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1 はじめに 
 

ソフトウェアを使用した社会技術システムの発達は、生活の質を高めるだけでなく、社会システムを支える

柱となっており、今まで以上に高い信頼性が求められている。社会全体がソフトウェア集約型システムに依

存しており、ソフトウェアの不具合が生じることで、システムがダウンし、人々の生活が麻痺してしまう事態を

引き起こすため、ソフトウェアの信頼性確保は現代社会における重要な課題である。現に米国では、ソフト

ウェアの不具合が原因で様々な事故が起きており、その結果、社会全般に大きなインパクトを与えるケース

が相次いでいる。そのため、ソフトウェアの信頼性の向上をめざし、政府、民間双方において、研究開発や

標準化を整備する取りくみが活発に展開されている。前回まで 2 回にわたり、事故モデルである STAMP

（Systems Theoretic Accident Model and Processes）を取り上げて、ソフトウェアを原因とした事故を考察

したが、今回はソフトウェアの信頼性を高める取り組みをテーマに、米国の最新の動きを解説する。 

 

まず、米国で起きたソフトウェアを原因とする最近の事故を取り上げ、事故の影響とソフトウェアの信頼性に

対してどのような評価が出されているのかを紹介する。2013 年に起きた米ナスダック市場のシステム障害

では、ソフトウェアの不具合によりシステムの停止を招き、約 3 時間にわたって全銘柄の取引が停止した。

2009 年に米国内で起きたトヨタの大規模リコール問題では、連邦省庁によりトヨタ車に搭載されたソフトウェ

アの調査が 10 ヶ月にわたって行われた。アメリカン航空で起きたシステム障害では、米国内の同社の全便

を欠航させるという結果を招いた。医療保険制度改革の一環として政府主導で開設された医療保険市場サ

イトでは、オープン初日から多くのアクセスがあったものの、数多くのソフトウェアバグやエラーによって、オ

ープン当初多くの人がサービスを利用することができなかった。 

 

次に、連邦省庁独自の研究や安全認証制度を取り上げる。連邦政府 IT 研究開発の中心とも言える、省庁

間連携プログラム「ネットワーキング及び情報技術研究開発プログラム（The Networking and Information 

Technology Research and Development：NITRD）」と、その中で進められている高信頼性ソフトウェアと

システム（High Confidential Software & Systems：HCSS）について紹介する。複数の連邦省庁による研

究プログラムをまとめている NITRD では、様々な省庁が連携して先進的な研究を行っており、その中でも

HCSS はソフトウェア信頼性に特化した研究を行っている。特に、実社会の情報とサイバースペースを結ぶ

サイバーフィジカルシステムの研究は大統領府から出されている優先課題となっており、HCSS の参加省

庁による活動によって様々な取り組みが行われている。この他、ソフトウェア信頼性の研究は連邦省庁が個

別に取り組んでいるものもあり、その中には医療機器で使われるソフトウェア、次世代航空システムの検証

と評価、ソフトウェアの欠陥を見つけ出すためのツールの開発といったものがある。 

 

最後の章では、標準規格の策定やソフトウェアの共通化などを行う民間企業の取り組みを紹介する。 複数

の自動車メーカーで構成される自動車業界信頼性団体（Motor Industry Software Reliability Association：

MISRA）では、車のソフトウェア開発に使われる安全規格を策定しており、信頼性の高いソフトウェア設計を

行うためのルールを定めている。世界中の自動車関連企業が参加する AUTOSAR（AUTomotive Open 

System ARchitecture）では、車に搭載するコンピューター上で使用するソフトウェアの共通化を目指してい

る。ソフトウェアの共通化を行うことで、コストの削減と信頼性の高いソフトウェア開発につながることが期待

されている。IT 企業による取り組みでは、Microsoft 社によるクラウドサービスのビジネスへの取り組み、HP

社によるクラウド型ソフトウェア検査サービスなどを紹介する。 
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ソフトウェアの信頼性は、政府による取り組みから企業の研究、ソフトウェア開発の現場など、上流・中流・

下流と全てのレベルで取り組むべき問題となっている。ソフトウェアは機械とは違い、人間の目には見えな

いコンピューターの中で稼働しているため、使用する側だけでなく作る側でさえもその実態を把握することが

難しくなってきている。そのため米国は、今後も政府や民間等による高信頼性ソフトウェアへの取り組みを

積極的に行い、世界をリードしていくと考えられる。ソフトウェアの信頼性に関する米国の取り組みを検証す

ることで、日本の同様の取り組みの参考になれば幸いである。 

 
 

2 米国における近年のソフトウェアの信頼性に関連した動向 
 

（1） ナスダック市場のシステム障害 
 

2013 年 8 月 22 日、米ナスダック市場でソフトウェアのバグによるシステム障害が発生し、およそ 3 時間に

わたって全銘柄の取引が停止となり、株式市場のシステムにおけるソフトウェアの脆弱性が浮き彫りとなっ

た。このシステム障害では、ナスダック市場の証券情報処理装置（Securities Information Processor：SIP）
1へニューヨーク証券アルカ取引所2からの接続を行うことができなかったため、繰り返し 20 回以上の接続と

切断が行われたことが発端となった。ナスダック市場の SIP へ再接続が行われる度に、通常の 26 倍にあ

たる毎秒 100 万件超のメッセージが送られ、SIP はこのメッセージを処理するために大量の処理能力を消

費したことにより、処理の遅延へとつながった3。ナスダック市場では SIP の障害により発生する取引の不公

平性などを防ぐために、同日の午後 12 時 14 分から全銘柄の取引停止を行った4。取引停止から 30 分後

には SIP の障害は解消されたものの、他の市場への接続や監督機関への連絡などにより、取引再開は午

後 3 時 30 分ごろとなった5。このシステム障害によりナスダック市場の取引量は過去 3 ヶ月平均を 30%下

回り、ニューヨーク証券取引所の出来高にも影響するなど、全米市場の流動性を低下させる要因となった6。

図表 1 は事故当時のナスダック市場の様子である。 

 

図表 1 全銘柄の取引が停止した NASDAQ 市場 

 
出典：CNN

7
 

                                                   
1
 SIP とは、株価などの情報を市場へ提供するためのシステム 

2
 ニューヨーク証券アルカ取引所とは、NYSE ユーロネクストが所有する電子取引所となっている 

3
 http://ir.nasdaqomx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=787888 

4
 http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/nasdaq-shuts-trading-for-three-hours-in-latest-computer-error.html 

5
 http://dealbook.nytimes.com/2013/08/29/nasdaq-blames-a-surge-of-data-for-trading-

halt/?_php=true&_type=blogs&_r=0 
6
 http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/nasdaq-shuts-trading-for-three-hours-in-latest-computer-error.html 

7
 http://money.cnn.com/2013/08/22/investing/nasdaq-trading-glitch/ 

http://ir.nasdaqomx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=787888
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/nasdaq-shuts-trading-for-three-hours-in-latest-computer-error.html
http://dealbook.nytimes.com/2013/08/29/nasdaq-blames-a-surge-of-data-for-trading-halt/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2013/08/29/nasdaq-blames-a-surge-of-data-for-trading-halt/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/nasdaq-shuts-trading-for-three-hours-in-latest-computer-error.html
http://money.cnn.com/2013/08/22/investing/nasdaq-trading-glitch/
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他の株式市場から SIP への接続を正常に行うことができなかった場合の運用手順として、再接続を行う際

に引用符を示すデータを大量に送信することで古い株価を市場へ提供しないようになっている。しかしなが

ら、アルカ取引所から送られたデータは SIP の処理能力を超えるものであった。SIP においても、大量のデ

ータが送られてきた場合に処理を制限させるようには設計されておらず、送られてきた情報を全て処理する

ような仕組みになっていたため、大量に送られてくるデータにより SIP は全能力を使って処理を行うこととな

った。ナスダック市場では SIP をバックアップシステムへ切り替える検討が行われていたものの、バックアッ

プを行うソフトウェアに不具合があったため切り替えを行うこともできず、SIP のシステム全体を停止させるこ

ととなった8。この問題に対しナスダック市場側では、ソフトウェアの中に潜在的な欠陥があったことを認め、

このソフトウェアの欠陥がシステムのバックアップへの切り替え（フェイルオーバー）を妨げたとしている。「わ

れわれはオペレーションの全ての側面において 100％を目指している。もちろん、技術分野でも完璧を目指

している。しかし、技術で 100％を実現するのは、非常に難しい」と述べている9。 

 

（2） 米国内での自動車リコール問題 
 

2009 年に発生したトヨタの大規模リコール問題では、複数のトヨタ車で意図しない急加速といった報告がさ

れたことによりソフトウェアを含む電子制御システムの欠陥が疑われ、連邦省庁によるトヨタ車への大規模

な調査が行われた10。2007 年と 2009 年に起きた事故では、アクセルペダルがフロアマットに引っかかり加

速が止まらなかったという問題から、トヨタは該当車種のリコールを実施した。2010 年 5 月には米運輸省高

速道路交通安全局（National Highway Traffic Safety Administration：NHTSA）が、過去 10 年の間に

6,200 件の意図しない急加速がトヨタ車で報告されており、89 人の死亡につながっていると発表した11。米

国内でトヨタ車への不安が高まり、事態を重く見た米運輸省（Department of Transportation：DOT）は急加

速の問題に対して調査を開始した。DOT はフロアマットだけでなく、ソフトウェアで車の加速を制御する電子

制御スロットル12などにも調査を行った。電子制御スロットルの調査では米航空宇宙局（National 

Aeronautics and Space Administration：NASA）にも協力を求め、10 ヶ月におよぶ調査を行った結果13、

2011 年 2 月に DOT はトヨタ車の電子制御スロットルに問題は見つからなかったという最終報告書を発表

した14。 

 

NASA の技術者による電子制御スロットル内のソフトウェアの調査では、28 万行に及ぶソースコードの検

査を行っており、その結果、意図しない急加速を引き起こすような欠陥は見られないという結論に達している
15。ソフトウェアに欠陥がないことを証明するためには多大な時間と労力が必要であり、ソフトウェア信頼性

を証明することの難しさがわかる。トヨタのリコールは世界規模のものとなり、最終的には 810 万台のリコー

ルを行い16、損失は 50 億ドルに達しているといわれている17。 

 

2009 年リコール問題では電子制御スロットルのソフトウェアに問題が無いことが証明できたものの、2014

年 2 月には、ハイブリッド車などにおけるソフトウェアの問題が浮上し、トヨタは新たに 190 万台のリコール

を行った18。また同時期に General Motors 社と Ford 社からもソフトウェアに問題が見つかったことから、そ

                                                   
8
 http://dealbook.nytimes.com/2013/08/29/nasdaq-blames-a-surge-of-data-for-trading-halt/ 

9
 http://ir.nasdaqomx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=787888 

10
 http://money.cnn.com/2010/01/27/autos/toyota_recall_expanded/ 

11
 http://www.cbsnews.com/news/toyota-unintended-acceleration-has-killed-89/ 

12
 電子制御スロットルは、アクセルペダルから送られてきた信号を基に、電子制御でエンジンへの燃料噴射の調節を行う自

動車の機構。状況に合わせた燃料噴射をソフトウェアで調整することにより、燃費を抑えることなどができる。 
13

 http://money.cnn.com/2011/02/08/autos/nhtsa_nasa_toyota_final_report/ 
14

 http://www.nhtsa.gov/PR/DOT-16-11 
15

 http://abcnews.go.com/Blotter/toyota-electronic-sudden-acceleration-toyotas-dot/story?id=12866204 
16

 http://money.cnn.com/2010/02/04/autos/toyota_recall_total/index.htm 
17

 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704145904575111341893725992 
18

 http://www.bloomberg.com/news/2014-02-12/toyota-recalls-1-9-million-priuses-to-update-software-correct-.html 

http://dealbook.nytimes.com/2013/08/29/nasdaq-blames-a-surge-of-data-for-trading-halt/
http://ir.nasdaqomx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=787888
http://money.cnn.com/2010/01/27/autos/toyota_recall_expanded/
http://www.cbsnews.com/news/toyota-unintended-acceleration-has-killed-89/
http://money.cnn.com/2011/02/08/autos/nhtsa_nasa_toyota_final_report/
http://www.nhtsa.gov/PR/DOT-16-11
http://abcnews.go.com/Blotter/toyota-electronic-sudden-acceleration-toyotas-dot/story?id=12866204
http://money.cnn.com/2010/02/04/autos/toyota_recall_total/index.htm
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704145904575111341893725992
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-12/toyota-recalls-1-9-million-priuses-to-update-software-correct-.html
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れぞれ 5 万 2,000 台と 70 万台の大規模なリコールが出されており19、自動車におけるソフトウェア信頼性

の確保は難しい問題といえる。 

 

（3） アメリカン航空のシステム障害 
 

2013 年 4 月 16 日、アメリカン航空の予約システムに全社的な障害が発生したことから、連邦航空局

（Federal Aviation Administration：FAA）はアメリカン航空に全便の欠航を命じた20。同日の夕方にはシス

テムは復旧したものの、アメリカン航空の系列会社も合わせて全米で 978 便の欠航となった。 

 

アメリカン航空の CEO Tom Horton 氏は、動画共有サイトにビデオメッセージを投稿してこの問題について

の謝罪を行い、「ソフトウェアの障害がメインとバックアップの両方のシステムに影響を与えた」と説明した21。

しかしながら、アメリカン航空の予約システムを請け負っている Sabre 社はシステム側に問題は見られない

と話しており22、アメリカン航空もシステム障害の発生時に Sabre 社ではなくアメリカン航空側の接続に問題

があるという説明を Twitter 上に投稿している23。システム障害についてアメリカン航空から詳しい原因の説

明は出されておらず、アメリカン航空のネットワーク障害が原因ではないかとの見解も出てきている24。専門

家は、こういったシステムは何が起きているか誰も把握できないほど巨大で複雑なものに成長している、と

語っている25。図表 2 はシステム障害により列を作るアメリカン航空の乗客たちの様子である。 

 

図表 2 システム障害により混雑するシカゴ・オヘア国際空港 

 
出典：New York Times

26
 

 

（4） Healthcare.gov 
 

医療保険制度改革の一環として開設された医療保険サイト「HealthCare.gov」27は、オープン初日の 2013

年 10 月 1 日には 280 万人以上がアクセスした28。多くの人が同サイトから医療保険を購入しようとしたが、

                                                   
19

 http://www.bloomberg.com/news/2014-05-03/general-motors-recalls-almost-52-000-suvs-for-engine-software.html 
http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-ford-escape-recall-20140509-story.html 
20

 http://www.theverge.com/2013/4/16/4231552/american-airlines-grounds-all-flights-after-experiencing-nationwide 
21

 http://www.bloomberg.com/news/2013-04-16/american-airlines-u-s-flights-grounded-by-computer-malfunction.html 
22

 http://www.theverge.com/2013/4/16/4231552/american-airlines-grounds-all-flights-after-experiencing-nationwide 
23

 https://twitter.com/AmericanAir/status/324227267066736640 
24

 http://betanews.com/2013/05/02/overdependence-on-one-computer-system-grounds-american-airlines/ 
25

 http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/04/17/american-airlines-software-glitch.html?page=all 
26

 http://www.nytimes.com/2013/04/17/business/american-airlines-cancels-flights-after-outage.html?_r=0 

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-03/general-motors-recalls-almost-52-000-suvs-for-engine-software.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-ford-escape-recall-20140509-story.html
http://www.theverge.com/2013/4/16/4231552/american-airlines-grounds-all-flights-after-experiencing-nationwide
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-16/american-airlines-u-s-flights-grounded-by-computer-malfunction.html
http://www.theverge.com/2013/4/16/4231552/american-airlines-grounds-all-flights-after-experiencing-nationwide
https://twitter.com/AmericanAir/status/324227267066736640
http://betanews.com/2013/05/02/overdependence-on-one-computer-system-grounds-american-airlines/
http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/04/17/american-airlines-software-glitch.html?page=all
http://www.nytimes.com/2013/04/17/business/american-airlines-cancels-flights-after-outage.html?_r=0
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ウェブサイトの技術的な問題からページを読み込むこともできず、数多くのソフトウェアバグやエラーによっ

てほとんどの人がウェブサイト上で登録することすらできなかった29。オープン初日に登録を行えたのはわ

ずか 6 人だけで30、その後も続いた障害によって最初の週に登録できたのは全体の 1%にあたる 370 万人

であった31。この問題を受けてオバマ大統領が HealthCare.gov の不備について謝罪を行うという事態にま

で発展した 32。図表 3 は、訪問者が多すぎるためそのまま待機するメッセージが表示されている

HealthCare.gov のウェブサイトである。 

 

図表 3 ページの読み込みが進まない HealthCare.gov 

 
出典：REUTERS

33
 

 

米連邦政府最高技術責任者 Todd Park 氏は、オープン初日の同時接続数を 5 万～6 万人と予測していた

が、実際には 25 万人分の同時接続を受け入れることとなった34。しかし、2013 年 11 月に公表された文書

によると、HealthCare.gov のオープン前日に行われた、ウェブサイトへの負荷を検査するストレステストで

は 1,100 人の同時接続が起こっただけでウェブサイトのレスポンスが遅くなったということがわかっている35。 

 

こういった背景には開発段階からの様々な不手際が原因となっている。HealthCare.gov の基幹部分の開

発を委託した CGI Federal 社では、過密なスケジュールにより十分なテストができないため、アクセスが集

中するサービスが断続的に使用不可能となり全体的なシステムとして適切に機能しないと、政府側の担当

者にオープンの 1 ヶ月前に連絡している36。その他、技術力のあるプログラマの不足や、支払いシステムを

担当したプログラマが途中で退職するといった問題も判明している37。このような問題が出ていたにもかか

                                                                                                                                                                    
27

 政府主導で作られた医療保険をオンラインで購入できるウェブサイト。医療保険未加入者を支援することを目的としている。 
28

 http://www.mcclatchydc.com/2013/10/29/206851/healthcaregov-official-apologizes.html 
29

 http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2014/01/14/why-healthcare-gov-was-desperate-to-switch-hosting-
providers/ 
30

 http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2013/11/01/6-people-signed-up-for-health-insurance-on-day-1-
of-federal-website-memo 
31

 http://www.businessweek.com/articles/2013-10-16/open-source-everything-the-moral-of-the-healthcare-dot-gov-
debacle 
32

 http://www.huffingtonpost.com/2013/11/07/obama-apologizes-health-care_n_4236017.html 
33

 http://uk.reuters.com/article/2013/10/17/uk-usa-healthcare-technology-insight-idUKBRE99G06120131017 
34

 http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/05/health-care-website-repairs/2927597/ 
35

 http://www.nbcnews.com/news/other/stress-tests-show-healthcare-gov-was-overloaded-f8C11548230 
36

 http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/10/29/cgi-warned-of-healthcare-gov-problems-a-
month-before-launch-documents-show/ 
37

 http://www.mprnews.org/story/npr/245399200 

http://www.mcclatchydc.com/2013/10/29/206851/healthcaregov-official-apologizes.html
http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2014/01/14/why-healthcare-gov-was-desperate-to-switch-hosting-providers/
http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2014/01/14/why-healthcare-gov-was-desperate-to-switch-hosting-providers/
http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2013/11/01/6-people-signed-up-for-health-insurance-on-day-1-of-federal-website-memo
http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2013/11/01/6-people-signed-up-for-health-insurance-on-day-1-of-federal-website-memo
http://www.businessweek.com/articles/2013-10-16/open-source-everything-the-moral-of-the-healthcare-dot-gov-debacle
http://www.businessweek.com/articles/2013-10-16/open-source-everything-the-moral-of-the-healthcare-dot-gov-debacle
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/07/obama-apologizes-health-care_n_4236017.html
http://uk.reuters.com/article/2013/10/17/uk-usa-healthcare-technology-insight-idUKBRE99G06120131017
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/05/health-care-website-repairs/2927597/
http://www.nbcnews.com/news/other/stress-tests-show-healthcare-gov-was-overloaded-f8C11548230
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/10/29/cgi-warned-of-healthcare-gov-problems-a-month-before-launch-documents-show/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/10/29/cgi-warned-of-healthcare-gov-problems-a-month-before-launch-documents-show/
http://www.mprnews.org/story/npr/245399200
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わらず、オバマケアの看板政策とも言える HealthCare.gov の開設が強行されたことが、システムのトラブ

ルを招いた一番の原因と言える。ハーバード大学の David Cutler 教授は「法案を通すことを得意とする

人々が、このような（ウェブサイトの）実装を得意するとはとても考えられない。両者は異なった種類のスキ

ルだ」と語っている38。 

 
 

3 米国連邦政府による高信頼ソフトウェアへの取り組み 
 

（1） 省庁間連携プログラムである「ネットワーキング及び情報技術研究開発プログラム

（NITRD）」の概要 
 

1) 体制 

米国連邦政府における IT の研究開発は、省庁間連携プログラムである、「ネットワーキング及び情報技術

研究開発プログラム（The Networking and Information Technology Research and Development：

NITRD）」を中心に行われており、各省庁における IT 分野の研究開発プログラムを取りまとめている39。 

 

NITRD は、ホワイトハウスの下部組織である科学技術政策室（Office of Science and Technology 

Policy：OSTP）傘下の国家科学技術委員（National Science and Technology Council：NSTC）の小委員

会の 1 つとなっている40。現在、下部組織も含めて 17 の連邦省庁41が NITRD のメンバーとして登録されて

いる。メンバーとして登録されている省庁は NITRD に予算を提供するだけでなく、参加するプログラムの研

究開発に必要な研究者やエンジニアといった人的なリソースの提供も求められる。以下は NITRD に参加し

ている 17 の省庁である42。 

 

 医療研究品質庁（Agency for Healthcare Research and Quality：AHRQ） 

 国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA） 

 国土安全保障省（Department of Homeland Security：DHS） 

 エ ネ ル ギ ー 省  国 家 核 安 全 保 障 局 （ Department of Energy, National Nuclear Security 

Administration：DOE/NNSA） 

 エネルギー省 配電・電力信頼性部（Department of Energy, Office of Electricity Delivery and 

Energy Reliability：DOE/OE） 

 エネルギー省  科学部（Department of Energy, Office of Electricity Delivery and Energy 

Reliability：DOE/SC） 

 アメリカ合衆国環境保護庁（United States Environmental Protection Agency：EPA） 

 保健福祉省国家医療 IT 調整室（Department of Health and Human Services, Office of the 

National Coordinator：HHS/ONC） 

 国立公文書記録管理局（National Archives and Records Administration：NARA） 

 航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA） 

 国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH） 

 国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST） 

 海洋大気庁（National Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA） 

 国家偵察局（National Reconnaissance Office：NRO） 

                                                   
38

 http://www.washingtonpost.com/politics/challenges-have-dogged-obamas-health-plan-since-
2010/2013/11/02/453fba42-426b-11e3-a624-41d661b0bb78_story.html 
39

 http://www.nitrd.gov/Index.aspx 
40

 http://www.nitrd.gov/about/presentations_nco/2010/documents/Strawn_NITRD_to_NICT_4March2010.ppt 
41

 NITRD の研究プログラムには、食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）などメンバー以外の連邦省庁も参

加が可能となっている 
42

 http://www.nitrd.gov/SUBCOMMITTEE/nitrd_agencies/index.aspx 

http://www.washingtonpost.com/politics/challenges-have-dogged-obamas-health-plan-since-2010/2013/11/02/453fba42-426b-11e3-a624-41d661b0bb78_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/challenges-have-dogged-obamas-health-plan-since-2010/2013/11/02/453fba42-426b-11e3-a624-41d661b0bb78_story.html
http://www.nitrd.gov/Index.aspx
http://www.nitrd.gov/about/presentations_nco/2010/documents/Strawn_NITRD_to_NICT_4March2010.ppt
http://www.nitrd.gov/SUBCOMMITTEE/nitrd_agencies/index.aspx
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 国家安全保障局（National Security Agency：NSA） 

 国立科学財団（National Science Foundation：NSF） 

 国防長官府および国防総省（Office of the Secretary of Defense and Department of Defense：

OSD/DOD） 

 

2013 年からは DOE/OE と NRO が新しく NITRD のメンバーに参加している43。DOE/OE は 2011 年にサ

イバーセキュリティに対応した配電システム構築のロードマップを発表しており、NITRD 内では配電システ

ムのためのサイバーセキュリティ研究（Cybersecurity for Energy Delivery Systems Program）を行う予定

となっている44。NRO については、NITRD のメンバーとなった経緯について明らかにはされていない。 

 

2) 予算 

2009 年から NITRD 全体の予算はやや減少傾向となっていたが、最新の報告によれば 2014 年度の予算

は 39 億ドル、2015 年度の予算要求では 38 億ドルが割り当ており、ほぼ横ばいの状態へと移行している。

各省庁の予算拠出では、DARPA が予算を減少させているが、これは DARPA で行われていた研究プログ

ラムのいくつかが終了したことが理由となっている45。図表 4 は 2013 年までの NITRD の予算と、主要な参

加省庁から拠出されている予算の割合となっている。 

 

図表 4 NITRD の予算の変遷 

 
出典：THE NETWORKING AND INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PROGRAM
46

 
 

3) NITRD プログラムへの評価 

NITRD の研究課題は、大統領の政策指針に基づいている。NITRD は、数年おきに大統領科学技術諮問

会議（President's Council of Advisors on Science and Technology：PCAST）によりプログラムの進捗と

達成状況が評価されることになっている。2013 年に出された報告書の中では、2010 年の報告書と比較し

て以下のような内容が出されている47。 

                                                   
43

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf p.1 
44

 http://energy.gov/oe/services/technology-development/energy-delivery-systems-cybersecurity 
45

 http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf p.7 
46

 http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf p.7 
47

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd2013.pdf p. viii 
http://www.cccblog.org/2012/12/02/2012-pcast-review-of-nitrd-slides-and-webcast-from-public-briefing/ 
http://lazowska.cs.washington.edu/NITRD.2012.Review-December.public.briefing.pdf 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf
http://energy.gov/oe/services/technology-development/energy-delivery-systems-cybersecurity
http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd2013.pdf
http://www.cccblog.org/2012/12/02/2012-pcast-review-of-nitrd-slides-and-webcast-from-public-briefing/
http://lazowska.cs.washington.edu/NITRD.2012.Review-December.public.briefing.pdf
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 「ビッグデータ」「ネットワークにより実現される IT と実社会のつながり（NIT-enabled interaction 

with the physical world）」「ヘルスケア IT」「サイバーセキュリティ」は NITRD の研究開発の中で大

きな進展がみられる 

 「ソーシャルコンピューティング48」、「プライバシー問題」、「ソフトウェア」といった部分には改善の余

地がある。特にソフトウェアでは一定の成果は見られるものの大きな進展がないとして、信頼性、安

全性、堅牢性を包括した研究開発を行うことを NITRD に提案している 

 「教育」、「エネルギー」、「交通輸送」の分野は研究の活用が遅れている 

 「大規模システムとネットワーク」、「高性能コンピューター」は研究が遅れている 

 

図表 5 は PCAST から出された NITRD に関する報告書である。 

 

図表 5 PCAST より提出された NITRD に関する報告書 

 
出典：DESIGNING A DITIAL FUTURE

49
 

 
 
 

（2） HCSS（High Confidential Software & Systems）の研究課題 
 

1)  HCSS の NITRD 内での位置づけ 

NITRD は現在、プログラム・コンポーネント・エリア（Program Component Area：PCA）と呼ばれる 8 つの

分野での研究開発が進められており、それぞれの分野で複数の研究プログラムが進められている50。その

                                                   
48

 野村総合研究所が 2008 年 11 月に発表した「IT ロードマップ」の定義によると、ソーシャルコンピューティングとは SNS や

動画共有サイトのような人間同士の活動を共有できるコンピューターシステムの利用形態 
49

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd2013.pdf 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd2013.pdf
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中でも「高信頼性ソフトウェアとシステム（High Confidence Software and Systems：HCSS）」では、様々な

コンピューターシステムに対して、評価、標準、保証、検証と妥当性確認を行うために必要な技術開発のサ

ポートをしており、信頼性と安全が確保された社会の基盤となるシステムの開発を行うことで、米国内にお

ける経済と産業への発展を目的としている。現在の HCSS の参加省庁は DARPA、DHS、OSD/DOD、

NASA、NIH、NIST、NSA、NSF となっている51。図表 6 は NITRD の組織図となっており、赤い枠線で囲ま

れた箇所が HCSS となっている。 

 

図表 6 NITRD 組織図 

 
出典：NITRD Organizational Chart

52
 

 

以下は PCA における 8 つの研究分野となっており、赤枠で囲まれた箇所が HCSS となっている53。 

 

1. サイバーセキュリティと情報保証（Cybersecurity and Information Assurance：CSIA） 

2. 人間とコンピューター間の相互作用と情報管理（Human Computer Interaction and Information 

Management：HCI&IM） 

3. 高信頼性ソフトウェアとシステム（High Confidence Software and Systems：HCSS） 

4. ハイエンドコンピューティングのインフラとアプリケーション（High End Computing Infrastructure 

and Applications：HEC I&A） 

5. ハイエンドコンピューティングの研究開発（High End Computing Research and Development：

HEC R&D） 

6. 大規模ネットワーク（Large Scale Networking：LSN） 

7. 社会、経済と労働力問題への IT の適用（Social, Economic, and Workforce Implications of IT：

SEW） 

8. ソフトウェア設計と生産性（Software Design and Productivity：SDP） 

                                                                                                                                                                    
50

 http://www.nitrd.gov/subcommittee/pca-definitions.aspx 
51

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19 
52

 http://www.nitrd.gov/subcommittee/NITRD_Org_Chart_Feb_2013.pdf 
53

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf  

http://www.nitrd.gov/subcommittee/pca-definitions.aspx
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.nitrd.gov/subcommittee/NITRD_Org_Chart_Feb_2013.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
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HCSS の活動の中では特に、ネットワークと機械を結ぶサイバーフィジカルシステムに重点が置かれており、

PCAST でも引き続き支援が必要な分野と評価されている54。サイバーフィジカルシステムとは、センサーな

どを通して実社会の情報をネットワークに結ぶ役割を持つ機械やデバイスを指す55。HCSS の活動によりサ

イバーフィジカルシステムの研究も、医療、エネルギー、輸送、工業、農業、国家安全保障、環境保護、宇宙

開発など様々な分野へ広まっている56。 

 

2) HCSS の過去 5 年の動向 

HCSS の最近 5 年の予算は NITRD 全体の予算と共に増減してはいるものの、NITRD 全体のおよそ 4～

5%を占めている。NSF は HCSS の中で最も大きな予算を占めており、およそ半分となっている。その他の

省庁では、DOD が予算を大きく占めており、NIST と DOE が 2014 年度予算から HCSS 内での予算要求

を増やしている。 

 

大統領府から要求される研究課題として、サイバーフィジカルシステム、システムの安定稼働を保証するア

シュアランス技術（Assurance Technology）、高信頼性ソフトウェアシステム（High-confidence real-time 

software and systems）といったものが過去 5 年間にわたって出されている57。これに加えて 2013 年度か

らは、政策課題対応型研究への転換（Translation into mission-oriented research）58、複合・自律システ

ムの管理（Management of complex and autonomous systems）、といったものが追加されている。政策

課題対応型研究への転換には、サイバーフィジカルシステムをより実用的な研究へとつなげる目的が含ま

れており、研究成果を実用化するための試みが行われている。図表 7 は 2011 年から 2015 年の間に大統

領府から HCSS へ要求が出された研究課題となっている。○は要求対象、Ｘは要求に出ていないことを示

している。黄色でハイライトされた箇所は 2015 年度に要求されている研究課題となっている。 

 

図表 7 2011 年から 2015 年までの大統領府から要求された研究課題 

 
出典：THE NETWORKING AND INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PROGRAM
59

 

                                                   
54

 http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf p.9 
55

 http://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/6/6a/Cyber_Physical_Systems_%28CPS%29_Vision_Statement.pdf p.2 
56

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19 
57

 http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf p.29 
58

 研究結果の実用化を進めるものであり、同報告書ではエネルギー、輸送システムにおけるサイバーフィジカルシステム、自

動車とインフラとの協調（Vehicle-to-Infrastructure）といった研究課題に対して政策課題対応型研究への転換を求めている 
59

 http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf p.16～p.18 

2011 2012 2013 2014 2015

サイバーフィジカルシステムのためのテクノロジーと技術開発
（Science and technology for building cyber-physical systems） ○ ○ ○ ○ ○
サイバーフィジカルシステム・イノベーションチャレンジ
（CPS innovation challenges） ○ ○ × × ×
保証技術
（Assurance technology） ○ ○ ○ ○ ○
高信頼リアルタイムソフトウェアとシステム
（High-confidence real-time software and systems） ○ ○ ○ ○ ○
複合システムの管理と理解を促進させる研究（Advances to enhance 
understanding and management of complex systems） ○ ○ × × ×
研究と教育の統合
（Integration of research and education） ○ ○ × × ×
複合システムと自律システムのマネジメント
（Management of complex and autonomous systems） × × ○ ○ ○
政策課題対応型研究開発への転換
（Translation into mission-oriented research） × × ○ ○ ○
サイバーフィジカルシステムの教育

（CPS education） × × ○ ○ ○

http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf
http://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/6/6a/Cyber_Physical_Systems_%28CPS%29_Vision_Statement.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2015supplement/FY2015NITRDSupplement.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf
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HCSS 参加省庁が要求している研究テーマについては、サイバーフィジカルシステム、高信頼性ソフトウェ

アシステム、情報保証の要件が過去 5 年間継続して挙がっている。近年では、NASA を中心として、航空安

全（Aviation Safety）と航空システムのアシュアランス技術（Assurance of Flight-Critical Systems：AFCS）

の研究が追加されている60。図表 8 は 2011 年から 2015 年の間に HCSS 参加省庁から要求が出された

研究テーマなっている。○は要求対象、Ｘは要求に出ていないことを示している。黄色でハイライトされた箇

所は 2015 年度に出されている研究テーマとなっている。 

 

図表 8 2011 年から 2015 年までの HCSS 参加省庁から出された研究テーマ 

 
出典：THE NETWORKING AND INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PROGRAM
61

 
 

3) 大統領府から要求される研究課題 

2015 年度大統領予算要求を補足説明する報告書の中で、大統領府から優先度の高い研究課題として

HCSS 参加省庁対して以下のような研究を行うことが求められている62。 

                                                                                                                                                                    
http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf p.18～p.21 

http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf p.23～p.27 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf p.19～p.24 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19～p.24 
60

 http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf p.16～p.18 

http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf p.18～p.21 

http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf p.23～p.27 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf p.19～p.24 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19～p.24 
61

 http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf p.16～p.18 

http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf p.18～p.21 

http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf p.23～p.27 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf p.19～p.24 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19～p.24 
62

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p19～p.20 

2011 2012 2013 2014 2015

サイバーフィジカルシステム
（Cyber-physical systems） ○ ○ ○ ○ ○
サイバー空間への接続を可能とする研究とイノベーション

（CPS innovation challenges） ○ × × × ×
高信頼システムと保証コンピューター技術の構築（High-confidence 
systems and foundations of assured computing） ○ ○ ○ ○ ○
情報保証の必須要件
（Information assurance requirements） ○ ○ ○ ○ ○
自律式工業制御システムにおけるセキュリティとネットワークのための
標準化とテスト手法（Standards and test methods for intelligent 
industrial control systems security (ICS) and networks）

○ ○ × × ×
大規模複合システム

（Large-scale complex systems） × ○ × × ×
航空安全
（Aviation safety） × ○ ○ ○ ○
コンピューター技術の調査

（Expeditions in Computing） × ○ × × ×
複合システム
（Complex systems） × × ○ ○ ○
エネルギー分野における高信頼システム

（High-confidence systems in the energy sector） × × × ○ ×
航空基幹システムの保証
（Assurance of Flight-Critical Systems） × × × ○ ○

http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf
http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf
http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2011supplement/FY11NITRDSupp-FINAL-Web.pdf
http://www.nitrd.gov/pubs/2012supplement/FY12NITRDSupplement.pdf
http://www.nitrd.gov/pcast-2013/pcast-nitrd-report-2013.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/nitrd_fy14_budgetsup.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
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戦略的優先研究課題 内容 

サイバーフィジカルシステムのた

めのテクノロジーと技術開発 

（Science and technology for 

building cyber-physical 

systems） 

高信頼かつサイバー空間に接続可能なシステムにおけるイノベーショ

ン創出のために、新しいシステム科学の研究を進める。この研究に

は、統合環境、モデル、ツール、システムの能力、設計といった内容が

含まれる。社会全般におけるサイバーフィジカルシステム研究のテスト

ベッドを目指す。 

 

複合システムと自律システムの

マネジメント 

（Management of complex and 

autonomous systems） 

自律システムに対する自律測定技術の開発と基礎技術向上のための

研究を行う。対象となる研究内容には、高度な複合システム、制御権

限の共有、人間とシステム間のインタラクション、自律度、（自律システ

ムの）分析と意思決定をサポートするためのツールといったものがあ

る。その他、ERS（Engineered Resilient Systems
63）の開発や、コン

ピューターと情報技術を中心とした物理工学システムの統合に関する

研究といったものがある。 

 

保証技術 

（Assurance technology） 

論理的・技術的基礎の向上を目的とした研究を行う。例えば、形式手

法（formal method）64や計算枠組（computational framework） 

といった研究が含まれている。システムの設計から実装まで、規模や

構成にかかわらず、信頼性、堅牢性、安全性、セキュリティ、安定性が

証明できるシステムの開発を目指す。 

 

システムの実装や問題解決を目的とした保証技術の確立のために、ソ

フトウェアやシステムエンジニアリングのツールを開発する。これらは、

システムエンジニアリングの様々な工程に幅広く適用される。 

 

よりコスト、時間、労力の削減が可能な保証技術を開発する。 

 

保証技術を普及させるために、信頼性技術の最先端プロトタイプを提

供する。 

 

強靭性の高いエネルギー配送システムの設計と実装を行う。基幹シス

テムの機能を維持する一方で、情報セキュリティのアクシデントに対応

できることが求められる。 

 

高信頼リアルタイムソフトウェア

とシステム 

（High-confidence real-time 

software and systems） 

ソフトウェア集約型システムやネットワーク化された制御システムの信

頼性、安全性、セキュリティ、パフォーマンス向上のために、システムの

設計開発におけるイノベーションを創出する。この中には、生活や社会

の安全と結びついた重要インフラなどが含まれる。 

 

リアルタイム高信頼組み込みシステムとソフトウェアの開発やコンポー

ネント・ベースの高速設計と検証が可能なシステムの融合、予測可能

で耐障害性の高い分散システムとソフトウェアの開発を行う。 

 

統合された数学的なフレームワークを使用して、異種混合分散システ

                                                   
63

 信頼性の高いサイバーフィジカルシステムの開発を目的とした DoD で進められているプロジェクト。
http://www.dtic.mil/ndia/2012system/ttrack314773.pdf 
64

 ソフトウェアの仕様、開発、検証の技術であり、形式手法が適切であればソフトウェア設計の信頼性が向上する 

http://www.dtic.mil/ndia/2012system/ttrack314773.pdf
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ムのモデリングを行う。 

 

航空宇宙産業や国内の航空輸送システムにおいて、正当性のあるシ

ステムの信頼性を確保するために、安全保証技術とツールを開発す

る。 

 

医療機器の規格統合と相互運用、患者のモデル化とシミュレーション、

患者個別の適応型アルゴリズムのためのインフラを構築する。 

 

政策課題対応型研究開発への

転換 

（Translation into mission-

oriented research） 

理論的な研究を実用的なものにするために、複数省庁による研究を促

進する。例えば、エネルギー、サイバーフィジカルシステムを使用した

陸上・航空輸送システム、車両道路施設間通信、といった分野におけ

る問題を解決するための挑戦・競争を実施する。 

 

サイバーフィジカルシステムの

教育（CPS education） 

全ての教育レベルにおいて物理とサイバー分野を加え、米国の次世

代の専門家を育成するような新しいカリキュラムを構築することで、サ

イバーフィジカルシステムの理論や方法論を教育に組み込み、理解と

興味を広めるためのイニシアチブを立ち上げる。 

 

 
 

4) 参加省庁が個別要求している研究テーマ 

HCSS 参加省庁が 2015 年度予算案の中で投資を予定している主要な研究課題として、以下のようなもの

が挙げられている65。 

 

研究テーマ 内容 参加省庁66
 

サイバーフィジカルシステム

（Cyber-physical systems） 

サイバー空間と物理的な世界の統合を支える科学的、工学

的、技術的な基礎研究を進め、「命を預けることができるシス

テム」の構築を目指す。 

 

実社会との相互作用を可能とする、物理学的、生物学的、工

学的なシステムの研究開発に対して継続的なサポートを行

う。研究にはあらゆる規模のシステムが対象となっている。コ

ンポーネントだけでなく、マテリアルなど物理的なシステムに

深く組み込まれたネットワーク接続が可能なコンピューターも

対象となる。 

 

医療分野のサイバーフィジカルシステムにおける安全モデル

と設計の研究を行う。この研究にはプラグアンドプレイなど相

互運用性のある医療機器を含む。 

 

DARPA 
DoD  
FDA 
NASA 
NIH 
NIST 
NSA 
NSF 
OSD 
VA 
 

複合システム 

（Complex systems） 

 

サイバーフィジカルシステムのような次世代の複合システム

のためのソフトウェア研究を複数年にわたって行う。この研究

AFRL 
FAA 
NASA 

                                                   
65

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.19～p.24 
66

 NITRD メンバー省庁以外の研究プログラムに参加している連邦省庁を含む 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
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には、人とシステム間のインタラクションなど将来的な SoS

（System of Systems）67の課題に取り組むことが目的となっ

ている。その他、システムの能力や複合システムにおける意

思決定を予測しやすくするために、非線形相互作用、集合現

象や創発現象の調査を進める。 

 

以下の内容に対して新しいアルゴリズムを開発する：リアルタ

イムソフトウェアの機能分析、サイバーフィジカルシステムの

動作におけるマルチコアメモリーへのアクセスが制御に与え

る影響、編隊を組むことが可能な半自律型の無人航空機の

柔軟かつ予測可能な制御。 

 

NIH 
NIST 
NSF 
OSD 

高信頼システムと保証コン

ピューター技術の構築

（High-confidence systems 

and foundations of 

assured computing） 

システムのパフォーマンス、正確さ、効率、信頼性、拡張性、

安全性、セキュリティ、ユーザビリティ向上のために、形式手

法とツールの開発を行う。研究には、複合システム、リアルタ

イムシステム、分散システム、モバイルシステムおよびソフト

ウェアなどが対象となっている。予測、モデリング、設計、計

測、分析、評価などの研究が求められる。 

AFOSR 
AFRL 
ARO 
DARPA 
FDA 
NASA 
NIH 
NIST 
NSA 
NSF 
ONR 
OSD 
 

情報保証の必須要件 

（Information assurance 

requirements） 

異なるセキュリティレベルにまたがった環境下で行う機密情

報の作成、編集、共有に対して、保証技術を確立する。 

 

暗号化アルゴリズムとエンジニアリング技術、暗号設計の編

集を確実にする他、医療 IT における標準、仕様、認証を行う

環境の検証を行う。 

 

標準オープンプラットフォームの開発を行う産業界、大学、政

府機関を支援するために、テストベッドを開発する。産業シス

テムにおける物理と仮想両方のコンポーネントのコンカレント

エンジニアリングを促進するようなオープンプラットフォームを

対象としている。 

 

NSA 
ONR 
NIH 
NIST 
NSF 

航空安全 

（Aviation safety） 

航空システムを確実に保証する改変可能な「検証と妥当性確

認（V&V）」の研究開発を行う。全ての種類の航空機と、予想

される将来の航空輸送システムにおける能力の検証などが

含まれる。 

 

将来的なシステム設計のために、革新技術の開発の検証を

行う。特に高信頼性、標準化、認証技術について重点的に取

り組む。 

 

AFRL 
FAA 
NASA 
OSD 
 

                                                   
67

 異なる複数のシステムが互いに複雑な関係を持ち構成されるシステムのことを指す 
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航空基幹システムの保証 

（Assurance of Flight-

Critical Systems） 

 

無人航空機が全米航空システム68に定期的なアクセスを行う

ために必要な、適切な耐空性の要件を提供する。 

 

NextGen において開発が想定される新しいテクノロジーにつ

いて、安全に運用されるために必要な保証技術の研究を行

う。複雑な民間航空システムに対してコスト効率のよい保証と

検証技術を提供する。 

 

航空交通管理システムにおける、不確実性のある影響に対

応した安全を確保するための形式手法について研究を行う。 

 

AFRL 
FAA 
NASA 
 

 
 

5) 省庁別の取り組み 

HCSS 参加省庁が個別に行っているソフトウェア信頼性への取り組みについて、HCSS 外での活動を含め

て紹介する。 

 

① DARPA 

軍用車両や無人航空機など、軍事デバイス用に高い信頼性を持った組込みシステムの開発を行っている69。

2012 年からは軍事システム用高信頼ソフトウェア開発のプロジェクトとして、「高品質サイバーミリタリーシ

ステム（High-Assurance Cyber Military Systems：HACMS）」を進めている70。 

 

2014 年 2 月、DARPA はビッグデータの解析をより正確に行うための「ソフトウェア細部採掘発見（Mining 

and Understanding Software Enclaves：MUSE）」プログラムを発表した。MUSE は巨大なデータからソフ

トウェアの挙動を分析し、脆弱性を発見することで、ソフトウェアの信頼性を向上させることを目的としている
71。オープンソースソフトウェアなどのソースコードを一つの巨大なデータベースへ格納する。世界中で年間

2,000 億行に及ぶプログラムのソースコードがソフトウェア開発者により書かれているが、ソースコードの使

い回しなどにより、同じようなソースコードや機能を持ったプログラムも多い。MUSE では、様々なソースコー

ドを集め、解析することで、同じような機能を持ったプログラムやソースコードを探し出していくこととなる72。

ソフトウェアのソースコードをビッグデータとして分析することで、より詳細なプログラムの挙動を見つけ出す

ことが可能となるため、ソフトウェアの信頼性向上につながることが期待されている73。 

 

② NASA 

NASA では航空システムやソフトウェア設計の検証と評価に関する研究を行っている。この研究により、

NextGen（次世代航空輸送システム）74や無人航空機に使われている技術が航空業界で安全に運用するこ

とができるか正しく評価することを目的としている75。 

 
 
 

                                                   
68

 National Airspace System 。航空（交通）管制の自動化を目的とするシステム 
69

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.24 
70

 http://www.militaryaerospace.com/articles/2012/02/darpa-releases-formal-solicitation-for-hacms-cyber-security-
initiative-for-military-vetronics.html 
71

 http://www.datanami.com/2014/05/05/darpa-launches-big-code-initiative/ 
http://www.usatoday.com/story/nation/2014/02/21/darpa-big-code-strengthen-software-data-mining/5653643/ 
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Mining_and_Understanding_Software_Enclaves_(MUSE).aspx 
72

 http://www.newsweek.com/2014/06/06/computer-programming-dying-art-252618.html 
73

 http://cacm.acm.org/news/173304-darpa-to-mine-big-code-to-improve-software-reliability/fulltext 
74

 地上ベースではなく衛星を使った航空交通管制を行うなどの特徴がある次世代の航空輸送システム 
75

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.23 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.militaryaerospace.com/articles/2012/02/darpa-releases-formal-solicitation-for-hacms-cyber-security-initiative-for-military-vetronics.html
http://www.militaryaerospace.com/articles/2012/02/darpa-releases-formal-solicitation-for-hacms-cyber-security-initiative-for-military-vetronics.html
http://www.datanami.com/2014/05/05/darpa-launches-big-code-initiative/
http://www.usatoday.com/story/nation/2014/02/21/darpa-big-code-strengthen-software-data-mining/5653643/
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Mining_and_Understanding_Software_Enclaves_(MUSE).aspx
http://www.newsweek.com/2014/06/06/computer-programming-dying-art-252618.html
http://cacm.acm.org/news/173304-darpa-to-mine-big-code-to-improve-software-reliability/fulltext
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
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③ NIH 

サイバーフィジカルシステムの技術を使った医療機器の開発、テスト、実用化を目的とした研究を行ってい

る。研究では、酸素濃度計、点滴のポンプ、コンピューターによる診断や手術、脳インターフェイス技術など

様々な面での研究が予定されている。2014 年 2 月に行われた医療機器の高信頼性システムに関するワ

ークショップ（National Workshop on Research Frontiers in Medical Cyber-Physical Systems）ではコン

ピューター技術者だけでなく、医療従事者や政府の監督機関から参加があるなど注目が高いワークショップ

となっている76。 

 

④ NSF 

NSF 内の複数の部署が共同でサイバーフィジカルシステムに関する研究を行っている。IT と産業技術の統

合、ソフトウェアと情報技術の基礎研究、ソフトウェアやサイバーフィジカルシステムの信頼性向上のための

新しい検証技術の開発を目的としている77。NSF を中心として行われている国家ロボットイニシアチブ

（National Robotics Initiative）では、研究を進めている機関に合計 3,800 万ドルの支援が行われる予定と

なっている78。 

 

⑤ NIST  
NIST を中心として進められている「ソフトウェア保証マトリックスとツール評価（Software Assurance 

Metrics And Tool Evaluation：SAMATE）プロジェクトでは、ソフトウェアの欠陥やバグを探し出すための手

法を確立し、ソフトウェアの信頼性を向上させることを目的としている。2008 年から進められているこのプロ

グラムは NIST の中でも大きな活動の 1 つとなっており、ソフトウェア信頼性の向上を目指している79。 

 

SAMATE で作られている Static Analysis Tool Exposition (SATE) は、プログラムのソースコードからセキ

ュリティ関係の欠陥を見つけ出すことができるようになっている。ソフトウェア開発者が自分で作ったソフトウ

ェアの診断を行えるようになっており、2014 年 3 月には最新版の SATE V が公表されている80。その他、

バグが含まれたソースコードを集めたデータベース SAMATE Reference Dataset（SRD）を公開しており、

ソフトウェア開発者が同じような欠陥がないか調べることができるようになっている。SRD は 14 万 2,853 件

のデータが格納されており、MIT リンカーン研究所81にあるソースコードなども統合されている。これらのデ

ータを使い、ハッカーなどがソフトウェアの欠陥を使って悪用することを防ぐソフトウェア開発につながること

が期待されている82。 

 
 

4 民間における取り組み 
 

（1） 自動車産業における取り組み 
 

自動車技術におけるソフトウェア信頼性の確保は自動車産業全体で取り組む課題となってきており、ソフト

ウェア設計の標準規格の構築が進んでいる。 

 
1) MISRA-C 

自動車業界信頼性団体（Motor Industry Software Reliability Association：MISRA）では車載ソフトウェア

の信頼性向上を目指して、C 言語と C++言語を使ったソフトウェア設計の安全規格である MISRA-C を策
                                                   
76

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.22-23 
77

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf p.24 
78

 http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=129284 
79

 http://samate.nist.gov/Main_Page.html 
80

 http://samate.nist.gov/SATE.html 
81

 マサチューセッツ工科大学と国防総省により設立された研究所で、レーダーや天体観測プログラムの研究を行っている 
82

 http://www.fedtechmagazine.com/article/2013/02/nist-tool-boosts-software-security 
 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NITRD_FY15_Final.pdf
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定している。C 言語と C++言語を使ったソフトウェア開発は柔軟性の高い設計ができる一方で、予期せぬバ

グが発生する可能性があった。この問題に取り組むために、MISRA-C では C 言語を使った車載ソフトウェ

アの設計に一定のルールを定めている。1998 年に始まった MISRA-C は 2004 年の修正を経て、2012 年

に MISRA-C:2012 として新しいバージョンが発表された。MISRA-C:2012 は C 言語の国際規格である

ISO/IEC 9899:1999 に対応した内容となっており、それに伴って新しいルールが追加された83。MISRA-C

は自動車産業に留まらず、宇宙、航空、防衛、医療などの大きな事故につながりやすい産業に利用が広が

っている84。図表 9 はこれまでに MISRA から出された主な MISRA-C のガイドラインを示している。 

 

図表 9 MISRA により出されたソフトウェア開発のガイドライン 

 
 
2) AUTOSAR 

自動車業界では、車載ソフトウェアの共通化を目指す取り組みを行っている。世界中の自動車関連企業の

協力によって AUTOSAR（AUTomotive Open System ARchitecture）が結成され、車載ソフトウェアの共

通化を目指している。米国からは Ford 社と General Motors 社が中心メンバーとして参加し、日本ではトヨ

タ、ドイツからは Daimler 社などが参加している。車載ソフトウェアはエンジンコントロールユニット（ECU）と

呼ばれるパーツに組み込まれて使用されるが、AUTOSAR では ECU のオペレーティングシステム

（Operating System）にあたる部分の共通化を図っている85。自動車メーカーは AUTOSAR の OS 上で動

くソフトウェアを作成することで、異なる ECU でも同じソフトウェアを使うことができるようになる。その結果、

コストの削減と信頼性の高いソフトウェア開発につながることが期待されている86。図表 10 は AUTOSAR

で進められている車載ソフトウェアの全体像となっている。赤枠が AUTOSAR で共通化される部分となって

おり、自動車メーカーは青枠で示されたアプリケーションの部分を、設計する自動車に合わせて作成するこ

ととなる87。 

                                                   
83

 http://electronicdesign.com/dev-tools/what-s-difference-between-c-now-and-then 
http://www.electronicproducts.com/Software/Development_Tools_and_Software/MISRA_C_2012_-
_A_new_set_of_coding_guidelines.aspx#.U6sj1ZRdXoE 
84

 http://www.militaryaerospace.com/articles/2013/02/LDRA-MISRAC-tools.html 
85

 http://www.autosar.org/index.php?p=1&up=2&uup=3&uuup=3&uuuup=0&uuuuup=0 
86

 http://papers.sae.org/2011-01-0448/ 
87

 http://www.autosar.org/index.php?p=1&up=2&uup=0&uuup=0&uuuup=0&uuuuup=0 
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図表 10 AUTOSAR で進められている車載ソフトウェアの全体像 

 
出典：AUTOSAR

88
 

 

（2） IT 業界における取り組み 
 

1) Microsoft 社 

Microsoft 社では「信頼できるコンピューティング環境（Trustworthy Computing）」というテーマを自社の目

標として打ち出しており、その中で信頼性の高いコンピューターシステムの構築がゴールの一つだと述べて

いる89。Microsoft 社は 1991 年にプログラマー生産性研究センター（Programmer Productivity Research 

Center：PPRC）を設立して、ソフトウェアの品質向上を目指してテスト手法の改良や分析ツールの開発を行

ってきた90。同社は、電子メール、ゲーム通信、クラウドといったオンラインサービス提供しており、現在では

法人顧客の 5 分の 3 はクラウドサービスを利用している。 

 

同社では、クラウドサービスを新しいビジネスへの移行と考えており91、オンラインサービスにおける信頼性

の確保についても取り組んでいる。例えば、仮想コンピューターなどインフラとしてのサービス

（infrastructure as a service ：IaaS）を利用するユーザーにはネットワークやストレージの信頼性確保が必

要となる。また、オンライン上でワードやエクセルを扱える Microsoft Office 365 ではソフトウェアとしてのサ

ービス（Software as a service：SaaS）となるため、サービスの信頼性が重要となる。さらに、Windows 

Azure のようなプラットフォームとしてのサービス（Platform as a service：PaaS）では、統合環境（ファブリッ

クコントローラー92）の信頼性が必要となる。新しい形の IT サービでは様々な点での責任と信頼性を重視し

ている93。 
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89

 http://www.microsoft.com/en-us/twc/reliability.aspx 
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 http://download.microsoft.com/download/E/3/3/E33D31C2-E075-44CA-B4E8-
DACDBC8882E7/Trustworthy%20Computing%20Next%20white%20paper.pdf 
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 http://go.microsoft.com/?linkid=9812991 
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 大規模な コンピューター群を 1 つのプラットフォームにまとめあげるソフトウェア 
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2) HP（Hewlett-Packard）社 

IT ソリューションを企業へ提供している HP 社では、クラウドベースのソフトウェア検査のサービスをソリュー

ションの一部として提供している。HP Fortify on Demand は、テストを行いたいソフトウェアのソースコード

やウェブサイトの URL を同社のクラウドサービスにアップロードするだけでセキュリティ上の欠陥を見つけ

出してくれる仕組みとなっている。クラウドベースであるためユーザーはテストのためのハードウェアなどを

用意することなく、検査したいソフトウェアの動的テストと静的テスト94の両方が行えるようになっている。オン

ラインストアのようなインターネットアプリケーションのテストや、購入を考えているソフトウェアが安全なもの

かインストールする前に検査することができるようになっている95。14 万人の顧客を持つ金融機関のオンラ

インバンキングの検査にも使われている96。図表 11 は Fortify on Demand のイメージ図である。 

 

図表 11 HP 社 Fortify on Demand のイメージ図 

 
出典：Fortify on Demand

97
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
94

 動的テストとは実際にソフトウェアを動かして検査する手法であり、静的テストはソースコードを検査する手法 
95

 http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/fortify-on-demand-application-security/demos-
documents.html#!&pd1=1_2_3 
96

 http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9943ENW&cc=us&lc=en 
97

 http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/fortify-on-demand-application-security/index.html 
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5 ソフトウェアの品質規格 
 

（1） ISO/IEC 25010 
 

2011 年、国際標準化機構（International Organization for Standardization）は、新しいソフトウェア品質を

評価する国際規格として ISO/IEC 25010 を発表した。長い期間にわたって使われてきた ISO/IEC9126 に

置き換わるものとなっており、大きな変更点として、ソフトウェア品質モデルで分類されている品質特性にセ

キュリティ（Security）と互換性（Compatibility）が追加されている98。図表 12 は ISO/IEC 9126 と ISO/IEC 

25010 の品質モデル分類されている品質特性の比較をあらわしており、赤枠の箇所が新しく追加された品

質特性となっている。 

 

図表 12 ソフトウェア品質規格 ISO/IEC 9126 と ISO/IEC 25010 

ISO/IEC 9126  ISO/IEC 25010 

機能適合性（Functional suitability） 

信頼性（Reliability） 

ユーザビリティ（Usability） 

性能効率性（Performance efficiency） 

保全性（Maintainability） 

可搬性（Portability） 

 
機能適合性（Functional suitability） 

信頼性（Reliability） 

ユーザビリティ（Usability） 

性能効率性（Performance efficiency） 

保全性（Maintainability） 

可搬性（Portability） 

セキュリティ（Security） 

互換性（Compatibility） 

出典：ISO/IEC 25010:2011(en)
99

 

 

この 2 つの品質特性が追加された背景には、ISO/IEC 9126 が 1991 年に作成され 2001 年には修正が加

えられているものの、インターネットの普及とシステムの複雑化により、ソフトウェアに対して安全かつインタ

ラクティブな役割が与えられてきていることが理由となっている100。ISO/IEC 25010 の中で定められている

信頼性には、さらに細分化された以下のような副特性が定められている。可用性は ISO/IEC 25010 から新

しく設定されている101。 

 

 成熟性（Maturity）：ソフトウェアの中で障害が発生する確率 

 可用性（Availability）：システムやコンポーネントが必要な時に使用可能な状態であるかを示す度

合い 

 障害許容性（Fault tolerance）：ハードウェアやソフトウェアに障害が発生した状態でも、システムや

コンポーネントが継続的に使用可能であることを示す度合い 

 回復性（Recoverability）：障害が発生した際に、直接影響の出ているデータを製品が復旧させたり、

システムの状態を元の状態へと回復させることができる度合を示している 

 

ISO/IEC 25010 では品質モデルの中の信頼性について、「特定の期間と環境下において、システム、製品、

コンポーネントが求められた能力を発揮できる度合」と定義している。また、ISO/IEC 25010 外で定義され

ているディペンダビリティ（Dependability）102の特性に信頼性と可用性が使われていると説明が加えられて

いる103。 
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（2） CISQ 
 

民間が中心となる、ソフトウェア品質コンソーシアム（Consortium for IT Software Quality：CISQ）では、ソ

フトウェア品質規格、CISQ 品質標準（CISQ quality standard）を策定している。CISQ は、カーネギーメロン

大学（Carnegie Mellon University）ソフトウェア工学研究所（Software Engineering Institute：SEI）（図表

13）と、IT 業界の標準化コンソーシアムであるオブジェクト・マネージメント・グループ（Object Management 

Group：OMG）によって設立された104。CISQ はソフトウェア品質向上を目的とした活動を行っており、その

中にソフトウェア品質標準の策定が含まれている105。 

 

CISQ 品質標準はソフトウェア品質の向上につながる品質特性として、信頼性、性能効率（Performance 

Efficiency）、セキュリティ、保全性、の 4 つが定められている。それぞれの品質特性には品質評価に取り組

むために、品質課題（Quality Issue）、品質規則（Quality Rule）、品質評価基準（Quality Measure 

Elements）が定められている。2012 年には CISQ 品質標準のバージョン 2.1 が発表されている。これは

2011 年に発表された ISO/IEC 25010 を CISQ 品質標準で再定義したものであり、現在の情報社会に合

わせた内容となっている106。CISQ は 2014 年 3 月には連邦政府の購買部門（Federal Acquisitions）でソ

フトウェア品質についてのセミナーを行うなど、活動の幅を広げている107。 

 
 

図表 13 カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所 
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6 終わりに 
 

今号では、米国におけるソフトウェア信頼性への取り組みとして、近年発生したソフトウェアに関係した事例

と、政府と民間による取り組みについて紹介した。高度な情報化社会を形成する米国では、ソフトウェアに

起因したシステム障害は影響が大きく、経済活動に対するダメージや社会全体へのインパクトも予測できな

いほど多様なものとなっている。このような問題に取り組むために、政府主導による研究プログラムでは基

礎的なものから実用性を目指した研究まで行っている。民間企業においても安全規格や標準化を進める動

きが行われており、ソフトウェア信頼性の向上は IT 社会にとって重要な課題であることがわかる。 

 

ISO/IEC 25010 のようなソフトウェアの品質規格においては、インターネットの発達による新しい IT 社会に

合わせた内容へと発展しており、テクノロジーの研究だけでなくソフトウェア開発の手法や考え方においても

変化を進められている。特に、欧米においては、今後も、品質規格の統一や標準化に積極的な動きが展開

されるであろう。 

 

ソフトウェアの信頼性が社会の安全にとってますます重要な役割を果たしていることから、米国関係者の間

では、ソフトウェアの信頼性と安全性の議論は、一体となって考えられているような傾向がみられる。前号で

お伝えした、事故モデルの STAMP による研究とあわせて、今後も、事故や事例から学びつつ研究開発を

進めていくと同時に、我が国でも、このような米国の動きを見ながら、より信頼性の高いソフトウェアの開発

につとめていくことが重要と言えるだろう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内容に関しては、

その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者及び執筆者が所属する組織が

如何なる保証をするものでもありません。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によっ

て損害を被った場合も、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。 


