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近年の製品やサービスは非常に複雑なものとなっており，企業は限られたコストの中で，環境規制に対処し，安
全を確保しなければならず，地域向けにカスタマイズすることが求められることが多い。こうした複雑な製品
やサービスなどのシステムを成功裏に実現するために，モデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）の
アプローチが注目されている。自動運転システムを含む自動車のような複雑なシステムのライフサイクル全体
にわたる確実なエンジニアリング活動全体を実現するには，何をすれば良いか？コンセプト，アーキテクチャ
および設計の定義を行う際には，必ず，検証と妥当性確認が必要となる。「はかる」，「つなぐ」をMBSEの観点か
ら論じる。

In recent years, products and services have become extremely complex, and enterprises must address its environmental 

regulations, ensure its safety within limited costs and often are required to customize those for the area. Model-based 

systems engineering (MBSE) approach has been attracting attention in order to realize systems such as complex products 

and services successfully. What should we do to realize rigorous engineering activities through the entire life cycle of 

complex systems like vehicles including automated driving systems? When defining concept, architecture and design of a 

system, verification and validation must be required. “To measure” and “to connect” are discussed from the viewpoint of 

MBSE.

はじめに

近年の製品やサービスはメカ，電気，ソフトウェアなどか
ら成り，特に自動車は，限られたコストの中で，環境規制
に対処し，安全を確保しなければならず，また，地域の市
場に合わせてカスタマイズするいわゆる派生開発が求めら
れることが多い。さらにMaaS（Mobility as a Service）［1］を
はじめ自動車関連のサービスを積極的に提供する動きが活
発になっている。企業はこうした複雑な製品やサービスを
成功裏に実現する必要があり，そこに関連するエンジニア
リング活動は複雑さを増している。

複雑な製品やサービスなどのシステムを成功裏に実現する
ために，モデルに基づくシステムズエンジニアリング

（MBSE）のアプローチが注目されている［2, 3］。従来の文書
を中心としたシステムズエンジニアリングでは，複雑なシ
ステムの記述を十分に行うことは難しく，また，エンジニ
ア間でこれらの関連情報をやりとりすることは容易ではな

かった。システムモデルを用いて対象のシステムを記述す
ることで対象のシステムを規定し，システム要求の定義，
システムアーキテクチャの定義，設計定義のプロセスを双
方向にトレーサビリティがとれる形で進めることができ
る。また，システムモデル記述は検証および妥当性確認の
プロセスで活用できる。

今後，自動運転システムを含めた進化が求められる自動車
には，そのライフサイクル全体にわたる確実なエンジニア
リング活動の実現が求められている。環境と安全確保の問
題は，ますます高いレベルでの解決が求められるものと考
えられる。では，そのためには何を準備しておく必要があ
るだろうか？複雑なシステムの開発を着実に行うために
は，コンセプト，アーキテクチャそして設計が，相互にト
レーサビリティがとれた形で定義されることが求められ
る。それぞれのプロセスでは検証と妥当性確認が必要とな
り，システムをコンポーネントから統合する過程でも同様
に検証と妥当性確認が必要となる。さらに近年では，特に



52 No.53  October  2019

Guest Forum
特別寄稿 モデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）のすゝめ 

ソフトウェア分野で，製品の運用（Operation）中にそこに
組み込まれたソフトウェアを開発（Development）するこ
と（DevOpsという）が求められている［4］。

こうした背景から，システムの検証と妥当性確認を実現す
るシステムの存在が重要になる。自動車を設計し製造する
エンジニアが，自動車あるいは自動車を構成する要素の検
証および妥当性確認を行いたいと考えたときに，これを実
現するシステムをどのようにつくると良いのか？そこで
は，何のために何を「はかる」必要があるのか？何のために
何を「つなぐ」必要があるのか？検証と妥当性確認でのテス
トケースをどのように定めたら良いのか？これらの多くの
課題に速やかに解決策を導き出すことは容易なことではな
いし，これに対する解をMBSEが持つ訳ではない。しかし，
MBSEの中でアーキテクチャ定義を行うことは極めて重要
な意義をもち得ると考えている。ここではその観点から論
じてみたい。

システムズエンジニアリングの開発プロセス［2, 3］

製品やサービスなどは，『1つ以上の定められた目的を達成
するために編成された相互作用する要素の組み合わせ』で
ある，いわゆるシステムとして考えることができる。シス
テムは，コンセプトを検討する段階から開発，製造，運用，
保守，廃棄にいたるライフサイクルステージを持ち，それ
ぞれのステージで対象のシステムを実現するために必要と
なるシステムが存在する。すなわち，製品やサービスなど
のシステムを実現するには，機械，電気などのハードウェ
ア，これらを適切に動作させるソフトウェアのみならず，
人，設備などを必要とし，これらをどのようにマネジメン
トしていくかが，製品やサービスの成否に大きな影響を与
える。

こうした複雑なシステムを成立させるた
めに，主として技術的な面から取り組む
ためのアプローチあるいは手段として，
システムズエンジニアリングがある。近
年では，システムが複雑になってきたこ
とから，文書を中心としてシステムの記
述を行うアプローチに代わり，モデルを
用いたアプローチ，すなわちMBSEが注
目を浴びている。ここでモデルには，対
象のシステムを記述する範囲を決めるた
めの幅，深さおよび忠実度がある。モデ
ルの幅は，機能，インタフェース，性能，
制約，品質特性などのシステム要求の適
用範囲を反映する。モデルの深さは，シ
ステムコンテキストからシステム要素ま
での分解方向の範囲である。モデルの忠
実度はモデルが表現する詳細さのレベル

を示す。このモデルの種類として，形式的モデルには論理
モデル，定量モデル，幾何学モデルがある。また，非形式的
モデルとして描画および文書があるが，これらには正確さ
に欠ける曖昧な表現が含まれる可能性があることを考慮す
る必要がある。

例えば，自動車に搭載されている内燃エンジンは，様々な
環境規制が課せられ，極めて複雑なシステムとなっている．
このエンジンシステムを実現する過程で，システムズエン
ジニアリングの初期の段階ではエンジンシステムのアーキ
テクチャを定義することが重要となる。さらにエンジンテ
ストベンチ上での試験が繰り返し実施され，燃費性能や排
ガス性能の適合，テストが行われる。このため，エンジン
テストベンチはエンジンを実現するために必要なシステム
ということができる。そして，このエンジンテストベンチ
を開発する際には，エンジンシステムの初期の段階で定義
したアーキテクチャを参照することができる。このような
あるシステムを実現するために必要なシステムを，有効に
するシステム（enabling system）と言う。対象とするシス
テムをテスト，あるいは分析するために必要となるMIL

（mode-in-the-loop），SIL（simulation-in-the-loop），および
HIL（hardware-in-the-loop）シミュレーションまたはテス
トには，これを実現するための有効にするシステムが必要
となる。

Figure 1にエンジンシステムの開発プロセスの全体を表す
2元V字モデルを示す。Figure 1は，開発対象とする製品の
分解と統合を表す垂直方向の「アーキテクチャV」と，シス
テム，サブシステム，コンポーネントのそれぞれの開発プ
ロセスである，要求分析，アーキテクチャ定義，設計仕様
の決定，製作，検証（Verifi cation），妥当性確認（Validation）
を表す水平方向の「エンティティV」（Figure 2）とを同時に
表す2元V字モデルである［5］．

制御系検証：
Hardware -in-the-
loop simulation

制御系設計：
Model-in-the-
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ソフトウェア設計：
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エンジンシステム検証：
Hardware -in-the-
loop simulation
（エンジンベンチ）

エンジンシステムアーキテクチャ

ソフトウェア検証：
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Figure 1   Dual Vee model of development process for an engine system
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Figure 2のエンティティＶでは，利害関係者要求から始ま
り，システム要求の定義，アーキテクチャの定義，設計定
義へと詳細化が進む。その際，繰り返しこれらの定義の関
係性が正しいことを検証して進めることが重要であり，こ
れらのアクティビティの結果としてシステムを構成する実
装可能なサブシステムを定義することができる。そして，
要求に従ってつくられて検証されたサブシステムを統合し
システムとしての検証および妥当性確認を行う．サブシス
テムとコンポーネント間の関係性も同様となる．なお，検
証および妥当性確認の計画は，あらかじめFigure 2の左側
のプロセスで行っておく必要がある。

アーキテクチャに基づく有効にするシステ
ムの定義

対象とするシステムのアーキテクチャを定義するには，抽
出された利害関係者の関心事を捉えたアーキテクチャ
ビューポイントを持ち，それが決定するアーキテクチャ

ビューを持ったアーキテクチャ記述が必
要となる。システムアーキテクチャは，
ある環境中で，システム要素とその関係
性から具体化されたシステムの基本概念
または特性であり，システムを設計し，
進化させる際に原則となるものである

［6］。したがって，定義されたアーキテク
チャは，その後の設計以降のプロセスに
対して制約を課すこととなる。また，アー
キテクチャビューに応じてモデルを用い
てアーキテクチャを記述することにな
る。アーキテクチャはシステムが用いら
れる環境についても限定していることに
注意されたい。

事例として，エンジンシステムのアーキテクチャをコンテ
キストレベルで記述したアクティビティ図をFigure 3に示
す。ここでは，SysML（Systems Modeling Language）［7］を
用いて記述している。このダイアグラムはある環境中での
エンジンシステムのコンテキストを表す。ドライバの指令
に応じてエンジンシステムが生成したトルクが，トランス
ミッションを介してドライブトレインに伝わり，さらに道
路へトルクを伝えていることを示している。自動車が走行
するために必要な仕組みの基本機能を記述するダイアグラ
ムであるが，空気を提供する大気とタイヤと接する路面も
定義しており，これらは自動車が走行する上で必要な環境
となる。

Figure 3をもとにエンジンシステムをテストするための有
効にするシステムを考えた上で記述した結果をFigure 4に
示す。すでにこれはエンジンテストベンチとして知られる
ものであるが，Figure 3に示すダイアグラムを含めたエン
ジンのシステムモデルを記述することから，エンジンシス
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Figure 2   Entity Vee in horizontal direction of Dual Vee

Figure 3   Activity diagram describing the context-level behavior of an engine system
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テムをテストするために，どのような状況で何をはかる必
要があるかを規定することで，エンジンテストのためのシ
ステムを規定できる。Figure 4にはエンジンテストを実施
するためのシステム構成として，模擬したドライバ指令

（Simulated driver command），車両シミュレーションモ
デル（Vehicle simulation model），低慣性ダイナモ（Low 
inertia dynamo）が示されている。また，燃料タンク（Fuel 
tank）および大気（Atmosphere）では環境性能の評価に「は
かる」が関与する。

「はかる」と「つなぐ」：検証と妥当性確認

エンジンシステムの検証と妥当性確認
エンジンシステムの仕様に対して検証を行う際には，車両
がどのような環境に置かれ，どのような走行をドライバか
らの指令で実施する必要があるのか，いわゆるシステムコ
ンテキストの理解の上での仕様の検証を行う必要がある。
例えば，エンジンへ供給する空気の特性が関与する可能性
があり，またどのようなドライバの指令を模擬する必要が
あるのかが，関係する。さらに車両のシミュレーションモ
デルがどこまで精緻に，忠実度の高いモデルになっている
のか，あるいはそうではないのかも十分に配慮される必要
がある。特に，路面状況が異なる条件で検証が必要な場合
には，車両が有するタイヤモデルの忠実度が大きな影響を
与える可能性がある。

妥当性確認をとる必要がある場合には，開発対象のエンジ
ンが何に対して妥当であることが求められているのかを明
確にしておく必要がある。たとえば，ユーザーが「満タンで
できるだけ長く走行できること」をニーズとして持ってい
る場合に，そのユーザーニーズに合致したユーザー要求と
運用シナリオを定義し，その運用シナリオ上でユーザー要
求に対する妥当性を確認することとなる。システムの妥当
性確認のプロセスでは，製品が利害関係者要求，ミッショ

ンの輪郭，運用シナリオを充足していることを実証するこ
とが求められる［2, 3］。

ユーザーニーズに合致したユーザー要求「ユーザーは自動
車を満タンにしたあと，無給で少なくとも500 km離れた場
所まで運転していけること」と，その運用シナリオを定義
したものすると，走行経路に基づき大気と路面を定義し，
模擬したドライバ指令を用意することが求められる。車両
シミュレーションモデルの忠実度を高くする場合には，燃
料タンク内の燃料の量に依存して車両重量を可変とする必
要があるだろう。また，ドライバ指令についても，ユーザー
の運転技量を反映するなど忠実度を増すことが求められる
こともある。これらの決定に際しては，MBSEのアプロー
チにより，定義されたシステム要求，アーキテクチャ，お
よび設計に基づくこととなる。

自動運転システムのテスト
自動車事故およびそれに起因する死傷者を減らすこと，交
通流を良くすることによる渋滞の緩和など，自動車に搭載
される自動運転システム（Automated Driving System : 
A D S ）に 対 す る 期 待 は 大 き い 。S A E（ S o c i e t y  o f 
Automotive Engineers）で定義されたレベル3の自動運転
では，自車両の制御や交通環境の監視といった動的運転タ
スク（Dynamic Driving Task）をADSが実施する．また，予
め定められている運用設計領域（Operat ional Design 
Domain）を自動運転車が逸脱した場合，運転権限がADSか
らドライバに移譲され，ドライバは適切に対処しなければ
ならないとされる［8］．

I S O / P A S 2 1 1 4 8［9］は，S a f e t y  o f  t h e  i n t e n d e d 
functionality（SOTIF）に関する標準であり，わかっている
安全（known safe）／わかっていない安全（unknown safe）
／わかっている不安全（known unsafe）／わかっていない
不安全（unknown unsafe）の4つのシナリオのカテゴリーを

Figure 4   Activity diagram describing the behavior of the engine system and its test system
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定義し，この中の「わかっていない不安全」シナリオの領域
をできるだけ減らすことの重要性を述べている。わかって
いないが安全なシナリオであれば，そのままにしておいて
良いが，不安全になってしまう，わかっていないシナリオ
が存在することは，極めて危険である。この「わかっていな
い不安全」シナリオの領域を減らすため，残余リスクを評
価するための複数の方法で妥当性確認を行うこととしてい
る。

運用シナリオを作る際にはそのシナリオに登場する人や物
に漏れがあってはいけない。NHTSA（National Highway 
Traffic Safety Administration）では，これを定義するため
の枠組みが発行されており，そこでは自動運転にかかわる
外部システムの分類が示されている［10］。仕様書で規定され
た範囲（パラメータの限定を含む）での検証を十分に実施し
たことを前提として，運用シナリオをもとに行う妥当性確
認では，利害関係者ニーズから考えることにより，生じて
しまう可能性のある事象を発生させる必要がある。

たとえば，利害関係者ニーズとして，「早く目的地に到着し
たい」があった場合に，実際にシステムを利用するユーザー
は，このニーズをもとにシステムを利用することが考えら
れる。その結果，交差点の左折時に，ユーザーが公道では
ない道路を通過することを求める場合がある。このような
ユーザーのニーズに対して対応することを許容するのか否
かを，担当エンジニアは設計時に考慮していない可能性が
ある。システムに対する適切な妥当性確認ができる運用シ
ナリオを用意しておくことで，このケースでの残余リスク
を評価できることとなる。このためには，テストシステム
に，シナリオに登場する様々な人，物を「つなぐ」ことが求
められる。

まとめ

製品やサービスを有効にするテストシステムに必要となる
「はかる」，「つなぐ」を，モデルベースシステムズエンジニ
アリングの観点から論じた。開発対象のシステムを検証し
妥当性確認をとる際に，どのような環境で何を「はかる」こ
とが要求されているのかを定義しておくことが重要である
こと，運用シナリオに基づき妥当性確認を行うには，利害
関係者ニーズを反映した運用シナリオを定義し，テストシ
ステムの中で様々な人，物を「つなぐ」必要が生じる。これ
らの一連の検証と妥当性確認を実現するには，システム設
計定義のもととなるアーキテクチャの定義がキーポイント
となる。開発対象であるシステムのアーキテクチャをモデ
ルで記述することで，比較的容易にテストシステムの構築
に結びつけることができる。

今後は，開発のステージのみで検証と妥当性確認が行われ
るのにとどまらないと考えられる。開発ステージでは繋

がっていなかったものが運用中に繋がってきたときに，運
用中のシステムを改修するなどして，テストをする必要性
が生じる可能性がある。すでにソフトウェア分野では，
DevOpsが行われていると言われる。そのテストをどのよ
うに実施するのか？「はかる」，「つなぐ」は今後，必要不可
欠なものとなる。
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