
ソフトウェア  
エンジニアリング  
ユーザーインタフェース  
デザイン



 ヨルグ・ゴナマン(工学修士) 
役員

»規制されたセーフティクリティカルな分野においても、プロジェク
トの成功を保証する弊社の認証開発プロセスは、お客様のお役に
立っています。«

アレキサンダー・フリーデル(経営学修士) 
役員

»現在 機械と装置はデジタル化過程においてますます熟慮が必要
とされます。ソフトウェアと良いユーザー エクスペリエンスが物質
とデジタル社会を結びつけます。«

スヴェン・シュライアー（IT経営学士) 
役員

アンディ・ワルター(IT修士) 
ゼネラルマネージャー

»マチオはお客様の製品に付加価値を作り上げる技術知識を持ち
合わせています。その貴重な知識を製品開発過程において実行す
るのです。«

»日本企業がアメリカ・ヨーロッパ市場においてさらなる成功を収
めることができるようお手伝いさせて頂きます。日本の技術とマチ
オ-ヒューマンマシンインタフェースはそのためのパーフェクトなコ
ンビネーションです。«

 ヨーン・コバレフスキ(工学修士) 
役員

»私達は技術革新を発明して、未来のビジョンを現在の製品へと変
えます。その際に、長く使えるソフトウェアを常に念頭に置いていま
す。«

未来を開拓

ソフトウェア・エンジニアリング  組み込みシステムエンジニアリング  
産業用アプリケーション/アジャイル開発/モバイルアプリケーション 

UIデザイン  ユーザーエクスペリエンス/ジェスチャー操作  
モバイル相互作用/ユーザビリティ/マルチタッチ/デザイン調査
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ソフトウェア・エンジニアリング

最新の技術を用いてマチオは、マイクロコントロ
ーラからコントロールステーション、SCADAシス
テムに至るインタラクティブシステムを実装しま
す。私たちはお客様の必要条件をユーザーニー
ズに合わせます。

マチオは常にハイクオリティーを重視します。その
ため、あらゆる分野の医療製品ソフトウェアの開
発資格を認められました。品質マネジメントシス
テムISO 13485の認証を受けており IEC 62304に
準拠した開発ができます。

ユーザーインタフェースデザイン

私たちのUIは明確に構造化したコンセプト、直観
的制御、アップデートされたインプットメソッドと
惹きつけるデザインを結合し、クロスプラットフォ
ーム（レスポンシブデザイン）においても、操作の
確実さを重視します。

医療用ソフトウエア工学

ユーザビリティ・エンジニアリング

能率的で直感的な操作に関しては要望にあった
アプリビヘイビアが最も重要です。私たちのコン
セプトクオリティーは、ユーザビリティ・エンジニ
アリングメソッドを用いた経験豊かな専門家によ
って確立されています。

産業用APP開発

操作、診断、メインテナンス:スマートデバイスと
Appsは現在産業に浸透しています。私たちはお
客様と供にユースケースを確認しアプリケーショ
ンのタイプによりネイティブアプリ、ハイブリッド
アプリ、HTML5アプリを開発します。

IoT ソリューション開発

マチオは、モノのインターネット生産業界ネットワ
ークの活性化をお手伝いします。M2M通信も、
従来の顧客サーバーアプリも、顧客専用クラウド
を用いた暗号化コミュニケーションも、お任せく
ださい。

マチオはお客様のニーズに合わせた組込みシステム、デスクトップそして
モバイルデバイスのソフトウェアソリューションを専門としています。私た
ちは専門的なアプリケーション環境におけるあらゆる技術製品を対象に
開発します。

  

革新のための推進力 
ソフトウェア&UIデザイン
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seca 医療測定システム 
精密、品質、デザイン
短期間での革新を図る産業において成功するために は 迅速な製
品開発がきわめて重要です。ドイツ品質システム医療機器認証を受
けた弊社のマネジメントシステムが高品質を保証します。

プロジェクト

seca  |  医療計量テクノロジー mBCA(医療用体
組成計)向けヒューマンマシンインターフェース

マチオはデザインコンセプト、C++,C#,Windows 
CE, MS SQLのインプリメント、そして高度なITシ
ステムソフトウェアへの接続のさらなる開発を担
っています。

33 %

ユーティリティ

アジャイル型手法またはVモデ
ルでも、私たちはお客様のプロ
セスを理解したチームによって
期限通りに保証された品質を
お届けします。

ドイツの医療技術製造総売上高のほぼ３分の１
が製造後３年に満たない新しいものである。
BVMed（ドイツメディカル・テクノロジー協会）

ISO 13485
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抵抗膜方式のモノクロディスプレイから静電容量式タッチの
TFTカラー液晶ディスプレイまで：マチオとウィンターハルタ
ーによって開発されたメニューナビゲーションは、エンドユ
ーザーに新しいユーザーエクスペリエンスをもたらします。

ウィンターハルター | 外食産業食器洗浄技術 
食器洗浄機用の新しいメニューガイド

プロジェクト

ウィンターハルター  |  メニューナビゲーションとデ
ザインラインのデザイン

焦点を合わせる: ユーザーはワークフローにおい
てユーザー中心デザイン哲学によりサポートさ
れます。洗浄ボタンのように以前の主要機能は操
作の一部として残り、顧客に通常のウィンターハ
ルター洗浄体験を提供します。

ベネフィット

新しいUCシリーズのアンダー
カウンタータイプ食器洗浄機
はウィンターハルターのポート
フォリオの「MASTERPIECE」
と見なされ、直感的操作で経済
的な洗浄を行い、高い効率性
を確信させます。UCシリーズは
CONNECTED WASHを通じて
コンピューターやモバイル端末
とネットワーク化させることが
できます。

59 %
調査対象の機械製造企業の59%がリモートサ
ービスを製品サポートサービスとして提供して
いる。 
ドイツ機械工業連盟(VDMA)トレンド調査：ITと自動化テクノロジー
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プロジェクト

Koenig & Bauer AG  |  枚葉オフセット印刷機の
制御と保守のためのアプリ開発

マチオは、ハイブリッドアプリの開発から新しいデ
ザインやスタイルガイドのデザインまでをサポー
トしました。

27 %

ベネフィット

制御はもはや制御ステーショ
ンを介してのみではなくなるの
で、機械操作を容易にします。
メインメニューに加えて、アプリ
には情報パネル、メンテナンス
マネージャとバッチキャプチャ
があります。

2021年末までに、プラント建設および受注生産
の企業は、操作用にモバイル機器の使用を27％
増やし、モバイル機器使用の充実化を計画して
いる。
VDMA（ドイツ機械工業連盟）レポート ITとオートメーション2018

ErgoTronicアプリは、Androidモバイルデバイスを介して枚葉オフ
セット印刷機の制御とメンテナンスを可能にします。

Koenig & Bauer AG | ErgoTronic アプリ 
信頼性とモバイル性
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一刻を争うような状況で、ソフトウェアコードはきわめて頑丈で確
実に機能しなくてはなりません。マチオのソフトウェアエンジニア
リングがあってこそ、Fritz Stephan人口呼吸システムは命を救う
ことができるのです。

Fritz Stephan 人口呼吸システム 
信頼できる＆モバイル

プロジェクト

Fritz Stephan  |  モバイル人口呼吸器EVE用ヒュ
ーマンマシンインタフェースとミドルウェア

マチオはリスク推定から認証受領までこのソフト
ウエア開発をサポートしてきました。このミドルウ
ェアは IEC62304プロセス仕様に準じてC＋＋と
Cに インプリメントされます。

44 %

ユーティリティ

このシステムは、パラメーター
値および限界値をセンサー部
に確実に伝達し、患者の呼吸需
要に合わせて反応します。この
ソフトウェアは様々なタイプの
EVE人工呼吸システムでお使い
頂けます。

全ての医療器具の44% が医療機器クラス分類
のクラスⅡ. クラスⅠに該当する。従ってクラスIII
の開発は厳しく規制されている。 
技術協会（BVMed）-背景論文: 医療器具の着想から患者使用への道のりは長い
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プロジェクト

エクスロン  |  YXLON FF35 CT工業用コンピュータ
断層検査（CT）装置のヒューマンマシンインターフェ
ース。マチオの長年のお客様のためのソフトウェア開
発は、NET / WPFフレームワークを使用してC＃で行
われました。

直感的なHMIによる正確な素材検査: エクスロン・インター
ナショナルGmbHと共同で、マチオは完璧なCTスキャンを可
能にする新しいユーザーインターフェースを開発しました。

ベネフィット

機能設計およびさまざまなユー
ザープロファイルにより、オペレ
ータは検査対象に最適に集中
できます。 このアプリケーション
は、経験の浅いユーザーにとっ
ても習得しやすいように設計さ
れていますが、専門家向けの複
雑なツールでもあります。

エクスロン・インターナショナル | CTシステム 
直感的かつ適応的 64 %

調査した機械製造企業の64％が、使いやすさが
製品開発に不可欠な要素であると認識してい
る。
VDMA（ドイツ機械工業連盟）レポート ITとオートメーション2018
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プロジェクト

Melitta® メリタ  |  バーキューブタッチシリーズと
カフィーナシリーズの全自動コーヒーメーカー用
のヒューマンマシーンインターフェイス

マチオは新しい操作コンセプトとUIデザインを
開発します。そのソフトウェアはC++で実現され
Windows Embedded CEで稼働します。

ソフトウェアは違いをもたらす。マチオのノウハウのサポート
を受けメリタはボタン操作からタッチボタンベースのハイエ
ンドアプリケーションへと進歩を遂げた。

ユーティリティ

過剰性能のかわりに有用性デ
ザインー様々な操作オプション
によりメリタはお客様それぞれ
のニーズに最適に応じることが
できます。

Melitta® メリタ自動コーヒーメーカー 
さらなる価値をもたらすデザイン

71 % 調査した企業の７１％にとってユーザビリティが
研究と企業内開発の統合的構成部分である。
ドイツ機械工業連盟(VDMA)トレンド調査：ITと自動化テクノロジー
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仕様 

要求エンジニアリ
ング

コントロールコン
セプト

デザインコンセプト

クリックダミー

ソフトウェアの概
念化

技術とツール選択

デザイン 

線デザイン

視覚・感覚的UI

全コントロール開発

アセット ライブラリ

スタイルガイド

ソフトウエアエ
ンジニアリング

ソフトウエア構成

ソフトウェアデザ
イン

アプリケーション
符号化

テスト

コードドキュメンテ
ーション

テストと最終
検査

各種自動テスト

システムテスト

結合テスト

テストドキュメンテ
ーション

そのメソッドは 
成果を保証する
入念に調整された開発プロセスの高度な学際性により、製品
の有用性が高まり、品質がご希望に沿うことを私たちは保障
します。

»私たちはお客様とともにそれぞれの
プロジェクトを個別にオーダーメイド

で開発します。«
アンディ・ワルター

カールスルーエ 支店長 ゼネラルマネージャー
macio GmbH

プロジェクトマネージメント
製品管理、ヒューマン・リソース、タスク管理、報告

品質保障
品質工程と開発に伴うテスト、工程記録、見直し、監査
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info@macio.jp
www.macio.jp


