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自動車業界の規格と支援ツールを利用した
ドローンの機能安全分析
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官民連携して空の産業革命，空の移動革命が推進されている昨今，経験や知識，思想の異なるメーカー・
サプライヤー・オペレーターが集まり，様々な種類の無人航空機システム（以下，ドローン）が開発さ
れ，多種多様なサービスの実装が目指されている。今後の利用拡大，特に都市環境でのサービス実装に
向けては，開発におけるシステムの安全性・信頼性に対する共通の認識や開発プロセスの標準化，そし
て開発支援ツールの提供が重要である。本研究では，自動車業界で標準化されている機能安全活動をド
ローンに適用し，その有効性を議論した。分析にあたっては，信頼性工学のソフトウェア Ansys medini
analyze を利用している。本研究は，機能安全活動への知見を深め，またその適用性を検討することを
目的とした初期的な分析だが，無人地帯上空の物流に利用されるドローンへの機能安全分析の例示と，
機能安全活動による潜在的なリスクやハザードの特定，今後のドローンの機能安全活動標準化に向けて
の検討項目の原案とすることを目的とした。
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A single drone operation contains risk to third party on the ground and in the air. Sharing airspace with
drones with different level of safety and reliability will increase such risk. Standardizing functional safety
analysis among drone manufacture is important when various experience, knowledge and philosophy are
found. Authors applied a functional safety analysis standardized in the automotive industry to a drone for
delivery, using a reliability engineering software in Automobile and Aviation Industry, Ansys medini analyze.
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官民連携して空の産業革命，空の移動革命が推進されている昨今，経験や知識，思想の異なるメーカー・
サプライヤー・オペレーターが集まり，様々な種類の無人航空機システムが開発され，多種多様なサービス
の実装が目指されている。そうしたサービスには，単体の運用でも地上や空中の第三者リスクが少なからず
存在し，また，安全性・信頼性の異なる機体の密な運用は無人航空機同士の衝突リスクとなる。今後の利用
拡大，都市環境でのサービス実装に向けて，ドローン運用の安全性保証の仕組みの拡充が求められ，特に，
開発現場でのシステムの安全性・信頼性に対する共通の認識や開発プロセスの標準化，そして開発支援ツー
ルの提供は重要になってくる。
東京大学は，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）ロボット・ドローンが活躍する省エネル
ギー社会の実現プロジェクト（Dress プロジェクト）の性能評価基準等の研究開発に産業総合研究所らと参
画し，2020 年から 2 年の事業で，無人航空機に求められる安全基準策定のための研究開発に取り組んでい
る
［1］
。その研究の一環として，この度，自動車や航空機産業で実施されている手法を活用しての機能安全
分析を行うことになった。ドローン運用に関わるハザード，そして関連するリスクの対処の方法は，ドロー
ンの運用コンセプトや用いるシステムによって様々であり，冒頭に述べたような開発者の多様性もあって，
特に機能安全実現について，ドローン産業においてはまだ標準化された活動は無いという［2, 3］。一方で，
自動車や航空機産業では，機能安全活動の標準化が行われている。
本研究では，国内に関係者が多く，また使用環境に類似の点の多い自動車業界の機能安全活動を参考に，
ドローン産業における機能安全活動の促進，標準化に関わる知見を蓄積することを目的とし，ある特定のド
ローンのユースケースに対する機能安全分析を行った。
2．機能安全活動と支援ツール
2‒1

機能安全活動

機能安全活動とは，そのシステムの安全リスクを 0 にすることが不可能だとして，システムが関わる危険
な潜在的状況を検知し，事故を避け，あるいは事故の影響を止めるための行動を促すものである［4］。安全
なシステムの構築のため，設計初期段階から，そのシステムに関わるハザードの解析，ハザード自体を抑制
する手段，あるいはハザードの結果を抑制する手段の開発と適切かの立証といった安全分析と，システムが
どう安全かの評価やリスクを抑制する手段の分析を含むシステム障害分析を行うことが重要とされている
［5］
。そうした機能安全活動に利用される手法には次のようなものがある［表 1：詳細は文献 6 等を参照の
こと］
。
2‒2

機能安全活動の標準化

様々な分野において大規模な事故やシステムの複雑化を背景に，機能安全活動の必要性が認識され，2000
年に国際電気標準会議（IEC）は，電子機器の機能安全に関わる要求事項を示した国際規格 IEC61508［7］を
制定した。この規格は，航空無線技術委員会（RTCA）が制定した航空機搭載ソフトウェアの開発に関わる
ガイドライン DO-178［8, 9］を参考にして作られている。また，自動車産業においても，共有した枠組みや
ルールといった業界標準への必要性が認識され，IEC 61508 を元に，2011 年，国際標準化機構（ISO）は，
自動車向けの機能安全企画 ISO 26262 を発行した。こうした標準規格は，システムが持つリスクを許容可能
なものに下げる方策を示しており，許容可能なレベルという安全度水準が同時に議論される。例えば，
ISO 26262 では，どの程度まで故障や不具合を許容するのかについて ASIL（Automobile Safety Integrity
Level）という安全度水準が制定されており，機能安全活動の必要な A ～ D の 4 段階および組織レベルでの
標準的な品質管理が求められる Quality Management（QM）という区分で，システムが関係しうるハザー
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機能安全活動に利用される手法例

ハザードの解析
チェックリストに

これまでのシステム障害などの経験や，そうした経験から培ったノウハウに基づき，システムの障害発

よる確認

生の元を洗い出しチェックリストを整備し，確認する方法。
ハザードを特定するための手法。システムの詳細設計に関する情報がない段階において，チェックリス

HAZOP（Hazard

トを用いて大まかにハザードを把握するチェックリスト HAZOP と，正常な状態や条件から逸脱された

& Operability）

状態を想定させる一連のキーワードを利用し，そのような状態の原因や影響を特定し評価するガイド
ワード HAZOP がある。

システム障害分析手法
HAZOP 等にて特定したハザードと危害が，なぜ生じるのか系統的に分析する手法。頂上を好ましくな
FTA（Fault Tree

い事象とし，その原因となる事象や状態を，子ノード，次のレベルの子ノードとしてツリー状に把握

Analysis）

し，論理ゲート記号，ゲート入出力記号，転移記号などを利用し，それぞれの関係性や事象が起こりう
る条件などを整理して，定性的または条件等の具体的数値を元に定量的に分析する。

FMEA（Failure
Mode & Effects
Analysis）

システムの構成要素 1 つ 1 つについて，どのような故障モードが存在し，その原因や，システムの中で
の上位階層へどのような影響を与えるのか，定められたフォーマットを用いて行う系統的な分析手法。

ドを評価する。評価された ASIL のレベルに

表 2 Ansys medini analyze の機能
［10］

よって，その後のシステム障害分析や潜在的な

機能╱ツール

障害への手当てが異なってくる（詳細は 33

アーキテクチャモデリング

へ）
。

機能モデリング
ハザード分析＆リスクアセスメント

2‒3

機能安全活動支援ツール

機能安全に関わる一連の分析は，特に特別な

ガイドワード分析
安全要求の導出と管理

ツールを利用しなくても可能である。しかし，

FMEA

開発段階では，様々な仕様の変化が起こりう

FMEDA（Failure Mode, Effect and Diagnostic Analysis）

る。複雑なシステムについては，システムのレ

信頼性予測

ベルに応じて利用されている分析手法を一元管

FTA

理し，仕様の変化に対してのトレーサビリティ

故障ネット

（例えば FTA╱FMEA のライフサイクルにおけ

ドキュメント生成

る追跡）ができ，総合的な妥当性検証が行える

妥当性検証

環 境 が よ り 望 ま し い。 今 回 利 用 し た Ansys

ツール内でのトレーサビリティ

medini analyze はシミュレーション業界の代表

アーキテクチャ要素への要件の割当

的なベンダーである米国 Ansys 社から提供さ

アーキテクチャモデルと FME
（D）A ワークシートの同期

れており，主要な安全分析手法を 1 つにまとめ

アーキテクチャ要素と FTA 事象の同期

た統合ツールで，自動車や航空宇宙，産業機械

FMEA と FTA の同期

などの業界で利用されている（表 2）
［10］
。
3．物流ドローン機能安全分析
本研究では，ドローンの機能安全分析を行うにあたり，ユースケースとして，仮想的な 8 枚翼ドローン
（積載 25 kg）を想定し，無人地帯で有人航空機との遭遇も限られている空域を，機上に搭載したカメラを利
用した目視外飛行，ただし離発着は目視内で行うこととした。ドローン産業における機能安全に関する標準
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規格はまだない。国内において，自動車産業における機能安全活動の知見が蓄積されつつあることを鑑み，
また，一般的な航空機と異なり，使用が許可された範囲では，現在の社会インフラや環境内でユーザーが自
由に使用を認められている点において自動車の機能安全分析の親和性が高いのではという観点から，今回の
研究では，ISO 26262 規格準拠をベースとした機能安全分析を実施した 1。図 1 はプロセスの全体像であ
る 2。次節で機能╱要素の導出と故障ケースの定義を行い，32，33 において，潜在的な故障ケースの検出
およびハザード分析とリスクアセスメントを行い，34 では，ASIL レベルと分析されたハザードへの対処
の方針である安全コンセプトを検討，さらに 35 や 36 において，システム障害分析を行っていく。
なお，本研究においては，経験値への依存度の高い機能安全分析への知見を深め，ドローンへの適用性を
検証することを目的とする。したがって，手順や考え方の整理に重点を置き，部品の故障率などデータが必
要な部分は将来の検討項目として，全体を通して定性的な分析を行った。

図1

3‒1

本研究の機能安全分析フロー

機能╱要素の導出

初めに，該当するシステムの要求仕様から機能╱要素を導出し，故障ケースを定義した。今回は，冒頭で
述べたユースケースの各シーンから，機能の導出を行った（表 3）。本研究で対象とするシステムについて
は，表 4 にあげた要素から構成されるとし，図 2 のような各機能と要素の対照表も作成した。
次の手順として，紙面の都合上，詳細な説明は割愛するが，導出された各機能に対して，故障ケースを定
義した。例えば，充電機能であれば，充電ができない，バッテリーがフルにならない，充電に時間がかかる
など，経験などに基づきリストしていった。次節の HAZOP の手順も故障ケースを洗い出す手順である。機
能安全分析では，故障ケース抽出の網羅性を高めるために様々な手法を用いる。なお，各要素について，要
素定義時に，例えばモーターであれば出力不足，動作しないなどと，故障モードも定義した（図 3）。
機能安全に特化したものではないが，航空機とシステムについては開発プロセスや安全性評価プロセスを定めた ARP 4754A/4761 が業
界標準として存在する。そちらを踏襲する場合には，安全アセスメントにおいて，機能ハザード解析（FHA）やシステム安全評価
（SSA），予備システム安全評価（PSSA）
，を利用することになる。どの機能安全分析活動がドローンにふさわしいのかは今後検証すべ
き，論点となる。
2
このプロセスは，作業を簡素化して表現したもので，その都度，チューニングやフィードバックが行われる。例えば，HAZOP 分析の
手順において，未定義の故障ケースを検出した場合に，前工程のアイテム定義に戻り，故障ケースを追加したり，また安全コンセプト
の手順で導き出される新たな要件を，最初の工程である要求仕様やシステムモデルに追加するなどの作業が発生する。
1
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シーン
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物流ドローン の各シーンでの機体機能導出例 3
機体に対する機能安全活動中の機能表現例

担当者が運搬する荷物を搭載する（搭

搭載機能［F001：荷物を搭載する］
，固定機能［F002：荷物を固定する］

載，固定）

充電機能［F003：充電する］
，電源機能［F004：電源を入れる］
，機体╱通信の状態
検知・表示機能［F005：機体の状態を表示する；F006：機体の姿勢を表示する］
，

操縦者が機体の準備をする（充電，飛

機体の位置╱高度検知・表示機能［F006：機体の姿勢を表示する；F009：機体の位

行前点検，電源 ON，機体状態の確認）

置を検知する；F010：機体の位置を表示する；F011：機体の高度を検知する；
F012：機体の高度を表示する］

操縦者が目視にてドローンを離陸させ
る（機体╱通信状態の確認，機体位置

機体╱通信の状態検知・表示機能［F005F006］，機体の位置╱高度検知・表示機能
［F006；F009 ～ F012］
，気象╱電波環境検知・表示機能［F031：機外の気象状態を

の確認，周囲の確認，機体の上昇）

検 知 す る；F032： 機 外 の 気 象 状 態 を 表 示 す る；F033： 通 信 状 態 を 検 知 す る；
F034：通信状態を表示する］
，離陸機能［F007：機体を上昇させる］

操縦者が目視にてドローンを操作し，
障害物があれば避け，荷物を運搬する

機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～

（機体状態の確認，機体位置の確認， F012］， 飛 行 制 御 機 能［F008： 機 体 を 目 的 方 向 に 推 進 さ せ る ］， 姿 勢 制 御 機 能
周囲の確認，目的方向への推進，障害 ［F016：機体の姿勢を整える］
物の確認・回避
操縦者が遠隔監視にてドローンを操作
し，障害物があれば避け，荷物を運搬

機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～

する（機体状態の確認，機体位置の確

F012］，機外状況表示機能［F035：機外の画像を表示する］
，飛行制御機能［F008］
，

認，周囲の確認，目的方向への推進， 姿勢制御機能［F016］
障害物の確認・回避）
操縦者が目視にてドローンを着陸させ
る（機体状態の確認，機体位置の確
認，周囲の確認，機体の下降，電源
OFF）
ドローンが機上のセンサーを利用し障
害物を避ける（機体状態の確認，周囲
の確認，機体の下降，電源 OFF）

機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～
F012］，下降機能［F021：機体を下降させる］
，着陸機能［F022：機体を着陸場所
に下ろす］，電源機能［F023：電源を切る］
機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～
F012］，障害物検知・表示機能［F013：障害物を検知する；F014：障害物が近いこ
とを表示する］，障害物回避判断・実施機能［F026：障害物を避けるための機体を
旋回する］，障害物回避モード表示機能［F027：障害物を避けたことを知らせる］

操縦者との通信が途切れたら事前に設
定した手段をとる（通信が途切れたこ

機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～

とを確認，機体状態の確認，機体位置

F012］，通信の異常判断・表示機能［F033；F034］
，異常時モード機能［F024：着

の確認，周囲の確認，事前に設定され

陸場所を決める；F008］
，異常時モード表示機能［F037：異常時モードを知らせる］

た手段を実施，障害物の確認・回避）
機体が制御不能になったら緊急着陸を
する（機体が制御不能状態であること
を確認，動力 OFF，パラシュートの
展開）
運搬する荷物を下ろす（荷物を着脱，
荷物の運び出し）
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機体╱通信の状態検知・表示機能［F005］，機体の位置╱高度検知・表示機能［F009～
F012］，機体の制御不能判断・表示機能，緊急着陸モード機能［F023；F029：パラ
シュートを開く］
，緊急着陸モード表示機能
着脱機能［F030：荷物を着脱する］

カッコ内には機能安全活動においてトレーシングに利用する番号が振り当てられている。F は Function。ID 番号は実際の研究で利用さ
れたもので，ツールの特性上，削除履歴も残しているため，連番にはなっていない。ここで，機能の導出や要素への落とし込みは，分
析者の考え方・経験が反映される場である。機能導出にあたり，自動車の機能安全の経験を利用したが，ドローンのメーカーの協力は
得ていないため，表 3 に違和感が残りうる。機能を定義する際，安全分析の過程で，評価者により誤解や齟齬が生じないよう「○○を
△△する」としている。設計段階としては初期段階で，機能の詳細や，その動作の主体が，今回焦点を当てる機体なのか，操縦者なの
かが曖昧なものがあるが，設計が進む上で解消されるものである。機能╱要素の導出はその後のハザード分析の網羅性に影響を与えうる
が，本研究の直接の目的ではないため，将来の研究項目として対応したいと考えている。
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表4
システム層

本研究で検討するシステムを構成する要素

サブシステム層

システム層

モーター
動力システム

弘

サブシステム層
通信モジュール

変速機

外部通信システム

予備通信モジュール

プロペラ

アンテナ

バッテリー

コンピュータ－プロペラ調整器ハーネス

電気╱電源

電源スイッチ

コンピュータ－アーム角度調整ハーネス

システム

充電ポート

コンピュータ－モーターハーネス

電源ハーネス（モーター）

検知システム

コンピュータ－認知系ハーネス

衝突防止カメラ－RR

コンピュータ－外部通信系ハーネス

超音波センサー

コンピュータ－状態表示ハーネス
状態表示システム

姿勢計

ライト
モニター
筐体

GPS
速度計

本体構造システム

気圧計
重量計
判断╱実行

コンピュータ－検知系ハーネス

衝突防止カメラ－FR

高度計

認知システム

内部通信システム

メインフレーム
アーム
スキッド（足）

処理コンピュータ

システム（ECU） 処理コンピュータ_冗長

図2

搭載系

フック

安全系

パラシュート

機能と要素の比較表イメージ
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故障モードの定義作業のイメージ 4

ガイドワード分析（HAZOP）

次に，前手順で定義した機能をガイドワードに照らし合わせ，故障ケースの検出を強化した。以下の 12
ワードの利用は，経験にどうしても依存してしまう故障ケース分析の網羅性を支援するため，表 5 にあげ
られる 12 のガイドワードを利用して，想定していなかった故障を洗い出す努力を行う。表 5 には，どのよ
うな故障ケースが導かれうるかの例を端的に示してはいるが，どのガイドワードにその故障ケースが分類さ
れるかよりも，12 の切り口で，できるだけ多くの潜在的な故障ケースを挙げられるかが，この手順で重要
となる。
表5

本研究で検討するシステムを構成する要素

ガイドワード
NO or NOT
MORE
LESS
AS WELL AS
PART OF
REVERSE
OTHER THAN
EARLY
AFTER
PERIODIC

4

説明
その機能が働かないという故障ケースを考える。例えば，荷物が固定できない，機体の位置が検知でき
ない，表示できないなど。
その機能が量的に過ぎてしまうことを考える。例えば，固定した荷物が重量オーバー，機体の上昇が最
大許容速度を超えて行われる，など。
その機能が量的に十分でないことを考える。例えば，荷物の固定が十分でない，充電が十分できない，
機体の推進速度が十分でない，など。
その機能が質的に増幅してしまうことを考える。例えば，誤って本来はない障害物を検知してしまう，
など。
その機能が一部質的に働かないような故障ケースを考える。例えば，機体の状態が一部しか表示されな
い（検知できないのは LESS），など。
論理的に逆に機能してしまうことを考える。例えば機体が別方向に推進してしまう，検知や表示に時間
がかかってしまう，機体の状態が悪いのに良好と表示されてしまう，など。
異なる機能が実行されてしまうことを考える。例えば異常時モードで異なる場所に着陸してしまう，機
能すべきでないものが断続的に作動してしまうなど。
その機能が本来よりも早いタイミングで実行されてしまうことを考える。例えば，パラシュートの開く
タイミングが早く機体への接触が発生する，など。
その機能が本来よりも遅いタイミングで実行されてしまうことを考える。例えば，検知や表示に時間が
かかってしまう，など。
その機能が断続的に起きてしまうことを考える。例えば，機体の位置が断続的に表示される，など。

ここで，タイプとは，故障が一時的なものと，永続的なものの意である。按分値は，FIT（Failure in Time）で 10 億時間あたりの故障
率だ。時間依存するものであれば，関数で故障率を設定することもできる。今回は，要素の部品依存を便宜上考慮せず，定性的な解析
に努めていることから，故障分布および按分値は 0.0 とした。今後の研究においては，実際に利用しうる部品のデータに基づいて，故
障モードを定義することとなる。
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3‒3

弘

ハザード分析とリスクアセスメント（HARA）

前項までの手順で定義した故障ケースについて，ハザードと潜在的影響を検討した（図 4）。例えば，操
縦者が障害物回避を行う「操縦者が直視して操縦」するシーンにおいて，障害物の検知╱表示機能の故障
ケースにより，検知された障害物の表示が遅くなってしまった場合を，「障害物の有無が不明」となるハ
ザードの状態と分類し，潜在的影響として，「障害物と衝突する」と整理した。さらに，本手順では，それ
ぞれのハザードについて，深刻度，遭遇頻度，制御性を評価した。
それぞれのハザードのリスクレベル評価については，ISO 26262 で定義されている ASIL を利用した。
ASIL は，その後の機能安全活動の工程で，許容されるリスクまで落とし込む作業を定める指標として重要
なものである。

図4

HARA のイメージ 5

ASIL の決定には，その深刻度（Severity）
，ハザードの遭遇頻度（probability of Exposure），制御可能性
（Controllability）を特定する必要がある（表 6）。表 6 ～ 8 は自動車業界で用いられているものだ。今回の
ケースでは無人地帯を飛行し地上の第三者へのリスクを，また有人航空機との遭遇が限られていて空中の第
三者へのリスクを極力排除したユースケースに限定しているため，ハザード分析における“深刻度”を調整
することにした。本来，表 7 にあるように，人命に関わるケースを最も危険度の高い S3 とするが，本分析
においては，機体が落下，もしくは障害物との衝突を S3 とした。S0 は一般飛行に問題がないもの，S1S2
は，衝突することはないが，飛行ミッションに対する被害に応じて設定することとした。この調整は，その
後の分析結果に影響を与える。今後の研究として，ユースケースを拡大し，第三者へのリスクを考慮した分
析を行うこと，さらにドローン用の深刻度の定義をする必要があると認識している。
機能安全分析では，ASIL の区分によって，その故障ケースに対する対処が変わる。QM にあたるケース
については，準拠した組織レベルでの品質管理が求められていて，国内でドローン製造者は，一般的に，国
際的な品質マネジメントシステム ISO 9001 の取得が適当であるとされており，そのレベルでの対応が必要
と解釈できるであろう。一方，ASIL の各レベルが割り振られるハザードにおいては，それ以上の管理が必
要になると解釈できる。今回の研究では，ASIL D, C に区分されるケースについて，FTA を，すべての故障
5

赤枠のように，故障ケースに影響しうる様々な状況をユースケースとして設定していくことで，前節で行った故障ケースの洗い出しを
補強することができる。運航する天候，風速，地上状況，操縦者等によるヒューマンエラー，飛行ルート付近での火災など有害な外的
要因，外部システムの不具合などが，ユースケースを考える上での要素となりうる。本研究では，単純化のため，その要素の多くを検
討から除外している。緑枠の ASIL 判定においては，遭遇頻度，制御可能性など，人依存による評価となるため，基準のブレが出ない
よう，作業では，極力コメントを付加するなどの工夫を行なっている。その上で，こうした判断には業界による経験が重要だと考えら
れ，筆者らは今後の研究において，メーカーと共に再度判定を行う必要性を感じている。
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表 6 ASIL の決定
深刻度のクラス

S1

S2

S3

回避可能性のクラス

ハザード発生頻度
のクラス

C1

C2

C3

E1

QM

QM

QM

E2

QM

QM

QM

E3

QM

QM

ASIL A

E4

QM

ASIL A

ASIL B

E1

QM

QM

QM

E2

QM

QM

ASIL A

E3

QM

ASIL A

ASIL B

E4

ASIL A

ASIL B

ASIL C

E1

QM

QM

ASIL A

E2

QM

ASIL A

ASIL B

E3

ASIL A

ASIL B

ASIL C

E4

ASIL B

ASIL C

ASIL D

表 7 深刻度のクラス
［11］
クラス

S0

S1

内容

傷害なし

軽度及び注程度の傷害

表8

S2

S3

重度及び声明を脅かす傷害

生命を脅かす傷害（生存が

（生存の可能性がある。
）

はっきりしない）

ハザード発生頻度のクラス
［11］

クラス

E0

E1

E2

E3

E4

内容

可能性なし

可能性が非常に低い

可能性が低い

可能性が中程度

可能性が高い

表 9 回避可能性
［11］
クラス

C0

C1

C2

C3

内容

一般的に回避可能

容易に回避可能

通常は回避可能

回避困難または回避不可

ケース╱ハザード╱故障モードについては FMEA の作業を行った。
なお，ASIL D に関しては表 6 のように深刻度 S3，発生頻度 E4，回避可能性 C3 とそれぞれクラスが最も
高い場合に該当する。本研究では，機体の判断により障害物との衝突を回避するための行動において機体旋
回やその回避行動の計算処理で不具合╱故障があった場合などを ASIL D として評価した。センサーなどの
不具合╱故障による障害物が検知できないなどは，本研究では ASIL C と評価された。これは障害物と衝突
する可能性はあるものの，発生頻度は最大クラスではなく E3 と判断したことによる。
3‒4

安全コンセプトの検討

前手順にて ASIL A ～ D が割り振られたハザード に対して，対策となる安全ゴール，さらに，その安全
ゴールを満たす手段となる安全コンセプト，要件の定義や，必要に応じて，ソフトウェア安全要求やハード
ウェア安全要求の特定，要求仕様の追加を検討した 6。例えば，図 5 で示す安全コンセプトは，前手順にお
いて「機体を下降させる」機能の故障ケース 7 について設定した「機体が下降しない場合はパラシュートに
6
7

安全ゴールの設定の様子は図 5 の最右列でも見ることができる。
機体が下降しない場合には，
「垂直方向に移動しない」ハザードの状態が生まれ，そのまま飛行するとバッテリー切れによる落下の危険
があると想定し，本研究では，そのようなケースについて，深刻度 S3，遭遇頻度 E4, 制御可能性 C3 として，ASIL D と区分していた。
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図5

弘

安全コンセプトの検討のイメージ

て緊急着陸する」という安全ゴールに関わる安全コンセプト検討の様子である。
なお，本研究では，54 の故障ケース，18 のハザード ，18 の安全ゴールを設定した。その安全ゴールに
は，G001 のような，緊急対処のアプローチの他，運用判断，速度を抑えるような動力システムに関わるも
の，検知手段に冗長性を持たせるなど検知や認知システムに関わるもの，と大きく 4 つに区分されるものを
設定した。対策が同じハザードに対し，同じ安全ゴールを設定することで膨大になりがちな機能安全分析に
よるミスや作業工数を抑えるといった工夫も必要であると考えられる。
3‒5

FTA 解析

これまでの手順で，ASIL C/D に区分されたハザードに対して設定された安全ゴールに対して，安全ゴー
ルの機能が実行されるまでの故障モードを FTA 解析した。FTA 解析は，HAZOP 等にて特定したハザード
と危害が，なぜ生じるのか系統的に分析する手法であり，複数の要素（部品など）が関係して故障する複合
的故障モードも分析可能である。
図 6 は作業のイメージだ。「位置の検知について GPS と通信モジュールの 2 系統で検知する」という安全
ゴールについて，それを満たさない状態を整理している。これにより「機体の位置を検知できない」故障
ケースに対して根本的な原因，および故障の組み合わせが特定できた。本研究では，定性的な分析に留めて
いるが，採用部品の依存性を定量的に考慮するために，落とし込んだ故障ケースに対して各メーカーが提供
する故障率（分布，按分値）や，故障率ハンドブック（FIDES ガイド［12］，IEC 61709
［13］など），またこ
れまでの経験上の実績値から計算した故障率を定義することで頂上の事象に対して計算することでシステム
の不稼働率，および不信頼性の確率の評価が可能となる。
3‒6

FMEA 解析

機能安全分析の最終的な段階である FMEA 分析では，各機能について，これまでの手順で解析してきた
各故障ケースとハザード，その原因について整理を行い，各要素の潜在的故障およびその直接的な原因と影
響を RPN（Risk Priority Number：リスク優先度）で評価した。なお，RPN は以下のように計算した。
RPN ＝ 影響度 ＊ 発生頻度 ＊ 検出度
影響度，発生頻度，検出度の値は表 10 をベースに設定した。発生頻度，検出度は，部品や制御システム
の具体的なデータから設定すべきであるが，本研究では便宜的に表 11 のような値を入力して分析を行った。
発生頻度については高度計や気圧計などの認知システムを 3 と仮定し，これを基準に外部の影響で不具合╱
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表 10
値

FTA 分析のイメージ 8

影響度╱発生頻度╱検出度と値の外観

影響度

発生頻度

検出度

0

未指定

未指定

未指定

1

なし

ほぼなし

ほぼ確実

2

非常に稀

非常に低い

非常に高い

3

稀

低い

高い

4

非常に低い

やや低い

やや高い

5

低い

中程度

中程度

6

中程度

やや高い

低い

7

高い

高い

非常に低い

8

非常に高い

かなり高い

ありそうにない

9

警告を伴って危険

非常に高い

非常にありえそうにない

10

警告を伴わず危険

持続して発生

不確実

表 11

今回の RPN 評価に利用した暫定的な発生頻度╱検出度

項目（表 4 に対応）

8

11

発生頻度

検出度

検知システム

4

3

認知システム

3

2

判断╱実行システム（ECU）

5

4

外部通信システム

3

2

内部通信システム

4

2

状態表示システム

4

1

その他（機体，動力系）

6

1

機体の位置を表示する機能の故障ケースとして「機体の位置を検知しない」ことによるハザード「機体の位置が不明」は，例え障害物
検知の機能が動作して障害物との衝突を避けられたとしても，目的地に到達できないという影響が考えられた。そこで，当故障ケース
に対して，「位置の検知について GPS と通信モジュールの 2 系統で検知する」ことを安全ゴールとした。「位置の検知について GPS と
通信モジュールの 2 系統で検知する」安全ゴールを満たさない事象として「機体の位置を検知できない」を頂上に，その原因となる詳
細な事象や状態を，子ノード，次のレベルの子ノードとしてツリー状に把握し，論理ゲート記号，ゲート入出力記号，転移記号などを
利用し，それぞれの関係性や事象が起こりうる条件などを整理している。

中村裕子・土屋武司・鈴木真二・柏村陽介・大坪

12

弘

故障の発生頻度が若干高いであろう検知システム（各種センサー）を 4，外部の影響を最も受けやすい機体╱
動力系を本研究で最も高い 6 とした。検出度は検査時に不具合╱故障を検知できるかを示したもので，外見
からでも検知できるケースがある機体╱動力系を 1 とし，ECU のような特別な検査をしなければ検知できな
いものを 4 としている。
図 7 は本研究での FMEA 分析結果の一部だ。RPN のスコアの他，影響度と発生頻度，影響度と検出度，
あるいは発生頻度と検出度の度合いで色分けをすることで，数多くある潜在的故障原因について，設計者に

図7

図8

FMEA 作業のイメージ

故障ネットによる影響範囲の特定のイメージ
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注意を払う優先順位を促している。33 で議論したように，今回は深刻度の評価を調整しているため，影響
度が強く出る傾向があるが，それを加味しても，故障原因間に優先順位の差を示すことはできた。
また FMEA では，システム内で発生し得る故障の原因影響の連鎖を理解することが重要だ。本研究では
図 8 のように機能╱故障ケースによって影響するハザード，故障モードの依存関係を把握する故障ネットと
いう手法で潜在的な故障の原因と影響範囲を特定した。
4．考

察

機能安全分析活動をドローンに適応するにあたり，今回の研究には大きく 2 つの制限があった。1 つは，
具体的な機体，構成する部品類により分析を行ったわけではないこと，2 つ目は，自動車業界の ASIL をド
ローン用に調整したことである。
1 つ目の制限に関しては，機能やハザードの洗い出しなどドローンの設計の経験に依存する考察や，機体
を構成する部品のデータなど定量的な分析は次回以降，メーカーとの共同研究で取り組みたいと考えてい
る。ツールを用いたことで，抽出した機能や要素や故障ケースなどといったアイテムを修正すると，一般的
な文章ツールではフェーズをまたぐ際に，コピーやリンクミスなど信頼性が低下しがちであるが，今回利用
した機能安全分析ツールでは，トレーシング機能を有しているため，信頼性を維持しやすい。今後の分析で
は，本研究で行った分析を土台にして，違和感の生じた部分への修正加筆で対応することが可能である。
我々の一連の研究は，ドローン産業における機能安全分析の支援であり，今回や次回以降の研究で得た知見
はできる限り公開していく。なお，機能安全分析を開発現場で活用していくには，その要求仕様の設定の
際，今回紹介したような機能安全分析の手順を意識した設定を行うと，スムーズに機能安全分析を行うこと
ができる。
2 つ目の制限は，今回の機能安全分析では，自動車業界の標準である ASIL を利用し，さらに，今回は第
三者へのリスクが制限された運航計画であったため，ASIL を評価する要素であるリスク深刻度の判定も調
整した。その結果，FMEA 分析の段階では，目的とする潜在的故障原因の優先順位づけはできたものの，ど
れも比較的影響度が高い結果となった。今後の研究においては，ドローン用の深刻度を定めて分析を行い，
その影響を検証するとともに，ドローンの運航に最適な安全度水準の検証を行う必要がある。航空機には安
全規格にて DAL（Development Assurance Level）という指標が利用されており［14］，しかしながら，航空
機の中の人への危害を中心に考えられている指標であるため，ドローン運航の関係者および地上や空中の第
三者のリスクを適切に考慮した指標作りが必要になる。なお，近年，世界の航空局が参加する JARUS（Joint
Authorities for Rulemaking on Unmanned System）が作成した SORA（Specific Operations Risk Assessment）
［15］
には，計画するユースケースの地上や空中の第三者へのリスクを評価し，そのリスクに応じて機体シス
テムやその製造者と整備者・操縦者・補助者や外部システム側での対応を指定する水準となる SAIL（Safety
Assurance and Integrity Level）を提案している。SORA の目的は，その計画しているユースケースの運航許
可を航空局が与えるかどうかの判断，あるいはこれまで民間航空機産業で蓄積された安全に対する知見を提
供する視点で作られており，機体やシステムの設計者が保証するユースケースを通して危険が潜在していな
いかを確認し対応する目的の機能安全分析とは，目的が異なる。したがって，SAIL の概念をそのまま ASIL
の代用はできないが，実現させる安全性は同じであるため，整合性を意識しながら，ドローンの機能安全分
析の安全度水準を今後議論していく必要がある。
5．お

わ

り

に

ISO 26262 をベースに，ドローンの無人地帯物流利用用途をユースケースに，機体に注目して主要な機能
を抽出し，FTA, FMEA 等の各種機能安全分析を実施した。機能から抽出された要素について，採用部品に
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依存する定量的な分析は今回行わなかったものの，ハザードの原因となる誤動作や故障ケースの洗い出し，
そしてハザードの洗い出しからの誤動作や故障ケースの抽出など，機能安全分析手法を利用して，ハザード
解析の網羅性を高めた。そして，各故障ケースとそのハザードの，深刻度，遭遇頻度，制御可能性を分析
し，リスク相応の品質管理を促すための ASIL 判定を実施した。高い ASIL と判定された故障ケースとハザー
ドについては，そのリスクを回避するための対策として，安全ゴールと，その達成計画である安全コンセプ
トを検討した上で，その対策について FTA, FMEA を実施した。部品に依存する定量的な分析ではなく，定
性的な分析にとどまったが，リスク優先度分析は機能し，特に注意すべき故障原因を強調することができ
た。一連の分析は，適切に改良・拡張，あるいは多くの人が利用できるよう，分析に利用した判断軸はコメ
ントに残しており，また活動フェーズを通して整合性が取れるよう，リンク機能の充実した機能安全分析
ツールを利用している。機能安全分析活動への理解を深め，ドローン産業における機能安全分析活動の開発
および標準化につながる結果を残すことができた。今後は，ドローンのメーカーと共同で，実際の機体シス
テムに対して定量的な，また航空法に即したユースケースについて機能安全分析を実施する予定の他，ド
ローン産業にとっての最適な安全度水準の議論などを進めたいと考えている。
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