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CGI Player やカスタムアプリ
ケーションで HMI 設計を検証します。

Simulink 上でシミュレーションを
実行し、HMI の動作を確認します。

Simulink Test™や
Image Processing Toolbox™を用
いて、HMI 画面遷移の期待値検証を
自動化します。

Requirements Toolbox™により、
要件トレーサビリティを確保し、
各要件の実装や検証ステータスを
確認します。

◆

◆

CGI Studio の Scene Composer で
HMI 設計を作成します。

Simulink と Stateflow で HMI 画面
遷移ロジックをブロック線図や状態
遷移図でグラフィカルに作成します。

◆

◆

入出力を定義します。

定義した入出力を S-Function
ブロックとして自動生成し、
簡単に Simulink と接続できます。

SPECIFY DESIGN TEST定 義 設 計 検 証

CGI Studio で作成された HMI と Simulink と Stateflow® により作成した画面遷移ロジックを簡単に連携することが
できます。

グラフィカルツールを使用することで、ユーザーは Simulink からの入力と Simulink への出力を簡単に定義できます。
また CGI Studio アプリケーション内からSimulinkと連携するための必要なアーティファクトを自動的に生成します。

その後、Simulinkや Stateflowと連携し、Simulink TestTM や Image Processing ToolboxTM を用いて、HMI 画面遷移
の期待値検証を行い、更に Requirements ToolboxTM により、各要件の実装や検証ステータスを確認することができ
ます。

CGI Studio x Simulink®によるHMI開発の効率化
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スキャンすると
動画をご覧いただけます。
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Test your HMI design using the 
CGI-Player or your own custom 
application.

Run the simulation through 
S imul ink and check the HMI 
behavior.

Automate the baseline verifica-
tion of the HMI transition logic 
with the use of Simulink Test™ 
and Image Processing Toolbox™.

Check the implementation and 
v e r i fi c a t i o n  s t a t u s  o f  e a c h  
requirement by maintaining the 
requirements traceability using 
Requirements Toolbox™. 

◆

◆

Design an HMI in CGI Studio’ s 
Scene Composer.

Create block diagrams and state 
machines using Simulink and 
Stateflow to define the HMI 
transition logics.

◆

◆

Specify your inputs and outputs.

The specified inputs and outputs 
can be automatically generated as 
an S-Function block and then be 
connected to the HMI transition 
logics defined in Simulink.

HMIs created in CGI Studio can easily be linked to logic and functions, such as screen transition logic, made in 
Simulink and Stateflow®. By using CGI Studio, users can easily define inputs from and outputs to Simulink. In 
doing so, necessary artifacts will be automatically generated, and with that, the HMI created in CGI Studio can 
be easily connected to Simulink and Stateflow.

By using Simulink Test™ along with Image Processing Toolbox™, one can automate the baseline verification of 
the HMI transition logic.  In addition, one can also easily check the implementation and verification status of 
each requirement with the use of Requirements Toolbox™

SPECIFY DESIGN TEST

Optimization of HMI Development
with CGI Studio and Simulink®
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