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安全性ケースの課題[Assure2013]安全性ケースの課題[Assure2013]
分類 課題 説明

表記法

規模と複雑さ 大規模・複雑な保証ケースの安全性，確信性，運用性の明確化手法

読解性 モジュール化や階層化手法

幻想 保証ケ スを作成すれば安全性が保証されるという幻想の抑止手法幻想 保証ケースを作成すれば安全性が保証されるという幻想の抑止手法

構成

証拠の多様性 状況ごとに異なる複数の証拠の適切な結合手法

コンテクスト 適切な前提条件の完全な記述手法
構成

議論 議論の完全性と，異なる議論間の結合の妥当性の確認手法

誤用 議論パターンの適切な活用法

確認バイアス 「システムが安全でない」主張の反例を示す背理法による説明手法

適用

確認バイアス システムが安全でない」主張の反例を示す背理法による説明手法

プロダクト指向手法 プロダクトの保証ケースと標準プロセスとの関係の明確化手法

プロダクトライン プロダクト間の差異を考慮した保証ケースの簡潔な定義・追跡法

開発ライ サイクル 保証ケ スで顕在化した設計リスクに対する設計の手戻り解消法開発ライフサイクル 保証ケースで顕在化した設計リスクに対する設計の手戻り解消法

認証 適合性評価
法制度に対する保証ケースの健全性と完全性の認定基準
保証ケースによるシステムの利用シナリオの安全性評価基準
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主な取り組み主な取り組み

分類 内容 適用例類

ビジネス ビジネスプロセスの高信頼化手法 クレジットカード発行

EA アーキテクチャ・フレームワークの高信頼化 O-DA

テスト テストの十分性の確認手法 金融パッケージ分性 確認 法 融

運用
サービス信頼性指標の確認手法 ポータルサービス

運用
ディペンダブル・オペレーション保証手法 スパコン

組織 d*フレームワークを用いた責任の監査手法 開発支援環境組織 クを用 責任 監査手法 開発支援環境

共通 用語関係の確認手法 ロボコン
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O-DA: The Open Group Dependability Through Assuredness

議論パターン・ポケットガイド

議論分解パターンの構成

証拠文書

証拠分解

説明対象
システム

D-Case 説明

対象分解 条件分解

対象の表記法
対象が持つ共通構造

対象分解
参照モデル分解

条件分解
推論分解

再分解

既存D-Case
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議論分解パターンの事例

議論パターン・ポケットガイド

議論分解パターンの事例

パターン 分類 説明

記述法
15

アーキテクチャ, 機能, 属性, 完全化, プロセス, プロセス依存関係 , 階層
化, データフロー図, ビュウ, ユースケース, 要求, 状態遷移, 運用要求,
シーケンス図, ビジネスモデルシ ケンス図, ビジネスモデル

参照モデル
10

DEOS プロセス,リスク, 組み込みシステム, コモンクライテリア, 要求テン
プレート, システム境界, 欠陥モード, 非機能要求グレード, テストケース,
問題 レ ム

10
問題フレーム

条件
7 

ECA, 条件判断, 代替案選択 , 矛盾解消, 平衡化, 改善, 明確化

推論
5

帰納法, 消去法, 否定推論, 反駁

証拠 法制度 形式的証明 モデル検査 試験成績書 合意文書 レビュ報告書証拠
11

法制度, 形式的証明, モデル検査, 試験成績書, 合意文書, レビュ報告書,
シミュレーション, 評価報告書, 説明書, モニタノード, 文書

再利用
2

水平分解、垂直分解

Copyright Prof. Dr. Shuichiro Yamamoto 2014 5

2
水平分解、垂直分解

分解パターンの段階的適用例
議論パターン・ポケットガイド

分解パターンの段階的適用例

DEOSプロセス
分解パターン分解パタ ン

アーキテクチャ
分解パターン

C C

開発プロセス
パターンで分解

モニタリング
パターン ＋
運用プ セス

パタ ンで分解

6

運用プロセス
パターンで分解
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定量的品質評価の確認例

議論パターン・ポケットガイド

定量的品質評価の確認例

可用性を達成している可用性を達成している

可用性の下位特性について説明可用性 下位特性 説明

下位特性を達成している下位特性を達成している

指標値を達成している

下位特性の指標値を説明

指標値を達成している

指標値の達成証跡
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テスト十分性を説明する安全性ケース

議論パターン・ポケットガイド

テスト十分性を説明する安全性ケ ス

システムが要求をシ テ が要求を
満たしている

異常系を検査している

正常系を検査している
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d*フレームワークによる組織間の責任関係
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高信頼ADMの概要
O-DA

高信頼ADMの概要
工程 AADM

準備
①アーキテクチャリポジトリでの証拠文書と保証ケースの格納
②ディペンダビリティ委員会での主張間の優先順位の合意②ディペンダビリティ委員会での主張間の優先順位の合意

A.アーキテクチャビジョン
①ディペンダビリティスコープ定義 ②主張の定量評価尺度定義
③保証ケース能力評価 ④ディペンダビリティパラメタ定義

①デ ペンダビリテ 原則定義 ②BA保証ケ ス作成
B.ビジネスアーキテクチャ

①ディペンダビリティ原則定義 ②BA保証ケース作成
③BA保証ケースレビュ

C.情報システムアーキテクチャ ①IA保証ケース作成 ②IA保証ケースレビュ

D 技術ア キテクチ ①TA保証ケ ス作成 ②TA保証ケ スレビD.技術アーキテクチャ ①TA保証ケース作成 ②TA保証ケースレビュ

E.ソリューション ①BA, IA, TA保証ケースを統合 ②一貫性を確認

F.移行計画
①運用管理の保証ケース作成
②ディペンダビリティパラメタ価値分析

F.移行計画
②ディペンダビリティパラメタ価値分析

G.実装監督
①保証ケースの証拠を作成 ②プロセス保証ケースの証拠を作成
③網羅的に主張と証拠の関係を確認
④運用に対する保証ケースをレビュ④運用に対する保証ケースをレビュ

H.アーキテクチャ変更管理
①運用保証ケースの証拠を管理 ②主張の不成立への対応策の確
認③保証ケースによるリスク管理 ④保証ケースによる障害分析

要求管理 保証ケ スの主張と要求の追跡管理要求管理 保証ケースの主張と要求の追跡管理
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部会 進め方D-Case部会の進め方
ディペンダビリティ技術推進協会

参加企業・法人・個人 一般公開
会員によるD-Case技術展開
D C 適用知識D-Case適用知識
D-Case導入上の課題解決

D-Case部会 D-Case研究会

• D-Case研究会の企画・運営 D C 関連知識 技術交流

ニーズ
導入上の課題D Case研究会の企画 運営

• D-Case教育シラバス策定
• D-Case標準仕様策定
• D-Case標準手法策定

• D-Case関連知識・技術交流
• DEOS協会会員優先参加
• 一般参加も自由

有効性評価
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D Case標準手法策定
★ディペンダビリティ技術推進協会のみ参加

D-Case実証評価研究会の予定
日程・場所 主な内容

3月13日午後

 アシュアランスケースを用いたTOGAF の高信頼化
 アシュアランスケースを用いたビジネスプロセスの高信頼化
 アシュアランスケースを用いたテストの十分性の確認手法3月13日午後

名古屋大学
 アシュアランスケースを用いたテストの十分性の確認手法
 アシュアランスケースを用いたサービス信頼性指標の確認手法
 アシュアランスケースを用いたディペンダブル・オペレーション
 アシュアランス・ケースにおける用語関係の確認手法 アシュアランス ケ スにおける用語関係の確認手法

D-Caseのこれから 松野裕（電通大）

D-CaseとSysMLによるISO26262準拠デザイン実験
豊 学 屋代眞3 月18日午後

NII 
12F会議室

豊田学（日本IBM）、屋代眞（DEOSセンター）

Astah GSNについて 平鍋健児、岩永寿来（チェンジビジョン）

奈良先端大でのD-Case教育 高井利憲（奈良先端大）

D Case in Agda 武山誠（神奈川大）
（1208）

D-Case in Agda 武山誠（神奈川大）

DEOS要求マネジメント 山本修一郎（名大）

DEOSコンソーシアムについて 所眞理雄（Sony CSL）
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