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IECにおけるDependabilityの議論・発展経緯
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IEC TC56 WG1 国内（JIS）
JIS Z 8101(1963)
JIS Z 8115(1970)
JIS Z 8115(1981)

IEC 60050-191 Ed.1 (1990)
  改正1(1999)
  改正2(2002) JIS Z 8115 (2000)
IEC 6005-192 Ed.1 (2015)

JIS 改正案(2016.4)

信頼性“reliability” の上位概念と
して “dependability” 導⼊

• 「ディペンダビリティ」導⼊
•  “safety”の定義追加

「ディペンダビリティ」
＝「総合信頼性」導⼊

以下の⽂献を参考に整理
益⽥昭彦, JIS Z 8115 ディペンダビリティ(信頼性) ⽤語の現状と将来, 電⼦情報通信学会 
基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review, Vol.9, No.4, pp.318–329, 2016年4⽉

IEV 191

IEV 192
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Dependabilityの対象性質の広がり
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引⽤：⽇本規格協会, 標準化と品質管理, 2017年4⽉号

規格内では明⽰
的に対象範囲に
は含まれていな
いものの，共通

規格内では明⽰
的な対象には含
まれていないが，
共通部分を別途
整理

詳細は配布冊⼦
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システムエンジニアリングの講義資料
The dependability of a system 
reflects the user's degree of trust 
in that system. 

http://www.cs.ccsu.edu/~stan/classes/CS530/Notes15/10-SystemDependability.html

参考：その他の考え⽅（定義，対象性質）
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. Fault prevention means to prevent the occurrence or
introduction of faults.

. Fault tolerancemeans to avoid service failures in the
presence of faults.

. Fault removal means to reduce the number and
severity of faults.

. Fault forecasting means to estimate the present
number, the future incidence, and the likely con-
sequences of faults.

Fault prevention and fault tolerance aim to provide the
ability to deliver a service that can be trusted, while fault
removal and fault forecasting aim to reach confidence in
that ability by justifying that the functional and the
dependability and security specifications are adequate and
that the system is likely to meet them.

2.5 Summary: The Dependability and Security Tree

The schema of the complete taxonomy of dependable and
secure computing asoutlined in this section is shown inFig. 2.

3 THE THREATS TO DEPENDABILITY AND SECURITY

3.1 System Life Cycle: Phases and Environments
In this section, we present the taxonomy of threats that may
affect a system during its entire life. The life cycle of a
system consists of two phases: development and use.

The development phase includes all activities from
presentation of the user’s initial concept to the decision that
the system has passed all acceptance tests and is ready to
deliver service in its user’s environment. During the
development phase, the system interacts with the develop-
ment environment and development faultsmay be introduced
into the system by the environment. The development
environment of a system consists of the following elements:

1. the physical world with its natural phenomena,
2. human developers, some possibly lacking competence

or having malicious objectives,
3. development tools: software and hardware used by the

developers to assist them in the development
process,

4. production and test facilities.

The use phase of a system’s life begins when the system
is accepted for use and starts the delivery of its services to
the users. Use consists of alternating periods of correct
service delivery (to be called service delivery), service
outage, and service shutdown. A service outage is caused by
a service failure. It is the period when incorrect service
(including no service at all) is delivered at the service
interface. A service shutdown is an intentional halt of
service by an authorized entity. Maintenance actions may
take place during all three periods of the use phase.

During the use phase, the system interacts with its use
environment and may be adversely affected by faults
originating in it. The use environment consists of the
following elements:

1. the physical world with its natural phenomena;
2. administrators (including maintainers): entities (hu-

mans or other systems) that have the authority to
manage, modify, repair and use the system; some
authorized humans may lack competence or have
malicious objectives;

3. users: entities (humans or other systems) that receive
service from the system at their use interfaces;

4. providers: entities (humans or other systems) that
deliver services to the system at its use interfaces;

5. the infrastructure: entities that provide specialized
services to the system, such as information sources
(e.g., time, GPS, etc.), communication links, power
sources, cooling airflow, etc.

6. intruders: malicious entities (humans and other
systems) that attempt to exceed any authority they
might have and alter service or halt it, alter the
system’s functionality or performance, or to access
confidential information. Examples include hackers,
vandals, corrupt insiders, agents of hostile govern-
ments or organizations, and malicious software.

As used here, the term maintenance, following common
usage, includes not only repairs, but also all modifications
of the system that take place during the use phase of system
life. Therefore, maintenance is a development process, and
the preceding discussion of development applies to main-
tenance as well. The various forms of maintenance are
summarized in Fig. 3.

It is noteworthy that repair and fault tolerance are
related concepts; the distinction between fault tolerance and
maintenance in this paper is that maintenance involves the
participation of an external agent, e.g., a repairman, test
equipment, remote reloading of software. Furthermore,
repair is part of fault removal (during the use phase), and
fault forecasting usually considers repair situations. In fact,
repair can be seen as a fault tolerance activity within a
larger system that includes the system being repaired and
the people and other systems that perform such repairs.

14 IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING, VOL. 1, NO. 1, JANUARY-MARCH 2004

Fig. 1. Dependability and security attributes.

Fig. 2. The dependability and security tree.

Algirdas Avizienis, et. All, “Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and 
Secure Computing”, IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE 
COMPUTING, VOL. 1, NO. 1, 2004

コンピュータシステムの論⽂
The original definition of 
dependability is the ability to deliver 
service that can justifiably be trusted.

AUTOSAR の⽤語集
Dependability is defined as the trustworthiness of a computer system 
such that reliance can justifiable be placed on the service it delivers.
AUTOSAR FO Release 1.0.0 Glossary, 2016



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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現状と課題認識

•  対象システム，考慮すべき性質が広がってい
るという考え⽅は理解できるが，それらを実
現するための⽅法論については研究段階であ
り，確⽴しているとはいえない
•  DEOSライフサイクル&D-ADDはその１候補

•  考慮すべき性質の中には，場合によっては相
反するもの（例えば，信頼性と安全性，セ
キュリティと保全性など）がある
•  まずは安全性との関連を優先的に議論

•  実⽤⾯で，DEOSライフサイクルの全体を⽀援
するツールの開発が進⾏中であるが，対象範
囲が膨⼤であり，ツール間連携，インフラ化
が必要
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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

7
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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

9

敬称略
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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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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

11
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⾃動⾞応⽤部会の活動概要
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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
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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

13
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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

14
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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

15
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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WG参加者限定

16

参考⽂献[1] [2]
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議題②
DBの構造

活動内容の例：ツールIF検討WG

17
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⾃然⾔語ベースの
プロジェクト管理・議論

要件管理 課題管理
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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
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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
•  7/14 2017年度第３回部会＠名⼤
•  8/10 2017年度第４回部会＠名⼤

※上記と並⾏して各部会の活動が進⾏中

19



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

20

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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情報⼊⼿＆お問い合わせ
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ウェブサイト：
https://www.daddcar.deos.or.jp


