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n 深層学習など機械学習技術の急速な進展によりあらたな応用の
可能性がどんどん立証され、ビジネスの期待は高いが。。。
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https://twitter.com/kobo_q/status/961886960192176129石花久作

仕様定義が
困難

データサイエン
ティスト裁量へ
の過度の依存

中身がブラッ
クボックス

安全・安心
の保証は

自動運転 ロボット 意思決定 IoT 。。。

想定外

膨大な応用開拓、可能性、期待

学習デー
タ不足



プロジェクトの目的

n 統計的機械学習（AI）を利用したソリューション、サービ
ス、ソフトウェアコンポーネントのビジネス利用の促進
– 開発者と利用者の間で品質について合意できる枠組みを作る。
– サプライチェーンの中でAIソフトウェアが活用されるように

n （手間をかけた）良いデータを使って、（手間をかけた）品
質の作り込みを行ったAI製品について相応の評価が行
える枠組みづくり

n AIにおける「品質の日本」の実現
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対象とするAIと品質

n AI：統計的機械学習ソフトウェアを活用した
– システム
– ソフトウェア
– サービス
– ソリューション
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AI
コンポーネント

（ソフトウェア）

AI以外の
コンポーネント

機能安全 AI性能 セキュリ
ティー要件

品質要件



n データ完備性の問題。学習時と運用時の想定（環境）の同一性の問題。

AIソリューションの機能定義

通常ソリューション
ルール

（プログラム）入力
データ

出力
データ

定義域を
厳密に規定

入力データ組わ
せの挙動を
網羅的に保障

すべて想定内

AIソリューション

機械学習

過去データ（想定内、選択的）

モデル
（想定内の⼊
出⼒関係）

入力
データ

出力
データ

Howは規定できる Whatは規定できない

想定内
データ

×想定外



n 顧客ニーズ把握、KPI（ビジネス価値）設定、PoC、実証実験、
システム構築・配備、サポート・メンテナンス。

AIソリューションの構築プロセス

顧客ニーズ
把握

KPI設定
PoC

（数段階） 実証実験
システム

構築
配備

サポート
メンテ

合意形成まで繰り返し
必要に応じて前ステップに戻る

それぞれの固有の合意形成

合意の明確化プロセス欠如が、AIソリューション、サービス、コンポーネントの
サプライチェーンでの流通を妨げ、AIビジネス拡大の足かせになる危険性



AIソリューションの合意の難しさ
〜典型的なベンダとユーザの会話〜

1. 需要予測の例
（顧客）精度はどれくらい出そうですか？
（ベンダ）データに依存しますので、何とも言えません。
（顧客）性能について予見できないものについてどうして社内を説得して予算を獲得できるのですか？
（ベンダ）PoCによって効果を示しますので、これにより判断してください。ただ、運用時に想定外の事象が起きる
と精度の維持は保障しかねます。（悪意を持ったベンダはデータ選択により任意の性能が出せる）
（顧客）想定外の事象とは何ですか？
（ベンダ）PoC実施と異なる事象が起きたことです。

2. 異常検知の例
（顧客）どんな異常を検知してくれますか？
（ベンダ）正常値と違うものを検知します。
（顧客）異常なものはすべてカバーされるのですか？
（ベンダ）過去データで異常と判定できるものをカバーします。
（顧客）（特定の）異常Aはすべて判別できますか？
（ベンダ）データに依存しますので、やってみないと分かりません。
PoCを終えて
（顧客）PoCの結果では検出率はXXX％でした。導入時、サポートでもこれ以

上を保障してください。
（ベンダ）PoC時と同等のデータであれば、同等の性能が期待できますが、あ

くまでもデータに依存するので、確約はできません。



n 機械学習ソフトウェアは品質管理基盤の脆弱性が課題。

n 従来型のソフトウェア工学の品質管理手法が通用しない。

n ビジネス活用、サプライチェーンへの大きな課題。

機械学習
アルゴリズム

訓練データ

訓練済み
学習モデル

入力 出力

機械学習ソフトウェアの動作

• 処理の中身がブラックボックス
• 仕様定義が訓練データに依存
• 継続学習時に仕様が変化
• 訓練時の想定外への対応
• テストデータ作成が困難

課題

従来型ソフトウェア工学手法て対応不能

機械学習ソフトウェアの品質管理
フレームワークの構築

品質評価
ガイドラインの策定

品質管理・評価
要素技術開発

国際規格
品質管理、評価
ツールの開発

「AI品質の日本」の実現

研究開発の狙い



NEDOプロジェクト概要

○ AIビジネス拡大に必須でありながら、これまで手付かずであった、 AI の品質を管理するための革新的技術の
開発と手続きの確立。

○ 機械学習に基づくAIシステムは、「品質が学習データに依存」、「深層学習などで動作が説明不能」、「継続
的学習により、仕様が動的に変化」などの理由で、従来手法では十分な品質管理ができない。

○実社会で活用されるべきAI 利用製品の「品質要件」を定め、これを客観的に評価するための基準を策定す
る。また、その品質を確認・担保・管理する技術を合わせて研究開発することで、AI の信頼度を向上させ社
会実装を促進する。AIのグローバル競争において、「品質の日本」を強みにすることを狙う。

新技術開発: 産総研・NII

品質確認手段の提示
（具体的手段の候補・達成ガイドライン）

品質向上
技術
開発

品質検査
技術
開発

品質要求のレベル分け
（保安度・セキュリティ・信頼性・性能）

品質目標の決定
（測定軸の明確化・数値目標の設定）

体系化: 産総研＋企業連携

事例提供

試験適用

事例研究: ⺠間

フィードバック

○ AI開発企業、ユーザ企業などサプライ
チェーンで合意可能な品質基準、管理手
法を構築。

○ 品質認証フレームワークの構築、評価
技術の開発。

○ AIの動作の見える化技術、仕様管理技
術の開発。

○ ドイツなどと連携して国際標準化を目指
す。

実施内容 目標

ソフトウェ
ア工学

機械学習

統計学

AIにおける品質の日本を実現

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発／次世代人工知能技術分野」
研究開発項目⑦「次世代人工知能技術の社会実装に関するグローバル研究開発」
研究開発テーマ「機械学習AIの品質保証に関する研究開発」



研究開発の内容
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・ 社会基盤としての基準作りと、それを実現する技術をセットで並行開発
・ 産業界との密接な連携

- 〔先導研究から〕 企業との連携による実事例分析・基準作りへの反映
- 〔本格研究から〕 実事例での実際の技術適用とフィードバック

新技術開発: 産総研・NII

品質確認手段の提示
（具体的手段の候補・達成ガイドライン）

品質向上
技術

品質検査
技術

ソフトウェ
ア工学

機械学習

品質要求のレベル分け
（保安度・セキュリティ・信頼性・性能）

品質目標の決定
（測定軸の明確化・数値目標の設定）

体系化: 産総研＋企業連携

事例提供

試験適用

事例研究: ⺠間

統計学

フィードバック

実施項⽬1:
品質要件の明確化に関する研究と
品質保証エコシステム（保証プロセス）の開発

1-1: AI利⽤製品の品質要件の明確化と
レベル分けに関する研究

1-2: AI利⽤製品の品質保証のための
実装プロセスに関する研究

AIソフトウェアに特化した
具体的な品質保証技術

実施項⽬2: AIの品質を実装時・検査時・
実⽤時それぞれで管理し担保する
技術の研究開発（短期）

実施項⽬3: ⾼品質AIシステムのための
AI基礎技術の研究開発(中⻑期)

実施項⽬4: 製品レベルでの品質保証実証研究
グランドチャレンジを設定し、実応⽤を研究として実施

アウトプット①:
フォーラム・デファクト標準としての
品質基準・確認ガイドライン

将来のJIS/ISO化を想定

アウトプット②:
具体的技術・ツール

アウトカム③:
産業界の技術⼒・
国際競争⼒強化



対象とする品質要件

n 品質要件
– 個別要件の集合として定義

– 個別要件の属性として、安
全性要件、（本来）機能要
件、信頼性要件などに分類
される。特定の個別要件が
複数の分類に属することもあ
る。

n 我々の検討対象
– AI（統計的機械学習）の利

用に起因する機能要件の定
義、充足性の評価の変化部
分だけを検討。
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安全性要件

機能要件

信頼性要件

セキュリティー要件



第３者評価を指向したガイドライン

• 社会的なリスクの軽減 & 適切なコスト
– 利用者が被るリスク（不具合の影響）

– 提供者が被るリスク（不具合の補償）

• 価値共創を支援
– オープン性への対応

ハードウェア

ソフト
ウェア 機械

学習

ML利用システム

HW

SW

ML

システム提供者 システム利用者

評価・認証

第３者・中立機関

(cf. ISO/IEC 15408の脆弱性評価）

不具合を補償する
リスクを軽減

安心して利用

レベル分け (cf. EAL）

2019/5/16

What you get is what you pay for



機械学習ＡＩの品質管理の位置づけ

• 従来標準で対応できない機械学習AIの新たな側面だけに注目し、従来標準への
アドオンとしてガイドラインの作成を行う。
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評価・認証の標準

機能安全
（61508-3）

コモン
クライテリア

ソフトウェア工学に関わる標準

CMMI
（成熟度）

SQuaRE
（品質モデル）

品質評価保証
MSEAℓ

機械学習AIの
ビジネス活用

安全・安心
セキュア

管理された品質

品質ガイドライン

品質評価技術

品質評価
プラットフォーム

（ツール群）

品質評価
プロセス



既存の標準とレベル分けの例

n 能力成熟度モデル統合
– ソフトウェア開発組織の力
– Capability Maturity Model Integration (CMMI，１〜５)

n 機能安全（ISO/IEC 61508-3）
– 偶発的故障を示す対象の安全関連制御ソフトウェア
– Safety Integrity Level (SIL，１〜４)
– 求めるSILに応じて採用すべき技法・方策を提示
– 対象システムのSIL決定法を含む自己評価

n コモンクライテリア（ISO/IEC 15408）
– セキュリティ品質を保証する手法を提示
– Evaluation Assurance Level (EAL，１〜７)
– 第3者評価・認証制度

2019/5/16



SQuaREとは？

n https://www.ipa.go.jp/files/000044964.pdf
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つながる世界の 
ソフトウェア品質ガイド 

あたらしい価値提供のための品質モデル活用のすすめ 

 
  ダイジェスト版 

本資料は「つながる世界のソフトウェア品質ガイド」から一部を抜粋したものです。 

システム及びソフトウェアの多岐にわたるステークホ
ルダ(利用者、発注 者、開発者など)が持つ多様な
品質要求を定義し、その実装を評価する ための共
通の考え方を示す基準のひとつとして、国際規格
SQuaRE シリ ーズ 1(以下、SQuaRE)がある。



品質評価保証レベル

n MSEAℓ（Machine Learning Software Systems Evaluation Assurance 
Levels）
– 品質向上に寄与する手法が適切に用いられたかを評価

（品質そのものの評価ではない）
– 品質ビューごとに保証対象の項目を定義
– ５段階に分けることを提案

• MSEAℓ-1：機能実証が中心の探索的な試行錯誤型の開発
• MSEAℓ-2：実用試行が可能な保証レベルを実現する開発
• MSEAℓ-3：継続的な運用が可能な保証レベルを実現する開発
• MSEAℓ-4：経験的に確認された保証レベルを実現する開発
• MSEAℓ-5：理論的に確認された保証レベルを実現する開発

「エムシーエル」と読む

2019/5/16



レベル分けすることの意義

n 品質評価の作業
– 人的コスト・作業時間が膨大
– もたらす価値に見合ったコスト

n 研究のドライビング・フォース
– 品質評価の技術開発は「一歩，出遅れる」（P. Neumann）
– 究極の目標レベルを提示することで，基礎研究を加速

n 先行事例
– Common Criteria（セキュリティ関連システム）
– EAL-6相当の達成を目指して基礎的な研究が活発化

2019/5/17
‹#›



MSEAℓサマリー

2019/5/16

(v0.241, nkjm)
品質ビュー 評価項目 MSEAℓ-1 MSEAℓ-2 MSEAℓ-3 MSEAℓ-4 MSEAℓ-5

サービス品質

I-SEL 学習モデル選択 1 1 1 2 3

I-CVM カバレッジ基準 1 2 2

I-RDC データ・ドメイン 1 2 3 4

I-ADV 脆弱性（敵対データ例） 1 2

I-SFT 不変量 1 2 3

I-GNR 汎化性能 1 1 1 2 3

I-RUN 推論実行環境 1 1 2

学習プログラム品
質

T-DEV 開発基盤 1 1 1

T-TRC 追跡性 1 2 2 2 2

T-STA 静的解析 1 2 2 2

T-TST テスティング 1 2 3 3 3

T-RUN 学習実行環境 1 1 1

T-FWK 学習フレームワーク 1 1 2 3

T-INS 動作監視 1 2 2 3 4

プラットフォーム品
質

P-PRC 開発プロセス 1 2 3 3 4

P-MON 実行監視 1 2 2 3

P-SBT 適応・置き換え 1 1 2 3

P-VSN 変更履歴管理 1 1 1 2

P-BIA 標本バイアス 1 2 2 3

P-OTL 外れ値 1 1 1 1 2

P-MTA メタ定義 1 1 1 2 2

P-REU モデル再利用 1 2 3
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安全性機能の実現の確認
• プロダクト品質とサービス品質
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ハードウェア
汎⽤MPU

基盤ソフト・
⾔語処理系

学習済み
ソフトウェア

・⼈が作る
・汎⽤ ・⼈が作る

・汎⽤

汎⽤の基盤として誤動作がないことを要求する範囲

機能の正しさを
要求する範囲

未学習の
ソフトウェア

学習元の
⽣データ

・(まだ)汎⽤

整理された
学習データセット

学習元の
⽣データ学習元の
⽣データ

・⼈が関与して作る
・⽅針（意図）を持つ

反復学習・
確認作業

・⼈が関与する
・⽅針（意図）を持つ

・⼈が作る
・汎⽤

・間接的に⼈が作る︖
・安全性機能を実現

学習
パラメータ



© Hitachi, Ltd. 2018, All rights reserved.

機械学習適用コンポーネントの開発過程
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DNNモデル

訓練／テスティング
データセット分割

要件摘出

データ収集

学習データセット抽出

訓練データセットによ
る学習

テスティングデータセッ
トによる評価

ユースケーステスト

境界値テスト

カバレッジチェック

ロバストネスチェック

Phase 1：要件の実現可能性検討 Phase 3：品質評価

Phase 2：精度の向上

どう現場で
チェックするか

どう要件定義するか

お勉強のカバレッジと
習熟度をどう確認
するのか？



どのように稼働監視すればよいかわからない

• 実データが、予測対象範囲内かの判定が困難
• 稼働監視設計の考え方が未確立

予測対象範囲
学習データの範囲

学習データ

機械学習プログラム作成時の学習データ

想定外データ実際の⼊⼒データ

実際の稼働時の⼊⼒データ

統計的に検定する場合は、デー
タ件数が集まらないと判定困難

NEC誉田委員資料から引用
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AIビジネスの現状の課題

n事例2：深層学習の学習・挙動の明確化
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品質保証の課題
• 構築したモデルのホワイトボックス化

• 入力に対する出力の安定性の保証
（出力を所定の範囲に収める入力範囲の明確化等）

Q.Zhang, et al.,
Interpreting CNN Knowledge Via An Explanatory Graph, 
AAAI2018.

CNNの学習時における
レイヤ間の関係の説明性担保

分類・回帰結果に影響を与える
特徴の明確化

R.R.Selvaraju et al
Grad-CAM: Visual Explanations from Deep 
Networks via Gradient-based Localization, 
ICCV2017. 

説明できないものは
怖くて使えない！



AIの仕様定義、品質評価の技術課題

n V字開発過程において
– 要件定義をどうするのか？
– 要件定義を満足する訓練データとは？
– 訓練データの充足性（カバレッジ）のテストは？
– 想定外への扱いはどうする？
– 実行時の品質チェックはどうする？
– 説明できないものは怖くて使えない

• 間違ったときに、その理由が説明できる必要性
• デバッグにも必須
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• 現在の知識ベース、オントロジー、ルールベースアプローチは抽象世界での知識処理を実⾏
するが、具象世界とのマッピングは⼈間に依存。⾃動化できないので、世界が広がらない。

• 深層学習は、具象世界のデータのパターン処理で⾃動化が可能だが、⼈間の思考の抽象世界
とつながっていない。ここをつなげるのがXAI。

• 両⽅のStructureをつなげるのが今後のAIの研究の⽅向性（産総研⼈⼯知能研究センターの
研究戦略︓共進化AI）。

現在のAI研究と課題

言語空間、ルール
（抽象世界）

Raw Data
具象世界

実世界, Openな世界

人間の思考

Structure
（人間が処

理）

Features

Features

学習モデルが上と
つながっていない。

言語空間、ルール
（抽象世界）

Raw Data
具象世界

実世界, Openな世界

人間の思考

Structure
（MLが処

理）

Features

Features

知識ベース、オントロジー、ルールベースアプローチ 機械学習（特に深層学習）アプローチ

自動化に限界
大半を人間系に依存

自動化に限界
大半を人間系に依存 ここをつな

げるのが
XAI

演繹

帰納



数字認識の例

n 要求仕様の例

‹#›

l 対象：日本人
l 品質

• 実運用での正解率：99.9%

l 対象：教師データセットとテストデータセット提供
l 品質

• テストデータセットに対する正解率：99.9%
• テストデータを常識的な範囲で変形しても正解率不変

要求仕様 SPEC1

要求仕様 SPEC2
常識的とは？

ノイズ付加や回転操作など

発注者としては理想、
受注者としては実現困難

発注者が提供



機械学習ソフトウェアML-SWの要求仕様？

n 要求仕様の例

‹#›

l 対象：教師データセットとテストデータセット提供
l 品質

• テストデータセットに対する正解率：99.9%
• テストデータを δ の範囲で変形しても正解率不変

元画像と変形画像の距離（差分）＜δ

要求仕様 SPEC3

どのくらいの δ が常識的？δ



言語空間、ルール
（抽象世界）

Raw Data
具象世界

実世界, Openな世界

人間の思考

Structure
（人間が処理）

Features

Features

技術課題

このFeaturesによりシステムの動作条件や動作内容を定義
（数字認識の例）

・かすれ具合への対応
・にじんだ文字への対応
・文字の太さ、色
・４の場合、上がつながっているかどうか
・回転への対応

これらの組み合わせへのカバレッジは？
カバレッジOKの場合のRobustnessは？

演繹的に定義できるものばかりではない（演繹的のみならAI不要）

（猫だった場合。。。）⇒帰納的定義
帰納的定義のものと演繹的定義のものを組み合わせて評価
するには？



想定外！
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想定外が来たということを
少なくとも認識できる必要性！
自動化は無理なので、人間との
協調作業が必要。



29

機械学習AIの品質にまつわる現状の課題︓
「⼀定の品質」を担保・説明できない（したい）

⇒ 説明⼒の不⾜ 過失責任のリスク 差別化の困難さ

・ 従来のソフトウェア工学の管理手法が通用しない。
・ 機械学習分野での検討・取り組みは遅れている。

ルール形成︓社会の品質要求の明確化
【既存プロジェクト】

・ 横断的なガイドライン作成
「こうしなければならない」の提⽰

アウトカム

AIの「⾼品質」の
社会合意形成 ⾼品質な製品の普及標準・第三者認証等の

社会制度化

社会の「安全・安⼼」の形成 ⽇本の「品質」による産業競争⼒確保

我々の取り組み

狙い

産業実装︓品質保証エコシステムの開発
【今回の取り組み】

・ 個別のリファレンスガイド ＋ ⽀援システム
「こうやればできる」の提⽰

機械学習ソフトの品質保証の体系化・社会システム化

表裏一体

今後の研究計画
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全産業共通のガイドライン
（品質⽬標の類別・レベル分け・測定指標）

⾃動運転向け
リファレンス

・全応⽤分野に共通の「品質の考え⽅」の提⽰
・品質管理の⽅法の設計⽅法の指⽰

故障予測向け
リファレンス

需要予測向け
リファレンス

具体化
共通要素の抽出
フィードバック

具体化
具体化

・応⽤分野ごとに具体的に「品質」を定義
・応⽤分野の特性を考慮した品質評価の⽅法などを具体的に例⽰

研究開発項⽬１
リファレンスの作成

・ 応用分野ごとに特化した
具体的な評価手順の検討

「参考事例の提供」

実際の製品開発プロセス

参照

利⽤ 管理

機械学習品質管理テストベッド

研究開発項⽬２
テストベッドの構築
・ 品質評価プロセス全体を

サポートするソフトウェア基盤
「品質評価のシステム化」

研究開発項⽬３
品質評価技術の開発
・ テストベッドで用いる具体的な

品質評価技術を同時に開発

対応

・具体的な品質管理プロセスをシステム化し統合
・品質管理に必要なデータを収集・集中管理

呼び出し 結果の集積管理

個別の品質評価技術

実際の応⽤に即した
「品質評価の⽅法論」の確⽴

事例ベースの研究開発で「こうやればできる」を提供
＋ ツールでの⽀援による体系化と失敗の防⽌

今後の研究開発



評価テストベッド開発
n 機械学習AI評価フレームワークの構築

– 研究ベースの構築
– オープンソースの評価ツール開発
– 可視化、評価作業の半自動化が主目標
– 基本は既存技術の組み合わせで開発（BIツール＋MLインタフェース＋可視化）

n 機能例
– ある条件を満たす訓練データを選択してモデル構築し、評価用データでの結果を可視化
– 半自動での交差検定
– カバレッジ評価（評価技術検討のための可視化、ヒートマップ表示など）
– ハイパーパラメータ選択による結果のゆらぎの評価
– 判定に寄与した訓練データランキング表示
– メタモルフィックテストのための訓練データ生成
– ガイドラインレベル達成支援
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GUI

データマネジメント 機械学習モジュールI/F

データ品
質

訓練
データ
管理

機械学習ライブラリデータベース

特徴量
処理

データ選
択

モデル
生成

評価 可視化



海外連携活動

n ISO/IEC JTC1/SC42 Trustworthiness
n ドイツAI戦略

– AIサービスのトレーサビリティー

n 英国
– AI倫理課題向けタスクフォース（ATI）

n 米国
– DARPA XAIプロジェクト
– CMU 深層学習の判断に関係する学習サンプル同定

n シンガポール
– AIセキュリティー（NTU）

32



• 世界的な⼈⼯知能への関⼼の⾼まり、⽶国、中国の思惑の中で、2017年10⽉に開催された情報技
術分野の標準化を担うJTC1（ISO/IEC）で、AIに係る委員会（SC42）設置が決定され、これまで
３回開催（2018/4＠北京、2018/10＠SF/Google、2019/4@ダブリン）。

• 国内対応委員会（情報処理学会）委員⻑は、産総研AI戦略部メンバー。次回⽇本開催。
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⼈⼯知能の国際標準活動への参画

今回体制 前回 作業項⽬等 コンビナー
WG1: 基盤的標準(Foundational 
Standards)

WG1 • WD 22989: AI Concepts and Term（IS 〜2021/3）
ü AI 定義合意(Capacity of system to acquire, process and apply knowledge)

• WD 23053: Framework for AI Systems using ML（IS 〜2022/3）
ü 併せてAI Life Cycle議論．DIN SPEC 92001 Part 2 待ち

カナダ

WG2:ビッグデータ
(Big Data)

WG2 • DIS 20546: IT – Big Data – Overview and Vocabulary
• DIS 20247-3: IT – Big Data Reference Architecture (〜2020/5) 投票へ
• TR 20547-1: Framework and Application Process寄書募集 (〜2020/4)
• NP Process management framework 投票へ(IS )

⽶国

WG3: 信頼性(Trustworthiness) WG3 • WD 23894: Risk Management (IS )
• TR24028: Overview of Trustworthiness in AI（〜2019/8）
• TR24027: Bias in AI Systems and AI aided decision making（〜2021/1）

エディター交代（US → UK Adam Smith)
• TR24029-1 : Assessment of Robustness of Neural Networks （〜

2020/5）
• TR Overview of ethical and societal concerns (IS 2021/8) 

アイルランド

WG4:ユースケース
(Use Cases)

WG4 • TR: Use case（⼀年）
※本Use casesは、上記WG等の議論のベースとして活⽤

⽇本

WG5: 計算アプローチ
(Computational approaches
/ Characteristics of AI systems)

SG1 • TR Information technology-AI-Overview of computational approaches for 
AI systems

中国

JWG: AIガバナンス
(JWG on AI Governance)

• AWI 38507: Governance implications of the use of AI (IS〜 2021/11) ドイツ

（注） IS: International Standard, WD: Working Documents, DIS: Discussion Paper, TR: Technical Report, DTR: Draft Technical Report, AWI: Approved Working Item 

＜SC42第三回会合・結果概要（2019/4）＞



End
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