
MBSE/トレーサビリティ

要求分析／機能設計 実装設計

モデルベース・システムズエンジニアリング ソリューション
Model-Based Systems Engineering Solution

MBSEを推進する各フェーズに対応した進め方のサービステンプレートをご用意

要求管理・システム設計領域とE/Eアーキテクチャ設計、詳細設計のシームレスな連携を実現

Where insight begins

STOP DRAWING.
START

MODELING.

Service & Solution

© 2022 ZUKEN Inc. 8-192-B-PDF

※�本カタログ内の図研製品名は�株式会社図研の登録商標または商標で
す。その他の製品名および会社名は、各社の商号、登録商標または商
標です。
※�本カタログは開発予定機能も含めて記載してあります。また、製品の
性能向上のため、仕様・外観などを予告なく変更することがあります。

■�センター南ビル
〒224-8580��横浜市都筑区茅ケ崎中央32-11����TEL045-942-1911����
MAIL�:�process-innovation@jp.zuken.com�

www.zuken.co.jp/事業本部 PI 推進部

MBSE推進支援サービス

MBSE 実践における課題

ZUKEN MBSE Service Menu

知る、理解する

【ツールを使いながらの習得】
効率的な手順習得や表現のブレ抑制を支援

試す 実践する 改善する

MBSE - E/E（電気電子）設計連携ソリューション

MBSE 基礎
トレーニング

ツールトレーニング

PoC 支援
サービス

環境構築
サービス

フォローアップ
サービス

やり方がわからない 着手したがうまくいかない

何から始めればいい？ 人依存で結果がバラバラ何の役に立つ？ 実適用のイメージが沸かない

モデルは書いたがどうやって使う？ モデル化に執着し、要求仕様がまとまらない

要求管理ドメイン
DOORS(IBM)�/�Reqtify(Dassault)�/�Integrity(PTC)�etc.

システム設計ドメイン

エレキ設計ドメイン

設計検証・性能検討

設計プラットフォーム

CADデータ

CADライブラリ

部品

部品表

回路ブロック

文書

段階的詳細化 要求

振る舞い

検証 / 妥当性確認

アーキテクチャ

要求分析

機能ブロック

検証計画

モデル

データベース

OpenModelica
MATLAB/Simulink etc.

ステークホルダー
要求

コンテキスト
デザイン

システム

サブシステム

コンポーネント

ハードウェア
要求定義

ハードウェア
機能設計

ハードウェア
詳細設計

実現性検討
回路図 基板図

W/H 設計

実現性検討、設計検証
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システム ”ズ ” 全体を俯瞰し、アーキテクチャの最適解を導出するアプローチ

自動運転、スマートシティ、MaaS など、IoT の登場による
次世代ソリューションの台頭により、企業が提供する製品は
複雑化、高 /多機能化が進み、開発・設計時には、多企業
協調なども求められるようになっています。
まさに “あらゆるシステムとつながる製品開発が必要とされ
る時代 ”が到来しています。この時代を乗り切る成功のカギ
となるのが、システムズエンジニアリングです。
開発プロセスにシステムズエンジニアリングの手法を上手に
取り入れ、この難局を乗り切るヒントにしてください。

●  誰もが同じ規律に沿って一貫性を持ったシステムの
モデリングを実現し、曖昧さや人依存を排除

●  懸念・リスクや対応組織など、結果だけでなく検討
経緯も含めてモデリング

●  25 年以上にわたりシステムズエンジニアリングを推
進してきた Vitech 社のノウハウより生まれたメタモ
デルをテンプレートとして素早くMBSE を実践可能

●  プリセットされたメタモデルを元に、ユーザーにあ
わせたメタモデルにテーラリング可能

●  各種システムを表現する SysML を含むダイアグラム
を自動生成

●  ダイアグラム間の整合性はツールが自動確保
●  任意のエンティティ・関連性を抽出するスパイダー図
●  ルールに基づき色 / 形状等を自動変更し、目的に 

最適な表現
●  Excel や Word,PDF 等の形式でドキュメント出力
●  モデルを WEB に発行し共有

●  複数人同時作業でのチーム開発をサポート
●  統合シミュレーションでの振る舞い検証
●  メタモデルに準ずる関係の自動生成
●  システムの完全性チェッカーでヌケ・モレを防止
●  Office,Simulink,DOORS 等との連携機能
●  公開 API によるインテグレーション
●  ツール UI の日英対応

複雑なシステムを管理し、一貫性のあるモデリングを促進

ステークホルダーや SME（専門家）との情報共有・合意形成のための最適情報をモデルから抽出

開発のあらゆる場面におけるチームでのシステムズエンジニアリングをサポート

システムズエンジニアリングとは

メタモデルのテンプレート活用による一貫性のあるシステムモデリング

強力なリプレゼンテーションによるモデル活用

豊富なエンジニアリング支援機能

More complexity More function

システムモデルを活用し、システムズエンジニアリングを効率化

図研のグループ会社。
システムズエンジニアリング分野で 20 年以上に渡る実績があり、
特に防衛・航空・宇宙などの産業に精通している。

MATLAB/Simulink
Rational DOORS
ModelCenter
MS Project

MBSE （モデルベース・システムズエンジニアリング）とは

About Zuken Vitech

Blacksburg, 
 VA, USA

誰が、システムや既存のシステムを用いる
ことで、何を成し遂げようとしているのか？

システムは、何を実現する必要があるのか？
それはどの程度実現するのか？

どのようにシステムは実現されるのか？
その実現方式の特性・特徴は？

SysML など
各種ダイアグラム
各種レポート

SysML

システムの為すべきことの定義
（何をすべき、何故すべき）

論理アーキテクチャ
（グラスボックス）

システムの定義
（ブラックボックス） 物理アーキテクチャ

システム定義言語

ステークホルダー間の
コミュニケーション強化

ドメイン / 階層間の一貫性確保、
変更管理の効率化

複雑なシステムが
管理できる
全体・詳細と切り分けて分析

Quality

Cost

Delivery

Safety
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DBSEから真のMBSEへ
システムモデルを作り込み、
多彩なビューを自動生成する高性能モデリングツール

ドキュメント・ダイアグラムベース

メタモデル
テンプレート

外部
連携

関係性の抽出 シミュレーション

API
完備

モデルの活用

モデリング

Input

システム
モデル

Output

キーボード入力 エンジニアのナレッジ

ドキュメント変換

エクセル連携

目的
コンテキスト

MoEs

Why? What? How?
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問題定義空間   Problem Space 問題解決空間   Solution Space

段階的
詳細化

BASIS OF ALLOCATED TO

THREAD

要求

ユースケース ユースケース

振る舞い 構造


