
シミュレーションモデル データ

学習
応答曲面化

実行可能で感度が
直感的に分かるExcel

Excelの展開 パラメータスタディ
トレードオフ分析

①

②③

学習 シミュレーションモデルや実験データを学習し
てExcelで実行できる感度モデルにします。

活用Excelを使ってパラメータスタディや
トレードオフ分析などの検討が可能。

展開 シミュレーションをExcelで開ける感度モ
デルの形で展開することが可能です。

シミュレーションの感度モデル化・展開ツール

メイプルディーオーイー
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複雑なシステムの設計者にとって、1D・3D CAEや最適化といった
シミュレーションによる評価は必要不可欠なものになっています。

一方で、ますます高度化するシミュレーションモデルや評価結果を、幅
広い設計者に理解できて、みずから実行できる形で共有することが望ま
れています。

MapleDOEによりシミュレーションを実行できる形（感度モデル）で
展開できます。共有される感度モデルデータはExcelで開いて実行

できるほか、インプットに対する感度指標や変化の傾向がビジュアルで表
現されるため、パラメータスタディや背反適合に効果を発揮します。

XLS DOC ZIP

mdxl

• 解析条件等の変更により再依頼が発
生、結果の受け取りまでのタイムラ
グがある

• 専門的で詳細なモデルの理解が困難
• 解析結果ファイルの管理の必要性

• いったん感度モデル化すれば、条件変更によ
る再評価やパラメータスタディはExcel上で
完結。

• 感度がビジュアルに表示されるので重要なパ
ラメータを直感的に理解可能。

• 管理のしやすい感度モデルとExcelファイル

設計部門 解析部門

設計部門 解析部門

複数の解析結果

感度モデル

XLS

Excelで実行・共有可能

mdxl

XLS DOC ZIP
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MapleDOEが選ばれている理由

XLS DOC ZIP



主な機能・仕様

学習機能
適用分野 適用分野は問いません。機械、熱、流体、制御、電

気、光学、情報通信、医療、社会工学…,etc.
シミュレーションソフト
ウェアとのインターフェイ
ス

MATLAB/Simulink
Phoenix ModelCenter
Maple
実験データ、解析済みのデータ(CSV形式）
その他のシミュレーションソフトウェア（テキストファイルを
入出力としコマンド実行可能なソフトウェアをPythonス
クリプトで連携。2021年7月リリースにて対応予
定。）

シミュレーションモデル
の学習
感度モデル化

Adaptive Sampling
Adaptive Screening
Kriging/RBFによる高精度の応答曲面（感度モデ
ル）
応答曲面の自動的な最適化
予測精度の検証
MATLAB形式へのエクスポート
Excel形式へのエクスポート

Excelによる活用
実行機能 インプットのセルを入力すれば瞬時にアウトプットが計

算されます。
入力パラメータの感度
指標

微係数（正規化あり/なし）
相関係数（Pearson/Spearman）
グローバル感度指標（Sobol’）

入出力関係のビジュア
ライゼーション

グラフ表示により直感的に把握
散布図により全体像を確認

複数の感度モデルや
Excel内連携

複数の感度モデルの入出力をセル参照で繋げます
Excel内の任意のセルと感度モデルを連動できます

ユーザによるカスタマイ
ズや自動化

Excel VBAで利用可能なライブラリ
感度モデルの情報取得、計算実施
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Adaptive Sampling

Phoenix ModelCenter

MATLAB/Simulink

Maple

Adaptive Screening

米MathWorks社によって開発
された数値計算・データ解析・
シミュレーションソフトウェア

米Phoenix Integration社に
よって開発されたモデルベース
エンジニアリングのためのフ
レームワークを提供するソフト
ウェア。複数のシミュレーショ
ンツールを組み合わせたワーク
フローの作成と自動化が可能。

サイバネットグループの一員で
あるMaplesoft社が開発した数
式処理システム。MapleDOEに
はMapleの数式処理技術が採用
されている。

あらかじめ決められたサンプリ
ングを行うのではなく、自動的
に応答曲面の精度の低い箇所を
判定し重点的にサンプリングし
ていく手法。少ないサンプリン
グ数で高精度の応答曲面の生成
が期待される。MapleDOEには
様々な形状に対応できる種々の
手法がビルトインされている。

応答曲面の生成結果に応じて影
響の少ないインプットパラメー
タを自動的・段階的に除いてい
く手法。MapleDOEでは残した
いインプットパラメータの数、
影響度の判定方法・基準値等を
ユーザが指定できる。

Kriging
地球統計学で開発された空間内
挿手法であり、柔軟性が高く、
非線形性の強い応答も表現でき
る性質がある。表現力が高い反
面、応答曲面の作成に計算量と
時間を要する。Krigingは、機
械学習の文脈ではガウス過程回
帰とも解釈される。

RBF
RBF（放射基底関数）を用いた
内挿法。十分な表現力を有しな
がらも、Krigingに比べると計
算量が少ないためMapleDOEで
はデフォルトの手法としている。
機械学習の文脈ではニューラル
ネットワークの一種とも解釈さ
れる。



Excelアドイン Excelによる活用機能は、MapleDOEのExcelアドイ
ンをインストールすれば使用できます。Excelアドインの
インストーラはMapleDOEに付属し、インストール数の
制限はありません。（2021年7月リリースにて対応予
定）

展開 MapleDOEで学習した感度モデル（応答曲面ファイ
ル）を配布すれば、人やマシン環境に左右されず
Excelだけで応答曲面を読み込んで利用できます。
解析の依頼や待ち時間は不要です。
応答曲面を読み込んだExcelファイルも一緒に配布す
れば、調整済みの値やカスタマイズしたマクロや図表も
展開可能です。

システム要件
OS Windows 8.1 (64bit)

Windows 10 (64bit)
Windows Server 2016
Windows Server 2019

CPU AMD X86_64 1 GHz Intel Xeon, Intel 64

RAM 4GB以上

HDD 4GB以上

Microsoft Office Excel 2013以降 (32bit/64bit)
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その他
他システム・ツールとの
連携

MapleDOEの学習、感度モデル計算等の機能はコマ
ンドラインからも実行でき、他システム・ツールとの連携
にご使用頂けます。

Excelによる展開

主な機能・仕様

グローバル感度指標
(Sobol’)

応答曲面の最適化
MapleDOEでは応答曲面
（KrigingまたはRBF）のハイ
パーパラメータは自動的に最適
化される。

インプットパラメータがアウト
プットに対して有する感度を表
す指標。分散ベースでかつグ
ローバルな指標であることから、
インプットとアウトプットが非
線形な関係の場合でも信頼性が
高い。

Excelのbit数
MapleDOEで作成した感度モデ
ル（応答曲面ファイル）は、
Excel 32-bit、64bitいずれから
も利用可能。



サイバネットMBSE株式会社
〒130-0013 東京都墨田区錦糸１-2-1
アルカセントラル 14F

お問い合わせ窓口：
info@cybernetmbse.co.jp

 MBSEプロセスコンサルテーション
 SysMLトレーニング
 SysMLモデル構築・CAE/MBD連携
 オリジナルツールの販売
 スプレッドシートによるMBSEプラット
フォーム「MapleMBSE」

 シミュレーションの感度モデル化・展開
ツール「MapleDOE」

お問い合わせ

評価ライセンス 無償で評価用のライセンスを発行いたします。ご希望
の方はお問い合わせ先より「評価ライセンス希望」の
旨、お申し付けください。速やかに評価ライセンスを発
行いたします。

デモのご依頼 製品のデモをご希望の方は下記お問い合わせ先より
「デモご希望」の旨、お申し付けください。Web会議や
動画等によるご説明をいたします。

技術サポート 無償評価時にはマニュアル類をご提供いたします。ま
たインストールできない等のお問い合わせに回答いた
します。

価格情報 ライセンス形態により変わりますので、お問い合わせく
ださい。

お問い合わせ先
サイバネットMBSE
お問い合わせ窓口

info@cybernetmbse.co.jp
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無料でお試し頂けます

ライセンス形態
利用するPCを固定するスタンド
アロンライセンス（ノードロッ
ク）、複数台のPCで同時利用で
きるネットワークライセンス
（フローティング）をご用意。
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