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1 / 1

SOTIF after SOTIF Release

G1

SOTIF Management along all the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

2) 
SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化に対応
し，できる限り完全性を
維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

システムの変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1

外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

システムの変更内容と時
期をステークホルダ間で
と合意する

G6
システムを変更する必要
がないことをステークホ
ルダ間で合意する

G6_0

ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・システム変更仕様書を発
行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに
分けて記載すべき

Sn7

SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

道路システムの変更に対
応する

G10
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

ステークホルダの定義
C4

リスクに関する
説明方法を変更

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る

S8

知識を追加・変更する
G14

システムに対する過渡な
不安，噂を解消する

G15

ステークホルダの変化の
リスト
・知識の変化
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生

C6
社会システムの変化に対
応する

G16

業界団体に専門
委員会を立ち上
げ，既存製品へ
の影響を分析す
る

Sn11

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

社内に検討委員
会を立ち上げ，
開発プロセスや
製品への影響を
分析する

Sn13

国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S11

変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

自動車メーカとサプライ
ヤが変化に適切に対応す
る

G21
ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

・マニュアルの
整備
・部品交換，修
理の実施

Sn14

システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

システムのSOTIF完全性
の侵害は，何らかの変化
に基づいて発生する

C10

国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19_0
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

・ODDへの影響
を分析する
・地図システム
への影響を分析
する

Sn11_0ステークホルダ
に情報を伝達す
る

Sn11_1

SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・システムの変化
・外部環境の変化

C11

SOTIF完全性を侵害する可
能性のある変化事象ごとに
対策を議論する

S13

外部環境の変化事象の分
類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダの変化

C12

社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSに対応？

２）と４）に対応

３）に対応 変化事象の予測・検出手段に
関する議論

テキスト

予測可能な事象リスト
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新たな領域  
新たな型式認証 

既存のものづくり領域 

PEGASUS動向と今後の課題 

Component 
Development 

Test Levels 

SOP 

Recording of 
situations & criteria 

Motivation Extractions R4 R3 R2 
R1 

generation of new 
 constellations 

critical test 
situations 

critical real-world 
situations 

accident 
re-construction 

Database of 
Relevant Traffic 

Situations 

criteria criteria criteria severity 
E1 

E2 

E3 
E4 E5 

R 

E 

Recording into 
the DB 

Extracting from 
the DB 

Functional 
Concept 

Traffic 
Simulation 

Dynamic 
Driving 

Simulator 

Software 
in-the-loop 

Hardware 
in-the-loop 

Test Track 

Field 
Operational 

Tests 

T1 

T2 

T3 
T4 

T5 

Road Traffic 

Idea 

シナリオと規準 

テスト体系 

ツールチェーン 

早期テストを組込んだ 
開発プロセス 

インシデント管理 

データベース管理 

モデルベース開発 

機能安全・SOTIF 
システムズエンジニアリング 

Open Simulation Interface 

SIM-SILS-HILS 

テストコース・設備 

法規 社会受容性 
道路交通環境 

（ロード、サーフェス） 

事故データ 

事故モデル 

事故データや交通環境データをプロセスに組み込んだ大ループで継続的にシステムを進化させる 

既存のプロセスを大ループに組み込むプロセス間インターフェースを追加する 

テストケース 

プロセス間I/F 
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The provision of the service is continued as much as 
possible, with the least possible disruption and damages, in 

the manner most expedient in the context.

a) Failure response is 
prepared.

c) Failure response is accounted 
by the Accountability Achievement 
process view.

d) The system life cycle is improved 
based on the experience from the 
actual failures after the failure 
response by the Change 
Accommodation process view.

Decomposition to accounting 
and  recurrence prevention

Decomposition to preparation 
before failures and performance 

after

Decomposition to immediate 
goals and  longer-term goals

Immediate harm of 
failures are mitigated.

Longer-term harm of failures is mitigated: 
public confidence in the system and continual 

improvement are sustained.

b) Failure response is 
performed when 
necessary.

Expansion according to the 
purpose statement

The Failure Response
process view is achieved.

 
IEC 

Figure B.9 – Failure Response 1 

a) Failure response is 
prepared.

a)3) Faults, errors, failures 
and their precursors that 
impact the key functions are 
identified.

a)4) Consequence analysis 
and likelihood analysis of the 
identified faults, errors, failures 
and their precursors are 
performed.

Decomposition to goal definition and 
response development

a)5) For the identified faults, errors, 
failures and their precursors, the goals 
of treatment necessary for continuous 
provision of service are defined and 
agreed.

a)1) Key functions to be 
protected in order to 
ensure service continuity 
are identified.

a)2) Goals for protection of 
the key functions necessary 
for continuous provision of 
service are identified.

Goals of failure response 
are defined.

Responses to failures that 
achieve the defined goals are 
developed.

Decomposition by items to be defined
Decomposition by failure causes' 

identifiability

Responses to failures 
with identified causes are 
developed.

a)8) Generic measures to reduce the 
harm from failures with unidentified 
causes are developed.

 
IEC 

Figure B.10 – Failure Response 2 
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The ‘fit for purpose’ status of the system is maintained despite changes in 
requirements, environments, objectives and/or purpose.

Decomposition by necessary actions: 
initial identification, preparation, 
performance and assessment

d) The adapted system is 
assessed with respect to the 
goal of adaptation.

e) The system life cycle is 
improved continually.

f) Adaptation is accounted by 
adopting the Accountability 
Achievement process view.

a) Changes are 
recognized and 
identified.

b) Adaptation of 
the system is 
prepared.

c) Adaptation of 
the system  is 
performed.

Decomposition to direct goals 
and longer term goals.

Adaptation of the system is performed 
when changes in context, etc. that may 
require adaptation are identified.

Continual improvement and 
public confidence in the 
system are sustained.

Expansion according to the 
purpose statement

The Change Accommodation 
process view is achieved.

f)1) Traceability from the 
changes in context, etc., to 
the adaptation is maintained.

f)2) Stakeholders and society 
in general are informed of the 
account of the development 
and the result of the 
adaptation.

 
IEC 

Figure B.15 – Change Accommodation 1 

Decomposition by types of changes

a)1) Changes in context, 
assumptions, risks, etc., that 
might require adaptation of the 
system are identified.

a)2) Upon detection of unanticipated events 
including failures, the change in the system and/or 
environment that caused them is identified. This 
identification may be triggered by the Failure 
Response process view.

a)3) Disruptive changes are 
recognized and managed.

a) Changes are recognized and identified.
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Figure B.16 – Change Accommodation 2 
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SOTIF after product release

G1

Argument of how to correspond to any 
changes which can invalidate SOTIF 
requirements of the product through the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

To keep SOTIF requirements as possible, 
any changes should be monitored and 
adequately addressed.
2) 
SOTIF完全性を侵害する可能性のある変化に対
応し，できる限り完全性を維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

Any changes of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
対象製品の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1 Any changes of 
environmen of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

The list of any changes 
regarding to the product
予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

Argument for 
immediate/short term 
cases and long-term 
cases. 
SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about changes and its timing.
システムの変更内容と時期をス
テークホルダ間でと合意する

G6
Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about no additional changes are 
needed.システムを変更する必要がな
いことをステークホルダ間で合意する

G6_0

Accounting for 
reasons to 
stakeholders
ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

- Addition this change phenomenons to 
incident/accident database
- Analysis for the failure causes
- Software update
- Addition of a new test scenario in scenario 
database
- Requests of change specifications for the product
- Application to manufacural plan
* All solutions should be enumerated for each 
change causes.

・インシデントorアクシデントデータベースに追加
・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・テストシナリオへの検討と追加
・システム変更仕様書を発行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに分けて記載すべき

Sn7

Argument for each 
classes of phenomenons 
identified as 
environment changes. 
SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

Correspondence to any 
changes of road systems

道路システムの変更に対応する

G10

Correspondence to any 
changes of 
stakeholders
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

- Additional 
educations
ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

The list of stakeholders
ステークホルダの定義

C4

Adequate additional 
activities to keep 
transparency.
- Adequate information 
release 
- Explanation for the risks
・現状に関する情報発信
・リスクに関する説明方法を
修正

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る
Argumentations for each 
changes of stakeholders

S8

Address the lack 
knowledge of the 
product for customers
製品に関する知識を追加
・変更する

G14
Address or mitigate 
excessive fears 
システムに対する過渡な
不安を防止，軽減する

G15

The list of any changes of 
stakeholders
- The lack knowledge of the 
product for customers
- Excessive fears
- 
* Futher analysis is needed 
for industrial risks 
ステークホルダの変化のリスト
・製品に関する知識の不足
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生
＊社会的な産業リスクに関する
詳細な分析が必要

C6Correspondence to any 
changes of social 
systems
社会システムの変化に対
応する

G16

Impact analysis to the 
products and 
indastorials by 
establishing a new 
expart WG.
業界団体に専門委員会を
立ち上げ，既存製品への
影響を分析する

Sn11

Argumentations at 
national/international 
and company levels
国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

Consideration and 
make concensus about 
adequate solutions by 
natinal level.
国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

Impact analysis to the 
products and 
development process 
by establishing a new 
internal expart WG.
社内に検討委員会を立ち
上げ，開発プロセスや製
品への影響を分析する

Sn13

Argumentation at  
company- and 
national/international levels
国レベルと企業レベルに分け
て議論する

S11

Arguments in each 
stakeholders which has 
responsibility for the 
changes.
変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

Correspondence to the changes 
by manufactuarer or supliers.

自動車メーカとサプライヤが変化
に適切に対応する

G21

Corresponcence to the 
changes by dealiers or 
repair service providers

ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

The list of stakeholders
- Manufactuarer
- Supplier
- Dealier
- Repair service providors
変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

- Development and 
pdate manuals for the 
product
- changes of any 
software/hardware parts 
or/and documens
・マニュアルの整備
・部品交換，修理の実施

Sn14

The list of any changes regarding the product 
itself.
- failures are occuered in a product.
- new faults or causes, which can lead to any 
serious situations, are newly found.
- functional addition or changes
- incident/accident reports from real situations 
システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

The product can 
invalidate SOTIF 
requirements met 
before release with any 
changes both of itseof 
or environment.

リリース時にはすべての
SOTIF要件を満たした製
品は，リリース後に，何
らかの変化によって
SOTIF要件の完全性を侵
発生する可能性がある

C10

Consideration and Making 
concensus about adequeate 
solutions by 
national/international 
levels.
国レベルでの対応方法を検討
して合意する

G19_0
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

Impact analysis to 
ODD definitions and to 
Dynamic map systems
・ODDへの影響を分析
する
・地図システムへの影響
を分析する

Sn11_0Discussions with 
adequate member at 
adequate meeting.

ステークホルダに情報
を伝達する

Sn11_1

The list of any changes and 
phoenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
- Changes of the product itselves
- Changes of the environment 
SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・対象製品自身の変化
・外部環境の変化

C11

Argumentations for each 
phenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
SOTIF完全性を侵害する可能性のある
変化事象ごとに対策を議論する

S13

Classification of environment 
changes, which should be derived 
by risk analysis for each product 
and society
- road conditions
- social systems incl. regurations
- stakeholders changes

外部環境の変化事象の分類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダ（人）の変化
→★社会的なリスクの分析が必要

C12

The list of any changes 
of social systems
- international 
regurations
- international 
standards
- local/national 
regurations
- local/national 
standards
社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSolutionに対応
Corresponding to goal 1)

２）と４）に対応
Corresponding to goal 2) and 4)

３）に対応
Corresponding to goal 3)

変化事象の予測・検出手段に
関する議論

予測可能な事象リスト
C2_0

Address and correction 
of fake news or rumors
システムに対する噂・偽
情報を防止，軽減する

G23

Adequate additional activities to protect 
the product, companies and industries.
- Identification of the root of the fake 
news or rumors and correction of them 
- Taking legal actions to reduce and 
mitigate the impacts of them
- Improve publication measures for 
information of the product
・噂・偽情報発信元を特定して，抗議する
・法的な対応を検討する
・正しい情報の発信方法を強化，修正する

Sn10_0

↑Annexに掲載する範囲
  Described as Annex of SOTIF WD
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SOTIF after product release

G1

Argument of how to correspond to any 
changes which can invalidate SOTIF 
requirements of the product through the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

To keep SOTIF requirements as possible, 
any changes should be monitored and 
adequately addressed.
2) 
SOTIF完全性を侵害する可能性のある変化に対
応し，できる限り完全性を維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

Any changes of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
対象製品の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1 Any changes of 
environmen of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

The list of any changes 
regarding to the product
予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

Argument for 
immediate/short term 
cases and long-term 
cases. 
SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about changes and its timing.
システムの変更内容と時期をス
テークホルダ間でと合意する

G6
Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about no additional changes are 
needed.システムを変更する必要がな
いことをステークホルダ間で合意する

G6_0

Accounting for 
reasons to 
stakeholders
ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

- Addition this change phenomenons to 
incident/accident database
- Analysis for the failure causes
- Software update
- Addition of a new test scenario in scenario 
database
- Requests of change specifications for the product
- Application to manufacural plan
* All solutions should be enumerated for each 
change causes.

・インシデントorアクシデントデータベースに追加
・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・テストシナリオへの検討と追加
・システム変更仕様書を発行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに分けて記載すべき

Sn7

Argument for each 
classes of phenomenons 
identified as 
environment changes. 
SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

Correspondence to any 
changes of road systems

道路システムの変更に対応する

G10

Correspondence to any 
changes of 
stakeholders
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

- Additional 
educations
ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

The list of stakeholders
ステークホルダの定義

C4

Adequate additional 
activities to keep 
transparency.
- Adequate information 
release 
- Explanation for the risks
・現状に関する情報発信
・リスクに関する説明方法を
修正

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る
Argumentations for each 
changes of stakeholders

S8

Address the lack 
knowledge of the 
product for customers
製品に関する知識を追加
・変更する

G14
Address or mitigate 
excessive fears 
システムに対する過渡な
不安を防止，軽減する

G15

The list of any changes of 
stakeholders
- The lack knowledge of the 
product for customers
- Excessive fears
- 
* Futher analysis is needed 
for industrial risks 
ステークホルダの変化のリスト
・製品に関する知識の不足
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生
＊社会的な産業リスクに関する
詳細な分析が必要

C6Correspondence to any 
changes of social 
systems
社会システムの変化に対
応する

G16

Impact analysis to the 
products and 
indastorials by 
establishing a new 
expart WG.
業界団体に専門委員会を
立ち上げ，既存製品への
影響を分析する

Sn11

Argumentations at 
national/international 
and company levels
国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

Consideration and 
make concensus about 
adequate solutions by 
natinal level.
国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

Impact analysis to the 
products and 
development process 
by establishing a new 
internal expart WG.
社内に検討委員会を立ち
上げ，開発プロセスや製
品への影響を分析する

Sn13

Argumentation at  
company- and 
national/international levels
国レベルと企業レベルに分け
て議論する

S11

Arguments in each 
stakeholders which has 
responsibility for the 
changes.
変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

Correspondence to the changes 
by manufactuarer or supliers.

自動車メーカとサプライヤが変化
に適切に対応する

G21

Corresponcence to the 
changes by dealiers or 
repair service providers

ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

The list of stakeholders
- Manufactuarer
- Supplier
- Dealier
- Repair service providors
変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

- Development and 
pdate manuals for the 
product
- changes of any 
software/hardware parts 
or/and documens
・マニュアルの整備
・部品交換，修理の実施

Sn14

The list of any changes regarding the product 
itself.
- failures are occuered in a product.
- new faults or causes, which can lead to any 
serious situations, are newly found.
- functional addition or changes
- incident/accident reports from real situations 
システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

The product can 
invalidate SOTIF 
requirements met 
before release with any 
changes both of itseof 
or environment.

リリース時にはすべての
SOTIF要件を満たした製
品は，リリース後に，何
らかの変化によって
SOTIF要件の完全性を侵
発生する可能性がある

C10

Consideration and Making 
concensus about adequeate 
solutions by 
national/international 
levels.
国レベルでの対応方法を検討
して合意する

G19_0
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

Impact analysis to 
ODD definitions and to 
Dynamic map systems
・ODDへの影響を分析
する
・地図システムへの影響
を分析する

Sn11_0Discussions with 
adequate member at 
adequate meeting.

ステークホルダに情報
を伝達する

Sn11_1

The list of any changes and 
phoenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
- Changes of the product itselves
- Changes of the environment 
SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・対象製品自身の変化
・外部環境の変化

C11

Argumentations for each 
phenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
SOTIF完全性を侵害する可能性のある
変化事象ごとに対策を議論する

S13

Classification of environment 
changes, which should be derived 
by risk analysis for each product 
and society
- road conditions
- social systems incl. regurations
- stakeholders changes

外部環境の変化事象の分類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダ（人）の変化
→★社会的なリスクの分析が必要

C12

The list of any changes 
of social systems
- international 
regurations
- international 
standards
- local/national 
regurations
- local/national 
standards
社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSolutionに対応
Corresponding to goal 1)

２）と４）に対応
Corresponding to goal 2) and 4)

３）に対応
Corresponding to goal 3)

変化事象の予測・検出手段に
関する議論

予測可能な事象リスト
C2_0

Address and correction 
of fake news or rumors
システムに対する噂・偽
情報を防止，軽減する

G23

Adequate additional activities to protect 
the product, companies and industries.
- Identification of the root of the fake 
news or rumors and correction of them 
- Taking legal actions to reduce and 
mitigate the impacts of them
- Improve publication measures for 
information of the product
・噂・偽情報発信元を特定して，抗議する
・法的な対応を検討する
・正しい情報の発信方法を強化，修正する

Sn10_0

↑Annexに掲載する範囲
  Described as Annex of SOTIF WD
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SOTIF after product release

G1

Argument of how to correspond to any 
changes which can invalidate SOTIF 
requirements of the product through the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

To keep SOTIF requirements as possible, 
any changes should be monitored and 
adequately addressed.
2) 
SOTIF完全性を侵害する可能性のある変化に対
応し，できる限り完全性を維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

Any changes of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
対象製品の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1 Any changes of 
environmen of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

The list of any changes 
regarding to the product
予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

Argument for 
immediate/short term 
cases and long-term 
cases. 
SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about changes and its timing.
システムの変更内容と時期をス
テークホルダ間でと合意する

G6
Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about no additional changes are 
needed.システムを変更する必要がな
いことをステークホルダ間で合意する

G6_0

Accounting for 
reasons to 
stakeholders
ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

- Addition this change phenomenons to 
incident/accident database
- Analysis for the failure causes
- Software update
- Addition of a new test scenario in scenario 
database
- Requests of change specifications for the product
- Application to manufacural plan
* All solutions should be enumerated for each 
change causes.

・インシデントorアクシデントデータベースに追加
・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・テストシナリオへの検討と追加
・システム変更仕様書を発行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに分けて記載すべき

Sn7

Argument for each 
classes of phenomenons 
identified as 
environment changes. 
SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

Correspondence to any 
changes of road systems

道路システムの変更に対応する

G10

Correspondence to any 
changes of 
stakeholders
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

- Additional 
educations
ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

The list of stakeholders
ステークホルダの定義

C4

Adequate additional 
activities to keep 
transparency.
- Adequate information 
release 
- Explanation for the risks
・現状に関する情報発信
・リスクに関する説明方法を
修正

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る
Argumentations for each 
changes of stakeholders

S8

Address the lack 
knowledge of the 
product for customers
製品に関する知識を追加
・変更する

G14
Address or mitigate 
excessive fears 
システムに対する過渡な
不安を防止，軽減する

G15

The list of any changes of 
stakeholders
- The lack knowledge of the 
product for customers
- Excessive fears
- 
* Futher analysis is needed 
for industrial risks 
ステークホルダの変化のリスト
・製品に関する知識の不足
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生
＊社会的な産業リスクに関する
詳細な分析が必要

C6Correspondence to any 
changes of social 
systems
社会システムの変化に対
応する

G16

Impact analysis to the 
products and 
indastorials by 
establishing a new 
expart WG.
業界団体に専門委員会を
立ち上げ，既存製品への
影響を分析する

Sn11

Argumentations at 
national/international 
and company levels
国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

Consideration and 
make concensus about 
adequate solutions by 
natinal level.
国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

Impact analysis to the 
products and 
development process 
by establishing a new 
internal expart WG.
社内に検討委員会を立ち
上げ，開発プロセスや製
品への影響を分析する

Sn13

Argumentation at  
company- and 
national/international levels
国レベルと企業レベルに分け
て議論する

S11

Arguments in each 
stakeholders which has 
responsibility for the 
changes.
変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

Correspondence to the changes 
by manufactuarer or supliers.

自動車メーカとサプライヤが変化
に適切に対応する

G21

Corresponcence to the 
changes by dealiers or 
repair service providers

ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

The list of stakeholders
- Manufactuarer
- Supplier
- Dealier
- Repair service providors
変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

- Development and 
pdate manuals for the 
product
- changes of any 
software/hardware parts 
or/and documens
・マニュアルの整備
・部品交換，修理の実施

Sn14

The list of any changes regarding the product 
itself.
- failures are occuered in a product.
- new faults or causes, which can lead to any 
serious situations, are newly found.
- functional addition or changes
- incident/accident reports from real situations 
システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

The product can 
invalidate SOTIF 
requirements met 
before release with any 
changes both of itseof 
or environment.

リリース時にはすべての
SOTIF要件を満たした製
品は，リリース後に，何
らかの変化によって
SOTIF要件の完全性を侵
発生する可能性がある

C10

Consideration and Making 
concensus about adequeate 
solutions by 
national/international 
levels.
国レベルでの対応方法を検討
して合意する

G19_0
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

Impact analysis to 
ODD definitions and to 
Dynamic map systems
・ODDへの影響を分析
する
・地図システムへの影響
を分析する

Sn11_0Discussions with 
adequate member at 
adequate meeting.

ステークホルダに情報
を伝達する

Sn11_1

The list of any changes and 
phoenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
- Changes of the product itselves
- Changes of the environment 
SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・対象製品自身の変化
・外部環境の変化

C11

Argumentations for each 
phenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
SOTIF完全性を侵害する可能性のある
変化事象ごとに対策を議論する

S13

Classification of environment 
changes, which should be derived 
by risk analysis for each product 
and society
- road conditions
- social systems incl. regurations
- stakeholders changes

外部環境の変化事象の分類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダ（人）の変化
→★社会的なリスクの分析が必要

C12

The list of any changes 
of social systems
- international 
regurations
- international 
standards
- local/national 
regurations
- local/national 
standards
社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSolutionに対応
Corresponding to goal 1)

２）と４）に対応
Corresponding to goal 2) and 4)

３）に対応
Corresponding to goal 3)

変化事象の予測・検出手段に
関する議論

予測可能な事象リスト
C2_0

Address and correction 
of fake news or rumors
システムに対する噂・偽
情報を防止，軽減する

G23

Adequate additional activities to protect 
the product, companies and industries.
- Identification of the root of the fake 
news or rumors and correction of them 
- Taking legal actions to reduce and 
mitigate the impacts of them
- Improve publication measures for 
information of the product
・噂・偽情報発信元を特定して，抗議する
・法的な対応を検討する
・正しい情報の発信方法を強化，修正する

Sn10_0

↑Annexに掲載する範囲
  Described as Annex of SOTIF WD
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SOTIF after product release

G1

Argument of how to correspond to any 
changes which can invalidate SOTIF 
requirements of the product through the 
operating lifetime
製品の全運用期間を通じて，SOTIFの要件満
足（完全性）を維持するための変化対応につ
いて議論する

S1

To keep SOTIF requirements as possible, 
any changes should be monitored and 
adequately addressed.
2) 
SOTIF完全性を侵害する可能性のある変化に対
応し，できる限り完全性を維持する

G3

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある変化を予測
・検出する

G4

Any changes of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
対象製品の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_1 Any changes of 
environmen of the 
product are monitored 
and addressed to meet 
SOTIF req. as possible.
外部環境の変化を予測・
検出し，できる限り
SOTIF完全性を維持する

G4_2

予測と検出方法に分けて議
論する

S4

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を予測する

G5

The list of any changes 
regarding to the product
予測可能な外部環境の変化事象
（Example of the of evolution of 
context）: … ３）に対応
- Regulation modification
- Infrastructure modification
- New kind of usages
- New vehicle technology
- Intensification of AD car within 
the traffic
- Modification of users habits in 
general, or resulting on the use 
of the system

C1

予測可能な事象ごとに予測
方法を議論する

S5

SOTIF完全性を侵害する
可能性のある事象の発生
を検出する

G5_0

検出可能な事象ごとに検出
方法を議論する

S5_0 検出可能な変化事象リスト
・インシデントレポートの仕様
・故障情報
・事故報告

C2

Argument for 
immediate/short term 
cases and long-term 
cases. 
SOTIF完全性を維持するた
めに，即時的に対応する必
要がある場合とない場合に
分けて議論する

S6

Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about changes and its timing.
システムの変更内容と時期をス
テークホルダ間でと合意する

G6
Make a consensus between 
manufacturer and stakeholders 
about no additional changes are 
needed.システムを変更する必要がな
いことをステークホルダ間で合意する

G6_0

Accounting for 
reasons to 
stakeholders
ステークホルダ
に説明する

Sn3

インシデントレポートを
獲得する

G7

・インシデントレポー
トを提出する仕組みの
構築
・インシデントが
unforeseeable
(unknown)リスクであ
るかどうかを判断する

Sn4
法規の変化を予測する
G8

インフラの変化を予測する
G9

法規の議論に参
加する。議事録
を収集して解析
する。

Sn5
道路工事計画情
報を収集する

Sn6

- Addition this change phenomenons to 
incident/accident database
- Analysis for the failure causes
- Software update
- Addition of a new test scenario in scenario 
database
- Requests of change specifications for the product
- Application to manufacural plan
* All solutions should be enumerated for each 
change causes.

・インシデントorアクシデントデータベースに追加
・故障原因の分析
・ソフトウェア更新の申請
・テストシナリオへの検討と追加
・システム変更仕様書を発行する
・製造計画書への反映
※本来は，変化要因ごとに分けて記載すべき

Sn7

Argument for each 
classes of phenomenons 
identified as 
environment changes. 
SOTIF完全性をできる限り
維持するために，外部環境
の変化事象の分類ごとに議
論する

S7

Correspondence to any 
changes of road systems

道路システムの変更に対応する

G10

Correspondence to any 
changes of 
stakeholders
ステークホルダの変化に
対応する内容と時期を関
係者と同意する

G11

- Additional 
educations
ステークホルダ
の教育

Sn8

・・・の情報を獲得する
G12

・・・の仕組み
を構築する

Sn9

The list of stakeholders
ステークホルダの定義

C4

Adequate additional 
activities to keep 
transparency.
- Adequate information 
release 
- Explanation for the risks
・現状に関する情報発信
・リスクに関する説明方法を
修正

Sn10

対応する内容ごとに議論す
る
Argumentations for each 
changes of stakeholders

S8

Address the lack 
knowledge of the 
product for customers
製品に関する知識を追加
・変更する

G14
Address or mitigate 
excessive fears 
システムに対する過渡な
不安を防止，軽減する

G15

The list of any changes of 
stakeholders
- The lack knowledge of the 
product for customers
- Excessive fears
- 
* Futher analysis is needed 
for industrial risks 
ステークホルダの変化のリスト
・製品に関する知識の不足
・過渡な不安の発生
・噂・偽情報の発生
＊社会的な産業リスクに関する
詳細な分析が必要

C6Correspondence to any 
changes of social 
systems
社会システムの変化に対
応する

G16

Impact analysis to the 
products and 
indastorials by 
establishing a new 
expart WG.
業界団体に専門委員会を
立ち上げ，既存製品への
影響を分析する

Sn11

Argumentations at 
national/international 
and company levels
国レベルと企業レベルに分
けて議論する

S10

Consideration and 
make concensus about 
adequate solutions by 
natinal level.
国レベルでの対応方法を
検討して合意する

G19
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20

Impact analysis to the 
products and 
development process 
by establishing a new 
internal expart WG.
社内に検討委員会を立ち
上げ，開発プロセスや製
品への影響を分析する

Sn13

Argumentation at  
company- and 
national/international levels
国レベルと企業レベルに分け
て議論する

S11

Arguments in each 
stakeholders which has 
responsibility for the 
changes.
変更に対応する担当（ス
テークホルダ）ごとに対応
方法を議論する

S12

Correspondence to the changes 
by manufactuarer or supliers.

自動車メーカとサプライヤが変化
に適切に対応する

G21

Corresponcence to the 
changes by dealiers or 
repair service providers

ディーラと修理業者が変
化に適切に対応する

G22

The list of stakeholders
- Manufactuarer
- Supplier
- Dealier
- Repair service providors
変化対応担当リスト
・自動車メーカ
・サプライヤ
・ディーラ
・修理業者等

C8

- Development and 
pdate manuals for the 
product
- changes of any 
software/hardware parts 
or/and documens
・マニュアルの整備
・部品交換，修理の実施

Sn14

The list of any changes regarding the product 
itself.
- failures are occuered in a product.
- new faults or causes, which can lead to any 
serious situations, are newly found.
- functional addition or changes
- incident/accident reports from real situations 
システムの変化事象のリスト
・故障の発生
・不具合の発見 … ４）に対応
・機能追加・変更 … ４）に対応
・インシデントレポートから分かること（Example of 
incident  report source） : … ２）に対応
- accident or incident report
- driver’s verbatim
- claiming problems
- on board mechanism signaling abnormalities

To recover within a time frame to keep reasonably 
acceptable risk.

C9

The product can 
invalidate SOTIF 
requirements met 
before release with any 
changes both of itseof 
or environment.

リリース時にはすべての
SOTIF要件を満たした製
品は，リリース後に，何
らかの変化によって
SOTIF要件の完全性を侵
発生する可能性がある

C10

Consideration and Making 
concensus about adequeate 
solutions by 
national/international 
levels.
国レベルでの対応方法を検討
して合意する

G19_0
Consideraton and make 
a concensus about 
adequate solutions  
company levels
企業レベルでの対応方法
を検討して合意する

G20_0

Impact analysis to 
ODD definitions and to 
Dynamic map systems
・ODDへの影響を分析
する
・地図システムへの影響
を分析する

Sn11_0Discussions with 
adequate member at 
adequate meeting.

ステークホルダに情報
を伝達する

Sn11_1

The list of any changes and 
phoenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
- Changes of the product itselves
- Changes of the environment 
SOTIF完全性を侵害する可能性のあ
る変化事象のリスト
・対象製品自身の変化
・外部環境の変化

C11

Argumentations for each 
phenomenons which can 
invalidate SOTIF requirements
SOTIF完全性を侵害する可能性のある
変化事象ごとに対策を議論する

S13

Classification of environment 
changes, which should be derived 
by risk analysis for each product 
and society
- road conditions
- social systems incl. regurations
- stakeholders changes

外部環境の変化事象の分類
・道路システムの変化
・社会システムの変化
・ステークホルダ（人）の変化
→★社会的なリスクの分析が必要

C12

The list of any changes 
of social systems
- international 
regurations
- international 
standards
- local/national 
regurations
- local/national 
standards
社会システムの要素
・国連法規
・国際規格
・国内法規
・国内法律

C13

１）のSolutionに対応
Corresponding to goal 1)

２）と４）に対応
Corresponding to goal 2) and 4)

３）に対応
Corresponding to goal 3)

変化事象の予測・検出手段に
関する議論

予測可能な事象リスト
C2_0

Address and correction 
of fake news or rumors
システムに対する噂・偽
情報を防止，軽減する

G23

Adequate additional activities to protect 
the product, companies and industries.
- Identification of the root of the fake 
news or rumors and correction of them 
- Taking legal actions to reduce and 
mitigate the impacts of them
- Improve publication measures for 
information of the product
・噂・偽情報発信元を特定して，抗議する
・法的な対応を検討する
・正しい情報の発信方法を強化，修正する

Sn10_0

↑Annexに掲載する範囲
  Described as Annex of SOTIF WD
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