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内容 

• アシュアランスケースについて 
• D-Caseについて 
• D-Caseの事例 
• 最近の活動 



アシュアランスケース 
(Assurance Case)とは 
• ディペンダビリティや安全性を 
エビデンスを元に議論するための 
ドキュメント 



背景 
•  1988年の北海油田事故(167名死亡)などを契機に、
欧米で規格認証の際に提出が義務付けられるま
でに普及	  

• 手順やチェックリストのみでなくなぜ安全性が
保たれるのか、明示された議論で、エビデンス
をもとに保証する 
• 開発者や運用者自身が保証する 
•  ISO	  26262	  (自動車の機能安全規格)の要求項目 



アシュアランスケースの
意味と呼び方 

•  アシュアランス(Assurance): 保証、請負い 
•  ケース(Case): 法廷で、相手方に示す証拠など	  

•  安全性を議論する場合はセーフティケース,	  ディペ
ンダビリティを議論する場合はディペンダビリティ
ケースと呼ばれる	  

•  歴史的には、最初にセーフティケースという言葉が
使われ、それを一般化したものとしてアシュアラン
スケースという言葉ができた 



表記法 

•  アシュアランスケースは通常、自然言語で書く	  

•  主要なグラフィカルな表記法	  

•  GSN (Goal Structuring Notation) 
•  イギリスUniversity of York"
•  CAE (Claim, Argument, Evidence) 
•  イギリスAdelard社、City University London 



GSNの主要なノード 

D-Case入門をぜひ御覧ください 



GSNの例 
G１

列車運行の安
全性が保証さ
れている

危険な現場
一覧

Sn2
ATS設置
完了報告書

S2
危険な現場への
ATS設置による論証

Sn1
列車運転
業務設計

業務の
危険性分析

S1
業務上の危険行為
への対策による論証

G4
危険な現場に自動列車
停止装置（ＡＴＳ）設置  

されている

事故の
予見性分析

G3
組織安全文化が
醸成されている

G2
安全運行速度が
制御されている

危険な自然現
象一覧

S3
危険な自然現象
への対処による論証

D-Case入門をぜひ御覧ください 



欧米での現況 

•  イギリスにおいては、高安全、軍事システムなどの調達に
必須	  

•  システム供給者、防衛省、第３者コンサルティング会社
間になどにおけるリスクコミュニケーションに使われる 
•  MoD Defence Standard 00-56 
•  US. Food and Drug Administration (FDA) 
•  Infusion Pump 
•  “A safety case is the best way to both 
document and review a submittal based on a 
risk management approach” 



欧米での現況 
•  2006年9月2日、アフガニスタンで作戦飛行中のMR.2	  

XV230が、空中給油を受けた直後に火災が発生して
墜落する事故が発生した。2007年12月4日、イギリ
ス国防省は調査報告を発表し、墜落した機体は、給
油後タンクから燃料漏れが生じており、高温空気パ
イプの熱によって発火、拡大して墜落に至った、と
分析した	  

•  セーフティケースがいい加減であったことがわか
った。きちんと書かれていれば、欠陥を発見でき
たであろうと報告された 



日本での必要性 
•  トヨタ Priusリコール問題 
•  原因説明に対する準備ができていなかった 
•  Michael A. Cusumano, Technology Strategy and 
Management ‒ Reflections on the Toyota Debacle, 
Communication of the ACM, vol.54, 2011 

•  ISO 26262 自動車の機能安全規格 
•  “最大のインパクトは、安全性の根拠を、より説明 
しやすくするよう自動車メーカーに迫る点である。” 
•  日経エレクトロニクス 2011.1.10 



内容 

• アシュアランスケースについて 
• 背景、記法、現況、国際規格、 
ツールなど 

• D-Caseについて 
• D-Caseの事例 



アシュアランスケースの
問題点 

• 主に開発プロセスで使われている 
• システムの運用時の挙動を、特に障害発生時
に、想定通り保証することは難しい 

• 高度な知識を持つコンサルタント等によって書
かれてきており、一般企業の方には敷居が高い 
• ツールはまだそれほどない 



D-Caseの目指す方向 

• 開発と運用両方で使える仕組みを開発する 
• 基礎研究開発中 
• 一般企業の方が容易に使えるようにする 
• 事例作成、D-Case入門、講習の開発 
• ニーズにあったツールと連携を開発する 



D-Case 

GSN 

モニタ ＋ 

運用時の情報 
を表すノード 



開発運用両方で 
使える仕組み 

• ウエブサーバ　デモシステム 

Network	

クライエント	

クライエント	

クライエント	 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	  

D-Caseを書いて、それをもとに障害対応 
をするデモをお見せします 



内容 

• アシュアランスケースについて 
• D-Caseについて 
• D-Caseの事例 
• 最近の活動 



事例 
•  デモシステム(D-Case, D-REチーム)"
•  エレベータ (富士ゼロックス恩田グループ) 
•  センサネットワークシステム(慶応大徳田チーム) 
•  ETロボットコンテスト(富士ゼロックス恩田グループ) 
•  エクセレント・モデル受賞おめでとう！ 
•  日本未来館巡回ロボット(産総研加賀美チーム) 
•  スパコン運用マニュアル、TOGAF(The Open Group 
Architecture Framework)(名古屋大山本グループ) 
•  自動車のエンスト問題(トヨタ石崎さんたち) 
•  超小型人工衛星(慶応大白坂成功准教授) 
•  その他企業と共同研究を計画中 



実用ロボット事例 
• 日本科学未来館の展示フロアの巡回ロボット 
• D-Caseの合意は開発者と日本科学未来館の
間で行う 産総研 

加賀美さん 



様々な機能の例 
自律移動のための認識機能 

20 

２次元地図作成と 
位置認識 

人発見と 
人流解析地図 

３次元地図作成と 
障害物発見 

着座・立位などの 
姿勢検出 



D-Case作成と合意の作業中 
•  以下の議論に分ける 
•  自律移動機能 
•  安全停止 
•  運用方法 
•  説明責任 
•  改善（想定内および
想定された未対応項
目への対応） 

•  要素数 
•  Goal 66 
•  Evidence 29 
•  Strategy 28 
•  Context 12 
•  Undeveloped 7 
•  Monitor 17 
•  合計 159 



作成したD-Case 



メリット 
•  問題全体のスコープの明確化 
•  議論に用いる資料の明示化 
•  個々のFTA, FMEA等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 
•  語彙やパラメタの定義の明示化 
•  精度などの条件の明示化 



知見 
 

•  上の方のディペンダブルであるみたいな汎用なゴー
ルから分岐していく過程では、完全性を保証できな
い。例えば、安全とはシステムがどうなっていれば
安全であるかを定義が、その定義そのもの、そこか
ら分岐していく議論そのものが理論的ではないので、
不安になる 

•  局所の議論によってシステムを変えると、それが全
体に波及する。コンテクストやエビデンスも含めて
全体が変わったことを再確認する必要があるが、見
落としが無いかどうか不安になる 



内容 

• アシュアランスケースについて 
• D-Caseについて 
• D-Caseの事例 
• 最近の活動 



D-Case入門 

展示ブース 
で配布しています 



第一回D-Case 
実証評価研究会 
2012.9.14 

• ３０名以上の参加者 
• デンソークリエイト、IBM、慶応大学、
富士ゼロックスなど 



第一回D-Case講習会 
2012.10.19 

17名の参加者(デンソークリエイト、オージス総研、IBM、 
アイシン精機、NTTデータなど) 

他にJAXA, 学生を対象とした講習会 



D-Caseツール 
• D-Case Editor 
•  Eclipseプラグイン 
• 200以上のダウンロード 
• DS-Bench Tool Set 
• ベンチマークツールと連携 
• D-Case Weaver 
• ウエブベースのツール 

http://www.dependable-os.net/osddeos/tech.html 



まとめ 
• アシュアランスケースは、欧米では 
認証に要求されるほど普及しているが、
一般企業の方には敷居が高い 
• D-CaseはOSDを目指し、一般企業の方
が簡単に使っていただけることを目指
しています 
• まだ展示しています。D-Case入門もあ
ります。お時間があったらぜひぜひ 


