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1 はじめに
今日、我々は情報システム無しに日々の生活を送ることは不可能になっている。携帯電話、ウェブ上
の数多くのサービスはもとより、天気予報、消防、警察などの行政サービス、情報通信、放送、電力な
どのインフラシステム、列車や航空機の座席予約・運行管理・自動改札システム、物流システム、銀行・
金融シスなどの業務用システム、更には企業経営システムなど、ありとあらゆる場面で我々は情報シス
テムの計り知れない恩恵を受けている。これらの情報システムは常に稼働し（オンライン）、即座（リ
アルタイム）にサービスを提供してくれる。近年では、それらの情報システム同士が直接、間接に接続
されて巨大な情報システム群を形成し、我々の生活の基本的なインフラストラクチャーを構成するに至
っている。日々の生活における情報システムへの依存度が大きくなればなるほど、情報システムの信頼
性や強靭性、安全性がますます重要になってきている。本書では以下、信頼性や強靭性、安全性など、
システムが提供するサービスを利用者が安心して継続的に利用するために、システムが備えるべき能力
を総合してディペンダビリティ（Dependability）と呼ぶ事にする。
これまで、情報システムの開発では、事前に綿密な開発計画を立て、システムの仕様を詳細に記述し、
十分な設計・実装・テスト・検証を行った後にユーザによる利用を開始する、と言う方法がとられてき
た。この方法は、システムに対する要求が開発時に確定し、システムの利用期間中に求められる仕様が
十分見極められるような製品やサービスの開発には有効であった。
一方、今日求められるシステムはサービスの内容が多岐にわたり、そのため規模が拡大し、しかも実
世界において長期にわたり継続的にサービスを提供しなければならない。このため、システムの利用期
間中にサービスの目的や利用者の要求が変化することがあり、サービス提供者はそれらに対応しつつシ
ステムの運用を継続して行かねばならなくなって来ている。加えて、技術の進展や法規制・国際標準の
変更などにも対応して行かねばならない。従って、システムの開発において、開発開始時に将来に起こ
るであろうことのすべてを含んだシステムの仕様を記述することは不可能となり、システムの作り方自
体を要求の変化に対応できるように変えて行かねばならなくなって来ている。
このような状況にもかかわらず、システムに対するディペンダビリティ要求は、それらシステムが我々
の日々の生活に必要不可欠であるほど厳しいものとなる。殊に、それらシステムが相互接続され、我々
の生活基盤を提供するインフラストラクチャーを構成する場合には、一旦障害が発生すると障害の他の
システムへの伝搬の可能性が生ずるため、なおさらである。一方で、開発期間の短縮や開発経費の削減
のため、自社内の既存ソフトウェアの再利用、他社ソフトウェア製品の利用などが行われ、仕様が不明
確な、あるいは異なった基準で作られたソフトウェア部品を使用せざるを得ない状況もある。また、ネ
ットワーク上のサービスの利用やクラウド上でのシステムの実行など、管理責任が異なるドメインをま
たがった実行を行う場合も増加することが考えられる。このような場合にも顧客や社会からのディペン
ダビリティ要求に応えて行かねばならない。さらには、ウイルスによるシステム破壊、不正アクセスに
よる情報漏洩などの脅威に対しても適切に対応し、利用者が安心してサービスを利用できるようにする
必要がある[1]。
そのために、世界各国で研究開発が精力的にすすめられ、ディペンダビリティを担保させるための標
準規格やガイドラインが制定されつつある。そしていくつかのシステムがそれらに準拠した形で開発さ
れつつあるが、それらの規格やガイドラインの普及はこれからである。また、それら規格やガイドライ
ン自身も上述の特徴をもつ今日のシステムのディペンダビリティの担保には十分と言えるレベルに到達
していない。そしてその間にも、残念なことに世界のあちらこちらで重要な情報システムに障害が発生
している（付録 A.3 参照）。
システム障害の原因を見ると、システム構築の際にすべての構成要素の機能や使用条件を理解するこ
とが不可能であったために発生したもの、システムの負荷や使われ方が当初の想定範囲を超えたことに
よるもの、各種の要求変化に応えるためにシステムを変更した際に生じた一貫性の破綻を発見できなか
ったもの、初期開発から長期間を経た後の不適切なシステムの運用などが顕著である。情報システムの
障害は個々の利用者に重大な不利益を与えるだけでなく、サービス提供者にとっては本来得られる収益
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を無にし、時には莫大な補償金の支払いを要求され、企業のブランド価値の毀損につながり、事業の継
続が困難になる可能性も出てくる。そのため、ディペンダビリティの達成やさらなる向上はサービス提
供者にとって最重要課題の一つである。
一方で、果たして巨大・複雑で、実世界において長期にわたって使用され、そのために常に変化に対
応し続けなければならないシステムを、完全無欠なシステムを作ると言う観点から作れるのか、と言っ
た根本的な疑問が生ずる。近年の、そしてこれからのシステムは、作られ方の観点でも、使われ方の観
点でも、もはやシステムの機能や構造、境界が定義可能な固定的なシステムとして取り扱うことは困難
であり、当初より時間の経過とともにそれらが変化しつづけるシステムとして取り扱うことが妥当であ
ろう［2］。その時、システムのディペンダビリティ達成には、システムに対し、各種要求の変化に適切
に対応でき、システム障害が発生する前に障害要因を取り除く事ができ、万が一障害が発生した場合に
も被害を最小にする事ができ、サービス提供者や担当者の説明責任の全うを支援する事ができる、とい
う能力を持たせることが効果的であろうと言う考えに我々は至った。すなわち、説明責任の全うを基本
とした、ディペンダビリティ達成のための漸近的なアプローチである。本書では開発時に完全無欠なシ
ステムの構築を目指すこれまでのディペンダビリティの考え方と区別するために、我々の提案する漸近
的なアプローチをオープンシステムディペンダビリティと呼ぶ事とした［3］。
このような新しい考えに基づいて、本書は巨大・複雑で、実世界において長期にわたって使用され、
そのために常に変化に対応し続けなければならないシステムのディペンダビリティ達成のための基本概
念、技術体系、具体的な技術について述べる。また、開発したソフトウェア、応用例、標準化の進捗状
況などについても述べる。
本書では以下、第 2 章では「オープンシステムディペンダビリティ」と題して、ディペンダビリティ
に対する考え方の変遷を概観し、今日のシステムの特徴と典型的な障害要因について述べたのちに、オ
ープンシステムディペンダビリティについて定義し、その実現の方針について議論する。
第 3 章では、「DEOS 技術体系」と題し、オープンシステムディペンダビリティの具体的な実現方法
を体系的に述べる。DEOS 技術体系はその中心である DEOS プロセス、合意形成のための手法であり記
法である D-Case、DEOS プロセスを実現する DEOS アーキテクチャから構成される。DEOS アーキテ
クチャは OS に相当する DEOS 実行環境
（D-RE）、システムのディペンダブルな運用を支援する D-Script、
D-Case や D-Script の履歴を格納する D-ADD から構成される。
第 4 章は「合意形成と説明責任の遂行（D-Case）」と題し、合意形成と説明責任について目的と手法
について述べた後、我々が DEOS プロセスのために開発した D-Case について詳細に述べる。また、外
部のシステムとの接続のための記法についても述べる。また、D-Case を記述するための基本的なパター
ンについても述べる。
第 5 章は「D-Case ツール」と題し、まず D-Case 記述のための D-Case Editor と D-Case を用いた運
用支援ツール D-Case Weaver について述べ、これらを用いた経験についてまとめる。そのあと、記述の
整合性を支援するための形式的手法について述べる。
第 6 章は「DEOS 実行環境（D-RE）」と題して、DEOS プロセスの適用を実行時に担保するための
実行環境について述べる。D-RE は DEOS アーキテクチャの基本構成要素の一つであり、いわゆるオペ
レーティングシステムに相当する。D-RE の機能と構成要素について述べた後、Web システムならびに
ロボットへの応用事例を述べる。また、D-RE に組み込まれたセキュリティ機構についても述べる。
第 7 章は「D-Case 合意に基づくシステム運用の支援（D-Script）」と題して、D-Case とシステムの
運用を関連づける D-Script について詳説する。D-Script はビジネス継続シナリオに対して D-Case で合
意されたシステム運用のためのスクリプトである。
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第 8 章は、「合意記述データベース（D-ADD）」と題して、D-Case 履歴その他を格納し、説明責任
の遂行の支援をするデータベースについて、その機能と構成について述べる。また、ビジネスにおける
実際の利用や、D-ADD を用いた今後のソフトウェア開発プロセスの革新についても議論する。
第 9 章は、「オープンシステムディペンダビリティの標準化」と題し、標準化の重要性について述べ
た後、標準化戦略ならびに現在の進捗について述べる。
第 10 章は「おわりに」と題し、本書のまとめ並びに今後の普及発展について述べる。
本書には付録として、「DEOS プロジェクトについて」、「DEOS 協会の設立」、「近年の障害事例」、
「開放系障害要因表」、「世界の関連標準、関連活動団体」を含む。
本書がこれからのシステムのディペンダビリティの向上に貢献し、安心、安全、快適な社会の構築に
資する事が出来れば望外の幸せです。

参考文献
[1] 安浦 寛人、
「社会システムを支えるディペンダブルコンピューティング」、電子情報通信学会誌、Vol.90,
No.5, May 2007, pages 399-405.
[2] M. Tokoro, ed, “Open Systems Science - from Understanding Principles to Solving Problems”, IOS
Press, 2010.
[3] M. Tokoro, ed, “Open Systems Dependability - Dependability Engineering for Ever-Changing
Systems”, CRC Press, 2012
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2 オープンシステムディペンダビリティ
2.1 考え方の変遷
ディペンダビリティについて歴史的に振り返ってみよう。時は東西冷戦のさなか有人月面着陸を目指
し（アポロ計画）、1960 年代になると、コンピュータの実時間かつミッションクリティカルな利用に対
応するためにフォルトトレラント計算機（Fault Tolerant Computer）が提唱され、活発な議論がなされ
るようになった［9、12］。その後、ハードウェアならびにソフトウェア規模の増大やオンラインサービ
スの普及に伴い、故障しにくい性質（信頼性 Reliability）、高い稼働率を維持する性質（可用性
Availability）、障
害が発生した場合
に迅速に復旧でき
る性質（保守性
Serviceability あ
るいは
Maintainability）
と言った３つの性
質を一体化した
RAS（ラス）とい
図 2-1: ディペンダブルコンピューティング
う概念が出され、
システムのエラー検出と回復に重点を置いて発展していった［4、8］。1970 年代後半にはこれにデータ
が矛盾を起こさずに一貫性を保つ性質（保全性 Integrity）、機密性が高く不正にアクセスされにくい性
質（安全性 Security） を加え、RAS を拡張した RASIS（レイシス）という概念でシステムを評価する
ようになってきた。2000 年代に入ると、ネットワークで結合された複雑なシステムを想定し、自律神経
系を模したシステム構成によりできる限り自律的にディペンダビリティを確保しようとする自律型コン
ピューティング （Autonomic Computing）の考え方が提案された［5、6、7、10］（図 2-1）。
情報システムのディペンダビリティの実現に欠かすことができないソフトウェア開発手法についても
変遷が見られる。構
造化プログラミング
（Dijkstra [13]）や
オブジェクト指向プ
ログラミング
（SIMULA [14]、
Smalltalk [19]）のよ
うなプログラミング
手法から始まったソ
フトウェア開発手法
は、その後、ソフト
ウェア開発プロジェ
クトのマネジメント
手法へと発展し、さ
らにはソフトウェア
図 2-2: ソフトウェア開発手法と形態の変遷
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の開発プロセス（CMM [15、16]、CMMI [17]）へと視点が移った。また、複雑な大規模システムの開発
手法に関するプロジェクト（System of Systems、Ultra-Large-Scale Systems [18]）もスタートしてい
る。開発形態も変遷しており、70 年代以来長くウォーターフォール型が主流であったが、2000 年に入
って、アジャイル開発や DevOps など新たな型が生まれた（図 2-2）。また、COBIT [20]や ITIL [21]
のような、企業・自治体といった組織における IT ガバナンスや IT サービスマネジメントのベストプラ
クティス集も発行されている。
信頼性や安全性に対する考え方の変化は国際標準においても表れている。信頼性に関する国際標準と
しては、IEC 60300 シリーズがディペンダビリティマネジメントの規格として知られている。信頼性に
関する規格を策定している IEC TC56 はもともと電子部品の信頼性に関するテクニカルコミッティであ
ったことから、IEC 60300 シリーズの核となる IEC 60300-1（2003 年版）の規格はソフトウェアを含む
形で十分議論されていない。そのため現在の改訂作業ではディペンダビリティマネジメントの対象を製
品・システム・サ
ービス・プロセス
に拡大して展開し
ている。国際安全
規格 ISO 13849-1
（EN954-1） や電
気安全規格 IEC
60204-1 は単純な
部品や機器などに
関するもので、ソ
図 2-3: 機能安全
フトウェアを含む
システムに対応していなかった。ソフトウェアを含むシステムの安全規格の必要性から 2000 年に機能
安全規格 IEC 61508 が制定された（図 2-3）。IEC 61508 では機器の障害を「不規則なハードウェア故
障」と「系統的障害」に分ける。前者は部品の劣化による故障から故障確率を算出し、後者はシステム
の設計・開発・製造、保守・運用に起因する障害を安全ライフサイクルに基づいた手順と文書化および
V 字モデルなどによるソフトウェア検証により許容目標値以下にする。また、このようにして設計・開
発・製造されたシステムに対し、運転モードを低需要運転モードと高需要/連続運転モードに分け、それ
ぞれのモード毎に目標故障限度を定め、安全完全性レベル Safety Integrity Level（SIL）として管理す
る。SIL1 から SIL4 までの４段階で要求レベルが規定されている（SIL4 が最も高い安全完全性を要求す
る）。IEC 61508 をもとに、機械類関連の IEC 62061、プロセス関連 IEC 61511、原子力関連 IEC
61513、鉄道関連 IEC 62278、などが規定され、自動車関連では ISO 26262 が 2012 年に制定された。
ISO 26262 にも提出が義務付けられているセーフティケースの基礎となるアシュアランスケースについ
ての国際規格 ISO/IEC 15026 シリーズもシステムアシュアランスの観点からその重要さが注目されてい
る（図 2-4）。
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図 2-4: ディペンダビリティに関する国際標準の構造

また、多くの考え方をまとめてディペンダビリティに関する定義を統一化しようとする試みも続けら
れ、1980 年に IFIP WG10.4 on "Dependable Computing and Fault Tolerance”と IEEE TC on Fault
Tolerant Computing は合同で「ディペンダビリティの基本概念と用語法」に関する検討が開始された。
その検討の経緯と結果をまとめた論文が 2004 年に出版された［1、2］。
しかしながら、ディペンダビリティの研究やそれに基づいた技術の開発にもかかわらず、近年におい
ても大規模ソフトウェアシステムの障害が発生している。それらのいくつかの例を付録（A.3 近年の障
害事例）に挙げた。障害原因を分析すると、システム構築の際に全ての構成要素を理解しないまま開発
を進めたことによるもの、利用者数やトランザクション数、さらにはデータ量や処理範囲が当初の設計
値を越えたことによるもの、利用者の要求変化に応えるために機能を追加・変更した際に発生したシス
テムの動作の不整合によるもの、などが顕著である。加えて、プログラマーやオペレータによる不用意
なミスが連鎖的にシステム全体のダウンを引き起こした例もある。
ディペンダビリティに関する考え方は時代の要求にこたえるようにこれまでも大きく変化してきてい
る。しかしながら、これまでの考え方は、今我々が対象とするようなシステム、すなわち、変化しつづ
ける目的や環境の中でシステムを適切に対応させ、継続的にユーザが求めるサービスを提供することを
可能とする大規模システムを対象としたとき、必ずしも十分ではない。このようなシステムでは開発と
運用が明確に分けられず一体的に取り扱う必要があり、作られ方の観点でも、使われ方の観点でも、も
はやシステムの機能や構造、システムの境界が定義可能な固定的なシステムとして取り扱う事は困難で
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あり、当初より時間の経過とともにそれらが変化するシステムとして取り扱う事が妥当であると思われ
るからである。以下に現代のシステムの特徴と障害要因を整理したあと、現代のシステムのための新し
いディペンダビリティの考え方を提案する。

2.2 今日のシステムの特徴と障害要因
今日の大規模ソフトウェアシステ
ムの開発においては、開発期間を短
縮し、開発コストを下げるため、既
存のソフトウェアを再利用し、ある
いは他社から供給されるソフトウェ
ア部品をブラックボックスとして使
うケースが増えて来ている（図
2-5）。
また、システム運用中にサービス
の向上や変更のための仕様変更が行
われることも多い。その時、システ
ムの変更を保守要員がマニュアルで
行うが、近年ではシステムのサービ
スを中断することなく行う事が求め
られる。加えて、ネットワークを介
して修正がダウンロードされること
も珍しくない。そのため、開発から
サービス終了に至るすべての時点に
対して、設計者・開発者や運用者が
システムの隅々まで完全に理解する
ことが極めて難しくなって来ている
（図 2-6）。

図 2-5: システム要素の多様化（設計開発フェーズ）

多くのソフトウェアシステムは、
ネットワークを介して他のシステム
と接続された形でサービスを提供し
ている。利用者は直接的には一つの
図 2-6: システム要素の多様化（保守運用フェーズ）
サービスドメインが提供するサービ
スを利用するが、間接的に他のサービスドメインが提供するサービスを利用していることがある。そし
てそれらのサービスドメインは異なる所有者によって所有され、運用されていることが多い。その場合、
サービスの項目や内容、処理性能、インタフェース仕様などが十分に告知されないまま変更される可能
性があり、未知のサービスが適用されたり、時にはサービスが終了される場合もある。ネットワーク自
体のサービス項目や内容、処理性能、インタフェース仕様も変更されたり、一時的にサービスが停止す
ることもある。このように、利用者から見たとき、あるいはシステム開発者から見たときに、システム
あるいはサービスドメインの境界も不明確となる。これに加えて、あるいは悪意を持った攻撃者が意図
的に攻撃してくる恐れもある。このように、ネットワーク化に伴う予測不能性が増えている（図 2-7）。
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これらをシステムの開発、運用の面
からとらえ、システムに対する障害
要因を分類すると、システムの不完
全さによるものと、システムを取り
巻く環境の不確実さによるものであ
ることが分かる。

１）システムの不完全さ
先に述べたような環境において、
完全なシステムを作ると言うことは
いろいろな意味で極めて困難である。
例えば、要求自体に曖昧性があるこ
図 2-7: ネットワークを介し外部サービスを含むシステム
と。これは自然言語による発注者と
受注者間の理解の齟齬を生じる可能
性がある。また、要求を仕様に落とす場合、要求に対する仕様の完全性を保証することが困難であり、
また、仕様に対
しする実装の完
全性を保証する
ことも困難であ
る。特に、長期
にわたって使用
されるシステム
においては、次
に述べるシステ
ム環境の変化に
対応するために、
システムは変更
を繰り返される
が、システムの
不完全さはいつ
までも除去され
ない（図 2-8）。
図 2-8: システムの作りの不完全さ
より具体的な
障害要因の例としては以下を挙げることができる：






システムが多くのソフトウェアの組合せから作られており、仕様の不一致が生じやすく、さ
らに巨大化、複雑化に伴い網羅的な仕様記述やテストが不可能
要求・仕様・設計・実装・テストなどの各開発フェーズにおける理解の違い、文書の誤りな
どによる仕様ミスや漏れ、設計ミスや漏れ、実装ミスや漏れ、テストミスや漏れ
ブラックボックスソフトウェアやレガシーコードにおける動作と仕様の不一致
管理、運用、保守における変更や修正の失敗
ライセンスの期限切れ

2013/11/15

第2章

Page 15

© 2013 科学技術振興機構

研究成果集

DEOS プロジェクト

２）システムを取り巻く環境の不確実さ
システムの稼働環境はつねに変化している。システムの設計開発はシステムの稼働環境を前提条件と
して行われる。この時、稼働期間にわたるシステムの稼働環境を想定した設計開発が行われるが、実際
には、開発当初に将来の稼働環境をすべてを予見しておくことは不可能である。すなわち、システムは
システムを取り巻く環境の不確実さ（予見不可能性）に対応すべく、稼働後もシステムの変更がなされ
る。すなわち、システム環境がライフサイクルを通して変化し、これに対応する際にシステムに不完全
さが入り込み、システム障害の原因となる。このような障害要因の例として以下が挙げられる：









事業者の事業目的の変化によるシステムへの要求の変化
利用者の要求の変化、システムへの期待値の変化、
出荷数・使用者数の増加、稼働経済性の変化による使われ方の変容
技術の進歩
標準・規格の変更、新たな規制や規制の変更
オペレータの操作能力や習熟度の変化、
ネットワークを介した環境による想定外の接続
外部からの意図的な攻撃

すなわち、今日
の大規模ソフトウ
ェアシステムはシ
ステムの不完全さ
とシステムを取り
巻く環境の不確実
さに常に対応しつ
つ、運用を継続し
て行かねばならな
い（図 2-9）。
今日の大規模ソ
フトウェアシステ
ムの状況から、こ
れまでにもディペ
図 2-9: 不完全さと不確実さ
ンダビリティを定
義するためにいろいろな表現が試みられてきた。たとえば、「故障や障害がまったく起こらない状態が
望ましいが、異常が発生した時には直ちに状況が把握でき、先の状況が予測可能であり、社会的なパニ
ックやカタストロフィックな破綻を引き起こさない事が保障できる状態を、適正なコストで維持し続け
ること」［3］や「様々なアクシデントがあったとしても、システムが提供するサービスを、利用者が許
容できるレベルで維持すること」［11］がある。
われわれは全ての障害を完全に回避することが困難であるとしても、致命的な障害の発生をできる限
り減らし、万が一障害が発生した場合には被害を最小にし、同様な障害の再発を防止し、説明責任を果
たし、事業を継続可能とするための方法や技術を開発することはできると考えている。我々はこのこと
を目標とし、以下にディペンダビリティを再定義し、そのための方法ならびに技術を開発する。

Page 16

第2章

2013/11/15

DEOS プロジェクト

研究成果集

© 2013 科学技術振興機構

2.3 オープンシステムディペンダビリティの概念と定義
我々が対象とするシステムは、巨大・複雑で、人間を含む実世界において長期にわたって使用され、
そのために常に変化に対応し続けなければならないシステムである。そのため、これまでに述べてきた
ように、仕様や実装の不完全性と利用者の要求や使用環境の変化に起因する不確実性を完全に排除でき
ない。そのような性質を持つシステムはオープンシステム（開放型システム、Open Systems）であると
いうことができる。オープンシステムを説明するために、その対極をなすクローズドシステム（閉鎖型
システム、Closed Systems）と対比させてそれぞれの性質を列挙する。
クローズドシステムの一般的な性質は以下のとおりである（図 2-10）。
 システムの境界が定義できる
 システムの機能が一定である
 システムの構造（構成要素）が固定的で、構成要素間の関係が一定である
以上の性質から、以下が言える。
 外部観測者視点が取れる
 要素還元主義が成り立つ
一方、オープンシステムの一般的な性質は以下のとおりである（図 2-10）。
 システムの境界が定義できない
 システムの機能が時間とともに変化する
 システムの構造（構成要素）ならびに構成要素間の関係が時間とともに変化する
これらの性質から以下が導かれる。
 観測者自身がシステムに含まれるため、内部観測者視点しか取りえない
 要素還元主義が成り立たない
実世界は全てのもの
が同時に分散して存在
し、相互に影響を与えな
がら変化している。した
がって、実世界にあるす
べてのシステムは全て
相互に関係し合うオー
プンシステムである。し
かしながら、実世界から
一部を取り出して、その
ほかのシステムとの相
互関係を一旦無いもの
として取り出した部分
を考えると、その基本原
理の理解が容易になる
図 2-10: クローズドシステムとオープンシステム
ことがある。実世界から
一部を取り出して議論することが可能であると言う仮説をクローズドシステム仮説（Closed Systems
Hypothesis）と言う。すなわち、クローズドシステム仮説が成り立つような部分を取り出し、あるいは、
成り立つように部分を取り出すことができれば、その部分に対する基本原理の理解が容易になる。17 世
紀にデカルトらによって発明され、それ以後の科学の発展に大いに貢献した要素還元主義
（reductionism）の方法論はシステムの分解を最小単位まで繰り返し、そののち合成することにより問
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題を理解する[22]。この方法論は、実世界から一つの部分や一つの性質を取り出して議論することが行い
やすい物理学において、数学的な記述による精緻化手法と相俟って顕著な進歩をもたらした。一方で、
自然科学においても医学や生物学、農学のように対象が実世界の中で「生きている」分野や、経済学を
はじめとする社会科学の分野おいては、実世界から一部を切り出すこと物理学ほど容易でなく、（ある
いは切り出すことに抵抗があり）、そのためこの方法論だけを基本とすべきかどうか議論がある。同様
に、工学の分野では、解析・合成ののちに実世界に実装し、目的に対する効果があるだけでなく、他に
害がない（副作用が許容できる）ことによって初めてその成果が認められる。このため、部分を切り出
した時に一時的に捨象された他の部分との関係を常に念頭に置く必要がある。
ソフトウェアシステムは工学の分野に属する。これまでの発展の過程が、相互に影響を受ける範囲が
規定できるような単純な、オフライン的なシステムからの出発であったこと、そしてそのようなシステ
ムに対しては数学的あるいは構成論な手法が有効に機能した。そののちソフトウェアの規模が拡大し、
オンライン的な使用が増え、ソフトウェアプロセスの手法が「人」をシステムの構成要素として認識す
るようになった。また、System of Systems や Ultra-Large Systems の開発手法において、非明言的に
ではあるがオープンシステム的な考え方を取り入れるざるを得なくなって来ていると思われる。同様に
ディペンダビリティに関する国際標準化においても近年ようやくそのような傾向が見られるようになっ
た。
さて、話を我々が対象とするシステムに戻そう。我々が対象とするシステムは、巨大・複雑で、人間
を含む実世界において長期にわたって使用され、そのためにサービス目的の変化や、ユーザの要求の変
化、技術の発展、法規制や標準の変化に常に対応し続けなければならないシステムである。このため、
システムの機能や構造が所期の想定を超えて変化する。その境界も機能や構造の変化に伴って変化する。
また、外部システムのサービスを受けたり、外部のクラウド上でシステムの一部を稼働させたりする場
合は、システムが複数の管理責任範囲をこえて稼働することになり、文字通りシステムの境界を一意に
定義することができなくなる。すなわち、我々が対象とするシステムはまさにオープンシステムの一般
的な性質を備えていることになる。このため、多くの場合要素還元主義が成り立たない。また、システ
ムの所有者、設計者、開発者、運用者、利用者など、システムの開発や運用にかかわるすべての人がシ
ステムに影響を与えるという意味で、我々は内部観測者であると言う事になる。そうであれば、対象シ
ステムを積極的にオープンシステムと捉え、オープンシステムに対するディペンダビリティの概念を確
立しようと言うのが我々の立場である。
対象システムを時点々々でクローズドシステム、すなわち時間的な変化がない定義可能なシステムと
してとらえ、その継続としてディペンダビリティを考えて行くことも一見可能のように思われる。これ
までのディペンダブルシステムの開発は、主にこの視点で行われてきた。この場合には、それぞれの時
点でシステムの境界を定義し、システムの機能を確定し、仕様を策定し、これに基づいてシステムの設
計を行い、検証、テストを行い、これを繰り返すことになる。しかしながら、通常はサービスを継続す
るなかでいくつかの変更と対応が同時並行的に進むため、実際にはシステムを固定期間と変更期間に区
別することが極めて困難である。特に、対象システムが分散システムとして構成されている場合、シス
テムに対する一意的な把握が不可能（lack of system’s unique view）[23、24]であることから、システ
ムを固定期間と変更期間に区別して実際のシステムを取り扱うことは不可能である。
それであれば、我々の視点を「変化するシステム」に移し、システムの継続的変化に対するサービス
や事業の継続性維持と障害発生時の説明責任遂行を主眼としたディペンダビリティの概念を確立すべき
であろう。すなわち、我々は対象システムをオープンシステムとしてとらえ、時間の流れの中でいかに
ディペンダビリティを高めて行くか、と言う漸近的なアプローチを取ることが大切であると考える。そ
のような考えから、今日の、そしてこれからのシステムが備えるべきディペンダビリティを「オープン
システムディペンダビリティ（OSD：Open Systems Dependability）」として次のように定義する。
オープンシステムディペンダビリティとは、実環境の中で長期的に運用されるシステムが、その目的
や環境の変化に対応し、システムに関する説明責任遂行を継続的に支援しつつ、利用者が期待する便
益を継続的に提供し続ける能力である。
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オープンシステムディペンダビリティの前提と定義を構造的に示すと以下のようになる。
1.

（前提）実環境の中で長期的に運用されるシステムにおいて、システムは将来に障害となりうる要
因を完全に排除することができない。
2. （定義）システムが以下の能力を備えるとき、オープンシステムディペンダビリティを備えている
という。
i.
システムの目的や環境の変化に（継続的に）対応するための能力を有し、
ii.
説明責任の遂行を継続的に支援するための能力を有し、且つ
iii.
利用者が期待する便益を継続的に提供する能力を備える。
（定義終わり）
前提は我々が認めざるを得ない事実である。定義における、システムの目的や環境の変化に継続的に
対応するための能力は、第一義にはサービス・製品提供者に提供される能力であり、その結果としてス
テークホルダの一部または全てが利益を得る。説明責任の遂行の継続的に支援するための能力も第一義
にはサービス・製品提供者に提供される能力であり、また、サービス・製品提供に関連するステークホ
ルダに提供される能力である。説明責任を果す対象は第一義には利用者であり、次いでステークホルダ
であり、最終的には社会である。便益を提供する対象は第一義には利用者であるが、その結果サービス・
製品提供者をはじめとするステークホルダ全員が利益を得る。
このような能力を持つシステムであっても障害が絶対に起こらないと言い切ることはできない。この
ことはオープンシステムの特徴であり、前提に示されているとおりである。したがって、システムはそ
のための機能を備え、出来る限り障害要因を排除し、障害が発生してしまったときにはその被害を最小
にし、説明責任を果し、同様な障害の再発を防止し、これを繰り返すことによってオープンシステムデ
ィペンダビリティを向上させてゆくことになる。次節においてそのための基本方針を述べることにする。

2.4 オープンシステムディペンダビリティの実現に向けて
オープンシステムディペンダビリティの性質を備えるシステムを具体的に実現することを考える。具
体的な実現のためには、システムは以下の機能を持つことが求められるであろう。
まず、システムの目的や環境に対応するためには、システムをそのような要求に応じて変更して行か
ねばならない。システムの変更に当たっては、システムに対する要求とその実現方法に対してステーク
ホルダの合意が必要である。そして、合意の結果をシステムに反映させるための設計・開発が行われな
ければならない（変化対応機能）。
次に、利用者が期待する便益を出来る限り継続的に提供する能力について述べる。システムは将来に
障害となりうる要因を完全に排除する事が出来ない、とした前提条件から、このためにはシステムは具
体的には以下の機能を有することが求められる。まず、障害要因を障害発生前にできる限り取り除くた
めの機能（未然防止機能）が求められる。そして、障害が発生した場合には、迅速かつ適切に対応し、
影響を最小とするための機能（障害対応機能）が求められる。また、障害に本質的に対応するためにシ
ステムの変更が必要であれば、これを行わせる機能（再発防止機能）を持つことも重要である。
説明責任は主にシステムに障害が発生したときに必要となる。説明責任の遂行を継続的に支援するた
めには、以下の機能が求められる。まず、上述のシステムの目的や環境の変化に対応する場合において、
システムに対する要求とその実現に関するステークホルダ間の合意事項を構造的に記述し、その履歴を
保持する機能（合意履歴保持機能）が必要になるであろう。また、システムの運用状態を監視して記録
を行う機能（監視と記録機能）も必要となる。
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これらの機能を「継続的に」実行させるには、これらの機能を反復的なプロセスとして対象システム
内に実現する必要がある。
これまでのディペンダビリティの研究においては、システムを時点々々でとらえ、主に偶発的フォル
トや意図的フォルトに焦点を当て、システムの安心安全を高めるための技術が開発されて来た。これに
対して我々は対象を時間的に変化するシステムとしてとらえ、システムに変化に対応する能力を持たせ、
不完全さと不確実さに起因する開放系障害に焦点を当て、システムを継続的に運用するための機能と説
明責任の遂行を支援するため機能を持たせ、これらを統合した反復的なプロセスとしてシステム自体に
備えさせることによりシステムのディペンダビリティを漸近的に向上させようと言うものである。この
考え方はこれまでのディペンダビリティに対するアプローチとは明確な一線を画すものである。次章で、
この基本方針に沿って構成された DEOS 技術体系の詳細について述べる。
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3 DEOS 技術体系
前章では、ディペンダビリティの考え方の変遷を述べた後、新たなディペンダビリティの概念として
オープンシステムディペンダビリティを定義し、その実現のための基本的な方法について述べた。オー
プンシステムディペンダビリティの実現は、システムが、システムの目的や環境の変化に対応するため
の機能と、システムを継続的に運用するための機能、そしてシステムの説明責任の遂行を継続的に支援
するための機能を有し、これらを反復的なプロセスとしてシステム自体に備えさせることによりなされ
る。これによってシステムのディペンダビリティを漸近的に向上させることができる。本章ではオープ
ンシステムディペンダビリティを実現するための具体的な技術体系を DEOS (Dependability
Engineering for Open Systems) 技術体系として構築する。
オープンシステムディペンダビリティの実現においては、まず、「システムの目的や環境の変化に対
応する機能があること」が求められる。この「変化対応機能」はシステム開発ならびに運用開始後のシ
ステム変更に関する機能であり、これはいわゆる「システム開発」に関連した機能となる。次いで、「利
用者が期待する便益をできる限り安全にかつ継続的に提供するためには、障害の「未然防止機能」を有
すること、「障害対応機能」を有すること」とした。障害の「未然防止機能」と「障害対応機能」はい
わゆる「システム運用」に関する機能である。「未然防止機能」や「障害対応機能」が働いた結果、「再
発防止」のためにシステムの変更を起動することも必要となる。これはシステム運用からシステム開発
を起動する機能となる。
「説明責任の遂行を継続的に支援するためには、システムに対する要求とその実現に関するステーク
ホルダ間の合意事項を構造的に記述し、その履歴を保持する機能（「合意履歴保持機能」）と、システ
ムの運用状態を監視して記録を行う機能（「監視と記録機能」）を有すること」とある。説明責任の遂
行とは、そもそもシステムの開発と運用が適切に行われていること、あるいは、ある（またはいくつか
の）原因によりシステムの開発と運用が適切に行われなかったことを説明することであり、システムの
開発と運用に関連する。実際、ステークホルダの合意は、「システム開発」に関するものと「システム
運用」に関するものがあり、「合意履歴保持機能」はシステム開発とシステム運用に関わる。「監視と
記録機能」はシステム運用時に発生する機能であるが、何を何時、どのように監視し、記録するかは事
前のステークホルダ合意による。したがって、これもシステム開発とシステム運用に関わる。
以上の考察から、システムが要求の変化に対応し、説明責任の遂行を継続的に支援しつつ、利用者が
期待する便益を継続的に提供するためには、DEOS のためのプロセスは「開発プロセス」と「運用プロ
セス」を統合した反復的なプロセスでなければならない。また、「未然防止機能」や「障害対応機能」
が働いた結果、システムの変更を起動するための「再発防止機能」もこの統合した反復的プロセスに含
まれていなければならない。このようなプロセスを我々は DEOS プロセスとして定義する。
まず、ディペンダビリティの観点から、「変化対応サイクル」、「障害対応サイクル」、「平常運用
状態」を定義する。これまでの「開発プロセス」は「変化対応サイクル」に、これまでの「運用プロセ
ス」は「通常運用状態」に「障害対応サイクル」を加えたものに対応する。これらの「変化対応サイク
ル」と「障害対応サイクル」は「通常運用状態」からスタートする 2 重サイクルを構成する。後述する
ように、「変化対応サイクル」は合意形成プロセス、設計開発プロセス、説明責任遂行プロセスを含み、
「障害対応サイクル」は障害対応プロセス並びに説明責任遂行プロセスを含む。このため、DEOS プロ
セスは「プロセスのプロセス(Process of Processes) 」である。
さて、説明責任を遂行するためには「システムへの要求とその実現に関するステークホルダ間の合意
の構造的記述があり、その履歴を保持する機能があること」とあるが、具体的にどのようにステークホ
ルダ間の合意を記述し、その履歴を保持したらよいのであろうか。ステークホルダ間の合意の項目はシ
ステムの開発・変更・運用にかかわる要求とその実現方法に関するものである。合意の内容は適切な方
法で議論され、その議論を裏付ける証拠（論拠、証憑、evidence）を示すことによってそれぞれのステ
ークホルダが十分に確信（assure）でき、他のステークホルダを確信させるものでなければならない。
合意に至る論理構造を議論の前提や証憑とともに示すための構造的な記述方法として、我々は
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Assurance Case[1]を発展させた D-Case を開発した。また、D-Case の履歴を保持し、その履歴を辿る
ことによって説明責任の遂行を支援するためのデータベースとして D-ADD (DEOS Agreement
Description Database) を開発した。
説明責任を遂行するために必要な 2 番目の機能は「運用状態の監視と記録」の機能である。このため
に、いわゆるシステム実行のためのオペレーティングシステムの機能を果たす D-RE (DEOS Runtime
Environment) を定義した。D-RE はセキュアな実行のためのカーネル上に監視と記録のための機能を搭
載し、これらの機能を用いて未然防止、障害対応機能を実行できるような構成とした。システムの監視・
記録の指示や、未然防止・障害対応の処理の実行はステークホルダの事前の合意に基づいて行わなけれ
ばならないため、D-Case にそのための記述機能を持たせ、D-RE の各種機能を結びつけるためのセキュ
アなスクリプト言語 D-Script を開発した。D-RE には D-Script を実行するための D-Script Engine を搭
載した。
これらの機能により実現される説明責任の遂行は、上述の変化対応サイクルと障害対応サイクルの一
部となり、DEOS プロセスとして統合される。一方で、これらの機能群はその他のツール群とともにア
ーキテクチャとして構成されていなければ、DEOS プロセスを実現することができない。そのため、
DEOS アーキテクチャは D-Case や D-Script を内蔵する D-ADD、監視・記録・未然防止・障害対応機
能を内蔵する D-RE、要求抽出・リスク解析のためツール群、ステークホルダ合意のためのツール群、ア
プリケーション開発のためのツール群などから構成される。
以下の節で、DEOS プロセス、D-Case、DEOS アーキテクチャについて述べる。

3.1 DEOS プロセス
図 3-1 は DEOS プロセス
示している。DEOS プロセ
スは以下に述べるように構
成されている。
① 「通常運用」から開始
される「変化対応サイ
クル（青い外側ルー
プ）」と「障害対応サ
イクル（赤い内側ルー
プ）」の２つのサイク
ルから成り立ってい
る。
② 変化対応サイクルは
システムの目的や環
境の変化をシステム
に反映させる時に開
始され、合意形成プロ
図 3-1: DEOS プロセス
セス、設計開発プロセ
ス、説明責任遂行プロ
セスからなる。
③ 障害対応サイクルは、障害が予知されたり、障害が発生したときに開始され、障害対応プロセスと
説明責任遂行プロセスからなる。
④ 障害対応サイクルは障害原因を究明した後、必要に応じてシステムを変更するために変化対応サイ
クルを開始させることができる。
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⑤ ステークホルダ間で合意されたシステムに関する要求とその実現方法に関する合意を構造的に記
述した D-Case がある。
⑥ D-Case に記述されたシステムの監視と記録の指示ならびにシステムの障害からの復帰に関する合
意を具体的な運用手順として表現した D-Script がある。
⑦ D-Case ならびに D-Script を継続的に保持する合意記述データベース D-ADD がある。
以下に DEOS プロセスを詳しく説明する。

3.1.1 ステークホルダ
これまでステークホルダについては特に定義を述べてこなかったが、ここで DEOS 技術体系における
ステークホルダを定義する。対象システムのディペンダビリティに関する利害関係者を「ステークホル
ダ」と呼ぶ。ステークホルダとして我々は以下を想定している。






サービス・製品の利用者（顧客、社会的インフラの場合は社会全体）
サービス・製品の提供者（事業主）
システム提供者
 設計開発者
 保守運用者
 ハードウェア供給者
サービス・製品認可者（規制監督官庁）

DEOS プロセスにおいては、ステークホルダはそれぞれの立場からシステムに対する要求を明示的に
主張する。そして要求項目並びにその実現方法に関して合意に至ると、その内容が記録され、開発・変
更・運用が開始され、これがライフサイクルを通して継続的に行われる。
ステークホルダのシステムに対する要求はいろいろな理由から時間経過とともに変わって行く。例え
ば、事業における競争相手に対抗してサービス内容を変更する必要が出た場合、顧客から新しいサービ
スの希望が強くなった場合、M&A によりシステムの変更が必要になった出た場合、技術が発展して同様
の機能が安価に入手できるため、システムをそれに合わせて変更する場合、法規制や標準規格が変わっ
てこれに準拠しなければならない場合、などである。長期に運用されればされるほど、システムに対す
る要求が変わってゆく。通常これらの変更要求に対する対応の時期はステークホルダが決めることがで
きる。DEOS プロセスではこのような要求の変化を「目的・環境の変化」による要求の変化と言う。
システムの障害に対応し、再発を防止するために必要になるシステムの変更もステークホルダの合意
に基づいてなされなければならない。これは目的・環境の変化に比べて緊急に対応しなければならない
ことが多い。

3.1.2 通常運用
通常運用はシステムがステークホルダ間で合意されたサービスレベル変動許容範囲（In-Operation
Range、IOR）からの逸脱がなく、ユーザに対して通常のサービスを継続して提供している状態である。
通常運用状態におけるもっとも重要な機能は、障害の予兆や発生の検知である。このために、通常運用
状態は、D-RE にそなえられた監視機能を用いて、必要なシステムパラメータを監視し、それらが IOR
から逸脱していないかを調べる機能を持たねばならない。IOR からの逸脱は障害として検知される。ま
た、IOR の内側にあってもシステム状態の変化のパターンから障害の予兆が検知できることがある。障
害あるいは障害の予知が検出されると通常運用状態は障害対応サイクルを開始させる。監視パラメータ
の指定、監視の頻度、監視結果の処理、障害の予兆や発生の判断は、事前にステークホルダ間で合意さ
れ、D-Case に記述され、その結果作られた D-Script を実行することによりなされる。
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通常運用におけるもう一つの重要な機能は目的・環境変化の検知である。これらはシステムの外部的
な要因であり、この検知を自動化することは困難であるが、ビジネス目的、ユーザ動向、技術動向、法
規制の動向、標準化の動向などに対して常に監視する体制を構築し、担当者を割り当て、担当者にステ
ークホルダ会議などの場でそれらの変化を報告させるための決まりを設けておくことにより、この目的
を達成する事が出来る。また、定期的な目的・環境の見直しの規定を備えておくことも必要である。目
的・環境の変化が検知されたと判断されると、変化対応サイクルが開始される。
通常運用状態において実行されるこれら以外のバックグラウンドなプロセスには、日常的な動作記録
の点検、プロセスの定期的な見直し・改善、要員の訓練、教育、などがある。また、システムのメモリ
ー資源を常にクリーンな状態にしておくことも、非常に有効な日常保守・改善活動である。また、時間
を先に経過させて障害の発生を「リハーサル」することによって、予兆を検出することが可能となる場
合もある。

3.1.3 変化対応サイクル
変化対応サイクルはステークホルダの目的の変化や、各種外部環境の変化に対応するためのサイクル
である。このサイクルにおける主要なプロセスは、システム変更のための「要求抽出・リスク分析」と
「ステークホルダ合意」からなる「合意形成」プロセス、「設計・実装・検証・テスト」プロセス、な
らびに「説明責任遂行」プロセスである。変化対応サイクルは、障害対応サイクルにおける原因究明フ
ェーズの実行の結果、同一あるいは類似の障害の再発を防止するためにシステムの変更要求が発生した
場合にも開始される。
要求抽出・リスク分析フェーズは、目的や環境の変化によりステークホルダからの要求が変化（新規
の要求も含む）した場合、あるいは障害発生に対応して原因究明を行った結果、システムの変更が必要
である場合に最初に実行されるプロセスである。いずれの場合も、事業主のサービス目的をベースに、
ユーザの要求、システム環境、技術動向、関連する法規制や国際標準を勘案し、システムの機能要件を
抽出する。また同時に、サービス目的からシステムのサービス継続シナリオを作成してリスク分析を行
い、ディペンダビリティ要件を含む非機能要件を抽出する。
ステークホルダ合意フェーズでは、抽出された要件を基に、システムのディペンダビリティに関する
要件とその実現方法について、ステークホルダが議論し、合意した内容を D-Case として記述する。また
サービス継続シナリオに基づいて、その実行手続きである D-Script を作成する。要求抽出・リスク分析
フェーズとステークホルダ合意フェーズが「合意形成プロセス」を構成する。
設計・実証・検証・テストの各フェーズは、いわゆる設計開発のプロセスを構成する。設計開発のプ
ロセスについてはこれまで多くの研究がなされ、多くの手法やツールが開発されている。我々は優れた
手法やツールは積極的に活用すべきだと考える。DEOS プロジェクトでは DEOS プロセスの強化のため
に必要なソフトウェア検証[2]やベンチマーキング[3]、フォールトインジェクションテスト[4]などのツー
ル群を開発した。
説明責任遂行プロセスでは、目的や環境変化によるステークホルダの要求変化を満たすためにシステ
ムを変更した場合、その経緯と、いつからどのようにサービスや機能が変化するのかを説明する。また、
日常のサービス遂行状況や設計開発・保守運用プロセスに関する説明が必要なときもこれに対応する。
これは利用者や社会からの信頼を維持し、サービス提供者のビジネス遂行上の便益を守るという大変重
要な役目を持つ。合意記述データベースに保持されている D-Case 記述の履歴が説明責任遂行に役立つ。
変化対応サイクルは通常運用と並行して実行され、サービスの提供を継続しつつシステムの変更が行
われることが望ましい。
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3.1.4 障害対応サイクル
障害対応サイクルは通常運用状態において、障害の予兆あるいは発生を検知したとき、それらに対し
て迅速に対応して障害を未然に防止し、あるいは被害を最小化するためのサイクルである。DEOS プロ
セスでは「障害」をステークホルダ間で合意されたサービス・機能レベル変動許容範囲（IOR）から逸
脱する事象と定義する。
障害対応サイクルにおける主要なフェーズは、「未然回避」、「迅速対応」、「原因究明」であり、
これらが障害対応プロセスを構成する。障害が発生した場合は「説明責任遂行」が必須である。「未然
回避」、「迅速対応」、「原因究明」はそれぞれ別個に、かつ順番に行われるとは限らない。多くの場
合、これらはお互いが関連しあい、渾然一体となった活動となる。
未然回避フェーズは、システムのオペレーション中に障害が発生する前に障害発生を予知し、あるい
は障害が起きる可能性の増大を検出すると、障害を回避するように対応・動作するフェーズである。障
害の予知が障害の発生予想時刻の充分に前であれば効果的な対策が打てる。例えば、新たにリソースを
割り当てたり、システムの資源を制限してスループットを下げたり、システムの若化（rejuvenation）に
よりシステムダウンを回避し、あるいは少なくともシステムダウンまでの時間を稼ぐことが可能になる。
直前に予知した場合には障害の影響の最小化に努力することになる。また、原因解析に有効な、障害に
至るまでのシステムの内部情報を記録することができる。予知のための具体的な方法としては、過去の
障害パターンから類似の障害を判別する方法がある。未然回避シナリオはステークホルダ間で合意され、
D-Script に事前に記述され、自動的に、あるいはオペレータやシステム管理者と協調して未然回避動作
が実行される。
迅速対応フェーズは、障害が起きた時にその影響を最小化するためのフェーズである。まず、どのよ
うな迅速対応が可能であるかを見極め、対応した処理を実行する。通常は障害を隔離して影響の局所化
を行い、サービス全体のダウンを回避する。そのために障害が発生したアプリケーションやシステムの
一部分のオペレーションを中断し、リセットし、その後にオペレータやシステム管理者による復旧活動
が行われる。障害に対する迅速対応のシナリオはステークホルダ合意に基づき D-Script に事前に記述さ
れおり、自動的に行われるのが望ましい。しかしながら、想定しない障害にも対応しなければならない
場面も起こる。このような場合に対して、対応分野や領域ごとの目的に応じたサービス継続のための緊
急対応計画（責任者や対応組織、手順、エスカレーションパスなどが記されている）を事前に立てて、
ステークホルダ間で処理手続きを合意しておく事が求められる。その計画の指示に基づきオペレータや
システム管理者と協調して迅速に障害による影響を最小化することになる。
原因究明フェーズは、合意記述データベースに格納された D-Case 記述の履歴とシステム状態の監視記
録から、障害の原因の特定がおこなわれる。D-Case には合意に至る議論の構造がその議論の前提と議論
を裏付ける証拠（論拠、証憑、evidence）とともに示されていることから、D-Case の履歴を辿ることに
よって議論の前提の意味理解の相違、時間変化による前提の変更、議論の漏れ、フォールトトリー解析
やベンチマークテストの結果を含む証憑の対応範囲の誤りや漏れ、など、原因の特定に役立つ情報が得
られる。同一あるいは類似の障害を再度起こすことが無いようにするために、変化対応サイクルが開始
される。
説明責任遂行プロセスでは、サービス・製品提供者が、障害発生時にサービス・製品利用者をはじめ
とするステークホルダに対し、障害状況、障害原因、被害の大きさ、これまでの対応、今後の見通しな
どを、すべてのステークホルダが納得するように説明を行う必要がある。場合によっては、補償の額や
責任の取り方についての説明も必要になる。説明責任の遂行は利用者や社会からの信頼を維持し、ひい
てはサービス提供者のビジネス遂行上の便益を守るという大変重要な役目を持つ。
障害対応サイクルも変化対応サイクルと同様に通常運用を継続しながら実行されることが望ましい。
実際、システムが異常の予兆を検知しても、D-Script に記されたサービス・機能レベル変動許容範囲内
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で自動的に回避処理が働いてサービスが継続される場合がある。あるいは一部の機能を縮退してサービ
スを継続している場合もある。しかしながらサービスの提供が完全に停止されてしまう場合もある。

3.2 D-Case と D-Script
3.2.1 D-Case
D-Case はシステムに対する要求とその実現についてのステークホルダ間の合意を構造的に記述する
手法であり、その手法に基づいて作られた記述である。ステークホルダ間の合意は、その合意の前提が
過不足なく示され、論理的に正しい議論になっており、そして適切な根拠（証憑、エビデンス）によっ
て支持されていてはじめて確信に足るものとなる。以下に確信できる（あるいは確信に足りる、
assuredness）について説明し、D-Case について述べる。D-Case のさらに詳しい解説は第 4 章に述べ
る。
先に述べたように、オープンシステムに対する関する完全な記述をすることはできない。システムの
記述が完全であるとはその記述が無矛盾であり、システムのすべてにわたって定義されており、すべて
の人がそれに対して同一な理解をしている状態を言う。これが不可能であるとすれば、次善の策は何で
あろうか。次善の策はいかにシステムの記述を完全な記述に近づけるか、と言うことになる。その時、
システムの実用上の観点から、すべての人（DEOS 技術体系においてはステークホルダ）の対象に対す
る理解が同一であることに記述の妥当性の根拠を求めざるを得ない。すなわち、ステークホルダの合意
形成を相互に確信できる形で行うことによって、記述の完全性に近づけて行こうということである。
確信は議論に必要かつ十分な前提の記述、適正な議論、そして適切な論拠（証憑、evidence）によっ
て可能となる。これは論理学における証明の基本であり、法廷での議論の進め方でもある。この方法の
一般形を Assurance Case と呼ぶ。これまでに、安全性やディペンダビリティについての確信できる議論
の方法として Safety Case や Dependability Case [1]が提案され、使われ始めている。
確信は残念ながら完全性を保証するものではない。しかしながら、確信により議論の内容の信憑性が
向上する。DEOS 技術体系の枠組みで言えば、確信により要求達成の信憑性が向上する[5]。以上の理由
から DEOS 技術体系では確信（assurance）を合意形成の基本とし、Assurance Case の手法を合意記述
の方法とした。
Assurance Case は以下のように示すことができる。
 確信の対象はゴール（Goal または Claim)として与えられる
 ゴール（またはサブゴール）に対する文脈（context または condition) は Context として書かれ
る
 ゴールは再帰的にサブゴール（Sub-Goals）に分割される。ゴールはそのサブゴールがすべて満
たされたときに満たされる。
 サブゴールは適正な証憑（Evidence）によって満たされる
 証憑は設計・実装・検証・テスト・履歴・他によって与えられる
Assurance Case は設計・開発における合意形成の手法・記法として強力である。しかしながら、オー
プンシステムディペンダビリティの達成においては設計と運用を分離出来ない。このため、Assurance
Case を DEOS 技術体系の枠組みで利用可能にするために、証憑のカテゴリーとして「監視（Monitor）」、
「動作（Action）」を追加した。「監視」はシステムパラメータの監視を指示し、その値をリアルタイ
ムに得るためのノードで、これによってパラメータの値が変動許容範囲（IOR）の内部にあるかないか
が判断できる。「動作」はシステムに対し、障害プロセスの隔離、アボート、リブートなどを指示する
ために必要である。これらは D-Script により実行される。また、外部で作成され、あるいは外部に存在
するソフトウェアモジュールを接続するために「外部（External）」ノードが追加された。「外部」ノ

Page 26

第3章

2013/11/15

DEOS プロジェクト

研究成果集

© 2013 科学技術振興機構

ードは外部システムの D-Case 記述を参照する。これによって、第 3 者開発のソフトウェアや外部サー
ビスをディペンダブルに利用する方法を提供している。
D-Case では Goal、Strategy、Context、Evidence (Monitor、Action を含む)、External、Undeveloped
をノードとする GSN (Goal Structuring Notation) [6] による表現を基本記述方法として採用した。それ
らのノードの内容は通常自然言
語で記述される。記述の曖昧性
を出来るだけ排除し、機械的な
整合性の検査が可能となるよう
に、SBVR や Agda などの疑似
自然言語を用いることが推奨さ
れる。
図 3-2 に D-Case による合意
記述の例を示す。この例では、
達成すべき内容（応答時間の遅
延による故障原因は回避でき
る）を Goal: G_1 で示し、その
前提として、応答時間の変動許
容時間（IOR）を 50 ミリ秒以下
は正常、50 から 100 ミリ秒の間
は重要度 1、100 ミリ秒を超える
と重要度 2 とすることが
Context: C_1 に書かれている。
このゴールを監視と回復動作の
観点からサブゴールに分割する
ことが Strategy: S_1 に記述さ
れている。Goal: G_2 には応答
時間は監視可能であることが述
べられ、その証憑として監視ノ
ード Monitor: M_1 が示されて
いる。また、Goal:G_3 には回復
動作が可能であることが述べら
れ、その前提として D-Script が
存在することが Context: C_2 で
示され、証憑として、テスト結
果が Evidence: E_1 に示される。

図 3-2: D-Case による合意記述の例

3.2.2 D-Script
D-Case の合意事項はシステムの開発に関する事項のみならず、運用に関する事項も含まれる。すなわ
ち、通常運用時の監視・記録、障害並びにその予兆の検出、そして障害対応サイクルにおける未然回避、
迅速対応、原因究明に関する合意である。何を監視するか、何をログとして収集するか、何を持って障
害あるいはその予兆とするか、などはサービス継続シナリオに基づいて事前にステークホルダ間で合意
され、D-Case として記述されていなければならない。同様に、障害あるいはその予兆が検出されたとき、
未然回避、迅速対応、原因究明のために具体的にどのような処理を行うかについてもステークホルダ間
で事前に合意されていなければならない。これらの記述をベースとして柔軟な障害マネジメントを行う
ために、DEOS では D-Script を導入した。
D-Case には上で述べたとおり「監視」ノードならびに「動作」ノードがあり、これらを用いて通常運
用状態並びに障害対応サイクルに関する合意がなされる。すなわち、どのようなシステム状態を監視し、
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どのような値になったらどのような動作をするか、についてサービス継続シナリオに基づいてステーク
ホルダが合意し、D-Case に記述される。D-Script はこれに基づいて作成されるスクリプトである。
D-Script は D-Case 記述から自動的に導出できる場合もあるが、リスクに関する価値判断が入る部分も
多く、人手によって作成しなければならない場合がある。そのため、D-Script 自身もステークホルダ合
意の対象となる。
次節で述べるように、実際に D-Script で指示された動作を行うために D-RE には D-Script Engine を
装備し、その指示に従った実行制御を行うための機能を持たせた。D-Case をベースとした D-Script 並
びにその実行のための D-Script Engine、さらに D-RE が備える諸機能により、ステークホルダ合意によ
る障害対応が実際のシステム上で実現できる。

3.3 DEOS アーキテクチャ
DEOS プロセスはオープンシステムに対するディペンダビリティを実現するための反復的プロセスを
提供している。このプロセスを実際のシステムに対して適用するためには、対象システムがいくつかの
基本的な機能を持っていなければならない。具体的には、実行環境（D-RE、OS に対応する部分）がモ
ニタリング機能、データ記録機能、隔離機能、D-Script 実行機能を持つことが DEOS プロセスの実行に
必須である。また、D-Case や D-Script の履歴を保持する D-ADD も必須である。加えて、合意形成の
ためのツール群、ソフトウ
ェア検証機能やベンチマー
キング機能なども必要であ
る。DEOS 技術体系におい
ては、これらを含む DEOS
プロセス実行のための総体
構造を DEOS アーキテクチ
ャと呼ぶ。
DEOS アーキテクチャは
目的とするシステムのディ
ぺンダビリティに対する要
求のレベルによって異なっ
て良い。ここでは、今日の
大規模かつ複雑なソフトウ
ェアシステムへの適応を念
頭に考案された基本的な
DEOS アーキテクチャにつ
図 3-3: DEOS アーキテクチャ
いて述べる。DEOS プロセ
スと DEOS アーキテクチャ
を並べて眺めると DEOS プロセスが実際のシステムでどのように実行されるかが理解しやすい。
DEOS アーキテクチャは以下の構成要素からなる（図 3-3 参照）。





要求抽出・リスク分析フェーズを支援するためのツール群とステークホルダ合意フェーズを支援
するツール群からなる合意形成ツール群
プログラム検証ツールとベンチマーキングならびにフォールトインジェクションテストのための
ツール群を含む DEOS 開発支援ツール（DEOS Development Support Tools：D-DST）
合意の記述である D-Case とサービス継続シナリオの実行手続きである D-Script の履歴やシステ
ム状態の履歴を含む合意記述データベース（DEOS Agreement Description Database：D-ADD）
DEOS 実行環境（DEOS Runtime Environment：D-RE）
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3.3.1 合意形成ツール群
要求抽出・リスク分析フェーズは事業主のサービス目的を基にユーザの要求、システム環境、関連す
る法規制や国際標準を勘案し、システムの機能要件を抽出し、想定される障害に対するサービス継続シ
ナリオを作成してリスク分析を行い、ディペンダビリティ要件を含む非機能要件を抽出する。
ステークホルダ合意フェーズは合意を形成するための方法と合意記述の記法に基づいて合意内容を
D-Case として記述する。そのためのツールに Eclipse をベースに作られた D-Case Editor や Web
Browser ベースに Java Script で作られた D-Case Weaver がある。

3.3.2 DEOS 開発支援ツール群（D-DST）
DEOS 開発支援ツール（D-DST）は事業目的やサービス継続シナリオに基づいて決められた機能仕様、
テスト仕様、ベンチマーキングシナリオ、さらにはログ仕様に基づいてプログラムを設計し、開発し、
検証し、ベンチマーキングを行い、テストを行うための開発支援ツール群である。開発支援ツールはこ
れまでもいろいろなものが開発され、利用可能になっているので、それらを適宜利用すればよい。DEOS
プロジェクトとして我々が独自に開発したものに、型チェッキングならびにモデルチェッキングによる
ソフトウェア検証ツールとフォールトの挿入が可能なベンチマーキングツール DS-Bench / Test-Env が
ある。

3.3.3 合意記述データベース（D-ADD）
D-ADD は D-Case の履歴や要求マネジメントで取り扱われるドキュメント、システムの状態の履歴な
ど、ディペンダビリティに関する情報を格納して保存し、必要な時に適切な情報を抽出することが出来
るデータベースである。この中には






対象システムの基本構造や基本コンポーネントの記述
D-Case 記述の履歴
D-Case から作成された D-Script の履歴
D-Case の証憑となるすべて
のドキュメント
過去の障害や障害の予兆に関
するすべての情報とその対処
方法・結果に関する情報

などが格納される。D-ADD は DEOS
プロセスの全ての要素に関係する中
心的存在である。D-ADD はインタフ
ェースならびにツールを提供する
Fundamental Tools Layer、証憑やシ
ステム状態の記録の構造のモデルを
提供する Models Layer、それらの情
報を物理的に記録・保存する
Repository Layer の 3 階層で構成され
る（図 3-4）。
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3.3.4 DEOS 実行環境（D-RE）
DEOS 実行環境（D-RE）はディペンダブルなサービスを提供するための実行環境であり、以下のサブ
システムを含む。
D-Visor は対象システムの再構成のため、システムの構成要素の各々の独立性を担保する仕組み
（System Container）を提供する。ある System Container 内における異常や障害が他に波及す
ることを抑える働きを担っている。
 D-System Monitor はシステムの動作監視機能を提供する。D-Application Manager は複数のア
プリケーションの独立性を担保する仕組み（Application Container）を提供し、各アプリケーシ
ョンのライフサイクル（起動、更新、停止）を管理し制御する。
 D-Application Monitor はアプリケーションの動作監視機能を提供し、エビデンスを収集し、
D-Box に蓄積する。
 D-Box はエビデンスを始め、OSD 実現に有益な情報を安全・確実に記録する。
 D-Script Engine は D-Script を安全・確実に実行する役割を担い、D-Application Manager、
D-Application Monitor、D-System Monitor を制御する。



3.4 D-Case による DEOS プロセス実行の確信
D-Case を用いて DEOS プロセスを記述することにより、合意に基づいた DEOS プロセスの実行を確
信する事が出来る。また、D-Case にはシステムの運用時に合意事項に基づいた運用を行っているかどう
かをチェックし、システムの運用を制御するモニター機能やアクション機能がある。本節では、まず、
D-Case を用いて DEOS プロセスの基本部分を記述し、DEOS プロセスの実行を確信する。次に、D-Case
のモニターおよびアクション機能がどのように D-Case 合意に基づいた運用を行うか述べる。

3.4.1 DEOS 基本構造の記述
DEOS プロセスは「通常運用」、「変化対応サイクル」、「障害対応サイクル」と言う３要素からな
っている。この３つを明確に定義しているのが DEOS の特徴である。D-Case は、いろいろな対象を、
さまざまな
視点から、多
・組織ポリシー
様な方針で
・サービス目的
・技術の進歩
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
書く事がで
・法令/標準/環境
きるが、
・ステークホルダ要求
DEOS プロ
セスの実行
DEOSプロセスの３要素で分ける
を担保する
目的で書く
場合は、この
DEOS 基本
変化対応サイクルの全う
通常運用の全う
障害対応サイクルの全う
構造を直接
的に適用す
図 3-5: DEOS 基本構造上位
る。すなわち、
D-Case のト
ップゴールをまずこの３要素で分ける。
これを D-Case で記述すると図 3-5 になる。トップゴールは「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」となり、これをまず３要素に従って、それを３つのサブゴールに分ける。
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「通常運用の全う」サブゴールでは、運用規定や日常点検ガイドなどをコンテクストとして、変化監
視と障害監視の
ためのエビデン
スが定義され、そ
正当な運用義務
・運用規定
の結果が判断さ
・日常点検ガイド
通常運用の全う
れる（図 3-6）。
・教育訓練計画/報告
・運用日誌
監視の対象で分ける

障害監視機能がある

変化監視機能がある

・監視設計書
・テスト報告書

・監視設計書
・テスト報告書

・目的変化検知
・環境変化検知

・予兆検知
・障害検知

図 3-6: 通常運用

「変化対応サイクルの全う」サブゴールの
エビデンスには、システムの目的変化、環境
変化が検知された時に組織として実施すべ
き変化対応手順書と説明責任遂行手順書が
作成されている必要がある（図 3-7）。

・目的変化検知
・環境変化検知

変化対応サイクルの全う

 変化対応手順書
 説明責任遂行手順書

図 3-7: 変化対応サイクル

「障害対応サイクルの全う」サブゴールに対して「想定内」と「想定外」に分けて考える。実際、議
論に上がった状況は全て「想定内」と言うことになる。ここでは、想定外もありうる事を認識さるため、
「その他」に対応する
記述を「想定外」とす
・予兆検知
る。ただし、「想定外」
障害対応サイクルの全う
・障害検知
の障害対策を考える事
は出来ないので、「想
想定内と想定外で分ける
定外」に対しては、人
や組織がどのような対
応を取るかを決めてお
想定外
想定外障害対応の全う
想定内障害対応の全う
存在認識
く（図 3-8）。
 想定外障害対応手順書
 説明責任遂行手順書

図 3-8: 障害対応サイクル
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「想定内障害対応の全う」サブサブゴールは「設計内」と「設計外」に分かれる。「設計内障害対応」
とはすなわち、考えうるすべての障害を列挙して、それに対しシステムをどう対応させるか、すなわち
サービス継続シナリオの作成に対応する。これに対して仕様書、設計書が作成され、実装が行われ、テ
ストが行われ、それらはすべて D-Case エビデンスとなる。コスト上の理由その他で設計外とした事象に
対しては、人や組織がどのような対応を取るかを決めておく必要がある（図 3-9）。

想定内障害対応の全う

想定内障害一覧

設計内と設計外で分ける

設計内障害一覧

設計除外理由

設計外障害対応の全う

設計内障害対応の全う

 設計外障害対応手順書
 説明責任遂行手順書

 障害ごとの対応策
 説明責任遂行手順書

図 3-9: 想定内障害

これらをすべてまとめたものが図 3-10 になり、これが DEOS 基本構造の D-Case による記述である。
これをさらに詳細に記述して行くことによって実際のシステムの D-Case を作ることができる。

・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

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

DEOSプロセスの３要素で分ける
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

・目的変化検知
・環境変化検知

通常運用の全う

監視の対象で分ける

変化監視機能がある

・監視設計書
・テスト報告書

・目的変化検知
・環境変化検知

設計内
障害一覧

想定内
障害一覧

・予兆検知
・障害検知

障害対応サイクルの全う

想定内と想定外で分ける

 変化対応手順書
 説明責任遂行手順書

障害監視機能がある

・監視設計書
・テスト報告書

・予兆検知
・障害検知

変化対応サイクルの全う

想定内障害対応の全う

想定外
存在認識

設計内と設計外で分ける

設計内障害対応の全う

 障害ごとの対応策
 説明責任遂行手順書

設計除外
理由

想定外障害対応の全う

 想定外障害対応手順書
 説明責任遂行手順書

設計外障害対応の全う

 設計外障害対応手順書
 説明責任遂行手順書

図 3-10: DEOS 基本部分の D-Case による記述
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図 3-10 で、薄い色の矢印は各エビデンスの結果が右隣のコンテクストになっている関係を示している。
すなわち、実際の運用では薄い色の矢印の起点となる事象が起こると、その先のコンテクストの状態に
入り、そのゴールの達成に対応した処理を開始する。
システムに変化対応の要求が起こると、現バージョンの D-Case を基に次のバージョンのシステムに対
する D-Case が作成される。変化対応のエビデンスは次のバージョンの D-Case のトップゴールのコンテ
クストとなる。図 3-11 にその関係を薄い空色の矢印で示した。

変化に対応した後のシステムの更新されたD-Case

変化に対応する前のシステムのD-Case

図 3-11: 変化への対応

これらのシステム更新に関する履歴の保存やシステム状態の記録から、説明責任の遂行に対しても極
めて有効に支援する事が出来る。その結果、システムの長期的に運用コストを低減し、サービス提供者
の収益機会を維持し、ブランドを守り、信用を高めることができる。

3.4.2 D-Case に基づいたシステム運用の制御
DEOS ではシステムの運用は Monitor ならびに Action ノードを用いて D-Case によって記述される。
Monitor ノードはいつ、何を、どのように監視し、記録するかを指示する。Action ノードはシステムが
どのようにふるまうかを指示する。これらによるシステム運用に関する合意記述は D-Script によるシナ
リオとして表現され、D-RE 上の D-Script Engine によって実行される。
D-RE の D-System Monitor にはオペレーティングシステムの監視機能があり、
D-Application Monitor
にはアプリケーションプログラムの監視機能がある。これらが Monitor ノードによる監視の対象になる。
また、D-Visor はシステムコンテナーを用意し、D-Application Manager はアプリケーションコンテナ
ーを用意しており、Action ノードはこれらの機能を用いては障害プロセスの隔離、アボート、リブート
などを指示する。
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開発と運用のすべてについてステークホルダ合意し、D-Case に記述され、プログラム開発に用いられ
ると同時に、運用時には D-Script が実行される。すなわち D-Case には開発から運用のすべてをステー
クホルダ合意に基づいた形で行わせることを担保している。
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4 合意形成と説明責任の遂行（D-Case）
4.1 合意形成と説明責任
IEC 61508 や ISO 26262 で指摘されているように、システムの安全性について、社会的に合意できる
だけの十分な説明が必要である。システムの安全性では、システムが人間や環境に危害を及ぼさないこ
とについて説明する必要がある。同様に、システムのディペンダビリティについては、システムが実行
条件下でディペンダビリティ要求を満足することを説明する必要がある。
システムのディペンダビリティについての説明が必要となる場合には、次の３つがある。
（場合 1）システムに障害が発生しないことを示す場合
（場合２）システムに障害が発生しても、適切に対処してビジネスが継続できることを示す場合
（場合３）システムに想定外の障害が発生した場合
場合１と場合２については、それぞれ、想定した前提条件の下でシステムに障害が発生しない理由と、
システムの障害対策が十分であることに対して、社会的に合意可能な理由を示して理解を得る必要があ
る。場合３については、可能な限り迅速に、原因を究明して、再発防止策を提示することにより、社会
的な合意を得る必要がある。再発防止策の提示では、同種のシステム障害が再び発生しないことを示す
ことになるので、場合１と同様の説明が必要となる。もし、それぞれの場合について、社会的に合意形
成できるだけの説明責任を遂行できなければ、システムによるビジネスの継続が困難になる。
一方、システムのディペンダビリティについての合意形成では、説明対象者としてのステークホルダ
の範囲と、説明内容の範囲ならびに厳密性が重要になる。もし、重要なステークホルダを無視していた
とすると、システムのディペンダビリティについての説明で、合意形成時だけでなく説明責任遂行時に
おいても手戻りが発生することになる。また説明内容の範囲に漏れがあったとすると、システムのディ
ペンダビリティの検討範囲の網羅性が不足していたことになり、その部分についての障害を見落とす可
能性がある。
説明内容の範囲については、プロダクトとプロセスの観点がある。プロダクトの範囲では、プロダク
トを構成する要素についてどこまでの範囲を対象として説明するかを明らかにする必要がある。プロセ
スの観点では、①開発プロセス、②運用プロセス、③障害対策とその実効性の確認などがある。たとえ
ば、従来の故障解析木（FTA： Fault Tree Analysis）や,故障モード影響解析（FMEA： Failure Mode
Effect Analysis）、ハザード解析（HAZOP： Hazard and Operability Studies）では、障害原因の特定
とその対策までを対象としていた。しかし、対策が実行できることの確認までは対象としていなかった。
このため、障害対策の実行中に新たな 2 次的障害が発生することについての考慮が不足しているという
問題があった。すなわち、DEOS においては「障害対策が実施可能であり、その過程で 2 次障害が発生
しないこと」まで含めた説明が重要になる。
説明内容の厳密性については、EAL （Evaluation Assurance Level）などで規定されるように、レビ
ューやテストによる手法だけでなく形式手法による厳密な説明が求められる場合がある。したがって、
①システムのディペンダビリティについての合意形成対象者としてのステークホルダと合意形成内容を
明確に識別することと、②なぜそれらを識別したのかについての根拠を明確化することが重要である。
このことは DEOS においても同様である。
システムのディペンダビリティに関する合意形成と説明責任を遂行する際に用いる表現が特殊である
と、社会的に理解されることが困難である。このため、標準的な表記法を採用してシステムのディペン
ダビリティについて合意形成と説明責任を果たすことが重要になる。
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4.2 Assurance Case から D-Case へ
4.2.1 Assurance Case
Assurance Case は欧米における、原子力発電所など高安全システムの安全性規格認証の際、提出が必
須になりつつある Safety Case を、ディペンダビリティやセキュリティなど他の属性も含めて一般化し
た概念である。Safety case の定義の一つを示す [1]。
‘A structured argument, supported by a body of evidence that provides a compelling,
comprehensible and valid case that a system is safe for a given application in a given
environment’
（システムが与えられた適用と環境において安全であることについて、説得力があり、理解しやすく、
妥当な根拠一式を提供する証拠を元にした構造化された議論）
Case とは法廷用語である。Longman 英語辞書では、以下のように定義されている。
‘All the reasons that one side in a legal argument can give against the other side.’
（裁判における各論点について、一方が他方に対して与えることができる全ての根拠）
ここでは、「根拠一式」と訳した。
Assurance は、「確信を持てる、させる」という日本語が最も近い。O-DA [13]における Assuredness
は、「確信」と訳されうる。確信を持ってもらう対象が明記されていないが、狭義には規格認証者、広
義には利用者、開発者、さらには社会を含むステークホルダ全体が対象となる。意訳すると、Assurance
Case は
「システムがディペンダブルであるとステークホルダに確信を持ってもらうための議論および
ドキュメント」
となる。
Safety Case の背景には、欧米の安全性規格認証において、特に 1970 年代以降の深刻な事故への反省
から生じた、Prescriptive (処方箋的)なアプローチ中心の規格認証から、Goal-Based（ゴール指向）なア
プローチを合わせた規格認証への大きな流れがある。深刻な事故の例として、1988 年に死者 167 名を出
した Piper Alpha 北海油田事故、35 名の死者を出した Clapham Junction 鉄道事故がある。
"Safety Case"
という言葉は、Cullen 卿らによる Piper Alpha 事故調査報告書などにより、広まったと考えられる[2]。
Prescriptive な規格認証では、規格認証者が設定したチェック項目を満たすか否かで認証を行う。
Goal-Based な規格認証では、安全性など、システムが満たすべき性質が与えられ、システム開発者や運
用者自らが、それが満たされていることの議論を、FTA 解析結果などを証拠として自ら構築し、規格認
証者に提示する。
Bloomfield と Bishop は、Prescriptive な規格認証の欠点として以下をあげている[3]。






システム開発者や運用者は定められた項目を充足するのみで、法的責任を満たすことができる。
定められた項目が安全性に不十分であったと後に判明しても、責任は規制側のみにある。
Prescriptive に定められた項目は、過去の経験に基づくものであり、技術的発展に伴い、不十分に
なる、さらには不必要なリスクを伴う可能性がある。
Prescriptive に定められた項目は、新しい安全技術の導入を阻む。
Prescriptive に定められた項目は、国際市場への展開、他分野との統合を阻む。
Prescriptive に定められた項目を満たすために、不必要なコストがかかることがある。
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一方、Goal-Based な規格認証では、システムの安全性を満たすための手法はシステム開発者、運用者
側に委ねられており、自由に安全技術を導入できるなど、ベストエフォートでシステムの安全性達成が
できる利点があると Bloomfield と Bishop は主張している。Safety Case に対する強い批判もある。
Leveson は、「多くの Safety Case の研究は、個人的な意見を述べているか、記述例を示しているのみ
で、本当に効果的であるかどうかは示していない」と述べている[4]。
Safety Case の構造の例として図 4-1 を示す。

図 4-1: Safety Case の構造の例
Safety Case を要求項目としている規格の例としては、EU の航空管制システムに関する規格である
EUROCONTROL [5]、イギリスの鉄道の規格である Rail Yellow Book [6]、イギリス国防省規格である
MoD Defense Standard 00-56 [7]がある。アメリカでは、医療器機分野において要求項目になるなどし
ている。自動車の機能安全規格である ISO 26262 は、Safety Case が要求項目になっている。
Safety Case は、多くの場合自然言語で記述される（企業の秘密情報を含むことから、公開されること
は少ない。例として Virginia 大学の Safety Case Repository がある[9]）。Safety Case の記述、読解、
コミュニケーションを助けるために、グラフィカルな表記法が提案されている。代表的な表記法として、
York 大の Tim Kelly らによる GSN (Goal Structuring Notation) [10]、Adelard 社の Robin Bloomfield
らによる CAE (Claim, Argument, Evidence) がある[11]。D-Case の表記法は GSN をベースにしている
（後述する）。図 4-2 は CAE の例である。

図 4-2: CAE の例
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CAE は主に、Claim, Argument, Evidence という３種類のノードがある。Claim はシステムが満たす
べき主張である。Argument は Claim を支える議論を表す。Evidence は Claim を最終的に支えるもの
である。図 4-3 に GSN の例を示す。

図 4-3: GSN の例
Goal は示すべき命題である。Context は Goal を議論する前提、文脈である。Strategy は、ゴールを
詳細化し、サブゴールに分割する方法を説明する。Evidence はゴールが達成されていることを示す最終
的な根拠である。Undeveloped は、Goal が達成されていることを示す十分な議論、Evidence がその時
点でないことを示す。
CAE の Claim は GSN における Goal、CAE の Evidence は GSN における Evidence (Solution)、CAE
の Argument は GSN における Module と Strategy を合わせたような意味を持つ。本質的には、GSN と
CAE は同じ表記法であり、GSN と CAE を統合したメタモデル SACM (Structured Assurance Case
Metamodel) が OMG において規格化されている[12]。注意すべきは、Safety Case は GSN や CAE だけ
で書かれた部分だけでなく、多くの他のドキュメントやモデル、説明文と合わせて構成されることであ
る。GSN や CAE の記述編集支援ツールは、多くの他のドキュメントやモデル記述支援ツールとつなが
る必要がある。

4.2.2 D-Case の定義と導入の経緯
D-Case は従来の Assurance Case を DEOS でのオープンシステムへの対応を基に拡張した手法とツー
ルである。オープンシステムのライフサイクルは、DEOS プロセスにあらわされるように、開発、運用、
障害対応など、あらゆるフェーズが同時に行われる。これまでのディペンダビリティの研究では、Laprie
らの論文にあるように、
開発フェーズと運用フェーズが明確に分かれて議論されてきた[14]。
D-Case は、
まず開発時、運用時の情報、さらに障害対応を同時に議論するために、従来の Assurance Case の表記法
である GSN (Goal Structuring Notation) に、開発時の情報に加えて、運用時のモニタリングおよび障
害対処の情報を明示するために、証拠（エビデンス）の概念を拡張したノードを追加した（後述する、
モニタノードとアクションノード）。さらにオープンシステムにおけるシステム間の関係を表すノード
（外部拡張ノード）を加えた。
D-Case の定義は以下である。
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 開発、運用、保守、廃棄などのシステムライフサイクルを通じて、システムのディペンダビリテ
ィをステークホルダが合意し、社会に説明責任を果たすための手法とツール。主として Assurance
Case を記述するための手法とツールを提供する。ドキュメント自体も D-Case と呼ぶ。
D-Case の導入の経緯を述べる。木下チームは 2009 年 2、3 月に、イギリスにディペンダビリティ研
究の調査旅行に、木下、武山、松野で赴いた[8]。GSN (Goal Structuring Notation) の提案者である York
大学の Tim Kelly らと出会い、Assurance Case を紹介された。若手を中心とした DEOS コアチームで
は、開発した OS 要素技術の細分化、高度化により、それらのディペンダビリティの企業への説明に困
難があった。松野、髙村が Assurance Case をコアチームに紹介したところ、システムのディペンダビリ
ティ説明に有用であることが認識された。横手をリーダーとした DEOS フレームワークチームでは、シ
ステムのディペンダビリティ情報をシステム内に格納する仕組みを検討していた。エビデンスを元にし
た Assurance Case の構造はディペンダビリティ情報のデータ構造として有望であると議論した。開発と
運用が境目なく行われるこれからのシステムは、ディペンダビリティ情報を開発と運用に共通的に用い
る必要があると DEOS で議論した。フレームワークチームとコアチームは、DEOS における Assurance
Case として、D-Case という名前をつけた。2009 年 9 月 DEOS 中間成果報告会において遠隔監視デモ
システムの D-Case を展示した。パネルディスカッション参加企業から、企業間で共通して用いることが
できる、ディペンダビリティのための標準的なドキュメント形式として、D-Case に期待すると言われた。
2010 年 1 月より、東大と富士ゼロックス共同で、研究促進のために D-Case Editor の開発が始まった。
2010 年 4 月より、松野をリーダーとして、武山、中澤、髙村、高井、伊東、上野、田口、湯浅、松田ら
で構成される D-Case チームの研究活動が本格的に始まった。以後、名大山本グループ、産総研加賀美チ
ーム、筑波大佐藤チーム、東大石川チーム、DEOS センター、D-Script (EBI) チーム、D-ADD チーム
などと協力しながら現在に至っている。オープンシステムディペンダビリティのために重要である合意
形成と説明責任は D-Case、D-Script をベースに研究が行われてきた。
D-Case については次節において詳細を述べる。現在の Safety Case は、システム供給者、第 3 者コン
サルティグ会社、システム利用者(国防省など)の間のコミュニケーションなどに使われるが、主には認証
のために使われてきた。規模が拡大し、ネットワーク化したこれからの情報システムは開発・運用を通
し、多くのステークホルダが合意し、システムと連携して、ディペンダビリティを達成する必要がある。
DEOS で開発している他のツールやランタイムシステムなどとの連携のための基礎研究と開発に加えて、
以下の 3 点が実用化のために重要であると考えた。


企業にとってわかりやすい入門書や講習の開発
Safety Case はこれまで高い安全性が求められるシステムに対して、高度な専門知識を持つコンサ
ルタントなどによって書かれてきた。そのため、セーフティケースのガイドブックなどは、安全性
分析など高い専門知識を前提とされたものがあるだけであった。これからのシステムのディペンダ
ビリティは、一般企業が多く参加しなくては達成できない。そのためには、わかりやすい入門書や
講習が必要であると考えた。
 企業にとって使いやすい、ニーズに即したツールの開発
Safety Case が普及し始めてまだ日が浅いこともあってか、ツールはイギリス Adelard 社の ASCE
ツール などいくつかあるだけである。また ASCE ツールなどは、主に認証ドキュメントを作成す
るためのツールであり、他の開発ツールとの連携が容易ではなく、企業のニーズに即したツールに
はまだなってない。企業が使いやすい、ニーズに即したツールが必要であると考えた。
 記述、応用例の充実
Safety Case の問題の一つは、企業の重要な情報を含むことから、なかなか実際の例が表に出てこ
ない点がある。しかしそれでは一般の、特に日本企業の方に具体的なイメージを持っていただくこ
とは困難である。わかりやすく、具体的な記述例や応用例が必要であると考えた。

従来の Assurance Case における研究課題と、D-Case での新たな研究課題の領域の図 4-4 に示す。
Assurance Case は従来高安全が要求される大規模システムの認証 Assurance Case は新しい分野であり、
図 4-4 の従来の Assurance Case の部分に示した多くの課題は未解決である。図 4-4 はすでに研究が行わ
れていた研究課題に加え、オープンシステムのディペンダビリティの達成のために特に必要であると考
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え、研究課題として新たに設定した。D-Case で新たに設定した課題は、全体としてオープンシステムへ
の課題である。

図 4-4: 従来の Assurance Case と D-Case の研究領域
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4.3 D-Case 構文と記述法
4.3.1 D-Case 構文
D-Case は Assurance Case の記法のひとつである、GSN (Goal Structuring Notation) を拡張した構
文を標準構文として用いる。通常の自然言語や、表形式、Agda などの形式言語での記述は、標準構文へ
の変換が定義されていれば D-Case 構文に準拠しているとする。D-Case の基本的な例を図 4-5 に示す。
図 4-5 はウエブサーバにおける応答遅延障害に対処できているという主張を、障害をモニタリングでき
ることと、障害が検知されたとき、障害が復旧できることに分けて議論している。障害復旧には、D-Script
を用いるとしている。

図 4-5: D-Case の例
D-Case は GSN Community Standard をベースに、DEOS で考えられてきた拡張を行った表記法を用
いる。GSN Community Standard には多くの曖昧、未定義な部分がある。D-Case 仕様は、GSN
Community Standard をベースに、曖昧、未定義な部分を補完しながら、DEOS での研究成果を加え、
D-Case 委員会で策定中であり、D-Case Editor、D-Case Weaver において参照実装中である。

A. ノードの種類
D-Case のノードは、
GSN で既に定義されているノードに加え、
D-Case で拡張されたノードよりなる。
各ノードは文章の他に、責任属性など種々の属性が定義されている。
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図 4-6: GSN ノードと D-Case 拡張ノード
GSN ノード
・ ゴール (Goal)
対象システムに対して、議論すべき命題である。例えば「システムはディペンダブルである」とか「シ
ステムは適切な安全性をみたす」などである。
・ 証拠 (Evidence)
詳細化されたゴールを最終的に保証するものである。例えばテストや形式手法による検証結果などで
ある。
・ 戦略 (Strategy)
ゴールが満たされることを、サブゴールに分割して詳細化するときの議論の仕方である。例えば、
「シ
ステムは安全である」というゴールに対して、現時点で識別されているハザードに対処できているこ
とによって議論したいとき、戦略ノードとして「識別されたハザードごとに場合分け」を用いると、
例えばひとつのサブゴールは「システムはハザード X に対処できる」となる。
・ 前提 (Context)
ゴールや戦略を議論するとき、その前提となる情報である。例えば、運用環境や、システムのスコー
プ、あるいは「識別されたハザードのリスト」などである。システムの安全性などを議論する場合、
その環境や運用条件を明確にすることが大切である。
・ 正当化 (Justification)
前提のサブクラスである。
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・ 仮定 (Assumption)
前提のサブクラスである。
・ 未達成 (Undeveloped)
ゴールが達成されていることを示す十分な議論や証拠がないときに使う。
・ モジュール (Module)
他のモジュールの D-Case を参照するためのノードである。モジュールには、説明責任属性として、
担当者名などの情報が付与される。
・ 契約 (Contract)
モジュール間の関係を表すためのノードである。GSN Community Standard において、定義が特に
曖昧であるため、現在仕様を検討中である。
D-Case 拡張ノード
・ モニタ (Monitor)
システムのランタイム時の情報をもとにした証拠である。例えばウエブサーバの応答速度のログ結果
などである。証拠ノードのサブクラスである。
・ パラメタ (Parameter)
D-Case パターンにおけるパラメタ設定のためのノードである。前提ノードのサブクラスである。
・ アクション (Action)
システムのランタイム時における、システム障害対応に関する証拠である。例えばウエブサーバの応
答遅延障害に対処するための D-Script の実行トレース結果などである。証拠ノードのサブクラスで
ある。
・ 外部接続 (External)
外部組織により管理されているモジュールである。モジュールノードのサブクラスである。
・ 責任 (Responsibility1)
責任属性が異なるモジュールの関係を説明するためのノードである。モジュール間のリンク上で定義
される。

B. ノードのつなげ方、リンクの種類
・ ゴールは戦略を通して分解される

1 説明責任は、DEOS では Accountability の訳語として使われる。Responsibility との違いは DEOS プロジェクトにおいても多くの時間を割
いて議論した。ここでは、システム全体に対し、ディペンダブルであることの（境界のない）説明責任として Accountability を当て、システム
内のサブシステムやステークホルダ間の２項関係において、一方が与えられた（境界のある）責務を、他方に対して果たすことに Responsibility
の訳語を当てた。責任ノードは後者の２項関係を表すノードであるため、Responsibility の訳語を当てた。システム間のすべてのステークホル
ダの責任(Responsibility)関係を満たすならば、システム全体の説明責任（Accountability）につながる（オープンな環境では境界がないので、
それだけではないが）と DEOS で議論した。
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図 4-7: ゴールの分解の仕方
・ D-Case のリーフは、証拠、未達成、モジュール、モニタ、アクション、外部接続のいずれかである
・ 前提は、ゴール、もしくは戦略につなげられる。
・ リンクは２種類ある。
 支援リンク (SupportedBy): ゴールから戦略、戦略からゴール、ゴールから証拠、ゴールからモ
ニタ、ゴールから外部接続、ゴールから未達成、戦略から未達成。

図 4-8: 支援リンク
 前提リンク (InContextOf): ゴールから前提、戦略から前提をつなぐ。

図 4-9: 前提リンク

C. Inter-Module 関係
D-Case モジュールには一つのトップゴールを持つ D-Case が管理される。モジュール間の関係を表す
Inter-Module 関係（2 重矢印で表す）が定義される。Inter-Module 関係は、モジュール間のノードや
D-Case の部分への参照関係により定義される。例として、図 4-10 は、LAN デバイスシステムの D-Case
モジュールの参照関係を表したものである。

図 4-10: Inter-Module Relation の例

d*は、Inter-Module を基本として定義される。Module ごとに責任者を割り当て、Module 間の
D-Case の参照関係により、責任者間の責任関係を与える。例を考える。Module 「Dependability」の
責任者が Yutaka Matsuno であり、Module 「Security」の責任者が Shuichiro Yamamoto であったと
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する。Module 「Dependability」はあるシステムのディペンダビリティに関する D-Case が管理されて
いるとする。ディペンダビリティの議論にはセキュリティの議論が含まれうる。セキュリティの議論を
行うため、Module 「Security」を参照したとする。このとき、二つのモジュールの責任者が異なるため、
責任関係が生じる。下図の R で示される説明責任ノードに責任関係を記述する。

図 4-11: d*フレームワークの基本

4.3.2 D-Case 記述法
D-Case 記述はシステムのライフサイクルを通じて、様々なドキュメントを用いて、様々なステークホ
ルダが関わりながら行われる。Assurance Case の記述プロセスの研究開発は行われているが、広く実用
化されたプロセスはまだない。本節では[1]で提案した記述法を紹介する。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

システムライフサイクルを整理し、フェーズの入力、出力ドキュメントをまとめる
入力、出力ドキュメントを分類する
トップゴールを置く: 「システムはディペンダブルである」
ディペンダビリティ要求、環境情報、語彙定義を前提としてトップゴールにおく
大まかに D-Case の構造を考える
必要なドキュメントを前提として置く
ドキュメントから D-Case のサブツリーを作る
サブツリーができていない部分を典型的な議論構造を使って作る
上記を必要なだけ繰り返す

それぞれのステップを解説する。
ステップ１
める。

システムライフサイクルを整理し、それぞれのフェーズの入力、出力ドキュメントをまと

D-Case はシステムのライフサイクルにおいて生成されるドキュメントをもとに作る。その理由は、
D-Case は従来のシステム開発、運用で生成されるドキュメント群を置き換えるものではなく、基本的に
はそれらドキュメントを用いて、システムがディペンダブルであることを示すためのドキュメントであ
るからである（Assurance Case を記述することは、従来のリスク分析や、要求分析手法を置き換えるも
のではないと[2]で論じられている）。まず D-Case を記述し、D-Case で要求されるドキュメントを生成
するための活動をシステムライフサイクルで行うなどの手法の開発も今後考えられる。
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簡単な例を図 4-12 に示す。

図 4-12: システムライフサイクルの例
システムのライフサイクルが上図のように定義されていたとき、それぞれのフェーズでの入出力ドキ
ュメントは例えば表 4-1 のようになる。
表 4-1: システムライフサイクルの入出力ドキュメントの例

D-Case はこれらのドキュメントをもとに生成される。実際のシステムライフサイクルでは、当然もっ
と多くのドキュメントがある。それらのドキュメントの中から、システムのディペンダビリティに関わ
るドキュメントを選択し、D-Case を記述する(すべてのドキュメントが D-Case に関係する可能性もある)。
ステップ２ ライフサイクルの入出力ドキュメントを分類する
ライフサイクルの入出力ドキュメントが、D-Case、すなわちシステムのディペンダビリティの議論に
どのように関係するのか考える。これまでの経験から、D-Case に関係するドキュメントの種類は以下の
ようなものがあると考える。
（１） 規格。ISO 26262、 ISO/IEC 12207 など、システムが適合することを要求される国際規格など。
（２） リスク分析結果。システムのサービス継続を脅かすリスクを解析した結果。ハザード解析、故障
木解析(Fault Tree Analysis)の結果など。
（３） ディペンダビリティ要求。例えば 99.999 %の可用性などの要求。ディペンダビリティ要求はシス
テムごとに異なり、明確にする必要がある。上の例では、利用者インタビュー文書、要求定義文
書が相当する。
（４） システムのライフサイクルに関するドキュメント。ステップ１にあるような、システムのライフ
サイクルドキュメントは、システムのディペンダビリティを議論する上で重要である。
（５） システムアーキテクチャモデル。システムのアーキテクチャは、UML などを用いて記述される。
システムのコンポーネントがそれぞれどのようにシステムのディペンダビリティに寄与するか議
論する必要があるときに参照する。上の例では、アーキテクチャ仕様書が相当する。
（６） 運用情報。障害はシステムの運用時に起こる。そのため、システムがどのように運用されるかは
非常に重要である。システムのログ情報は、システムの現時点でのディペンダビリティの状態を
知るために重要である。上の例では運用定義書、運用ログが相当する。
（７） 環境情報。システムが置かれた環境を特定しないと、システムのディペンダビリティは議論でき
ない。
（８） テスト、検証結果。これらは、D-Case において、証拠ノードにおいて参照される。システムのデ
ィペンダビリティを最終的に保証するものである。
（９） プログラムコード。特に、障害対応を行うプログラムコードは、システムのディペンダビリティ
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を議論する上で重要になる。
ステップ３ トップゴールを置く: 「システムはディペンダブルである」
ステップ１、２は、D-Case を書くための準備である。ステップ３でいよいよ D-Case を書く。まずト
ップゴールを考える。システムのディペンダビリティはシステムおよびその環境によって異なる。まず、
「システムはディペンダブルである」という決まり文句をトップゴールにおき、そのシステムのディペ
ンダビリティを、ディペンダビリティ要求に関係するドキュメントをもとに定義する。例えば、「シス
テムは十分に安全である」や「システムにおいて、すべての識別された障害は適切に軽減されている」
などが考えられる。しかしながら D-Case を書き始める時点では明確でないこともある。その場合は、決
まり文句を仮置きのまま、はじめてもよい。D-Case を詳細化することによって、トップゴールが具体化
することも多い。
ステップ４ ディペンダビリティ要求、環境情報、語彙定義を前提としてトップゴールにおく
トップゴールを議論する上で必要なディペンダビリティ要求の詳細、環境、語彙定義などを前提ノー
ドに記述する。ゴールノードにはできるだけ簡単な文章を置いたほうがわかりやすい。例えばトップゴ
ールを「システムはディペンダブルである」としたとき、そのディペンダビリティの定義を、要求定義
文書の、ディペンダビリティ要求の部分を前提として参照したほうがわかりやすい。また、システムの
環境情報を明確にする。特に、対象システムのスコープを明確にする。そうでないと、議論が発散して
しまう。
ステップ５ 大まかな議論構造を考える
従来の手法では、ゴールを演繹的に、一つ一つ設定し、ディペンダビリティケースを記述していく。
我々のこれまでの経験から、D-Case の大まかな議論構造をまず考えたほうが、全体を見ながら議論を詳
細化できるので良いと考える。これまでの D-Case の記述実験から、我々はいくつかの典型的な議論構造
を見つけてきた。例えば以下がある。
・
・
・
・
・

ライフサイクルに沿った議論構造
システム機能に沿った議論構造
システム構造に沿った議論構造
ワークフローに沿った議論構造
障害、リスク低減に沿った議論構造
これらの議論構造を組み合わせ、まず大まかな議論構造を考える。

ステップ６ 必要なドキュメントを前提ノードにおく
大まかな議論構造が決まったら、その議論構造のために必要なドキュメントを前提におく。
例えば、ライフサイクルに沿った議論構造を選択した場合、ライフサイクル情報の前提ノードを戦略
ノードにリンクさせる(図 4-13)。

図 4-13: 議論展開のための前提ノード
別な例として、障害対応に関する D-Case を考える。下図の D-Case では、障害 X にシステムが対処
できることを議論している。トップゴールには障害 X の定義が前提ノードとして置かれている。障害 X
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を低減できることを、障害検知と対応に分けて議論している。障害 X に対応するためのプログラムコー
ドを前提ノードとしてリンクしている。

図 4-14: 障害対応に関する D-Case
ステップ７ ドキュメントから D-Case のサブツリーを作る
ステップ６で前提ノードとしてリンクされたドキュメントを前提として議論を作っていく。このとき、
ドキュメントの詳細を議論する必要がある場合、そのドキュメントを展開して D-Case のサブツリーを作
る。多くのドキュメントは(半)自動的に D-Case に変換できる。例を２つあげる。詳しくは 4.4 節を参照
してほしい。
例１ プロセス。一般にプロセスは、ゴール(目的)、1 から N 個のステップ、それぞれのステップの入
力と出力により定義される。プロセスが定義されているならば、下図のように D-Case のサブツリーが自
動的に生成できる（図 4-15）。

図 4-15: プロセス定義による D-Case
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例２ ディペンダビリティ属性。ディペンダビリティが可用性など複数の属性により定義されている
場合、それらの属性ごとにサブゴールを分けることができる（図 4-16）。

図 4-16: ディペンダビリティ属性定義による D-Case
ステップ８ サブツリーができていない部分をできるだけ典型的な議論構造を用いて作る。
大まかな構造を考え、必要なドキュメントを前提として置き、ドキュメントを展開することにより、(半)
自動的にサブツリーを作成した後、まだできていない部分は、自分たちで作る必要がある。しかしなが
ら全く独自に議論構造を考えサブツリーを作ると、我々の経験からは、他の人にわかりにくいことが多
い。自分たちで議論構造を考えるにしても、これまで使われてきた議論構造から選択したほうが良い。
ステップ９ 上記を必要なだけ繰り返す
D-Case は形式的なものではなく、非形式的な議論により成り立っている。そのため、「よい」D-Case
を一つに決めることはとても難しい（Assurance Case の定性的・定量的評価に関する研究はいくつか行
われているが、広く認められた評価法はまだない。本質的に明確な基準では測れない部分がある）。一
つに決めることは難しいが、議論を尽くして、よりよい D-Case を目指すことが大切である。システムの
ディペンダビリティを D-Case を書くことによってステークホルダ間で理解を深めることも、D-Case に
よって得られることの一つであると考える。
上記のステップに沿った記述例を示す。図 4-17 は DEOS センターでリファレンス用に開発したウエ
ブサーバシステムである。

図 4-17: ウエブサーバシステム
このシステムの主なコンポーネントはウエブサーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバ
よりなり、それらを運用者がオペレータコンソールを通じて管理している。利用者はネットワークを介
して、それぞれのクライエント PC などでアクセスする。このシステムの D-Case を書いてみよう。以下
は、DEOS センターでの記述実験をもとにしている。
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ステップ１ システムライフサイクルを整理し、それぞれのフェーズの入力、出力ドキュメントをまとめ
る。
このウエブサーバシステムは、既存のサーバ PC を統合して開発した。そのライフサイクル、入出力
ドキュメントは下のようであったとする。ただしリファレンスシステムなので、いくつかのドキュメン
トには、仮定したものもある。ここでは特に運用ワークフロー定義文書に注目する。

図 4-18: ウエブサーバシステムのライフサイクル

表 4-2: ウエブサーバシステムのライフサイクル入出力ドキュメント

ステップ２ 入力、出力ドキュメントを整理する。
ライフサイクルで生成されるドキュメントがシステムのディペンダビリティにどのように関わるか考
え、分類する。
（１） 規格。このシステムはリファレンスシステムなので、順守すべき国際規格などは想定していない。
あるシステムが、順守すべき国際規格に適合していることを示すことは、従来からのセーフティ
ケースの主要な使われ方であり、実際のシステムの D-Case を書く場合は重要になる。
（２） リスク分析結果。アーキテクチャ定義フェーズ出力ドキュメントである「リスク分析文書」が該
当する。
（３） ディペンダビリティ要求。要求定義フェーズでの、「ユーザインタビュー文書」、「要求定義文
書」、「SLA 文書」などをもとに、システムのディペンダビリティを考える。
（４） システムのライフサイクルに関するドキュメント。ステップ１にあるようなライフサイクル定義
文書、それぞれのフェーズの入出力ドキュメントを整理しておくとよい。
（５） システムアーキテクチャモデル。「アーキテクチャ設計文書」が相当する。システムのスコープ
を設定する、構成をもとに議論するときに参照する。
（６） 運用情報。「運用ワークフロー定義文書」、「運用ログ」、「システムログ」が相当する。運用
ログや、システムログは、システムがどのように運用されているかの証拠として重要である。
（７） 環境情報。今回はリファレンスシステムであったため、具体的な環境情報は考慮していなかった。
実際のシステムでは運用情報と一緒にシステムがどのような環境で、どのように運用されている
かを議論するために重要である。
（８） テスト、検証結果。テストフェーズの「テスト結果」が相当する。
（９） プログラムコード。「統合されたプログラムコード」が相当する。
ステップ３
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このサービスのユーザはエンドユーザであるが、システム開発会社に受注するのは、ウエブサービス
提供会社であるとした。エンドユーザに対する D-Case も考えられるが、ここではシステム開発会社がウ
エブサービス提供会社に、開発したウエブサーバがディペンダブルである事を D-Case で示す事を考える
(実際のウエブサーバでは、さらにウエブサーバ運用会社なども考える必要がある)。ウエブサーバ開発会
社とウエブサービス提供会社などの間では、一般に SLA (Service Level Agreement) 文書で非機能要件
などの取り決めを行う。この事から、トップゴールは「ウエブサーバは SLA を十分に満たす」とした。
ステップ４ ディペンダビリティ要求、環境情報、語彙定義などを前提としてトップゴールに置く。
「ウエブサーバは SLA を十分に満たす」というトップゴールを議論するための前提となる情報を、前
提ノードとして置く。コンテクストに議論に必要な、アーキテクチャ設計文書を置き、スコープしてい
るシステムが、ウエブサーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバであること、「SLA」の
内容である「SLA 文書」を置く。ここまでで、図 4-19 のような D-Case ができる。

図 4-19: 前提ノードをつけたトップゴール
ステップ５ 大まかに D-Case の構造を考える
この例では以下のような議論を元に、構造を考えた。「サーバ PC の中身は開発していない（購入し
て統合した）ので技術的詳細を確認することはむずかしい。また最近の PC 技術は十分に成熟している
ので、特にこのような小規模なシステムでは PC 内部の欠陥による障害はそれほど考えなくてよいだろ
う。最近では、サーバ運用上のミスによって重大な情報損失事故などが起こっている。運用ワークフロ
ーにそって、それぞれのステップにおいて、リスク分析により得られた、起こりうる障害に対処できる
か議論することが重要なのではないか。その上で障害即応、変化対応の議論をしよう。」ここで障害即
応、変化対応という議論の仕方は、DEOS プロジェクトで議論されてきたことで、障害が発生したらで
きるだけ即応する、またシステムとその環境に変化が起こった時、それに対応することが、重要である
という考え方に基づいている。図 4-20 が、上記議論より得られた大まかな議論構造である。

図 4-20: ウエブサーバシステムの D-Case の大まかな構造
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ステップ６ 必要なドキュメントを前提として置く
運用ワークフローにそって議論するためには、ワークフローを定義しているドキュメント、つまり運
用ワークフロー定義文書を前提ノードに置く。運用ワークフロー定義文書では、ユーザログイン、ショ
ッピングカート処理、クレジットカード認証、終了処理、配達、クレーム処理の６ステップからなり、
それぞれのステップがさらに詳細なステップにわかれていると定義した。
ステップ７ドキュメントから D-Case のサブツリーを作る
この例の D-Case のトップゴールは、運用ワークフロー定義文書にしたがって、ステップごとに、図
4-21 のように展開できる（最初と最後のステップのみ展開）。

図 4-21: ウエブサーバシステムの D-Case トップレベル
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4.4 D-Case の果たす役割
D-Case はシステムがディペンダブルであることを保証するために重要となる合意形成と説明責任で、
次の５つの役割を果たすことができる。
・説明すべき主張を明示的に定義する
・主張が成立する根拠となる証拠を明示的に定義する
・説明の前提となるコンテキストを明示的に定義する
・証拠によって主張を論理的に説明する
・標準的な表記法により、客観的な合意形成を支援する
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以下では、上述した役割を D-Case が果たすことを示すために、D-Case を用いて、対象システム T に
ついてのある主張 C に対する説明責任を遂行する方法について説明する。説明に使用する D-Case を D
とする。D の最上位の主張が C である。ここで、D と T の対応関係には、一貫性があることを仮定して
いる。もし、D と T の対応関係に一貫性がなければ、T に対して D が一貫性をもつように、D を修正す
る必要がある。
D における最上位の主張 C0 から証拠までの関係の長さ（木の深さ）に従って帰納的に説明することが
できる。まず説明しようとする現在の主張を CC を最上位の主張 C0 として次の説明手順 A によって、
D-Case を用いて T についての主張を系統的に説明できる。すなわち、説明手順 A の結果が合意であれ
ば、説明責任を遂行できたことになる。一方、結果が非合意であれば、D-Case の証拠や分解の網羅性に
問題があるため、説明責任を遂行できなかったことになる。もし説明責任の遂行に失敗した場合、①対
象システムに問題がない場合、D-Case の再作成あるいは、②対象システムに問題がある場合、T を修正
した上で D-Case を再作成して、説明責任の遂行を図る必要がある。
[説明手順 A]
入力：現在の主張 CC と、CC を頂点とする D-Case
出力結果：合意あるいは非合意
処理：以下のとおり。
現在の主張 CC に接続する下位のノードは、証拠か戦略のいずれかである。
(1) CC の下位ノードが証拠 E の場合
D-Case の主張 CC が証拠 E によって、直接関係づけられている場合、E の妥当性によって CC
の成立を立証できることは明らかである。もし、証拠 E について合意できれば、CC に対する説
明手順 A の結果を合意として終了する。そうでなければ、説明手順 A の結果を非合意として終了
する。
(2) CC の下位ノードが戦略 S の場合
D-Case の主張 CC が戦略 S によって複数の下位の主張集合{SC1,…SCk}に関係づけられている
場合、以下のようにして、再帰的に説明する。
(2-1) 戦略 S による下位の主張 SC1 から SCk への分解が網羅的であることを戦略に関係づけ
られている前提ノードによって説明する。もし、網羅性に問題があれば、結果を非合意と
して説明手順 A を終了する。そうでなければ、次の手順(2-2)を実施する。
(2-2) すべての下位の主張 SC1 から SCk について、主張が成立することを説明する。
まず、j:=1 とする。
(2-2a)以下を繰り返す。
j>k であれば、すべての下位主張について説明の遂行を完了していることから、結
果を合意として説明手順 A を終了する。
j<k+1 であれば
SCj を CC として説明手順 A を遂行する。
もし遂行結果が合意であれば、j:=j+1 として、手順(2-2a)を実施する。
もし遂行結果が非合意であれば、非合意として説明手順 A を終了する。
[説明手順 A 終わり]
この説明手順 A を図 4-22 の例で解説する。まず、G1 を CC とする。G1 の下位ノードが戦略 S1 である
ことから、S1 の下位ノード{G2,G3}について説明手順を繰り返す。
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図 4-22: 説明責任の遂行手順の例
このとき、G1 を G2 と G3 に分解することが網羅的であることを、S１の前提ノード C1 によって根拠
づけられているかどうかを確認する。もし、G2 と G3 への分解が網羅的でなければ、これ以上の説明は
妥当ではないことになる。もし、G2 と G3 への分解が網羅的であれば、説明手順を再帰的に反復する。
まず G2 について説明する。このとき、G２の下位ノードが戦略 S２であることから、S2 の下位ノード
{G5,G6}への分解の網羅性を、S2 に関連付けられている前提ノード C2 によって確認する。もし、G5 と
G6 への分解の網羅性の理由が C2 で説明できなければ、これ以上の説明は妥当ではないことになる。G5
と G6 への分解が網羅的であれば、説明手順を再帰的に反復する。まず G5 について説明する。このとき、
G5 の下位ノードが証拠 E1 であるから、E1 によって G5 の成立が説明できることについて合意できれば、
G5 の説明手順を完了する。次いで G6 の説明に移ると、同様にして E2 によって G6 の説明可否を判断
する。もし合意できれば、上位の説明に戻る。G2 のすべての下位主張についての説明について合意でき
たことから、上位の説明に戻り、G3 の説明を開始する。G3 についても、G2 と同様に、前提ノード C3
による{G7,G8}への分解の網羅性と、
証拠 E3,E4 による下位の主張{G7,G8}の成立について合意できれば、
G3 について合意できることになる。最後に、G4 が証拠 E5 によって成立することに合意できると、G1
のすべての下位主張{G2,G3,G4}について合意できたことから説明の遂行を完了したことになる。
なお、説明手順 A では、主張の未詳細化については考慮していない。この理由は、主張が下位の主張
に分解されるか、証拠によって妥当性を確認できないのであれば、合意を形成できないためである。こ
れに対して、主張を詳細化しないことについて、合意したいこともあるという立場があるかもしれない。
しかし、その場合、ディペンダビリティを確認することに対しては、判断が保留されているのであるか
ら、ディペンダビリティについての合意ではないと考えられる。つまり、ディペンダビリティについて
の合意が保留されているということであるから、説明手順 A では、そのような D-Case を合意に至って
いないと判断することとした。

4.5 d*フレームワーク
部品調達や外部システムと連携する現代システムでは、相互依存関係の管理が重要になる[1]。たとえ
ば、システム A のディペンダビリティを 確認するためには、A の内部のディペンダビリティだけでなく、
A が必要とする相互依存関係のディペンダビリティならびに、A と相互依存関係にあるすべてのシステ
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ムの内部のディペンダビリティを確認する必要がある。モニタノード、アクションノードについては、
D-RE の説明の後、6 章で詳細を述べる。
これらのディペンダビリティを D-Case を用いて次のようにして管理することができる。A と B が相
互作用するシステムであるとする。また C が A のサブシステムであるとする。このとき A の内部につ
いての D-Case を d(A)とすると、d(A) によってシステム A の内部がディペンダブルであることを確認
できる。次に、A が相互作用する B に対して必要とするディペンダビリティ要求を確認するための D-Case
を d(A, B)とする。同様にして A がサブシステム C に対して必要とするディペンダビリティ要求を確認す
るための D-Case を d(A,C)とする。さらに d(B)と d(C)を B と C の内部ディペンダビリティを確認するた
めの D-Case とする。
これらの関係を図 4-23 に示す。複数のディペンダビリティがネットワークを構成していることから、
このような図を d*フレームワークと呼ぶ[2]。この図では、D-Cases が木で示されている。木の最上位の
頂点がディペンダビリティゴールを示している。この図は A のディペンダビリティが d(A), d(A,B),
d(A,C), d(B) d(C)によって達成されることを示している。点線によって囲まれた領域によって A の所有者
が管理する D-Case の範囲を示している。D-Case のノードを相互依存関係にある D-Case によって置き換
えることができる。この関係によって相互依存するシステム間のディペンダビリティの伝搬を表現でき
る。コンポーネント調達の場合、調達されるコンポーネントの D-Case と、それを統合して構成されるシ
ステムの D-Case を作成する必要がある。コンポーネント提供者は要求されたディペンダビリティを満足
することを、コンポーネントの D-Case によって確認する必要がある。コンポーネントの調達者はコンポ
ーネント利用がディペンダブルであることを確認するための D-Case を作成して統合システムのディペン
ダビリティを確認する必要がある。これらの内部的な D-Case と相互依存関係に対する D-Case を結合す
ることにより D-Case 間の一貫性を確認する必要がある。d*フレームワークによって統合システムの提供
者が統合システムのディペンダビリティと、コンポーネントが適切に調達されていることを確認できる。

システム A

システム B

A

B

d（B）：Bがディペ
ンダブルであるこ
とを示すD-Case

d（A,B) Aのディペン
ダビリティ要求をB
が満足することを示
すD-Case

d（A,C)：Aのディペンダビ
リティ要求をCが満足す
ることを示すD-Case

D-Case（A) ：Aが
ディペンダブルで
あることを示す
D-Case

D-Case（C)：Cが
ディペンダブルで
あることを示す
D-Case
C
サブシステム C

図 4-23: d*フレームワークの例
ブラックボックスコンポーネントの D-Case が入手できない可能性がある。したがって、対応する D-Case
を作成してディペンダビリティを確認する必要がある。このとき、確認条件はブラックボックスコンポ
ーネントの利用状況に基づいて作成することになる。
上述したように、D-Case を用いて複数システム間のディペンダビリティを検討する場合，システムに
対して責任を負う主体との関係について、次のような基本的な課題を解決する必要がある。
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主体間の責任関係の扱い
主体間の責任関係とディペンダビリティとの一貫性の扱い
説明責任遂行方法

ここで、主体として、人や組織ならびに、システムやサブシステム、コンポーネントなどを考えるこ
とができる。したがって、主体間の関係には、システムとサブシステムの関係や、発注者のためにシス
テムを開発する開発者と発注者との関係などがある。
このような主体間のディペンダビリティの関係を表現するための表記法が d*フレームワーク（ディペ
ンダビリティのネットワーク）[5]である。d*フレームワークには、次の 2 種類の D-Case がある。
1. 主体自体がディペンダブルであることを示す D-Case
2. 主体が他の主体に対して責任を遂行することを表す D-Case
たとえば、LAN 機器を監視するためのセンサ群と、これらのセンサから LAN 機器の情報を入手して、
運用者に提示することにより、不適切な LAN 機器をネットワークから遮断する LAN 機器管理システム
を考える。このシステムは、LAN デバイス管理システム、LAN 機器監視センサ、運用サブシステムか
らなる。このシステムに対する d*フレームワークは図 4-24 に示すようになる。この図では、３個のシス
テム構成要素ごとに D-Case モジュールを対応付け、2 個のモジュール関係ごとに D-Case のゴールを対
応付けている。

図 4-24: LAN デバイス管理システムの d*フレームワーク
各モジュールに対して D-Case が記述できる。下位の D-Case をモジュールと対応付けて示すと、図
4-25 のようになる。
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図 4-25: 下位の D-Case を示した LAN デバイス管理システムの d*フレームワーク
このようにして d*フレームワークを用いることにより、システム全体のディペンダビリティを評価で
きる。
次に、組織間のディペンダビリティを d*フレームワークで確認する方法について説明する。たとえば、
サービスに関係する組織には、組織間の関係構造とサービスのディペンダビリティを協調的に達成する
ための関係構造がある。安全なサービス開発に対する組織構造は、図 4-26 のようになるだろう。同図で
は、円で組織を表現している。顧客がサービス提供者のサービスを利用する。サービス提供者は、コン
ポーネント開発者のコンポーネントを利用してサービスを開発する。コンポーネントの安全性を第三者
機関が評価する。また第三者機関はサービスの安全性も評価する。矢線によって接続された組織間に関
係があることを示している。すなわち、矢線の始点に対する組織に対して、終点に対する組織が責任を
遂行することを示している。たとえば、顧客に対してサービス提供者はサービスの安全な提供に対する
責任を遂行する。なお、矢線上の矩形に達成すべき責任の目標を記述している。

サービスで利用する
コンポーネントは安全である

サービスが安全に提供されている

サービスは安全である

顧客

安全な
提供

サービス
提供者

コンポーネントは安全である

コンポーネント
安全性評価

サービス
安全性評価
安全基準の下で
サービスは安全
である

コンポー
ネント
開発者

コンポーネント
の安全な開発

第三者
機関

安全基準の下で
コンポーネントは
安全である

安全評価は公正である

図 4-26: 組織構造の例
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d*フレームワークで、組織が持つ構造とそれに対応する責任関係を表現する方法は次のようになる。まず組
織をモジュールに対応付け、組織間の責任関係をモジュール間のゴールに対応付けることにより、図 4-26 を
図 4-27 のように、d*フレームワークで表現できる。下図の各ゴールは下位のサブゴールによって詳細化でき
る。なお、組織間の責任関係を同図では、2 重矢印を持つ責任属性リンクで明示的に定義している。
このように D-Case のモジュールを用いて責任主体を表現することにより、責任主体が達成すべき責任をゴ
ールによって明示することができる。このモジュールによる責任主体定義方式では，責任主体ごとに対応する
主張や証跡をまとめることができるだけでなく、責任主体間の関係を理解しやすいという特徴がある。

図 4-27: d*フレームワークによる組織間の責任関係

参考文献
[1]Mario Tokoro eds., Open Systems Dependability—Dependability Engineering for Ever-Changing
Systems, CRC Press, 2013
[2] Shuichiro Yamamoto, Yutaka Matsuno, d* framework: Inter-Dependency Model for Dependability,
DSN 2012

4.6 D-Case パターン
D-Caseを作成するためには、主張（ゴール）、戦略、前提、証拠（エビデンス）とそれらの関係を記述する
必要があるD-Caseを作成する際には、まずディペンダビリティについてシステムが満たすべき主張を列挙する
必要がある。このために、戦略ノードを用いて主張を下位主張に分解することになる。この場合、次のような
基本的な疑問が生じることが多い。
①主張として何をどう書くのか
②戦略に何を書くのか
③戦略で分解する幅をどこまで広げるのか
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④前提に何を書けばいいのか
⑤証拠に何を書けばいいのか
⑥木構造をどこまで深くするのか
⑦前提と証拠の関係をどのように分析すればいいのか
これらの疑問に答えるためには、適用対象分野を限定することにより、分野に即したD-Caseの階層構造と構
成要素に記述すべき内容を予め規定しておく方法が有効である[1][2]。
しかし、対象分野が限定できない場合には、より一般的な方法が必要となる。たとえば開発文書や運用保守
文書などの既存文書に基づいて、D-Caseを作成する方法が考えられる。このような既存文書に基づく方法の利
点としては、指定された文書の構造や内容によって作成すべきD-Caseの構造と構成要素に記述すべき事柄を明
確化できることである。
主張を戦略によって分解する際の観点や、分解の順序についての指針が明確に整理されていなかったために、
どのように論証を展開すべきかが分からないという問題があった。このため、Bloomfieldらは、安全性ケース
の議論分解の観点として、システム分解（architecture）、機能分解（functional）、属性分解（set of attributes）、
帰納分解（infinite set）、完全分解（complete）、改善分解（monotonic）、明瞭化分解（concretion）を紹介し
ている[3]。しかし、これらのパターンだけで議論分解パターンが尽くされているかどうかについては必ずし
も明確にはなっていないのが現状である。

D-Case を作成する場合、
①D-Case によってディペンダビリティを確認しようとする対象と、②D-Case
によって議論しようとする説明、③D-Case で用いられる証拠が必要である。また、④すでに説明が合意
された D-Case を再利用できる。
したがって、D-Case パターンには、D-Case でディペンダビリティを確認しようとする対象について
のパターン、D-Case による説明についてのパターン、証拠のパターン、再利用のありかたについてのパ
ターンがある。対象パターンについては、対象の共通構造に基づく参照モデル分解パターンと、対象の
記述法に基づく対象記述分解パターンがある。説明パターンについては、説明条件に基づく条件分解パ
ターンと、推論手法に基づく推論分解パターンがある。
上述したことを整理すると、図 4-28 のようになる。

証拠文書

証拠分解
説明対象
システム
対象の表記法
対象が持つ共通構造

保証ケース

説明
条件分解
推論分解

対象分解
参照モデル分解
再分解

保証ケース

図4-28: D-Caseパターンの関係
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D-Case を用いて、システムがディペンダブルであることを説明する場合、①説明対象と D-Case との
一貫性と、②D-Case による説明方法の妥当性が重要である。
（１） 説明対象と D-Case との一貫性
ディペンダビリティを説明しようとする対象と、その対象を説明するために記述された D-Case と
の間の一貫性が必要である。そうでなければ、説明された D-Case 自体が妥当であっても、説明対象
と説明された D-Case とが対応していなければ、説明がすり替えられたことになり、対象がディペン
ダブルであることに対する説明責任が遂行されていないことになる。
D-Case で説明する対象として、①システムを表現する記述構造、②システムが基礎とする参照モ
デルが考えられる。①では、説明しようとするシステムを表現するための記述構造と D-Case とが
対応している。②では、説明しようとするシステムの参照モデルと D-Case とが対応している。し
たがって、これらの D-Case によって説明された主張であれば、①システムの記述構造②参照モデ
ルについての説明責任を遂行できることになる。
（２）D-Case による説明方法の妥当性
D-Case を用いた主張の説明では、主張の妥当性を確認するために下位の主張に分解するための①
推論方法と、②判断条件、③主張を立証するための証拠の種類の選択が必要となる。さらに、説明
責任が遂行された既存の D-Case を再利用することにより、新たな主張の説明責任を遂行できる。
このため、③妥当性が立証されている推論方法、④判断条件、⑤有効な証拠の種類、⑥既存の D-Case
の再利用を用いることにより、合意形成可能な D-Case を作成できる。もし、独自の推論方法が
D-Case で使われているとしたら、その推論方法の妥当性を、まず立証する必要がある。妥当ではな
い推論方法によって記述された D-Case では説明責任を遂行することはできない。また適切でない
証拠によって主張の妥当性を確認することはできない。
したがって、すでに妥当性が立証されている推論方法、条件判断方法、証拠の種類、再利用を活
用することにより、D-Case を用いた説明責任を効率的に遂行できる。
上述したように、D-Case による説明責任の遂行では、D-Case における上位の主張を下位の主張と証
拠によって説明するための分解構造の適切性が問題になる。このため、D-Case の分解パターンとして表
4.3 に示すような 6 分類を提案している[1][2]。なお、これらの分解パターンの使い分けは、説明対象ご
とに分解パターンを用意していることから明らかである。たとえば、システム構成の観点から、システ
ムのディペンダビリティを説明したいのであれば、アーキテクチャ分解パターンを利用することができ
る。
表 4-3: D-Case パターンの分類
パターン分類
対象記述分解
参照モデル分解
条件分解
推論分解
証拠分解
再分解

説明
対象物の記述方法に基づいて主張を分解
対象物の参照モデルに基づいて主張を分解
対象条件に基づいて主張を分解
主張を説明するために，背理法や帰納法によって分解
主張を証拠によって分解
関連する主張分解を再利用して主張を分解

対象記述分解は、対象物の表現構造に基づいて D-Case を分解するためのパターンである。
対象記述分解、参照モデル分解、条件分解、推論分解、証拠分解、再分解の例を、それぞれ表 4-4 か
ら表 4-9 に示す。

Page 60

第4章

2013/11/15

DEOS プロジェクト

研究成果集

© 2013 科学技術振興機構

表 4-4: 対象記述分解の例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

分解パターン
アーキテクチャ分解
機能分解
属性分解
完全分解
プロセス分解
プロセス関係分解
階層分解
DFD 階層分解
ビュウ分解
ユースケース分解
要求記述分解
状態遷移分解
運用要求記述分解
シーケンス分解
ビジネスプロセス分解

説明
システム構成に従って分解
主張を機能構成に従って分解
特性を複数の属性に分解
説明対象のすべての要素による分割
プロセスの入力，処理，出力に対して主張を分解
プロセスの先行後続関係に基づいて主張を分解
対象の階層構成に基づいて，主張を分解
DFD の階層構成に基づいて，主張を分解
UML のビュウ構成に基づいて，主張を分解
ユースケースに基づいて，主張を分解
要求の記述項目に対して，主張を分解
状態遷移に対して，主張を分解
運用要求定義票に基づき，主張を分解
シーケンス図に基づいて，主張を分解
ビジネスプロセスモデル記法に基づき主張を分解

表 4-5: 参照モデル分解

1

分解パターン
リスク対応分解

説明
システムリスク参照モデルに基づいて，主張を分解

2

組込み参照モデル分解

組込みシステム参照モデルに基づいて，主張
を分解

3

CC 分解

4
5
6
7
8
9
10

要求仕様記述分解
システム境界分解
欠陥モード分析分解
非機能要求指標分解
DEOS プロセス分解
テスト項目分解
問題フレーム分解

セキュリティのコモンクライテリア（CC）に基づい
て，主張を分解
要求文書の章構成に対して，主張を分解
システム境界に基づいて，主張を分解
対象物の欠陥モード分析に基づき主張を分解
非機能要求品質指標に基づき主張を分解
DEOS プロセスに基づき，主張を分解
テスト項目参照モデルに基づき，主張を分解
問題フレームのパターンに基づき，主張を分解

表 4-6: 条件分解の例

1
2
3
4
5
6
7

2013/11/15

分解パターン
ECA 分解
条件判断分解
代替案選択分解
矛盾解決分解
均衡分解
改善分解
精緻分解

説明
イベント，条件，活動に対して主張を分解
条件判断に対して，主張を分解
代替案選択に対して，主張を分解
矛盾とその解決策に対して，主張を分解
互いに依存する属性に対して，主張を分解
新システムによる旧システムの改善点による分解
曖昧性の明確化による分解
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ここで、条件分解の 6 番目と７番目の改善分解と精緻分解は、Bloomfield らによって monotonic パタ
ーンおよび modification パターン[3]として提案された分解パターンである。

表 4-7: 推論分解

1
2
3
4

分解パターン
帰納分解
消去分解
否定推論分解
反駁分解

説明
説明対象の場合分けによる分割

消去法によって，主張を分解
主張の否定への対処によって，主張を分解
主張への反駁証拠による分解

表 4-8: 証拠分解

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

分解パターン
レビュ分解
評価分解
テスト分解
証明分解
モデル検査分解
シミュレーション分解
合意分解
モニタ分解
文書分解
法制度分解

説明
レビュ結果を証拠として，主張を確認
チェックリストや投票の結果を証拠として，主張を確認
テスト結果を証拠として，主張を確認
形式的証明を証拠として，主張を確認
モデル検査結果を証拠として，主張を確認
シミュレーション結果を証拠として主張を確認
合意文書を証拠として，主張を確認
監視結果を証拠として，主張を確認
開発や運用に関する文書を証拠として，主張を確認
規格や法制度についての文書を証拠として，主張を確認

表 4-9: 再分解
分解パターン

1

水平分解

2

垂直分解

説明
互いに独立に具体化されている複数の分解を用いて，共通する主
張の下で分解されている複数の下位の主張を分解
具体化された分解を用いて，一つの主張を分解

例）アーキテクチャ分解パターン
分解パターンの例として、アーキテクチャ分解パターンを図 4-29 に示す。この図では、システムがサ
ブシステム A と B から構成されているとき、システムのディペンダビリティを、サブシステム A と B
のディペンダビリティならびに、A と B の相互作用のディペンダビリティによって説明している。
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図 4-29: アーキテクチャ分解パターンの例
アーキテクチャ分解パターンを適用することにより、D-Case を効率的に作成できる[4]。

参考文献
[1] 松野 裕, 山本修一郎, 実践 D-CASE (http://ec.daitec.co.jp/finditem.aspx?scode=978-4-862930-91-0)
[2] 山本修一郎, 主張と証拠 (http://ec.daitec.co.jp/finditem.aspx?scode=978-4-86293-095-8)
[3] Bloomfield, R. and Bishop, P., February 2010, Safety and assurance cases: Past, present and possible
future–an Adelard perspective, in proceedings of 18th Safety-Critical Systems Symposium
[4] Shuichiro Yamamoto, Yutaka Matsuno , An Evaluation of Argument Patterns to Reduce Pitfalls of
Applying Assurance Case, 1st International Workshop on Assurance Cases for Software-intensive
Systems (Assure 2013)

2013/11/15

第4章

Page 63

© 2013 科学技術振興機構

研究成果集

DEOS プロジェクト

5 D-Case ツール
5.1 D-Case Editor
DEOS プロジェクトでは、D-Case 手法の普及と展開を促進させるため、D-Case 手法を DEOS プロジ
ェクトの各種成果と統合したツール D-Case Editor を開発した。2012 年 3 月までに以下の機能を備えた
D-Case Editor を開発し、フリーソフトとして一般に公開した。







D-Case ダイアグラムの編集
D-Case パターンライブラリ（再利用可能な D-Case の部品集）の統合
OMG ARM, SACM メタモデルへの変換
モニタ、アクションノードによるシステムのリアルタイムモニタリング（D-RE 連携）
ディペンダビリティ測定のためのベンチマーク環境との連携（DS-Bench [1]連携）
Agda による検証機能（5.3 節参照）の統合

D-Case Editor はオープンソースの統合開発環境である Eclipse2のプラグインとして実装されている。
このため D-Case Editor の拡張は Eclipse プラグイン開発のフレームワークを用いることで容易に行う
ことができる。図 5-1 に D-Case Editor の画面イメージを示す。

図 5-1: D-Case Editor 画面イメージ

１）D-Case 関連文書の管理機能
D-Case でディペンダビリティに関する議論を可視化し、ステークホルダ間で合意を形成するために
は、Evidence や Context となる文書を D-Case 内で適切に参照出来ることが求められる。これらの文書
は多数のステークホルダが作成に関与し、ライフサイクルに合わせて頻繁に更新されるため、適切な管
理、具体的には複数のステークホルダがアクセスできる文書リポジトリへの登録や版管理などが必要と
なる。

2

http://www.eclipse.org/
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我々は 2012 年 4 月以降 D-Case Editor を拡張し、D-Case と文書リポジトリに登録され版管理されて
いる文書との関連付けをおこなう機能（通称：関連文書管理機能）を開発した。
以下に、関連文書管理機能のワークフローを記述し、その利用シーンを明らかにする。

２）関連文書管理機能のワークフロー
D-Case を活用する業務には以下の実現すべき事項が存在する。





ディペンダビリティに関する議論を D-Case の手法により実施し、達成すべきゴールとスコ
ープを明確化する
D-Case ダイアグラム記述により上記議論、論拠の可視化を行う
ゴールが実現していることをエビデンス文書により裏付け、確信を与える
D-Case ダイアグラムおよび関連エビデンス文書により説明責任を遂行する

D-Case を活用する業務に登場するアクターは以下のものがある。
【業務担当部門】
• オープンシステムに対応する商品開発を行う/オープンシステムでサービスを提供する業務の担
当部門/担当者。 それぞれの組織により規定されている開発プロセスに従って業務を遂行する。
【D-Case 作成者】
• 組織のメソドロジに従って遂行される業務プロセスをディペンダビリティの視点で捉えてスコ
ープ、コンテキストを考慮しながら D-Case として記述する。
【D-Case 責任者】
• D-Case のスコープを定める。コンテキストを定義しコンテキスト文書を作成する。
• 作成された D-Case を承認する。
• エビデンス文書の作成を業務実施部門に要求/依頼する。
• ディペンダビリティに対する説明責任を果たす。
【文書管理システム】
• スコープ文書、コンテキスト文書、業務成果物（エビデンス文書)、および左記の各種文書が関
連付けられた D-Case 文書を格納する。
• ステークホルダに格納した各種文書を公開（レビューを含む)する。
• D-Case 文書の承認状態を管理する。
【D-Case リポジトリ】
• 作成途中の D-Case を登録し構成管理する。
D-Case 活用業務は以下のステップに分割され、それぞれで関連文書を管理することが重要となる。
1 D-Case の作成/修正
 開発する商品あるいはサービスに合わせて D-Case を記述する
 D-Case のスコープ、コンテキストを定義する
 コンテキストノードにコンテキスト文書を関連付ける
 ダイアグラムを記述する
2 D-Case とエビデンス文書の関連付け
 【業務担当部門】が作成し、【文書管理システム】に格納した文書をエビデンスノードに関連
付ける
 エビデンスノードに関連付けるべきエビデンス文書を特定する
 エビデンス文書の作成と格納を【業務担当部門】に依頼する
3 関連文書と D-Case 文書のレビュー
 コンテキスト、エビデンスノードと各種文書を関連付けた D-Case 文書をレビューする
 エビデンス文書の更新をチェックし、関連性を最新化する
 D-Case 文書を【文書管理システム】へ登録する
 D-Case 文書から関連文書を参照し、エビデンスの妥当性を確認する
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 D-Case 文書間の比較により変化点の確認を行う(再レビューの場合)
4 D-Case の承認
 レビュー完了した D-Case 文書と関連文書を【文書管理システム】上で承認する
 レビュー済みの D-Case 文書を承認する
これらのステップはウォータフォール的に実際される場合もあれば、反復的に繰り返される場合もあ
る。それは開発組織の採用したプロセスに依存する。
以下、図を交えてこれらのステップの詳細を述べる。図は各ステップをワークフロー図として表現し
たものである。縦が各アクターで区切られており、横方向（左から右）に業務の進行を表している。図
5-2 に図内で使われている図形の意味を示す。

業務の流れ

D-Caseエディタを利用しない
アクティビティ

データの流れ
D-Caseエディタ

D-Caseエディタを利用するアクティビティ
図に対する注釈

生成物

ファイル・データの保管
システム

図 5-2: D-Case 業務のワークフロー図で使われている図形一覧
図 5-3 は「1. D-Case の作成/修正」を記述したものである。最初のステップとして【業務担当部門】、
【D-Case 責任者】、【D-Case 作成者】共同で Dependability 要求事項について確認を行う。その後、
【D-Case 責任者】がそれら確認事項を文書化したものをコンテキスト文書として作成し、【文書管理シ
ステム】に登録する。コンテキスト文書には、サービス目的定義、ステークホルダ定義、要求事項、サ
ービス継続シナリオ、システム要件などの情報が含まれる。次に【D-Case 作成者】がそのコンテキスト
文書を参照しつつダイアグラムの作成を行う。その過程で【文書管理システム】中のコンテキスト文書
を参照するように D-Case 中のコンテキストノードが作成され、D-Case 全体のゴールとスコープが明確
化される。引き続きリーフゴールまでの記述を行い、議論のひな型が作成される。それらは適宜内部レ
ビューを経て修正され、【D-Case リポジトリ】に格納される。
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図 5-3: D-Case 作成/修正のワークフロー図
このようにして作成された議論のひな型を元に、続いて図 5-4 のとおり「2. D-Case とエビデンス文
書の関連付け」を行う。【D-Case リポジトリ】に登録されている D-Case を元に、【業務担当部門】、
【D-Case 責任者】、【D-Case 作成者】が共同で議論しエビデンスとなる文書を特定していく。その結
果を元に【業務担当部門】が実際にエビデンス文書の作成を行う。エビデンス文書には、設計仕様書、
テスト仕様書、テスト結果、レビュー結果などが該当する。これらの文書は完成すると【文書管理シス
テム】に登録される。【D-Case 作成者】はこれらの文書をチェックしながらエビデンスとして D-Case
に関連付けを行う。

図 5-4: D-Case とエビデンス文章の関連付け
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エビデンス文書の作成と登録が進むと、図 5-5 の通り「3. 関連文書と D-Case のレビュー」を実施す
る。【D-Case 作成者】が適宜エビデンス文書の更新をチェックし、それらに合わせて D-Case を更新す
る作業を通じて全体の整合性をとる。それらの作業が区切りを迎えたら、D-Case を【文書管理システ
ム】に登録し、【業務担当部門】、【D-Case 責任者】を交えて文書と D-Case のレビューを行う。

図 5-5: 関連文書と D-Case 文書のレビュー

レビューが済み承認されると、【文書管理システム】中の D-Case に承認済みであることを示すステー
タスを付与する（図 5-6 D-Case の承認）。これにより、開発組織の外部にいるステークホルダに対して
説明責任を遂行できる D-Case が作成できる。
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図 5-6: D-Case の承認

３）関連文書管理機能の実装
上記ワークフローに基づき、我々は関連文書管理機能を実装し公開している。実装したソフトウェア
は以下の機能を持つ。








D-Case ノードへの文書の関連付け
 文書管理システム上の文書の関連付け
 ローカルの作業用 PC 上にある文書を関連付けしつつ、文書管理システムにアップロード
D-Case に関連付けられた文書の変更検出、バージョン履歴確認
D-Case 自体の文書管理システムへのアップロード
D-Case 自体の履歴確認、比較、検索
文書管理システム中の D-Case への承認ステータスの付与
同じ関連文書を参照する D-Case の検索

文書管理システムとのインターフェイスには、標準化団体 OASIS の定義するコンテンツ管理システ
ムのインターフェイス標準である CMIS3を利用している。ただし、実装詳細は具体的な製品ごとに異な
るため、今回の開発では CMIS 対応のオープンソースコンテンツ管理システムである Alfresco4をターゲ
ットとした。図 5-7 に画面イメージを示す。

3
4

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis
http://www.alfresco.com/jp
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図 5-7: 関連文書管理機能（一部）の画面イメージ
プロジェクトで開発した一連のソフトウェアは、ユーザマニュアルも含めて D-Case サイト5にてフリ
ーで公開している。また、D-Case Editor は 2013 年 10 月に、富士ゼロックス、電通大によりオープン
ソースソフトウェアとして公開された6。

参考文献
[1] Fujita, H. and Y. Matsuno, T. Hanawa, M. Sato, S. Kato and Y. Ishikawa. 2012. DS-Bench Toolset:
Tools for dependability benchmarking with simulation and assurance. IEEE/IFIP International
Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2012)

5.2 D-Case Weaver と D-Case ステンシル
5.2.1 D-Case Weaver
D-Case Weaver は D-Case Editor の基本的な機能を実装した Web 実装バージョンである。D-Case エ
ディタが生成する.dcase ファイルと互換性をもち D-Case Editor、D-Case Weaver 双方で編集可能であ
る[1、2]。

１）D-Case Weaver の特徴・機能
Web Browser 上で
 D-Case の GSN グラフを作成し、Node や Link を追加、変更、削除できる。
 D-Case の部分木をモジュール化することができる。また D-Case へモジュールを追加することが
できる。
 Node に D-Script に関する情報を追加、変更、削除できる。
 D-Case Weaver が生成する D-Case の XML 表現は、
D-Case Editor が生成する XML 表現に対し、

5
6

http://www.dcase.jp/
https://github.com/d-case/d-case_editor

Page 70

第5章

2013/11/15

DEOS プロジェクト





研究成果集

© 2013 科学技術振興機構

上位互換（スーパーセット）。
GSN グラフの Node のタイプ毎の統計情報を表示できる。
コンテンツマネージメントシステム Alfresco（Community 版）と連携し、D-Case 及びエビデン
ス文書の管理ができる。
Node に関連資料を添付（Attach）できる。
責任者名と有効期限を設定及び編集できる。

図 5-8: D-Case Weaver 画面イメージ

２）D-Case Weaver 基本操作
①ノードを新規作成する
描画領域上で右クリックしコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[New Node]→[Goal]を選択する

Goal ノードが新規作成される
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②子ノードを追加する
ノード上で右クリックしコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Add Child]→[Strategy]を選択する

Strategy ノードが追加される

③ノードを編集する
ノード上で右クリックしてコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Edit Node]を選択すると Node Editor ダイアログが表示される
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ノードの内容を編集して[OK]ボタンを押下する

編集した内容がノードに反映される

④ノードを削除する
ノード上で右クリックしてコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Delete Node]を選択する
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ノードが削除される

⑤ノードに URL を添付する
ノード上で右クリックしてコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Attachment]を選択すると Attachment ダイアログが表示される

ダイアログの URL 欄に URL を入力する

Attachment が設定されノードにクリップアイコンが付加される

クリップアイコンをクリックすると、Attachment で設定した URL が開く
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⑥リンクを編集する
リンク上で右クリックしてコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Edit Link]を選択する

赤色の矢印が表示される

赤色の矢印の終端を Drag し、リンクしたいノード上で Drop する
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矢印以外の場所でクリックすると編集内容が確定される

⑦整列する
描画領域上で右クリックしてコンテキストメニューを表示する
コンテキストメニューの[Arrange]を選択する

ダイアグラムが整列される

⑧D-Case を保存する
ツールバーの[Save]ボタンを押下すると Save D-Case ダイアログが表示される
保存先ディレクトリを選択し、ファイル名を入力する
ダイアログの[OK]ボタンを押下すると D-Case が保存される
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⑨保存した D-Case を開く
ツールバーの[Open]ボタンを押下すると Open D-Case ダイアログが表示される
D-Case を選択する
ダイアログの[OK]ボタンを押下すると D-Case が描画領域に表示される

5.2.2 D-Case ステンシル
D-Case ステンシルは、広く一般に使われている Microsoft PowerPoint 上で、プレゼンテーション用の
D-Case や小規模な D-Case を書く事が出来る PowerPoint アドインである[3]。
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図 5-9: D-Case ステンシル画面イメージ

使用方法:
D-Case ステンシルをインストールすると、Microsoft PowerPoint に「D-Case」タブが追加される。
「D-Case」を開くと上部にノード及びリンクの図形が表示される。これらの図形は通常の図形と同じよ
うに操作できる。

参考文献
[1] D-Case Weaver 仕様書（DEOS-FY2013-CW-01J）
[2] http://www.dependable-os.net/tech/DCaseWeaver/index.html
[3] http://www.dependable-os.net/tech/D-CaseStencil/index.html

5.3 D-Case 手法とツールの課題と現在
ディペンダビリティ合意形成と説明責任をテーマとし、D-Case 手法・ツールの開発、リファレンス
システムや事例に基づいた実証実験を行ってきた。下記は実証実験の例である。
ウエブサーバなどのリファレンスシステム（D-Case チーム、DEOS センターなど）
教育用ウエブサービスシステム（倉光チーム）
センサネットワークシステム[1]（徳田チーム）
ET ロボットコンテスト[2] （恩田グループ）
バージョンコントロールシステム（木下チーム）
受付ロボット（加賀美チーム）
スーパーコンピュータの運用マニュアル[3]（山本グループ）
自動車のエンスト問題（松野グループ、トヨタ自動車との共同研究）
超小型人工衛星[4]（松野グループ、慶応大学との共同研究）
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テレビ営業放送システム（永山グループ）
など。しかしながら、D-Case を記述することによって、システムのディペンダビリティが向上するこ
とを、企業に説得するところまでは行っていない。一般に、プロセス、手法の評価は QCD (Quality,
Cost, Delivery)などによって行う。D-Case によって、システムの品質(Quality)が向上し、コスト(Cost)
が低減し、納期(Delivery)が短くなるなど、示す必要がある。従来の Safety Case は、規格認証が主目的
であったため、強制力があった。DEOS/D-Case においても国際標準化を推進している。オープンシス
テムディペンダビリティのためには多くの企業の協力が必要になる。規格による強制力だけではなく、
企業が本当に使いたいと思える手法とツールでなくてはならない。
４章、５章で紹介した D-Case の研究開発の現状を述べる。
１）D-Case 構文
D-Case 構文は GSN を元に DEOS で議論した拡張を設計し、D-Case Editor において参照実装を
行った。現在、仕様の初版を準備中である。しかしながら、実際のシステムにおける適用がまだ
少ない（適用例として最も複雑なシステムは現在のところ超小型人工衛星[4]である）。また次節
の形式 Assurance Case との対応は、現時点においては後述する D-Case/Agda ツール連携にとど
まっている。GSN の定義自体に曖昧な所があり[7]、GSN の提案者の Tim Kelly などとのコミュ
ニケーションを行いながら構文の設計を進めていく。システムのディペンダビリティ表現のため
の表記法は初期研究段階にあり、日本発の提案を行っていく。
２）D-Case 記述法
4.3.2 節で示した記述法の一つの意図は、システムライフサイクルに D-Case を埋め込むことであ
った。そのために、D-Case 記述の入力としてシステムライフサイクルの各フェーズの入出力ドキ
ュメントを設定した。しかしながら D-Case 自体をライフサイクルフェーズの入出力ドキュメント
にするまで埋め込めておらず、完全には手法化されていない。D-Case 講習会において教材として
用いているが、実際のシステムへの適用は行っていない。関連研究として、システム・アーキテ
クチャ設計における様々な選択の妥当性を示すために GSN を用いる、Virginia 大学の Assurance
Based Development Method[5]があるが、ケーススタディにとどまっている。
３）システムのモニタリングと障害対応機能との連携
Mindostorm ロボットや、ウエブサーバシステム[6]などを対象として、モニタリング、障害対応
機能との連携の基礎実装を行ってきた。D-Case と D-Script との連携は、基礎的実装の段階にあ
る。
４）D-Case 実証実験
前述のように、実証実験を行ってきた。しかしその評価は、参加者へのアンケート（多くは肯定
的であるが）、D-Case 記述にかかる工数の計測など、基本的な段階にとどまっている。Nancy
Leveson の言葉「多くの Safety Case の研究は、個人的な意見を述べているか、記述例を示して
いるのみで、本当に効果的であるかどうかは示していない」にあるように、従来研究においても
明確な評価は行われいないと考える。実証実験において、多くの企業からコメントや質問をもら
った。これらをもとに、企業が使いたいと思える評価を目指していく。
５）D-Case/Assurance Case 評価法、確信 (Confidence)
前項と関連する。D-Case の評価法、すなわち、D-Case によって、システムのディペンダビリテ
ィにどれくらい確信を得るかを定量・定性的に評価することは、最も根本的な課題である。既存
研究には、ベイジアン確率統計を用いて、非常に簡単なアシュアランスケースを対象として定量
評価に関する研究[7]、Assurance Case に対してどれくらい批判(Defeater)があるかで確からしさ
を評価する枠組み[8]があるが、広く認められるものはいまだ存在しない。いくら研究しても、解
が見つけられないかもしれないが、研究を継続することが大切である。確信、合意形成、説明責
任の概念的関係を明らかにすることも重要な課題である。
６）D-Case ツール
2010 年４月当初、アシュアランスケースのツールは、Adelard 社の ASCE がほとんど唯一のツー
ルであった。現在、D-Case Editor はオープンソース化を果たし、D-Case Weaver、ステンシル、
Assure-It など、
DEOS 発のツールができてきた。
またチェンジビジョン社の Astah*ツールの GSN
拡張なども開発中である。ツール開発においては、日本は欧米に比べて先んじている。
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７）D-Case パターン
D-Case の再利用性を高めるため、属人性を低減するためにパターンを導入することは、実用化に
向けて重要である。Robin Bloomfield のパターンの分類、Tim Kelly らの国際規格適合のための
詳細なパターンなどを出発点として、4.6 節において D-Case パターンを整理した。今後、これら
パターンを、システムライフサイクルで、いつ、どこで使われるのか、あるいはパターン選択の
基準などをガイドラインとして提供する必要がある。またパターンの効果を評価する必要がある。
ディペンダビリティとはなにか、基本的なところから D-Case 研究を開始し、４年近くが経過したが、
上記のように多くの課題が残っている。
2012 年 9 月 14 日に、デンソークリエイトの協力を得て、名古屋で第 1 回 D-Case 実証評価研究会を
開催した。30 名以上にご参加いただき、活発な議論ができた。2 回目もデンソークリエイトの協力を得
て、2012 年 12 月 20 日に行うことができ、30 名を超える参加者があった。2013 年 4 月 19 日には、慶
応大学の協力を得て慶応大学日吉キャンパスにおいて、第 3 回 D-Case 実証評価研究会を開催した。60
名を超える方に参加してもらい、盛況であった。第４回は京都で株式会社アックスのセミナールームに
おいて 2013 年 10 月 22 日に行い、33 名の参加者を得、技術者、研究者から学生まで幅広く発表、議論
を行うことができた。4.3.2 節の記述法を元にした講習会も５回行った。一緒に研究開発を行ってきた富
士ゼロックス、DEOS 推進委員会企業に加え、トヨタ自動車、キャッツ、ベリサーブ、デンソークリエ
イト、アックスなど多くの企業との共同研究、セミナーや展示会も行うようになった。企業との共同研
究、実証実験などの詳細は D-Case のホームページを御覧ください。

図 5-10: 第４回 D-Case 実証評価研究会の様子
D-Case が、本当にディペンダビリティ合意形成と説明責任のための手法とツールとなるためには多く
の課題がある。基礎研究を行いながら、企業と一緒に考え、解決を目指し、日本の発展に貢献していき
たい。
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5.4 D-Case 整合性検査ツールと形式アシュランスケース
複雑で大規模なシステムを上位レベルの概念から下位レベルまで詳細に論じる D-Case は、それ自体、
多くの分担者によって作成され更新される複雑で大規模な文書である。この文書の整合性を検査し確保
する技術は、D-Case に基づいてディペンダビリティを達成するうえで本質的に重要な課題となる。人
間が注意深く読んでチェックする、いわゆるレビューだけでは D-Case の整合性検査は難しい。
整合性検査は、D-Case の作成だけでなく保守においても鍵となる。システムや環境・要求などの変
化に応じて D-Case を部分的に変更する際には、全体の整合性が失われないようにしなければならない。
この節では、機械的に整合性を検査できるアシュランスケースの記述方式、形式アシュランスケース[7]
について説明し、それに基づいた D-Case 整合性検査ツール D-Case in Agda [9][10]を紹介する。
D-Case、GSN [5][6]、CAE [3]、Toulmin モデル[12] 等は、アシュランス議論の構造を議論の構成要
素の種別（ゴールノード、ストラテジノード等）と要素間の関係で定式化する。しかし、議論の整合性
は議論要素の種別だけでは検査できない。要素の内容に立ち入り、内容記述の土台となるオントロジー
を明確にして整合性検査の基準とする必要がある。このオントロジーの対象には、ゴールを記述するの
に必要な概念、概念の間の関係や仮定、システムや環境などの議論の対象物、議論の中で使うことにし
た推論原理、等が含まれる。
D-Case、GSN、CAE 等は、オントロジーの定義を議論の構成要素として明確に定式化していない。
オントロジーの一部は自然言語によって文書のあちらこちらで説明され、また一部は暗黙裡に読者に了
解されるものとされる。このため、議論の整合性は全てレビューによって人間が総合的に判断するしか
ない。レビュアーによって整合性の判断基準が異なってもその相違を検出することも難しい。機械的な
整合性検査には、基準となるオントロジーの明確な定式化が不可欠である。
形式アシュランスケースは、「理論部分」と「議論部分」の二つからなる。理論部分は、オントロジ
ーを一定の形式論理体系におけ る形式理論として明示する。議論部分は、この形式理論における形式
証明としてアシュランス議論を与える。整合性検査は、議論部分がこの形式理論における形式証明とし
て文法的に正しいか否かの機械的検査に帰着される。
整合性検査ツール D-Case in Agda は、「命題は型、証明はプログラム」の考えにもとづくプログラミ
ング言語 Agda を用いて形式アシュランスケースの記述と検査を実現するものである。理論部分は型や
関数を定義するライブラリとして、議論部分はそれを用いたプログラム（つまり証明）として記述され、
整合性検査はプログラムの型検査に帰着される。数理論理学で通常考えられる形式論理体系の記述では、
実用的に書き下せる形式理論・形式証明は小規模なものに限られるが、プログラミング言語の機能を用
いることで、より実際的な規模と複雑さでの記述が可能となる。D-Case in Agda は、議論の Agda プロ
グラムとしての記述と D-Case 図式記法による記述を相互に変換し、機械的整合性検査と人間に理解し
やすい形での内容的レビューを両立させる。

5.4.1 形式アシュランスケースの利点
１）アシュランスコミュニケーション
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形式アシュランスケースは、関係者間のアシュランスコミュニケーションをより確実にする。
GSN 等によるアシュランスケースでは、何が議論の土台で何が読み手の専門知識による解釈を要する
ものかの違いが不明瞭になりがちである。あるゴールのサブゴール達への分解が読み手に取って自明で
ない場合、読み手はいくつもの可能性を考えなくてはならない。
1. 読み手が、暗黙の内に期待された専門知識を持ち合わせていない。
2.書き手が、主ゴールとサブゴールの意味を「このような分解が適当であるようなもの」として暗示
的に規定している。例えば、読み手は「システムはディペンダブルだというゴールがこの議論で示
されているのだから、ここでいうディペンダブルとはおそらくこういう意味にとるべきなのだろう」
などと考える必要がある。
3.読み手は、明示された情報から分解の正当性が導かれることの理解により努力を費やす必要がある。
4.書き手が、分解を誤った。
形式アシュランスケースでは、1,2,4 の可能性の心配はない。これは、議論の土台となる理論は議論と
は別に明示されており、議論が理論に基づく相対的な意味では正しいことは機械的検査で保障されてい
るためである。3 について、読み手は分解の正当性が理論から如何に導かれたかを見て分解に納得する
か、あるいは納得できない分解を正当化してしまうのは理論のどの部分かを同定してそこに異議を唱え
ることになる。
形式アシュランスケースでは、ゴール等の記述の数学的解釈は、理論部分で導入される基本語彙の解
釈を定めれば一意に定まる。どのような解釈であっても、理論部分の公理を満たすものである限り、そ
の解釈のもとではゴールは真となる。ケースの妥当性を判断するにあたって、各関係者は、記述の解釈
結果が元来意図したものであるか、公理の解釈が現実で成り立っているか、あるいはより一般的に与え
られた形式理論は現実の対象システムと環境を適切にモデル化しているかを吟味することになる。この
際に判断材料として共有される情報は、非形式的な通常のアシュランスケースより明確なものであり、
判断が分かれた際の原因の特定もより容易になる。
記述を形式的にすることは、その記述をどれだけ詳細にするかとは関係がない。形式アシュランスケ
ースは、厳格な解釈に基づくコミュニケーションを可能にする意味で、どの詳細度のレベルでも上記の
利点をもつ。

２）機械的整合性検査
形式アシュランスケースは、種々の整合性の機械的検査の対象となる。レビューで行われるチェック
のうち専門的判断を要しないものの多くは、書かれた議論が形式証明になっているかどうかの機械的検
査に置き換えられる。基準となる理論の内容的妥当性は、従来通り人手によるレビューと合意に基づい
て判断されるが、理論の表現形式自体も定式化されているため、二重定義等の内部的な不整合は機械的
検査の対象となる。
通常の GSN 等の議論木については、議論要素の種別と要素のつながり方に基づく整合性しか検査で
きず、ゴールノードの内容記述が実際に命題を表しているか、ストラテジは実際親ゴールを分解するも
のか等ですら人手によるレビューに拠らなくてはならない。一方、形式アシュランスケースでは議論要
素の内容記述の構造も機械可読なため、より詳細な整合性を検査できる。
議論要素の内容記述に用いる形式言語がアシュランスケースの記述に果たす役割は、型付プログラミ
ング言語がプログラミングで果たす役割と似ている。プログラム中の型エラーは、人手で全て見つける
のは大変だが、プログラムの型検査によってプログラマは型エラーの心配をせずに済む。型エラーをな
くすことはプログラミングの問題の一部にすぎないが、型検査によってプログラマはより重要な問題に
集中できる。同様に機械的整合性検査によってレビュアーはアシュランスケースの内容の適切さを専門
的に判断することに集中できる。
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３）変更管理
形式アシュランスケースは、そうでない通常のアシュランスケースより細部まで構造化されかつ各構
成要素の意味、要素間の関係が機械にも明確なため、より系統だった変更管理を自動化することができ
る。各部のバージョン管理、トレーサビリティ確保、変更の影響分析等が含まれる。

5.4.2 形式アシュランスケース
形式アシュランスケースは「理論部分」と「議論部分」からなる。理論部分は議論部分の記述の語彙
と用法を定める形式理論を与える。「議論部分」は議論をその理論における形式証明（機械処理可能な
形式で記された証明）として与える部分である。以下では、まず基本的な考え方を、通常の数理論理学
の枠組みで説明する。次に、プログラミング言語 Agda による形式アシュランスケースの記述方式につ
いて説明する。

1) 基本的な考え方
① 議論部分
D-Case、GSN 等の図式記法での議論の構造は、自然演繹（数理論理学で形式証明を研究するための一
つの枠組み）における形式証明の構造と本質的に同じである。大まかには、両者は次のように対応す
る。
ゴールは命題
ストラテジは推論規則（公理を用いた派生推論規則を含む）
ゴールをストラテジによってサブゴールに分解することは、結論命題を推論規則によって前提命題から
導出すること
ゴールのエビデンスは、命題を公理として認める公理規則
命題 A の形式証明は、次のどちらかの形をもつものである。
A を結論とする推論規則を、その前提命題の形式証明に適用したもの
A を結論とする公理規則の適用
したがって形式アシュランスケースの議論部分が形式証明であるかどうかの検査は、理論部分が定め
るストラテジとエビデンスが定められた通りに組み合わされているかの検査となる。
アシュランスケースの研究では「議論は証明ではない」点が強調されることが多く、上記の対応を明
確に意識した研究が始められたのは比較的最近のことである[2][4][10]。議論は証明ではないというとき、
「普遍的に真な公理から導かれる純粋に論理的な証明ではない」ことを言っていることが多い。しかし、
だからといって、議論の妥当性の判断を全て人間に委ねる必要はない。形式アシュランスケースでは、
ケースごとの特殊事情を理論部分に明示することができる。これによって、人間による理論部分の妥当
性検討と機械による議論部分の整合性検査の分業が可能になる。

② 理論部分
理論部分は議論部分で用いる公理を定める（新たな推論規則を派生推論規則として作るためのものを
含む）。そのためには、命題にはどのようなものがあり、どのような述語が命題を構成するのに使え、
どのような対象物があるかを定める必要もある。これらの定めは、語彙とその用法の宣言として示され
る。
理論部分は、ベースとなる形式論理体系の選択とその体系における形式理論の定義からなる。ここで
は論理体系として多ソート一階述語論理をとる。この場合、一つの形式理論は以下で定められる。
ソート記号（対象物の種別を表す記号）
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定数記号とそのソート情報、関数記号とその引数および結果のソート情報（基本的な対象物と対象物の
基本的な構成法を表す記号。複合的対象物を記述する項を構成する。）
命題記号、述語記号とその引数のソート情報（基本的な概念と対象物間の関係を表す記号。定数記号・
関数記号・論理結合子とともに命題を記述する項を構成する。）
公理（基本的な仮定とする命題を記述する項）
上記の各記号の解釈の仕方は、その解釈のもとで公理が真となるという条件を満たす限り自由である。
公理は一般には無限個あり、個別に列挙するのではなくパターン毎に公理規則として与えられる。
理論部分・議論部分が形式的であることは、論理的分析の深さとは関係がない。実際、D-Case や
GSN の非形式的な議論木が与えられたとき、それが形式証明として認められるように形式理論を定義す
ることは簡単である。各ゴールを命題記号、各エビデンス・各ストラテジを公理規則・公理を用いた派
生推論規則とすればよい。この場合、議論の整合性検査で得られるものはないが、全てのストラテジが
基本的な仮定として裏付けなしに与えられていることが明示される。形式的であることの利点は、分析
の深さに関わらず、何が前提とされているかを人間にも機械にも明確にする点にある。

③ 形式論理体系に求められるメカニズム
形式論理体系は、数理論理学の基本的概念であり、形式アシュランスケースの指導原理である。しか
し、形式論理体系の従来の定式化では、その中の形式理論を定める際に以下の二つのメカニズムが欠け
ているため、そのまま大規模で複雑な形式アシュランスケースの記述に応用することは困難である。
定義メカニズム：基本記号が表す概念・対象や公理の上により抽象的な概念等を定めて論理分析を組織
立てるためには、先に宣言・定義された語とパラメタで構成された複雑な項・命題・推論等に新たな名
前をつける定義を行い、名前と実パラメタ値でもってその複雑な構成を記述することができなければな
らない。
宣言メカニズム：基本記号や公理の宣言の記述方法が一意に定式化されていなければならない。
従来の紙上で提示される形式理論に関しては、必要な定義や宣言は読者向けに適宜示されてきた。形
式アシュランスケースを記述する場合には、宣言や定義のメカニズムが機械にも処理できるように明確
な形で定式化される必要がある。D-Case や GSN 記法などでは、コンテキストノードによって宣言・定
義への参照を表す。しかし、参照元となる宣言・定義の本体は定式化されていないため、定義や宣言が
論理的に整合性のあるものかどうかを検査することができない。形式アシュランスケースは、定義や宣
言の論理的整合性を検査することを可能にする定式化である。

2) Agda 言語による形式アシュランスケースの記述
① Agda 言語と「命題は型、証明はプログラム」の原理
Agda は、構成的型理論という数学の基礎理論に基づいた、依存型を持つ汎用の関数型プログラミン
グ言語である[1]。Agda は、「命題は型、証明はプログラム」の原理を通して高階直観主義論理の命題・
証明を記述する言語でもある（Brouwer–Heyting–Kolmogorov 解釈、Curry-Howard 対応）。同原理の
下での証明とプログラムの対応は大まかには以下のようになる。
命題はデータ型である。このデータ型は、命題の成立を示す直接の証拠として認められるデータの仕様
を定める。
推論規則は、前提の直接証拠データから結論の直接証拠データをつくる関数である。
公理規則は、公理命題の直接証拠データをつくる定数・関数である。
形式証明は、上記関数を組み合わせて結論命題の直接証拠データをつくるプログラムである。
前述の D-Case, GSN 記法の議論と形式証明との対応と併せると「ゴールは型、議論はプログラム」と
いう対応がつき、さらに
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議論の整合性検査は、プログラムとしての型検査、
形式理論は、議論プログラムの定義に用いられる型・関数・定数を宣言・定義するライブラリモジュー
ル群、
コンテキストは、ライブラリモジュール中で宣言・定義された型・関数・定数を議論プログラム中で使
用可能にするための “open 宣言”（後述）、
という対応がつく。
Agda は形式アシュランスケースの記述に適した言語の１例であって、同様の特徴を持った他の言語
を用いることも可能である。必要な特徴は、命題を型としてあらわせる強力な型体系、停止性の保証を
含む静的型検査、抽象化・モジュラー化の機構、等である。

② 理論部分の Agda による記述
通し例として、GSN コミュニティースタンダード[5]中の例を簡単化した図 5-32 を考える。

1

図 5-32
対応する形式アシュランスケースの Agda 記述は節末に掲げられたものである。上記議論木は、対象
の制御システムが容認できる程度に安全であることを主張し、主張は同定された全ての危険原に対処が
なされていることとソフトウェアの開発プロセスが適切であることもって示されている。
理論部分は、上記議論木中に現れる概念や対象物を記述する語彙を定めなくてはならない。これには、
以下のものが含まれる。
A. 対象物とその型を記述するための語彙
宣言
postulate
Control-System-Type : Set
Control-System : Control-System-Type
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は制御システム一般の型 Control-System-Type と特定の対象制御システム Control-System を指す語
彙を導入する。postulate による宣言は、これらについては、そのような名前の型・物が存在するとい
うことだけが公理として置かれ、他の性質はここでは仮定されていないことを表す。
同定された全ての危険原は、それらを要素とする列挙型の宣言で導入される。
data Identified-Hazards : Set where
H1 H2 H3 : Identified-Hazards
B. ゴール、公理を記述するための語彙
以下の宣言は、「ソフトウェアの開発プロセスは適切である」という命題を基本命題として導入する。
postulate
Software-has-been-developed-to-appropriate-SIL : Set
「～は容認できる程度に安全である」という制御システム一般に関する述語は、制御システムを引数
にとる述語（命題関数）として導入される。
postulate
Acceptably-safe-to-operate : Control-System-Type → Set
トップゴールの命題「対象システムは容認できる程度に安全である」は、この述語を Control-System
に適用した Acceptably-safe-to-operate Control-System となる。同じ命題を、関数適用の中置演
算子 is を定義して Control-System is Acceptably-safe-to-operate と書くこともできる。
このトップゴール命題が「すべての危険原は排除ないし十分緩和されている」と「ソフトウェアの開
発プロセスは適切である」から示されることを公理とし、その公理を用いるストラテジ
argument-over-product-and-process-aspects を導入する宣言は
postulate
argument-over-product-and-process-aspects :
(∀ h → h is Eliminated Or Sufficiently-mitigated) →
Software-has-been-developed-to-appropriate-SIL →
Control-System is Acceptably-safe-to-operate
となる。当然、これを天下りの公理として認めることにレビュワーは疑義を持つと思われる。重要な点
は、形式的であるためには、書き手はこれが論理的分析の裏付けのないものであることを公然と認めな
くてはならない点にある（裏付けがある場合には、postulate ではなく定義をすることになる）。
「～は十分に緩和されている」という Identified-Hazards に関する述語は、postulate ではなく、
先に宣言されたより基礎的な概念から定義されたものとして導入される。
Sufficiently-mitigated : Identified-Hazards → Set
Sufficiently-mitigated h =
Probability-of-Hazard h ≺ mitigation-target of h
C. エビデンスへの参照
形式的には、あるゴールのエビデンスに名前をつけて Agda 記述中で参照できるようにすることと、
そのゴールを公理とする規則を導入することとの間に違いはない。
postulate
Formal-Verification : H1 is Eliminated
しかし、エビデンスのレビューと、議論の土台としての公理の適切さのレビューは大きく異なるため、
二つは分けて宣言されるものとする。
D. コンテキストの定義
上記の語彙・公理の宣言・定義は、いくつもモジュールに分かれてなされる。議論木中のコンテキス
トノードは、このうち特定のモジュール M を「開いて」、その内部で宣言・定義された名前を参照で
きるようにする宣言 “open M” に相当する。（モジュールは名前空間を分けるために使われ、ひとつの
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モジュール内で宣言・定義された名前は、モジュール外では直接参照できない。明示的にモジュールを
open して依存関係を明らかにすることによって、参照が可能となる。）

③ 議論部分の Agda による記述
「証明はプログラム」の対応では、結論命題に対応する型をもつどんな Agda プログラムも形式証明
と考えられる。しかし、議論部分の Agda 記述では、D-Case や GSN 記法での議論木との対応を明示す
る以下の特定のスタイルの式を用いる。
ケースは、次のどちらかの形の式である：
＜ゴール＞ by ＜議論＞ ： 型＜ゴール＞をトップノードとする木に対応。中置演算子 by は＜ゴール
＞型の恒等関数で、＜議論＞の値が＜ゴール＞型であればそれが式全体の値となり、そうでなければ型
エラーとなる。
let open ＜モジュール＞ in ＜ケース＞ ： ＜ケース＞のトップゴールにコンテキストがついて、＜
モジュール＞中で宣言・定義された名前が＜ケース＞内で参照できるもの。式全体の値は＜ケース＞の
値となる。
＜議論＞は、以下のどれかの形の式である：
＜ストラテジ＞ •＜ケース 1＞ … •＜ケース n＞ ： 関数＜ストラテジ＞をトップノードとし、いくつか
の ＜ケース＞達に分岐する木に対応。中置演算子・は関数適用で、＜ストラテジ＞関数が i 番目の引数
に期待する型と＜ケース i＞の値の型（すなわちそのトップゴール）が一致すれば、＜ストラテジ＞関数
の結果型をもつ適用結果が式全体の値となり、さもなければ型エラーとなる。
＜エビデンス＞ ： エビデンスノードに対応。任意の式だが、値の型が ＜ゴール＞ by …で示される親
ゴールと一致しなければ型エラーとなる。
let open ＜モジュール＞ in ＜議論＞ ： ＜議論＞のトップノードにコンテキストがついて＜モジュ
ール＞中で宣言・定義された名前が＜議論＞内で参照できるもの。式の値は＜議論＞の値となる。
この関係によって、節末の Agda 記述中の関数 main の定義式は、図 5-32 の GSN 議論木と直接対応
付けられる。
この通し例では、理論部分での分析が抽象的で浅いため、整合性検査によって議論に対する確信が深
まる程度は小さい。それでも、理論部分の各モジュールと議論部分モジュールが別々の担当者達によっ
て更新される場合に、例えば Identified-Hazards の要素に追加があったのに議論が更新されていない、
あるいは各危険原の緩和目標 mitigation-target に変更があったのに以前のままのエビデンスが用い
られている、といった不整合は、全体を再度型検査することで型エラーとして検出され、どこを修正し
なくてはならないかも自動的に明らかとなる。

3) 形式 D-Case への拡張
「議論は Agda プログラム」の考え方は、アシュランスケースの拡張として D-Case が持つ下記の特徴
を強化し、その論理的側面に整合性検査可能な定式化と意味を与えるのに役立つ。

① D-Case パターン、モジュール
パターンは、パラメタの値から前述のスタイルの式を構成する関数として定義される7。パターンのイ
ンスタンスを含む議論木は、パターン関数の呼び出し式を含むプログラム（を部分評価により展開した

7 ここでは簡単のため Agda 式
（文面）とその値を混同した説明をする。実際には、プログラムの部分評価と文面のデータ化(deep
embedding)によって、式の構成に基づいた処理が適切に行われる。
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もの）に相当する。パターン関数がパラメタとしてとり得るものには、数値・文字列等の通常のデータ
以外に、ゴール（型）、ストラテジ（関数）、部分議論木、述語、パラメタ値が制約条件を満たすこと
の証明、等がある。パターン関数の定義は通常の関数定義であり、パラメタと結果の型の指定に基づい
て定義式は型検査される。これにより、パターン関数を型のあった実パラメタ値で呼び出した結果は常
に整合的な議論であることが機械的に保証される。結果の計算方法に制限はなく、GSN パターン等に見
られる multiplicity や selection、あるいはループ（再帰）といった表現は Agda で合理的にプログラム
される。
議論を一定の独立性を持った部分々々の組み合わせとして構成し、各部分を別々に管理できるように
するという議論のモジュール化の目的は、プログラミングにおけるモジュール化と同じである。GSN に
おいてモジュールや契約モジュールが果たす役割は、Agda のモジュール機構で実現される。これに用
いる Agda のモジュール機構の機能には、階層的パラメタ付モジュールの定義、モジュール・ファイル
毎の分割型検査、他ファイルで定義されたモジュールのインポート、モジュール内で宣言・定義した名
前の可視性管理（他モジュールに対して公開する／しない／型付けのみ公開し定義内容は隠す）、他モ
ジュールでされた定義の名前を付け替えて使う機能などが含まれる。
議論パターンや議論モジュールの定式化について現在ある提案の中には、自由変数・束縛変数の扱い、
宣言・定義のスコープ、停止性を持つ再帰などの問題を曖昧にあるいはアドホックに扱うものが多い。
プログラミング言語の観点からはこれらはすでに原理にもとづいた解決策がある問題であり、定式化を
一からやり直す必要はない。

② 外部接続と Inter-dependability case
外部接続ノードは、他モジュールで定義された名前の参照に相当する。システム A の D-Case 議論木
中で、あるゴール GA が外部システム B の D-Case で示されることを表す外部参照ノードが使われてい
る状況を考える。システム A の形式 D-Case の理論部分モジュールを TA, 議論部分モジュールを RA, シ
ステム B のそれらを TB, RB と呼ぶことにする。一番単純な場合、前述の状況は、RA が RB をインポー
トし、RB で定義されたある＜議論＞式の名前 nB を用いた GA by nB という＜ケース＞式で GA を示す
ことに相当する。ゴール GA と、nB の型 GB とが一致しなければ型エラーとなるが、GA は TA が定め
る語彙で記述され、GB は TB が定める語彙で記述されていることに注意する必要がある。
GA と GB が一致するためには、次の条件が必要になる：(1) TA と TB が、共通のライブラリモジュー
ル TC をインポートしている、(2) GA の記述も、GB の記述も、用いられている語の定義を展開すると、
TC の語のみによる記述になる、(3) 展開後の二つの記述が一致する。さらに、(4) TB は TC の語に関す
る公理を追加していない、を要求しないと、nB を参照するにあたって GA の解釈を変える必要が生じ得
る8。接続部分を、はじめから実質的に共通の語彙で記述する状況は望ましく、そうできるよう語彙ライ
ブラリを整備することは目指すべき方向の 1 つではある。しかし、上の条件が満たされないほうが、よ
り普通の状況である。
この場合、TB、RB を用いて GA が示されるという議論とそのための理論が別途必要となる。これを
与えるのが、inter-dependability case (4.5 節)の議論部分モジュール RD, 理論部分モジュール TD とな
る。TD は TA と TB をインポートし、TB の語彙を TA の語彙で解釈するための公理を追加する。RD は
RB をインポートし、RB で定義された名前たちと TD で追加された公理を用いて9GA を示す＜議論＞式
の名前 nD を定義する。システム A の議論木が外部接続ノードを用いて GA を示すことは、この場合 RA
が RD をインポートし、GA by nD の＜ケース＞式で GA を示すことに相当する。

8
9

これを認める立場も十分あり得る。
TA, TB の語を直接用いることも許される。
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二つの D-Case が、同じ用語を違う意味で用いることは非常によくおこる。二つの D-Case を併せて扱
う際に用語の意味を取り違えることは、不整合の大きな要因である。外部接続を上のように定式化し型
検査することで、そのような混乱がないことが保証される。これは、別々のモジュールで宣言ないし定
義された二つの語（名前）は、例え文字列としては一緒であっても語としては別物であり、二つを混同
して使用すれば型エラーや“ambiguous name”エラーとして検出されるためである。自然言語記述のレ
ビューでは、二つを区別し混同がないか判断することは非常に難しい。

③ モニタとアクション
モニタとアクションを含む D-Case 議論木は、実行すると外界との入出力をしてトップゴール命題 G
を成立せしめてその直接証拠データを結果として返す、“IO G” 型のプログラムに対応する。
A. IO 型
まず、Agda 言語における入出力について簡単に説明する必要がある。一般に、型 A に対して、IO A
型の値は「実行すると、A 型の結果を返すコマンド」である。例えば、ユーザーからの入力を受けて文
字列を返すコマンド getLine と、引数として与えられた文字列を出力するコマンド putStr の型は下
のようになる。
getLine : IO String
putStr : String → IO Unit （Unit 型は、特に興味のないダミー結果の型）
より複雑なコマンドは、これらの基本コマンドを組み合わせて作られる。
m >>= f -- 実行すると、まずコマンド m を実行して結果 a を得て、ついでコマンド f a を実行する、
というコマンド。f は引数の値からコマンドを計算する関数である。f を関数 λ x → c （c は変数 x を含
むコマンドの式）として、do x ← m then c と書くこともできる。
return a -- 実行すると、入出力なしに式 a の値を結果として返すコマンド
コマンドは値の一種であり、入出力をする Agda プログラムは上記演算子を用いて複雑なコマンドを
作る Agda プログラムである。IO A 型のプログラムは、実行されると A 型の結果を返すコマンドを作る
ことが型検査によって保証される。
基本コマンドは別言語で実装され、Agda の Foregin Function Interface 機構を用いて Agda 上でのコ
マンド名（putStr 等）と関連付けられる10。名前の型付けは、その実装に要求されている仕様の一部を
表す。これが満たされていることは Agda での論証において公理とされる。コマンド実行失敗の可能性
を明示的に論じる場合には、結果の型付けを IO(A または エラー)などとする。この場合でも、成否の
判別に成功することは公理とされる。
B. 自然言語ベースの D-Case 議論木におけるモニタとアクション
D-Case 議論木中のモニタノードは、運用中のシステム・環境の状態に基づく動的証拠とされるが、
自然言語ベースの記述では少なくとも二種類の使われ方が見られる。
1. 「システムは、望ましい状態にある」
「環境は、想定された状態にある」などのゴールの証拠とし
ての使用法。ゴールは議論で示すまでもなく通常は成り立っているものと想定し、念を入れるため
あるいは記録のためモニタリングして運用時に証拠をつくることが示される。さらに、次の場合が
ある。
(i)
例外的にゴールが成り立っていない場合も設計内としてこの場合の議論が D-Case 中に記述
される場合。

現在の Agda の実装は、基本コマンドの実装言語として Haskell のみをサポートする。他の言語による実装は、さらに Haskell
言語の FFI 機構を通じて利用されることになる。

10
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(ii) 設計外として DEOS 一般の原則に従って外ループへの移行が暗示される場合。
2. 「システムが望ましい状態にあるか否か」は、判別できる」などのゴールの証拠としての使用法。
望ましい状態にある場合もない場合も設計内であって、それぞれの議論が D-Case 中に記述される。
使用法 2 は、使用法 1(i)、1(ii)の意図を明示することもできるという意味でより一般的である。使用法
1(i)は、そのままでは「ゴールの成立を証拠で示す」ことの意味自体に混乱を生じる。このため、モニタ
ノードの定式化では、使用法 2 を基本に考える。
なお、どちらの場合でも、モニタリング自体の成功・失敗は判別可能でなければならず、失敗は設計
外事象である。この失敗をも考慮した設計について D-Case で論じる場合には、ゴールを「「「システム
が望ましい状態にあるか否か」が判別できる」か否か」は判別できる」などとして明示する必要がある。
アクションノードは、「～できる」「～が行われる」などのゴールの証拠として用いられる。これら
のゴールは、アクションが行われることによってシステム・環境がある状態になることを主張している
場合が多い。
C. モニタノード、アクションノードの定式化
起動されたときに命題 A が成立しているか否かを判別するモニタノード M は、IO(Dec A)型のコマン
ドとして定式化される。Dec は Decidable の意で、型 Dec A の値は
yes p ただし p は A の成立を示す直接証拠データ
no q ただし q は A の否定命題 ¬ A の成立を示す直接証拠データ
の二種類のどちらかである。M の実行結果を受け取る関数は、場合分けによって p を用いた A が成立す
る場合の議論と、q を用いた¬ A が成立する場合の議論を作り分けることができる。M は基本的コマン
ドとは限らない。単純な数値などを結果とする基本コマンドを用いて、その結果から A あるいは¬ A を
判定しいずれかの直接証拠データの作成を Agda プログラミングで行うこともできる。
命題 A を成り立たせるために実行するアクションは、IO A 型のコマンドとして定式化される。実行
後に A が成りたつことは、アクションに関する基本的な仮定である。失敗の場合を明示的に考慮する場
合は、型を IO(A または エラー)として実行結果の成功・失敗を場合分けできるようにする必要があ
る。
なお、モニタ、アクションのどちらにおいても命題 A は「どの時点で」という情報を含まなければな
らない。これは、命題 A の意味は時間や議論プログラムの実行状態に関わらず不変なものでなければな
らないからである。例えば、“OK が成り立たない状態から OK が成り立つ状態にすることができる” こ
とを単純に recovery : ¬ OK → IO OK というコマンドを仮定することで表現すると、¬ OK の証拠か
らどんな命題 A をも成り立たせるコマンドが作れてしまう。recovery : ∀(t : Time) → ¬ OK t →
IO(OK (t + 1)) などと明示する必要がある。このような記述は実際にはかなり煩雑になる。Hoare 論
理のように、命題の代わりに状態依存の述語を基本とし、IO コマンドの実行と状態変化を結びつけた枠
組みによるより簡潔な記述法の開発が課題となる。
D. D-Case 議論は IO プログラム
入出力の可能性によって、議論木とプログラムの対応関係とその意味自体が拡張される。
ゴール G をトップノードとする議論木は、IO G 型のプログラム11
親ゴール G をサブゴール G1,…,Gn に分解するストラテジは、IO Gi 型のコマンドから IO G 型のコマンド

11

上述のように G に「どの時点で」という情報を含めるためには、現時点 t を引数にとるプログラムの型∀(t

: Time) →

IO(G(t))などを考える必要があるが、詳細は省く。
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を作る関数（この関数自体が入出力をする場合も含む）
親ゴール G を示す証拠は、IO G 型のコマンド
議論木の整合性検査は、プログラムの型検査。型検査は、「プログラムが作るコマンドを実行すると、
結論命題が成り立つようになり、成立を示す直接証拠データが結果として得られる」ことが、公理とし
た基本的仮定から導かれることを保証する。
従来の静的議論は、議論に表れる全てのコマンドが入出力をしない return a の形をもつ特殊な場合
として書き直せ、上の枠組みの一部となる。ここまで静的議論プログラムの実行について触れられてこ
なかったのは、たとえこれを実行してもシステム・環境の状態に変化はなく、実行するまでもなく結論
の成立が保証されるからである。なお、上の枠組みでは、議論木が単純な構成しか持たないために IO
プログラムの書かれ方も不自然に単純なものに限定される。図式記法を拡張し、例えば、プログラミン
グにおける if 文と例外処理の構文の使い分けに相当することを可能にすれば、より見通しの良い議論木
を得ることができる。
IO プログラムとして定式化された D-Case 議論は、「D-Case に記述されたとおりにシステムが運用
されることによって合意が満たされる（はずである）」ことを最も直截に表すものと言える。

5.4.3 形式 D-Case とシステムのオープン性
1) よく見られる誤解
ある時点でのシステムの形式 D-Case は、その時点でベストと思われるシステムと環境に関する想定
を形式理論として定式化し、その理論のモデル12達のみを対象としたクローズドな議論である。システ
ム・環境が変化して理論のモデルでなくなれば、この議論は机上の空論となる。しかし、これを持って
形式 D-Case は自然言語記述の D-Case よりオープンシステムに適さないとする考えには、以下のように
誤解が含まれることが多い。
曖昧さを許す自然言語による D-Case 議論であればこそ、システム・環境の変化に応じて解釈を変えて
読み替えることができるとする考え。これは、形式理論を一つ定めるとそのモデルも一つに定まってし
まうという誤解に基づく。形式理論は、解釈を変え得る語彙と、議論の整合性を保ったまま解釈を変え
得る範囲（公理を満たす限りにおいて自由）をあらかじめ明確にするものであって、解釈を固定するも
のではない。
固定された形式理論では、想定内の変化を含めて変化する対象を論じることはできないとする考え。
これは、時間・状況に依存した意味を持つ自然言語記述（「ディスクには空きがある」等）を、依存関
係を無視して形式化しようとして失敗しているにすぎない場合が多い。
オープンシステムは不完全な仕様しか持ち得ないのだから、形式的に記述することはできない、しよ
うとしても意味がないとする考え。この考えは、形式的記述の意義が、現実のシステムに対して完全か
つ健全な形式理論を作る点にあるという誤解にもとづく。まず、システムの形式理論の公理は、システ
ムについて成り立つ命題全てを証明できる完全なものである必要はない13。システムについて「少なくと
も公理は成り立つ」と想定することが妥当で、かつ、示したい命題が証明できるものであればよい。ま
た、現実のシステムが期待される性質を示すために必要な諸々の前提は、如何に詳細に公理を記述して
も記述しきれるものではない。従ってシステムの形式理論で証明できる命題は必ず現実のシステムで成

形式理論 T のモデル M=<S,I>とは、意味対象の構造 S と、T の語彙に意味として S の要素を割り当てる解釈 I とのペアであ
って、I による T の公理の解釈が S において真であるものをいう。I を明示せずに S のことをモデルということもある。なお、
「システムのモデルとして理論 T を考える」というときのモデルとは別の用語である。
13 自然数論を含むシステムでは、完全な記述は原理的にも不可能である（いわゆる不完全性定理）。
12
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立するという意味での健全性は保証されず、現実のシステムの形式的な記述はできないとする見方は正
しい。それでも、公理から結論への含意は現実に成り立つものであり、結論が成立しない場合には原因
を成立しない公理に求めてこれを改善することができる。形式的記述の意義は、このように漸近的に近
似の精度を上げていく際に自然言語記述より確実な足場を与える点にある。

2) 反駁の定式化
オープンシステムの想定外の変化では、単にシステムが新たな性質を持つようになるだけということ
は稀であり、今まで成り立っていた性質で成り立たなくなるものがある方が普通である。対応する
D-Case 議論の変化では、今までの想定とは矛盾する想定を取り入れる必要がある。
理論部分を明示しない自然言語ベースの D-Case 議論の枠組みでは、変化前の議論も変化後の議論も、
その時々に漠然と読み手の頭の中にある語彙と知識に基づく。この語彙と知識が矛盾をはらみつつ増え
ていく状況は通常の論理では定式化できず、非単調論理、パラコンシステント論理などの特殊な論理を
用いて考える必要がある。
一方、議論毎にその議論の拠って立つ理論部分を明示する形式 D-Case では、より直截に理論部分の
変化としてこの状況を定式化することができ、特殊な論理は必要でなくなる。例えば、議論の結論 A に
対する反駁とそれによって生じる矛盾の解消は、以下のような変化と考えられる。最も単純な具体例と
して、「ペンギン Tweety は鳥であるが飛ばない」を考える（図 5-33）。

公理1′ : ∀x . ¬ Penguin(x) → Bird(x) → Flies(x) ⊢ ¬ ∀x . Bird(x)→ Flies(x)
⊢ ¬ ∀x . Bird(x) → Flies(x)
⊢ ∀x . Bird(x)→ Flies(x)
⊬ ∀x . Bird(x)→ Flies(x)

SYNTHESIS

TR + T

TS

contradiction

THESIS

ANTITHESIS
Tweety : Obj
R
Penguin : Obj → Set
公理2 : Penguin(Tweety)
公理3 : ∀x . Penguin(x) → Bird(x)
公理4 : ∀x . Penguin(x)→ ¬ Flies(x)
⊢ ¬ ∀x . Bird(x) → Flies(x)

T

T

公理1 : ∀x . Bird(x) →Flies(x)

TC
Bird : Obj → Set
Flies : Obj → Set
図 5-33

Thesis （T, A, p）： 命題 A が成り立つと提唱するものが、その論拠となる理論 T と T における A の
証明 p を提示する。具体例では A は T の公理 1（
「すべての鳥は飛ぶ」）そのものである。
（T はこ
の公理と述語記号 Bird, Flies の宣言からなる理論。）

Page 92

第5章

2013/11/15

DEOS プロジェクト

研究成果集

© 2013 科学技術振興機構

Antithesis （TC, TR, q）
： A の否定命題¬ A が成り立つとみて上の thesis に反駁するもの14は、
まず証明 p を検討して T の中で合意できない部分を同定し、残りを両者で共有できる T の部分理
論 TC と定める。
（簡単のため、TC は A の記述に必要な基本語彙の宣言を含むとする。）
ついで¬ A の論拠として、TC を拡張した理論 TR と TR における¬ A の証明 q を提示する。T と TR
の和は矛盾した理論でありどんな命題でも証明できてしまうが、q はこの矛盾した理論での無
意味な証明ではない点に注意15。
具体例では、TC は述語記号の宣言のみで、TR はこれに飛べない鳥のクラス Pengin とその実例
Tweety を新たに加えるものである。
Synthesis （TS, A′, p′）
： ここでは、antithesis が A に対する新たな反証から生じた場合を考え、主
唱者は TR にまずは同意するものとする。主唱者（あるいは両者）は、T の下での A の成立が示し
ていた意味内容ができるだけ回復されるように、TR を拡張した理論 TS、A の代替となる新たな命
題 A′、 TS における A′の証明 p′の三つを提示して矛盾の解消を図る。TR の拡張である TS では¬ A
が証明できるため、
無矛盾であるためには TS は A が証明できないものでなければならない。特に、
TS は T の拡張ではありえない。具体例では、TR で否定された A「すべての鳥は飛ぶ」が A′「すべ
てのペンギンでない鳥は飛ぶ」
（公理 1′）で代替されている（p と同じく p′も結論すなわち公理の
単純な証明）
。
A′が A の意味内容を
「できるだけ回復する」ことの意味の明確化と具体的に TS と A′を構成する方法は、
これからの研究課題である。例えば具体例での A′（公理 1′）は、「すべての Tweety でない鳥は飛ぶ」
よりも弱く、「すべての飛ぶ鳥は飛ぶ」よりも強いが最も望ましいことが説明できなければならない。
要求変化・想定外の障害などによる D-Case 議論への「反駁」とそれに対する変化対応にも、この単純
な例と共通する面がある。いずれにしても、上記のような検討には、変化前・変化後の各理論部分が操
作可能な対象として定式化された形式 D-Case を用いることが不可欠となる。

3) メタアシュランスケースによる妥当性確認
形式 D-Case は、データとしての形式と意味が定まっているがゆえに「この形式 D-Case は望ましい性
質をもっているか？」という検証の対象となりうる。望ましい性質として「システムのオープン性をこ
れ、これ、これ、の点で考慮している」を取れば、形式 D-Case の適切さ、妥当性の確認の一部を形式
D-Case を対象とした検証で行えることになる。しかし、大規模・複雑な形式 D-Case を対象とした検証
は、それ自体単なる yes / no ではない複雑なものとなる。そのため、この検証を「この形式 D-Case は
これ、これ、これの点でオープン性を考慮している」をトップゴールとするアシュランスケース、メタ
アシュランスケースを構築することで行うことが考えられる。
実際、GSN や CAE 記法による自然言語ベースのアシュランスケースでは、システムの性質を示すケ
ースを対象として、対象ケースの議論が信頼度の高いものであることを示す議論（confidene argument）
や、それが適切な開発プロセス（体系的な challenge-response 等）を経たものであることを示す議論
（meta case）などのメタレベルの議論を用いることが提唱されはじめている。これらのメタ議論は、図
式記法が明示できる議論構造、特に議論要素間の関係を足がかりとして、関係で結ばれた要素の内容が
実際その関係にふさわしいか、不足な点はないか、等を人間が吟味して構築されることが多い（「この
エビデンスはこのゴールを支えるものとして適切か？」等）。

14 主唱者と反駁者は別人とは限らない。A への反証を認識した時点で主唱者は過去の自分の議論に対して反駁をしなければな
らない。
15 Antithesis の最初の部分で同意できない部分がなく、T = TC = TR ということはありうる。この場合、主唱者も反駁者も矛盾
した理論 T を受け入れてしまっていることが明らかとなり、T 単体での矛盾の解消が必要となる。
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形式 D-Case では要素の内容も定式化されるため、議論の適切さ、妥当性をよりきめ細かく、厳格に
論じることが可能となる。例えば、システムの性質に関する対象ケースにおいて、現時点・将来のシス
テムに関するゴール「障害回復時間は 5 分以内」が、過去のある時点でのテスト結果を証拠とする葉ゴ
ール「XX 日のテストで計測された障害回復時間は 3 分」によって直接支えられていたとする。本来は、
テスト環境と運用環境の比較、運用環境のモニタリングやシステム・コンフィギュレーションの管理等
が合わせて論じられなければ、このサブゴールからゴールへの推論は時間的変化を十分考慮した適切な
ものとはいえない。しかし、対象ケースの書き手がこの推論を postulate してしまえば、対象ケースの
整合性検査ではこの不適切さは検出できない。一方、対象ケースが「時間的に意味が変化しうるゴール
が、不変のサブゴールだけで支えられることはない」という性質を持つことを検証しようとすれば、こ
の不適切さは検出されることになる。何を時間的に可変とみなすかは多分に解釈によるが、語彙とその
用法が明示された形式 D-Case では、どの解釈にしろ系統的に行うことができる。システム・環境のモ
デルの性質を示すゴールと現実のシステム・環境の性質を示すゴールの区別なども同様に対象ケースの
妥当性に関するメタ議論で有用となる。
システムに関するアシュランスケースの妥当性を確保する現在主要な手段は、ベストプラクティスか
ら生まれたパターンを用いることといえる。パターンは、その構造と内容によって、重要な点を漏らさ
ないように書き手をガイドし、それらの点を読み手に明示する。3.4 節の DEOS 基本構造もそのような
パターンである。パターンは、レビュアーに対して「このタイプの議論であればこのような側面を重点
的にチェックしなければならない」という手がかりを与えるものでもある。形式 D-Case に対するメタア
シュランスケースは、対象ケースが特定の構造と内容を持っていることの検証や、その構造に応じて派
生するチェック項目の検証に用いることができる。パターンは、パラメタやオプションの具体化によっ
て適用されるだけでなく、状況に応じてさらにカスタマイズされることが多い。この場合、出来上がっ
た議論の妥当性を元のパターンの評判に頼って正当化することはできない。メタアシュランスケースを、
出来上がった議論が元のパターンで意図された目的を果たしていることの検証に用いることも考えられ
る。
前段と前々段で示したメタアシュランスケースによる形式 D-Case の妥当性確認は種類の異なる相補
的なものである。しかしどちらにおいても、メタアシュランスケースの構築には、対象ケースが用いる
システム／環境／アシュランス等に関する語句についてその意味だけでなく、さらにその意味の性格や
妥当性確認における意義に関する語彙と理論が必要となる。合意形成、説明責任、変化対応、障害対応
におけるいわば「妥当性確認の理論」を考える必要がある。

5.4.4 D-Case 整合性検証ツール (D-Case in Agda)
Agda 言語は、同名の開発環境・証明支援系 Agda によってサポートされている。D-Case 整合性検証
ツール D-Case in Agda は、証明支援系 Agda と D-Case のグラフィカルエディタ D-Case Editor を連携
させたツールで、形式 D-Case の議論部分の Agda による記述と、D-Case の図式記法による議論木とし
ての記述の間の相互変換を行う。各議論要素の Agda 記述は、前段で説明した Agda 式に加えて自然言語
記述の文字列を含むように拡張され、逆に D-Case Editor 側では自然言語記述をもつ各議論要素に Agda
式が新たな属性として加えられる。これにより、証明支援機能を用いての Agda 記述に対する整合性検
査・不整合解消と、D-Case Editor を用いての領域専門家によるレビュー・図的編集が両立させされる
（図 5-34）。
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Graphical edit, domain-expert review using D-Case Editor

switchable

Verification, construction, generation using Agda

図 5-34
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証明支援系 Agda は、?で表された未完成部分を含むプログラムを型検査し、?を段階的に詳細化して
完成させていく開発スタイルをサポートする。領域専門家が自然言語記述のみによる D-Case 議論木（図
5-34 の上半分）をまず作成したとして、これに Agda 技術者が Agda 式を加えて形式 D-Case にしていく
過程は以下のようになる。初期の議論木全体を Agda 記述に変換すると、理論部分が空で各議論要素の
Agda 式が全て?である形式 D-Case となる。技術者は自然言語記述を分析して Agda 記述に必要となる
語彙の宣言・定義を理論部分に加え、それらを用いて?を埋める Agda 式を構成し、各段階で型検査をし
て整合性を確認していく。例えば図 5-34 中の自然言語記述“identified risks”(C2 中)に対応して列挙型
Identified_Risk の宣言を加え、“~ is mitigated to its mitigated target”(G3 中)に対応する述語
Mitigated をエビデンス”Risk Analysys Report”(E1)のデータから定義したりする。これらは、G3
“Each identified risk is …”の Agda 式?を全称命題で、また S2 の Agda 式?をを列挙型に備え付けの場合
分け関数で埋めるのに用いられる。この時点で Agda は G4 から G8 の Agda 式?を整合的に埋める方法
は一つしかないことを認識し、自動的に適当な式を生成し?を埋める。あるいは技術者は同じ値（型）を
表すより理解しやすい式で?を自ら埋めることもできる。この場合、入力された式が期待された値（型）
をもつことが Agda により検査される。このようにして、D-Case in Agda ツールによる整合性検査は、
整合性を維持したまま形式 D-Case を構成していく correct by construction をサポートする。形式
D-Case の Agda 記述は、完成していても未完成でも D-Case 議論木の形に再変換できる。理論部分と各
議論要素の Agda 式は、普段は D-Case Editor で表示されないデータとして議論木に格納される。
D-Case in Agda ツールは、現在 D-Case Editor と接続されているが、D-ADD が持つ辞書機能や
D-Case ノード・D-Case 全体の変更管理機能と証明支援系 Agda を連携させ、形式 D-Case の考え方で
強化していく予定である。

5.4.5 Agda による形式アシュランスケース記述例
図 5-32 に図示されたアシュランスケース議論を Aga によって形式アシュランスケースとして記述する
例を以下に示す。
module ExampleAssuranceCase where
open import Data.Sum
open import PoorMansControlledEnglish
------------------------------------------------------------- Theory part
-----------------------------------------------------------module Theory where
postulate
Probability-Type : Set
impossible 1×10⁻³-per-year 1×10⁻⁶-per-year : Probability-Type
_<_ : Probability-Type → Probability-Type → Set
infix 1 _<_
module C2-Control-System-Definition where
postulate
Control-System-Type : Set
Control-System : Control-System-Type
module C4-Hazards-identified-from-FHA where
data Identified-Hazards : Set where
H1 H2 H3 : Identified-Hazards
postulate
Probability-of-Hazard
: Identified-Hazards → Probability-Type
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module C3-Tolerability-targets where
open C4-Hazards-identified-from-FHA
mitigation-target
mitigation-target
mitigation-target
mitigation-target

: Identified-Hazards → Probability-Type
H1 = impossible
H2 = 1×10⁻³-per-year
H3 = 1×10⁻⁶-per-year

Sufficiently-mitigated : Identified-Hazards → Set
Sufficiently-mitigated h =
Probability-of-Hazard h < mitigation-target of h
postulate
Eliminated : Identified-Hazards → Set
argument-over-each-identified-hazard :
H1 is Eliminated →
H2 is Sufficiently-mitigated →
H3 is Sufficiently-mitigated →
∀ h → h is Eliminated Or Sufficiently-mitigated
argument-over-each-identified-hazard p1 p2 p3 H1 = inj₁ p1
argument-over-each-identified-hazard p1 p2 p3 H2 = inj₂ p2
argument-over-each-identified-hazard p1 p2 p3 H3 = inj₂ p3
module
open
open
open

C1-Operating-Role-and-Context where
C2-Control-System-Definition
C3-Tolerability-targfets
C4-Hazards-identified-from-FHA

postulate
Software-has-been-developed-to-appropriate-SIL : Set
Acceptably-safe-to-operate : Control-System-Type → Set
argument-over-product-and-process-aspects :
(∀ h → h is Eliminated Or Sufficiently-mitigated) →
Software-has-been-developed-to-appropriate-SIL →
Control-System is Acceptably-safe-to-operate
------------------------------------------------------------- References to evidence
-----------------------------------------------------------module Evidence where
open Theory
open C4-Hazards-identified-from-FHA
open C3-Tolerability-targets
postulate
Formal-Verification : H1 is Eliminated
Fault-Tree-Analysis-2
: Probability-of-Hazard H2 < 1×10⁻³-per-year
Fault-Tree-Analysis-3
: Probability-of-Hazard H3 < 1×10⁻⁶-per-year
------------------------------------------------------------- Reasoning part
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-----------------------------------------------------------module Reasoning where
open Theory
open Evidence
main =
let open C1-Operating-Role-and-Context
open C2-Control-System-Definition
in
Control-System is Acceptably-safe-to-operate
by argument-over-product-and-process-aspects
• (let open C3-Tolerability-targets
open C4-Hazards-identified-from-FHA
in
(∀ h → h is Eliminated Or Sufficiently-mitigated)
by argument-over-each-identified-hazard
• (H1 is Eliminated
by Formal-Verification)
• (Probability-of-Hazard H2 < 1×10⁻³-per-year
by Fault-Tree-Analysis-2)
• (Probability-of-Hazard H3 < 1×10⁻⁶-per-year
by Fault-Tree-Analysis-3))
• (Software-has-been-developed-to-appropriate-SIL
by ? )
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6 DEOS 実行環境（D-RE）
6.1 設計思想と基本構造
本章では、DEOS プロセスとアーキテクチャを実現する DEOS 実行環境（以下 D-RE と呼称）に関し
て設計思想と基本構造の観点から述べる。D-RE はステークホルダ合意に基づくディペンダビリティを担
保するサービスを提供するための実行環境であり、DEOS アーキテクチャ図（図 3-3）では右下部に示さ
れている。その一実施形態を図 6-1 示す。複数の OS とアプリケーションをステークホルダからのディペ
ンダビリティ要求に従って再構成可能な独立した実行環境内で稼働させている。そのために、D-RE では
５つの必須機能と４つの選択的機能を定義した。これらは 6.1.1 節で説明する。次に必須機能を D-RE を
構成する５つの抽象的コンポーネントとして定義した。それらを 6.1.2 節で説明する。D-RE は対象シス
テムに関するステークホルダ間で合意されたディペンダビリティ要求に従って適用される必要がある。
6.1.3 節では幾つかの D-RE 適用オプションを示す。

図 6-1: D-RE 構成事例

6.1.1 D-RE 機能
過去のシステム障害事例（例えば本刊行物の A.3 に記載の事例）を what-if 分析した結果、次の５機能
を D-RE の必須機能として定義した。






モニタリング（監視）
再構成
スクリプティング
セキュア記録
セキュリティ

また、次の４機能に関しては選択的機能として定義した。
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リソース制限
取り消し
マイグレーション
システム状態記録

1) 必須機能
最初に、モニタリング（監視）、再構成、スクリプティング、セキュア記録、およびセキュリティの
５必須機能に関して述べる。
A. モニタリング
モニタリングは、アプリケーションプログラムや OS を含む対象システムを構成する各種コンポーネ
ントの状態を監視し、通常運用状態からの対象システムの逸脱を検知する。D-RE は次のモニタリング機
能を提供する。


D-Application Monitor
D-Application Monitor はアプリケーションプログラムの状態を監視し、D-Case モニタリング
ノードに従ってログを収集する。D-Application Monitor はリソースの不正利用の監視とアプ
リケーション固有イベントのトレースという２つの機構を提供する。これらにより対象システ
ムの通常運用状態からの逸脱を検知する。



D-System Monitor
D-System Monitor は主にキーロガーやルートキットというようなカーネルに対する影響を検
知する役割を担っている。それは、D-System Monitor が備えるカーネルレベルの異常を検知
する機能によって実現される。

B. 再構成
再構成（reconfiguration）とは対象システムの内部構成を変更する機能である。異常検出時、あるい
は障害発生時に本機能が利用されることを想定している。再構成は 1 個の論理パーティション内の OS
とアプリケーション間の分離、あるいはアプリケーションと別のアプリケーション間の分離の機能を必
要とする。ここで論理パーティションとは適切なリソース割り当てポリシーを有する単位を言う。D-RE
では分離単位として次の２レベルのコンテナを導入した。



システムコンテナ：システムサービス間の影響を分離する論理パーティション
アプリケーションコンテナ：アプリケーション間の影響を分離する論理パーティション

各システムコンテナは１つの OS を他とは独立に実行させることができる。一方、各アプリケーショ
ンコンテナは１つのアプリケーションプログラムを他とは独立に実行させることができる。各々のコン
テナにはそれ自身のプログラムのための実行環境を含み、再起動はコンテナ単位で行う。コンテナの備
えるべき分離属性（表 6-1）はステークホルダのディペンダビリティ要求に関係する。システム時計や計
測のための単位を含むシステムの核となるサービスは D-RE 経由でアクセスされ、これらコンテナから
は分離されている。
C. スクリプティング
通常運用状態から対象システムが逸脱しそうな場合、あるいは逸脱した場合、D-RE では対象システム
を通常運用状態に維持するために、スクリプティングとその実行環境を提供する。すなわち、スクリプ
ティングの役割は、サービス継続シナリオに基づいた非機能要件に関するプログラムとして主に対象シ
ステムの運用に関する事であり、オペレータがスクリプトとして記述された運用が DEOS プロセスとし
て正しく適用されることを保証することである。D-RE ではその為に導入したスクリプティングを特に
D-Script と呼んでいる。
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D-Script の役割は、主にオペレータ要因による対象システムのディペンダビリティ維持に関する負荷
を低減することであり、1) 運用情報を集めること、2) システムの再構成を実行すること、を想定して
いる。D-Script は合意の対象であり、その可読性の向上のため、D-Script パターンを導入した。そのパ
ターンは「システムの異常状態」とそれを「正常状態に戻すアクション」から構成されており、D-Case
記述と統合可能である。また、可読性とコンピュータでの処理可能性とのバランスを鑑み D-Script タグ
を定義し導入した。D-Script の実行結果をエビデンスとして扱うことができるように、D-Script の記述
に「成功・失敗の記録」と「失敗時にリカバリアクションの記述」という最小限の規約を導入した。
D-RE では D-Script を D-RE 内で実行する環境として D-Script Engine を提供する。D-Script Engine
は D-Script が対象システム内部の信頼できる実行環境の元で実行されることを保証する。D-Script
Engine は D-ADD から D-Script を受け取り実行する。結果は D-Box（後述）に保存し、D-Script で処理不
可能な状態になった際にはオペレータに通知する。D-Script と D-Script Engine の詳細は第７章を参照
されたい。
D. セキュア記録
D-RE は過去のシステム状態のログ、障害発生前のシステム状態、および D-Script の実行のログを安全・
確実に記録する必要がある。このようなログの記録域として D-Box を導入する。D-Box の記録が耐タンパ
性を備えることにより、サービスの履歴やログという記録内容が真正な情報として D-RE はステークホル
ダに提示できる。その為に、D-Box は次の機能を備える。1) D-Application Monitor や D-System Monitor
へのインターフェース、2) ステークホルダ合意に基づくログ（イベント、異常、ソフトウェアアップデ
ート、等）記録、3) D-Box へのアクセス認証と権限管理。D-Box は第８章で述べる D-ADD と協調し、対
象システムの状態、特にディペンダビリティに関する状態記録の一貫性を保つ。
E. セキュリティ
D-RE は上記必須機能がセキュアに実行される事を保証しなければならない。そのため、D-RE は、アク
セス制御、認証と権限管理、システムの乗っ取り防止、等の機能を備える。これらの機能は、ハードウ
ェア、ソフトウェア、及び手続きコンポーネントから構成される TCB（Trusted Computing Base）[1]を
用いて、セキュリティ方針を執行するようにすることが推奨される。D-RE の TCB 部はサービス開始後に
対象システム内部で唯一変更不可能な部分である。それは、システム導入時点で確実に構成されている
必要がある。幾つかのセキュリティ機能の中で、D-RE では、特に、OS 自身のセキュアな実行に焦点を当
てている。これにより、他のセキュリティ機構がこのセキュア OS 上に構築可能になる。後述するように、
D-Visor や D-System Monitor がこのセキュア OS の実現を支援している。D-Visor は各 OS 間での影響を
分離している。D-System Monitor によって、OS の通常状態からの逸脱を検出する。D-RE のセキュリティ
表 6-1: コンテナ属性
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機構の詳細は第 6.4 節で述べる。

2) 選択的機能
モニタリング（監視）、再構成、スクリプティング、セキュア記録、およびセキュリティの５必須機
能の他に、次の４機能を選択的に利用すると D-RE の利便性が向上する。ここでは、その４機能を説明
する。
A. リソース制限
D-RE のコンテナでは、コンテナ内のプログラムが CPU 資源を使う割合（CPU 使用率）とメモリ資
源を使う量（メモリ使用量）を、他のコンテナに影響を与えずに、制限することができる。この機能を
使うことで、一部のコンテナ中のプログラムが暴走して CPU を占有し他のコンテナ中のプログラムに十
分な CPU 資源が割り当てられない状況や、一部のコンテナによるメモリの大量使用によってシステム内
のメモリ資源が枯渇してしまう状況を防止できる。D-RE によるリソース制限はコンテナ起動後に動的に
設定できるため、システムやアプリケーションの監視の結果によってリソースを制限することで、障害
に至らないで、サービスが遅れながらも継続できるようにするために使われる。
B. 取り消し
システムに新しいサービスを追加したり、システムの不具合を直すために修正コードを追加したりす
る事はよくある。ところがどんなに事前にテストを繰り返した追加コードや修正コードであっても、
100%完全に予想通り動くと言う事はない。最悪の場合、システムダウンを引き起こし、ユーザへのサー
ビスを継続できない事態になる。このような場合、この作業を始める前の状態に戻せば、少なくともそ
れまでと同じサービスは提供できるので、取り消し（Undo）は重要な意味を持つ。
一度実行した処理を逆の順番にたどりながら個々に取り消していく操作は、一般的には容易ではない。
そこで、処理開始前の時点の環境（データ）を保存しておき、その保存していた環境に戻すことで取り
消し操作を実現することがよく行なわれる。D-RE では、システムコンテナやアプリケーションコンテナ
の各々で、ある時点の環境を保存し、その環境から再開させる機能を提供している。
コンテナの環境を保存する際には、コンテナを完全に停止させた状態で行なう場合と、コンテナを一
時的に停止させた状態で行なう場合がある。コンテナを完全に停止させた場合には、コンテナ内のプロ
グラムはすべて終了しており、再開は通常のプログラムの開始と同じである。コンテナを一時的に停止
させた場合には、CPU 割り当てが一時的に中断されているだけで、コンテナ内のプログラムは動作中で
メモリも保持したままであり、再開は保持しているメモリを使用して一時停止中のプログラムの処理を
続行することになる。D-RE では、前者の場合の保存・再開をスナップショットのセーブ／ロード機能
と呼び、後者をチェックポイント／リスタート機能と呼んでいる。
C. マイグレーション
D-RE では、システムコンテナ内のゲスト OS を他のシステムコンテナにコンテナ単位で移動させるこ
とができる。いわゆる VM のマイグレーション機能である。同一ホストマシン上での移動はもちろん、
ネットワークに接続された物理的には別のマシンとの間でもコンテナ単位で移動させる事ができる。ネ
ットワークで接続された別マシンへ移動させる場合には、移動先のマシン上でもシステムコンテナが利
用可能となっている必要がある。システムコンテナ上のゲスト OS を一旦停止してから移動させること
だけでなく、ゲスト OS を稼働させたまま、移動させること、いわゆるライブマイグレーションも可能
である。ハードウェアに起因する異常を回避するためと言うより、そのハードウェアを入れ替えたり、
修理したりする時に、システムを止めることなくサービスを継続するために利用できる。
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D. システム状態記録
アプリーケーションのログだけでなく、障害発生直前にシステム内で起こっていたことを記録できれ
ば、障害の原因究明に大いに役に立つ。しかし、障害がいつ発生するかは予測できないため、障害発生
直前の記録を得るためには、航空機のフライトレコーダや自動車のドライブレコーダのように、常時記
録し続ける必要がある。そのための仕組みが D-RE が備えるシステム状態記録である。

図 6-2: D-System Monitor

6.1.2 D-RE 構成要素
前節で述べた機能に対して、D-RE では次の６個の構成要素を定義した。1) D-Visor、2) D-System
Monitor、3) D-Application Manager、4) D-Application Monitor、5) D-Box、6) D-Script Engine。本
節ではこれらの実装ガイドラインを示す。

1) D-Visor
D-Visor は、システムの構成要素の各々の独立性を担保する仕組み（システムコンテナ）を提供する仮
想マシンモニタである。個々のシステムコンテナは仮想マシン（VM）であり、それぞれ独立したゲスト
OS が動いており、1 つのシステムコンテナ内における異常や障害が他のシステムコンテナに波及するこ
とはない。
現在、D-RE では、D-Visor として Linux KVM[2]、ART-Linux[3][4]、SPUMONE[5]、D-Visor86[6]
を用意している。これらはディペンダビリティ要求によって使い分けることができる。例えば、Linux
KVM を用いた場合、システムコンテナは Linux カーネルを拡張して生成される VM を利用する。表 6-1
記載の「アドレス空間」
「名前空間」
「CPU スケジューリング」
「CPU 割り当て」
「割り込み」
「Time-of-day」
「特権」の各属性を満たしたシステムコンテナを実現できる。
また、筑波大学が開発した D-Visor86[6]は、マルチコアプロセッサ用の仮想マシンモニタである。マ
ルチコア（Hyper Threading を含む）の x86 CPU 上で、プロセッサコア毎に修正を施した Linux カー
ネルを動作させることができる。1 つのプロセッサコア上の Linux で D-System Monitor を稼働させる
ことにより、他のプロセッサコア上の Linux を監視することができる。
また、D-Application Manager の API やコマンドは、Linux KVM を D-Visor として使用している。
各システムコンテナではそれぞれ別のゲスト OS が稼働しており、1 つのシステムコンテナ上のゲスト
OS の起動・終了等は他のシステムコンテナに影響を与えない。システムコンテナ毎に異なるゲスト OS
を稼働させることも可能なので、独立性が高く依存関係がないアプリケーションは異なるシステムコン
テナ上で動かすことで、障害が発生した場合の影響を抑えることができる。
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2) D-System Monitor
D-System Monitor は D-Visor と連携してシステムコンテナに対する監視機能を提供する。VM を外側
から観察し、コンテナ内で稼働するゲスト OS に影響を与えることなく、ゲスト OS の改竄等による異常
な振舞いを監視する（図 6-2）。
D-Visor は、仮想マシンの I/O リクエストを監視する機能と、監視対象 OS のメモリを直接参照する機
能を D-System Monitor に提供する。D-System Monitor 上で動く監視機構では、それらの機能から得ら
れるデータを利用し、監視対象 OS の異常な振舞いを検出する。現在のところ、早稲田大学と慶應義塾
大学が開発した以下の 3 種類の監視機構が用意されている。





FoxyKBD[7]：キー入力の際の OS の挙動を監視する。大量のキー入力を疑似的に発生させ、その時
に発生する I/O リクエストとの関連から、キー入力を横取りするマルウェアを検出する。
RootkitLibra[8]：ファイルの隠蔽を監視する。NFS マウントしたディレクトリ上のファイルについ
て、システム上で見えているファイルと NFS パケット内のファイルの情報を比較し、ファイルの隠
蔽やファイルサイズの改竄を検出する。
Waseda LMS[9]：プロセスの隠蔽を監視する。監視対象 OS のメモリを直接参照し、kernel データ
であるプロセスリストと実行キューのデータを比較することで、プロセスの隠蔽を検出する。

これらの監視機構はいずれも、筑波大学が開発した D-Visor86 上で稼働する D-System Monitor で利
用可能である。また、D-System Monitor を組み込んだ QEMU-KVM も開発しており、KVM のシステ
ムコンテナに対して上記 3 種類の監視機構が利用可能である。

3) D-Application Manager
D-Application Manager は、アプリケーションの独立性を担保する仕組みとしてコンテナを提供する
と共に、アプリケーションプログラムのログ出力や終了処理を支援するための関数群をライブラリとし
て提供する。アプリケーションコンテナは VM ではなく OS 上の軽量コンテナである。D-Application
Manager では、LXC (Linux Containers) [10]のコンテナを API やコマンド経由でアプリケーションコ
ンテナとして提供している。各々のコンテナは 1 つの OS 上で動作しているため OS の障害は全コンテナ
に影響してしまうが、コンテナ内のプロセスは他のコンテナ内のプロセスから独立しており影響を受け
ない。アプリケーションコンテナによって複数のプロセスを 1 つのグループとして扱うことができ、そ
のグループ毎に CPU 使用率やメモリ使用量を制限することができる。同一 OS 上で稼働するアプリケー
ションを、異なるアプリケーションコンテナ上で動かすことにより、CPU やメモリ等のリソースを分離
することができ、障害発生時の他のアプリケーションへの影響を少なくすることができる。アプリケー
ションコンテナでも、スナップショットのセーブ/ロード機能が提供されている。しかし、LXC のチェッ
クポイント／リスタート機能が未実装のため、アプリケーションコンテナのチェックポイント／リスタ
ート機能は D-RE でも提供されない。
システムコンテナとアプリケーションコンテナは共に、生成(create)→開始(start)→停止(stop)→破棄
(destroy)という手順で使用される。その指示はコマンドや関数から実行でき、dre-sys、dre-app コマン
ドや libdresys、libdreapp ライブラリとして提供している。また、チェックポイント／リスタート機能
やスナップショットのセーブ／ロード機能もそれぞれのコマンドやライブラリから使用可能である。
D-Application Manager は、アプリケーションプログラムを作成する際に利用できる libdaware ライ
ブラリとして、ログ出力や終了処理を支援する機能を提供している。ログ出力のためには、syslog への
ログ出力のフォーマットを簡単に指定するための関数やマクロ定義を含んでいる。また、アプリケーシ
ョンプログラムの終了前に終了を通知するシグナルを送ることにより重要なデータの退避や再開時に必
要なデータの保存を実行することが可能になる場合があるので、その終了処理の実装のための関数を提
供している。さらに、1 つのアプリケーションコンテナ内で使用されるプロセス ID はアプリケーション
コンテナの外から見えるプロセス ID とは異なっているので、アプリケーションコンテナ外から上記の終
了を通知するシグナルを送るためにプロセス ID を知る必要がある場合を考慮し、アプリケーションコン
テナ内外でプロセス ID を対応付ける仕組み（/proc/daware）を提供している。
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4) D-Application Monitor
D-Application Monitor は、D-Application Manager と D-Box の間に存在し、D-Application Manager
からの複数のイベントの相互関係を検査し、それらのイベントが全体として意味する（異常な）事象を
発見（Event Correlation）し、その事象に対して適切な処置（アクション）を行なうことを目的として
いる。
D-Application Monitor の構成は、図 6-3 記載の構成ブロック図（未実装も含む）で示される。
D-Application Monitor は、内部に WEB サーバを内蔵する構成にし、REST (Representational State
Transfer) API からアクセスされるプロセスとして実装した。最近は軽量な WEB サーバも複数実装され
利用されるようになってきており、REST API をサポートすることで、D-Application Monitor の利便性
も高まると考える。

図 6-3: D-Application Monitor
D-Application Monitor は D-Application Manager からイベントを受け取る。将来必要があれば、
SNMP の通知（トラップ）や rsyslogd からも受け取ることができるよう拡張することができる。WEB
サーバ、SNMP 通知や rsyslogd からのイベントは、Event Reorder Filter に送られる。Event Reorder
Filter は、複数のイベントソースから遅延して届いたイベントをある一定の期間内で正しい時間順に並べ
直す。時間順に並べ直されたイベントは、イベント間の関係を検査する(Event Correlation)を行なうた
めに、Event Correlator に送られる。Event Correlator は、イベントを受け付けて状態遷移を行なう有
限状態マシンとして実装された、オープンソースの Simple Event Correlator を利用している。例えば、

図 6-4: Event Correlation
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図のような状態遷移とそれに伴うアクションを実装することができる（図 6-4）。アクションとしては、
shell スクリプトの実行や他のプロセスへの送信等が可能である。SEC は、有限状態マシンと状態遷移に
伴うアクションを記述した構成ファイルに基づき動作する。D-Application Monitor では、WEB サーバ
経由で、構成ファイルをアップロードや編集することができる。
また、D-Application Monitor は D-Box に障害発生直前のシステム状態を記録するためのシステム状
態記録機能を備える。コンピューターシステム上で、システムやアプリケーションの動作をある時間（例
えば５分間）リングバッファーを使って常に記録することができれば、障害が起きた時にその直前にシ
ステム内で何が起こっていたのかを調べる事ができ、原因究明に大いに役に立つ。既存の VM (仮想マシ
ン)の中には Record/Replay 機能を実装しているものがある。これを使えばシステム全体の実行結果を記
録するだけでなく、再現実行もできるため有用である。再現実行はできなくても記録だけは取りたいと
言う場合には、Linux 上では ltrace や strace コマンドを使って代用することができる。これらのコマン
ドを使えばライブラリやシステムコールの呼び出しを簡単に記録することができ、アプリケーションの
動作を解析する手掛かりを得ることができる。しかし、これらのコマンドは常時使用することを前提と
しておらず、長時間使用すると出力ファイルが巨大になったり、複数プロセスのアプリケーションに対
して使用すると単一プロセスの ltrace や strace が処理性能のボトルネックになったりする場合がある。
我々のシステム状態記録機能の実装は、該コマンドを変更し、これらの問題を回避している。

5) D-Box
D-Box は、公開鍵基盤技術（PKI）を用いて、ログ情報の改竄を検出するための情報を付加して、保
存する機能を提供する。D-Box は、図 6-5 のようにルート認証局（CA）が発行した公開鍵証明書を基と
する階層構造の下位部分に属することにより、D-Box 自体の公開鍵の正当性を担保している。
D-Box の初期化時に（D-Box の製造者により）、D-Box 内に、各 D-Box に固有の D-Box Owner 鍵
(PKCS#12)が導入される。D-Box の PKCS#12 は D-Box の製造者の秘密鍵で署名され、D-Box の製造者

図 6-5: 公開鍵による D-Box の正当性
の公開鍵は、例えば、DEOS センターの秘密鍵で署名され、最終的には、信頼されたルート認証局にた
どり着く。その後、D-Box は運用時にログ情報を暗号化するための RSA 鍵の公開鍵と秘密鍵の対を生成
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する。この公開鍵と秘密鍵の対は、同じ秘密鍵が長期間にわたって使い続けられることを避けるために、
適宜作成される。
D-Box は、https（TLS/SSL）経由でログ情報を受け取ると、ログ情報をバイト列（Octet String）と
して解釈して、MD5 によるハッシュ（Digest）を作成し、D-Box 内の最新の Sign 用秘密鍵でその Digest
を暗号化する（図 6-6）。D-Box からログ情報を取り出すプログラムは、取り出したログ情報から作成し

図 6-6: Log と Digest

図 6-7: D-Box とその利用
た MD5 によるハッシュ（Digest）と、D-Box から受け取った暗号化されたハッシュ（Digest）を D-Box
の対応する Sign 用公開鍵で復号化したハッシュを比較することにより、ログ情報の改竄を検出すること
ができる（図 6-7）。D-Box は D-Application Monitor 同様に REST API を提供している（図 6-8）。
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図 6-8: D-Box の構成

6) D-Script Engine
D-Script Engine は D-Script を安全・確実に実行する役割を担っている。それ自体の実行は対象プロ
グラムと同一の実行権限を有する。D-Script は D-RE の提供する API 経由でアプリケーションを操作す
る。従って、D-Script による操作は D-Script Engine が設置された D-RE の導入状況に制約を受ける。
しかし、次の機能は必須機能として定義した。1) D-Script の実行結果を D-Box に保存する機能、2)
D-Script で対応できない際のオペレータへの通知機能。
D-RE では D-Script Engine に D-Script を提供するのは D-ADD としている。D-Script Engine は、ス
テークホルダにより合意された D-Script のみを運用時に利用することを確実にする機能を実装している。
D-Script Engine の詳細は第７章を参照されたい。

6.1.3 D-RE の対象システムへの適用
D-RE は実装アーキテクチャであり、対象システムへの導入に当たっては、ディペンダビリティ要求や
システム機能を元にした適用化（tailoring）が必要である。本節では、４つの適用事例を示す。各々異
なったディペンダビリティ要求を満たしている。本節ではこれらを D-RE(1)〜D-RE(4)として参照する。





D-RE(1):
D-RE(2):
D-RE(3):
D-RE(4):
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図 6-9: 単純なアプリケーション向け構成

図 6-9 に D-RE(1)の構成を示す。ここでは、D-Visor と D-System Monitor は構成されていない。従っ
て OS 部分がディペンダビリティ要求の弱点になる可能性がある。D-Box は、下位の OS 機能を用いて、
何らかの特別な方法で構成される必要がある。D-Application Manager、D-Script Engine、および
D-Application Monitor は下位の OS の保護下で実行されるため、アプリケーションのディペンダビリテ
ィは D-RE が確実にする必要がある。

図 6-10: マルチコア組み込み向け構成
図 6-10 は D-RE(2)の構成である。これは、マルチコアプロセッサを利用した組み込みシステム向けに
最適化している。D-RE は SPUMONE を D-Visor と D-System Monitor の最適化例として用いている。
ここでは、下位のハードウェアの仮想化のための特別のハードウェアは要求していない。
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図 6-11 に D-RE(3)の構成を示す。これはロボット等の実時間アプリケーションを実行させるための構
成であり、１つのシステムコンテナを必要としている。D-RE(3)では、D-Visor や D-System Monitor、
及び下位 OS の最適化例として ART-Linux を利用している。ART-Linux は Linux カーネルを拡張して
おり、Linux アプリケーションとのバイナリ互換性を有している。ART-Linux の詳細は第 6.3 節で述べ
る。

図 6-11: 実時間アプリケーション向け構成
D-RE(4)の構成は既出の図 6-1 である。これは D-RE 機能の完全な構成である。図中で最左のシステム
コンテナは D-Visor と D-Box、D-System Monitor のために用意されている。セキュリティ要求次第で
D-Visor、D-Box、および D-System Monitor 各々に個別のシステムコンテナを割り当てても良い。他の
システムコンテナは、アプリケーション用 OS、D-Script Engine、D-Application Monitor、および
D-Application Manager のためのコンテナである。D-Application Manager はアプリケーションの為の
アプリケーションコンテナを提供する。アプリケーションコンテナ内部の D-Application Manager は
D-Application Monitor や D-Script Engine 等の D-RE 構成要素へのプロキシとしても利用される。
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Object-Oriented Real-Time Distributed Computing, pp.202-210, 2010, DOI:
10.1109/ISORC.2010.12
http://lxc.sourceforge.net/

6.2 Web システム応用事例
6.2.1 ソフトウェア・モジュール構成
このシステムは、Apache と Tomcat、MySQL を使った、Web 上での CD 販売サービス（CD Online
Shopping システム）をシミュレートしたもので、Apache と Tomcat、MySQL はそれぞれ独立した
System Container 上で稼働している。また、このシステムでは、コンピュータシステム及びネットワ
ークの監視のためのアプリケーション Nagios（http://www.nagios.org/）も使っている。

図 6-12: ソフトウェア・モジュール構成
また、ネットワーク上の複数の Browser からの複数の同時リクエストをシミュレートするために、ab
(Apache HTTP server benchmarking tool)を使っている。

サービス・シナリオ
このシステムは、典型的な Web/Application/DB Server で構成されている。 また、これらのサーバ
ーを Operator Console で常に監視している。ソフトウェア構成としては、各サーバーは、D-RE (DEOS
Runtime Environment) のシステムコンテナ上に実装されている。Operator Console では、System
Container からのログを Rsyslog に集約し、モニター・モジュールと Nagios Plugins で、各サーバーの
リソース及びパフォーマンスを監視する。 モニター・モジュールは障害を検出すると、GUI に表示し、
同時に SEC (Simple Evento Correlator)[1]に情報を渡す。SEC はそれに従って D-Script を実行する。
以下のシナリオは、D-Case と D-RE がシステムの障害にどのように対処するかを示している。
シナリオ１）
新サービスを追加した結果、アクセス数が想定数を超過した。そこで、あらかじめ D-Case に記述さ
れていた対処方法に従い、サービスの追加を Undo し、システムを正常な 状態に戻す。
シナリオ２）
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サーバーのレスポンスが急激に遅れた。そこで、あらかじめ D-Case に記述されていた対処方法に従
い、不適切なバッチ・ジョブを停止し、システムを正常な状態に戻す。
シナリオ３）
メモリ使用量がシステムの許容値を超えた。そこで、あらかじめ D-Case に記述されていた対処方法
に従い、サーバーを再起動し、診断モジュールを投入して原因を特定する。
シナリオ４）
日常点検の一環として、翌日のサービスが問題ないか確認したところ、サービスが実行出来なかった。
原因究明の結果、ライセンス切れであることがわかり、ライセンスを更新する。

6.2.2 システムのソフトウェア構造
D-RE を使った場合のソフトウェア構造を下図に示す。

図 6-13: D-RE を使ったソフトウェア構造
監視系の実装は、D-Case の監視系（モニター）ノードに対応するモニター・モジュールのインスタン
スにより行う。分析系の実装は、SEC（Simple Event Correlator）を使った状態マシンに監視系のモニ
ター・インスタンスが検知したイベントを送り、そこで複数イベントの相互関係を考慮したイベントの
分析を行う。

6.2.3 DEOS プログラムの開発から実行までの流れ
DEOS プロセスを仕組みとして支える合意形成・確認手法・ツール（D-Case）と実行環境（D-RE :
DEOS Runtime Environment）を活用した本システムは、以下のような流れで開発され、実行される。
１）サービス要求仕様の合意と確定 (D-Case の確定)
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会社の経営理念やビジネス・モデルの確認
BCP (Business Continuity Plan)の決定と合意
SLA パラメータの決定と合意
SLA に関する監視系（モニター）ノードとアクション・ノードも作成
２）監視系（モニター）ノードのモニター対象やパラメータの決定
既存のモニター・モジュールからの選択
新規のモニター・モジュールの仕様を決定
監視用の D-Script Description File (外部仕様)を作成
３）分析系・ノードの詳細決定
Analyzers を状態マシンで実現する
Events の相互関連を状態と状態遷移で表現
状態マシン記述用の文法の選択
分析用の D-Script Description File (外部仕様 l、SEC 用の Config File のテンプレート)を作成
既存の Actions の呼び出し（引用）
ユーザ固有の Actions の仕様を決定
４）アプリケーションの開発
５）アプリケーション開発と並行して、ユーザ固有のモニター・モジュールの開発
６）アプリケーション開発と並行して、状態マシンの定義とユーザ固有の Actions の開発
７）D-RE 上でのアプリケーションの実行
D-Case の監視系（モニター）ノードとアクション・ノードからインスタンスが作成されて、
実行される。
以上の流れで、DEOS プロセスが支援される。

6.2.4 D-Case の監視系と分析系ノードの実行の仕組み
下図は、D-Case Weaver（DEOS-FY2013-CW-01J ：「D-Case Weaver 仕様書 ＜付＞ 導入・使い方ガ
イド」を参照）[2] を用い、D-Case からモニター・モジュールのインスタンスと SEC の構成ファイル
が作成される仕組みを表している。まず、D-Case Weaver は D-Case 内の D_Case_Node テーブル(表)
に、モニター・モジュールを作成する。その時、D-Case Weaver は、ユーザに、監視系（モニター）ノ
ードに対応するモニター・モジュールを D_Script テーブルから選択させ、そのインスタンス作成のため
のパラメータ群を監視系（モニター）ノードに追加する。すなわち、D-Case Weaver は、D-Case の監
視系（モニター）ノードと D-Script（モニター・モジュール）とを結び付ける。その後、D-Case Weaver
は、監視系 Config Generator と分析系 Config Generator を呼び出す。
分析系 Config Generator は、D_Case_Node 表と D_Script テーブルとを結合（Join）して、各監視系
（モニター）ノードに対して、それに対応するモニター・モジュールを見つけ出し、そのモニター・モ
ジュールの雛型に監視系（モニター）ノード内のパラメータ群を適用して、監視系（モニター）インス
タンスを作成する。分析系 Config Generator も同様に、監視系（モニター）ノードと D-Script（SEC
の構成ファイルの雛型）とを組み合わせることにより、SEC の構成ファイルの雛型に、監視系（モニタ
ー）ノード内の具体的なパラメータ値を適用した、SEC の構成ファイルを生成する。
監視系（モニター）ノードと分析系ノードの作成については、次節以降に記述する。
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D-Case
Weaver
D-Case
D_Case_Node

D_Script

監視系 Config Generator

分析系 Config Generator

Monitor
Plugins

reload

reload

Config

D-RE-Monitor

Config

rsyslog

Action
Plugins

SEC（分析系）

D-RE interface
図 6-14: D-Case から監視系と分析系のインスタンスの生成

監視系（モニター）モジュールの実装
各モニターは、あるモニター・モジュールを特定のパラメータ群を用いてカスタマイズして生成した
モニター・インスタンスである。モニター・モジュールは D-RE が提供する、Python で書かれた
PluginBase クラスのサブクラスとして実装されている。従って、モニター・インスタンスとは、その
サブクラスのインスタンスを意味しており、モニター・モジュールを表すサブクラスのコンストラクタ
に特定のパラメータ群を与えて生成したそのサブクラスのインスタンスである。
下図は、置換可能なパラメータ群を含む D-Script として定義されたモニター・モジュールと、D-Case
内の監視系（モニター）ノードに記述されたそれらパラメータ群の具体的値から、特定のモニター・イ
ンスタンスが生成される例を示す。
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モニター・ノード

モニター・モジュールのテンプレート
D_Script

D_Case_Node

D_Script_Params of Monitor Node
<values id=“…” >
<value name=“interval”>2</value>
<value name=“warn”>1000</value>
<value name=“crit”>2000</value>
</values>

Config_Template of D_Script
<module name=“ApacheAnalyzer”
interval=“<?= get_value (“interval”) ?>”>
<args warn=“<?= get_value (“warn”) ?>”
crit=“<?= get_value (“crit”) ?>” />
</module>

Configuration Generator
モニター・インスタンス
<module name=“ApacheAnalyzer” interval=“2”>
<args warn=“1000” crit=“2000” />
</module>

図 6-15: モニター・インスタンスの生成

分析系モジュールの実装
SEC を用いた状態マシンの実装において、各状態マシンと Actions も同様に、ある状態マシンや
Actions のテンプレートを特定のパラメータ群を用いてカスタマイズして生成したものである。
監視系（モニター）モジュールと分析系モジュールのテンプレート
モジュール・テンプレートは、以下を含む XML 形式のファイルである。
• モニター・モジュールや状態マシンのテンプレートを指定する識別子
• 機能の説明、著作者、設定可能なパラメータ群及びその説明
• パラメータを置換してモニターや状態マシン・Action のインスタンスを生成する基となるテン
プレート

6.2.5 D-Case の監視系ノードの作成
D-RE 上で実行するプログラムに対する監視は、D-Case のモニターに関するエビデンス・ノードに記
述される。通常は、プログラムの設計時の D-Case の作成過程で、サービス要求仕様を満足するために
必要なモニターに関するエビデンス・ノードが特定されていく。
各監視系（モニター）ノードには、モニター・モジュールの特定やそのモニター・モジュールが実行
時に必要とするパラメータ群の値を指定する。

6.2.6 D-Case の分析系ノードの作成
監視系のモニター・インスタンスは特定の監視対象の状態を監視し、障害・異常やその予兆等を検出
する。一般的に、同一の障害原因について、複数のモニター・インスタンスがそれぞれの観点から障害
を検出し、独立に報告する。また、あるモニター・インスタンスが複数の種類の障害を報告した場合に、
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それらの障害報告を組み合わせることにより、障害原因の範囲を狭めることができる。従って、分析系
の実装においては、複数のモニター・インスタンスからの障害報告(イベント)を総合的に解釈して、最
も蓋然性のある障害原因を推定することが必要となる。
本システムで実装した分析系は、（拡張された）有限状態オートマトンを用いて複数のイベントの相
互間の関係を考慮した分析を行う。複数のイベントを総合的に解釈する方法として、イベントの検出に
対して条件分岐(if 文)を行い、それらの条件分岐を組み合わせて行うことも考えられるが、複数イベン
トの発生順序の組合せに対応して複数の条件分岐の実行順序を並び変えた条件分岐列の数が指数関数的
に増大する問題がある。さらに、複数イベントがある一定時間内に発生した場合の検出することも、条
件分岐文の組合せでは簡単ではない。一方、以下で説明するように、有限状態オートマトンを利用する
と複数イベントの解釈を容易に行うことができる。
下図は、初期状態において Event A が発生すると、Action A を実行して、状態 A に遷移し、状態 A で
Event B が発生すると Action B を実行して、状態 B に遷移する状態遷移を含む有限状態オートマトン
を示している。

Event B/Action B

Event A/Action A
Initial

State A

State B

Recovery A
Recovery B
図 6-16: 状態遷移と Actions

次図は Event A と B の発生順序に関係なく、どちらも発生すると状態 C に遷移する有限状態オートマ
トンを表している。

Event A/Action A

State A
Recovery A

Initial

Event B/Action B
Recovery B

State C

Event B/Action B
Event A/Action A

Recovery B
State B

Recovery A

図 6-17: 発生順序に依存しない Events の処理

また、各状態に、その状態に留まることのできる時間の最大値を指定することにより、複数のイベン
トがある一定の期間内に発生したことを検出することもできる。例えば、状態 A での最大滞在時間を 30
秒とすることにより、Event A の発生後、30 秒以内に Event B が発生すると、状態 C に遷移して、ある
処理を行うように指定することもできる。
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有限状態オートマトンを使う分析系の実装において、各有限状態オートマトンは関連するイベント列
を受け付け、対応する状態遷移を行うことにより、複数のイベントにより表わされる障害原因を絞り込
んで行く。さらに、各 D-Case Node に対応した有限状態オートマトンを D-Case 全体として複数個を疑
似的に同時並行的に動作させることにより、互いに独立したイベント列の分析を同時並行的に行うこと
ができる。また、同じイベント列を複数の有限状態オートマトンが受け付けることにより、イベント列
を複数の観点から同時に分析することができる。これは、イベント列の分析を条件文の組合せにより行
うよりも容易であると考えられる。
以下の図は、ネットワーク上の障害のように、通常の運用時においても単発的に発生することがある
イベントが、障害発生時に連続して発生する場合を処理する例を示している。最初にイベントに対して
は、記録のためにログに書き出す等の処理をした後 Burst 状態に遷移し、最大 Timeout 時間だけその状
態に留まる。その状態でイベントが発生した場合、N 個発生するまでは、何もしないで、N 個目のイベ
ントに対して、恒久的な障害と認識して、管理者への通知等を行うとともに、Dormant（休眠）状態に
遷移する。Dormant 状態では、同イベントは無視される。

Time
oneshot mode

oneshot mode

burst mode (context)

dormant

Received
Aggregated
Burst

One shot

One shot

Event A (1 .. N)
Event A (N + 1)

Event A

Initial

Oneshot

Burst
Timeout

Event A

Dormant
Timeout

図 6-18: 連続した Events の処理

具体的には、SEC (Simple Event Correlator)を用い、D-Case の Action Nodes から SEC 用の構成フ
ァイルを生成する。

6.2.7 Action 系のコマンド例
このシステムでは、SEC を用いて分析系を実装した。SEC からの Actions の呼び出しは、SEC の構
成ファイルの”action”識別子の値として、D-RE コマンド列を記述されている。SEC からの呼び出した
Actions のリストは以下の通りである。
Actions
shellcmd /usr/share/dre-demo/d-script/action/act_logging.sh
shellcmd
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usr/share/dre-demo/d-script/action/act_reboot_sys_container.sh
shellcmd
/usr/share/dre-demo/d-script/action/act_undo_sys_container.sh
shellcmd /usr/share/dre-demo/d-script/action/act_kill_batch_sys.sh
shellcmd /usr/share/dre-demo/bin/dcase-status
event
create,delete

System Container への変更の
Undo する
バッチ・ジョブの停止する
D-Case の監視系（モニター）ノ
ードの状態表示を変更する
SEC 内部イベントを発生する
SEC の状態を変更する

参考文献
[1]
[2]

Simple Event Correlator: http://simple-evcorr.sourceforge.net/
D-Case Weaver: http://www.dependable-os.net/tech/DCaseWeaver/index.html

6.3 ロボット応用事例
6.3.1 D-RE 機能を提供する実時間 OS（ART-Linux）
実世界に対応するロボットでは、複数の固有周期を持つ実時間サイクルをジッタ少なく実行できる必
要があり、非実時間の Linux のような OS では不十分である。（もちろん Linux の Preemptivity はバ
ージョンが新しくなるにつれ小さくなってきているが）典型的なロボットの制御ループは 1ms の周期を
持ち、それに対してせいぜい数%のジッタしか許されない。このような目的のために、実時間処理に特
化した組み込み目的の OS として VxWorks や QNX のような専用設計の OS が存在する。さらに D-Case
のモニターノードをシステム内に多数配置することにより、通常のシステムに比べてデータのコピーや
モニタリングのオーバヘッドが発生する上に、異常検出のためにはモニタリングのレイテンシも最小に
抑えたいと言う要求がある。
実時間処理の制約を満たすために、我々は ART-Linux と呼ぶ実時間 OS を 1998 年より開発してきて
いる。ART-Linux は Linux をベースとした実時間 OS であり、ユーザー空間のプログラムに対して実時
間システムコールを提供することにより、10us オーダーの実時間性能を提供している。本プロジェクト
では、D-RE 機能を提供するために、複数の CPU コアを、いくつかのコアにバインドされた実時間
AMP と複数の CPU コアを利用する通常の非実時間 SMP の Linux が任意の割合で混在可能な
ART-Linux を設計し、開発を行った。このようなシステムは、非実時間 SMP システムの側でオープン
ソースの汎用ソフトウエアやデバイスを利用できる一方で、実時間 AMP の側では、専用の IO を利用し
ながら、制御系、安全系、監視系、高信頼のための二重系などのディペンダビリティ機能を、お互いに
非干渉な形で独立に実装できるという利点がある。
ART-Linux を用いた D-System Monitor は本システムの持つ共有メモリを利用して、独立した CPU
に配置された各サブシステムから、システムのデータをモニタリングしたり、記録を保存することが可
能であり、即時性、耐事故性などに優れている。
図 6-19 に、開発した ART-Linux により可能となるシステムの構成例を示す。この図では現在利用可
能な CPU の例として 8 個のコアがあるものを挙げ、そのうちの 3 個で通常の非実時間な Linux が動
作し、残りの 5 つのコアに対してそれぞれ独立に実時間 OS である ART-Linux が動作している例を示
している。
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図 6-19: ART-Linux 構成図

非実時間 SMP-Linux:
図 6-19 では、P0～P2 のプロセッサにアサインされた非実時間の SMP システムとして示している。
図中に示すように、SMP の Linux にはデバイスとして通常のディスクやグラフィックス、ネットワー
クなどをアサインしている。このシステムの役割としては下記のようなものが挙げられる。
∙ ユーザーインターフェース等。
∙ グラフィックハードウエア、イーサネットを始めとしてロボットの直接制御に用いない IO を行うハ
ードウエアの処理。これらは多数の割り込みを発生させることから実時間システムにとっての障害と
なりやすい。
∙ 長期のプランニング、地図作成、モデルマッチングによる認識処理などの、ロボットの知能処理のう
ちでも非実時間の処理を行う。これらの結果は、仮想ネットワークあるいは共有メモリを通じて、実
時間制御系などに伝える。
∙ 実時間用途に開発されていない多くのオープンソースライブラリの利用。
本システムはメモリアサインメント部を除けば、ほぼ通常の SMP-Linux であるために、通常の
Linux
のために開発されたものが、改変なしにそのまま動作するという特徴がある。
実時間制御 AMP-Linux:
図 6-19 では、P3 のプロセッサにアサインされた AMP 実時間システムとして示している。制御のた
めに必要な IO ボードをアサインしている。本システムは他のオーバーヘッドがなく、制御のみに専念
することが出来るために、低いジッターによる高い実時間制御性能や、リソース配分の簡単化によるシ
ステム設計の容易さと障害の起きにくさが期待できる。
次に述べる実時間監視系のために、内部状態を共有メモリに書き出すことによりシステムの監視をオ
ンラインで行うことができる。
実時間監視 AMP-Linux:
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図 6-19 では、P4 のプロセッサにアサインされた AMP 実時間システムとして示している。この実時
間監視系はログを保存するためのディスクや外部のシステムに警告するための別のネットワークデバイ
スをアサインしている。
本システムは他の SMP&AMP システムの内部状態を共有メモリを通じて監視し（他のシステムは自
分で共有メモリに状態を書き出す必要がある）、ログを残すとともに、他のシステムの異常をリアルタ
イムで検知し、後に述べる非常系に知らせるなどの機能を果たす。
非常用 AMP-Linux:
図 6-19 では、P5 のプロセッサにアサインされた AMP 実時間システムとして示している。非常系も
独自の IO システムをアサインしている。前述の実時間監視系を通じて、あるいは共有メモリや仮想ネ
ットワークを通じた他システムからの通知や他システムの監視、あるいは IO を介して得られるセンサ
の値などから、システムの異常を検知し、モーター電源断を始めとする緊急停止などの安全策を行う。
このシステムを他のシステムから独立にすることにより、非常システムが他の実時間システムに阻害
されて動作しないなどの影響を避けることができる。また一方で、例えばヒューマノイドロボットの歩
行、また高速で走行している車、アームで人の上に重量物を持ちあげている、などのいきなり電源断す
ると被害が大きくなるような状況では、その状況を回避するための計算機能と能力を有している必要が
ある。そのような状況に備えて、実時間計算能力を他のシステムから独立に温存することが、本システ
ムの目的である。
二重系用 AMP-Linux:
システムの信頼性を確保する方法として二重系による方法が良く用いられている。ここでは本システ
ムによる二重系の構成法について述べる。図 6-19 では、P6～P7 のプロセッサにアサインされた AMP
実時間システムとして示している。２つのシステムは、それぞれ独立に IO ボードをアサインすること
も、IO ボードへのアクセスを排他的に制御することも可能であり、柔軟な二重系を構成することが可
能である。（ただし排他的アクセスには IO ボードの制限も存在する）
システムが複雑になり、実世界において安全に行動するためには、二重系や多重系による信頼性の確
保が重要になると考えている。

6.3.2 ロボットへの応用事例
ここでは、異なるステークホルダ間の合意について、サービスロボットを例に取り、議論を進めなが
ら合意形成を行うプロセスを示す。対象のロボットは、日本科学未来館の展示フロア用のサービスロボ
ットであり、ロボットのサービスとしては、展示フロアの中を人や障害物を避けて巡回しながら、来館
者との対話、デモの予定時刻と内容の宣伝などを行うことを目的としている。このサービスロボットに
おいて、ロボットの設計者とサービス提供者が設計から実証に至る合意形成を行うために、機能、運用、
安全、説明責任、改善の 5 項目に関して作成した D-Case 木による議論と合意形成について述べる。

図 6-20: 日本科学未来館のフロア図面
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図面に示したフロアは３階の展示部分約 30 x 130m の領域である。ここに一日当たり１万人程度の来
館者が訪れる。
ロボットのハードウエアは２輪駆動のモバイルベース Pioneer3DX をプラットフォームに、多層型の
レーザー距離センサ Velodyne HDL-32e と Microsoft® KINECT センサ、マイクロフォンアレイを搭載
したものである。人が怪我をしないように車体をセンサを取り付けたバンパー部と、ウレタンフォーム
で覆われた車体、および光学センサ部分は透明なシールドにより覆った構造となっている。
ソフトウエアは、各種のセンサや機能をロボット用ミドルウエア ROS で統合している。ソフトウエア
のモジュールとしては、認識、計画、制御の各部に分かれている。認識部では、多層型レーザー距離セ
ンサからの位置認識・地図作成と人などの移動障害物追跡機能、静止障害物発見と走行可能領域認識機
能、KINECT センサからは静止障害物発見と人の姿勢検出機能、マイクロフォンアレイからは音源定
位・分離・認識機能などを行う。計画部では地図上で認識した自己位置から目的位置まで、障害物を避
け、安全性を高く保ちながらなるべく早く目的地に移動できるような経路を計画する。計画部では移動
する人の進路を監視し、必要な場合には適応的に回避する経路を計画する。制御部では計画した経路に
沿うように車体を制御しながら、静止障害物や移動障害物との相対速度を監視し、速度を適切に制御す
る。

6.3.3 作成した D-Case 木の解説
作成した D-Case は、機能、運用、安全、説明責任、改善の 5 項目に関して議論を行ったものである。
要素数はゴール 66、エビデンス 29、ストラテジ 28、コンテクスト 12、アンディベロプド 7、モニ
ターノード 17 の合計 159 ノードである。

図 6-21: トップゴールとそのコンテクスト
機能に関する議論
認識・計画・制御部のそれぞれの機能についてロボットのサービスの観点からの議論を行った。認識
部においては、下記の議論を行った。





フロアの地図が精度良く作成できる
地図を用いてその中で精度良く位置認識でき、人に取り囲まれてセンサの視界を一定程度塞がれ
ていても位置認識の最大の誤差が許容範囲内である
静止障害物の定義とこれを精度良く発見し地図に記載でき、最大の発見できない床面上の段差の
大きさがロボットの挙動に異常を与えない
人などの移動障害物の定義とこれを精度良く地図上に記載でき、隠れが生じた時にもロバストに
追跡でき、複数人が隣接しているときにも精度良く別々に推定できること

2013/11/15

第6章

Page 121

© 2013 科学技術振興機構


研究成果集

DEOS プロジェクト

人の姿勢の定義とこれを精度良く検出できること、および見えない部位の推定結果の取り扱いな
ど

計画部においては、下記の議論を行った。





得られた地図情報を入力として、与えられたゴールに対して、安全性が高くなおかつ可能な限り
短い時間で到達可能な経路を計算コストを小さく導き出せること
安全と最短時間のコスト関数の設定方法
巡回経路にたいして、経由点に到達不可能な場合の新規のゴールの設定方法
移動障害物や静止障害物を新たに発見した場合にはそれを地図に登録しながら新たな経路をオン
ラインで計画出来ること

最後に制御部においては、下記の議論を行った。




与えられた経路に対して、認識した自己位置とその誤差の共分散行列を基に、ロボットの旋回と
前進の精度を決定し、精度良く追従すること
認識したまたは地図に記載している静止障害物からの離隔距離を一定値以上に保つこと
認識した移動障害物の将来の進路を損なわないように、ローカルな回避行動を行う機能について

これらの機能の議論においては、その原理、ソフトウエアの仕様などがコンテクストとして示され、
一方で実際の動作試験による性能評価結果などがエビデンスとして示されることにより、スコープの明
示化が行われている。エビデンスを獲得するために毎週 1 回、閉館後の実際の環境を利用して実験走行
を 1 年間行い、ソフトウエアの入力と出力をモニターノードを利用して記録した。ART-Linux の複数コ
ア利用機能により、任意の数のモニターノードをシステムの性能低下を恐れずに配置することができる。
これらのモニターノードは、実際の運用時には説明責任や改善の議論を行うために利用される。

図 6-22: 機能の議論

図 6-23:
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図 6-24:

一方で動きが早すぎるなどの原因により観測時間が短すぎたり、対象の光学特性が全反射に近かった
り無反射に近かったりして観測が難しい対象について、発見不可能な対象物であるとして、スタッフに
より地図への手動での登録を行うなど運用の議論により解決するもの、バンパーなどの安全の議論によ
り解決するものなど、想定する想定外の定義とその対応の議論が存在する。同様に計画や制御レベルで
の想定外の定義と、その対応に関する議論も行った。
運用に関する議論

図 6-25: 運用の議論
日本科学未来館では、フロアに専任のサイエンスコミュニケータとボランティアの説明員を配置して
いる。これらのスタッフと、運用に係る担当者、および来館者が直接のステークスホルダーとなる。運
用の方法を決定するために、運用に関する議論を行った。



安全にかかわる部分および機能に係る部分における、システムの想定する、あるいは想定外のエラ
ーに関して、サービスを継続するための介入のタイミングと方法
事故が生じた際の対応に関すること

議論のスコープとして、コンテクストに記載した運用のマニュアルを作成し、これを引用することに
より、議論とマニュアル間の対応を取った。またこのようなスタッフの介入に対してシステムがプリエ
ンプティブに応答する仕様の議論を行い、実際にシステムの動作試験の結果がエビデンスとして付随す
る。
運用における重要な問題として、事故などの想定外が発生した場合や、サービスが継続できない場合
には、変化対応サイクルでの改善を行う手順が必要となる。これの事象に関する議論もあわせて行い、
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こちらもマニュアルに記載した。
安全に関する議論
ロボットの安全については、パッシブおよびアクティブな安全について議論を行った。特にパッシブ
な安全装置としては、衝突が避けられなかった場合に、システムが停止することについて議論している。
これはバンパスイッチおよびモーターの電流センサとエンコーダを用いた衝突検出システムを用いてお
り、これらはロボットのソフトウエアシステムからは独立なハードウエアとして準備されており、電源
の供給を前提に、ロボットが何かに衝突した際に人にダメージを与えずに安全に停止する。また衝突が
起きた時に人間に及ぼす被害を最小化するためのエラスティックな緩衝材が存在する。
この議論のコンテクストとして機能安全に関する基準や、ロボットの安全基準、想定されるリスクと
想定しないリスク（例えば人がロボットの上に落ちてくる等）、子供の頭部への衝撃と障害の関係の知
見などをスコープに入れて議論を行った。個々のシステムに関しては FMEA 分析による故障モード解析
の結果や、実際のシステムが設計通りに動作するかどうかの試験結果、緩衝材の硬さ試験の結果がエビ
デンスとして付随する。

図 6-26: 安全の議論
説明責任に関する議論

図 6-27: 説明責任の議論
システムが正常に動作していること、想定外に係る何らかの異常が発生したことなどを示すためには、
システムの個々の要素の入力や出力の記録が実時間で記録され、保存されていることが重要である。
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ART-Linux の D-RE 機能により、モニターノードのデータを共有メモリにコピーだけで、別プロセッサ
上で実行されているロギングシステムがデータを保存する。このために必要に応じてデータを記録する
ことができる。本ロボットでは、毎秒数十 MB の圧縮データを本システムを通じてモニタしながらロギ
ングする。システムの個々の要素や、外界の現象において異常の発生を検知すると、モニターノードと
して設置したデータ収集システムがアラートを発行し、システムは安全に停止状態に移行すると共に、
その記録を保存することにより、何が起きたか、どの要素が異常を示したのかを示すことができ、改善
のループに移行することができる。
このためにどのような異常を想定し、記録を行うかの議論を行い、すべてのセンサやモーターへの入
出力、各機能毎の入出力、運用担当者の持つジョイパッドの操作入力など合計 17 か所のモニターノード
を配している。またエビデンスとして各異常に対して正常に記録が取れることを示したテスト結果が付
随する。
改善に関する議論
システムが想定外の事故を起こしたり、事故に至らないまでも異常な挙動を起こしたり、センサやモ
ーター等のサブシステムが故障したりした場合において、現場の運用担当者によるオペレーションだけ
ではサービスの継続が不可能な場合には、サービスを停止し、変化対応サイクルと呼ぶ改善のループに
入ることになる。故障、想定した想定外、想定しない想定外などの個々の事象について議論した後で、
故障と想定した想定外に対しては、前述のモニターノードにより何が起きたのか再現し、システムの改
善等の対処を行う。一方で想定しない想定外に対しては、モニターノードが適切に配置されているかど
うかは不明である。各種センサの記録、追従していたスタッフからの聞き取りなどから現象の再現を試
み、改善を試みるという議論がなされている。

図 6-28: 改善の議論

6.3.4 まとめ
本節では、具体的な事例として日本科学未来館の展示フロアでサービスを行うロボットの障害対応サ
イクルと変化対応サイクルを司る機能、安全、運用、説明責任、改善の５つの要素の議論と、それを実
現するロボットのシステム構成について、設計者と運用者の２者のステークホルダ間で合意を形成する
ために議論した D-Case 木について述べた。これらの議論は、詳細においては具体的なセンサやアクチ
ュエータなどの部品や、具体的なレギュレーションなどが表れてくるため、本技術報告書では議論の大
枠を示すにとどめているが、スコープ、レギュレーション、エビデンス、設計書、試験結果、マニュア
ルなどを統合した議論が行えるという特性を示せていると考えている。
またこれらの議論は、設計から運用まで、システムのライフサイクルを通じて常時更新されていくと
共に、その動作の記録としてのモニターノードが常時記録され、不具合あるいは更新の対象の議論を行
うことができるようになっている。
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D-Case 木により議論を行いながら合意形成を行うことには、次のような利点が存在する。
 問題全体のスコープの明確化
 障害対応サイクルと変化対応サイクルの遷移条件の明示化
 議論に用いる資料の明示化
 個々の FTA,FMEA 等の望ましくない事象のリスク分析結果の統合
 既存の安全や技術規格との適合判定との統合
 個々のゴールに対する問題設定と合意条件の議論の記録
 モニターノードにより得られる説明責任情報の明示化
 運用、整備などのマニュアルの明示化
 想定する想定外の明示化
 ターミノロジやパラメータの定義の明示化
 精度などの条件の明示化
一方で、D-Case 木の議論の完全性、木の部分改変における木全体の一貫性の保証、各ゴールに誰が
合意したか、上のゴールに合意するための下の方の木の理解、などは利用者に任されており、使用上の
注意が必要である。（このうちいくつかの課題は D-ADD により解決されている）
また今回のサービス
では運用と改善のフェ
ーズ間の遷移はスタッ
フが行うことになって
おり、また障害対応サ
イクル内での対応はす
べてプログラミングさ
れており、これらを補
助する D-Script を用
いていない。D-Script
を用いることにより柔
軟な制御が可能になる
と期待されている。

図 6-29: 開発したロボットの運用実験
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セキュリティ

6.4.1 DEOS におけるセキュリティ
DEOS の想定するオープンな環境では，クローズな環境よりもセキュリティ上の脅威 (threat) をあ
らかじめ想定しておくことがはるかに難しい。これは不特定多数のユーザからアクセスされ，さらには
ベンダの異なるソフトウェア・コンポーネントが相互に連携して動作するためである。このような環境
では，想定外の脅威や未知の脅威によって引き起こされるセキュリティ・インシデントに対し，できる
限り迅速に対応できるセキュリティ・メカニズムを構築していくことが肝要である。言い換えると，あ
らかじめ想定しておくことが不可能な脅威に対しても，セキュリティを担保可能な仕組みが求められて
いる。
しかし，あらかじめ想定不能な脅威を事前に排除することは難しい。想定されていない脅威に対して，
その対策を考えることは簡単ではないためである。したがって，想定される脅威をあらかじめ列挙し，
それぞれの脅威に対してどのような対策がとられているのかということを検証していく方式を採用する
ことはできない。
DEOS では，想定される脅威に対して対策を取るというスタンスではなく，“システムの動作が期待
されているものからずれていたら，セキュリティが破られている可能性がある”という考え方にたつ。
どのような要因によってセキュリティが破られたのかという点については考慮せず，結果としてシステ
ムの動作が期待とは異なるものになっていれば，それはセキュリティ上の問題が発生している可能性が
あると捉える。逆に，システムが期待通りに動作していれば，セキュリティ上の問題は発生していない
であろうと捉える。たとえば，“ユーザ A は情報 X にアクセスできない”ようにシステムを設計・実装
した場合，ユーザ A が情報 X にアクセスできるという状況が発生した時点で，何らかのセキュリテ
ィ上の問題が発生していると考える。どのような要因によってそのような自体が発生したのかという点
は考慮しない。
このような考え方でセキュリティを担保していくために，DEOS では次の 3 つのメカニズムを提供し
ている。第一に，DEOS の枠組みの中で動作するシステムが，期待通りに動作しているかどうかを検証
する枠組みが必要である。上記の例でいえば，“ユーザ A の権限で情報 X にアクセスを試みる”という
動作を定期的に行うことで，システムが期待通りに動作しているのかどうかを検証することができる。
本プロジェクトでは，このような考え方に基づいてオペレーティングシステム (OS) のセキュリティを
担保する。この仕組みは D-System Monitor に組み込まれており，その詳細は 6.4.3 節で述べる。
第二に，何らかの脅威によってシステムの動作が期待するものからずれたとき，システムの状態を健
全な状態へと回復する仕組みを提供する必要がある。システムの状態を健全なものに戻す方法は，攻撃
の種類，攻撃を受けたアプリケーションの性質等によって決定する必要がある。そのため，D-RE 単体
では適切な回復手法を決定することはできない。そこで，D-RE は健全性回復のためのさまざまなプリ
ミティブを提供し，適切なプリミティブの選択は D-Script によって決定する。D-Script は D-System
Monitor が取得したモニタリング情報に基づいて健全性回復プリミティブの選択を行う。D-RE にはさ
まざまな健全性回復機能を組み込むことが可能であるが，現時点では，比較的適用範囲の広い手法であ
る再起動ベースのプリミティブを提供している。その詳細は 6.4.4 節で述べる。
第三に，脆弱性そのものを修正するために動的アップデート機構が必要となる。6.4.2 節で述べるよ
うに，多くの脆弱性はソフトウェア上の誤り（フォールトまたはバグ）に起因することが多い。そのた
め，脆弱性が発見された場合，その要因となるフォールトを修正するパッチを適用しなければならない。
動的アップデート機能では，稼働した状態のソフトウェア・システムを停止することなくパッチの適用
が可能となる。この仕組みについては 6.4.5 節で述べる。
本プロジェクトでは，OS のセキュリティを担保することに重きをおいている。ソフトウェアの実行
基盤である OS の脆弱性を突かれ，OS に不正コードを送り込まれた結果，OS の動作そのものが信頼
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できなくなる。そのような状況では，OS 自身がいかに高度なアクセス制御機構や暗号化通信機構など
を備えていてもそれらはすべて無効化されかねない。ソフトウェア・システム全体のセキュリティを担
保する上で，OS 自身が設計・実装された通りに動作していることを担保することがまず重要である。
そのような観点から，OS が持つ脆弱性，すなわちセキュリティホールとなりかねないソフトウェア上
のフォールト（システム・フェイラの要因）を対象とし，アクセス制御モデルなどは対象としない。す
べての基盤となる OS が期待した通りに動作していることを実践的に担保する仕組みを用意しない限
り，OS が提供するさまざまなセキュリティ機能（アクセス制御や暗号化通信といった古典的なセキュ
リティ機能）そのものを信用することができず，すべてが砂上の楼閣となってしまう。
オープンではないシステムに比べ，オープンなシステムでは未知の脅威に対する耐性が格段に重要に
なる。本研究の特徴は，「期待した動作からのズレ」としてセキュリティ異常を捉えることによって，
特定の攻撃パターンや攻撃方法などに依存しにくい汎用性の高い検知機構を備えていることである。こ
のような捉え方によって，キーロガー，ルートキット，アドウェア，偽アンチウィルスソフトなど，多
様なクラスのマルウェアの検知を可能としている。同一の枠組みの中でこれだけの広い範囲のマルウェ
ア検知を可能としている仕組みはない。
提案方式では「ある状況において OS の期待する動作」を定義しておかなければならないため，その
ような動作が定義できない状況では不正コードへの感染を検知することはできない。そのため，マルウ
ェアによる不正行為が，正常な OS の動作とは見分けがつかないような状況では適用することができ
ない。OS の正常動作にうまく溶け込みながら動作するようなマルウェアが作れるとしたら本システム
の脅威となる。そのようなマルウェアが技術的に作ることができるのかどうか，じっくりと考察してい
く必要があるだろう。

6.4.2 脆弱性とフォールト
DEOS におけるセキュリティ対策の枠組みのもうひとつの特徴は，脆弱性を広い意味でのフォール
トのひとつとして捉え，セキュリティ・インシデントもフェイラの一形態として捉えているという点に
ある。OS の乗っ取りのような深刻な攻撃は OS のプログラミング上の誤り，すなわちフォールトに起
因していると言ってよい。セキュリティホールとなるようなフォールトは発見が極めて難しく，事前の
テストや検査で取り除くことは難しい。たとえば，整数のオーバーフローが深刻なセキュリティホール
につながる事例が多く報告されている。カーネル内では，メモリ割り当てのために p = kmalloc(n *
size); という形のコードが頻出する。n の値が大きすぎると n * size の演算結果がオーバーフローを起
こし，割り当てられるメモリサイズが小さくなってしまう。その結果，バッファ溢れが生じる。このよ
うなフォールトは，対症療法的に検査手法を確立することは可能であるものの，新たな事例が次々と報
告されているため対症療法的なアプローチでは追いつかない。
残念ながら，Linux をはじめとする現代の OS の多くは多数のフォールトが含まれている。seL4 の
ように厳密な検証が行われた OS も提供されるようになっているものの，seL4 は機能が限定された組
込み OS であり，コードサイズも小さく検証にものりやすい。一方，組込みシステムからスーパーコ
ンピュータまで広く普及している Linux は，はるかに巨大かつ複雑な構成をとっており，形式的検証
を行うことは現実的に難しい。そのため，形式的な検証は全く行われていないか，ある一部のサブシス
テムに対する形式的検証にとどまっている。
図 6-30 に Linux におけるフォールト数の変遷を示す。これは静的解析によって比較的容易に発見可
能なヌルポインタ参照やメモリ割り当てサイズの間違い等をカウントしただけである。競合状態やメモ
リリークなど複雑な条件で引き起こされるようなフォールトはカウントされていない。それにもかかわ
らず，どのバージョンを通じても平均して 700 個程度のバグが含まれていることがわかる（図中の最上
段のグラフを参照）。
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図 6-30: Linux におけるフォールト数の遷移
OS のセキュリティを高めるためには OS の脆弱性を突かれ制御を乗っ取られた場合であっても，そ
れを検知しその状態から迅速に回復できることが必要である。カーネル内のあるフォールトがセキュリ
ティホールにつながるものかどうかということを区別することは容易ではない。そこで，カーネルに内
在する個々のフォールトがセキュリティホールにつながるものかどうかという議論はせず，カーネルに
内在するすべてのフォールトをセキュリティホールに繋がりうると見なした上で対策を立てていくこと
が重要であり，また現実的な解決策であると考えている。このような視点からも，フォールトと脆弱性
を同一視し，同じ枠組みで取り扱っていくべきである。D-RE におけるセキュリティ・インシデントの
検出やその対応策は，通常の障害検知，およびその対応策と完全に同列に扱えるようになっている。以
下，6.4.3 節から 6.4.5 節では D-RE に組み込まれた DEOS のためのセキュリティ機構についてそ
のメカニズムを概説する。

6.4.3 不正コードの検知機構
OS カーネルに組み込まれた不正コードを検知するために、D-System Monitor ならびに D-Visor を
活用する。D-Visor はハードウェアを隠蔽し、D-System Monitor の実行環境を与える。D-System
Monitor は監視対象 OS とは隔離（Isolation）されており，監視対象 VM から D-System Monitor が有
する計算リソースにアクセスすることは困難となる。この監視環境（具体的には監視対象 OS が動作す
る仮想マシンとは別の仮想マシン環境）から監視対象の OS の振る舞いを監視することにより、OS が健
全に動作しているかどうかを検査する（図 6-31）。検査結果は D-Script で処理され、その結果によって
適切な回復処置、つまり後述する Phase-based Reboot や ShadowReboot が呼び出される。

図 6-31：D-System Monitor と D-Visor
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DEOS プロセスにおける障害対応サイクルを円滑に回すために、D-System Monitor では OS の振
る舞いに着目する。D-Visor と連動することで、監視対象 OS が行う特権レジスタへのアクセスや、特
権命令の実行、入出力やその内容などを正確に監視することができる。さらに、監視対象 OS に対して
割り込みを注入したり、システムコールを起動するソフトウェア割り込みを注入することで、それらに
対する OS の動作を逐一観察できるようになる。このような手法を用いることで、OS が期待通りに動
作していること、すなわち健全に動作していることを保証する。
例えば、D-System Monitor の 1 つである FoyxKBD は、OS に不正に組み込まれたキーロガーを検知
する機構である。FoxyKBD では、人間では不可能なほどの高速なキー入力をねつ造し、キーロガーの
動作そのものを増幅する。大量のキー入力を受けたキーロガーはそれらの入力を記録するため大量のデ
ィスク I/O を行う。キー入力のねつ造とディスク I/O の増加の間に統計的に有意な相関がみられれば、
高い確率でキーロガーに感染しているといってよい。実際のキーロガーでは定期的にキー入力を収集す
るタイプのものも多いため、さらにタイマ割り込みをねつ造することによってゲスト OS 内の時間の流
れも高速化し、そうしたタイプのキーロガーでも検知できるようにする。実際にインターネットから回
収した 56 種類のキーロガーに対して本本式を適用したところ、その種類に依存せず全てを検知すること
ができた。
本方式の最大の特徴は、マルウェアの検体ごとに対策を施す必要はないという点である。マルウェア
の行う悪質な行為に応じてマルウェアを分類し、その分類、すなわちマルウェアのクラスごとに対策を
行えばよい。たとえば、キーストロークを盗むという悪質な行為を行うマルウェア、ファイルのメタデ
ータを改竄するマルウェアといったようにマルウェアをクラス分けし、そのマルウェアのクラスごとに
監視方法を提供すればよい。このようにすることで、特定の検体、攻撃ベクタ等に依存することのない
汎用的な検知機構を構築することが可能となり、未知の攻撃に対しても高い耐性を持たせることができ
る。たとえば、ファイルの存在を隠蔽するマルウェアを検出するためには、I/O 処理の結果から得られ
るファイル名一覧と、システムコールの返値から得られるファイル名一覧の整合性とを検証すればよ
い。

6.4.4 不正コードからの回復機構
セキュリティ上の脅威を未然に防止するためには、すべてのソフトウェア階層に潜む脆弱性を未然に
ふさいでおくことがもっとも望ましい。しかしながら OS カーネルの高機能化や複雑化に伴い、開発段
階で脆弱性の原因ともなるバグを完全に除去することは困難である。そのため、運用面からバグの影響
を緩和する方法が望まれている。緩和する処置は D-Script によってシステムの状況が判断され、適宜適
切なものが呼び出される。
OS カーネル内のバグによる悪影響は再起動によって緩和できることが広く知られている。バグによ
ってカーネルクラッシュやメモリリークが起こった場合には、OS カーネルを再起動することで、バグ
の原因を調べることなくシステムの健全性を回復することができる。また、OS カーネルの脆弱性を狙
ったマルウェアも、その隠蔽性を保つために多くの場合メモリ上に常駐する。OS カーネルを再起動す
れば、メモリ内容を一度リセットするので、マルウェアをかき消すことができる。しかしながら、OS
再起動はその上で動作しているアプリケーションの再起動も伴い、長いダウンタイムを生じる。
D-Visor は高速な再起動リカバリ手法である Phase-based Reboot [1]を提供する。Phase-based
Reboot では OS の起動フェーズに着目する。ソフトウェアのアップデートに伴う OS 再起動とは異
なり、障害復旧のために実行する OS 再起動では、システムの起動と再起動は同じ実行フェーズを実
行する。そのため、以前に起動した直後の状態を復元することで、 OS 再起動と同等の効果が得られ
るといえる
短いダウンタイムで OS 再起動と同等の効果を得るために、システムの起動直後の状態を保存して、
その状態を復元することで健全な状態を作り出す（図 6-32）。システムの状態を保存するためにスナッ
プショット機能を用いる。ここで、スナップショットを復元するだけではディスクの状態も以前の状態
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に戻ってしまう。そこで、スナップショット復元直後に、現在のディスクを読み取り、メモリ中のファ
イルシステムオブジェクトを適宜更新して、ディスクの更新状態をシステム内に伝播させる。実際に
OS 再起動が伴うダウンタイムを最大で約 93.6%削減することを確認した。
また、VM が搭載するメモリ量が多い場合にもスナップショットから迅速に復元できるように、ペー
ジキャッシュといったソフトステートであるメモリ領域をスナップショットとして保存しないといった
工夫を施している。他にも D-Visor 自身の再起動リカバリ[2][3]の高速化や再起動時の性能劣化を防ぐ
方式[4]も組み込まれている。

図 6-32: Phase-based Reboot

6.4.5 動的アップデートによる処置
障害が起きた後、その対策手法をシステムに導入する際にはシステムを再起動することが一般的であ
る。OS カーネルやアプリケーションにパッチを適用する際に伴う再起動が典型的な例である。
D-System Monitor に対して新しいセキュリティ機構を導入する際も例外ではない。そのため、新たな
障害対策手法を導入する際にはサービス自身やその監視機構が一時的に停止してしまう。一方ソフトウ
ェアの複雑化によるバグの増大や攻撃手法の高度化により、頻繁に対策を取らねばならない。
D-System Monitor および D-Visor はそのような障害対策手法の導入を前提としており、容易にそれ
らを組み込むことのできるアーキテクチャとなっている。OS カーネルやアプリケーションの動的アッ
プデート方式は広く研究されており、それらを組み込むことができる。これらの動的アップデート方式
が適用できないものに関しては、従来は再起動を余儀なくされてきたが、D-Visor が提供する高速アッ
プデート方式を活用することで、円滑に障害対策を施すことができる。
D-Visor はソフトウェアをアップデートする際のダウンタイムを短縮する ShadowReboot 方式[5]を
提供する。ShadowReboot では、稼働しているアプリケーションから OS 再起動の動作を隠蔽する。
具体的には、OS の再起動を行う際、同じ状態を持つ VM を複製し、そちらの VM 上で OS 再起動を
実行する。複製の元となった VM では引き続きアプリケーションを稼働し続けられる。再起動修了後
に、VM のスナップショットを取得し、そのスナップショットを復元することでソフトウェアのアップ
デートを実現する（図 6-33）。仮想ディスクの更新内容をスナップショット復元時にも保持し続けるこ
とで、通常のアップデートを短いダウンタイムで行うことができる。本方式は、サービスが稼働してい
る監視対象の VM 内のアップデートだけでなく、それを監視する D-System Monitor のアップデートに
も適用可能である。現在のところ、プロトタイプ実装において、アップデートに伴うダウンタイムを 83
- 98 % 削減できることがわかっている。
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図 6-33: ShadowReboot

6.4.6 まとめ
OS カーネルはアプリケーションやハードウェアの進化に伴って、肥大化・複雑化を繰り返してきた。
その結果、OS カーネルには高い信頼性が求められているにもかかわらず、OS カーネル内にはソフトウ
ェアバグが存在したり OS カーネル自身をのっとる攻撃が登場したりといった報告がなされている。結
果として、これらの影響でサービスが停止したり、最悪の場合、サービスの改竄や情報漏洩が起きてし
まう。本節では OS カーネルの障害を前提とした実行基盤について述べた。本方式の特徴は「期待した
動作からのズレ」として セキュリティ異常を捉えることによって、特定の攻撃パターンや攻撃方法など
に 依存しにくい汎用性の高い検知機構を備えていることである。このような捉え方によって、キーロ
ガー、ルートキットなど、多様なクラスのマルウェアの検知を可能としている。提案方式では「ある状
況において OS に期待する動作」を定義しておかなければならないため、そのような動作が定義できな
い状況では不正コードへの感染を検知することはできない。そのため、マルウェアによる不正行為が正
常な OS の 動作とは見分けがつかないような状況では適用することができない。OS の正常動作にう
まく溶け込みながら動作するようなマルウェアが作れるとしたら本システムの脅威となるため、マルウ
ェアが技術的に作ることができるのかどうか考察し、その対策手法を探っていく必要がある。
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7 D-Case 合意に基づくシステム運用の支援（D-Script）
DEOS では、システム設計・開発からシステム運用までの全ての段階において、またそのライフサイ
クルを通して、ステークホルダ合意にもとづいてディペンダビリティを高める。D-Script は、ステーク
ホルダ間で合意された運用手続を D-RE 上で実行する手段を提供する。
DEOS プロセスでは、ステークホルダ合意は D-Case をもちいて議論され、電子データとして管理さ
れる。D-Script は、これらの D-Case の議論に運用システムが実施すべき＜アクション＞として記述さ
れ、合意の一部に含める。これを実行可能なスクリプトとして D-RE に配送し、D-RE 上で D-Script
Engine 上で実行し、その実行の成否をエビデンスとして得る一連の枠組みを提供する。

7.1 プログラムとスクリプト
DEOS アーキテクチャは、DEOS プロセスにもとづいてサービスを提供するシステムを抽象化した実
行化モデルである。サービスは、機能要求にしたがって開発されたアプリケーションプログラムによっ
て提供される。通常、サービスは、複数のアプリケーションプログラムの連携で構築されているため、
単一のアプリケーションプログラムをどんなにしっかり開発したとしても、他のアプリケーションプロ
グラムの挙動の影響を受けるため、D-Case で議論される様々なディペンダビリティ要求を満たすことは
難しい。
D-Script は、ディペンダビリティ要求をシステム運用時に追加的に実現する手段として提供される。
D-Script は、アプリケーションプログラムとは異なり、機能要求で定義されるサービス自体を開発する
ことはない。アプリケーションプログラムのライフサイクル管理、データ保護、他のアプリケーション
プログラムとの負荷調整などを行い、オペレータを支援するツールとして、ディペンダビリティ要求を
満たすようにアプリケーションプログラムの実行を助けることが目的である。

7.1.1 ステークホルダ合意の意義
スクリプトは、タイムシェアリングシステムが発明される以前から、バッチファイルという形で、運
用を支援するときに用いられてきた。今日、エンタープライズシステムから組み込みシステムを含め、
コンピュータサービスを構築する主流 OS となっている Linux においても、Bourne Shell や発展型のシ
ェル(csh, zsh)、更によりプログラミング能力を高めた Perl や Python などのスクリプトが運用に用いら
れている。また、Amazon Web Service など、主要なクラウドプラットホームにおいても、スクリプト
によってシステム運用が制御できるようになっている。
運用スクリプトは、はじめ手作業で行っていた運用手順を自動化するときに用いられてきた。運用ス
クリプトの開発は、従来のソフトウェア開発プロセスとは異なり、要求分析や兆候分析が欠け、またソ
フトウェアテストも不十分であることが少なくない。このため、スクリプトの誤動作によるシステム障
害、障害の重症化が少なくない。
例）
 証券取引所システムでは、バックアップサーバ起動スクリプトが起動完了を正しく通知しなかっ
たため、失敗と判断し、別のバックアップサーバが起動する事故が発生した
 クラウドファイルサービスでは、オペレータが個人的に用意した個人情報削除スクリプトが間違
って起動され、バックアップファイルを含め、90 %以上のファイルが消滅した。
このように、運用スクリプトは、運用システムのディペンダビリティ要求の実現に直結した部分で用
いられるため、一旦、運用スクリプトが正しく動かなくなると、システム障害の重症化は免れない。し
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かも、このような影響力の大きい運用スクリプトが、ソフトウェア工学的な品質管理もされず、オペレ
ータの個人的裁量で記述され、適用されているのが今日の現状である。
D-Script は、このような運用スクリプトをステークホルダ合意にもとづいて管理し、適切な兆候管理
とライフサイクル管理を導入することで、ステークホルダ合意に基づくシステム運用を支援することを
目指している。

図 7-1: D-Script 全体図
図 7-１は、D-Script の概要を示した図である。D-Script は、合意系と運用系の２重構造で利用される。
合意系では、ステークホルダは D-Case にもとづいて運用手続に関する合意形成を行い、その中にディ
ペンダビリティ要求に満たすための計画されたアクションを追加する。これらの合意記述は、D-ADD に
安全に格納される。一方、各運用システムは D-RE 上でアプリケーションプログラムを実行している。
D-RE 上では、
合意記述されたアクションを実行可能する D-Script Engine が存在する。
D-Script Engine
は、合意されたアクションとして、アプリケーションプログラムの制御を行い、その実行結果をログと
して D-Box に格納する。D-Box に格納されたログは、再度、合意系に戻されて、エビデンスとして、さ
らなる D-Case の議論に用いられ、運用手続きの改善や変化対応の根拠として利用される。

7.1.2 DEOS プロセスの中の D-Script 役割
オペレータ（運用者）は、DEOS プロセスにおいて、ディペンダビリティを実現する重要なロール（役
職）である。D-Script は、オペレータが手作業で実施する運用手続きを自動化するために記述した機械
実行可能な運用手続といえる。一般に、オペレータの操作ミス（ヒューマンエラー）はごくありふれた
障害要因であり、運用手続をあらかじめ機械実行可能なスクリプトに置き換え、事前に検証することは
ディペンダビリティ向上につながる。
DEOS プロセスでは、D-Script で処理する内容は、ディペンダビリティ要求（非機能要求）を満たす
ための処理となる。たとえば、D-Case において、「データ整合性を保証する」というゴールが存在すれ
ば、その要求を満たすためのバックアップの運用手順が必要となり、D-Script はそれらを機械処理でき
る部分を記述したものである。したがって、D-Script は必ずディペンダビリティ要求に由来している。
DEOS プロセスにおける D-Script の主な役割は以下のとおりである。
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（１） オペレータの代わりに、システムの運用情報を集める。情報収集は、D-System Monitor や
D-Application Monitor のように常駐しているプログラムだけでなく、システムの定期検査や常駐モニ
ターが異常を検出したときの詳細な診断などの運用手続にしたがって、行われる。
（２） オペレータの代わりに、システムの構成、利用可能なコンピュータリソースの増減、システムの
再起動、システムプログラムの更新や更新取り消しなどの作業を行う。
運用スクリプトは、これらの役割を組み合わせて、（１）、（２）の作業を忘れることなく実行し、
さらに連動させることが可能である。高度に複雑化した連続した手順やオペレータの反応速度で連携が
難しい作業もあ兆候リプト処理はそれらの連携に適している。図 7-2 は、D-Script の運用イメージであ
る。
一方、DEOS プロセスは全てのオペレータ作業を D-Script に置き換えることを目指していない。想定
外の事態は、オペレータに判断が委ねられ、手作業で実行することが求められる。ただし、オペレータ
を呼び出す状況もあらかじめ合意し、D-Script として記述しておくことが求められる。

図 7-2: D-Script：モニタリングとアプリケーション制御
D-Script は、障害対応中にアプリケーションプログラムを変更し新しい機能を追加したり、新しい運
用モードを追加することはしない。たとえば、障害発生時にサービス・デグレードを行いたいとき、サ
ービス・デグレードの機能をあらかじめアプリケーションプログラムに実装しておく必要がある。この
ように、アプリケーションプログラムを設計するときは、運用手順を含めて十分に要求分析を行い、必
要な運用を支援する機能を実装し、それらを操作する API を D-Script に対し公開する必要がある。
同様に、D-Script からアプリケーションごとの固有な内部情報を獲得したい場合は、それらを獲得す
るモニターポイントを用意しておく必要がある。D-Script は、アプリケーションプログラムを書き換え
て新しいモニターポイントを設定することは行わない。実装済のモニターポイントをオフにしたり、必
要に応じてオンにすることで、必要な情報を取り出すことができる。
もし、アプリケーションプログラムにおいて、D-Script から参照したいモニターポイントやサービス・
デグレード機能が不足していたら、変化対応サイクルにおいて、修正を行うことになる。
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7.1.3 D-Script Engine
D-Script Engine は、アプリケーションプログラムの実行プラットホームとなる D-RE 上で D-Script
を実行するためのスクリプト処理系である。まず、D-Script Engine は、D-ADD からステークホルダ合
意が更新されたとき、実行可能なスクリプトを受け取る。そしてその実行結果を D-Box に報告し、エビ
デンスとして D-Case にフィードバックすることを保証する。D-ADD と D-Script Engine の同期方法は
以下の３種類が定義されている。






プル型 ： D-Script Engine は、定期的に D-ADD に問い合わせを行い、更新情報の問い合わせを
行う。組み込み製品など、不特定多数のコンピュータ・システムと同期をとるときに有効である。
しかし、ステークホルダ合意の更新（D-Case の更新）とその内容が運用システムに反映されるまで
の間にタイムラグが発生する。
プッシュ型 ： D-ADD から D-Script Engine に D-Case コンテクストとアクション関数の定義を
送信し、強制的に同期をとる。タイムラグが少なく、D-Script Engine 間の振る舞いも同期させや
すい。ただし、完全に D-Script Engine の位置を把握する必要と通信手段の確保が求められる。ま
た、D-Case の偽造防止など、より高度なセキュリティ対応が求められる。
統合型 ： D-ADD ストレージとアプリケーションが統合された場合、両者が同じ場所に設置される
こともある。

D-Script Engine は、D-RE 上ではその制御対象となるプログラムと同じ権限で動作するプログラム
であり、特別な権限で実行されるわけではない。D-Script は、D-RE が提供する API を通して、アプリ
ケーションプログラムの制御を実行する。アプリケーションプログラムの実行イメージに対して、直接、
変更を加えるような操作を行わない。
D-Script によって操作できる処理は、D-Script Engine が設置された D-RE が提供する API によって
制約を受ける。DEOS 参照実装 Linux 版 D-RE はアプリケーション単位の監視やライフサイクル制御
が可能である。一方、Amazon Web Service クラウド環境を D-RE としたとき、そこでは OS イメージ
単位の監視、ライフサイクル制御しかできない。
逆に、D-Script を実行する上で、必須の API がある。次は、D-Script Engine が備える API である。



D-Script アクションの実行結果を D-Box に保存する API
D-Script で自動処理できない場合のオペレータへの通知

これらの API は、D-Script Engine 自体が提供しても構わないし、D-RE がライブラリとして提供し
ても構わない。以上の条件を満たせば、bash や perl など、既存のスクリプト言語処理系も D-Script
Engine の実行基盤として用いることができる。ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS 協会）では、
D-RE 参照実装の一部として、高信頼 D-Script Engine D-Shell をオープンソース公開している。D-Shell
については、D-Case/D-Script 統合ツールの節で述べる。

7.1.4 セキュリティ：合意の徹底
運用スクリプトの実行は、サービスの停止やデータの破壊が行えるため、セキュリティ上のリスクが
存在する。しかし、D-Script Engine では、D-ADD に登録された D-Case からスクリプトを抽出するた
め、スクリプトの出生が信頼できる点で、セキュリティ・リスクは少ないといえる。ただし、スクリプ
トは運用システム上では編集可能なテキストファイルとして保管されるため、オペレータが自由に書き
換えられる点で、ステークホルダ合意を無視して運用されるリスクが残っている。
D-Script のセキュリティ・リスクを検討する上で、D-ADD は十分にセキュアな状態で運用され、
D-ADD に蓄積された D-Case も不正な改ざんから守られていなければならない。また、運用システムは、
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運用者権限が認められたオペレータのみアクセスできるものとする。もし、これらの前提が破られたと
きは、D-Script Engine レベルでは、セキュリティを保証することはできない。
D-Script は、単一代入形式(SSA)変換を用いたスクリプト難読化技術を導入し、スクリプトの動作を
変えることなく、バイナリコードと同等の難読化を実現するオプションを提供する。これにより、オペ
レータがスクリプトを書き換えるのは、バイナリコードを書き換えるのと同等に難しくなり、ステーク
ホルダ合意を無視した運用を防ぐことができる。一方、想定外の障害発生時には、事前に権限が与えら
れたオペレータが現場で緊急対応することもある。ディペンダビリティ要求やアクションの種類にあわ
せて、運用を調整できるようになっている。

7.2 D-Script : 論理的な言語設計
従来からスクリプトは、システム運用で広く用いられてきたが、仮にテキストでソースコードが可読
な状態であっても、どのようなディペンダビリティ要求のゴールに対し処理しているのか、プログラミ
ングの専門知識がない者がスクリプトから意図を読み解くことは困難であった。D-Script は、様々な知
識レベルのステークホルダに対し、システムの運用、特にディペンダビリティを保証する運用手続に対
する合意形成が行えるレベルの抽象的な記述構造を導入した。

7.2.1 D-Script パターン
監視カメラシステムからクラウドサービスまで様々な応用領域で用いられる運用スクリプト（モニタ
リング、バックアップ、保守管理から障害回復（再起動、サービス・デグレード））を分析した結果、
運用スクリプトは必ずシステムの異常状態もしくは望ましくない状態に対するアクションとして出現す
る。アクション単体で出現することはない。表 7-1 は、オンライン教育サービス ASPEN 上の運用スク
リプトを＜望ましくない状態＞と＜アクション＞の対応表としてリスト化したものである。

表 7-1: ASPEN システムの D-Script の一覧

1
2
3
4
5
6

望ましくない状態
サービス停止
メモリ老化
アクセス増大
データ消滅
アクションの失敗
上述以外のエラー

アクション
プログラム起動
プログラム再起動
Web ゲートウェイの増設
バックアップ
管理者への通知
管理者への通知

D-Script では、システムの異常状態（望ましくない状態）を、実際に事象が発生する前の視点から兆
候(sign of failure, SOF)と呼ぶ。D-Script パターンは、兆候の出現に対し、正常状態に戻すアクションと
いう形式を持つ。
D-Script パターン：
兆候の出現 => 正常状態に戻すアクション
兆候の出現とは、運用システムにおいて、実際に兆候として予想されていた異常状態になった、もし
くはなりつつある状態のことである。
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7.2.2 兆候とシンボル化
コンピュータ・システムの状態は、各種パラメータがあり、無数の状態がある。もし「ガベージコレ
クションの発生頻度が毎秒 45 回以上、同時の OS のスワップが毎秒 200 ページ以上」のように兆候の出
現を表現されても、議論を深め、どのような行動をとるべきか判断するのは難しい。そのため、D-Script
では、兆候をシンボル化（記号化）して識別する。医者が病名で患者に症状を説明するように、記号化
された名前、たとえば「メモリ老化」のように記号化された状態を用いて記述する。
なお、「メモリ老化」の表す意味はなにか？もしくはどのような状態を「メモリ老化」と呼ぶかは、
SBVR などの D-Case の語彙定義機能によって厳密に定義することができる。更に、D-Script では、コ
ンピュータで実行可能なスクリプトに変換することで、「メモリ老化」の意味をある診断プログラムの
結果という形で意味付けすることもできる。

7.2.3 フォルトとエラー vs. 兆候
ディペンダビリティ工学の理論では、システム障害発生のメカニズムをフォルト(fault)、エラー(error)、
失敗/障害 (failure)の３段階に区別している。ここで、フォルトは障害要因となりうるイベント、エラー
はフォルトによって出現する正常状態から逸脱した状態(誤差)と定義されている。システム障害は、図
7-3 の示す通り、エラーは放置すると、失敗、つまりサービスが提供できない事態につながると定義され
ている。また、ひとつの失敗・障害は次のフォルトとなり、次の失敗・障害を引き起こす可能性がある。

図 7-3: フォルトとエラーによる障害発生モデル
障害対策では、システム障害そのものより、その原因となるフォルトに着目し、フォルト予測(fault
forecasting)、フォルト除去(fault removal)、フォルト寛容(fault tolerance)、フォルト回避(fault
prevention)のように、すべてフォルトに対する処理となる。
D-Script パターンは、より正確にディペンダビリティ工学の定義にしたがえば、フォルトに対してア
クションを定義することが望ましい。しかし、以下にあげる理由から、フォルトに対するアクションで
はなく、より広義な意味をもった兆候という用語に用いている。



産学合同で行った D-Case/D-Script 記述実験の結果、フォルトとエラーを厳密に区別して記述する
のは現場にそぐわないこと
モニター(D-System Monitor, D-App Monitor)は、システムの状態を監視するものであり、正常値か
らの逸脱という形でエラーを検出できるが、その原因となるフォルトは検出できない。原因を無視
して D-Script アクションを連携させると、障害対応としては望ましくないこと

D-Script では、診断スクリプトをアクションとして記述することで、広義な兆候（原因不明なエラー）
からより原因が絞られた兆候（フォルト）として診断することができる。これにより、D-Case 上の兆候
に対する議論の詳細さに応じた D-Script による障害対応を書くことができる。（注意：フォルトとエラ
ーは本当に原因がわかったときに始めて区別される。）
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7.2.4 D-Case ボキャブラリ層
D-Case は、自然言語をベースとした記述である。そのため、そこで用いられる用語定義や意味が重要
になる。D-Case では、文書上にあらわれる記述とは独立して、用語の定義を行うためのボキャブラリ構
造を持っている。ボキャブラリは、図 7-4 に示すとおり、D-Case とは独立した定義言語(Agda や SVBR)
などを用いて意味付けできるようになっている。

図 7-4: D-Case と用語定義による機械処理可能な意味付け
D-Case 上にあらわれる D-Script の記述は、
「兆候」のシンボル名であったり、アクション名（D-Script
関数名）であったり、あくまでも D-Case を読むときに妨げにならない情報のみ記述するように設計され
ている。シンボル名やアクション名の意味は、ボキャブラリ層において定義される。意味論は、実行可
能なスクリプトとして妥当性として検証することができる。

7.3 D-Case/D-Script の記述
D-Case は、原則として、システムの正常状態を議論する文書である。したがって、明示的には、
「D-Script パターン: 兆候の出現 => アクション」に相当する構造は現れない。

7.3.1 モニターノードとアクションノード
D-Case は、モニターノードとアクションノードを拡張し、システム監視とアクションの役割を拡張し
ている。この中で、D-Script のパターンは典型的に出現する。




D-Case モニターノードは、D-RE 上の D-System Monitor/D-App Monitor と連動し、運用システム
が正しい状態にあるか(In Operation Range)そうでないか検出する。しかし、モニタリングを行うと
いうことは、正しくない状態になる可能性があるという意味であり、兆候の出現に相当する。
D-Case アクションノードは、計画されている運用手続を記述し、運用手続きが存在すること、さら
にアクションの成功結果により、ゴールが示すディペンダビリティ要求を達成することを可能にする。
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図 7-5: モニターノードとアクションノード
D-Case の議論は、ディペンダビリティのゴール展開にそって進むため、モニタリングとアクションが
隣り合って記述されない。（また、モニタリングの異常値であっても、対応すべきアクションは原因ご
とに異なるため、単純にモニターノードとアクションを並べることはできない。）図 7-5 は、ディスク
の状態を関するモニターノードとそのディスク不足を解消するアクションノードがそれぞれ別の
D-Case ツリーに出現した例である。人間は自然言語の記述から関係性を読み解くことができるが、この
ままでは機械処理することは難しい。

7.3.2 D-Script タグ
D-Script タグは、自然言語ベースの D-Case の記述において、可読性を落とすことなく、D-Script で
機械処理を正確に行うための最小限の情報を埋め込むための記法である。D-Script タグは、タグ名とタ
グの値から構成され、タグ名とタグの値は、:: ２つのコロンで区切る。図 7-6 は D-Case 上の D-Script
タグ(AdminName:: と Action::) の使用例である。D-Script の解釈では、タグ以外の自然言語の記述は
無視されるため、今までどおりの D-Case に埋め込むことができるように設計されている。

図 7-6: D-Script タグを用いた D-Case の記述
D-Script タグは、
原則、D-Case のコンテクストに書かれる。ユーザは、
コンテクストに独自の D-Script
タグを設定し、D-Case パラメータノードとして D-Case の議論を展開することができる。たとえば、あ
るコンテクストに記述された AdminName:: タグの値は、その子ノードすべてから参照される。これら
のタグの値は、Action:: タグに記述される D-Script のアクション関数からも参照可能である。したがっ
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て、D-Case コンテクスト上で D-Script タグの値を変えることで、D-Script のアクションをカスタマイ
ズすることができる。
D-Script では、いくつかあらかじめ意味が定義されたタグを予約している。これらを予約タグ
(reserved tag)と呼ぶ。正確な実行可能なスクリプトを生成するための必要最小限なタグである。

表 7-2: 予約された D-Script タグ
予約タグ
SignOfFailure::
SignOfFailureCase::
Action::
Location::
When::
Presume::
Range::

意味
D-Case 上で識別された兆候
e.g., DiskFull, SystemFailed
出現した兆候（を観測したとき）
実行すべきアクションの関数名
e.g., CallAdmin(), RestartServer()
アクションが実行される論理的な場所
e.g., WebServer, DataStore
アクションを実行すべき特別なタイミング
アクションを実行する前に満たす前提条件
In-Operation Range を記述する

注意： D-Case アクションノードは D-Case アクションタグは Action:: タグが記述されたエビデンス、
D-Case モニターノードは Range:: タグが追加されたエビデンスと等価である。ただし、モニターノー
ドは、モニターの起動（実行）というアクションが含まれるため、Action:: タグも併記される。

7.3.3 SignOfFailure：兆候と合意に関する議論
モニターノードのような動的なエビデンスには、システム障害につながる兆候が含まれていることが
ある。D-Script では、兆候を識別し、エビデンスに対するコンテクストとして付加する。このとき、
SignOfFailure:: タグを使って識別した兆候を記述する。図 7-7 は、SignOfFailure タグの例である。こ
のように複数の兆候を書いても構わない。

図 7-7: SignOfFailure タグによる兆候の識別
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7.3.4 SignOfFailureCase : 出現した兆候に対するアクション
SignOfFailureCase:: タグは、D-Script パターン「出現した兆候 => アクション」の関係を記述する
もっとも基本的なタグである。図 7-8 は、モニターノードで識別された兆候のひとつ(DiskFull)に対し、
そのアクション(UpgradeEDS)を記述した例である。アクションノードのコンテクストにおいて、
SignOfFailureCase:: タグで DiskFull を指定し、
何の兆候の出現に対するアクションであるかを明記し、
その関係性 DiskFull  UpgradeEDS()を表している。

図 7-8: SignOfFailureCase:: によるアクションとの対応関係の記述
重要な点は、SignOfFailure:: タグによってあらかじめ兆候が D-Case 上に識別されている点である。
これにより、D-Case 上で議論された兆候がちゃんと対応されているかどうか確認することができる。
なお、D-Script では、オープンシステムディペンダビリティにもとづき、すべての障害原因が事前に
特定できるとは想定しておらず、想定外の失敗や異常が発生した場合は SignOfFailureCase::
Unidentifed として、識別されていない兆候に対するアクションを記述することができる。

7.3.5 定期的なアクション：検出しにくいエラーの場合
モニターノードは、運用システムの状態をモニターして、運用システムのディペンダビリティをチェ
ックする DEOS 独自の機構である。しかし、実際の運用システムにおいて兆候の出現を正確にモニタリ
ングし検出するのは非常に難しい仕事である。たとえば、代表的なソフトウェア障害のひとつであるメ
モリリークは、メモリ利用量から単に大きなデータを扱っているだけの正しい状態なのか、それともメ
モリリークを発生させているか判断するのは難しい。このような場合は、運用経験にもとづいて定期的
に予備的なアクションを取ることで、障害を防ぐことができる。たとえば、メモリリークによる性能低
下が顕在化する前に定期的にコンピュータを再起動させる場合である。
D-Script では、SignOfFailureCase:: タグに加え、When:: タグを用いて周期的なアクションの実行を
記述することができる。When:: タグは、スクリプトをロードした瞬間に実行するというような、now の
設定も可能である。図 7-9 は、When:: タグを用いた定期的な再起動を記述したものである。
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図 7-9: 定期的なアクションの実行例(MemoryAging  RestartProgram())
注意：D-Script パターンを守るために、運用時刻に依存して実行されるアクションであっても、必ず
SignOfFailureCase:: タグを用いて、どのような兆候を想定してのアクションであるか記述する。これ
により、兆候に対応しないアクションの記述を防ぐことができる。

7.3.6 複数のコンピュータからなるシステムの記述
D-Script は、複数のコンピュータからなるシステムに対して、Location:: タグを用いてどのコンピュ
ータで実行すべきアクションか指定する。Location:: タグで指定するのは、論理的なコンピュータの位
置、コンピュータの種類である。D-Script では、実行する箇所を明確にするため、Location:: タグは必
須である。Location:: の設定されていないアクションは実行されない。
Presume:: タグは、D-Case 水平分解パターンを用いて、アクション処理の前後の制約条件を記述する。
SignOfFailureCase:: は兆候が発生したときの前提にした実行手順であったのに対し、Presume:: はア
クションの成功を前提とした実行手順の記述に用いる。

図 7-10 D-Case 水平分解パターンと順序の記述
Location:: タグと Presume:: タグを組み合わせることで、複数のコンピュータからなる分散システム
に対しても運用手続きを記述することができる。
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7.3.7 D-Case の Assuredness との関係
D-Case は、あるディペンダビリティ要求をゴールとして設定し、そのディペンダビリティ要求を満
たしている根拠として、テスト結果などのエビデンスを追加する構造で記述される。D-Script は、アク
ションという未来に実行されるべき計画された行動を加えることになる。アクションは必ず成功すると
は限らない。アクションを加えることで Assuredness を下げることなく、D-Case の議論を展開する必
要がある。そのために、以下の最低限の規約を設けている。



D-Script によって実行されたアクションは、エビデンスとして成功・失敗を必ず記録し報告するこ
と。失敗した場合は、失敗時の実行時環境のログ、さらに D-Case で識別された兆候も付記すること
D-Script のアクションは、失敗する場合を想定し、失敗時のリカバリーアクションを記述すること

D-Script は、以上の性質を満たすことで、モニタリングシステムの起動アクションを記述すれば、
D-Case モニターノードと等価な機能性をもたせることができる。Range:: タグは、モニタリングにおい
て、監視する条件(In-Operation Range)を D-Case コンテクストに記述するために用意されている。

7.4 Assure-It：D-Case/D-Script の合意運用の統合ツール
Assure-It は、D-Case の合意形成からスクリプト生成、運用システムへのスクリプトの適用、スクリ
プトのテスト結果の収集まで、開発から運用まで統合された支援ツールである。Web ブラウザがあれば、
特別なインストールをすることなく、D-Script を記述し、D-Script を運用システムにデプロイすること
ができる。
Assure-It は、D-Case Editor や D-ADD, 更に D-RE 参照実装など、DEOS プロジェクトで開発され
た各種ツールと互換性をもち、Zabbix や Amazon Cloud Watch など一般的なモニターシステムと連携
できるように設計されている。また、オープンソース製品として、www.assure-it.org から公開されて
いる。

7.4.1 D-Case オーサリング機能
Assure-It は、ステークホルダ管理に基づく簡単な D-Case オーサリング機能をサポートしている。ス
テークホルダ管理とは、ユーザはステークホルダの役割を与えられ、記述内容は全てステークホルダと
して記録されるように管理することである。Assure-It で記述された D-Case は、常に誰がいつどのス
テークホルダとして記述したのか識別することができる。加えて、図 7-12 が示すとおり、D-Case の時
間軸にしたがった成長を記録する履歴機能を備えている。履歴機能により、過去のどの時点の D-Case
も自由に閲覧することができる。

図 7-11: Assure-It による D-Case の編集とパターンライブラリ
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図 7-12: 時間軸にしたがった D-Case の変化履歴の記録

7.4.2 D-Script アクション関数の定義
D-Script アクションは、D-Case 上では「出現する兆候に対する」アクション名として表現されてい
た。Assure-It は、D-Shell 言語とよばれる静的型付けされたシェル言語を用意し、実際のアクション関
数を定義することができる。

DFault CallAdmin() {
if(!(mail -s “urgent” AdminName < ErrorLog.txt)) {
return UnavailableAdmin;
}
return Nothing;
}
図 7-13: D-Shell 言語によるアクションの定義例
図 7-13 は、D-Shell 言語によるアクション関数の例である。アクション関数は、D-Script Action タ
グと同名の関数で定義する。DScript アクション関数の返り値は、DFault 型である。これは、DScript
関数の実行に失敗したとき、その原因となるエラーやフォルトの情報を返す型として DFault を定義して
いる。失敗しなければ、Nothing が返される。
D-Shell 言語は、図 7-13 で示したとおり、シェル言語として世界で最初の静的型付けされた設計であ
り、実行する前にエラーを検出することができる。たとえば、AdminName というパラメータ（グロー
バル変数）が利用されているが、D-Case のコンテクストにおいて、D-Script タグのパラメータとして定
義されている必要がある。もし、D-Case において、AdminName が設定されていなければ、AdminName
は未定義の名前として型エラーとなる。静的型チェックの機能により、Assure-It 上は D-Script タグの
不整合をチェックし、記述のミスを探すことができる。
Assure-It は、D-Shell 言語で定義された関数と D-Script タグ(SignOfFailureCase:: や Action:: )の対
応関係から、D-RE 上で実行するスクリプトを合成することができる。また、D-RE に合成したスクリプ
トを送信し、実行することもできる。図 7-14 は、D-Case/D-Script から D-Shell 言語に変換したスクリ
プトを表示している例である。D-RE と配布されている D-Shell 処理系（後述）の上で実行することが
できる。
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図 7-14: D-Shell 言語への変換

7.4.3 D-Shell：ディペンダブルなスクリプト処理系
D-Shell は、DEOS センターの D-RE 参照実装上で動作することを前提に開発された、より高信頼な
シェルスクリプト処理系である。D-RE 参照実装やそのベースとなる Linux オペレーティング・システ
ムは、/proc ファイルシステムによる OS 内部情報の取り出しなど、コマンドやファイル操作が行いやす
いことが重要である。D-Shell は、静的型付けのスクリプト言語 Konoha をコンパクト化し、コマンド
やファイル操作の記述性を向上させた、世界で唯一の静的型付けされたシェル言語である。従来のシェ
ル言語はサポートしていなかった例外処理機構を備え、シェル実行時のエラーをハンドリングできるよ
うになっている。
我々は、DEOS D-RE 参照実装と同時に D-Shell の実装をオープンソース公開している。それと同時
に、D-RE や Amazon Web Service を利用した障害対応アクションのサンプル記述を公開予定である。

7.4.4 既存のスクリプト処理系の活用
現在、運用スクリプトを用いていない運用システムは存在しない。また、スクリプト言語処理系は、
Bourne Shell に始まり、C Shell や Korn Shell、Perl、 Python など様々な言語が開発され、運用シス
テム上で使われている。ただし、様々な言語の運用スクリプトが混在する環境は望ましくなく、スクリ
プト処理系によっては安定性の課題もある。そのため、ディペンダビリティ要求のひとつとして、運用
スクリプト言語を制限している例が多い。そのような環境では、D-Shell を採用することは難しい。
Assure-It は、D-Shell 言語を D-Script の母語として、Bourne Shell や Perl、 更にコンパイルされ
た C バイナリプログラムに変換し、D-Case で議論された D-Script をスクリプト実行環境に依存せず、
広く適用可能にするマルチスクリプト変換器（図 7-15）を備えている。もちろん、変換されたスクリプ
トは、例外処理の正確さや実行結果のログ報告の一貫性などの点で、D-Shell 処理系に劣るものである
が、DEOS プロセスに基づく運用スクリプトが、より多くの運用システムで活用できるように作られて
いる。
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図 7-15: マルチスクリプト変換器

7.4.5 D-Case モニターノードと運用支援
図 7-16 は、
D-Case モニターノードや D-Box と連動し、
スクリプト実行結果の確認を行う様子である。
Assure-It は、エビデンスを収集しているモニターの一覧を閲覧することができ、過去のログをエビデン
スの一部として閲覧することができる。

図 7-16: Assure-It による モニター監視とモニターノード

7.5 ケーススタディ： ASPEN オンライン教育システム
ASPEN は、横浜国立大学で開発・運用されたオンライン・プログラミング演習システムである。DEOS
プロセスにもとづいて、産学連携合同の ASPEN 開発チームによって設計・開発が行われ、早稲田大学・
横浜国立大学など、様々な大学の授業・演習で利用されている。ASPEN は、2012 年度から２年間にわ
たりサービス提供が行われ、その間、障害対応やステークホルダ合意、変化対応などの様々なプロセス
を得ることで、DEOS プロセスの興味深いケーススタディとなっている。ここでは、D-Case のディペ
ンダビリティ要求の議論から、どのように必要な D-Script 作られて運用に利用されるかを中心にという
点を中心に紹介する。
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7.5.1 ASPEN : システムとサービス概要
ASPEN は、オンライン・プログラミング演習システムである。システム構成は、標準的な Web ベー
スのシステムとなっており、ユーザは Web ブラウザを用いてプログラミング課題に取り組み、プログラ
ムを実行し、プログラミング課題を提出することができる。図 7-17 は、システム構成である。

図 7-17: ASPEN システム構成図
ASPEN は、2012 年度から２年間にわたりサービス提供が行われ、その間、障害対応やステークホル
ダ合意、変化対応などの様々なプロセスを得た。ASPEN の運用記録は以下のとおりであった。
- 2012 年 ASPEN1 の企画：春学期から運用
横浜国立大学、(急遽追加：早稲田大学)
- 2012 年 6 月頃, 障害対応
- 2013 年 ASPEN2 へ移行：変化対応 AWS, オープンソース化

7.5.2 DEOS プロセスと D-Case の成長
ASPEN プロジェクトは、
産学合同の D-Case/D-Script 記述評価実験プロジェクトとして実施された。
ASPEN の利用者は、実際のプログラミング授業を履修している学生であるが、開発チームや運用チーム
には、民間企業からエキスパートやコンサルタントを入れ、記述内容の検討を行った。
ASPEN 実証実験は、DEOS プロセスパターンを採用し、Assure-It を用いながら、サブプロセスごと
にどのステークホルダがどのような議論を行うか記録しながら、D-Case を記述した。ASPEN 実証実験
のステークホルダは以下のとおりである。





オーナー： サービス（サービス全般の最終決定者）
開発者： 開発とテストを行う
運用者: システム運用（障害対応）を行う
ユーザ: 大学教員（ASPEN 利用の可否を決定できる）

まず、ASPEN はディペンダブルであるというトップゴールを設定し、コンテクストにおいて前提条件
（プログラミング入門クラス、期間半年、70 名）を明確にし、に記述し、DEOS プロセスの正常運用、
障害対応、変化対応の各フェーズに議論を分解した。
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図 7-18: DEOS プロセスパターン
オーナーは、正常運用に求めるディペンダビリティ要求を追加する。記述した。に対して、以下の４
つのディペンダビリティ要求が設定された。





可用性(Availability) ユーザ（学生）に対し、いつでもサービスを提供できる。アクセスに対し、
十分なリソースを提供できる
信頼性(Reliability) – ハードウェアやソフトウェアが故障なくサービスを提供できる
整合性 (Integrity) ユーザが提出したプログラム課題が消えない
プライバシ(Privacy) - 個人情報が流出しない

図 7-19: ディペンダビリティ要求に記述する

7.5.3 ディペンダビリティ要求と説明責任
開発者は、オーナーが設定したディペンダビリティ要求を満たすことをテスト結果などのエビデンス
を加えながら議論を行った。図 7-20 は、開発者が追加した D-Case の外観である。
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図 7-20: 開発者に関するエビデンスの追加
ASPEN プロジェクトでは、開発者が記述した D-Case に対して、運用者とユーザの立場でレビュー
を行った。開発者による説明責任遂行に相当する。いくつかのエビデンスの不足、曖昧な箇所のコンテ
クストの追加が行われた。

図 7-21: 開発者と運用者による合意形成と兆候の識別
D-Script として重要な点は、いくつかのエビデンスに兆候が発見され、開発者と運用者の間で、開発
段階ではなく、運用において兆候に対応することが合意された点である。運用者は、ここで発見された
兆候がシステム障害にならないように、D-Script を記述することになる。識別された兆候は、エビデン
スに対してコンテクストとして記述し、D-Script タグを用いて記述する。図 7-22 は、抽出された兆候（デ
ータバックアップの不備）の例である。
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図 7-22: 開発者のエビデンスに対する兆候の識別

7.5.4 運用スクリプトの用意と説明責任
運用者は、「DEOS プロセスの障害対応できる」というゴールの下に対して、開発者と合意した兆候
に対して障害対応を行う手続きを記述する。ASPEN プロジェクトの事例では、兆候の出現が監視できる
と障害対応のアクションが用意されているに分割し、それぞれの議論を行った。図 7-23 は、データバッ
クアップ不備の兆候に対するアクションを記述した例である。

図 7-23: SignOfFailureCase:: タグによる D-Script パターンの記述
D-Script によって追加されたアクションは対策が用意されているという点で、ディペンダビリティ要
求への根拠となりうる。しかし、実行に失敗することもある。この実行失敗は、開発システムの兆候と
同様に、兆候として識別し記述することで、アクションの実行失敗に対する対策を記述することができ
る。図 7-24 は、先ほど追加した DataBackup() アクションに対して、新たな兆候としてリストアできな
い兆候が追加された例である。
D-Script が含まれた運用手続は、開発時の説明責任と同様に、オーナーとユーザに対する説明責任と
してレビューが行われた。このとき、ユーザからいくつか不安を指摘され、それは新たな兆候として
D-Case に追加され、運用者によって D-Script が追加された。最終的にサービス提供に対する合意が行
われた。
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図 7-24: ユーザに対する説明責任遂行

Assure-It は、D-Case 上の記述から、兆候とアクションの関係を抽出し、一覧を生成することができ
る。また、対応が記述されていない兆候に対しては、警告を出すことができる。図 7-25 は、Assure-It
がチェックした ASPEN 実証実験の D-Script 一覧である。

図 7-25: 兆候とアクションの対応関係

7.5.5 障害発生と障害対応
ASPEN プロジェクトでは、ディペンダビリティ要求に対するエビデンスの兆候を運用時に緩和する手
段として D-Script を記述してきた。複数のレビューを得ることで、従来の運用者が独自に記述する運用
スクリプトに比べ、網羅性が高くなり、また兆候と対応関係も一覧性が優れている。 しかし、完全性を
保証するものではない。
ASPEN プロジェクトでは、プログラミング演習が続けられない深刻なシステム障害に遭遇した。図
7-26 は、そのときの D-Case モニターノードからみた障害状況である。
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図 7-26: D-Case からみる ASPEN 上の障害状況

システム障害の原因は、サーバがアクセス数の増加に耐えられなくという初歩的なものであった。し
かし、D-Case において、アクセスが増加したときの兆候は検討され、サーバ数を増やすスケールアウト
の D-Script が用意されていた。ただし、D-Case コンテクストに記述された ASPEN の前提条件が現状
の運用と異なっていた。当初は、在宅利用を前提としていたが、実際は演習室での利用になり、アクセ
ス集中度が予想よりも高かった。導入されていた監視システムでは、アクセス増加を監視できず、スケ
ールアウトアクションが起動できなかった。また、アクセス負荷対策を行う過程で、スケールアウトで
は負荷分散できない箇所も発見された。
最終的に、演習時間帯のみ、サーバ機の性能を増強するスケールアップアクションで対応することに
して、D-Case/D-Script を更新し、ユーザに対する説明責任と合意形成を行うことができた。

7.5.6 変化対応
DEOS プロセスは、変化し続ける環境や要求に対して、変化対応することで長期にわたるディペンダ
ビリティを高めることが目的である。この中で、運用プロセスの記録は、変化対応への重要な根拠とな
る。
ASPEN プロジェクトでは、ステークホルダ合意を形成するとき（開発完了後の開発者とオーナ、障害
対応後のユーザと運用者など）に、次期システムへの要望を変化対応のゴールに記録した。この要望が
妥当であるかどうかの根拠のひとつが運用時のログである。D-Script で管理された運用は、アクション
が全てログとして記録されるため、議論が行われた。
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図 7-27: 変化対応の議論

ASPEN プロジェクトでは、D-Case 上の議論にもとづいて、ASPEN1 から ASPEN2 に対して次のよ
うな変化対応が行われた。
-

自社開発ソフトウェアの比率を下げて、オープンソース Moodle 採用
自社運用サーバの代わりに、Amazon Web Service (クラウド)に移行

また、ASPEN2 では、変化対応の議論にもとづいて、新たに２つのディペンダビリティ要求が追加さ
れ、それにもとづいてシステム構築、システム運用が行われた。図 7-28 は、変化対応後の D-Case であ
る。最終的に 200 ノードを超す議論が行われた。

図 7-28: 変化対応後の D-Case の成長

7.5.7 ASPEN 実証実験のまとめ
ASPEN 実証実験の D-Case/D-Script は、www.assure-it.org から公開されている。最後に、ASPEN
実証実験における D-Case の成長、D-Script の統計情報をまとめる。図 7-29 は、ASPEN 実証実験にお
ける以下の項目の増加を示している。
-

ディペンダビリティ要求の数
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D-Case ゴールの数
D-Case コンテキストの数
D-Case エビデンスの数
合意時に発見された兆候の数
兆候に対する D-Script アクション数

図 7-29: D-Case/D-Script の成長

ASPEN 実証実験では、入力はディペンダビリティ要求である。ディペンダビリティ要求は変化対応ま
で数は変化しない。DEOS プロセスにおいて、ステークホルダ合意を重ねることで、ゴール、コンテク
スト、識別された兆候が増えることがわかる。それにともない、運用スクリプト（D-Script パターン）
も増えている。ただし、全ての兆候に対して、D-Script アプションを追加しているわけではなく、実行
前に兆候除去を行うなどの対応も行われている。
ASPEN 実証実験は、ディペンダビリティ要求からステークホルダ合意にもとづいて運用スクリプト
(D-Script パターン)を導出できること、DEOS プロセスにしたがって合意を重ねることでより多くの兆
候に対応できることが実証された。

7.6 現状のまとめ
D-Script は、D-Case に用いたディペンダビリティ要求の議論からステークホルダ合意にもとづいた運
用手続を運用システムにソフトウェアの再開発なしに反映させる手段を提供する。これにより、設計か
ら運用まで一貫性して、ディペンダブルシステムの Assuredness を実現し、一貫した説明責任遂行を可
能にする。
D-Case/D-Script の統合ツールである Assure-It のオープンソース版は、Assure-It.org から公開され
ている。だれでも自由に D-Case/D-Script をサンプル記述して、試すことができる。また、D-ADD や
他の商用ソフトウェアへのライセンス提供を行い、実システムの統合が行える。
D-Script Engine の参照実装である D-Shell は、D-RE の参照実装の一部として DEOS センターから
配布される。また、D-Case の仕様書とあわせ、D-Script 仕様書として規格の公開を準備している。同時
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に、D-RE や Amazon Web Service、HPC クラスタシステムなど、D-Case/D-Script 記述実験によって
記述されたサンプルスクリプトも用意されている。
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8 合意記述データベース（D-ADD）
本章では D-Case を保存し、その変更を記録する DEOS 合意記述データベース（以下、D-ADD と呼
称）に関して、DEOS プロセスを統治する観点から述べる。D-ADD はステークホルダ合意と対象システ
ムに存在するプログラム・コード、及び対象システムの運用状態との間の一貫性を常に保つための機構
を提供すると同時に、いつでも必要な時点でステークホルダの説明責任遂行を可能とする機構を提供す
る。以下、本章ではまず、DEOS プロセスと D-ADD との関係を議論する。次に、D-ADD アーキテクチ
ャに関して述べた後、DEOS プロセスにおける説明責任遂行に関して、営業放送システムを事例に述べ
る。本章で述べる D-ADD は、利用者が体験できる実装が用意されている。該実装の概略を述べた後、
実ビジネスと D-ADD との関連、
及び D-ADD によるソフトウエア開発プロセスの革新可能性を考察して、
本章をまとめる。

8.1 DEOS プロセスと D-ADD
DEOS プロセスを構成している各（サブ）プロセスから D-ADD はアクセスされる。合意形成プロセ
スにおいて D-ADD は、合意された議論の過程の記録、関連議論の検索、過去の事例の検索、議論の構
造化、等の合意形成の確実な実行を支援する。D-ADD が記録している合意形成の過程は、D-Case のエ
ビデンスノードに関連付けられることで、対応するゴールが成立することの論拠を提供する。例えば、
ステークホルダ要求、企画書、仕様書、契約、等のドキュメント、および D-Case が構造化文書リポジト
リに記録される。複数のオーナーシップを有する複合システムの場合には D-ADD 同士が情報を交換す
る。
開発プロセスにおいて D-ADD は前プロセスでの合意項目の確実な実行を支援する。開発時に生成さ
れる、あるいは利用されるドキュメントやプログラム、コード等を前記リポジトリに記録する。障害対
応プロセスにおいて D-ADD は障害原因の特定や、対応、事前の回避、等に必要な情報を提示する。
説明責任遂行プロセスにおいて D-ADD は新サービスの立ち上げ、改修、および障害対応に関してス
テークホルダが説明責任を遂行するに十分な情報（障害要因候補、ステークホルダ合意関連情報、エビ

図 8-1: D-ADD アーキテクチャ
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デンス、等々）を入手できるように支援する。D-ADD は通常運用状態においても対象システムとのやり
取りを通じて、対象システムのオープンシステムディペンダビリティが担保されている事を確認し、状
況に応じて障害対応サイクル、あるいは変化対応サイクルが起動される。この様に D-ADD は DEOS プ
ロセスを遂行する上で必須の構成要素である。

8.1.1 D-ADD アーキテクチャ
DEOS プロセスを構成する各サブプロセスから利用される D-ADD のアーキテクチャを、(1) 各サブプ
ロセスを支援するツール群、(2) ツール群が必要とするモデルを処理する中核部、(3) モデル情報をデー
タベースに記録する永続化部の３要素から説明する。

(1) 基本ツール群
図 8-1 に D-ADD のアーキテクチャ図を示す。
D-ADD では特に DEOS プロセスの遂行を支援し D-ADD
とやり取りするアプリケーションを基本ツール（Fundamental tools）として３アプリケーションを用意
した。




合意形成支援ツール
説明責任支援ツール
モニタリングルーツ

合意形成支援ツールは DEOS プロセスの合意形成プロセスで利用されることを想定し、合意形成プロ
セスの遂行を円滑にする。説明責任支援ツールは DEOS プロセスの説明責任遂行プロセス及び障害対応
プロセスで利用されることを想定し、新規サービスの開始のみならず、対象システムでの障害の未然回
避処理が行われた場合や、対象システムに障害が発生した場合に、D-ADD に記録されている情報をもと
にステークホルダの説明責任遂行を支援する。モニタリングツールは DEOS プロセスの通用運用状態で
利用されることを想定し、D-Case モニタリングノード（第 4.3 節参照）と関連し、対象システムをモニ
タリングするために必要な支援をする。

(2) モデル処理を中心とする中核部
基本ツール群は D-ADD API を利用して D-ADD にアクセスする。D-ADD の主な機能は中核（Core）
部に定義され、スクリプティング（Scripting）部、モデル処理（Model Processing）部、永続化（Persistence）
部から構成される。スクリプティング部はルール処理（Rule Processing）部とスクリプト処理（Script
Processing）部から構成される。ルールは下位層のモデル処理（Model Processing）部でのモデル情報
の変化を記述し、対応する必要なアクションをスクリプトとしてスクリプト処理部が処理する。ルール
処理を含む実装の概要は第 8.3 節で述べる。
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図 8-2: モデル処理と合意グラフ
モデル処理部は、対象ドキュメントのデータ型毎に定義されたモデルを処理する。モデル処理では、
基本データモデル、合意形成モデル、トゥールミンモデル、会議モデル、D-Case モデル等の基本ツール
群で必要とされるモデルを定義しているが拡張可能である。基本ツール群で扱われるデータには、D-Case
とその付帯情報、仕様書、設計書、運用計画書、会議録、ログ、等の各種ドキュメントがある。ドキュ
メントには全ての変更履歴が残されている。更にステークホルダ間で合意された対象システムに係るパ
ラメータであるサービスレベル変動許容範囲（第 3.1 節参照）を調べることで、対象システムが通常運
用状態にあることを検証するための D-Script、通常運用状態から外れた場合の対応アクションを記した
D-Script、等のドキュメントも対象になる。これらは、グラフ構造を基底モデルとする合意グラフとし
て永続化インターフェースを利用して D-ADD に記録される。ここでは、各モデルに対応したデータに
対する操作群が図 8-2 に示した合意グラフ演算として定義され、各種ドキュメント間の関連性、合意と
ステークホルダとの関係、仕様書と対象システムの運用状態との関係、等々のオープンシステムディペ
ンダビリティを担保する為に設定された対象システムの安全基準の充足状況を確認可能にする機能を提
供する。

(3) 永続化部
永続化部は下位層の混成データベースに対する抽象化層であり、モデル処理部におけるモデル情報を
下位層データベースに記録する。対象とするデータの性質が非構造的であり、関係性が重要であり、時
間特性を備え、高速に多種大量のデータ処理が必要である事を考慮し、グラフデータベース、ドキュメ
ントデータベース、そして、Key/Value Store という３種類のリポジトリを扱う。
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図 8-3: ArchiMate®形式による D-ADD アーキテクチャ
図 8-3 に D-ADD アーキテクチャを ArchiMate®形式[1]で示した。ここでは DEOS プロセスを構成す
る各サブプロセスから D-ADD が利用されるため、基本ツール群、中核部、永続化部が提供するインタ
ーフェース（記号
）を中心に描いた。

8.1.2 D-Case と D-ADD
D-Case モデルは第 4.3 節に記載の D-Case 記述様式である木構造を頂点とエッジとしたグラフ構造で
記録している。合意記述支援ツールでは第 8.3 節で詳述する合意形成手法を実装している。図 8-4 を用い
て D-ADD 内部で D-Case をどのように扱っているかを説明する。D-Case ストラテジノードを対象に議
論を展開した場合、合意ノードとしては D-Case ストラテジノード、記述ノード、および主張ノードがリ
ンクする。また、ゴールを対象に議論を展開しても良いし、複数の D-Case 間の関係に関して議論を展開
しても良い。各々モデルに従って対応ノードが繋がっていく。第 4.6 節に記載の分解パターンを合意形
成支援ツールに応用することで、複数の対象の D-Case を効率的に扱うことが出来る。例えば、システム
分解パターンはサブシステム毎の D-Case を扱うので関係する文書グラフもサブシステム毎に合意を構
成することが可能である。

図 8-4: D-Case と合意グラフ
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さらに図 8-4 に示すように、
D-Case エビデンスノードに対して関係するドキュメントを関連付ければ、
ゴール_2 を成立させるエビデンスとなる。D-Case モニタノードに関係するスクリプトを関連付ければ、
ゴール_1 を成立させるモニタノードとなる。ここでも、それらのドキュメントが用いられた理由・根拠
は上記議論の過程として D-ADD 永続化部に記録される。
D-Case はある時点での対象システムのディペンダビリティに係るステークホルダ間の合意、すなわち
議論の結果を表しており、静的である。オープンシステムにおいては性格上 D-Case は動的になる。通常
運用状態からの逸脱が起き、変化対応サイクルにて D-Case が修正されれば迅速に D-ADD に登録され対
象システムは再構成され通常運用状態に復帰しないと行けない。さらに、何が議論されたかの経緯をも
提示できる必要がある。D-ADD はそれらを可能にする機構を提供している。

8.2 D-ADD が支援する DEOS プロセス
8.2.1 D-ADD 支援による説明責任遂行
DEOS プロセスでは対象システムに障害が発生した場合、ステークホルダの説明責任遂行は必須であ
る。ステークホルダ（例えばサービス提供者）は、サービス利用者や他のステークホルダに対して、障
害の状況や原因、復旧計画や障害による損失などを説明しなければならない。社内あるいは社外のステ
ークホルダに向けて情報を発信するとき、例えばそれが社会的に大きな影響を及ぼすような障害であれ
ば、企業を代表する社長・役員などによる記者会見が行われるかもしれない。その場合には広報部が説
明のための原稿を用意するであろう。もっと軽微な、一般利用者向けネット接続が 5 分途切れたという
ような障害の場合には、サービス利用者向けのウェブサイトにお詫びのリリースを掲載するだけかもし
れない。このように、障害の規模や内容、サービスの種類、説明の相手によって、果たすべき説明の方
式、そのタイミング、説明内容は異なる。
D-ADD はステークホルダが説明責任を成し遂げるために必要な情報の管理を行うが、それは広報部が
記者会見の原稿を書くための機能ではない。いつでも必要に応じて、障害対応の状況と、それを裏付け
るエビデンスを提供できることであり、
それが D-ADD が行う説明責任遂行のための情報の管理である。
D-ADD が支援する説明責任遂行の範囲を、DEOS プロセスにおける障害対応サイクルに沿って、障害の
未然回避から、迅速対応、原因究明を行い、これらを経て対応のための新たな変化対応サイクルが起動
され、ステークホルダによる新たな合意が形成されて、（実際に起きた障害の再発防止策を含む機能を）
リリースするまでと定義する。以下に、D-ADD で管理する説明責任遂行の流れをまとめる。
D-Case モニタリングノードに記述された D-Script によって未然回避したフォルトを含めて、D-ADD
はすべての障害を記録している。障害が発生した場合には、D-Script が自動的に起動され迅速対応を行
う。もし自動的に迅速対応ができなかった場合は、障害情報を D-ADD に登録し、人による迅速対応の
作業を開始する。原因究明フェーズでは、D-Case を起点に、D-ADD に保存されているエビデンス情報
（D-Case のエビデンスノードやコンテクストノードに紐付いている重要な文書や合意記述や監視ログ）
を調べ、フォルト（誤りの原因）を特定する。その作業記録もまたエビデンスとして D-ADD に保存す
る。原因究明を行った者は、特定した欠陥を元に再発防止のための障害対応策を議論し、合意を形成す
る。DEOS プロセスの障害対応サイクルはここで完了し、変化対応サイクルへと移行する。
障害対応策に基づき、ステークホルダが要求を抽出するフェーズに入る。障害対応策として決定した
改修や機能追加は、原因究明で判明した欠陥の対応のみに限定されるが、要求抽出フェーズではシステ
ムを継続的に発展させるという目的のもと、障害対応策もより良い方向へ発展することが期待される。
その結果、新しい機能の追加が議論され、合意されることもあるだろう。D-Case は障害対応を含む新し
い要求に従ってアップデートされる。対象システムは改修作業、テストを経てリリースとなる。
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ここで、１つの説明責任遂行のために必要な準備が完了する。D-ADD は、このような過程でリリース
された新しい機能が、上述の障害に対応した機能であることを、時間を経た後もトレース可能なリポジ
トリとして設計される。

8.2.2 D-ADD 支援による合意形成：営業放送システムを具体例に
営業放送システム（以下、営放システム）は、民間放送局固有の基幹業務システムである。民間放送
局は公共放送と違い、収入のほとんどをスポンサーとの契約に基づいた CM を放送することで得ている。
そのため、CM を扱う営業業務や放送スケジュールを管理する編成業務は、早くから IT 化されてきた[2]。
現在では、営放システムは、番組やデータ放送の素材の管理、キューシートの作成などの機能も追加さ
れ、複数の部署と多くのユーザが係わる巨大で複雑なシステムとなっている。また実際に放送した CM
のスポンサーへの請求作業も担う。営放システムは、ソフトウェアパッケージとして販売されているが
[3][4]、放送局毎に様々なカスタマイズが必要で、特殊化・複雑化する傾向にある。
また、放送事業は、電波法と放送法によって規律されており、放送局の免許が必要である[5]。近年、
相次ぐ放送停止事故や CM 間引き問題、やらせによる不祥事などが起こり、総務省は放送局に対して再
発防止を求め、放送事故を無くすよう行政指導を行っている[6]。重大な放送事故は認可取り消しという
厳しい処分となる。そのため、放送機器だけでなく、営放システムにおいてもディペンダビリティを確
保することは重要である。
DEOS プロセスは、営放システムのように巨大で複雑な、そして外部から変化を要求されるようなオ
ープンシステムのディペンダビリティを遂行するために開発されたライフサイクルである。DEOS プロ
セスは、変化対応サイクルと障害対応サイクルで構成される二重ループを周回することで、対象システ
ムのディペンダビリティを高めていく理論を持つ。そのために必要なアクションが、D-Case の記述、ス
テークホルダによる合意形成、説明責任の遂行であり、D-ADD はそれらのアクションを支える。

1) 営業放送システムの D-Case における合意形成の課題
営放システムは、複数の部署と多くのユーザが係わる巨大なシステムである。




編成部：いつどのような番組を放送するかを計画し、放送スケジュールとして管理する。
営業部：スポンサーを探し、契約し、放送する CM 素材を管理する。
放送部：番組素材を管理し、最終的な放送進行データと放送機器を管理する。

上記 3 つの部署の流れ作業をシステム化しているため、営放システムで扱う業務範囲は非常に広い。ま
た、元々、これらの作業はすべて人間の手作業であったため、システム化の際にはその業務特有のノウ
ハウや経験が機能として組み込まれた。そのため、各機能は部署毎に業務に特化し、詳細化する。これ
らの機能は、工程内で、あるいは工程と工程の間で、複雑な連携が必要となる。このような事実から、
営放システムの D-Case は、システムの特性に比例して、巨大化し、複雑化し、専門性が高くなる。専門
知識を含むシステムの全てを熟知している者は少なく、あるいはいないため、一人で D-Case を記述する
ことはできない。最高責任者が D-Case の全内容を理解し、全責任を負って合意することも現実的ではな
い。必然的に、専門知識を有した各部署のメンバーがステークホルダとして必要であり、彼等が D-Case
に合意し、責任を負い、説明責任を果たす必要がある。このように巨大で複雑な D-Case の合意を形成す
ることは難しい。以下にその 4 つの課題を示す。
1.
2.
3.
4.

D-Case の整合性の確保
D-Case 修正時の影響範囲の明確化
多人数で D-Case を書く
ステークホルダの責任範囲の明確化
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これらの課題を解決するために、どのような合意形成の手法が有効であるかを次に示す。

2) 合意形成のための V-モデル化手法
巨大で複雑な D-Case とステークホルダの合意は、V-モデルライフサイクルを用いて構築することが
できる。さらに、D-Case の階層構造と企業の組織構造の組み合わせによって得られる V-モデルに適し
た段階分けを行う。この手法では、組織の権限と責任の委譲レベルを D-Case 構造に反映させ、計画と検
証のステージの 2 段階で合意を形成する。
A. 合意形成の場
合意は、ある目的のため、会議中に、ある事象に対して、様々な利害を持った複数の人々によって為
される。そのような合意形成の必要条件を、猪原氏の『合意形成学』[7]より言葉を借りて「場」と呼ぶ
ことにする。場には、合意しようとする内容を理解し、責任を持てる者が集まるべきである。場は、企
業の組織構造と密接に結びついている。
放送局の組織構造は階層構造である。企業では、事業の目的に合わせて部署を分割し、部署は特定の
機能を果たす。部署は、業務によってさらに小さな集団へと分割される。各レベルはリーダーを持つ。
トップレベルは企業代表者であり、次が部長、さらに担当部長などである。リーダーは各集団の業務の
責任を負い、リソースに関する権限を持ち、業務指示を出し、下位のリーダーからの業務報告を受領す
る。さらにリーダーは、意志決定や彼等の間での合意を得るために、下位のメンバーやその他のメンバ
ーと協議する。意志決定が必要な会議では、決定に対する権限と責任を持ち、決定を実行するために業
務とリソースについての権限と責任を持ち、決定すべき事柄の知識を持つ者が出席する。例えば、中期
経営計画についての会議であれば企業のトップや役員が出席し、そのレベル以下の社員は出席できない。
製品の新しいマニュアルについての会議であれば、製品の開発者が出席し、上層部は立ち入らない。こ
のようなトップダウンによる権限の委譲がなされている組織構造のレベルが、合意形成の場の設定に制
約を与える。
D-Case も階層構造をしている。トップゴールはシステム全体に係わるディペンダビリティ属性につい
て、抽象的な言葉で記述する。またトップゴールでは、システム全体に係わる統合的な前提ノードを記
述するが、それらは D-Case 全体に影響を与える定義や条件となる。ゴールがサブゴールに分解されてい
く毎に、ディペンダビリティの内容はより具体的になり、前提ノードも特定的になる。
ここでは、D-Case の階層構造と組織の階層構造を対応させる。D-Case は、組織構造に由来する階層
的な合意形成のステージおよび場によって構築される。放送局の合意形成のステージおよび場の例を図
8-5 に示す。
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図 8-5: ステージと場

まず、放送局の組織構造から、3 つのステージ（ステージ A、ステージ B、ステージ C）を設定した。
各ステージは、二つのレベルの職制を含むように設定し、上下間の合意形成を行うものとする。同じス
テージ内の合意形成は必要に応じて「場」を複数設定できるものとする。各ステージは、最低一つの場
を持つ。各ステージの場に与えられる目的は、第 4.3 節記載の「D-Case 記述ステップ」に沿うものとす
るが、組織構造に従って、再編し、特殊化する。
ステージＡは１つの場を持つ。その目的は、D-Case のトップゴールを決め、システム全体の開発、運
営、議論に影響する前提ノードを明らかにすることである。ステージ B の場の目的は、D-Case 全体の大
雑把な構造を決め、部署間の調整を図ることである。ステージ C の場の目的は、D-Case を完成させるこ
とである。ステージ B の場において未完成だったゴールを、エビデンスノードやモニタリングノードに
よって支持できるまで、サブゴールに分解する。各場の参加者は、その目的、組織構造、前述の意志決
定会議のルールによって決められる。リーダーは、各々の部署の役割と前提条件を理解していると仮定
する。この階層構造を持った合意形成の場が、巨大で複雑な D-Case の体系的な構築と合意を可能とする。
その手順を次で説明する。
B. 合意形成の V-モデル
ここでは、D-Case の構築と合意形成の行程を大きく 2 つに分割して進める。計画の合意フェーズと検
証の合意フェーズである。V-モデルを使用した合意形成の過程を図 8-6 に示す。

I)

計画の合意フェーズ

計画の合意フェーズの目的は、エビデンスノードを除いた D-Case を定義し、合意することである。組
織が持つトップダウンによる意志決定と権限委譲モデルを用いて、D-Case は上から順に生成される。そ
の際、図 8-5 に定義した場と第 4.3 節で述べた D-Case の記述ステップを適用する。
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図 8-6: V-モデル図

a) ステージ A-場 1
この場の目的は、トップゴールを決定し、D-Case 全体に係わる前提ノードを見出すことである。その
決定には、運用方針や予算など、対象システム全体への制約を含む。このような意志決定は、以後行わ
れる全ての合意形成過程に影響を与えるため、企業組織の上層部の職務と権限によって為されるべきで
あり、従ってステージ A における合意形成が必要である。
トップゴールに設定した前提ノードは、それ以下のすべてのノードの前提として適用される必要があ
る[8]。下位レベルで上位レベルの前提を越える必要が判明した場合には、上位レベルの場に戻り、条件
を変更し、合意し直すことが必要である。
この場の合意形成の進め方は、まずトップゴール（G1）の案を出す。複数出ることもある。出た案の
うちどれがトップゴールとして相応しいかを明確にするために、制約となる条件を前提ノードで記述す
る。次にトップゴール案をどのように達成するかの戦略として戦略ノードを設定し、さらに戦略ノード
を明確にするために、サブゴールの提示も行う。最終的に、どのトップゴール案が良いかを議論し、決
定し、ステークホルダの合意を取り、G1、S1 を決定する。サブゴールとして記述した G2 から G4 は、
ここでは確定しない。それらのサブゴールを明確にし、決定するのは、次のステージ B の責任範囲とす
る。また、ステージ A で設定した条件の範囲であれば、次のステージ B の場のステークホルダは、G1
および S1 を変更することも可能とする。図 8-7 に、ステージ A で記述し合意した D-Case（例）と議論
の範囲および責任範囲を示す。
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図 8-7: ステージ A 場 1 の D-Case サンプル

b) ステージ B-場 1
この場の目的は、ステージ A が設定した制約の範囲内で、全体の計画を立てることである（第 4.3 節
記載の D-Case 記述ステップに該当する）。この階層は、D-Case 全体の大きな構造を決める階層である
ため、部署毎に場を分割するのではなく、抽象的なレベルで業務全体を把握する必要のあるステージ B
全体で１つの場を持つ。実際の業務を理解しているステージ B のステークホルダは、ステージ A のステ
ークホルダが提示した G1 と S1 の方向性について、ステージ A の意志を含めて下層のステージ C に正
しく伝える役目を担う。また、ステージ C で部署毎に個別に D-Case のツリーを記述できるように、ス
テージ B のステークホルダは、部署間にまたがる問題の調整をあらかじめ行い、その結果をサブゴール
として提示する。
この場の合意形成の進め方は、ステージ A の場から与えられたサブゴール（G2、G3、G4）を明確に
することから始める。ステークホルダは、S1 は G1 から正しく G2, G3, G3 を導き出しているか、また、
G2、G3、G4 によって G1 は達成するかを確認する。G2、G3、G4 に条件を付加する際には、C1〜C6
の範囲内であり、さらには整合性が取れていることを確認する。次に、G2、G3、G4 をステージ C で個々
の場で独立して詳細化を進めるために、戦略とサブゴールを提示する。最終的な D-Case に対してステー
クホルダの合意を取る。トップダウンという方式は、上位から下位への権限の委譲モデルである。上位
ステージの責任範囲である G1 と S1 の変更が必要ない限り、G2、G3、G4 の変更を上位ステージに伺い
立てる必要はないと考える。ただし議論中の D-Case がどのように記述され合意されているかについては、
上位ステージのステークホルダがいつでも確認できるようになっていることが求められる。図 8-8 にス
テージ B 場 1 で記述し合意した D-Case の例とその場における議論の範囲および責任範囲を示す。

図 8-8: ステージ A 場 1 の D-Case サンプル
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c) ステージ C-場 1〜6
この場の目的は、ステージ B が設定した制約の範囲内で、エビデンスを直接に設定できるところまで
ゴールを詳細化することである。D-Case はより具体的になり専門知識を必要とするため、ステージ C の
場をさらに部署毎に分けた 6 つの場で、独立に合意形成を進める。ただし合意したい内容によっては、
複数部署が同時に議論し、合意形成をする場合もある。
このステージの各場の合意形成の進め方は、ステージ B の場から与えられたサブゴール（G6〜G26）
を明確にし、その結果、上位の戦略と、さらに上位のゴールが達成するかを確認することから始める。
各ゴールに条件を付加する際には、上位レベルの前提ノードの範囲内であることを確認する。このゴー
ルと戦略の明確化の作業は、ゴールにエビデンスを直接付けられる状態まで繰り返し行う。議論により
導き出した最終的な D-Case に対してステークホルダが合意を示す。ステージ C の各場によって部分的
な D-Case が記述され、それが対象システムの D-Case となるが、この時点ではまだエビデンスノードは
記述されていない。
このように複数の部署が関係しても、D-Case で議論すべき内容に合わせて、適切な場を設定すること
で、記述範囲や責任範囲を明確化できる。境界線が明確になることから、修正時の影響範囲も見極め易
くなる。図 8-9 にステージ C 場 1〜6 で記述し合意した D-Case の例（簡略化したもの）とその議論の範
囲および責任範囲を示す。

図 8-9: ステージ C 場 1&2 の D-Case サンプル
注：ステージ C の 1〜6 の場で別々に記述した部分的な D-Case は、全体の D-Case に配置されるために
は整合性のチェックを行う必要がある。しかし、ここでは層間に集中するため、同じ層の合意形成の手
法については対象外とする。

II) 検証の合意フェーズ
検証の合意フェーズの目的は、D-Case にエビデンスを設定して完成させ、完全な D-Case であること
をすべてのステークホルダが検証することである。このフェーズでは、D-Case は組織構造のボトムアッ
プの流れで検証を進める。

a) ステージ C-場 1〜6
このステージにおける各場の目的は、すべてのリーフゴールにエビデンスを付加し、各場の責任範囲
のゴールが達成していることを合意することである。このステージにおける各場の合意形成の進め方は、
まず、リーフゴール毎に、場の参加者がエビデンスを検証し、そのエビデンスがゴールを達成するに十
分であるかを判断することから始まる。満足いくものであれば、エビデンスノードあるいはモニタリン
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グノードをリーフゴールに添付する。対象システムの監視による動的なエビデンスとする場合には、モ
ニタリングとアラートを発する第 7 章記載の D-Script を記述する。
次に、エビデンスを添付したサブゴールの達成によって、１つ上の戦略ノードが十分に機能している
かを検証する。そのように検証された部分的な D-Case のツリー（例：図 8-9 の S11, G23, G24）がその
上のゴール（G6）のエビデンスとなる。部分的な D-Case ツリーが問題ないことが検証された結果を受
けて、G6 が達成しているかを検証する。このようにステージ C の各場は、その責任範囲において分解し
た戦略とサブゴールのツリーを、下から順に、ゴールは達成できているか、戦略は適切かについて検証
を重ね、問題がないことを判断したら、最終的にその D-Case の部分的なツリーを合意する。

b) ステージ B-場 1
この場の目的は、ステージ C の合意形成による下位ツリーの成立を前提に、ステージ B の責任範囲に
ついてゴールが達成できていることを検証し、合意することが目的である。またステージ C において各
場が並行して独立に合意した内容について、整合性を確かめる。合意形成の進め方は、ステージ C と同
様に、ゴールがエビデンスによって達成されているか、戦略が適切かの検証を下から行っていく。ステ
ージ B のゴールにおけるエビデンスとは、その下位ツリーであるステージ C の責任範囲が成立している
という事実である。その事実をエビデンスとして、ステージ B の責任範囲のゴールが達成できているこ
とを検証し、問題ないことを判断し、最終的に合意する。もしゴールが成立しないと判断した場合には、
その部分の合意形成のやり直しをステージ C の該当する場に求める。

c) ステージ A-場 1
この場の目的は、トップゴールの達成を確認することである。ステージ B と同様に、下位ツリーが成
立していることを確認し、トップゴールが成り立っており、故に D-Case 全体が成立していることを合意
する。
まとめとして、本稿で提示するような巨大で複雑な D-Case の合意形成手法は、1) 組織構造を元にし
た合意形成のレベルと場を設定と、2) D-Case の内容の抽象度と、合意形成の場に与えられた責任と権限
のレベルの合致の 2 点によって、上記（１）で上げた課題を解決する。

3) D-ADD による合意形成支援
上記（２）で示した合意形成手法を、上記（１）であげた課題解決の検証のため、D-ADD のアプリケ
ーションツールとして実現している。ここでは、上記（１）で示した課題毎に、以下、4 つの D-ADD に
よる合意形成支援の機能を示す。
①整合性の確保の課題に対して、D-ADD の整合性支援機能の辞書機能および Agda を利用する。
②D-Case の修正時の影響範囲見積の課題に対しては、D-ADD の整合性支援機能の１つである索引機能
および Agda を利用する。
③多人数で D-Case を書く手法の課題に対しては、D-ADD と D-Case 編集ツールを連携する。
④責任範囲の明確化は、D-ADD の組織・人・権限支援機能を利用する。

① D-Case の整合性の確保
D-Case の整合性支援機能である辞書機能は、D-Case の記述時に用語の整合性をサポートする。この
D-ADD の辞書機能は、個人および組織の辞書を管理する機能である。D-ADD ユーザは対象システムに
関連する語彙を定義する。組織を横断して共通で使用する語彙は組織の辞書で統合的に管理する。ユー
ザは、常に、辞書で定義された意味で使用していることを確認しながら入力を行えるようにすることで、
共通語彙の使用を徹底する。
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Agda[9]は、用語の論理的な意味を表すための証明支援言語である。辞書の語彙の意味のように、Agda
表現を登録することによって、D-ADD は D-Case を Agda 言語による形式的証明に変換できる。そして、
Agda 証明支援によって正確さをチェックする。

② D-Case 修正時の影響範囲の見積
対象システムを、仕様の変更、運用の変更、制約条件の変更などの要因によって修正する場合には、
D-Case も同様に変更が必要である。巨大な D-Case は、修正箇所がたった１つのノードであったとして
も、その影響範囲を見極めることは難しい。D-ADD は、D-Case の修正を 2 つの機能によって支援する。
１つは、前述の辞書機能を利用した語彙の記述箇所を特定する方法であり、もう１つは、組織の責任範
囲で絞り込む方法である。D-ADD の索引機能は、辞書に定義した語彙を D-Case で使用している場合、
D-Case のどのノードにその語彙が使用されているか、示すことができる。また、D-ADD は組織、人、
権限の情報を管理する。D-ADD の中で、D-Case の部分的なツリーあるいはノードは、組織情報と紐付
いて管理され、責任範囲が明確である。D-ADD は、修正が必要な D-Case のある部分に責任を持つ組織
を示し、さらに、その組織の全責任範囲を示す。それによりユーザは影響範囲の境界線を見つけること
ができる。これらの解決方法を併用することによって、D-ADD ユーザは、複数部署に影響を及ぼす
D-Case の修正の影響範囲を見積もることができる。
Agda による D-Case の検証が可能であれば（例えば Agda 表現が定義されている場合）、影響範囲の
特定はさらに機械的に可能である。修正後、D-ADD は D-Case 全体を再チェックする。チェックを通ら
なかった部分が影響範囲である。

③ 多人数で D-Case を書く
多人数で D-Case を記述する場合に、D-ADD は、第 5 章に記載の D-Case Weaver や D-Case Editor
などの D-Case 編集ツールと連携する。上記（２）では、場で議論しながら D-Case の記述と合意を繰り
返す手法を用いた。これは、場の書記担当者がステークホルダの前で議論に則した D-Case を書いて見せ
る、という方法をとることを想定している。議論している間は、複数の案が出ることが想定される。そ
の場合には、第 4.6 節記載の代替案選択の分解方式を用いて D-Case を記述し、最終的な合意形成でどれ
かを選択する。合意形成の結果、採択されなかったノードやツリーは、採択されなかったが議論したと
いうエビデンスとして D-ADD 内に残す。その記録は、DEOS プロセスの重要なフェーズである説明責
任において有効である。
また、D-Case を詳細化していく段階では複数の場が並行して議論を進めることができるようになって
いる必要がある。１つの D-Case に対する複数同時操作について、D-ADD はデータベースという観点か
らサポートする。D-ADD はそのように記述された D-Case の全履歴を保有する。記述された最新の
D-Case は、アクセス権を持つユーザであれば常に閲覧可能とする。

④ ステークホルダの責任範囲の明確化
D-ADD は、D-Case のノードあるいはツリーと、どの組織・人が関係するかを設定できる機能の提供
によって責任範囲の明確化を支援する。責任の所在が明確になっていないノードやツリーがあれば、
D-ADD はユーザに警告する。さらに、全ステークホルダは、D-Case のどの部分が誰によって、議論中
なのかあるいは合意形成中なのかという状況を知ることができる機能を提供する。変化していく D-Case
の合意形成の状況は、D-ADD によって、組織・人という観点から可視化する。

8.3 実装概要
D-ADD の実装は DEOS 体験版として利用することができる。その実装の詳細を記すにはスペースが
足りないので、ここではその概要を述べる。実装には Java 言語[10]と Scala 言語[11]を用いた。Java 言
語は主に基本ツール群と永続化部の記述に、Scala 言語は主に中核部の記述に用いた。
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図 8-10: ルールクラス図

ルール処理部が対象とするルールは図 8-10 に記載のクラス図に示すオブジェクトとして実装した。ル
ールはモデルの状態が変化したときに発火する（ルールが成立し対応する処理が実行される）。ルール
にはモデル処理部のモデル情報への参照を記述できる。また、ルールにはモデル状態の取得を拡張する
ためのプラグインが利用できる。例えば、統計解析のためのプラグインを利用することができる。
モデル処理部が対象とするモデルには、合意形成支援のための Agreement モデル、D-Case を記録す
るための D-Case モデル、モニタリング対象の Target モデル、ルールモデル、ルールやスクリプトを
D-ADD に動的に配備するための Deployment モデル、等が定義されている。一例として図 8-11 に D-Case
モデルのクラス図を示す。

図 8-11: D-Case モデルのクラス図
永続化部では、説明責任遂行で重要な役割を果たす合意グラフは、グラフフレームワークを利用して
記録される。今回はグラフフレームワークとしてオープンソースの TinkerPop[12]を採用し、グラフデ
ータベースとしてはオープンソースの Neo4j[12]を採用し、Play!フレームワーク[14]を用いて RESTful
アクセスできるように実装した。Play!ではグラフデータベースとの接続が未対応だったので、Play!から
TinkerPop 経由で Neo4j にアクセスする機能を実装した。Play!はプラグインの仕組み（モジュール）を
備えているので、モデル、および上記グラフデータベースとの接続部を Play!のモジュールとして実装し
た。また、基本ツール群も Play!アプリケーションとして実装した。
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8.4 実ビジネスにおける D-ADD の利用
D-ADD の適用領域は多岐に亘る。ここで、DEOS プロセスならびに D-ADD を用いたシステム開発を
想定してみる。巨大 IT システムでは、特に Web システムでは、Java アプリケーションサーバが用いら
れるのが一般的である。アプリケーションサーバを用いるのは開発時から運用時までの分散開発やコー
ド管理、アップデート、システム全体の構成管理をサポートし、さらに運用時には様々な保守性能を有
しているためである。従って、開発する IT システムの特性を考慮してどのアプリケーションサーバを選
択するかは、システムの信頼性にも大きな影響を与えることになる。
昨今、アプリケーションサーバを駆使した巨大な IT 開発プロセスに、関係者のコミュニケーションを
記録していく方式が採られている。これまではメーリングリストで情報を流し合うようなアドホックな
方式が採られていたが、Redmine などのプロジェクト管理型の機能をもったツールを用いて、連絡、記
録、証拠、報告を組織的に管理運営する方式へと変化している。これらのツールが記録するデータには、
ユーザ、ステークホルダとの会議議事録なども登録され、重要な仕様変更では、その会議議事録が参照
されることも一般的となってきた。DEOS プロセスはその先を進めていった時の品質や信頼性について
言及する技術体系として捉えることが出来る。そして、領域では DEOS プロセスが規定しているような
ステークホルダの合意事項を対象システムの通常運用状態にまで連携させた実装は存在しない。世界初
の試みである。
D-ADD と関係ビジネスを図 8-12 ではフォワードモデルとリバースモデルから整理している。フォワ
ードモデルは、新規開発案件への適用であり、DEOS プロセスの全てを対象システムに作り込む事が可
能である。D-ADD 機能を SaaS として提供するビジネスや、D-Case による合意形成支援ビジネス、基
本ツール群を中心にしたアプリケーションビジネス、等が考えられる。
TOGAF[13]ではエンタープライズ連続体を支援するためのアーキテクチャリポジトリを規定してお
り、アーキテクチャ開発手法によるプロセスの成果物を格納する。D-ADD はこのアーキテクチャリポジ
トリの実装として最適である。
一方、リバースモデルは、DEOS プロセスの既存のシステムへの適用であり、その際の支援サービス
や、オープンシステムディペンダビリティを担保する際の既存システムの弱点を診断するサービス、既
存システムに関する D-Case 記述開発ビジネス、等が考えられる。
また、ITIL[14]は IT サービスマネジメントのベストプラクティスをまとめたフレームワークである。
ここには、単なるデータを情報（Information）、知識（Knowledge）、そして知恵（Wisdom）へと昇
華させる戦略を ITIL サービスライフサイクルのフレームワークで整理している。D-ADD モデル層に
ITIL フレームワークを追加することで、ITIL におけるベストプラクティスを DEOS プロセスの運用で
活用することができる。
アプリケーションサーバ領域は Java 技術を中心に、商用ソフトウエアとオープンソース（OSS）がし
のぎを削っている。しかし、DEOS プロジェクトにおいて提案されているオープンシステムディペンダ
ビリティを担保する為の技術体系に則ったアプリケーションサーバは存在しない。そこには多くの潜在
的ビジネス機会が存在していると考える。D-ADD により DEOS プロセスを適切に運用することで社会
インフラとしてますます重要性を高める IT システムのオープンシステムディペンダビリティを違った次
元に高めることができる。
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図 8-12: D-ADD と関係ビジネス

8.4.1 DEOS の対象ビジネスドメインについての考察
DEOS プロセスの適用に有効なビジネスドメインをここでは３つ挙げる。「教育」「医療」「設計技
術」の３ドメインに共通するのは、対象ドメインの知識体系が広く学術情報が基盤となることである。
議論が各論として末梢的になりやすく、その結果対象となる議論にひずみや断絶が起こりやすいことに
ある。知識のひずみや断絶は、それを補うための知識の再構築が起こり、ひずみや断絶を埋めるだけに
留まらず、知識の接面や重なりにおいて、さらに転換が起こる可能性がある。これら知識構造が持つ普
遍的な変更、更新、再編という特性を潜在的（内面的仕様）に有する IT システムにこそ、ディペンダビ
リティを担保する DEOS プロセスを活用することができる。

a) 教育分野
教育分野での DEOS プロセスの活用についての一例を述べる。カリキュラムは、教育全般の課題とし
て教育者、運営者、学生、そして保護者まで関係する重要な事柄である。カリキュラムの透明性を巡っ
ては、文部科学省方針、大学知の公開を目指したシラバスの全公開もその流れである。シラバスを教育
機関と保護者との契約書として厳格に運営を目指す組織もあり、シラバスの変更を重要なカリキュラム
の変更として重要な手続きとして運営されている。
カリキュラム、シラバス等の記述は、意味的に厳格でなければならないが、往々にして矛盾や齟齬を
含み、体系的にならないという課題がある。現実的なカリキュラム、シラバスの作成を目標とした DEOS
プロセスを想定してみる。学生は履修計画を構築し、その目的、目標に沿ったカリキュラムの選択を行
い、その際に起こる関係者の合意形成という構成で DEOS プロセスを導入した設計が可能である。本来
履修計画とは、学生の人生設計のためにあり、履修計画は、4 年間という大学生活のロードマップである。
カリキュラムは相互関係を持っており、厳密には、シラバス間の関連、参照も必要となる。当然保護者
は、学生のスポンサーであり、どのような人生設計のためにどのような履修計画をするのか、そしてそ
れを承認し、費用の負担をする立場にある。大学は、その品質を担保しなければならない。
DEOS プロセスは学問創世に一躍に担うことも想定できる。SNS やソーシャネルネットワークの時代
において、教員、学生によって、ディスカッション、合意形成、をテーマにした教育学習システムは、
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全国の大学等で利用促進可能な全国大学共通のインフラとして DEOS プロセスを前提として稼働するこ
とを目標とすれば、新しい学問としての次世代ラーニングメディアの検討も出来る。

b) 医療分野
医療の現場では医師たちの標準 IT 環境として電子カルテが議論されて久しい。電子カルテが医療知識
を活用する専門医にとって情報のデジタル入出力になることは間違いない。さらには、その接続先であ
る臨床データベースや問診、投薬、などの膨大な診療データに加えて、昨今ではウェアラブルコンピュ
ータ、装置により生体発生データを直接データ化、永続化されるサービスも増えてきた。医療関係者の
声からは、ビッグデータに代表される巨大データの疫学的な解析は近年急速に進み、これまでの成果と
は比較にならないほどの可能性が見えてきたと言われる。
しかしながら医師の診断現場や医師毎の専門的知識に沿った IT システムの構築は、ほとんど実現して
いない。原因は、
医療の IT システムは医療事務の処理から生まれまだその息を脱していないためである。
電子カルテが 100％促進しないのも、医師の立場からは必ずしも有益ではないからである。
医師に代表される個人知識の専門性に富んだ関係者を多数含む大規模知識 IT システムの開発では、
D-ADD をさらに進化させ、単に対象システムの設計情報に留まらず、ステークホルダの知識の断片をも
格納しさらに体系化することで、より論理性の高い合意形成の場を提供するサービスが必要となろう。
医師が望む臨床データベースがどのような性能や周囲の医療データと関連性を持つべきかなどの仕様は、
医療知識の体系に沿っているだろうし、そのような環境がもしブレークスルーをもたらすとすれば、医
学の進歩、発展に多大な貢献をするであろう。

c) 設計分野
極めて長期にわたる専門的な設計手段、プロセスに DEOS プロセスは応用可能である。具体的には航
空機の設計、巨大建造物の設計、大規模プラントなどの巨大構造物の設計である。設計が長期に渡ると
いうことは、設計の変更、仕様の変更、設計者の交代、予算の変更、法律の変更、環境の変更が起こる
ことを前提にしなければならない。当初の計画から要求の変化に合わせて対応しなければならないとい
う DEOS プロセスの対象領域である。DEOS プロセスは IT システム以外の人間系の業務遂行にも有効
である。とある通信系大手企業に DEOS プロセスを紹介したときに、数千人規模の組織的業務を、DEOS
プロセスを使って統制管理してみたいというコメントをいただいた。
巨大な業務支援型の IT システムを構築する際に、最初にコンサルティング会社が業務分析や問題点の
洗い出し、TOBE などを提案して、目標の高い IT システムを構築するケースが多々ある。ところが、コ
ンサルティング会社の設計を IT ベンダーが引き継いだときに、実装問題や細部の不整合が見つかり大き
く設計変更になる場合が少なくない。こうした IT 構築時における複数関係者の受注構図は、特に開発さ
れるシステムの信頼性を失うことになりかねない。DEOS プロセスならびに D-ADD は、特にエンター
プライズ系の巨大 IT システムを構築する標準手段としての応用分野が確かに存在する。

8.4.2 エンタープライズリポジトリとしての D-ADD
D-ADD を企業情報システムとして検討してみる。その際の対象システムとは企業そのものであり、企
業をシステムとして捉えるならば、利益追従を目的とする企業の事業がサブプロセスとなる。
D-ADD は、企業の意思決定における合意形成をサポートし、対象となる情報と関係する出来るだけ多
くの情報を格納することである。すなわち、D-ADD は、企業の重要なリソース（人、モノ、金）と、密
接な関係情報を維持している必要がある。特に組織と権限という二つの情報群との関係は重要である。
組織は人を内包するが、組織、人にはそれぞれ権限が付与される。これら直行した概念、組織空間にお
ける情報活動は、得てして齟齬、相反、不一致、逸脱、最悪は非合法な対処をすることが起こりえる。
巨額粉飾で世界的な事件となったエンロン事件以後米国では SOX 法が制定され、日本では通称 JS0X（金
融商品取引法）にて上場企業は、内部統制による業務施行を義務づけられている。一般的に、内部統制
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法違反は最悪の場合、上場廃止に至ることもあるので、特に企業システムの中で承認プロセス、権限確
認、ユーザ管理など厳しく統制されるようになった。そして、社内業務の規定も違法な処理が行われる
ことがないように制定され、さらに行われていないかを検証できるような仕組みをもつようになってき
ている。企業の業務活動においては、かかる情報を判断し、自分の立場（組織、権限）で発言するのは
基本ルールの一つである。D-ADD が企業情報システムの中心にて、業務上の一切の記録を受け持つこと
では、発言者、記録者の現時点での組織、権限を参照し、規定上の範囲内であるかどうかは、合意記録
時の重要確認情報となる。定期的な人事異動、組織改変などの変更は年に一度、あるいは数回起こりえ
る。業種によっては、毎月人事異動が起こる企業もある。IT コストは、このようなリソースマネージメ
ントから大きな影響を受けるのが一般的で、統合管理にはさらにコストがかさむ。また、組織、権限の
変更に伴うシステムの稼働条件の検証には、さらに困難さがつきまとう。特にシステムテストは、テス
ト期間中の停止時間も課題になる。システム化したが故に運用が重厚長大になり、企業戦略上の配置転
換やリエンジニアリングが簡単に実行出来にくくなるのは本末転倒といえる。
企業全体で D-ADD が稼働するためには、時間的に推移する企業のリソースマネージメントをベース
に運用されている必要があり、D-ADD＋リソースマネージメントの時間的蓄積は、企業の構造や変更に
対応していなければならず、それらをエンタープライズリポジトリと定義することが必要である。その
ためには企業の構造をアーキテクチャとしてデザインすることが求められる。逆説的に言えば、これま
での企業の一業務を IT 化する効率、生産性から始まった IT 導入は、企業全般に行き渡ることで、全体
統制を行うための仕組みやアーキテクチャの必要性に迫られたわけである。エンタープライズリポジト
リは、企業全体の IT アーキテクチャとなりえるかと言えば、重要な視点であることは間違いない。某企
業の組織、人、権限情報の設計とそのサービスを開発した経験では、上述の内部統制法対応のために、
過去の業務履歴から違法な処理を発見できる機構が必要であるとの仕様が提示された。この仕様を満た
す議論では、すべての業務処理の履歴はデータベース管理されている必要とそれらの履歴を別の履歴管
理データベースに移し相当年保管義務が発生するという内容になった。仮に 10 年もの期間の業務履歴管
理データベースのデータ量は巨大になることは必至だが、それらの業務履歴から違法な処理を発見する
ことをどのように行えるだろうか？簡便な例として上がったのが、組織上起こりえる兼任という職務に
おいて、組織間の受発注において同一人物が受発注の両組織に存在してはならないという規定があり、
これを発見できるかという内容が提示された（だから兼任業務を許していない企業もある）。このケー
スでは、人事異動データを対象システムにインストールする際に、過去の業務履歴から社内取引の実績
を拾い出し、もし該当する組織間取引が発生している組織に同一人物が、兼任状態で配属されている場
合にはアラートをだしその人物が承認プロセスに参加できなくする仕様とした。このときの議論では、
さらに過去何年間で業務規定違反の業務が起こったかどうかを判定したいという要件もでたが、業務規
定の変更によりいままでは問題なかった処理が、新しい規定では違反になるという探索を行えるように
するには、履歴情報そのものの取得方法や記録すべき情報の見直しまで多くの課題が存在し、設計まで
至らなかった。DEOS プロセスの企業への導入ではこのような要求に応える能力を有する必要があろう。
D-ADD の発展性は、今後は上述したエンタープライズリポジトリを視野に入れて検討を行う段階であ
る。

8.5 D-ADD とソフトウエア開発プロセス革新へのアプローチ
大規模 IT システム開発に D-ADD を応用した場合、従来のソフトウエア開発プロセスがどのような変
貌を遂げるか、幾つかの想定を元に説明する。DEOS プロセスを展開した大規模 IT システムの開発にお
いて、D-Case による対象システムのアシュアランスケースの記述、ならびに D-ADD による合意形成支
援とその記述データベースによる説明責任機能は、従来方法による設計品質や製造品質よりも合目的品
質を大きく向上させる効果がある。特に金融システムや医療システムに代表される高信頼性を求められ
る大規模 IT システムは、ステークホルダ要件や要求性能要件について、多くの関係者により十分な時間
をさいて議論を行うため、一般的には開発プロセスとしてウォーターフォール型が好まれる傾向がある。
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しかし、業務要件が非常に複雑で発注者側でも将来に柔軟性を持たせたい場合（リリース時期が数年
先であれば、市場や業務の変更までを視野に入れて）には、反復型開発を試みることもある。反復型開
発時の初期には、仕様を模索するようなアジャイル開発を採用することもある。ウォーターフォール型
開発の課題として、膨大なドキュメントが生まれること、またドキュメントの発生期間も長く、関係者
の数も多いために、ドキュメントで示されたシステムの特性が、必ずしも一様な仕様に確定していかな
い傾向がある。このため仕様の齟齬の発見が難しくなる。一方でアジャイル開発は、期間を短くした反
復性にて、かつ関係者も限られるために、仕様が明確になる確率が高くなる。もともと仕様の抜けや漏
れが発生することを前提として、それらを潰すための反復型開発であり、より完成度を高める方法論で
ある。結果的にどちらのケースでも開発中のコミュニケーションの記録がどこまで精度が高いかで開発
プロセスそのものが問われる。近年、新しい業務要件に対する IT システム開発では、開発と運用の間の
コミュニケーションを密に行い、システムをつくりあげていく DevOps と呼ばれる方法論も注目されて
いる。これらは、開発時よりも運用時に本質的な仕様が見いだされるケースであり、DEOS プロセスは
既に包含している。

8.5.1 要件定義、設計ドキュメントと合意形成
システムの基本骨格、性能を決めるのは要件定義と設計ドキュメントの２つの資料である。これらは、
D-ADD の格納情報である。そして、この２つの資料のさらに上流には、原要求という発注者側トップの
要求があるわけであるから、開発システムを対象とした D-Case は、これらの格納情報から検討され開発
システムの信頼性を向上させる指針として合意の対象となる。つまり、D-ADD は、原要求、要件定義、
設計ドキュメントから検討される D-Case を相互に格納しつつ、複雑に絡み合ったそれらの資料群を、合
意形成支援機能を用いて積み重ねることになる。D-ADD のユーザとは、発注者側と受注者側のプロジェ
クトマネージャクラスを筆頭に、全開発関係者がなり得るが、個々の合意形成支援とその記述において
は、その合意部分の関係者が適切に選ばれているかといった、組織上の権限の課題があり、それらの検
証が常に適切であるという事を保証するには、D-ADD には、実行組織上の認証、承認機能が必要である。
D-ADD を用いた対象システムに関する議論は、その議論がどのようなリスクを孕んでいるか、齟齬な
く収束に向かっているのか、システムの部位に対して、複雑に絡み合う仕様の記述になっていないかな
どを知ることによって、合理的で妥当な合意に繋がっていくと判断できることが望ましい。少なくとも
これらは、実際の大規模システム開発では、適切な記録として開発業務が進行することは希であり、開
発する各社のアプローチや発注側の管理基準があるかもしれないが、系統だった手法として公開された
管理技術はない。

8.5.2 合意形成と仕様の変化
では、D-Case と D-ADD による合意形成とその記述により開発が行われ､複雑な構成管理が提供され
ると開発プロセスはどのように変化するであろうか？ DEOS プロセスの重要な視点に、環境的な変更が
仕様に与える影響を、ステークホルダの合意形成を実行し対応をはかるという考えがある。仕様変更に
伴う DEOS プロセスの遂行の際には、システムエンジニアリングの現場において、問題解決をはかる場
合の現実的な適応力を高める必要がある。ステークホルダの要求が変更になることで、仕様の細部が変
更になることが、意外にも開発の末端では、変更になった仕様は伝えられるが、なぜ変更になったかは
伝えられないことが多い。その理由は、ステークホルダの要求変更により上流の設計資料の書き換えの
工数があまりに大きくなると、末端の作業にて吸収するという現場合わせとして対応してしまうからで
ある。D-Case と D-ADD の導入、つまり DEOS プロセスの導入はコスト増となる最初の課題がある。
しかし、上述したように、安易なコストダウンは、運用に至るところで初めて仕様齟齬にぶつかり、多
くの修正コストを発生させる。経験上ではあるが、より多くの変更に対応してきたシステムのライフサ
イクルは非常に長いと言える。修正に対応することでより柔軟なフレームワークとしてシステムのイン
フラが強固になるためである。特に修正変更を前提にした反復型開発やアジャイル開発では、仕様の変
更により発展的解決の糸口になるケースも見られる。昨今のソフトウエア開発の現場では、エンジニア
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同士が、twitter や Facebook のような SNS を使って仕様議論や実装議論をすることは希ではなく、むし
ろ積極的に用いてコミュニケーションを活発にする動きがある。一方で、ステークホルダのシステム開
発に関する直接的な関与は少ない。D-Case はある側面でステークホルダの意識も変えていけるという実
践的効果も期待できる。こうしたツールを用いたコミュニケーション能力の拡大は、ここ数年に起こり
広まった事象であり、プロジェクト管理の面からも有形無形のメリットをもたらしている。当然ながら
プロジェクトの実行状況に関する情報がリアルタイムに観測出来るようになる点であり、特に人材管理
の側面で効果が高い。ある企業の大規模 IT システム開発のための専用コミュニケーションツールを開発
し運用した経験では、年間を通じた開発記録とその議論の記録は、開発者同士の間で非常に多くの実装
アイディアが記載されており、貴重な知識の宝庫となり得た。今回の D-ADD プロトタイプ開発では、
約 10 数名のエンジニアが実装技術アイディアの提案、ならびに実装方法における議論で、D-ADD によ
る合意形成支援が、プログラム開発における創造的思考と発想支援環境に近いことも解ってきた。
D-ADD の合意形成支援と記述様式は、仕様の変化に対して、意見の調整や整合を実現し、DEOS プロ
セスの実行と共に、高信頼性開発手法を提供することにある。ソフトウエア工学からみた DEOS プロセ
スの応用については、D-ADD の研究開発プロセスそのものを合意形成支援とその記述の対象として進め
ることで検証することが可能である。

8.5.3 革新へのアプローチ
現代の巨大 IT システム開発では、RDB を中心とした MDA（Model Driven Architecture）にて行わ
れている。MDA では、永続化層には RDB を用い、アプリケーション層では Java で開発する。そのた
めに、永続化層と Java のオブジェクト層を繋ぐために、ミドルウエアを導入するのが一般的で代表的な
機能にオブジェクトリレーションマッピング機能がある。
さらにミドルウエアには、Java のアプリケーション層のためのモデル層、各種ライブラリ、フレーム
ワーク、そしてビジネスロジックをプログラミングできるように構成されている。ミドルウエアには、
大規模開発時に必要な分散開発支援、バックアップ、ロールバック、最近は、CI（継続的インテグレー
ション）サーバを並列して、プログラム構成管理を行いつつ品質管理を維持することが行われる。分散
開発支援では、開発者同士のコミュニケーションやステータス管理のために Redmine のようなプロジェ
クト管理型開発環境も運営されることが多くなってきた。
D-ADD は、進化し続ける Web 開発環境への導入効果が高いと想定している。上記の環境への D-ADD
の利活用により、対象となっているシステムのアシュアランスケースを記述した D-Case を格納し、要件
定義、設計情報が更新される度に、関係者の合意を促し、齟齬が生まれ放置されることを防ぐ。原要求
から、要件定義、設計と進行する開発業務において、受注者と発注者側の相互理解が深まっていくこと
が重要との観点から、D-Case を中心とした各種ドキュメントは、適切な論理構成をもって構築され記録
される。
これまでの大規模 IT システムの開発プロセスでは、分割開発される故プロセスの部分部分では関連す
る細部の論理性チェックと構成管理が行われてきた。しかし、D-ADD により、アシュアランスケースに
代表される業務レベルでの達成目標を中心に、開発におけるすべての資料の構成管理と合意形成がなさ
れれば、システム全体の信頼性は大きく向上されるであろう。D-ADD により、開発関係者全員によって、
合理的で妥当な合意に繋がっていくと判断できる環境がもたらされることで、従来の開発プロセスから
の脱却をもたらし、オープンシステムディペンダビリティを担保する開発プロセスがスタートする。
革新へのアプローチとして、DEOS プロセスとその要素技術を Java EE（Java Platform, Enterprise
Edition）として発展する Web アプリケーションサーバの領域に適応させることである。D-ADD は、研
究開発の初期段階からこの視点を与えてきた。つまり、D-ADD そのものを Web アプリケーションサー
バとして活用することで、Web アプリケーションのライフサイクル全般に亘って DEOS プロセスそのも
のを導入することが可能となる。このことが、上述のフォワードモデルの意図であるが、既存の MDA
型の開発プラットフォームに対抗するよりも、数年前から市場を大きく伸ばしている NoSQL 型のプラ
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ットフォームとして市場でのポジションを獲得するアプローチを目指している。これに向けての我々の
研究開発から得られた知見をまとめると次になる。
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．

NoSQL データベース技術を採用する
複数の NoSQL データベースの複合、分散を採用する
D-Case のデータベースとしての要件から、グラフ理論は必須とする
DEOS プロセスの要件（ステークホルダによる情報操作）から、関係者の組織、人、権限
を制御する機構を有する
4．をサポートするために時間軸を扱える機構を有する
D-Script の要件から、イベント型データベースとしてルール処理、をデータベースのエン
ジンとして必須とする
6．をサポートするために複数のルールならびに処理の分散並列機構を有する
D-ADD 内情報すべてを構造的に扱えるためにリポジトリ機構を有する

8.6 まとめ
DEOS プロジェクトにおいて、本格的に D-ADD の研究開発が始まったのは 2012 年からであり、
D-ADD はプロジェクト最後の構成要素でありプロジェクト成果のインテグレーションの役割が期待さ
れている。対象システムのオープンシステムディペンダビリティを担保するには DEOS プロセスを効果
的に運用可能にする支援環境が必要である。DEOS プロセスは対象システムのライフサイクル全般に係
るのみならず、複数の対象システムが連携する環境をも対象にしており、D-ADD はそれに向けて最適化
されている。
まず、D-ADD の適用領域をアプリケーションサーバと定め、そこでの D-ADD に最低限必要な機能と
してのグラフデータベースに関して検証した。グラフデータベースを選んだ理由は、第一義的には
D-Case のインテグレーションデータベースである必要があり、D-Case はまさにグラフ構造を有してい
るからである。次に、合意形成支援ツールを軸とし、D-ADD に必要な機能を整理しプロトタイプを開発
した。我々は（現在はまだ一部であるが）D-ADD の研究・開発そのものにも D-ADD プロトタイプを利
用している。現在では、D-ADD と主たる格納情報である D-Case との接続を軸とし D-ADD の研究・開
発を進めている。領域の研究成果である D-Case Weaver を改造し、構造化文書リポジトリに格納された
文書情報との関連性を保持しつつ D-Case を格納するというプロトタイプシステムを開発した。本稿でも
述べている説明責任遂行支援を軸に、「営業放送システム」を対象システムとするシナリオを用いてプ
ロトタイプを開発し、障害時の機能について定義した。
さらに D-Case を格納する D-ADD としてオンライン性能を検証するために、D-Case 編集ツールの一
つである Assure-IT と接続し、複数同時ユーザ、複数の D-Case の接続についても継続的な研究開発を
行っている。D-ADD の内部機構の一つである D-ADD エンジンは、D-Script の性能要求の一部を担当し
て、D-Script 連携を容易にするための機能も実装した。
D-ADD は、倉光チームと共同で、D-ADD、D-Case、D-Script が連動して動く領域成果のインテグレ
ーション環境の構築を行っている。同環境にて、木下チームの「利用者指向ディペンダビリティの研究」
と共同で統合デモシナリオの検討、河野チームの「耐攻撃性を強化した高度にセキュアな OS の創出」
の実験データを用いたデモ、さらには DEOS 協会設立に向けた DEOS プロセスの産業界への優位性デモ
開発を DEOS 研究開発センターと共同で行う予定である。そのような最終目標をめざし、今後は数度の
リファクタリングを経て、DEOS プロセスの「体験版」としての実装を進めている。成果は、クラウド
上（例えば Amazon Web Services）に展開し公開する予定である。
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9 オープンシステムディペンダビリティの標準化
9.1 標準化は OSD の基本技術である
近年では、システムは他のシステムと相互接続されるのが当然のようになっている。そのようなシス
テムでは、対象システムのディペンダビリティ達成だけに目的を絞っても、結局のところうまく行か
ない。対象システム周辺のことを一緒に考慮にいれることが、対象システム自身のディペンダビリティ
達成のためにはどうしても必要である。また、対象システムの直接の利害関係者（stakeholders）だけ
ではなく、周辺の組織や個人のことも考えにいれなければならない。よそは放っておいて、対象システ
ムだけのディペンダビリティを達成しようとしても、うまくいかない。
周辺も考慮する、というが、ここでの「周辺」は明確に定義できるものではない。ここまで考慮した、
と言明したとたんに、考えの外のことがらがでてくるのであり、これは開放性（オープン性）の本質で
ある。したがって、
「対象システムとその周辺に限定することなく、全体のディペンダビリティを向上させないと、対象
システムのディペンダビリティも向上しない」
のである。これはオープンシステムディペンダビリティ技術における基本的な命題の一つである。後に
9.3 で示す COTS を利用するシステムのディペンダビリティ向上の例でも、このことは明らかであろう。
長期間稼働させるシステムにおいてディペンダビリティを達成するためには、対象システムとその周辺
だけでなく、全体がうまくいくような戦略的考慮が必要である。
さて、全体のディペンダビリティを向上させるためには、システムについての基準を社会全体で共有
しなければならない。このことを、安全性対策の程度の基準を例にとって説明を試みる。安全生対策で
根本的に問題になるのは、「どこまで対策すればいいのか」ということである。どの程度のコストをか
けて、どこまで対策を講じなければならないのかが明らかにならないと、詳細を決めようがない。しか
し、「ここまで対策しさえすればよい」という命題には客観的な正しさがあるわけではない。つまり、
ここまで対策すれば正しく、そこまで対策していなければ正しくない、というようなことが科学的ある
いは論理的に、客観性をもって結論することができるわけではない。どこまで対策すればいいのか、と
いう安全性対策の程度の基準は、社会常識あるいは世間一般の通念や評価によって決められるところが
大きい。だとすると、この基準は社会で共有されなければならないことになる。
周辺で共有する基準、いいかえれば社会的通念がきめる基準は、通常曖昧で暗黙的なものである。し
かし、ディペンダビリティ達成のためには、明確な基準が必要である。曖昧で暗黙的な基準を標準化し、
明文化することによって、社会全体が共有する基準を明確にしてディペンダビリティ達成活動の出発点
とすることができる。基準を明確にすることには、複雑に繋がりあったシステムたちの中で、ディペン
ダビリティ破綻の可能性の高い箇所がどこにあるのか、を特定しやすくなる効果もある。
「自分のディペンダビリティだけ考えていてはいけない」ということは、単なる道徳的な教訓ではな
く、科学的かつ論理的考察の帰結である。「皆でディペンダビリティを向上する」ことが必要であるが、
標準化がそのための一つの手段であり、ディペンダビリティ達成のための基本技術の一つであることを
本章では主張する。技術の成果を普及するためではなく、ディペンダビリティ達成のための一連の過程
の一つとして標準化を捉えることができる。
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9.2 OSD の破れと標準化〜なすべき最小限の措置
個別のシステムに関して、独立にディペンダビリティ達成を計画し、ばらばらに活動しようとしても、
うまくいかない。本節では、そのような例を思考実験としていくつか提供し、そのような場面で標準化が
どのように貢献しうるかを考察する。

9.2.1 リスク対策の「相場感」とプロセス標準化





「システムの障害や変更を、どこまでやってやれば世間並みなのか？ うちだけ突出して丁寧なリ
スク対策をやってしまって、世間並みより余計にコストを負担するのは避けたい。
」
「うちのリスク計画を練るには、関連する他組織の担当部分がリスク対策をどこまでやっているの
か、知っておく必要がある。他組織の担当部分が最低限のリスク対策しか講じていないのに、うち
の担当部分だけ高度のリスク対策を講じても意味がないから。」
「開発側のうちとしては、運用側と一体的にリスク対策を講じるのがいいのはわかっているが、組
織毎にリスク対策のやり方が全然違うから、一体的にやるのは難しい。運用側はうちより随分大き
な組織なので、協力しようとすると、先方のやり方を押し付けてくるかも知れないが、それも困る。」

以上のような不安をシステムの関係者が持つのは、まれではない。リスク計画や対策、対処について
の考えが、世間で、多組織で、開発側と運用側で、それぞれ共有されれば、意思疎通がもっと容易にな
るのは明らかであろう。これらの考えを共有するための標準が求められる。そのために単に用語の標準
だけではなく、作業過程（プロセス）や作業の成果物周辺の概念についての標準も必要である。
システムの作業過程（プロセス）については、わが国では「共通フレーム」が IPA で開発され、保守
されてきた。これは世界的に見ても先進的なものであり、国際標準である ISO/IEC 12207 Systems and
software engineering -- Software life cycle processes も、この「共通フレーム」の影響を大きく受けてい
る。

9.2.2 意思疎通とアシュランスケース標準化
システムのトラブルは避けられない16。従ってトラブルへの対処に関する、利害関係者間の意思疎通が
必要である。この意味での意思疎通はリスクコミュニケーションと呼ばれる。
意思疎通がうまくいっていないと、たとえば、受注者(supplier, 開発者や運用者、保守者等を含む)と
発注者の間でのトラブルの原因になる。受注者(supplier, 開発者や運用者、保守者等を含む)の側では、
次のような「まさか」がきかれる。




「まさかうちのシステムがこんな使い方をされるとは。これで障害をうちのせいにされても困る。
」
「まさかあそこのシステムはこんな細かいところまで指定通りに使わないとこんなにおかしくなる
とは。これで障害をうちのせいにされても困る。
」
「まさかあそこのシステムがうちのシステムのこんな仕様外の動作に依存していたとは。うちの
システムを少し改善したつもりだったのにひどいことになってしまった。
」

一般に、システムが「どんなの条件のもとでも」動く、と期待することはできない。どんなシステム
も動作の条件があり、それが満たされないとうまく動かない。しかし、その条件を漏れなく予め書き下
ろしておくことは極めて困難であり、実際上不可能といってよい。そこで、受注側の第一の「まさか」、

16 「トラブルが避けられない」という命題は、杜撰なリスク管理の免罪符にはならない。リスク管理を最大限思慮深く行うのは当然で、それ
でもトラブルは起こるということである。
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予期していないような利用をされる事態が発生しうる。第二の「まさか」では、第一の「まさか」で発
注側がやってしまったことを受注側がやっている。ここでは発注側が、受注側からとは別の組織と受発
注の関係を結び、そちらでは受注側の立場に立っている。システムが提供するサービスのために、他の
システムを利用するためである。システムの相互接続が行われていることになる。第三の「まさか」は、
相互接続のもとでのシステムの初期開発ではなく、保守過程で起こる問題である。初めの開発時には潜
在的にあるだけだった意思疎通の乱れが、システムの更新時に顕在化した。
ここで大切なのは、いずれの場合も、すべての「まさか」を予め予想して対策しておくことが、少な
くとも現実的には不可能だと言うことである。一つ一つの事例は、賢明なリスク対策によって防止策を
講じることができる。例えあるいは一度は起こってしまっても再発防止策をとることができる。しかし、
「すべての」まさかに対して対策を講じておくことは、不可能である。そもそも、あり得るトラブルを
すべて列挙しておくこと自体が不可能である。
だとすると、予め列挙していなかったトラブルが起こった場合にどのようにするのか、が問題になる。
受注者側にも発注者側にも言い分があるから、単純な解決は難しく、トラブルへの事後措置に関する意
思疎通は密にしておかねばならない。
一方、発注者側でも問題は発生する。




「こんなにひどい目にあったのに、システムに関係するところは、どこも『 よそのせいかもしれな
い』などと、言を左右にして責任をとらない。無責任会社ばかりだ！」
（障害のせいで被害が出ている時に）受注者は「どこまで障害発生の事情を説明したら被害者は理
解してくれるのだろう。必要以上に他社に秘密をさらすのは困る。
」
（リスク計画をしながら）発注者は「もしこんな障害が起きたらどうなるか聞きたいのに、
『大丈
夫です』あるいは『秘密です』などとしか言わず、まともにとりあわない。受注者を信用できなく
なってきた。かといって他に頼むわけにも中々行かない。不安。
」

などの不満を抱きがちである。
発注者としては、システムの障害が起こったら、何とか事態を解決しなければならず、
1. 少なくとも解決の援助を受注者に求めたい。また、
2. 障害の結果、損害を被れば、その弁済を求めたい。
しかし、どちらも受注者側にとっては自らの利益を損ねる要求ばかりである。
上記のいずれの場合でも、発注者の都合と受注者の都合の間の矛盾を真正面から解決しようとしても、
解決は困難である。関係者の間で（原因は何であれ）被害を被った場合にどのようにするのか、お互い
にどの程度妥協するか、についての意思疎通を図っておくことが有効である。
アシュランスケースは、いろいろなリスクに対して、対策が講じられているかどうか、さらにどのよ
うに講じられているのか、そのようなリスク対策でよいと判断したのはどのような根拠によるのか、等
を記す文書である。アシュランスケースの様式や書き方を定めることにより、リスクコミュニケーション
の手続きや手段を定め、意思疎通を促進することができる。後 述 す る ISO/IEC 15026-2 [6] や OMG
SACM [20]は、そのような標準の例である。

9.2.3 意思疎通の質とメタアシュランスケース標準化
第 9.2.2 節では意思疎通の必要が明らかになった。しかし、意志が疎通している、意思疎通が存在し
ているというだけでは不十分で、ディペンダビリティ達成のためには、意志が「うまく」疎通しなけれ
ばならない。
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「うちで使った市販コンポーネントについてきたアシュランスケースは、全部うちの基準では OK だ
った。でも発注者からダメ出しをうけた。発注者が使っているアシュランスケースの基準は、うち
とは違うらしい。別の基準でダメだといってきた。買ってきたコンポーネントのアシュランスケー
スを、発注者が求める基準に合うように書き直していてはコストがかかりすぎる」
相手が意思疎通のことをまともに考えていない場合もあり得る。



「うちの担当部分にも、あちらの担当部分にも障害は起こりうるのだから、障害が起こったときの
対処を予め話し合っておきたい。しかし、“そんなことにならないように、お互いちゃんとやりまし
ょう”とか、 “それは想定外ですから、その場で頑張るしかないでしょう”などという、精神論ばかり
で埒が明かない。これでは、障害が起きて被害が出たら大騒ぎになる。法廷に裁断を求めるしかない
のかもしれない。
」

システムについての概念や目的意識を将来パートナーとなるかも知れない相手とも予め共有しておく
ためには、ディペンダビリティに関する基本的な考え方を標準として明文化しておくことが必要であ
る。
被害が出てから慌てて騒ぐようでは賢明とは言えないだろう。備えあれば憂いなし。前もってそのよ
うな場合にどうするか相談しておくのは決して杞憂とはいえない。しかし、新しいパートナーと組む度
に、ディペンダビリティに関する基本的な考え方の擦り合わせから始めなければならないようでは、
OSD 導入は難しい。
関係者間での意思疎通がうまくいっているかどうかを評価するには、意思疎通の結果であるアシュラン
スケースの文書を評価すればよい。この評価の結果を、別のアシュランスケースとして記すことができる。
アシュランスケースを評価した結果を記したアシュランスケースはメタアシュランスケースと呼ばれて
いる。
アシュランスケースの評価をどのようにしたらよいかについては、ごく最近、研究活動と標準化活動が
並行して進んでいる状況である。メタアシュランスケースが満たすべき条件を標準化することによって、
産業や社会に受容可能な形を探ることができる。制定活動が進んでいる IEC 62853（後述）の中でもメタ
アシュランスケースの内容についての項目が設けられる見込みである。

9.3 オープンシステムの不定性と標準化
オープンシステムの本質である不定性から生ずる問題を、システム間のインターフェイスを標準化す
ることによって解決することができる。本節ではこのことを論じる。
第 9.1 節で述べたように、標準制定は、オープンシステムディペンダビリティ技術において基本的に
技術の一つであり、そこでは標準がシステムに対して積極的な役割を果たしている。道具の互換性を目的
とする従来の技術標準とは違う。
OSD では標準化は成果普及のためだけではなく、標準化活動自体が OSD
実現の本質的な一要素である。
道具（ツール）の互換性確保を目的とする、伝統的な標準活動の場合、まず技術が開発、実用化され、
そのあとで技術の普及のために標準化を行う。そこでは技術開発と標準化活動は別の活動である。これ
は、想定した条件を研究室の中で実現し、そこで技術を磨けば、役に立つものができる、という考えに
もとづいている。予め想定した条件のもとで機能する技術、という意味で、全く「閉鎖的（クローズド）」
な立場での技術開発である。もちろん、開発者が、自分のシステムだけを見てディペンダビリティを向
上させることも必要で、そのためにはクローズドな技術開発も妥当である。
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しかし、クローズドな考え方では前節で考察したような問題は解決できない。秘密にされて想定する
ことができないブラックボックスがつきものだからである。オープンシステムディペンダビリティの技
術は、クローズドな考え方では避けられてきた問題を解決するためのものである。
オープンシステムの例として、COTS つまり Commercial Off The Shelf コンポーネントを用いて構成
するシステムインテグレーションを考えよう。商業上の理由で知的財産を秘密にするなどのために、製造
者は COTS の詳細を公開したくないのが普通である。したがって、COTS の部分は、一種のブラックボ
ックスである。詳細が公開されないので COTS を使うシステムのインテグレータはディペンダビリティ
を完全には制御できない。さらに具合の悪いことに、COTS は、利用側とのインタフェイスが保たれる
限り、その内容は供給者が自分の都合で勝手にアップグレードすることも多い。インテグレータが制御
できる部分はますます小さくなってしまう。
COTS の製造者にその詳細を公開させればよい、とも考えられる。そうすればインテグレータがシス
テムのディペンダビリティを完全に掌握することができる。これはクローズドな立場の考えであるが、
実際にはうまくいかない。製造者に知的財産を公開するよう説得するのは極めて困難である。それを
開示させるのに莫大なコストをかけるようでは、そもそも COTS を採用する甲斐がない、ということに
もなる。つまり、COTS の製造者に詳細を公開させる、という考えは画にかいた餅であり、理想論にす
ぎない。
このようなブラックボックスの存在は、オープンシステムの特徴である不確実性、不完全性、不定性
の一つの例である。COTS に限らず、ネットワークを通じたサービスのやり取りにも、レガシーコード
の再利用にも、環境や市場の変化にも、このようなオープンシステムの特徴が見られる。何がどう変わ
っていくか予測しがたいという不確実さ、詳細を把握しきれないという不完全さ関連システムを全てを
管理する主体はいない、といった問題はこれらに共通している。
この問題を、オープンシステムディペンダビリティ技術では次のように解決する。詳細把握のための
情報のかわりに、ブラックボックス部分が一定のディペンダビリティを達成していることと、使う側が
そのことを確信できる理由を要求しよう、というのである。
自分が着目している部分のディペンダビリティだけを実現しようとしてもうまくいかない。その部分
は結局、周辺のいろいろなシステムに繋がっているからである。周辺も一緒にディペンダビリティを達
成していかなければならない。この意味でオープンシステムの考えは、生態学的である。
一般社会での安全に例えることもできる。一人だけで行儀よくしていても、隣に乱暴な人がいれば、
安全が脅かされる。しかし、社会の人が皆行儀よくなれば、一人一人の安全も保障される。これと同じ
で、ブラックボックスがあるシステムのディペンダビリティは、ブラックボックスを使う側の努力だけ
では達成されない。ブラックボックスも含めて、関連するシステムが皆、ディペンダビリティを達成し
ている必要がある。
さて、ブラックボックス部分にディペンダビリティ達成を要求するためには、要求の仕方を定める一
定の枠組みが必要である。自分のシステムだけでなく、関連システムがみなディペンダブルであるよう
な状況を得る為には「ディペンダブルであるということはこういうことである」と、ディペンダビリテ
ィ達成の条件を明確に示すことが必要である。この条件は、ディペンダビリティの要件に他ならない。そ
れを記したディペンダビリティ要件標準を定めるのが IEC 62853 策定プロジェクトの目的である。標準
化活動がオープンシステムディペンダビリティ技術の技術開発の一部であることが、ここでも明らかで
ある。
ディペンダビリティ要件標準は、ブラックボックスを内部に持つようなオープンシステムのディペン
ダビリティを達成するのための道具である。COTS やネットワークサービス、レガシーコードを利用した
システム等はすべて、オープンシステムの例である。
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9.4 DEOS による標準化戦略
前節で述べた観点にたって、DEOS プロジェクトでは、オープンシステムディペンダビリティに関する
標準制定の戦略をたてた。これを本節で説明する。
DEOS プロジェクトの成果は、大きく分けて二通りある。DEOS プロセス、D-Case 記述などの、シス
テムライフサイクルプロセスを新しく規定することを通して、オープンシステムディペンダビリ
ティ達成の要件を規定するものと、これらのプロセスを実現するための D-ADD, D-RE, D-Script,
D-Case editor, D-Case in Agda などのツール群がある。これら二つについて、それぞれ標準を定めるの
が DEOS の標準戦略である。
第一のオープンシステムディペンダビリティ達成の要件に関する標準制定の場は、ISO や IEC などの
いわゆる de jure 標準を制定する団体に求めることとした。具体的には ISO/IEC JTC1 SC7 Systems and
software Engineering と IEC TC56 Dependability において活動することとした。

レファレンス実装
価値の成文化
内容

標準
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要
件
標
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ィ
ペ
ン
ダ
ビ
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DEOS 成果

IEC 62853 (WD)
IEC 60300-1

OSD を持つライフサイクル

規定
IEC 62853 (WD)
ISO/IEC 15026, IEC
62741

ライフサイクルが備える OSD
のアシュランス

OMG Spec SACM

電子化アシュランスケース

D-Case editor

OMG RFI MACL

機械検査可能な
アシュランスケース

D-Case in Agda

OSD を持つライフサイクル遂
行の技術的支援

DEOS Arch.
D-Script,
D-ADD, D-RE,
D-Bench, ...

DEOS プロセス

実現
D-Case 手法

標準化の目的：


制定する標準への適合物が DEOS 成果を含むようにする



ツールの入出力データの標準化
図 9-1: DEOS 標準化戦略

一般に、このような国際委員会は自ずから周辺のコミュニティを形成しており、主要な概念を共有し
て、標準普及の鍵を握っている。DEOS プロセスの概念をこれらの委員会を通して普及させるには、委
員会独特の概念と比較し、摺り合わせる必要がある。
SC7 は、システム工学、ソフトウェア工学の標準制定・保守にあたっているが、近年システムおよびソ
フトウェアアシュランスというディペンダビリティに極めて近い属性に関する標準への関心が高めてきて
いた。一方、TC56 は四十年間以上にわたって信頼性およびディペンダビリティに関する国際標準を開発・
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保守してきた委員会であるが、その周辺のコミュニティはプラントや機械工学に経験が深いものの、ソフト
ウェア技術に関する知識および経験に欠ける。DEOS プロセスの概念を国際標準に持ち込むには、両者の適
切な相互補完が必要だと考えた。
第二のツールに関する標準については、de jure 標準団体ではなく、OMG (Object Management Group)
SysA (System Assurance) TF や TOG (The Open Group)などの de facto 標準ないしは forum 標準を
制定する団体を活動の場として選んだ。OMG では我々の加入前に、既に SysA タスクフォースで
アシュランスケース標準が開発されていたし、TOG でもシステムアシュランスに対する関心は高
かった。なお、ISO/IEC JTC1 SC7 の我々以外のメンバーにも、OMG や TOG で活動しているも
のもあり、これらのコミュニティは人的繋がりが強いことを付記する 。

IEC
62853

プロセス標準化

(制定審議中)

IEC
62741

アシュランスケース
標準化

(制定審議中)

メタアシュランスケー
ス
標準化

ISO/IEC
15288

ISO/IEC
12207

IEC
15026-2

IEC
15026-4

図 9-2: 三つの標準化の国際標準での実現

9.4.1 要件標準
オープンシステムディペンダビリティ達成のための要件標準の開発活動を紹介する。これらはシステ
ムがオープンシステムディペンダビリティを達成する為に必要な条件を de jure の国際標準として制定
しようとする活動である。
第 9.2 節では、プロセス標準化、アシュランスケース標準化、メタアシュランスケース標準化の三つ
の標準化活動について述べた。我々の国際標準化活動では、これらを以下のように展開している。プロ
セス標準化はシステムアシュランスの要件標準である ISO/IEC 15026-4:2012 [8]およびオープンシステ
ムディペンダビリティの要件標準である IEC 62853[3] (制定審議中)として実現し、あるいは実現しよう
としている。ISO/IEC 15026-4 はライフサイクルに関する標準 ISO/IEC 12207 [12]および ISO/IEC
15288 [13]へのアシュランスプロセスビューの付加、という形で制定されている。アシュランスケース標
準化は ISO/IEC 15026-2:2011 [6]および IEC 62741 (制定審議中)として実現し、あるいは実現しようと
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している。さらにメタアシュランスケース標準化は制定審議中の IEC 62853 [3]の中で実現しようとして
いる。

システムアシュランス要件標準
システムアシュランスはディペンダビリティと関連の深い用語である。システムアシュランスを保
証と翻訳するものがいるが、適切な訳語ではない。保証という日本語は、英語の guarantee や warranty
というような語に対応し、「うまく行かない場合に賠償する」ことの意味を持つが、システムアシュラ
ンスという語句には、そのような意味はない。むしろ、自分に対する確信、確実性、英語の confidence
の意味が強い。
システムおよびソフトウェアのアシュランスに関する四部からなる 要件標準 ISO/IEC 15026
Systems and software assurance の全ての部が一通り 2012 年に刊行された。この標準は、ISO、
International Organization for Standardization と、IEC (International Electrotechnical
Commission)が 共 同 で 設 置 し て い る JTC1 (Joint Technical Committee 1) Information Technology
の SC7 (Subcommittee 7) Software Engineering の WG7 (Working Group 7) Life Cycle Management
において開発され、保守されている。米国からプロジェクトエディタが選出され、カナダや日本（本プロ
ジェクト）からもエディタが派遣された。
ISO/IEC 15026 は、もともと 1998 年に System Integrity Level という題で出版されたが、改訂時に
Systems and software assurance と改題し、Part 1 から 4 までの四部で構成することになった。もとの
表題は Part 3 の表題として保たれている。2012 年 9 月に Part 4 が出版され、すべてのパートが出そろっ
た。新しい標準と考えてよい。Part 1 は Concepts and Vocabulary という表題である[5]。これは 2010
年に Technical Report として発行されたものが整理されて国際標準となるもので、内容は同標準の他の
Part で用いられる用語と概念の定義である。
Part 2 Assurance case はアシュランスケースの形式と内容を定義する[6]。自動車の機能安全の標準
ISO 26262 が言及している、安全ケース safety case や、Common Criteria (ISO/IEC 15408 [9][10][11])
でシステムセキュリティ認証のために重要な役割を果たす Security Target 文書（セキュリティケースとも
呼ばれる）などのように、安全性やセキュリティなど、システムの重要な性質について、それが達成さ
れていることを客観的な証憑をもとに議論する文書を、一般にアシュランスケースとよぶ。安全ケ ー
ス や セ キ ュ リテ ィ ケース は 、 ア シ ュ ラ ン ス ケ ー ス の特 別 な 場 合 と考 え て よ い 。ISO/IEC
15026-2 は、このアシュランスケースがどのような様式を持つべきか、またその内容がどうあるべきかを
規定する標準である。
Part 3 は System Integrity Levels という表題で、2011 年に発行された[7]。機能安全に関する IEC
61508 で用いられる safety integrity level という言葉や、Common Criteria (ISO/IEC 15408
[9][10][11])で用いられる evaluation assurance level (EAL)を、安全性やセキュリティ等の性質に関して
一般化したのが system integrity level である。ちょうど、safety case や security case を一般化し
たものが assurance case であるのと同じような一般化である。
ISO/IEC 15026:1998 を和訳した JISX0134 [14]では、system integrity level を「リスク抑制の完
全性水準」と和訳している。英語にはリスクという言葉は出ていないが、この訳語はもとの内容をよく
表している。ISO/IEC 15026 Part 3 は、安全性やセキュリティだけでなく、信頼性、可用性、インテ
グリティといった、システムの様々な属性に対して、リスク抑制の完全性水準の物差しを決める方法を
規定するものである。なお、2013 年 9 月現在、この標準は早くも ISO/IEC JTC1 SC7 WG7 において
改訂作業が進められている。
Part 4 Assurance in the life cycle は、システムやソフトウェアのライフサイクルの各プロセスにお
いて、アシュランスを達成するために必要な事柄を規定するガイドラインである。
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ISO/IEC JTC1 では、システムやソフトウェアのライフサイクルを規定した標準 ISO/IEC 15288
Sytem life cycle processes および ISO/IEC 12207 Software life cycle processes を定め、保守して
いる。どちらも、要求抽出からアーキテクチャデザイン、実現、運用、保守、廃棄のせまい意味でのラ
イフサイクルに限らず、調達や供給、プロジェクト管理などを含めた広い意味でのライフサイクルのプ
ロセスがどのようなものであるかを規定する。
ISO/IEC 15026-4 は、これら二つの標準のそれぞれについて、プロセスのうちの重要なものについて、
アシュランス実現のために必要な活動を規定する。

オープンシステムディペンダビリティ要件標準
変化と曖昧さを許容するオープンシステムディペンダビリティの達成のための要件を規定する標準制
定のプロジェクトを本プロジェクトから IEC TC56 日本委員会を通じて IEC TC56 国際委員会に提出し、
投票の結果承認されて IEC 62853 Open Systems Dependability を制定するためのプロジェクトチーム
IEC TC56 PT4.8 が 2013 年 1 月から活動している。
本標準は全く新しい標準であり、標準制定が開始したばかりなのでその内容はいまだ極めて流動的で
あるが、大筋において、本プロジェクトが考案した DEOS プロセスの一般化を規定するものになる見込
みである。標準化プロジェクト提案書に付された草稿の主要部は、プロセスビューの規定とメタアシュ
ランスケースの規定という形式をとっている。そこではまず、システムライフサイクルに付け加えるこ
とのできる、オープンシステムディペンダビリティ達成プロセスビューが四つ規定されている。
consensus、 accountability、 failure response、 adaptation の四つである。また、実現されたプロセ
スビューが適切なものであることを議論するアシュランスケースの作成を想定して、それらが満たすべ
き条件を規定する四つのメタアシュランスケース規定している。intra-system consistency、 inter-syste
consistency、 validity、 confidence の四つである。
本プロジェクトから PT4.8 のプロジェクトリーダおよびエキスパート二名、さらに PT4.8 を所掌する
IEC TC56 WG4 の convenor が派遣されて活動している。TC56 からも、次世代ディペンダビリティ標準
の開発の方向を示す活動として期待されていることを付記する。

9.4.2 ツール標準
オープンシステムディペンダビリティ実現のためのツールに関する標準について解説する。ここでの
ツールは、いわゆるソフトウェア・ツールで、システム開発のいろいろなプロセスにおいて、道具とし
て用いられることを想定したソフトウェアをさす。ツールに関する標準には、ツール自体の仕様に関す
る標準の他に、ツールへの入出力データに関する標準（様式等）も含む。

OMG SACM (Structured Assurance Case Metamodel)
OMG SACM[20]は、D-Case editor が扱う D-Case を含む assurance case を格納するデー
タ記述形式を規定するものである。アシュランスケースの記述ファイルをこの標準に適合するよ
う作成すると、ツール間のデータ交換が容易になる。SACM は 2013 年 2 月に制定された。
OMG (Object Management Group) は、UML や COBRA の標準を提供しており、米国をベースにす
る標準化のフォーラムの一つである。その TaskForce TF のうちの一つ SysA System Assurance TF
ではアシュランスケースを初めとするアシュランス技術に関する技術仕様を開発、規定している。

OMG MACL (Machine-checkable Assurance Case Language)
これは、アシュランスケースの整合性についての機械的検査、つまり自動検査を可能にする
ようなアシュランスケース記述言語策定の提案で、本プロジェクト主導で活動が進んでいる。
本プロジェクトで試作している D-Case 構成・検査のツール D-Case in Agda では、D-Case
の検査を構文的なものだけでなく意味的なものまで含めて行うことができる。これは、依存
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型付函数プログラミング言語 Agda を用いて D-Case の記述を行うことによって可能になった技
術である。Agda に限らず、構成的型理論という理論に基づいて設計された言語であれば、同様の
ことができる。そこで、機械的検査が可能なアシュランスケース記述言語でなるようなものの
本質を、抽象構文を与えて規定していこうというのが、本提案である。MACL に関しては、2012
年 9 月に Request For Information (RFI)が OMG から提示され、現在どのような特徴をもった
仕様提案を募るかを定める Request For Proposals (RFP)が策定されているところである。
TOG O-DA
2013 年 7 月に The Open Group（TOG）はその総会で DEOS プロセスの考え方に基づいた
「Real-Time and Embedded Systems: Dependability through Assuredness™ Framework」
[18]を The Open Group 標準として決定し、発行した。略称は O-DA である。我々の２年以上
にわたる TOG Real-time Embedded Forum での活動が実を結んだ瞬間であった。
O-DA 標準の normative 部は第 3 章「The Dependability through AssurednessTM (O-DA) Framework」
であり、ここでは、O-DA フレームワークが 1) ディペンダビリティ・モデリング、2) アシュランスケ
ース開発、3) 説明責任、4) 障害対応サイクル、5) 変化対応サイクルという５要素から構成されること
が定義されている。当該標準の informative 部には O-DA フレームワークを実行するためのガイドライ
ンとして、関係標準規格（FAIR[19], SACM[20], SBVR[21]）との関連、アシュランスケースの表記方法
に関する既存技術との関係、確信度（confidence）の高いアシュランスケース開発に関する議論、形式的
手法（formal method）を利用する事に関する議論が含まれている。また、付録情報（appendix）とし
て、TOGAFⓇ[22] ADM の O-DA 標準を利用しての適用事例、DEOS プロセスおよびアーキテクチャへ
の適用事例が記載されている。

9.4.3 標準化団体の選択基準
ISO や IEC などの de jure 標準団体と、OMG や TOG などのフォーラム標準団体は、その出自が異
なるから、提案するべき標準の性質も異なる。前者は一般に、"how" を規定しようとせず、"what" だけ
を規定しようとする傾向があるので、要件標準など、概念的で上流におかれるべきものの提案に向いて
いる。一方、OMG や TOG はむしろ、how の規定を歓迎するので、ツール標準の提案先として適当であ
る。

9.5 標準策定の波及効果
システムアシュランス、オープンシステムディペンダビリティ関連の標準はどこで用いられうるであ
ろうか？ 既に見られる波及効果と、今後予想される波及効果について記す。

9.5.1 システムアシュランス関連標準の波及効果
システムアシュランスに関する国際標準 ISO/IEC 15026 は上記のように発行済である。標準の開発期
間中から既に各方面に波及効果が現れている。
アシュランスケースは自動車産業で用いられつつある。アシュランスケースの「安全」版である safety
case が、ISO26262 Road vehicles – functional safety で、適合性検査への提出物の一つとして上げられ
ているため、自動車業界ではにわかに safety case への興味が高まっている。
また、医療システムへの影響も無視できない。医療機器のみならず、病床での操作プロセスまで含
んだ医療システムの安全性についての評価に safety case を取り入れる動きが米国 FDA (Food and
Drug Administration)で出ている。FDA は、assurance case の枠組みを医療機器の市販前届出制度
501(k)に取り入れる改革方針を 2010 年に打ち出した。現に、輸液ポンプの認可でのパイロットスタディ
を実施中で、その結果を受けて規制を改定する計画を持っている。
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米国政府内では、ISO/IEC 15026 に関して、DOD(Department of Defence), DHS(Department of
Homeland Security), DOC(Department of Commerce)などで取り上げているようで、まもなくわが国
にも波及するものと思われる。DOD の調達部は ISO/IEC 15026-4 を有益なものとしてとりいれつつあり、
ISO/IEC 15026-4 を調達基準に用いてもよいことになっている（用いなければならないわけではない。）
Department of Homeland Security のソフトウェアアシュランスグルー プ も ISO/IEC 15026 利用を
促進しており、あちこちの会議で ISO/IEC 15026 に言及している。また、Department of Commerce、
とくに NIST はサプライチェーンのセキュリティに関連して ISO/IEC 15026 に注目しており、
NIST800 シリーズの一つとなる新しい標準ができるものと思われる。
なお、旧版の ISO/IEC 15026:1998 は既に和訳されて JIS X0134:1999[14]として発行されているが、
今回改訂された四部構成の版を和訳して JIS にする構想があり、15206-2 の翻訳 JIS 化作業が日本規格協
会によって現在進行中である。

9.5.2 オープンシステムディペンダビリティ関連標準の波及効果
上述のように、オープンシステムディペンダビリティ要件標準 IEC は制定作業が進行中であるため、
既にもたらされた波及効果を議論するには時期尚早であるが、波及の可能性について本節で述べる。
これまで、わが国の産業は、標準制定活動の戦略が薄弱なために、折角先進的な技術を持ちながら、技術の進む方
向の世界的なリーダーシップを失ってしまうことを繰り返してきた。この轍を踏まないよう、本プロジェクトでは、
標準制定活動の戦略をたて、
国際標準のコミュニティでのリーダーシップをとることから始めることとした。ISO/IEC
JTC1 SC7 と IEC TC56 の二つの委員会において国際レベルで活動し、TC56 の WG4 convenorship を獲得するばか
りでなく、これら二つの委員会の相互の liaison も派遣して、システムエンジニアリングとディペンダビリティの二つ
の標準活動の橋渡しという国際貢献をしながら、存在意義を高めている。
IEC TC56 では、信頼性関連標準と呼ばれていた期間から数えると四十年以上に亘って、ディペンダビ
リティ関連標準制定が綿々と続けられてきた。その結果、信頼性およびディペンダビリティに関する揺
るぎのない社会的基盤を提供するに至っている。例えばソフトウェアの安全性解析でも広く使われ始め
た FTA (Fault Tree Analysis) や FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) の国際標準も TC56 が開
発し、保守している。TC56 所掌の標準は、数は多くないがどれも非常によく検討され、広く使われてい
るとの定評がある。
オープンシステムディペンダビリティの国際標準制定は、TC56 のなかで、これまでのディペンダビリ
ティ標準制定の伝統を継承する形で進められている。その結果、信頼性がディペンダビリティの概念に
拡張されたように、ディペンダビリティは今後、我々がオープンシステムディペンダビリティと呼ぶ概
念に拡張するもので、TC56 WG4 が今後、その方向の活動を進めて行くべきであるというコンセンサス
が TC56 内にできつつある。ディペンダビリティに関する国際標準全体に、オープンシステムディペン
ダビリティの考えが浸透して行く可能性が極めて高い。
ディペンダビリティ達成のためにアシュランスケースが必須であるという我々の主張も、独立に同じ
ことを考えるコミュニティもあることから、徐徐に広がりつつある。IEC 62741 Guide to the
demonstration of dependability requirements. The dependability case [2] の開発は我々ではなく、英
国の交通関係のコミュニティから提案されたものであるが、我々のアシュランスケースの専門知識を提
供して、ISO/IEC 15026-2 Assurance case との整合性を考慮に入れることができた。その結果、ディペ
ンダビリティケースは、アシュランスケースをディペンダビリティという属性に具体化したものである、
という枠組みが明確になっている。
De jure 国際標準制定活動はフォーラム標準を通じて実際のシステムライフサイクルを規定すること
ができる。オープンシステムディペンダビリティの場合、OMG SACM (Structured Assurance Case
Metamodel) や TOG O-DA (Real-Time and Embedded Systems: Dependability through Assuredness
Framework) の制定に影響を与えてきた他、OMG MACL (Machine-checkable Assurance Case
Language) の提案を生むなどしている。
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9.6 まとめ
オープンシステムディペンダビリティ関連の標準を、要件標準とツール標準の二つの面から制定する
活動を行っている。要件標準は ISO/IEC JTC1 SC7 Software Engineering や IEC TC56
Dependability などでの de jure 標準として、またツール標準は OMG や The Open Group などのフ
ォーラム標準ないし技術仕様として制定する方針で進めている。

参考文献
[1] Mario Tokoro (ed.). Open Systems Dependability – Dependability Engineering for Ever-Changing
Systems, CRC Press, ISDN 978-1-4665-7751-0, 2012.
[2] IEC 62741 Guide to the demonstration of dependability requirements. The dependability case,
Working Draft.
[3] IEC 62853 Open Systems Dependability, Work in progress.
[4] ISO/IEC 15026:1998 IS Information Technology – Software Engineering – System Integrity
Level (superseded by [7]).
[5] ISO/IEC 15026-1:2010 TR Information Technology – Software Engineering – Systems and
software assurance – Concepts and vocabulary.
[6] ISO/IEC 15026-2:2011 IS Information Technology – Software Engineering – Systems and
software assurance – Assurance case.
[7] ISO/IEC 15026-3:2011 IS Information Technology – Software Engineering – Systems and
software assurance – System Integrity Level.
[8] ISO/IEC 15026-4:2012 IS Information Technology – Software Engineering – Systems and
software assurance – Assurance in the life cycle.
[9] ISO/IEC15408-1:2009 Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT
security Part 1 Introduction and general model
[10] ISO/IEC15408 Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security
Part 2 Security functional requirements
[11] ISO/IEC15408 Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security
Part 3 Security assurance requirements
[12] ISO/IEC 12207:2008 IS Information Technology – Software Engineering – Software life cycle
processes.
[13] ISO/IEC 15288:2008 IS Information Technology – Software Engineering – System life cycle
processes.
[14] JIS X0134:1999 日本工業標準 システムおよびソフトウェアに課せられたリスク抑制の完全性水
準.
[15] 情報処理振興機構(IPA) 技術本部 ソフトウェア・エンジニアリング・センター(SEC)（編集・発
行）. 共通フレーム 2013～経営者、業務部門とともに取り組む「使える」システムの実現～, 408
ページ, ISBN 978-4-905318-19-4, 2013.
[16] 木下佳樹、武山誠. DEOS 実用化のためのオープンシステムディペンダビリティ国際標準化
[17] Embedded Technology 2012 ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン C-8、 パ シ フ ィ コ 横 浜 、
http://www.dependable-os.net/osddeos/event/201211/et2012.html、2012 年 11 月 16 日
[18] The Open Group Standard, “Real-Time and Embedded Systems: Dependability through
AssurednessTM (O-DA) Framework,” The Open Group, ISBN: 1-937218-36-2, 2013.
[19] The Open Group Standard, “Risk Taxonomy,” The Open Group, ISBN: 1-931624-77-1, 2009.
[20] Object Management Group Standard, “Structured Assurance Case Metamodel (SACM), Version
1.0,” OMG Document Number: formal/2013-02-01, Standard document URL:
http://www.omg.org/spec/SACM, 2013.
[21] Object Management Group Standard, “Semantics of Business Vocabulary and Business Rules
(SBVR), v1.0,” OMG Document Number: formal/2008-01-02, Standard document URL:
http://www.omg.org/spec/SBVR/1.0/PDF, 2008.
[22] The Open Group Standard, “TOGAF® Version 9.1,” The Open Group, ISBN: 978-90-8753-679-4,
2011.
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10 おわりに
DEOS プロジェクトを開始して７年が経過し、今、最終年度を終えようとしている。当初、「実用化
を目指した組込みシステムのためのディペンダブルオペレーティングシステム」研究領域としてスター
トしたこのプロジェクトは、いくつかの変化を遂げて、本報告書にまとめられた形になった。
最初の変化は「組込みシステム」の定義についてであった。プロジェクト開始当時、「組込みシステ
ム」に対する一般的な認識が「端末上で動く単独のプログラム」であったのに対し、我々が現実に対応
しなければならない組込みシステムは「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」
であり、「組込みシステム」の定義をこの範囲まで拡張する必要があったことである。携帯電話、列車
や航空機の改札口、スーパーマーケットの POS 端末、銀行の ATM、その他数多くのシステムがこのよ
うな構成になっている。対象の範囲を拡張することにより、我々の守備範囲がサーバシステムや分散型
システムに広がり、「組込み」システムは「専用」システムと読み替えても良いものとなった。我々が
開発した DEOS 実行環境はこのような拡張に対応した形のものとなり、プロセスの階層的隔離、監視並
びに記録機構を備えたものが開発された。
DEOS プロジェクトの第２の変化は、「実行環境」だけでディペンダビリティが保てるか？と言う疑
問からスタートした。絶対にディペンダブルだ、と言い切れるシステムはあるのか、絶対にディペンダ
ブルだ、と言ってリリースしたシステムが万が一故障してしまった場合、誰がどのように責任を取るの
か、と言った議論が繰り返された。加えて、今日のシステムは、仕様が固定されたまま使い続けるシス
テムよりも、サービス提供者の目的やシステムをとりまく環境の変化に対応するようにその機能や構成
を常に変化させて行かねばならないシステムが多く、そのようなシステムこそディペンダビリティを確
保する必要があると言う認識を共有した。その結果、対象とするシステムを変化する環境の中に存在し
て稼働するオープンシステムとしてとらえることとした。そして、オープンシステムに対するディペン
ダビリティは反復的なプロセスによってのみ可能となるという結論に達し、そのプロセスにおけるステ
ークホルダ間の合意と、説明責任の達成こそが、そのようなシステムのディペンダビリティの本質であ
るとの結論に至った。
この考えを具体化するために、変化対応サイクルと障害対応サイクルからなる２重のサイクルからな
る反復的なプロセスとして DEOS プロセスが定義された。DEOS プロセスには、障害対応の結果、シス
テムの変更が必要になる場合を考え、障害対応サイクルから変化対応サイクルへのパスが存在し、これ
が DEOS の 2 重サイクルからなるプロセスを特徴づけている。DEOS プロセスは開発がすすめられてい
た DEOS 実行環境と整合性が取れた形で実現できた。
これと並行して、ステークホルダは誰か、ステークホルダが合意を取るとはどういうことか、と言う
議論がなされ、”Assuredness” （日本語では「確信する」あるいは「確信させる」の意であり、「確信」
あるいは「確信性」と訳した）の概念が導入された。具体的には、Assurance Case に基づき、開発・変
更時と運用時の両方に使える形に発展させた D-Case が開発され、DEOS プロセスにおける合意形成は
D-Case を用いて行われることとなった。D-Case には運用時の監視・記録・システム制御のためのスク
リプティングの機能 D-Script が加えられ、障害発生あるいは予兆発見時の緊急対応が柔軟に行えるよう
になった。そして、説明責任遂行のために、D-Case の履歴ならびにシステム監視・記録の履歴を用いる
ことが有効であるとの知見を得、これを実現するための合意記述データベース D-ADD が定義され、開
発された。そして、D-Case の履歴や D-Script の履歴を含む D-ADD、セキュリティにも対応した DEOS
実行環境 D-RE、合意形成のためのツール群、アプリケーションプログラム開発のためのツール群からな
る DEOS アーキテクチャが定義された。
このようないくつかの大きな変化を経験することにより、DEOS プロジェクトは開発から運用を含み、
合意形成をベースとした説明責任遂行をディペンダビリティの本質として捉えた新たな技術体系を構築
した。我々はこれまでのディペンダビリティ技術とは一線を画するこの技術体系を Dependability
Engineering for Open Systems と命名した。
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DEOS プロジェクトの成果が革新的であることに加えて、DEOS プロジェクトのもう一つの重要な目
標は、その成果を実用に供するものとすることであった。このために、プロジェクトの推進には当初よ
り研究推進委員として企業からの参加を得、実世界からのニーズを常に聞きながら研究開発を進めてき
た。そして、プロジェクトの成果を単に論文にまとめるのではなく、実際に利用可能なソフトウェアの
形で提供することを目標とした。そのために、DEOS 研究開発センターを開設した（付録 A.1 参照）。
また、実際に世界中のシステムに DEOS プロジェクトの成果を利用してもらうためには、国際標準化の
推進と利用者団体（コンソーシアム）の設立が必須であると考えた。そしてプロジェクトの中期より国
際標準化の作業を開始し、業界標準化団体である The Open Group において、2013 年 7 月に DEOS プ
ロジェクトの成果をベースとした標準規格” Dependability through Assuredness TM (O-DA)
Framework” が制定された。また、国際規格団体である IEC においては IEC 62853 Open Systems
Dependability としての標準化がすすめられている。利用者団体の設立については 2012 年度より本格的
に検討を開始し、2013 年 10 月に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）が
設立された（付録 A.2 参照）。
以上のべたように、これまで、参加研究者を中心に、研究推進委員をはじめとする多くの方々や組織
の支援をいただき、大きな成果を上げる事が出来た。関係者の皆様に心より感謝する。しかしながら、
DEOS プロジェクトの成果の本当の活用はまだまだこれからである。現在、DEOS 実行環境（D-RE）、
いくつかの開発用ツール、D-Case 関連ツールなどがダウンロード可能な形で提供されている。これらは
人と共存する 2 足歩行ロボットにおいて実際に利用され、今後のさらなる利用が期待される。合意形成
データベース D-ADD についてもβバージョンの公開が近々行われる予定である。D-Case に関しては講
習会がたびたび開催され、参加者が増加している。国際ワークショップ（Workshop on Open Systems
Dependability の開催もこの 11 月で第 3 回を迎え、国際的な知名度を上げつつある。本報告書をベース
に最新の成果をまとめた本の出版も予定している。
今後の研究開発活動はそれぞれの研究者の独自の活動へと移ってゆく。一方で、成果の普及並びに発
展に関する活動は DEOS 協会を中心に行われることになる。皆様の引き続きのご支援を心よりお願いし
て、本稿を閉じることとする。
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A 付録
A.1 DEOS プロジェクトについて
A.1.1 DEOS プロジェクトの目的と経緯
「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」（DEOS プロジ
ェクト）は、（独）科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 CRSET の研究領域のひとつとして、2006
年 10 月に開始された。今日の組込みシステムはネットワークを介してサーバ群と接続され、全体として
サービスを提供する形をとっていることから、本プロジェクトの研究対象として、狭義の組込みシステ
ム用オペレーティングシステムだけではなく、システムをディペンダブルに構築し運用するためのシス
テムソフトウェア、これを構築するために必要なツール群、システム構築や運用のプロセスを含めて研
究対象としている。
近年の情報システムは、巨大で複雑、かつ変化しつづける目的や環境に対応しなければならず、閉鎖
型システム（Closed Systems）として捉えることは難しく、開放型システム（Open Systems）として捉
えることが適切である。本プロジェクトでは、オープンシステムに対するディペンダビリティは、反復
的なアプローチとして達成すべきものと考え、基本概念として「オープンシステムディペンダビリティ
（Open Systems Dependability）」を提案し、プロジェクトの目的を以下のように定義した。
変化しつづける目的や環境の中で、システムを適切に対応させ、ユーザが求めるサービスを継続的に提
供することができるディペンダブルなシステムソフトウェアの方法論ならびに構築法を開発すること。
この方法論はオープンシステムディペンダビリティ（OSD）を基本概念とし、ディペンダブルシステム
の構築法は、反復的なプロセス（DEOS プロセス）、これを実現するためのアーキテクチャ（DEOS
アーキテクチャ）、そしてアーキテクチャを構成する要素技術などからなる。

オープンシステムディペンダビリティ（OSD）の概念や DEOS プロセスはディペンダブルなシステム
ソフトウェアの構築に応用できるだけでなく、大規模かつ複雑で変化を許容しなければならない多くの
システムをディペンダブルに構築するための方法論になる。すなわち DEOS プロセスは広範なオープン
システムに適用できる。本報告書では「DEOS」を「オープンシステムのためのディペンダビリティ工
学（Dependability Engineering for Open Systems）」の略記としている。

A.1.2 DEOS プロジェクト研究開発体制
本研究領域は研究総括・副研究総括のもとに領域アドバイザーを置き、研究領域の方向性や内容に関
する助言及び研究チームの進捗評価を行っている。領域運営アドバイザーは実用化に向けての指針など
を助言している。また、研究推進委員として企業の技術者等がプロジェクトに協力して、本研究成果を
実利用する立場から助言や実用化推進を行うなど研究チームとの交流を行っている。
本研究領域は 2006 年に採択された 5 研究チームによって開始され、2008 年に新たに 4 研究チームが
これに加わった。2006 年度採択チームはバーチャルマシン、サーバ群の仮想化、プログラム検証、ベン
チマーキング、フォルトシミュレーション、リアルタイム・低消費電力化など、主に要素技術からの研
究開発を行うとともに、対象とするべきシステムの検討やディペンダビリティの概念の議論を行った。
2008 年採択チームは 2006 年度採択チームに加わって、DEOS プロセス、DEOS アーキテクチャを構築
し、また、要求分析手法、合意形成とその記述方法、セキュリティ、などの研究開発に加え、国際標準
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化活動を行っている。2006 年度採択研究チームは 2012 年 3 月、2008 年度採択チームは 2014 年 3 月ま
で研究開発を継続する。

図 A-1: 2011 年度までのプロジェクト体制

採択された研究チームの活動と並行
して、2008 年より各研究チームからメ
ンバーを集めてコアチームを形成し、研
究全体を俯瞰し、その方向ならびに具体
的な研究開発テーマを再定義するプロ
ジェクト活動を行ってきた。そして
2010 年度より具体的な研究テーマを担
当するサブコアチームを構成し、クロス
チームでの研究開発を行って来た。サブ
コアチームは DEOS プロセス及びアー
キテクチャの主な構成要素の研究・開発
を担当し、これまでに、D-Case &
Metrics、D-Script & Monitor、VM &
Multi-OS、System Software
Verification、DS-Bench & Test-Env な
どのサブコアチームが構成され、成果を
上げた（図 A-1 参照）。

2006 年度採択チームは 2011 年度で研究活動を完了した。2012 年 4 月からは 2008 年度採択チームが
主体となりプロセス・アーキテクチャ会議を発足させた。現在は以下の６つのエリアにフォーカスして
研究を推進している（図 A-2 参照）。
・D-Case
・D-Script
・D-ADD
・Security
・D-RE および DEOS 応用
・検証と標準化
プロジェクトおよび個々の研究チー
ムの成果はディペンダブル組込み OS
研究開発センター（DEOS 研究開発セ
ンター）において、実用のための統合、
知的資産や保守を考慮した再構成、
テス
ト、実用のための評価やパッケージング
などを行い、企業との共同の評価や実際
の製品での活用などにつなげている。現
在 DEOS プロジェクトホームページ
（http://www.dependable-os.net/）で
研究成果を公開している。（A.1.5 節参照）

 システムアーキテクチャ
 DEOS実行環境開発
 ツール開発
 開発環境整備
 事例・デモシステム開発
 研究成果物整備・保守

図 A-2: 2012 年度からのプロジェクト体制

A.1.3 DEOS プロジェクトロードマップ
以下のフェーズを主なマイルストーンとして全体の研究を進めている（図 A-3 参照）。


フェーズ１（2006/10-2009/9）： ディペンダビリティのコンセプトの確立、それを支える開発・
運用プロセスや重要な評価指標を含むシステムアーキテクチャの提示、および 2006 年度採択研究

Page 194

付録

2013/11/15

DEOS プロジェクト







© 2013 科学技術振興機構

研究成果集

チームの要素技術をインテグレーションしたリファレンスシステムによるデモ。以上を 2009 年 9
月に 2006 年度採択究チーム中間成果報告会として公開した。
フェーズ２（2009/10-2011/9）： システムアーキテクチャと 2006 年度採択研究チームの要素技
術を取り込んだ D-RE とツール類の実装。企業や研究機関などを含む実証団体募集活動の開始。
必要な事項の国際標準化活動。2008 年度採択研究チームの要素技術を D-RE とツール群にインテ
グレーションしてデモ。以上を 2011 年に 2006 年度採択研究チーム最終成果報告会および 2008
年度採択研究チーム中間成果報告会として公開した。
フェーズ３（2011/10-2014/3）：ソフトウェアなど成果物の公開、企業などユーザによる成果物等
の試用、その評価のフィードバック、実用化の推進。コンソーシアムの設立、DEOS コンセプト
の業界標準化活動、および成果に基づく国際規格標準化活動の推進。
フェーズ４（2014/4- ）：国際規格団体、業界標準団体もしくはコンソーシアムによる成果の活用
と維持・発展の推進。

As of10/08/2013

会計年度
西暦
フェーズ

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
2006

2007

2008

2009

フェーズ１

2010

2011

フェーズ２

2012

2013

2014

フェーズ３

領域活動

フェーズ４

領域中間評価会

領域事後評価会

領域評価
2006年度チーム活動

採択

中間評価会

2006年度チーム評価

事後評価会

2008年度チーム活動
2008年度チーム評価
コアチーム活動

採択

中間評価会

Core Team

事後評価会

Process/Architecture Team

サブコアチーム活動
コンソーシアム活動

準備会

普及促進委員会

OSDコンソーシアム準備会

D-Case実証評価研究会

DEOS協会

企業による試用評価
開発項目
システムアーキテクチャ
プラットホーム/ツール
デモシステム
規格・標準・ガイドライン
要素技術
ESEC ET

ET

ET

ET

ET SODEC ET

図 A-3: ロードマップ
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A.1.4 DEOS プロジェクト主要メンバー
研究総括
所 眞理雄
副研究総括
村岡 洋一
領域アドバイザー
岩野 和生
落水 浩一郎
菊野 亨
妹尾 義樹
田中 英彦
松田 晃一
安浦 寛人
2006 年度採択
石川 裕
佐藤

三久

徳田
中島
前田

英幸
達夫
俊行

2008 年度採択
加賀美 聡

木下

佳樹

倉光

君郎

河野 健二
研究推進委員
浅井 信宏
大野

毅

神谷

慎吾

中川
森田
山浦

雅通
直
一郎

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所

エグゼクティブアドバイザー・ファウンダー

早稲田大学 名誉教授

三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門 顧問
北陸先端科学技術大学院大学 副学長 高信頼組込みシステム教育研究センター特任教授
大阪学院大学 情報学部 教授
日本電気株式会社 情報・ナレッジ研究所 技術主幹
情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 学長・研究科長・教授
（独）情報処理推進機構 顧問
九州大学 理事・副学長 大学院システム情報科学研究院 教授・システム LSI 研究センター
センター長
研究代表者
研究テーマ
東京大学 情報基盤センター セン
並列・分散型組込みシステムのためのディペンダブルシ
ター長・教授
ングルシステムイメージ OS
筑波大学 計算科学研究センター
省電力でディペンダブルな組込み並列システム向け計算
センター長・教授
プラットフォーム
慶應義塾大学 環境情報学部 教授
マイクロユビキタスノード用ディペンダブル OS
早稲田大学 理工学術院 教授
高機能情報家電のためのディペンダブル OS
東京大学 大学院情報理工学系研究
ディペンダブルシステムソフトウェア構築技術に関する
科 助教
研究
研究代表者
研究テーマ
（独）産業技術総合研究所デジタル 実時間並列ディペンダブル OS とその分散ネットワーク
ヒューマン工学研究センター 副
の研究
センター長
神奈川大学 理学部情報科学科 教
利用者指向ディペンダビリティの研究
授
横浜国立大学 大学院工学研究院
Security Weaver と P スクリプトによる実行中の継続的
准教授
な安全確保に関する研究
慶應義塾大学 理工学部 准教授
耐攻撃性を強化した高度にセキュアな OS の創出
日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウェア開発研究所 ディスティングイッシュト・エンジ
ニア
横河電機株式会社 IA プラットフォーム事業本部 システム事業部 PA システム部 システム
基盤課 課長
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 ソリューション事業部 フレームワークビジネ
スユニット ソフト工学グループ グループ長
パナソニック株式会社 R&D 本部 グローバルソリューション推進室 グループマネジャー

富士ゼロックス株式会社 コントローラ開発本部 コントローラプラットフォーム第２開発部
グループ長
領域運営アドバイザー
梶本 一夫
パナソニック株式会社 システムエンジニアリングセンター 所長
田中 譲
北海道大学 大学院情報科学研究科 教授
鶴保 征城
学校法人 専門学校 HAL 東京 校長
戸井 哲也
富士ゼロックス株式会社 執行役員
DEOS 研究開発センター
屋代 眞
（独）科学技術振興機構 DEOS 研究開発センター センター長
（各グループ内 氏名 あいうえお順、2006 年度採択研究代表者所属は 2012.3.31 当時、他所属は 2013.10.31 現在）
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A.1.5 DEOS プロジェクト報告書・書籍・HP・ソフトウェア
プロジェクト計画書・報告書（DEOS プロジェクト文書）
DEOS-FY2009-WP-01J ：DEOS Project White Paper Version 1.0
DEOS-FY2010-WP-02J ：DEOS Project White Paper Version 2.0
DEOS-FY2011-WP-03J ：DEOS Project White Paper Version 3.0
DEOS-FY2012-PU-01J ：DEOS Project Update 2012
DEOS-FY2013-SS-01J ：DEOS プロジェクト研究成果集（本書）
フォーカスエリア技術報告書（DEOS プロジェクト文書）
DEOS-FY2013-DC-02J ：D-Case‐ディペンダビリティ合意形成のための手法とツール
DEOS-FY2012-DS-01J ：D-Script：スクリプトによる障害対応の実現
DEOS-FY2013-DA-02J ：合意記述データベース－オープンシステムディペンダビリティと
D-Case を繋ぐリポジトリ
DEOS-FY2012-SD-01J ：サービス延命を可能とする基盤システムソフトウェア
DEOS-FY2012-RA-01J ：D-Case のロボット応用－日本科学未来館フロア移動ロボットを題材として
DEOS-FY2012-SV-01J ：D-Case/Agda によるアシュランスケース記述
DEOS-FY2013-IS-01J ：DEOS 実用化のためのオープンシステムディペンダビリティ国際標準化戦略
プロジェクトで研究開発されたシステムあるいはソフトウェアの解説資料（DEOS プロジェクト文書）
DEOS-FY2013-PR-01J ：DEOS Programming Referenc （リファレンスシステム概要付き）
DEOS-FY2013-RE-01J ：D-RE 仕様書 ＜付＞D-RE 導入ガイド
DEOS-FY2013-CW-01J ：D-Case Weaver 仕様書 ＜付＞ 導入・使い方ガイド
DEOS-FY2013-BT-01J ：DS-Bench/Test-Env 実行手順書
DEOS-FY2013-EA-01J ：D-RE API 仕様書
DEOS-FY2013-EC-01J ：D-RE コマンド仕様書
DEOS-FY2013-SP-01J ：D-RE API サンプルプログラム解説書
DEOS-FY2013-BS-01J ：DS-Bench/Test-Env 仕様書
DEOS-FY2013-BI-01J ：DS-Bench/Test-Env 環境構築手順書
DEOS-FY2013-BC-01J ：DS-Bench/D-Case Editor 連携 I/F 仕様書
DEOS-FY2013-VS-02J ：D-Visor86 + D-System Monitor 環境構築手順書
DEOS-FY2013-QK-01J ：QEMU-KVM + D-System Monitor 環境構築手順書
DEOS-FY2013-DI-01J ：Demo System Install Manual
DEOS-FY2013-MD-01J ：D-Case モデリング環境連携デモ資料
DEOS-FY2013-MP-01J ：D-Case モデリング環境連携 Plug-in Install Manual
DEOS-FY2013-MI-01J ：D-Case モデリング環境連携環境構築手順
DEOS-FY2013-MT-01J ：D-Case モデリング環境連携 Tutorial
出版書籍
ISBN：978-1-46657-751-0 “Open Systems Dependability” (CRC Press)
ISBN：978-4-86293-079-8 「D-Case 入門」（株式会社ダイテックホールディング）
ISBN：978-4-86293-091-0 実践 D-Case ディペンダビリティケースを活用しよう！
（株式会社アセットマネジメント）
DEOS プロジェクト HP：http://www.dependable-os.net
DEOS プロジェクト HP からダウンロード可能なソフトウェア：
D-Case Editor
D-Case Weaver
D-Case Stencil
D-Case/Agda
D-RE 1.0
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DEOS Reference System
D-Visor & D-System Monitor
System Recorder
D-Box
D-Case モデリング環境連携
DE-Bench/Test-Env
モデル検査器
SIAC (Single IP Address Cluster)

A.1.6 DEOS プロジェクト用語集
【あ行】
安全性（Security）システムが外部から意図的に攻撃されても防御できる事
逸脱した要求 (Deviated Requirements)ステークホルダ合意から逸脱した要求の状態
運用状態（In-Operation）ステークホルダ合意（サービスレベル変動許容範囲）内でシステムを運用しサービ
スを継続している状態
エビデンス（Evidence）議論において主張を支える情報
オープンシステム（Open Systems）開放系。外部との相互作用があり、機能、構造、境界、およびそれらの
関係が時と共に変化する系
オープンシステムディペンダビリティ（Open Systems Dependability）開放系に対するディペンダビリティ
詳しくは２章参照。
【か行】
開放系障害（Open Systems Failure）不完全さと不確実さに起因するオープンシステムの障害
確信、確信性（Assuredness）論点の正しさが充分信じられる事、論点の正しさを充分納得させられること
可用性（Availability）システムが稼働し続ける事
クローズドシステム（Closed Systems）閉鎖系。外部との相互作用が限定的で、構成要素やそれらの関係が
変化しない系
形式的検証 （Formal Verification）数理的技法に基づいてプログラムの性質を厳密に証明すること
原因究明（Cause Analysis）エビデンスを基に障害原因、あるいは原因のありそうな範囲を特定すること
合意記述データベース（Agreement Description Database）DEOS プロセスを実行する過程での生成物（特
に D-Case とその派生物）を記録し、ステークホルダの説明責任遂行に資するデータベース
合意形成（Consensus Building）同じ目的を共有するステークホルダが議論を通して相互承認する過程
合意された要求（Agreed Requirements）ステークホルダにより合意された要求の状態
コンソーシアム（Consortium）利害関係者が集まって活動をする事により目的を達しようとする団体
【さ行】
システムアーキテクチャ（System Architecture）システムの設計思想、基本機能ならびに基本構造
実現された要求（Realized Requirements）実システムに組み入れられ実装されたシステム要求
仕様記述言語 （Specification Description Language）プログラムの満たすべき性質を記述するための言語
障害（Failure）運用においてサービスレベルに関するステークホルダ合意からの逸脱
障害対応サイクル（Failure Response Cycle）障害に対応するサイクル
迅速対応（Responsive Action）障害や異常状態に迅速かつ適切に対応する事
信頼性（Reliability）システムが期待期間、期待された機能を実行しつづける事
ステークホルダ（Stakeholders）システムやサービスに権利・義務・関心を持つ個人あるいは組織
利害関係者。詳しくは３章参照。
ステークホルダ合意（Stakeholders’ Agreement）ステークホルダ間のサービスレベル変動許容範囲と障害対
応方法についての利害関係合意
説明責任遂行（Accountability Achievement）障害発生時には現状、原因、回復見込みなど、サービス変更時
にはサービス開始時期や条件を明らかにして利用者に説明する事
【た行】
抽出された要求(Elicited Requirements) ステークホルダのニーズから抽出され同定された要求の状態
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通常運用（Ordinary Operation）適切な定期点検、予防保守、継続的な改善活動による不具合再発防止など
を含む日常運用
通常運用時要求（Ordinarily Operated Requirements）運用時における要求の状態
ディペンダビリティ（Dependability）信頼性や安全性など、システムの提供するサービスを安心して継続的
に利用できる性質、その能力
DEOS アーキテクチャ（DEOS Architecture）分野・アプリケーション別に DEOS プロセスを支援する。合
意記述データベース、開発支援ツール群、DR-E からなる
DEOS プロセス（DEOS Process）OSD を実現するための「変化対応サイクル」と「障害対応サイクル」か
らなる反復的プロセス
D ケース（D-Case）DEOS における合意形成のための方法並びにツール
D スクリプト（D-Script）DEOS における動的対応スクリプト
【は行】
不確実さ（Uncertainty）システムが変容し、振る舞いが事前に予測できない事
不完全さ（Incompleteness）システムが完全に要求を実現しない状態
不具合（Incident）不都合な事象
ブラックボックス（Black Box）内部構造を見ることができず、外部仕様のみから機能が活用される製品
プロセス（Process）システムやサービスを開発し運用するためのステップ（フェーズ）の連続体
変化対応サイクル（Change Accommodation Cycle）ステークホルダの目的変化あるいは環境変化に対応する
サイクル
変動許容範囲（In-Operation Range）ステークホルダ間で合意されたサービスレベルの変動許容範囲
保守性（Serviceability、Maintainability）システム保守のやりやすさ
保全性（Integrity）処理されるデータの整合性が保たれる事
【ま行】
マネージ（Manage）問題を努力して解決し、システムの状態をより好ましい方向に持って行くこと
未然回避（Failure Prevention）システム異常や障害の予兆を検知して、障害発生を回避する事
メトリクス（Metrics）定性的、定量的に対象を評価する指標
【や行】
要求状態管理モデル（Requirements States Management Model）要求状態を管理するモデル
要求抽出（Requirements Elicitation）ステークホルダ間の目的や要望を合意形成を経て要求として特定する
事
要求マネジメント（Requirements Management）ステークホルダの合意に従って要求を管理する方法
要素技術（Elemental Technology）個々の要求された機能を実現する技術
【ら行】
レガシーソフト（Legacy Software）製作者・保守者がいなくなっても使われ続けているソフトウェア
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A.2 DEOS 協会の設立
DEOS プロジェクトではこれまで、組込みシステムのみならず、変更要求に対応しつつ継続して
長期に運用しなければならないシステムや、他の管理者が運用するシステムと連携して稼働し続け
なければならないシステムなどに対し、ディペンダビリティを向上するための概念、方法、システ
ム、ツールなどを開発してきた。研究開発された成果を広く利用し、さらに発展させ、世の中のシ
ステムのディペンダビリティ向上に貢献していくことを目指して、コンソーシアム設立の支援や設
立に向けての賛同企業・団体との情報交換を、DEOS センターを始め研究チームや研究推進委員が
中心になって進めてきた。
このような準備活動の結果、
「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）」
、
英語名「The Association of Dependability Engineering for Open Systems
(略称 DEOS
Association)」、が 2013 年 10 月 22 日に発足した。DEOS 協会は、当プロジェクトの成果である特
許、ソフトウェア、教材・著作物などを活用した事業展開を計画し、ディペンダビリティ技術の研
究、開発、実証、評価、標準化などを推進し、安心、安全、快適な社会の構築に貢献することを目
指して、以下を事業目的に掲げている。
•
•
•
•
•

DEOS プロジェクトの成果を産業界でご利用頂く
産業界や社会の要請に応じて成果をさらに発展させる
企業が開発・運用するシステムのディペンダビリティ向上に寄与する
ディペンダビリティ技術を扱える人材を育成する
豊かで安全・安心・快適な ICT 社会の実現を目指す

DEOS 協会の設立時の組織は図 A-4 のとおりである。

理事会
理事長
理事
理事
理事
理事
監事

所 眞理雄
松田 晃一
山浦 一郎
竹岡 尚三
平鍋 健児
佐々木栄美子

戦略・活動計画
普及活動方針
事業化・資金計画
知財関連方針

事務局

OSD応用部会
理事会・運営
委員会・部会
運営支援

D-Case部会
技術部会

運営委員会

普及促進部会

普及・広報
教育
事業化促進

標準化部会

OSD社会・事業適用
事業継続・説明責任
DEOSプロセス/アーキ
D-Case実証評価研究会
D-Caseガイドライン
D-Case事例・ツール
D-Case普及促進
D-ADD/D-Script
ArtLinux
D-RE/Monitoring
Security
標準化戦略
国際規格化推進
ISO/IEC/OMG/TOG

図 A-4: DEOS 協会の構成

DEOS 協会 URL：http://DEOS.or.jp/
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A.3 近年の障害事例
発生日時

障害内容

原因

1

2013 年 1 月 2
日

0 時 17 分から 2 時 10 分まで、全国
で 4G LTE のデータ通信が利用しに
くい状況が発生し、最大 175 万回線
に影響した。

2

2012 年 12 月
31 日

0 時 0 分から 2 時 55 分にかけて au
の 4G LTE のデータ通信が「利用で
きない」状況、そして同日 2 時 55
分から 4 時 23 分にかけて、同デー
タ通信が「利用しにくい」状況が発
生した。全国の地域で、最大 180 万
回線に影響を及ぼした。

3

2012 年 8 月
13-15 日

NTT ドコモの携帯で、最大 220 か
国・地域で 8 万人の携帯電話での音
声通話やインターネット通信がし
にくくなった。ローミングサービス
の障害。

信号制御装置で「装置アラーム」が誤発報したこと。
その際、本来は装置のカード系切り替えを実施すべき
だったところを、オペレーター運用者が装置全体の復
旧措置を実施
、LTE 端末とのセッションがすべて切断された。こ
れにより、LTE 端末がいっせいに再接続を要求し、
輻輳が発生した。アラームが誤発報した原因はソフト
ウェアの不具合。本来は異常でないものを異常と判定
するようになっていた。1 月 8 日までに不具合は改修
された。
通信障害が発生した LTE ネットワークは、「基地局
制御装置」と「信号中継装置」、（7G バイトなどの）
通信量を制御する「加入者プロファイルサーバ」で構
成され、加入者プロファイルサーバは、アクセスが集
中したときの対策として、各種装置からの信号を破棄
する機能を備えている。
12 月 31 日の障害時は、通常時の 7 倍ものアクセスが
集中したことで信号破棄機能が働き、信号中継装置へ
の無応答や応答遅延が発生し、セッションが解放（切
断）された。そして、再送信号や端末からの再接続が
増えたことで信号が輻輳し、LTE 端末が接続不能と
なったため。
5 月の時点で、3 月に入れ替えた装置の設定ミスでロ
ーミングに関して能力の半分しか使えない状態にな
っていたことを発見していたが、修正によりロンドン
五輪期間中に大規模障害が発生しては問題であると
して、修正を見送ったため。

4

2012 年 8 月 7
日

東京証券取引所で、デリバティブ売
買システムのネットワーク機器の
ハードウェア障害が発生。自動切替
えを試みるも不具合により切替え
処理が行われず取引が停止した。

本番系である 1 号機にハードウェア障害が生じた場
合は待機系である 2 号機に自動切替えされるが、1 号
機では内部の部分的ハードウェア障害を正しく検知
できなかったため、1 号機、2 号機とも本番系として
稼働することとなりスイッチに接続されている装置
がどちらに信号を送ればよいのか特定することが不
可能となったため。

5

2012 年 8 月
2-3 日

NTT ドコモの携帯で、152 万人の携
帯電話が通じにくくなった。

2 台ある装置の 1 台が故障したため。信号経路を迂回
すれば対応できるとして修正を見送ったため。

6

2012 年 6 月
20 日







7

2012 年 2 月 2
日

8

2011 年 6 月 6

2013/11/15

ファーストサーバを利用して
いた一部の顧客のサーバ設定
情報やデータベースの情報等
が消失した。
その復旧作業において、情報漏
洩が起きた可能性もある。

東京証券取引所で、株式売買システ
ムの情報配信機能で障害が発生し、
外部に情報が発信できなかったた
めに、3 時間半にわたって一部銘柄
の取引を停止した。
NTT ドコモの携帯で、通話やパケッ

付録

脆弱性対策のための更新プログラムに「ファイ
ル削除コマンドを停止させるための記述漏れ」
不具合があったことに加え、検証環境下で確認
による防止機能が十分に働かず、意図しないフ
ァイル削除が発生したため。

復旧作業の手順やプログラムに不備があり、別
顧客の情報が混入するのを防げなかったため。
三重化されたサーバの 1 台に障害が発生したが、残り
2 台への自動切り替えに成功したと判断して障害対応
を完了したが、実際には切り替えに失敗していたため
対応が遅れ、経営陣への報告も行わなかったため。
この期間に起こった、携帯端末の位置情報を管理する
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日から 2012
年 1 月 25 日
まで（５度に
渡る）

ト通信がつながりにくい状況が繰
り返し発生。関連してメールアドレ
スが他人のものに置き換わるとい
う事故も発生。

9

2011 年 4 月
21 日

10

2011 年 3 月
15 日から 22
日

11

2010 年 8 月
10 日から 12
日

Amazon EC2 サービスなどがダウ
ンした。これにともなって Engine
Yard、Heroku、など、数多くのサ
イトがダウンした。

みずほ銀行で夜間バッチ処理
やオンラインの停止が起きた。

ATM が利用不可能になり、為
替処理遅延や二重振り込みな
どの問題が発生した。
ユーザが mixi （日本最大の SNS
サイト）にアクセスできなかった。

12

2009 年 5 月
22 日

NTT ドコモから携帯電話に内蔵さ
れている JavaScript が任意のウェ
ブサイトへの不正アクセスを許可
していた。ドコモは販売を停止し
た。

13

2009 年 2 月
24 日

Google Apps の Gmail ユーザは自
分のアカウントにアクセスできな
かった。

14

2008 年 9 月
14 日

15

2008 年 7 月
22 日

16

2007 年 10 月
12 日

複数の空港の搭乗口の端末が非稼
動となりフライトのキャンセルを
発生させた。
デリバティブ取引システムから情
報の一部がユーザに配信できなか
った。
東京近郊の鉄道 IC カード用チケッ
トゲートが機能しなくなった。

17

2007 年 5 月
27 日

ANA の搭乗手続きシステムが停止
した。130 便がキャンセル、306 便
に遅延が生じた。

18

2003 年 3 月 1
日

航空計画データ処理システムがダ
ウンした。215 便がキャンセル、
1500 便に遅延が生じた。
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システムの障害、中継ルータの故障に伴う機器の切り
替えをきっかけにした認証サーバでの輻輳、新たに運
用を始めたパケット交換機の設計における信号量の
見積もりミスによる動作不安定などが原因と思われ
る。
仮装マシンの外付けストレージサービス Amazon
EBS でネットワーク設定を誤ったことが原因。

義援金を受け付ける口座の振り込み件数の上限を大
きく設定していなかったため、上限を超える振り込み
があったことを発端として、夜間バッチ処理の異常終
了、それに伴う多重のオペレーションミスなどが関連
していたためと思われる。
汎用の分散型メモリーキャッシュシステム
memcached のバグ。 memcached デーモンが多数の
接続/切断を持っているときに突然終了する事が原
因。
JavaScript の実装に欠陥があり任意のウェブサイト
への不正アクセスを生じた。Web ブラウザで使用さ
れる SOP（Same Origin ポリシー）のセキュリティ
ポリシーの実装に問題がある可能性がありドコモが
携帯電話用の仕様で書いていなかったと疑われてい
る。
データセンターでの定期的なメンテナンス中に予想
外のサービス中断が発生した。このよう場合、ユーザ
はメンテナンス作業の準備のために代替データセン
ターに振り分けられるが、ユーザデータの場所を最適
化する新しいソフトウェアに予期せぬ副作用があり
Gmail のコード内の潜在的なバグを誘発した。バグは
ユーザが送信先のデータセンターに振り分けられる
とユーザのトラフィックが自動的に障害対応に移行
してしまった。これにより複数のダウンストリームの
過負荷状態を引き起こし、データセンターを過負荷状
態にしたことが原因。
ターミナルからサーバシステムへのアクセスを承認
する証明書が 9 月 14 日の早朝に期限切れをむかえた
ことが原因。
一銘柄あたりのワーキングメモリーを予想されたサ
イズよりもはるかに小さく定義していた。これにより
複数の銘柄に損失をもたらした。
サーバから改札側に本質的な情報を送信する間の巨
大データを小さなデータの塊に分割するロジックに
原始的なエラーがあった。改札側にデータ受信の無限
ループを発生させた。
ハードウェア障害によって引き起こされるネットワ
ーク機器のトラブルがホストコンピュータと端末間
の輻輳をもたらした。ネットワーク機器のトラブルの
イベントと輻輳の関係が知られていなかったため見
過ごされていた。
原因は一つのバグにより生じた。このバグは特定のメ
モリーをアドレスすると発生するがテストが十分に
行われなかったため発見できなかった。
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A.4 開放系障害要因表
要因の分類

要因

要因例

システムの症状例

＜不完全さ＞
システムの作りが完璧で
ない事

★システムの完全把握破綻
・システムの巨大化
・システムの複雑化
・システムのネットワーク化
・オープンソフトウェア多用
・ブラックボックス多用
・レガシーコード依存
★構成要素変容
★構成変容・インテグレーショ
ン問題

◆システムが多くのソフト
ウェアの組合せから作られ
ており、巨大化、複雑化に
伴い網羅的な仕様記述やテ
ストが不可能
◆要求・仕様・設計・実
装・テストなどの各開発
フェーズにおける理解の違
い、文書の誤りなどによる
仕様ミスや漏れ、設計ミス
や漏れ、実装ミスや漏れ、
テストミスや漏れ
◆管理、運用、保守におけ
るモジュールの更新、機能
変更、タイムアウト値の変
更、修正ミス、ライセンス
の期限切れ
◆オープンソフトウェア、
ブラックボックス、レガ
シーコードの仕様と動作の
不一致、開発者の理解不足
◆モジュール実行の優先
度、順番、タイミングなど
の見極め不足
◆設計外、テスト外の構成
要素の取り込み（運用時の
ダウンロード等）

●要求書にない動作をする
●機能仕様書にない動作を
する
●テスト仕様書にない動作
をする
●モジュールごとの機能テ
ストはパスしたのに、組み
上げてみたら期待通りに動
かなかった
●運用中にモジュールの更
新がなされ、期待通りに動
かなくなった
●ある日突然動かなくなっ
た

★期待値・能力変容
★動作環境変容
★構成変容・インテグレーショ
ン問題
★システム性能バランス問題
・パーフォマンス設計
・キャパシティ計画
★ネットワーク化

◆利用者の要求の変化、シ
ステムへの期待値の変化、
利用者やオペレーターの操
作能力や習熟度の変化
◆出荷数・使用者数・アク
セス数の増加、稼働経済性
の変化による使われ方の変
容
◆現場での（人手を介し
て、ネットワークを介し
て）構成要素の機能修正や
サービス変更、システムの
再構成（複雑性の増加）
◆システムリソースの変容
（老化、メモリー制限、ク
ロック制限等）
◆ネットワークの向こう側
の変容（レスポンスの変
容、仕様の変容）
◆ネットワークを介した環
境による想定外の接続・イ
ンタラクションの増加、外
部からの意図的な攻撃を受
ける事

●処理スピードが遅くなっ
た
●端末の前で順番待ちをす
るユーザーが増えた
●いつも通りの処理要求を
出したのに、「しばらくお
待ちください」のプロンプ
トが出た
●新しいサービスがこれま
での電子マネーでは受けら
れなかった
●義捐金を振り込もうとし
たが受け付けられなかった
●２４時間サービスに変
わったと言われたのに、深
夜に使おうとしたら動かな
かった
●クレジットカード番号が
不正使用された
●ある日突然動かなくなっ
た

要求に対して仕様が完全で
なく、また、仕様に対して
実装が完全でなく、出荷時
や運用時のシステムの振る
舞いを完全に把握する事が
困難である事

＜不確実さ＞
システムの接する外界が
変化してしまう事
利用者の要求や使用環境が
ライフサイクルを通して変
わり、設計時や運用時に機
能や挙動を完全に予測でき
ない事
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A.5 世界の関連標準、関連活動団体
標準













IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems http://www.iec.ch/zone/fsafety/fsafety_entry.htm
IEC 60300-1: Dependability management
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=sea22.p&search=tex
t&searchfor=IEC+60300-1&submit=OK
IEC 60300-2: Dependability Program Elements and Tasks
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=sea22.p&search=tex
t&searchfor=IEC+60300-2&submit=OK
ISO/IEC 12207: Systems and software engineering - Software life cycle processes
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=21208
ISO/IEC 15026: Systems and software engineering - Systems and software assurance
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62526
ISO/IEC 15288: Systems and software engineering - System life cycle processes
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43564
ISO 26262: Road vehicles – Functional safety
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43464
IEC 61713: Software dependability through the software life-cycle processes - Application guide
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=sea22.p&search=tex
t&searchfor=IEC+61713&submit=OK
IEC 62347: Guidance on system dependability specifications
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=sea22.p&search=tex
t&searchfor=IEC+62347&submit=OK

プロセスガイド・フレームワーク





CMMI: Capability Maturity Model® Integration http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
DO-178B: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
http://www.rtca.org/
MISRA-C: http://www.misra-c.com/
TOGAF:The Open Group Architecture Framework http://www.opengroup.org/togaf/

ソフトウェア




SELinux: Security-Enhanced Linux http://www.nsa.gov/research/selinux/index.shtml
AppArmor®: a Linux application security framework
http://www.novell.com/linux/security/apparmor//
Xen® hypervisor: the powerful open source industry standard for virtualization
http://www.xen.org/

関連団体・プロジェクト










ISO: International Organization for Standardization http://www.iso.org/iso/home.htm
IEC: International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/
ISO/IEC JTC1: Joint ISO/IEC Technical Committee 1
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_com
mittees/iso_technical_committee.htm?commid=45020
IEC/TC56: Technical Committee 56: IEC Technical Committee for International Standards in
the field of Dependability http://tc56.iec.ch/index-tc56.html
OpenTC Consortium: Open Trusted Computing Consortium http://www.opentc.net/
Linux-HA Project: High Availability Linux Project http://linux-ha.org/
Carrier Grade Linux Workgroup http://www.linuxfoundation.org/en/Carrier_Grade_Linux
TCG: Trusted Computing Group http://www.trustedcomputinggroup.org/home
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ERTOS Group: Embedded Real-Time Operating-Systems Group http://ertos.nicta.com.au/
ARTEMIS: Advanced Research & Technology for EMbedded Intelligence and Systems
http://www.artemis.eu/
CPS Program: Cyber-Physical Systems Program
http://www.nsf.gov/pubs/2008/nsf08611/nsf08611.htm
MISRA: Motor Industry Software Reliability Association http://www.misra.org.uk/
AUTOSAR: AUTomotive Open System ARchitecture http://www.autosar.org/
JasPar: Japan Automotive Software Platform and Architecture http://www.jaspar.jp/
FlexRay Consortium: Consortium for the communications system for advanced automotive
control applications http://www.flexray.com/
The Open Group http://www3.opengroup.org/
CoBIT: Control Objectives for Information and related Technology
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx
ITIL: Information Technology Infrastructure Library
http://www.itil.org/en/vomkennen/itil/index.php
OMG: Object Management Group http://www.omg.org/
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