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このホワイトペーパーでは、組み込みソフトウェアの開発者や医療機器のエンジニアを対象と
して、要件管理から設計、実装、統合、検証、テストに至るまでの、医療機器向けソフトウェ

ア設計のベストプラクティスをご紹介します。ソフトウェア品質を向上させながら、設計エラーを低
減し、開発期間を短縮する方法について説明します。

チームで手術用ロボットシステムの作動部分の制御を 
開発しているところを思い浮かべてみてください。システ
ムは、触覚フィードバックの制御を備えた電気モーターで
駆動するものとします。設計を始める前に、たとえば次の
ような主な疑問を解消しておきたいと考えられます。

•  最適な消費電力と精度を実現する 
 モーターのサイズはどれくらいか?

•  プロジェクトを遅延させることなく、 
 開発の後期に要件を変更できるか?

•  統合前に設計をシステムレベルで 
 どうやってテストするか?

•  設計プロセスは IEC 62304 などの医療規格に準拠しているか?

チームが手作業でコードを書き、ドキュメントベースで要件を記録している場合、これらの疑問を
解消するには、試行錯誤や物理的なプロトタイプでのテストを行うしかありません。これは、手術
器具や人工呼吸器、輸液ポンプ、透析装置などのアプリケーションでも同様です。要件が 1 つでも
変更されたら、システム全体を再コーディングしてテストしなければならなくなり、プロジェクトが
数週間から数か月遅延することもあります。 

手書きのコードやドキュメントの代わりに、MATLAB® および Simulink® によるモデルベースデザイ
ンを使用すれば、システムモデルを作成できます。たとえば手術用ロボットの場合は、ロボットアー
ムやモーター、制御ユニットにより構成されるモデルです。どの段階でもモデルをシミュレーション
して、リスクや遅延なしで、高価なハードウェアを用いることなく、システム挙動を即座に確認し、 
複数の what-if シナリオをテストすることができます。そして、IEC 62304 に準拠したプロセスで、 
最終製品に統合できます。

このホワイトペーパーでは、医療機器の開発向けモデルベースデザインをご紹介するとともに、 
導入のためのベストプラクティスについて説明します。モデルベースデザインを採用したチームが、
開発期間を短縮し、統合の問題を最小限に抑え、医療機器の規制や標準に準拠しながら 
安全性の高い製品の提供を実現した方法を見ていきましょう。 

「Ethicon Endo-Surgery, Inc. では、モデルベースデザインをベースにしたラピッド プロト
タイピングのワークフローを採用し、新しい設計の改良を数分で実装およびテストする
ことができ、全体の開発期間を数か月短縮することができました。」 

— Mark Overmeyer, Ethicon Endo-Surgery, Inc.

手術用ロボットシステム。
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I. モデルベースデザインとは 
モデルベースデザインを理解する最良の方法は、実例を見ることです。人工呼吸器の設計を例に説
明します。

人工呼吸器モデル。

医療機器のエンジニアチームが、人工呼吸器の流量や吐出量、吸気/呼気の機能を調整するバルブ
の制御ユニットの構築に着手している場合を考えてみましょう。モデルベースデザインを採用して
いるため、エンジニアは、はじめにシステム要件からアーキテクチャモデルを構築します。 

次に、チューブやバルブ、加湿器を含む人工呼吸器のモデルを開発します。この高水準かつ低忠実
度のモデルには、制御ユニットで実行される制御アルゴリズムと、プラント (この場合は、人工呼吸
器を装着した患者) のモデルも含まれます。

チームは、この高水準なモデルを病院や緊急時のさまざまなシナリオでシミュレーションすること
により、システムや統合の初期テストを行い、システムが適切に機能しているか、また患者にリスク
を及ぼすことなくさまざまな状況に対応しているかを検証します。 

人工呼吸器の応答性をテストするために、実際の患者に使用する場合を想定してシミュレーション
に詳細設定を追加します。そして、仕様書と比較しながら、引き続きシステムレベルの挙動のテス
トや検証を行います。システムが大規模で複雑な場合、エンジニアは個別のコンポーネントを単独
で開発およびテストし、さらにシステム全体のシミュレーションでそれらを頻繁にテストすることが
できます。 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75012-medical-ventilator-model-in-simscape
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最後に、システムとそれが動作する条件を調整したモデルを構築します。このモデルには、研究開
発チームのあらゆる活動によって蓄積されたシステムに関する知識 (IP) が取り込まれています。 
続いて、エンジニアは、ソフトウェアのテストと検証を行う制御アルゴリズムのモデルからコードを
生成します。また、規制当局の承認プロセスに必要なユニットテストやシステムレベルテストの文
書もすべて作成します。

ラピッド プロトタイピングによるハードウェアインザループ テストを実施した後に、生成されたコ
ードを量産ハードウェアに実装し、人工呼吸器の動作を検証します。 

このシナリオから分かるように、モデルベースデザインは従来の開発ワークフローと同じ要素を使
用する一方で、主に次の 2 つの違いがあります。 

•  要件の記録から設計、実装、テストに至るまで、システムモデルが開発プロセスの中心とな 
 っている。

•  時間がかかるうえに間違いの発生しやすいワークフロー上の手順 (コードの記述、手動テ 
 スト、文書作成など) の多くが自動化されている。 

モデルベースデザインのワークフロー。

要件の記録および管理
要件が文書で記録される従来のワークフローでは、引き継ぎにより誤りや遅延が生じることがあ
ります。設計文書や要件を作成するエンジニアと、システムを設計するエンジニアが違う人物であ
ることはよくあることです。要件が「丸投げ」されることもあります。これは、2 つのチーム間に明確
なまたは一貫したコミュニケーションがないという意味です。 
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モデルベースデザインでは、Simulink モデル内で要件の作成、解析、管理を行うことができます。
また、カスタム属性を使用したリッチテキストの要件を作成し、それを設計、コード、およびテスト
にリンクさせることができます。要件は、要件管理ツールのような外部ソースからインポートして 
同期することもできます。設計にリンクされている要件が変更されれば、自動的に通知が送られ 
ます。さらに、トレーサビリティ マトリクスを使用して、生成されたコードまで要件をトレースでき
ます。その結果、変更の影響を直接受ける設計またはテストを特定して、それに対応した適切なア
クションをとることができます。 

ケーススタディ: Ethicon Endo-Surgery, Inc.
 

器具が直感的な操作に対応し、手になじむということは、 
すべての外科医にとって重要な条件です。5～15 ミリの切
開で処置を行う腹腔鏡の外科医には、このような器具が欠
かせません。

腹腔鏡に関する機器の操作性や操作感を完全に実現するには、設計を何度も繰り返す必要があります。それぞ 
れの設計の修正には数週間かかることもあり、従来の設計ワークフローでは対応できません。「Ethicon Endo-
Surgery, Inc. では、ラピッド プロトタイピングのワークフローを採用したことで、新しい設計の改良を数分で実 
装およびテストでき、全体の開発期間を数か月短縮できました」。

エンジニアは、機器の仕組みについては熟知していましたが、組み込み制御システムの開発経験はほとんどあり 
ませんでした。過去のプロジェクトで制御ソフトが必要な場合には、プロトタイプの開発を外注していたからです。
この手法では、初期のプロトタイピングだけでなく、その後の設計変更の際にも遅延が生じていました。 

モデルベースデザインにより、Ethicon 社は約 3 か月で最初の概念実証を仕上げました。過去に外注した同様の
プロジェクトでは、完成までに約 1 年半かかっていました。そして何より、コントローラーに組み込まれた、分かり
づらく重要な設計上の詳細や判断について、チームが深い知識を持つようになりました。たとえば、プロセッサの
遅延をどの程度見込んでおけばよいのか、外科医にとってどの程度のモーター速度が最も快適なのかをエンジニ
アが理解しています。この知識があれば、エンジニアは実装プロセスを効率化する詳細で正確な要件を記述でき
ます。

「このワークフローを採用したこ 
とで、わずか 3 か月で次世代の内
視鏡手術用ステープラーのプロトタ
イプを設計して構築することができ
ました。このプロトタイプに対して、
外科医からは快適で安定しており、
直感的に操作できるという感想が
寄せられています。現在、量産への
準備を進める中でシステム要件を
改善しているところです。」

— Mark Overmyer,  
Ethicon Endo-Surgery, Inc.

Ethicon 社の ECHELON FLEX™ 搭載  
ENDOPATH® ステープラー。

https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/creating-an-endoscopic-surgical-stapler-prototype-using-model-based-design.html
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設計
従来の手法では、設計のアイデアはどれも物理プロトタイプでテストする必要がありました。その
結果、各テストによりプロジェクトの開発期間とコストが増大するため、調査できる設計のアイデア
とシナリオの数は限られていました。

モデルベースデザインでは、事実上、アイデアを無制限に検討することができます。要件、システム
コンポーネント、IP、およびテストシナリオのすべてがモデルに含まれています。また、モデルをシミ
ュレーションすることができるため、高価なハードウェアを構築する前に、設計上の問題点と疑問
点を調査することができます。素早く複数の設計アイデアを評価し、設計トレードオフを調べ、それ
ぞれの設計変更がシステムにどう影響するかを確認できます。 

ケーススタディ: Weinmann
 

MEDUMAT Transport 人工呼吸器により、呼吸のサポートを必要とする患者の肺に、空気と酸素を送り込むことが
できます。この人工呼吸器は、救急医療や院内および院外での搬送時に使用することを目的としています。 

MEDUMAT Transport には、圧力、流量、温度、モル質量 (酸素濃度の測定に使用) を測定するさまざまなセン 
サーが搭載されています。これらのセンサーを高性能な空気弁や電磁弁と組み合わせることで、MEDUMAT 
Transport は、Weinmann 社がこれまでに開発した中で最も先進的、かつ最も複雑な人工呼吸器となりました。 
このシステムに最適なアルゴリズムを見つけるために、エンジニアは数多くの設計案を評価する必要がありました。

Weinmann 社のエンジニアは、組み込みソフトウェアを手書きで作成していた従来のプロセスでは、このプロジェ
クトは実現不可能であると認識していました。 

この課題を克服するために開発したプラントモデルには、ハードウェア コンポーネントだけでなく、人間の肺の機
械モデルが組み込まれています。さらに、チームはコントローラーとそのステートマシンをモデル化しました。その
中には、スタンバイ、スタートアップ、シャットダウンなどの動作モードを追跡するステートマシンと、人工呼吸器プ
ロセス全体を管理する 2 つ目のステートマシンが搭載されています。システムレベルのコントローラーモデルは、
サブシステム単位でみたとき、トップレベルにあります。そして、モジュール設計やアーキテクチャなど、基本的な要
件をカバーします。

チームは、コントローラーとプラントの閉ループのシミュレーションを行った後、制御システムとセンサー信号処理
サブシステムの量産コードを作成しました。このコードを Infineon® 社の MCU と Texas Instruments™ 社の 
MCU にそれぞれ展開し、モデル内の各サブシステムに対してユニットテストを実施しました。

「複雑さを増した設計にも、MATLAB  
および Simulink によるモデルベー
スデザインは対応することができ、
認証の取得にも役立ちました。手書
きのコードではなくモデルを使用す
ることで、組み込みソフトウェアのメ
ンテナンスや再利用が簡単になり、
認証機関に技術を説明する際にも
役立ちます。」
— Dr. Florian Dietz, Weinmann 

MEDUMAT Transport 人工呼吸器 
画像 © Weinmann Medical Technology.

https://www.mathworks.com/company/user_stories/weinmann-develops-life-saving-transport-ventilator-using-model-based-design.html
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コード生成
従来のワークフローでは、組み込みのコードはシステムモデルからまたはゼロから手書きする必要
がありました。ソフトウェア エンジニアは制御システムエンジニアが書いた仕様に基づいて制御ア
ルゴリズムを書きます。仕様書の作成、アルゴリズムのコーディング、手描きのコードのデバッグとい
った、プロセスの手順は、時間がかかるだけでなく、エラーが発生しやすくなる可能性があります。

モデルベースデザインでは、数千行のコードを手書きするのではなく、モデルから直接コードを生
成します。手書きのコーディングによるエラーがなくなり、モデルが制御システムのエンジニアとソ
フトウェア エンジニアの橋渡しをします。生成したコードは、プロトタイピングまたは量産用に使
用できます。また、特定のプロセッサ アーキテクチャに対して最適化するか、手書きのレガシーコー
ドと統合できます。 

ケーススタディ: World of Medicine
 

腹腔鏡検査などの低侵襲的な治療手段は、腹部の狭い空
間で行う必要があります。手術器具の動きの自由度を高め
るには、気腹装置を使用し、CO2 ガスを吹き込んで体腔を
拡張します。腹腔鏡検査や子宮鏡検査に使用されている気腹装置やポンプの技術における業界大手である 
WOM 社は、モデルベースデザインを使用して、高品質な気腹装置の制御ソフトウェアの開発を加速しています。

WOM のエンジニアは、過去の同様のプロジェクトで、コードを手書きするという従来の開発ワークフローを採用
していました。この手法では、プロセスの終盤になるまで設計やコーディングのエラーを発見して修正するのが難
しいため、ソフトウェアの納品に遅延が生じていました。 

WOM のエンジニアは、新しい気腹装置にモデルベースデザインを採用しました。また、測定された入出力データ
を使用して腹腔の非線形数理モデルを作成し、このモデルを圧力センサーやアクチュエータなどのハードウェアコ
ンポーネントを搭載したプラントモデルに組み込みました。 

次に、カスケード接続された 2 つの比例積分 (PI) 制御器 (流量用と圧力用) を使用して制御モデルを開発しま 
した。チームは、制御機能を検証するために、この制御モデルとプラントモデルの閉ループのシミュレーションを
行いました。

この設計のリアルタイム性能を検証するために、制御モデルから C コードを生成し、気腹装置のプロトタイプの
センサーやアクチュエータに接続されたリアルタイム ハードウェアに展開しました。顧客の意見をもとに設計を改
良した後、ターゲットとなる Arm® Cortex-M® プロセッサ用の量産コードを作成しました。

WOM は、包括的な統合テストとシステムレベルのテストを行った後、FDA および欧州の規制当局から新しい気
腹装置の承認を取得しました。現在は量産され、実際の臨床に使用されています。

「Simulink を使うことで、安定した
制御システムを短時間で作成する 
ことができました。ステートマシン
やカスケード接続された PI 制御 
を含む、システム全体をモデル化し 
ました。このモデルをロバスト化し
つつ、応答時間を短縮した後、ラピ
ッドコントロールプロトタイピング
で検証し、組み込みコードを生成し
ました。」
— René Pätznick, WOM

WOM 社の 50L の気腹装置。

https://www.mathworks.com/company/user_stories/wom-reduces-time-to-market-for-surgical-device-control-software-with-model-based-design.html
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テストと検証
従来の開発ワークフローでは、テストや検証はアプリケーションが完成してから始めるのが一般的
で、設計やコーディングの段階で生じたエラーを特定して修正することは困難でした。 

モデルベースデザインでは、要件や仕様のモデル化を開始してから、完成した設計を統合する準備
が完了するまでの、開発サイクル全体を通してテストと検証を行います。テストの頻度や項目は増
えますが、設計が要件を満たしていることを証明できるので、時間の短縮につながります。モデル
に取り込まれた要件を検証し、設計、テスト、コードへとトレースすることができます。静的解析や
形式的手法を使用した、テストの自動生成、テストレポートの作成、コーディング標準やガイドライ
ンへの準拠の確認などが可能です。

ケーススタディ: ITK Engineering
 

センサーなしのブラシレス DC (BLDC) モーターは、ブラシ付きモーターの動作に比べて摩耗が抑えられ、信頼 
性や静粛性に優れ、メンテナンスや滅菌のしやすさなどが向上しています。また、センサーなしのブラシレス DC 
(BLDC) モーターは、センサーありの BLDC モーターと比較して、安価で軽量な点が特徴です。ただし、センサー 
なしの制御に求められる複雑なアルゴリズムを開発するには、技術的な手間がかかります。 

ITK のエンジニアは、ローター位置推定器のほか、医療機器ソフトウェアの IEC 62304 規格に準拠する歯科用ド
リル モーターの高度なカスケード制御を設計および最適化する必要がありました。 

プロジェクト開始時には、プロトタイプのモーターはありませんでした。クライアント指定のプロジェクト納期に間
に合わせるために、ITK はモーターのハードウェアと並行して制御器のソフトウェアを開発する必要がありました。 

ITK のエンジニアは、モデルベースデザインを使用して、センサーなしのブラシレス DC (BLDC) モーター コントロ
ーラーの設計、最適化、実装、テストを行いました。既存のモーターのデータシートや顧客からの情報をもとに、
電気的および機械的なコンポーネントを備えた BLDC モーターのモデル化を Simulink で行いました。

浮動小数点コントローラーの設計を固定小数点に変換した後、シミュレーションを繰り返して固定小数点モデル 
を検証しました。また、MATLAB スクリプトも作成し、個々のモデルコンポーネントのバッチユニットテストを行い
ました。 

このコントローラーとセンサーなしの BLDC モーターは、現在、歯科用ドリルで連続生産されています。

「プラントモデルがモーターの動作
を正確に反映しているため、コント
ローラーやハードウェアの検証を 
開発の早い段階で行うことができ
ました。その結果、ハードウェアの
最初の試作でエラーの根本的な原
因を早急に突き止めることができ 
ました。」

— Alexander Reiss, ITK EngineeringITK Engineering のセンサーなしのブラシレス 
モーター制御を採用した歯科用ドリル。

https://www.mathworks.com/company/user_stories/itk-engineering-develops-iec-62304compliant-controller-for-dental-drill-motor-with-model-based-design.html
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II. モデルベースデザインの始め方
モデルベースデザインに移行する利点を理解する一方で、それにまつわる組織的、ロジスティク 
ス的、および技術的なリスクと課題の発生を懸念する声がチーム内からあがるかもしれません。 
このセクションでは、モデルベースデザインの導入を検討中のエンジニアリング チームからよく寄
せられる質問にお答えし、チームが移行を管理するのに役立ったヒントとベストプラクティスをご 
紹介します。 

Q. モデルベースデザインの導入はエンジニアリングの役割にどのように影響しますか? 
A. モデルベースデザインは、制御設計とソフトウェア アーキテクチャにおけるエンジニアリングの
専門知識を置き換えるものではありません。モデルベースデザインにより、制御エンジニアの役割
は紙での要件を提供することから、モデルとコードの形式で実行可能な要件を提供することへと
広がります。ソフトウェア エンジニアがアプリケーション ソフトウェアのコードを手書きする時間
は短縮され、アーキテクチャのモデリング、OS、デバイスドライバー、その他のプラットフォームのソ
フトウェアのコーディング、およびシステム統合の実施に費やす時間は増えることになります。制御
エンジニアとソフトウェア エンジニアは、ともに開発プロセスの初期段階からシステムレベルの設
計に関与することになります。

Q. モデルベースデザインに移行すると、既存のコードはどうなりますか? 
A. 設計の一部となります。つまり、システムモデルに最初からモデリングされたコンポーネントと、
レガシー コンポーネントの両方を含めることができます。そのため、システム シミュレーション、 
検証、およびコード生成を継続しながら、レガシー コンポーネントを段階的に導入することがで 
きます。

Q. 推奨されているモデルベースデザインの導入方法はありますか? 
A. 新しい手法や設計ツールを試す際には、常にリスクとなる要素が伴います。成功するチームは
モデルベースデザインを段階的に導入し、プロジェクトを遅延させることなく、プロジェクトに役立
つ可能性のある焦点を絞った手順を行うことで、このリスクを軽減してきました。どのような規模の
企業でも、小さなグループのレベルからモデルベースデザインの導入を始めます。通常、1 つのプロ
ジェクトから始め、短期で成功させて、それを基礎とします。経験を積んだ後、モデルベースデザイ
ンを部門レベルに展開し、モデルがグループの組み込みシステム開発の中心となるようにします。 
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次の4 つのベストプラクティスは多くのチームを成功に導いています。

•  プロジェクトの小さい部分で実験する。はじめて導入する際は、組み込みシステムの新し 
 い分野を選び、ソフトウェア挙動のモデルを構築し、モデルからコードを生成することを 
 推奨します。チームメンバーは新しいツールと手法の学習に投資する時間を最小限にして、 
 小規模な変更を行うことができます。この結果で、モデルベースデザインの次の主な利点 
 を実際に確認できます。

•  手書きでコーディングしなくても高品質なコードが作成できる。

•  コードがモデルの挙動と一致する。

•  モデルをシミュレーションすることで、アルゴリズムの欠陥をより簡単に発見できる。 
 また、デスクトップで C コードを動的にテストするよりも、詳細を確認しやすい。

•  システムレベル シミュレーションを追加して最初のモデル化における成功を基礎とする。 
 前のセクションで述べたように、システム シミュレーションを用いて要件を検証し、設計 
 の疑問点を調査し、早期にテストおよび検証を行うことができます。システムモデルは高忠 
 実度である必要はありません。インターフェイスの信号が正しい単位で正しいチャネルに 
 接続され、システムの動的挙動を取得していることを確認できるだけの情報があれば十分 
 です。シミュレーション結果により、プラントとコントローラーがどのように動作するかを 
 早期に確認することができます。

•  モデルを使用して特定の設計上の問題を解決する。チームは、プラント、環境、およびアル 
 ゴリズムのモデルをフルスケールで開発することなく、希望する機能を利用することがで 
 きます。たとえば、チームは動作に使用されるソレノイドのパラメーターを選択する必要が 
 あるとします。この場合、ソレノイドの周りに概念的な「制御ボリューム」を描く単純なモデ 
 ルを、それの駆動力と、それが動作する環境を含めて開発することができます。チームはさ 
 まざまな極限の運用条件をテストし、方程式を算出することなく基本的なパラメーターを 
 算出できます。このモデルはその後、異なる設計の問題に、または将来のプロジェクトで使 
 用するために保存しておくことができます。

•  モデルベースデザインのコア要素から始める。モデルベースデザインの導入当初に得られ 
 る利点として、コンポーネントモデルやシステムモデルの作成、シミュレーションを使用し 
 た設計のテストと検証、プロトタイプ作成とテストのための C コードの自動的生成などの 
 機能を挙げることができます。その後、高度なツールや実践を検討し、モデリング ガイド 
 ライン、コンプライアンス チェックの自動化、要件のトレーサビリティ、およびソフトウェ 
 アビルドの自動化を導入することができます。
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ケーススタディ: ITK Engineering
 

脂質コアプラーク (LCP) を持つ患者は、米国などの先進国
で死亡率第 1 位の冠動脈疾患 (CAD) への罹患率が高い
傾向にあります。Infraredx は、循環器内科医が LCP を検出しやすいように TVC Imaging System™ を開発しま 
した。この TVC Imaging System は、FDA が承認した唯一の LCP 検出用医療機器です。(2021年7月現在)この機
器は、近赤外分光法 (NIRS) と血管内超音波法 (IVUS) を 1 本の冠動脈カテーテルに組み合わせ、血管の組成や
構造に関する情報を提供します。

Infraredx 社は、Intel® (旧 Altera®) Cyclone FPGA の HDL コードを手書きすることで、IVUS システムの最初のバ
ージョンを実装しました。コード自体は問題ないものの、手書きによるコーディングは長期的には現実的ではあ 
りませんでした。Infraredx 社のチームは、HDL の機能強化や修正の作業を請負業者に委託していました。その 
ため、開発速度が遅くなり、Infraredx の科学者はアルゴリズムの新しいアイデアをすばやく評価することができ 
ませんでした。同社の目標は、社内でこの作業ができるようにノウハウを開発することでした。

Infraredx 社は、MathWorks Consulting Servicesと提携して、次世代の IVUS システムの開発と FPGA 実装を迅
速に行いました。MathWorks のコンサルタントは、Infraredx のエンジニアや科学者が、将来のバージョンの製 
品で Simulink や HDL Coder™ を自ら使用できるようにするためのトレーニングを提供しました。

その後、Infraredx の科学者とエンジニアは独自にバージョン 3 の IVUS システムを完成させました。このバージ
ョンでは、画像解像度や侵入深さが向上し、組織評価機能の強化が実現できました。 

「MathWorks Consulting Services 
のサポートにより、信号および画像
処理パイプラインのモデル化、高品
質な画像を生成するためのシミュ 
レーションの実行、そして FPGA  
への設計の実装を行うことができ
ました。さらに、次の作業を自分た
ちで行うためのノウハウも確実に習
得することができました。」

— John Beck, Infraredx

TVC Imaging System のユーザー インターフェイス
には、横軸の IVUS、ケモグラム、縦軸の IVUS の視

覚化ツールが搭載されています。

https://www.mathworks.com/company/user_stories/infraredx-accelerates-fpga-development-on-first-of-its-kind-intravascular-imaging-system.html
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モデルベースデザインのツール

基本製品
MATLAB

データの解析、アルゴリズムの開発、および数学的モデルの作成

Simulink

組み込みシステムのモデル化とシミュレーション

要件の記録および管理
Simulink Requirements

要件の作成、管理、およびモデル、生成コード、テストケースへのトレース

System Composer

システムおよびソフトウェア アーキテクチャの設計と解析

設計
Simulink Control Design

モデルの線形化と制御システムの設計

Stateflow

ステートマシンおよびフローチャートを使用した判定ロジックのモデル化とシミュレーション

Simscape

マルチドメイン物理システムのモデル化およびシミュレーション

コード生成
Simulink Coder

Simulink モデルと Stateflow モデルからの C および C++ コードの生成

Embedded Coder

組込みシステム用に最適化された C および C++ コードの生成

HDL Coder

FPGA と ASIC 設計用 VHDL® および Verilog® コードの生成

https://www.mathworks.com/products/matlab.html
https://www.mathworks.com/products/simulink.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-requirements.html
https://www.mathworks.com/products/system-composer.html
https://www.mathworks.com/products/simcontrol.html
https://www.mathworks.com/products/stateflow.html
https://www.mathworks.com/products/simscape.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-coder.html
https://www.mathworks.com/products/embedded-coder.html
https://www.mathworks.com/products/hdl-coder.html
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テストと検証
Simulink Test

シミュレーションベースのテストの開発、管理、実行

Simulink Check

設計品質を測定し、検証作業を追跡して、規格への準拠を検証

Simulink Coverage

モデルおよび生成コードのテストカバレッジを測定

Polyspace® 製品

C/C++ コードに重大なランタイムエラーがないことの証明

Simulink Design Verifier

設計エラーの特定、要件準拠の証明、テストの生成

IEC Certification Kit

IEC 62304 認証のためのコード生成ツールと検証ツールの適格性確認

関連情報
以下のリソースは、ご所属のチームがモデルベースデザインを短期間で学習するのに役立ちます。 

インタラクティブ チュートリアル
MATLAB 入門
Simulink 入門
Stateflow 入門

ビデオ
Simulink とは (2:15)

MATLAB と Simulink によるモデルベースデザイン (2:08)

制御向け Simulink 入門 (11:30)

オンサイトまたは自己学習形式のトレーニングコース
MATLAB 基礎
Simulink 基礎
MATLAB と Simulink による制御設計

その他のリソース
技術コンサルティング サービス
医療機器向け MATLAB および Simulink

https://www.mathworks.com/products/simulink-test.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-check.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-coverage.html
https://www.mathworks.com/products/polyspace.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-design-verifier.html
https://www.mathworks.com/products/iec-61508.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html
https://www.mathworks.com/videos/simulink-overview-61216.html
https://www.mathworks.com/videos/model-based-design-with-matlab-and-simulink-69040.html
https://www.mathworks.com/videos/getting-started-with-simulink-69027.html
https://www.mathworks.com/training-schedule/matlab-fundamentals.html
https://www.mathworks.com/training-schedule/simulink-for-system-and-algorithm-modeling.html
https://www.mathworks.com/training-schedule/control-system-design-with-matlab-and-simulink.html
https://www.mathworks.com/services/consulting/proven-solutions.html
https://www.mathworks.com/solutions/medical-devices.html

