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はじめに
近年、コンピューターシステムはネットワークなどを通じて異なる機器やシステムどうしが繋が
るようになり、ますます大規模・複雑化しています。それにともなって人とシステム、あるいはシ
ステムとシステムの間の複合原因による障害が増加し、システム単体ではなく「異なるものどうし
が繋がったシステム全体」での障害対策が求められるようになってきました。そのようなシステム
における安全性解析に関する新しい手法として、システム理論に基づく事故モデル－STAMP が注
目されています。
米国で MIT の Nancy Leveson 教授を中心に約 20 年前から研究が進められている STAMP は、
人とシステム、あるいはシステムどうしといったコンポーネント間の相互作用に着目して安全評価
するという特徴があります。これにより、従来の手法では対応が難しかった「システム全体」の安
全評価を行うことができ、複雑なシステム間の相互作用に起因する障害に対応することができると
期待されています。
日本でも、我が国のソフトウェア開発事情に則した STAMP の活用方法の検討や適用が試行さ
れています。IPA/SEC では STAMP に着目し、その有効性・活用方法を検討するとともに日本に
おける活用方法の確立と普及展開を目指して活動しており、その一環として、STAMP 手法に関す
る調査報告書を公開いたします。
公開する報告書は、IPA/SEC が JETRO NY 事務所に依頼した調査報告書に一部修正を行った
ものです。医療機器や航空機などの STAMP による研究の実例において、アプローチや理論構成
などを深く分析することで、その有効性や今後の事故モデルのあり方の検討に役立てることを目的
としています。
これまで STAMP について日本語での解説書がほとんどありませんでしたが、本報告書は
STAMP の具体的手法である STPA/CAST の実施手順に沿って適用例を説明しており、STAMP 手
法の入門として役立てていただけるものと期待しています。

2015 年 8 月
独立行政法人情報処理推進機構
技術本部 ソフトウェア高信頼化センター
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1 サマリー
コンピューターや IT 技術の発達とともに、現代社会におけるシステムの多くはソフトウェア制御を中心とし
て発展してきたが、近年では、自律制御のような高度なソフトウェア技術を使用したシステムへと移行しようと
している。複雑化が進むソフトウェア集約的システム（Software Intensive Systems）に対し、正しく安全評価
を行う研究も同時に進められており、その中でもマサチューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of
Technology：MIT）のナンシー・レブソン（Nancy G. Leveson）教授が中心になって研究が進められている
STAMP（Systems-Theoretic Accident Model and Processes / システム理論に基づく事故モデル）に注目
が集まっている。STAMP はシステム論を利用した事故モデルであり、ソフトウェアやハードウェアだけにとど
まらず、社会システムまでも含んだ包括的な分析が可能となっている。本レポートでは、STAMP を使った、
安全文化、航空機、自動車、医療機器、鉄道に関する研究論文の分析を紹介する。
本レポートで取り上げる研究者と研究論文・著書については以下の通りとなっている。これら研究者と資料
の選定基準として、Nancy Leveson 教授のウェブサイト上で紹介されている優れた論文であること1、それぞ
れの研究が実際の分析によるものであることが挙げられる。例えば、Vincent Balgos 氏の研究は、過去に
Balgos 氏自身が設計に携わったシステムに対する分析の研究結果となっている。
名 前

所属企業・大学

本レポートで使用している論文・著書

分 野

研 究

Engineering a Safer World

宇宙工学
安全文化

STAMP

医療機器

CAST

航空

STPA

鉄道

STPA

自動車

STPA

1

Nancy Leveson

マサチューセッツ工科大学
航空宇宙工学部教授

2

Vincent Balgos

Abbott Molecular 社

A Systems Theoretic Application to
Design for the Safety of Medical
Diagnostic Devices

3

John Thomas

マサチューセッツ工科大学
航空宇宙工学部

A Comparison of STPA and the ARP
4761 Safety
Assessment Process

4

Airong Dong

Delta Greentech 社

5

Matthew Seth

チャールズ・スターク・ドレイ
パー研究所

2

3

APPLICATION OF CAST AND
STPA TO RAILROAD SAFETY IN
CHINA
APPLICATION OF STPA TO THE
INTEGRATION OF MULTIPLE
CONTROL SYSTEMS A CASE
STUDY AND NEW APPROACH

後に詳細説明するが、ここで、STPA（System-Theoretic Process Analysis）は STAMP に基づくハザード分析
手法、CAST（Causal Analysis based on STAMP）は事故発生の要因分析手法のことである。

最初の Nancy Leveson 教授の安全文化に関する分析では、スペースシャトルの 2 度の事故を例に取り、
米航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）の安全文化がどのようにして誤っ
た方へ向かっていったかを取り上げている。アポロ計画時代には安全性を最優先とする考えを持ち合わせて
いたものの、スペースシャトル計画からは効率とコストが優先され、事故が起きていないから安全性が確保さ
1

http://sunnyday.mit.edu/STAMP-publications.html
米国の大手医療機器メーカー
3
台湾を拠点とするデルタエレクトロニクスの子会社。電気機械設備を取り扱う。
2
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れている、という安全性とはかけ離れた官僚的な文化がチャレンジャー号とコロンビア号の事故の要因となっ
た。
Vincent Balgos 氏の研究は、米国でリコールとなった血液分析装置に対して CAST を使った事故分析と
なっている。この分析では、事故原因の究明のためには事故原因が血液分析装置のユーザーにどのような
影響を与えたか確認するという考えの下、本来であれば物理レベル（下位レベル）から構築する CAST のコ
ントロールストラクチャ（各コンポーネント間の機能動作を示したシステムの設計図）をシステムレベル（上位
レベル）から構築している。これにより、複雑な血液分析装置のコントロールストラクチャを正確に構築するこ
とに成功している。
John Thomas 氏の航空機に関する研究は、航空機のブレーキシステムに対する STPA を使ったハザー
ド分析となっている。この研究では、コントロールストラクチャの構築を、システムレベルから物理レベルへと
段階を追って詳しく説明している。また、事故シナリオの分析においても、「安全のために必要なコントロール
アクションが配置されていない」、「安全のために必要なコントロールアクションが配置されているが、後続の
システムで続いていない（守られていない）」という 2 つに焦点を当てている。
Airong Dong 氏の鉄道のシステムに関する研究は、近年注目が集まっているコミュニケーションベースの
列車制御システム（Communication Based Train Control：CBTC）に対する STPA を使ったハザード分析と
なっている。この分析では、事故の潜在的な要因（Causal factor－誘発要因）の分析において、独自の図を
用いた分析を行っている。
Matthew Seth 氏の自動車に関する研究は、自動車の自動走行システムであるアダプティプクルーズコン
トロール（Adaptive Cruise Control：ACC）に関する STPA を使ったハザード分析となっている。この研究で
は、異なるシステムであっても自動車を取り巻く環境には共通点があることを見出し、テンプレートのコントロ
ールストラクチャを使って、複数のシステムのコントロールストラクチャを構築している。これにより、異なるシ
ステムを容易に分析が出来るようになっているだけでなく、新しいエンジニアであってもハザード分析が出来
るなどのメリットを見つけ出している。
本レポートの作成にあたって研究者へのインタビューを行っている。コントロールストラクチャの構築に際し
て、どのような点に留意したかなどを詳しく説明していただいたが、誘発要因（Causal factor）や事故シナリオ
の識別においては、多くの場合、研究者自身の経験や知識に基づいたシナリオベースであった。これは、研
究者が分析を進めるにあたってシステムの詳細な情報を得られない場合や公開できない場合があるため、
それらに基づいた細かい根拠を示すことができないからである。例えば、Matthew Seth 氏の研究は自動車
メーカーと共同での研究を行った結果となっているが、メーカー側から公表されなかった情報もあるため、
Seth 氏自身の考えに基づいた誘発要因（Causal factor）と事故シナリオが書き記されている。
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2 STAMP、STPA、CAST の概要
（1） STAMP
STAMP は従来の解析的な還元や信頼性理論ではなく、システム理論に基づく新たな事故モデルである。
従来の事故モデルでは、事故は故障イベントの連鎖によって起こると考えられてきた。しかしながら、近年シ
ステムの複雑さが増し、ハードウェアのように「故障」することのないソフトウェアが多く用いられ、事故発生の
仕組みが変わったのである。STAMP は、システムを構成するコンポーネント間の相互作用に着目してシス
テム全体の流れを表す事故モデルとなる。このため STAMP では、事故は単純なコンポーネント故障のみを
原因とせず、コンポーネントの振る舞いやコンポーネント間の相互干渉が、システムの安全制約（コンポーネ
ントの振る舞いに関わる物理的、人、又は社会に関わる制約）を違反した場合に起こると考える。
STAMP は、安全制約、階層的安全コントロールストラクチャ、プロセスモデルという三つの基本要素で構
成されており、コントロールストラクチャとプロセスモデルに対して、システムの安全制約が正しく適用されて
いるかどうかに着目する。
 安全制約とは、安全が守られるために必要なルールを指しており、例えば、ヘルメット、機械の安全装置、
災害時の避難ルールなどといったものが挙げられる。STAMP では、安全制約が不適切である、または
守られていない場合に事故が起きると定義している。
 プロセスモデルとは、コントローラーが持つアルゴリズムであり、状況に応じて、コントロールアクションを
他のコンポーネントに出す仕組みを指している。エアコンの自動温度調節機能を例に挙げると、コントロ
ーラーは、一定の温度に達すると冷暖房を動かすプロセスモデルに従って、制御アクションの指示を出
す仕組みとなっている。
 コントロールストラクチャは、コンポーネント間の相互作用を示すコントロールループを積み重ねることで
構築することができ、コンポーネント間の機能動作を示したシステムの設計図としての役割を果たす。コ
ントロールストラクチャを細かく確認することで、不適切な制御アクションや安全制約、システムの設計ミ
スといった事故につながる誘発要因を見つけ出すことが可能となる。

STAMP は事故モデルであるため、実際の使用にあたっては STAMP の考え方を使ったハザード分析（安
全解析）手法や事故分析のツールを使用する必要がある。現在、STAMP をベースとした分析手法として以
下のようなものが提案されている。STPA と CAST が最も一般的に使われており、STPA-Sec（STPA for
Security）と STECA（System-Theoretic Early Concept Analysis）は近年考案されたものである。
 STPA

： ハザード分析手法

 STPA-sec ： サイバーセキュリティなどに特化した事故分析手法
 CAST

： 事故分析手法

 STECA

： 仕様コンセプトのレベルでシステムの安全要件や安全に運用するための情報などのため
の分析手法
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（2） STPA
安全解析手法である STPA は、トップダウン式でシステムの分析を行う方法となっており、システム全体か
ら目標とする箇所まで少しずつ焦点を当てていく形となっている。STPA の導入には大きく分けて、4 つのス
テップが必要となっている。準備 1 と 2 は、CAST などでも同様に使われる事前準備の段階となっており、
STPA Step1 と Step2 が STPA のハザード分析に重要なステップとなっている。
準備 1 ： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
準備 2 ： コントロールストラクチャの構築
STPA Step1 ： 安全でないコントロールアクション（Unsafe Control Action：UCA）の識別
STPA Step2 ： Causal factor （誘発要因）の特定
準備 1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
準備段階の最初のステップとして、アクシデント、ハザード、安全制約の 3 つを作成する必要がある。これ
は、システムが回避すべき事象を事前に設定することで目的に沿ったハザード分析を行うためのものであり、
これらは STPA Step1 で使用することになる。アクシデントとハザード、安全制約の意味は下記であり、図表
1 は、それらの例となっている。
 アクシデント：喪失（Loss）を伴う、システムの事故。
 ハザード：アクシデントにつながるシステムの状態。
 安全制約（Safety Constraint）：システムが安全に保たれるために必要なルール。
図表 1：アクシデント、ハザード、安全制約の例
システム

アクシデント

ハザード

クルーズコン
トロール

2 台の車が衝突する

自動車の前後に適切な車間距離をとっていない

自動車は定められた車間距離
を破ってはならない

化学プラント

化学物質の流出によっ
て人的被害が出る

化学物質が空気中や土壌へ流出する

化学物質が意図せず放出され
てはならない

乗客が列車から落ちる

1.
2.
3.
4.

1. ドアが開いている時に列車
は動いてはならない
2. 列車が動いている時はドア
が開いてはならない

ミッションの失敗
他の惑星への汚染

1. ミッション完了時に科学的なデータが失われている
2. 地球由来の物質によって、他の惑星が汚染される
3. 他のミッションで必要な設備が使用不能になってい
る
4. 打ち上げ後に毒性のある物質や放射能物質など
の危険な物質が、地球上か宇宙ステーション付近
に残される。

列車のドア

無人宇宙船

列車の発車時にドアが開く
列車の走行時にドアが開く
緊急時に列車のドアが開かない
ドア付近に人がいるのに、ドアが閉まる

4

出典：An STPA Primer を基に作成
4

安全制約

http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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準備 2：コントロールストラクチャの構築
コントロールストラクチャは、システムを制御する各機能の相関関係を示した図であり、コンポーネント間で
やり取りされる制御の指示やフィードバックなどを矢印で結んで表す。図表 2 は、コントロールストラクチャの
例となっている。この例は ITP（In-Trail Procedure）と呼ばれる航空機の追い越し手順に対するものである。
図表 2：コントロールストラクチャの例

5

出典：An STPA Primer

図中、ボックスで示された各コンポーネントはコントローラー（Controller）と呼ばれ、その機能や役割に応
じて階層構造になっている。上位のコントローラーからはコントロールアクション（Control action）と呼ばれる
指示が出され、センサーなど下位のコントローラーからはフィードバック（Feedback）として情報が送られる。
さらに各コントローラーには、そのコントローラーがどのような処理や指示を行うかというプロセスモデル
（Process model）が含まれており、特に人間が行うプロセスモデルはメンタルモデル（Mental model）と呼
ばれている。これらのコントローラー間のやり取りを表したものをコントロールループ（Control loop）と呼ぶ。
図表 3 はコントロールループのモデルとなっており、図表 4 はコントロールループの例となっている。

5
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図表 3：コントロールループのモデル

図表 4：コントロールループの例

コントローラー

プロセスモデル

フィードバック

コントロールアクション

6

出典：MIT

6

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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コントロールストラクチャを構築するための基本的な流れは以下のようになっている。必要なコンポーネント
を用意し、指示が出される順番に並び替えてコントロールアクションやフィードバックを記していく。図表 5 は、
コントロールストラクチャの構築の例となっている。（ATC は Air Traffic Control のことである。）段階的に詳
細化することによって、図表 2 のコントロールストラクチャを得る。

図表 5：コントロールストラクチャの構築

7

出典：An STPA Primer より編集

STPA Step 1： 安全でないコントロールアクション（Unsafe Control Action：UCA）の識別
STPA の最初の段階として、安全でないコントロールアクション（Unsafe Control Action：UCA）の識別を
行う必要がある。UCA の識別は、ハザードにつながる恐れのあるコントロールアクションの不具合を明確に
することを目的としており、大きく分けて以下の 4 つの種類に分類される。
1. 安全のためのコントロールアクションが設置されていない。
2. ハザードにつながる恐れのある、安全ではないコントロールアクションが設置されている。
3. コントロールアクションのタイミングが遅すぎる、早すぎる、または定められた順序に設置されていない。
4. コントロールアクションがすぐに止まる、もしくは適用が長すぎる。
この 4 つ以外に 5 番目のシナリオとして、「要求されたコントロールアクションが設置されているが、それに
従っていない」 という UCA が考えられる。この原因には、コントロールループ内での不具合や遅れなど不適
切な動作が含まれる。5 番目に関しては、STPA Step 2 の中で分析していくことになる。
上記の 5 つのシナリオが、人間やコンピューターによる行動に関連した事故原因のより良いモデルとなる。
STPA Step 1 については John Thomas 氏によって形式手法が作られており、次の項で紹介する。

7
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図表 6 は UCA の例となっており、このような表を使って整理していくと、システムに潜む UCA の識別と関
連するハザードの種類などを整理しやすくなる。また、必要に応じて図表 7 のようなアクシデント、ハザード、
UCA を整理した表を作成することもできる。この例は宇宙ステーション補給機（H-II Transfer Vehicle: HTV）
「こうのとり」のシステムにおける STPA 適用で、国際宇宙ステーション（ISS）のロボットアームによる把持（キ
ャプチャ）フェーズに適用したものである。図表中、FRGF（Flight Releasable Grapple Fixture）は取り外し可
能型グラプルフィクスチャのことで、ISS のロボットアーム（SSRMS）の把持部である。
図表 6：安全でないコントロールアクション（Unsafe Control Action：UCA）の例

#

コントロールアク 「Not Providing」 が
ション
ハザードを引起す

[UCA1]キャプチャ準備
FRGF 分離イネ
完なのに FRGF 分離がイ
ーブル
ネーブルされていない
[UCA4]キャプチャ準備
完なのに HTV が停止し
ていない
制御停止
２
（非活動化）
1

C

3

オ
フ
ノ
ミ
ナ
ル

キャプチャ実行

[UCA8]HTV が停止し
ている間にキャプチャが実
行されない

[UCA14]キャプチャ成功
後に FRGF 分離が防止
FRGF 分離防
されない
止
[UCA17]強制退避/一
時後退/相対位置保持
強制退避
が、必要なときに実行され
一時後退
ない (例えば、HTV が制
相対位置保持
御できず ISS に向かってド
リフトしている時)
[UCA20]必要なときに
FRGF 分離が実行されな
FRGF 分離 い (例えば、HTV が安全
でなく掴まれた時)

「Providing」 が
ハザードを引起す

「Wrong Timing /
Order」 が
ハザードを引起す

[UCA2]不必要なときに
FRGF 分離がイネーブル
される
[UCA5]適切でないのに
HTV が停止している (例
えば、ISS に接近中に)

早：[UCA3]直ぐにキャプチ
ャ可能でないのに FRGF 分
離がイネーブルされる
早：[UCA6]直ちにキャプ
チャ可能でないのに HTV が
停止している
遅：[UCA7]直ぐにキャプチ
ャ可能でないのに FRGF 分
離がイネーブルされているのに
長時間 HTV が停止してい
ない
[UCA9]HTV が停止し 早：[UCA11]HTV が停 [UCA13]キャプチ
ていないのにキャプチャが 止する前にキャプチャが実行 ャ操作が途中で停
試みられる
される
止し、完了されない
遅：[UCA12]ある時間内
[UCA10]SSRMS が
不注意に HTV に衝突 にキャプチャが実行されない
する
[UCA15]イネーブルさ 遅：[UCA16] キャプチャ
れねばならない時に
成功後に FRGF 分離防止
FRGF 分離が防止されて が遅すぎる
いる (例えば、キャプチャ
が試みられている時に)
[UCA18]強制退避/ 遅：[UCA19]強制退避/
一時後退/相対位置保 一時後退/相対位置保持が
持が、適切でないのに実 直ちに必要なときに、遅すぎ
行される (例えば、キャプ て実行される (例えば、HTV
チャ成功後)
が制御できず ISS に向かっ
てドリフトしている時)
[UCA21]必要でないと 遅：[UCA22]FRGF 分離
きに FRGF 分離が実行 が直ちに必要なときに、遅す
される (例えば、キャプチ ぎて実行される (例えば、
ャ成功後)
HTV が安全でなく掴まれた
時)
8

出典：An STPA Primer より翻訳

8

「Stopping Too
Soon/Applying
Too Long」 が
ハザードを引起す

http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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図表 7：アクシデント、ハザード、UCA の例
アクシデント
A1

ISS との衝突

ハザード

UCA

H1 HTV が制御できず ISS に向かってドリフトしている (非活動化)

5, 6, 8, 12, 17, 19

H2 キャプチャ成功後に、意図せず HTV が SSRMS から分離される

2, 14, 16, 21

H3 SSRMS に近接して HTV が意図しない姿勢制御を行う

A2

A3

SSRMS への
ダメージ

HTV ミッション
の喪失

4, 9, 11

H4 SSRMS に近接して HTV が大きな角度で傾く
H5

HTV が安全でなく掴まれた時に、直ちに分離できない (例えば
windmill)

10
1, 13, 15, 20, 22

H6 HTV が、SSRMS にキャプチャされている時にスラストする

18, 20, 22

H7 キャプチャの前や最中に FRGF が意図せず HTV から分離される

2, 3, 7, 21

9

出典：An STPA Primer より翻訳

これらの UCA は、安全のために必要なルールとも考えられるため、UCA から安全制約を作り出すことも
可能である。このため、準備 1 の段階で作成した安全制約は、ここで作成することもできる。
図表 8 は、あるハザードに対してコントロールストラクチャの要素に関する UCA の関係を示したもので、図
表 2 の ITP Flight Crew に関する UCA を整理している（FC は Flight Crew）。この表のエントリは表が対象
としているコンポーネント（FC など）の安全制約/要求と言い換えることができ、運航乗員（FC）が実施しなけ
ればならない安全制約（SC）は以下のようになる。
図表 8：UCA と安全制約の関係
ハザード：最小限間隔の喪失
「Stopping Too
Soon/Applying Too
Long」 が
ハザードを引起す
承認されていないのに ITP が実行 承認前に ITP が早す ITP の航空機高度が要求
される
ぎて実行される
されたフライトレベルを超えて
ITP 規準が満たされていないのに
離れている
更正後に ITP が遅す
ITP 実行
ITP が実行される
ぎて実行される
ITP の航空機高度が要求
不正な上昇率、最終高度などで
されたフライトレベルを下回
ITP が実行される
って離れている
危険な状況で FC が 必要ないのに FC がアボートする
ITP の異 操作を続ける
アボート中に FC が局地的偶発時
常終了
用手続きに従わない

コントロール 「Not Providing」
アクション がハザードを引起す

「Providing」 が
ハザードを引起す

「Wrong Timing /
Order」 が
ハザードを引起す

SC-FC.1 運航乗員は ATC に承認されていないときに ITP を実行してはならない。
SC-FC.2 運航乗員は ITP 規準が満たされていないときに ITP を実行してはならない。
9
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SC-FC.3 運航乗員は正しい上昇率、高度、マッハ数など関連する性能規準により ITP を実行しなければな
らない。
SC-FC.4 運航乗員はそうすることが危険になるであろう場合に ITP 操作を続けてはならない。
SC-FC.5 運航乗員は不必要に ITP をアボートしてはならない。（基本原理：アボートは最小分離に違反す
る）
SC-FC.6 アボートを実施するときには、運航乗員は局地的偶発時用手続きに従わなければならない。
SC-FC.7 運航乗員は ATC による承認前に ITP を実行してはならない。
SC-FC.8 運航乗員は、承認前されたら、そうすることが危険になるであろう場合以外には ITP を実行しな
ければならない。
SC-FC.9 乗員は要求された飛行高度への到達の明確な通知を受けなければならない。
10

出典：An STPA Primer を基に作成

STPA Step 2： Causal factor （誘発要因） の特定
STPA の最後の段階として、STPA Step 1 で識別した UCA の原因となる Causal factor と、予想される
事故シナリオの特定を行う。ここで、前述した 5 番目のシナリオを検討することになる。Causal factor の特定
には、UCA の引き金となる 11 個のガイドワードを使って、コントロールストラクチャ内の各コントロールルー
プを分析していく。このプロセスでは、UCA に対してガイドワードの適用を行い、どのようにハザードが発生す
るかという部分にまで詳細に分析を進める必要がある。
Step 1 での 4 つの標準的な分類（ガイドワード）をコントロールストラクチャに適用し、図表 3 のようなコント
ロールループの基本コンポーネントを調べて、誤った操作を分類し、その標準の不適切な制御の原因となり
うるかを決定する。
図表 9 は、そのような分類で、11 個のハザード要因（ガイドワード）となっている。
(1) コントロール入力や外部情報の誤りや喪失
(2) 不適切なコントロールアルゴリズム（作成時の欠陥、プロセスの変更、誤った修正や適用）
(3) 不整合、不完全、または不正確なプロセスモデル。不適切な操作。
(4) コンポーネントの不具合。経年による変化。
(5) 不適切なフィードバック、あるいはフィードバックの喪失。フィードバックの遅れ。
(6) 不正確な情報の供給、または情報の欠如。測定の不正確性。フィードバックの遅れ。
(7) 操作の遅れ
(8) 不適切または無効なコントロールアクション、コントロールアクションの喪失。
(9) コントロールアクションの衝突。プロセス入力の喪失または誤り。
(10) 未確認、または範囲外の障害
(11) システムにハザードを引き起こすプロセス出力

10
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図表 9：11 個のガイドワード

(1)

(2) (3)

(8)

(5)

(6)
(7)
(4)
(9)

(11)
(10)
11

12

出典：JAMSS 、 An STPA Primer

STPA Step 1 の 4 つの分類と、この Step 2 の 11 個のガイドワードは、同じ図からのガイドワードとなって
いる。4 つのガイドワードがハザードにつながる恐れのあるコントロールアクションの分類であるのに対して、
11 個のガイドワードはコントロールループの流れにおいて予想される不備を示したものとなっている。
4 つのガイドワード
1.

11 個のガイドワード

安全のためのコントロールアクションが設置されてい
ない。

2.

ハザードにつながる恐れのある、安全ではないコント
ロールアクションが設置されている。

3.

コントロールアクションのタイミングが遅すぎる、早すぎ
る、または定められた順序に設置されていない。

4.

コントロールアクションがすぐに止まる、もしくは適用が
長すぎる。

11
12

http://sec.ipa.go.jp/users/seminar/seminar_tokyo_20140121-2.pdf
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf

- 11 -

STAMP 手法に関する調査報告書

（3） CAST
事故分析ツールである CAST は事故の要因を動的に分析することを目的としている。事故に関連した安
全制約と各レベルのコントローストラクチャを分析することで、様々な観点から分析を行い、事故の要因がど
の時点から発生しているかわかるようになっている。以下は CAST の分析を進める手順となっているが、
STPA との大きな違いはコントロールストラクチャの構築が下位レベル（物理レベル）から上位レベル（システ
ムレベル）へと構築していく点となっている。これは、事故の直接的な原因から分析を始め、関連した上位レ
ベルのシステムへと範囲を広げていくため、最初から全体のコントロールストラクチャを設計する必要がない
ためである。
Engineering a safer world によると CAST の分析プロセスは以下のようなステップになるが、この分析プ
ロセスは必ずしも一つが完了してから次のステップへというように逐次に実施されることを意味するものでは
ない。この最初の三つのステップは STPA と同じものである。
CAST 1. 損失に関連するシステム（群）とハザード（群）を識別する
CAST 2. ハザードに関連したシステムの安全制約やシステム要件を識別する
CAST 3. ハザードを制御し安全制約を課すよう整備されている安全コントロールストラクチャを文書化
する。以降のステップと並行して実施できる
CAST 4. 喪失につながる直接的な要因を識別する
CAST 5. 喪失を物理レベルで分析する。発生した事象に対する次のものの寄与を識別する
 物理的、操作的な操作
 物理的な障害
 機能が損なわれた相互作用
 コミュニケーション、共同作業の欠陥
 処理されなかった外乱
CAST 6. 安全コントロールストラクチャの上位レベルに移り、如何にして、そして何故、より上位のレベル
がそれぞれ、現在のレベルにおける不適切な制御を許したかもしくは寄与したかを決定する
CAST 7. 喪失に関与した共同作業、コミュニケーションの寄与者すべてを調査する
CAST 8. 喪失に関連するシステムと安全コントロールストラクチャの時間経過による動的な特性や変化、
および安全コントロールストラクチャの長期間での弱化を正確に定める
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3 スペースシャトル事故
（1） チャレンジャー号とコロンビア号の事故に関する見解
NASA のスペースシャトル計画の中で発生した事故には、1986 年のチャレンジャー号爆発事故と 2003
年のコロンビア号空中分解事故の 2 つがある。それらの事故は、直接的な原因は異なるものだが、アポロ計
画の時に追究されたシステムの確実性と安全性がスペースシャトル計画では過度な目標と経済性が優先さ
れたことが共通した背景となっている。チャレンジャー号のケースでは、固体燃料補助ロケット（Solid Rocket
Booster： SRB）の継ぎ目の小さな隙間を塞ぐ O リングが推進剤の噴出を制御できなかったことから、打ち上
げから 73 秒後に空中分解を起こした。コロンビア号のケースでは、打ち上げ時に外部燃料タンクの断熱材
が剥落しオービタ（宇宙船）表面の耐熱システムを破損したことから、大気圏再突入中の空中分解事故につ
ながった。
事後後、William Rogers 氏が率いる大統領委員会が事故調査の分析にあたった。同委員会、いわゆるロ
ジャーズ委員会によるスペースシャトルチャレンジャー号の事故調査13では、事故の根本的な原因は組織的
な問題の積み重ねにある と結論付けられた。委員会はマネジメントの自己満足（complacency）、官僚的な
意思疎通、そして意思決定プロセスに潜む欠陥を批判した。委員会は、1986 年 1 月 28 日に下された重大
な打ち上げ決定に影響したコミュニケーションとマネジメントにおける様々な誤りを指摘した。この中には、問
題報告要件の欠如、不十分なトレンド分析、重大性の虚偽表示、安全確保に十分なリソースが割り当てられ
ていなかったこと、重要な議論や意思決定に安全担当者が加わっていなかったこと、そして安全担当の組織
に十分な権限も責任も独立もなかったことが含まれていた。
チャレンジャー号の事故の後、これらの問題点を解決するための誠実な努力がなされたにもかかわらず、
17 年後、コロンビア号事故調査委員会（Columbia Accident Investigation Board：CAIB）14の報告書には、
ほぼ同一のマネジメントおよび組織的な問題が指摘されるに至った。2 件の事故は、全く別の出来事ではな
い。過去 25 年間に起きた主要な事故（航空宇宙に限らず、すべての産業において）、事故を防ぐための技術
情報は存在し、多くの場合は実施もされていた。しかしすべてのケースにおいて、潜在的なエンジニアリング
もしくは技術的な解決策は、組織的もしくはマネジメント的な欠陥によって否定されていった。図表 10 は、
NASA の組織内の安全文化（Safety culture）15を、システムダイナミクスを用いて表したものとなっている。

13

http://history.nasa.gov/rogersrep/genindex.htm
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-107/investigation/CAIB_medres_full.pdf
15
関係者すべてが、他の目的よりも常安全を最優先させる考え。
http://www.nrc.gov/about-nrc/safety-culture.html
14
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図表 10：NASA のシステムダイナミクスモデル

16

出典：Engineering a Safer World

ここでは NASA を取り巻く安全文化を、簡易モデルを用いて説明しているが、実際には NASA の有人宇
宙計画のダイナミクスを分析するために数百の変数を持つより複雑なモデルを使用している。このモデルに
は安全 （Safety）、自己満足 （Complacency）、および打ち上げ成功率の期待値（Launch Success）という主
要な 3 つの変数が含まれる。図表 10 に示したループはフィードバック制御ループであり、青の点線で囲まれ
た 3 つが安全、自己満足、打ち上げの成功率、となっている。図中のプラス（＋）とマイナス（－）は状態変数
間の（ポジティブもしくはネガティブな）関係性 を示している。「＋」は変数同士が同じ方向に変化することを示
し、「－」は逆の方向への変化を示している。このモデルには安全、自己満足、および打ち上げ成功率という
主要な 3 つの変数が含まれる。本項では、このモデルについて詳しく説明するとともに、これらの事故で重要
な要因となった政治的社会的環境、NASA の安全文化、NASA の組織的構造、および有人宇宙計画におけ
る安全工学について解説する。

（2） 政治的社会的背景
スペースシャトルは、アポロ開発中の 1960 年代に生まれた宇宙輸送システム（Space Transportation
System）という、有人火星探査、月を周回する宇宙基地、地球を周回し再使用可能な宇宙船（すなわちスペ
ースシャトル）が行き来する宇宙基地などを想定した、より大きい構想の一部だった。しかしながら、この構想
16

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262016629_Engineering_a_Safer_World.pdf
なお、引用図や本節の説明では「Technical and Managerial Factors in the NASA Challenger and Columbia Losses:
Looking Forward to the Future （by N. G. Leveson）」 http://sunnyday.mit.edu/papers/controversies-final.doc を参照してい
る。
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の実現にはアポロ計画ほどの巨額な財政支援は与えられなかったことから、構想は縮小し、再利用可能な
スペースシャトルが NASA の取り組みに焦点が当てられた。財政的支援を維持するためにスペースシャトル
は人工衛星のローンチや維持管理などより多くのタスクをこなせるものとして売り込まれることになったが、そ
のために設計に妥協を強いられる結果となった。この妥協こそ、必要以上のリスクを内在する設計につなが
ったのである。
パフォーマンス面の圧力に加え、予算の圧力ものしかかった。シャトルの運用期間中、予算の削減が何度
も行われた。コロンビア号喪失直前の 10 年間で実施された購買力を 40%も引き下げるほどの予算削減も
含まれる。その上、NASA の内部においても、国際宇宙ステーション（ISS）プログラムの予算超過の埋め合
わせのためにシャトルプログラムの予算が奪われることもあった。プログラム後期の予算削減は、シャトルが
老朽化して実際のコストが上昇する時期に行われていた。その多くがアポロ時代から使用されていたインフ
ラは、コロンビア号の事故が発生する以前から崩壊寸前だった。シャトルプログラムの過去 15 年間は、安全
性能強化とシャトルプログラムのインフラ改良を先延ばしする圧力に加え、いつまでシャトルが飛行するのか
という不確実性も付きまとった。
目標の下方修正を伴わない予算削減が行われたことで、足りない予算で多くをしようとし過ぎるという状況
が生まれた。予算削減に対する NASA の対応は、主要なプログラムを減らすのではなく、性能強化を後ろ倒
しにして生産性と効率性を向上させようというものだった。NASA のシャトルプログラムの管理層は、経常的
なシャトル運用では要求される安全性、信頼性、および品質保証活動のレベルは引き下げられると信じてい
た。このため、軌道テスト段階が成功裏に終了し、シャトルが「運用段階」であると宣言されると、安全、信頼
性、および品質保証関連グループのいくつかは再編成され、その規模は縮小された。安全性レビューを行っ
ていた安全関連の委員会（panel）の一部は完全に消滅したり、他と合併させられたりした。
図表 10 の左下の角付近に描かれた R1、Pushing the Limit（限界を押し広げる）というしるしのついた制
御ループは、外的圧力が高まるにつれてパフォーマンスへの圧力が高まり、打ち上げ頻度と成功が増加し、
それが結果的に期待を高めることでさらにパフォーマンスに対する圧力が高まる様子を示している。より大き
いループ B1 には Limit to Success（成功の限界）というラベルがつけられていて、パフォーマンス圧力がど
のように失敗を導いたかを示している。左上のループは、安全プログラムのダイナミクスの一部を示している。
予算削減とパフォーマンスに対する圧力という外的影響が、システムの安全関連実務の優先度合を下げ、シ
ステムの安全性への取り組みを低めることになった。
また、安全性への取り組みは打ち上げ遅延につながり、それがパフォーマンスへの圧力を増すことになっ
たため、さらに安全性への取り組みを減少させる動機づけにもなった。同時に問題が発見され都度対処もさ
れていたため、「すべての」問題は発見され対処もされるであろう（そして主要な問題はこれまでもすべて見つ
かっていた）との信念が抱かれるに至った。これはループ B2 の Problem have been Fixed（問題の対処は
なされた）に示されている。システムの安全性プログラムの優先度低下と安全に関する活動の予算削減と、
ループ B2 で示す自己満足とそこから生まれたシステムの安全性への取り組みの減少が組み合わさったこと
で、徐々に（認識されない）高リスクの状況が生まれた。この状況下では運用現場の作業員の努力にもかか
わらず、事故はほぼ不可避となった。
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（3） NASA の安全文化
NASA 設立当初やアポロ時代には、リスクと失敗は宇宙飛行においては正常な一面であるとの信念が主
流だったが、それと同時に、エンジニアらはリスクや失敗を可能な限り減らすため、できる限りのことをしてい
た 。スペースシャトルのケースでは、政治をはじめとする様々な要因によって、当初の設計承認プロセスにお
いて脆弱性の高い設計が採用された。アポロ計画と冷戦崩壊を乗り越えて有人宇宙計画を維持したいがた
めに、パフォーマンスについては達成不可能な約束がされた。これらのパフォーマンス目標は、当初から実
現不可能に思われたものの、アポロ計画の成功とそこから生まれた「やればできる（can-do）」文化（特徴は
不可能に思われる挑戦における粘り強さ）が、取り組みを強化しさえすればこれらの非現実的な目標ですら
達成可能であるとの信念に結びついた。パフォーマンスに対する圧力と計画の生き残りへの恐れに加え、
NASA の専門スタッフが二重の忠誠心（dual loyalty）を持つ委託業者に入れ替わっていったことで、アポロ
計画当時の厳格な工程と手順は徐々に浸食されていった 。
チャレンジャー号事故の調査報告書も、CAIB の報告書のどちらも、チャレンジャー号の事故を受けてこの
問題を解決しようという動きがあったにもかかわらず、NASA のシステム安全は「無言」であり効力に乏しかっ
たと指摘している。二度にもわたり NASA の効力のない安全文化への漂流を許した圧力やその他の影響を
理解することは、将来に適切な安全工学的慣行や手順の適用を阻害する圧力に抵抗できる、組織上のイン
フラや環境を作り出すために重要である。ロジャーズ委員会報告には、「無言の安全性プログラム」と題され
た章が設けられていた。チャレンジャー号事故の以前から O リングに発生していた問題の調査のため任命さ
れていたサイオコール（Thiokol 日本ではチオコールとも）社タスクフォースのメンバーらからは O リングチー
ムの取り組みに対してマネジメントからの支援と協力が欠けているとの不満が出ていた。CAIB 報告書では、
コロンビア号喪失が発生したころ、「マネージャらは、きちんとしたデータに基づくものではなく主観的な知識と
経験に基づいた先入観による結論を述べることで、反対意見に対して巨大なバリアを作り出していた」と指摘
している。コロンビア号事故当時に支配的になっていたこのような文化は、断熱材の翼への衝突によって生じ
た損傷を評価するため打ち上げ後に結成されたデブリ評価チームが懸念を十分に表明したがらなかったこと
にも表れていた。チームのメンバーらは CAIB に対し、「シャトルミッションの安全性ついて違った見方を表明
すれば、見せしめに同僚や上司からの嘲笑にさらされる可能性があった」と述べた。
1999 年に発表されたある NASA 研究報告では、スペースシャトルプログラムでは過去の成功を増大した
リスクを許容する正当化の根拠として利用していると結論付けた 。この慣行はこのレポートをはじめとする
様々な警告サインにも関わらず続けられた。例えば NASA 有人宇宙プログラムのトップであったウィリアムレ
ッディ（William Readdy）は 2001 年、「リスクを 5 倍以上も削減することでスペースシャトルの安全性は劇的
に向上した」と書いている 。インフラが老朽化して崩壊しかかっていたにもかかわらず安全性向上や改善が
後回しにされていた中でこの数字がいったいどこから導き出されたのか想像するのは困難である。
なぜ知的水準が高く高学歴でモチベーションも高いエンジニアたちが、これほどひどい決定を下す過程に
関わり、後から見れば非合理的な行動をとったのか。文化についてのある見方で説明ができる。社会人類学
者は、文化というものをリアリティ構成のための現在進行中かつ予防措置的（proactive）なプロセスであると
考える 。文化をこのように見れば、組織とは何組かのルールと規制の集合体として構成員の頭の中に存在
する、社会的に構築されたリアリティである。組織は合理的行動の重要性を強調する信念のシステムによっ
て維持されている。
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（4） 有人宇宙計画における安全工学の実態
1967 年に 3 名の宇宙飛行士が死亡したアポロ火災の後、NASA は世界レベルと信じられたシステム安
全プログラムを作り出したが、時がたつにつれこのプログラムは衰退した。チャレンジャー号の喪失の後、こ
れを強化しようとする試みがあったが、効力を失わせる方向へ向かわせていた状況を変えることができなか
ったことから、試みは長くは続かなかった。CAIB 報告書は、コロンビア号事故当時の NASA のシステム安全
工学について「かつては堅牢な安全性プログラムの名残」と形容している 。時とともに起こった変化には次の
ようなものが含まれた。
 システム安全の代わりに信頼性工学を用いるようになった。
 基準は緩和され、強制力が無くなった。
 安全情報システムが無力。
 想定したパフォーマンスからの逸脱が起きたときに十分な安全分析が行われなかった。
 実施されたハザード分析も常に十分であったとは限らない。
 うわべだけの（cosmetic）システム安全性。
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4 医療機器の事故分析（CAST／Vincent Balgos）
この事例では、リコールに発展した医療機器の不具合について CAST による分析を行っている。米食品
医薬品局（The United States Food and Drug Administration：FDA）からの認可を受けた医療機器であった
が、異常な値を示す報告が相次いだ。FDA の命令によって企業は該当機器のリコールを行い、調査によっ
てセンサーに不具合があったことが判明している。

（1） 事故の概要
この事故は、ある医療機器メーカー17が製造した血液診断装置の不具合によって診断結果が誤って表示
されていた問題となっており、診断結果によって実際より低く患者の血液の電解質が表示されることから、患
者を危険にさらすおそれがあったため世界規模でのリコールへとつながっている18。この血液診断装置は、
血液中のガス、電解質、酸素濃度を測定する機械であり、携帯型となっていたため、患者のベッドサイドで血
液検査を行えるだけでなく、手術室、救急救命室、集中治療室など、医療機関の様々な場所で使われていた。
複数の異なる検査が行うことが可能な使い捨てのカートリッジ式になっており、メンテナンスが容易であるな
どのメリットがあった。医療スタッフは、装置を電源につないでカートリッジをセットし、チューブなどで血液サン
プルをカートリッジに取り込んで分析を行う。使用後は、カートリッジを外すと装置が自動的に、次の検査のた
めの洗浄、調整、確認を行うという手順を踏む。
この血液診断装置は、FDA が定める医療機器の規制の Class II19に分類されており、既に市販されてい
る医療機器よりも同等もしくはそれ以上の安全性があることを証明する必要があった。企業は FMECA を使
って様々な面から安全証明を行い、FDA は企業から提出された資料を基に検討を行っている。FDA によっ
て、装置の安全性が証明され、その結果をもって、市場への販売許可が下りたことから、装置は市場へと出
荷された。その後、医療現場から当該の血液診断装置について不具合が報告され始めた。血液の電解質を
計測したところ数値が低く表示され、他の機器で計測すると正常な値を表示されたという内容であり、その数
値の差は許容範囲を超えていた。企業はリコールを宣言し、医療事故を回避するために全てのユーザーに
電解質の検査機能を使わないよう呼びかけた。企業は多額の費用と時間を費やし、原因解明とリコールに取
り組んだ。図表 11 は、血液診断装置のイメージとなっている。

17

CAST による分析を行った資料の中で、企業名などは明らかにされていない。
http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf p.37
19
FDA による医療機器の規制のための分類となっており、規制が軽い順から Class I、Class II、Class III と分かれている。
Class II は 501k と呼ばれる市販前届出の提出が必要とされ、電動式車椅子や輸液ポンプが該当する。
18
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図表 11：血液分析装置のイメージ図

20

出典：MedicalExpo

（2） CAST を使った分析
本ケースの分析ではチームなどは作らず全てを Balgos 氏自身が行っており、彼が持っている知識や、事
故調査報告書などを基にして分析が行われている。
a. ハザードと安全制約の識別
CAST の最初のステップであるハザードの識別では、この医療機器による事故につながるハザードとして、
以下の 3 つについて議論する。（システムには他のハザードもあるだろうが）
H1. システムから誤った患者の診断結果が出される。
誤った診断結果により無数の患者が危険にさらされる結果につながるため、この医療機器の使用によ
ってアクシデントにつながることとなる。
H2. システムから出される診断結果が遅すぎる。
急患の患者の血液診断を行っている場合に、診断結果の出力が遅すぎると治療に影響を及ぼす可能
性がある。特にこの医療機器は携帯型となっているため、様々な医療現場で使われているという背景が
ある。
H3. 機器の不具合により、システムが正しく使用できない。
H2 と同様に、時間的な制約に対して起こりうるハザードとなっており、素早い診断と治療が必要な医療
スタッフや患者への影響が想定される。
H1～H3 の各ハザードを回避するために 「安全制約（Safety Constraints）」 の設定が、SC1～SC3 と以
下のように設定している。さらに、SC1～SC3 の安全制約を守ることで、アクシデントを回避するための 「安
全要求（Safety Requirements）」 として SR1～SR3 が以下のように設定されている。

20

http://www.medicalexpo.com/prod/instrumentation-laboratory/blood-gas-electrolyte-analyzers-80678-566681.html
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ハザ
ード

安全制約（Safety Constraints：SC）

安全要求（Safety Requirements：SR）

H1

SC1：患者の診断結果は正確に医療スタッフに通知
されなければならない。

SR1：CLIA8821を準拠することによって、許容範囲内の
誤差で診断結果が表示される。

H2

SC2：患者の診断結果は使用に適した時間内に医
療スタッフに通知されなければならない。

SR2：処理が終わって診断結果の表示が行われるまでの
時間は、X 秒でなければならない。

H3

SC3：システムは設計された通りに使用可能でなけれ
ばならない。

SR3：システムは、カートリッジを使用した時間が、診断時
の X%以上でなければならない。

b. コントロールストラクチャの概要
CAST は組織、環境、技術レベルに適用できるが、今事例では、事故を引き起こした要因の調査に技術
（物理）システムのコントロールストラクチャが重要となるため、取り扱い範囲は技術的な範囲のみに焦点を
当てている。組織および環境要因を論じる可能性もあるが、本論文では取り扱う範囲とはしていない。システ
ム全体のコントロールストラクチャは図表 12 のようになっており、コントロールストラクチャが 3 層になってい
る。
1 番上のコントロールストラクチャはユーザーレベルとなっており、使用者（Operator）、表示・入力装置
（ Graphic User Interface ） 、 主 コ ン ト ロ ー ラ ー （ General Master Controller ： GMC ） 、 動 作 シ グ ナ ル
（Confirmation signal）の 4 つで構成されている。オレンジ色の点線で囲まれた GMC が血液診断装置の動
作を制御する役割を持っており、今回の分析の対象となる範囲となっている。2 番目のインターナルシステム
と 3 番目のイントラシステムは GMC 以下の医療機器の内部動作を表したコントロールストラクチャとなって
いる。

21

臨床検査室改善法。Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 の略。臨床検査のための精度や品質の標準
を定めたものとなっている。
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図表 12：血液分析装置のコントロールストラクチャ

ユーザーレベル：
システムレベルのコントロ
ールストラクチャ

主コントローラー（General
Master Controller：
GMC）
システム及び酸素測定コントローラー
（System & Oximetry Controller：
SOC）

インターナルシステム：
医療機器内全体を表したコントロ
ールストラクチャ

流体コントローラー
（Fluidic Controller：
FC）
電気化学センサーコントローラー
（EC Sensor Controller：ESC）
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主コントローラー（General
Master Controller：GMC）

システム酸素測定コントローラー（System &
Oximetry Controller：SOC）

流体コントローラー
（Fluidic Controller：FC）

電気化学センサーコントローラー
（EC Sensor Controller：ESC）

22

出典：MIT を基に作成

必要な処理を行うコントロールプロセスは、主コントローラー（General Master Controller：GMC）がコント
ローラーとして、システム及び酸素測定コントローラー（System & Oximetry Controller：SOC）、流体コントロ
ーラー（Fluidic Controller：FC）、電気化学センサーコントローラー（EC Sensor Controller：ESC）の機能をま
とめている。SOC はシステム全体、酸素測定、電気化学（Electrochemical：EC）解析データの処理を行って
いる。FC は液体関係のシステムとなっており、ポンプ、バルブ、吸引機の操作を担当している。ESC は、検
体からの EC センサーからのデータを監視記録しており、システムの調整なども行う。
本例では、4 つの部分に基づいた命名規則によってコントロールループを表わしている。図表 13 では、液
体コントローラー、ポンプ、液体輸送コントロールプロセス、ポンプモーターフラグ信号のループは、コントロー
ルループ「ss-tt-uu-vv」と表わしており、同様に、2 要素間のそれぞれのつながりはコンポーネント間のつなが
りを示している。tt はポンプから液体輸送コントロールプロセスへのつながりを指している。
22

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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図表 13：コントロールループ「ss-tt-uu-vv」

ss-tt-uu-vv
のループ

23

出典：MIT を基に作成

コントロールストラクチャの中で使われているコントロールループの大半は、同時に動作しているだけでなく、
連動して動いている。動作するプロセスは以下の 5 つのステップに分けられている。
1. 検体の準備
2. 吸引
3. EC 検体プロセス
4. 酸素測定の情報のレポート
5. 洗浄調整
検体の準備
ユーザーが血液診断を行うためには、GMC を通して SOC、FC、ESC を順に作動させる。SOC では、ユ
ーザーが検体を吸引する準備ができると、コントロールループ a-b-c-d が GUI アプリケーションを作動させ、
システムに通知する。FC はすべての下位コントロールループ（aa～vv）を作動させ、血液検体のためのシス
テムの準備をする。これらには下記の機能を含む。

23

コントロールループ

被制御機能

aa-bb-cc-dd

システムに患者検体を注入

ee-ff-gg-hh

検体流入前に空気セグメントと校正溶液を注入

ii-jj-kk-nn

酸素測定プロセスの選択

ii-ll-mm-nn

混合プロセスの抑制

oo-pp-qq-rr

EC プロセスの選択

ss-tt-uu-vv

液体輸送メカニズム

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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ESC は、検体の検知および設置のためにコントロールループ aaa-bbb-ccc-ddd のみを作動させる。
吸引
システムの血液検体を受け入れる準備ができると、ユーザーは血液検体をシステムに注入し、LCD ディス
プレイのタッチスクリーンを操作して検体吸引プロセスを開始する。これにより、コントロールループ ss-tt-uuvv が作動して必要な量の検体をシステムに引き込み、それと同時にコントロールループ aaa-bbb-ccc-ddd
がモニタリングを開始し、検体を EC エリアの正しい位置に設置する。
EC 検体プロセス
血液の検体が機器の中に取り込まれると、下記の aaa から ppp までの ESC ループで EC 血液測定が実
行される。EC の測定値が FC に送信され、FC はデータを SOC へ中継する。コントロールループ m-n-o-p
で、デジタルで読み出された値が独自のソフトウェアアゴリズムにより解析される。そして、SOC がその値を
有効な臨床診断結果への変換を行う。この EC データがループ e-f-g-h に蓄積されると、検体は次のステッ
プである酸素測定処理に進む準備となる。
酸素測定の情報のレポート
EC で検体が処理された後、FC がループ ii-jj/ll-kk/mm-nn、oo-pp-qq-rr、および ss-tt-uu-vv を経由して検
体を酸素測定エリアに送る。液体が測定エリアに入ると、酸素読み取り機がループ i-j-k-l において検体を光
学的に読み出す。酸素データはループ e-f-g-h に蓄積され、ここで完成した診断結果は階層的コントロール
構造を上ってユーザーに報告される（ループα-β-γ-δ）。
洗浄調整
結果が報告されると、システムは洗浄および校正サイクルを行う。FC は不要になった患者の血液検体を
システムから取り除き、廃棄物制御モジュール（図には含まれていない）に送る。また、独自の溶液でシステ
ム全体を洗い流し、検体のあらゆる汚染物質と残留物を除去する。洗浄後、システムはループ aaa～lll（EC）
と i-j-k-l（酸素測定）によりすべてのセンサーの調整を行い、システムが正常で安全な状態に回復できたこと
を確認する。システムの値が許容範囲であることが SOC で確認されると、システムは次の患者検体を受け
入れる準備となる。
c. 事故の一連の出来事
 患者は、手術、手術後の回復期、経過観察期のために、予防措置として定期的な基礎代謝パネル
（Basic Metabolic Panel：BMP）診断試験により観察を受ける必要があり、血中の電解質レベルを測定
することが求められる。
 事故を起こした医療機器は、検体の解析を正常に行っているように見えるが、電解質が低いという結果
を誤って報告し、低電解質状態の潜在的な危険があると示す。医療スタッフは、電解質が低いという結
果に対処するために、低いとされた電解質レベルを正常レベルに上げるために医療行為を行う。
 患者の電解質レベルは実際には正常であるので、電解質の急激な増加によって不整脈や筋細動、てん
かん性発作を起こし、死亡する可能性がある。
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 事故後の調査で問題になっている医療機器を研究所内の基準診断システムと比較したところ、電解質
が低いという結果が誤って報告されていたことが明らかになった。
血液中のある特定の電解質レベルが低いという誤診を引き起こす直接要因は、センサーの電解膜の表面
に異物が付着し、物理的に覆われていたことが原因であったことが明らかとなっている。電極が正常に動作
しているときには、電気化学イオン膜に検体内の特定の電解イオンが吸着する（図表 14 左図）。電位差を測
定することで電解イオンの活量がわかり、電解質のレベルとしてユーザーに診断結果が報告される。アクシ
デントとなったケースでは異物がセンサーへの血液イオンの輸送を妨げており、血液の電解質レベルが正常
であるにもかかわらず誤った低い結果が報告されるという結果につながっていた（図表 14 の右図参照）。
図表 14：血液診断装置のセンサー部

センサーが異物でブロックされていたため、
正しく測定されていなかった
24

出典：MIT を基に作成

企業の調査により、センサー自体に不具合はなく、膜を覆っている異物を取り除くと電解質を低く判定する
ことはなくなるとわかった。このため、CAST を使った事故分析では、単なるコンポーネントの不具合ではなく、
システムにおけるコントロールの欠如であった点について考える。
d. コントロールストラクチャの構築の手順
本ケースは CAST の事例であるが、コントロールストラクチャの構築はイントラシステム（下位レベル）から
ではなくユーザーレベル（上位レベル）から構築を始めている。これは、分析対象となる医療機器のコントロー
ルストラクチャが複雑であるため、Balgos 氏がシステム全体を正しく把握するために、上位レベルからコント
ロールストラクチャを構築していく方法を選択したためである。
Balgos 氏によると、下位レベルからコントロールストラクチャの構築を始めることもできるが、下位レベル
が上位レベルにどのような影響を与えるといった、システム全体の流れを書きだすことが難しくなるのではな
いかということである。事実、最初にユーザーレベル（上位レベル）とイントラシステム（下位レベル）の中間に
位置するインターナルシステムから構築を行ったところ、指導教授から全体のフローを確認したいと言われ、
システム全体のコントロールストラクチャの作成を行っている。このため、上位レベルから下位レベルへと分

24

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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析を進めた方が、事故のシステム全体への影響を考慮しながら分析を進めることができ、動的な分析を行え
るというメリットがあると述べている。また、下位レベルにおける直接的な事故要因を分析することも重要では
あるが、事故がどのようにしてユーザー（operator）まで影響したかという調査も目的の 1 つであり、重要では
ないかということである。
また、Balgos 氏が分析対象のシステムに精通していることや、上位レベルから下位レベルに向かってのコ
ントロールストラクチャの構築に慣れているということもあり、Balgos 氏は、この方法はあくまでも自分の好み
であり、システムに関する知識や経験によっては下位レベルから始めた方がいい場合もあると述べている。
コントロールストラクチャの構築では、最初に GMC を置いて、GMC から操作を行うことが可能なサブシス
テムを並べている。GMC からは様々なサブシステムの捜査が可能だが、その中から事故に関係するサブシ
ステムとして SOC、FC、ESC の 3 つを選びだしている。
コントロールアクションやフィードバックをどのように決めていったかという点について、GMC を使ってどの
ような操作が行われているかという点に着目している。まず、GMC から SOC、FC、ESC に対して、どのよう
な操作が行われているかを考え、さらに SOC、FC、ESC がサブシステムにどのような操作を行っているかを
検討してコントロールストラクチャを構築している。図表 15 は、Balgos 氏によるインターナルシステムのコン
トロールストラクチャの構築となっている。
図表 15：コントロールストラクチャの構築手順

1. GMC と、GMC か
ら操作が可能なサブ
システムを配置する。
2. GMC と各システ
ムが行うことができる
操作を、コントロール
アクションとフィードバ
ックとして結ぶ。

25

出典：MIT を基に作成
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インターナルシステムを構築した後に、そこからさらに追加が必要なコントロールアクションがあることに気
づいたため、ソフトウェア設計や電気機械の設計を確認して、各機能（GMC、SOC、FC、ESC）に必要なコン
トロールアクションを加えて、イントラシステムのコントロールストラクチャを構築している。イントラシステムの
コントロールストラクチャは非常に複雑だが、「この機能が完了するには、どのような動作が必要だろうか？」
という点を考えながら 1 つずつコントロールループを構築していった。最初に全部のコントロールループを作
り、それから「どのタイミングで動作するか？」という点を考えながら調整を行っており、図表 16 で表されてい
るような ii-jj-kk-nn と ii-jj-mm-nn のようなコントロールループを作成している。
図表 16：コントロールループ「ii-jj-kk-nn」と「ii-jj-mm-nn」

ii-jj-kk-nn、ii-jj-mm-nn のループ

26

出典：MIT を基に作成

Balgos 氏によると、インターナルシステムのコントロールストラクチャは複雑でには特に時間がかかってい
う。しかしながら、上位レベルから構築した方がシステム全体を見ることができるため、複雑なコントロールス
トラクチャの時は上位レベルからの構築の方が、メリットがあるのではないかと語っている。また、他の人が
構築したコントロールストラクチャした場合、ソフトウェアに詳しい人はソフトウェア設計を見て判断するなど、
異なるものが出来上がるだろうと述べている。
e. Causal factor の識別
Causal factor の識別では、ハザード 1（H1：システムから誤った患者の診断結果が出される）が FDA のリ
コールに関連しているため、今回の CAST を使った分析ではハザード 1 の分析に重点が置かれている。コン
トロールストラクチャにおける事故の発端となったコントロールループの詳細な検証を行う。血液診断の誤り
につながる要因となったとみられる以下の 7 つのコントロールループが識別されており、最後の行はユーザ
ーレベルで今回の分析の中には含まないため、残りの 6 つに焦点が当てられている。図表 17 は、事故に関
連したコントロールループとなっている。

26
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図表 17：事故要因に関連したコントロールループ
コントロールストラクチャの階層
イントラシステム

被制御プロセス
電位差の読み取り

コントロールループ
eee-fff-ggg-hhh

イントラシステム
インターナルシステム

電気信号の変換
FSC への ESC データの伝送

mmm-nnn-ooo-ppp
I-J-K-L

インターナルシステム
イントラシステム

SOC への FSC データの伝送
EC と解析

E-F-G-H
m-n-o-p

インターナルシステム
ユーザー*

GMC への SOC データの伝送
GMC によるオペレーターに対するデータ表示

A-B-C-D
α-β-γ-δ
*今回の分析の範囲外

⑥A-B-C-D

④ E-F-G-H

⑤ m-n-o-p

③ I-J-K-L

② mmm-nnn-ooo-ppp

① eee-fff-ggg-hhh
27

出典：MIT を基に作成
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コントロールループ eee-fff-ggg-hhh がハザードの起点となっていることから、Causal factor を識別するた
めの分析においては、コントロールループ eee-fff-ggg-hhh から上位レベルのコントロールループへ分析を進
め、上位レベルのコントロールループがなぜハザードをコントロールできなかったかを考察する。図表 18（図
表 9 の再掲）と図表 19 は上記のコントロールループに 11 個のガイドワード（Leveson によるコントロールル
ープの不具合の分類）を適用して UCA と Causal factor の識別を行ったものとなっている。下線と太字で強
調されている箇所は、ハザード H1 に関連した UCA となっており、これらの UCA を使って Causal factor の
識別を行っている。

図表 18：Causal factor 識別のためのガイドワード

(1)

(8)

(3)

(2)

(5)

(6)
(7)

(4)
(9)
(11)
(10)
28

出典：JAMSS を基に作成
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図表 19：ガイドワードを使った Causal factor の識別
ガイドワード
コントロール入力
や外部情報の
誤りや喪失

1

2

コントロールループ
mmm-nnn-ooo-ppp
 データ変換プロセスを開始する
入力コマンドの喪失
 データ変換プロセスを開始する
入力コマンドの実行が早すぎ
る
 データ変換プロセスを開始する
入力コマンドの実行が遅すぎ
る
 入力したアナログデータにノイ
ズが入っている
 アナログ入力データの喪失

I-J-K-L
 不適切なデジタルデータの入
力
 デジタル入力データの喪失
 データ伝送プロセスを開始す
る入力コマンドの喪失

不適切なコント
ロールアルゴリズ
ム（作成時の
欠陥、プロセスの
変更、誤った修
正や適用）

 患者検体の電位差測定値を取得
するアルゴリズムが不適切
 電位差測定機の校正比較アルゴリ
ズムが不適切
 患者検体の電位差測定アルゴリズ
ムが不適切

 アナログデータの変換アルゴリ
ズムが不適切

 上流へのデータ伝送のコント
ロールアルゴリズムが不適切
 下流へのデータ伝送のコント
ロールアルゴリズムが不適切

不整合、不完
全、または不正
確なプロセスモデ
ル

 コントローラー：センサーの誤った
低い電位差測定結果を正しいと想
定している
 コントローラー：センサーの誤った高
い電位差測定結果を正しいと想定
している
 センサー：不適切な電位差測定結
果をフィードバック
 センサー：被制御プロセスの誤った
低い電位差測定結果を正しいと想
定している
 センサー：被制御プロセスの誤った
高い電位差測定結果を正しいと想
定している

 コントローラー：デジタル変換
データの結果が正しいと想定
 センサー：デジタル変換データ
の結果が正しいと想定

 センサーおよびコントローラー
におけるデータ伝送の確認ロ
ジックが不正確
 センサーおよびコントローラー
におけるデータ伝送の確認ロ
ジックが不完全
 データ伝送ロジックが不整合

 アクチュエーター：膜に電解質を引
き込む際の不具合
 アクチュエーター：イオン選択膜の上
に汚染物質が蓄積
 アクチュエーター：膜への不適切な
イオン伝送（物理的、化学的、生
物学的、電気的）
 アクチュエーター：カートリッジ寿命に
対し、適切なイオン伝送を行うため
のイオン選択膜の初期量が足りてい
ない
 アクチュエーター：使用寿命中の電
解質センサーの物理的損害
 アクチュエーター：動作電極からセン
サー膜がはがれる
 CP：他センサーからの電気障害に
より電位差測定の読取りが不適切
になる
 CP：イオン選択膜の経年劣化への
適応が不十分
 CP：電気読取り機の物理的切断

 アクチュエーター：データ変換
の遅れ
 CP：アナログデジタル変換に
おける値の喪失
 CP：アナログデジタル変換に
おける誤出力

 CP：不適切なデータ伝送
 CP：不完全なデータ伝送
 物理的、電気的接続の経
年劣化
 物理的マイクロコントローラー
の劣化

不適切な操作
3

コンポーネントの
不具合
経年による変化

4

eee-fff-ggg-hhh
 EC プロセスを開始する入力コマンド
の喪失
 EC プロセスを開始する入力コマンド
の実行が早すぎる
 EC プロセスを開始する入力コマンド
の実行が遅すぎる
 EC プロセスの開始コマンドの誤入力
 EC プロセスを開始する入力コマンド
が不正確
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不適切なフィード
バック、あるいは
フィードバックの
喪失
5

操作の遅れ

 ESC コントローラーへの電圧読取り
結果のフィードバックの喪失
 ESC コントローラーへの電圧読取り
結果のフィードバックが不正確
 ESC コントローラーへの電圧読取り
結果のフィードバックが断片的
 ESC コントローラーへの電圧フィード
バックの遅れ
 ESC コントローラーへの想定外の電
圧フィードバック
 マルチメーターへのボルト数読取り結
果の喪失
 マルチメーターへのボルト数読取り結
果が不正確
 マルチメーターへのボルト数読取り結
果が断片的
 マルチメーターへのボルト数読取り結
果の遅れ
 マルチメーターへの想定外のボルトフ
ィー
 電位差読取りの遅れ

不適切または無
効なコントロール
アクション、コント
ロ ー ルアクション
の喪失

 電位差の読取り範囲とコントロール
アクションコマンドのタイミングが不正
確
 電位差読取りのコントロールアクショ
ンコマンドの喪失

コントロールアク
ションの衝突

 外的要因による電気障害
 基準電極の読取りが不正確
 ハイレベルのコントロールアクションの
障害

フィードバックの
遅れ

不正確な情報
の供給、または
情報の欠如
6

測定の不正確
性
フィードバックの
遅れ

7

8

9

10
11

プロセス入力の
喪失または誤り
未確認、または
範囲外の障害
システムハザード
を引き起こすプロ
セス出力

ガイドワード

1

2

コントロール入力
や外部情報の
誤りや喪失

不適切なコント
ロールアルゴリズ
ム（作成時の
欠陥、プロセスの
変更、誤った修
正や適用）

 異物による電位差測定読取り機に
おける障害
 電解質消費量が下流センサーに影
響する

E-F-G-H
デジタルデータ入力が不適切
入力したデジタルデータの喪失
データ伝送プロセスを開始する入力コ
マンドの喪失
上流へのデータ伝送をコントロールす
るアルゴリズムが不適切
下流へのデータ伝送をコントロールす
るアルゴリズムが不適切

 コントローラーへの変換データ
のフィードバック信号が不適切
 コントローラーへの変換データ
のフィードバック信号の喪失
 コントローラーへの変換データ
のフィードバックの遅れ

 データ伝送におけるフィードバ
ックの遅れ
 データ伝送フィードバックの喪
失
 不適切なデータ伝送フィード
バック

 受信したデジタル変換データの
センサーへのフィードバックが不
完全
 センサーへのデジタルデータのフ
ィードバック信号の喪失
 センサーへの変換データのフィ
ードバックの遅れ

 センサーへのデータ伝送フィー
ドバック信号のエラー
 センサーへのデータ伝送信号
の喪失
 センサーへのデータ伝送信号
の遅れ

 コントローラーへのアナログデー
タ送信の遅れ
 アナログデータ変換を実行する
信号アクションの喪失
 アナログデータ変換を実行する
信号アクションが不完全または
不適正
 データ伝送の実行信号が不
正確
 データ変換の実行信号の衝突
 コントローラープロセスへの信
号にノイズが入っている
 ハイレベルのコントロールアクシ
ョン
 外部要因によるデータ変換に
おける電気障害
 誤って他コントロールループに
変換データを移動

 上流へのデータ伝送の遅れ
 下流へのデータ伝送の遅れ
 アナログデータの伝送を実行
する信号アクションの喪失
 アナログデータの伝送を実行
する信号アクションが不完全
または不適正
 データ伝送の実行信号が不
正確
 データ伝送の実行信号の衝突
 コントローラープロセスへの信
号にノイズが入っている
 ハイレベルのコントロールアク
ション
 外部要因によるデータ伝送
における電気障害
 誤って他コントロールループに
変換データを伝送

コントロールループ
m-n-o-p
デジタルデータ入力が不適切
臨床変換プロセスを開始する
入力コマンドの喪失
実行コマンドの入力が早すぎる
実行コマンドの入力が遅すぎる
誤った低い結果により後続の
ケースセンサーの校正限界が
作動しなくなり、患者結果のエ
ラーメッセージが遅れる
誤った高い結果により後続のケ
ースセンサーの校正限界が作
動しなくなり、患者結果のエラー
メッセージが遅れる
後続の校正限界基準との臨
床結果の比較が不適切
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A-B-C-D
デジタル入力データの不足
デジタル入力データの喪失
データ伝送プロセスを開始す
る入力コマンドの喪失
上流へのデータ伝送のコントロ
ールアルゴリズムが不適切
下流へのデータ伝送のコントロ
ールアルゴリズムが不適切

STAMP 手法に関する調査報告書
不整合、不完
全、または不正
確なプロセスモデ
ル

センサーおよびコントローラーにおける
データ伝送の確認ロジックが不正確
センサーおよびコントローラーにおける
データ伝送の確認ロジックが不完全
データ伝送ロジックが不整合

コントローラー：センサーから
の誤った低い臨床結果を正し
いと想定
コントローラー：センサーからの
誤った高い臨床結果を正しいと
想定
センサー：臨床結果のフィード
バックが不適切
センサー：被制御プロセスから
の誤った低い臨床結果を正し
いと想定
センサー：被制御プロセスから
の誤った高い臨床結果を正しい
と想定
アクチュエーター：臨床データ変
換の遅れ
CP：デジタル結果の臨床結果
への変換が不適切
CP：デジタル結果が臨床結果
に変換されない
臨床変換におけるフィードバック
の遅れ
臨床変換データの喪失
臨床変換データが不適切

センサーおよびコントローラーに
おけるデータ伝送の確認ロジッ
クが不正確
センサーおよびコントローラーに
おけるデータ伝送の確認ロジッ
クが不完全
データ伝送ロジックが不整合

センサーへのデータ伝送フィードバック
信号のエラー
センサーへのデータ伝送信号の喪失
センサーへのデータ伝送信号の遅れ

臨床データのフィードバックがな
い
臨床データのフィードバックのエラ
ー
臨床データのフィードバックの遅
れ

センサーへのデータ伝送フィー
ドバックのエラー
センサーへのデータ伝送信号
の喪失
センサーへのデータ伝送信号
の遅れ

上流へのデータ伝送の遅れ
下流へのデータ伝送の遅れ
アナログデータ変換を実行する信号ア
クションの喪失
アナログデータ変換を実行する信号ア
クションが不完全または不適正
データ伝送の実行信号が不正確

臨床データの変換の遅れ

データ伝送の実行信号の衝突
コントローラープロセスへの信号にノイ
ズが入っている
ハイレベルのコントロールアクション

外部要因による電気障害
上位レベルのコントロールアク
ション

上流へのデータ伝送の遅れ
下流へのデータ伝送の遅れ
アナログデータ伝送を実行す
る信号アクションの喪失
アナログデータ伝送を実行す
る信号アクションが不完全また
は不適正
データ伝送の実行信号が不
正確
データ伝送の実行信号の衝突
コントローラープロセスへの信号に
ノイズが入っている
ハイレベルのコントロールアクション

外部要因によるデータ伝送における
電気障害
誤って他コントロールループに変換デー
タを伝送

外部要因によるデータ変換にお
ける電気障害
臨床データが誤って不明な場
所に移動される

不適切な操作
3

コンポーネントの
不具合
4

5

経年による変化

CP：データ伝送が不適切
CP：データ伝送が不完全
物理的、電気的接続の経年劣化
物理的マイクロコントローラーの劣化

不適切なフィード
バック、あるいは
フィードバックの
喪失

データ伝送におけるフィードバックの喪
失
データ伝送フィードバックの遅れ
データ伝送フィードバックが不適切

フィードバックの
遅れ
不正確な情報
の供給、または
情報の欠如
6

7

8

測定の不正確性
フィードバックの
遅れ
操作の遅れ
不適切または無
効なコントロール
アクション、コント
ロ ー ルアクション
の喪失

コントロールアク
ションの衝突
9

10
11

プロセス入力の
喪失または誤り
未確認、または
範囲外の障害
システムにハザー
ドを引き起こすプ
ロセス出力

デジタルデータ変換の実行アク
ションの喪失
デジタルデータ変換の実行アク
ションが不完全または不適正
データ変換の実行信号が不正
確

29

出典：MIT を基に作成
29

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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CP：不適切なデータ伝送
CP：不完全なデータ伝送
物理的、電気的接続の経年
劣化
物理的マイクロコントローラー
の劣化
データ伝送におけるフィードバッ
クの遅れ
データ伝送フィードバックの喪
失
データ伝送フィードバックが不
適切

外部要因によるデータ伝送に
おける電気障害
誤って他コントロールループに
変換データを伝送

STAMP 手法に関する調査報告書

ガイドワードを使った分析からは、175 件を超える UCA が識別されており、そのうちの 9 件が患者に被害
をもたらす恐れのある UCA となっている。図表 20 は、事故に関連した UCA となっている。
図表 20：事故に関連した UCA
コントロールループ
1
2
3

UCA
電位差測定機の校正比較アルゴリズムが不適切

eee-fff-ggg-hhh

コントローラー：センサーの誤った低い電位差測定結果を正しいと想定している
センサー：被制御プロセスの誤った低い電位差測定結果を正しいと想定している

4

アクチュエーター：膜への不適切なイオン伝送（物理的、化学的、生物学的、電気的）

5

誤った低い結果により後続のセンサーの校正限界が作動しなくなり、患者結果のエラーメッセージが
遅れる

6
7

後続の校正限界基準との臨床結果の比較が不適切
m-n-o-p

コントローラー：センサーからの誤った低い臨床結果を正しいと想定

8

センサー：被制御プロセスからの誤った低い臨床結果を正しいと想定

9

上位レベルのコントロールアクション
30

出典：MIT を基に作成

CAST による分析から判明した 9 つの Causal factor は大きく分けて以下の 3 つに分類することができる。
1. EC センサーは、センサー表明にある異物をすぐに検知することができなかった。
2. 異常な電位差の情報を送り出す、不適切なコントロールアクションが下位レベルのコントロールループ
（eee-fff-ggg-hhh）に存在した。
3. 高い階層にある主コントローラー（GMC）が、下の階層にあるセンサーの信頼性について確認する前に
診断結果をレポートしていた。
分析の中で使用した 6 つのコントロールループのうち、eee-fff-ggg-hhh、m-n-o-p、A-B-C-D の 3 つが事
故の要因を探る上で重要な役割を持っている。まず、eee-fff-ggg-hhh において電解質センサー表面の異物
を検知できていなかった。これは、要求された要件を満たしたセンサーが正確に作動していたにもかかわら
ず、電解膜表面の異物によって、血液中のイオンが正しく電解膜へ運ばれなかったためである。
FMECA を使った分析でも発見できていなかったが、技術的には対応可能な点だと Balgos 氏は述べている。
また、データを検証するアルゴリズムが下位レベルに存在していなかった。コントロールループ m-n-o-p の
みがデータを検証する役割を持っていたが、上位レベルのコントロールループのデータだけを検証していた
ため、下位レベルのデータを検証していなかった。このため、下位レベルにおいてデータを検証する手段が
用意されておらず、下位レベルの誤ったデータがそのままシステム全体で使用されることとなった。
コントロールループ A-B-C-D においても、分析結果が送られるとすぐに表示される仕組みが、誤ったデー
タを表示させていた。血液分析のサイクルの中に洗浄と調整（キャリブレーション）というプロセスがあるが、
ここでは、次の血液分析のためにセンサーの診断を行っており、CLIA88 に準拠した分析を行うために

30

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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センサーの検証と調整を行っている。調整はコントロールループ m-n-o-p において行われるが、洗浄と調
整は血液分析結果のが表示が行われた後となっていた。これは、診断結果を表示させる応答時間が安全要
件となっていたため、血液分析のデータを受け取るとすぐに表示させる仕組みとなっており、仮に洗浄とキ
ャリブレーションのプロセスでセンサーに異常が見つかった場合でも、血液分析のデータが報告された
後にエラーメッセージとして表示されていた。このような仕組みから、コンポーネント単体の不具合だけ
でなく、システムレベルでの問題が潜在していた。

（3） FMECA と CAST の比較
FDA から医療機器としての認可を得るために、企業は FMECA を使ってハザード分析を行っている。その
分析の中からは 70 のハザードが見つかっているが、今回の事故につながるハザードは含まれていない。ま
た、分析はパーツの故障に関する事故のシナリオのみとなっており、故障が発生しない場合のハザードを検
知することはできてきない。Balgos 氏によれば、FMECA が一度の分析につき 1 つの分析結果を出せなか
ったのに対し、CAST ではシステム全体の分析を行うことができた点で優れていたと語っている。図表 21 は、
FMECA の本ケースに関連した分析結果となっている。
図表 21：FMECA による分析
#
1
2
3
4

故障モード
センサーの調整が行われな
い
センサーの調整が検体取得
後に行われない
センサーの不具合により故障
が検知されない
センサーの再調整が不完全

影響

Causal factor

致命度

頻度

検出可能性

計測値が不正確

膜電極の劣化

危険

中

かなり高い

計測値が不正確

センサーの反応の遅延

危険

かなり
高頻度

高い

計測値が不正確

センサー調整の限界
値が適切でない

危険

高

高い

計測値が不正確

センサーの故障

最も危険

中

不明
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出典：MIT を基に作成

 FMECA #1 は、患者の血液を正確に分析するためにセンサーの劣化について言及している。これは、
センサーの調整などから判断することが可能であるが、センサー上でイオンの伝送がブロックされてい
るなど、どのような原因でセンサーが劣化しているかわからない。このため、機械的な不具合など、故障
の原因を限られた範囲でしか判断ができない。
CAST では、コントロールループ eee-fff-ggg-hhh の「電解膜への不適切なイオン伝送（物理的、化学的、
生物学的、電気的）」という UCA が該当するが、センサーが正常に動いている場合でも異物によりイオ
ンの伝送がブロックされるなど、機器の故障以外にも焦点を当てている。
 FMECA #2 は、センサーの調整が血液分析の後に行われないことを示しており、原因をセンサーの不
具合としている。これはセンサーが正常であれば調整も正しく行われるということであるが、センサー以
外は正しく動いているという認識の基の分析となっており、単一的な故障のみの分析となっている。

31

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
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CAST では、コントロールループ m-n-o-p の「コントローラー（SOC）へのフィードバックへの遅れ」32とい
うハザードが近いと思われるが、洗浄や調整のタイミング、センサー表面のブロックなど、幅広い分析が
可能となっている。
 FMECA #3 では、調整のプロセスでセンサーの不具合を検知できないということを示している。これは、
正常なデータが入力されることを前提としており、データの不具合などにより事故が起きる可能性を潜め
ている。
CAST では、コントロールループ m-n-o-p の「誤った低い結果により後続のケースセンサーの校正限界
が作動しなくなり、分析結果のエラーメッセージが遅れる」という UCA が該当するが、CAST の分析から
下位レベルのデータの検証を行う機能がないことがわかっている。
 FMECA #4 は、センサーの不具合により調整を繰り返し行ってしまうことを示している。決められた回数
を上限とした調整を行うことにより、センサーを正常な状態に保ち、必要に応じて他のセンサーへ切り替
えるようになっている。今回の CAST を使った分析では、洗浄のプロセスが正しく機能していることを前
提としているため、分析の範囲外となっているが、システム全体の分析を行うことにより発見が可能と思
われる。

32

UCA の表に該当する項目がないが、「臨床データ変換におけるフィードバックの遅れ」のことと思われる。
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5 航空機の安全ガイドラインに対するハザード分析（STPA／John Thomas）
この項目では、航空機のホイールブレーキシステム（Wheel Brake System： WBS）のハザード分析を例
に取り、民間航空機の安全評価のガイドラインである ARP4761 と STPA のハザード分析の結果を比較した
ものとなっている。

（1） ARP 4761
航空機や自動車など、輸送機関の専門家で構成される米国の非営利団体 SAE International33では、輸
送機関の製造に関する標準規格の開発を行っており、その中の 1 つ、ARP4761 は民間航空機への安全評
価のためのガイドラインとして提供されている。連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）と欧州
航空安全局（European Aviation Safety Agency：EASA）は航空機メーカーに航空機の耐空性について規
制を設けているが、耐空性を証明する詳しい手順については定めていない。このため SAE International か
らは、FAA と EASA の耐空証明に対応した航空機の開発プロセスのガイドライン ARP4754A が提供されて
おり、ARP4761 は安全評価の面で ARP4754A を補完する役割を持っている。図表 22 は、各ガイドラインの
関係性を記したものとなっている。
図表 22：ARP4761 とその他のガイドライン

民間航空機の安全評価に関
するガイドライン

民間航空機の開発プロセスの
ガイドライン

アビオニクス、電気設備・ハード
ウェア、ソフトウェアのガイドライン

34

出典：MIT

33
34

http://www.sae.org/
http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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ARP4754A は 2010 年に新しいバージョンとして開発されたため航空機の設計に効果的だが、ARP4761
は 1996 年に作られたものであるため、従来のハザード分析方法ではソフトウェア集約的なシステムに対応
できていない面がある。特に、コンポーネント間の相互作用による事故に対しては効果的ではない。このため、
STPA を使ったハザード分析と ARP4761 の結果を比較することで、どのような違いが見られるかを検証する。

（2） STPA を使った分析
a. アクシデント、ハザード、安全制約の識別
STPA を使ったハザード分析では、2 つのアクシデントが設定されている。
A1. 飛行機の乗客もしくは地上にいる人の人命の喪失、または重大なケガ。
A2. 飛行機もしくは地上の建造物への許容範囲を超えるダメージ
これら 2 つのアクシデントにつながるハザードは以下のように識別される。H4 は、この分析の中で特に注
目されているため、どのようなアクシデントがあるかさらに細かく分類されている。
飛行するために必要なスロットル（加速）が不足している。
H1. 機体の機能の喪失。
H2. 誤操作による地表への衝突。
H3. 飛行機が地上を移動中に建造物に近づく、もしくは不注意に誘導路を離れる。
H4. 地上の航空機が、動いているか止まっている物体に近づきすぎる、もしくは不注意に誘導路を離れる。
H4-1 離陸の中止や、タキシング35中の不適切な減速
H4-2 離陸時における、離陸決心速度（V1）に達した後の減速
H4-3 駐機中の航空機の動作
H4-4 意図しない方向への進行（差動ブレーキ36）
H4-5 安全でない場所への誘導（誘導路、滑走路、ターミナルゲート、駐機場）
H4-6 車輪の格納時に、車輪の動作が止まらない。
H5. その他
H4-4 と H4-6 は ARP4761 の範囲外であるため、今回の STPA の分析では取り扱っていない。これらの
ハザードを引き起こさないために必要な安全制約には以下のようなものが設定されている。
SC1. 着陸、離陸中止、タキシングの際に制動を行うためのブレーキ動作は定められた時間行われなけれ
ばならない。
SC2. 飛行機は離陸決定速度（V1）に達した後は減速してはならない。
SC3. 駐機中は指示のない動作をしてはならない。
SC4. 差動ブレーキは機体を意図しない方向へ導いてはならない。

35

航空機が自らの動力で地上を移動すること。
Differential braking。左右のブレーキに異なる制動をかけること。航空機では差動ブレーキを使って方向修正を行うことがあ
る。
36
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SC5. 航空機は安全でない場所へ誘導されてはならない（誘導路、滑走路、ターミナルゲート、駐機場）
SC6. 車輪の格納時に、車輪の動作が止まってなければならない。
b. コントロールストラクチャの構築
コントロールストラクチャの構築では、システムレベルから地上移動制御システム、ホイールブレーキシス
テム、ホイールブレーキシステムの機能を示したコントロールストラクチャへと段階的に細分化されている。こ
れは、航空機のような複雑なシステムの場合、全体のシステムから徐々に細かいシステムへと細分化してい
くことで、システム間の干渉を調べることが容易になるためである。システムレベルからホイールブレーキシ
スムのコントロールストラクチャへと直接ズームすることも可能だが、地上移動制御システムの中で、ホイー
ルブレーキシステムと同じ階層のコントロールストラクチャを構築することで、他の減速装置（ブレーキシステ
ム）とホイールブレーキシステムの干渉を調べることができるためである。図表 23 は、コントロールストラクチ
ャの細分化となっている。
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図表 23：コントロールストラクチャの細分化

システムレベル

地上移動制御システム

ホイールブレーキシステム

ホイールブレーキシステムの
詳細な機能

37

出典：MIT を基に作成

37

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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図表 24 の上の図は、航空機のシステムレベルのコントロールストラクチャとなっており、パイロット、航空
機の制御システム（A/C Automation）、航空機体（物理システム）の 3 つのコンポーネントで構成されている。
パイロットには、「Model of Automation」、「Model of Aircraft」、「Model of Airport」の 3 つのプロセスモデル
が組み込まれており、自動操縦システムと航空機に制御の指示を行うと同時に、飛行機の状態や外部の環
境に関する情報を、自動操縦システムや航空機から受け取るようになっている。
図表 24 の下の図は、地上移動制御システムのコントロールストラクチャとなっており、航空機の制御シス
テムから地上移動制御システムへと細分化されている。一番下の階層の航空機体は、逆噴射スラスタ
（reverse thrusters）、スポイラー（the spoilers）38、ホイールブレーキシステム（the wheel braking system）
の 3 つの減速装置に置き換えられている。

38

航空機の翼に取り付けられている揚力を減少させる装置
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図表 24：システムレベルと地上移動制御システムのコントロールストラクチャ
システムレベルのコントロ
ールストラクチャ

地上移動制御システムのコ
ントロールストラクチャ

39

出典：MIT を基に作成

39

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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ホイールブレーキに焦点を当てたコントロールストラクチャは、運航乗務員（Flight crew）、ブレーキシステ
ム制御装置（Brake System Control Unit：BSCU）、ホイールブレーキシステム油圧装置、ホイールで構成さ
れている。ARP4761 では、バルブ一つひとつにまで技術的な説明が書かれているものの、非常時以外にパ
イロットへブレーキシステムの状態を通知するシステムについては書かれていない。このため、必要に応じて
ARP4761 にはない複数のコントロールアクションとフィードバックがコントロールストラクチャに追加されてい
る。例えば、ホイールブレーキシステムからパイロットへの視覚的なフィードバックなどについては ARP4761
で触れられていないため、通常の航空機に使われている通知システムをフィードバックとして追加している。
図表 25 はホイールブレーキシステムのコントロールストラクチャとなっている。
図表 25：ホイールブレーキシステムのコントロールストラクチャ

ホイールブレーキシステム
のコントロールストラクチャ

40

出典：MIT

図表 26 は、さらに詳しくホイールブレーキシステムの機能面について書かれたコントロールストラクチャとな
っており、図の中の①～⑨のコントロールアクションが UCA の識別に使用されている。

40

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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図表 26：ホイールブレーキシステムの詳細な機能のコントロールストラクチャ

②

③

⑤
④

ホイールブレーキシステムの詳細
な機能のコントロールストラクチャ

⑥

⑦
⑨
⑧
①

41

出典：MIT

運航乗員
① Manual braking via brake pedals：ホイールブレーキシステムの油圧装置へのブレーキを手動で行う
② Arm autobrake：地上着陸時に自動でブレーキをかけるアームドモード（armed mode）をオンにする
③ Disarm Autobrake：自動ブレーキのアームドモードを解除する
④ Power off BSCU：BSCU の動作をオフにする
⑤ Power on BSCU：BSCU の動作をオンにする
BSCU
⑥ Brake command：BSCU から、BSCU 油圧制御システムへブレーキの指示を出す
BSCU 油圧制御システム
⑦ Open green shut-off valve：ブレーキ油圧がかかるために必要な green shut-off valve を開放する

41

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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⑧ Pulse green meter valve and blue anti-skid valve：スキッド防止のために必要な、2 つのバルブに信
号を送る
⑨ Green meter valve position command：ブレーキ油圧の調整に必要な Green meter valve を調整
Green shut-off valve は、油圧ブレーキに圧力を発生させるために必要なバルブとなっており、オン／オフ
で動作し、バルブを開放すると油圧をかけることができるになっている。Green meter は油圧ブレーキの圧力
を調製する役割を持っており、オン／オフではなく、必要な圧力に調整可能となっている。Blue anti-skid
valve は、着陸時に車輪のスキッドを防止するために必要なバルブとなっており、オン／オフで動作する
c. 安全でないコントロールアクション（Unsafe Control Actions：UCA）の識別
UCA の識別では、図表 27 のコントロールストラクチャで使われている 9 つのコントロールアクションに、4
つのガイドワードを適用して分析を行っている。図表 27 は操縦士のコントロールアクションに関する UCA と
なっており、コントロールアクション①～⑤の分析となっている。図表 28 は BSCU 自動ブレーキシステムのコ
ントロールアクションに関する UCA となっており、コントロールアクション⑥の分析となっている。図表 29 は
BSCU 油圧制御システムのコントロールアクションに関する UCA となっており、コントロールアクション⑦～
⑨の分析となっている。表中の「TBD」は、ブレーキシステム設計に明確な要求を記述できるだけの知識がな
く、航空機設計者による詳細な情報が必要であることを示している。
図表 27：乗員に関する UCA
乗員のコントロー
ルアクション
CREW.1
ブレーキペダルによ
る手動ブレーキ

配置されていない

適切でない

CREW.1a1
自動ブレーキが制動を提
供していない (または不充
分な制動しか提供してい
ない) 場合に、着陸時、
RTO*、またはタキシング
中に操縦士が手動ブレー
キを使用せず、オーバーシ
ュ ー ト を 起 こ す [H4-1,
H4-5]

CREW.1b1
手動ブレーキのペダル圧
力が不充分で、着陸時
の減速が不適切になる
[H4-1, H4-5]

適用が早すぎる、
遅すぎる
CREW.1c1
タッチダウン前に手動ブレ
ーキが使用され、ホイール
のロック、コントロール喪
失、タイヤ破裂が生じる
[H4-1, H4-5]

適用が長すぎる、短す
ぎる
CREW.1d1
安全なタキシング速度
(TBD) に達する前に
手動ブレーキコマンドが
停止したため、速度超
過またはオーバーシュー
ト が 生 じ る [H4-1,
H4-5]

CREW.1.c2
他の物体との衝突や抵
触を避けるための手動ブ
レーキ使用が遅すぎ
(TBD)、機体の重量や
速度、物体 (抵触) まで
の距離、滑走路面状態
に対して、ブレーキ能力が
過 負 荷 に な る [H4-1,
H4-5]

CREW.1d2
手動ブレーキをかける
時間が長すぎ、機体が
滑走路やアクティブ誘
導路上で停止してしま
う [H4-1]

* RTO: 離 陸 中 止
(Reject TakeOff)
CREW.1b2
手動ブレーキのペダル圧
力が過剰で、着陸時のコ
ントロール喪失、乗客/乗
員の負傷、ブレーキ過
熱、フェード減少、タイヤ
破 裂 が 生 じ る [H4-1,
H4-5]
CREW.1b3
通常の離陸時に手動ブ
レーキが使用される
[H4-2, H4-5]
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CREW.2
自動ブレーキ作
動可能

CREW.3 自動ブ
レーキ解除

CREW.2a1
着陸前に自動ブレーキが
作動可能になっておらず、
スポイラーが上がったときに
自動ブレーキが動作しな
い。操縦士の反応時間に
より、オーバーシュートが起
こり得る。[H4-1, H4-5]
Crew.2a2
離陸の前に自動ブレーキ
が 作動可能 になっ て おら
ず、離陸却下の際の制動
が不充分になる (自動ブ
レーキは、操縦士がスロッ
トルダウンした後の RTO
中の制動を担当すると想
定される) [H4-2]

CREW.3a1
TOGA*中に自動ブレーキ
解除が行われず、(再) 離
陸中に加速できなくなる。
[H4-1, H4-2, H4-5]

* TOGA： 離陸
(TakeOff)、ゴーアラウン
ド (GoAround)
CREW.4
BSCU オフ

CREW.4a1 操縦士が、
BSCU をオフにせず、異常
な WBS 現象が起こった
場合に、代替制動モード
が使用可能にならない
[H4-1, H4-2, H4-5]

CREW.2b1
離陸時に自動ブレーキが
最大レベルで作動可能
になっていない。離陸却
下の際には、最大の制動
力が必要であると想定さ
れる [H4-2]
CREW.2b2
作動により、滑走路状況
に対して減速が急すぎた
ため、コントロールを喪失
し、乗客/乗員が負傷す
る。[H4-1, H4-5]

CREW.2b3
離陸中に自動ブレーキが
作動する [H4-1]
CREW.3b1
着陸中または RTO 中に
自動ブレーキが解除さ
れ、スポイラーが上がった
ときに自動ブレーキが動
作しない。操縦士の反応
時間により、オーバーシュ
ートが起こり得る。[H41, H4-5]

CREW.4b1 自動ブレー
キが作動しているときに、
操縦士が誤って BSCU
を オ フ に す る [H4-1,
H4-5]
CREW.4b2 自動ブレー
キが必要であり、まさに使
用されようとしているとき
に、操縦士が BSCU をオ
フにする [H4-1, H4-5]
CREW.4b3 アンチスキッ
ド機能が必要であり (ま
たは必要となる見込みで
あり)、WBS が正常に作
動しているときに、操縦士
が BSCU を オフ に す る
[H4-1, H4-5]

CREW.5
BSCU オン

CREW.2c1
作動コマンドが遅すぎ
(TBD)、BSCU がブレー
キをかけるための時間が
不充分になる。[H4-1,
H4-5]

CREW.5a1 通常のブレ
ーキモード、自動ブレーキ、
またはアンチスキッドが使用
されるときに、操縦士が
BSCU を オ ン に し な い
[H4-1, H4-5]

CREW.3c1
自動ブレーキ解除が、(a)
機体降下が TBD fps を
超えてから、または (b) 視
界が TBD ft 未満になっ
てから、または (c) etc. の
後 TBD 秒以上経ってか
ら提供されたため、機体の
コントロール喪失か、また
は (再) 離陸中の加速喪
失 が 生 じ る 。 [H4-1,
H4-2, H4-5]
CREW.4c1 操 縦 士 が
BSCU をオフにするのが
遅すぎ (TBD)、異常な
WBS 現象が起こった場
合に、代替制動モードが
使用可能にならない
[H4-1, H4-5]
CREW.4c2 操 縦 士 が
BSCU をオフにするのが
早すぎ、必要とされてい
る、自動ブレーキまたはア
ンチスキッド作動が完了
する前にオフにされる
[H4-1, H4-5]

CREW.5c1 操 縦 士 が
BSCU をオンにするのが
遅すぎ、通常のブレーキ
モード、自動ブレーキ、ま
たはアンチスキッドが必要
なときに間に合わない
[H4-1, H4-5]
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図表 28：BSCU 自動ブレーキシステムに関する UCA
BSCU のコントロ
ールアクション
BSCU.1
ブレーキコマンド

配置されていない

適切でない

BSCU.1a1
ブレーキコマンドが RTO 中
に (V1 へ)提供されず、利
用できる滑走路長さ内で
停止することができなくなる
[H4-1, H4-5]

BSCU.1b1
着陸ロール中にブレーキ
コマンドが過剰に出され、
急激な減速、コントロー
ル喪失、乗員の負傷が
生じる [H4-1, H4-5]

BSCU.1a2
着陸ロール中にブレーキコ
マンドが提供されず、減速
が不充分になり、オーバー
シュートを起こす恐れがあ
る [H4-1, H4-5]

BSCU.1b2
離陸中にブレーキコマンド
が不適切に提供され、加
速が不十分になる [H41, H4-2, H4-5]

BSCU.1a3
ブレーキコマンドがタキシン
グ中に提供されず、速度
超過になり、停止できず、
または速度をコントロールで
きなくなる [H4-1, H4-5]

BSCU1b3
ブレーキコマンドの適用レ
ベルが不充分で、着陸ロ
ール中に減速が不充分
になる [H4-1, H4-5]

BCSU.1a4
離陸後に車輪をロックする
ためのブレーキコマンドが提
供されず、着陸ギア収納
中またはフライト中の車輪
回転により装備破損が起
こる恐れがある [H4-6]

HC.1a1 代替ブレーキを
必要とするエラーがなく、自
動ブレーキが使用されてい
るときに、通常のブレーキモ
ードを使用可能にするため
のバルブを、HC が開かな
い [H4-1, H4-5]

HC.1b1 代替ブレーキを
必要とするエラーがあると
きに、代替ブレーキモード
を使用不可にするための
バ ル ブ を 、 HC が 開 く
[H4-1, H4-5]
HC.1b2 操 縦 士 が
BSCU を使用不可にし
ているときに、代替ブレー
キを使用不可にするため
の バ ル ブ を 、 HC が 開 く
[H4-1, H4-2, H4-5]
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適用が早すぎる、
遅すぎる
BSCU.1c1
着陸前にブレーキコマンド
が出され、タイヤ破裂、コ
ントロール喪失、乗員負
傷、その他の損傷が生じ
る [H4-1, H4-5]
BSCU.1c2
タッチダウン後 TBD 秒以
上経ってからブレーキコマ
ンドが提供され、減速が
不充分になり、コントロー
ル喪失とオーバーシュート
を起こす恐れがある
[H4-1, H4-5]
BSCU1c3
車輪が地表を離れる前
で、RTO がリクエストされ
ていない時点で、ブレーキ
コマンドが適用される (ギ
ア収納の前にブレーキが
適用されて車輪を停止さ
せ る ) [H4-1, H4-2,
H4-5]
BSCU.1c4
離陸却下中に V1 から
TBD 秒以上経ってから
ブレーキコマンドが適用さ
れる (自動ブレーキは、
操縦士がスロットルダウン
した後の RTO 中の制動
を担当すると想定される)
[H4-2]
HC.1c1 (例えば自動ブ
レーキ機能のために)通
常のブレーキが可能であ
り必要とされた後に、HC
がバルブを開くのが遅すぎ
る (TBD) [H4-1, H42, H4-5]
HC.1c2 操 縦 士 が
BSCU を使用可能にし
た後、バルブを HC が開く
の が 遅 す ぎ る (TBD)
[H4-1, H4-2, H4-5]

適用が長すぎる、短す
ぎる
BSCU.1d1
着陸ロール中、タキシン
グ速度 TBD が達成さ
れる前に、ブレーキコマ
ンドが停止し、減速が
不充分になる [H4-1,
H4-5]
BSCU.1d2
着陸ロール中に適用さ
れたブレーキコマンドが
長 す ぎ (TBD 秒 以
上)、滑走路上で停止
する [H4-1]

BSCU.1d3
タッチダウン前の TBD
秒以内まで、ブレーキコ
マンドが出されてタイヤ
がロックされ、コントロー
ル 喪失、装 備破損 が
生 じ る [H4-1, H45]

HC.1d1 通常のブレー
キが適切に動作してい
ないときに、代替ブレー
キを使用不可にするた
めのバルブを、HC が開
いている時間が長すぎ
る (時間 TBD) [H41, H4-2, H4-5]
HC.1d2 (例えば自動
ブレーキ機能のために)
通常のブレーキを使用
不可にするためのバル
ブを、HC が開いている
時 間 が 短 す ぎ る
(TBD) [H4-1, H42, H4-5]
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図表 29：BSCU 油圧制御システムに関する UCA
油圧制御システ
ムのコントロールア
クション
HC.1 緑色のシャ
ットオフバルブを開
く (すなわち、通
常のブレーキモー
ドを使用可能に
する)

HC.2 緑色のメー
ターバルブと青色
のアンチスキッドバ
ルブをパルス開放
する

配置されていない

適切でない

HC.1a1 代替ブレーキを
必要とするエラーがなく、自
動ブレーキが使用されてい
るときに、通常のブレーキモ
ードを使用可能にするため
のバルブを、HC が開かな
い [H4-1, H4-5]

HC.1b1 代替ブレーキを
必要とするエラーがあると
きに、代替ブレーキモード
を使用不可にするための
バ ル ブ を 、 HC が 開 く
[H4-1, H4-5]

HC.2a1 スキッドが起こっ
た場合に、HC がバルブを
パルス開放しない [H4-1,
H4-5]

適用が早すぎる、
遅すぎる

適用が長すぎる、短す
ぎる

HC.1c1 (例えば自動ブ
レーキ機能のために) 通
常のブレーキが可能であ
り必要とされた後に、HC
がバルブを開くのが遅すぎ
る (TBD) [H4-1, H42, H4-5]

HC.1d1 通常のブレー
キが適切に動作してい
ないときに、代替ブレー
キを使用不可にするた
めのバルブを、HC が開
いている時間が長すぎ
る (時間 TBD) [H41, H4-2, H4-5]

HC.1b2 操 縦 士 が
BSCU を使用不可にし
ているときに、代替ブレー
キを使用不可にするため
の バ ル ブ を 、 HC が 開 く
[H4-1, H4-2, H4-5]

HC.1c2 操 縦 士 が
BSCU を使用可能にし
た後、バルブを HC が開く
の が 遅 す ぎ る (TBD)
[H4-1, H4-2, H4-5]

HC.2b1 車輪がスキッド
していないときに、HC が
バルブをパルス開放する
[H4-1, H4-2, H4-5]

HC.2c1 スキッドが始まっ
た後、HC がバルブをパル
ス開放するのが遅すぎる
[H4-1, H4-5]

HC.2b2 HC のバルブの
パルス開放が不適切 (頻
度が早すぎる (TBD) かま
たは遅すぎる (TBD) た
め、有効でない) [H4-1,
H4-5]

スキッドが始まった後
TBD 秒以上経ってから
HC がパルス開放を開始
し、コントロール喪失を起
こす [H4-1, H4-5]

HC.2b3 HC のバルブの
パルス開放のデューティサ
イクルが大きすぎる
(TBD) かまたは小さすぎ
る (バルブを開いたまま、
閉じたままの場合を含む)
[H4-1, H4-5]
HC.2b4 機体速度が毎
秒 2 メートル未満のとき
にバルブをパルス開放して
いるため、完全に停止で
きない [H4-1, H4-5]
HC.2b5 車輪がスキッド
していないときに、HC が
青いアンチスキッドバルブ
を何らかの形で作動させ
る [H4-1, H4-5]
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HC.1d2 (例えば自動
ブレーキ機能のために)
通常のブレーキを使用
不可にするためのバル
ブを、HC が開いている
時 間 が 短 す ぎ る
(TBD) [H4-1, H42, H4-5]
HC.2d1 車輪が牽引
力を取り戻さないうちに
HC がパルス開放を停止
し、コントロール喪失を起
こす [H4-1, H4-5]
HC.2d2 車輪がスキッ
ドを停止した後 TBD
秒以上経ってから HC
がパルス開放を行い、
不必要な制動力喪失
を も た ら す [H4-1,
H4-2, H4-5]

STAMP 手法に関する調査報告書
HC.3 緑色のメー
ターバルブ位置コ
マンド

HC.3a1 ブレーキコマンド
が受信されていないとき
に、HC がバルブに位置コ
マンドを提供しない [H41, H4-2, H4-5]

HC.3b1 ブレーキコマンド
が受信されていないとき
に、バルブを開く位置コマ
ンドを HC が提供する。
[H4-1, H4-2, H4-5]
HC.3b2 ブレーキコマンド
が受信されているときに、
バルブを閉じる位置コマン
ド を HC が 提 供 す る
[H4-1, H4-5]
HC.3b3 HC が提供す
る位置コマンドが、コマン
ドされた制動を達成する
には低すぎるかまたは高
すぎる (TBD) [H4-1,
H4-2, H4-5]

HC.3c1 操縦士または
自動ブレーキコントローラ
ーによりブレーキコマンドが
出された後、HC が位置
コマンドを提供するのが遅
すぎる (TBD) [H4-1,
H4-2, H4-5]

HC.3d2 ブレーキコマ
ンドがまだ出されている
ときに、HC が (バルブ
を開いておくための) 位
置コマンド提供を止め
てしまうのが早すぎる
（TBD) [H4-1, H45]
HC.3d2 ブレーキコマ
ンドが出された後、HC
が (バルブを開いておく
ための) 位置コマンドを
提供するのが長すぎる
（TBD) [H4-1, H42, H4-5]

d. Causal factor と事故シナリオの識別
STPA Step2 である UCA を使った Causal factor と事故シナリオの作成では、複数の UCA に焦点を当て
て分析を行っており、Causal factor と事故シナリオを一緒に分析している。ここでは、STPA Step2a として
「安全のために必要なコントロールアクションが配置されていない」という UCA と、STPA Step2b として「安全
のために必要なコントロールアクションが配置されているが、後続のシステムで続いていない（守られていな
い）」というシステム上の分析を行っている。
操縦士に関連した Causal factor と事故シナリオ
ここでは図表 30 の UCA の 1 つである、「CREW.1a1：着陸、離陸中止、地上移動時に自動ブレーキシス
テムが作動しておらず、H4-1 と H4-5 を防ぐために必要であるにもかかわらず、乗員がマニュアルブレーキ
を使用しない」に対する Causal factor の識別を行っている。図表 30 は、操縦士の分析のために作られた簡
略的なコントロールストラクチャとなっており、上の図が STPA Step 2a となっており、下の図が STPA
Step2b となっている。また、ピンクで色づけされた範囲に焦点を当てて分析を行っている。
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図表 30：STPA Step 2 のためのコントロールストラクチャ（操縦士）

42

出典：MIT

42

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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UCA から始めて逆方向に辿って、各々の causal factor に対する解釈を連鎖して展開することでシナリオ
が特定できる。
シナリオ 1： 操縦士は自動ブレーキシステムが作動可能となっており、自動ブレーキが正しく作動するという
間違った認識を持っている（プロセルモデルの欠陥）。このプロセスモデルの欠陥の理由には以下があ
る：
 乗員は自動ブレーキシステムを以前に作動可能としたが、その後動作不能になっていることを認識して
いない。 かつ/または、
 BSCU 油圧制御システムに不具合が検知された場合のフィードバックは十分であり、乗員は一般の
BSCU 欠陥は通知されるものの、自動ブレーキシステムが依然として作動可能であることは通知されな
い（たとえ、自動ブレーキが稼働しないとしてもである）。 かつ/または、
 自動ブレーキシステムは BSCU が不具合を検知した時を検知しないため、乗員は自動ブレーキシステ
ムが動作していると通知されている。BSCU は、不具合を検出すると、（自動ブレーキコマンドを無効に
するよう）緑色のシャットオフバルブを閉じるが、自動ブレーキシステム自体は、乗員に通知しない。
 操縦士が、多重のメッセージや、矛盾したメッセージ、アラームの多さに疲れてフィードバックを正しく処
理していない。
改善のための要求案： BSCU 油圧コントローラーは、自身に不具合が発生したとき自動ブレーキに必ずフィ
ードバックし、自動ブレーキは必ず作動を解除して（乗員にフィードバックを返す）ようにする。他の要求
は、様々な最悪の状況での乗員のフィードバックに対応するための能力についてヒューマンファクター分
析で生成されるだろう。
シナリオ 2： 2 人の操縦士はそれぞれ、相手がマニュアルブレーキを操作していると考え、誰も着陸中にマニ
ュアルブレーキを使用しない（プロセスモデルが正しくない）。プロセスモデルが正しくない理由には以下
がある：
 操縦士達は、減速を開始するための他システム（スポイラーや逆噴射装置など）の作動については把握
していたものの、ブレーキングについてその時点でどちらの操縦士に責任があるかの理解に食い違い
があった。 かつ/または
 飛行機の異常動作により乗員の役割に変更があった。マニュアルブレーキは何かが悪化しているか、
乗員が航空電子機器や機械システムの不具合に対処するために使用されることが多い。これらの出来
事が発生した場合、乗員管理の方法にも変更があり、混乱を招いてしまうことになる。
改善のための要求案：
1. マニュアルブレーキの作動状況と誰が作動させているか、乗員へのフィードバックを必ず行う。
2. 着陸時で、マニュアルブレーキが必要な状態であるにもかかわらず作動していない場合、乗員へのフィ
ードバックを必ず行う。
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シナリオ 3： WBS が代替のブレーキモードになっており、青色のスキッド防止バルブが閉じているので、乗
員の手動ブレーキコマンドは効力がない。
 BSCU が両方のチャネルの内部故障を検出し、緑色の切断バルブを閉じたために、WBS は代替のブ
レーキモードにある、かつ/または、
 BSCU 内部故障が原因となって、CMD2 出力がバルブ全部を閉じるよう誤った命令を出して、青色のス
キッド防止バルブは閉じられる。この状況では、CMD 内部で故障が起こったとき、CMD 独自の出力を
無効にするような各 CMD に BSCU 論理が依存しているため、青色のスキッド防止バルブが誤って閉じ
られることになる。
改善のための要求案： BSCU 故障保護は、内部故障によって自身を正しく無効にするような部品に依存し
てはならない。
シナリオ 4： WBS が代替のブレーキモードに入っていて、青色のスキッド防止バルブが過剰に押されるた
め、乗員の手動のブレーキコマンドは効果が無い場合がある。
 パイロットが緑色の油圧システムを（おそらくは別の問題で）無効にすることによって、WBS が代替のブ
レーキモードに入り、また、車輪が連続的にスキッドしていると BSCU が誤って認識することによって（誤
ったプロセスモデル）、青色のスキッド防止バルブが過剰に押される。BSCU 分析では、このシナリオの
原因をより詳細に扱う。
 車輪の速度のフィードバックが誤って急な減速を示すことよって、BSCU は、車輪が連続的にスキッドし
ていると誤って認識する。これは、以下の原因による：


欠陥のある車輪の速度センサー



どの減速特性が車輪のスリップを示唆するかに関する誤った設計仮定

改善のための要求案：
1. BSCU は、車輪のスリップの検出に関して、車輪速度フィードバックに頼る以外の方法を提供しなけれ
ばならない。
2. BSCU は、パイロットが過剰なスキッド防止パルシングを検出できるよう、またそれを無効にできるよう、
追加のフィードバックを提供しなければならない（例えば、BSCU の電源を切ることによって）。
BSCU 自動ブレーキコントローラーに関連した Causal factor と事故シナリオ
BSCU.1a2 の原因：着地や離陸中断の発生時に自動ブレーキが作動可能であるのに、自動のブレーキ指
令が出されない、に関して検討する。
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図表 31：STPA Step2 のためのコントロールストラクチャ（BSCU）

43

出典：MIT

43

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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シナリオ 1： 自動ブレーキは、要求した減速率が既に達成されたかそれを超えていると確信している（誤っ
たプロセスモデル）。
 車輪速度フィードバックが、自動ブレーキコントローラーによって決定された減速率に影響を与える場合、
不十分な車輪速度フィードバックが、このシナリオの原因となりえる。フィードバックにおける高速パルス
（例えば、濡れた滑走路、スキッド防止によってパルス状となるブレーキ）は、実際の機体速度の検出を
困難にし、誤った機体速度と推測されてしまう。
 不十分な外部速度／減速フィードバックが、誤った自動ブレーキ・プロセスモデルで説明され得る（例え
ば、慣性参照ドリフト、校正問題、センサー不具合、その他）。
改善のための要求案： 車輪スリップが起こった場合、機体の減速率を検出するために、自動ブレーキへの
追加のフィードバックを提供する（例えば、複数のセンサーの統合）。
シナリオ 2： 自動ブレーキは、既に機体を好ましい速度にしている。
 自動ブレーキは、それまでに機体が好ましい速度に到達したことを検出しており（それが本当かどうかに
かかわらず）、自身を作動解除してブレーキを使用しないようになる。機体の加速は、外部の風、推進力、
その他の力に依存する。
追加の要求案：
1. 乗員は、他のシステムが推進力を提供している間に自動ブレーキが使用されているとき、警告されなけ
ればならない。
2. 乗員は、好ましい速度に到達したことによって自動ブレーキが自身を作動解除したとき、警告されなけ
ればならない。乗員は、必要に応じて、迅速に自動ブレーキを再作動できなければならない。
シナリオ 3： 自動ブレーキは、着地、あるいは離陸中断が発生していないと確信している（誤ったプロセスモ
デル）。自動ブレーキがこのプロセスモデル欠陥をもつような理由には以下などがある：
 例えば濡れた滑走路ではハイドロプレーニング現象が起こるなど、着地を検出するために使用する方法
が、滑走路、あるいは着陸条件に対して不適切である。自動ブレーキは推進レバーがアイドル位置に戻
っている状態の時にだけ離陸中断を検出するが、その状態が発生していないといった場合など、実際に
離陸中断が起こっているのに、離陸中断を検出するために使用される条件は発生していない。
 着地、あるいは離陸中断を検出するために使用するセンサーが、誤作動したり機能しなくなっている。
追加の要求案：
 自動ブレーキが、オフノミナル（基準外）の条件で、着地あるいは離陸中断を検出するための代替の方
法を提供する。
 乗員が、着地あるいは離陸中断が検出されなかった場合に、手動で自動ブレーキを起動させる方法を
提供する。
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油圧制御装置に関連した Causal factor と事故シナリオ
ここでは、BSCU 油圧制御装置の UCA：HC.3a1 ブレーキコマンドが受信されていないときに、HC がバ
ルブに位置コマンドを提供しない、を検討する。
図表 32：STPA Step2 のためのコントロールストラクチャ（油圧制御装置）

44

出典：MIT
44

http://sunnyday.mit.edu/papers/ARP4761-Comparison-Report-final-1.pdf
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シナリオ 1： 自動ブレーキコントローラーによってブレーキコマンドが送られていて、自動ブレーキコマンドよ
り先、あるいは自動ブレーキコマンドを送っている間に、手動ブレーキコマンドが受け取られるため、ブ
レーキコマンドが受け取られたとき、HC は位置コマンドを提供しない。
 パイロットの 1 人によって意図的に提供されたため、手動ブレーキコマンドが受け取られる。
 パイロットの 1 人によって故意ではなく手動ブレーキコマンドが提供される（例えば、着陸かバンプの間
にペダルの上の足で）。
 硬着陸やセンサーの故障のような擾乱は、手動ブレーキコマンドを起動する。
改善のための要求案：
1. いずれかのパイロットからの手動ブレーキコマンドが受け取られたとき、乗員へのフィードバックを提供
する。
2. 自動ブレーキコントローラーは、自身を作動解除し、手動ブレーキコマンドが受け取られたときパイロット
に通知しなければならない。
3. 車輪がスリップしたとき、機体の減速率を検出するために、自動ブレーキに追加のフィードバックを提供
する（例えば、慣性センサー）。
シナリオ 2： MON1 と MON2 両方によって、最初の電源オンの後、どの時点でもそれぞれの電力供給に一
時的な異常状態が検出される。この原因には次がある：
 MON1_valid と MON2_valid 出力は、ラッチされており、BSCU HC は、電源オフ/オン・コマンドが受け
取られるまで、位置コマンドの提供を停止する。
改善のための要求案：自動ブレーキコントローラーは、自身を作動解除し、BSCU HC が誤りを検出して自動
ブレーキコマンドに従わなかったとき、パイロットに通知しなければならない。
シナリオ 3： CMD/AS バルブの反応が鈍く、HC からの正確な位置コマンドにもかかわらず、機体は必要な
減速に到達しない。この条件は、WBS 油圧と BSCU 油圧コントローラーによっては検出されない（検
出できない）。このシナリオの原因には以下がある：
 パイロットと自動ブレーキの動作は、ある条件で適切である。つまり、コントロールアルゴリズム（手順）は
「正確」であるが、バルブの挙動について不正確な理解である。


パイロットは、着陸前に自動ブレーキを作動可にする、



機体が着陸し、自動ブレーキが作動する。



自動ブレーキは、要求される減速率に到達するため、命令されたブレーキ圧を即座に増加し始め
るが、その減速率には到達しない。



自動ブレーキコマンドは、最大ブレーキ圧を即座に要求するが、少しも効果がない。
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 CMD/AS バルブがゆっくりと開き続ける（不適切なアクチュエーターの挙動）。
 パイロットのプロセスモデルがゆっくりと時間とともに悪化する。


着陸時、パイロットは自動ブレーキが起動されたことを通知され、活発にブレーキが利用される（プ
ロセスモデルは乗員と自動ブレーキの両方で問題となる）。



パイロットはある程度の減速について通知されるが、減速の量は変わる。



自動ブレーキは、不十分な減速を検出するための機能はなく、パイロットにそのような条件を通知
する機構はない（不適切なフィードバック、あるいはフィードバックの欠如）。

 乗員のプロセスモデルは更新されるが、状況の大きさに対してかなりゆっくりである。


最初の着地の後、いくつかの時点で、パイロットは、減速率が改善されているにもかかわらず、ブレ
ーキの量は滑走路の終わりまでに停止するのに不十分である。



自動ブレーキが最大ブレーキを既に要求していることを知る方法がないので、パイロットは自動ブ
レーキを無視して標準的な量のブレーキペダル力を優先する。



自動ブレーキは作動解除され無効にされ、最大ブレーキ圧の要求を停止する。

 モードの変更は、不適切なプロセスモデルと誤ったアルゴリズム（手順）の両方に帰結する。


自動ブレーキコマンドの変わりに、油圧コントローラーは、低めの量のブレーキ力となる手動パイロ
ットの指示を受け取ってそれに従う。



パイロットは、追加のブレーキペダル力が必要であると理解し、最終的には再び最大ブレーキを要
求する。乗員は必要なブレーキ力と滑走路条件の正しいモデルを有しているが、ブレーキシステム
の動作モードが誤っている。



状況は展開し、この時点で滑走路の終わりまでに停止することがもはやできなくなり、離陸もできず、
機体は滑走路からオーバーランする。

これらのシナリオを防ぐための変更案は、モードの混乱を抑止するためのシステム設計の変更と WBS の
機能の変更である。
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（3） STPA と ARP4761 の比較
ここでは STPA と ARP4761 の分析の比較を下表によって示している。民間航空機で使われているホイー
ルブレーキシステムの多くは電気機械的な構成となっており、比較的シンプルな作りであることが多い。
STPA は複雑なシステムへのハザード分析を得意としているが、様々な事故につながる要因の発見につな
がっている。

根本的な事故の
因果関係モデル

目標

結果

分析における人間
（オペレーター）の
役割

分析におけるソフト
ウェアの役割

プロセス

ARP 4761 安全性評価プロセス

STPA 危険分析プロセス

事故は、部品の故障と誤作動に起因していると仮
定する。解析的な還元に基づく。

事故はシステム部品の挙動や相互作用の不適切な実
行に起因していると仮定する。システム理論に基づく。

部品故障、一般的な原因/モードの障害に関して
最も意識を集中する。

個々の部品障害と同じように、故障のない部品同士の
相互作用を含んだ、部品間の制御や相互作用にも焦
点を当てる。

機体レベルで、部品同士の限定された（ほとんど
が直接的な）機能的な相互作用を考慮する。

どのレベルでも、部品間の直接的な安全でない機能的
な関係性と同様に、非直接的な関係性も識別する。

安全性は、機能/部品の信頼性問題として扱わ
れる大きな段階である。

安全性は、信頼性とは異なる（そして、時に相反す
る）システム特性として扱われる。

安全性評価

危険分析

主として定量化されている、すなわち FAR/JAR
25. 1309 へのコンプライアンスである。定性分析
（例えば、CCA や DAL）は、確率を導くことがで
きないか適切でない場合に使用される。

定性的である。目標は、安全性評価というよりも、考え
られる危険の原因を割り出す（危険分析を行う）ことで
ある。機能的な（行動の）安全要件を作成し、システ
ム 9 と危険を誘引する部品設計の不備を割り出す。

システムや部品に対する確率的な失敗（信頼
性）の必要要件の作成。同様に、開発プロセス
中での定性的な機体レベルの必要要件と、設計
や実装の決定の結果として生じる必要要件の作
成。生じた必要要件は、高レベルの必要要件に
影響を与えるが、高レベルでの必要要件に対して
直接的にトレースできない。

機能的な安全性要件の作成。危険を引き起こす設計
不備の識別。

可能性（及び重大性）分析

最悪の事態の分析

物理的なシステム部品の故障に対応する場合を
除いて、乗員とその他のオペレーターは、分析には
含まれない。乗員の間違いは、ARP 4761 とは
独立して扱われ、ARP 4761 では対処されない。

乗員とオペレーターは、システムと分析に欠くことのできな
いものとして含まれる。

ソフトウェアに確率を指定しない。その代わりに、開
発保証レベル（DAL）を識別し、そのレベルを達
成するのに等しい保証の厳密さを仮定する。

ソフトウェア確率を指定しない。その代わりに、ソフトウェア
をコントローラー、ハードウェア、人間と同様の方法で扱
う。直接的で、非直接的にではなく、設計保証を通して
分析された危険の挙動に影響を与える。

ソフトウェア要件を完全で矛盾が無いと仮定する。

ソフトウェアやその他の部品に対して、ソフトウェア挙動に
関連したシステムハザードを除去し制御するために、機
能的な安全性要件を作成する。

安全性評価は、要素開発保障レベル
（IDALs）を通して実行されたエラーの必要性の
みを考慮する。

すべてのソフトウェア挙動は、可能性的に、どのようにシス
テムハザードに寄与するか決定することを考慮される。

コンセプトの形成段階で開始されうる反復のシステ
ム工学プロセス

コンセプトの形成段階で開始されうる反復のシステム工
学プロセス

DAL: Development Assurance Level、IDAL： Item Development Assurance Level
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6 列車制御システムのハザード分析（STPA／Airong Dong）
（1） CBTC システムのハザード分析
この研究では、列車の自動制御システムに対する STPA を使ったハザード分析を行っている。このシステ
ムは、コミュニケーションベースの列車制御システム（Communication Based Train Control：CBTC）と呼ば
れ、2014 年に JR 東日本がフランスのメーカーから導入を決定し45、2015 年には日立製作所が CBTC で有
名なイタリアの鉄道信号システムメーカーアンサルド STS 社を買収するなど、注目を集めている。従来の列
車位置検出システムが、レールに電流を流す軌道回路と呼ばれる方式を取っているのに対し、CBTC では、
列車が現在位置を無線で発信して位置を検出する仕組みとなっている。無線方式であれば列車の位置を詳
細に把握することができるだけでなく、地上設備を簡略化できるためコスト削減につながるといったメリットが
ある46。
ここでは、CBTC を使ったシステムに STPA を使ったハザード分析を行い、IEEE（電気電子技術者協会）
によって作られた CBTC の標準規格との比較を行っている。

（2） アクシデント、安全制約の識別
最初に、分析を行うシステムには以下のような前提が定められている。
 走行区間には、決められた最高速度が設定されている
 全ての列車には、決められた最高速度が設定されている
 列車には、運行に必要な信頼性の高い通信手段が用意されている
 位置情報を発信するトランスポンダーは、相対位置ではなく絶対位置を知らせる
 全ての列車には、追跡のため識別番号が振られている
アクシデントとハザードは以下のようになっている。アクシデントの A1、A2、A4 は、スピード超過に関係し
ており、A3 は連動装置、A5 は工事区間におけるスピード超過、A6 は列車のドアの開閉システムに関するも
のとなっている。
アクシデント
A1. 列車同士の衝突
A2. 列車と建造物の衝突
A3. 列車の脱線
A4. 列車と道路上の自動車の衝突
A5. 列車と作業員や作業用列車との衝突
A6. 列車のドアによる乗客へのケガ

45
46

http://response.jp/article/2014/05/24/223849.html
http://news.mynavi.jp/column/railway_it/059/
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ハザード
H1. 電車がスピード超過（A1、A2、A3、A4、A5）
H2. 連動装置47の取扱規則の違反（A3）
H3. ハザードによりドアが開く（A6）
これら 3 つのハザードには、それぞれ分析の対象となるシステムがあり、H1 は ATS System48、H2 は
Wayside controller49、H3 は Train-borne Controller50、となっている。STPA の分析では、これら 3 つのハ
ザードについての分析を行う。

（3） システムレベルのコントロールストラクチャ
図表 33 は、CBTC 全体のコントロールストラクチャとなっており、青の点線が ATS system、赤の点線が
Wayside controller、緑の点線が Train-borne Controller となっている。UCA と Causal factor の識別では、
分析対象となるコンポーネントに焦点を当てて、さらに詳しいコントロールストラクチャを作成している。

47

駅などで電車を安全に運行するための保安装置。信号や分岐器などが連動して動く。
自動列車停止装置。Automatic Train Stop の略。
49
線路の沿線上に置かれた制御用端末。
50
列車に搭載された車載システム。列車の様々な制御を行う。
48
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図表 33：CBTC のコントロールストラクチャ

51

出典：MIT

51

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Airong-thesis.pdf
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（4） UCA と Causal factor の分析
UCA と Causal factor の分析では、ハザードごとに分析対象となるシステムに焦点を当てたコントロール
ストラクチャを使用しており、プロセスモデルを統合したコントロールストラクチャとなっている。このコントロー
ルストラクチャに 11 個のガイドワードを使って、Causal factor を見つけ出している。
a. ハザード 1（電車のスピード超過）
以下はコントロールアクションと 4 つのガイドワードとなっている。記載されている UCA は、それぞれのハ
ザードにつながる UCA のみとなっている。ここでは、スピードを制限する機能を持つシステムは 3 つとなって
おり、ATS 内にある臨時速度制限（Temporary Speed Restriction：TSR）、列車を発車してもいいか判断を
行う Wayside controller、列車を決められた場所に停車させる Train-borne Controller の 3 つのシステムの
UCA を識別している。
ATS システム
コントロール
アクション
TSR

配置されていない

適切でない

TSR が配置されていない

早すぎる遅すぎる

長すぎる短すぎる

TSR の適用が遅すぎる

Wayside controller システム
コントロール
アクション

配置されていない

適切でない

早すぎる遅すぎる

長すぎる短すぎる

列車の絶対
位置情報

位置参照が列車に提供さ
れない

誤 っ た 位置 参 照が 列
車に提供される

列車が読み取る位置データが実
際の位置よりも早すぎるかまたは
遅すぎる

位置参照 が列車に
提供されないか、誤っ
た位置参照が提供さ
れる

列車の移動
に関する決
定権

列車が CBTC コントロール
下にあるときは、MAL（移
動権限の制限）は列車に
与えられない

誤った MAL が列車に
提供される

現在の列車位置で計算された
MAL の提供が遅すぎる

適切でない

早すぎる遅すぎる

Train-borne Controller システム
コントロール
アクション

配置されていない

緊急ブレーキ

緊急ブレーキが作動すべき
だが、作動しない

最高許容速
度
列車の現在
速度

緊急ブレーキの作動が遅すぎる
誤った最高許容速度
が提供される
誤 っ た 現在 速 度が 提
供される

長すぎる短すぎる
緊急ブレーキの停止
が早すぎる

最高許容速度の更新が遅すぎる
現在速度の更新が遅すぎる

図表 34 は、ハザード 1 のコントロールストラクチャとなっており、オレンジ色の枠が ATS、青の枠が
Wayside controller、緑色の枠が Train-borne Controller となっている。
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図表 34：ハザード 1（電車のスピード超過）のコントロールストラクチャ

52

出典：MIT

52

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Airong-thesis.pdf
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図表 35 は、ハザード 1 の TSR に関連した Causal factor を示したものとなっており、図表 36 はそれ以外
の Causal factor となっている。プロセスモデルを統合したコントロールストラクチャに 11 個のガイドワードを
使って分析を行った結果となっている。
図表 35：ハザード 1 の Causal factor（TSR のみ）

53

出典：MIT

53

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Airong-thesis.pdf
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図表 36：ハザード 1 の Causal factor（TSR 以外）

54

出典：MIT

54

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Airong-thesis.pdf
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b. ハザード 2（連動装置の取扱規則の違反）の UCA と Causal factor
以下はコントロールアクションと 4 つのガイドワードとなっている。記載されている UCA は、それぞれのハ
ザードにつながる UCA のみとなっている。
Wayside controller システム
コントロールアクション
Approach locking（接
近鎖錠55）を無効にする
Traffic locking（照査鎖
錠56）を無効にする
Route locking（進路鎖
錠57）を無効にする

配置されていない

適切でない

早すぎる遅すぎる

長すぎる短すぎる

条件を満たしていないにもか
かわらず、接近鎖錠が無効に
される。
条件を満たしていないにもか
かわらず、照査鎖錠が無効に
される。
条件を満たしていないにもか
かわらず、進路が開放されて
しまう。

図表 37 は、ハザード 2 のコントロールストラクチャとなっており、青の枠が Wayside controller となっている。

55

接近区間に列車が在るとき、信号機を停止現示にしても一定時分経過するまで分岐を行えないようにすること。
信号機や分岐の操作が行われた場合、他で操作できないようにロックする機構。
57
列車が信号機の指示する方向へ進入している場合、分岐を行えないようにする機構。
56
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図表 37：ハザード 2（連動装置の取扱規則の違反）のコントロールストラクチャ

58

出典：MIT

図表 38 は、ハザード 2 の Causal factor となっている。

58

http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Airong-thesis.pdf
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図表 38：ハザード 2 の Causal factor

59

出典：MIT
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c. ハザード 3（ハザードによるドアが開く）の UCA と Causal factor
以下はコントロールアクションと 4 つのガイドワードとなっている。記載されている UCA は、それぞれのハ
ザードにつながる UCA のみとなっている。
Train-borne Controller
コントロールアクション

配置されていない

適切でない

早すぎる遅すぎる

条件を満たしていないに
もかかわらず、扉の開放
が許可される。

扉の開放を許可する

長すぎる短すぎる
扉の開放の許可が長時
間出される。

Train Operator
コントロールアクション

配置されていない

早すぎる遅すぎる

長すぎる短すぎる

条件を満たしていないに
もかかわらず、扉が開か
れる。

扉を開く

扉を閉める

適切でない

列車が動いているにもか
かわらず、扉が閉められな
い。

図表 39 はハザード 2 のコントロールストラクチャとなっており、緑の枠が Train-borne Controller となって
おり、紫の枠が電車の操縦士となっている。
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図表 39：ハザード 3（ハザードによるドアが開く）のコントロールストラクチャ

60

出典：MIT

図表 40 は、ハザード 3 の Causal factor となっている。

60
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図表 40：ハザード 2 の Causal factor

61

出典：MIT
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（5） IEEE の標準規格との比較
CBTC の標準規格は IEEE 1474 によって定められており、都市部の鉄道開発では幅広く利用されている。
IEEE 1474 では少なくとも以下のハザードの識別と評価を求めている。
1. ハザードにつながるコンポーネントの識別（燃料、レーザー、毒物、など）
2. システム要素間の安全に配慮したインターフェイス（例：不注意なシステムの起動、火災や爆発事故を防
ぐインターフェイス）
3. 外部環境への配慮（例：騒音、温度、振動）
4. 運用、テスト、メンテナンス、組込みテスト、診断、緊急時における手順を明確にする
5. 施設や機器が設置されている区域における安全性を確実にし、トレーニングを行う
6. 安全に関連した設備、防護策、代替手段を用意する
7. システム、サブシステム、ソフトウェアにおける機能不全を識別し、原因やハザードの程度を調査する。ま
た、改善案を策定する。
STPA と IEEE 1474 を比較した場合大きく違う点は、STPA ではアクシデントやハザード状態から開始し、
設備や機械の不具合に個別から開始するのではないということが挙げられる。STPA はトップダウンアプロー
チでハザード状態に至りうるすべての causal factor を包含する。
STPA では部品や装置や機能の不具合を単独では考えず、コントロールストラクチャの各レベルにおいて、
不適切なコントロールアクションをもってシステム全体を考える。ハザードに焦点を当てているため、ハザード
の中に含まれる環境の変化やシステムの設計などの分析を行うという点で違いが見られる。
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7 自動走行システムのハザード分析（STPA／Matthew Seth Placke）
（1） 自動走行システム
この研究では、自動運転システムのハザード分析を行うことで、複雑な組み込みシステムと物理的なハー
ドウェアで構成される、サイバーフィジカルシステム（Cyber-Physical System：CPS）への STPA の有効性を
探っている。本項では、自動走行システムに使われる機能を持った 3 つのサブシステムについてハザード分
析を行う。例えば、その中の 1 つである Adaptive Cruise Control（ACC）は、車間制御機能を持ったクルー
ズコントロールシステムとなっており、車両の様々な場所にあるセンサーの情報を組み込みシステム使って
処理し、駆動や制動といった物理的な制御を行う。ACC のサブシステムにはアンチロックブレーキシステム
（ABS）も含まれており、十分な減速が出来ない場合には ABS が働く仕組みとなっている。このように複数の
システムが介在する場合、システム間のやり取りで矛盾がないか確認するために必要なテストを徹底的に行
うことは難しいと言える。同様に、複数のシステムによって生まれる相乗効果を予測することも難しいと言える。
STPA を使うことにより、システム間の矛盾を事故シナリオとして書き出し、分析を行う。
STPA を使って分析を行うシステムは、自動ブレーキシステムである Auto-Hold、アイドリングストップ機構
の Engine Stop-Start、クルーズコントロールシステムの Adaptive Cruise Control with Stop & Go（以下
Stop & Go）、の 3 つとなっている。この 3 つのシステムは最近の自動車に使われている機能というだけでな
く、安全性向上のためにそれぞれのシステムが補完しあう形となっている。また、本ケースでは、以下の条件
を前提にして分析が行われている。
 上記の 3 つのシステムは自動車の前後方向の運動に必要な機能であり、今回の分析ではステアリング
の操作による直接的な影響を受けないものとし、自動車の制御に影響が発生しない限り考慮しないもの
とする。
 分析対象となる自動車システムではオートマチックトランスミッション、電子パーキングブレーキ、油圧ブ
レーキシステムが搭載されているものとする。
この STPA を使った分析は、研究者である Matthew Seth Placke 氏が自動車メーカーと共同で行ったも
のとなっており、3～4 人のエンジニアとシステム設計者と一緒に分析を進めている62。

62

Seth 氏へのインタビューから。
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（2） アクシデントとハザードの設定
本ケースにおけるアクシデントとハザードの設定は上記 3 つのシステムで共通となっており、図表 41 と図
表 42 のように設定されている。
図表 41：自動走行システムのアクシデント
アクシデント

内容

A-1

2 台以上の車両の衝突

A-2

歩行者、自転車乗員、動物などへの衝突

A-3

木や舗道、ガードレールなどへの衝突

A-4

車両衝突以外での搭乗者への被害
63

出典：MIT を基に作成

図表 42：自動走行システムのハザード
ハザード

内容

関係するアクシデント

H-1

他の車両と安全な距離をとっていない

A-1

H-2

木や建造物、障害物と安全な距離をとっていない

A-2、A-3

H-3

車両が制御不能か回復不能に陥る

A-1、A-2、A-3、A-4

H-4

搭乗者が何らかの被害を受ける状態に陥る

A-4
64

出典：MIT を基に作成

Seth 氏によると、アクシデントの設定はスムーズに行えたものの、ハザードの設定では難航したと語って
いる。これは、アクシデントが喪失（loss）という明確な基準を持っているのに対して、ハザードの設定ではエ
ンジニアによって考え方が違うため、様々なアイデアを取りまとめる必要があったためである65。

（3） テンプレートのコントロールストラクチャ
コントロールストラクチャの構築においても、Auto-Hold、Engine Stop-Start、Stop & Go の 3 つのシステ
ムについて、それぞれ、3 者に共通するアーキテクチャから派生するようなコントロールストラクチャが作成さ
れている。これは、テンプレートとなる共通アーキテクチャの運転者、ソフトウェアモジュール、車体という 3 つ
の機能の関係性が対象とする 3 つのシステムにおいて同じであるためである。図表 43 は、テンプレートと派
生したコントロールストラクチャとなっている。

63

http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf
http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf
65
Seth 氏へのインタビューから。
64
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図表 43：3 つのコントロールストラクチャとテンプレート

テンプレート

Engine Stop-Start

Auto-Hold

Stop & Go

66

出典：MIT を基に作成

Seth 氏は、テンプレートを基にして 3 つのコントロールストラクチャを作成したのではなく、3 つのコントロー
ルストラクチャから共通点を見出してテンプレートの作成を行っている。STPA を使った分析の初期段階で
Auto-Hold、Engine Stop-Start、Stop & Go の 3 つのシステムに機能的な共通点があることがわかっていた
ものの、それぞれのシステムを正確に把握するために 3 つのコントロールストラクチャの作成から始めたた
めである。
66

http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf
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Auto-Hold、Engine Stop-Start、Stop & Go の 3 つのシステムについて分析を行ったところ、システムに関
連するインターフェイスとしてドライバーや車体といったものが共通していることから、ドライバー、ソフトウェア、
車体の 3 つのコンポーネントをテンプレートに使用している。機能的な面から見た場合も、各システムの階層
レベルが共通しているため、上からドライバー、ソフトウェア、車体という順番の階層になっている。また、ブレ
ーキ、アクセル、トランスミッションは、運転に必要な機能としてどの車にも搭載されていることから、テンプレ
ートの中ではこの 3 つの機能をコントロールアクションとフィードバックとして使用している。図表 44 はテンプ
レートのコントロールストラクチャとなっている。
図表 44：テンプレートのコントロールストラクチャ

⑥
②
③

⑤

④
⑤

⑦
①

⑧

67

出典：MIT

図表 44 中の番号で示す 3 つのシステムに共通なコントロールアクションとフィードバックは以下である。
共通なドライバーのコントロールアクション

① Brake Pedal Force：ドライバーがブレーキシステムを作動させるために、ブレーキペダルを踏む動作。
② Accelerate：ドライバーが車を加速させるためにアクセルペダルを踏む動作。エンジン制御ユニット
（ECU）はドライバーのこの動作をモニターしており、加速のための制御を行う。
③ Shift：ドライバーによって、オートマチックトランスミッションのギアレンジが P（Park）、R（Reverse）、N
（Neutral）、D（Drive）、L（Low）、のいずれかに選択されている。

67

http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf
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共通なフィードバック信号

④ Visual Cues：ドライバーが外部から得られる情報（自動車レーン、道路のコンディション、歩行者など）
⑤ Sensory Feedback：ドライバーが感じる車の動作（ハンドルの重さ、ブレーキをかけている時の減速の
具合、道路状況）
⑥ Dashboard Indicators：スピードメーター、タコメーター（回転速度計）、エンジンの温度、シートベルトや
エアバッグの異常サインなど。
⑦ Brake Pedal Feel：ドライバーがブレーキペダルを踏んだときのドライバーが直接感じる感触のフィード
バック。ブレーキペダルから伝わる感触に異常な振動があればブレーキシステムに異常があることがわ
かる。

⑧ Driver Presence：ドライバーが運転席に座っているかどうか。
図表 44 で、青で示されたブロックと線（コントロールアクション、フィードバック）は、Auto-Hold、Engine
Stop-Start、Stop & Go の 3 つのシステムで共通であることを示している。黒で示されたブロックと線の箇所
はシステムによって内容が異なる範囲となっており、ソフトウェアモジュールと関連するコントロールアクション
とフィードバックが置かれている。黒の点線で囲まれた範囲は車体を示しており、車体のサブシステムとして
ブレーキシステム（Braking System）と推進システム（Propulsion System）が配置されている。これらのサブ
システムも、サブシステムの内容も 3 つのシステムによって動的に変化するものとなっている。
コントロールストラクチャの構築では、最初にドライバー（Driver）、ソフトウェアモジュール（Software Module）、
車体（Physical Vehicle）のコンポーネントが配置され、その後にコントロールアクションとフィードバックが書
かれている。
この他、エンジニアと研究を行った際に、ブレーキランプの点灯によって外部からの影響が発生する可能
性があるため、フィードバックとして記入する必要があるのではないかという意見が出ている。外部からのフィ
ードバックについては様々な内容が考えられるため、それらを外部要因や他のドライバー（Environment &
Other Drivers）という 1 つのコンポーネントにまとめている。外部からのフィードバックといったものは前もって
考えることが可能であるため、通常、コンポーネントを最初に配置して、その後にコンポーネント間の関係性
を記入するという手順ではなく、先に関係性を決めておくことも可能だと Seth 氏は述べている。
Seth 氏は、暫定的なコントロールストラクチャ（informal control structure）を作成した後に、共通点を探し
出してテンプレートを作成することが効率のいいアプローチではないかと語っている。テンプレートを作成する
ことで、他のシステムのハザード分析のスタートポイントとして使うことができるなどの利点がある。図表 45
は Seth 氏の考えるテンプレートを使ったコントロールストラクチャの構築となっている。
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図表 45：テンプレートを使ったコントロールストラクチャの構築
各システムのコント
ロールストラクチャ
暫定的なコントロ
ールストラクチャ

テンプレート

68

出典：MIT を基に作成

（4） コントロールストラクチャの構築
a. Auto-Hold
Auto-Hold システムは、ブレーキを使って自動車の停止状態を維持するための機能となっており、自動車
がブレーキをかけて停止中となっていた場合、適切なブレーキを制御するために必要な適切なブレーキの圧
力をかける役割を持っている。Auto-Hold システムには、ABS システムや電子パーキングブレーキといった、
既存のブレーキシステムも使用している。図表 46 は、Auto-Hold システムのコントロールストラクチャとなっ
ている。

68

http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf
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図表 46：Auto-Hold のコントロールストラクチャ

②

④
⑤
⑥

③

69

出典：MIT

Auto-Hold システムのコントロールストラクチャでは、コントロールアクションとフィードバックに以下のような
項目が使われており、テンプレートの Software Module の範囲に適用されている。このコントロールストラク
チャでは、操作モードとコントロールアクションがコンポーネント間の指示やフィードバックに使われている。
操作モード
① HOLD-MODE： Auto-Hold システムがブレーキ圧の制御やパーキングブレーキの使用によって車体を
静止させている状態を HOLD-MODE と呼んでいる。RELEASE コマンドが Auto-Hold システムから出
されると HOLD-MODE が解除される仕組みとなっている。
② Auto-Hold ENABLED/DISABLED： いつでも ENABLED/DISABLED でき、始動時は DISABLED。ドラ
イバーが車のダッシュボードにあるボタンを押して Auto-Hold システムをオンにした場合に Auto-Hold
システムが ENABLED となり、Auto-Hold システムがタイヤの回転数や速度のデータを確認して
HOLD-MODE を作動させる仕組みとなっている。

69
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コントロールアクション
③ HOLD コマンド： ブレーキを使って静止状態を保つために、必要なブレーキ圧をブレーキシステムに出
すための制御指示。Auto-Hold システムが ENABLED になっており、ブレーキペダルを使って車が静止
状態にされたとき、HOLD が発行されて現在のブレーキ圧をモニターし、システムを HOLD-MODE にす
る。
④ ADDITIONAL PRESSURE コマンド： HOLD-MODE の状態にもかかわらず車が動き出した場合、車の
静止状態を保つためにブレーキシステムへブレーキの圧力を増やすための制御命令。
⑤ RELEASE コマンド： HOLD-MODE の状態の時に、ブレーキ圧力を下げ、通常のブレーキ操作に戻す
ための制御命令。次の条件がそろった場合に出される。
1) 車を動作させるために十分な推進力が推進システムから出された。
2) 他のシステムが車の状態を保持している。
⑥ APPLY EPB コマンド： HOLD-MODE の状態で電子パーキングブレーキを動作させるための制御指示
だが、本分析の想定外のケースとして設定している。
b. Engine Stop-Start
Engine Stop-Start（ESS）は、車両静止中にアイドリングのエンジンを停止させることにより、燃料消費と排
気を低減するよう設計された機能となっている。車両が完全に停止すると、エンジンが自動的にオフになり、
動作が再開する前に自動的に再スタートを行う。図表 47 は、Engine Stop-Start のコントロールストラクチャ
となっている。
図表 47：Engine Stop-Start のコントロールストラクチャ

70

出典：MIT
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コマンド：
STOP コマンド： ブレーキペダルの使用により車両が静止すると、Auto-Stop が出され、エンジンがシャットダ
ウンする。
RESTART コマンド： システムが AUTO-STOPPED の状態で、ドライバーが動きを開始させた場合（現在は、
ブレーキペダルを放す）または動力の必要が生じた場合に、RESTART が出され、エンジンが再スター
トする。
システムモード：
AUTO-STOPPED モード： STOP コマンドが出されると、システムは AUTO-STOPPED モードになる。この
モードではエンジンがオフであり、システムは、運転者の再スタートのトリガ（ブレーキの開放）か、また
はバッテリー供給を超える動力の必要が生じるのを待つ。
ENABLED/DISABLED モード： ESS 機能は、車両設定においてオフラインで使用可能または使用不可
に設定することができる。使用可能（ENABLED モード）のとき、ESS コンピューターモジュ
ールは運転中に車両が静止状態になったときに、トリガを待つ。
c. Adaptive Cruise Control with Stop & Go （Stop & Go）
Stop & Go の機能がついたアダプティブクルーズコントロール（Adaptive Cruise Control：ACC）は、従来
のクルーズコントロール機能の強化版である。従来のクルーズコントロールでは、運転者は車両が維持すべ
き速度を設定することができ、これによって足をアクセルペダルから離すことができる。従来のクルーズコント
ロールシステムでは、運転者は速度を設定できるほか、設定速度の小刻みな増減、アクセルペダルを使った
一時的な加速（追い越しの際など）、ドライバーコントロールまたはブレーキペダルを用いたクルーズコントロ
ール機能解除ができるようになっている。
ACC はこの従来のアーキテクチャ上に構築されるもので、同じ走行レーンにいる前方車両またはその他
の物体に対する距離を、インテリジェントに考慮に入れて対処するようになっている。車両の前部にレーダー
が取り付けられており、これが標的距離とその変化率をコントローラーに報告し、コントローラーはこれを制
動・推進力システムに利用して、安全な車間距離を維持することができる。この機能によるコントロールで、運
転者は速度だけでなく、望ましい車間距離も変更することができる。 Stop & Go はさらにこのアーキテクチャ
の上に構築されるもので、ACC システムにより、標的車両の後を追って、車両が完全に停止し、また動きを
再開することができる。これは、少し進んでは止まるような交通状況で使用することを想定しており、車両は
一時的に完全に停止した後、周囲の車両に応じて前進することができる。図表 48 は、Stop & Go のコントロ
ールストラクチャとなっている。
Stop & Go は以下に示すコマンド、システムモードがある。
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図表 48：Stop & Go のコントロールストラクチャ

71

出典：MIT

コマンド：
ENGAGE コマンド： Stop & Go 機能がアクティブ （使用可能） になっている場合、ステアリングコラム上また
は近くにあるボタンを使って、運転者が作動させることができる。この機能が作動すると、現在速度を目
標速度として、指定された間隔要件を満たしながら設定速度を維持するように、車両速度の制御を開始
する。
ACCELERATE コマンド： システムが使用可能になっているときは、推進力システムを用いて車両を加速す
ることができる。このレベルでは、加速の手段（一定か、段階的か、またはその他か） は特定されていな
い。
DECELERATE コマンド： システムが使用可能になっているときは、制動システムを用いて車両を減速するこ
とができる。このレベルでは、減速の手段 （一定か、段階的か、またはその他か） は特定されていない。
CANCEL コマンド： このコマンドで機能が解除され、車両速度に対するコントロールと影響がなくなる。
システムモード：
CRUISE モード： ENGAGE コマンドが出されると、システムは CRUISE モードになる。このモードでは、キャ
ンセル基準のいずれかに該当するか、または車両を止めるまで、Stop & Go モジュールが車両速度の
コントロールを行うことができる。
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ENABLED/DISABLED モード： Stop & Go 機能は、ステアリングコラム上または近くにある運転者コントロー
ルによって、使用可能または使用不可にすることができる。使用可能のとき、Stop & Go コンピューター
モジュールは、ENABLE コマンドによるトリガを待つ。

（5） Causal factor と事故シナリオの識別
本ケースにおける Causal factor と事故シナリオの識別では、コントロールストラクチャ内で使われたコント
ロールアクションを対象に行っている。事故シナリオの作成は UCA の一部のみとなっており、Seth 氏による
と、事故シナリオの識別はシナリオベースで作成されたものとなっており、技術的な分析を用いて作成された
わけではないということである。
a. Auto-Hold
図表 49 は、Auto-Hold システム（以下 AH）のコントロールアクションに対する UCA となっている。コントロ
ールストラクチャで使われた Hold、ADDITIONAL-PRESSURE、RELEASE、APPLY EPB、の 4 つに対して
適用されている。UCA-AH-X は UCA の番号を指しており、[H-X]は、関連するハザードとなっている。
図表 49：Auto-Hold の UCA
コントロール
アクション

配置されていない

適切でない

早すぎる/遅すぎる

UCA-AH-1：AH が作動
しており、ブレーキペダルを踏
んで車が停止状態であるに
もかかわらず、HOLD が出さ
れていない [H-1,2,3]

UCA-AH-2： 車が加
速中に HOLD が出てし
まう [H-1,3]

UCA-AH-3：ドライバーが
AH をオフにしているにもかかわ
らず、HOLD が出されてしまう
[H-1,2,3]

UCA-AH-4： AH が
DISABLED 状態であ
るにもかかわらず、
HOLD が出されてしまう
[H-1,3]
UCA-AH-6： AutoHold が ENABLED 状
態で、車が静止してい
ないにもかかわらず、
HOLD が出されてしまう
[H-1,3]
UCA-AH-9： HOLD
モードになっていないの
に、ADDITIONALPRESSURE が出され
る [H-1,3]

UCA-AH-5： 十分なトルク
が得られているにもかかわら
ず、HOLD が出されてしまう
[H-1,2,3]

Hold

ADDITIONALPRESSURE

UCA-AH-8： HOLD モー
ドで車両がスリップ状態であ
るにもかかわらず、
ADDITIONALPRESSURE が出されない
[H-1,2,3]

UCA-AH-10： ブレー
キのスペックを超える
ADDITIONALPRESSURE が出され
る[H-3]
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UCA-AH-7：静止に必要な
時間が経っていないにもかかわ
らず、HOLD が出されてしまう
[H-1,3]

長すぎる/短すぎる
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RELEASE

APPLY EPB

UCA-AH-11： ドライバー
のアクセルペダルの操作によ
って十分なトルクが出ている
にもかかわらず RELEASE
が出されない [H-1,2,3]
UCA-AH-14： ドライバー
が AH をオフにしている状態
で、RELEASE が出ない
[H-1,3]
UCA-AH-15： 十分なブ
レーキやトルクが発生してい
ない状態でドライバーが AH
をオフにしているにもかかわら
ず、APPLY EPB が出され
ない [H-1,2,3]

UCA-AH-12：HOLD
モードの状態でドライバ
ーが十分なトルクを指
示していないにもかかわ
らず RELEASE が出さ
れる[H-1,3]

UCA-AH-13： 十分なトル
クが発生する前に RELEASE
が出される[H-1,3]

UCA-AH-16：
HOLD モードになってい
ないのに、APPLY EPB
が出される[H-1,3]

72

出典：MIT を基に作成

次のステップとして Causal factor を識別する。図表 11 などにも現れるコントロールループの単純で汎用
的なモデルは以下であり、

この例の分析で用いるようにガイドワードを付加し、詳細にしたものが図表 50 である。これは、Auto-Hold
のコントロールアクション ADDITIONAL-PRESSURE の UCA に対する Causal factor の特定に焦点を当て、
UCA-AH-8 の(1)～(5)の項目に潜在する事故原因を分析したものとなっている。
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図表 50：Auto-Hold の Causal factor

Component/Link

UCA-AH-8 に至る関連 Causal factor

(1) AH のブレーキ圧（ADDITIONAL
PRESSURE）に関するアルゴリズム

 タイヤの回転数に応じて Process Model が変化しているにもかかわらず、
アルゴリズムの対応が追い付いていない

(2) Process Model
ホイールの回転： [Yes, No]
（Wheels Rotating）
HOLD-MODE： [Yes, No]

 AH が複数のホイール速度センサーのデータを正しく処理できておらず、車
両がスリップしているか検知できていない。
 HOLD モードであるにもかかわらず、AH コンピューターが再起動して
HOLD モードを初期化（HOLD モード：[No]）し、車両を保持できなくな
ってしまう。

(3) Sensors
ホイール速度センサー
（Wheel Speed Sensors）

 ホイール速度センサーの経年劣化による腐食や接続不良によって、車両の
スリップが検知できなくなる。
 ホイール速度センサーから戻ってくるデータが十分でない。
 ホイール速度センサーが小さい/ゆっくりとした変化を検知できない（例：非
常にゆっくりとしたホイールの回転を検知できない）

(4) Controlled Process
ブレーキ圧
ホイール回転

 ブレーキシステム内のシールの経年劣化によって、車両を保持できるだけの
ブレーキ圧を維持できない
 ブレーキラインが気候や塩分、摩耗などによって劣化し、最大圧に耐えるこ
とができない

(5) Actuator
ABS ポンプ

 ポンプが物理的に経年劣化し、初期の最大圧に到達できない
 ポンプのシールが劣化して圧力を増加したときに液漏れし始める
 ポンプが、要求された圧力に到達するだけの十分な電力供給がない
 ポンプがブレーキ圧の増加を止めず、油圧システムの健全性が損なわれる
73

出典：MIT を基に作成
73

http://sunnyday.mit.edu/papers/placke-thesis.pdf

- 84 -

STAMP 手法に関する調査報告書

b. Engine Stop-Start
図表 51 は、Engine Stop-Start システムのコントロールアクションに対する UCA となっている。コントロー
ルストラクチャで使われた RESTART、STOP の 2 つに対して適用されている。UCA-AH-X は UCA の番号
を指しており、[H-X]は、関連するハザードとなっている。
図表 51：Engine Stop-Start の UCA
コントロール
アクション

RESTART

配置されていない

適切でない

早すぎる/遅すぎる

UCA-ESS-1：システム
が AUTO-STOPPED の
状態でドライバーがブレー
キを解除しているにもかか
わらず、RESTART が出
されない[H-3]
UCA-ESS-4：重要な動
力が推進機関以外から必
要であるにもかかわらず、
RESTART が出されない
[H-3]

UCA-ESS-2：車が
AUTO-STOPPED の
状態ではないのに、
RESTART が出される
[H-1,2,3]

UCA-ESS-3：静止時にドラ
イバーがブレーキを解除した状
態から既定の時間内に
RESTART が出されない

長すぎる/短すぎる

UCA-ESS-5：スタータ
ーにダメージを与える可
能性があるにもかかわら
ず、エンジン動作中に
RESTART が出される
[H-3]

UCA-ESS-6：再始動を
行う条件が整っているにも
かかわらず、RESTART
の制御指示が出されない
[H-3]

STOP

UCA-ESS-7： ドライ
バーがブレーキを使って
いるが、まだ車両が停止
していないにもかかわら
ず、STOP が出される
[H-1,3]
UCA-ESS-9：
RESTART するために
必要な動力がないにも
かかわらず、STOP が出
される [H-3]

UCA-ESS-8：車両が静止
状態になる前に、STOP が出
される[H-1,3]

74

出典：MIT を基に作成

図表 52 では Engine Stop-Start のコントロールアクション RESTART の UCA に対する Causal factor の
特定に焦点を当て、UCA-ESS-1 の(1)～(5)の項目に潜在する事故原因を分析している。
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図表 52：Engine Stop-Start の Causal factor

Hazardous Scenario

Associated Causal Factors Leading to UCA-ESS-1

(1) ESS RESTART コントロールアルゴリズム

 アルゴリズムはバッテリー電圧低下を正確に予測できず、スターターを起動させ
ることができない。

(2) Process Model
ESS ENABLED： [Yes, No]
AUTO-STOPPED： [Yes, No]
運転手が存在するか： [Yes, No]
PRNDL： [P,R,N,D,L]
燃料供給ペダル：
[踏まれている, 踏まれていない]
車両停止： [Yes, No]
再スタート可能か： [Yes, No]
補助動力の必要： [High, Low]

 ESS は、様々なブレーキシステムからの入力が組み合わされた場合、車両停
止を正しく捉えることができず、車両が停止していなくても停止しているものと判
断する。
 補助動力の必要性は監視されていないか、または十分に予測されておらず、
コントローラーは、この値が High であるべきときに Low を報告し、再スタートが
できなくなる。

(3) センサー
アクセルペダルセンサー
運転手センサー
ホイール速度センサー
トランスミッションフィードバック
バッテリー充電量センサー
電力バスセンサー

 ブレーキセンサーが故障または誤った値を報告し、これによってブレーキ開放が
捕捉されず、ESS は動きを待機しない。
 ノイズが適切にフィルタされず、ブレーキ解除が識別されない。
 センサーが、十分に小さな値やゆっくりした変化を検出しない。例えば、ブレー
キセンサーがペダル位置の小さな変化を検出せず、これによって車両がスリップし
始めてしまう。

(4) 制御プロセス
エンジン

 時間経過によってエンジン性能が変化し、実際のトルクが、ESS アルゴリズム
で想定されている値に一致しない。
 始動時にエンジンが点火に失敗し、車両が横揺れする。
 エンジンに適切な燃料混合気が供給されず、始動できない。
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 天候や曝露により時間経過とともにスターターが劣化し、RESTART コマンド
が実行されない
 過剰なサイクルによりスターターが劣化する
 スターターが、許容可能な時間（TBD 秒）以内に作動しない。
 ESS が RESTART コマンドを出しているときに、運転者が車両をオフにしよう
とする。

(5) アクチュエーター
エンジンスターター

75

出典：MIT を基に作成

c. Stop & Go
図表 53 は、Stop & Go システムのコントロールアクションに対する UCA となっている。コントロールストラ
クチャで使われた ACCELERATE、DECELERATE の 2 つに対して適用されている。UCA-AH-X は UCA
の番号を指しており、[H-X]は、関連するハザードとなっている。
図表 53：Stop & Go の UCA
コントロール
アクション

ACCELERATE

配置されていない

適切でない

早すぎる遅すぎる

長すぎる短すぎる

UCA-SG-2：他の車両
や障害物が TBD の率/
経過で近づいているにもか
かわらず ACCELERATE
が出される
[H-1]

UCA-SG-3：設定さ
れた速度で走行してい
るにもかかわらず
ACCELERATE が出さ
れる [H-3]

UCA-SG-4：ACC が
作動し始める前に
ACCELERATE が出さ
れる [H-1,2,3]

UCA-SG-5：車両が設
定された速度を越えてい
るにもかかわらず
ACCELERATE が長く
出されてしまう[H-1,3]

UCA-SG-6：前方の
車との車間距離が既定
の最小安全距離よりも
短いにもかかわらず
ACCELERATE が出さ
れる[H-1]

UCA-SG-7：ACC が
作動して速度が設定さ
れているにもかかわらず、
ACCELERATE が遅す
ぎる [H-1,3]

UCA-SG-8：前方の車
との車間距離が定められ
た間隔よりも短いにもか
かわらず、
ACCELERATE が長く
出されてしまう [H-1]

UCA-SG-9：車両が
軌道上の障害物と
TBD 内の率/経過で接
触するおそれがあるにも
かかわらず
ACCELERATE が出さ
れる[H-1,2]
UCA-SG-10：静止し
た状態で、ドライバーが
車両を動かしても安全
と指示していないにもか
かわらず
ACCELERATE が出さ
れる[H-3]
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UCA-SG-11：ACC
が作動していないにも関
わらず、
ACCELERATE が出さ
れる[H-3]
UCA-SG-12：の大き
な変化率で間隔が狭く
なっているにもかかわらず
ACCELERATE が出さ
れる [H-1,2,3]
UCA-SG-13：同じレー
ンの前方に障害物があり、
間隔の変化率が負である
にもかかわらず
DECELERATE が出され
ない[H-1,2]

UCA-SG-14：唐突に
DECELERATE が出さ
れ [H-1,3,4]、 UCASG-13 の設計と干渉
する

UCA-SG-15：障害物
が検知されたにもかかわ
らず DECELERATE が
遅すぎる [H-1,2]

UCA-SG-16：車両の
減速が十分でないにもか
かわらず、
DECELERATE の適用
が短すぎる[H-1,2,3]

UCA-SG-17：間隔の
変化率が増加せずに、前
方の車両に最小安全車
間距離よりも接近している
にもかかわらず
DECELERATE が出され
ない [H-1]

DECELERATE

UCA-SG-18：障害物と
の距離が TBD の率/経
過より速く狭くなっているに
もかかわらず
DECELERATE が出され
ない [H-1,3]

UCA-SG-19：車両の
速度低減が大きすぎて
道路の混雑状況に適し
ていないにもかかわらず
DECELERATE が出さ
れる [H-1,3]
UCA-SG-20：ACC
が作動していないにもか
かわらず
DECELERATE が出さ
れる [H-3]
UCA-SG-21：前方に
障害物が検知されてお
らず、ドライバーが指示
を出していないにもかか
わらず DECELERATE
が出される[H-1,3]
76

出典：MIT を基に作成

図表 54 では Stop & Go のコントロールアクション ACCELEREATE の UCA に対する Causal factor の
特定に焦点を当て、UCA-SG-9 の(1)～(5)の項目に潜在する事故原因を分析している。
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図表 54：Stop & Go の Causal factor

Component/Link
(1) SG ACCELERATE コントロールアルゴリズム

UCA-SG-9 に至る関連 Causal factor
 アルゴリズムは全ぽの障害物までの接近距離と率を正確に計算できない。
 ACC w/SG 作動時に対象が近すぎて識別、計算、緩和できない。

(2) プロセスモデル
ACC 作動： [Yes, No]
ACC 停止： [Yes, No]
運転手が存在するか： [Yes, No]
PRNDL： [P,R,N,D,L]
運転ペダル入力： [Yes, No]
対象ロック： [Yes, No]
距離 ≧ 閾値： [Yes, No]
速度 ≧ 閾値： [Yes, No]

 コントローラーは、対象にロックオンできず、衝突を予期できない。
 距離の閾値が不正確で車両が対象に接近しすぎることを許す。

(3) センサー
アクセルペダルセンサー
ブレーキペダルセンサー
ホイール速度センサー
レーダー
運転手存在センサー

 道路と天候の条件によって、レーダーが対象を検出できない。
 衝突を避けるだけの十分な間隔でレーダーのデータが返されない。
 ノイズが十分除去されておらず、小さな対象が識別されていない。

(4)被制御プロセス
ホイール速度

 タイヤのトレッド（地面と接触する部分）が粗悪で減速のための十分な摩擦
がない
 再調整なしでタイヤサイズを変更することでホイール速度の読出しが偏位し、
接近距離の計算に誤差を生じる。

(5) アクチュエーター
ブレーキシステム

 ブレーキが経年劣化（アラインメント、パッド、シール、油圧ライン）し、初期の
性能を合わなくなる。
 ブレーキ力が必要な減速に十分応じていない。
77

出典：MIT を基に作成
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8 Leveson 教授へのインタビュー議事内容とりまとめ
（1） 開催概要
本調査にあたっては、分析の手順を詳細に記載するため、ガイドワードの適用や要因を得る過程など文献
からは読み取りにくい点について、各事例の研究者に直接ヒアリングを行っている。さらに、STAMP 研究全
般を通じて、その観点も含めて Nancy Leveson 教授にインタビューを実施している。
 開催日： 2014 年 12 月 11 日（木）
 場所： マサチューセッツ工科大学
ワシントンコアの調査者と IPA NY 事務所、IPA/SEC が参加し、（2）に示すように、STAMP の最新動向の
説明を受け、下記の討議を行った。
 全体に関する討議事項として、
 産業活動やビジネスへの導入状況、結果や課題など
 欧州、他地域での動きや取組状況
 システムの設計・開発・構築段階における活用事例
 手法に関する討議事項として、
 コントロールストラクチャの作成法に関するもの（階層化なども）
 CAST 分析の方式と適用事例
 ガイドワードの適用方法や指針に関するもの
 小規模の組込みシステムで複雑なソフト制御への適用例
 STAMP 手法の形式化の動向について
 従来のハザード分析法（FTA、FMEA、HAZOP など）との比較

（2） 議事内容
a. 近年の STAMP の動向
産業界における STAMP の導入状況
 さまざまな産業界において STAMP を取り入れる動きが活発化してきている。とくに最近では自動車関
係の企業の取り入れが目覚しい。例えば、GM、Ford、米高速道路交通安全事業団（National Highway
Traffic Safety Administration：NHTSA）、日産、ユニバンスなどが導入している。日産は機能間の衝突
や矛盾の影響による発生するハザード識別の研究に興味を持っている。
 医療分野では、医療機関における労協環境の管理、幼児の監視システム、放射線を利用した医療機器、
手術ロボット Da Vinci などに使われている。Electronic Health Record（電子カルテ）のシステムにはオ
ランダの企業で STPA を使用しているケースがあり、デンマークの糖尿病の製薬会社からもコンタクトが
来ている。製薬会社の場合は、臨床試験における安全管理に応用するケースが見られる。
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 日本では JAXA（宇宙航空研究開発機構）が最初に STAMP を導入した組織となっており、10 年近く
STAMP を使用し続けている。JAXA と JAMSS（有人宇宙システム株式会社）は宇宙ステーション補給
機「こうのとり」（H-II Transfer Vehicle：HTV）に STPA を使用しており、最近では事故分析も行っている。
 福島第一原発の安全管理について Florida Institute of Technology の Research Assistant が STAMP
を使った分析を行っている。
 ブラジルの航空管制システムや、次世代の航空管制システムのハザード分析に使われている。キャセイ
パシフィック航空や米空軍では飛行機の運用手順の分析に使われており、ボーイングでは労働環境の
安全管理に STPA が使われている。
Leveson 教授の研究室における STAMP 研究の動向
 Automating STPA：John Thomas 氏により進められている STPA の自動化ツール。安全要件（safety
constraints）の作成を自然言語から自動化させる取り組みは完成しており、次のステップが進められて
いる。
 STECA（Systems-Theoretic Early Concept Analysis）：システムの安全要件やモデルを作成するため
の手法であり、システムのコンセプトが書かれた英文ドキュメントから、必要な安全要件を自動作成する。
システム構築の初期段階である安全要件を確実にすることで、システム設計における潜在的なハザード
と改善案の識別が可能となる。このため、このツールは STPA の自動化ではなく、STPA の最初のステ
ップ（安全要件）を確実なものにするためのものとなっている。また、安全要件を策定する段階では建設
などが一切行われていないため、コストを抑える利点もある。
システムの改善は、設計、構築、運用など、後になればなるほどコストが大きくなるため、いかにコンセプ
トや要件の段階で安全性を組み込むかが重要となる。FTA などは設計が出来ていることが必要だが、
STPA や、Cody Fleming 氏の STECA は、コンセプトからのハザード分析が可能となっている。図表 55
はシステム設計の変更が必要なタイミングとコストの関係を表したものとなっており、システムの設計、構
築、運用へと進むにつれてコストが増えていく。
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図表 55：システム設計変更のタイミングとコストの関係

STPA
STPA-Sec
STECA
出典：当日配布された資料に基づく

STECA を使うことで、安全要件に必要な情報の欠落、不一致、矛盾、脆弱性、リスクなどの識別が可能
となる。現在、軌道ベース運用（Trajectory based Operation：TBO）と呼ばれる、ソフトウェアを使った次
世代の航空管制システムの分析で実験的に使われている。
ドキュメントを使った安全要件の作成を行うため、ドキュメントそのものの確実性を考慮する必要がある
が、様々な観点から作成した外部向けの資料などを使うことで、確実性の高いシステム要件の作成が可
能となる。システムのモデルからドキュメントを作成することも可能となるため、モデルとシステム要件の
一貫性を確保することが可能となる。
 STPA-Sec：サイバーセキュリティを目的とした STPA の活用。通常の STPA との違いは、セーフティが
意図しない（unintentional）事故を防ぐことが目的であるが、セキュリティは悪意を持った意図した
（intentional）攻撃による事故を防ぐことが目的となっている点である。この 2 つは意図した事故かどうか
が違いとなっているが、事故による喪失（loss）を防ぐことは共通しているため、STPA を応用することが
可能となっている。
例えば、システム上のどのサービスを防御し、どのような防御策を講じるかという点を考える。その場合、
ネットワークへの侵入を完全に防ぐのは不可能と言えるため、ネットワークに侵入されても攻撃者が何も
出来ない環境を構築するという方法がある。図表 56 はサイバーセキュリティとコストの関係を表したもの
となっており、STPA-Sec を使うことで、物理的なシステムへの改善案だけでなく、ハザードを回避するた
めに必要なシステムのコンセプトや設計まで作ることが可能となっている。
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図表 56：サイバーセキュリティとコストの関係

出典：当日配布された資料に基づく

DoD の Red Team と呼ばれるセキュリティ専門家のチームが、実際に運用しているシステムの監視78に
STPA-sec を使ったところ、セキュリティの分析に非常に有効だったという反応が出ている。通常の手法
では 3 つのサーバーを保護する必要があるという結論が出ているが、STPA-sec の分析からは 2 日お
きに 1 つのファイルのダウンロードを監視するだけで十分ということがわかっている。物理的なセキュリテ
ィ（Physical security）についての研究も、サンディ研究所などで進められている。
 オペレーターとインターフェイスへの応用：人的要因（オペレータによるもの）や機械のデザインについて
の分析への STPA の応用。人的要因は確率的に起こるものではなく原因の潜在によって発生するため、
確率論を使った FMEA のようなハザード分析では確実に発見することはできない。このため STPA を使
った人的要因や機械のインターフェイスへの応用を行っている。
 この他、Leading Indicator（兆候）、労働環境の安全管理、運用手順、機能間の不整合（矛盾）といった
テーマの研究を進めている。また、STPA を確実に行うためのトレーニングの資料や、新しい本の準備も
行われている。
その他の STAMP に関連した動き
 STAMP ワークショップには毎年 25 カ国から 250 人の参加者が集まっている。
 STPA のハザード分析を支援するツールとして、Volpe 79 の SafetyHat、シュトゥットガルト大学の ASTPA などがある。

78
79

Space surveillance と呼ばれるサイバー空間の監視。
The National Transportation Systems Center。米国運輸省傘下にある研究機関。
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 中国語の「Engineering A Safer World」は翻訳が完了している。日本語版の翻訳はストップしており、翻
訳者を探している途中となっている。
General Discussion
 従来の事故モデルが電気機械を対象として作られたものであり、近年のソフトウェアシステムを中心とし
たシステムに対応できていないことが理由と言える。
 ソフトウェアの事故のほとんどは、コーディングのエラーなどの実装の問題ではなく、要件設定に起因し
ている。これまでにコーディングエラーが原因の事故は見たことはなく、ソフトウェアに正しい要件を用意
できるかが重要と言える。
 FMEA は故障などのシナリオを見つけることができ、FTA は安全でない状況のシナリオを見つけること
が可能だが、STPA は両方のシナリオに対応している。
 Electric Power Research Institute（EPRI／電力中央研究所）による原子力発電所のハザード分析では、
複数の学生が FTA、FMEA などの専門家などと一緒に分析を行ったところ、STPA は、わずか 2 週間80
で最も多くの事故シナリオを発見することができた。それ以上に特筆すべきことは、STPA の分析を行っ
たのは原子力に関する知識を持っていない学生が行っているということである。リコールとなった医療機
器の事故分析でも、チームで 1 年を要した FMEA が 75 の（そのリコールに至ったシナリオは見つけら
れなかったが）事故シナリオを発見したのに対し、STPA は 1 人の学生が 2 週間で 175 の事故シナリオ
を発見している。さらに、その中の 9 個は当該リコールに関わる危険な振舞いに至るものであった。
STPA は非常に少ないリソースかつその分野の真の専門家でない担当者でも、効果的なハザード分析
（事故分析）を行うことが可能となっている。Ford で実際に使用しているシステムの分析では、FMEA や
FTA は、STPA から得られる分析の一部に過ぎなかったというコメントも出ている。
 FTA を扱うのは難しいため、通常、エンジニアではなく FTA の専門チームが分析を行うことが多い。
STPA はエンジニアに理解しやすいように造られているため、システムを熟知しているエンジニア自身が
分析を行えるようになっている。事実、JAXA では設計したエンジニア自身が分析を行っている。

b. STAMP の導入手順について
コントロールストラクチャの作成方法について

 最初にシンプルな、ハイレベルのコントロールストラクチャを作成し、下の階層へとズームして詳細なコン
トロールストラクチャを作成していく。図表 57 はコントロールストラクチャを詳細化した例である。ハイレベ
ルのコントロールストラクチャの作成から始めた方が大型のシステムを把握しやすくなり、目的に合わせ
てコントロールストラクチャを作成することが可能となる。これは、FMEA などのボトムアップ方式と違って
STPA はトップダウン方式なので、安全性が満たされる（ハザードが見つかる）下位レベルのシステムを
見ていく必要があるためである。
80

週に 3 時間ほどの研究を 3 ヶ月（1 クォーター）に渡って取り組んでおり、実質 2 週間ほどの取り組みとなっている。
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コントロールストラクチャは目的に合わせて作成されるため（目的によって分析が変わるため）、作成する
人によって異なったものが出来上がる。このため、作成されるコントロールストラクチャが 1 つとは限らな
い。
図表 57：放射線医療機器のコントロールストラクチャ
Treatment Definition – D1
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出典：当日配布された資料に基づく

コントロールストラクチャの粒度は、問題の解決ができる段階（解決策が見つかるレベル）まで作成する
必要がある。ほとんどの場合は、深い階層まで作成しなくても問題が解決することが多く、必要に応じて
他の場所を掘り下げていくことも必要と言える。ミサイル基地のシステムの例（図表 58）では、複雑なコン
トロールストラクチャでなくても、必要なソフトウェアの要件が抜けていたことを発見している。
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図表 58：ミサイル基地のコントロールストラクチャ
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出典：当日配布された資料に基づく

 システムの知識がないために下位レベルのコントロールストラクチャを作ることが難しいこともあるため、
すべてのハザードを見つけるのではなく、アクシデントにつながる重要度の高いハザードを見つけていく
必要がある。ガイドワードの適用を行った後に、より下位レベルのコントロールストラクチャが必要であれ
ば、戻って作成を行う。
 CAST の場合は物理レベル（下位レベル）からシステムレベル（高レベル）へと、ボトムアップで構築を行
う。これは、完全なコントロールストラクチャを作成するのではなく、必要な部分だけに焦点を当てていくだ
けでいいためである。また、ボトムアップで構築していくことにより、事故が起きた原因が「なぜ」という説
明を作っていくことが可能となる。空港で離陸用滑走路の取り違えにより発生した事故では、根本的な原
因は地図の間違えにあったため、地図を作成した企業、航空管制、FAA と加えていっている。
コンポーネント間のやりとりを見るために上や下に見ていく場合もある。システムの再設計（改善
策）を考える場合、原因となる箇所に戻ってボトムアップで分析を行うことで、「なぜ」という原因を改めて
探ることが可能となる。
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 学生の 1 人81がコントロールストラクチャの作成をステップごとに行える方法を編み出しており、1 月には
論文が出てくる予定となっている。
ガイドワードの適用について
 ガイドワードの適用は STPA Step1 のテーブルに記載した全ての UCA（Unsafe Control Action／安全
でないコントロールアクション）に適用していく。ガイドワードの適用により事故シナリオへとつながるが、
システムやその分野の専門知識があればよりスムーズな分析が行える。このステップでは、ガイドワード
の適用にだけを目的とするのではなく、UCA がなぜ発生したかという点を考えながら進めえる必要があ
る。
図表 59：ガイドワードの例

82

出典：JAMSS

 ガイドワードは従来の事故解析手法にはないものであり、個人の知識経験差を縮める役割がある。全て
の人を同じレベルまで縮めることは無理だが、優れたエンジニアや設計者と、普通のエンジニアの差を
縮めることが可能となっている。
 ガイドワード適用のためのプロセス作成の研究は、現在、進められている段階となっている。

81
82

Bill Young 氏が論文を作成中。
https://sec.ipa.go.jp/users/seminar/seminar_tokyo_20140121-2.pdf
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c. 質疑応答
 新しいシステムの分析を行う時に、まず必要となる情報は何か？
o 設計図も何も無い場所からスタートする場合、システムのコンセプトを把握する。
o システムのゴールミッション（例：トラフィックの増加に対応した管制システム、より生産効率の高い
化学プラント）
o 物理的な喪失（loss）、ハザードの設定
 コントロールストラクチャ、ダイナミクスモデル、SpecTRM83をどのように使い分けるのか？
o ダイナミクスモデルは効果的でないという結論に達している。

o SpecTRM は形式化に使われており、JAXA と JAMSS も使用している。
 SpecTRM はどれぐらい使われているか？
o SpecTRM と MATLAB Simulink を組み合わせることで、様々なハザード分析をシミュレート可能と
なっている。学生の 1 人は API を使用して、2 つのプログラムをつなげたソフトウェアを作成してい
た。
o NASA Jet Propulsion Laboratory（JPL）でも、API を利用して他のリスクマネジメントツールと連携
を模索していた。
o JAMSS で積極的に使われており、星野氏が研究していると聞いている。
 システムの環境が変化するような場合など、必要に応じて違うコントロールストラクチャを作成する必要
があるか？
o 異なる高レベルのコントロールストラクチャを作ることで、違うシステムの状態を分析可能となるの
で、複数のコントロールストラクチャを作成しても問題ない。
o コントロールストラクチャを変更するということは、システムの設計そのものが変更されるということ
になるため注意が必要。
 組み込みシステムのような小さなシステムにも適用可能か？
o 十分に適用可能であり、様々な面で使われている。
 STAMP の形式化の動向は？
o STPA Step1 にあたる UCA を作成するための形式化については John Thomas 氏により数学的
な基礎が作られており、現在、STPA Step2 の形式化についての研究が進められている。

83

形式手法（Formal Method）の 1 つ。モデルの検証に使われる。
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