
⾃動⾞応⽤部会

第４回 DEOS協会 オープンシンポジウム
⾃動⾞応⽤部会の設⽴と活動紹介

宇野利郎
 アイコク アルファ株式会社
 ⾃動⾞応⽤部会 副主査
ウェブサイト：https://daddcar.deos.or.jp
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⾃動⾞応⽤部会

設⽴の背景

•  DEOS開発成果（DEOSライフサイクル及び
標準ツール）の普及，実⽤化に向けて，
IEC62853案の国際規格化と，標準ツール
（D-ADD）のプロトタイプ開発が進⾏中

•  ⾃動⾞分野では，IoTや⾃動運転技術の普及
に向け，システム開発の複雑度が増してお
り，DEOS開発成果を有効活⽤できる分野
の1つとして有望

•  DEOSライフサイクル及び標準ツール（D-
ADD）の認知・理解度をさらに⾼める活動
を名古屋地区を中⼼に進めたい
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⾃動⾞応⽤部会

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
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⾃動⾞応⽤部会

部会の位置付け
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2017年4⽉
設⽴



⾃動⾞応⽤部会

部会主要メンバ

主査
•  名古屋⼤学⼤学院情報学研究科 松原豊

副主査
•  アイコクアルファ 宇野利郎

アドバイザ
•  名古屋⼤学⼤学院情報学研究科 ⾼⽥広章
•  アイシン・コムクルーズ 鈴村延保
•  Symphony／D-ADD部会主査 永⼭⾠⺒
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⾃動⾞応⽤部会

部会参加企業（2017年5⽉時点）

参加企業
•  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
•  イーソル株式会社
•  エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
•  株式会社ヴィッツ
•  株式会社シーイーシー
•  株式会社Symphony
•  株式会社デンソー
•  国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学
•  PCIソリューションズ株式会社
•  富⼠ソフト株式会社
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⾃動⾞応⽤部会
所 眞理雄 著, DEOS:変化しつづけるシステムのためのディペンダビリティ⼯学(2016)の図を引⽤，改変

DEOS ライフサイクルと標準開発ツール
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⾃動⾞応⽤部会

活動概要

8

コミュニケーション
インフラ

（D-ADD）

Reqtify Redmine

DEOSライフサイクル
（IEC62853案）

D-Case
ツール

開発⽀援
ツール

ツール連携のための
インタフェース標準化

•  ツール改善要求
•  会費

•  IEC62853案の知識
•  ⾃動⾞関連規格，開発プ

ロセスとの関係性議論

DEOS標準開発ツール

4つの
プロセスビュー

部会参加企業

•  D-ADD試⽤
•  ツールに関する知⾒

GitLab



⾃動⾞応⽤部会

活動内容

1.  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との関連
性を整理した資料の作成
•  将来的には，コネクテッド・カー，⾃動運転シス

テムを⾒据えた議論も
2. 既存ツール（D-ADD）の試⽤を通じて，実⽤

性の検証と，知⾒を収集し，共通機能の標準
仕様化を検討
•  プロトタイプの提供，会員企業による試⽤を⽀援
•  部会としてツール開発はしないが，会員企業が単

独もしくは協⼒して，独⾃に開発することは歓迎
3. 上記１と２を推進するイベントの開催

•  勉強会，ワークショップの開催
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⾃動⾞応⽤部会

2017年度の活動計画

活動内容１と２に関する計画
•  名古屋地区で定期的な部会の開催
•  少⼈数制のWGで，詳細に議論（後述）
•  部会設⽴シンポジウムの開催（6/22）
•  すぐに試⽤できるプロトタイプシステム（D-

ADD初級教材）の整備と提供
活動内容３に関する計画
•  他団体／イベントと連携して，勉強会やワー

クショップを開催
•  ⾞載組込みフォーラムASIFと連携して，勉強会

を開催予定（GithubとIEC62853案）
•  参加企業が主催するイベントとの連携
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⾃動⾞応⽤部会

WG（Working Group）の構成

IEC62853案勉強WG
•  想定参加者：規格・プロセスに興味ある⽅
•  活動内容：DEOSライフサイクル，IEC62853案を

学習し，まとめ資料を作成。既存の⾞載ソフトウェ
ア開発関連規格との関連性を議論  

ツールインタフェース検討WG
•  想定参加者：ツール開発企業 
•  活動内容：ツール間連携仕様を策定。ツール利⽤者

からの要望整理，共通点の整理
ツール試⽤WG
•  想定参加者：ツール利⽤者，ソフトウェア開発者
•  活動内容：仮想開発プロジェクトによるD-ADD試

⽤，課題抽出題材検討
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⾃動⾞応⽤部会

活動内容の例：IEC62853案勉強WG

今年度の⽬標
•  IEC 62853案を理解するために，最低限必要な知識を

まとめた資料を分担して作成
•  「15分で，D-ADDとIEC62853案の概要を理解でき

るガイドブック」をイメージ
対象⽂献
•  [1] Open Systems Dependability 2nd Edition 

•  Section 2, 3.1, 9. 10 のみを対象（合計60ページ程度）
•  [2] IEC 62853-CDV … DEOS会員＆本部会参加者限定
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参考⽂献[1] [2]



⾃動⾞応⽤部会

議題②
DBの構造

活動内容の例：ツールIF検討WG
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⾃動⾞応⽤部会

6/22 ⾃動⾞応⽤部会設⽴記念シンポジウム@名古屋
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参加費無料，参加申込み受付中！
http://www.aikoku.co.jp/ms/event/index-msmail.html



⾃動⾞応⽤部会

⾞載組込みシステムフォーラムASIF 勉強会開催
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2017年度　ASIF勉強会　開催一覧	

No. テーマ名	 開催時期	 リーダー企業	

1CAN通信仕様	 第1ラウンド	 アイシン・コムクルーズ㈱
2MISRA-C 第1ラウンド	 ㈱東海理化	

3UMLとSysML 第1ラウンド	 ㈱ヴィッツ	

4Gitの世界 -ショートコース- 第1ラウンド	
アイコクアルファ㈱、アイシン・コムクルーズ㈱
（協力：シンフォニー株式会社）	

5機能安全 
(ハードウェア設計における安全設計の考え方とその実践) 第1ラウンド	 ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ㈱

6組込みセキュリティ(ハッキング事例) 第1ラウンド	 アイシン・コムクルーズ㈱、㈱ヴィッツ	

7CAN FD通信仕様	 第2ラウンド	 ㈱デンソー	

8AUTOSAR　モデリングツール	 第2ラウンド	 ㈱ヴィッツ	

9車載ソフト開発でのシステムエンジニアリング	 第2ラウンド	 ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ㈱

10車載開発プロセス 
(AutomotiveSPICE3.0を活用したアセスメントのノウハウ) 第2ラウンド	 ㈱テクノプロ	

11組込みセキュリティ(脅威分析) 第2ラウンド	 ㈱ヴィッツ、アイシン・コムクルーズ㈱

12IoT/自動走行に向けたオープンディペンダビリティ対応規格IEC62853案の
日本提案内容について理解する	

第2ラウンド	
アイシン・コムクルーズ㈱、アイコクアルファ㈱
（協力：名古屋大学・DEOS協会）	

※第1ラウンド：6月～8月頃	

※第2ラウンド：11月～2月頃	

ASIFに勉強会テーマを開催を提案し，上期と下期に実施予定
ASIF会員は無償で参加可能



⾃動⾞応⽤部会

2017年度の活動内容と計画

これまでの活動
•  3/17 部会設⽴準備委員会
•  4/21 2017年度第１回部会
•  5/19 2017年度第２回部会

今後の活動予定
•  6/22 ⾃動⾞応⽤部会設⽴記念シンポジウ

ム＠ミッドランドホール
•  7/14 2017年度第３回部会＠名⼤
•  8/10 2017年度第４回部会＠名⼤
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⾃動⾞応⽤部会

⾃動⾞応⽤部会への参加⽅法

•  DEOS協会に正会員として⼊会して頂く
•  ⼊会⾦10万円，年会費10万円ですが，初年

度年会費は免除なので10万円のみ
•  ⼊会案内：http://deos.or.jp/enrollment-

guidance/kind-j.html
•  ⽉に１回程度開催される，⾃動⾞部会に参

加頂くこと
•  WGに１名以上の担当者を出して頂くこと
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⾃動⾞応⽤部会では，本活動に興味を持ち，ご協⼒頂ける
⽅の参加を歓迎します。⼊会前に（お試しで）部会に出席
頂ける機会もあります。お気軽にご相談ください。
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⾃動⾞応⽤部会

活動の基本⽅針

•  基本的な議論，検討の場として
WG（Working Group）を⽴ち上げる
•  数名で構成し，積極的に議論，アウトプット

を出すのが⽬的
•  具体的な運営⽅法はWGごとに決定

•  部会は，各WGの進捗を報告，⽅向性を確
認する場とする
•  ⽉１回か，２ヶ⽉に１回開催する想定
•  Webでの参加も可

•  参加企業は，原則として，１つ以上のWG
に参加
•  若⼿でも構いません
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