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本書では、先進運転支援システム（ADAS）および自動運転システムのアプリケーション開発について考察します。

なぜ　これらのアプリケーションをセーフティクリティカルなシステムとしてみなすべきなのか説明し、今現在　

整備が進んでいる関連法案の例を挙げ、今後のソフトウェア開発にどのような影響があるのかを解説します。　　

なお、本書では安全性および規制上の要件を満たすために、MISRAコーディングガイドラインの適用を推奨して　　

います。
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PAPER

先進運転支援システム（ADAS）搭載自動車および

自動運転車の安全性とセキュリティ:

コーディング規約を使ってソフトウェア品質を向上させるには
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はじめに

現代の自動車には、1億行以上ものコードが組み込まれています。そして、クルーズコントロールや自動

速度制限、駐車アシストなどのさまざまな機能がソフトウェアによって実現されています。これらの機能

は、ドライバーと同乗者の安全を担う組込みソフトウェアを著しく複雑化すると同時に、その機能性を 

大きく向上させました。この傾向は、車がより多くのモノと繋がっていくことで、今後も続くと予想され

ます。自動車は、まず先進運転支援システム（ADAS）への依存を強め、徐々に自律走行機能を向上させな

がら、最終的には完全なる自動運転車へと移行していくでしょう。  

機能性の向上

自動車は、人間が操作する電気機械から、完全なる自動運転車への進化の過程にあります。今日では、　

ほとんどの新車に車線逸脱防止機能や自動緊急ブレーキ、視覚的補助機能などの多くの先進運転支援　　

システムが搭載されるようになるなど、我々はこの進化の転換点に近づいています。実験的ではあり

ますが、完全な自動運転車による数百万マイルにも及ぶテスト走行もすでに行われています。

ローカルネットワークを介して通信し、マイクロコントローラによって制御されるセンサーやアクチュ

エーターが上記のような先進運転支援システムを支えています。また、他の自動車との通信（Vehicle to 

Vehicle Communication: V2V）をはじめ、信号機や道路標識などのインフラとの通信（Vehicle to 

Infrastructure: V2I）や衛星との通信により、自動車のナビゲーションや情報伝達が行われています。

これらの技術は、V2X（Vehicle to Everything）という総称で呼ばれます。

これらすべてを可能にしているのは、もちろんソフトウェアです。最近の自動車には、1億行を超える

コードが組み込まれています。アプリケーションコードの他に、OSやネットワーク通信スタックのような

ミドルウェア、センサー、アクチュエーター、ディスプレイインターフェースなどもあります。

図 1:車載機能
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脆弱性の増大

複雑性が増すにつれ、セキュリティや安全性に関わる問題に対する懸念も増加していきます。V2X通信技術

の発展に伴い、自動車は悪意のある攻撃に対して脆弱になっており、第三者によって自動車の制御が乗っ

取られるという事例がすでにいくつも報告されています。また、現在ではほとんどの自動車メーカーが　

さまざまなエンジンパラメータへのアクセスおよび異常の感知や点検・整備の際の診断に車載式故障診断

装置（On-Board Diagnostics: OBD）を利用しています。このOBDとの接続インターフェース（OBD2）の　

技術情報は一般公開されていて、「OBD2」とネットで検索すれば、携帯電話からエンジンパラメータへの

アクセスを可能にするBluetooth対応のOBDコネクターがいくつも検索結果に表示されるはずです。

つまり、誰でもやろうと思えば、エンジン制御システムにアクセスできる可能性があるのです。ミシガン

大学が最近発表した論文では、OBDインターフェースにノートパソコンを直接接続することで、大型トラッ

クやスクールバスのドライバーによる運転操作を無効にできるという可能性が示されました。

大量のコードにこれだけ依存していると、安全性が非常に重要となってきます。トヨタ製自動車の「意図

せぬ急加速問題」に関連して2013年に米国で行われた裁判では、当初の安全アーキテクチャを無視して　

新機能が既存コードに追加された場合に、元々の安全性機能が損なわれてしまう可能性があることが専門

家によって証言されました。新しいコードは、より高水準で開発されなくてはならないということです。
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標準化

2011年、自動車向け機能安全規格（ISO 26262）が国際標準化機構（ISO）により発行されました。

ISO 26262は、機能安全規格のIEC 61508から派生したもので、量産型乗用車に搭載される電気・電子　　

システムの機能安全に特化しており、その適用範囲は安全に関連するシステムの安全ライフサイクルを

網羅しています。また、この規格にはソフトウェア品質に適用可能な要件も含まれています。

ISO 26262は、サブシステムに関連するリスクの指標として自動車用安全度水準（ASILs）を設けて

います。AからDまでの4段階があり、Aの安全性要求レベルが最も低く、最も厳しいDには一番多くの

要件が設定されています。この4段階以外にQM（Quality Management）という分類もあり、これに該当　　

する場合は、ISO 26262準拠のための要件が特に設定されていないため、品質の保証は開発を行っている　

組織の自由裁量によるところとなります。ASILは、障害の深刻度・発生頻度・回避の難易度によって　　

決められています。 

回避難易度については、特に注意が必要になります。このパラメーターの前提条件には、ドライバーが　

運転するのに適当な状態にあり、必要な運転訓練を受けており（つまり、運転免許を取得しており）、　

該当する法的規則をすべて順守していること、さらにはドライバーが道路交通法に従って他の交通参加者

に危険が及ばないようしかるべき注意を払っていることがあります。

自動運転システムの導入により、システムから介入を求めない限り、ドライバーが運転に関して注意を　

払う必要がなくなると予想されるため、法律の改正が必要となってきます。ドライバーへの通知機能や　

手動運転へのフォールバック機能が正しく動作することが極めて重要になります。正しい通知が行われ　

ない場合、ドライバーの不注意によって最近のテスラ車の事例のような事故が起こってしまうかもしれ　

ません。フォールバックが正しく機能しない場合、ドライバーが自動車の制御をシステムから取り戻す　

ことができずに、やはり事故に繋がってしまうかもしれません。このような状況には、常に最も高い　　

回避難易度であるC3（このような状況下で、事故を避けられる、もしくは辛うじて避けられるドライバー

および交通参加者が全体の90%未満）を割り当てる必要があります。

クラス

S0 S1 S2 S3

説明 傷害なし 軽度および中程度の傷害 重度及び生命を脅かす傷害
（生存の可能性あり）

生命を脅かす傷害（生存の可
能性不明）、致命的な傷害

表 1 - 深刻度

クラス

C0 C1 C2 C3

説明 基本的に操縦可能 簡単に操縦可能 普通に操縦可能

表 3 - 回避難易度

クラス

E0 E1 E2 E3

説明 極めて起こりにくい 非常に低い確率 低い確率 中位の確率 高い確率

表 2 - 発生頻度

図 2: ASILの決定項目

E4

操縦が難しい/操縦できない
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SAEレベル 名称 ハンドル操作と
加速/減速

運転環境の
モニタリング

運転操作の
フォールバック

システムの能力
（運転モード）

ドライバー（人間）による運転環境のモニタリング

0 手動 ドライバー ドライバー ドライバー N/A

1 ドライバーの補助 ドライバー
＋システム

ドライバー ドライバー 限定的

2 部分的な自動化 システム ドライバー ドライバー 限定的

自動運転システム（"システム"）による運転環境のモニタリング

3 条件付き自動化 システム システム ドライバー 限定的

4 高度な自動化 システム システム システム 限定的

5 完全な自動化 システム システム システム

図 3: J3016（SAE規格）

ISO 26262のPart 6は、ソフトウェアの開発プロセスに特化しており、システムの一部として実行された

時に、確実に必要なASIL要件を満たすことができるコードの生成を目的としています。

自動車技術者協会（SAE）の規格であるJ3016では、「自動運転」が手動から完全な自動化までの６つの　

レベルに分類されています。

SAEレベルの3以上に定義される自動運転システムは、センサーからのデータ収集、環境モデルの作成、　

「目的」に応じたドライバー支援または自動車の制御方法の決定をソフトウェアで行っています。

ソフトウェアが担っているその他の重要なタスクとしては、センサーが正しく機能しているかの判断や

ドライバーに警告を出すタイミング・人による制御へのフォールバックを実施するタイミングの決定

などがあります。

このソフトウェアの確実な動作が極めて重要になります。ソフトウェアの他のタスク（センサーから　　

取得したデータのモデリングなど）は、先に説明したタスクよりは重要性が下がるかもしれませんが、　

これらについてもリスク解析は必要になります。

限定なし
(全ての運転モード)
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自動運転に関わる法整備

上述したように、自動運転システムに適応できるように、（特に法的責任とプラ
イバシーに関わる部分において）道路交通法の改正が必要になってきます。

どの国にも独自の道路交通法があり、多くの管轄区がその発案権を握っています。ます。

北米

米国全体の動きとしては、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）により、「自動化」の5つのレベル　　

（ドライバーが常に自動車を完全に制御しているレベルから全走行過程において自動車がセーフティ　　

クリティカルな機能を全て担い、ドライバーによる制御は全く必要とされないレベルまで）を定義した

公式な分類法が提案されました。各州でもさまざまな対応がされており、ネバダ州は2011年に自律

走行技術の試験目的での自動運転車の公道における走行を米国内で初めて認可しました。その後、

アリゾナ州、カリフォルニア州、フロリダ州、ミシガン州、ノースダコタ州、テネシー州、そして

ワシントンDCでも同様の認可が下りました。

欧州

2014年1月、自動運転について研究するプロジェクト（AdaptIVe：Automated Driving Applications & 

Technologies for Intelligent Vehicles）が、欧州で立ち上げられました。このプロジェクトでは、     

自動化レベルを運転状況やドライバーの状態に動的に適応させることにより日常的な運転の中で利用

できるさまざまな自動運転機能の開発が行われました。また、自動運転車を市場に導入する際に、

問題となる可能性のある法的問題についても扱われました。欧州連合（EU）の動きとしては、自動

運転車や関連するインフラの展開に取り組んでいる専門家や関係者の協働ネットワーク構築を支援する    

目的で、VRA（Vehicle & Road Automation）プロジェクトへの出資が行われました。VRAプロジェクトに

は、OEMやサプライヤも協力していますが、参加者のほとんどは研究機関や大学で構成されています。  

VRAプロジェクトにより、EUにおける法規制的な問題事項が明確化されました。

フォルクスワーゲン社は、欧州における共同的な法整備を呼び掛けました。欧州経済委員会（ECE）規則で

あり、国連（UN）の定めるルールでもある「かじ取装置に係る協定規則（第79号）」に対する改正要求も

この動きのひとつであり、ドライバーがいつでも自動運転機能を無効にでき、常に自動車運転制御の主体

であることが求められました。

アジア太平洋地域

日本政府は、完全なる自動運転車の使用を規制する法律の制定を計画しています。また、完全なる自律

走行を含む4つのクラスで構成される、自動運転の分類系を政府としてまとめました。

中国では、百度（バイドゥ）社がBMW社と共同で自動運転車の開発に取り組んでいます。立法システムが　

かなり柔軟な中国では、他国と比較して、政府が必要に応じて法律の変更を行うことができる強い権限を

持っています。しかしながら、まだまだ対処しなくてはならない複雑な問題を抱えているという点では、

他国と変わりありません。 

インド

インドもまた自律走行については検討しているものの、法制定に時間がかかる、自国のインフラ事情ゆえ

に決められたルールを課すことが難しいなどの大きな課題を抱えています。
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開発上のアプローチ

開発上のアプローチによって、安全かつセキュアなコードの作成は可能でしょうか。ISO 26262では

コーデイング規約とコードチェックツールの使用も含めたソフトウェアの開発プロセスが提案されて

いますが、完全なセキュリティと安全性を確保するには、さらに一歩進んだ対策を講じる

必要があります。

システムのセキュリティはまず、機能のデザイン・インから始まります。

これには、（ハンドル操作やブレーキ操作などの）セーフティクリティカルな

アプリケーションとそうでないアプリケーション（特に外部との通信を行う

インフォテイメントなど）のファイアウォールを用いた分離が含まれることも

あります。また、通信の削減や制限、通信されるデータのチェックや検証も

このプロセスには含まれます。

自動車用ソフトウェアのほとんどは、C言語で書かれています。そのため、　　

MISRA C:2012 (MISRA C3)コーディング規約の採用が安全性とセキュリティ　　

を兼ね備えたコードを開発するための重要な第一歩となります。

このコーディング規約では、C言語プログラムを書くための一連のガイド　　

ラインが示されており、未定義の動作を回避するためのガイドラインだけで

なく、ソースコードの保守性、テスト容易性、移植性、可読性を向上するた

めのルールも記載されています。MISRAのルールとISO 26262-6の対応表には

重複する部分も多くあるため、ISO 26262への準拠が求められる際に、MISRA

は必ず選択肢として挙がってきます。

MISRAは最近、MISRA C3の改訂版（改訂１）を発行しました。この改訂版には14の新しいルールが

追加されており、セキュアなシステム開発におけるMISRAの対応範囲がさらに拡大されました。 

まとめ

ISO 26262に準拠したソフトウェア開発の確実な実施には、ツールが重要な役割を担います。静的コード解析ツールには、

コードの品質を管理する機能とMISRAのようなコーディング規約への適合度を測る機能が備わっています。テストツール

はソフトウェアの信頼性を高め、検証ツールはソフトウェアがどの程度まで設計者の意図に沿っているかを測定

します。

自動車用に安全性とセキュリティを兼ね備えたシステムを開発することは可能です。開発プロセスを　　

ISO 26262に準拠するように再構築した企業や組織では、最初のツール導入と学習フェーズの後、具体的な

品質の改善を実感し、そして、生産性の面でも成果を出しています。
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