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⾃動⾞応⽤部会

⾃⼰紹介
本務
• 名古屋⼤学 ⼤学院情報学研究科

情報システム学専攻 ⾼⽥・松原研究室 准教授
未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 准教授
附属 組込みシステム研究センター 協⼒教員

その他主な役職
• ⾃動⾞技術会 共同研究センター ⾃動運転に係わる総合信頼性の継続的確

保に向けた標準化検討委員会 幹事
• NPO法⼈ TOPPERS プロジェクト運営委員
• (⼀社)ディペンダビリティ技術推進協会 ⾃動⾞応⽤部会 主査
• 電⼦情報通信学会情報セキュリティ 情報セキュリティ 研究専⾨委員
• セキュリティキャンプ全国⼤会 講師
• 技術アドバイザ（組込み関係企業）
主な産学連携研究プロジェクト
• University of York, Assuring Autonomy International Programme, 

「Towards Identifying and closing Gaps in Assurance of 
Autonomous Road Vehicles (TIGARS)」研究メンバ

• 平成29年度戦略的基盤技術⾼化⽀援事業「⾃律的⾃動運転の実現を⽀え
る⼈⼯知能搭載システムの安全性⽴証技術の研究開発」サブリーダ

2



⾃動⾞応⽤部会

概要

• IoT技術が⾃動⾞分野でも普及しつつある。
特に，CASEというキーワードが登場し，各
国，企業の開発競争が激しさを増している

• ⼀⽅で，⾃動運転技術，サービス等の事故
が発⽣し，安⼼や社会受容性に関する議論
が活発化している

• 国際標準の最新動向を紹介しながら，⾃動
運転の安⼼と社会受容性を考える

• 安⼼と社会受容性を維持・向上するための
ヒントとして，国際規格IEC 62853適⽤を
試みる事例を紹介する
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CASE from Daimler AG at CES 2017

Connected（つながる）
• つながるクルマは運転者を⽀援し，さらに周

辺と通信する
Autonomous（⾃律的な）
• ⾃律的な乗りもので，スムーズな交通流，柔

軟な計画，ストレスフリーな移動
Shared & Services（共有 & サービス）
• ⾃分のクルマやその他の交通⼿段によって，

素早く柔軟に⽬的地に到達
Electric（電動化）
• 電動化された乗りものとサービスインフラが

未来を作る
https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-
report/daimler/daimler-ir-annual-report-2017.pdf を参考に独⾃に⽇本語訳を作成
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⾃動⾞応⽤部会

⾃動運転（Autonomous）・共有
（Shared/Services）に関連する実証実験
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⾃動⾞応⽤部会

多様な⾃動運転
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⾼速道路 ⼀般道 バス 地域限定移動
速度 80-100km/h *1 遅い〜60km/h 遅い〜60km/h 遅い（〜

20km）
ルート 任意の⾼速道路 固定，変動 固定 固定
⾃動運転
レベル

レベル2〜3 レベル3〜4 *2 レベル4 *2 レベル4 *2

運⽤形態 ⾃動⾞所有者 サービス提供者
（タクシー，MaaS）
⾃動⾞所有者

バス会社
バス利⽤会社

地域コミュニティ
⾃治体

実⽤化 レベル2は実⽤化，
レベル3は数年以内
に実⽤化*1

現時点では固定ルー
トで実験，任意ルー
トは現時点でも困難

実証実験段階 実証実験段階

*1 速度を制限している機能もある（例えば，渋滞時にのみ有効）
*2 レベル４を⽬指しているが，実証実験ガイドラインに従って，ドライバや遠隔監視・制御を⾏っている



⾃動⾞応⽤部会

先進機能を持つ⾃動⾞の相次ぐ事故
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運転⽀援システム作業中に運転者が
監視を怠ったことによる事故

Emergency personnel work a the scene where a 
Tesla electric SUV crashed into a barrier on U.S. 
Highway 101 in Mountain View on March 23.
KTVU

https://www.sfchronicle.com/business/arti
cle/Exclusive-Tempe-police-chief-says-
early-probe-12765481.php

運転⽀援システム（のセンサ）は検出して
いたが，⾞速やブレーキが制御されなかっ
た（横切る歩⾏者は想定外︖）
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実証実験でも…
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⼀般市⺠は⾃動運転を受容している／するか︖
開発者は受容性を意識した開発をしているか︖

引用：https://www.tokai-
tv.com/tokainews/article_20190826_95273

引⽤︓TBS
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⾃動⾞制御システムの開発・運⽤の現状と課題

対象システムの⼤規模化と変化への対応
• 開発段階ですべての要求を満たすよう努⼒がなされる

が，⼤規模化，複雑化によって困難な場合も
• 運⽤段階における変化への対応も想定
サービス中⼼のビジネスモデルへの変化
• 個々の組込みシステム（機器）の開発から，⼈間，ク

ラウド，環境などと連携・連動するサービスへ
• SoS（System of Systems）によるサービス提供
⾮機能要件に対する重要性の維持・⾼まり
• 利⽤者が求める信頼性，安全性やセキュリティ等の⾮

機能（総合信頼性）要件の重要性は不変
• ⼀⽅で，開発，運⽤では低コスト化も要求される
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摺り合わせによって⾼い安全性や品質を確保してきた
⾞載制御システム（特にソフトウェア）の開発指針の転換点
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⾃動運転システムの安全性に関する基本的な指針

国連での議論

国⼟交通省の安全ガイドライン

Safety Vision の抜粋
automated vehicle systems, under their operational 
domain (OD), shall not cause any traffic accidents 
resulting in injury or death that are reasonably 
foreseeable and preventable

⾃動運転⾞の運⾏設計領域(ODD) において、⾃動
運転システムが引き起こす⼈⾝事故であって合理的
に予⾒される防⽌可能な事故が⽣じないこと

国⼟交通省⾃動⾞局，⾃動運転⾞の安全技術ガイドライン，平成30年9⽉

Framework document on automated/autonomous vehicles, 
WP.29-177-19, Mar. 2019
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⾃動⾞応⽤部会

⾃動運転の安全から安⼼へ

• ⾞両レベルでは，メーカ，サプライヤによる対応が進む
→ 安全性の実現と論証（説明）を⽬指す

ただし，網羅的な説明は現実的に困難，という考え⽅
が⾃動⾞分野でも取り⼊れられる傾向に

• 想定が困難な事象（事故やクラッキング）の発⽣を前提
に，サービスレベル，社会レベルでの対応が必要
→ 利⽤者の安⼼（社会受容）に繋がるのではないか︖

対象（視点のレベル） 対応する規制・規格
コンポーネント ⾞両 国連・各国の規制，メーカ独⾃対策

ISO 26262，ISO/PAS 21448
ISO/SAE 21434
ISO AWI 22737
…

クラウド Best Effort
スマホ Best Effort

サービス（SoS） ︖社会 11
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⾃動運転システムの短期的と⻑期的活動

短期的な対応
• 運転中（サービス中）に発⽣する問題に即時
的に対応し，事故を防⽌する

• 例︓故障，誤使⽤，性能限界等への対応
⻑期的・継続的な対応

• 運転中に発⽣した問題の原因を追求し改善
• 例︓要求仕様の変更/追加，ソフトウェア更新，セ
キュリティ対策

• サービスの維持，継続と説明責任
• 例︓サービス内容の更新，事故情報の公開等

⾞両レベルの安全性の議論

⾞両レベルだけでなく，サービスレベルの安全性と
サービス継続性（レジリエンス性）の議論
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社会受容性とは︖

• 様々な議論，定義が存在し，統⼀的に定義
されていない（と思われる）
• 「社会的受容性」も良く使⽤されているが，

社会の要望を仕⽅なく受け⼊れるような印象
• ⼈間⼼理学，安全分野でも多数の研究

• 英語表現も⾊々
• Social acceptance
• Public acceptance
• Social acceptance and rejection
• …
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⾃動⾞応⽤部会

社会受容性

社会受容性の定義（独⾃）

参考・出展︓新計画策定会議(第9回) 資料第9号 「社会的受容性に
ついて(改訂版)」, 平成16年10⽉7⽇
別の考え⽅
以下の３つに分ける考え⽅もある
• 政治（政策担当者）の受容性
• 関連地域の受容性
• 市場の受容性
出所)Wüstenhagena, R.,“Social acceptance of renewable 
energy innovation:An introduction to the concept”Energy
Policy,Volume 35, Issue 5, May 2007, Pages 2683–2691 
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社会を構成する国，地⽅⾃治体，市⺠，事業者が，
それぞれの⽴場でリスク（利点と⽋点の両⽅）を

議論し受け⼊れること
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社会受容性を維持・向上することの価値
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ステークホルダ

価値
⼀般市⺠ 事業者 国・地⽅⾃治体

利益獲得
• 利便性の向上
• 安⼼
• 不安の除去

• 新技術導⼊
• 市場形成

• 新技術導⼊⽀援

⾃⼰防衛
• 不利益の未然防⽌
• 裁判での説明責任

• 活動正当性の論証
• 裁判での説明責任

• 活動正当性の論証
• 裁判での説明責任

変化対応

• 新しいサービスの
導⼊

• サービスの変化へ
の対応

• 基準・標準の変化
への対応

• 事故（アクシデン
ト），インシデン
トへの迅速な対応
（説明）

• 基準の変化への対応
• 事故（アクシデン
ト），インシデント
への迅速な対応（説
明）
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総合信頼性の対象となる品質の広がり

引⽤︓⽇本規格協会, 標準化と品質管理, 2017年4⽉号

⾃動⾞において特に重要かつ深く
関係する性質
（今の国際標準化はこの範囲）

総合信頼性の定義
アイテムが，要求されたときに，その要求ど
おりに遂⾏するための能⼒。
アベイラビリティ，信頼性，回復性，保全
性，及び保全⽀援性能を含む。適⽤によって
は，耐久性，安全性及びセキュリティのよう
な他の特性を含むことがある。

引⽤︓JIS Z 8115:2019

※本資料では，レジリエンス
（resilience）性も同義語として考える
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⾃動⾞応⽤部会

総合信頼性の対象となる品質の広がり

引⽤︓⽇本規格協会, 標準化と品質管理, 2017年4⽉号

社会が要求する品質
→受容性の指標

（ただし，これも変化）
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安⼼性とは︖

安全学における安全と安⼼の関係

• 安⼼は主観的な概念
• ⼯業製品では，企業は安全を実現した上で，製品の潜在リ

スクについて利⽤者に説明し，信頼を得ることが⼤切（リ
スクコミュニケーション）

• 引⽤︓向殿政男, ⼊⾨テキスト 安全学, 東洋経済新報社, 2016

安⼼＝不安の裏返し
• 知識がある場合だけで

なく，知識がない場合
にも不安度が低下

• 専⾨家と素⼈とで安⼼と
感じる理由が異なる

18

安⼼ = 安全 × 信頼

引⽤︓http://jsda.org/w/01_katud/jcseminar07_04.html#01
その現象に対する知識の総量

不

安
度 決して

ゼロにはならない

アプローチ︓総合信頼性の向上の結果，安⼼性の向上にも繋がるのではないか︖
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総合信頼性を⾼めるための⾏動指針

クレドの例 リッツ・カールトン
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→すべての従業員が経営理念を実現するための⾏動指針
（具体的な⼿順は，業務マニュアルやルールなど別に存在）

図の引用：http://chibico.co.jp/blog/business/innerbranding-credo/
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IEC 62853の適⽤

• 社会に広く影響を及ぼす⾃動運転技術・
サービスを社会システム＝オープンシステ
ムと捉える

• IEC 62853を指針として，総合信頼性を維
持する活動を通じて，社会が要求する品質
の基礎を形成し，安⼼性に繋げる

20

IEC 62853は，社会受容性の基礎を形成するために，
最低限必要な考え⽅（これを出発点とする）



⾃動⾞応⽤部会

社会システム＝オープンシステム

家族

近所

地域コミュニティ

学校

会社

SNS

ネット
店舗

…

…

課題︓家族のディペンダビリティ（信頼性，安全性，セ
キュリティ）をどのように維持・向上するか︖
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オープンシステムディペンダビリティの達成

ステークホルダが実⾏すべきこと
a) すべてのステークホルダが理解する参照フ
レームワークを構築すること。その上で，共
通理解と明⽰的な合意を形成すること

b) ステークホルダ合意における項⽬を満たすた
めに，障害とその結果の関係を透明化するこ
と

c) 規定したサービスを出来る限り多く提供する
ために，障害への素早い対応を，計画し実⾏
すること

d) 環境，⽬的，合意等におけるシステム変化に
適応する際に実⾏される活動を組織すること

合意形成

説明責任

障害対応

変化対応

22
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現在取り組んでいる活動

• 想定外が発⽣するという前提で，⾃動⾞の
安全規格における製品リリース後に実施す
べき活動を議論，明確化
• ISO 21448での議論に提案

• ⾞両やMaaS事業者の視点で，MaaSの企
画，設計段階から総合信頼性を⾼める仕組
みを検討
• こちらを紹介
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⾃動⾞業界と連携した活動の場
• ⾃動⾞技術会 共同研究センター ⾃動運転に係わる総合信頼性
の継続的確保に向けた標準化検討委員会

• (⼀社)ディペンダビリティ技術推進協会 ⾃動⾞応⽤部会



安全性論証⼿法の共同研究プロジェクト

1. ⾃律的⾃動運転の実現を⽀える⼈⼯知能搭載システ
ムの安全性⽴証技術の研究開発（サポイン）
• Witz，アーク・システムソリューションズ，名⼤,

アイシン精機, ヤマハ など
• 2017-2019年度

2. Towards Identifying and closing Gaps in 
Assurance of Autonomous Road Vehicles 
(TIGARS)
• Adelard Ltd., City University of London, 名⼤,

神奈川⼤学, Witz
• 2018年9⽉-2019年12⽉

機械学習（AI）を使⽤したコンポーネントを搭載する⾞載制御システムの
安全性論証⽅法，テスト⼿法，安全対策（例えば，誤認識の検出）を検討

24



主な研究内容

安全性論証フレームワーク モデル化，
分析⼿法

GSN0 2019/04/11

1 / 1

SOTIF after SOTIF Release

G1

SOTIF Management along all the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

2) 
SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化に対応
し，できる限り完全性を
維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

システムの変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1

外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

システムの変更内容と時
期をステークホルダ間で
と合意する

G6
システムを変更する必要
がないことをステークホ
ルダ間で合意する

G6_0

ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・システム変更仕様書を発
行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに
分けて記載すべき

Sn7

SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

道路システムの変更に対
応する

G10
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

ステークホルダの定義
C4

リスクに関する
説明方法を変更

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る

S8

知識を追加・変更する
G14

システムに対する過渡な
不安，噂を解消する

G15

ステークホルダの変化の
リスト
・知識の変化
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生

C6
社会システムの変化に対
応する

G16

業界団体に専門
委員会を立ち上
げ，既存製品へ
の影響を分析す
る

Sn11

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

社内に検討委員
会を立ち上げ，
開発プロセスや
製品への影響を
分析する

Sn13

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S11

変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

自動車メーカとサプライ
ヤが変化に適切に対応す
る

G21
ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

・マニュアルの
整備
・部品交換，修
理の実施

Sn14

システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

システムのSOTIF完全性
の侵害は，何らかの変化
に基づいて発生する

C10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19_0
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

・ODDへの影響
を分析する
・地図システム
への影響を分析
する

Sn11_0ステークホルダ
に情報を伝達す
る

Sn11_1

SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・システムの変化
・外部環境の変化

C11

SOTIF完全性を侵害する可
能性のある変化事象ごとに
対策を議論する

S13

外部環境の変化事象の分
類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダの変化

C12

社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSに対応？

２）と４）に対応

３）に対応 変化事象の予測・検出手段に
関する議論

テキスト

予測可能な事象リスト
C2_0

シミュレーションによるテスト 実機環境
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継続的な安全性論証フレームワーク

モビリティサービスの安⼼と社会受容性の醸成に向けた分析と論証技術

(1)モビリティサービス(MaaS)のモデリング

GSN0 2019/04/11

1 / 1

SOTIF after SOTIF Release

G1

SOTIF Management along all the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

2) 
SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化に対応
し，できる限り完全性を
維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

システムの変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1

外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

システムの変更内容と時
期をステークホルダ間で
と合意する

G6
システムを変更する必要
がないことをステークホ
ルダ間で合意する

G6_0

ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・システム変更仕様書を発
行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに
分けて記載すべき

Sn7

SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

道路システムの変更に対
応する

G10
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

ステークホルダの定義
C4

リスクに関する
説明方法を変更

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る

S8

知識を追加・変更する
G14

システムに対する過渡な
不安，噂を解消する

G15

ステークホルダの変化の
リスト
・知識の変化
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生

C6
社会システムの変化に対
応する

G16

業界団体に専門
委員会を立ち上
げ，既存製品へ
の影響を分析す
る

Sn11

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

社内に検討委員
会を立ち上げ，
開発プロセスや
製品への影響を
分析する

Sn13

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S11

変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

自動車メーカとサプライ
ヤが変化に適切に対応す
る

G21
ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

・マニュアルの
整備
・部品交換，修
理の実施

Sn14

システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

システムのSOTIF完全性
の侵害は，何らかの変化
に基づいて発生する

C10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19_0
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

・ODDへの影響
を分析する
・地図システム
への影響を分析
する

Sn11_0ステークホルダ
に情報を伝達す
る

Sn11_1

SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・システムの変化
・外部環境の変化

C11

SOTIF完全性を侵害する可
能性のある変化事象ごとに
対策を議論する

S13

外部環境の変化事象の分
類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダの変化

C12

社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSに対応？

２）と４）に対応

３）に対応 変化事象の予測・検出手段に
関する議論

テキスト

予測可能な事象リスト
C2_0

(3)安全性とレジリエンス性分析

(2)モビリティシステムのライフサイクル
サービス運⽤時の
リスク管理，社会
や環境の変化への
対応を重視

安全に関する国際
規格議論に提案中

FRAM

ArchiMate

サービスの安全性や緊急
時対応等の説明に
役⽴つ論証フレームワーク

既存サービスの検証や
改善にも活⽤可能

GSN

⾞両だけでなく，サービス全体での説明と
論証を⽀援する仕組みの提案
(1) モビリティサービスのモデリング⼿法の開発
(2) サービス運⽤を含めたライフサイクルの規定
(3) サービスレベルでの安全性とレジリエンス性

の分析⼿法の開発

→ ⽇本発の国際規格IEC 62853を活⽤

⾞両だけでなく，販売者，利⽤者，
保守者等の全ステークホルダを明確化

要件抽出

参照
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荷物運搬サービス（架空）

A地点

B地点

送り⼿
荷物

受け⼿
オペレータ
（運⽤部⾨）

サービス概要
• A地点からB地点まで⾃動運搬⾞
が荷物を運ぶ

• ⾃動運搬⾞への荷物の積み下ろし
作業は，利⽤者が⼿作業で実施
⼿順
1. 送り⼿はA地点で荷物を⾞に載
せる

2. ⾃動運搬⾞は道に沿って，B地
点まで移動する

3. B地点で停⾞する
4. 受け⼿は⾞から荷物を下ろす
5. 送り⼿に荷物の到着を通知する
6. ⾞はA地点に戻る

⾃動運搬⾞
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モビリティサービスのライフサイクル

Requirements 
and risk analysis

Stakeholders 
Agreement Design Impl. Verifi-

cationTest

AD Development

Operation
Phase

Accidents
Incidents
New risks

Cause 
analysis

Response
action

Accident
prevention

long term
response

Changes in 
society, 
environment, 
technology

Change
Accommodation

Accident/incident response

Development Phase

After release

Accountability
Achievement

immediate 
response
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サービスの仕様化

[SS-001]利⽤者（送り⼿と受け⼿）は，荷物の積込みと荷下ろし
作業をそれぞれ実施する
[SS-002]積み込み完了後、利⽤者は運搬を運⽤部⾨に依頼する
[SS-003]運⽤部⾨は⾃動運搬開始命令を⾃動運搬⾞に出す
[SS-004]⾃動運搬⾞は、⽬的地まで荷物を運搬する
[SS-005]運搬の結果を⾃動運搬⾞は報告する
[SS-0051]完了時には、利⽤者に報告
[SS-0052]依頼が達成できない場合には、利⽤者、管理部⾨に報告
[SS-006]運⽤部⾨は、状況に応じた対応策を講じる
[SS-007]原因が深刻な場合には、運⽤部⾨は開発部⾨に修正を依
頼する
[SS-008]開発部⾨はシステムの修正を⾏う
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FRAMによるモデル化

⾞両開発

受け⼿
送り⼿

サービス管理

⾃律運搬⾞

サービス運⽤
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モデル化を通じて明らかになった不⾜点

• 運⽤部分ばかりに集中してしまい，利⽤者との
関係を⼤まかにしていたため，利⽤者が報告を
受ける機能を追加し，運搬の結果や説明責任遂
⾏のための情報を接続した → [SS-114] 

• 当然⾏われるべきである障害対応時の原因分析
や，開発後のテスト⼯程を記述していなかった
ため，新たに追加した → [SS-112]

[SS-112]運営部⾨は発⽣した問題の原因分析を⾏う
[SS-114]原因分析の結果は利⽤者にも伝えられ，不具合に対する
説明責任を実施する

サービスのモデル化を通じて，当然なことや，⾒落
としやすい振る舞いも仕様として追加
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モデルへの反映
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⾃動運転サービスのレジリエンス分析の流れ

IEC 62853の要件を理解

対象とする⾃動運搬サービス
（対象サービス）に合わせて

IEC 62853の要件を解釈

すべての要件
を満たすか︖

対象サービスの仕様が満たす
／満たさな要件を明確化

仕様の
追加・修正

開発⼯程
（開発済なら運⽤）へ

解釈を
追加・修正

Yes

No
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IEC 62853の要件を解釈（ほんの⼀部）

識別
記号 規格要件の和訳 本サービスでの解釈

G0 障害対応プロセスビューが達成され
る

本サービスの障害対応プロセスビューが
実施され、実施が証明される

G1
障害に際してもサービスの中断と被
害を最⼩にとどめ、その状況のもと
で最も適切なやり⽅で、可能な限り
サービス提供を続ける

障害に際しても⾃動運搬サービスの中断
と被害を最⼩にとどめ、その状況のもと
で最も適切なやり⽅で、可能な限りサー
ビス提供を続ける

G2 障害による直近の危害は軽減される
⾃動運搬サービスが停⽌した際に、利⽤
者，被害者に対して保証（配達の再開、
賠償）が⾏われる

G3
障害による⻑期的な危害は軽減され
る。システムへの公共の信頼及び継
続的改善が維持される

⻑期的にサービスの利⽤ができない状況
を回避する。⾃動運搬サービスへの利⽤
者の信頼及び継続的な改善が⾏われる
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GSNによる記述︓障害対応
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障害対応に関する仕様の確認

未検討

未検討

未検討

満たす要議論 詳細な
GSNに続く
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要議論

未検討

未検討

満たす
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分析により明らかになったこと（⼀部）

• ⾞両レベルの故障対応には，メーカ内の開発プロ
セスや機能安全規格（ISO26262，ISO/PAS 
21448など）への対応により，⼀部を満たせる
• しかし，サービスの継続性，回復まで仕組みが

あるかを別途考慮する必要がある
• 利⽤者や運営部⾨への通達など，疎かにしがちな機

能が⾒つかったので追加 [SS-105],[SS-115]
• 障害原因の分析や異常に対する対応の判断⼿順など

を追加 [SS-107]-[SS-115]
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モデルへの反映
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GSNの更新（再分析）

満たしていないが
実開発時に検討

満たす満たす 要議論
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GSNの更新（再分析）

満たす

満たす 満たす
41



ポイント

• IEC 62853をベースとした分析により，サービスレベル
での安全性，レジリエンス性を検証

• モデル化，分析，仕様検討の繰り返しにより，「未検
討」を少なくしていくことで，IEC 62853に対応
• ただし，ディペンダビリティを保証するわけではない
ことに注意︕

• 仕様化されていない（暗黙の）振る舞いの明⽂化
• 各利害関係者の⽬線で多⾓的にサービスをモデル化
継続的な論証に向けて
• 開発時点で要件を満たすことと，ライフサイクル全体に

渡って要件を満たし続ける（ないしは要件や仕様の改
善）ことは別の問題

• 後者を実現する仕組み（例えば，定期点検）の要件化が
必要
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まとめ

• ⾞両レベルでの安全性の議論が活発化
• 安⼼や社会受容性を維持・向上するにはサー

ビスレベルでの議論が必要
• IEC 62853をベースとした⾃動運転サービス

のディペンダビリティ論証フレームワークを
提案

• ライフサイクル全体に渡って継続的にチェッ
ク，改善をすすめることが重要

• 今後の計画
• ビジネス視点でのモデル化を推進（ArchiMate）
• 運⽤段階の要件を国際規格の議論の場に提案
• 実サービスへの適⽤
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