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お話の流れ 



• 多くは長期にわたって継続的に利用される。その間、常に以下の要件に
よる変更がなされる。 

• サービス目的の変化 

• ユーザの要求の変化 

• 技術革新 

• 法規制並びに標準の変化 

• 多数のベンダーからのモジュールの組み合わせで構成され、 
ネットワークを介して外部の環境で実行されたり、 
外部のサービスを利用したりすることがある。 

• システムの開発、変更、運用が並行して行われるため、ライフサイクル
管理がきわめて重要となる。 

 

  しかしながら、 
 

• ビジネス継続性と説明責任に関する要求の増大にもかかわらず、 
既存の開発・運用プロセスは上述の変化に対応できていない。 
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1. ITシステム・組込みシステムの状況 



(独)科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業CRESTの研究
領域のひとつである｢実用化を目指した組込みシステム用デイペ
ンダブル･オペレーティングシステム｣における研究開発 

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を目指
したソフトウェア開発･保守のための手法や技術の研究･開発 
研究･開発の成果を生かして成果の国際標準化活動 
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2. DEOSプロジェクト 



2.1 DEOSプロジェクト研究開発体制 

（上記内容は２０１３年４月現在） 



• 反復的アプローチ 
– 目的や環境の変化に対してシステムを継続的に変更して行くための変化対応サイクル 

– 障害に対して迅速に対応するための障害対応サイクル 

– 障害対応サイクルから変化対応サイクルへのパス 

• D-Caseを用いた合意記述データベースにより合意形成および開発・運用フェーズの統合と説
明責任の全うを支援 

• DEOSプロセスの考え方は2013年7月にThe Open Groupが標準として採用(*) 

3. DEOSプロジェクトの成果 (DEOSプロセス) 

(*) Dependability through AssuredenessTM (O-DA) Framework (https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/c13f) 
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3. DEOSプロジェクトの成果 (主なDEOS要素技術・ツール群) 

DEOS HP DEOSを支える技術:  
http://www.dependable-os.net/osddeos/tech.html 

 ステークホルダ合意形成支援ツール  
-> D-Case Editor 

 Webブラウザ版 D-Case Editor  
-> D-Case Weaver 

 パワーポイント用 D-Case ステンシル  
-> D-Case Stencil 

 D-Case整合性検査ツール 
-> D-Case/Agda  

 D-Script （ D-Caseの記述を基にアプリケーショ
ンプログラムを動的に制御） 
-> 準備中 

 D-ADD （ DEOS Process/D-Caseを支えるりポジ
トリー） 
-> 準備中 

 ソフトウェア検証ツール  
-> モデル検査器 

 D-Caseモデリング環境連携 
-> D-Case OSLC 

 テスト支援ツール  
-> DS-Bench/Test-Env ( DS-Bench/D-Cloud ) 

 シングルIPアドレスクラスタ  
-> Dependable Single IP Address Cluster ( SIAC )  

 仮想マシンモニタとOS監視ツール  
-> D-Visor + D-System Monitor  

 改竄検知機能付き記録装置 
-> D-Box 

 システムレコーダー 
-> System Recorder 

 DEOSを実現するサービスを提供するための実
行環境 
-> DEOS Runtime Environment ( D-RE )  
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3. DEOSプロジェクトの成果 (D-Caseの記述例) 
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出展 D-Case超入門、2013 D-Case委員会（http://www.dcase.jp） 

・GSN (Goal Structuring Notation) をベースとした合意形成のための表記法 

・GSNを拡張し、システムの運用状況の監視と詳細な記録を実現 

・開発・運用を含む全ライフサイクルでのステークホルダー間の合意形成 

・D-Case記述の合意に基づく変更履歴が説明責任遂行を支援 

http://www.dcase.jp/


3. DEOSプロジェクトの成果 ( D-Caseの効果) 

 D-Caseの活用により、属人性の強い改善活動から、体系
化・ツール化されたプロセスへ 

 

システム
開発運用
文書

主張
コンテクスト
証跡

主張の妥当性を
客観的に論証

生産性，
品質の向上

妥当性確認

議論展開

実行結果

システム

改善活動

開発運用
文書

文書情報

修正・確認

生産性
品質の向上

修正・確認

議事録

障害

現状の開発・運用 ディペンダブルな開発・運用

D-Case

・体系化
・ツール化

・人に依存し活動
・各社バラバラ

→
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 「Open Dependability through Assuredness™」がオープングループ標
準としてボードミーティングにて承認され、 
2013年7月15日にCEOのAllen Brownによって発表されました。 

Open Dependability Through Assuredness™ - The Open Group Standard 

3. DEOSプロジェクトの成果 (標準化) 



• IEC TC56 (Dependability) 

– NWIP提案： Open Systems Dependability 2012年9月提出  

– エキスパートとして改定作業に参加 
• IEC60300-1： Dependability management （最上位規格：Open Systemの概念） 

• IEC 62741: Dependability case 

• IEC 62628: Guidance on software aspect of Dependability 

• ISO/IEC JTC1/SC7 (System and software engineering) 

– ISO/IEC15026: System and software assurance  (co-editor) 

• OMG (SysA: Systems Assurance Task Forceで活動) 

– “Machine Checkable Assurance Language”の提案 
• RFI (Requests for Information: 2012-09-04 

• 審議の後、Requests for Proposals, 投票を経て策定 

– “Dependability Assurance Framework for Safety-Sensitive Consumer Devices” の提案 
– IPA/SECコンシューマデバイスWG(委員長電通大新誠一教授)、トヨタ大畠氏らが中心となって提出 

– DEOSチームは標準化に協力 

• RFI (Requests for Information): 2011-12-02 

• White Paper: 2012-9-12 

• RFP(Request for Proposal): 2013.3発行、2013.11 Initial Submission 

• The Open Group 
– RTES部会における標準化活動 

– Open Dependability Through Assuredness™(*) 標準V1.0発表 （2013年7月15日） 

• 公開ビデオ http://new.livestream.com/opengroup/allen-philly13/videos/24698802 （9分くらいから） 
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(*): Dependability Through Assuredness is a trademark of The Open Group 

標準化活動 － IEC, ISO/IEC, OMG,  & The Open Group 

http://new.livestream.com/opengroup/allen-philly13/videos/24698802
http://new.livestream.com/opengroup/allen-philly13/videos/24698802
http://new.livestream.com/opengroup/allen-philly13/videos/24698802


• White Paper I, II, IIIを2011年11月までに出版・

DEOS Project Update 2012を2012年11月に出版 

 

• M. Tokoro(ed.), Open Systems Dependability 

-  Dependability Engineering for Ever-Changing 

Systemsを2012年11月CRC Pressより出版（ISBN: 

978-1-46657-751-0） 

 

• 松野、山本著｢実践 D-Case｣を（株）アセットマネ

ジメントより出版（ISBN: 978-4-862930-91-0 ） 

 

• 所 眞理雄、他 「DEOSプロジェクト研究成果
集： Dependability Engineering for Open 
Systems」 
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3. DEOSプロジェクトの成果 (書籍等出版) 
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現在地 

F34 科学技術振興機構  DEOSプロジェクトの展示コーナー 

現在地 



■スペシャルセッション（C-7）： 11月22日（金）10:00～14:00 アネックスホールF206 

『オープンシステムディペンダビリティが世界える 

    ～DEOS（変化しつづけるシステムのためのディペンダビリティ向上技術）、いよいよ実用化へ！～ 』 

                                         

10：00 開会挨拶     所 眞理雄（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所） 

10：20 合意記述データベースと説明責任 横手 靖彦（サイバーアイ・エンタテインメント株式会社 / 慶應義塾大学）） 

10：45  D-Caseの実証評価の取組み   山本 修一郎（名古屋大学） 

11：20  D-Caseとの連携を実現する運用スクリプト技法 倉光 君郎（横浜国立大学） 

11：45  D-Caseの移動ロボット適用事例紹介  加賀美 聡（産業技術総合研究所） 

12：10 Linuxのバグと脆弱性   河野 健二（慶應義塾大学） 

12：45  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 

        武山 誠（神奈川大学） 

        所 眞理雄（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所） 

13：25  一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会の発足と今後の活動について 

        竹岡 尚三（株式会社アックス） 

14：00  終了予定 

 

スペシャルセッションの聴講にはEmbedded Technology 2013 サイト
(http://www1.jasa.or.jp/et/ET2013/index.html) 

からの事前登録が必要です。 
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3. DEOSプロジェクトの成果 (ET2013 スペシャルセッション) 

http://www1.jasa.or.jp/et/ET2013/index.html


DEOS協会設立の目的 

• 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 

4. 今後の展開 (DEOS協会) 



4. 今後の展開 (DEOS協会概要) 

• 法人概要 

– 名称： 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） 

• 英語名称： The Association of Dependability Engineering for Open Systems (DEOS Association) 

– 設立： 2013年10月21日 

– 所在地： 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280番地 インターワンプレイス京都8F 株式会社アックス 京都本社 内 

 

• 会員の種類・会費 

– 正会員（入会金(*1) ・年会費(*2) ： 10万円）： 当協会の目的に賛同して入会する個人、法人またはその部署、団体またはその部署 

– 賛助会員（入会金・年会費： 無償）： 当協会の事業を賛助するため入会する研究者個人、公共法人・公益法人等またはその部
署、営利を目的としない団体またはその部署 

– 学術会員（入会金・年会費： 無償）： 当協会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 

 

• 発足までの問合せ先： （独）科学技術振興機構 ディペンダブル組込みOS研究開発センター 
– E-mail: center@dependable-os.net 

– 電話番号： 03-3526-6724 

– URL: http://www.dependable-os.net/osddeos/index.html 

(*1) ２０１３年度中の入会については入会金免除 
(*2)  入会初年度に限り、年会費免除 

標準化部会

技術部会

D-Case部会

理事会

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

理事会・運営
委員会・部会
運営支援

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

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

OSD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

事務局

普及促進部会
普及・広報
教育
事業化促進

運営委員会

理事長 所 眞理雄
理事 松田 晃一
理事 山浦 一郎
理事 竹岡 尚三
理事 平鍋 健児
監事 佐々木栄美子
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5. まとめ 

 組込みシステムの規模の増大や複雑化の中でディペン
ダブルなシステムやサービスの提供が課題 

 有効な概念・方法としてDEOSプロジェクトの成果をご紹介 

 ET2013の科学技術振興機構ブースで詳細をご覧ください 

 明日のDEOSスペシャルセッションにもご参加ください 

 DEOSコンソーシアムへの参加をご検討ください 

DEOS協会 

http://deos.or.jp 

 

JST/DEOS Center 

http://www.dependable-os.net/ 

 

JST/DEOS Project 

http://www.crest-os.jst.go.jp/ 

 http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunya04-4.html  
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