構築は完了である（図5.1.5.1.7）。

図-5.1.5.1.7 CommonMP 開発環境の構築完了

5.1.5.2

要素モデルのひな形のコピー

CommonMP の要素モデルは、基本的に CommonMP のインストールディレクトリ内にある要素
モ デ ル の ひ な 形 を 基 に し て 実 装 す る 。 CommonMP の 要 素 モ デ ル 開 発 環 境 は 、
C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Source\HYMCO\OptionImpl ディレクトリにある。この中に要素モ

デルのひな形となるファイルを収めたフォルダ MyModel がある。これを同じディレクトリ
にコピーし、分かりやすい名前をつける。ここでは、jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper と
する（図-5.1.5.2.1）。
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コピーして、名前を変更

図-5.1.5.2.1 要素モデルのひな形のコピー
jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper ディレクトリの中にある C#のプロジェクトファイルの
名前を「MyModel.csproj」から分かりやすい名前に変更する。ここでは、ディレクトリ名を
合わせて「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper.csproj」に変更する（図-5.1.5.2.2）。

名前変更

図-5.1.5.2.2 C#プロジェクトファイルのファイル名変更

5.1.5.3

開発中の要素モデルの開発環境への読み込み

Visual Studio のソリューションエクスプローラー上のソリューション「TestModel
DeveloperMainExp」を右クリックして、コンテキストメニューから［追加 > 既存のプロ
ジェクト］を選択する（図-5.1.5.3.1）。
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右クリックして、既存のプロジェクトを追加する。

図-5.1.5.3.1 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(1)
「既存プロジェクトの追加」ダイアログが開くので、
「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」
ディレクトリ内の「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper.csproj」を選択して、開く（図5.1.5.3.2）。

図-5.1.5.3.2 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(2)

ソリューションエクスプローラー上に「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」プロジェクト
が表示されたのが確認できる（図-5.1.5.3.3）。
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図-5.1.5.3.3 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(3)

ソリューションエクスプローラー上の「TestModelDeveloperMainExp」プロジェクトの参
照設定アイコンを右クリックし、「参照の追加」を選択する（図-5.1.5.3.4）。

図-5.1.5.3.4 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(4)
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参照マネージャーウィンドウが現れるので、jp.xx.yyyy.McSimpleTankModelWrapper を
選択する。これで、開発環境上に開発中の要素モデルを読み込むことができる（図5.1.5.3.5）。

図-5.1.5.3.5 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(5)

４つのクラス（演算モデル定義、演算モデルファクトリ、演算データ、演算モデル）ファ
イル名をソリューションエクスプローラー上から図-5.1.5.3.6 のように変える（クラス名
も自動的に変更される。）。
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図-5.1.5.3.6 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(6)
ソリューションエクスプローラー上から jp.xx.yyyyy.McSimpleTankWrapper プロジェク
トのアイコンを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティを選択する。アセン
ブリ名を下記のように変える。アセンブリ名とは、出力される DLL のファイル名のことで
ある（図-5.1.5.3.7）。

図-5.1.5.3.7 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(7)
CommonMP 上に表示される要素モデル名を変更し、開発中の要素モデルが呼び込まれてい
ることを確認する。ソリューションエクスプローラー上の
jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper プロジェクトの演算モデル定義クラス
「McSimpleTankWrapperDefine.cs」のアイコンをダブルクリックし、エディタ上にソース
コードを表示させる。エディタ上の McSimpleTankWrapperDefine.cs の変数 MY_MODEL_NAME
の値が表示モデル名になるので、これを任意の文字列に変える。ここでは「"Wrapping
Model for Simple Tank"」と入力することにする（図-5.1.5.3.8、リスト-5.1.5.3.1）。
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図-5.1.5.3.8 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(8)

リスト-5.1.5.3.1
01: public static readonly HySString MY_MODEL_NAME = new HySString("Simple Tank Model for Wrapping");

「McSimpleTankWrapperFactory.cs」のアイコンをダブルクリックし、エディタ上にソ
ースコードを表示させる。エディタ上の McSimpleTankWrapperFactory.cs の McModelInfo
メソッドの引数の HySObjectKind の値が要素モデルのカテゴリのになるので、これを
"CAL_HYDROLOGICAL_MODELS"に変える。これで「水文（Hydrology）」のカテゴリーに要素
モデルが表示されることになる（図-5.1.5.3.9、リスト-5.1.5.3.2）。

図-5.1.5.3.9 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(9)

リスト-5.1.5.3.2
01: new HySObjectKind("CAL_HYDROLOGICAL_MODELS"),

入力が完了したら、ソースコードを上書き保存し、ビルドしてからデバッグなしで実行
する。CommmonMP 上のライブラリ管理画面上の水文（Hydrology）のカテゴリーに開発中の
要素モデル「Wrapping Model for Simple Tank」が表示されていることが確認できる。
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図-5.1.5.3.10 開発中の要素モデルの開発環境への読み込み(10)

5.1.5.4

名前空間の変更

要素モデルで用いるメンバー変数名やメソッド名の他の開発者の要素モデルとの重複を
避けるため名前空間をデフォルト名から変更する。Visual

Studio のソリューション・エ

クスプローラから jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper プロジェクト右クリックし、プロパ
ティ画面を開く。表示された画面の「アプリケーション」のタブをクリックし、「規定の
名前空間」の入力欄の値を「jp.xx.yyyy」に変更する（図-5.1.5.4.1）。
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「jp.xx.yyyy」に変更

図-5.1.5.4.1 名前空間の変更(1)
また、４つのソースファイル（McSimpleTankWrapperDefine.cs、
McSimpleTankWrapperFactory.cs、McSimpleTankWrapperCalInfo.cs、
McSimpleTankWrapperModel.cs）の名前空間（namespace）を「jp.xx.yyyy」に変更する
（図-5.1.5.4.2）。
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「jp.xx.yyyy」に変更

図-5.1.5.4.2 名前空間の変更(2)
また、名前空間を変更したことによりエラーが発生するので、変更前の名前空間
（CommonMP.HYMCO.OptionImpl.MyModelLIB）が残っている部分を「jp.xx.yyyy」に修正す
る。

「jp.xx.yyyy」に変更

図-5.1.5.4.3 名前空間の変更(3)

5.1.5.5

ファクトリ識別子の変更

ファクトリ識別子は、CommonMP プラットフォームが要素モデルを区別するための名称で
あり、CommonMP にインストールされている要素モデルの間でユニークな文字列にする必要
がある。ここでは、ソースコード「McSimpleTankWapperDefine.cs」に記述されているデ
フォルトのファクトリ識別子「MyModelFactory」を CommonMP 要素モデル開発仕様に基づ
き「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapperFactory」に変更する。

- 37 -

「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapperFactory」に変更

図-5.1.5.5 ファクトリ識別子の変更

5.1.5.6 要素モデル開発用演算プロジェクトの作成
要素モデルの動作確認をするための当該要素モデルを用いた演算プロジェクトを作成す
る。開発環境上の CommonMP でも演算プロジェクトは、CommonMP インストールディレクト
リの CommonMPData フォルダ内に作成される。ここでは、

プロジェクトグループ

「SimpleWrapping」のプロジェクト名「SimpleTank」という演算プロジェクトを作成し、
流域要素に開発中の要素モデルを適用することとする。

図-5.1.5.6 要素モデル開発用演算プロジェクトの作成
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5.1.5.7 パラメータ設定および初期値設定画面の作成
次に、パラメータ設定および初期値設定画面の設定を行う。開発用の演算プロジェクト
から要素モデルのプロパティ画面を開いて、パラメータ設置と初期値設置を確認する。パ
ラメータの演算時間間隔はデフォルト値である 60 秒と設定されている。それ以外は設定
されていないことが確認できる（図-5.1.5.7.1）。

図-5.1.5.7.1 パラメータ設定および初期値設定画面の作成(1)
ここでは、デフォルトのタンク水位の初期値 Hini を 15mm に設定するので、
McSimpleTankWrapperFactory.cs ソースファイルの CreateModelInitialInfo メソッドの中
に次の記述を追加する。これでプロパティ画面に初期値が表示されるようになる（リスト
-5.1.5.8.1、図-5.1.5.8.2）。

リスト-5.1.5.7.1
01: csRtnDt.AddInfoType("Hini", "初期水位(mm)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
02: csRtnDt.SetInfo("Hini", 15.0);

図-5.1.5.7.2 パラメータ設定および初期値設定画面の作成(2)
同様にして、CreateModelProperty メソッドに以下の記述を追加することにより、演算
時間間隔 3600 秒、集水面積 Area に、200km2、

流出係数（側方孔）A1 に 0.05、流出係

数（底面孔）A2 に 0.050 、側方孔高(mm)L1 に 15.0 を設定する（リスト-5.1.5.8.2、図-
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5.1.5.8.3）。

リスト-5.1.5.7.2
01: csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(3600.0);
02: csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("Area", "集水面積(km2)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
03: csRtnCellPrptyDt.SetInfo("Area", 200.0);
04: csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("A1", "流出係数（側方孔）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
05: csRtnCellPrptyDt.SetInfo("A1", 0.050);
06: csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("A2", "流出係数（底面孔）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
07: csRtnCellPrptyDt.SetInfo("A2", 0.005);
08: csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("L1", "側方孔高(mm)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
09: csRtnCellPrptyDt.SetInfo("L1", 15.0);

図-5.1.5.7.3 パラメータ設定および初期値設定画面の作成(3)
開発環境上から CommonMP を起動し、要素モデルのプロパティ画面を確認すると、パラ
メータ設定と初期値設定が追加されているのが確認できる（パラメータ設定画面および初
期設定画面の変更を演算プロジェクトに反映させるには、再度開発中の要素モデルを適用
し直す必要がある。）（図-5.1.5.7.4）。

図-5.1.5.7.4 パラメータ設定および初期値設定画面の作成(4)
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5.1.5.8

接続情報の設定

次に接続情報を設定する。この要素モデルは、降雨のポイント時系列情報を受け取り、
流量のポイント時系列情報を返すモデルなので、上流側にデータを供給するモデル（ここ
では CSV ファイル入力）、下流側に画面出力要素モデルを設定する。接続線には上流側、
下流側とも「ポイント時系列情報」を設定する。CSV ファイル入力では、オリジナル
Fortran モデルの入力データファイルである「Rain_1947Sep-rev3.csv」を読めるように設
定する。シミュレーション期間も、入力ファイルに合わせて設定する。接続線の接続情報
を確認すると、上流側・下流側とも接続情報が選択できないことが確認できる（図5.1.5.7.1）。

図-5.1.5.8.1 接続情報の設定(1)

接続情報を設定するため、演算ファクトリクラスの中の CreateModelProperty メソッド
に以下のように入力する（リスト-5.1.5.8）。2 行目で「TopIn」という名称のパターン識
別子をつけたポイント時系列情報の入力接続を設定している（パターン識別子は、
CommonMP プラットフォームシステムが要素モデル内の接続情報を識別するための文字列で
あり、同一要素モデル内ではユニークな値でなければならない。）。4 行目で時系列情報
の１つのセルに１種類のデータを入れるように設定している。5 行目でデータの名称
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（「Rainfall」）と単位（「mm/h」）を設定している。7 行目でデータ補間方法を直線補
間に設定している。11 行目以降は、出力接続情報の設定である。
リスト-5.1.5.8
01: // Input Pattern
02: McTranInfoPattern csTrnPtn =
csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("TopIn"),
McTranInfoDefine.SINGLE_CELL_SERIAL, "Top In") as McTranInfoPattern;
03: // Setting of Variables in Cell(Input Pattern)
04: HySDataCharacteristicInCell csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
05: csCellChara.SetDataKind(0, "Rainfall", HySDataKindDefine.SCALOR_RAIN_FALL, "mm/h");
06: csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
07: csTrnPtn.SetInterpolateType(HySDefine.InterpolateType.LINEAR);
08: csRtnCellPrptyDt.AddReceivePattern(csTrnPtn);
09:
10: // Output Pattern
11: csTrnPtn =
csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("BottomOut"), McTranInfoDefine.SINGLE_CELL_SERIAL, "Bot
tom Out") as McTranInfoPattern;
12: // Setting of Variables in Cell(Output Pattern)
13: csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
14: csCellChara.SetDataKind(0, "Discharge", HySDataKindDefine.QUANTITY_OF_WATER_FLOW, "m3/sec");
15: csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
16: csRtnCellPrptyDt.AddSendPattern(csTrnPtn);

入力した後に Visual Studio 上で CommonMP を立ち上げ、演算プロジェクトを読み込
む。入力接続情報に「Top In」、出力接続情報に「Bottom Out」が設定されているのが確
認できる（接続情報の変更を演算プロジェクトに反映させるには、再度開発中の要素モデ
ルを適用し直す必要がある。）（図-5.1.5.8.2）。

図-5.1.5.8.2 接続情報の設定(2)
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5.1.5.9

演算モデルクラスのタイプの変更

CommonMP の要素モデルには演算方式により未来計算型（McForecastModelBase）と現状
計算型（McStateCalModelBase）がある。CommonMP の開発当初は、現時刻を用いて⊿ｔ未
来の値を計算する演算モデルに対して未来計算型を用いたが、現行では現状計算型のモデ
ルを用いても⊿T 未来の値を算出することができるので、未来計算型を用いる必要はなく
なった。未来計算型を用いると要素モデルが管理する時刻が⊿T だけ進んでしまい、時刻
管理が難しくなるので、ここでは現状計算型を使うこととする。そのため、演算モデルク
ラスの宣言文を下記のように変更する（リスト-5.1.5.9）。

リスト-5.1.5.9
01: public class McSimpleTankWrapperModel : McStateCalModelBase

5.1.5.10

演算モデルクラスのメンバー変数の宣言

演算要素モデルに演算に用いる変数を宣言しておく。ここでは、演算モデルクラスのソ
ースファイル（McSimpleTankWrapperModel.cs）に以下の変数を宣言する。演算要素モデ
ルクラスのみでしか用いないので、変数の公開区分を private にして宣言する。

リスト-5.1.5.10
01: private double m_dRain;

// 降雨(mm/h)

02: private double m_dArea;

// 集水面積(km2)

03: private double m_dA1;

// 流出係数（側方孔）

04: private double m_dA2;

// 流出係数（底面孔）

05: private double m_dL1;

// 側方孔高(mm)

06: private double m_dHpre;

// 1 ステップ前のタンク水位(mm)

07: private double m_dQ;

// 流出量(m3/sec)

08: private double m_dDt;

// タイムステップ(sec)

5.1.5.11

SetProperty メソッドの実装

要素モデルのプロパティ情報（プロパティ情報設定画面で設定する変数）を演算モデル
クラスのメンバー変数に代入するため、以下のコードを SetProperty メソッドの中に記述
する。1、2 行目は、演算間隔⊿T、3 行目は集水面積、4～6 行目はそれぞれパラメータ
A1, A2, L1 の値をそれぞれ対応するメンバー変数に代入している（リスト-5.1.5.11）。

リスト-5.1.5.11
01: this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());
02: this.m_dDt = this.m_csDltTime.TotalSec();
03: csPrptyInfo.GetInfo("Area", ref this.m_dArea);
04: csPrptyInfo.GetInfo("A1", ref this.m_dA1);
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05: csPrptyInfo.GetInfo("A2", ref this.m_dA2);
06: csPrptyInfo.GetInfo("L1", ref this.m_dL1);

5.1.5.12

Initialize メソッドの実装

初期情報を演算モデルクラスのメンバー変数に設定するため、以下のコードを演算モデ
ルクラス（ソースファイル（McSimpleTankWrapperModel.cs））の Initialize メソッドに
記述する。 ここでは、タンク水位の初期値を一演算ステップ前のタンク水位を保持する
変数 Hpre に代入している（リスト-5.1.5.12）。

リスト-5.1.5.12
01: csInDt.GetInfo("Hini", ref this.m_dHpre);

5.1.5.13

Calculate メソッドの実装

伝送情報から入力要素モデルで取得した雨量強度データを受け取るために、演算モデル
クラスの Calculate メソッドに下記のコードを記述する。1 行目でセルデータを初期化
し、2 行目で取得する入力データの時刻を⊿T だけ戻す（これで、一演算ステップ前のデ
ータを取得することができるようになる。）。3 行目で補間したデータセルを受け取り、4
行目でそのセルのインデックス番号 0 の値（ここでは１個しかデータが入っていないの
で、0 番以外はない。）を雨量強度データを入れるメンバー変数 m_dRain に代入する。
Calculate メソッドは一演算ステップごとに実行されるので、これで毎演算ステップごと
に一演算ステップ前の雨量強度をメンバー変数に保持することができるようなる（リスト
-5.1.5.13）。

リスト-5.1.5.13
01: HySCellData[] csCellDt = null;
02: csInputCellData[0].SetCurrentTime(m_csSimTime - m_csDltTime);
03: csCellDt = csInputCellData[0].GetInterpolatedCellD1();
04: this.m_dRain = csInputCellData[0].Data(csCellDt[0], 0);

5.1.5.14

DataFusion メソッドの実装

また、雨量強度データが適正に取得できているかを確認するために、 DataFusion メソ
ッドに以下のコードを記述する。DataFusion メソッドも Calculate メソッドと同様に一
演算ステップごとに実施され、データを送信用の伝送情報に出力する場合に用いられる。
4 行目の Calculate メソッドで取得した一演算ステップ前の雨量強度データを伝送ポート
に送信している。

リスト-5.1.5.14
01: HySCellData[] csSndCellData = null;
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02: for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++) {
03:

csSndCellData = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();

04:

csSndCellData[0].m_dData[0] = this.m_dRain;

05: }

5.1.5.15

ラッピング要素モデルの動作確認

開発環境から CommonMP を起動し、演算プロジェクトを実行すると１ステップ前の入力
データが出力要素に出力されていることが確認できる。次に DLL 演算部を呼び出すメソッ
ドを実装することになるが、その前に呼び出される DLL 演算部の方を先に実装する（図-

5.1.5.15）。

図-5.1.5.15 ラッピング要素モデルの動作確認

5.1.6 DLL 演算部の実装
5.1.6.1 Fortran プロジェクトの作成
まず、Fortran の DLL を作るための Visual Studio のプロジェクトを作成する。ここで
は、Fortran のダイナミック・リンク・ライブラリーの作成するためのプロジェクトを作
成するので、プロジェクトのテンプレートから「ダイナミック・リンク・ライブラリー

インテル(R) Visual Fortran」を選択する。プロジェクト名は、ここでは
「jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute」とした。デフォルトでは、これに拡張子「.dll」を
付けたものがダイナミック・リンク・ライブラリーのファイル名になる（図-5.1.6.1）。
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図-5.1.6.1.1 Fortran プロジェクトの作成(1)

また、［ビルド > 構成マネージャー］メニューを選択し、アクティブソリューション
プラットフォームを「x64」に設定する。これで、出力された DLL が 64bit 対応となる
（図-5.1.5.6.2）。

図-5.1.6.1.2 Fortran プロジェクトの作成(2)
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5.1.6.2 動作確認用の Fortran サブルーチンの作成
次に、動作確認用の Fortran サブルーチンを作成する。ここでは、１時間ステップ前の
降雨強度を受け取り、10 倍して流量を格納する変数 Q に代入して返すサブルーチンとする
（あくまでもラッピング要素モデルとの間のデータの受け渡しが適正に行われているかを
確認すためのコードであり、水文学的な意味はない。）。リスト-5.1.6.2 にプログラムの
ソースコードを示す。これは、倍精度変数 Rain を受け取り、倍精度変数 Q を出力するサ
ブルーチンである。1 行目は、サブルーチンの宣言である。ここではサブルーチン名は
DLL_CALC と名付けた。2 行目は、C#プログラムから呼び出せるようにするための記述であ
る。この記述を加えることにより DLL_CALC というサブルーチン名で C#プログラムから呼
び出せるようになる。9 行目は、降雨強度 Rain を 10 倍して、変数 Q に代入するための計
算式である。

リスト-5.1.6.2
01: subroutine DLL_CALC(Rain, Q)
02:

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_CALC

03:

implicit none

04:
05:

double precision, intent(in)::Rain

07:

double precision, intent(out)::Q

08:
09:

Q=10.0*Rain

10:

return

11: end subroutine DLL_CALC

コンパイルを行い、DLL が所定のディレクトリに出力されていることを確認する。この
場合は、「C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug」である（図5.1.6.2）。

図-5.1.6.2 Fortran プログラム DLL の出力パスの確認

5.1.6.3 動作確認用の C#呼び出しメソッドの作成
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ラッピング要素モデルのソースコードに 5.1.6.2 で実装した DLL 演算部の Fortran サブ
ルーチンを呼び出し、動作確認するためのメソッドを実装する。演算モデルクラスの名前
空間の宣言の次にリスト-5.1.6.3.1 のソースコードを記述し、DLL 演算部の Fortran サブ
ルーチンを呼び出すメソッド DLL_CALC を使えるようにする。1 行目は、DLL 演算部の DLL
ファイルへのパスである。3 行目は、Fortran サブルーチンを呼び出すための C#メソッド
の宣言である（リスト-5.1.6.3.1）。

リスト-5.1.6.3.1
01: public const string sDllFileName =
@"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll";
02: [System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]
03: public static extern void DLL_CALC(ref double Rain, ref double Q);

演算モデルクラスの Calculate メソッドの中に次の記述を追加し、DLL 演算部に雨量強度
this.m_dRain を渡し、流量の戻り値を変数 this.m_dQ に代入する。引数の呼び出しは、ref
キーワードをつけて、参照呼び出しで行う（リスト-5.1.6.3.2）。

リスト-5.1.6.3.2
01: DLL_CALC(ref this.m_dRain, ref this.m_dQ);

また、Fusion メソッドの中の記述を下記のように修正し、要素モデルが流量を出力でき
るようにする（リスト-5.1.6.3.3）。

リスト-5.1.6.3.3
csSndCellData[0].m_dData[0] = this.m_Rain;（修正前）
csSndCellData[0].m_dData[0] = this.m_dQ;

（修正後）

この状態で、開発環境から CommonMP を起動する。入力の降雨に対して、流量として 10
倍の雨が出力されているのが確認できる（図-5.1.6.3）。
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図-5.1.6.3 Fortran プログラム DLL の呼び出し確認

5.1.6.4 C#呼び出しメソッドおよび Fortran サブルーチンの作成（つづき）
5.1.6.2 および 5.1.6.3 の行程で、動作確認用の C#呼び出しメソッドと DLL 演算部のサ
ブルーチンができた。以降は、動作確認ができる状態を保ちながらこれらのソースコード
を修正していく。最終的なソースコードは以下のようになる。
C#の DLL 演算部の宣言では、当初は雨量データ Rain を入力して、流量 Q を返す仕様であ
った。しかしながら、DLL 演算部には計算に必要なパラメータは保持でないので、C#呼び出
しメソッドから計算に必要な変数はすべて引数として与える必要がある。結果的に、下記
の通り８種類の変数をとることとなる（リスト-5.1.6.4.1）。
リスト-5.1.6.4.1
01: public static extern void DLL_CALC(
02:

ref double Hpre,

03:

ref double Rain,

04:

ref double Dt,

05:

ref double Area,

06:

ref double A1,

07:

ref double A2,

08:

ref double L1,

09:

ref double Q

10: );

Fortran サブルーチンは、ほぼオリジナル Fortran プログラムの時間ループと同じコー
ドとなる。パラメータ等の計算に必要な変数を引数として受け取るが、値を変更して C#の
呼びプログラムに返す変数は、タンク水位 Hpre と流量 Q だけである（リスト5.1.6.4.2）。
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リスト-5.1.6.4.2
01: subroutine DLL_CALC(Hpre,Rain,Dt,Area,A1,A2,L1,Q)
02:

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_CALC

03:

implicit none

04:
05:

double precision Hpre,H

06:

double precision Rain

07:

double precision Dt

08:

double precision Area,A1,A2,L1

09:

double precision Din,D1,D2

10:

double precision Q1,Q2

11:

double precision Q

12:
13:

Din=Dt/3600.0*Rain

14:

D2=A2*Hpre

15:

if(Hpre<L1) then

16:
17:

D1=0.0
else

18:

D1=A1*(Hpre-L1)*Dt/3600.0

19:

end if

20:

H=Hpre+Din-D1-D2

21:

if(H<L1) then

22:
23:
24:

Q1=0.0
else
Q1=A1*(H-L1)

25:

end if

26:

Q2=A2*H

27:

Q=Area*(Q1+Q2)/3.6

28:

Hpre=H

29:

return

30: end subroutine DLL_CALC

また、Calculation メソッド内に記述されている DLL_CALC メソッドは、宣言に合わせて
最終的には、下記のようになる（リスト-5.1.6.4.3）。

リスト-5.1.6.4.3
01: DLL_CALC(
02:

ref this.m_dHpre,

03:

ref this.m_dRain,

04:

ref this.m_dDt,

05:

ref this.m_dArea,

06:

ref this.m_dA1,

07:

ref this.m_dA2,

08:

ref this.m_dL1,

09:

ref this.m_dQ

10: );

動作確認用の演算プロジェクトを動かして流量ハイドログラフが出力されていることを
確認する（図-5.1.6.4）。
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図-5.1.6.4 演算結果の確認

5.1.6 配布用パッケージの作成
開発環境上での実行確認ができたら、ソフトウェアを配布を前提とした形態に修正す
る。配布できる形態としては、DLL の作成のみの簡易な方法と CommonMP のメニュー操作に
よるインストール等に対応したパッケージを作成する２つの方法がある。DLL のみを作成
する簡易な方法では、ユーザが DLL を CommonMP の所定のフォルダに当該要素モデルを構
成する DLL をコピーしなければならないが、実装は簡易に済ませることができる。メニュ
ー操作に対応した方法は、ComonMP のプルダウン・メニューによりインストール・削除等
ができ、一般の C#で実装した要素モデルと変わらない使用感を得ることができる。実装は
簡易な方法に比べると複雑になる。

5.1.6.1 配布用パッケージの作成（簡易な方法）
簡易な方法では、ラッピング要素モデルの DLL と DLL 演算部の DLL の２つを作るだけで
よい。ラッピング要素モデルの DLL は、実行環境においても Fortran 演算部の DLL を呼び
出せるようにパスを修正してやる必要がある（リスト-5.1.6.1）。ここでは、開発環境用
のコードをコメントアウトし、本番環境のコードを有効にしている。

リスト-5.1.6.1
01: public const string sDllFileName = @"FortranModelDll\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll"; // 本番環境
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02: //private const string sDllFileName = @"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug\jp.xx.yyyy.
McSimpleTankExecute.dll"; // 開発環境

また、その上で、Debug モードから Release モードに切り替えて、コンパイルし直す
（Debug モードでも開発した要素モデルは動作するが、要素モデルの実行形式の中にデバ
ッグ情報を含むので、メモリー消費が大きくなり、実行速度が遅くなる。）（図5.1.6.1.1）。

図-5.1.6.1.1 コンパイル・モードの変更
コンパイルしたらラッピング要素モデルの DLL
（jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper.dll）が
C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Source\HYMCO\OptionImpl\jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper\
bin\x64\Release フォルダに、演算部 DLL（jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll）が
C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Release フォルダにそれぞれ出力される
（図-5.1.6.1.2）。
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図-5.1.6.1.2 出力された DLL
出来上がった要素モデルを CommonMP にインストールにするには、ラッピング要素モデ
ルの DLL（jp.xx.yyyy.McSimpleTank.dll）を C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Execute\bin フォ
ルダに、Fortran 演算部 DLL を C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Execute\bin\FortranModelDll に
それぞれコピーすればよい。このようにインストールすることにより開発時に動作確認用
に作成した演算プロジェクトも走らせることができる。作成した削除するときは、両 DLL
をそれぞれのフォルダから削除すればよい。

5.1.6.2 配布用パッケージの作成（メニュー操作に対応した方法）
メニュー操作に対応した方法では、DLL や要素モデル解説書等のファイルを用意した上
で、フォルダ構成をパッケージに対応した形式に整理した上で、ZIP 圧縮して一つのファイ
ルにまとめ上げるようにする。5.1.6.1 で述べた簡易な方法で用意した２つの DLL と要素モ
デル解説書の PDF ファイルと要素モデルのアイコン・ファイルを図-5.1.6.2 のようなフォ
ルダ構成に配置する。この例では、要素モデル解説書は独自に作成したものを用いるが、ア
イコンファイルは CommonMP のシステムがもっているものを使うこととしている。アイコン
に独自に作成したものを用いる場合は、「図-4.8.2.1 パッケージ化する場合のファイルの
配置」を参考にすればよい。その上で、ZIP 圧縮をかける。ZIP 圧縮後のファイル名は機能
上は任意でよいが、CommonMP の慣例に従い要素モデル DLL 名と同じにするのが、他のユー
ザが認識しやすくなるので、適当である。

ラッピング要素モデルのDLL

DLL演算部のDLL

要素モデル解説書のファイル

図-5.1.6.2 要素モデル・パッケージ作成のためのフォルダ構成

- 53 -

5.2

キネマチックウェーブモデルの実装例

5.2.1

対象演算モデル（プログラム）の概要

ここでは、扱うキネマチックウェーブモデルは、矩形断面の一次元開水路不定流モデル
である（図-5.2.1）である。支配方程式は境界条件としては断面ごとの水路床高と粗度、上
流端流量をとる。各断面の初期水位は、初期の上流端流量と同量の流量を各断面に与えて
等流水深から求める。
支配方程式：
連続式：
∂A
∂t

+

𝜕𝑄
𝜕𝑥

= 0 …（式-5.2.1.1）

運動方程式：
∂Q
𝜕𝑡

+

∂QV
∂x

+ 𝑔𝐴

𝜕ℎ
𝜕𝑥

− 𝑔𝐴(𝐼𝑏 − 𝐼𝑒 ) = 0 …（式-5.2.1.2）

ここに、A: 流積、Q: 流量、V: 流速、t: 時間、x: 流下方向座標、h: 水位
Ib: 水路床勾配、Ie: エネルギー勾配、g：重力加速度

図-5.2.1 キネマチックウェーブモデルの用いる水路

キネマチックウェーブでは慣性項および圧力項を無視するので、運動方程式（式-
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5.2.1.2）の第１から第３項までは削除することができる。エネルギー勾配にマニング式を
適用すると（式-5.2.1.3）を適用すると、流量 Q は式-5.2.1.4 のように表すことができる。

𝐼𝑏 = 𝐼𝑒 =

𝑛2 𝑉 2

…（式-5.2.1.3）

𝑅4/3
1/2

𝑄=

𝐴𝐷2/3 𝐼𝑒

…（式-5.2.1.4）

𝑛4/3

ここに、n: マニングの粗度、R: 径深、D:水深とし、幅広断面の仮定により、R≒D とした。

流下方向座標 x を i の下付きのサフィックスで、時間方向座標 t を j の上付きサフィッ
クスで表し、連続式（式-5.2.1.1）の離散化を試みる。x 座標に対しては後退差分、t 座標
𝑗+1

に対しては前進差分を適用する。A𝑖

について解くと、式-5.2.1.6 のようになり、現時

刻の流積と流量から次の時間ステップにおける各断面の流積を求めることができる。さら
に、式-5.2.1.4 により、流積から各断面の流量を求めることができるので、再び式-5.2.1.6
を適用すれば、さらに１時間ステップ先の各断面の流水面積を求めることができる。式5.2.1.6 は、上流端では適用することができないので、上流端のみは式-5.2.1.4 の関係を
用いて境界条件である上流端流量から流積を求めればよい。
𝑗+1

𝐴𝑖

𝑗

− 𝐴𝑖

∆t
𝑗+1

A𝑖

5.2.2

𝑗

+

𝑗

𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1
∆𝑥
𝑗

= 𝐴𝑖 +

∆𝑡
∆𝑥

= 0 …（式-5.2.1.5）
𝑗

𝑗

(𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1 ) …（式-5.2.1.6）

オリジナル Fortran プログラムの構造解析

リスト-5.2.2.1 にオリジナル Fortran プログラム（SimpleKinematicFor.f90）のパラ
メ ー タ 入 力 フ ァ イ ル （ simulation.ctl ） 、 リ ス ト -5.2.2.2 に 流 量 入 力 フ ァ イ ル

（discharge.csv）、リスト-5.2.2.3 に断面データ入力ファイル（cross_section.csv）、
およびリスト-5.2.2.4 に計算結果出力ファイル（water_level.csv）を示す。
パラメータ入力ファイル（simulation.ctl）は、演算時間間隔、断面数、流量入力ファイ
ル名、断面データファイル名及び出力ファイル名を規定している。このテキストファイル
が最初にプログラムに読み込まれる。

リスト-5.2.2.1 パラメータ入力ファイル（simulation.ctl）
01: Time Step(sec):

60.0

02: Section Number:

51

03: Discharge File:

input_discharge.csv

04: Cross Section File: cross_section.csv
05: Output File:

water_level.csv
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流量入力ファイルは、CommonMP の時系列データの標準様式に則って記録された CSV 形式
のテキストファイルである。最初の３行はヘッダで、その次の行から一列目にタイムスタ
ンプ、２列目に流量が記録される。プログラムでは、タイムスタンプの値は利用していな
い。

リスト-5.2.2.2 流量入力ファイル（discharge.csv）
01: HySCSVFileData,Ver1.0
02: データ区分,時系列
03: Time,R1-1
04: 2017/01/01 00:00,200
05: 2017/01/01 00:01,200
06: 2017/01/01 00:02,200
07: 2017/01/01 00:03,200
08: 2017/01/01 00:04,200
09: 2017/01/01 00:05,200
…………

断面データ入力ファイルは、水路の各断面の流下距離、水路幅、水路床高、粗度を記録し
ている。1 行目はタイトル行、2 行目以降に上流から下流に向かって、データが記録されて
いる。

リスト-5.2.2.3 段面データ入力ファイル（cross_section.csv）
01:

X,

B,

Zb,

Rough

02:

0.00,

200.00,

50.000,

0.030

03:

2000.00,

200.00,

49.000,

0.030

04:

4000.00,

200.00,

48.000,

0.030

05:

6000.00,

200.00,

47.000,

0.030

06:

8000.00,

200.00,

46.000,

0.030

07:

10000.00,

200.00,

45.000,

0.030

……

出力ファイルは、CommonMP の時系列データの標準様式に則って記録された CSV 形式のテ
キストファイルである。最初の３行はヘッダで、その次の行から一列目にタイムスタンプ、
２列目に計算水位が記録される。タイムスタンプの値は、流量入力ファイルのものをその
まま用いている。
リスト-5.2.2.4 出力ファイル（discharge.csv）
01: HySCSVFileData,Ver1.0
02: データ区分,時系列
03: Time,R1-1
04: 2017/01/01 00:00,200
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05: 2017/01/01 00:01,200
06: 2017/01/01 00:02,200
07: 2017/01/01 00:03,200
08: 2017/01/01 00:04,200
09: 2017/01/01 00:05,200
…………

リスト-5.2.2.5 流量入力ファイル（discharge.csv）
Time\X,

0.0 , 2000.0, 4000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0, 12000.0, 14000.0, ……

2017/01/01 00:00, 1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

2017/01/01 00:01, 1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193, ……
1.193, ……

2017/01/01 00:02, 1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193, ……

2017/01/01 00:03, 1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193,

1.193, ……

…………

リスト-5.2.2.6 にオリジナル Fortran プログラムのソースコードを示す。プログラムは
主に下記の通り６つのパートからできている。
①共通変数宣言部分 SimpleKinematic_data（1 行目から 12 行目）
各サブルーチンで共通で用いる変数を宣言している部分である。断面ごとの時系列デー
タについては、10 行目の配列で、時間依存しない断面データについては、11 行目でそれぞ
れ可変長配列として宣言している。これらの配列サイズは、6 行目のタイムステップ数
（step_num）と断面数（sec_num）で規定する。
②メインプログラム SimpleKinematic（14 行目から 25 行目）
このプログラムからそれぞれのサブルーチン DataRead、Init、Calc および Output を順
に呼んで演算を進める。
③サブルーチン ReadData（27 行目から 88 行目）
このサブルーチンでは各種データファイルからデータを読み込み、変数に格納する。36
行目から 44 行目で simulation.ctl ファイルを読み込む。次に、流量入力ファイルを読み
込み、タイムステップ数を確定させる（46 行目から 52 行目）。読み取った断面数とタイム
ステップ数に基づき各種変数を格納する可変長配列のサイズを決定する（62 行目から 72 行
目）。断面ファイルを１行ずつ読んで、流下距離、水路幅、水路床高および粗度を格納する
配列にデータを読み込む（74 目から 86 行目）。
④サブルーチン Init（90 行目から 112 行目）
各種変数を初期化するサブルーチンである。96 行目から 100 行目で水路床高の値から水
路床勾配を計算し、配列に格納している。102 行目から 110 行目で各断面の初期値（流量、
水位、水深、流積）を計算してそれぞれ配列に格納している。水深は、107 行目で関数 Depth
を呼び等流水位をセットしている。
⑤サブルーチン Calc（114 行目から 130 行目）
キネマチックウェーブの支配方程式により各断面の水位・流量計算を行うサブルーチン
である。120 行目から 128 行目が時間ループである。121 行目と 122 行目で上流端の水深と
流積を求め、順次下流に向かって各断面の流積、水深および流量の値を計算している。
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⑥サブルーチン Output（137 行目から 150 行目）
計算結果をファイル出力するサブルーチンである。文字列として読み取ったタイムスタ
ンプの値をそのまま文字列としてファイル出力している。

リスト-5.2.2.6 キネマチックウェーブ不定流プログラム（SimpleKinematicFor.f90）
001: module SimpleKinematic_data
002:

implicit none

003:

character*30 discharge_file

004:

character*30 cross_section_file

005:

character*30 output_file

006:

integer step_num

007:

integer sec_num

008:

double precision Dt

009:

character*30, allocatable :: time_stamp(:)

010:

double precision, allocatable :: Q(:,:), H(:,:), D(:,:), A(:,:)

!Q, WL, Depth, Area

011:

double precision, allocatable :: X(:), B(:), Zb(:), Rough(:), Grad(:)

!X, Width, Zb, n, i

012: end module SimpleKinematic_data
013:
014: program SimpleKinematic
015:

use SimpleKinematic_data

016:

implicit none

017:

integer i

018:
019:

write(*,*) 'Hello, SimpleKinematic Wave'

020:
021:

call ReadData()

022:

call Init()

023:

call Calc()

024:

call Output()

025: end program SimpleKinematic
026:
027: subroutine ReadData()
028:

use SimpleKinematic_data

029:

implicit none

030:
031:

character*100 line_buf

032:
033:

integer i

034:

integer line_num

035:
036:

open(1, file='simulation.ctl', status='old')

037:
038:

read(1, '(20x,f10.3)') Dt

039:

read(1, '(20x,i10)') sec_num

040:

read(1, '(20xa30)') discharge_file

041:

read(1, '(20xa30)') cross_section_file

042:

read(1, '(20xa30)') output_file
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043:
044:

close(1)

045:
046:

open(2, file=discharge_file, status='old')

047:

line_num=0

048:

do

049:
050:
051:

read(2, *, end=990)
line_num=line_num+1
end do

052: 990 close(2)
053:
054:

step_num=line_num-3

055:

allocate(time_stamp(0:step_num-1))

056:
057:
058:
059:
060:

allocate(X(0:sec_num-1), B(0:sec_num-1), Zb(0:sec_num-1), &
Rough(0:sec_num-1), Grad(0:sec_num-1))
allocate(Q(0:step_num-1,0:sec_num-1), H(0:step_num-1,0:sec_num-1), &
D(0:step_num-1,0:sec_num-1), A(0:step_num-1,0:sec_num-1))

061:
062:

open(4, file=discharge_file, status='old')

063:

do i=0, step_num+2

064:

if(i < 3) then

065:

read(4,*)

066:

cycle

067:

end if

068:

read(4,'(a25)') line_buf

069:

time_stamp(i-3)=line_buf(1:16)

070:

read(line_buf(18:25),*) Q(i-3,0)

071:

end do

072:

close(4)

073:
074:

open(5, file=cross_section_file, status='old')

075:

do i=0, sec_num

076:

if(i < 1) then

077:

read(5,*)

078:

cycle

079:

end if

080:

read(5,'(a64)') line_buf

081:

read(line_buf(1:16),*) X(i-1)

082:

read(line_buf(18:32),*) B(i-1)

083:

read(line_buf(34:48),*) Zb(i-1)

084:

read(line_buf(50:64),*) Rough(i-1)

085:

end do

086:

close(5)

087:
088: end subroutine ReadData
089:
090: subroutine Init()
091:

use SimpleKinematic_data

092:

implicit none

093:

double precision Depth

094:

integer i

095:
096:

Grad(0)=(Zb(0)-Zb(1))/(X(1)-X(0))

097:

do i=1,sec_num-2
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098:

Grad(i)=(Zb(i-1)-Zb(i+1))/(X(i+1)-X(i-1))

099:

end do

100:

Grad(sec_num-1)=(Zb(sec_num-2)-Zb(sec_num-1))/(X(sec_num-1)-X(sec_num-2))

101:
102:
103:
104:

do i=0,sec_num-1
Q(0,i)=Q(0,0)
end do

105:
106:

do i=0,sec_num-1

107:

D(0,i)=Depth(Rough(i), Q(0,i), B(i), Grad(i))

108:

H(0,i)=Zb(i)+D(0,i)

109:
110:

A(0,i)=B(i)*D(0,i)
end do

111:
112: end subroutine Init
113:
114: subroutine Calc()
115:

use SimpleKinematic_data

116:

implicit none

117:

double precision Depth

118:

integer t, i

119:
120:

do t=0, step_num-2

121:

D(t+1,0)=Depth(Rough(0), Q(t+1,0), B(0), Grad(0))

122:

A(t+1,0)=B(0)*D(t+1,0)

123:

do i=1, sec_num-1

124:

A(t+1,i)=A(t,i)-Dt*(Q(t,i)-Q(t,i-1))/(X(i)-X(i-1))

125:

D(t+1,i)=A(t+1,i)/B(i)

126:
127:
128:

Q(t+1,i)=A(t+1,i)*D(t+1,i)**(2.0/3.0)*SQRT(Grad(i))/Rough(i)
end do
end do

129:
130: end subroutine Calc
131:
132: double precision function Depth(Rough, Q, B, Grad)
133:

double precision Rough, Q, B, Grad

134:

Depth=(Rough*Q/(B*SQRT(Grad)))**(3.0/5.0)

135: end function Depth
136:
137: subroutine Output()
138:

use SimpleKinematic_data

139:

implicit none

140:

integer t

141:
142:

open(6, file=output_file, status='replace')

143:

write(6,'(a,501(f0.1,","))') 'Time\X,', X(0:sec_num-1)

144:

do t=0,step_num-1

145:
146:

write (6, '(a16,a1,501(f0.3,","))') trim(time_stamp(t)),',',D(t,0:sec_num-1)
end do

147:
148:

close(6)

149:
150: end subroutine Output
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5.2.3

要素モデルの設計

オリジナル Fortran プログラムは、パラメータ入力ファイルで指定された流量入力ファ
イルと断面データ入力ファイルからそれぞれデータを読み込み、演算を実行し、パラメー
タ入力ファイルで指定されたファイルに演算結果を出力する仕様となっている。一方、
CommonMP においては、水文データの入出力は、入力要素モデルおよび出力要素モデルから
行うこととなっているので、この部分は伝送情報として受け取ることとする。入力データ
としては、雨量データをポイント時系列情報として受け取ることとする。出力データと

しては、一次元時系列情報として断面水位データを出力することとする。
断面データについては、ラッピング要素モデルから直接読み込む仕様とする。パラメー
タの設定（断面数、断面ファイル名）は、CommonMP から要素モデルのパラメータ設定画面
から指定することとする。ただし、上流端の初期流量だけは、伝送情報を介して受取る機能
がないので、パラメータ設定画面の「初期情報設定」から入力することとする。断面ファイ
ルの設置場所については、演算プロジェクトのポータビリティを考慮して演算プロジェク
トグループフォルダの InputData フォルダに保存することとする（図-5.2.3.1）。

段面水位、断面流量、
断面水深、断面流速
一次元時系列情報
上流端流量

ポイント時系列情報

初期値
パラメータ

図-5.2.3.1 要素モデルの設計(1)

「5.1 タンクモデルの実装例」では、ラッピング要素モデルの Calculate メソッドのみ
から DLL 演算部を呼び出していたが、ここでは、Calculate メソッドに加え初期化を実行
する Initialize メソッドからも呼び出すこととする。Initialize メソッドから呼び出す
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DLL 演算部のサブルーチン DLL_INIT は、要素モデルのプロパティ情報および初期情報より
断面入力ファイル名および上流端初期流量を受け取り、各断面の水文量の初期値を設定す
る。
Calculate メソッドから呼び出す DLL 演算部のサブルーチン DLL_CALC は、キネマチック
ウェーブの支配方程式（式-5.2.1.1、式-5.2.3.2）に基づき各時間ステップの各断面の水文
量を算出する（図-5.2.3.2）。

DLL演算部（Fortran）
DLL_INIT(CSFile, sec_num, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qini)
DLL_CALC(sec_num, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qu)

Initialize()

Calculate()

DataFusion()

ラッピング要素モデル（C#）

図-5.2.3.2 要素モデルの設計(2)

5.2.4

ラッピング要素モデルの実装

リ ス ト -5.2.4 に ラ ッ ピ ン グ 要 素 モ デ ル の 演 算 モ デ ル ク ラ ス の ソ ー ス コ ー ド
（McSimpleKinematicModel.cs）を示す。ラッピング要素モデルの残り３つのクラス（演算
定義クラス、演算ファクトリクラス、演算データクラス）のソースコードについては通常の
要素モデルと同じように実装することができる。5.1 のタンクモデルの実装例が参考とな
る。
演算モデルクラスのソースコード（McSimpleKinematicModel.cs）をリスト-5.2.1.1 に示
す。演算モデルクラスは、主にメンバー変数の宣言（4～16 行目）、DLL 演算部を呼び出し、
初期化を実行する DLL_INIT 関数の宣言（21～35 行目）、同じく DLL 演算部を呼び出し、１
時間ステップ分の演算を実行する DLL_CALC 関数の宣言（37～51 行目）、初期化を実行する
Initialize メソッド（64～87 行目）、１時間ステップ分の演算を実行する Calculate メソ
ッド（89～110 行目）、演算結果を送信する DataFusion メソッド（112～125 行目）、およ
びパラメータセット等を担う SetProperty メソッド（127～152 行目）からなる。
DLL 演算部を呼び出す関数 DLL_INIT、DLL_CALC では、それぞれ 21 行目と 37 行目でパス
を通して、DLL 演算部にアクセスできるようにしている。DLL 演算部のファイルパスを格納
する文字列変数は、開発環境用（20 行目）と本番環境用（19 行目・コメントアウト）によ
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り値を与えられている。関数の引数には、5.1 のタンクモデルと異なり文字列型と配列型を
使っている。両関数の引数はすべて参照呼び出しであるが、文字列型（string）（23 行目）
と配列型（25～33 行目および 41 行目～49 行目）では ref キーワードを付けてはいけない
ので、注意が必要である。
演算モデルクラスでは、
最初に SetProperty メソッドから実行されることとなっている。
133 行目でパラメータ入力画面に入力された値（断面数）を変数 m_lSecNum に代入し、143
行目までの行でメンバー変数の配列の要素数を与えている。145 行目でパラメータ入力画面
から入力されたプロジェクトグループフォルダからの断面データ入力ファイルの相対ファ
イルパスの文字列を変数 m_sCSFile に代入し、146 行目で絶対ファイルパスに変換してい
る。この文字列を使って当プログラムから断面データ入力ファイルにアクセルできるよう
なる。
Initialize メソッド（64～87 行目）では、70 行目でパラメータ入力画面から入力された
初期流量をメンバー変数 m_dQini に代入し、71～84 行目の DLL_INIT 関数を呼び出し、初期
流量をもとに、各変数の初期値を求めて、それぞれの変数に代入する。
Calculate メソッド（89～110 行目）では、91 行目で時間を現時刻に合わせて、93 行目
で上流端流量を取得し、メンバー変数 m_dQ[0]に代入している。94～107 行目の DLL_CALC 関
数の呼び出しでは、102 行目から 105 行目の時系列データ m_dQ（流量）、m_dH（水位）、
m_dD（水深）および m_dA（流積）は１時間ステップ前の値が代入され、DLL_CALC 関数呼出
し後は、DLL 演算部により計算されて現時刻の値が代入される。他の DLL_CALC 関数の引数
は DLL_CALC 関数呼出し後も不変であるが、DLL 演算部では内部変数を保持することができ
ないので、これらの値は引数として DLL 演算部に渡す必要がある。

リスト-5.2.4 演算モデルのソースコード（一部）
McSimpleKinematicWrapperModel.cs
001:
002:

namespace jp.xx.yyyy {
public class McSimpleKinematicWrapperModel : McStateCalModelBase {

003:
004:

private string m_sCSFile;

// 断面データ入力ファイルパス（文字列）

005:

private long m_lSecNum;

// 断面数（自然数）

006:

private double m_dDt;

// タイムステップ(sec)

007:

private double[] m_dX;

// 流下距離(m)

008:

private double[] m_dB;

// 水路幅(m)

009:

private double[] m_dZb;

// 水路床高(m)

010:

private double[] m_dRough;

// 粗度係数

011:

private double[] m_dGrad;

// 河床勾配

012:

private double[] m_dQ;

// 流量(m3/sec)

013:

private double[] m_dH;

// 水位(m)

014:

private double[] m_dD;

// 水深(m)

015:

private double[] m_dA;

// 流積(m2)

016:

private double m_dQini;

// 初期流量(m3/sec)

017:
018:

//public const string sDllFileName = @"FortranModelDll\jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicExecute.dll";

019:

public const string sDllFileName =
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020:

@"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicExecute\x64\Debug\jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicExecute.dll";

021:

[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]

022:

public static extern void DLL_INIT(

023:

string CSFile,

024:

ref long sec_num,

025:

double[] X,

026:

double[] B,

027:

double[] Zb,

028:

double[] Rough,

029:

double[] Grad,

030:

double[] Q,

031:

double[] H,

032:

double[] D,

033:

double[] A,

034:
035:

ref double Qini
);

036:
037:

[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]

038:

public static extern void DLL_CALC(

039:

ref long sec_num,

040:

ref double Dt,

041:

double[] X,

042:

double[] B,

043:

double[] Zb,

044:

double[] Rough,

045:

double[] Grad,

046:

double[] Q,

047:

double[] H,

048:

double[] D,

049:

double[] A,

050:
051:

ref double Qu
);

052:
053:

McSimpleKinematicCalInfo m_csInf = null;

054:
055:

protected override bool ReceiveConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lInputDataNum,
McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){

056:
057:

return true;
}

058:
059:

protected override bool SendConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lOutputData
Num, McSendCellDataIF[] csOutputCellData){

060:
061:

return true;
}

062:
063:
064:

protected override bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum, ref
McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){

065:

bool bRtn = false;

066:

McInitialInfo csInDt = csInitialData as McInitialInfo;

067:
068:

if (csInDt != null){

069:

bRtn = true;

070:

csInDt.GetInfo("Qini", ref this.m_dQini);

071:

DLL_INIT(
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072:

this.m_sCSFile,

073:

ref this.m_lSecNum,

074:

this.m_dX,

075:

this.m_dB,

076:

this.m_dZb,

077:

this.m_dRough,

078:

this.m_dGrad,

079:

this.m_dQ,

080:

this.m_dH,

081:

this.m_dD,

082:

this.m_dA,

083:

ref this.m_dQini

084:

);

085:

}

086:
087:

return bRtn;
}

088:
089:

protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){

090:

HySCellData[] csCellDt = null;

091:

csInputCellData[0].SetCurrentTime(m_csSimTime);

092:

csCellDt = csInputCellData[0].GetInterpolatedCellD1();

093:

this.m_dQ[0] = csInputCellData[0].Data(csCellDt[0], 0);

094:

DLL_CALC(

095:

ref this.m_lSecNum,

096:

ref this.m_dDt,

097:

this.m_dX,

098:

this.m_dB,

099:

this.m_dZb,

100:

this.m_dRough,

101:

this.m_dGrad,

102:

this.m_dQ,

103:

this.m_dH,

104:

this.m_dD,

105:

this.m_dA,

106:

ref this.m_dQ[0]

107:

);

108:
109:
110:

return 0;
}

111:
112:

protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData) {

113:

HySCellData[] csSndCellData = null;

114:

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

115:

csSndCellData = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();

116:

for (int i = 0; i < this.m_lSecNum; i++) {

117:

csSndCellData[i].m_dData[0] = this.m_dH[i];

118:

csSndCellData[i].m_dData[1] = this.m_dQ[i];

119:

csSndCellData[i].m_dData[2] = this.m_dD[i];

120:

csSndCellData[i].m_dData[3] = this.m_dQ[i] /this.m_dA[i];

121:

}

122:

}

123:
124:
125:

return 0;
}

126:
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127:

public override bool SetProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo){

128:

bool bRtn = false;

129:

McCellModelPropertyInfo csPrptyInfo = csCellMdlPropertyInfo as McCellModelPropertyInfo;

130:

if (csPrptyInfo != null) {

131:

this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());

132:

this.m_dDt = this.m_csDltTime.TotalSec();

133:

csPrptyInfo.GetInfo("sec_num", ref this.m_lSecNum);

134:

this.m_dQ = new double[this.m_lSecNum];

135:

this.m_dX = new double[this.m_lSecNum];

136:

this. m_dB = new double[this.m_lSecNum];

137:

this.m_dZb = new double[this.m_lSecNum];

138:

this.m_dRough = new double[this.m_lSecNum];

139:

this.m_dGrad = new double[this.m_lSecNum];

140:

this.m_dQ =new double[this.m_lSecNum];

141:

this.m_dH = new double[this.m_lSecNum];

142:

this.m_dD = new double[this.m_lSecNum];

143:

this.m_dA = new double[this.m_lSecNum];

144:
145:

csPrptyInfo.GetInfo("cs_file", ref this.m_sCSFile);

146:

this.m_sCSFile = GetProjectGroupDirectory().ToString() + @"\" + this.m_sCSFile;

147:
148:

bRtn = true;

149:
150:

}

151:

return bRtn;

152:

}

153:
154:

}

155:}

5.2.5

DLL 演算部の実装

リスト-5.2.5 に DLL 演算部のソースコード（McSimpleKienamticModel.cs）を示す。DLL
演算部のソースコードは、DLL_INIT と DLL_CALC の２つサブルーチンおよび関数 Depth か
ら な る 。 DLL_INIT サ ブ ル ー チ ン は ラ ッ ピ ン グ 要 素 モ デ ル の 演 算 モ デ ル ク ラ ス の
Initialize メソッドから、DLL_CALC サブルーチンは、Calculate メソッドからそれぞれ呼
び出される。関数 Depth は、等流水深を求める関数であり、両サブルーチン内で用いられ
る。この関数は、オジリナル Fortran プログラムと同じものを用いている。DLL 演算部内で
は、各サブルーチンで共通で使われる変数を持つことができない。要素モデルの内部状態
量となる変数はすべてサブルーチンの引数としてラッピング要素モデルから受け取ること
となる。これが、サブルーチンの引数の数が多くなっている理由である。
DLL_CALC サブルーチンでは、断面データ入力ファイルのファイル（CSFile）と断面数
（sec_num）を引数として受け取り、8 行目から 16 行目で配列変数を宣言している。23 行
目から 35 行目で断面データ入力ファイルから断面ごとの流下距離（X）、水路幅（B）、水
路床高（Zb）および粗度（Rough）を配列変数に代入している。37 行目から 41 行目で水路
床勾配（Grad）を計算し、43 行目から 45 行目で各断面の初期流量を配列（Q）に代入して

- 66 -

いる。これらは、おおむねオリジナル Fortran プログラム（SimpleKinematic.f90）の
ReadData サブルーチンの後半部分および Init サブルーチンとほぼ同じ内容である。
DLL_CALC サブルーチンは、オリジナル Fortran プログラムの Calc サブルーチンから作
成する。DLL_INIT サブルーチンと同様に、引数として各断面の状態量等をラッピング要素
モデルから受け取るために、引数の数が多くなっている。75～80 行目のループで上流から
下流に向かって各断面の水文量（D、A、H）を計算している。これはオジリナル Fortran プ

ログラムのソースコードから時間ループを外した形となっている。配列のインデックス 0
は上流端の断面を指すが、この流量のみは現時刻のものを用いるため、71 行目で現時刻の
値を変数 Qu に代入して用いている。72～74 行目で上流端断面の現時刻の水文量を計算

して、75～80 のループで下流端まで各断面の水文量（D、A、H、Q）を計算している。こ
こで計算した各断面の水文量は、次の演算ステップで、１時間ステップまえの水文量と
して使われる。
リスト-5.2.5 DLL 演算部のソースコード（SimpleKinematicExecute.f90）
001: subroutine DLL_INIT(CSFile, sec_num, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qini)
002:

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_INIT

003:

implicit none

004:
005:

character CSFile*200

006:
007:

integer sec_num

008:

double precision X(0:sec_num-1)

009:

double precision B(0:sec_num-1)

010:

double precision Zb(0:sec_num-1)

011:

double precision Rough(0:sec_num-1)

012:

double precision Grad(0:sec_num-1)

013:

double precision Q(0:sec_num-1)

014:

double precision H(0:sec_num-1)

015:

double precision D(0:sec_num-1)

016:

double precision A(0:sec_num-1)

017:

double precision Qini

018:

double precision Depth

019:
020:

character*100 line_buf

021:

integer i

022:
023:

open(5, file=CSFile, status='old')

024:

do i=0, sec_num

025:

if(i < 1) then

026:

read(5,*)

027:
028:

cycle
end if

029:

read(5,'(a64)') line_buf

030:

read(line_buf(1:16),*) X(i-1)

031:

read(line_buf(18:32),*) B(i-1)

032:

read(line_buf(34:48),*) Zb(i-1)

033:
034:

read(line_buf(50:64),*) Rough(i-1)
end do
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035:

close(5)

036:
037:

Grad(0)=(Zb(0)-Zb(1))/(X(1)-X(0))

038:

do i=1,sec_num-2

039:

Grad(i)=(Zb(i-1)-Zb(i+1))/(X(i+1)-X(i-1))

040:

end do

041:

Grad(sec_num-1)=(Zb(sec_num-2)-Zb(sec_num-1))/(X(sec_num-1)-X(sec_num-2))

042:
043:
044:
045:

do i=0,sec_num-1
Q(i)=Qini
end do

046:
047: end subroutine DLL_INIT
048:
049:
050: subroutine DLL_CALC(sec_num, Dt, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qu)
051:

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_CALC

052:

implicit none

053:
054:

integer sec_num

055:

double precision Dt

056:

double precision X(0:sec_num-1)

057:

double precision B(0:sec_num-1)

058:

double precision Zb(0:sec_num-1)

059:

double precision Rough(0:sec_num-1)

060:

double precision Grad(0:sec_num-1)

061:
062:

double precision Q(0:sec_num-1)

063:

double precision H(0:sec_num-1)

064:

double precision D(0:sec_num-1)

065:

double precision A(0:sec_num-1)

066:

double precision Qu

067:

double precision Depth

!

現時点の上流端流量

068:
069:

integer i

070:
071:

Q(0)=Qu

072:

D(0)=Depth(Rough(0), Qu, B(0), Grad(0))

073:

A(0)=B(0)*D(0)

074:

H(0)=D(0)+Zb(0)

075:

do i=1, sec_num-1

076:

A(i)=A(i)-Dt*(Q(i)-Q(i-1))/(X(i)-X(i-1))

077:

D(i)=A(i)/B(i)

078:

Q(i)=A(i)*D(i)**(2.0/3.0)*SQRT(Grad(i))/Rough(i)

079:
080:

H(i)=D(i)+Zb(i)
end do

081:
082: end subroutine DLL_CALC
083:
084: double precision function Depth(Rough, Q, B, Grad)
085:

double precision Rough, Q, B, Grad

086:

Depth=(Rough*Q/(B*SQRT(Grad)))**(3.0/5.0)

087: end function Depth
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6. サンプルプログラムの使い方
ここでは、本マニュアルに添付されているプログラム等の使い方について解説する。添
付されている媒体の中には、４つのフォルダがあることが確認できる。各フォルダの内容
は、表-6 の通りである。それぞれについて、使い方を解説する。
表-6 添付プログラムの内容
フォルダ名

内

容

要素モデル

要素モデルの本体

演算プロジェクト

上記要素モデルを実行できる演算プロジェクト

ソースコード

本マニュアルで扱っている要素モデルのソースコード

その他

6.1

要素モデル等の開発過程において用いたドキュメント、ファ
イル等

要素モデル

要素モデル・フォルダの中には、２つの要素モデルのファイルが保存されている。これら
はパッケージ化されているので、CommonMP のメニュー操作によりインストールできる。
jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper.zip がタンクモデルの要素モデル・パッケージファイル
であり、jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapper.zip がキネマチックウェーブの要素モデル
のパッケージ・ファイルである（図-6.1.1）。
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図-6.1.1 要素モデルのパッケージ・ファイル

CommonMP を起動し、
［ヘルプ > ライブラリ管理 > ライブラリ入力］メニューを選択し、
ファイル選択で要素モデルのパッケージ・ファイルを選択する。その後は、ダイアログの指
示に従い、CommonMP を再起動させれば、要素モデルのインストールを完了させることがで
きる。
CommonMP の「ライブラリ管理」ウィンドウに目的とする要素モデルのアイコンが表示さ
れていたら、インストールは成功である。要素モデルのモデルのアイコンを選択した状態で
「Model Instruction （モデル解説書）」ボタンをクリックすると、要素モデル解説書を表
示することもできる（図-6.1.2）。

クリック

図-6.1.2 インストールされた要素モデルと要素モデル解説書

6.2

演算プロジェクト

「演算プロジェクト」フォルダの中には、本マニュアルで扱う演算プロジェクトのポータ
ブルデータが１つ保存されている（図-6.2.1）。これを、CommonMP の［ファイル > プロジ
ェクト > ポータブルデータ取込］から開き、まず CommonMPData フォルダにインポートす
る。このプロジェクトグループの中には、タンクモデル用の演算プロジェクト
（ SimpleTank.cmprj ） と キ ネ マ チ ッ ク ウ ェ ー ブ モ デ ル 用 の 演 算 プ ロ ジ ェ ク ト
（SimpleKinematic.cmprj）がある。
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図-6.2.1 演算プロジェクトのポータブルデータ
次に、［ファイル > プロジェクト > 開く］メニューを選択し、演算プロジェクトグル
ープフォルダの中から、目的とする演算プロジェクトファイルを選択すると開くことがで
きる（図-6.2.2）。

図-6.2.2 演算プロジェクト（SimpleKinematic.cmprj）

6.3

ソースコード

ソースコードの開発環境への読み込ませ方について解説する。「ソースコード」フォル
ダの中に、図-6.3 に示す６つのフォルダが保存されている。それぞれの内容は表-6.3 の
とおりであり、タンクモデルのソースコードとキネマチックウェーブモデルのソースコー
ドが含まれている。ここでは、タンクモデルを例として解説する。キネマチックウェーブ
モデルについてもタンクモデルと同様に取り扱うことができる。これらのソースコードは
Visual Studio を用いて開発しているので、Visual Studio が利用できることを前提とす
る。
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図-6.3 ソースコードのフォルダ
表-6.3 ソースコードのフォルダの内容
フォルダ名

内

容

SimpleTankFor

タンクモデルのオリジナル Fortran プログラム

jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute

タンクモデルの DLL 演算部プログラム

jp.xx.yyyy.SimpleTankWrapper

タンクモデルのラッピング要素モデル
キネマチックウェーブモデルの Fortran プログ

SimpleKinematicFor

ラム
キネマチックウェーブモデルの DLL 演算部プロ

jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute

グラム
キネマチックウェーブモデルのラッピング要素

jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapper

6.3.1

モデルプログラム

オリジナル Fortran プログラム

まず、Fortran プログラム（SimpleTankFor）について解説する。「ソースコード」フォ
ルダの中にある「SimpleTankFor」フォルダをコンピュータのハードディクスに適当な場
所にコピーする。ここでは、「C:\Source」フォルダにコピーすることとする。
SimpleTankFor フォルダの中の SimpleTankFor.f90 がタンクモデルのソースコードであ
る。simulation.ctl と Rain_1947Sep-rev.csv が入力ファイル、Discharge.csv が出力フ
ァイルとなる。入力ファイルの simulation.ctl は、タンクモデルのパラメータやシミュ
レーション条件等を規定している。入力ファイルの Rain_1947Sep-rev.csv は降雨量の時
系列データである。出力ファイルの Discharge.csv は、流量の時系列データである。それ
ぞれのファイルはテキストファイルであるので、テキストエディタで内容を確認すること
ができる（図-6.3.1.1）。
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ダブルク
リック

図-6.3.1.1 SimpleTankFor フォルダの内容
ソースコードを実行・デバッグさせるには、Visual Studio から当該モデルの開発プロ
ジェクトを開く必要がある。「SimpleTankFor.sln」が Visual Studio のソリューション
ファイルであるので、それをダブルクリックして Visual Studio を立ち上げる。画面右側
のソリューションエクスプローラーウィンドウのソースコードフォルダの下にあるソース
コード「SimpleTankFor.f90」のアイコンをダブルクリックすると、エディタ画面に
SimpleTankFor.f90 の内容が表示される（図-6.3.1.2）。プログラムを実行させるには、
［デバッグ > デバッグなしで開始］メニューを選択するか、コントロールキーと F5 キー
を同時に押せばよい。
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ダブルクリック

図-6.3.1.2 SimpleTankFor.f90 の表示

6.3.2

DLL 演算部プログラム

次に、DLL 演算部プログラム（jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute）の扱いについて解説
する。ただし、このプログラムは DLL（ダイナミック・リンク・ライブラリ）を出力する
ものであり、単独では実行できない。ここでは、コンパイルのみを実施することとし、演
算実行については、次に解説するラッピング要素モデル
（jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper）から行う。
「ソースコード」フォルダの中の「jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute」フォルダをコンピ
ュータのハードディクスに適当な場所にコピーする。ここでは、「C:\Source」フォルダ
にコピーすることとする。このフォルダのなかの「SimpleTankExecute.f90」が DLL 演算
部のソースコードである（図-6.3.2.1）。
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図-6.3.2.1 jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute フォルダの内容
このフォルダのなかの「jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.sln」をダブルクリックし
て、開発環境である Visual Studio を立ち上げる。画面右側のソリューションエクスプロ
ーラーウィンドウのソースコードフォルダの下のソースコード
「SimpleTankExecute.f90」のアイコンをダブルクリックすると、エディタ画面に
SimpleTankExecute.f90 の内容が表示される（図-6.3.2.2）。

ダブルクリック

図-6.3.2.2 DLL 演算部のソースコードの表示

コンパイルを実行するには、［ビルド > ソリューションのビルド］メニューを選択す
るか、F6 キーを押せばよい。「C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug」
フォルダの中の「jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll」が出力された DLL である（図-
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6.3.2.3）。

図-6.3.2.3 出力された DLL

6.3.3

ラッピング要素モデルプログラム

最後に、ラッピング要素モデルプログラム（jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper）の扱い
について解説する。ここでは、「C:\CMP\Ver1.6」フォルダに CommonMP がインストールさ
れていることを前提とする。
まず、「ソースコード」フォルダのラッピング要素モデルプログラムが保存されている
フォルダ「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」を
「C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Source\HYMCO\OptionImple」フォルダにフォルダごとコピー
する（図-6.3.3.1）。

コピー

図-6.3.3.1 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（1）
次に、「C:\CMP\Ver1.6\CommonMP\Source\HYMCO\OptionImple\ModelDeveloperExpress
Edition」フォルダの中のソリューション・ファイル（TestModelDeveloperMainExp.sln）
をダブルクリックし、Visual Studio を立ち上げる（図-6.3.3.2）。
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ダブルクリック

図-6.3.3.2 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（2）
Visual Studio が立ち上がったら、画面右上のソリューションエクスプローラーのソリュ
ーションアイコン「TestModelDevelperMainExp」を右クリックし、コンテキストメニューか
ら［追加 > 既存のプロジェクト］を選択する（図-6.3.3.3）。

図-6.3.3.3 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（3）

「 既 存 プ ロ ジ ェ ク ト の 追 加 」 ダ イ ア ロ グ が 現 れ る の で 、
「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」を選択し、開く（図-6.3.3.4）。
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図-6.3.3.4 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（4）
ソリューションエクスプローラーに「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」プロジェクトが
追加されていることが確認できる（図-6.3.3.5 左）。「TestModelDeveloperMainExp」プロ
ジェクトの「参照設定」のアイコンを右クリックし、コンテキストメニューから［参照の追
加］を選択する（図-6.3.3.5 右）。

プロジェクトが追加された

図-6.3.3.5 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（5）
「参照マネージャー」の画面が現れるので、［ソリューション > プロジェクト］のタブ
を選んで、「jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapper」プロジェクトにチェックを入れて、「OK」
ボタンをクリックする（図-6.3.3.6）。
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図-6.3.3.6 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（6）
以上でラッピング要素モデルの開発環境への読み込みは完了である。Visual Studio のメ
ニューから［デバッグ > デバッグなしで開始］を選ぶか、コントロールキーと F6 キーを
同時に押すと、開発環境から CommonMP 立ち上がる。画面右下の「ライブラリ管理（Library
Management）」ウィンドウに要素モデル（Simple Tank Model for Wrapping）が表示され
れば、ラッピング要素モデルの読み込みが成功したことが確認できる（図-6.3.3.7）。

図-6.3.3.7 開発環境へのラッピング要素モデルの読み込み（7）
ラッピング要素モデルから DLL 演算部を呼び出せるように、パスを設定する。Visual
Studio からラッピング要素モデルプロジェクトのソースコード（McSimpleTankModel.cs）
を開き、メンバー変数 sDllFileName の値を「DLL 演算部プログラムの出力された DLL のパ
スに合わせるように修正し、コンパイルする（リスト-6.3.3）。
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リスト-6.3.3
public const string sDllFileName =
@"C:\Source\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute\x64\Debug\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll";

開発環境から立ち上げた CommonMP から「6.2 演算プロジェクト」でインポートした演算
プロジェクト（SimpleTank.cmprj）が適正に稼働したら要素モデルの修正は完了である。

6.4

その他

「その他」フォルダには、当マニュアル作成過程において作成した種々のファイルが参
考のためにフォルダごとに分類されて保存されている。表-6.4 にフォルダの内容物を示す。
表-6.4 「その他」フォルダの内容物
フォルダ

内

容

タンクモデルの開発過程で作成したドキュメン

タンクモデル/Material

ト（Word ファイル）
タンクモデルのパッケージ化に必要なファイル
（当フォルダ内のファイル・フォルダを zip 形

タンクモデル/Package

式で圧縮すると要素モデルパッケージ化にな
る。）。

キネマチックウェーブモデル

キネマチックウェーブモデルの開発過程で作成

/Material

したドキュメント（Word ファイル）
キネマチックウェーブモデルのパッケージ化に

キネマチックウェーブモデル/Package

必要なファイル（当フォルダ内のファイル・フォ
ルダを zip 形式で圧縮すると要素モデルパッケ
ージ化になる。）。
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7. サンプルモデルのソースコード等
7.1 タンクモデル
7.1.1 オリジナル Fortran プログラム（SimpleTankFor.f90）
module SimpleTank_data
implicit none
double precision Dt

! time step(sec)

character output_file*30

! Output File Name

double precision Area, A1, A2, L1

! parameters for Tank Model(A1, A2, L1)

double precision Hini

! Initial Water Level of Tank

integer step_num

! Total Time Step Number(Time Loop Iteration)

character*30, allocatable :: time_stamp(:)

! Character String of Time Stamp

double precision, allocatable :: rain(:), Q(:)! Timeseries of Rainfall(mm/h), Discharge(m3/s)
end module
program SimpleTank
implicit none
call ReadData()
call Calculate()
call Output()
end program SimpleTank
subroutine ReadData()
use SimpleTank_data
implicit none
character*30 rain_file
character*100 line_buf
integer i
integer line_num
open(1, file='simulation.ctl', status='old')
read(1, '(20x,f10.3)') Dt
read(1, '(20xa30)') rain_file
read(1, '(20xa30)') output_file
read(1, '(20x,f10.3)') Area
read(1, '(20x,f10.3)') A1
read(1, '(20x,f10.3)') A2
read(1, '(20x,f10.3)') L1
read(1, '(20x,f10.3)') Hini
close(1)
open(2, file=rain_file, status='old')
line_num=0
do
read(2, *, end=999)
line_num=line_num+1
end do
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999 close(2)
step_num=line_num-3
allocate(time_stamp(step_num))
allocate(rain(step_num))
allocate(Q(step_num))
open(3, file=rain_file, status='old')
do i=1, line_num
if(i < 4) then
read(3,*)
cycle
end if
read(3,'(a25)') line_buf
time_stamp(i-3)=line_buf(1:16)
read(line_buf(18:25),*) rain(i-3)
end do
close(3)
end subroutine ReadData

subroutine Calculate
use SimpleTank_data
implicit none
integer t
double precision H,Hpre

! Current and Previous Water Level of Tank

double precision Din,D1,D2

! Depth of Rainfall and Runoff for 1 step

double precision Q1,Q2

! Depth of Runoff par hour

Q2=A2*Hini
if(Hini<L1) then
Q1=0.0
else
Q1=A1*(Hini-L1)
end if
Q(1)=Area*(Q1+Q2)/3.6
Hpre=Hini
do t=2,step_num
Din=Dt/3600.0*rain(t-1)
D2=A2*Hpre*Dt/3600.0
if(Hpre<L1) then
D1=0.0
else
D1=A1*(Hpre-L1)*Dt/3600.0
end if
H=Hpre+Din-D1-D2
if(H<L1) then
Q1=0.0
else
Q1=A1*(H-L1)
end if
Q2=A2*H
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Q(t)=Area*(Q1+Q2)/3.6
Hpre=H
end do
end subroutine Calculate

subroutine Output
use SimpleTank_data
implicit none
integer t
open(4, file=output_file, status='replace')
write(4,'(a)') 'Time, Discharge'
do t=1,step_num
write (4, '(a16,a1,f0.3)') trim(time_stamp(t)),',',Q(t)
end do
close(4)
end subroutine Output

7.1.2 パラメータ入力ファイル（simulation.ctl）
Time Step(sec):

3600.0

Input File:

Rain_1947Sep-rev3.csv

Output File:

Discharge.csv

Area(km2):

208.0

A1:

0.050

A2:

0.005

L1(mm):

60.0

Hini(mm)

15.0

7.1.3 雨量データ入力ファイル（Rain_1947Sep-rev3.csv）
HySCSVFileData,Ver1.0
データ区分,時系列
Time,
1947/09/14 19:00,1.15
1947/09/14 20:00,3.66
1947/09/14 21:00,0.53
1947/09/14 22:00,0
1947/09/14 23:00,0
…途中省略…
1947/09/17 01:00,0
1947/09/17 02:00,0
1947/09/17 03:00,0
1947/09/17 04:00,0
1947/09/17 05:00,0
1947/09/17 06:00,0
1947/09/17 07:00,0
1947/09/17 08:00,0
1947/09/17 09:00,0
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7.1.4 流量データ出力ファイル（Discharge.csv）
Time, Discharge
1947/09/14 19:00,4.333
1947/09/14 20:00,4.644
1947/09/14 21:00,5.678
1947/09/14 22:00,5.803
1947/09/14 23:00,5.774
…途中省略…
1947/09/17 01:00,318.574
1947/09/17 02:00,301.052
1947/09/17 03:00,284.494
1947/09/17 04:00,268.847
1947/09/17 05:00,254.060
1947/09/17 06:00,240.087
1947/09/17 07:00,226.882
1947/09/17 08:00,214.404
1947/09/17 09:00,202.612

7.1.5 ラッピング要素モデル
7.1.5.1 演算定義クラス（McSimpleTankWrapperDefine.csv）
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 jp.xx.yyyy {
public class McSimpleTankWrapperDefine

{

public static HySID MODEL_FACTORY_LIB_ID = new HySID("jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapperFactory");
public static readonly HySObjectKind MODEL_KIND = new HySObjectKind("SimpleTankModel");
public static readonly HySString MODEL_NAME = new HySString("Simple Tank Model for Wrapping");
}
}

7.1.5.2 演算ファクトリクラス（McSimpleTankWrapperFactory.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
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using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
using CommonMP.HYMCO._SYSTEM_;
namespace CommonMP.HYMCO._SYSTEM_{
public class HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE : HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR {
public HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE(){
}
public CommonMP.HYMCO.Interface.Model.McModelFactory CreateFactory() {
return new jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapperFactory();
}
}
}
namespace jp.xx.yyyy {
public class McSimpleTankWrapperFactory : McBasicModelFactoryBase{
public override HySID CreateFactoryID() {
return McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_FACTORY_LIB_ID;
}
public override McCalModel CreateCalModel(HySObjectKind csModelKind){
McBasicCalculateModelBase csCalModel = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_KIND)) {
csCalModel = new McSimpleTankWrapperModel();
}
return csCalModel;
}
public override McCalInfo CreateCalInfo(HySObjectKind csModelKind){
McCalInfo csCalInfoData = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_KIND)){
csCalInfoData = new McSimpleTankCalInfo();
}
return csCalInfoData;
}
public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModel
Kind) {
if (!this.EqualFactory(csLibraryID)){
return null;
}
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_KIND)){
// Default Pamamete Setting
csRtnCellPrptyDt = new McCellModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(3600.0);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("Area", "集水面積（km2）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("Area", 200.0);
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csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("A1", "流出係数（側方孔）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("A1", 0.05);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("A2", "流出係数（底面孔）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("A2", 0.005);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("L1", "側方孔高（mm）", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("L1", 15.0);
//McTranInfoPattern csTrnPtn = null;
McTranInfoPattern csTrnPtn = csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("TopIn"), M
cTranInfoDefine.SINGLE_CELL_SERIAL, "Top In") as McTranInfoPattern;
HySDataCharacteristicInCell csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
csCellChara.SetDataKind(0, "Rainfall", HySDataKindDefine.SCALOR_RAIN_FALL, "mm/h");
csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
csTrnPtn.SetInterpolateType(HySDefine.InterpolateType.LINEAR);
csRtnCellPrptyDt.AddReceivePattern(csTrnPtn);
// Output Pattern
csTrnPtn = csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("BottomOut"), McTranInfoDefin
e.SINGLE_CELL_SERIAL, "Bottom Out") as McTranInfoPattern;
// Setting of Variables in Cell(Output Pattern)
csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
csCellChara.SetDataKind(0, "Discharge", HySDataKindDefine.QUANTITY_OF_WATER_FLOW, "m3/sec"
);
csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
csRtnCellPrptyDt.AddSendPattern(csTrnPtn);
}
return csRtnCellPrptyDt;
}
public override McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModel
Kind) {
if (!this.EqualFactory(csLibraryID)){
return null;
}
McInitialInfo csRtnDt = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_KIND)){
csRtnDt = new McInitialInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnDt.AddInfoType("Hini", "初期水位(mm)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("Hini", 15.0);
}
return csRtnDt;
}
public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList()
{
McModelInfo csModelInfo=null;
csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),
McModelLibraryDefine.DIVISION_CALCULATION_MODEL,
new HySObjectKind("CAL_HYDROLOGICAL_MODELS"),
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McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_KIND,
McSimpleTankWrapperDefine.MODEL_NAME
);
csModelInfo.SetVersionInf("Ver1.0");
csModelInfo.SetSummaryInf("One Layer Simple Tank Runoff Model for Wrapping Instruction");
csModelInfo.SetCreatorInf("Yoshito KKIKUMORI@ICHARM");
csModelInfo.SetIconName(new HySString("FortranModel"));
csModelInfo.SetManualFileName(@"jp.xx.yyyy.McSimpleTankWrapperFactory\jp.xx.yyyy.McSimpleTankW
rapper.pdf");
m_csCalModelInforList.AddLast(csModelInfo);

return m_csCalModelInforList;
}
}
}

7.1.5.3 演算データクラス（McSimpleTankCalInfo.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
namespace jp.xx.yyyy {
[Serializable]
public class McSimpleTankCalInfo : McCalInfo {
public override McCalInfo Clone() {
McSimpleTankCalInfo csRtn = new McSimpleTankCalInfo();
csRtn.CopyInfo(this);
return csRtn;
}
public override bool CopyInfo(McCalInfo csOrgInfo){
McSimpleTankCalInfo csOrdDt = (McSimpleTankCalInfo)csOrgInfo;
return true;
}
}
}
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7.1.5.4 演算モデルクラス（McSimpleTankWrapperModel.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Tool;

namespace jp.xx.yyyy {
public class McSimpleTankWrapperModel : McStateCalModelBase {
private double m_dRain;

// 降雨(mm/h)

private double m_dArea;

// 集水面積(km2)

private double m_dA1;

// 流出係数（側方孔）

private double m_dA2;

// 流出係数（底面孔）

private double m_dL1;

// 側方孔高(mm)

private double m_dHpre;

// 1 ステップ前のタンク水位(mm)

private double m_dQ;

// 流出量(m3/sec)

private double m_dDt;

// タイムステップ(sec)

public const string sDllFileName = @"FortranModelDll\jp.xx.yyyy.McSimpleTankExecute.dll";
[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]
public static extern void DLL_CALC(
ref double Hpre,
ref double Rain,
ref double Dt,
ref double Area,
ref double A1,
ref double A2,
ref double L1,
ref double Q
);

McSimpleTankCalInfo m_csInf = null;
protected override bool ReceiveConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lInputDataNu
m, McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
return true;
}
protected override bool SendConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lOutputDataNum,
McSendCellDataIF[] csOutputCellData){
return true;
}
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protected override bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum, ref M
cReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
bool bRtn = false;
McInitialInfo csInDt = csInitialData as McInitialInfo;
if (csInDt != null){
bRtn = true;
csInDt.GetInfo("Hini", ref this.m_dHpre);
}
return bRtn;
}
protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
HySCellData[] csCellDt = null;
csInputCellData[0].SetCurrentTime(m_csSimTime - m_csDltTime);
csCellDt = csInputCellData[0].GetInterpolatedCellD1();
this.m_dRain = csInputCellData[0].Data(csCellDt[0], 0);
DLL_CALC(
ref this.m_dHpre,
ref this.m_dRain,
ref this.m_dDt,
ref this.m_dArea,
ref this.m_dA1,
ref this.m_dA2,
ref this.m_dL1,
ref this.m_dQ
);
return 0;
}
protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData) {
HySCellData[] csSndCellData = null;
for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++) {
csSndCellData = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();
csSndCellData[0].m_dData[0] = this.m_dQ;
}
return 0;
}
public override bool SetProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo){
bool bRtn = false;
m_csInf = (McSimpleTankCalInfo)m_csCalInfo;
McCellModelPropertyInfo csPrptyInfo = csCellMdlPropertyInfo as McCellModelPropertyInfo;
if (csPrptyInfo != null) {
this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());
this.m_dDt = this.m_csDltTime.TotalSec();
csPrptyInfo.GetInfo("Area", ref this.m_dArea);
csPrptyInfo.GetInfo("A1", ref this.m_dA1);
csPrptyInfo.GetInfo("A2", ref this.m_dA2);
csPrptyInfo.GetInfo("L1", ref this.m_dL1);
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bRtn = true;
}
return bRtn;
}
}
}

7.1.6 DLL 演算部プログラム（SimpleTankExecute.f90）
subroutine DLL_CALC(Hpre,Rain,Dt,Area,A1,A2,L1,Q)
!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_CALC
implicit none
double precision Hpre,H
double precision Rain
double precision Dt
double precision Area,A1,A2,L1
double precision Din,D1,D2
double precision Q1,Q2
double precision Q
Din=Dt/3600.0*Rain
D2=A2*Hpre
if(Hpre<L1) then
D1=0.0
else
D1=A1*(Hpre-L1)*Dt/3600.0
end if
H=Hpre+Din-D1-D2
if(H<L1) then
Q1=0.0
else
Q1=A1*(H-L1)
end if
Q2=A2*H
Q=Area*(Q1+Q2)/3.6
Hpre=H
return
end subroutine DLL_CALC

7.2 キネマチックウェーブモデル
7.2.1 オリジナル Fortran プログラム（SimpleKinematicFor.f90）
module SimpleKinematic_data
implicit none
character*30 discharge_file
character*30 cross_section_file
character*30 output_file
integer step_num
integer sec_num
double precision Dt
character*30, allocatable :: time_stamp(:)
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double precision, allocatable :: Q(:,:), H(:,:), D(:,:), A(:,:)

!Discharge, Water Level, Water Depth

double precision, allocatable :: X(:), B(:), Zb(:), Rough(:), Grad(:)
end module SimpleKinematic_data
program SimpleKinematic
use SimpleKinematic_data
implicit none
integer i
write(*,*) 'Hello, SimpleKinematic Wave'
call ReadData()
call Init()
call Calc()
call Output()
end program SimpleKinematic
subroutine ReadData()
use SimpleKinematic_data
implicit none
character*100 line_buf
integer i
integer line_num
open(1, file='simulation.ctl', status='old')
read(1, '(20x,f10.3)') Dt
read(1, '(20x,i10)') sec_num
read(1, '(20xa30)') discharge_file
read(1, '(20xa30)') cross_section_file
read(1, '(20xa30)') output_file
close(1)
open(2, file=discharge_file, status='old')
line_num=0
do
read(2, *, end=990)
line_num=line_num+1
end do
990 close(2)
step_num=line_num-3
allocate(time_stamp(0:step_num-1))
allocate(X(0:sec_num-1), B(0:sec_num-1), Zb(0:sec_num-1), &
Rough(0:sec_num-1), Grad(0:sec_num-1))
allocate(Q(0:step_num-1,0:sec_num-1), H(0:step_num-1,0:sec_num-1), &
D(0:step_num-1,0:sec_num-1), A(0:step_num-1,0:sec_num-1))

open(4, file=discharge_file, status='old')
do i=0, step_num+2
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!X-Distance, River Bed Height

if(i < 3) then
read(4,*)
cycle
end if
read(4,'(a25)') line_buf
time_stamp(i-3)=line_buf(1:16)
read(line_buf(18:25),*) Q(i-3,0)
end do
close(4)
open(5, file=cross_section_file, status='old')
do i=0, sec_num
if(i < 1) then
read(5,*)
cycle
end if
read(5,'(a64)') line_buf
read(line_buf(1:16),*) X(i-1)
read(line_buf(18:32),*) B(i-1)
read(line_buf(34:48),*) Zb(i-1)
read(line_buf(50:64),*) Rough(i-1)
end do
close(5)
end subroutine ReadData
subroutine Init()
use SimpleKinematic_data
implicit none
double precision Depth
integer i
Grad(0)=(Zb(0)-Zb(1))/(X(1)-X(0))
do i=1,sec_num-2
Grad(i)=(Zb(i-1)-Zb(i+1))/(X(i+1)-X(i-1))
end do
Grad(sec_num-1)=(Zb(sec_num-2)-Zb(sec_num-1))/(X(sec_num-1)-X(sec_num-2))
do i=0,sec_num-1
Q(0,i)=Q(0,0)
end do
do i=0,sec_num-1
D(0,i)=Depth(Rough(i), Q(0,i), B(i), Grad(i))
H(0,i)=Zb(i)+D(0,i)
A(0,i)=B(i)*D(0,i)
end do
end subroutine Init
subroutine Calc()
use SimpleKinematic_data
implicit none
double precision Depth
integer t, i
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do t=0, step_num-2
D(t+1,0)=Depth(Rough(0), Q(t+1,0), B(0), Grad(0))
A(t+1,0)=B(0)*D(t+1,0)
do i=1, sec_num-1
A(t+1,i)=A(t,i)-Dt*(Q(t,i)-Q(t,i-1))/(X(i)-X(i-1))
D(t+1,i)=A(t+1,i)/B(i)
Q(t+1,i)=A(t+1,i)*D(t+1,i)**(2.0/3.0)*SQRT(Grad(i))/Rough(i)
end do
end do
end subroutine Calc
double precision function Depth(Rough, Q, B, Grad)
double precision Rough, Q, B, Grad
Depth=(Rough*Q/(B*SQRT(Grad)))**(3.0/5.0)
end function Depth

subroutine Output()
use SimpleKinematic_data
implicit none
integer t
open(6, file=output_file, status='replace')
write(6,'(a,501(f0.1,","))') 'Time\X,', X(0:sec_num-1)
do t=0,step_num-1
write (6, '(a16,a1,501(f0.3,","))') trim(time_stamp(t)),',',D(t,0:sec_num-1)
end do
close(6)
end subroutine Output

7.2.2 パラメータ入ファイル（simulation.ctl）
Time Step(sec):

60.0

Section Number:

51

Discharge File:

input_discharge.csv

Cross Section File: cross_section.csv
Output File:

water_level.csv

7.2.3 断面データ入力ファイル（cross_section.csv）
X,

B,

Zb,

Rough

0.00,

200.00,

50.000,

0.030

2000.00,

200.00,

49.000,

0.030

4000.00,

200.00,

48.000,

0.030

6000.00,

200.00,

47.000,

0.030

8000.00,

200.00,

46.000,

0.030

10000.00,

200.00,

45.000,

0.030

200.00,

5.000,

0.030

…途中省略…
90000.00,
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92000.00,

200.00,

4.000,

0.030

94000.00,

200.00,

3.000,

0.030

96000.00,

200.00,

2.000,

0.030

98000.00,

200.00,

1.000,

0.030

100000.00,

200.00,

0.000,

0.030

7.2.4 流量データ入力ファイル（Input_Discharge.csv）
HySCSVFileData,Ver1.0
データ区分,時系列
Time,R1-1
2017/01/01 00:00,200
2017/01/01 00:01,200
2017/01/01 00:02,200
2017/01/01 00:03,200
2017/01/01 00:04,200
2017/01/01 00:05,200
2017/01/01 00:06,200
2017/01/01 00:07,200
2017/01/01 00:08,200
2017/01/01 00:09,200
2017/01/01 00:10,200
2017/01/01 00:11,200
2017/01/01 00:12,200
2017/01/01 00:13,200
2017/01/01 00:14,200
…途中省略…
2017/01/02 23:49,200.0000021
2017/01/02 23:50,200.0000021
2017/01/02 23:51,200.000002
2017/01/02 23:52,200.000002
2017/01/02 23:53,200.000002
2017/01/02 23:54,200.0000019
2017/01/02 23:55,200.0000019
2017/01/02 23:56,200.0000019
2017/01/02 23:57,200.0000019
2017/01/02 23:58,200.0000018
2017/01/02 23:59,200.0000018
2017/01/03 00:00,200.0000018

7.2.5 水位データ出力ファイル（water_level.csv）
Time\X,.0,2000.0,4000.0,6000.0,8000.0,10000.0,12000.0,

…途中省略… ,96000.0,98000.0,100000.0,

2017/01/01 00:00,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略… ,1.193,1.193,1.193,1.193,

2017/01/01 00:01,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略… ,1.193,1.193,1.193,1.193,

2017/01/01 00:02,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略… ,1.193,1.193,1.193,1.193,

2017/01/01 00:03,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略… ,1.193,1.193,1.193,1.193,

2017/01/01 00:04,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略… ,1.193,1.193,1.193,1.193,

…途中省略…
2017/01/02 23:57,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193, …途中省略… ,1.235,1.242,1.250,1.259,
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2017/01/02 23:58,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193, …途中省略… ,1.228,1.235,1.242,1.250,1.258,
2017/01/03 00:00,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193,1.193, …途中省略… ,1.228,1.234,1.242,1.249,1.258,

7.2.6 ラッピング要素モデル
7.2.6.1 演算定義クラス（McSimpleKinematicWrapperDefine.cs）
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 jp.xx.yyyy {
public class McSimpleKinematicWrapperDefine

{

public static HySID MODEL_FACTORY_LIB_ID = new HySID("jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapperFactory")
;
public static readonly HySObjectKind MODEL_KIND = new HySObjectKind("SimpleKinematicModel");
public static readonly HySString MODEL_NAME = new HySString("Simple Kinematic Wave Model for Wrapp
ing");
}
}

7.2.6.2 演算ファクトリクラス（McSimpleKinematicWrapperFactory.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Model;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
using CommonMP.HYMCO._SYSTEM_;
namespace CommonMP.HYMCO._SYSTEM_{
public class HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE : HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR {
public HYMCO_MODEL_FACTORY_CREATOR_IMPLE(){
}
public CommonMP.HYMCO.Interface.Model.McModelFactory CreateFactory() {
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return new jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapperFactory();
}
}
}
namespace jp.xx.yyyy {
public class McSimpleKinematicWrapperFactory : McBasicModelFactoryBase{
public override HySID CreateFactoryID() {
return McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_FACTORY_LIB_ID;
}
public override McCalModel CreateCalModel(HySObjectKind csModelKind){
McBasicCalculateModelBase csCalModel = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_KIND)) {
csCalModel = new McSimpleKinematicWrapperModel();
}
return csCalModel;
}
public override McCalInfo CreateCalInfo(HySObjectKind csModelKind){
McCalInfo csCalInfoData = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_KIND)){
csCalInfoData = new McSimpleKinematicCalInfo();
}
return csCalInfoData;
}
public override McCellModelPropertyIF CreateModelProperty(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModel
Kind) {
if (!this.EqualFactory(csLibraryID)){
return null;
}
McCellModelPropertyInfo csRtnCellPrptyDt = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_KIND)){
// Default Pamamete Setting
csRtnCellPrptyDt = new McCellModelPropertyInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnCellPrptyDt.SetStepTime(60.0);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("sec_num", "断面数", McDefine.ValKind.LONG);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("sec_num", 51);
csRtnCellPrptyDt.AddInfoType("cs_file", "断面データ入力ファイル
", McDefine.ValKind.STRING);
csRtnCellPrptyDt.SetInfo("cs_file", @"InputData\cross_section.csv");
//McTranInfoPattern csTrnPtn = null;
McTranInfoPattern csTrnPtn = csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("TopIn"), M
cTranInfoDefine.SINGLE_CELL_SERIAL, "Top In") as McTranInfoPattern;
HySDataCharacteristicInCell csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(1);
csCellChara.SetDataKind(0, "Discharge", HySDataKindDefine.QUANTITY_OF_WATER_FLOW, "m3/sec"
);
csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
csTrnPtn.SetInterpolateType(HySDefine.InterpolateType.LINEAR);
csRtnCellPrptyDt.AddReceivePattern(csTrnPtn);
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// Output Pattern
csTrnPtn = csRtnCellPrptyDt.CreateTranInforPattern(new HySID("LongOut"), McTranInfoDefine.
D1_CELL_SERIAL, "Longitudinal Out") as McTranInfoPattern;
// Setting of Variables in Cell(Output Pattern)
csCellChara = csTrnPtn.CreateCellDataCharacteristic(4);
csCellChara.SetDataKind(0, "Water Level", HySDataKindDefine.WATER_LEVEL, "m");
csCellChara.SetDataKind(1, "Discharge", HySDataKindDefine.QUANTITY_OF_WATER_FLOW, "m3/sec"
);
csCellChara.SetDataKind(2, "Depth", HySDataKindDefine.ANY_VALUE, "m");
csCellChara.SetDataKind(3, "Velocity", HySDataKindDefine.SCALOR_VELOCITY, "m/sec");
csTrnPtn.SetCellDataCharacteristic(csCellChara);
csRtnCellPrptyDt.AddSendPattern(csTrnPtn);
}
return csRtnCellPrptyDt;
}
public override McPropertyInfoRoot CreateModelInitialInfo(HySID csLibraryID, HySObjectKind csModel
Kind) {
if (!this.EqualFactory(csLibraryID)){
return null;
}
McInitialInfo csRtnDt = null;
if (csModelKind.Equals(McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_KIND)){
csRtnDt = new McInitialInfo(csLibraryID, csModelKind);
csRtnDt.AddInfoType("Qini", "初期流量(m3/sec)", McDefine.ValKind.DOUBLE);
csRtnDt.SetInfo("Qini", 200.0);
}
return csRtnDt;
}
public override HySDataLinkedList GetCalModelInfoList()
{
McModelInfo csModelInfo=null;
csModelInfo = new McModelInfo(
(HySID)this.GetFactoryID(),
McModelLibraryDefine.DIVISION_CALCULATION_MODEL,
new HySObjectKind("CAL_RIVER_MODELS"),
McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_KIND,
McSimpleKinematicWrapperDefine.MODEL_NAME
);
csModelInfo.SetVersionInf("Ver1.0");
csModelInfo.SetSummaryInf("Simple Kinemaitc Wave 1 Dimension Unsteady Flow Model for Wrapping
Instruction");
csModelInfo.SetCreatorInf("Yoshito KKIKUMORI@ICHARM");
csModelInfo.SetIconName(new HySString(@"jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapperFactory\jp.xx.yyyy.
McSimpleKinematicWrapper"));
csModelInfo.SetManualFileName(@"jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicWrapperFactory\jp.xx.yyyy.McSimple
KinematicWrapper.pdf");
m_csCalModelInforList.AddLast(csModelInfo);
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return m_csCalModelInforList;
}
}
}

7.2.6.3 演算データクラス（McSimpleKinematicWrapperCalInfo.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.Interface.HSViewer;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Controller;
namespace jp.xx.yyyy {
[Serializable]
public class McSimpleKinematicCalInfo : McCalInfo {
public override McCalInfo Clone(){
McSimpleKinematicCalInfo csRtn = new McSimpleKinematicCalInfo();
csRtn.CopyInfo(this);
return csRtn;
}
public override bool CopyInfo(McCalInfo csOrgInfo){
McSimpleKinematicCalInfo csOrdDt = (McSimpleKinematicCalInfo)csOrgInfo;
return true;
}
}
}

7.2.6.4 演算モデルクラス（McSimpleKinematicWrapperModel.cs）
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSData;
using CommonMP.HYSSOP.CoreImpl.HSTools;
using CommonMP.HYMCO.Interface;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Model;
using CommonMP.HYMCO.Interface.Data;
using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Data;
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using CommonMP.HYMCO.CoreImpl.Tool;

namespace jp.xx.yyyy {
public class McSimpleKinematicWrapperModel : McStateCalModelBase {
private string m_sCSFile;

// 断面データ入力ファイルパス（文字列）

private long m_lSecNum;

// 断面数（自然数）

private double m_dDt;

// タイムステップ(sec)

private double[] m_dX;

// 流下距離(m)

private double[] m_dB;

// 水路幅(m)

private double[] m_dZb;

// 水路床高(m)

private double[] m_dRough;

// 粗度係数

private double[] m_dGrad;

// 河床勾配

private double[] m_dQ;

// 流量(m3/sec)

private double[] m_dH;

// 水位(m)

private double[] m_dD;

// 水深(m)

private double[] m_dA;

// 流積(m2)

private double m_dQini;

// 初期流量(m3/sec)

public const string sDllFileName = @"FortranModelDll\jp.xx.yyyy.McSimpleKinematicExecute.dll";
[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]
public static extern void DLL_INIT(
string CSFile,
ref long sec_num,
double[] X,
double[] B,
double[] Zb,
double[] Rough,
double[] Grad,
double[] Q,
double[] H,
double[] D,
double[] A,
ref double Qini
);
[System.Runtime.InteropServices.DllImport(sDllFileName)]
public static extern void DLL_CALC(
ref long sec_num,
ref double Dt,
double[] X,
double[] B,
double[] Zb,
double[] Rough,
double[] Grad,
double[] Q,
double[] H,
double[] D,
double[] A,
ref double Qu
);
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McSimpleKinematicCalInfo m_csInf = null;
protected override bool ReceiveConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lInputDataNu
m, McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
return true;
}
protected override bool SendConnectionCheck(ref McStructErrorInfo csErrorInf, long lOutputDataNum,
McSendCellDataIF[] csOutputCellData){
return true;
}

protected override bool Initialize(ref McPropertyInfoRoot csInitialData, long lInputDataNum, ref M
cReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
bool bRtn = false;
McInitialInfo csInDt = csInitialData as McInitialInfo;
if (csInDt != null){
bRtn = true;
csInDt.GetInfo("Qini", ref this.m_dQini);
DLL_INIT(
this.m_sCSFile,
ref this.m_lSecNum,
this.m_dX,
this.m_dB,
this.m_dZb,
this.m_dRough,
this.m_dGrad,
this.m_dQ,
this.m_dH,
this.m_dD,
this.m_dA,
ref this.m_dQini
);
}
return bRtn;
}
protected override long Calculate(long lInputDataNum, ref McReceiveCellDataIF[] csInputCellData){
HySCellData[] csCellDt = null;
csInputCellData[0].SetCurrentTime(m_csSimTime);
csCellDt = csInputCellData[0].GetInterpolatedCellD1();
this.m_dQ[0] = csInputCellData[0].Data(csCellDt[0], 0);
DLL_CALC(
ref this.m_lSecNum,
ref this.m_dDt,
this.m_dX,
this.m_dB,
this.m_dZb,
this.m_dRough,
this.m_dGrad,
this.m_dQ,
this.m_dH,
this.m_dD,
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this.m_dA,
ref this.m_dQ[0]
);
return 0;
}
protected override long DataFusion(long lOutputDataNum, ref McSendCellDataIF[] csOutputCellData) {
HySCellData[] csSndCellData = null;
for (long lLp = 0; lLp < lOutputDataNum; lLp++) {
csSndCellData = csOutputCellData[lLp].PrepareSendCellD1();
for (int i = 0; i < this.m_lSecNum; i++) {
csSndCellData[i].m_dData[0] = this.m_dH[i];
csSndCellData[i].m_dData[1] = this.m_dQ[i];
csSndCellData[i].m_dData[2] = this.m_dD[i];
csSndCellData[i].m_dData[3] = this.m_dQ[i] /this.m_dA[i];
}
}
return 0;
}
public override bool SetProperty(McCellModelPropertyIF csCellMdlPropertyInfo){
bool bRtn = false;
McCellModelPropertyInfo csPrptyInfo = csCellMdlPropertyInfo as McCellModelPropertyInfo;
if (csPrptyInfo != null) {
this.m_csDltTime = new HySTime(csPrptyInfo.GetStepTime());
this.m_dDt = this.m_csDltTime.TotalSec();
csPrptyInfo.GetInfo("sec_num", ref this.m_lSecNum);
this.m_dQ = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dX = new double[this.m_lSecNum];
this. m_dB = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dZb = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dRough = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dGrad = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dQ =new double[this.m_lSecNum];
this.m_dH = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dD = new double[this.m_lSecNum];
this.m_dA = new double[this.m_lSecNum];
csPrptyInfo.GetInfo("cs_file", ref this.m_sCSFile);
this.m_sCSFile = GetProjectGroupDirectory().ToString() + @"\" + this.m_sCSFile;
bRtn = true;
}
return bRtn;
}
}
}
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7.2.7 DLL 演算部 Fortran プログラム（SimpleKinematicExecute.f90）
subroutine DLL_INIT(CSFile, sec_num, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qini)
!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_INIT
implicit none
character CSFile*200

integer sec_num
double precision X(0:sec_num-1)
double precision B(0:sec_num-1)
double precision Zb(0:sec_num-1)
double precision Rough(0:sec_num-1)
double precision Grad(0:sec_num-1)
double precision Q(0:sec_num-1)
double precision H(0:sec_num-1)
double precision D(0:sec_num-1)
double precision A(0:sec_num-1)
double precision Qini
double precision Depth
character*100 line_buf
integer i
open(5, file=CSFile, status='old')
do i=0, sec_num
if(i < 1) then
read(5,*)
cycle
end if
read(5,'(a64)') line_buf
read(line_buf(1:16),*) X(i-1)
read(line_buf(18:32),*) B(i-1)
read(line_buf(34:48),*) Zb(i-1)
read(line_buf(50:64),*) Rough(i-1)
end do
close(5)
Grad(0)=(Zb(0)-Zb(1))/(X(1)-X(0))
do i=1,sec_num-2
Grad(i)=(Zb(i-1)-Zb(i+1))/(X(i+1)-X(i-1))
end do
Grad(sec_num-1)=(Zb(sec_num-2)-Zb(sec_num-1))/(X(sec_num-1)-X(sec_num-2))
do i=0,sec_num-1
Q(i)=Qini
end do
do i=0,sec_num-1
D(i)=Depth(Rough(i), Q(i), B(i), Grad(i))
H(i)=Zb(i)+D(i)
A(i)=B(i)*D(i)
end do
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100 format(4a16a15)
101 format(f15.2a1f15.2a1f15.3a1f15.3a1f15.1)
end subroutine DLL_INIT

subroutine DLL_CALC(sec_num, Dt, X, B, Zb, Rough, Grad, Q, H, D, A, Qu)
!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::DLL_CALC
implicit none
integer sec_num
double precision Dt
double precision X(0:sec_num-1)
double precision B(0:sec_num-1)
double precision Zb(0:sec_num-1)
double precision Rough(0:sec_num-1)
double precision Grad(0:sec_num-1)
double precision Q(0:sec_num-1)
double precision H(0:sec_num-1)
double precision D(0:sec_num-1)
double precision A(0:sec_num-1)
double precision Qu

!

現時点の上流端流量

double precision Depth
integer i
Q(0)=Qu
D(0)=Depth(Rough(0), Qu, B(0), Grad(0))
A(0)=B(0)*D(0)
H(0)=D(0)+Zb(0)
do i=1, sec_num-1
A(i)=A(i)-Dt*(Q(i)-Q(i-1))/(X(i)-X(i-1))
D(i)=A(i)/B(i)
Q(i)=A(i)*D(i)**(2.0/3.0)*SQRT(Grad(i))/Rough(i)
H(i)=D(i)+Zb(i)
end do
end subroutine DLL_CALC
double precision function Depth(Rough, Q, B, Grad)
double precision Rough, Q, B, Grad
Depth=(Rough*Q/(B*SQRT(Grad)))**(3.0/5.0)
end function Depth
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