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1 本ドキュメントの主旨 

本ドキュメントでは、D-Case と SysML との連携において必要となる D-Case の記述スタ

イルのガイドについて記載する。 

 

2 D-CaseとSysMLモデリングガイドの概要 

2.1 背景と目的 

近年、組込みシステムはユーザーの生活に密着した多くの領域で活用されている。一方で、

組込みシステムはユーザーの多様な要求を満たすために複雑化が進んでいる。要求には、

ユーザーからの機能要求だけでなく、ディペンダビリティに関する非機能要求も含まれる。

ディペンダビリティの属性には、安全性、信頼性、可用性、一貫性、保守性がある。ユー

ザーが安心してシステムを利用するためには、ディペンダブルなシステムを開発すること

が求められる。 

本ガイドでは、開発対象システムのディペンダビリティを開発の上流工程から下流工程ま

で一貫して実現するためのD-Caseによるアプローチを紹介する。ディペンダブルなシステ

ムの開発に必要な特性を表 2-1に示す。 

 

表 2-1 ディペンダブルなシステムの開発に必要な特性 

開発フェーズ 必要な特性 

要件定義 システム要求がディペンダビリティを満足している 

システム設計 設計仕様が要求を正確に反映している 

システム検証 検証結果がディペンダビリティを満足することを説明可能である 

 

要件定義において、システム要求がディペンダビリティを満足するためには、ディペンダ

ビリティを阻害するすべての要因を除去するシステム要求を導出する必要がある。システ

ム要求を過不足なく導出する手段として D-Case を利用する。D-Case の議論分解により、

ディペンダビリティへの脅威を明確化し、続いて脅威の発生シーン、原因、対策の順に明

確化する。この議論分解によりディペンダビリティを阻害するすべての要因を抽出し、対

策をシステム要求として整理することが可能である。 

システム設計において、設計仕様を要求から正確に反映するためには、ディペンダビリテ

ィから導出した要求に含まれる設計情報を活用してシステム設計を行う必要がある。また、

導出した設計仕様を、ディペンダビリティに基づく要求と照合し、設計仕様が過不足なき

ことを確認する必要がある。これを実現するため、D-Case の議論分解によって得られた要

求の記述から、機能・非機能要求、システム構成要求、システムの制約、検証の条件など

の設計情報を抽出し、システム設計に活用する。次に、システム設計により導出した設計

仕様を D-Case に反映し、ディペンダビリティに基づく要求と設計仕様とを照合することで、

設計仕様が過不足なきことを確認する。 
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システム検証において、検証結果がディペンダビリティを満足することを説明するために

は、検証結果を要求や設計仕様と関連付けて位置付けを明確化する必要がある。このため

には、D-Case のエビデンスとして検証結果をゴールに関連付けることで、要求や設計仕様

との整合性を確認する。 

この手法のフローを図 2-1に示す。 

 

 

D-Case SysML

要望獲得・商品企画

要件定義

S/W, H/W 開発

システム検証

要件の実現の可否

システム設計

ユースケース図ユースケース図

パラメトリック図パラメトリック図

ブロック定義図ブロック定義図

要求図要求図

内部ブロック図内部ブロック図

ステートマシン図ステートマシン図

機能概要と前提要求機能概要と前提要求

システムの環境

システムの操作 ユースケース

機能・非機能要求

機能・非機能要件

システムの構成要素

構成要素に課した制約 検証結果

検証条件

モデル・
シミュレーション

モデル・
シミュレーション

システムの機能 構成要素

構成要素

制約

2. 設計仕様を正確に導出2. 設計仕様を正確に導出

3. 検証結果と要求や設計仕様との関連性を明確化3. 検証結果と要求や設計仕様との関連性を明確化

シ
ス
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ム
要
求
を
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シ
ス
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ム
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を
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1.

シ
ス
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ム
要
求
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過
不
足
な
く
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シ
ス
テ
ム
要
求
を
過
不
足
な
く
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出

1.

検証結果による保証検証結果による保証

対策の明確化対策の明確化

原因の明確化原因の明確化

脅威の発生シーンの明確化脅威の発生シーンの明確化

ディペンダビリティへの脅威の明確化ディペンダビリティへの脅威の明確化

トップゴールの設定トップゴールの設定

 

図 2-1 D-Case と SysML との連携によるディペンダブルなシステムの開発手法 

 

本手法では、D-Case の議論分解により、開発の上流工程から下流工程まで開発の意図を明

確化し、設計に反映することにより、開発するシステムの品質の向上することが可能であ

る。D-Case の分解により得られるシステムの情報を SysML モデルに反映し、モデルを作

成することが可能である。また、D-Case の分解の過程で導出されたサブゴールには、開発

に必要なアクティビティが含まれており、ゴールからアクティビティを抽出し開発計画に

反映することで、開発計画の精度を向上することが可能である。 

下記に本手法をガイドする文書を挙げる。 

 対象システムの D-Case モデリングガイド 

 対象システムの SysML モデリングガイド 

 D-Case テンプレート 

 SysML テンプレート 
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2.2 モデリングガイドの対象システム 

本ガイドが開発対象とするシステムは、自動車の機能安全に関する国際規格 ISO26262 に

準拠した車載システムである。既に開発が完了したシステムを機能安全に適合させるため、

安全性要求や信頼性要求の意図を反映し差分開発することを想定する。 

 

2.3 モデリングガイドの構成 

本手法によるモデリングフローとISO26262 が定義する安全ライフサイクルの対応関係を

図 2-2に示す。D-Caseの分解構造をISO26262 第 3 章のアイテム定義から第 4 章のシステ

ム設計に対応付けている。 

 

安全性の観点からトップゴールと前提を設定

安全性を阻害する脅威を大別

安全性を阻害するすべてのシーンを明確化

システムの利用者と操作の関係の明確化

検証条件の明確化

対策を立てられる粒度まで原因を深堀り

対策ごとにシステム要求を詳細化

システムの機能・非機能要件を明確化

システムのアーキテクチャを明確化

システムの前提と制約を明確化

トップゴールの設定トップゴールの設定

ディペンダビリティへの脅威の明確化ディペンダビリティへの脅威の明確化

脅威の発生シーンの明確化脅威の発生シーンの明確化

原因の明確化原因の明確化

対策の明確化対策の明確化

検証結果による保証検証結果による保証

トップゴールの設定トップゴールの設定

ディペンダビリティへの脅威の明確化ディペンダビリティへの脅威の明確化

脅威の発生シーンの明確化脅威の発生シーンの明確化

原因の明確化原因の明確化

対策の明確化対策の明確化

検証結果による保証検証結果による保証

システム要求を満足することを明示

ユースケース図ユースケース図

要求図要求図

ブロック定義図ブロック定義図

パラメトリック図パラメトリック図

モデル・シミュレーションモデル・シミュレーション

ユースケース図ユースケース図

要求図要求図

ブロック定義図ブロック定義図

パラメトリック図パラメトリック図

モデル・シミュレーションモデル・シミュレーション

実行可能なモデルによるシステム検証

D-Case

3.5 アイテム定義
アイテムの定義

3.5 アイテム定義
アイテムの定義

3.7 ハザード分析とリスク評価
ハザードの識別

3.7 ハザード分析とリスク評価
ハザードの識別

3.8 機能安全コンセプト
機能安全要求に基づく分解

3.8 機能安全コンセプト
機能安全要求に基づく分解

4.6 技術安全要求の仕様
技術安全要求に基づく分解

4.6 技術安全要求の仕様
技術安全要求に基づく分解

4.7 システム設計
検証結果による保証

4.7 システム設計
検証結果による保証

ISO26262 SysML

 
図 2-2 モデリングフローと ISO26262 の対応 
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D-CaseとSysMLのモデリングガイドの構成を表 2-2に示す。 

 

表 2-2 モデリングガイドの構成 

対象 D-Case SysML 

カテゴリ D-Case の 

構造 

ノードの 

記述スタイル 

D-Case からの 

情報抽出 

D-Case への 

関連付け 

アイテムの定義 達成すべきゴールと

前提の記述 

- - 

ハザードの識別 システムの操作と環

境の記述 

システムの操作と

環境 

ユースケース 

検証の条件 

機能安全要求に 

基づく分解 

対策を立てられるま

で原因を明確化 

- - 

技術安全要求に 

基づく分解 

システム要求の 

記述 

機能・非機能要求

構成要素と制約 

ユースケース、要件

構成要素、制約 

ガイド 

項目 

検証結果による 

保証 

検証に必要な情報 

の記述 

制御の条件と処理 検証結果 

 

本ガイドでは、主に以下の 3 点についてガイドする。 

1. ISO26262 の安全ライフサイクルに基づいたD-Caseの構造 

トップゴールに対象のシステムが達成すべき性質を命題の形式で記述する。 

トップゴールを分解しD-Caseを完成させるための全体的な構造を検討する。本ガイド

はISO26262 に着目し、トップゴールをISO26262 関連部分とそれ以外に分解する。安

全ライフサイクルによる活動で作成される成果物を活用してISO26262 関連部分の

D-Caseを分解する。分解のフローを4章で解説する。 

 

2. SysMLモデルに必要な情報を提供するD-Caseのノードの記述スタイル 

D-Caseの詳細化の過程でSysMLモデルに必要な情報をD-Caseに記述する。SysMLモ

デルとの連携に適したノードの記述スタイルのガイドを5章で解説する。 

 

3. D-Case の情報を基にした SysML モデルの作成方法 

作成した D-Case から SysML モデルに必要な情報を抽出し、SysML モデルを作成ま

たは更新する。別紙「対象システムの SysML モデリングガイド」にて解説する。 
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以上の点を加味したD-Case と SysML モデルの作成フローを図 2-3に示す。 

 

   

SysMLD-Case SysMLD-Case

要件定義要件定義

システム設計システム設計

S/W開発S/W開発

システム検証システム検証

アイテムの定義

ハザードの識別

機能安全要求に
基づく分解

技術安全要求に
基づく分解

検証結果による
保証

トップゴールの設定トップゴールの設定

ディペンダビリティへの脅威の明確化ディペンダビリティへの脅威の明確化

脅威の発生シーンの明確化脅威の発生シーンの明確化

原因の明確化原因の明確化

検証結果による保証検証結果による保証

対策の明確化対策の明確化

 
図 2-3 D-Case と SysML モデルの作成フロー 
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3 D-Caseの構成要素 

本ガイドでは、D-CaseをISO26262 の安全ライフサイクルによる成果物とSysMLモデルの

コンテンツを結びつけ、開発プロセスの中心となる役割を担うものと位置付ける。D-Case

の基本的な構造を図 3-1に示す。以下にD-Caseを構成する主なノードについて記述する。 

 

 

図 3-1 基本的な D-Case の構成 

 

  9/34



 

 

ゴール(Goal) 

ゴール（図 3-2）は対象システムが達成すべき性質を表す。上位のゴールを下位のサブゴー

ルに分解し、詳細化を行う。ゴールノードは、「システムは安全である」など命題の形式で

記述する。 

ISO26262 への適用では、機能安全の安全性要求と信頼性要求に着目して、システムがこれ

らの要求を満たしていることを上位のゴールに記述する。次に、ハザード分析結果など

ISO26262 で規定される安全ライフサイクルによる成果物により上位のゴールはサブゴー

ルに分解され、最終的に実現コンポーネントや検証結果によりトップのゴールを達成可能

な具体的な性質を表すサブゴールに至る。D-Caseのゴール分解の過程において、各階層の

ゴールに記述する内容を4章にて解説する。 

D-Case の上位階層のゴールは機能要求または非機能要求に相当する場合がある。この時、

要求に相当するゴールの分解構造に着目することで、要求の影響範囲や機能との対応関係

を追跡することが可能である。 

 

 

図 3-2 ゴール 
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ストラテジ(Strategy) 

ストラテジ（図 3-3）はゴールを下位のサブゴールに分解する際の考え方を表す。 

ISO26262 への適用では、安全ライフサイクルに沿ってゴールの分解を行うため、ストラテ

ジは、HAZOPなどのハザード分析結果を用いて「脅威のシーンごとにシステムの安全性を

検討する」などのゴール分解の戦略を記述する。D-Caseの上位階層から下位階層の方向に

ストラテジを辿ることで、システムの開発フローが安全ライフサイクルに則っていること

を確認可能である。D-Caseの各ゴール分解の階層において、ストラテジに記述する内容を4

章にて解説する。 

ストラテジにより、上位のゴールをシステムのアーキテクチャに基づいてシステム構成別

に分解している場合は、上位のゴールとサブゴールがシステムの構成要素であるブロック

の階層構造を表す。ストラテジに分解パターンの名称を記述することで、設計の意図を明

示的に記録することが可能である。 

 

 
図 3-3 ストラテジ 
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コンテキスト(Context) 

コンテキスト（図 3-4）はゴールで主張する内容やストラテジによる分解の前提となる情報

を表す。D-Caseの階層ごとにコンテキストに必要な記述内容は多岐に渡る。 

ISO26262 への適用では、「ハザード分析の結果」などの安全ライフサイクルの活動により

獲得した成果物や抽出された要求、設計仕様などを記述する。各階層のコンテキストに記

述する内容を4章にて解説する。 

SysML モデルとの関係でも同様に、安全ライフサイクルの活動により獲得した要求やシス

テム構成要求をコンテキストに反映する。コンテキストに記述する内容は多岐にわたるた

め、要求の管理 ID や「ユースケース」「要求一覧：」「ブロック：」「ＰＡＲ：」「テストケ

ース：」などのラベルをノードの記述に付加することで SysML モデルとの対応を明確化す

ることが可能である。 

 

 

図 3-4 コンテキスト 

 

エビデンス (Evidence) 

エビデンス（図 3-5）は最終的にゴールを達成可能であることを示す証跡を表す。 

ISO26262 への適用では、トップのゴールを達成可能であることを示すモデル・シミュレー

ション結果や検証結果をエビデンスに反映する。エビデンスに記述する内容を4章にて解説

する。 

 

 

図 3-5 エビデンス 
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これらのD-Caseの構成要素を用いて、本ガイドを適用したD-Caseの全体構造を図 3-6に示

す。 

上位階層では、開発対象のシステムである「クルーズコントロールシステム(CC)が安全で

ある」ことをトップゴールとして定める。D-Case の大まかな構造を方針付けるため、トッ

プゴールの分解のストラテジを、「機能不全による事故、ユーザーのミスによる事故、発生

したことのない脅威に対して対策を検討する」として、ISO26262 に関連する部分とそれ以

外の部分に分解を行う。 

 

上位階層

ISO 26262以外 
ISO 26262 関連部分

の部分 

 
図 3-6 作成した D-Case の全体構造 
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ISO26262 関連部分（図 3-7）をハザード分析結果などのISO26262 安全ライフサイクルの

成果物により分解し、最終的に要求を実現するコンポーネントや検証結果によりエビデン

スを提供する。 

 

 
図 3-7 ISO26262 関連部分の構造 
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4 D-Caseの構造 

システムが達成すべきゴールをISO26262 関連部分とそれ以外に分解し、ISO26262 関連部

分を安全ライフサイクルに基づきD-Caseを詳細化する(表 4-1)。 

 

表 4-1 D-Case の構造 

カテゴリ D-Case の構造 

アイテムの定義 

ハザードの識別 

機能安全要求に基づく分解 

技術安全要求に基づく分解 

ガイド項目 

検証結果による保証 
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4.1 アイテムの定義 

開発対象システムが満たす前提要求を基に、安全性の観点からトップゴールに対象のシス

テムが達成すべき性質を命題の形式でゴールに抽出する。また、アイテム定義により得ら

れるシステムが満たすべき前提要求をコンテキストに抽出する。次に、D-Caseを完成させ

るための大まかな構造として安全性を阻害する脅威に基づいてトップゴールを分解する（

図 4-1）。 

 

安全性の観点からトップゴールと前提を設定

安全性を阻害する脅威を大別

トップゴールの設定トップゴールの設定

ディペンダビリティへの脅威の明確化ディペンダビリティへの脅威の明確化

D-Case

3.5 アイテム定義
アイテムの定義

3.5 アイテム定義
アイテムの定義

ISO26262

 

図 4-1 アイテムの定義 

 

（アイテム定義 ISO26262-3-5） 

対象とするシステムの構成を想定する。また、システムを取り巻く環境や制約、システム

の境界を明確にする。これらの情報をゴールに関連付けられるコンテキストに記述し、

D-Case を詳細化する上での前提とする。 

 

 安全性の観点からトップゴールを「●システムは安全である」と設定し、トップゴー

ルの前提要求としてコンテキスト「前提要求：●システムは安全である」を設定する。 

 トップゴールを差分開発の対象となる機能安全における安全性を阻害する脅威の観点

に基づき、ISO26262 に関連する「機能不全」と、それ以外の「ユーザーのミス」、及

び「これまで発生していない脅威」に分解する。 

 ストラテジを「脅威ごとに●システムの安全性を検討する」と設定し、ストラテジの

前提としてコンテキストに「脅威：機能不全、ユーザーのミス、これまで発生してい

ない脅威」を設定する。 

 トップゴールを分解したサブゴールとして、「機能不全による事故を引き起こさないの

で●システムは安全である」と「ユーザーのミスによる過去の事故を引き起こさない

ので●システムは安全である」、及び「発生していない脅威に対して被害を小さく抑え

る」を設定する。 
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（適用例） 

クルーズコントロール(CC)システムを題材としたトップゴールの抽出例を図 4-2に示す。

開発対象のCCシステムがISO26262 に適合するために必要な性質として、「CCが安全であ

る」をトップゴールとする。 

 

トップゴール：CCは安全である

D-Caseのトップゴール 

ゴールの記述 

例「<システム>は<安全>である」 

ゴールは命題の形式で記述する 

 
図 4-2 トップゴールの抽出例 

 

次に環境や制約およびシステムの境界などのシステム要求の抽出例を図 4-3に示す。 

トップゴールである「CC は安全である」の達成に必要な前提要求として、「前機種からの

派生開発（差分開発）を行う。次機種では ISO26262 準拠のため、機能安全の機能を追加

する」および「クルーズコントロール（CC）は安全である」を抽出している。これらの要

求を D-Case のコンテキストに抽出し、トップゴールと関係付けている。 

 

 

要求をコンテキストに関連付け要求をコンテキストに関連付け

• [CY_01] 前機種からの派生開発（差分開発）を行う。
次機種ではISO 26262準拠のため、機能安全の機能を追加する。

• [CY_02]クルーズコントロール（CC）は安全である。

前提要求

D-Caseのトップゴール

 
図 4-3 システム境界の抽出例 
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抽出したトップゴールを差分開発の対象となるISO26262 に関連する部分とそれ以外の部

分に分解した例を図 4-4に示す。 

 

トップゴール：

CCは安全である

トップゴール：

CCは安全である

機能不全による事故
を起こさない

機能不全による事故
を起こさない

発生していない脅威に
対して被害を少なく抑える

発生していない脅威に
対して被害を少なく抑える

ユーザーのミスによる事故
を起こさない

ユーザーのミスによる事故
を起こさない

ISO 26262 関連部分
 

図 4-4 ISO26262 関連部分とそれ以外に分解する例 
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4.2 ハザードの識別 

ISO26262 関連部分のゴールの詳細化にあたり、対象システムの安全性を阻害するハザード

の発生シーンによる分解を行う（図 4-5）。 

 

安全性を阻害するすべてのシーンを明確化

脅威の発生シーンの明確化脅威の発生シーンの明確化

D-Case

3.7 ハザード分析とリスク評価
ハザードの識別

3.7 ハザード分析とリスク評価
ハザードの識別

ISO26262

 
図 4-5 ハザードの識別 

 

（ハザード ISO26262-3-7） 

システムの機能不全の振る舞いにより引き起こされる危害の原因を分析し、D-Caseをハザ

ード分析結果に基づいて分解する。ハザード分析の例としてHAZOP、FTA、FMEAを用い

た分析がある（表 4-2）。 

 

表 4-2 ハザード分析の手法例 

手法 説明 

HAZOP 期待値からの逸脱によりハザードを識別 

FTA ハザードの発生原因をトップダウンで解析 

FMEA 故障モードと上位アイテムへの影響をボトムアップで解析 

 

 機能不全による脅威を、脅威の発生シーンに基づいて分解する。 

 ストラテジを「脅威のシーンごとに●システムの安全性を検討する」と設定し、スト

ラテジの前提としてコンテキストに「HAZOP によるハザード分析の結果」を設定する。 

 分解されたサブゴールは「▼の時、●システムはハザードに対して安全である」と設

定し、ゴールの前提として HAZOP 分析結果「HAZOP: ▼の時、過大な●」を関連付

ける。 
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（適用例） 

ISO26262 関連部分のゴールをHAZOP分析結果に基づいて分解する例を図 4-6に示す。 

ハザードごとに分解されたサブゴールに対応するハザードをコンテキストに反映しサブゴ

ールとコンテキストを関係付ける。 

 

ID 制御出力
期待値からの逸脱状態

（ガイドワード）
シチュエーション ハザード

H_01 CCコントローラ 過大 CC動作時 ドライバーの意図より過大な加速度
H_02 CCコントローラ 不作動 CC動作中のブレーキ時 ドライバーの意図と異なるCC動作

HAZOP分析でハザードを把握HAZOP分析でハザードを把握 ハザードを反映ハザードを反映

HAZOP分析の結果に基づき

D-Caseを分解

HAZOP分析の結果に基づき

D-Caseを分解

 

図 4-6 ハザードによる分解する例 

 

4.3 機能安全要求に基づく分解 

ハザードごとに分解されたゴールに対して、対策を立案可能な粒度に至るまで原因分析を

実施する（図 4-7）。 

 

対策を立てられる粒度まで原因を深堀り

原因の明確化原因の明確化

D-Case

3.8 機能安全コンセプト
機能安全要求に基づく分解

3.8 機能安全コンセプト
機能安全要求に基づく分解

ISO26262

 

図 4-7 機能安全要求に基づく分解 

 

（安全目標 ISO26262-3-7） 

ハザード分析およびリスクアセスメント結果に基づき、ハザードを回避するためにシステ

ムが満たすべき要求を抽出し、D-Case を分解する。故障モードごとに影響の分析と必要と

なる対策の検討を行う。 
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（機能安全コンセプト ISO26262-3-8） 

事前のシステム構成の想定を考慮し、要求をアーキテクチャに基づいて、コンポーネント

に対応する要求に分解する。 

 

 ハザードのシーンごとに分解されたゴールを、更にハザードの原因に基づいて分解す

る。 

 ストラテジを「原因別に分解する」と設定し、ストラテジの前提としてコンテキスト

に「FTA によるハザード分析の結果」を設定する。 

 分解されたサブゴールとして「▼の時、▲ブロックで故障が発生しても●を許容範囲

に抑えられる」を設定し、ゴールの前提として FTA 分析結果「FTA: ▲ブロックの故

障」を関連付ける。 

 

（適用例） 

FTA分析に基づく脅威の原因の明確化の例を図 4-8に示す。 

FTA 分析結果により、ハザードの原因調査結果から対応する機能安全要求を抽出する。 

 

[H_01] CC動作時、ドライ
バーの意図より過大な加速

度

加速要求が過大

[F_01] CCコントローラによ
る加速要求の演算の不具

合

操作UIからの目標車速が
過大

車速センサーの値が過小

[F_02] CCコントローラによ
る目標車速の演算の不具

合

[F_03] 車速センサーの故
障

[H_02] CC動作中のブレー
キ時、ドライバーの意図と

異なるCC動作

ブレーキ信号が伝達してい
ない

[F_04] CCコントローラによ
る制御演算の不具合

[F_05] 伝達経路の障害
[F_06] ブレーキ信号送信側

の障害
[F_07] CCコントローラによ

る受信障害

HAZOP分析で得られたハザードHAZOP分析で得られたハザード

FTAでハザードに至る経路、原因を把握FTAでハザードに至る経路、原因を把握

ID 制御出力
期待値からの逸脱状態

（ガイドワード）
シチュエーション ハザード

H_01 CCコントローラ 過大 CC動作時 ドライバーの意図より過大な加速度
H_02 CCコントローラ 不作動 CC動作中のブレーキ時 ドライバーの意図と異なるCC動作

•CCコントローラで演算不具合が発生しても
加速度許容範囲内に抑える制御ができる

機能安全要求の抽出機能安全要求の抽出

 

図 4-8 FTA 分析に基づく脅威の原因の明確化の例 
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次に、FTA分析に基づく脅威の原因によるD-Caseのゴール分解の例を図 4-9に示す。 

ハザードごとに導かれたゴールをFTAに基づいて分解することで、機能安全要求により漏

れなくサブゴールに分解することが可能である。ハザードの原因をコンテキストとしてサ

ブゴールに関係付けることで、FTA分析から得られたハザードの原因と機能安全要求との

対応関係を明示可能である。 

 

FTA分析の結果に基づき 

ハザードの原因ごとにD-Caseを分解

• CCコントローラで演算不具合が発生しても 

加速度許容範囲内に抑える制御が可能である

機能安全要求 

FTA分析から得られるハザードの原因を 

コンテキストに反映し要求との対応関係を記録 

 

 

 

 

図 4-9 FTA 分析に基づく脅威の原因による D-Case のゴール分解の例 
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4.4 技術安全要求に基づく分解 

抽出された原因ごとに対策を検討し、システム要求、要件、設計仕様を詳細化する（図 4-10）。 

 

D-CaseISO26262

対策ごとにシステム要求を詳細化

対策の明確化対策の明確化4.6 技術安全要求の仕様
技術安全要求に基づく分解

4.6 技術安全要求の仕様
技術安全要求に基づく分解

 
図 4-10 技術安全要求に基づく分解 

（技術安全要求 ISO26262-4-6） 

コンポーネントごとに配置された要求を、システムの置かれる環境や制約を加味して仕様

化する。この時、D-Case の上位の階層のコンテキストに記述されたシステムの置かれる環

境や制約もコンポーネントレベルに分解し、D-Case の下位の階層のコンテキストに対応す

る。 

 

 ハザードの原因により分解されたゴールを、ハザードへの対策に基づいて分解する。 

 ストラテジを「原因別に分解する」と設定し、ストラテジの前提としてコンテキスト

に「FMEA によるシステム構成要求」を設定する。 

 分解されたサブゴールとして「■ブロックにより、▼の時、▲ブロックで故障が発生

しても●を許容範囲に抑えられる」を設定し、ゴールの前提として FMEA 分析結果

「FMEA: ■ブロックによる●」を関連付ける。 
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（適用例） 

FMEA分析に基づく対策の明確化の例を図 4-11に示す。 

FMEA 分析により対策を検討し、システム要求を過不足なく抽出する。 

 

FMEA分析により対策を検

 

図 4-11 FMEA 分析に基づく対策の明確化の例 

 

要求を配置するコンポーネント 

ごとにD-Caseを分解 

 

S/W H/W
F_01 CCコントローラ 演算（加速要求）不具合 プログラム不具合 6 （中） 1 （小） 5 （中） 30
F_02 CCコントローラ 演算（目標車速）不具合 プログラム不具合 3 （小） 1 （小） 1 （小） 3
F_03 車速センサー 異常値 故障 9 （大） 5 （中） 1 （小） 45
F_04 CCコントローラ 演算（制御）不具合 プログラム不具合 9 （大） 1 （小） 1 （小） 9
F_05 伝送経路 異常値 故障 9 （大） 5 （中） 1 （小） 45
F_06 ブレーキ 演算（送信）不具合 断線 9 （大） 1 （小） 1 （小） 9
F_07 CCコントローラ 演算（受信）不具合 断線 9 （大） 1 （小） 5 （中） 45

ID
対策

コンポーネント 故障モード 要因
発生の
頻度

検知の
難易度

影響の
深刻度

リスク
優先度

[A_01]
加速度の抑制制御

[A_03]
CCの緊急停止

[A_02]
車速のモニター回路

[A_04]
CC動作状況のモニター回路

対策をコンテキストに反映し 

要求との対応関係を記録 
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4.5 検証結果による保証 

割り当てられたシステム要求について、検証結果によりエビデンスを追加し、検証結果が

関連する要求や設計仕様と整合することを確認する（図 4-12）。 

 

検証結果による保証検証結果による保証

システム要求を満足することを明示

4.7 システム設計
検証結果による保証

4.7 システム設計
検証結果による保証

D-CaseISO26262

 
図 4-12 検証結果による保証 

 

（検証 ISO26262-4-8） 

D-Case の記述に基づく環境や制約、クライテリアと、D-Case の分解構造や SysML モデル

により定義されたコンポーネントの構造や振る舞いによって検証に必要な情報を提供する。 

 

表 4-3 検証に利用可能な情報 

情報 提供元 

システムの置かれる環境、制約 D-Case の上位階層のコンテキスト 

実現コンポーネントが満たすべき 

クライテリア 

D-Case の下位階層のコンテキスト 

実現コンポーネントの構造、振る舞い D-Case の分解構造、および 

SysML モデル 

 

 開発対象システムが仕様を満たしていることを検証により確認する。 

 エビデンスに「●動作テストの結果」を記述し、検証結果と関連付ける。 
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（適用例） 

システム検証の例を図 4-13に示す。 

SysML モデリング環境では、実行可能なモデルによるモデル・シミュレーションが可能で

ある。システムの構造や振る舞いを表現するブロック定義図やステートマシン図を用いて

実行可能なモデルを作成する。このモデルに加えて、D-Case に記述された検証条件や制約

などの情報を基にテストケースを作成する。これらの D-Case から得られる情報と SysML

モデルによりモデル・シミュレーションを行い、検証結果を D-Case のエビデンスに登録す

る。このエビデンスは関連するゴールのコンテキスト「要求一覧：加速度の抑制制御、加

速度が閾値を超えない制御を行う」などの内容と整合性があり、システム検証が漏れなく

正確に実施されていることを確認することが可能である。 

 

シミュレーション結果 

 
図 4-13 システム検証の例 

最最大大加加速速度度GG  ::  00..2288GG  
ククリリアア！！  

0
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0.28G 

 

検検証証結結果果  

D-Case 
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5 D-Caseのノードの記述スタイル 

D-Caseのノードに記述された情報をSysMLモデル作成に利用可能とするため、記述スタイ

ルのガイドをまとめる(表 5-1)。 

 

表 5-1 ノードの記述スタイル 

カテゴリ D-Case の構造 ノードの記述スタイル 

アイテムの定義 達成すべきゴールと前提の記述 

ハザードの識別 システムの操作と環境の記述 

機能安全要求に基づく分解 対策を立てられるまで原因を明確化 

技術安全要求に基づく分解 システム要求の記述 

ガイド項目 

検証結果による保証 検証に必要な情報の記述 

 

 

5.1 達成すべきゴールと前提の記述 

（関連4.1
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アイテムの定義） 

システムが達成すべき性質をD-Caseのゴールに記述し、また、対象とするシステムが置か

れた環境や制約をD-Caseのコンテキストノードに記述する(図 5-1)。 

 

 

図 5-1 トップゴールとコンテキストの記述例 
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ゴールノードは命題の形式で記述する。 

コンテキストノードには表 5-2に示されるような様々な種類の情報が記述される。 

 

表 5-2 環境や制約に関する情報 

情報 例 

システムの環境 路面の状況、視界など 

システムと外界との境界 ユーザーの振る舞いなど 

システムが満たすべき制約 制約や前提に関するパラメータなど 

 

5.2 システムの操作と環境の記述 

脅威をシーンごとに分解した結果、ゴールに「▼の時、●システムはハザードに対して安

全である」が記述される。「▼の時」に該当する部分からシステムのユーザーや外部システ

ムの情報を提供することが可能であり、ユースケース図のアクターとして利用可能である。 

 

5.3 対策を立てられるまで原因を明確化 

ゴールの詳細化をどのような観点で行うかを D-Case のストラテジノードに記述する。また、

詳細化の前提となる条件や情報を D-Case のコンテキストノードに記述する。 

 

（関連4.2
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ハザードの識別） 

ハザードの識別によるゴールの分解の例では、「HAZOPによるハザード分析の結果」など

のハザード分析結果をコンテキストノードに記述し、「脅威のシーンごとにCCの安全性を検

討する」などのストラテジによりゴールをより下位のゴールに分解する(図 5-2)。 

ストラテジによるゴールの分解の構造は、SysML 要求図における要求ブロックの階層構造

に適用することができる。 

 

 
図 5-2 ハザードによるゴールの分解 

5.4 システム要求の記述 

（文書の品質） 

システム開発の基となる要求が持つべき特性として、下流の開発プロセスに要求の内容を

正確に伝達可能であることが重要である。文書の品質の基準として、非曖昧性、検証可能

性、完全性、簡潔性がある（表 5-3）。これらの指標に注意して文を記述することで文意を

正確に表現することが可能である。 

 

表 5-3 文書品質の指標 

指標 基準 

非曖昧性 不明確な係り受けがないこと 

主語と述語の対応不一致がないこと 

曖昧な助詞がないこと 

曖昧な記号（矢印など）がないこと 

検証可能性 比較対象を記述しない表現がないこと 

曖昧な確認事項の記述がないこと 

不適切な参照がないこと 
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完全性 主語や目的語の欠如がないこと 

未決事項の記述がないこと1 

誤記がないこと 

簡潔性 冗長な表現がないこと 

使役表現や受動表現がないこと 

願望表現がないこと 

多数の単語が結びついた複合名詞を使用・作成しないこと 

 

                                                  
1 D-Case 作成の過程で、ある時点での未決事項がある場合には、一時的に Undeveloped ノ
ードを用い、後に検討が必要であることを明示する。 
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（要求文の構文） 

システム開発に必要な情報を明示的に要求文に記述するための構文としてEARS (Easy 

Approach to Requirements Syntax)テンプレートがある（表 5-4）。この構文を適用するこ

とで、要求文の意図を正確に抽出し、仕様化することが可能になる。 

 

表 5-4 テンプレート構文 

要求型 記述のパターン 

遍在型 <システム> は<応答>する必要がある 

イベント駆動型 <望ましい条件>の<契機>が発生した場合、<システム>が<応答>する 

非期待振舞型 <望ましくない条件>の<契機>が発生した場合、<システム>が<応答>する

状態駆動型 <システム>が<状態>にある限り、<応答>する 

選択型 <システム>が<性質>を持つ場合、<応答>する 

 

（文と文の関係） 

システムに対する要求は複数文にまたがって記述されることが多いことから、要求の文と

文の関係を明確にすることが重要である。文と文の関係として５つのパターンを定義する

（表 5-5）。この表の分類では、要求の文が規定する制御の入力、出力、処理に共通性に着

目する。そのため、要求の文では、入力、出力、処理の情報に欠落なきこと、また、表記

を統一することが重要となる。 

 

表 5-5 文と文の関係 

文と文の関係 説明 

並列(調停)パターン 共通の処理と出力を持つ文の集合と定義．条件ごとに異なる値

の処理の記述等に用いる 

並列(別処理)パターン 共通の入力を持つ文の集合と定義．一つの入力を複数の処理に

利用する場合等に用いる 

順序パターン 一方の出力と他方の入力が共通の文の集合と定義．一方の処理

結果を他方の処理に使用する場合等に用いる 

換言パターン 共通の入力・処理・出力を持つ文の集合と定義．同一の仕様と

みなす 

階層パターン 仕様の概要と詳細の関係にある文と定義．概要を詳細仕様の説

明文として使用 

 

（管理 ID の割り当て） 

トレーサビリティの観点から要求、要件、仕様に管理番号を割り当てる。 
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（D-Case の詳細化に使用した階層構造） 

D-Case のコンテキストに記述するシステムの構造情報の他、ストラテジによるゴールの詳

細化の構造を、アーキテクチャの階層構造と共通の構造とすることができる。ストラテジ

ノードにアーキテクチャの階層構造に基づく分解であることを記述することで、SysML モ

デルに構造情報を再利用することが可能になる。 

 

5.5 検証に必要な情報の記述 

（関連4.5
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検証結果による保証） 

（振る舞いの曖昧性排除 条件と応答の明確化） 

検証に必要な情報には、条件となる入力および、期待の応答となる出力が明確であること

が重要である。 

 

（定量的な判断基準） 

検証では、検証によって得られた応答の合否判定を行うために、定量的な判断基準となる

クライテリアが必要となる。 

一方で、非機能要求には定量的に判断できない項目も含まれる。これらの項目について

D-Case 上で合意形成の過程や結果を記述することで証跡を残すことが可能である。 
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