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ディペンダビリティ（総合信頼性）を推進する 
DEOS自動車応用部会設立シンポジウム 



一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 2005年 科学技術振興機構（JST）の研究開発戦略セン
ターが新領域として、ディペンダブルな組込みOSを提案 

 
 2006年 JST・CREST新領域として、「実用化を目指した組

込みシステム用ディペンダブル・オペレーティングシステ
ム」 （研究総括 所 眞理雄）を公募 

 
 東京大学（石川裕）、筑波大学（佐藤三久）、慶應義塾大

学（徳田英幸）、早稲田大学（中島達夫）、東京大学（前
田俊行）が参加（2006年10月より） 

 
 産総研（加賀美聡）、産総研（現在神奈川大学、木下佳

樹）、横浜国大（倉光君郎）、慶応大学（河野健二）が参
加（2008年10月より） 
 
 

事の起こり 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 組込みシステムとは何か? 端末側だけ考えていれば良
いのか? 

 

 当時でさえ、端末側のプログラムは100万行を超え、複雑 
 

 しかも、多くの端末側プログラムが通信回線によりバック
エンドのサーバと接続されて使用されている 

 
 

 「端末上で動く単独のプログラム」 ⇒ 「バックエンドにあ
るサーバと連動して動く端末上のプログラム」 

 

 「組込みシステム」 ⇒ 「専用システム」 

最初の変革 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 バックエンドにあるサーバと連動して動く端末上のプログラム 
– タスクの階層的隔離 
– 監視・記録機構 

サーバ連動型組込みシステム用ディペンダブルOS 

D-RE 

Hardware/TCB 

D-Visor 

Linux 

D-Box D-System 
Monitor OS 

D-Application 
Monitor 

D-Script 
Engine 

D-Application Manager 

Programs 

D-Script 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

ART-Linux：自律二足歩行ロボットへ 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 「実行環境」（オペレーティングシステム）だけでディペ
ンダビリティが確保できるのか? 

 ディペンダビリティとは何か?  
– 絶対的なディペンダビリティは保証できるのか? 
– スペックが固定したシステムだけを考えればよいのか？実際のシステ

ムはサービスの目的やユーザの要求、その他各種環境の変化に対
応するために常に変更されている。 
 
 

 「オープンシステムディペンダビリティ」の提案 
– 目的や環境の変化に対応でき、 
– ユーザが期待するサービスを継続的に提供でき、 
– 説明責任を全うできる 

第２の変革 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 開発と運用の一体化 
 変化に対応するサイクルと障害に対応するサイクルからなる反復的なプロセス 
 再発防止のため、障害対応サイクルから変化対応サイクルへの経路 
 ステークホルダ間の合意形成をベースとした説明責任の達成 
 D-Scriptによる障害対応 

オープンシステムディペンダビリティの実現 

DEOSプロセス 7 



一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 どのようにステークホルダー間の合意を形成し、記録す
るか? どのように合意内容を担保するか? 

 
 どのように説明責任を果すか? そのために何をすれば

よいのか? 
 
 

 Assurednessをベースとした合意形成（構造的議論と証
憑の明確化） 

 
 Assurance Caseを基に拡張したD-Caseによる記述  

 
 D-Caseの履歴ならびにシステムの監視・記録の履歴を

格納する合意記述データベース（D-ADD）を用いた説明
責任の遂行 
 

第3の変革 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

ステークホルダ合意の達成と説明責任の遂行（バージョン内整合性） 

 D-Case手法・記法の開発 

 開発・運用を通じて一貫して活用 

 Goal、 Strategy、 Context、 
Evidence (incl. Monitoring、 
External)、 および Undeveloped 
NodesからなるGSN (Goal 
Structuring Notation) による表現 

 自然言語あるいはSBVRやAgdaな
どの疑似自然言語による記述 

9 



一社ディペンダビリティ技術推進協会 

D-Case によるDEOS プロセスの記述 

 想定外障害対応手順書 
 説明責任遂行手順書 

障害対応サイクルの全う 

想定内障害対応の全う 

変化しつづけるシステムのサービス継続と説明責任の全う 

変化対応サイクルの全う 通常運用の全う 

DEOSプロセスの３要素で分ける 

想定内と想定外で分ける 

正当な運用義務 
・運用規定 
・日常点検ガイド 
・教育訓練計画/報告 
・運用日誌 

 障害ごとの対応策   
 説明責任遂行手順書 

設計内障害対応の全う 

設計内と設計外で分ける 

想定外障害対応の全う 

設計外障害対応の全う 
設計除外
理由 

 変化対応手順書 
 説明責任遂行手順書  
  

 設計外障害対応手順書 
 説明責任遂行手順書 

想定外 
存在認識 

・目的変化検知 
・環境変化検知 

・予兆検知 
・障害検知 

想定内 
障害一覧 

設計内 
障害一覧 

・監視設計書 
・テスト報告書 

変化監視機能がある 

監視の対象で分ける 

障害監視機能がある 

・目的変化検知 
・環境変化検知 

・監視設計書 
・テスト報告書 

・予兆検知 
・障害検知 

・組織ポリシー 
・サービス目的 
・技術の進歩 
・法令//標準/環境 
・ステークホルダ要求 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 出来あいのソフトウェア 
 以前に開発されたレガシーコード 
 ネットワークを経由した外部サー

ビス 
 Cloudなど未知の環境上でシステ

ムが稼働 
 D-Case を書いてシステムを開発

する “Forward Engineering”  と
既開発システムからD-Caseを書く

“Reverse Engineering” 

 

 

外部システムとの接続 

d（A,B) assures 
that B meets A’s 
dependability 
requirements  

B A 

C 
d（A,C) assures that 
subsystem C meets 
A’s dependability 
requirements 

System A 

System C 

System B 

d（B) to assure 
that B is 
dependable 

d（A) to assure 
that A is 
dependable 

d（C) to assure 
that C is 
dependable 

 変化し続けるシステムの要求・シ
ステム環境・システムのディペン
ビリティー実現のための方法・
ツール 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

ステークホルダ合意の記録と履歴の管理 

 D-caseによる合意の記述やシステム状態の履歴を如何
に保存し、説明責任遂行を支援するか? 

- 

D-Case Vn 

D-Case V1 

D-Case V2 

D-Case V3 

バージョンごとの
多数のドキュメント
とシステムログ 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 説明責任遂行のための合意記述データベース（D-ADD) 
– D-Case記述の歴史的な記録（合意に基づく変更履歴の記述） 
– 監視・記録の履歴の保持 
– その他証憑の保持 

合意記述データベース(D-ADD)の基本構造 

Fundamental Tools Layer 
Support of Consensus Building 

Contract Development 

Monitoring 

Models Layer 

Fundamental Data 
Consensus Building Toulmin Meeting 

･･･ 
Organization 

D-Case 

Repository Layer 
Graph DB 

Document DB 
Key/Value Store 

D-ADD 13 



DEOSプロセスを実現するDEOSアーキテクチャ 
DEOSプロセスの実行を支援するDEOSアーキテクチャ 

 要求マネジメントとステークホルダー合意を支援するためのツール (D-Case, D-Case Tools) 
 要求マネジメントプロセスを支援し、D-Caseを安全に維持するAgreement Description 

Database (D-ADD)  
 変化に対応できる開発・運用を実現するスクリプト言語 (D-Script) 
 プログラム検証、ベンチマーキングなどを支援するDEOS開発支援ツール(D-DST) 
 プログラムを実行、システムの状態をモニターして記録、障害に対処するためのDEOS実行環

境(D-RE) 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

ロボットへのDEOSプロセス適用 

日本科学未来館の展示フロアの巡回ロボット 
D-Caseの合意は開発者と日本科学未来館の間で行う 
  内ループと外ループに分けて議論 

– 自律移動機能 
– 安全停止 
– 運用方法（人がついている） 
– 説明責任（すべてのモニターノードとセンサの入力を記録） 
– 改善（想定内および想定された未対応項目への対応） 

 要素数 
– Goal 66, Evidence 29, Strategy 28, Context 12,  
– Undeveloped 7, Monitor 17, 合計 159 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

日本科学未来館デビュー(2013年8月25日) 

G空間Expo (2013.11.14-16) 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 The Open Group 
– RTES部会における標準化活動 
– Open Dependability Through Assuredness™(*) 標準V1.0発

表 （2013年7月15日） 

 IEC TC56 (Dependability) 
– IEC 62853 Open Systems Dependabilityの策定を開始 

– IEC60300-1：Dependability management、IEC 62741: 
Dependability caseにExpertとして参加 

– WG4 Information System Aspect of DependabilityにConvener
として参加 

標準化活動 － IEC, ISO/IEC JTC1, OMG,  & The Open Group 

(*): Dependability Through Assuredness is a trademark of The Open Group 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 2013年10月23日設立、2014年6月25日に第１回会員総会 
 事業継続・説明責任遂行の手法の確立 

– OSDとDEOSプロセスの深化・発展 
– 目的・対象別のDEOSプロセス適用支援 
– ディペンダビリティー向上・標準化のための社会貢献 
– DEOS成果を活用したサービス継続、説明責任が果せるサービス、製品開発 

• ビジネス継続性の向上・運用保守コストの削減 

 オープンシステムディペンダビリティー技術の標準化 
– OSD/DEOS標準化情報の共有 
– OSD/DEOSに関する標準化活動 

 DEOSに関連した産業の育成 
– システム構築、ツール、コンサルティング、認証など新規事業創出 
– ディペンダビリティー要件の厳しいビジネス領域の立ち上げ 

 オープンシステムディペンダビリティー技術の研修  
– ツール・サンプルシステムの先行試用、無償使用 

 会員間での非競争領域の共有（情報、事例、基盤プラットフォームの構築、等） 

一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会（略称DEOS協会）の設立 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS Association） 

標準化部会 
木下・森田 

D-ADD部会 
永山・横手 

D-Case部会 
山本・松野・小林 

理事会 
理事長・理事・監事 

D-Case教育シラバス 
D-Case構文定義 
D-Case実証評価 
D-Caseガイドライン 
D-Case事例・普及促進 
D-Case Tools 

理事会運営 
運営委員会 
部会運営支援 
普及・広報 

戦略策定 
活動計画策定 
普及活動方針 
事業化検討 
資金計画策定 
知財関連方針 

D-ADD/D-Script 
ArtLinux 
D-RE/Monitoring 
Security 
CSSC連携 

標準化戦略 
国際規格化推進 
 IEC TC56 
 ISO/IEC JTC1 SC7 

OSD部会 
所・町田・後藤 

OSD社会・事業適用 
事業継続 
説明責任 
新規適用領域開拓 

運営委員会 
理事・部会主査/副主査・事務局 

理事長   所 眞理雄 
副理事長 屋代 眞  
理事       山浦  一郎 
理事       竹岡 尚三  
理事       平鍋  健児 
理事    中川 雅通 
理事    坂田 洋幸 
理事    白坂 成功 
理事    田丸 喜一郎 
監事    佐々木栄美子 

認証部会 
高村 

認証方法 
認証事業 
教育・研修 
 

ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS協会）組織 2017年6月 

技術部会 
山浦・中川 

DEOS技術の理解や議論の場 
DEOS活動成果の活用促進 
DEOS関連技術の統合 

事務局 
竹岡・小阪・山浦・屋代・

西尾・後藤・町田 

自動車応用

部会 
松原・宇野 

62853・26262連携 
ツール開発 
実応用 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

正会員 
ACCEL JAPAN 株式会社 

DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 

株式会社Minoriソリューションズ 

株式会社OTSL 

PCIソリューションズ株式会社 

株式会社Symphony 

アイコクアルファ株式会社 

アイシン・コムクルーズ株式会社 

株式会社アックス 

アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド 

イーソル株式会社 

株式会社ヴィッツ 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社オープンシステムサイエンス研究所 

オムロン株式会社 

株式会社シーイーシー 

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 

株式会社チェンジビジョン 

株式会社ディアイスクエア 

株式会社デンソークリエイト 

パナソニック株式会社 

株式会社ベリサーブ 

横河電機株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社豆蔵 

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 

富士ゼロックス株式会社 

富士ゼロックス情報システム株式会社 

富士ソフト株式会社 

株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング 

DEOS協会会員（2017年6月現在）  
学術会員 

石川 裕（理研、元ＣＲＥＳＴ） 
片平 真史（独立行政法人 宇宙航空研究開発機構） 
木下 佳樹（神奈川大学、元ＣＲＥＳＴ） 
木下 修二（神奈川大学） 
倉光 君郎（横浜国立大学） 、元ＣＲＥＳＴ 
河野 健二（慶應義塾大学、元ＣＲＥＳＴ） 
白坂 成功（慶應義塾大学） 
高井 利憲（奈良先端科学技術大学院大学、元ＣＲＥＳＴ） 
高田 広章（名古屋大学） 
髙村 博紀（日本品質保証機構、元ＣＲＥＳＴ） 
武山 誠（神奈川大学、元ＣＲＥＳＴ） 
田丸 喜一郎（情報処理推進機構） 
徳田 英幸（情報通信研究機構、 、元ＣＲＥＳＴ） 
佐藤 三久（理研、元ＣＲＥＳＴ） 
中原 早生（神奈川大学） 
中島 達夫（早稲田大学、元ＣＲＥＳＴ） 
平井 誠（アトリエ） 
松野 裕（日本大学、元ＣＲＥＳＴ） 
前田 俊行（理研、元ＣＲＥＳＴ） 
松原 豊（名古屋大学） 
山本 修一郎（名古屋大学、元ＣＲＥＳＴ） 
横手 靖彦（サイバーアイ・エンタテインメント、元ＣＲＥＳＴ） 

賛助会員 
一般社団法人スキルマネージメント協会 
一般社団法人スマートシステム検証技術協会 
一般社団法人TERAS 
一般財団法人 日本品質保証機構 

正会員  31社   
賛助会員 4団体  
学術会員 22名  
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

 契約書、仕様書、設計書、その他文書の一元管理 
 システムの運用上状況の記録 
 目的・環境の変化や障害への対応のためのシステム変更履歴の一元管理 
 なぜその変更をしたのか、を記述して、説明責任の全うを支援 
 

 

第4の変革 

DEOSプロセス 21 

D-ADDを中心とした文書・履歴の一元管理（実務からの要求） 



D-ADDによる文書・履歴の一元管理 

t1 t2 

D-ADD： 
契約書、仕様、開発、テストの情報 
ステークホルダーの合意記録と一貫性の担保 

設計書 

契約書 

仕様書 

上流 下流 

開発 

実装 

実装DB 
自動 
評価 
テスト 

マークアップ 

マークアップ 
マークアップ 

t1 t2 

D-Case： 
アシュアランスケースの合意状態を示す 
 
・D-Caseの変更・構成管理をD-ADDで実現 
・D-Caseの変更要求をD-ADDで記録 
・D-Caseの時間変化の理由をD-ADDからトレース 
・D-Case/D-ADDにて証憑を提示（マークアップ） 

D-Case更新管理 

設計DB 

22 



一社ディペンダビリティ技術推進協会 

DCOES制御ソフトウェアの開発・運用事例（ソニーCSL） 

１
0 9 

8 

7 

6 

5 

１
1 

１
2 

１
3 

１
4 

１
5 

１
6 

１
7 

１
8 

4 

3 

2 

１ 1
９ APIS：自律分散電力融通ソフトウエア 

Java,Python｛Vert.x,Hazelcast] 
APISの仕様、設計書、合意形成の全情報 
アジャイル開発（Ver.0.3,0.6,0.9,1.0） 

アジャイル開発 

Gitlab 更新情報 

APIS Update 

Jenkins 評価結果 
自動コンパイル 
Java評価プログラム 
テストプログラム 

マークアップ 

設計情報 

ソースコミット Source Update 

D-Case更新管理 

D-Caseの更新は、DEOSの
変化対応能力を示す重要
な機能だが、実装されて
いない 

ソースコード管理 
技術と上流との 

接続による品質保証機能 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

IoT 
Industry 4.0 
自動運転 

Society 5.0 
 
オーナシップが異なるサブシステムからなり、 

変化しつづける統合システム 
 

生活の基本的なインフラストラクチャであるため 
ディペンダビリティ（総合信頼性）が極めて重要 

 

近年の外部環境の変化 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

なぜ今 ディペンダビリティ（総合信頼性）？ 

不具合発生時に、開発当初の想定の範囲で説明
しても利用者や利害関係者から納得を得られない
可能性がある 

   

   → 新しい基準が必要となる  
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

新しい基準 

システムの各々のバージョン（版）に対する説明責任は

もとより、 
 《要件定義の正統性と実装の無矛盾性》 

 
システムの目的や環境の変化に常に対応し、バージョ

ンの変更や派生システムの開発を適切に行っているこ

とに対する説明責任が重要となっている。 
 《変更の正統性と変更履歴の管理》 

オープンシステムに対するディペンダビリティ要求 
    

DEOS：Dependability Engineering for Open Systems 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

標準化部会（木下主査・森田副主査）を中心にIEC 
62853の国際標準に向けて鋭意活動中。 

 
• 現在IEC 62853 CDV の投票中 

• 承認されればFDISへと進める（2018年IS発行見込） 

 

IoT、Industry 4.0、自動運転、Society 5.0 時代の産

業のリーダシップを取る 

国際標準化の推進 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

主査：松原 豊（名古屋大学大学院情報学研究科） 
副主査：宇野利郎（アイコク アルファ株式会社） 
 
設立の目的 

DEOS協会の活動成果を産業界に普及するために，自動車分
野への応用を目的とした活動を推進 
DEOSライフサイクル/IEC62853案と，自動車分野のシステム開
発に関する規格（ISO 26262，Automotive SPICE等）との関連性
を整理 
参加企業による既存ツール（D-Case/D-ADD）の試用を積極的
に進め，ツール開発へのフィードバックを獲得 

自動車応用部会の設立（2017年4月1日付） 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

自動車応用部会への期待（１） 

• 実利用を目的とし、関連企業が推進する部会 
 

• 各社が既に利用しているツール群を活かし、ＤＥＯＳと

それらツール群との連携により、より高いディペンダビ

リティと効率的開発を実現することを目標にしている 
 

• 必要なツールの開発は部会の通常事業あるいは特定

事業として迅速に行うことが出来る 
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一社ディペンダビリティ技術推進協会 

自動車応用部会への期待（２） 

• IoT、Industry 4.0、自動運転、Society 5.0時代の最先端
の開発運用プロセスを実現し、世界に示す 
 

• 標準化活動と連携して、国内はもとより、世界において
ビジネスを取る 
 

• 出来る限り自律的（自立的）な活動ができるようにＤＥ
ＯＳ協会が支援いたします。 
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一般社団法人 

ディペンダビリティ技術推進協会 

自動車応用部会へのご支援を 
よろしくおねがいします 
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