
――システムズエンジニアリングの本質的な効能

「圧倒的な精度の
初球打ち」を狙う

　自動車産業に代表される日本の製造業は、主に現場主導の改善の積み上げやすり合わせによって
課題を解決し、競争力を高めてきた。その実績や効果は軽視すべきではないが、ものづくりの複雑
性が加速度的に増している今日では、それだけでは対応できない状況になりつつある。例えば、自
動車は「走る」「曲がる」「止まる」という基本的機能をエンジンやブレーキ、ハンドルなど複数の
要素を組み合わせることで実現してきたが、近年の電動化、自動運転化、コネクテッド化に由来する
機能要求によって自動車の内側だけでなく外側の要素との相互作用が劇的に複雑化し、その結果、
自動車開発はかつてないほど大規模で難度の高いものになっている。そこで注目されているのが、シ
ステムズエンジニアリング（以下、SE）やその手法としてのMBSE（Model-Based Systems Engineering）だ。
　図研は、昨年4月にものづくりへのSE導入を促進する目的でプロセスイノベーション推進部を新た
に設置した。約1年間の取り組みの中でSEおよびMBSE分野の第一人者である方々とのネットワーク
も深まっている。株式会社ジェイテクトにおいてSEの導入で主導的役割を果たしている研究開発本部
上席研究員の益 啓純氏と、実際の開発におけるSE/MBSEコンサルティング、企業におけるSE/
MBSE教育や能力開発を行うイノベーティブ・デザインLLCの創業者・パートナーであり慶應義塾大
学大学院で特任助教として教鞭を執る石橋金徳氏もそうしたキーパーソンだ。今回そのお二人に、な
ぜいまSEが注目されているのか、SEの本質的な効能とは何か、そしてそれを進めるうえでの課題は
何か、について図研プロセスイノベーション推進部の稲石浩通がお話を伺った。
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稲石　先日の当社主催の技術交流会で、
益様にはジェイテクトのSE/MBSE推進の

ご経験をお話しいただきましたが、そもそ

も最初にSEに注目した理由は何だったの

でしょうか？

益　ジェイテクトではEPS※1という自動車
のステアリングシステムを開発製造してい

ます。いま自動車業界の「100年に一度の

激動」のなかで開発に求められるスピード

は上がり、自動車業界以外からの新たなプ

レーヤーも増えています。こうした新しい

競争環境では、これまでのように長い時間

をかけて製品のロバスト性や完成度を高め

ていくのではなく、もっと高速なアプロー

チが必要だと考えました。また、新たな課

題に対して大手欧州サプライヤのアーキテ

クチャを見たとき、手元の技術を起点とし

たボトムアップ的な我々のアプローチや発

想では到達できない「綺麗さ」がありまし

た。結果的に、彼らのアーキテクチャがデ

ファクトスタンダードになりました。どう

やったら彼らのようなことができるのだろ

う？ という疑問がそのままSEへ注目した

理由になっています。

稲石　なるほど。では、自動二輪開発者と
してホンダでパワートレイン設計やEV開

発に従事した経験を持ち、いまは多くの企

業でSEの導入支援をされている石橋様か

ら見て、なぜSEが必要になってきている

のか解説いただけますか。

石橋　かつて私はパワートレインの中でも
エンジン設計に携わっていたのですが、そ

の時のことをいま振り返ってみると「分業

化が進んだからSEが生まれた」と考えてい

ます。パワートレインは大きくエンジンと

トランスミッションに分類できますが、こ

れらは完全に組織が分かれていて、さらに

エンジンの中でも吸気系、排気系、動弁系、

主運動系で部署が異なり、エンジニアに求

められる特性が違うというように、極めて

分業化が進んでいます。それは品質を求め

ていくうえで必要なことで効果も高いので

すが、多数のスペシャリスト、チーム、サ

プライヤが関係する中では「全部くっつけ

た時にどうなっていたら成功か」のジャッ

ジが難しくなりますね。米国の防衛・宇宙

分野で先行して起こった事象で、いまの自

動車でもそうです。だからより意識的に全

体を見ることが必要になり、これを背景と

してSEが生まれたと考えられます。

益　私もかつてVGRS※2やDSC※3など、
新しい製品を立ち上げた際、目が届かず見

落としているところはないかと、他部署を

回って色々なことを確認しました。昔から

こういう担当外の心配事を集めて回ってい

る人はいたはすで、そうした人は自然に全

体を見ていたのかと思います。

石橋　昔からそういう方もいて、ずっと分
業していたのに、最近はあまりうまくいって

いないと感じる人が増えているのはどうして

でしょう。私は分業後の「屋号」は同じだけれ

ど仕事内容が激変していることに気が付い

ていないことが一つの原因ではないかと考

えています。かつては、その頃の製品アーキ

テクチャに合わせて部署や責任区分を分け

ていたので、分業の結果をくっつけるとちゃ

んと完成品になった。ところが時代が進ん

で部署の名称と仕事内容は大きくズレてき

ています。例えば、今のEPS開発では昔と違っ

てECUを作りソフトを書きハーネスも扱って

いる。やっている仕事内容が激変したのに

「屋号」を何十年も変えないから、昔と同じよ

うに結果を組み合わせても上手くいかない。

分業化が生んだ
システムズエンジニアリング

※1  EPS
E l e c t r i c  P o w e r 
Steering Systems（電
動パワーステアリング
システム） 

※2  VGRS
Variable Gear Ratio 
Steering（ステアリン
グを操作する時に車
の速度や舵角に応じ
てギヤ比を変更して
車輪の切れ角を的確
に制御してくれるシ
ステム）

※3  DSC
Dynamic Stability 
Control（コーナリン
グ中、急なステアリン
グ操作などによる車
体の横滑りを感知す
ると、自動的に個々の
車輪に独立してブレ
ーキをかけたり、エン
ジン出力を絞るなど
して横滑りを防止す
る仕組み）

前職そして株式会社ジェイテクトにて
ブレーキ系及びステアリング系の車両
制御システムの開発を担当。同社にて
システムズエンジニアリングをテーマと
した取り組みを長年続けている。2016
年頃、イノベーティブ・デザインLLCの
石橋氏と出会い、取り組みを本格化さ
せるとともに、システムズエンジニアの
後進育成も進めている。
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益　その通りで、EPSは昔、単純にハンド
ル操作を軽くするためのアシスト機能でし

たが、「ハンドルの戻しを油圧みたいに自然

にして」から「戻る時にはセンターに」とい

う要求に応えるうちに、現在のEPSは車の

動きに合わせたハンドルの動きと繊細なト

ルク感を作り出す複雑な制御になりまし

た。だからもう昔の単純なアシスト機能時

代のようにはいかないのです。さらに自動

運転では関わる要素がもっと増えるので、

ますます取り組みが難しくなっています。

石橋　難しいのは組織のことだけではあり
ません。かつては部分と部分の関係性をな

るべく上手く捉えて部署として分業したわ

けですが、当時の「分け方」は組織だけでな

く、図面、スペックシート、部品番号の与

え方、検証会やレビュー会のやり方、性能

テストや耐久テストに至るまで、広く影響

を及ぼしていたのです。だけど今「パワー

トレインってどこからどこまで？」と3千人

に訊くと4千通り違う答えが返ってくる

（笑）。部分の分け方と繋がり方が分業した

当時からズレすぎているのです。だから再

び全体を捉えるところから考え直そう、と

なるのですが、自動車だとパワートレイン

という一部分ですらその全体を開発した経

験のある人はほぼいないのではないかと思

います。つまり全体って何だ？ どう捉える

んだ？ という問題があり、それをどう正確

かつ効率的に分業するか？ と考えを進め

た時、もう一つ別の難しさが出てきます。

稲石　その難しさを解くためにこれからの
SEはどのように始めれば良いのでしょうか。

石橋　益さんたちの取り組みもそうだと思
うのですが、「全体をどう見るか」と「そのう

えで部分について何を言うべきか」という

経験を積むことです。全体像から個別のエ

ンジニアリングを考える機会、癖、習慣が

すごく大事なのです。

例えば「カレーライスを作ってください」と

言われたらどうしますか？ よくあるのは、

肉は牛か豚か、甘口か辛口か、とすぐにカ

レーライスの“内側”に議論を持っていって

しまうことです。同じ質問をシステムズエ

ンジニアにしてみると、まず相手にこう訊

くでしょう。「どういう人が何人で食べるの

か」「何曜日に食べるのか」「昼ご飯？ 夕ご

飯？」「食器は人が洗う？ 食洗器を使う？」

等々。多分カレーライス本体の話になかな

か入らない（笑）。カレーライスをシステム

として捉えることのスタートとして、その

“外側”にまず注意を向けているわけです。

つまり全体像というのは対象システムの外

側から始まっているという意識。SEでい

う全体像を捉えるとはそういうことです。

そして「両親と小学生の子供2人が金曜日

に夕ご飯として食べて、食器は食洗器で洗

う」であれば、それを目的、外の環境とし

てカレーライスの内側のことを考え始めま

す。外側を十分に把握し、理解できている

と、内側の方針、選択肢や設計は自ずと論

理的に絞られてきます。例えば、食洗機で

洗うことができないルーや具材、調理方法

ではダメだ、など。「全体を考える」という

と多くの方が対象システムの内側を全て考

えることだと早合点をしてしまうのです

が、それだけでなく、対象システムの外側

とそれらの相互作用を捉えるという感覚も

SEにおいては非常に大切です。

益　自動車がカレーならば我々が手掛けて
いるのはジャガイモでしょうか（笑）。レトル

トカレーなのかホテルの高級カレーなのか

で提供するジャガイモは変わるべきです。

株式会社本田技術研究所にて量産
二輪自動車エンジン開発、電気駆
動パーソナルモビリティ技術の先行
研究開発に従事。その後、東京大学
工学系研究科航空宇宙工学専攻
中須賀研究室において、50kg級超
小型衛星システム開発のプロジェク
トマネージャ兼システムズエンジニア
を勤めた。2013年より慶應義塾大
学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科 特任助教に就任。
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システムズエンジニアリング的
「カレーの作り方」!?
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これまでの自動車（レトルトカレー）の中でアシ

ストを行うEPS（ジャガイモ）から、これからの

自動運転車（高級カレー）の中で操舵を行う新

しいEPS（ジャガイモ） がどのような役割をす

るべきかを、これまでの延長上で考えてい

てはダメで、自動運転車の全体像からEPS

を考えなくてはなりません。

稲石　我々もずっと基板レイアウトのプロ
が使う前提で電気CADを作り続けてきまし

たが、誰が何の目的で使うのか、使った後

どうするのか、CADの外側に目を向けて設

計という行為の全体像を捉えなおさなけれ

ばならないという危機感があります。今や

ソフト・ハード問わず何かを開発する時はそ

ういう考え方を持つべきなのでしょうね。

石橋　全体像を捉えるSEの考え方はかな
り普遍性が高いと思います。そして次は全

員で全体像を目指すことが大切ですから、

具体的な分業を全体像に従って始めます。

ここでもう一つ大きな課題があって、カ

レーライスで言えば「家族4人で週末の夜

に食べる～」をそのまま調理する人達に伝

えても「肉は牛？ 豚？」「辛さは？」と混乱す

るばかりです。つまり、全体像の話だけ現

場に投げても、そこから実際の仕事の粒度

までたどり着く説明ができないと何も始ま

りません。上手くいっていないSEの躓き

ポイントの代表の一つと言えるでしょう。

益　今までの仕事に全体像からの考えをど
う取り込んでいくか、というところですね。

石橋　それには論理的に落としこんでいく
ことが重要です。例えば「どのように詳細

設計するか」「どの部品を選ぶか」というい

つもの仕事の粒度にたどり着こうとする場

合、全体像からスタートして次に何を具体

化すると目指すものが実現するのか、を論

理的に考えながら途中を飛ばさずに「なぜ

その設計にするのか」「なぜその部品を選ぶ

のか」までを説明する必要がある。これは

「段階的詳細化」というのですが実際にはか

なり難しい。しかも、この段階的詳細化を

進めていくと徐々に実現手段を選んだ結果

1987年入社。回路設計環境の開発
部長、営業技術部長を歴任し、昨期
より現職。システムズエンジニアリン
グ／MBSEの導入推進を担う部門
の責任者として、様々な提案を多く
の企業に行っている。
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益　その通りで、EPSは昔、単純にハンド
ル操作を軽くするためのアシスト機能でし

たが、「ハンドルの戻しを油圧みたいに自然

にして」から「戻る時にはセンターに」とい

う要求に応えるうちに、現在のEPSは車の

動きに合わせたハンドルの動きと繊細なト

ルク感を作り出す複雑な制御になりまし

た。だからもう昔の単純なアシスト機能時

代のようにはいかないのです。さらに自動

運転では関わる要素がもっと増えるので、

ますます取り組みが難しくなっています。

石橋　難しいのは組織のことだけではあり
ません。かつては部分と部分の関係性をな

るべく上手く捉えて部署として分業したわ

けですが、当時の「分け方」は組織だけでな

く、図面、スペックシート、部品番号の与

え方、検証会やレビュー会のやり方、性能

テストや耐久テストに至るまで、広く影響

を及ぼしていたのです。だけど今「パワー

トレインってどこからどこまで？」と3千人

に訊くと4千通り違う答えが返ってくる

（笑）。部分の分け方と繋がり方が分業した

当時からズレすぎているのです。だから再

び全体を捉えるところから考え直そう、と

なるのですが、自動車だとパワートレイン

という一部分ですらその全体を開発した経

験のある人はほぼいないのではないかと思

います。つまり全体って何だ？ どう捉える

んだ？ という問題があり、それをどう正確

かつ効率的に分業するか？ と考えを進め

た時、もう一つ別の難しさが出てきます。

稲石　その難しさを解くためにこれからの
SEはどのように始めれば良いのでしょうか。

石橋　益さんたちの取り組みもそうだと思
うのですが、「全体をどう見るか」と「そのう

えで部分について何を言うべきか」という

経験を積むことです。全体像から個別のエ

ンジニアリングを考える機会、癖、習慣が

すごく大事なのです。

例えば「カレーライスを作ってください」と

言われたらどうしますか？ よくあるのは、

肉は牛か豚か、甘口か辛口か、とすぐにカ

レーライスの“内側”に議論を持っていって

しまうことです。同じ質問をシステムズエ

ンジニアにしてみると、まず相手にこう訊

くでしょう。「どういう人が何人で食べるの

か」「何曜日に食べるのか」「昼ご飯？ 夕ご

飯？」「食器は人が洗う？ 食洗器を使う？」

等々。多分カレーライス本体の話になかな

か入らない（笑）。カレーライスをシステム

として捉えることのスタートとして、その

“外側”にまず注意を向けているわけです。

つまり全体像というのは対象システムの外

側から始まっているという意識。SEでい

う全体像を捉えるとはそういうことです。

そして「両親と小学生の子供2人が金曜日

に夕ご飯として食べて、食器は食洗器で洗

う」であれば、それを目的、外の環境とし

てカレーライスの内側のことを考え始めま

す。外側を十分に把握し、理解できている

と、内側の方針、選択肢や設計は自ずと論

理的に絞られてきます。例えば、食洗機で

洗うことができないルーや具材、調理方法

ではダメだ、など。「全体を考える」という

と多くの方が対象システムの内側を全て考

えることだと早合点をしてしまうのです

が、それだけでなく、対象システムの外側

とそれらの相互作用を捉えるという感覚も

SEにおいては非常に大切です。

益　自動車がカレーならば我々が手掛けて
いるのはジャガイモでしょうか（笑）。レトル

トカレーなのかホテルの高級カレーなのか

で提供するジャガイモは変わるべきです。
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これまでの自動車（レトルトカレー）の中でアシ

ストを行うEPS（ジャガイモ）から、これからの

自動運転車（高級カレー）の中で操舵を行う新

しいEPS（ジャガイモ） がどのような役割をす

るべきかを、これまでの延長上で考えてい

てはダメで、自動運転車の全体像からEPS

を考えなくてはなりません。

稲石　我々もずっと基板レイアウトのプロ
が使う前提で電気CADを作り続けてきまし

たが、誰が何の目的で使うのか、使った後

どうするのか、CADの外側に目を向けて設

計という行為の全体像を捉えなおさなけれ
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による様々な「制約」や「創発的なふるまい」

が現れてきます。当然これらも全て加味し

ながら、システムの内外の相互作用を段階

的に詳細化していくのです。これが上手く

できないと「全体像の議論」から様々な「部

分の議論」を有効に導くことができません。

こうした検討を行うには、論理的な落とし

込みだけではなく、過去の経験や知見も非

常に重要になってきます。SEで成果を出

そうと考えたら、ここがもう一つの大仕事

になります。

稲石　段階的詳細化が一つの課題である
ことはわかりました。その際やはり「モデ

ル」が重要になるのでしょうか。SEや

MBSEがバズワードのように語られている

とき、モデルって何だろう？ 使うと何が

良いんだろう？ という話になります。

石橋　SEにおけるモデルはシステムに関
する記述、つまり実現したい事柄や起こっ

てはいけないこと、システム内外の構成と

その相互作用等が論理的、構造的に表現さ

れているものです。その記述はシステムの

目的を実現するように詳細化を試みている

ときに「もともと何がしたかったのか」を反

復的に確認するためにも重要です。システ

ム記述は日本語のような自然言語で丁寧に

書いてももちろん良いのですが、記号と

ルールに則って記述すると可読性や可搬

性が良くなりますし、膨大な情報量を上手

く扱うことができます。さらにそういう記

述はITの力を借りて上手くデジタル化し活

用できるところがポイントです。構造化さ

れた論理、つまり論理の関係性が規定され

る形になっていれば、目的を表現した論理

の束を表に展開したり、ブロック図にした

り、一覧にしたり、分析しやすく使いやす

く加工可能で、それはITの得意な領域です。

つまり、システムの内外について「論理的

に構造化された記述をする」「記述をデジタ

ル化する」の二つを進めることが「モデル

化」だと考えています。

益　EPS開発で「この車両運動に対しては
このような反応を出す」という、抽象度の

高い要求を最終的に物理の要求レベルに

落としこむ時の話ですが、やりたいことは

一つだけど分業している複数の相手に対し

てはそれぞれの技術分野に応じた伝え方を

しなければなりません。そこでモデル化さ

れたシステム記述であれば、元は一つのや

りたいことが同じ論理に基づいて形を変え

て伝えられる。確実に伝えることが一番重

要だから必ずしもモデルである必要はない

けれど、モデルを使うとやり易いというこ

とですね。

石橋　先ほどの例のカレーは、普通はSE
的に作られているわけではなく、まず一度

作って食べてもらってフィードバックを元

に作り直して徐々に求められていたものに

近づけていくでしょう。かつての自動車開

発も同じく何年もかけて正解に向かうこと

が許容されていました。しかし今は最初の

開発の成否が会社の存亡に関わりかねな

い。一発目でできるだけ正解に近い答えを

出さないと二発目を打てる保証はありませ

ん。それは社会が待てる時間がどんどん

短くなってきているからと、作っているも

のがどんどん複雑になり最初の開発の投資

システムズエンジニアリングに
おけるモデル化とは

一発目で正解を出すために
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が非常に大きくなってきているからです。

稲石　今のお話を聞いていてやはり多くの
企業にSEが大切だと伝えたいですね。今

のものづくりの特効薬にもなる考え方だと

思います。

石橋　カレーのようなだいたい「正解」が分
かっているものを作る場合は徐々に完成に

近づけるアプローチのほうが早いかもしれ

ません。しかし自分が一度も食べたことの

ない、正解のわからないボルシチならどう

します？ これまで作ったことのないボル

シチをロシア人に食べさせて一発目でス

パシーバ（素晴らしい）！ と言わせるのはたぶ

ん相当難しいし試行錯誤も大変です。もし

本気でやるなら経営判断として強烈な「フ

ロントロード」を伴うSEが必要になりま

す。全体像を捉え段階的に詳細化でき、

戦略的な検証と妥当性の確認（Validation & 

Verifi cation）を実施できるシステムズエンジ

ニアが牽引する開発チームに3回ボルシチ

を試行錯誤できる時間と資源を「前」で与え

るのです。そのかわり試行錯誤では100回

作っても無理だったスパシーバ！ に1回目

でたどり着けるかもしれない。

試行錯誤が許容される業種・業界である

場合は別にわざわざSEのようなことをや

らなくて良いと思います。一方で、製品サ

イクルタイムが速くて複雑ではないシステ

ムの製品の場合でも、SEのようなアプロー

チが高速でできると競合他社に比べて圧

倒的な精度で初球打ちができる可能性が

あります。

益　SEをやるかどうかは「全体を捉えてか
ら開発するべきかどうか」の判断でしょうね。

長いことやっている製品で業界も変わらな

い場合は、全体を捉えていようがいまいが

あまり関係ないかもしれない。でもこれか

らの製品では全体を見て開発することで、

的に当てやすくなることはあると思います。

稲石　良くわかります。しかし、そういっ
たSEの基本的な考え方が多くの製造業

企業に伝わっていない気がします。SE/

MBSEのキーワードは出るけれど、入り口

の要求管理をやってそこで止まっていると

か、SysMLのツールの話だけとか。上手

くメッセージするにはどうすれば良いで

しょうか。

石橋　言葉よりも「成功した姿を見せる」の
が有効でしょう。多くの企業は良くも悪く

も事例を重視しますし、実際の製品やサー

ビスとその開発経緯を見て「そうか！ こう

考えれば良いのか」と納得し、自らに応用

しやすいと思います。SEやMBSEについ

て伝えたいことはたくさんあるのですが、

今日お話してきたような基本的な考え方の

共通理解が最も大事ですから、それが伝

わるような良い事例を世に出していきたい

ですね。

石橋　とはいえ、SEはこれまで慣れ親し
んできたものとは異なる「ものの見方」「考

え方」を、具体的な「エンジニアリング」ま

で落とし込むという話なので易しいとは言

い難いのは事実です。経験の中で理解を進

めて応用力を高めるしかない。システムズ

エンジニアに適した人材も経験を積みなが

ら育てていくしかないと思っています。

稲石　これからSEに取り組もうと考えて
いる企業は、そういう経験豊富な人材を多

く集めるところから始めなくてはいけない

のでしょうか。

システムズエンジニア
人材をどう育てるか?

11from Z_Vol.24_2019

191111-2.indd   6 2019/06/05   15:07



による様々な「制約」や「創発的なふるまい」

が現れてきます。当然これらも全て加味し

ながら、システムの内外の相互作用を段階

的に詳細化していくのです。これが上手く

できないと「全体像の議論」から様々な「部

分の議論」を有効に導くことができません。

こうした検討を行うには、論理的な落とし

込みだけではなく、過去の経験や知見も非

常に重要になってきます。SEで成果を出

そうと考えたら、ここがもう一つの大仕事

になります。

稲石　段階的詳細化が一つの課題である
ことはわかりました。その際やはり「モデ

ル」が重要になるのでしょうか。SEや

MBSEがバズワードのように語られている

とき、モデルって何だろう？ 使うと何が

良いんだろう？ という話になります。

石橋　SEにおけるモデルはシステムに関
する記述、つまり実現したい事柄や起こっ

てはいけないこと、システム内外の構成と

その相互作用等が論理的、構造的に表現さ

れているものです。その記述はシステムの

目的を実現するように詳細化を試みている

ときに「もともと何がしたかったのか」を反

復的に確認するためにも重要です。システ

ム記述は日本語のような自然言語で丁寧に

書いてももちろん良いのですが、記号と

ルールに則って記述すると可読性や可搬

性が良くなりますし、膨大な情報量を上手

く扱うことができます。さらにそういう記

述はITの力を借りて上手くデジタル化し活

用できるところがポイントです。構造化さ

れた論理、つまり論理の関係性が規定され

る形になっていれば、目的を表現した論理

の束を表に展開したり、ブロック図にした

り、一覧にしたり、分析しやすく使いやす

く加工可能で、それはITの得意な領域です。

つまり、システムの内外について「論理的

に構造化された記述をする」「記述をデジタ

ル化する」の二つを進めることが「モデル

化」だと考えています。

益　EPS開発で「この車両運動に対しては
このような反応を出す」という、抽象度の

高い要求を最終的に物理の要求レベルに

落としこむ時の話ですが、やりたいことは

一つだけど分業している複数の相手に対し

てはそれぞれの技術分野に応じた伝え方を

しなければなりません。そこでモデル化さ

れたシステム記述であれば、元は一つのや

りたいことが同じ論理に基づいて形を変え

て伝えられる。確実に伝えることが一番重

要だから必ずしもモデルである必要はない

けれど、モデルを使うとやり易いというこ

とですね。

石橋　先ほどの例のカレーは、普通はSE
的に作られているわけではなく、まず一度

作って食べてもらってフィードバックを元

に作り直して徐々に求められていたものに

近づけていくでしょう。かつての自動車開

発も同じく何年もかけて正解に向かうこと

が許容されていました。しかし今は最初の

開発の成否が会社の存亡に関わりかねな

い。一発目でできるだけ正解に近い答えを

出さないと二発目を打てる保証はありませ

ん。それは社会が待てる時間がどんどん

短くなってきているからと、作っているも

のがどんどん複雑になり最初の開発の投資

システムズエンジニアリングに
おけるモデル化とは

一発目で正解を出すために

Conversation

10 from Z_Vol.24_2019

が非常に大きくなってきているからです。

稲石　今のお話を聞いていてやはり多くの
企業にSEが大切だと伝えたいですね。今

のものづくりの特効薬にもなる考え方だと

思います。

石橋　カレーのようなだいたい「正解」が分
かっているものを作る場合は徐々に完成に

近づけるアプローチのほうが早いかもしれ

ません。しかし自分が一度も食べたことの

ない、正解のわからないボルシチならどう

します？ これまで作ったことのないボル

シチをロシア人に食べさせて一発目でス

パシーバ（素晴らしい）！ と言わせるのはたぶ

ん相当難しいし試行錯誤も大変です。もし

本気でやるなら経営判断として強烈な「フ

ロントロード」を伴うSEが必要になりま

す。全体像を捉え段階的に詳細化でき、

戦略的な検証と妥当性の確認（Validation & 

Verifi cation）を実施できるシステムズエンジ

ニアが牽引する開発チームに3回ボルシチ

を試行錯誤できる時間と資源を「前」で与え

るのです。そのかわり試行錯誤では100回

作っても無理だったスパシーバ！ に1回目

でたどり着けるかもしれない。

試行錯誤が許容される業種・業界である

場合は別にわざわざSEのようなことをや

らなくて良いと思います。一方で、製品サ

イクルタイムが速くて複雑ではないシステ

ムの製品の場合でも、SEのようなアプロー

チが高速でできると競合他社に比べて圧

倒的な精度で初球打ちができる可能性が

あります。

益　SEをやるかどうかは「全体を捉えてか
ら開発するべきかどうか」の判断でしょうね。

長いことやっている製品で業界も変わらな

い場合は、全体を捉えていようがいまいが

あまり関係ないかもしれない。でもこれか

らの製品では全体を見て開発することで、

的に当てやすくなることはあると思います。

稲石　良くわかります。しかし、そういっ
たSEの基本的な考え方が多くの製造業

企業に伝わっていない気がします。SE/

MBSEのキーワードは出るけれど、入り口

の要求管理をやってそこで止まっていると

か、SysMLのツールの話だけとか。上手

くメッセージするにはどうすれば良いで

しょうか。

石橋　言葉よりも「成功した姿を見せる」の
が有効でしょう。多くの企業は良くも悪く

も事例を重視しますし、実際の製品やサー

ビスとその開発経緯を見て「そうか！ こう

考えれば良いのか」と納得し、自らに応用

しやすいと思います。SEやMBSEについ

て伝えたいことはたくさんあるのですが、

今日お話してきたような基本的な考え方の

共通理解が最も大事ですから、それが伝

わるような良い事例を世に出していきたい

ですね。

石橋　とはいえ、SEはこれまで慣れ親し
んできたものとは異なる「ものの見方」「考

え方」を、具体的な「エンジニアリング」ま

で落とし込むという話なので易しいとは言

い難いのは事実です。経験の中で理解を進

めて応用力を高めるしかない。システムズ

エンジニアに適した人材も経験を積みなが

ら育てていくしかないと思っています。

稲石　これからSEに取り組もうと考えて
いる企業は、そういう経験豊富な人材を多

く集めるところから始めなくてはいけない

のでしょうか。

システムズエンジニア
人材をどう育てるか?

11from Z_Vol.24_2019

191111-2.indd   7 2019/06/05   15:07



石橋　必ずしもそんなことは無くて、ジェ
イテクトさんもそうですが私が支援してい

る企業では、図らずもシステムズエンジニ

アの様な経験を持ったベテランと論理的で

知的好奇心の旺盛な若手とのミックスチー

ムが多く、上手くいっていると思います。

適性を持った若手は論理の丁寧な構造化

やデジタル化といったMBSEの要素につい

ては得意なことが多く、その上でシステム

の外側の知見や実現したい事柄、起こって

はいけないこと、検証や妥当性の確認の工

夫を経験的に習得しているベテランとの相

乗効果は抜群です。

益　ベテランは全体が見えている様で、
実は自分の得意な領域を慣れた視点で捉

えがちなので、知らぬうちに“いつもの各

論”の中でしか話をしなくなってしまいま

す。そこに“どうして？”と論理的に全体か

ら丁寧に考えを進めていくことができる新

鮮な目を持つ若手が加わることで、上手く

「全体俯瞰の総論」と「経験的に得られた深

い各論」を融合させることができています。

実際に取り組んでいる若手にとってはベテ

ランの知見を“あぁそうなんだ！”と効率的

に学び自らに取り込む機会となり、大きな

自己成長を感じられるのでモチベーション

高く取り組んでくれています。ただ、SE

の取り組みは情報量も多いし、抽象度を変

えながら全体と部分の視点変更を繰り返さ

なくてはならないので向き不向きはやはり

ありますね。

石橋　向いている人材であれば、SEの予
備知識を持って開発現場に入って経験を積

み、時々SE経験者またはシステムズエン

ジニアの視点を持った者が、全体像の大切

さや各設計との繋がりのことを題材に丁寧

にメンタリングしてあげると、ものすごい

速さで全体像と部分、総論と各論の関係性

を理解してシステムズエンジニア人材とし

ての促成栽培が可能かもしれません。あく

まで仮説ですが。

いずれはある組織におけるシステムズエン

ジニア候補者に意図的に開発全体を体験

させるキャリアパスの設計と提案ができれ

ばと考えています。ただ、何%が実際に適

性を示せるのかは分かりません。小６の子

をスカウトし、高校卒業時にプロ野球選手

にするのと同じくらいの低い確率かもしれ

ないとも思っています。システムズエンジ

ニアは知識と経験だけではなく、内外での

膨大なコミュニケーションをこなさなけれ

ばならないので人柄も求められますから。

益　人材育成の話は深く長くなりますね。
石橋　たぶんこの誌面をもう一度全部使う
くらいになると思います（笑）。

稲石　続編としてシステムズエンジニア
人材論でまた座談会をやりたいですね。本

日はどうもありがとうございました。
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稲石　先日の当社主催の技術交流会で、
益様にはジェイテクトのSE/MBSE推進の

ご経験をお話しいただきましたが、そもそ

も最初にSEに注目した理由は何だったの

でしょうか？

益　ジェイテクトではEPS※1という自動車
のステアリングシステムを開発製造してい

ます。いま自動車業界の「100年に一度の

激動」のなかで開発に求められるスピード

は上がり、自動車業界以外からの新たなプ

レーヤーも増えています。こうした新しい

競争環境では、これまでのように長い時間

をかけて製品のロバスト性や完成度を高め

ていくのではなく、もっと高速なアプロー

チが必要だと考えました。また、新たな課

題に対して大手欧州サプライヤのアーキテ

クチャを見たとき、手元の技術を起点とし

たボトムアップ的な我々のアプローチや発

想では到達できない「綺麗さ」がありまし

た。結果的に、彼らのアーキテクチャがデ

ファクトスタンダードになりました。どう

やったら彼らのようなことができるのだろ

う？ という疑問がそのままSEへ注目した

理由になっています。

稲石　なるほど。では、自動二輪開発者と
してホンダでパワートレイン設計やEV開

発に従事した経験を持ち、いまは多くの企

業でSEの導入支援をされている石橋様か

ら見て、なぜSEが必要になってきている

のか解説いただけますか。

石橋　かつて私はパワートレインの中でも
エンジン設計に携わっていたのですが、そ

の時のことをいま振り返ってみると「分業

化が進んだからSEが生まれた」と考えてい

ます。パワートレインは大きくエンジンと

トランスミッションに分類できますが、こ

れらは完全に組織が分かれていて、さらに

エンジンの中でも吸気系、排気系、動弁系、

主運動系で部署が異なり、エンジニアに求

められる特性が違うというように、極めて

分業化が進んでいます。それは品質を求め

ていくうえで必要なことで効果も高いので

すが、多数のスペシャリスト、チーム、サ

プライヤが関係する中では「全部くっつけ

た時にどうなっていたら成功か」のジャッ

ジが難しくなりますね。米国の防衛・宇宙

分野で先行して起こった事象で、いまの自

動車でもそうです。だからより意識的に全

体を見ることが必要になり、これを背景と

してSEが生まれたと考えられます。

益　私もかつてVGRS※2やDSC※3など、
新しい製品を立ち上げた際、目が届かず見

落としているところはないかと、他部署を

回って色々なことを確認しました。昔から

こういう担当外の心配事を集めて回ってい

る人はいたはすで、そうした人は自然に全

体を見ていたのかと思います。

石橋　昔からそういう方もいて、ずっと分
業していたのに、最近はあまりうまくいって

いないと感じる人が増えているのはどうして

でしょう。私は分業後の「屋号」は同じだけれ

ど仕事内容が激変していることに気が付い

ていないことが一つの原因ではないかと考

えています。かつては、その頃の製品アーキ

テクチャに合わせて部署や責任区分を分け

ていたので、分業の結果をくっつけるとちゃ

んと完成品になった。ところが時代が進ん

で部署の名称と仕事内容は大きくズレてき

ています。例えば、今のEPS開発では昔と違っ

てECUを作りソフトを書きハーネスも扱って

いる。やっている仕事内容が激変したのに

「屋号」を何十年も変えないから、昔と同じよ

うに結果を組み合わせても上手くいかない。

分業化が生んだ
システムズエンジニアリング

※1  EPS
E l e c t r i c  P o w e r 
Steering Systems（電
動パワーステアリング
システム） 

※2  VGRS
Variable Gear Ratio 
Steering（ステアリン
グを操作する時に車
の速度や舵角に応じ
てギヤ比を変更して
車輪の切れ角を的確
に制御してくれるシ
ステム）

※3  DSC
Dynamic Stability 
Control（コーナリン
グ中、急なステアリン
グ操作などによる車
体の横滑りを感知す
ると、自動的に個々の
車輪に独立してブレ
ーキをかけたり、エン
ジン出力を絞るなど
して横滑りを防止す
る仕組み）

前職そして株式会社ジェイテクトにて
ブレーキ系及びステアリング系の車両
制御システムの開発を担当。同社にて
システムズエンジニアリングをテーマと
した取り組みを長年続けている。2016
年頃、イノベーティブ・デザインLLCの
石橋氏と出会い、取り組みを本格化さ
せるとともに、システムズエンジニアの
後進育成も進めている。
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