
離散系シミュレーション・

ソフトクエア・サーベイ '93

シミュレーションソフトウェア特集号オーガナイザー 森戸 晋(早稲田大学理工学部)

,JJJJlJJJJJJJllIIIJl IIIJlJJJIIIJlJlJlIIIIJJJIIIIJJJJl JJJ JlJJJIIIIIIIIIIJlJlJJJIIJJJIIIIIIIIJJJJlIIJJJIIIIIIJlIIIIJJJJJJIIIIIIJlJJlJJIIIIIJIIJJJJJJJIIJJJJJIIIIIJJJJJJJIIJJJJJJJJJIIJJJJJIIIIIJJJlJJIIJJJIIJJJIIJ11IJ11IJ1II11ll 

以下では 7 ベージにわたって現在国内で流通してい

る離散系、ンミュレーションの主要ソフトウェアの特性を

ソフトウェアごとの一覧表としてまとめている.具体的

には，ソフトウェアの基本的特徴，開発者・閥発元に始

まり，必要な計算機環境，モデル化機能をはじめ，モデ

ル規模の限界，他言語等とのインターフェイス，デバッ

グ，アニメーション，実験の計画や表計算ソフトへの対

応等の基本機能の概要，国内外の導入実績と主なユーザ

ー業種，価格やメンテナンス費用，サポート体制，プロ

グラム委託，その他の特徴，連絡先に至るまでがまとめ

られている.掲載順は，ソフトウェアのABCII頂とした.

なお，内容はシミュレーションのポテンシャル・ユー

ザーは言うに及ばず，アカデミックな立場からも十分意

味のあるものになるよう十分配慮をしているが，商用ソ

フトウェアの宣伝とし、う側面もあり，一企業最大 2 ソフ

トウェアという範囲の中で， ソフトウェアヴェンダー各

社に半分広告としてご協力をいただいた.この場を借り

て謝意を表したい.

わが国でも，世界の主要なソフトウェアはそのほとん

どが流通しているが，米国を中心に離散系シミュレーシ

ョンのソフトウェア市場の競争は織烈であり，商用のも

のでも 50を越えるソフトウェアがしのぎをけずっている

のが実情である.このような状況を反映して，これまで

にも参考文献に示すようないくつかのソフトウェアのサ
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ーベイが行なわれてきた.しかし，これらのサーベイに

較べると，扱っているソフトウェアの数こそ厳選されて

少なくなっているものの，各ソフトウェア l ベージにつ

まった情報はきわめて密度が濃く，しかも従来のサーベ

イでは触れられていない項目も少なくない.このサーベ

イで、ユーザー，ポテンシャル・ユーザー，研究者に有効

な情報が提供できれば幸いである.
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名称

AutoMod 
基本的特徴 工場、物流センター等の設計を進める要領で、実際の縮尺に基づいたレイアウト

を行い、シミュレーションモデルを作成する。工場、物流センター等で使用され
る機器の基本モデルはモジュールとして用意されており、パラメータを設定する
だけで、全体モデルの一部として取り込むことができる。モデル構築において
は、対象を抽象化することなく、現場の実体を詳細に取り込める機能を有する。

開発元 AutoSimulations Inc. , 
計算機環境 シリコングラフィクス社:各機種、主記憶 24MB 以上、標準 O/S、 DEV.

386/486 PC 各機種:主記憶 24MB 以上、 MS-DOS、I.V. ボード
サンマイクロシステムズ社: SPARC-St抗ion，同等品、 GX 仕様、主記憶 24MB
以上、標準 O/S，XGL，オープンウインドウ

機能
主なモデル化機能 工場、物流センター等の離散系システムのみを対象とする。
ワーJレドビュー 外部的には"物"中心の表現、内部的には事象中心。
モデル化基本機能 モデルは工場・物流センターなどのレイアウト並びにその上に配置された機器な

ど、物理的システムのモデルとその上を品物が流れるロジックを示すモデルの合
体したものである。レイアウト機能:縮尺に基づいたレイアウト記述。
機器モデル化機能:無人搬送車、自動倉庫、コンベア、パワーフリー、天井ク
レーン、ロボット、各種機械。ロジック記述機能:英誇ライクな簡易言語。

モデル規模の限界 無し(ハードウェアによる)
インターフェース ファンクションを使つての C 言語とのインターフェース。
デバッグ (1) アニメーションによる。 (2) ロードだけでなく、プロセス、リソース、キュー、

オーダリスト、プロッ夕、カウン夕、搬送車等に注目したトレース機能。 (3) シ
ミュレーションのステップ実行機能。

アニメーション モデル定義と一体化
実験の計画 乱数:トースワーズ，線形合同法，乱数の使用ストリーム数は無制限に使用可能

乱数(分布)の種類:一様分布，正規分布，三角分布，指数分布，ガンマ分布，ログ
ノーマル分布，ワイブル分布，比率指定の乱数による配分，経験(任意データ)分布
初期条件の影響除去の対応:ウォームアップピリオド判断支援機能/独立繰り
返し並びに組み平均法機能/信頼区間推定機能/実験計画支援機能/パラメータ
変更による自動ケーススタディ機能、等を有する

表計算ソフト対応 テキストファイルにて可能

導企入業実/研績究機関 過去 5 年圏内合計: 51 システム、 '92 年度園内実績: 12 システム
50 システム/1 システム

全世界 400 社以上
主なユーザ業種 自動車、家電、エレクトロニクス・半導体、機械・マテハン機器メーカ、建設等
価格と 300"" 1100 万円(ソフトソのフみト、の構価成格、の適約用1ハードウェアにより異なる)
メンテナンス費用 メンテナンス費用:上記 5%/年 (2 年度目より)
サポート 導入時の教育:基本コース/1 週間，プラスコース/1 週間。メンテナンス・サボー

ト:電話，FAX による問い合わせ、パージョンアップの無償提供。ユーザー組織:
年 1 回ミーティングを兼ねたオープンセミナーを実施。テキスト:日本語あり

プログラム委託 シミュレ ション・ベ スド・コンサルティングとして受託

その他特筆すべ特き徴 -マン・マシン・インターフェース機能が優れている。
-モデルの構築が容易である一方、実際のシステムの詳細までモデル化できる。
-使用対象者としては、工場・物流センター等の設計を自ら行う技術者を想定し
ている。

-アニメーション中の機器やロードをマウスでクリックするだけでそれに関する
属性データや統計データを表示できる。
-アニメーションは 3 次元表示であり、拡大縮小が自在に行える。
-アニメーションの中で、注目するロードやピークルを常に画面のセンターに位
置させるなど、任意の視点に基づくアニメーションのシナリオを実行できる。

連絡先 T 230 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-37-37
千代田化工建設株式会社 CIM 技術室 TEL:045-506-7015 FAX:045-506戸7041
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名称

FA  CTO R/ AIM(Analyzer for 1叩
基本的特徴と AIM は、使い易さとモデルの柔軟性を局いレベルで同時に実現し、最新の技術
関連ソフトウェア で開発された生産システム専用のシミュレータである。従って、初心者でもすぐ

に使いこなすことができるとともに、高度なシミュレーションニーズにも対応
できる。グラフイカルに製造システムのレイアウトを設定することによりシミュ
レーションモデルとアニメーションモデルが同時に構築できる。

開発者、開発:n;と 米国 Pritsker 社:1973 年にシミュレーション分野の草分けである、 A.Alan.
その特徴 B.Pritsker 博士らによって設立。今日シミュレーション分野において、最も高

い評価を得ているコンサルティング会社。

計算機環境 IBM/PC 互換機 (80386 ，80486)0 RAM 16MB 以上。
IBM OS/2 Ver2.0 以上(拡張サービス)。
IBM C Set/2(モデルのカスタマイズを行いたい場合)。
Drawing パッケージ(アニメーションの背景やアイコンを自作する場合)。

機能
主なモデル化機能 AIM ではマウスを使って、グラフィックアイコンを画面上に配置し、必要なデー

タをフォームに記入することでモデルが構築される。プログラミングの必要がな
いので、シミュレーションやコンビュータの初心者でも、すぐ使いこなすことが
できる。
アイコンとしては、機械、資材、仕掛かり品エリア、バッファ、作業員、治具、
工具、 AGV、コンベア、搬送車等が標準的に用意されている。
フォームに記入するデータには、オーダ、工程定義、シフト情報保全計画、故障、
生産品目、資源のグループ、パッチ化等がある。
モデルはプロセス中心に記述し、離散系の生産システムを前提としている。
モデルの規模には制限無し。
開発言語は C で、モデルのカスタマイズも C で行える。

アニメーション 標準機能として提供されており、モデル定義が終われば、すぐにアニメーショ
ンも行うことができる。 concurrent/po剖 simulation のいずれにも対応。シミュ
レーションの実行を任意の時点で中断し、モデルの状態をレポートやグラフで確
認したり、モデルの状態を強制的に変更した後で、その時点から再スタートする
こともでき、デバッグや実験時に非常に有効な機能を提供する。

実験への対応 10 種類の乱数系列を用意。一様分布以外にも 10 種類以上の分布を発生させるこ
とができ、特殊な分布をユーザ定義することも可能。指定の時間で統計量を初期
化でき、これによって初期条件の影響を排除する。独立繰り返しをサポート。

結果分析と表示 多様なレポート、グラフ、プロットを用意しており、ウインドウを使って画面上
に表示したり、プリンタに印刷できる。

表計算ソフト対応 世に出回っているほとんどのスプレッドシート、データベースとデータ互換性を
持っている。

導入実績 1993 年 5 月に販売開始
価格と 350 万円、年間保守料 40 万円。
メンテナンス費用 アカデミックプライス有。

サポート -講習会
-電話、 FAXによるご質問にお応えします。
-日本語マニュアル有り。
-ユーザコンファレンスを 2 年に 1 回開催。 (200 人規模)

プログラム委託 AIM は使い易いシミュレータであり、モデル化だけの場合は基本的に顧客側で|
行うことが可能。
当社で受託する場合は、モデル化だけではなく実験や分析まで含むことになる。

その他特筆すべき OS/2 の PM 上で稼働するため、ウインドウ、プルダウンメニューなど、使い易
特徴 いユーザインターフェイスで使用できる。

連絡先 T 163-07 
東京都新宿区西新宿 2 丁目 7 番 1 号新宿第一生命ピル 24F
(株)構造計画研究所数理技術部シミュレーション営業室

TEL 03(3348)0645 FAX 03(3346)1274 
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名称

PCModel 
基本的特徴 視Mo覚d対el話方式のアニメ型シミュレーションソフトウェアで、簡単な専用言語 PC-

によるコーディング方式をとっている。コストパフォーマンスに優れパソ
コン上で実行可能。

関連ソフト CADmotion 
開発者・開発苅と 米国 S加80ft 社/David A.White 社長

その特徴 元 IBM 社々員。現在、 PCModel/CADmotion を武器に World Wide な営業活
動を行っている。

計算機環境 対応機種米国 IBMパソコン・ PC-AT，同互換機、日本 IBM パソコン・ P8/55
シリーズ、 AX 規格パソコン、東芝 J3100、 NEC PC9800 シリーズ
08: PC・D08、米国 MS-DOS、 NEC98・DOS(NEC 関連ソフトは H5.9 出荷予
定)
記憶容量: 256KB 以上
言語: PCModel 

機能 事象中心のキャラクター表不方式 2 次元アニメ型シミュレーション・ツールであ
る。

文字種255文字、文字色 16 色、文字背景色 4色にて移動対象物を識別表示でき、
平面展開されたレイアウトの中で対象物の動きをシミュレートする。
移動対象物の制御は言語 PCModel を用い 54 種類の平易なインストラクション
で構築し、最大 8192 ステップまで可能である。
モデルの平均的ステップ数は 1500"，3500 である。
個々のシステム特有の複雑な計算やロジックは他の言語 (C 等)で開発したプロ
グラムをリンクさせて利用することもできる。
また、対象物を同時に 6000 個まで制御でき、最小時閥単位 1/100 秒まで表現で i
きる。

シミュレーションは、最大 10000 時間まで可能。シミュレーション実行速度は筒
単なキー操作でスローモーションから約 1000 倍まで随時変更できる。
デバッグ機能として、移動対象物の追跡によるプログラムデバッグ等モデル開発
を支援する各種機能を備えている。
結果解析時の機能として、シミュレーション途中でのパラメータの随時変更・移
動経路の任意箇所のプロッキングにより、その効果や影響を検査できる。また、
使用可能な乱数系列は 5000、種類は連続分布・指数分布(ポアソン分布)・正規
分布・雄教分布がある。
シミュレーション結果は表計算ソフト Lotus1-2・3 で加工処理可能な形式で出力
できる。
その他に、他コンビューターや同時進行の他のモデルとの信号情報の交換が可能
である。

導入実績
過去 5 年圏内合計 70 本

'92 年度圏内実績 9 本
企業/研究機関 64本/6 本
全世界 1182 件/米・日・韓・英・豪 etc.('92ふ現在)
主な業種 製造業
価格 98 万円

メンテナンス料 無料(但し購入後 1 年を経過した場合のパージョンアップは有料)
サポ ト テクニカルサポートを FAX にて受け付けている
セミナー 定期セミナー (1 回/月)、出張セミナー開催
マニュアル 日本語マニュアル
プログラム委託 12 件/年(プロジェクトの開発体制 3 人/月)
ステップ数 1500.....3500 ステップ/件
受注先 製造業(生産管理部門・エンジニアリング部門等)
連絡先 新日銭情報通信システム(株)中部支社 営業部商品開発4グ6ル(担ー当をプ旦

TEL 052-565-4116 FAX 052・565・41 崎・池田)
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名称

SIMAN V jCinema V LARENA 
基本的特徴と SIMAN:汎用シミュレ ション言語
関連ソフトウェア Cinema:SIMAN 用アニメーションツール

ARENA:SIMAN jCinema ベースのオブジェクト型モデルジェネレータ
SIMAN jCinemacAR~1'J A 

開発者、開発ヌむと 米国 Systems Modeling 社

その特徴 Dr.C.D.Pegden 

計算機環境 PC 版: DOS5.0 以上又は OS/22.0 以上、メモリ 8MB 以上、ディスク容
量 45MB 以上、 VGA グラフィック

UNIX 版: AIX3.2(IBM RS6000) 
SunOS4.2(SunSparc) 
HPUX8.1(HP9000 Series7000) 
Ultrix4.2(DecStation) 
メモリ 16MB 以上ディスク容量 60MB 以上

機能 基よ本り的事象にはプロセス中心型のシミュレーション用の言語だがイベントブロックに
中心型モデル又はそれらを融合したモデル化が可能。

システムの挙動に関する動的な特性すなわち物の流れのロジックを記述すること
モデルフレーム部とシミュレーションの実験状態やデータを記述する実験フレー
ム部に分かれており、パラメータ変更時のフィジピリティスタディが容易でプロ
グラムが読みやすい。 QUEUE，SEIZE ，DELAY，RELEASE といった基本プロッ
クの他に QPICK ，TRANSPORT，SPLIT ，COMBINE，MATCH といった拡張機能
やマテハン償能も標準装備。さらに READ，WRITE，IF ，ELSEIF，WHILE といっ
た論理機能を持つ。
モデルの規模は UNIX 版、 PC 版ともハードウェアのメモリに依存。 C、 FOR-
TRAN とのインターフェイス。 (EVENT ルーチン、ユーザ選択ルール等)
アニメーションは仮想空間を使用したオブジェクト型ベクトルビ、ューで Concur-
rent ，Postsimulation とも可能。アニメーション構築時にモデルを変更する必要が
なく容易に必要な部分のみを表示できる。
乱数系列は無制限でシード値も変更可能。 12 の確率分布関数を持つ。独立繰り
返し法(終結)や組平均法(非終結)の実行横能を持ち、信頼区間を求め、確率的
バラツキや初期条件の除去が可能。アウトプットプロセッサでは、通常のデータ
プロットの他にヒストグラムや信頼区間を求める機能を有す。また、インプット
プロセッサにより与えられたデータ系列からの確率分布関数とそのパラメータを
求める機能を有す。
モデル上から直接表計算ソフトウェアのファイルに書き出す機能を有す。

導入実績
'92 年度圏内実績 21 本
全世界 4500 本

主なユーザ業種 自動車、鉄鋼、半導体、物流等
価格と Cinema/UNIX 版 (SIMAN を含む)600 万円(保守は 2 年目以降本体価格の 10%)

メンテナンス費用 CinemajOSj2 版 (SIMAN を含む) 480 万円(保守は 2 年目以降本体価格の 10%)

CAiRneEmNaA//DPOCS版版((CSiInMemAaNをを含含むむ))400 万円(保守は 2 年目以降本体価格の 100%%)) 
600 万円(保守は 2年目以降本体価格の 1

サポート ソフトウェアのパージョンアップ、マニュアルの更新、電話・ FAX による質問|
対応、グレードアップ対応
自社講習会有り(有料、オンサイトも可能)、公共機関での講習会もあり。

プログラム委託 約 20 件/年
開発マンパワー 0.5 人/月'" 12 人/月(シミュレーション以外のエンジニアリング業務を含む場

合がある。)
その他特筆すべき ARENA スタンダ ド版により開発効率が約 2 倍、更に ARENA プロフェッショ

特徴 ナル版によるカストマイズで 5"， 10 倍の開発効率のアップが期待できる。
連絡先 ニ菱重工業(株)エレクトロニクス事業部

TEL 03-3769-9010 FAX 03-3769・9174 藤井、日比野

592 (36) オベレーションズ・リサーチ
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名称

オブジェクト指向シミ z レーションツール SimKit
基本的特徴 オブジェクト指向シミュレーショシトは聞Jのデメーッタセとー手ジ続のきやをりまととり語に元よ単位り動(オ作ブすジるェ。 I

クト)をベースとし、オブジェク
SimKit はモデル構成が一日でわかるオブジェクトのイメージ表示採用、モデル
の修正、変更に絶大な威力を発揮する。また、 Common Lisp、 KEE(エキスパー
トシステム開発支援ツール)をベースとし、シミュレーションの世界に AI 的ア
プローチが可能。

開発J1j オブジェクト指向技術のソフトウェアベンダー、米国 InぬlliCorp 社が開発し、日
本での販売、サポートは株式会社 CSK が行う。

計算機環境 Sun ワークステーション
Sun OS 4.1.x 
Lucid Common Lisp 4.0 
KEE 4.0 
メモリ :16MB 以上
開発言語:Common Lisp 

機能
連続型機能の有無 無し
ワ -Jレドビュー 事象中心
モデル化基本機能 待ち行列問題専用ライブラりを装備。グラフィック機能を用いてモデルの恒久要

素作成。モデルの初期化、実行、中断、事象単位の実行可能。モデルの詳細情報
を表・ヒストグラム・ファイル形式でアウトプット可能(データコレクタ機能)。

モデル化拡張機能 特定分野のライブラリ、サプライプラリ作成。単一の(サブ)ライブラリから複
数のモデル作成。
作成したライブラリ、モデル、オブジェクトの整合性チェック。

規模の限界 メモリサイズ、スワップサイズに依存し、ソフトウェア的には限界無し。
インタフェース 開発言語 Common Lisp をはじめ、 C，Fortran ，Pascal で記述された関数をインタ

ラクティプに呼び出し可能。
デバッグ シミュレーション実行中のトレース、ブレーク機能。作成したライブラリ、モデ

ル、オブジェクトの整会性チェック。
アニメーション 標準装備。 concurrent simulation。モデル定義と一体。専用エディタでマウスに

より定義。
実験の計画 乱数系列の数に制限なし。

一様分布以外に、正規分布、指数分布、ポアソン分布がある。
ユーザ定義の乱数作成可能。
初期条件の影響除去可能。
独立繰り返し、組平均法、分散減少法への対応無し。

結果分析と表示 統計学上の分析有り。表示はデータコレクタ機能(上述)の利用。
表計算ソフト対応 無し。

導企入業実/研績究機関 企業中心
全世界 約 100 本
主なユーザ業種 鉄鋼、通信、建設。
価格 200 万円(年間サポート契約料 30 万円)
サポート体制 株式会社 CSK 内。 3 日間教育コース有り。ユーニザン組グ織マ無ニし。

SimKit 関連リファレンスマニュアル、トレー ュアル。
プログラム委託 システム開発受託可能
その他特筆すべき オブジェクト指向で設計されているため、モデル化が容易、メンテナンスが容易

特徴 というオブジェクト指向設計のメリットがある。
シミュレーション過程での意志決定時にルールを組み込み推論することが可能で
ある。

連絡先 株式会社 CSK 技術開発本部技術企画部T石E原L 
03-3370-9582 FAX 03-3370-9581 
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名称

SLAM 11 (Simulatio叫叫uage for Alter附ive Modeli削
基本的特徴と SLAM 11 は、様々なシステムをモァル化するために、現在我が国でもっとも広
関連ソフトウェア く使用されている離散・連続共用型の汎用シミュレーション言語

EWS 上では、 TESS と結合してシミュレーション分析を一貫してサポートする
視覚型トータル・シミュレーションサポートシステムが実現。
パソコン上では、 SLAMSYSTEM として同様のトータル・シミュレーションサ
ポートシステムが実現可能。

開発者、開発7むと 米国 Pritsker 社:1973 年にシミュレーション分野の草分けである、 A.Alan.
その特徴 B.Pritsker 博士らによって設立。

今日シミュレーション分野において、最も高い評価を得ているコンサルティング
会社。

計算機環境 SLAM 11: FORTRAN77 のコンパイラを持つ全てのコンビュータ
TESS: 

SIBunM,V/Pax C(OS/2,Windows),NEC/PC(OS2) SLAMSYSTEM: 
機能 SLAM 11 は、ネットワーク型、事象中心型の 2 つのアプローチによる荷量散型モ

デル化機能を合わせ持つばかりでなく、連続型モデル化機能を備え、しかもこれ
ら 3 機能の組み合わせを許す高機能の汎用シミュレーション言語である。
また、 SLAM 11 には、最近の工場への導入がよく行われているマテリアル・ハ
ンドリング機器のモデル化が容易にできるように特化した機能(マテハン拡張機
能)が追加されている。マテハン拡張機能により、 AGV システム、フォークリ
フト、自動倉庫システムのモデル化が容易になる。
SLAM II でモデル化を行う場合、 SLAM 11 に用意されている約 30 種のノード
とア四クからなるシンボルを組み合わせて、ネットワーク困を作成する。 TESS、
SLAMSYSTEM では、ネットワークピルダーにより、スクリーン上で効率よい
モデル構築が可能となる。
扱えるモデルの大きさは、ハードの限界まで拡張できる
デバッグのための機能としては、トレース出力と対話式実行環境が利用できる。
アニメーション出力は、 TESS、 SLAMSYSTEM でコンカレント/ポスト両モー
ドでの出力が可能である。アニメーションモデルは、モデル定義とは別途定義す
る。

乱数は代表的な 12 の分布が利用でき、乱数系列は 10 本が準備されていて拡張
も可能。

導入実績
圏内導入実績 600 本(内大学 100 本)(93 年 3 月現在)
全世界 5000 本以上
主なユーザ業種 各種製造業、通信関係企業、建築業 etc.
価格と SLAM 11 • TESS:590 万円、年間保守料:110 万円。アカァミックプライス有。
メンテナンス費用 SLAMSYSTEM:350万円、年間保守料:30 万円。アカデミックプライス有。
サポート -定期講習会

-電話、 FAXによるご質問にお応えします。
-日本語マニュアル有り。
-ユーザコンファレンスを 2 年に 1 回開催。 (200 人規模)
• rSLAMIIによるシステムシミュレーション入門・改訂版J 発行(共立出版)

プ年ロ間グ受ラ書ム委託
託件数 20-30 件

モデル規模 1000-3000 行
主な受注先 通信、生産・物流
開発マンパワー 2-5 人/月
その他特筆すべき SLAMSYSTEM は、ノート型パソコンで稼働するため、客先でのプレゼンテー

特徴 ションが容易に行え、営業用のツールとしても効果が期待できる。
連絡先 T 163構-0造7 計東画京研都究新所宿区数西理新技宿 2 丁目 7、番 1 号シ新ョ宿ン営第業一室命ピル 24F

(株) 術部シミュレー
TEL 03(3348)0645 FAX 03(3346)1274 
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名称

WITNESS 
基本特徴と モァル構築がメニュー主導のため容易
関連ソフトウェア シミュレーション実行過程のアニメーション表示

モデル構造、条件設定がインタラクティブに変更でき代替案の比較検討が容易
自動レポート機能、グラフ表示機能、および外部ファイル
C言語インターフェイス対応

開発Jtj 英国 AT&TISTEL

計算機環境 PC 版 IBM PC-AT 互換機: OS/2 Ver1.1 '" , Windows Ver3.0 "" ，メモリ 8MB 以

上，ハードディスク 10MB 以上の空き要
WS版 Sun SPARCstation2 ， 10 他: SunOS Ver4.n", , Open Windows Ver2-

DEC VAXstation シリーズ: VMS Ver5.4", , DEC Windows Motif 
HP9000 シリーズ 700 以上: HP-UX Ver8.05 or 8.07, Motif or HP-VUE 
IBM RS/6000 : AIX ver3.2,AIX Wiridows/6000，メモリー 16MB 以上，ハード
ディスク 16MB 以上の空き要

機能
連続型機能の有無 有り
ワーJレドビュー 事象中心
モデル化基本機能 モデルジェネレーター方式、メニュー主導のモデル構築
モデル化拡張機能 C 言語インターフェイス、アイコン作成機能

規模の限界 ぼぽ無制限。
ハード、メモリによる。

インターフェイス C 言語インターフェイス
デバッグ インタラクトボックスによる事象のトレースおよびアニメーションでの確認によ i

りデバッグが容易。
アニメーション 同時型であり、モデル定義と一体。また、データのみ必要な場合は、パッチモー|

ドLよりアニメーションを表示せずL高速L実行できる。
実験の計画 99 の乱数系列。

標準で組み込まれている分布は二項分布、ポアソン分布、ガンマ分布等十数種
類。

数十種類の組み込み関数およびユーザー関数定義機能。
初期条件の影響除去にはウォーミングアップ機能、イニシャライズ機能を持つ。
また独立繰り返し、分散減少法等にはエクスベリメントモードで対応。

結果分析と表示 自動レポート機能
タイムシリーズ、ヒストグラム、，{イチャート、 .r~-チャート

表計算ソフト対応 Lotus 1・2・3 ，Excel 他

導入実績
園内過去 6 年合計 152 システム

'92 年度圏内実績 31 システム

企業/研究機関 138 システム/14 システム
全世界 2500 システム

主なユーザ業種 素材産業、組立産業、電気・電子産業、化学産業、建設業、物流サービス業他
価格 PC 版 670 万円(含初年度保守料) WS 版 900 万円(含初年度保守料)
メンテナンス費用 PC 版 70 万円 WS版 100 万円
サポート体制 月例講習会、モデル作成コンサルテイング、 Q&A、ユーザーミーティング他

プ典ロ型グラム委託 年間件数約 30 件
的なモデル規模 数ライン~工場全体

主な受注先 素材産業、組立産業、電気・電子産業、化学産業、建設業、物流サービス業他
開発マンパワー シミュレーション言語でモデル開発する場合の約 1/10
連絡先 株式会社 CRC 総合研究所

東京多摩研究センタコンサルタント本部計画システム部
TEL 0423戸38-1235"，7 FAX 0423-38-1250 

大阪西日本支社情報システム部 TEL 06-241-4133 FAX 06-241-4215 
名古屋名古屋支社科学システム謀 TEL 052-203-2841 FAX 052-211-4140 
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