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その制御の心は？ 
先行開発プロジェクトにおける“制御意図”を可視化する試み 

～ USDMのモデル解説書としての活用 ～ 

株式会社エクスモーション 庄司 順和 
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経験発表の内容 

 車載ソフトウェア開発の現状とモデルベース開発 

 モデルベース開発における課題 

 USDMを活用した制御意図の可視化 

 制御意図を可視化した効果 

 まとめ 

2 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

車載ソフトウェア開発の現状と 
モデルベース開発 
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車載ソフトウェアの開発競争 

 自動運転市販化の主な動き 

 トヨタ自動車、第21回ITS世界会議デトロイト2014で自動運転技術
を公開 

 Audi、時速60キロ以下での高速道路自動走行機能を2017年に市販
化予定 

 日産自動車、混雑した市街地でも走れる自動運転車をNASAと共同開
発し2020年までに実用化する計画 

 他業種からの参入 

 Google、ハンドルもペダルもないドライバーレスカーのプロトタイ
プ版を2014年に公開 

 Apple、Uberも自動運転技術の開発に着手 
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 激しい開発競争のなかで、ソフトウェアは次第に複雑なも
のになっていく 

複雑化するソフトウェア 
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Ver.1 

Ver.2 

Ver.3 

機能の拡充に伴い、
ソフトウェアの構造
が複雑化する。 
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派生開発に向けた土台作り 

 製品の競争優位性を確保するには、新機能をいち早くリ
リースしていかなければならない 

 ただし、開発スピードを重視しながらも、継続した機能拡
充(派生開発)のための土台作りも必要 

 

 派生開発をやりやすくするには？ 

 見通しの良い機能構造になっていること 

 各機能が実現している内容を的確に把握できること 
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上記２点目に対する取り組みを今回実施した 
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制御ソフトウェアの開発プロセス 

 アーキテクチャ設計で必要な機能を定義し、詳細設計で制
御のアルゴリズム設計などを実施する 
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ソフトウェア 

要求定義 

ソフトウェア 

アーキ設計 

ソフトウェア 

詳細設計 

実装 

単体テスト 

ソフトウェア 

結合テスト 

ソフトウェア 

統合テスト 

①機能とその構造を定義 

②各機能で実施する制御仕様を設計 
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制御仕様は作ってみなければ分からない 

 これまでにない新規機能を開発するプロジェクトでは、最
適な制御仕様を最初から決められない 

 実際に作ってみることで、制御仕様を固めていく 
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自動運転の 
クルマを作りたい 

制御仕様A 

制御仕様B 

制御仕様C 

最適な制御仕様は？ 

商品企画者 

開発者 
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生産性向上の手段としてのモデルベース開発 

 モデルによる設計と実行が可能なモデルベース開発(MBD)を採用
することで、トライアル＆エラーのサイクルを短くできる 
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要求 

制御仕様Aの検討 

制御モデル作成 

評価 

最適な 
制御仕様 

実際に動かすことで 
最適な制御を見極める 

開発者 
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モデルベース開発における課題 
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モデルから読み取れる情報は…？ 

 試行錯誤の段階では評価のための制御ロジックを組むこと
が最優先 

 設計過程のなかで生じる課題に対する様々な検討が行われ
ても、それらは暗黙知になりがち 
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動かして
評価する 

◎最優先事項 

制御の狙い 
評価で出た 

問題への対応 

制御モデル 
（動かすことを優先するなかで生じてしまう暗黙知） 

モデル作成時
の考慮事項 

成果物 
開発者 

制御モデルからは
読み取れない 
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モデルから制御内容が読み取れない例 
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片勾配
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日本道路協会. 道路構造令の解説と運用, 2004 
の記載内容を元に作成 

演算結果をテーブルで表現した場合、 
その値がどのように算出されたものなのか見えなくなる。 

制御モデルで実現したいこと 
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実装工程への成果物 

 詳細設計の結果は制御モデルと、制御ロジックを文書化し
た制御仕様書として実装工程に渡される 

 これは制御ロジックを記述したものであり、制御意図も含
めて記述したものではない 
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制御仕様書 

制御モデル 

＋ 

何をやっているかは分かっても、
なぜそうしたのかは分からない 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

制御意図がわからないと… 

 第三者による客観的な評価がしづらい 

 なぜその制御でよいのか判断できない 

 意図しない動作をしても、制御仕様通りであれば見逃してしまう 

 属人性が高く、担当者が抜けると保守が難しい 

 意図がわからないロジックは怖くて触れない 

 わからないながらの対処として、既存のロジックはそのままにパッ
チのような変更が繰り返される 
→ いよいよ制御モデルの意図がわからなくなる 
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保守性の低下が派生開発の障壁となってしまう 
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USDMを活用した制御意図の可視化 
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適用プロジェクトの概要 

 車載ソフトウェアの開発 

 今後の市販化に向けた先行開発案件 

 MATLAB/Simulinkで制御モデル（ブロック線図）を作成 

 要求と機能構造は定義されているが、そこから最適な制御
仕様を探りながら開発を進めている状態 
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制御意図を可視化する 

 制御仕様に、その意図を加えたモデル解説書を作成するこ
とで、制御意図の可視化を試みる 
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モデル解説書 

制御モデル 

＋ 

制御仕様に加えて、設計工程で暗黙知と
なってしまう“制御意図”も記述する。 
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制御意図とは 

 詳細設計工程において、要求を満たすために検討した制御
上の考慮事項を“制御意図”と呼ぶ 

 制御仕様は考慮事項の結果であり、その背景には必ず制御
意図がある 
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要求定義 

アーキテクチャ 
設計 

詳細設計 

開発者 

・効率を考えて値をテーブルで持とう 
・デバイスの特性に配慮して入力値を制限しよう 
・誤動作してしまうケースにはこう対処しよう 

詳細設計を固めていくなかでの考慮事項 
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モデル解説書作成の流れ 
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ソフトウェア
要求 

ソフトウェア
アーキ 

制御モデル作成 
(Simulink) 

制御モデル 

制御の評価 
(モデルの実行) 

評価結果 

モデル解説書
作成 モデル解説書 

(USDM) 

実装 
・制御仕様が固まってきた段階で解説書作成に着手 
・制御設計とは担当者を分けることで開発スピードを維持 

制御設計 

解説書作成 
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モデル解説書作成の実施内容 

 要求と設計コンセプト（実現手段となる物理計算などを記
載）から機能を理解する 

 制御モデルを読み、要求がどのように実現されているかを
把握する 

 意図がわからないところは適宜ヒアリングを実施 

 把握した内容をモデル解説書として整理する 

20 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

モデル解説書に求める内容 

 対象システムを把握していない第三者でも、制御内容を把
握しやすい解説書とするには？ 
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評価ポイント モデル解説書に求める内容 

①その制御で何をやりたいのか？ 制御モデルがどのような要求に基づくものなの
か明示されている。 

②どのように実現しているのか？ 制御内容の記述を、要求の実現手段という
位置づけで読むことができる。 

③なぜ、その制御にしたのか？ 制御設計の結果だけでなく、その制御の狙
い・意図も含めて記述されている。 

既存の制御モデル＋制御仕様書では、上記②しか把握できない。 
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USDMで記述する 
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 要求から段階的に仕様を記述していくUSDMの特徴が、制
御モデルを解説する文書として適している 

目標加速
度演算

要求 ACC.04

理由

説明

理由
加速度の向きによって目標加速度の特性を分けるため。
加速は常にゆるやかにするが、減速は安全を考慮して強めに要求する。

説明

理由 ドライバ操作中に加速度を与えることで制御に対する不安感を与えないため。

説明

□□□ ACC.04.02.01 ・・・

先行車との相対車速[m/s]、及び算出した車間時間t[s]から
下記表に従って加速・減速の判定を行う。

要求
ACC.04.0
2

ドライバのアクセル操作状態を確認し、ドライバがアクセル操作中の場合は目標加速度を算出しな
い。

□□□
ACC.04.0
1.01

先行車との相対車速[m/s]、車間距離[m]から、先行車との車間時間t[s]を算出する。

□□□
ACC.04.0
1.02

先行車両の認識結果、クルーズコントロール設定車速、及び現在の車速に基づいて、
先行車に追従するための目標加速度を算出する。

先行車に追従して走行するには、先行車との車間距離が保たれるように
加減速を行う必要があるため。

ここで算出する目標加速度は、パワトレへの要求値である。
目標加速度に基づいたパワトレ出力は、本機能の対象外。

要求
ACC.04.0
1

先行車追従の方法として、加速・減速のどちらを実施するか判定する。

判定

加速
減速

相対車速[m/s] 車間時間[s]
条件

>= 0
< 0

>= ◯
< △

①その制御で何をやりたいのか？ 

制御モデルが満たす要求を明示できる。 

②どのように実現しているのか？ 
制御仕様を要求に紐付けて階層的に記
述できる。 

③なぜ、その制御にしたのか？ 
理由欄に制御の意図を記述できる。ま
た、必要に応じて仕様項目にも詳細に
書ける。 

上記をひとつの文書にまとめられる
点がUSDMのメリット 
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USDMを使う理由 

 要求なら要求、仕様なら仕様を記述するのに適した方法は
他にもあるが、制御仕様を中心に据えながら要求と制御意
図も交えて記述するにはUSDMがより適している 
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uc ユースケース図

 

ワイパー制御システム（SW）

雨滴を払拭するために、 

ワイパーを作動させる

ドライバ
ウォッシャーと連動して、

ワイパーを作動させる

ワイパーモータ

ワイパーSW

レインセンサ

ウォッシャーSW

ACC要求加速度算出

目標車速算出

目標車間距離算出
ドライバクルコン操作要求

- クルーズ開始要求
- タップダウン要求
- タップアップ要求
- コースト要求
- アクセラレート要求
- クルーズ停止要求
- クルーズ解除要求
- クルーズ再開要求

車間設定

- 車間設定
- DISTANCE SW信号

目標車速

- 目標車速

目標車間距離

- 目標車間距離

要求加速度

- 要求加速度

エンジン

- クルコン制御要求

ブレーキ

- クルコン制動要求

:施錠・解錠

<<external>>
:ドアロックシステム

<<external>>
:ライトシステム

<<external>>
:ブザーシステム

:照合
:照合

:照合
:照合

:操作
:操作

:操作
:操作

:アンテナ:ドア

:電子キー :登録キー

1: 電子キーを検出する()

1.1: キー情報を得る()

1.2: 生成する()

2: キー番号を照合する()

2.1: キー番号を得る()

2.2: キー番号を得る()

2.3: 照合する()

3: 操作の有無を検出する()

3.1: センサ状態を得る()

3.2: 検出する()

4: 電池の有無を確認する()

5: 解錠()

6: 解錠完了通知() 7: 解錠完了通知()

8: 指定時間経過を通知する()8.1: ドア開閉の有無を得る()

目標加速
度演算

要求 ACC.04

理由

説明

理由
加速度の向きによって目標加速度の特性を分けるため。
加速は常にゆるやかにするが、減速は安全を考慮して強めに要求する。

説明

理由 ドライバ操作中に加速度を与えることで制御に対する不安感を与えないため。

説明

□□□ ACC.04.02.01 ・・・

先行車との相対車速[m/s]、及び算出した車間時間t[s]から
下記表に従って加速・減速の判定を行う。

要求
ACC.04.0
2

ドライバのアクセル操作状態を確認し、ドライバがアクセル操作中の場合は目標加速度を算出しな
い。

□□□
ACC.04.0
1.01

先行車との相対車速[m/s]、車間距離[m]から、先行車との車間時間t[s]を算出する。

□□□
ACC.04.0
1.02

先行車両の認識結果、クルーズコントロール設定車速、及び現在の車速に基づいて、
先行車に追従するための目標加速度を算出する。

先行車に追従して走行するには、先行車との車間距離が保たれるように
加減速を行う必要があるため。

ここで算出する目標加速度は、パワトレへの要求値である。
目標加速度に基づいたパワトレ出力は、本機能の対象外。

要求
ACC.04.0
1

先行車追従の方法として、加速・減速のどちらを実施するか判定する。

判定

加速
減速

相対車速[m/s] 車間時間[s]
条件

>= 0
< 0

>= ◯
< △

＜UMLで要求、構造、振舞いを別々にモデル化＞ ＜USDMで要求と制御意図を交えて記述＞ 

＜制御モデル＞ 

制御内容を把握する目的であれば、
制御仕様を中心に階層的にまとめら
れるUSDMがわかりやすい。 

・要求と仕様をひとつに書けない 
・制御意図を書くのに適した場所がない 
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モデル解説書の作成単位 

 機能構造に基づいて作成する 

 制御モデルと対応付けるため、機能構造のトップ階層を 
モデル解説書の作成単位とする 

24 

機能構造のトップ階層に位置する 

機能ブロックに着目し、モデル解説書を 

作成する。 

入力部 入力判定 

制御状態判定 

制御モード決定 

目標値演算 

モデル解説書作成単位 
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ACC ON/OFF状態
ACC ON/OFF状態判定

ACC ON/OFF状態

クルコン状態
クルコンモード判定

クルコン状態

ACCセット可能判定結果

ACCセット移行可能判定

ACCセット可能判定結果

ACCセット状態

ACCセット状態判定

ACCセット状態
イグニッションON

ON/OFF操作

自システム 
条件判定

関連システム 
条件判定シフトレンジ

車速

ブレーキペダル

他システム状態

ACCセット状態

サブ機能の概要を記述 

 作成対象の機能に着目し、その機能がどのように構成され
ているかをアクティビティ図で記述する 

 アクティビティ図にはサブアクティビティが書けるため、ブロック
線図そのままよりも中身を把握しやすい 

 サブ機能のアクティビティを対象にUSDMで制御内容を記
述する 
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機能ブロックに着目し、それがどのように構成されている 

かをアクティビティ図で表現。そこから、      の単位で 

USDMを記述する。 
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 前頁の作成単位に基づき、制御モデルを読みながらUSDM
で制御仕様を記述する 

USDMに制御仕様を記述 
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目標加速
度演算

要求 ACC.04

理由

説明

理由
加速度の向きによって目標加速度の特性を分けるため。
加速は常にゆるやかにするが、減速は安全を考慮して強めに要求する。

説明

理由 ドライバ操作中に加速度を与えることで制御に対する不安感を与えないため。

説明

□□□ ACC.04.02.01 ・・・

先行車との相対車速[m/s]、及び算出した車間時間t[s]から
下記表に従って加速・減速の判定を行う。

要求
ACC.04.0
2

ドライバのアクセル操作状態を確認し、ドライバがアクセル操作中の場合は目標加速度を算出しな
い。

□□□
ACC.04.0
1.01

先行車との相対車速[m/s]、車間距離[m]から、先行車との車間時間t[s]を算出する。

□□□
ACC.04.0
1.02

先行車両の認識結果、クルーズコントロール設定車速、及び現在の車速に基づいて、
先行車に追従するための目標加速度を算出する。

先行車に追従して走行するには、先行車との車間距離が保たれるように
加減速を行う必要があるため。

ここで算出する目標加速度は、パワトレへの要求値である。
目標加速度に基づいたパワトレ出力は、本機能の対象外。

要求
ACC.04.0
1

先行車追従の方法として、加速・減速のどちらを実施するか判定する。

判定

加速
減速

相対車速[m/s] 車間時間[s]
条件

>= 0
< 0

>= ◯
< △

第1階層にこの制御モデルが 

満たす要求を記述 

第2階層に要求を実現するた
めの振る舞いを記述 

仕様項目として、 

制御仕様を記述 
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モデル解説書と要求との関係 

 要求は入力から出力まで、ソフトウェア全体を対象とする
のに対して、モデル解説書では要求から定義された機能を
対象に記述する。 
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要求 
状況に応じて車速が変化する先行車に自
動的に追従しながら走行したい。 

この機能ブロックでは、先行車に追従して走行する
ために必要な目標加速度を算出する。 

解説書 

要求を実現するための
機能を定義 

当該機能がどのような要求を満た
すためのものなのかを示しながら、
制御仕様を記述する 
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モデル解説書作成における工夫 

 モデル解説書は、制御意図を文書として残すことが目的 

 制御仕様を淡々と記述するのではなく、制御意図が伝わり
やすくなるように次の工夫を行った 

1. 機能全体像と解説対象箇所の明示 

2. 図表の活用 

3. 制御の結論から書く 

4. インタフェースの記述 

28 
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ACC ON/OFF状態
ACC ON/OFF状態判定

ACC ON/OFF状態

クルコン状態
クルコンモード判定

クルコン状態

ACCセット可能判定結果

ACCセット移行可能判定

ACCセット可能判定結果

ACCセット状態

ACCセット状態判定

ACCセット状態
イグニッションON

ON/OFF操作

自システム 
条件判定

関連システム 
条件判定シフトレンジ

車速

ブレーキペダル

他システム状態

ACCセット状態

1.機能全体像と解説対象箇所の明示 

 制御モデルのどの部分を解説しているのかを示すことで、
見るべきモデル解説書を探しやすくする 
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目標加速
度演算

要求 ACC.04

理由

説明

理由
加速度の向きによって目標加速度の特性を分けるため。
加速は常にゆるやかにするが、減速は安全を考慮して強めに要求する。

説明

理由 ドライバ操作中に加速度を与えることで制御に対する不安感を与えないため。

説明

□□□ ACC.04.02.01 ・・・

先行車との相対車速[m/s]、及び算出した車間時間t[s]から
下記表に従って加速・減速の判定を行う。

要求
ACC.04.0
2

ドライバのアクセル操作状態を確認し、ドライバがアクセル操作中の場合は目標加速度を算出しな
い。

□□□
ACC.04.0
1.01

先行車との相対車速[m/s]、車間距離[m]から、先行車との車間時間t[s]を算出する。

□□□
ACC.04.0
1.02

先行車両の認識結果、クルーズコントロール設定車速、及び現在の車速に基づいて、
先行車に追従するための目標加速度を算出する。

先行車に追従して走行するには、先行車との車間距離が保たれるように
加減速を行う必要があるため。

ここで算出する目標加速度は、パワトレへの要求値である。
目標加速度に基づいたパワトレ出力は、本機能の対象外。

要求
ACC.04.0
1

先行車追従の方法として、加速・減速のどちらを実施するか判定する。

判定

加速
減速

相対車速[m/s] 車間時間[s]
条件

>= 0
< 0

>= ◯
< △

全体構造 

サブ機能構造 

制御仕様解説 
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2.図表の活用 

 制御意図を文章だけで伝えることは難しい 

 その制御によってどのような動作にさせようとしているの
か、図表を多用することで視覚的に理解できるようにする 
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先行車が減速した際、自車の減速が急な動作とならないよう、車間時間 t[s] の
範囲によって下記表の通り減速方法を決定する。 

条件 減速方法 

t > ◯[s] アクセルオフ（エンジンブレーキ） 

t <= ◯[s] ブレーキを使用 

t > ◯[s] t <= ◯[s] 

制御意図 

制御仕様 

動作を図で説明 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

3.制御の結論から書く 

 制御モデルをなぞるように順番に書いても、全部読まない
と何をしているのかわからない 

 何をしたいのかを先に示すことで、制御意図を素早く把握
できるようにする 
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1. 相対車速を算出する。算出方法は… 

2. 車間時間を算出する。算出方法は… 

3. 減速方法を決定する。決定方法は… 

4. 決定した減速方法に応じて、先行車接近時の要求減速Gを算出する。 

1. 先行車接近時の要求減速Gを算出するため、先行車との相対車速と車
間時間の算出、及び減速方法の決定を行う。 

  1-1. 相対車速の算出方法は… 

  1-2. 車間時間の算出方法は… 

  1-3. 減速方法の決定方法は… 

制御ロジックを転記するような書き方
では理解しやすい記述にならない。 

結論から書くことで全部読まなくても
概要をすぐに把握できる。 
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▊ 対象機能ブロックの入出力インタフェースを合わせて記述
することで、他機能とのつながりも把握できるようにする 

4.インタフェースの記述 
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信号名 意味 データ型 … 

isIgnitionOn イグニッションON boolean … 

vspeed 実車速 double … 

… … … … 

インタフェース仕様は、USDMの仕
様記述とはシートを分けて記述 
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制御意図を可視化した効果 

33 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

モデル解説書作成の効果(1/2) 

 制御内容を知りたいときにモデルを見なくていい 

 制御の理由や狙いがわかる形式になったため、制御の妥当性検討を
第三者も交えて実施できる 

 元々やりたかったことに立ち戻って評価できるため、場当たり的な
変更が行われなくなった 

 

 適切な機能追加・変更ができる 

 機能構造、及びそれらの責務などが明らかであるため、追加・変更
したい機能を適切な場所に入れられる 
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モデル解説書作成の効果(2/2) 

 下流工程へのインプットになる 

 モデル解説書の記述が期待結果となるため、テスト担当者が何をテ
ストすればよいかが明確 

 仕様通りであっても制御意図に反する動作をしていれば、実装担当
者、テスト担当者がそれに気づける 

 

 属人性が低下する 

 そのまま引き継ぎ資料としても使えるため、設計内容を共有し、今
後の担当者交代などに備えられる 

 新メンバに対する教育資料としても活用可能 

35 
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XDDPへの発展 

 トレーサビリティマトリクスでの変更箇所特定後、モデル
解説書で示される制御意図を踏まえて、変更設計ができる 
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デ
バ
イ
ス
レ
イ
ヤ 

        
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

        

    
サービス1 サービス2 サービス3 サービス4 機能1 機能2 機能3 機能4 

  

  

  

変更要求・変更仕様 srv1.c srv2.c srv3.c srv4.c func1.c func2.c func3.c func4.c 

  
変更要求 EX01 先行車に追従して走行する機能を、現状の

◯◯km/h以上から、全車速に拡大したい           
  

        
  理由 運転支援をより広範囲に実現するため   

    □□□ EX01.01 目標加速度算出の下限値をなくす     init()             

    □□□ EX01.02 先行車の停止/発進を認識する             ◯      f4() 

  
変更要求 EX02 ・・・において、・・・の範囲を広げたい 

          
  

        
  理由 ・・・のため   

    □□□ EX02.01 ・・・に、・・・を追加する       ○             

目標加速
度演算

要求 ACC.04

理由

説明

理由
加速度の向きによって目標加速度の特性を分けるため。
加速は常にゆるやかにするが、減速は安全を考慮して強めに要求する。

説明

理由 ドライバ操作中に加速度を与えることで制御に対する不安感を与えないため。

説明

□□□ ACC.04.02.01 ・・・

先行車との相対車速[m/s]、及び算出した車間時間t[s]から
下記表に従って加速・減速の判定を行う。

要求
ACC.04.0
2

ドライバのアクセル操作状態を確認し、ドライバがアクセル操作中の場合は目標加速度を算出しな
い。

□□□
ACC.04.0
1.01

先行車との相対車速[m/s]、車間距離[m]から、先行車との車間時間t[s]を算出する。

□□□
ACC.04.0
1.02

先行車両の認識結果、クルーズコントロール設定車速、及び現在の車速に基づいて、
先行車に追従するための目標加速度を算出する。

先行車に追従して走行するには、先行車との車間距離が保たれるように
加減速を行う必要があるため。

ここで算出する目標加速度は、パワトレへの要求値である。
目標加速度に基づいたパワトレ出力は、本機能の対象外。

要求
ACC.04.0
1

先行車追従の方法として、加速・減速のどちらを実施するか判定する。

判定

加速
減速

相対車速[m/s] 車間時間[s]
条件

>= 0
< 0

>= ◯
< △

モデル解説書の記述が、変更設計における 
次のような検討とつながる 
・どこを変更すればよいか？ 
・変更要求の妥当性はあるか？ 
・変更後も引き続き考慮すべき仕様はあるか？ 



Copyright © 2015 eXmotion Co., Ltd. 
All rights reserved. 

今後の課題 

 モデル解説書を作成するメリットは大きいが、機能の変更
に合わせて解説書をメンテしていくコストもまた大きい 

 制御の内容が把握でき、かつ、メンテ可能な粒度の見極めが重要 

 次の工程への入力成果物として規定（契約）するなど、開発プロセ
スとして強制される方法も考える必要あり 

 今回の活動では制御モデルとモデル解説書の担当者を分けることで
開発スピードを維持したが、コストとのトレードオフになる 
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まとめ 

 スピード重視の先行開発では、その過程で行われる試行錯
誤の内容が暗黙知になってしまいがち 

 暗黙知となってしまう制御意図を可視化すべく、USDMに
よるモデル解説書の作成を試みた 

 制御意図が可視化されたことにより、妥当性の評価や属人
性の低下などの効果を得た 

 今後ますます複雑化していく制御系のソフトウェア開発に
おいて、このような活動は不可欠 

 モデル解説書メンテの課題を克服できれば、モデルベース
による派生開発をさらに加速させることができる 
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