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1. 背景

モバイル情報端末、オフィス情報機器、情報家電、車載情報機器等の現代の組込みシステムはもはや

単独で用いられるものでなく、ネットワークにつながれて大規模システムの一要素として存在している。

すなわち、サービスがネットワークを介してこれらの組込みシステムに提供され、我々の生活の利便性

や快適性をもたらしている。そのような組込みシステムの多くは、利用者の多種多様なニーズに対応す

るために高度化し、その結果、複雑化、巨大化して来ている。また、過去から使われてきている仕様が

不明確なソフトウェアや他の開発者が作ったソフトウェアをブラックボックス（部品）として使うこと

がしばしば行われる。ネットワーク上で通信し合う他のシステムの不意の変更もある。更に、システム

運用中の仕様変更を含む保守・管理も行われる。そのため、あるシステムの開発者や運用者がシステム

の隅々まで理解してシステムの信頼性、可用性を担保することが困難になってきている。加えて、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により、データの保全性や利用者の安全・

安心を脅かす事態が発生している。このようなさまざまな脅威に適切に対応し、利用者が安全かつ安心

してサービスや製品を継続して利用できるようにすることはサービスや製品を提供する側の重要な責任

となって来ている。

実際に世界のあちらこちらで重要な社会インフラがダウンする事態が発生している。時にはその復旧

に手間取り、サービスが長時間に渡って止まってしまい、その利用者に重大な不利益を与えている。ま

た、サービス提供者に対して、その原因究明や復旧に多額な支出を強いることとなり、本来得られる収

益を無にし、ビジネス機会を奪う結果となる。これらの障害の原因の分析結果をみると、システムが巨

大となりすぎ、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ためであることが多

い。プログラマーやオペレータによる不用意なミスがシステム全体のダウンを引き起こした例もある。

あるいは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せいで

ダウンしたものや、長い年月の中でサービス利用者のシステムへの要求が変化したため、それに応えよ

うと後から機能を変更し追加した結果、システムの動作が整合しなくなってダウンした例も多い。これ

らの事例を見ると現代のシステムは、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、システムの境界が固定的なシステムとして取り扱う事は困難であり、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。この傾向は今後ますます

強まると予想される。

これまで、多くの組込みシステムの開発では、事前にしっかりとした開発計画を立て、対象製品・シ

ステムの仕様を詳細に書きあげ、長期間の設計・実装・テストフェーズを回すと言ったプロセスが多か

った。そして製品・システムの便益（機能・性能・品質）を改良・改善するために PDCA サイクルを回

す事が実践されて来た。このプロセスは、ネットワークに接続されることなく個別に利用され、仕様が

開発開始時に相当程度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。しかし、今後の組

込みシステムは前述のように、システムの機能や構造、システムの境界が時間の経過とともに変化し、

事前に完璧な仕様を書くことができず、開発計画も完全に見通すことがきわめて困難な状況で開発、運

用を行わねばならない。すなわち、将来の仕様の変更を当初よりできる限り想定し、まずは見極められ

た範囲の仕様で製品・システムを開発し、ライフサイクルを通じてフィードバックを受け、仕様に反映

させるサイクルを何度も回して行くマネジメントプロセスが重要である［18］。古典的なウォーターフ

ォールモデルでなく、要求の変化に対応するために、いろいろなソフトウェア部品を活用し、迅速機敏

に機能を実装して行く新たな開発手法が必要となる。そしてサービス利用者からのフィードバックを得

て、機能・性能・品質を高める手法を取り入れる必要がある。言わば設計開発のプロセスループと保守

運用のプロセスループがお互い相互に関係しながら進んで行く新たなプロセスを確立する必要がある。

このように変化している環境の中で、システムのディペンダビリティを維持し、さらに向上させるに

は、これまで機能、構造、境界が固定的なシステムを対象に考えられてきたディペンダビリティ技術だ

けでは不十分となって来ており、新たな考え方に基づいたディペンダブルシステムの構築が求められて

いる［1、4、5、6、12］。本稿では、そのような新たな要求に対応するための方法として、「オープン

システムディペンダビリティ」の考え方を提案し、これを基礎として開発されているアーキテクチャ、

要素技術、プロセスについて述べる。
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2. ディペンダビリティ

2.1.考え方の変遷

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

ー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

［15、19］。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、故障しにくい特性（信頼性 Reliability）、高い稼働率を維持する特性（可用性 Availability）、障

害が発生した場合に迅速に復旧できる特性（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［8、14］。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特性（保

全性 Integrity）、機密性が高く不正にアクセスされにくい特性（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［9、10、11、16］。

信頼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。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。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 の国際規格原案（DIS）が 2009 年 6 月に

発行され 2011 年の制定を目指している。

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［2、3］。

その論文ではディペンダビリティとセキュリ

ティを図１のように整理している。しかしなが

ら、システムの機能、構造、境界が時間ととも

に変化するような現代の複雑なシステムの問

題を解決するためには、それらが固定的なこれ

までのシステムを対象とした議論では不十分

であると考えられる。

図１．ディペンダビリティとセキュリティ
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2.2.組込みシステムの現状と要件

すでに述べたように、現代の組込みシス

テムは利用者の多種多様なニーズに対応

するために高度化、巨大化、複雑化の一途

をたどっている。開発期間を短縮し、開発

コストを下げるため、既存のあるいは他社

から供給されるありもののソフトウェア

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。また、システム運用

中に機能向上や機能変更のための仕様変

更が行われ、ネットワークを介して、修正

がダウンロードされたり、新しい機能が追

加される。このような理由から、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）。

現代の組込みシステムの多くは、システム同士がネットワークでつながれて使われる。その場合、サ

ービス利用者はネットワークを介して一

つのサービスドメインが提供するサービ

スを利用する。ひとつのサービスドメイン

は様々なレベルで他のサービスドメイン

ともつながり相互作用を行う。他のサービ

スドメインにおけるサービスやインタフ

ェース仕様なども変更される可能性があ

り、時にはサービスが終了される場合もあ

る。このように、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。加えて、

サービスを提供する設計者や開発者、サー

ビスを運用するオペレータ、そしてサービ

ス利用者が意図せぬ間違いを冒す可能性

を排除できない。また、ネットワークが広

がるにつれて、未知のサービスが提供され、

予想外のインタラクションが行われる可

能性が出てくる。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３）。

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検討し、分類すると、

以下のようになる。

（１） 仕様/実装の不完全さ、システムの完全理解の困難さ

要求に対して仕様が完全でなく、出荷時のシステムの振る舞いの完全把握、完全保証が難しい事

（図４）

不完全さによる障害要因例：

 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

サービスA
サービスB

組込みシステム

組込みシステム

組込みシステム

未知のサービス

誤った使い方をする可能
性があるサービス利用者

間違いを起こす
可能性がある
オペレータ

間違いを起こす
可能性がある
設計者・開発者

サービス
提供者
（企業）

悪意を持った
攻撃者

予想外の

インタラクション

ネットワーク

図３．人間系を含むサービスのネットワーク

組込みシステム

ブラック
ボックス

構成要素

ソフトウェア
部品メーカー

構成要素

ブラック
ボックス

構成要素

保守時に

修正・更新

開発時に

購入・組込み

構成要素 構成要素

ブラック
ボックス

ブラック
ボックス

巨大化・複雑化

サービス

利用者

ネットワーク

要求変更

図２．システムの構成要素とサービス
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 システムやソフトウェアの複雑

化・巨大化により全てを理解する

ことが困難となり、それによって

引き起こされる仕様ミスや漏れ、

設計ミスや漏れ、実装ミスや漏れ、

テストミスや漏れ

 人間の能力の限界による、貧弱な

システムデザイン、ずさんなキャ

パシティプラニング、プログラマ

ーの技量の低さ

 システムやソフトウェアの複雑

化・巨大化により全てを理解する

ことが困難となり、それによって

引き起こされる、管理、運用、保

守でのミス

 変更、修正の失敗

 ライセンスの期限切れ

 ブラックボックスやレガシーコードなど内部構造が不明のままの外部仕様機能使用

（２） 使用状況の変化に伴う不確実さ、システムの挙動予測の困難さ

使用環境や構成がライフサイクルを通して変わり、設計時に機能や挙動を完全に予測できない事

（図５）

不確実さによる障害要因例：

 利用者の期待値・能力の時間的変容

（要求事項・レベル、操作能力、

習熟度・慣れ・不注意）

 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

 上記変容に対応するため現場で（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、システムの再構成を行う

事（複雑性の増加）

 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

すなわち、機能、構造、境界が時間の経過で変化する現代の組込みシステムは不完全さと不確実さに

対応したディペンダビリティを持つ必要がある。しかしながら、我々は起こりうるすべてのことを事前

に把握して完全なシステムを作ることはできない。したがって障害は必ずしも避けられない。

我々がおかれたこのような状況を理解して、これまでにもディペ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」［7］

 「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」［17］

等がある。

図５．使用状況の不確実さ、システムの挙動予測の困難さ

図４．仕様/実装の不完全さ、システムの完全理解の困難さ
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2.3.オープンシステムディペンダビリティ

これまでに述べてきた

ように、我々はシステム

の機能、構造、境界が時

間の経過とともに変化す

るようなシステムについ

てのディペンダビリティ

を扱わなければならない。

そのような特徴を持った

システムは、それらが変

化しないクローズドシス

テム（Closed Systems、

閉システム）に対比させ

てオープンシステム

（Open Systems、開シス

テム、開放系）と呼ばれ

る。

クローズドシステムの一般的な特徴は以下のとおりである（図６参照）。

システムの境界が定義できる。

外部との相互作用が限定的で、システムの機能が一定である。

システムの構成要素が固定的で、それらの関係が一定である。

外部観測者視点がとれる。

要素還元主義が成り立つ（分割して個々の構成要素を理解すれば全体の理解ができる。）

一方、オープンシステムの一般的な特徴は以下のとおりである（図６参照）。

システムの境界が時間とともに変化する。

外部との相互作用がある。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。

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。

我々が扱う対象としてのシステムはまさにオープンシステムの一般的な特徴を備えていると考えられ

る。すなわち、ネットワークに接続されているために、システムの境界が不明確であり、時間ともに変

化する。システムの機能や性能に対するサービス利用者、サービス提供者、システム提供者等のステー

クホルダからの要求が変化し、システムの機能や性能が時間とともに変化する。性能向上やバグフィッ

クス、メンテナンス終了、契約の終了などにより、システムの構成要素の交換や変更が常に行われ、そ

れらの関係が時間とともに変化する。

対象システムを時点時点でクローズドシステム、すなわち時間的な変化がない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ゆく方法も可能であろう。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、実際にはシステムの固定期

間と変更期間を区別することが極めて困難であり、通常はいくつかの変更と対応が同時並行的に進む中

でサービスを継続することが最も重要なことである。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ゆくか、と言う視点を取ることにする。そして、現代

の多くの組込みシステムに特質的な問題点を捉えて、これからの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として次のように定義する。

Subsystem

Subsystem

Subsystem
Subsystem

Closed Systems

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Subsystem

Open Systems

図６．クローズドシステムとオープンシステム
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現代の組込みシステムは機能、構造、システム境界が時間的に変化し、これに起因する不完全さと不確

実さを完全に排除することができず、未来に障害となりうる要因（開放系障害要因）を本質的に抱えて

いる。オープンシステムディペンダビリティとは、それらの要因を顕在化する前にできる限り取り除き、

また、顕在化した後に迅速かつ適切に対応し、影響を最小とするようにマネージし、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努力、社会への責任ある説明、およびそれらを継続的に

行う能力を言う。

「オープンシステムディペンダビリティ」はこれまで多くの研究者が研究し、議論し、整理して来た

ディペンダビリティの概念を否定するものではない。これまでは、システムを時点時点でとらえ、主に

偶発的フォールトや意図的フォールトに焦点を当て、システムの安心安全を高めるための技術が研究さ

れ議論され開発されて来ている。我々は対象を時間的に変化するシステムとしてとらえ、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、開放系障害を起こす要因の最小化（主に出荷までに開発現

場で対応）と、開放系障害による影響の最小化（主に出荷後に稼働現場で対応）によりシステムのディ

ペンダビリティを向上させようと考えた。すなわち「オープンシステムディペンダビリティ」は「これ

までのディペンダビリティ」をさらに補完し、強化するものである。

上の定義を一言でまとめると、オープンシステムディペンダビリティとは「常に変化するシステムにお

いて、未知の障害をマネージし、継続的にサービスを提供すること」である。マネージするとは、最大

の努力を行うことによって、サービス利用者、サービス提供者の双方にとって最も重要なサービスの継

続性（Sustainability of Services）を担保する事である（その結果としての事業の継続性が重要なことは

言うまでもない）。

2.4.DEOS プロセス

オープンシステムディペンダビリティ、すなわち、機能、構造、システム境界が時間とともに変化す

るオープンシステムにおけるサービスの継続性を実現するためには、プロセス的なアプローチが重要で

あるとわれわれは考えた。これはすなわち、継続的なディペンダビリティ向上のプロセスである。われ

われはこれを DEOS プロセスと名付ける。そして、このプロセスでは、要求変化や環境変化に対応して

十分に検討して対処する「要求・環境変化対応サイクル」と、オペレーション中の障害発生に迅速に対

応する「障害対応サイクル」の両方が必要であると考えた。すなわち、DEOS プロセスとは継続的なデ

ィペンダビリティ向上のた

めのプロセスであり、それは

１）要求・環境変化対

応サイクル

２）障害対応サイクル

からなる（図７参照）。

１）はステークホルダ要求変

化や環境変化をトリガーと

する。要求の変化としてはサ

ービスや製品の機能や性能

の向上の要求、法律や標準の

変更に伴う変更要求、などが

ある。一方、環境の変化には、

ネットワークの機能・性能の

変化、ネットワーク上のサー

ビスの変更による変化、ハー

テスト検証設計

D-Case
成長サイクル

DEOSプロセス

要求・環境変化対応サイクル

障害対応サイクル

説明責任遂行

D-Case

ステークホルダ
合意に基づくシ
ステム変更要求

実装

原因究明

迅速対応

未然回避
予兆検知・
障害発生

要求変化・
環境変化

正常
運用

図７．DEOS プロセス
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ドウェアの取り換えによる変化、ソフトウェアのライセンス・メンテナンス契約終了などによる変化、

サービス利用者数の増大変化、などがある。そのような変化に対応するために、ステークホルダによる

変更の合意を得、設計・実装・検証・テストを経て、サービス利用者に対し、変更・改良点の説明し、

正常運用が開始される。

２）においては迅速さが求められる。予兆検知や障害発生をトリガーとし、未然回避・迅速対応・原因

究明のフェーズにおいて、未然に回避できるものは回避し、回避できず障害が発生した場合、応急的な

対応が可能であれば、システム利用者に障害状況、迅速対応、本格的・長期的対応の計画などを説明し、

正常運用に戻る。本格的・長期的な対応は、原因が究明された時点で、ステークホルダによる変更の合

意を得、設計・実装・検証・テストを経て、サービス利用者に対し、変更・改良点の説明し、正常運用

へ進む。正常運用には日常点検や日々の改善活動、日々のサービス終業後あるいは始業前の予行で障害

発生を回避する活動が含まれる。

DEOS プロセスでは、「ステークホルダ合意に基づくシステム変更要求」、「説明責任遂行」の２つの

フェーズが組み入れられている。そしてステークホルダ間で変更要求を理解し、利害関係を調整しつつ

対応策を検討し、合意に至るための記述の仕組みである「D-Case」を取り入れた。図７に表したように、

DEOS プロセスは「要求・環境変化対応サイクル」と「障害対応サイクル」が関連しながら回る二重サ

イクル構造である。すでに述べたように DEOS プロセスは時間の経過にも常に対応して行くので時空間

的に見ると二重螺旋となっている。これを図示するのは難しいが、図８にそのイメージを表した。

図８．DEOS プロセス時空間イメージ
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3. DEOS プロセスの各フェーズに求められるもの

DEOS プロセスはオープンシステムに対する継続的なディペンダビリティ向上のプロセスであり、こ

れは「要求・環境変化対応サイクル」と「障害対応サイクル」の両方からなることは既に述べた。本章

ではそれぞれのサイクルの各フェーズにおいて、求められる考え方や視点を説明する。『要求・環境変

更対応サイクル』における主要なフェーズは、「ステークホルダ合意に基づくシステム変更要求」、「設

計・実装・検証・テスト」であり、大きな変化に対応する場合は「説明責任遂行」も必要となる。『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、大

きな変化に対応する場合は「説明責任遂行」も必要となる。 なお、正常運用においては、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・しつけ・教育など、継続的なディペン

ダビリティ向上活動は当然の事として実施されているものとする。

3.1.ステークホルダ合意に基づくシステム変更要求

ステークホルダからの要求変化（新規要求も含む）や環境変化が発生した場合、あるいは障害発生に

迅速に対応し、原因究明の努力の結果、原因が分かり、システムを変更せざるを得なくなった場合、ど

のように変更するのかを漏れなく、すべてのステークホルダに分かりやすく、誤解のないような仕様と

してまとめ・記述する事がまず求められる。要求工学ではさまざまな要求記述方法やツールが研究され

ているので、それらを活用する事が望ましい。

ここでわれわれが想定しているステークホルダを以下に定義しておく。

サービス・製品の利用者（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

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

すでに述べて来たように、要求変化、環境変化に対応して行くことが現代のシステムに課せられた課

題である。「変化への対応」を実行す

るためには、すべてのステークホルダ

の要求を正確に理解し、利害関係を調

整しつつ対応策を検討し、具体的な対

応方法と時期について合意する必要が

ある。そしてそのためには、「ステー

クホルダ間で理解する事が可能な記

述」あるいは「実行可能な要求仕様合

意記述」が必要である。われわれのプ

ロジェクトでは D-Case と称する考え

方、手法、ツールを研究している。

D-Case は GSN（Goal Structuring

Notation）を採用しているSafety Case

を参考にした木構造記述方式である。

この構造が重要なのではなくて、

DEOS プロセスを表す、木構造の分岐

の考え方（Strategy）、構成、分岐条

件に意味がある。従って、オープンシ

D-Case
Top
Structure

Goal

Strategy

サービスの継続

DEOSプロセスのサイ
クルで分けて考える

要求・環境変化
対応サイクル

障害対応
サイクル

サイクルのフェーズ
で分けて考える

ステークホルダ合意に
基づくシステム変更要求

説明責
任遂行

迅速
対応

設計・実装・
検証・テスト

原因
究明

未然
回避

Sub-Goal

サイクルのフェーズ
で分けて考える

Strategy

説明責
任遂行

図９．D-Case Top Structure
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ステムディペンダビリティを記述する D-Case のトップ構造は図９のようになると考えられる。そして、

ゴールが徐々に議論され分化され行きついた先では、エビデンスで裏打ちさる必要があると考えられる。

すなわち D-Case のボトム構造は図１０のようになると考えられる。

3.2 設計・実装・検証・テスト

このフェーズは、いわゆる設計開発の領域である。この領域については、これまで多くの研究がなさ

れ、多くの手法やツールが出されている。優れた手法やツールは積極的に活用すべきだと考える。特に

オープンシステムディペンダビリティ向上のためには、

 設計・実装技術

 要求を仕様として確実に記述する

 仕様を設計に確実に反映する

 設計を忠実に実装する

 検証・テスト技術

 実装されたものを仕様に照らし合わせて正確にテストする

 ソフトウェアの欠陥を形式的手法によって検出する

 シミュレーター上で検証する

 わざと欠陥を挿入して異常事態を起こし、システムの限界値を測定する

 システムの正常な振る舞いや、世の中の標準値と比較検討する

 ディペンダビリティ評価指標を測定する

 評価指標の妥当性を検証する

などが求められる。

3.3.説明責任遂行

サービス提供者、特に社会インフラサービス提供者や社会に広く使われる製品提供者は、障害発生時

のみならず、日常の事業遂行においてサービス利用者、製品使用者、社会に対し、障害状況、原因、回

復見通しなどを迅速に説明をし、設計開発・保守運用プロセスの分かりやすい説明、そして日頃の事業

遂行状況の報告をする責任がある。これは何も提供者の社会的責任を全うすると言う直接的目的を果た

D-Case
Bottom
Structure

Evidence

Evidence

Sub-Goal

Sub-Goal

図１０．D-Case Bottom Structure
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すだけでなく、利用者や社会の信頼を維持し、インフラサービス提供上のコンセンサスを醸成し、サー

ビス提供者のブランドを保護し、ひいては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

を果たすことでもある。

（１）要求・環境変化対応サイクルにおける説明責任

 要求変化の説明

 ステークホルダ要求の収集状況

 ステークホルダ合意の経緯

 変化対応後のサービス内容、システム機能、サービス提供スケジュール、提供条件

 法令遵守・国際標準準拠の状況

 環境変化の説明

 環境情報の収集状況

 ステークホルダ合意の経緯

 変化対応後のサービス内容、システム機能、サービス提供スケジュール、提供条件

 法令遵守・国際標準準拠の状況

（２）障害対応サイクルにおける説明責任

 未然回避時、障害発生時の説明

 システム動作状況の監視記録やエビデンス記録

 未然回避の状況

 迅速対応の状況、応急的なサービス復旧スケジュール

 原因究明の状況

 本格的・長期的なサービス復旧スケジュール

 ステークホルダ合意の経緯

 システム設計開発、保守運用、要員教育の記録

 サービス提供要員教育の記録

 日頃の事業遂行状況の報告

 ステークホルダ合意維持管理の仕組み（後述される D-Case）

 DEOS プロセス

 システム提供者・サービス提供者の訓練・しつけ・教育プロセス

サービスを提供するシステムは以上の説明責任のを遂行を支援する能力を持つ事が必要である。

3.4.未然回避

（１）障害の予知、異常状態の検出

障害がどんな原因であれ、システムのオペレーション中にそれが発生する前に障害が起きる事が予知

できたら、あるいは障害が起きる可能性の増大を検出できたら、対応策・回避策を打つ事ができる。も

ちろん、事前に予知できると言っても時間的にどの程度前なのかによって、対応策・回避策は変わる。

充分に事前であればシステム提供者はより効果的な対策が打てる。たとえば数分前に予知できれば、障

害そのものを回避できるかもしれない。数秒前に予知できたら、障害の回避は難しくとも、全体のシス

テムダウンは回避できるかもしれない。数ミリ秒前に予知できたら、障害の影響の最小化ですら難しい

かもしれないが、少なくともあとで原因解析に有効な、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。システムがクラッシュする直前のシステム内部情報は、航空機におけるいわゆるフラ

イトレコーダーのように、一定時間上書きモードで動作する監視記録機構があれば記録することはでき
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るが、クラッシュに至らない異常状態の場合は、どのアプリケーションの内部情報を記録すればいいの

か判別する時間が必要だ。その時間を稼ぐ事ができたらそれはそれで大変価値がある。すなわち障害予

兆あるいはシステムの異常状態を検出することは大変重要な技術である。

 類似の障害の予兆を検出する

 過去の障害のパターンから推論

 正常でない状態の予兆を検出する

 正常でない状態の事前検出

 障害にならないかも知れないが、事前に警告を得る事は価値がある

（２）障害回避のためのシステム資源制限

システムのオペレーション中にシステムの動作が異常になった時、そのまま走らせると障害に至るか

もしれない場合、システム資源を制限して、動作のスピードを落とし、システムダウンを回避したり、

システムダウンまでの時間を稼いで、その間に何らかの対応策や回避策を打つ事ができる。

 異常な動作をする部位の動作に制限を加え、障害にならないように動作を規制する

3.5.迅速対応

障害は避け得ない。予知や予行は実施できる場合が限られていて障害の発生を完全に回避はできない。

そうなると、重要なのは、障害が起きた時に、いかにその影響を最小化するかと言う事後の対処である。

以下に事後の対処を記すが、これらには２つの狙いがある。ひとつはサービス利用者の不利益・不満を

最小限にし、信頼関係を維持・回復する事である。もうひとつはその努力によってサービス提供者のビ

ジネス便益をできるかぎり守るという事である。

迅速対応はシステムのオペレーション中に自動的・自律的に行われるのが望ましいが、現実には難し

い。多くの場合、システム全体のオペレーション、あるいはシステムの一部分のオペレーションをいっ

たん止めて、ステークホルダの判断がなされ、保守者・運用者の人手による対応がなされる。オペレー

ションが止まっている時間を短くできればそれに越したことはない。そのためには応急的対応策と、本

格的な原因究明によって長期的な解決策を見つける事の２本立てになる。

 障害を分離して、影響の局所化、サービス全体のダウンを回避する

 障害を起こしたサービスは一時休止、あるいは障害発生前の状態に戻す

 障害を起こしたサービス以外は稼働を続行

 サービス利用者の不利益の最小化

 早急な障害原因の究明、解決策の早期の打ち出し、および回復努力

 原因の明確化、同じ原因による障害の排除、同じ障害が二度と起こらない事の説明

 サービス利用者の不安の解消

 信頼の維持・回復

3.6.原因究明

ピンポイントで原因を見つけ出すことができればよいが、多くの場合、それは難しい。ピンポイント

でなくとも、原因となりうる範囲を示唆してくれるだけでも、原因究明にかかる時間と労力を削減でき

る。結果的にオペレーションが止まっている時間を短縮でき、本格的・長期的な解決策を打ち立てる事

に大いに貢献する。そのための技術は常に研究し、開発しておかなければいけない。いずれも正確なシ

ステム動作記録や的確なエビデンス記録が重要である。
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この活動領域も、これまで多くの研究がなされてきたし、今も活発に研究されている。われわれも、

この領域には力を入れており、新しい考え方や、方法を研究している。われわれが重視しているのは

 システムの動作を監視し、その記録（ログ）を録ること

 ログは膨大な量になるので、ログ破産を起こさせない考え方、技術を開発する事

 ピンポイントで原因を見つけ出すのは至難の技であれば、原因の潜んでいそうな範囲を示唆

する事

 システムがクラッシュしたような場合に、クラッシュ寸前のシステムの動作が記録されるよ

うな仕組み（System Recorder）が望まれる

3.7.正常運用

システムの稼働状況を記録しておき、それを日々点検する事は有用であり、保守担当者や運用担当者

が、何かの兆候をそこから見出す事ができる可能性がある。また、メモリーリークによって障害発生に

至るケースがある。システムのメモリー資源を常にクリーンな状態にすることも、非常に有効な日常保

守・改善活動である。

 システム稼働状況の記録をとる

 システム環境劣化を防ぐ

あるいは、積極的に予行を行う事も有効である。障害はある時間が経過してある状態に達した時発生

する。であれば、時間を先に経過させると障害の発生を事前に知る事ができる。いわゆるリハーサルで

ある。情報システムの提供するサービスの運用時において、どの程度適切なリハーサルができるのかは

場合による。（開発時には同様な事はリハーサルと言う名の下ではなく、テストと言う名の下に頻繁に

行われている。）サービスが夜は停止するような場合であれば、リハーサルはその停止時間に行える。

しかし、サービスが２４時間無停止のようなシステムであれば、リハーサルはサービスのカットインの

前にしか行えないかもしれない。このような無停止システムでリハーサルを行おうとすると、常時、本

システムと並行して稼働するミラーシステムなどが必要になる。

 本サービスの提供前（前日の終業後、当日の始業前等）にサービスを予行させる

 無停止システムでは予行をミラーシステムなどで並行して行う
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4. プロジェクトの方針

4.1.プロジェクトの目的

本プロジェクト「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」

では現代の組込みシステムにおける信頼性、安全性、使いやすさなどの要件を「オープンシステムディ

ペンダビリティ」と言う観点から捉えなおし、実利用を目指した組込みシステムのためのディペンダブ

ル OS およびそのシステムの実現に必要な概念、アーキテクチャ、仕様書・実装ガイドライン、マネジ

メントプロセス、フレームワーク・開発環境・ツールなどの関連基盤技術も含めて開発し、評価基準を

定め、標準化する。ここで OS を狭義のオペレーティングシステムと限定するのではなく、システムの

アプリケーションを支えるすべてのシステムソフトウェア層と捉える。また、組込みシステムも狭義に

は捉えず、ネットワークシステムに接続され、例えば交通情報制御システムや鉄道改札システムなどの

社会インフラとして使われるシステムも対象に含める。

当面我々が対象とするアプリケーション領域として、監視システム、生産制御システム、通信制御システ

ム、オフィス機器、車載情報機器、ロボット、情報家電、携帯電話、モバイル情報端末などを考えるが、

実際のサービス提供の状況に応じて分野を絞り込んで行く事や、新しい分野に取り組む事も考える。

4.2.プロジェクトの目標

目標は下記を考える。

1 ２１世紀にふさわしい明確なディペンダビリティについての概念を確立する。

1.a 第２章で考察したオープンシステムディペンダビリティの考え方を検証し、精緻化する。

1.b システムやサービスのライフサイクルにわたってオープンシステムディペンダビリティを

向上させる要素技術、マネジメントプロセス、システムアーキテクチャを開発する。

2 実用化を推進する。実用に耐えうるディペンダブル組込みシステムの仕様書・実装ガイドライン

を作成し、フレームワーク・開発環境・ツールを開発し、マネジメントプロセスを確立し、リフ

ァレンスシステムのデモを行うことにより実証する。

3 上記１、２を基本に、ディペンダビリティの評価基準を定め、標準化を推進する。（期待として

は、国際標準にする。）

4 上記１～３を維持・保守・改良するためのコンソーシアム/成果使用団体を立ち上げる。

ディペンダブルなシステム構築に必要な要素技術、マネジメントプロセス、システムアーキテクチャ

などは、実用的なシステムの開発や向上サイクルを実践することにより評価・改善されていくと考えて

いる。そのためにはプロジェクトの成果を企業に使ってもらい、その結果をフィードバックしていく必

要がある。将来的には障害情報の共有、保障や説明責任などを含む社会的な責務の遂行、それらを支え

るためのオープンな仕組みなどが必要になる。
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4.3.オープンシステムディペンダビリティ実現の仕組み

オープンシステムディペン

ダビリティ実現のためには、

システムアーキテクチャ、要

素技術、プロセス＆マネジメ

ント、の３要素を有機的に結

び付ける必要がある［13］。

当プロジェクトではこの仕

組みを研究チームおよび

DEOS 研究開発センター（い

ずれも後述の６章参照）が一

丸となって研究・開発を行い、

その成果を世の中の組込みシ

ステム提供者に提供すること

を目指す（図１１）。

（１）システムアーキテクチャ

要素技術とマネジメントプロセスを有機的に結び付けるためにはシステムアーキテクチャは次のよう

な役目を果たす必要がある。

 要素技術を統合し、実行させる仕組みを提供する

 プロセス＆マネジメントを支援する仕組みを提供する

 システムの進化を支援し、生きたままの変化を可能とする仕組みを提供する

オープンシステムディペンダビリティ実現あるいは向上のためには、必要な要素技術を組み込んだシ

ステムソフトウェア/ミドルウェア、および開発時あるいは運用時のツール群を提供する必要がある。当

プロジェクトではこれを「フレームワーク」と「ツール」として実現する。

フレームワーク
フレームワークを D-fops（Dependability Framework for Open Systems）と称する。D-fops は後述

される「監視と分析」「仮想化技術とその応用」「セキュリティ」などの研究の成果を統合し、一体と

なった形で提供される。D-fops の有効性を実際の企業の実験システムで実証して行く計画である。コー

ドは GNU GPL＋New BSD のデュアルライセンスで公開する予定であるが、あくまでリファレンス実装

であるので、商用利用の際には、それぞれの企業の製品・サービス環境に適応させる必要がある。実証

実験にあたっては、DEOS 研究開発センターが企業と協力して試験環境にあったシステムを共同開発す

る。

ツール
後述される「ディペンダビリティメトリクスと合意形成」、「ポリシー管理」、「システムソフトウ

ェア検証」、「ディペンダビリティ計測と評価」などの研究の成果は、DEOS ツールとして提供される。

単独で使われるツールもあるが、ほとんどは既存の設計・検証・テスト・運用ツールと連携して使われ

ないと価値が発揮されない。そしてオープンシステムディペンダビリティの有効性を実際の企業の開発

や運用の試験現場で実証して行く計画である。

システムアーキテクチャ

要素技術

ハードウェア

システム監視・管理機構

カーネル

アプリケーション監視・
管理機構

・
A・
v・
・・
P・
[・
V・
・・
・

・
A・
v・
・・
P・
[・
V・
・・
・リファレンス

システム

フレームワーク

ランタイム

エビデンス管理・
記録機構

カーネル

ポリシー管理・
制御機構

・
A・
v・
・・
P・
[・
V・
・・
・

・
A・
v・
・・
P・
[・
V・
・・
・フレームワーク

● 未然回避支援
・ システム監視／アプリ監視
・ 異常検出／予兆検出
・ セキュリティ攻撃防御

● 迅速対応支援
・ Isolation／Migration／Reconf iguration

● 原因究明支援
・ ログ分析、エビデンス評価

● D-Case実行
● 正常運用支援

・ Time-shif t Rehearsal
・ Software Anti-aging

ツール
● 設計ツール

・ D-Case Editor
・ Policy Scripter

● 検証ツール
・ Type Checker
・ Model Checker

● テストツール
・ DS-Bench
・ D-Cloud

・・・

● 監視・分析系
・ Monitor & Logging
・ Incident Analysis
・ Failure Prediction
・ Evidence Registration
・ Cause Analysis

● 制限・制御系
・ Isolation
・ Migration
・ Reconf iguration/Undo

・ Quota
・ Security
・ Software Anti-aging

● 検証・評価系
・ Benchmarking
・ Metrics
・ Fault Injection

● 管理系
・ Policy Management
・ D-Case Management

・・・

・・・
・・・

・・・

● 記録系
・ System Recorder
・ Record Box

・・・

● D-Case
● Policy
● Evidence

プロセス

● 要求・環境変化対応サイクル

● 障害対応サイクル

プロセス&マネジメント

標準化

● 評価基準
● 国際規格
● ガイドライン

図１１．オープンシステムディペンダビリティ実現の仕組み
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（２）要素技術

オープンシステムディペンダビィティ達成のための要素技術としては、次のようなものが必要であり、

それぞれが DEOS プロセスの各フェーズでどう活用されるかを✔マークで示す。

注意） 表の左端の分類は理解・整理のための大まかなグルーピングであって、個々の技術はそれに特化したものではない。

ス
テ
ー

ク
ホ
ル

ダ
合
意

に
基

づ
く
シ

ス
テ
ム

変
更
要

求

設
計
・
実

装
・
検

証
・
テ

ス
ト

説
明
責

任
遂
行

未
然
回

避

迅
速
対

応

原
因

究
明

正
常

運
用

後述される

関連する節

監
視
・
分

析
系

システムに起きるさまざまな事象を監視・記録する技術

（Monitoring & Logging）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.3. 5.5.

起きた事象を分析し、検証する技術（Incident Analysis） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.3.

予兆検出の技術（Failure Prediction） ✔ 5.3.

原因を特定・抽出する技術（Cause Analysis） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.3. 5.5.

制
限
・

制
御
系

システムの計算機資源を制限し、動きを制御する技術

（Quota）

✔ ✔ 5.1.

システムのメモリー資源を常にクリーンな状態にする技

術（Software Anti-aging）

✔ ✔ 5.5.

ネットワークにつながった時に他のノードからの攻撃を

防ぐ技術（Security）

✔ ✔ ✔ 5.4. 5.5.

System Container を実現する技術（Isolation） ✔ ✔ ✔ 5.5.

仮想化技術の信頼性向上（Verification of Virtualization

Layer）

✔ 5.5.

システム時間を変えて試験する技術（Time-shift

Rehearsal）

✔ ✔ 5.1.

障害部位を切り離す技術、構成を変える技術、構成を元

に戻す技術（Isolation/Reconfiguration/Undo）

✔ 5.1.

システムを移動させて、修復をする技術（Migration） ✔ 5.1.

記
録
系

システムダウン直前のシステム情報を記録する技

術（System Recorder）

✔ ✔ ✔ 5.1.

整合の取れた時間体系を有し、改竄されない堅固

な記録機構（Record Box）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.1.

検
証
・

評
価
系

システムソフトウェアのためのプログラム検証技術

（Model Checking for Systems Software）

✔ ✔ 5.6.

システムソフトウェアのためのプログラム検証技術

（Type Checking for Systems Software）

✔ ✔ 5.6.

ディペンダビリティ評価指標（Metrics） ✔ ✔ ✔ ✔ 5.2.

システムの負荷・異常状態や挙動を観測する技術 ✔ ✔ ✔ 5.7.

大規模なテストのための計算資源を適切に管理し、シス

テムテストを加速する技術

✔ ✔ 5.7.

管
理
系

ディペンダビリティ合意の記述・更新・管理技術

（Dependability Case Management）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.2.

未知の障害へのフェールセーフ的対応（Unknown

Failure Fail Safe Default）

✔ ✔ 5.1.

ポリシーの記述・管理技術（Policy Script、Policy

Management）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.2. 5.3.
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（３）プロセス ＆ マネジメント

オープンシステムにおいて、サービスを継続するためには、できるだけ障害を未然に防ぎ、未知の障

害が発生しても迅速に対処し、ステークホルダの要求や環境の変化に対して、システムを適切に改良す

る必要がある。さらに、障害対応やシステム改良に関して、ステークホルダに説明する必要がある。２

章、３章で述べたように、われわれはそのための１）要求・環境変化対応サイクルと２）障害対応サイ

クルからなる DEOS プロセスを提言している。

これまでの V 字モデルやアジャイルモデルは、システム開発にフォーカスが置かれていた。DEOS プ

ロセスの新しい点は、従来のプロセスモデルの運用サイクルを中心に考える点である。ステークホルダ

要求、環境の変化に対応するため、運用されながら更新されるオープンシステムでは、従来の開発フェ

ーズはプロセスのごく初期の段階に過ぎず、運用サイクルの特殊なケースに過ぎないと考える。さらに

オープンシステムでは、障害の想定および対応が重要になる。以上の洞察から設定したこれら２つのサ

イクルは、次のような相互依存の関係がある。２）において障害へ根本的に対応するため、システムの

部分的改良の必要性が生じる。１）におけるシステムの部分的改良は、将来の障害の原因になりうる。

これら二つのサイクルは、一つのシステムのライフサイクルで並列し、たがいに影響を及ぼしながら進

行していると考える。DEOS プロセスにおける、我々の要素技術の使われ方を図１２に示す。

 要求・環境変化対応サイクル

 変化に対応するため、システムの部分的な改良が行われる。改良した部分の、数理科学的に

厳密な正しさの検証を Type/Model Checker により行い、改良したコードの正しさのエビデ

ンスとする。

 DS-Bench/D-Cloud の大規模計算機能により、部分改良したシステムを稼働させる前にシミ

ューレションを行い、部分改良によって悪影響がでないことのエビデンスとする。

 改良した部分のリリースを行う。

 障害対応サイクル

 D-Logger、D-Analyzer により、障害の検知および解析が行われる。

 D-Visor、D-Effector により、迅速な障害対応が行われる。

 障害対応のためのシステムの Reconfiguration が行われる。

 今後の対策のため、D-Box に障害のログデータが記録される。

このプロセスを通じて、オープン

障害への対応、システムの改良など

をステークホルダへ説明するために、

ステークホルダ合意を表す D-Case、

正確なシステム動作記録や的確なエ

ビデンスなどが用いられる。D-Case

は、システムが Reconfiguration と

改良によって変化するたびに、動的

に更新され、必要なとき常にその時

のシステムのディペンダビリティを

ステークホルダへ説明するために用

いられる。

登場した要素技術は、５章におい

て説明する。

異常検知・解析 障害即応 エビデンス管理
ユニットテストによる
エビデンス提供

結合テストによる
エビデンス提供

D-Visor D-Box

D-Logger D-Analyzer

D-System
Monitor

D-Case
Editor

D-Effector

Type/Model
Checker

DS-Bench/
D-Cloud

D-Case
更新

D-Case
Walker

DEOSフレームワーク＆ツール

D-Case
実行

テスト検証設計

D-Case
成長サイクル

DEOSプロセス

要求・環境変化対応サイクル

障害対応サイクル

説明責任遂行

D-Case

ステークホルダ
合意に基づくシ
ステム変更要求

実装

原因究明

迅速対応

未然回避
予兆検知・
障害発生

要求変化・
環境変化

正常
運用

図１２．DEOS プロセスと要素技術



© 2010 科学技術振興機構 White Paper DEOS プロジェクト

Page22 Version 2.0 2010/12/011

4.4.プロジェクトの成果

本プロジェクトの成果としては以下のものを考える。

• オープンシステムディペンダビリティコンセプト

• 要素技術（各要素技術仕様書、API 定義書、コード、実装ガイドライン等）

• マネジメントプロセス（プロセスガイドライン等）

• フレームワーク・開発環境・ツール（システムアーキテクチャ仕様書、API 定義書、コード、実

装ガイドライン等）

• メトリクス、規格・標準・ガイドライン、記録フォーマット

• オープンシステムディペンダビリティコンソーシアム
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5. 主な研究開発活動状況

5.1.フレームワーク

研究開発の目的/目標

D-fops は後述される「ログ分析とエビデンス評価」「仮想化技術とその応用」「セキュリティ」など

の研究の成果を取り込み、一体となった形で提供される。また以下の機能を実装する。

研究開発の方向性/方針

D-fops はステークホルダが合意したディペンダビリティを実現するためのシステムサービスを提供し、

DEOS プロセスの実行を支援するミドルウェアである。特に社会インフラ組込みシステムのディペンダ

ビリティ向上を目指す。図１３に D-fops の構成を示す。また以下にそれぞれのモジュールの機能を記す。

D-Visor
複数のシステムの独立性を担保する仕組み（System Container）を提供する。System Container はあ

る Container 内の異常や障害が他の Container に波及する事を極力抑える働きを担う。

D-Application Manager
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）を提供する。各アプリケ

ーションのライフサイクル（起動、更新、停止）を管理制御する。アプリケーションの動作を監視し、

分析し、適切なアクションをシステム設計者が組み込める仕組みを提供する。オープンシステムディペ

ンダビリティ向上に役立つ管理制御をするための API をアプリケーションに提供する。それらを実装し、

ディペンダビリティ向上に役立つよう注意して作成されたアプリケーションを D-Aware Application と

呼ぶ。そうでない既存のアプリケーション（Legacy Application）にも基本的な監視サービスは提供され

る。

D-Logger/D-Analyzer/D-Effector
動作を監視し、得られた情報を分析し、必要なアクションを実行する。エビデンスとして必要なものだ

けを選別し、情報を圧縮するなどのサービスを提供し、D-Box にエビデンスを記録する。

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
合

意
に

基

づ
く

シ
ス

テ
ム

変
更

要
求

設
計

・
実
装
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証

・
テ
ス

ト

説
明

責
任

遂
行

未
然

回
避

迅
速

対
応

原
因

究
明

正
常

運
用

システムダウン直前のシステム情報を記録する技術（System Recorder） ✔ ✔ ✔

整合の取れた時間体系を有し、改竄されない堅固な記録機構（Record Box） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

システムの計算機資源を制限し、動きを制御する技術（Quota） ✔ ✔

未知の障害へのフェールセーフ的対応（Unknown Failure Fail Safe

Default）

✔ ✔

システムのメモリー資源を常にクリーンな状態にする技術（Software

Anti-aging）

✔ ✔

システム時間を変えて試験する技術（Time-shift Rehearsal） ✔ ✔

障害部位を切り離す技術、構成を変える技術、構成を元に戻す技術

（Isolation/Reconfiguration/Undo）

✔

システムを移動させて、修復をする技術（Migration） ✔
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D-Case Walker
オープンシステムディペンダ

ビリティ向上のためのシステ

ムの動作ポリシーおよび後述

のディペンダビリティディ合

意記述（D-Case）をシステム

内部表現として管理・維持す

る。

D-System Monitor
システムの動作を OS とは独

立に監視する。また、外部か

らの攻撃やシステムの障害を

監視し、システムのインテグ

リティを守る。

D-Box
オープンシステムディペンダ

ビリティ向上のために有益な

情報（D-Case、ポリシー、エ

ビデンス）を記憶する機構で

ある。アクセス管理、暗号化、改竄検出を行ない、情報の整合性を守る。

研究開発の成果物

 フレームワーク（システムアーキテクチャ仕様書、API 定義書、コード、実装ガイドライン等）

5.2.ディペンダビリティメトリクスとステークホルダ合意形成

研究開発の目的/目標

ス
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テ
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正
常

運
用

ディペンダビリティ評価指標（Metrics） ✔ ✔ ✔ ✔

ディペンダビリティ合意の記述・更新・管理技術（Dependability Case

Management）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ポリシーの記述・管理技術（Policy Script、Policy Management） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

多様かつ変化するステークホルダ間のディペンダビリティに関する合意や保証は、オープンシステム

では本質的な問題である。さらにオープンシステムでは、曖昧かつ動的な境界を持ちながら互いに相互

作用するシステム間で、全体的にも、部分的にもディペンダビリティを保たなければならない。そのた

めには、システムのディペンダビリティに関してステークホルダ同士が円滑に合意し、合意事項が正し

く実現されていることのエビデンスに基づく保証を支援する必要がある。さらに、さまざまなシステム

Middleware

D-Application Manager

OS

D-Visor

D-Box

D-Logger D-Analyzer

D-System
Monitor

Applications

● D-Case
● Policy
● Evidence

D-Case Walker D-Effector

OS

Framework

System
Containers

Application
Containers

Tools

図１３．フレームワークシステム構成
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関係（組み込みシステムとその OS コンポーネントなどのシステムとそのサブシステムの包含関係、サ

ーバーとクライエントなどの対応関係など）において、システムが互いのインタフェースを通じて、デ

ィペンダビリティ情報を共有する仕組みが必要である。

これらを達成するためには、ステークホルダ間でディペンダビリティ要件の合意および保証が可能な

ディペンダビリティ記述形式を確立しなければならない。合意のためには、ディペンダビリティを公平

に評価するための指標が必要である。合意されたディペンダビリティ要件を、システム開発・運用中で

正しく扱い、障害対応などによるシステム変更に伴う、ディペンダビリティ要件の更新を行うなどのた

めのプロセスが求められる。オープンシステムではさらに、ディペンダビリティ要件は、ステークホル

ダ間でやり取りされるだけでなく、ステークホルダとシステム、システムとシステムの間で、全体的、

部分的なディペンダビリティを維持するために共有されなければならない。そのためには、ディペンダ

ビリティ記述形式で記述された文書をシステムが可読な形式に変換し、それらをシステム間で共有する

ためのインタフェースを設計する必要がある。

そこで我々は、(1) ディペンダビリティに関する合意およびエビデンスに基づく保証のためのモデリン

グ言語、その言語で記述された文書をシステムで可読な形式に変換する手法、およびシステム間におけ

るインタフェース、(2) ディペンダビリティを評価するためのディペンダビリティメトリクス、(3) それ

ら言語やメトリクスに基づき、ディペンダビリティの記述、合意、保証やそれらの整合性検査、評価な

どを支援するツール群、および、(４) システム開発時や運用時にそれらツール群を用い、プロセスを提

案する。これらを D-Case 方法と総称する。

研究開発の方向性

1) モデリング言語およびシステム可読形式への変換手法の設計

ディペンダビリティに関する合意および証拠に基づく保証の記述が可能な言語を設計し、それを

D-Case 言語とよぶ。出発点として、イギリス York 大学の Tim Kelly らが提案した Safety Case を記述

するために用いられる Goal Structuring Notation(GSN)を採用する。GSN は満たすべき命題を表す「目

的」、そのゴールが成り立つことを支持する「証拠」、どのように支持するかを表す「議論」などをノ

ードとする木構造を示すグラフィカルな表記法である。D-Case 言語はそれらに加え、動的な証拠を表す

「モニター」ノードや、下記のメトリクスなどを導入している。以下では、D-Case 言語に基づき記述さ

れた文書を D-Case 文書と呼ぶ。我々はさらに D-Case 文書をシステム可読形式への変換手法を研究し、

合意および保証されたディペンダビリティ要件をステークホルダ、システムにおいて共有できる仕組み

を目指す。

D-Case の新しい点は、DEOS プロセスに沿って議論することである。オープンシステムディペンダビ

リティを達成するためには、ステークホルダがその時点での知識と知恵を最大限駆使して（ベストエフ

ォートで）将来に向けた変更について合意する必要がある。そのために、Safety Case で行われているよ

うなシステムの構成に関する情報（すなわち、モデル化された全体と部分の関係）だけでなく、対象と

するシステムが DEOS プロセスに定義された各フェーズをどのようにして満たすかを記述する。オープ

ンシステムディペンダビリティを達成するためには、このように常に構造とプロセスの 2 つの記述を用

いてステークホルダが合意する必要がある。これらの関係を整合させて一貫したプロセスとすること、

同時にそのための記述である D-Case を精緻化することが今後の課題である。

2）ディペンダビリティメトリクス

システムに求められるディペンダビリティ要件は、そのシステムの目的により異なる。また、システ

ムのライフサイクルの各フェーズで、ディペンダビリティ要件やその実現度合いを定量的に表現し、利

害関係者間の合意を円滑化する必要がある。そこで我々は、ディペンダビリティを定量的に議論するた

めの指標として、ディペンダビリティメトリクスを開発する。システム開発者は、そのシステムにおけ

る特定のディペンダビリティ支援に関する重みを考慮して、要件そのもの、あるいは要件の実現度合い

を定量化できる。システムの運用時には、そのシステムに不具合が発生した場合、その時点で満たしう

るディペンダビリティをリアルタイムに定量化する。

我々はこれを、D-Case 文書を用いたディペンダビリティ重み付け、ベンチマークや検証により得られ

るエビデンスの統合的定量化アルゴリズム、および動作中システムとの連携機構を開発することにより

実現する。
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3）D-Case ツール群

D-Case 文書を編集するための D-Case Editor、運用時のシステムのディペンダビリティを D-Case に

より表す D-Case Viewer、ディペンダビリティメトリクスの評価結果を表すメトリクスヴィジュアライ

ゼーションツールを提供する。メトリクスビジュアライゼーションツールは、D-Case Editor や D-Case

Viewer に D-Case 文書のメトリクスを視覚的に表示する機能を提供する。また、D-Case Viewer は、

単に D-Case 文書の表示だけでなく、D-Case 文書と実システムとの密な結合のための、実システムとの

連携も重視する。

4）D-Case 成長サイクルおよび D-Case パターン

DEOS プロセスにおいて、D-Case 文書は D-Case ツール群を用いて、システムライフサイクルで、デ

ィペンダビリティの合意および証拠に基づく説明のために用いられる。障害対応、要求・環境変化対応

でのシステム変更に伴って D-Case 文書は更新され、次第に D-Case 自体が正確になり、洗練され、大き

くなる。これを D-Case 成長サイクルと称する（図１４参照）。D-Case 文書記述を支援するための D-Case

パターンを収集中である。

システムのライフサイクルの様々な場面でのさまざまなステークホルダ間での合意には、D-Case

Editor を用いる。合意や、合意に必要な証拠に基づく保証は、ディペンダビリティ・ヴィジュアライゼ

ーションツールにより表された評価点をもとに、システムライフサイクルの中の、D-Case 成長サイクル

にしたがって行われる。合意された内容やその説明は、D-Case 文書として運用時にも引き継がれ、運用

時のシステムの情報と合わせ、D-Case Viewer によって、サービス利用者やオペレータなど必要なステ

ークホルダに対して表示される。障害発生時には、D-fops が D-Case を参照して対応を試みる。適切な

対応が記述されていない場合は、オペレータが D-Case Viewer を参考に対策を行う。システムの再構成

が必要な場合、それに伴って運用時の D-Case 文書も更新される。関連する他の D-Case 文書も更新され

る。ステークホルダの要求の変化によっても、関連する D-Case 文書は更新される。全ライフサイクルに

おける様々なステークホルダ間の合意内容および証拠に基づく保証が、システムと同期して、関連しな

がら更新されていく。さらに、システムごとに、ステークホルダが合意したディペンダビリティ要件か

ら変換され、抽出された、システム自身のディペンダビリティ、系全体のディペンダビリティへの貢献、

および系全体としてのディペンダビリティ情報を共有しながら系の全体・部分のディペンダビリティを

保つこと、すなわちオープンシステムディペンダビリティに貢献することを目指す。

研究開発の成果物

 D-Case 言語仕様・変換手法

 ディペンダビリティメトリクス

 D-Case 成長サイクル

 D-Case パターン

 D-Case ツール群：D-Case Editor、D-Case の整合性検査を行うなどのためのプラグイン、

D-Case Viewer、メトリクスヴィジュアライゼーションツール

図１４．D-Case 成長サイクル
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5.3.ログ分析とエビデンス評価

研究開発の目的/目標

システムは、常に変化をともないながら運用され、いくつかの変化は想定外の状況の要因となる。我々

はシステム監視やログ分析を基盤とし、システムの状況を正確に把握しながら、システムに起きるさま

ざまな事象を監視・記録する技術、起きた事象を分析し、検証する技術、予兆検出の技術、原因を特定・

抽出する技術を支援する技術を確立し、オープンシステムディペンダリティの実現を目指す。

図１５は、我々の

提案するシステムの

概念図である。ログ

は、通信システム、

OS、言語ランタイム、

VMM など様々なレ

ベルで記録される。

これらのログは解析

され、システムの運

用状態の統計や障害

発生時の原因特定の

根拠となる。我々は、

D-fops 上で機能する

D-Logger と

D-Analyzer として研

究開発を進め、オン

ライン処理で障害解

析を行う機能を提供

する。ログに基づく

分析では、障害の予

兆や、因果関係(root

cause)を明らかにす

る。オンラインでログを D-Analyzer により解析した結果を表示する支援ツールとして Viewer を作成し、

人間の障害解析を支援する。
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システムに起きるさまざまな事象を監視・記録する技術

（Monitoring & Logging）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

起きた事象を分析し、検証する技術（Incident Analysis） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

予兆検出の技術（Failure Prediction） ✔

原因を特定・抽出する技術（Cause Analysis） ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

図１５．システム監視とエビデンス分析



© 2010 科学技術振興機構 White Paper DEOS プロジェクト

Page28 Version 2.0 2010/12/011

最終的には、障害時のエビデンスに基づいたリスク評価などを実施してシステムの現状を診断（プロ

ファイリング）し、オープンシステムディペンダビリティを達成ための手法である、障害の未然回避、

説明責任遂行、日常点検改善活動、原因究明をおこなうに必要な情報を提供し説明責任を支援する。

(5.3.1) Evidence Management．ログには、OS、通信記録、アプリケーションの独自形式など、さまざま

な種類が存在する。これらのログを統合し、障害の未然回避や説明責任、障害対応に必要な情報として

扱うためのツールやモデルの開発を行なう。

(5.3.2) Accountability Logging and Analysis. ロギングやその分析技術は、現在のシステムにおいて広く導

入されているが、恣意的なロギングから正常動作や異常状態の根拠とすることは難しい。システムの正

常動作の根拠となるログと健全な解析手段を提供する手法を開発する。

研究開発の方向性/方法

我々は、Accountability Logging and Analysis と Evidence Management を実現するため、次の 4 つの研究

に取り組む。

(5.3a) Log and Analysis 基盤(Real-time Operating System)

Real-time Operating System は、リアルタイムタスクがそのデッドラインを守るように支援する必要がある。

しかし、タスクがデッドラインを守ることができない場合、その要因がアプリケーション、ハードウェ

ア、OS のどのコンポーネントにあるのか特定するのは困難である。Accountable Real-time Operating System

は、特に問題が生じやすい優先度逆転やスケジューリングの問題などを題材に、ログから証拠を集める

支援を追加することで、説明責任を果たすためのシステムを提供する。

(5.3b) Accountable Programming Language.
スクリプト言語は、様々な外部コンポーネントと連携して言語サービスを提供する。VM やインタープリ

ターを用いることで、プログラム実行時の動作ログを取得し、それを解析することでプログラムの障害

に対して必要な手段を取ることができる。本研究では、実際の言語仕様の中に、ログの抽出の支援と、

満たすべき合意についての記述を可能とする言語仕様を策定する。

(5.3c) D-Analyzer
ログのトレーサビリティの確保は説明責任にとって重要な要素である。ログが観測された場所、時刻、

抽出手法がトレーサブルでなければならない。本研究では Accountable Log and Analysis によりログを体系

的に洗練(refine)し、得られたログ情報をさらにインスペクションアルゴリズムにより査定し、エビデン

スを抽出するといった手法を提案する。予兆検知の手法として HMM(隠れマルコフモデル)を用いた資源

の状態遷移をモデル化することで、異常の予兆を検知する機能と管理図を提供する。管理図は統計手法

を利用した自動異常検知に役に立つ。

(5.4d) Stream Evidence Engine (SEE)
多様なログストリームを統一的に扱うためのエンジンを提供する。ログストリームは統一した形式で

D-Analyzer から利用することができる。SEE は Analyzer の負荷時の分散やネットワーク処理機能を提供

する。また、取得した解析結果をエビデンスとしてサーバーに送信する機能を提供する。

ロボットシステムの実証実験

我々は、産業技術総合研究所で開発しているロボットを用いて、実現可能となった技術を統合し、最

終的にはロボット上での実証実験を進めている。実証実験では ART-Linux 上に提案するシステムとツー

ルを動作させ、その有効性を示すことを目的とする。

研究開発の機能/成果物

 システムから様々なログを収集するための D-Logger

 収集したログの分析/評価を行うための D-Analyzer

 D-Logger や D-Analyzer の基盤となるマルチ OS システム

 ログ解析と連携してディペンダビリティを実現するディペンダブル言語

 ロボット障害の知識化データ
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5.4.セキュリティ

研究開発の目的/目標

オープンシステムディペンダビリティを高めるためには、システムのセキュリティ機構はさまざまな

脅威に対処可能な仕組みを備えていなければならない。本プロジェクトでは、OS の備えるセキュリティ

機構を監視し、その正当な動作を保証する仕組みを確立する。すなわち OS の振る舞いを外部から監視

し、そのセキュリティ機構が設計通りの動作を行っていることを保証する。

このような仕組みを提供することで、OS を乗っ取り、そのセキュリティ機構を無効化するという攻撃

が難しくなる。OS の乗っ取りは極めて深刻な脅威である。なぜなら、セキュリティ実現のための要であ

る OS が乗っ取られれば、あらゆるセキュリティ機構が信頼できなくなり、どんなに強固なセキュリテ

ィ機構であっても信頼することができなくなってしまうからである。本プロジェクトではそのような攻

撃を防御することで、OS の備えるセキュリティ機構そのものを頑健にする。

オープンシステムを想定した場合、必要となる認証機構やアクセス制御機構など、OS が提供するセキ

ュリティ機構も利用状況に応じて変更・更新が行われていく。実際、認証機構やアクセス制御機構など

は現在も活発に研究・開発が進められている。本プロジェクトでは、そうした機能を備えた OS の利用

を可能にしつつ、OS そのもののセキュリティ強度を高めていく仕組みを実現する。

研究開発の方向性/方法

上記の手法を実現するために仮想マ

シン技術を利用する。仮想マシン技術を

用いることで、監視対象の OS とは明確

に分離された監視環境を実現すること

ができる。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

することが可能となる（図１６）。

この監視環境からは、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。この様子を図１６に
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ネットワークにつながった時に他のノードからの攻撃を防ぐ技術

（Security）

✔ ✔ ✔

• マルウェアに感染したOSは“振る舞い”がおかしい
– 例1:不正ファイルを隠蔽するルートキットに感染したOS

• ディスク上のファイルの内容とユーザランドに返されるファイルの内容が違う

– 例2:キーロガーに感染したOS
• キー入力に呼応してロギングのためのディスク I/O，ネットワーク I/Oが発生する

• VMM階層で観察した“振る舞い”のズレからマルウェアを検知する
– VMMから OS に種々のイベントをインジェクションする

• システムコール列の挿入，割込の挿入などなど

– それに対するOSの反応を調べる
• デバイスや制御用レジスタへのアクセス履歴など

VMM

Hardware

OS

Applications

仮想KBD 仮想NIC仮想HDD

・システムコールを
インジェクト

・結果を観察

・割込をインジェクト

・デバイスや制御用
レジスタへのアク
セスを観察

仮想CPU

図１６．VMM による OS の振る舞い監視
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示す。さらに監視環境そのものの安定動作を保証するため、仮想マシン間のアイソレーションを厳密に

行えるように緻密な資源割り当てを行う仕組みなども提供している。

このような方式をとることで、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。マルウェア

の検体ごとに対策を施す必要はなく、マルウェアのクラスごとに監視方法を提供すればよい。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を検証すればよい。全く新しいクラス

のマルウェアに対処するためには、その監視方法を実現したモジュールを組み込む必要があるが、その

ような拡張が容易になるように仮想マシン自体を構成していく（詳細は次節を参照）。

また、こうしたセキュリティ機構を実現するにあたってはマルウェアについての深い知識が必要とな

る。現在のマルウェアは暗号化・難読化などが巧妙に行われておりその解析は容易ではない。デバッガ

などのプログラム解析ツールを用いて解析を試みても、デバッガ上で動作していることを検知したマル

ウェアはその動作を変えてしまう。そこでマルウェア解析のためのツール群を用意することも必要とな

ってくる。シンボリック実行（記号的実行）と言われる手法を用いてマルウェアの振る舞い解析を行う

ツールなどの開発も進めている。

研究開発の成果物

 仮想マシン技術を用いた OS の振る舞い監視機構

 セキュリティ機能実現に適した仮想マシンアーキテクチャ

 マルウェアの振る舞い解析のための支援ツール

5.5.仮想化技術とその応用

研究開発の目的/目標
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システムに起きるさまざまな事象を監視・記録する技術（Monitoring &

Logging）

✔ ✔

原因を特定・抽出する技術（Cause Analysis） ✔ ✔ ✔

システムのメモリー資源を常にクリーンな状態にする技術（Software

Anti-aging）

✔ ✔

ネットワークにつながった時に他のノードからの攻撃を防ぐ技術

（Security）

✔ ✔ ✔

System Container を実現する技術（Isolation） ✔ ✔ ✔

仮想化技術の信頼性向上（Verification of Virtualization Layer） ✔

フレームワークの一部を構成する D-Visor は仮想化技術を提供し、また D-System Monitor は仮想化

技術を用いた技術により、オープンシステムディペンダビリティの向上に寄与することを目指している。

そのための要素技術として、D-System Monitor は Monitor & Logging、Cause Analysis、Security 技

術を、D-Visor は Software Anti-aging、Isolation 技術を提供する。
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研究開発の方向性/方法

D-System Monitor は、Monitor &

Logging、Cause Analysis、Security 技

術を提供する。D-System Monitor は

OS が「正しい」動作をしているかどう

かを外部から観察し、OS が健全に動作

していることを保証する仕組みを提供

するものである。

D-Visor は、D-System Monitor によ

るOSの外部からの観察を可能にするた

め、Isolation 技術を提供し、System

Container を実現する。Isolation 技術

を用い System Container 上で OS を実

行することにより、監視対象の OS とは

明確に分離された D-System Monitor

の監視環境を実現することができる（図１７参照）。

D-System Monitor は、D-Visor を通して、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把握することができる。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したりすることで、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。また、高速に OS を健全に戻すための

仕組みも提供する。

OS を外部から監視するために導入する D-Visor が障害の原因となっては、様々な障害に対処しサービ

スを継続可能とする（Sustainability）という、そもそもの目的を達成することができない。また、D-Visor

に侵入を許しては、OS を外部から監視することはできない。そこで、本プロジェクトで研究開発を行っ

ているモデル検査器により、D-Visor の検証を行うことにより、System Container の継続的な実行を妨

害するような、致命的な欠陥が含まれないことを保証することを目指す。

組込みシステムは、様々な目的で使用され、その利用環境は多種多様である。そのため、システムに

より機能要求は大きく異なっており、リアルタイム性や低消費電力の実現が非常に高い優先度を持つ場

合もある。また、ターゲットシステムで用いられるプロセッサも多様である。従って、単一の D-Visor

により全ての要求を満たすのは非常に難しいため、複数の選択肢を提供する必要がある。また、System

Container を用いる D-System Monitor が、System Container に対し要求する機能も異なるため、最適

なシステムを構成するための指標作りも行っている。

研究開発の成果物

 D-System Monitor モジュール

 OS の内部データ監視ソフトウェア

 OS の振る舞い監視ソフトウェア

 D-System Monitor 実行環境 API

 組込みシステム向け D-Visor

 ハードリアルタイムシステム向け D-Visor

 D-Visor 検証のための仕様記述

図１７．D-Visor によるディペンダビリティ支援
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5.6.システムソフトウェア検証

研究開発の目的/目標

システムに新しい

機能や修正を加える

際には、追加・変更さ

れる箇所が新たなバ

グを生まないよう注

意しなければならな

い。そこで、本プロジ

ェクトでは OS カー

ネルをはじめとする

システムソフトウェ

アの欠陥を形式的手

法によって検出する

プログラム開発手法

およびツールの開発

を行い、オープンシステムディペンダビリティの向上、特に DEOS プロセスにおける「設計・実装・検

証・テスト」に寄与することを目指している。また、プログラムのバグを実行前に検出するという意味

で、障害の未然回避（Failure Prevention）も支援する。

研究開発の方向性/方法

上述の目的を達成するために本プロジェクト

では、「設計・実装・検証・テスト」において、

システムソフトウェアの記述に広く用いられて

いるC言語プログラムの形式的検証を行うため、

モデル検査および型検査の 2 種類の形式的手法

の研究開発を行う（図１８、図１９参照）。こ

れらの検証ツールはソフトウェアシステムの開

発時だけでなく、運用開始後の保守時にも利用

される。

オープンシステムディペンダビリティ向上の

観点からは、2 つの検証手法はそれぞれ利点と

欠点を持つ。モデル検査は比較的複雑な安全性

を検証できるが、検査に時間を要する、型検査

は短時間で検査を完了できるが、検証できる安

全性は比較的単純なものである。そのため、

DEOS プロジェクトでは 2 つの手法を組み合わ

せて用いる。

モデル検査は C 言語で書かれたプログラムを読み取り、プログラムのすべての実行パスを網羅的に探

索し、開発者によって指定された性質(条件)が満たされるかどうかを調べる。検査する性質は仕様記述言

語を用いて、プログラム中に出現する変数に対する条件として記述される。なお、検査する性質は後か

ら修正・追加等を行うことが可能なため、外部環境や利用者の要望の変化によって、事前に想定してい

なかったような障害が生じる可能性が生じたとしても、新たにその可能性を検査する性質として追加す

ることによって、モデル検査の対象とすることができる。
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システムソフトウェアのためのモデル検査技術

（Model Checking for Systems Software）

✔ ✔

システムソフトウェアのための型検査技術

（Type Checking for Systems Software）

✔ ✔

モデル検査の概要

C の
ソース
コード

モデル
検査器

結果出力:

「このプログラムは
性質を満たします!」

検証したい性質に
応じて注釈を挿入

注釈

検証したい
性質

検証したい性質を
事前条件・事後条件
assertion 等で表現

開発者

図１８．モデル検査の概要
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モデル検査によって検証される性質はプロ

グラム開発者自身が記述することが可能だが、

どのような性質をどう記述すればよいかは必

ずしも自明ではない。そこで Linux カーネル

を拡張する際に使用する関数や変数の使用に

あたり守るべき制約を仕様として定義し、

Linux カーネルの拡張を安全に行えるように

する。

型検査はプログラムが不正なメモリー操作

を行わないことを検査し保証する。たとえば、

配列境界をはみ出してのアクセスや、不正なア

ドレスを関数とみなしてジャンプするといっ

たことをしないと保証する。C 言語で書かれた

プログラムはまず型安全な型付アセンブリ言

語(TAL: Typed Assembly Language)という、

プログラムの型情報を保持したアセンブリ言

語にコンパイルされる。型安全性が静的に保証しきれない箇所には、実行時に検査するためのコードが

自動的に挿入される。これをTAL用のアセンブラにかけると機械実行可能なバイナリコードができるが、

このバイナリも型情報を持つ。これによって、コンパイルされた後の実行可能コードに対しても型安全

性の検査を行うことができる。このため、外部環境や利用者の要望の変化等によってシステムの修正が

必要になっても、最低限のシンプルな安全性を型検査によって継続的に保証し続けることができる。

研究開発の成果物

 C 言語プログラム向けモデル検査器

 システムソフトウェアのための仕様記述言語

 Linux カーネル拡張のための仕様記述

 C 言語から TAL への型安全コンパイラ

 TAL や TAL から生成された実行可能コードに対する型検査器

5.7.ディペンダビリティ計測と評価

研究開発の目的/目標

D-Case において、

想定される異常状態

が列挙され、異常状態

下においてもシステ

ムの要求事項が満た

されているかどうか

のエビデンスが必要

となる。そのため、デ

ィペンダビリティを

阻害する列挙可能な

異常状態に対して、シ

ステムが要求通りの

振る舞いをしている

かを、あらかじめ定量

的に計測することで、未然にシステムの限界を検証しなければならない。一方で、システムの更新時に
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システムの負荷・異常状態や挙動を観測する技術 ✔ ✔ ✔

大規模なテストのための計算資源を適切に管理し、

システムテストを加速する技術

✔ ✔

型検査の概要

6

C の
ソース
コード

TAL への
コンパイラ

TAL の
アセンブリ
コード

TAL の
アセンブラ

機械語
プログラム

型情報

TAL の
型検査器

結果出力:

「このプログラムは
メモリ安全です!」

基本的に
変更は不要

必要な動的検査
コードの挿入 +
型情報の推論

TAL のアセンブラにより
自動生成される

TAL (= 型付きアセンブリ言語)
アセンブリ言語・機械語のレベルで型検査が可能

開発者

図１９．型検査の概要
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は事前にシステムの動作テストを行い、問題がないことを検証する必要がある。実環境運用で起きた異

常の原因を解析し、説明責任も果たさなくてはならない。そこで、本プロジェクトではディペンダビリ

ティの計測ツールおよびシステムテストを迅速に行うツールを開発し、オープンシステムディペンダビ

リティの向上に寄与することを目指している。

加えて、異常には、ハードウェア異常、ソフトウェアバグ、過負荷、人的ミスなどがあり、これらを

系統立てて扱う実行環境を実現する必要がある。これらの異常状態の観測やシステムの動作検証のため

に、テスト工程を自動化し、計算資源を適切に管理することによって、大規模なシステムテストを実現

し、多くのテストパターンを用いた複雑なテストを加速することが求められる。

研究開発の方向性/方法

1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて行われた、システムが持つディペンダビリティを評価する

取り組みとして DBench プロジェクトがある。このプロジェクトでは、 ディペンダビリティを評価する

ためのディペンダビリティベンチマークに関するフレームワークが定義された。このフレームワークは、

ベンチマーク対象、ワークロード、故障ロード、計測ツールから構成される。DBench プロジェクトで

は、定義されたフレームワークに基づいて、応用ドメイン毎にディペンダビリティベンチマーク実行環

境が作られた。

一方、本プロジェクトでは、様々な応用分野に対して必要とされるディペンダビリティテスト環境を

実現できる適応性と拡張性を有するディペンダビリティ実行環境として DS-Bench/D-Cloud の構築を行

っている。本プロジェクトでは DBench プロジェクトの成果を踏襲しているが、DBench とは異なり、

ベンチマークの再利用化を念頭におき、ベンチマークプログラムのデータベース化、故障シナリオやベ

ンチマーク実行手順のスクリプト化が可能となるツール環境として設計している。

ソフトウェアバグ、過負荷状態などのソフトウェアの振る舞い異常や電源断やネットワーク断などハ

ードウェア機器を制御することにより発生できる障害に対するシステムのディペンダビリティ評価は実

機上で行われる。デバイスの仕様がSpec-C 仕様記述言語で記述されていれば、Virtual Machine Monitor

と組み合わせて故障を模擬し、システムのディペンダビリティが評価される。

DS-Bench のフレームワークに基づき、どのようなワークロード、計測ツールを用い、どのタイミング

で故障を発生させるかを定義した故障シナリオは XML で記述される。故障シナリオは、D-Cloud のテ

スト環境の設定・実行シナリオを記述した XML に翻訳され、仮想マシンおよび実マシン上で実行される。

故障シナリオに基づいた実行結果も XML フォーマットで生成され、故障シナリオ XML とともにデータ

ベース化される。これにより、システムが過負荷状態や故障に対して、どのような振る舞いをするかの

エビデンスをデータベース化できる。

研究開発の成果物

DS-Bench/D-Cloud の成果イメージを図２０に示すと共に、特徴の概要を以下に列挙する。

 DS-Bench/D-Cloud Frontend：

利用者が故障シナリオを設定するのに用いる、WEB ユーザーインタフェースを提供する。

ここには Anomaly Loads、Performance Benchmarks、Monitoring Tools、Anomaly Scripts とし

て各種ソフトウェアのデータベースが登録され、これらを利用してディペンダビリティベンチマー

ク環境を設定する。本成果物で提供されるものは以下の通りである。利用者は、自由に必要なソフ

トウェア群を追加登録することができる。

 Anomaly Loads：ソフトウェアモジュール故障模擬、ハードウェア故障模擬の 2 つに分類され

る。ソフトウェアモジュール故障模擬には、CPU、ディスク I/O、ネットワークトラフィックの

過負荷や、メモリーを大量に消費するようなソフトウェアの異常状態を人工的に作り出すプログ

ラム群が提供される。ハードウェア故障模擬として、電源断およびネットワーク断の故障につい

ては、それらを可能とする市販の PDU(電源タップ)とネットワークスイッチに対する一連の制

御コマンドとして提供される。メモリーのフリップなどの故障、計算機システムに接続される

I/O デバイスなどの故障は Virtual Machine 上で故障模擬できる環境を提供する。汎用ではない

I/O デバイスについては、Spec-C 仕様記述言語で記述されている必要がある。

 Performance Benchmarks：Anomaly が存在する状態においても、要求される性能が維持され

ているかを調べるためのプログラムである。ターゲット製品で必要とされる性能を評価するベン

チマークプログラムを利用することが可能である。
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 Monitoring Tools：計算機の状態を監視するツール群である。

 Anomaly Scripts：利用者が定義する故障シナリオデータベースであり、いくつかの例が提供さ

れる。

 D-Cloud および Fault-VM：

実際のディペンダビリティベンチマーク実行環境を提供する。SpecC で記述された I/O デバイスを

含めて Virtual Machine 上で実行できるベンチマークや特別なハードウェア環境を必要としないベ

ンチマーク実行環境に対しては、クラウド・管理ソフトウェア（現在は Eucalyptus で実装） によ

り提供されるクラウド環境上で実行される。ターゲットシステムが実マシンである場合や、特殊な

環境の場合は、その環境が直接使用される。D-cloud は、Anomaly Scripts に基づき、指定された

Virtual Machine または実マシンで実行する。

5.8.プロセス、国際標準

研究開発の目的/目標

情報システムのディペンダビリティを開発者や利用者に説得するための客観的な基準を与える規格を

策定し、システムが規格に適合することを認証するために必要な審査基準などからなる認証システムを

構築する。DEOS がこの規格に適合することが認められれば、明確な形で DEOS に新たな価値を付加す

ることができる。新規格が国際標準として広く認められるよう努める。具体的には、現在参加している

標準化団体内のいずれかにオープンシステムディペンダビリティに関する調査グループ(study group)

を立ち上げる。その中で、国際的に賛同者を増やすことにより、規格提案は国際共同で行うことを目指

す。

Tester

VM/QEMU Nodes
Booting Guest OS

Fault Injection

Eucalyptus
Cloud Environment

D-Cloud

Frontend

Anomaly
Generator

Benchmark Database

Target Machines
Network Switch
(Network Port is
controlled via SNMP）

PDU
（Power is controlled
via HTTP,SNMP）

Controller for Target
Specific Environment

Target Hardware
Specific Environment

Controller for VM/QEMU
Nodes

D-Cloud Controller

ToolMeasurement
Tool

Benchmark
Results

Benchmark
Performance
Benchmark

Anomaly
Script

図２０．DS-Bench/D-Cloud の成果イメージ
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研究開発の方向性/方法

1. 概念規定

2. 規格策定

3. 適合性評価法構築

4. 規格に適合するシステム・ライフサイクル構築法の研究

の四つのサブテーマに分けて研究を行う。1. では、オープンディペンダビリティで問題となっている、

システムの不確定性と多様性の概念を明らかにし、「予め想定しなかった事故への対策」という一見自

己矛盾であるかのような課題への回答を模索する。2. では1. で明らかにしたオープンディペンダビリテ

ィの概念をもとにディペンダブルな情報システムに求められる基準を明らかにし、規格とする。3. では

2. の規格へのシステムの適合性評価法を与える。4. では 2. の規格に適合するようなシステムを実際に

構築するためのガイドラインを与える（図２１参照）。

以下、各サブテーマについて作業内容及び進捗状況を記す。

概念規定

これまでに、従来のディペンダビリティ概念の調査および、オープンシステムディペンダビリティのグ

ループ内での考察、考察結果の口頭発表による外部意見のフィードバックなどにより、以下の考察をえ

ている。従来からのリスク管理では、まずリスクの数え上げから始めるため、予め想定できる事故への

図２１．研究開発の方向性
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対応にとどまる。しかし、オープンシステムディペンダビリティでは、予め想定できない事故への対応

を考えることが必要である、との問題意識から出発しているため、リスク管理に加えて情報処理の危機

管理を考えなければならない。事後の危機対応には例えば、応急処置、説明責任、再発防止などがある。

規格策定

システムライフサイクルに関する作業部会である ISO/IEC JTC1/SC7/WG7 や、ディペンダビリティの

概念策定を行う作業部会である IEC TC56/WG4 などに、委員やエキスパート、編集委員として参加し、

今後ディペンダビリティの新しい規格案を提案するためのコミュニティ形成に努めている。特に、平成

21 年度より Assurance case の国際標準として策定中である ISO/IEC15026 の共同編集委員を勤めて

いる。

適合性評価法構築

リスク管理を含む危機管理のためには、利害関係者間の合意がこれまで以上に重要になる。そこでは、

合意が正しく行われているかのチェックや、合意の支援などが必要であろう。合意に関する具体的な支

援として、D-Case 文書の整合性検査ツールを開発する。

規格に適合するシステムライフサイクル構築法

上述の通り、オープンシステムディペンダビリティを考える上では、利害関係者間の合意が重要となる。

その支援をするための D-Case の運用プロセスを開発する。

研究開発の機能/成果物

1. 概念規定に関する論文などの出版物：オープンシステムディペンダビリティの概念を確定させる。

2. 国際標準規格案(ISO/IEC)：オープンシステムディペンダビリティに関する規格案を作成し、そ

れを国際規格化する活動を ISO あるいは IEC などで開始することを目標にする。

3. 国際標準規格案(OMG)：D-Case に関する規格案を OMG で提案する。

5.9.各研究開発活動成果の位置付け

各チームの研究開発活

動の成果はフレームワー

クやツールに組み込まれ

るソフトウェアおよびプ

ロセス、規格、ガイドラ

インなどのドキュメント

である。それらの位置付

けは図２２のようになる。

当プロジェクトから生

まれるツールを DEOS ツ

ールとすると、それらは

既存ツールと連携して動

作するように作られる必

要がある。フレームワー

クに組み込まれるソフト

ウェアも含めて、あくま

でリファレンス実装であ

るので、本当の実用化に

は、それぞれの企業の製

品・サービス環境に合わせて作り直す必要がある。
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図２２．各研究開発活動成果の位置付け
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6. 研究開発体制

当プロジェクトは 2006 年に５研究チー

ムを採択し、2008 年に新たに４研究チー

ムを採択した。研究チームはそれぞれ

2012 年 3 月、2014 年 3 月まで研究開発を

継続する。

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、

知的財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く（図２３）。

現在９つの研究チームがプロジェクト

に参画しているが、研究チームの研究テー

マだけでは必要な要素技術やツール技術が満たされない可能性がある。たとえばファイルシステムのデ

ィペンダビリティの研究なども必要だが、今はカバーされてない。今後フレームワークの開発を通じて、

必要な要素技術やツール技術が洗い出される過程で、オープンソースとして存在していて利用できるか、

あるいはプロジェクトで追加的に研究・開発をしなくてはいけないかなどを明らかにして行く。

本プロジェクトを進めるにあたり研究推進委員が成果利用者の立場として企業から参加している。研

究推進委員および試用企業と継続的に要求や実用化に向けての方向性や実用化に向けての障害の確認と

解決をして行く。プロジェクトの進捗は逐次公開しプロジェクトチーム外からの意見を取り入れプロジ

ェクト全体にフィードバックをかけていく。このようにしてオープンシステムディペンダビリティの概

念とディペンダブルなシステムの構築・運用の方法を社会的な共有資産として育てていくことを目指す。

インターネットの発展や経済のグローバル化に伴い、IT システムや企業活動に国境がなくなりつつある

現状を考えこのプロジェクトは日本国内

に留まらず国際的に概念や手法を共有し

ていくことが必須であると考えている。

２００９年まで各研究チームの精鋭を

集めて活動してきたコアチームを、２０１

０年から以下の５つのサブチームに分け、

それぞれのテーマに沿ってより深く、また

実用化を意識して研究活動を続ける事と

した。活動の成果は、単体で使われるもの

もあるが、多くはフレームワークとツール

に組み込まれ、ディペンダビリティ実現の

ための基盤ソフトウェアあるいはツール

群としてシステム提供企業に使われる事

を目指す（図２４参照）。

 D-Case & Metrics チーム： ディペンダビリティメトリクスと合意形成の研究

 EBI チーム： システム監視とエビデンス分析

 VM & Multi-OS チーム： 仮想化技術とその応用の研究

 Systems Software Verification チーム： システムソフトウェア検証の研究

 DS-Bench & D-Cloud チーム： ディペンダビリティ計測と評価の研究

領域運営アドバイザー

領域アドバイザー

研究推進委員

研究総括
副研究総括

外部開発

リソース

コンソーシアム

コミュニティ

外部交流
情報交換
広報宣伝
成果普及

システムアーキテクチャ
フレームワーク
リファレンスシステム
マネジメントプロセス

開発環境整備
デモシステム
保守

DEOS 研究開発センター 研究チーム

２００６年度採択研究チーム

２００８年度採択研究チーム
要素技術
規格・標準、国際標準化

要素技術

コアチーム

サブコアチーム

図２３．プロジェクト体制

フレームワーク ツール プロセス、規格、
ガイドライン

ディペンダビリティメトリクスと合意形成
（D-Case & Metricsチーム）

仮想化技術とその応用
（VM & Multi-OSチーム）

システム監視とエビデンス分析
（EBIチーム）

セキュリティ

（河野チーム）

ディペンダビリティ計測と評価
（DS-Bench/D-Cloudチーム）

システムソフトウェア検証
（Systems Software

Verificationチーム）

プロセス、国際標準
（木下チーム）

図２４．各研究テーマの位置付け
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また以下の研究チームは全体に関連するテーマを追って研究活動を行っている（図２４参照）。

 河野チーム： セキュリティの研究

 木下チーム： プロセス、国際標準の研究

今後の方針として、研究チームの研究をフレームワーク、ツール、プロセス・企画・ガイドラインとい

う視点で統合して実用に繋げて行きたい。

7. ロードマップ

上記を進めるにあたって以下のフェーズを主なマイルストーンとして全体のプロジェクトを進めて行

く（図２５参照）。

 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

チームの要素技術のいくつかをインテグレーションしたデモ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「フレームワーク」と「ツール」の実装。企業など実際のポテンシャル企業を募っ

たコンソーシアム/成果使用団体の立ち上げ準備の開始。システムアーキテクチャや要素技術の研

究・開発に向けてのオープンコミュニティ結成。必要な事項の標準化。2008 年度採択研究チーム

の要素技術のいくつかを「フレームワーク」と「ツール」にインテグレーションしてデモ。（以上

を 2011 年に 2008 年度採択研究チーム中間成果報告会として公開する）

 フェーズ３

（20011/10-2014/3）：

コンソーシアムの立ち

上げ、コンソーシアムメ

ンバーによる「フレーム

ワーク」と「ツール」の

試用、およびその評価の

フィードバックの継続

と実際の開発や実用化

への移行。必要な事項の

標準化。

 フェーズ４

（20014/4- ）：オープン

コミュニティによる機

能拡充、及びコンソーシ

アムによる活用と維

持・発展。
図２５．プロジェクトスケジュール（2010 年 10 月現在）
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8. 実用化に向けての課題

8.1.知的財産・著作権の扱い

本プロジェクトでは研究開発された成果をできるだけ多くの企業の実用に供し、ディペンダブルな組

込みシステムによる社会インフラ構築に貢献するために成果物を可能な限り OSS（オープンソースソフ

トウェア）の形で提供することを目指す。OSSライセンスにはGNU GPL（GNU General Public License）、

GNU LGPL（Lesser General Public License）、New BSD License、MPL（Mozilla Public License）

等様々なものがある。本プロジェクトの成果物にどのようなライセンスを適用するかは、本プロジェク

トの成果の普及のために最も良い方法という観点で検討していく。

知的財産・著作権は一次的には各研究機関に所属するため、本プロジェクトの成果を普及するために

はどのような方法が良いかという観点で検討して方針を決め、各研究機関からの権利の譲渡などを含め

た協力を仰いでいく。最終的にはコンソーシアムなど一機関が利用者の窓口になって”one-stop shop”で

成果物の使用ができる形態を目指す。外部の研究・開発組織や標準化組織との連携を可能な限り行い企

業が使いやすいような提供の形を目指し、具体的な連携については今後の課題として考えて行く。

8.2.オープンシステムディペンダビリティ・コンソーシアム

当プロジェクトの研究成果を実用化に繋げていくためには、試験的に使っていただける企業や団体に

当プロジェクトの成果物を評価してもらい、評価結果を受けて大きなマネジメントプロセスを回すこと

を通じてより実用的な成果物を目指し、賛同者を増やして行く必要がある。評価企業が継続して当プロ

ジェクトの成果を利用し続けて行けるようにするためには、成果使用企業、プロバイダーとなりうる企

業、関連研究機関などによるコンソーシアムを設立して、ディペンダビリティに関して国際的なリーダ

ーシップをとり、共通の考え方や技術の利用者を増やし、標準化・技術の開発・保守・啓蒙・認定など

を視野に入れた活動をして行くことが必要である。DEOS センターは各研究機関とともにプロジェクト

期間中にコンソーシアムを発足させることを目指して、企業や関連機関との連携を進める。メンバーと

なる企業や研究機関にどのように協力を仰いでいくかと共に、具体的なコンソーシアムの役割、形態、

資金などをどのようにして行くかは今後の大きな課題である。

オープンシステムディペンダビリティの重要性を企業やシステム提供者が理解して、各業界内の取り

組みとしてあるいは業界を跨った大きな取り組みとしてとして活動することが業界あるいは個々のシス

テム提供者・製品販売者に大いに価値があると認められた時、初めてコンソーシアムとして成立する。

コンソーシアム設立に向けて必要な条件やコンソーシアムの役割などは市場調査を含め現在検討中であ

るが、以下コンソーシアムの事業・目的の可能性や関連する主な論点をまとめておく。

1. オープンシステムディペンダビリティの重要性の理解・世論形成の推進

障害が起きた時システム提供者はだれでもアクションを取り、それが利用者や一般社会が期

待する行動であれば双方があるレベルで満足を得られる。障害が起きた時標準化された証拠を

提示でき、定められた手順で説明できれば、利用者や一般社会に一定の安心を届けられる。

２００８年の日本学術会議情報学委員会の提言「安全・安心を実現する情報社会基盤の普及

に向けて」［28］では、法制度や教育制度に関する提言と共に「情報システムの脆弱性に関

わる事故調査委員会の設置」を提言している。このような組織との連携の可能性も考えて

いきたい。

2. 業界あるいは社会として障害時の標準作成および国際標準化

システムのディペンダビリティに対する対策や障害が起きた時、どう言う対処手順、説明手

順、説明内容、説明根拠を要求するのかを定義し、共通化する。このことにより説明責任に対

する考え方を明確にし社会的な標準が共有できる。

3. 標準準拠認定
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作成された標準の準拠に関しては製品やプロセスに関する認定が必要になる可能性がある。

その際の認定作業はコンソーシアムが行うあるいはコンソーシアムのサポートのもとに第三者

機関が行うことが考えられる。

4. 研究・開発された成果物の保守・発展とコミュニティ

オープンシステムディペンダビリティに必要なフレームワークの開発や要素技術の開発は、

当プロジェクトに参加しているチームだけでは担いきれない。また、プロジェクト終了後の維

持・発展も必要になる。このような活動はコンソーシアムでカバーできる部分も多いが、オー

プンシステムディペンダビリティに関する世界中の英知を結集し、国際コミュニティを立ち上

げ、広く世界の研究者、技術者の参加を募っていくことが考えられる。その中では、コンセプ

トに関する議論や、アーキテクチャをさらに堅固にする議論、プロセスを実用に供するための

議論、オープンシステムディペンダビリティを実現・向上させるための要素技術の研究・開発

が活発に行われることが期待される。
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10. 付録

10.1. ディペンダビリティの阻害要因

ディペンダビリティの阻害要因としてソフトウェアの動作する環境を中心に見てみると、運用や開発

を含む環境から来るもの、ハードウェアの要因によるもの、人的ミスによって引き起こされるもの、恣

意的な攻撃によるもの、という４つの阻害カテゴリーに分けて考えることができる。それぞれの阻害カ

テゴリーに関して、ライフサイクル毎にディペンダビリティを阻害する要因を考えることにより、阻害

カテゴリーの軸と開発から廃棄までの時間軸を通じて総合的に把握することができる。このようにして

まとめた表を下に示す（表１）。

この阻害要因を組込み OS やその周辺の技術と関連付けるために、

① 企業などシステムを開発しそのシステムを使ったサービスを提供する側の体制やプロセス及び

システム全体のインテグレーションでカバーするべき領域

② OS が関連するが他の要素によるディペンダビリティの技術を必要とする領域

③ OS やその周辺技術によってディペンダビリティの大きな貢献が期待できる領域

と言う３つの領域に分けることができる。表１ではそれぞれを黄色、空色、橙色で色分けしている。

上記の阻害要因を見たときに従来の技術や CMMI、モダン PM （Project Management） 手法などに

従って要求・仕様から設計・開発・テストへのプロセスをきちんと実行し要求通りのものづくりを行っ

ていくことが必要とされ、２１世紀の組込み機器の置かれた状況によって起こる問題に対処するための

新たな手法や技術が必要とされていることも読み取れる。その背景にあるものは、技術の進歩によるソ

環境 （運用環境、開発環境、等） ハードウェア 人的ミス 人的攻撃

仕様 利用環境の予測（自然環境、システム環境
（ハードウェア、ソフトウェア）、人的環境（組
織、運用環境）、既存ＡＰの再利用、度重な
る要求変更）

ハードウェアリソース見積もりの誤り、ソフト
ウェア生産性への考慮不足

仕様不備 諸元（機能見積もり）、性能（負荷
見積もり誤り）、標準との整合性

企画･仕様の盗難、誤情報・偽情報流布

設計 マージン設定（対自然環境、対システム環
境、対運用環境）、対象操作者（エンドユー
ザ、管理者など）の考慮不足、設計ツール
の不具合
、他システムへの影響範囲分析ミス
、既存プログラムの再利用ミス、設計ツー
ルの選定ミス、度重なる仕様変更

テスト機能実装不足、ソフトウェア生産性へ
の考慮不足（ソフトウェアとハードウェアの
機能分担ミスマッチ）、部品間の仕様不整
合

アーキテクチャの選択・設計ミス、モジュー
ル・サブシステム間のインターフェース設
計、設計レビューもれ、仕様の読み違い、
ハードウェアの性能見積もりミス、ユーザー
インターフェースの設計ミス、例外処理不
足、前提ソフトウェアのバージョン違い、障
害時動作の検討漏れ

設計の盗難

実装・UT 開発ツールのバグ、開発環境の機能不
足、開発環境不具合（組み合わせによる
バージョン不整合など）、教育体制不備、利
用ソフトウェアの検証不足（障害、性能）、
度重なる設計変更

組み込み対象ハードウェアの開発スケ
ジュールのミスマッチ・遅れ、歩留まり（品
質）、仕様のミスマッチ、バグ（期間的に修
正不可能なもの、修正できるもの）

コーディングエラー、コードレビュー漏れ、ア
ルゴリズムのエラー、ライブラリー選択ミ
ス、インテグレーションのミス、バージョン違
い、タイミングの考慮ミス、ユニットテスト漏
れ、著作権侵害、特許侵害

不正な製造偽造、コードの盗難、特許訴
訟、著作権訴訟、不正コード組込み

インテグレーション・テスト テストツールのバグ、テスト環境不具合、十
分なテスト期間が確保できない、度重なる
実装変更

テスト機能実装不足、ハードウェア残バグ テスト項目漏れ（テストケース不足、実行時
のミス）、結果確認ミス、テスト項目の間違
い、テストレビュー漏れ、テスト環境設定ミ
ス

不良品混入、テスト結果改竄、テスト仕様・
テスト結果の盗難、意図的手抜き

流通 環境変化（自然環境、流通システム、関連
担当者、流通規則）

環境変化（温度、衝撃、傾き、水没、破損） 不良、偽造品混入、輸送時の事故 偽造品混入、部品抜き取り、破損、開封

運用 経年変化、温度環境、湿度環境、他システ
ムの不具合による連鎖エラー、想定外の
データによるシステムダウン、入力の過負
荷、衝撃、電源異常（瞬断、変動、停電、コ
ンセント抜け）、ノイズ（電磁波、静電気、宇
宙線）、度重なるバージョンアップ・パッチ、
過度の運用費、残バグによるサービス停
止・誤動作

ハードウェアの劣化（メカニカル、化学、固
体）、接触不良（コネクタ、スイッチ）,過度な
消費電力、騒音、電磁波ノイズ、加熱

仕様の誤解、ユーザーインターフェース考
慮不足によるユーザー過誤、誤操作（誤機
能選択、誤データ入力・選択）、インストー
ルミス、設置ミス、データ移行ミス

運用時の攻撃（スパイウェア、ウィルス、ア
タック）、不正モジュール組込み、データ抜
き取り、不正侵入、情報持ち出し

保守・更新 再現性のないエラー、保守・更新ツールの
不具合、頻繁（過度）なバージョンアップ、
バージョンアップ履歴の欠如、過度の保守
費

障害情報収集機能の欠如、部品の保守期
間、新部品の互換性

障害情報の情報不足、障害情報の連絡ミ
ス、バージョンミスマッチ、バックアップミス、
リストアミス、バージョンアップ未実施（不完
全実施）

保守・更新時の攻撃（ウィルス、アタック）、
不正モジュール組込み、データ抜き取り

廃棄・再利用 消去情報の痕跡 環境汚染、リサイクル・リユーズ考慮不足 個人情報等の消去ミス、操作履歴等の消
去ミス

情報抜取り、部品抜き取り

表１ ディペンダビリティ阻害要因
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フトウェアの巨大化とともに組込みシステムが単なる独立した“製品”ではなくネットワークに組込ま

れてサービス利用者へサービスを提供するための基盤として位置づけられるところにある。そのための

技術者の育成やマネジメントは欠かせない。

10.2. 世界の関連標準、関連活動団体

標準

 IEC 61508: Functional Safety
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
=text&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
=text&searchfor=IEC+60300-2&submit=OK

 ISO/IEC 12207: Software Life Cycle Processes
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=21208

 ISO/IEC 15288: System Life Cycle Processes
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43564

プロセスガイド

 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/
 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
=text&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
=text&searchfor=IEC+62347&submit=OK

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_c
ommittees/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 https://www.trustedcomputinggroup.org/home
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 CELF: CE Linux Forum, an international open source software development community
http://www.celinuxforum.org/

 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 https://www.jaspar.jp/
 FlexRay Consortium: Consortium for the communications system for advanced automotive

control applications http://www.flexray.com/
 NoTA: Network on Terminal Architecture http://www.notaworld.org/
 LIMO Foundation: Industry Consortium dedicated to Linux-based operating system for

mobile devices http://www.limofoundation.org/

10.3. DEOS プロジェクト用語集

可用性（Availability）製品やシステムが稼働し続ける事

信頼性（Reliability）製品やシステムがダウンしない期間が長い事

保守性（Serviceability、Maintainability）製品や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

安全性（Security）ネットワークにつながった製品やシステムが外部から攻撃されても安全な事

ディペンダビリティ（Dependability）安心・安全・信頼・信用・可用性などの総合的概念。安用性（？）

オープンシステム（Open Systems）開放系。外部との相互作用があり、構成要素およびそれらの関係が

時と共に変化する系

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

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

レガシーソフト（Legacy Software）制作者・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

不完全さ（Incompleteness）構成要素の成り立ちが完全に把握できないため全体理解も完全でない事

不確実さ（Uncertainty）時間経過により要求が変容し、使われ方も変容する事

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

オープンシステムディペンダビリティ（Open Systems Dependability）開放系障害をマネージする事

マネージ（Manage）対象の状態をより好ましい方向に持って行くこと

DEOS プロセス（DEOS Process）要求・環境変化対応サイクルと障害対応サイクルからなる

オープンシステムディペンダビリティ実現のための二重螺旋プロセス

D-Case 成長サイクル（D-Case Growth Cycle）D-Case が次第に拡張・充実していくこと。それが

システムのディペンダビリティ向上を表す

要求・環境変化対応サイクル（Requirement/Environment Change Accommodating Cycle）

ステークホルダ要求変化あるいは環境変化に対応するサイクル

障害対応サイクル（Failure Reacting Cycle）障害に対応するサイクル

ステークホルダ合意に基づくシステム変更要求（System Change Requests based on Stakeholders’

Agreement）システム変更要求をステークホルダ間で議論し、利害関係を調整して合意すること

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

迅速対応（Responsive Action）迅速に対応する事

正常運用（Normal Operation）正常運用の裏では日々のサービス開始時のシステム点検や日々の

改善活動が地道にかつ継続的に行われており、同じ過ちをくり返さない努力がなされている

説明責任遂行（Achievement of Accountability）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
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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

組込みシステム（Embedded System）CPU 制御の製品あるいはシステム。汎用コンピュータを除く

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

要素技術（Elemental Technology）要求を実現する技術

プロセス（Process）製品やシステムを設計・開発・製造・出荷・保守・運用するときの流れ

メトリクス（Metrics）評価指標。客観的に比較できる数値で表現されるのが望ましい

フレームワーク（Framework）要素技術とプロセスを統合し、目的を実現する枠組み。D-fops を指す

標準（Standard）機能や性能、品質の一定の実現あるいは達成度合いを決めて、目標としたもの

国際化（Internationalization）一国内で閉じた技術にしないで世界中に広める事

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

エビデンス（Evidence）証拠、意味のある情報、論証を組み立てるための根拠

仮想化技術（Virtualization Technology）計算機資源を論理的に分割して複数存在するようにする技術

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

モデル検査 (Model Checking) プログラムがとりうる状態を網羅的に探索してその性質を検査すること

型検査 (Type Checking) プログラム中の式・値を「型」で分類する事でプログラムの性質を検査する事

仕様記述言語 (Specification Description Lang.) プログラムの満たすべき性質を記述するための言語

型付アセンブリ言語(TAL: Typed Assembly Language) 型検査が可能なアセンブリ言語
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10.4. DEOS プロジェクト主要メンバー

研究総括

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 代表取締役社長

副研究総括

村岡 洋一 早稲田大学 理工学術院 教授

領域アドバイザー

岩野 和生 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 未来価値創造事業

菊野 亨 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授

妹尾 義樹 NEC Laboratories America, Inc. Director

田中 英彦 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 研究科長・教授

松田 晃一 独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 所長

安浦 寛人 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

平成１８年度採択 研究代表者 研究テーマ

石川 裕 東京大学 情報基盤センター センター

長・教授

並列・分散型組込みシステムのためのディペンダ

ブルシングルシステムイメージ OS

佐藤 三久 筑波大学 計算科学研究センター セン

ター長

省電力でディペンダブルな組込み並列システム向

け計算プラットフォーム

徳田 英幸 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

中島 達夫 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

前田 俊行 東京大学 大学院情報理工学系研究科

助教

ディペンダブルシステムソフトウェア構築技術に

関する研究

平成２０年度採択 研究代表者 研究テーマ

加賀美 聡 独立行政法人 産業技術総合研究所デジ

タルヒューマン工学研究センター 副

センター長

実時間並列ディペンダブル OS とその分散ネット

ワークの研究

木下 佳樹 独立行政法人 産業技術総合研究所産学

官連携推進部門 関西産学官連携センタ

ー 組込システム技術連携研究体 主幹

研究員

利用者指向ディペンダビリティの研究

倉光 君郎 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教

授

Security Weaver と P スクリプトによる実行中の

継続的な安全確保に関する研究

河野 健二 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

研究推進委員

浅井 信宏 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

大野 毅 横河電機株式会社 IA 事業部 マーケティングセンター ネットワークテクノロジグループ

組込基盤サブグループ サブグループ長

中川 雅通 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 ソフト開発力強化グループ グ

ループマネージャー

森田 直 ソニー株式会社 CPDG・プロフェッショナル・ソリューション事業本部 Felica 事業部 要素

技術開発部 統括部長

山浦 一郎 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

横山 和俊 株式会社 NTT データ 技術開発本部 SI アーキテクチャ開発センタ 課長

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

貴家 和保 富士ゼロックス株式会社 FX Palo Alto Laboratory Inc. 会長

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

DEOS 研究開発センター

屋代 眞 独立行政法人 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）
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－ DEOS プロジェクト －
DEOS: Dependable Embedded Operating System


