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本ガイドラインについて 
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機械学習に代表される AI 技術はいまだ発展途上のため、本ガイドラインは網羅性や完全性
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1. 目的とスコープ 

1.1 背景と目的 

機械学習をはじめとする AI 技術は進化しながら普及の一途を辿り、様々な産業の競争力

の源泉となるだけでなく、既存の産業構造を破壊・変革し、新たな産業を創出するようにな

ってきている。それに伴い、AI 技術を用いた製品やサービス（AI プロダクト）が生活や社

会、経済に及ぼす影響も大きくなってきている。 

その一方で、AI 技術は進化途上であるとともに、ハードウェアや従来型のソフトウェア、

サービスなどに比べ、その技術的特質により、品質の把握、評価、説明、管理など品質保証

が非常に難しい。特に機械学習ではデータの学習によりふるまいが帰納的に決定されるた

め、従来型のソフトウェアに対する品質保証手段が利用できない。開発プロセスの管理によ

る品質保証が寄与する割合も小さい。したがって AI プロダクトの品質保証技術が確立され

たとは到底言いがたい状況にある。すなわち我々の生活や社会、経済には、AI プロダクト

の品質事故という甚大なリスクが内在されているのである。 

同時に注意すべきなのは、AI 技術が持つ技術的特質を無視し AI プロダクトの品質に社会

が過度の期待を持つことが、品質保証のための過度な活動を要請し、AI 技術の適切な活用

や適時のリリース、さらなる進化を妨げる圧力を与えてしまう点である。我々は AI プロダ

クトの品質リスクを軽減するとともに、過度の品質圧力を予防し、AI 技術が安心して活用

され進化できるようにする必要がある。 

したがって、我々が安心・安全な生活や社会、経済を営んでいくためには、AI プロダク

トに対する品質保証技術の調査・体系化、適用支援・応用、研究開発が急務である。同時に、

AI プロダクトの品質に対して、技術的特質を踏まえた適切な理解を社会が持ちうるような

啓発活動も進めていかねばならない。 

そこで我々は、AI プロダクトの品質保証のためのガイドラインを発行する。このガイド

ラインは、各組織において AI 技術への過度の期待を予防し、適切な活用や適時のリリース

を行うための、AI プロダクトの品質保証に対する共通的な指針を与えるものである。 

機械学習に代表される AI 技術は著しく速く進化しているため、本ガイドラインは年次程

度に定期的に更新される。各組織や産業において標準的な文書を作成したり適合性の程度

を評価したりする場合には、その点について十分に考慮する必要がある。 
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1.2 AI プロダクトの品質保証上の課題と本ガイドラインのスコープ 

AI プロダクトの基盤となる AI 技術には大きく分けて、演繹的に開発できるルールベース

技術と帰納的に開発する機械学習技術がある。前者の品質保証は伝統的な品質保証技術に

よって可能になるが、後者の品質保証は伝統的な品質保証技術では困難である。 

演繹的開発とは、定義された仕様に対して内部設計や実装を明示的に関連付けることが

でき、それらに基づいて様々な検証を行うという進め方の開発である。またその関連に従っ

て開発プロセスとプロダクト品質との関係が比較的明確になっている。したがって品質を

向上するための経験が知識として蓄積されており、内部設計や実装のレビューやメトリク

ス、プロセスに着目した品質保証という手段が有効となる。 

一方、帰納的開発では、定義された仕様に対して内部設計や実装を明示的に関連付けるこ

とができない。すなわち内部設計や実装の良し悪しのレビューが極めて難しく、統計的なメ

トリクスによって品質を評価することもできない。同様に、開発プロセスとプロダクト品質

との関係が不明になりやすいため、プロセス品質保証という手段は極めて限定的となる。例

えば残存バグ数を推定することは難しいし、プロセス監査は期待通りの効果を及ぼさない。 

そこで帰納的開発では、探索的開発と呼ぶべきスタイルで開発を進めることが多い。少し

ずつ学習を進めたりプロダクトを構築したりするなど、小規模かつ反復的に開発を進め、テ

ストや試験稼働、実運用によって品質が向上・確保できていることを実証するスタイルであ

る。 

機械学習技術には、線形性や分布を仮定できる技術とできない技術があり、現在 AI プロ

ダクトに用いられている技術は後者の非線形的技術が非常に多い。またニューラルネット

ワークなどでは多くのニューロン同士が非常に複雑な構造を持つ。 

品質保証とはあらゆる条件における動作の正当性を将来に渡って予測することによって

達成するものであるが、コストや納期の面から網羅的な条件を考慮することは現実的に不

可能であるし、将来の予測は原理的に未知となる。そこで従来は、何らかの線形性や分布を

仮定し分割統治を行うことによって、網羅的でなく典型的な条件のみを考慮し、小規模なコ

ンポーネントの品質保証成果を積み上げながら、現在達成された品質に基づいて将来の品

質を保証することにより、現実的なコストや納期で品質を保証してきた。 

一方、非線形的技術や分布が仮定できず、非常に複雑な構造を持つ技術を用いる場合は

CACE 性と呼ばれる性質（Changing Anything Changes Everything: 少しでも変更すると全

体に影響が及ぶ性質）を呈し、線形性や分布、分割統治に基づかず、学習や変更が行われる

度に品質を保証する必要がある。すなわち、コンポーネント全体に対して全ての条件で高頻

度にテストを行う全体全数高頻度検証（FEET: Frequent, Entire and Exhaustive Testing）が



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

1-3 

必要となる。FEET にはテストや構成管理といった品質保証技術の自動化が欠かせない。 

同時に、非線形で分布が仮定できず非常に複雑な構造を持つため、ある一群の学習によっ

て誤判別が修正された場合であっても、その因果関係の説明や理解は極めて困難である。こ

うした説明可能性などに関する技術は eXplainable AI として現在盛んに研究されているが、

まだ端緒に過ぎないため、本ガイドラインでは基本的にスコープ外とする。 

 AI プロダクトの品質保証においては、まず AI コンポーネントの核となるモデルの質と、

モデルを決定づけるデータの質がまず重要となる。モデルの質やデータの質についての議

論は、統計学や機械学習の分野で固有技術として盛んに議論されている。品質保証について

もそれらを踏襲すればよいが、次元の大きなデータや取得可能な実データ、オンライン学習

といった実務的な側面も考慮する必要がある。ミッションクリティカルなドメインにおい

ては、基本的にモデルの精度は 100%にならないという点も理解しておく必要がある。 

 AI プロダクトの開発組織は、データサイエンスとソフトウェア開発という 2 つの側面を

持つ。データサイエンス系の位置付けの強い開発組織では、モデルの精度こそが品質だと矮

小化している場合がある。ソフトウェア開発系の位置付けの強い開発組織では、プロセスや

メトリクスこそが品質保証だと盲信している場合がある。前者の組織が AI プロダクトの品

質保証について論ずる場合には、システム全体としての AI プロダクトの品質をどのように

保証するかの視座で捉える必要がある。例えばシステムとしての価値の把握、想定される品

質事故の致命度の評価、品質事故を引き起こしうる事象の発生頻度の見積もりなど、演繹的

開発の品質保証の考え方が役立つことを認識する必要がある。 

後者の組織が AI プロダクトの品質保証について論ずる場合には、そもそも高い品質を達

成できている組織とできていない組織との比較という視座で捉える必要がある。演繹的開

発において、プロセスやメトリクスを遵守していても品質が低い組織は多々見られる。一方、

技術力の高い開発者が強く納得し、チームや組織において、また顧客とともにその納得感を

強く共感している組織は総じて品質が高い。プロセスやメトリクスを遵守するから納得感

の共感が強いのではない。開発チームが強く納得感を共感できているから、結果として技術

的に必要十分なプロセスで開発を行いメトリクスを達成しているのである。そうした組織

は探索的に開発を行うことで、納得感の共感を強めやすくしている傾向が高い。 

 AI プロダクトの品質保証における大きな懸念点がもう一つある。AI プロダクトの特性に

ついて理解が乏しい顧客である。そもそも演繹型開発か帰納型開発かに関わらず、期待が大

きい場合には、品質保証をよりしっかり行う必要がある。さらに AI プロダクトの特性につ

いての理解が乏しい顧客の場合には、品質保証が困難になるリスクを抱える可能性がある。 

 AI プロダクトの特性について理解が乏しい顧客は、「自分が特に何もしなくても AI プロ

ダクトや開発組織が常によろしく完璧にやってくれる」と考えている場合がある。もちろん、

これは誤った考えである。こうした顧客は、データの質や量に関しての認識が甘かったり、
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探索的開発を許容せず必要な権限を与えなかったり、顧客側組織の変化の必要性を拒絶し

たりする。また 100%の精度を求めたり、非線形なふるまいを拒絶したり、モデルのふるま

いに関する合理的で詳細な説明を求めたりする。こうした顧客の理解を適切に制御するこ

とが、AI プロダクトの品質保証において重要となる。 

 本ガイドラインでは、以上のような AI プロダクトの品質保証上の課題を考慮していく。

まず基本的な考え方や考慮事項といった枠組みを 2 章で述べる。AI プロダクトの品質保証

の構築や評価において考慮すべき 5 つの軸である Data Integrity、Model Robustness、System 

Quality、Process Agility、Customer Expectation を提示し、それらのバランスや余力につい

て論ずる。次に、AI プロダクトの品質保証を推進していくための技術をカタログとして整

理する。そして、それらを基盤としてコンテンツ生成系システム、スマートスピーカー、産

業用プロセス、自動運転の 4 つのドメインに対する個別のガイドラインを例示していく。 

機械学習に代表される AI 技術は著しく速く進化しているため、本ガイドラインは年次程

度に定期的に更新される。各組織や産業において標準的な文書を作成したり適合性の程度

を評価したりする場合には、その点について十分に考慮する必要がある。 

 同様に AI の技術はいまだ発展途上のため、本ガイドラインは網羅性や完全性を企図した

ものではない。したがって各組織では、本ガイドラインを指針として自ドメインや自社、自

組織の状況などを熟慮、反映し、自組織の責任の下において活用する必要がある。 
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2. AI プロダクトの品質保証の枠組み 

2.1 AI プロダクトの品質保証の基本的考え方 

2.1.1 AI プロダクトの品質保証において考慮すべき軸 

 まず品質の高い AI プロダクトを開発するためには、データがきちんとしていなくてはな

らない。すなわち、質においても量においても適切かつ充分なデータの確保が重要であり、

学習用データと検証用データが独立している必要がある。この視点から考慮すべき軸を本

ガイドラインでは Data Integrity と呼ぶこととする。 

 同様に品質の高い AI プロダクトを開発するためには、モデルがきちんとしていなくては

ならない。すなわち、精度が高く頑健性が確保されたモデルが重要となる。また学習などに

おいてデグレードに適切に対処する必要がある。この視点から考慮すべき軸を本ガイドラ

インでは Model Robustness と呼ぶこととする。ここで、本ガイドラインにおいて「モデル」

はいわゆる学習済みモデル、いわばモデルのインスタンスを指すこととし、モデルの種類を

「アルゴリズム」と呼ぶこととする。本ガイドラインでは単一のアルゴリズムによるモデル

だけでなく、複合したアルゴリズムによるモデルも対象とする。機械学習のコンポーネント

を一切使わない AI プロダクトの場合、品質保証は演繹的開発の品質保証でも有効となるた

め、本ガイドラインでは明示的に取り扱わない。とはいえ非機械学習の AI プロダクトに対

しても品質保証はもちろん必要であるし、本ガイドラインのうち機械学習のコンポーネン

トに固有でない記述は同様に有用だろう。 

 また品質の高い AI プロダクトを開発するためには、システム全体として価値が高く、何

かが起きても何とかならないといけない。すなわち、AI プロダクト全体の品質が確保でき

ていることを保証することが重要となる。この視点から考慮すべき軸を本ガイドラインで

は System Quality と呼ぶこととする。ただし本ガイドラインでは、狭義および広義の Quality、

Reliability、Dependability、Safety、Security などの類似した概念の上位下位関係を定義する

ことは意図せず、そうした概念の集合として品質や Quality という概念を用いることとす

る。したがってドメインによっては Safety や Security、Dependability などと読み替えると

有用だろう。 

 そして品質の高い AI プロダクトを開発するためには、納得感を共感した開発者や開発チ

ームが自動化された開発環境を駆使して臨機応変に探索的開発を進めていく必要がある。

すなわち、プロセスが機動的であることが重要となる。この視点から考慮すべき軸を本ガイ

ドラインでは Process Agility と呼ぶこととする。 
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 品質の高い AI プロダクトを開発するために忘れてはならないのは、よい顧客との関係性

である。すなわち、良くも悪くも顧客の期待が高いかどうかが重要となる。良い意味で顧客

の期待が高いと品質保証をしっかりやる必要があるし、悪い意味で顧客の期待が高いと AI

プロダクトの特性についての理解が乏しい顧客によって品質保証が困難になるリスクに対

処することになる。この視点から考慮すべき軸を本ガイドラインでは Customer Expectation

と呼ぶこととする。 

 次節ではこれらの 5 つの軸にしたがって、AI プロダクトの品質保証を評価・構築のため

の考慮事項を提示する。ただし機械学習分野の技術はいまだ発展段階にあるため、提示する

考慮事項が網羅的であるとは限らない。本ガイドラインを利用する各組織では、これらの 5

つの軸を活かしながら考慮事項を適宜追加する必要がある。 

2.1.2 Data Integrity 

 Data Integrity では、質においても量においても適切かつ充分なデータの確保と、学習用

データと検証用データが独立しているかどうかなどについて考慮する。Data Integrity につ

いては統計学や機械学習の分野で固有技術として盛んに議論されているので、品質保証に

ついてもそれらを踏襲すればよいだろう。 

 まずデータの量が充分であり、コストが適正である必要がある。ただし意味のある量でな

くてはならない。例えば画像データの明度や色彩を変えるなど、あるデータに演算や変換を

行って別のデータとする「かさ増し」を行うことがあるが、それによって汎化性能が落ちる

場合は意味のある量の増加にならない。 

 データの質という点では、サンプルに対する統計的な性質を満たしているかを考慮する

必要がある。求める母集団に属するサンプルなのかどうか、実際のデータなのか人為的に作

成されたデータなのか、不必要なデータやノイズ、異なる母集団のデータが含まれていない

か、などを考慮する必要がある。また偏りやバイアス、汚染は無いか、自分たちが考えてい

る偏りの源だけでよいのか、などを考慮する必要もある。 

 AI プロダクトの扱うデータは画像など高次元かつ複合的であることが多いので、必要な

要素を適切に含んだサンプルなのか、複雑すぎないか単純すぎないか、なども考慮する必要

がある。多重共線性といったデータ内の性質についても検討する必要がある。教師あり学習

の場合は、ラベルの妥当性についても考慮する必要がある。 

 また外れ値や欠損について考慮する必要がある。それぞれのデータは常識的な値なのか、

外れ値は本当に外れているデータであって意味を持たないのか、欠損そのものや欠損の理

由や背景に意味は無いのか、外れ値や欠損値の扱いは適切なのかどうか、などを考慮する必

要がある。 
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 実際のデータを用いる場合には、データの所有権や著作権・知的財産権、機密性、プライ

バシーを適切に考慮する必要がある。 

 AI プロダクトは学習と検証を繰り返すため、学習用データと検証用データを独立させる

べきであることが多い。その際には、独立性を担保する仕組みや機密性などについても考慮

する必要がある。人為的に作成したデータの場合は、データ生成プログラムの品質も保証す

る必要がある。同様に、学習用プログラムの品質など学習の過程も保証する必要がある。さ

もないとデータの意味が毀損されてしまう。 

またオンライン学習を行う際には、どのようなデータが与えられどのような学習を行う

可能性があり、それによってどのような影響が発生するのか、についても検討しておかなく

てはならない。 

2.1.3 Model Robustness 

Model Robustness では、モデルの精度と頑健性、デグレードなどについて考慮する。Model 

Robustness については、Data Integrity と同様に統計学や機械学習の分野で固有技術として

盛んに議論されているので、品質保証についてもそれらを踏襲すればよいだろう。 

まず、正答率や適合率、再現率、F 値といった精度と、汎化性能を充分に考慮する必要が

ある。また AUROC（Area Under Receiver Operating Characteristic：ROC 曲線における

AUC）といったモデルのよさを示す指標を考慮する必要がある。 

 精度や汎化性能は、学習の度に適切な頻度で検討する必要がある。その際には、学習が適

切に進行したか、局所最適に陥っていないかなども考慮する必要がある。 

 学習の進行に応じて、適切なアルゴリズムかどうか、適切なハイパーパラメータであるか

どうかなどの考慮を行う必要がある。 

 モデルの検証という視点では、交差検証を充分に行ったか、ノイズに対して頑健なモデル

であるか、充分に多様なデータでモデルの検証を行ったか、などを考慮する必要がある。数

理的な多様性だけでなく、意味的な多様性や社会的・文化的な多様性についても考慮する必

要がある。 

 また学習の進行に応じて、デグレードへの対処について検討する必要がある。ここでデグ

レードとは、ある学習を行う前には正しく判別できていたデータが学習後に誤判別を起こ

すといった現象を指す。デグレードが許容可能な範囲なのか、デグレードの影響範囲をきち

んと把握できているか、などを考慮する必要がある。許容できないデグレードに対して学習

を行うことで対処する場合には、汎化性能の低下などに充分注意する必要がある。デグレー

ドをきちんと考慮するために、学習が再現可能である必要がある。また学習時のふるまいに

対して運用時のふるまいが齟齬を起こしていないかを検討する必要もある。 
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 学習の過程において、また中長期間にわたる運用の過程において、モデルが陳腐化しない

かどうか、既に陳腐化していないかどうかも考慮する必要がある。また実際のデータに対す

る予測品質が劣化していくことがないかどうかも考慮する必要がある。陳腐化や劣化につ

いて、データが原因なのか、ハイパーパラメータやアルゴリズムが原因なのか、システムの

設計やサービスの考え方が原因なのか、なども合わせて検討し対処する必要がある。 

 またこうした検討を行う場合に、目標となるメトリクスが顧客満足度など実際のサービ

スにおけるメトリクスのように、実際には直接計測できないこともある。その場合には計測

できるメトリクスを代用特性として目標値化することになるが、目標メトリクスと計測メ

トリクスの関連が妥当かどうかなどを考慮する必要がある。 

2.1.4 System Quality 

 System Quality では、AI プロダクト全体の品質の確保について考慮する。System Quality

には、AI コンポーネントを一つの特殊なコンポーネントと捉えることによって、従来の演

繹的開発の品質保証のノウハウが活用できる可能性がある。 

 まず、システム全体として価値を適切に提供できているかどうかを検討する必要がある。

システムの価値が何を意味するのかはシステムやドメイン、ビジネスモデルに依存するが、

AI プロダクトの場合にはまだ「とりあえずやってみる」という事例も散見されるため、自

分たちが AI プロダクトの価値をどのように捉えているかも含めて反復的に検討する必要が

ある。 

 そしてその価値が適切に提供されていることを、システム全体として、および意味のある

単位で評価したかを考慮する必要がある。AI プロダクトは全体として演繹的開発と帰納的

開発の混合となるので、前者について分割統治が可能となるが後者については困難となり、

その見極めが重要となる。 

 品質保証では一般に、致命的な品質低下やその影響、両者を含めた事象全体を品質事故と

呼ぶことがある。AI プロダクトにおいても、発生しうる品質事故の致命度が許容できる程

度に抑えられるかどうかを検討する必要がある。「事故」という言葉の響きから身体や生命

への危害のみを企図するようにも思えるが、ドメインによって品質事故は経済的ダメージ

や社会・環境への影響、不快感、魅力の低さ、意味の無さ、反倫理性など様々な企図が考え

られる。 

 AI プロダクトの品質事故については、誤判別といった機能的な品質事故だけでなく、性

能低下やユーザビリティの悪化といったシステム全体のふるまいが劣化していかないか、

についても考慮する必要がある。 

 品質事故を考慮する際には、トリガーとなる事象についても充分検討する必要がある。ト
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リガーとなる事象を網羅的に検討する必要があるし、トリガーとなる事象の発生頻度はそ

れぞれどの程度かを検討する必要もある。トリガーとなる事象は歩行者の急な飛び出しの

ように AI プロダクトの外部で発生することもあるし、バグのように AI プロダクトの内部

で発生することもある。利用環境を統制することによって、発生頻度を抑えられることもあ

る。その場合、システムや環境、ユーザー、使い方、ドメイン、ビジネスモデルなどによっ

て環境統制性が種別できる。例えばある機能が品質事故を起こすトリガー事象であるとす

る。警告文や免責条項などによって開発側が意図的にトリガー事象を引き起こすユーザー

の利用を制限できる場合（意図）と、トリガー事象が偶発的に発生するため開発側が意図的

に制限できない場合（偶発）、セキュリティ攻撃が予想されるためどんなに発生確率の小さ

いトリガー事象でも無視出来ない場合（攻撃）の 3 種は、品質保証の程度や方法が異なるた

め識別しておかなくてはならない。 

 トリガー事象から品質事故に到達する程度や被害を低減させる程度を考慮する必要もあ

る。例えば、防護機構や安全機能、耐攻撃性の有無や数、それらの良し悪しなどについて検

討する必要がある。ただし防護機構などが複雑になりすぎるとシステム全体の品質が低下

し、トリガー事象が増加する、品質事故への到達度が上がる、品質事故の被害が大きくなる、

といった弊害が発生することがあるので充分に注意が必要である。またシステム全体とし

ては、回避性や制御性を高めることで品質事故への到達度や被害を低めたり、自己修復性を

持たせたりする場合などもあるので、そうした点についても考慮が必要となる。 

 AI プロダクトの場合には、AI コンポーネント同士、もしくは非 AI コンポーネントとの

構造も考慮する必要がある。AI コンポーネントのふるまいが局所化される設計であったり

非 AI コンポーネントや人間の判断でオーバーライドされる設計であったりといったように、

AI の寄与度が適切に抑えられている設計かどうかも考慮すべきである。AI の寄与度はまた、

AI コンポーネントと非 AI コンポーネントの両方において変更があった場合に迅速かつ適

切に反映できるか、不具合があった場合に影響を充分低く抑えられるか、といった考慮事項

も含む。 

 また品質保証を行う際には、その品質保証活動で本当に品質が保証できるという確信を

ステークホルダーが持ちうるかどうかも重要になる。こうした保証性や説明可能性、納得性

の確保は、AI プロダクトの場合はそれほど容易ではない。演繹型開発のようにプロセスや

メトリクスによる確保は意味を持たない。探索的開発や FEET のため、人手でドキュメン

トを作成し整備することは現実的でない。とはいえ学習の過程や FEET の結果の出力を自

動化しても、膨大な出力を頻繁に検討することも現実的ではない。eXplainableAI の技術は

いまだ端緒である。したがって保証性や説明可能性、納得性の確保は、開発者やチームの納

得感の共感のように、品質保証の技術者や部門における納得感の共感の確保が極めて重要

となる。自分たちが行っている品質保証活動はどのような意味があり、どのように技術的に

品質向上に寄与し、どのように開発者やチームに納得感の共感を増やしてもらい、彼らがム
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ダな作業や意味の無い作業だと思わないよう尽力しているかを、品質保証の担当者や組織

自身が常に確信を持ち続けなくてはならない。品質保証の担当者や組織は、管理屋ではなく

技術者であるという意識を持たなくてはならない。 

2.1.5 Process Agility 

 Process Agility では、プロセスの機動性について考慮する。AI プロダクトの品質を保証

するためには、納得感を共感した開発者や開発チームが自動化された開発環境を駆使して

臨機応変に探索的開発を進めていく必要がある。したがって、開発が臨機応変か、充分自動

化されているか、開発者や開発チームは納得感を共感しているか、について考慮する必要が

ある。 

 AI プロダクトの開発を臨機応変に進めるためには、データ収集の速度とスケーラビリテ

ィが充分である必要がある。同時に、充分短い反復単位での反復型開発や、モデルやシステ

ムの品質向上の周期が充分短い必要がある。また運用状況の継続的なフィードバックも頻

繁に行われる必要がある。 

 それによって、モデルやシステムがよりよくなっていく見込みがあるかについて検討す

る必要がある。学習の進行だけでなく、新しい特徴量を迅速に追加したりモデルを迅速に改

善したりすることができるかについて考慮する必要がある。そのためには、学習や推論のデ

バッグを行う迅速に手段や環境、仕組みを保有しておく必要がある。 

 AI プロダクトは非線形性によって思わぬ品質事故が発生する可能性があるが、そのよう

な場合にリリースロールバック（切り戻し：リリースをなかったことにして直前やそれ以前

のバージョンに戻して再リリースすること）を簡便で迅速に行える必要がある。同様に、段

階的リリースやカナリアリリースの頻度や程度は適切であるか、各リリース時にモデルや

システム全体の評価やテストを行っているか、についても考慮する必要がある。 

 探索的開発や学習時・リリース時の FEET を行うためには、開発・探索・検証・リリース

などを自動化しておくことが必要となる。その際には、データ、モデル、環境、ソースコー

ド、出力などについて適切に構成管理が行われている必要がある。 

 AI プロダクトは開発技術も品質保証技術もまだ発展途上であるため、開発者や開発チー

ムが品質に寄与する割合が大きい。開発者や開発チームがプロダクトのふるまいや開発の

進め方などに技術的に充分納得し共感しているか、顧客も含めて充分納得し共感している

か、は極めて重要になる。自分たちがいま何をどう作っているか、筋のよい開発や探索をし

ているか、何かが起こったら何をどこまで戻せばよいか、どのようなリスクがあるか、そう

したリスクにどう対処すればよいかが概ね分かっているか、自分たちが分からないことを

どこまで分かっているか、などを納得して共感する必要がある。とはいえ AI プロダクトは
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その特色のため、あらゆるリスクとそれらに対する対処を全て完璧に想定することは極め

て困難であるため、分かることと分からないことの経験的なバランス感覚も必要となる。 

 また開発チームは適切な能力を持った人材を備えているかどうかは、納得感の信頼度を

高めるために必要である。データサイエンスや機械学習の専門技術と、ソフトウェア開発の

専門技術、ドメイン技術のそれぞれについて、きちんと技術力の高い人材が必要となる。そ

の際には、座学で取得できる資格や認定制度のみに頼らず、実務による経験も踏まえて評価

する必要がある。 

 AI プロダクトの開発においては、探索的開発を進めていきながら開発者や開発チーム自

身がさまざまな「学習」、すなわち経験や試行錯誤を洞察の獲得や技術の向上に反映させる

ことが必要となる。技術的な反映策だけでなく、振り返りといった人間的な反映策も重要と

なる。 

2.1.6 Customer Expectation 

 Customer Expectation では、よい顧客との関係性について考慮する。AI プロダクトの品

質を保証するためには、良くも悪くも顧客の期待が高いかどうかが重要となる。良い意味で

顧客の期待が高いと品質保証をしっかりやる必要があるし、悪い意味で顧客の期待が高い

と AI プロダクトの特性についての理解が乏しい顧客によって品質保証が困難になるリスク

に対処することになる。 

 まず、良い意味で顧客の期待が高い場合には、品質保証をしっかり行う必要がある。無償

のホビー型プロダクトなど品質事故が起きても顧客に迷惑をかけないような AI プロダクト

よりも、自動運転や金融取引など品質事故が起きると顧客の身体や財産に損害を与える AI

プロダクトの方が、顧客の期待が高く、品質保証もそれだけしっかり行わなくてはならない。

これは帰納型開発であっても演繹型開発であっても変わらない。 

 しかし悪い意味で顧客の期待が高い場合、すなわち AI プロダクトの特性についての理解

が乏しい顧客の場合には、品質保証が困難になるリスクを抱える可能性がある。そうした顧

客は「自分が特に何もしなくても AI プロダクトや開発組織が常によろしく完璧にやってく

れる」と考えている場合がある。もちろん、これは誤った考えである。品質保証の技術者や

チーム、組織は、開発や営業と共に、AI プロダクトに関する顧客の理解を深めるような活

動を行うことで、顧客の期待を適切に制御しなくてはならない。 

 AI プロダクトは確率的に動作する、と言われている。これは少し曖昧な表現である。AI

プロダクトはコンピュータプログラムである以上、全く同じ状態の AI プロダクトに全く同

じ入力を与えると全く同じ出力を返す。この意味では AI プロダクトは確定的に動作する。

しかし想定される入力群全体に対しては、精度が 100%にならないため確率的に動作するよ
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うに思える。そして非線形にふるまうため、人間にとって同じと思える入力なのに異なる出

力をすることがあるし、学習をすると思いもよらないところまでふるまいが変化すること

があり、確率的に動作するように思える。また同じデータで同じアルゴリズム、（初期値を

除く）同じハイパーパラメータであっても異なるモデルができるアルゴリズムがあるため、

確率的に動作するように思える。顧客によっては演繹的開発において「不具合が無いこと」

を要求する習慣があることがあり、こうした AI プロダクトの確率的動作を許容しない場合

がある。これは過学習につながり品質を低下させたり、ムダな作業を発生させ開発を停滞さ

せたりする可能性がある。顧客がリスクや副作用を理解していなかったり、許容しなかった

りする場合も同様である。 

 AI プロダクトは探索を伴うため、いきなり実運用レベルの開発を行うことは稀である。

そのため PoC（Proof of Concept：概念検証）やβリリースを行うことが多く、それに合わ

せて品質保証も行う必要がある。しかし PoC やβリリースといった開発段階を理解してい

ない顧客の場合、PoC 段階にも関わらず実運用段階で問題になるようなリスクの指摘をし

て解決を求めることが発生することがある。これもまた品質の低下や開発の停滞を招く可

能性がある。 

 顧客によってはデータの質や量に関する認識が甘いことがある。自社がどのようなデー

タをどれくらい保有しており、社外からどのようにデータを獲得できるのかを顧客が必ず

理解しているとは限らない。開発前や契約前に、充分な認識をしてもらう必要がある。 

 AI プロダクトであっても演繹的開発であっても、何を目的として、どのようなデータを

用いて、どのような精度で、どのような出力を行いたいのかを明確にする必要がある。時に

顧客は「人間並み」という要求を行うことがある。その場合に、精度の目標として明示され

合意されたものが、顧客が暗黙的に意図しているものと同じかどうかはきちんと検討し確

認する必要がある。例えばある障害物を避ける精度が明示的な目標であったはずなのに、障

害物の鼻先をかすめるような避け方を人間は行わない、というような全体的なふるまいを

顧客が意図していることがある。またトロッコ問題のような倫理的問題など、人間の経験や

センス、数式やルールでも判定の難しいものは AI プロダクトでも基本的には判定できない。

「人間並み」という要求が顧客から発せられた場合には、その意味について充分議論して合

意するか、PoC で探索しながら明確にしていくという過程を理解してもらう必要がある。 

 ドメインによっては、AI プロダクトは法規制や著作権・知的財産権、プライバシー、コ

ンプライアンスや社会的マナーの遵守を必要とされる。同種のシステムや仕組みがまだ存

在しない場合、社会的な受容が必要な場合もある。AI プロダクトは先進的な役割を果たす

ことがあるため、顧客側がこうした点を軽んじている可能性がある。 

 また顧客によっては、確率的動作や機械学習モデルの構造の複雑さによる事実上のブラ

ックボックス性を理解せず、開発中に発生した誤判別や不具合、リスクについて合理的で詳
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細な説明、外挿や予測を求める場合がある。これは水掛け論となり開発が停滞する可能性が

ある。 

 こうした AI プロダクトの特性についての理解が乏しい顧客には、顧客と開発者・チーム

の間で納得感を共感する風土や雰囲気、仕事の進め方が不足していることが多い。同様に、

顧客の担当者やチームで意志決定できる権限が少なく範囲が狭いことが多い。したがって

品質保証としても、納得感を共感する風土や雰囲気、仕事の進め方になるよう、また適切な

意志決定の権限や範囲にできるよう尽力する必要がある。これは演繹的開発に慣れた品質

保証では業務範囲外だと考えるかもしれない。しかし AI プロダクトの品質保証の技術者や

チームは、演繹的開発で矮小化された範囲を飛び越えて、品質を保証するために必要なあら

ゆることを、組織の壁を乗り越えてあらゆるステークホルダーと、納得感の共感を行いなが

ら進めていかなくてはならないのである。 
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2.2 AI プロダクトの品質保証の分類軸ごとのチェックリスト 

2.2.1 Data Integrity 

 量は充分か、コストは適正か、意味のある量か、「かさ増し」しても大丈夫か 

 求める母集団のサンプルか、実際のデータを利用しているか、 

不必要なデータが含まれていないか、 

含むべきでない母集団のデータと混ざっていないか 

 データに関する要求事項を満たしているか、 

データに関する制約に反していないことを監視しているか 

 偏りやバイアス、汚染は無いか、 

自分たちが考えている「偏りを発生させるもの」だけでよいか 

 データは複雑すぎないか、単純すぎないか、 

必要な要素を適切に含んだサンプルか、ラベルは妥当か 

 データ内の性質（多重共線性など）は適切に考慮されているか 

 それぞれのデータは常識的な値か、外れ値は本当に外れているデータか、 

欠損に意味はないか、外れ値や欠損値の扱いは適切か 

 所有権や著作権・知的財産権、機密性、 

プライバシーは適切に考慮されているか 

 学習用データと検証用データは独立しているか 

 オンライン学習を行う場合、その影響を適切に考慮しているか 

 学習用プログラムやデータ生成プログラムの不具合によって 

データの意味が毀損されないか 
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2.2.2 Model Robustness 

 正答率、適合率、再現率、F 値といった精度は妥当か 

 汎化性能は確保されているか 

 （AUROC といった）モデルのよさを表す指標は充分か 

 学習は適切に進行したか、局所最適に陥っていないか 

 適切なアルゴリズムやハイパーパラメータかどうかの検討は行ったか、 

 十分に交差検証などを行ったか 

 ノイズに対して頑健か 

 数理的多様性、意味的多様性、社会的文化的多様性などを考慮し、 

十分に多様なデータで検証を行ったか 

 デグレードは許容可能な範囲か、デグレードの影響範囲を把握できているか、 

学習は再現可能か、学習時のふるまいと提供時のふるまいに齟齬はないか 

 モデルが陳腐化していないか、 

実データに対する予測品質が劣化していかないか 

 目標指標の計測が難しい場合、計測できるメトリクスとの関連は妥当か 

2.2.3 System Quality 

 価値は適切に提供されているか、 

 性能などシステム全体のふるまいが劣化していかないか 

 システムを全体として、および意味のある単位で評価を行ったか 

 発生しうる品質事故の致命度は許容できる程度に低く抑えられているか 

 品質事故を引き起こしうる事象の発生頻度は低いと見積もることが 

できるか、 事象の発生頻度や事象の網羅性、環境統制性の検討は充分か 

 システムの事故到達度・安全機能・耐攻撃性は充分か 

 AI の寄与度を抑えられているか、 

システムが依存する他の（AI の、もしくは非 AI の）システムの変更は 

迅速かつ適切に反映できるか、不具合の影響を充分低く抑えられるか 

 保証性、説明可能性、納得性は充分か 
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2.2.4 Process Agility 

 データ収集の速度とスケーラビリティは充分か 

 充分短い反復単位で反復型開発は行っているか、モデル・システムの 

品質向上の周期は充分短いか、運用状況の継続的なフィードバックは頻繁か 

 リリースロールバックは簡便で迅速に行えるか 

 新しい特徴量を迅速に追加したりモデルを迅速に改善したりできるなど、 

よりよくなっていく見込みはあるか 

 段階的リリースやカナリアリリースの度合は適切か、 

リリース直前にシステム全体やモデルの評価を行っているか 

 開発・探索・検証・リリースなどの自動化は充分か 

 データ、モデル、環境、コード、出力などの構成管理が適切に行われているか 

 開発者やチームは技術的に充分納得し共感しているか 

 開発チームは適切な能力を持った人財を備えているか 

 経験を技術に反映させられているか 

 開発チーム外のステークホルダーは充分納得しているか 

2.2.5 Customer Expectation 

 顧客の期待は高いか 

 顧客は確率的動作という考え方を受容していないか、 

リスク・副作用を理解していなかったり受容したりしていないか 

 継続的実運用にどのくらい近いか 

 データの量や質に対する認識は甘いか 

 狙っているのが「人間並み」か 

 法規制、知的財産権、プライバシー、コンプライアンス、社会的受容が必要か 

 “合理的”説明を求める傾向や、“外挿”や“予測”をしたがる傾向、 

“原因”や“責任（者）”を求めたがる傾向はあるか 

 納得感を共感する風土や雰囲気、仕事の進め方は少ないか、 

顧客担当者・チームで意思決定できる権限や範囲は少ない・狭いか 
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2.3 AI プロダクトの品質保証の構築・評価 

2.3.1 バランスに着目した構築・評価 

 AI プロダクトの品質保証の構築・評価を行う際には、2.1 節や 2.2 節で挙げた 5 つの軸の

バランスが取れている必要がある。バランスがよいとは、顧客の期待に沿っていると保証で

きることが期待できる状況を意味する。それは二つの条件から構成される。 

一つは、Data Integrity/Model Robustness/System Quality/Process Agility に不足がない

という条件である。それらのどれか一つが欠けていても品質が確保できたとは言えない。も

う一つは、Data Integrity/Model Robustness/System Quality/Process Agility に対して

Customer Expectation が適切であるという条件である。顧客の期待を適切に把握し、可能な

らば期待を適切な程度に収め、Data Integrity/Model Robustness/System Quality/Process 

Agility が総合的に期待を満たすようにできている場合を意味する。 

5 つ の 軸 の バ ラ ン ス が 悪 い と は 、 顧 客 の 期 待 に 対 し て Data Integrity/Model 

Robustness/System Quality/Process Agility が不足している状況を意味する。すなわち、Data 

Integrity/Model Robustness/System Quality/Process Agility のいずれかが不足している状態

か、顧客の期待が高すぎる状況である。 

顧客の期待を適切に収める行動を期待値コントロールと呼ぶことが多いが、短期的で個

別的な期待値コントロールと中長期的で社会的な期待値コントロールの両方が必要なこと

がある。産業向けなど特定顧客向けの AI プロダクトの場合には、前者の施策が重要となる。

すなわち、顧客のキーパーソンを特定し、確率的動作やデータの価値といった AI プロダク

トの特質を理解させ、顧客組織の真の目的やニーズを明確化し具体化することで、顧客が過

度の期待をしないことと顧客事業における戦略的重要性を低めないことの両方を実現する

必要がある。同時に、顧客組織内においてきちんと納得感を共有しながら仕事を進める雰囲

気や、顧客担当者やチームの意志決定の自由度を適切にするよう働きかける必要がある。ま

た一般顧客向けの AI プロダクトの場合には、後者の施策として UI の改善や動画による理

解の促進、SNS やメディア、イベントなどを通じた顧客との対話だけでなく、専門家や自

治体・政府機関などとの連携による情報発信を通じた世論形成などが考えられる。 

図 2.1 に、バランスがよい品質保証の例を示す。5 つの軸に対しそれぞれの状態をプロッ

トしてできる五角形が正五角形に近いほど、直感的にもバランスがよいと認識できる。図 

2.2 のように正五角形から崩れた品質保証の場合には、直感的にもバランスが悪いと認識で

きる。またバランスは本質的に Customer Expectation に対する各軸の関係であるので、図 

2.3 のように 4 つの軸で四角形を構成し、Customer Expectation を表す円との相対関係を示

す記法も考えられる。 
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図 2.1 バランスのよい品質保証のイメージ 

 

 

図 2.2 バランスの悪い品質保証のイメージ 
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図 2.3 四角形と円による品質保証のバランスのイメージ 

 

 本ガイドラインでは、各軸の値や線形性、軸間の相対的関係については提示しない。すな

わち 2.2 節でのチェックの数がそのままバランスを表すわけではない。したがってこのバラ

ンスについては、各軸について開発、品質保証、顧客の 3 者を中心として充分に議論し納得

感を共感しておく必要がある。 

2.3.2 開発段階に着目した構築・評価 

 AI プロダクトの品質保証の構築・評価を行う際には、開発の段階に合わせて変えていく

必要がある。PoC 段階ではそれほどしっかりした品質保証は必要ないかもしれないが、β

リリース段階や継続的実運用段階になるにつれてしっかりした品質保証が必要になる。た

だし開発段階に関わらず、バランスは取れている必要はある。図 2.4 に開発段階に合わせ

た品質保証の大きさの変化のイメージを示す。 
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図 2.4 開発段階に合わせた品質保証の大きさの変化のイメージ 

 

 本ガイドラインでは、開発段階ごとに推奨される各軸の値については提示しない。したが

って、どの開発段階でどこまで品質保証を行うかについては、各軸について開発、品質保証、

顧客の 3 者を中心として充分に議論し納得感を共感しておく必要がある。 

 

2.3.3 余力と過剰品質 

 AI プ ロ ダ ク ト の 開 発 や 品 質 保 証 の 経 験 が 豊 富 に な る と 、 Data Integrity/Model 

Robustness/System Quality/Process Agility が顧客の期待を上回る状況が発生する。例えば

図 2.5 の赤線で囲まれたオレンジ色の領域の示すような状況である。 
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図 2.5 品質保証の「余力」のイメージ 

 

 この状況は誤解を生みやすいが、「余力」と捉えるのが適切である。すなわち、将来的に

開発段階が進んだり運用範囲が広がったりすると顧客の期待が高めるため、その時に備え

た活動を事前に行っていると解釈すべきである。また、一つのプロジェクトに余力があると、

他のプロジェクトの品質向上の基盤にもなりうる。したがって、むしろ積極的に余力を増や

す方向に戦略的な技術投資を行う方が持続的かつ全体的に最適となる可能性が高い。 

この状況を「過剰品質」と呼んではならない。過剰品質とはむしろ、プロジェクトや QA

が顧客の期待やビジネスの方向性、自分たちの開発の状況や技術力を見失い、自分たちが何

をやっているのかを分からずにただムダな手数だけを増やしている状況を指す。もし高い

品質を達成するためにムダな手数が増えてしまうのであれば、Process Agility が低いために

手数を減らせなかったり、形式的な会議や文書が低かったりする場合が考えられる。また

Data Integrity や Model Robustness が低いために手数をかけても精度や汎化性能が頭打ち

になる場合が考えられる。もしくは System Quality を達成する際に技術的本質を軽視する

ため、総花的で包括的だが効果の薄いプロセス的施策を進めている場合が考えられる。こう

した場合は過剰品質などと誤ったレッテルを貼らず、適切に投資を行って改善を進めてい

くべきである。さもないと、誤ったレッテルのせいで余力を高める活動への反発が大きくな

り投資が抑制され、品質の低下や開発の停滞が発生してしまうだろう。 

Customer
Expectation

System
Quality

Process
Agility

Model
Robustness

Data
Integrity
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3. 技術カタログ 

機械学習は、教師あり学習、教師なし学習、強化学習に分類される。教師あり学習におい

ては、訓練データとして、入力値とそれに対し正解となる出力値の対を多数与えることで、

入力に対して出力を求めるようなモデルを得る、出力がクラス群への振分けとなるタスク

を分類、出力が数値となるタスクを回帰という。これに対して教師なし学習においては、正

解を定義することなく、データから規則性や判断基準などを抽出する。データをグループ分

けするクラスタリングや、データから相関ルールを抽出するアソシエーション分析が代表的

である。強化学習においては、ゲームプレーヤや探索ロボットの構築などにおいて、状況に

応じてどのような行動をとるべきかを訓練を通して学習する。これらのうち、教師あり学習

は特にその性能向上やタスクの明確さから実応用が特に進んでおり、本章では教師あり学

習の品質を中心に扱う。 

機械学習を用いたシステム開発では、訓練データ（学習データともいう）を入力として、

学習アルゴリズムを実装したプログラム（以後学習プログラム）を実行することにより、識

別や予測、制御などを行うソフトウェア部品を得る。この部品は、入出力の関係性を表した

ものであり、モデルと呼ぶ（本章における「モデル」という語はこの用法に従う）。機械学

習を用いたシステム開発では、訓練データ、学習アルゴリズムやそのパラメータ・オプショ

ン（訓練で値を決めるパラメータと区別するためハイパーパラメータという）が設計の対象

となり、プロダクトに埋め込まれ活用されるモデルはそれらから間接的に得られることに

なる。 

機械学習、特に深層学習で得た複雑なモデルの振る舞いは、プログラマが演繹的に（一般

的規則に基づき）書き下したものではなく、訓練データから帰納的に（個々の事例に基づき）

生成したために、ブラックボックスであり以下のような特徴をもつ。 

⚫ 様々な入力の可能性すべてに対し、正解や期待値（テストオラクル）を明確に定義でき

ない、あるいは定義することが人手の作業を要するなど高コストであることが多い。  

⚫ 機能は原則として不完全であり、正解を定義できたとしても、その正解を常に求めるこ

とはできず、性能に限界がある。その性能を事前に見積もることは困難であり、またで

きることとできないことの境界を明確に把握することはできない。 

⚫ 個々の入力に対し、どうしてその出力が得られたかを演繹的には説明できない。 

⚫ 訓練データを変えてモデルを再構築すると、その挙動が大きく変わることがあり、その

変化の予測をすることは難しい。 

⚫ 入力の微量な変化（例えば人にはわからない程度の画像の変化）により、出力が大きく

変わることがある。これは敵対的サンプル（Adversarial Example）として知られる 〔グ

ッドフェロー 2015〕。 
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機械学習を用いた人工知能システムの品質においては、これらの特徴を考慮すべきである 

〔大場 2018〕 〔石川 2018〕 〔ブレック 2016〕。 

3.1 AI プロダクト固有の品質特性 

機械学習を用いて得たモデルは、出力に対する正解が定義される場合でも 100%正解を求

めることはできない。このため、既知のデータを用いて、それらに対しどれだけ正解や正解

に近い値を求めることができたかを評価することが最も基本的な品質評価となる、そのた

めの品質特性として正解率や精度等の指標で表される性能を考えることが多い。機械学習

分野では性能という語が広く使われるため本章でも性能という用語を使うが、例えば

ISO25010 品質モデル（SQuaRE）では正確性に該当する。また、機械学習モデルや、機械

学習を用いたシステムに固有の品質特性としては、頑健性（Robustness）や説明可能性・解

釈性（Explainability/Interpretability）がある。そのほか、対象アプリケーションによっては、

判断の公平性(fairness)など、文化的・社会的な要求の反映という観点からの品質を考慮する

必要がある。 

以下では性能と解釈性・説明可能性を中心として、人工知能システムにおける品質の概念

を論じる。 

3.1.1 教師あり学習のモデルに対する性能指標 

（Model Robustness に関連） 

教師あり学習のモデルに対する基本的な評価としては、既存のデータに対してどれだけ

正解を求めることができるかという性能の評価を行う。最も単純な指標である正解率

（Accuracy）は「正解数」と「問題総数」の比である。正解率等の性能指標は、テスト対象

となるデータに対して相対的に決まるため、テストデータの選定が非常に重要となる。想定

する要求および運用環境を表現するようなテストデータが必要となる。 

機械学習で得たモデルのうち、入力を特定のクラス群に振り分ける分類タスクを扱うも

のについては、情報検索分野にて用いられてきた品質指標が用いられる。正解率は、分類先

のクラスに偏りがある場合には、分類性能を適切に表さない場合がある。例えば正常ケース

が 99.9%、異常ケースが 0.1%存在する場合、常に「正常」と答える（実質分類していない）

モデルの正解率は 99.9%となってしまう。 

よりモデルの特徴を把握できるように、誤検出と検出漏れを区別する。まず分類先のクラ

スが陽性・陰性の 2 種類である検出タスクを考える。検出されたもの（陽性）のうち、本来

検出されるべきもの・検出されるべきでないもの（真陽性・偽陽性）、検出されなかったも

の（陰性）のうち本来検出されるべきでないもの・検出されるべきもの（真陰性・偽陰性）
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それぞれの数を考える。これら 4 つの数を行列として書き出したものを混同行列（Confusion 

Matrix）という。また、品質指標として以下を用いる。 

⚫ 適合率・精度（Precision）。「真陽性の数」と「真陽性と偽陽性の総数」の比。検出した

ものすべてのうち、どれだけ正しいものが入っているかを表す（誤検出の少なさ）。 

⚫ 再現率（Recall）。「真陽性の数」と「真陽性と偽陰性の総数」の比。検出すべきものを、

どれだけ検出できているかを表す（検出漏れの少なさ）。 

⚫ F 値（F-Measure）。 
2

1

適合率
+

1

再現率

 で表され、適合率と再現率の双方がバランスよく高いか

どうかを表す。 

適合率と再現率はトレードオフの関係にある。検出基準が厳しいと、適合率は高く、再現率

は低くなる。検出基準がゆるいと、適合率は低く、再現率は高くなる。多くの場合双方を高

くすることは難しく、要求やユースケースを踏まえてどちらを優先するか判断することが

多い。分類に用いるしきい値の設定などにより適合率と再現率のトレードオフがどう変わ

っていくかを見る ROC 曲線（Receiver Operating Characteristic Curve）やその際の総合性

能を見る AUC（Area Under Curve）も用いられる。 

分類先のクラスが 3 つ以上の場合は、同様に適合率等の指標を考える。例えば、クラスご

とに適合率を求めたり、その平均をとったりする（マクロ平均と呼ばれる）。 

機械学習で得たモデルのうち、数値を予測する回帰のタスクを扱うものについては、予測

値と実測値の誤差をとらえる指標が用いられる。代表的なものとして、平均二乗誤差

（RMSE：Root Mean Squared Error）や決定係数（Coefficient of Determination、R2）があ

る。 

モデルは、与えた訓練データから抽出した規則性や判断基準を表したものであるが、運用

時には、訓練データに含まれない値が入力として与えられることになる。このため、訓練デ

ータに限らない一般的なデータに対する性能（汎化性能）に留意する必要がある。基本的に

は訓練データ外のデータに対しては性能が落ちるため、一般化エラーを評価するともいう。 

モデルが訓練データ固有の規則性・判断基準に特化して合わせすぎており、他の入力デー

タに対する性能が悪い場合、そのモデルは過学習（オーバーフィッティング、High Variance

ともいう）の状態にあるという。逆に、モデルが（訓練データ内ですら）必要な規則性・判

断基準を表現できていない場合、そのモデルは未学習（アンダーフィッティング、High Bias

ともいう）の状態にあるという。これは入出力の関係性を表すモデルの形や学習アルゴリズ

ム、ハイパーパラメータなどに起因して生じる。 

これらの観点からの評価を行うため、データを訓練用と評価用に分割し、その分割の仕方

も変えながら、訓練に用いたものとは異なるデータで評価を行うことを繰り返す（交差検

証）。またこれとは別に、最終的な評価にのみ用い、訓練には反映しないようなテストデー
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タを用意することもある。また訓練データの増加に伴い訓練データに対する性能と評価デ

ータに対する性能とがどう変化するかなどの学習曲線を分析する。 

3.1.2 データに対する評価 

（Data Integrity に関連） 

訓練データの品質は、それらから導出するモデルの品質に影響を及ぼすため、内部品質で

はあるものの非常に重要である。訓練データにおいて正解と分類づけされている出力が、実

際には不正確である場合、あるいは本来の要求を踏まえると不適切である場合、その訓練デ

ータを用いて導出したモデルは、同様な不適切な出力を出してしまう可能性がある。また、

訓練データ内の規則性（傾向、分布）と運用時のデータ規則性（傾向、分布）が異なる場合

や、訓練データ内には現れない範囲の入力が運用時に与えられる場合なども、運用時の性能

が低くなることが多い。このため、訓練データの品質として、正確さや、システム要求や運

用環境の想定に対する妥当性および十分性が重要となる。 

また、4.1.1 で述べた性能指標は、評価対象として用いられるデータに対して相対的とな

る。評価に用いるデータ（訓練データおよびテストデータ）についても、システム要求や運

用環境の想定に対する妥当性および十分性が重要となる。 

このほか一般的なデータの品質、例えば ISO/IEC 25012 および JIS X 25012 データ品質

モデルにて定義される追跡可能性や移植性などのデータ品質特性についても考慮する必要

がある。 

3.1.3 頑健性 

（Model Robustness に関連） 

本章のはじまりにて述べた敵対的サンプルのように、入力における微少なノイズ等により

モデルの出力が変化することがある。これはノイズに対して頑健（ロバスト）ではないとい

える。訓練データと異なる入力値に対して十分な性能がでない場合、入力領域の変化に対し

て頑健（ロバスト）ではないといえる。これらのように、何かの変化に対してもモデルが安

定して性能を達成するという品質特性を、頑健性（Robustness）と呼ぶ。 

3.1.4 説明可能性 

（System Quality に関連） 

説明可能性・解釈性（Explainability/Interpretability）は、システムからの出力を用いる人

間が、出力を得る際に用いられた判断基準（モデルが学習した規則性）について把握するこ
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とができる程度を表す 〔ガニング 2016〕。要求や振る舞いを明確に形式知として書き出せ

ない場合でも機能を実現できることが機械学習の強みである。しかし、人間が出力を参考に

して意思決定を行う場合など、アプリケーションによっては説明可能性・解釈性が必要とな

る。 

3.1.5 機械学習を用いたシステム全体における品質 

（System Quality に関連） 

どれだけ工数をかけてもモデルの精度等は 100%にはなり得ず、またそれらを高くするこ

とはシステム開発の根本的な目標ではない。また教師なし学習の場合は、正解を定めてそれ

と比較するような相対的な性能指標を用いることができない。このため、ビジネスやシステ

ムの全体観点から目標となる指標である KPI（Key Performance Indicator）を定義し、その

観点から品質を論じる必要がある。KPI となるシステムの指標に関する評価を行ったり、精

度等のモデルの性能指標と KPI となるシステムの指標との関連性を測定したりする。例え

ば、Web アプリケーションなどユーザーの満足度や行動促進等が KPI となる場合、A/B テ

スティングなどによってシステムの投入有無の比較を行い、投入によって KPI が向上する

ことの仮説検定（Hypothesis Testing）を行うなどしてシステム全体の品質を評価する。 

 

3.2 AI プロダクトにおける品質管理  

（Process Agility に関連） 

本章はじめで述べた機械学習の特徴から、モデルの品質、およびモデルを含むシステム全

体のマネジメントにおいては以下を留意する必要がある。 

⚫ 前もって担保できる品質（特に精度等の性能指標）を予測し合意することは難しく、実

験を繰り返しながらどこまで品質を実現できるのかを探る試験的・探索的なプロセス

を採ることになる。場合によっては、例えば要求やユースケースを調節して、「適合率

が低くても再現率が高ければ受け入れる」といった判断が必要となる。試験的・探索的

なプロセスについて、顧客をはじめとしたステークホルダーの理解・協力が必要となる。 

⚫ 訓練に用いたデータと運用時に入力されるデータの分布が異なる場合に、品質（特に精

度等の性能指標）が劣化する場合がある。これは開発時の想定が不十分であった場合に

生じるが、自動運転等の実世界を扱う場合に想定を尽くすことは困難である。さらに、

顧客の行動や嗜好、実世界に存在する物体やそれをとらえるカメラ特性等は変化する

ため、もし開発時の想定が十分なされていたとしても、実行時の性能劣化があり得る。

このため、実行時の監視機構を設け、性能劣化を検出するなどの対応が必要である。問
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題追及をより容易とするためには、結果としての性能だけでなく、入力値の範囲や分布

など個々の要素やそれらの関係についての監視を行うようにする 〔ブレック 2016〕。 

⚫ オンライン学習を行う、つまり実行時のデータを訓練データとして継続的にモデルを

更新し続ける場合、最新の分布に適応することができる。しかしこの場合、不適切な訓

練データにより不適切なモデルが得られる可能性がある。継続的な学習（モデルの更新）

を自動化する際に、訓練データの選別、性能評価やテスト等も併せて自動化する必要が

ある。 

⚫ 機械学習を用いたシステムにおいてプロダクトの一部となるのは生成されたモデルだ

が、得られたモデルは、訓練データ、学習アルゴリズムを実装したプログラムとそのハ

イパーパラメータに依存する。同じモデルを再構築したり、そのモデルを構築した状況

を理解したりするために、再現性を実現するための記録を行うべきである。例えば、コ

マンドラインで学習アルゴリズムに関するオプションを設定した場合に、その情報が

失われないように記録をする必要がある。  

 

3.3 AI プロダクトの品質保証技術 

3.1.1 で述べた性能観点以外の品質保証技術については、現在発展途上段階にあり、また

アプリケーションへの依存性が高い。 

3.3.1 疑似オラクル 

（Model Robustness および System Quality に関連） 

機械学習で得たモデルやそれを含むシステムに対しては、様々な入力の可能性すべてに

対し、正解や期待値（テストオラクル）を明確に定義できない、あるいは定義することが人

手の作業を要するなど高コストであることが多い。このため、テストケースの数が限られが

ちである。多数・多様な入力を試すテストケースを設けるために、比較対象となる疑似オラ

クルを用意する。例えば、別の実装（N バージョンプログラミング）や、古いバージョンと

の比較を行う。必ずしも出力が完全に合致するわけではない場合でも、誤差・距離を定義し、

それが大きいケースを調べることで誤りに気づいたり知見が得られたりすることがある。

誤差・距離が大きくなるようなテストケースを、進化計算等により探索するサーチベースド

テスティングを用いることもできる。 
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3.3.2 メタモルフィックテスティング 

（Model Robustness および System Quality に関連） 

モデルの精度等は 100%ではないため、出力に誤りがあるとしてもそれはコーディングの

誤りなどの実装不具合を意味するわけではない。このため従来のように、出力が期待値とず

れていたら不具合の存在を確信する、という形でのテスティングはできない。メタモルフィ

ックテスティングにおいては、「入力に対してある一定の変化を与えると、出力の変化が理

論上予想できる」という関係（メタモルフィック関係）を用いることで、正否判断が可能な

テストを得る〔チェン 2018〕。そのメタモルフィック関係が本来成り立つと確信できるも

のであれば、その関係が成り立たないケースは実装不具合を示唆すると考えることができ

る。あるいは、期待していた関係が成り立たないことは、実装されたモデルに対する理解が

誤っていたことを示すこともある。 

メタモルフィックテスティングにおいては、「データ点の属性に一定値を加えるあるいは

乗算する」「データ点を追加する・削除する」「データ点を入れ替える」といったパターンか

ら、成立するであろうメタモルフィック関係を定め、それを用いたテスティングを行う。 

3.3.3 頑健性検査 

（Model Robustness および System Quality に関連） 

3.1.3 で述べた頑健性を評価するために、入力となるテストデータに変化を加えて出力が

変化しないかを評価することがある。例えば入力が画像である場合、照度の変化や、雨や霧

の画像合成による追加、一部欠損やゆがみなどを考える。3.3.1 で述べたサーチベースドテ

スティングにより、入力の変化により出力がより大きく変わるようなケースを探索するよ

うなツールもある 〔ペイ 2017〕。 

3.3.4 ニューラルネットワークにおけるカバレッジ 

（Model Robustness に関連） 

従来のソフトウェアのホワイトボックステスティングにおいては、分岐カバレッジなど

のカバレッジ指標を用い、実装されたプログラムに含まれる多様な状況がどれだけテスト

されたかを評価してきた。一方、学習アルゴリズムとしてニューラルネットワークに基づく

もの（主に深層学習）を用いた場合、実装されたモデルの振る舞いは、論理的な条件分岐で

はなく数値の大小によって変わる。このため、モデルを表すプログラムにおいて、分岐カバ

レッジ等を用いても少しのテストでカバレッジ値が 100%に到達してしまう。これに対し、

ニューラルネットワーク内における様々な計算部品（ニューロン）の数値大小を用いて、テ
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ストの多様性に関する評価や多様なテストの生成を行うことが考えられている  〔ペイ 

2017〕 〔マ 2018〕。ただし、必ずしも求められる品質と強い相関があるわけではないこと

も報告されており 〔Li 2019〕、少なくとも盲目的に従来のプログラムに対するカバレッジ

指標と同等に解釈、運用すべきではない。 

3.3.5 説明可能性・解釈性のための技術 

（System Quality に関連） 

3.1.4 で述べた説明可能性・解釈性に関する技術としては、例えば個々の出力に対する説

明を行うものや、モデル全体に関する説明を行うものがある 〔ガニング 2016〕。前者の場

合は、入力データのうちどの部分がある出力の決定に影響を大きく与えたのかといった情

報を提示する 〔リベイロ 2016〕。後者の場合は、説明可能性が高い IF-THEN ルール形式

や木構造の形式（決定木）などを用いて、モデル全体がどのような規則性・判断基準を身に

つけているかを、人が解釈できるようにする。 
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4. 生成系システム 

4.1 想定するシステム 

 創造性・自然さ・面白さなど、人間が感じ取る何かの「良さ」を実現するような文章や会

話、画像、動画などのコンテンツを生成するシステムを対象とする。こういったシステムに

おいては、「どのようなものがどういう傾向（分布）で自然に存在するのか」を学習する、

生成モデルと呼ばれる技術が用いられる（画像認識などで用いられる「ものの違い・境界」

のみを学ぶ識別モデルと対比される）。画像認識などにおいて深層学習による技術進化によ

り産業応用が進んだように、今後コンテンツ生成についても産業応用が進む可能性がある。

一方で、これらのシステムにおいては、人間の感覚的な満足を実現することが重要であり、

品質評価を客観的に行ったり自動化したりすることが難しいという特徴がある。本章にお

いては、生成モデルを用い、特に人の感覚により評価されるようなコンテンツ生成システム

の品質保証アプローチについて論じる。 

 このようなシステムとしては、以下のようなものがすでに商用化や研究開発されている。 

⚫ 画像生成・動画生成システム：自然な画像・イラストや狙ったアニメの生成や、大

まかな姿勢の指定や属性を基にして、新たな画像や動画の生成。 

⚫ 文章生成・対話生成システム：川柳や小説など楽しむことを目的とする文章の生成

や、特定のタスクの遂行ではなく面白さや意外性を目的とする対話の生成。 

⚫ 音声合成・声質変換システム：特定キャラクターの雰囲気や個性を出した、楽しま

せる音声の生成。 

4.1.1 本章で扱う応用領域 

本章においては、上述のシステムの代表例として、画像および動画を生成するシステムを

考える。例えば、Web サイトや印刷物において閲覧者を楽しい気分にさせるような画像を

生成し配置したり、映画やゲーム、アニメの構成要素となる動画を生成したりする応用が考

えられる。このようなシステムの例を以下に紹介する。 
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画像生成例 - 無指定・画像 

何も指定せず、多様で自然な画像を生成する。 

 

参考事例（図 4.1）：  A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial 

Networks. Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila. In CVPR 2019. 

 

 

図 4.1 （Karras et al., in CVPR 2019） 

 

 

画像生成例 - 対象種類を指定し多様で自然な画像の生成 

画像の被写体を指定し、多様で自然な画像を生成する。 

参考事例（図 4.2）： Large Scale GAN Training for High Fidelity Natural Image Synthesis. 

Andrew Brock, Jeff Donahue, and Karen Simonyan. In ICLR 2019. 
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図 4.2 (Brock et al., in ICLR 2019)  

 

動画生成例 - 構造指定・画像/ 構造系列指定・動画 

人物にとらせたい姿勢を表す座標モデルの系列情報（姿勢のリスト）を与え、多様なキャラ

クターが、指定された姿勢を順にとって動いていく自然な動画を生成する。 

参考事例（図 4.3 が静止画・図 4.4 が動画）：Full-body High-resolution Anime Generation 

with Progressive Structure-conditional Generative Adversarial Networks. Koichi Hamada, 

Kentaro Tachibana, Tianqi Li, Hiroto Honda, and Yusuke Uchida. In ECCV Workshop 2018.  

 

 

図 4.3 (Hamada et al., in ECCV workshop) 
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生成動画例:  

 

図 4.4 https://youtu.be/bIi5gSITK0E         https://youtu.be/0LQlfkvQ3Ok 

 

動画生成例 - 端画像指定・動画  

始点となる画像と、終点となる画像を与え、それらの画像の間を「補間」するような自然

で多様な動画を生成する。 

参考事例（図 4.5）： AI によるアニメ生成の挑戦. 濱田晃一 , 李天琦. In DeNA TechCon 

2019. https://www.slideshare.net/hamadakoichi/anime-generation 

 

https://t.co/lFEjAvwOsy
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図 4.5 AIによるアニメ中割生成結果（ https://youtu.be/tOZW_KWb8b0 ） 

4.1.2 背景 - 近年の AI による生成モデルの進展 -  

近年、深層生成モデルの各種方法論の発展により、AI による生成の可能性が大きく拓け

てきている。特に、Generative Adversarial Networks (GANs) [Goodfellow+14]の 2018 年以

降の進展[Karras+18,Brock+19,Karras+19]により、本物と見間違うほどの高品質な生成が

行われるようになってきている。また従来、人の全身のような複雑な構造での生成を行うこ

とは難しく、高品質生成は、車両・部屋などの剛体や、顔のみの生成等の身体でも一部の部

位のみの生成に限られていた[Karras+18,Brock+19,Karras+19]が、最近の高品質生成と構

造整合性を両立させる技術進展 [Hamada+18] により、キャラクター全体といった複雑な

構造での高品質生成が可能になり、多様なキャラクター全体でのイラスト・アニメーション

の生成といった、アニメやゲームの実産業への応用可能性が大きく拓けてきている 

[Hamada+18, Hamada+19]。 

GANs [Goodfellow+14]  は Generator (生成器)と Discriminator (識別器) と戦わせ、

生成品質を向上させていく生成モデルである。識別器は本物データと生成器による生成デ

ータを識別し、生成器は生成データを識別器に本物データと誤識別させようと生成品質を

向上させていく。識別器と生成器を相互に向上させ均衡点（ナッシュ均衡）に到達すると、

生成器による生成データの生成分布が本物データと一致することが保証されている。しか

しながら GANs の学習は難しく、特に高解像度・高品質の生成を多様な対象に対する学習
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を安定化する方法論が重要である。 

Karras ら[Karras+18]は、その課題を解消する方法として 4x4 の低解像度画像で生成器・

識別器を戦わせることから始め、進歩的に解像度をあげ、生成器・識別器を成長させること

により、1024x1024 解像度で高品質で多様な顔画像の生成を実現した。 

生成対象の種類を指定する生成に関し、ImageNet [Russakovsky+15] の 1000 クラスを指

定 し て の 生 成 に お い て も 生 成 品 質 が 大 き く 向 上 し て き て い る

[Odena+17,Miyato+18,Zhang+18,Brock+19]。Brock ら[Brock+19]は各種学習安定化の方

法論を用い大規模バッチサイズ・チャンネルでの学習により、512x512 解像度での 1000 ク

ラス指定の高品質な生成を実現している。 

また産業応用上重要だが課題が残されていた，人の全身のような複雑な構造での生成

[Karras+18,Brock+19,Karras+19]に関しても進展している[Hamada+18, Hamada+19]。濱

田ら[Hamada+18] は、構造条件づけられた GANs を 4x4 解像度から進歩的に学習してい

くことにより、高品質生成と構造整合性を両立させ、1024x1024 解像度でのキャラクター全

身といった複雑な構造での高品質生成を実現している。キャラクターにとらせたい姿勢を

表す座標を指定しての画像生成、生成系列を指定しての動画生成、等、多様なキャラクター・

アニメが生成される。またアニメ制作で行われる、始点となる画像と終点となる画像を与え

画像間を「補間」するような自然で多様な動画を生成においても、構造条件づけられた生成

学習を用いることにより、従来難しかった構造変化の大きい画像間の補間生成を実現して

いる[Hamada+19]。上記進展により、多様なキャラクター全体でのイラスト・アニメーシ

ョンの生成といった、アニメやゲームの実産業への応用 [Hamada+18, Hamada+19] 等、

生成モデルの各種実用化へ向けた可能性が大きく拓けてきている。 

4.1.3 想定ユースケースおよび入出力 

本ガイドラインの例では、イラスト・アニメーションの生成といった、アニメやゲームの

産業応用を想定した例を考える。 

本例題の議論においては、生成する画像・動画は、実写ではなくイラストであり、人間の

キャラクターである場合に限る。また、システムが自動的に訓練データを獲得し、モデルの

更新、配備を行うことは考えない。すなわち、Web 上など制御の効かない不特定多数のデ

ータから学習し続けることは考えず、訓練データの追加やモデルの更新は、開発者による指

示の下行われ、開発者による品質評価が行われることを想定している。 

生成モデルの開発においては、自然に存在するものに近いコンテンツを生成することが

第一の目標となる。これから直接実現できる機能は、自然なコンテンツを多数、多様に生成

するというものである。一方で産業応用においては、生成するコンテンツに制約を加えたい
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ことが考えられる。例えば、特定アニメキャラクターがある程度決まった動きをする動画を

生成したい、といった場合である。このため、本章における例題においては、「どのような

画像・動画を生成するか」という指定の有無や、指定の仕方に関し異なるケースを検討する。 

 以下では、本例題で検討する 5 つのユースケースについて述べる。UC-0 は、生成モデル

の活用として最も基本的、直接的なものである。これに対し、UC-1A/2A においてはそれぞ

れ画像・動画におけるキャラクターの構造（姿勢）について指示に従うことを求めている。

UC-1B/2B においては、それぞれ動画・画像におけるキャラクターの属性について指示に

従うことを求めている（正確には、UC-2B には姿勢の大まかな指示も含まれている）。これ

らのユースケースについては、構造、キャラクターそれぞれについて指定に沿うような出力

を行う必要があり、UC-0 で扱う品質特性に加えて、それら指定に応じた特性を扱う必要が

なる。また、UC-2A/2B の動画生成においては、UC-1A/1B の画像生成で扱った品質特性

を考慮するよう拡張して扱う必要がある。 

 

【ユースケース UC-0：無指定・画像】  

何も指定せず、多様で自然な画像を生成する 

 

【ユースケース UC-1A： 構造指定・画像】 

人物にとらせたい姿勢を表す情報として、各器官点（関節など主要な部位）の座標を与え、

多様なキャラクターの指定姿勢の画像を生成する 

 

【ユースケース UC-1B： 属性指定・画像】 

生成対象の属性（性別や服の色など）を与え、多様で自然な画像を生成する 

 

【ユースケース UC-2A： 構造系列指定・動画】 

人物にとらせたい姿勢を表す情報であり各器官点の座標を、複数並べたリストを与え、多様

なキャラクターが、指定された姿勢を順にとって動いていく自然な動画を生成する。 

 

【ユースケース UC-2B： 端画像指定・動画】 

始点となる画像と、終点となる画像を与え、それらの画像の間を「補間」するような自然で

多様な動画を生成する。 
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入出力 

制約のない UC-0 を除き、それぞれのユースケースにおける入力について以下に示す。こ

の入力された制約の指定に従いつつ、指定されていないことについては自然で多様な出力

を出すことが、各ユースケースにおける該当機能の目的となる。なお、動画のフレームレー

トなど詳細な情報は割愛する。 

 

⚫ 画像 

◼ UC-1A： 構造（姿勢）を表す、各器官点の座標（図 4.6 参照） 

◼ UC-1B： 性別や服の色などの属性を選択肢の中から指定したもの 

 

図 4.6 器官点の 2 次元座標 

 

⚫ 動画 

◼ UC-2A： 構造（姿勢）を表す各器官点の座標を、リストとして並べたも

の 

◼ UC-2B： それぞれ動画の始点と終点となる 2 つの画像 
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4.2 特有の課題 

例題に代表されるコンテンツ生成システムにおいては、品質について特に以下に述べる

点が特徴的である。このシステムにおいては、「新しい画像や動画をつくり出す」といった、

創造的とも言える高度な機能を実現している。このため、その達成すべき品質特性は、「自

然である」「多様である」「入力画像のテイスト（画風等）が維持されている」など、非常に

抽象的に表現されるものとなる。このため究極的には人が評価をすることが必要であるが、

現実的にはどのような自動判断基準ならば実現できるかということが問題となる。 

 

4.3 期待される品質特性 

以下では例題において期待される具体的な品質特性について述べる。ISO 25010（SQuaRE）

では主に「適切性」や「満足性」に分類されるような特性となる。 

4.3.1 全ユースケースに共通する品質特性 

【品質特性 QC01：自然さ】 

生成された画像、あるいは動画の各コマが自然である。例えば、すでに存在するイラスト

と比べて違和感がない、人が描いたと言われても違和感がない。  

 

【品質特性 QC02：鮮明さ】 

生成された画像あるいは動画が鮮明である。例えば、高解像度で閲覧や印刷をしたときに

も、形状や色合いの崩れやノイズがない。 

 

【品質特性 QC03：多様さ】 

多様な画像あるいは動画が生成される。例えば、キャラクターの服装や姿勢が常に同じに

なってしまっているといったことがない。これは、生成モデルが分布内の限られた点だけを

近似してしまうという技術課題（Mode Collapse と呼ばれる）が起きていないことの確認と

もなる。 
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【品質特性 QC04：社会的適切さ】 

生成された画像あるいは動画が、社会的に不適切なものとなっていない。例えば、裸に見

えるようなもの、残虐性を感じさせ生理的嫌悪感を発生させるようなものが生成されない。 

 

4.3.2 コンテンツの指定に関する品質特性 

【品質特性 QC05：指定構造との合致】 

ユースケース UC-1A において、生成された画像が指定された構造と合致している。例え

ば、指定構造において右腕を上げるようになっていたならば、生成された画像で右腕が上が

っている。 

 

【品質特性 QC06：指定属性との合致】 

ユースケース UC-1B において、生成された画像が指定された属性と合致している。例え

ば、指定として性別、服装、表情、肌の色、髪型、体型、アクセサリが指定されたものにな

っている。 

4.3.3 動画に関する品質特性  

【品質特性 QC07：動画としての自然さ】 

生成された動画が自然である。例えば、すでに存在する動画と比べ、画像列として違和感

がない、本物の動画と言われても違和感がない。 

 

【品質特性 QC08：動画のなめらかさ】 

ユースケース UC-2A/2B において、生成された動画がなめらかである。例えば、色合い

や姿勢に連続性がない部分がない。 

 

【品質特性 QC09：構造系列としての自然さ】 

生成された動画の構造に描かれている対象の構造変化が自然である。例えば、走り方・ジ

ャンプの仕方、等、各動作に関しする身体構造（器官点）の系列が、既存の動画と比べとし

て違和感がない、本物の動画と言われても違和感がない。 
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4.4 品質評価・保証のための技術アプローチ 

4.3 で挙げた品質特性の大半は、その充足度合いを直接評価するような客観的指標が存在

せず、よって充足度合いの評価を自動化することも難しい。人による検査は非常に大きな工

数がかかるとして、技術的・現実的に実現可能で、部分的であっても有効であるような品質

評価・保証の手法を検討することが重要となる。これは研究開発レベルの大きな課題を投げ

かけることになる。以下では、まだ類似の実現例が報告されていないようなものも含めて、

どのような考え方で品質評価・保証の手法を検討すべきかについて論じる。 

品質評価・保証においては、訓練データや訓練アルゴリズム、得られた訓練済みモデルな

ど、異なる成果物に対する多くの活動が含まれる。例えば訓練データをイラストレーターへ

の発注により作成する場合を考えると、その際にも例えば鮮明さや多様さについて仕様と

して言及する必要がある。一方で、そのような訓練データを用いても、得られた訓練済みモ

デルからの出力が鮮明かつ多様である保証はない。このため、以下では主にテスト、すなわ

ち、構築したコンテンツ生成システムからの出力を多数検査することで、品質特性が満たさ

れているかどうかを確認する手法を論じる。 

以下に挙げる品質評価の手法のほとんどが、厳密化できない品質特性を近似的に評価す

るものとなる。このため、手法により「品質が悪い」と評価されるものには、実際に人が見

たときに「問題がない」、あるいは「品質がよい」ものさえあるかもしれない。しかし、ラ

ンダムサンプリングで得られた少数の出力を人が確認するだけでなく、効率的に問題を発

見することができるツールを追求することが重要である。そのような効果があることを実

験、仮説検定を通して確認することが望ましい。 

なお、対象とする品質特性のうち、例題のコンテンツ生成システム固有でなく一般性が高

いものについては、評価手法が確立しており、ライブラリやソフトウェアアプリケーション

として利用可能である場合がある。この場合、そういった既存の手法、その実装を活用して、

品質特性の評価を行うことが考えられる。 

4.4.1 指標による評価 

対象とする品質特性を、そのものでなくとも近似的に表すような定量指標を定義するこ

とにより評価する。 

 

例：品質特性 QC01：自然さ / 品質特性 QC02：鮮明さ / 品質特性 QC03：多様さ 

画像や動画の多様さについては、コンテンツ生成システムからの多数の出力に対し、鮮

明・多様であるということを評価すればよい。 
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これは、生成対象の画像・動画での学習済識別モデルを用い、識別結果分布・特徴量分布

を用いて評価できる。評価指標として例えば、Inception Score [Salimans+16]、Fréchet 

Inception Distance [Heusel+17]といった生成モデルの鮮明さ・多様さの評価指標の個別品

質評価への応用を検討する。Inception Score は画像分類の学習済識別モデルを用い、各生

成画像が識別モデルでどのクラスか明瞭であったり（ピークが 1 クラスのみにたつ）、画像

全体では幅広いクラスに分布したりすると値が高くなる。ImageNet の 1000 クラスの多様

な生成を行う場合、ImageNet の学習済みモデル、クラスが用いられる。Fréchet Inception 

Distance は、学習済み識別モデルから算出される中間特徴量分布を用い算出される、デー

タ集合間の距離である。本物のデータ（学習データ）集合と生成データ集合の特徴量分布の

距離を算出し、生成データが学習データ同等に鮮明・多様になっているかを評価する。画像

評価とともに動画の評価では、動画を入力して行動種類を出力する行動分類（Action 

Recognition）タスクの学習済み識別モデルを用い、同等な距離算出も行われている。 

各個別の産業応用を行う場合、これらのスキームを応用する。画像や動画の特徴制御を行

う変数に対する識別モデルを学習し活用する。例えば、生成制御したいイラスト画像・動画

に対して、その種類を判別する識別モデルを学習する。その学習済みモデルを用いた

Inception Score の算出により、制御対象で多様な画像・動画が生成されている評価を行う

ことが出来る。識別モデルの学習時に学習データ全体から学習データの選定の仕方を、部分

的な選定、N 種類での選定をすることにより、モデルのアンサンブルによる出力評価により

指標評価の向上も期待できる。識別モデルの学習データとしては構築された生成対象ドメ

イン画像を活用する。例えば、イラストレーターにより描かれた画像により構成される。あ

るいは、自然に Web 上などにて収集できるイラストと比較することも考えられる。 

 

例：品質特性 QC08：動画のなめらかさ 

画像間の Optical Flow の統計値を算出し、動画として自然な変化量の閾値を超えた量を

評価する。システムが出力した動画内の変化量が、その閾値を超えていないかチェックする

ことで、不自然ななめらかさを持つ動画を検出することができる。 

 

例：品質特性 QC09：構造系列としての自然さ 

身体構造上接続している器官点間の相対距離の変化量を数値化し、構造系列として自然

な変化量の閾値を超えた量を評価する。システムが出力した動画内の構造系列の変化量が、

その閾値を超えていないかチェックすることで、不自然な構造系列を持つ動画を検出する

ことができる。 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

4-13 

4.4.2 機械学習による品質評価 AI の構築 

自然さなどは言葉にできない（演繹的なルールでのソフトウェア実装はできない）基準で

あるが、訓練データがあれば出力結果に対する品質評価 AI を実装できる可能性がある。 

ドメインの差異により、既存の学習済み識別モデルを利用できないケースでは、独自に品

質評価 AI を構築する。例えば、人物の姿勢推定に関しても、写実画像の姿勢推定とイラス

ト画像の姿勢推定では大きく異なる。もともとのコンテンツ生成システムを構築するため

に用いた訓練データを活用し、品質評価 AI を構築することが考えられる。姿勢・属性の評

価についても、意識して事前にラベル付けをしておけば、画像や動画から姿勢・属性を推定

し品質評価する AI を構築することができる。 

 

例：品質特性 QC01：自然さ / 品質特性 QC02：鮮明さ 

コンテンツ生成システムを構築するときに集めたデータは、自然に存在する画像や動画

を表したものになっているはずである。別のアーキテクチャの生成モデルで、集めたデータ

の一部を用い、画像として自然かどうかを判断するような識別器を作る。 

例えば自然さの評価 AI として、GANs 学習により、本物のデータであるかを判別する識

別器を構築する、その識別器のスコアを用い画像の自然さ・鮮明さを評価する。または、画

像から画像の潜在ベクトルへのエンコード・デコードに画像復元を学習したモデルを用い、

生成データの復元スコアにより、自然さ・鮮明さを評価することもできる。 

また、今回対象となるイラストについては、Web から収集することができる。これらに

対して、明らかに問題となるであろう大きさの崩れやノイズを付加することにより、不自然

な画像や動画を表すデータを作ることができる。これらの自然・不自然 2 種のデータを用

いることにより、想定する不自然さを検出するような品質評価 AI を構築することができる。

同様に、鮮明な訓練データに対して形状や色合いの崩れをノイズとして付加したり、解像度

を落としたりした画像データを作成して訓練データとし、鮮明な画像データと分類するモ

デルを構築することで、不鮮明な画像を検出することも考えられる。 

 

例：品質特性 QC04：社会的適切さ 

社会的に不適切なデータを識別する AI を構築する。それを用いて、訓練データから不適

切な画像や動画を排除したり、コンテンツ生成システムの多数の出力から不適切なものを

検出したりすることができる。なお、同様の技術は検索エンジンなどで確立されている。 
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例：品質特性 QC05：指定構造との合致 / 品質特性 QC06：指定属性との合致 

画像や動画に写る人物の姿勢を推定する AI の研究開発は盛んに行われてきた [Sun+19, 

Pavllo+19,Kocabas+19]。ユースケース UC-1A/2A においては、そのような技術を用いて、

コンテンツ生成システムからの出力を評価することが考えられる。具体的には、出力におけ

る姿勢を推定し、それと入力にて指示した姿勢との距離などを測定することにより、指定さ

れた姿勢との合致度合いを評価することができる。 

 

例：品質特性 QC07：動画としての自然さ 

QC01 と同じように、動画から数枚の画像を抜き出したときに、それが画像例として自

然かどうかを判断するような識別器 [Wang+18] を作る。 

 

例：品質特性 QC08：動画のなめらかさ 

QC01 と同じように、動画から数枚の画像を抜き出したときに、画像間の Optical Flow の

分布が自然かどうかを判断する識別器を作る。 

 

例：品質特性 QC09：構造系列としての自然さ 

QC01 と同じように、構造列が自然かどうかを判断するような識別モデルを活用する 

[Cai+18,Barsoum+18,Kundu+19]。動画から数枚の画像を抜き出したときに、その画像から

抽出される構造列が自然か否かを判断する識別器を作る.  

4.4.3 ルールベースの AI など他実装との比較 

多少性能が悪くても同じ機能を実装したもの、あるいは対象とする品質評価を実装した

ものが得られるのであれば、それらを用いることで擬似的に品質評価を行うことができる

（疑似オラクル）。 

 

例：品質特性 QC06：指定属性との合致 

服の色など簡単な属性については、画像処理ライブラリを活用して画像から主要色を抽

出するなど簡単な実装を行うことができる。これは必ずしも実際の「服の色」と合致しない

場合があるかもしれないが、こういった簡易実装と比較することで、検査を実装することが

できる。 
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4.5 品質保証レベル 

本章でここまでに挙げた品質特性は、システム全体の出力に関するものであり、ユーザー

が直接体験するものであるが、ほぼ直接モデルからの出力そのままがユーザーに表示され

ることになる。これは画像や動画については、ルールベースのプログラムによる後処理でフ

ィルタリングなどを行うことが難しいためである。このため、本章で挙げた品質特性は、2

章における品質保証レベルの中で Model Robustness を対象としたものとなっている。 

また、2 章では、顧客の期待に対応して、データやモデル、システム、そしてプロセスの

品質保証を適切に行う必要があると述べられている。本例題においては、例えば以下のよう

な異なる利用状況において、対応した品質保証活動を検討することが考えられる。 

 

⚫ レベル１：システム内部挙動を知っている人の利用のために保証すべき水準。例えば、

動画作成を請け負うサービスを運営し、コンテンツ生成システムの開発チームも交え

た組織にて動画を作成する場合。 

⚫ レベル２：システム内部挙動を知らない、外部の人による利用のために保証すべき水準。

例えば、コンテンツ生成システムをアニメーション制作会社に納品して利用させるよ

うな場合。 

⚫ レベル３：悪意のある人も含めて多種多様なユーザーに利用させるときに保証すべき

水準。コンテンツ生成システムを不特定多数のユーザーが利用できるサービスとして

Web 上にて公開し、利用させるような場合。 

 

コンテンツ生成システムの自然さなどは、想定するデータセットに対して相対的に決ま

り、訓練データのドメインにあった画像が生成される。例えば、あるドメインでのイラスト

の適切な線の描かれ方などはドメイン固有で、別ドメインでは別の線の描かれ方が適切と

なる。そのため、対象とするドメインを明確にする必要がある。例えば本例題では人物が描

かれたイラストの画像を例に記述したが、人物とともに背景も含む画像のドメインを検討

してもよい。 
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5. スマートスピーカー 

5.1 想定するシステム 

5.1.1 想定する構成 

 スマートスピーカー領域では、話し手の言葉を聞き取り、聞き取った文章の意図を解釈し、

話し手が意図した動作を実行するシステム、いわゆる「VUI(Voice User Interface)」を想定

している。 

 システムには以下の 3 つの機械学習が用いられていると想定する。 

・ マイクから入力された音声信号をテキストに変換する「音声認識」に用いられる機

械学習 

・ 変換されたテキストが何を意図しているのか解釈し、機能動作を行うためのコマ

ンドに変換する「自然言語理解」に用いられる機械学習 

・ テキストを音声信号へと変換する「音声合成」に用いられる機械学習 

 システム動作の流れは以下を想定している。全体像を図 5.1 に示す。 

1. システムに音声信号を入力 

2. 入力された音声信号が音声認識機能へ渡されテキストとして出力 

3. テキストが自然言語理解機能へ渡され、目的とする機能を動作させるコマンドとし

て出力 

4. コマンドに応じた機能（天気取得機能、音楽取得機能など）にコマンドを入力 

5. 該当機能にてデータ処理 

6. 該当機能からレスポンスを出力 

7. 該当機能からのレスポンスの入力 

a. 音声合成機能への入力の場合 

i. 音声合成機能に該当機能からのレスポンスを入力 

ii. 音声合成機能から音声信号として出力 

b. 外部デバイスへの入力の場合 

i. 外部デバイスに該当機能からのレスポンスを入力 

ii. 外部デバイスによるレスポンスの処理 

iii. 外部デバイス機能の実行 
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図 5.1 想定するシステム動作の流れ 

5.1.2 スマートスピーカー(VUI システム)の特徴 

 音声認識部分については「同一の音声入力文字列であっても、正しく文字列として解釈で

きること」が求められる。例えば同じ「今日の天気は？」という音声入力でも以下のような

条件により入力される音声信号は変化する。 

・ 性別（男女など） 

・ 年齢（高低） 

・ トーン（アクセント、早口、声色） 

・ 言葉の区切り位置（「天気は？/天気、は？」など） 

・ 感情（「優しい/厳しい」など） 

・ 母国語外である言語学習者による発音 
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 また、音声認識については「システム利用者環境が製品保証範囲内であれば正しく動作す

ること」も求められる。以下の条件が考えられる。 

・ 設置環境 

・ 音声ノイズ（テレビ、話し声など） 

・ 雑音ノイズ（生活音など） 

・ 設置場所 

・ 振動（足場の不安定さによる揺れなど） 

・ 側面 （反響による影響など） 

 音声認識についてセキュリティの面から「システム購入者の音声入力を正確に解釈でき

ること」が求められる場合もある。その場合は以下の条件が考えられる。 

・ 話者認識 

・ 個人の特定 

 自然言語理解部分については「異なる表現でも、標準的な文章として理解できること」が

求められる。ここでは日本語を取り上げ考える。以下の条件が考えられる。 

・ 口調（敬語、命令語、若者言葉など） 

・ 助詞（「てにをは」のばらつきなど） 

・ 文法（語順の変化、体言止めなど） 

・ 略語（「こいばな」といった略語、歌手名の略称など） 

・ 同音異義語（「雨/飴」、「みたい/見たい」、同音の地名など） 

・ 和製英語（ノートパソコン、コンセントなど） 

・ 流行語（ばえる、モヤるなど） 

 音声合成については「システムの利用者が理解できる音声メッセージを伝えること」が求

められる。ここでは日本語を取り上げ考える。以下の条件が考えられる。 

・ 発音（漢字の読み方。「ついたち/いちにち」、慣用句、有名人など） 

・ トーン（アクセント、感情、声色など） 

・ 話し方（文章の区切り位置など） 

・ 情報（速度、「長すぎる/短すぎる」など） 

 機械学習以外のスマートスピーカーの特徴として、娯楽商品としてエンターテイメント

性が求められることが多い。そのことから会話の多様性や、面白さといった非機能である特

性も挙げられる。 
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5.2 特有の課題 

 スマートスピーカーの製品の大きな特長として、音声入力のみという「入口が一つ」に対

して天気・音楽・占いといった独立した数多くの機能が実行できる点が挙げられる。それが

スマートスピーカーの売りであるが、多種多様の機能があるためターゲットユーザーの特

定が困難になる問題も秘めている。ターゲットユーザー特定の困難さは音声認識機能の学

習データ量およびその選択に関わる問題である。 

 また、音声入力のみが入口であるため、音声入力が失敗してしまうと自然言語理解機能も

正常に機能せず、意図しない出力に直結する問題がある。この問題は、例えば音声認識が失

敗し、ニュアンスが近いが異なる言葉が自然言語理解機能に入力されても、ある程度予測さ

れているような失敗であれば自然言語理解機能で処理するような対応が考えられる。 

 昨今の機能としてはユーザーによる機能開発がある。ユーザーが任意で開発するため、新

しく開発された機能を起動するためのコマンドと他者が作成した機能や既存機能とが衝突

する可能性もあり、運用面を整える必要もある。 

また、新しく出現した言葉や、ユーザーがよく使うようになった言葉に対応するといった

ことが頻繁に発生しうる。そのため頻繁なアップデートが行われることも特有の問題であ

る。そのアップデートに対応するための開発・運用プロセスが必要であると考えられる。 

 Process Agility を達成する一例として図 5.2 を挙げる。リリース後はモニタリング・監視

により言葉のニーズや問題をキャッチアップする運用体制が必要不可欠である。そこから

問題点を拾い上げ、モデルへと反映させ、リリースする。そしてまたモニタリング・監視を

行う、といった形で反映とモニタリングの循環を生み出せる体制である必要がある。 

 

図 5.2 Process Agility を達成する例 
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5.3 期待される品質 

 期待される品質としては「音声入力が話し手の意図通り認識され、意図した機能が実行さ

れること」である。 

 そのためには、様々な音声で同じ動きをすることが Data Integrity の観点として挙げられ

る。様々な音声とは 5.1.2 の音声認識部分にて挙げた異なる性別や年齢などである。同じ動

きを行うためには、音声認識部分から自然言語理解部分にテキストが渡される際に適切に

変換される必要がある。よってそれぞれの要素に対し合格基準を設けることがよいだろう。 

また、様々な表現で同じ動きをすることも Data Integrity の観点として挙げられる。様々

な表現とは 5.1.2 の自然言語理解部分にて挙げた口調や助詞、文法などである。同様に、結

果を出力する際の要件として読み間違えず音声メッセージを伝えられることも Data 

Integrity の観点として挙げられる。5.1.2 の音声合成部分にて挙げた発音やトーンなどであ

る。言葉の表現は爆発的に存在し、発音に関しても全ての言葉を網羅することは現実的では

ない。そのため、保証すべき認識や言葉、表現、発音の範囲を決め、その範囲内で品質を確

保することがよいだろう。 

 また言葉というものは、日々新しく生まれてくるものである。出荷したときに学習されて

いない言葉も出荷後に数多く現れると考えられる。Model Robustness の観点として、これ

らを素早くキャッチアップしいち早く対応、アップデートしていく体制作りも必要となる。 

 スマートスピーカーは家庭に置かれ、日常の場面で動かされることが想定されている。よ

って、生活での使用場面を想定し、その場面での使用方法の品質を考慮することが、System 

Quality の観点から重要である。そのように考えた場合の要件は、ノイズによって認識が阻

害されないことが挙げられる。製品を設置した箇所によってはテレビや他者の話し声が入

ることもある。5.1.2 の音声認識機能のシステム環境にて挙げた音声ノイズ、雑音ノイズ、

置き場所による揺れ、反響の要素に対して合格基準を設け確認することがよいだろう。 

 同様に、外部デバイスとの接続も利便性の上で非常に大切な機能である。特にエアコンと

いった品質事故に対して厳しい確認を行う必要がある製品を扱う場合には、思わぬ事故を

招かないために、スマートスピーカー側、接続される外部デバイスメーカー側の取り決めや

ガイドラインの制定も品質基準として挙げることができる。 

 最後に、スマートスピーカーにおける Customer Expectation は、ターゲットユーザーを

明確に定めない特性上、広範囲に渡る。したがって、天気や音楽等、各機能毎にターゲット

ユーザーを定めて Customer Expectation を満たす基準を検討する必要がある。一方 Data 

Integrity, Model Robustness, System Quality においては、スマートスピーカーの特性に焦点

をより当てるとよい。 
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5.4 テストアーキテクチャ 

 スマートスピーカーのソフトウェアテストについて全体的なテストアーキテクチャ例を

表 5.1 に示す。またテストアーキテクチャ全体に渡って留意すべき観点を表 5.3 に示す。

機能（天気、音楽等）の追加時に参考にするとよい。 

 機械学習を包括したシステムであっても、機械学習モジュール以外はこれまでと変わら

ないロジカルなシステムである。したがって全体としてのテストのコンセプトは「機械学習

という言葉に惑わされず、従来通り粒度を別け段階的にテストを行う」となる。それぞれの

テストレベル（ユニットテスト、統合テスト、システムテスト）で段階を踏んだテストを行

うことで、後の工程での問題切り分けが容易となるであろう。システムテストの手法につい

ては、5.5 にて n 段階での評価手法を提示している。また、リリース後における実際のユー

ザー層をターゲットとしたユーザビリティテストも今後の製品の性能向上にも役立つと考

えられるため、テストアーキテクチャに含んでいる。 

表 5.1 テストアーキテクチャ 

テストレベル テスト対象 テスト内容 説明 

ユニット 

テスト 

・各種機能部分 

（天気、音楽等） 

・機械学習部分 

以外の 

システム部分 

各モジュールに対する 

ユニットテスト 

機械学習以外のシステム部分、各種機能

（天気、音楽等）部分はこれまで同様の

手段でテストが可能である。ユニットテ

スト可能な部分はユニットテストで抑え

ることが、機械学習部分と接続後に問題

が発生した場合、問題の早期解決につな

がる。 

・音声認識部分 

・自然言語 

理解部分 

・音声合成部分 

学習データ・モデルに 

対する精度テスト 

機械学習部分はそれぞれ単体での精度の

確認が必要である。表 5.2 で学習に必要

なパターンの例を挙げる。これらのパタ

ーンを教師データとして参考とする、あ

るいは、それぞれ特徴別に精度の評価を

行うとよい。 

問題がある場合は、教師データが問題

か、学習モデルが問題か、両方なのかを

切り分ける必要が出てくるであろう。 

モデルを確認したい場合はデータを固定

し、モデルの変更前、変更後で精度を計

測することが望ましい。またデータを確

認したい場合はモデルを固定し精度を計

測することが望ましい。 
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統合 

テスト 
・各種 API 

API のレスポンス、 

DB やモジュール接続後 

の機能テスト 

システムは複数の API とのデータ受け渡

しで成り立っている。 

全て組み合わせたシステムテスト段階に入

る前に、想定されるパターンのデータを用

意し API のレスポンスを統合テスト段階

で確認しておく必要がある。そうしなけれ

ばシステムテスト段階で問題切り分けに時

間を要することとなる。 

API、サーバーに対する 

負荷テスト 

負荷をかけた際にデータを処理しきれるの

か、サーバーのスケールアップやスケール

アウトが機能するかの確認を行う。 

システム 

テスト 

・システム全体を

通しての、天気

や音楽といった

確認対象とする

機能 

仕様に基づいた 

スクリプトテスト 

Interface を含むシステム全体の仕様に基づ

きテストケースを作成し、手動または自動

で機能を確認するテストである。 

テストケースについては「今何時」といっ

た期待結果が明確にわかる内容と、「夏に

合う曲をかけて」といった人や環境に依存

する内容で別けることが良いかと考える。

これらの評価方法については、5.5 にて n

段階評価法を提示する。 

互換性テスト 

現在は各社複数台のスマートスピーカーを

販売している。 

開発した機能が自社のそれぞれの機種で動

くか確認する必要がある。 

探索的テスト 

自然言語を取り扱うスマートスピーカーで

は、特定の行動をさせるためにも複数の言

い回しが存在する。 

よって、仕様に基づいたテストでは発見で

きない問題が数多く残されている。 

探索的テストの時間を多めにとり、表 5.2

をテストチャータに用いる等で確認を進め

ることが良いであろう。 
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システム 

テスト 

（続） 

・システム全体を

通しての、天気

や音楽といった

確認対象とする

機能 

シナリオテスト 

各機能（天気、音楽等）には想定された使わ

れ方がある。したがって機能ではなく、ユ

ーザー主体であるストーリーを作成し、そ

れに沿って確認することが問題発見の効果

があると考えられる。 

ロングランテスト 

音楽機能やラジオ機能は長時間使用する可

能性が高い機能である。 

また長時間にわたる連続した呼びかけでエ

ラーが発生しないかという観点もある。 

こうした観点を基に、ロングランテストを

行う。 

性能テスト 

スマートスピーカーには人間と同じよう

に、何か伝えたときにテンポよく返答をし

てもらいたいという期待がある。 

返答速度について各社で基準を設け、その

基準内に返答できるかの確認を行う。 

セキュリティテスト 

スマートスピーカーは個人情報を扱う場面

もある。そのため必ず専門知識に基づいた

セキュリティテストを行う必要がある。 

リリース後 

のテスト 

・システム全体を

通しての、天気

や音楽といった

確認対象とする

機能 

ユーザビリティ 

テスト 

使用ユーザーを想定して各機能は作られる

が、実際にユーザーがどのように使って、

どこで戸惑うのか確認する必要がある。 

また時間の流れとともに話し方や使われ方

も変化していく。 

想定ユーザー層に集まってもらいユーザビ

リティテストを実施し、機能の改善を行う

ことがより良いと考えられる。 

 

 

 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

5-9 

表 5.2 学習に必要なパターンの例 

同一の音声入力文字列であっても、正しく文字列として解釈できること 

音 

性別 男女 - 

年齢 高い・低い - 

トーン 

アクセント - 

早口・区切り - 

声色 気取った声、猫なで声等 

感情 優しい・厳しい 感情を含んだ声等 

言語初心者 

母音記号誤差 日本語の「ら」は l/r を区別しない等 

母国語依存 濁音など（韓国語→日本語等） 

異なる表現でも、標準的な文章として理解できること 

テキスト 

口調 

敬語 - 

命令系 - 

若者言葉 - 

助詞 「の」「は」のばらつき - 

文法 

語順の変更 - 

体言止め - 

略語 省略形 - 

同音異義語 

表現 いどう、はし、あめ等 

曖昧表現 みたい： looks like / to watch / 語尾 

地名 「新宿」「銀座」が日本各所にある 

多言語 和製英語 ナイーブ、テンション 

流行語 - - 
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システムの利用者環境が製品保証範囲であれば正しく動作すること 

環境 

設置環境 

音声ノイズ テレビ、近所のおしゃべり 

雑音ノイズ 生活音、ドア開閉、扇風機の風など 

設置個所 

振動 足場が悪い 

壁面 反響など 

システムの利用者が理解できる音声メッセージを伝えること 

音声合成 

発音 漢字の読み方 ついたち/いちにち、慣用句、有名人 

トーン 

アクセント - 

早口・区切り - 

感情 - 

声色 - 

情報量 

長すぎる - 

重要度・緊急度 - 

システム購入者の音声入力を正確に理解できること 

個別化 話者認識 

音声の分離 - 

個人の特定 - 

 

 

表 5.3 テストアーキテクチャ全体に渡って留意すべき観点の例 

学習ではないロジック部分 

Service 

コマンド 

レスポンス 

通信 - 

Interface 互換 - 

サービス保証 音質 Music データ通りに再生できる 

Service 
不適切な 

サービスアクセス 

ペアレンタル 

コントロール 
- 
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（続） 

不適切なサービス

レスポンス 

卑猥 - 

宗教 - 

報道におけるタブー - 

資産 資産、お金周りの誤動作 

プライバシー 個人のプライバシー周りの誤動作 

外部 Device の呼び出し 

家電操作 安全性 
安全性に影響のある 

デバイスアクセス 
お風呂の温度を 80 度に設定する等 

 

5.5 n 段階評価法 

 スマートスピーカーに期待される品質である「音声入力が話し手の意図通り認識され、意

図した機能が実行されること」を確認する場合、問いかけの抽象度に応じて、期待結果を明

確に Yes/No で合否を付けることが難しい場合がありうる。例えば「今何時？」という抽象

度の低い問いかけに対しては、Yes/No で判断できる出力が期待できる。しかし「夏にあう

曲を書けて」「楽しい話をして」といった抽象度の高い問いかけについて意図通りの出力か

どうかの判断は難しい。これらは個人の感覚に依存する。 

 これらを確認する一つの手法として n 段階(4 段階、5 段階など)評価法がある。該当機能

のテスト項目の合否の基準値の決定、調査人数及び人選を行う。該当者にテスト項目の実施

を依頼し、意図に沿っているか n 段階での評価をつけてもらう。集まった結果の中央値ま

たは平均値をとり、規定した基準と比較して「意図通りか」の検証を行う。 

5 段階評価の例を以下に挙げる。 

1. 意図に反する異なる機能が実行される 

・ 「音楽をかけて」に対して「占い」が実行される 

2. 意図した機能が実行されるが、その機能内で意図と異なるコンテンツが実行される 

・ 「音楽を止めて」に対して「音楽の順送り」が実行される 

3. 意図した機能が実行されるが、意図したことと異なる情報/内容が返される 

・ 「”歌手名”の曲を書けて」に対して「他の歌手の曲」が返される 

4. 意図した機能が実行され、意図したコンテンツが返されるが、合っているとまでは
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言い難い 

・ 「夏にあう曲をかけて」に対して、曲は返されるが夏の定番曲とは言い難い 

5. 意図した機能が実行され、意図した内容が返される 

・ 「夏にあう曲をかけて」に対して、「夏の定番曲」が返される 

 この際の１～３は機能として満たすべき「当たり前品質」部分の評価となる。使用するユ

ーザーからしても不具合として評価される品質である。４、５については人や環境によって

結果が左右される評価となる。 

 

5.6 品質保証レベル 

 スマートスピーカー全体としての品質保証レベルは以下の 2 段階が考えられる。図 5.3

に詳細を示す。 

1. 動作担保レベル 

Yes/No で答えることができる当たり前品質部分のテスト（5.5 の 5 段階評価の例で

あれば 1~3 の領域）の結果が規定した合格基準を満たしている 

2. コンテンツ担保レベル 

魅力品質部分のテスト（5.5 の 5 段階評価の例であれば 4~5 の領域）の結果が規定

した合格基準を満たしている 

 前述の 5 段階評価例では、1~3 の領域を動作担保レベルとして定義し、品質保証のレベ

ルとしては全てが担保されている場合にのみ分類される。このレベルで担保される品質は

入力された音声情報から呼び出される機能、モジュール、情報が正しいことをそれぞれ担保

する。前提となる入力される音声情報は Yes/No で判断できる情報を前提としており、その

前提となる情報から意図した結果が返却されることを判断基準と置いている。 

 一方で、コンテンツ担保レベルでは、前述の 5 段階評価例において、4～5 の領域を定義

している。そのため、前提となる音声情報は抽象度が高いものとなっており、返却される結

果が意図されているものかどうかアンケート形式で評価する。コンテンツ担保レベルにお

いては、アンケートの結果を評価し、各開発組織ないしプロジェクト毎に合格基準を設け、

評価することを推奨する。 
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図 5.3 スマートスピーカー全体としての品質保証レベル 

 

 これらの品質レベルを適用する際には、抽象度の切り分けが重要となる。 

 抽象度の切り分けの指針としては、仕様との合致度（仕様として定義できるもの）と、人

間の期待値の抽象度（期待結果が人によって変化するか否か）を基準とすることを推奨する。

例を図 5.4 に示す。テスト時に利用する音声データの期待結果を下図のように切り分けを

行い、実施されるテストが動作担保レベルなのか、コンテンツ担保レベルかの切り分けを行

うことで、適切に品質レベルを評価することが可能となる。 

 

図 5.4 抽象度の切り分けの指針の例 
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 また機械学習の場合、品質を保証するためには出力されるデータのみの確認だけではな

く、学習元となった教師データの品質保証も重要である。 

教師データの品質保証レベルは 2 つに分けることができる 

・ 特定しないデータの使用（特にカテゴライズされていないデータ） 

・ 5.2 にて記載した各要素において特定したデータ 

 5.2 に挙げた音声認識機能、自然言語理解機能、音声合成機能の各要素に関して、各組織

においてどこまで保証するかの範囲と基準を設けることにより、それらのどこまでを達成

できているのかより細かくレベル分けができるだろう。 
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6. 産業用プロセス 

6.1 検討の前提と対象 

産業用プロセス WG は、制御システムを例とする産業用システムでの AI の品質保証を対

象とする。産業用システムでは、品質安定化・生産性向上を目的として、統計的品質管理や

フィードバック制御等の制御技術が発展してきた。近年、画像を代表とする自動識別や、設

備の予知保全を目的とした異常検知・変化点検知の導入など、多方面での機械学習技術の応

用・実用化が進められている。図 6.1 では産業用システムアプリケーション例と、AI 技術

を適用した機能の例を示す。 

 

 

図 6.1 産業用システムアプリケーション例と AI技術の適用例 

 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

6-2 

このような多様な産業用システムでの品質保証を検討するにあたり、プラント制御を主

な題材とし、次の順で検討を進めた。 

まず、6.2 項では、産業用システムに AI 技術を適用するにあたり、考慮すべき重点課題

を明確にする。次に、6.3 項にて、AI 技術を組み込んだ産業用システムの基本的なアーキテ

クチャを示し、その構成要素（コンポーネント）ごとに、6.2 項で示した重点課題に対する

考慮事項を示す。また、6.4 項にて、AI 技術を適用した産業用システムの PoC から運用に

至る工程と細部プロセスを示し、その工程ごとに、6.2 項で示した重点課題に対する考慮事

項を示す。 

6.2 項～6.4 項の検討を踏まえて、6.5 項では、産業用システムに対する品質保証上の考慮

事項を５つの指標(Data Integrity , Model Robustness , System Quality, Process Agility , 

Customer Expectation )に基づいて具体化する。 

6.5 項の具体化された産業用システムにおける 5 つの指標に対する工程との対応を 6.6 項、

AI 技術の適用を具体的なイメージで公開された事例に基づく品質保証検討例を 6.7 項に示

す 

以上を踏まえて、AI 技術を適用した産業用システムに対する品質保証の検討の流れを図 

6.2 に示す。 
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図 6.2  本ガイドラインでの産業用システム品質保証検討の流れ 

 

6.2 産業用システムへの AI技術適用にあたっての重点課題 

産業用システムでは、AI 技術自身の特性だけでなく、「信頼性」「安全性」といった対象

システムの品質目標や、システムの特性・制約を踏まえた課題解決が品質保証に必要である。 

これを踏まえて、産業用システムの品質保証の重点課題として、次の３つが挙げられる。 

1） ステークホルダー多様性：大規模・複雑なシステムであることから、複数事業者が契

約に基づいてサブシステムの構築・運用がなされる形態が多い。個々のデータの整合

性や、権利保護、システム全体を検証する必要がある。 

2） 環境依存性：システムは 5M+E の変化に晒されており、多様なデータや再現性の異

なるデータを前提とした保証が必要である。 

3） 説明容易性：システムが妥当であることを保証するプロセス・規格が複数存在し、エ

ンドユーザーへの説明責任と納得を引き出す必要がある。 

そこで、産業用プロセス WG では、QA4AI ガイドに基づく５つの指標によるバランスチ
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ャートでの観点と、AI プロダクトの工程（PoC/開発/運用）を整理することで、課題に対す

るコンセンサス向上を目的としたガイドライン策定を進めた。 

産業用プロセス WG は、ガイドライン利用者が本検討をもとに対象 AI プロダクトの要件

や特性に基づいて拡張し、関係者との計画や実施での合意形成を促進することを期待する。 

 

*５M+E とは： Man, Machine, Method, Material ,Measurement+ Environment の略称。機

械加工や工場の品質管理で利用される用語。品質の変化要因である、人、機械設備、方法、

材料、検査・測定、環境といった代表的な管理項目のこと。 

 

6.3 参照システムアーキテクチャ 

産業用プロセス WG では、多様なシステムの品質保証活動を類型化するにあたり、シス

テムアーキテクチャを抽象化した参照システムを用意した（図 6.3）。 

 

図 6.3 参照システムアーキテクチャ 

 

現実の産業用システムは、この参照システムを連結・階層化して構成する。P1~P3 は、

AI コンポーネントを追加する前提となる既存システムのサブシステムである。AI コンポー

ネントにとって入力部が P1、出力部が P3 である。P2 は AI コンポーネントにとっては代

替となる制御処理部である。 

AI コンポーネントの確率的なふるまいに対して、以下の拡張が必要となる。 

⚫ P1：AI コンポーネントが必要とするデータの前提・精度・ラベルの妥当性の保証 

➢ ステークホルダー多様性への対応：データ整合性の保証 
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➢ 環境依存性への対応： データ区間・範囲の保証 

➢ 説明容易性への対応： AI コンポーネントの振る舞いを説明するためのデータ記

録 

 

P1 は画像検査を例とした場合、適切な輝度・照明角度・焦点といった保証を担い、

必要に応じて対象画像データを保存する責任を持つ。 

 

プラント制御では対象材料のセンサー値が正当であることを保証する。 

 

⚫ P2：AI コンポーネントの代替系・監視 

➢ 環境依存性への対応：AI コンポーネントでの動作前提対象外となりえる事象の監

視・観測 

➢ 説明容易性への対応：AI コンポーネントの動作性能の比較・保証 

 

P2 は画像検査を例とした場合、次のような例がある。 

例１： 人がサンプル検査を担うことで環境依存性に対する評価を担い、AI コン

ポーネントの監視を担う。 

例２： 画像検査以外の異なるルールベースの指標（例えば、位置、タイミング、

検査装置等）によるモニタリング。 

 

プラント制御での異常検知を例とした場合。P2 はセンサーや制御データをルー

ルに基づき異常監視を行う一方で、AI コンポーネントは機械学習で異常監視を行

う動作となる。P3 が異常発生を予見し出力する動作では、AI コンポーネントが

異常と推定し、P2 が正常と判断するといった動作の組み合わせで判断すること

もある。 

 

⚫ P3：AI コンポーネントが出力するデータの結果・精度に対する出力の保証 

➢ ステークホルダー多様性への対応： P3 の出力に対する AI コンポーネントの出

力値の寄与のさせ方の明確化。 

➢ 環境依存性への対応： 環境依存性に対する P2 の情報に基づく AI コンポーネン

ト出力のフィルターや判断 

➢ 説明容易性への対応： AI コンポーネントの出力と判断結果の記録 

 

P3 は画像検査を例とした場合、AI コンポーネントは例えば「良品とする集合に

属する確率 x %」、「不良品とする集合に属する確率 y %」といった結果を出力す

る。この結果をシステム全体としてどのように利用するかをルールに基づき確定
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する。（例えば、x、ｙそれぞれに対して閾値を用意する） 

 

プラント制御を例とした場合。AI コンポーネントが認識したシステムの状態をも

とに、P3 がシステムを最適状態に推移するための補正指令を出力するケースが

あり得る。ステークホルダー多様性に妥当な補正指令であることを示すには、AI

コンポーネントが認識した状態、環境依存性、システム品質の関係性を、何かし

らの実証手段に基づき説明する必要がある。 

 

本ガイドラインの作成時点では、これらの問題に対し、機械学習技術を利用したシステムの

保証をアーキテクチャで担保する方法はない。品質保証上の留意点をもとに個々のシステ

ムごとに解決する必要がある。そこで本 WG では、ガイドライン利用者が実システムでの

品質保証活動で活用するために、品質保証活動の５つの軸での留意点を整理した。 

 

6.4 品質保証活動 

産業用システムでは、要求品質を満たすために、システム開発の工程をプロセスで分解し、

個々の過程が適切であることを計画的に検証することで品質を保証している（プロセスコ

ントロール）。実システムでもプロセス品質の考え方を前提としたうえで、AI プロダクトの

品質保証を工程ごとに５つの指標と関連づけて達成することが、品質保証上有用であると

考える。 

本 WG では SQuBOK® のプロセス形態を参考に、開発工程の全体像を定義した産業用シ

ステムの全体工程を IXI（Intelligent eXperimental Integration）モデルとして図 6.4 のとお

り定義する。本工程は、大きく PoC、開発（機械学習プログラムの開発工程含む）、運用の

３工程に分割される。「PoC」では開発・運用での主要リスクの確認や検証を実施する。PoC

の検討結果を受けて、「開発」では、5M+E の特性を考慮に入れながら AI 技術を適用した

産業用システムを開発する。「運用」では、開発したシステムの出力を監視するとともに、

出力された結果に対してステークホルダーへの説明に必要なデータの収集や運用時に初め

て確認されたデータを用いて評価を行い必要に応じてモデルの更新を行う。 
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図 6.4 工程の全体像：IXI: Intelligent eXperimental Integration モデル 

 

これら３つの工程により、6.2 項で示す３つの重要課題を整理することにより、産業用シ

ステムにおける考慮事項が表 6.1 のとおり抽出される。この分類により、PoC ではステー

クホルダー多様性、開発では環境依存性、運用では説明容易性がそれぞれ重点課題となるこ

とがわかる。 
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表 6.1 ３つの工程による重要課題の整理 

工程 PoC 開発 運用 

目的 達成可能性、実現可能

性を確認し、多様なス

テークホルダーと開発

合意に至る 

PoC 結果や開発中の結果

に基づき、環境依存性へ

の保証事項・方法を確立

し、運用合意に至る 

AI システムを現場で動作

し、性能や発生事象を評価・

対応し運用を安定させる 

ス テ ー ク ホ

ル ダ ー 多 様

性 

関係者との目標・リスク

等の合意とプロトタイ

プによる実証 

インターフェース・API

設計や、データ一貫性へ

の対応 

現場運用要件・変更管理要

件等への対応 

環境依存性 一部の環境条件に基づ

く目標・リスク評価 

システムが対象とする環

境条件の明確化と、シス

テムの開発・検証 

仕様外の環境の監視とデー

タ収集・評価 

説明容易性 説明要件の洗い出しと

システム要件への反映 

構成管理された環境依存

データによるモデル評価

やコード品質の説明 

事象発生時、性能変化時の

データ・モデル・構成に基づ

く理由と対応策の説明 

 

IXI モデルを実際に適用する場合、たとえば、PoC ではステークホルダー多様性に対応す

る比重が高い場合、5 つの指標のうち Customer Expectation と、Process Agility が高くな

る。また、開発時においては、運用中でしか発見できない事象を除いて、環境依存性を考慮

しながらシステム開発を進めることで、Data Integrity および Model Robustness を高め、

System Quality を本番相当まで高くする。運用に至り、実現場でのデータやモデルの獲得

や、現場運用に適合することで、全ての 5 つの指標による品質保証のバランスチャートが

整い、提供する AI 技術を適用した産業用システムの品質保証度合いを明示することが可能

となる。 

品質保証のバランスチャートの変化の一例を図 6.5 に示す。 
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図 6.5 品質保証レベルのバランスチャート例 

 

具体的なレベルの計測法・尺度は、本ガイドラインを参考に具体化する必要がある。開発

プロセスでの個々の活動の関連付け(6.6)や検討例（6.7）を参考にしていただきたい。 

 

6.5 産業用システムにおける 5 つの指標の具体化 

6.5.1 QA4AI 品質保証観点の解釈 

産業用システムは、開発（設計・製造・据付）・運用（運転・保守）といったシーンでの

実施責任者・関係者が異なり、QA4AI で規定した 5 軸の解釈の重みづけが異なる。そこで、

本 WG では開発・運用に分け、品質保証活動の留意点・解釈方法を示す。 

 

表 6.2 IXIモデルと保証観点・留意点の関係 

 開発時の保証観点・留意点 運用時の保証観点・留意点 

PoC 〇 〇  

開発工程 〇 × 

運用工程 × 〇 
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6.5.2 Customer Expectation 

産業用システムは、ステークホルダー多様性により、複雑な利害関係がある。結果、AI シ

ステムに対する期待の齟齬だけでなく、データ・モデルといった機械学習に必要な無形資産

の権利・共用性にも調整が必要となる。 

表 6.3 Customer Expectation の観点と留意点 

ID 観点 開発時 運用時 

CE-1 顧 客 側 期 待

の高さ 

 

狙 っ て い る

のが「人間並

み」なのかど

うか 

●AI によって解決したいビジネス課題の明確化 

・顧客のビジネス課題が明確になっているか。（AI の適用が

目的になっていないか。） 

 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

・AI によって顧客のビジネス課題は解決可能か。 

 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の効果 

・AI を利用することによる顧客の期待効果（目標性能等）は、

明確になっているか。 

・「人間」と同等以上の効果を期待しているか。 

●AI によるビジネス課題解決の満足度 

・顧客は、AI による課題解決結果に満足しているか。 

 

●AI の性能維持に対する継続改善の理解度 

・AI の性能を維持するためには、継続的に学習を重ねて改

善を図る必要があることを顧客に理解されているか。 

CE-2 確 率 的 動 作

と い う 考 え

方の非受容 

 

顧 客 側 で の

リスク・副作

用 の 無 理 解

や非受容 

●確率的動作で出力される AI への理解度 

・AI の出力結果が、確率的動作（確率的にもっともらしい解）

により出力されることを顧客に理解されているか。 

 

●確率的動作で出力された結果のリスク許容度 

・確率的動作（確率的にもっともらしい解）により出力され

た結果を許容することは可能か。 

 

●AI プロダクトの出力に対する責任の明確化 

・確率的動作（確率的にもっともらしい解）の AI プロダクト

が出力した結果により人的被害等が発生した場合、責任所在

は明確になっているか。 

●確率的動作で出力された結果のリスク許容度 

・確率的動作（確率的にもっともらしい解）により出力され

た結果を許容することは可能か。 

CE-3 継 続 的 実 運

用への近さ 

 

PoC や β リ

●アジャイル型ソフトウェア開発への理解度 

・従来の演繹的なウォータフォール型開発と異なる帰納的な

アジャイル型開発で行うことを顧客に理解されているか。 

●AI の性能維持に対する継続改善の理解度 

・AI の性能を維持するためには、継続的に学習を重ねて改

善を図る必要があることを顧客に理解されているか。 
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ID 観点 開発時 運用時 

リ ー ス と い

う 概 念 を 理

解 し て い な

い度合 

●運用後の改善における検証方法への理解度 

・運用後の改善については、プログラムの修正ではなく、デ

ータの追加学習／再学習やパラメータの調整等で行うこと

を顧客に理解されているか。 

CE-4 デ ー タ の 量

や 質 に 対 す

る 認 識 の 甘

さ 

●顧客のビジネス課題に合致したデータの必要性に対する

理解度 

・顧客は、AI の性能向上に、顧客のビジネス課題に合致した

データが必要なことを理解しているか。また、そのようなデ

ータを保有しているか。 

 

●AI の学習に必要なデータの質、量への理解度 

・AI によるビジネス課題解決には、多くのデータを網羅的に

用意する必要性があることを顧客に理解されているか。 

●運用中のデータ傾向の変化に関する顧客の理解 

・運用中、学習時と異なるデータ傾向になった場合、既存の

モデルで正しく推論できなくなる可能性があることを顧客

と合意し、理解しているか。また、運用中にデータの傾向を

常に監視し、顧客と情報を共有できているか。 

CE-5 法規制、著作

権や知財、プ

ライバシー、

コ ン プ ラ イ

アンス、社会

的 受 容 が 必

要な度合 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する契約での取り

決め 

・AI プロダクトに対する著作権や知財権等について、顧客

と契約で取り決めが行われているか。 

 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する理解度 

・AI プロダクトの著作権や知財権等の帰属について、顧客

に理解がされているか。 

 

●AI に使用する顧客データのセキュリティの高さ、情報開

示範囲及び取扱制限の明確化 

・AI に使用するデータのセキュリティの高さや情報開示範

囲、取扱制限は明確になっているか。 

 

●AI プロダクトに含まれるデータの権利に関する取り決め 

・学習データ、検証データ、運用時のデータなど、すべての

データについて、データの権利や利用ルールなどが明確にな

●運用後に改善した AI プロダクトの著作権や知財権等に

関する契約での取り決め 

・運用後に行われたモデルの変化（追加学習／再学習等）

に対して、導入時に確定した権利に抵触しないか。（例え

ば、開発・提供元の知的財産権を学習モデルに適用する場

合、利用者側でそのモデルを更新する場合の考慮がなされ

ているか。） 

・再学習等により運用後に改善した AI プロダクトの著作

権、知財権等について、契約で取り決めが行われている

か。 

・運用中に入力される顧客・ユーザーからのデータについ

て、権利や扱いが明確になっているか。 
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ID 観点 開発時 運用時 

っているか。 

CE-6 ・“合理的”説

明 を 求 め る

度合、“外挿”

や“予測”をし

たがる度合 

・ “ 原 因 ” や

“責任（者）”

を 求 め た が

る度合 

・納得感を共

感 す る 風 土

や雰囲気、仕

事 の 進 め 方

の少なさ 

●AI の説明可能性に対する理解度 

・AI の処理した結果に対する説明の難しさを顧客に理解されているか。 

 

●AI の説明可能性と精度に対する理解度 

・AI の種類によって出力結果の説明根拠を示すことができるもの(二分木等)と、困難なもの(Deep Learning 等)があり、

説明可能性は AI の精度に反比例することがあることを顧客に理解されているか。 

 

●モデルの選択に対する理解度 

開発側が選択したモデルに対して、その選択で良いと言うことを顧客側と合意しているか。その際、選択の根拠などの説

明をして顧客が理解できているか。 

  

CE-7 

（追加） 

責 任 の 所 在

が 明 確 か 

（ 開 発 側 が

事 故 の 責 任

を 負 う と し

た契約） 

●顧客・ステークホルダーの明確化 

プロダクトのステークホルダーを洗い出し、それぞれがプロダクトにどのように関与するかを明確にしているか。  

 

●AI プロダクトの出力に対する責任の明確化 

・確率的動作（確率的にもっともらしい解）の AI プロダクトが出力した結果により人的被害等が発生した場合、責任所在

は明確になっているか。 

  

CE-8 

（追加） 

顧客の協力・

関 与 の 度 合

いは高いか 

●AI プロダクトの開発に対する顧客の協力度及び関与度 

・顧客の保有しているデータの提供や検証（PoC）におい

て、顧客は協力的か。 

●運用中の継続した顧客の協力・関与 

・運用中も継続して顧客と意見交換しながら進められてい

るか。顧客からフィードバックを都度得られているか。 
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6.5.3 Data Integrity 

産業用システムは、環境依存性により、工場などのクローズドなシステムであっても、デー

タの変動要因が多数存在する。どのように変更管理を厳密に実施したとしても、設備の自然

劣化、調達材料の変化、自然環境天候変化といった予期せぬ（未経験の）変動要因に対し、

PoC や開発時にすべてを仕様化し扱うべきデータすべてを分類・検証することは不可能で

ある。そのため、段階的に対象を事前に定義し、データのバリエーションや内容確認が必要

となる。 

表 6.4 Data Integrity の観点と留意点 

 

ID 観点 開発時 運用時 

DI-1 量は充分か、コストは適正か 

・意味のある量か 

・「かさ増し」しても大丈夫か 

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

・課題解決のための検証(PoC)に必要なデータの

量は揃っているか。 

 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの確保 

・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確かめ

られるデータ量か。 

●運用時に得られたデータを使ったデータの「かさ

増し」に対する評価 

・「かさ増し」に対する開発時の仮定に対し、運用時

に得られる追加データの分布やラベリングに対して

適切であったかを評価しているか。 

DI-2 質は適切か 

・求める母集団のサンプル

か、実データか 

・不必要なデータが含まれて

いないか 

・データに関する要求事項・

制約を満たすことを監視して

いるか 

・必要な要素を適切に含んだ

サンプルか 

・偏りやバイアス、汚染は無

いか 

・それぞれのデータは常識的

な値か、外れ値・欠損値に意

味はないか 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合

度 

・課題解決に繋がるデータが顧客より提供されて

いるか。もしくは生成、獲得することが可能か。 

 

●データの質の確保 

・想定する母集団を定義した上で、網羅的にサン

プルデータが取得され、偏り等はないか。 

 

●データの特性評価 

・データに特性がある場合、選択バイアス、情報

バイアス、交絡の問題・リスクを評価したか。 

・外れ値や欠損値の除去・訂正の根拠、措置方法

について、受容・排除などのポリシーにもとづい

て行っているか。 

●運用データの必要性 

・運用時は、開発時にはなかったデータが得られる可

能性があるため、実運用でしか収集できないデータ

を記録する仕組みを構築しているか。 

・運用で発見したエラーや多様性に対応したデータ

を確保したか。 

 

●データの特性評価 

・運用中のデータには、導入時と異なる偏りが存在す

るか。また、その背景を解析しているか。 

・外れ値や欠損値の除去・訂正の根拠、措置方法につ

いて、受容・排除などのポリシーにもとづいて行って

いるか。 

・システム維持を想定できているか。 
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ID 観点 開発時 運用時 

・外れ値や欠損値の扱いは適

切か 

DI-2 

続き 

・複雑すぎないか、単純すぎ

ないか 

・データ内の性質（多重共線

性など）は適切に考慮されて

いるか 

・含むべきでない母集団のデ

ータと混ざっていないか 

・ラベルは妥当か 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想

定するモデル）の複雑さ 

・ビジネス課題のモデル化に際して、データの説

明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎないか、も

しくは単純すぎないか。また、多重共線性は考慮

しているか。 

 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

・データの入手・取得ルートは明確になっている

か、データの管理方法に不備はないか。 

 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

・学習用として、正解値も含めて妥当なデータセ

ットになっているか。（識別問題ならラベル、回

帰問題なら値など問題によってつけるべき正解値

は変わる） 

 

DI-3 学習用データと検証用データ

は独立しているか 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立

性 

・交差検証や汎化性能等に使用するデータを独立

して分離・管理しているか。 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立性 

・再学習、追加学習時時に交差検証や汎化性能等に使

用するデータを独立して分離・管理しているか。 

DI-4 オンライン学習を行う場合、

その影響を適切に考慮してい

るか 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

オンライン学習において、信頼できるデータ区間

を定義し、予期せぬデータによる学習を防ぐ仕組

みを構築する。 

●外れ値の監視 

左記信頼できるデータ区間を外れているデータがど

の程度あるか監視し、入力データの質をパトロール

する。 

DI-5 学習用プログラムやデータ生

成プログラムの不具合によっ

てデータの意味が毀損されな

いか 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合

性確認 

・複数のサブシステムから得られるデータ時刻の

一貫性をとるため、各々のサブシステムから得ら

れるデータの欠損、整合性をチェックしている

か。 

●データ整合性の監視 

・機械学習モジュールへの入力データの整合性の確

認や、出力データのデータ変化を監視しているか。 
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6.5.4 Model Robustness 

Data Integrity で述べた制約条件から、モデルのロバスト性能の評価に必要な網羅性を収集

したデータのみで数理的に担保することは難しい。そこで、多様な収集条件（システムとし

て備えなければならない外乱・パラメータなどの多様性条件）下でデータ収集し、直接利用

ないし加工データで学習やロバスト性評価を実施することになる。直接データや加工デー

タを利用する妥当性は、System Quality に基づいた評価を伴う。（例えば、外乱によるデー

タのばらつきを加工して得る場合、加工結果による System Quality への影響範囲やリスク

にもとづき、加工方法の実証の厳密さを決める） 

 

表 6.5 Model Robustness の観点と留意点 

ID 観点 開発時 運用時 

MR-1 正答率、適合率、再現率、F

値 

●学習結果の妥当性 

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に収束して

いるか。 

・適合率、再現率、F 値は目標性能に達しているか。 

●運用後のシステム動作の妥当性 

・運用後、入力データの特性が変化し、性能が

劣化していないかをチェックする仕組みはある

か。 

MR-2 汎化性能 ●汎化性能の目標 

・汎化性能を要求仕様として明確に定めているか。 

・学習後モデルの汎化性能は、学習時の正答率と比較し

て著しく劣化していないか。 

 

●汎化性能を測定する方法 

・汎化性能を測定する方法を決めているか。交差検証を

利用する際、利用する検証用データのバリエーションを

確保しているか。  

●運用時の交差検証方法を定義 

・検証データのバリエーションが増えた際でも

検証ができるように、交差検証の方法を決めて

いるか。 

MR-3 学習は適切に進行したか 

局所最適に陥っていないか 

●学習過程の妥当性 

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に収束しているか。 

・学習過程の正答率及び損失関数の残差は、異常な変化を示していないか。 

MR-4 適切なアルゴリズムかどう

かの検討は行ったか 

適切なハイパーパラメータ

かどうかの検討は行ったか 

●AI の構造の妥当性 

・選択したアルゴリズムの選択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確になっているか。 
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ID 観点 開発時 運用時 

MR-5 ノイズに対して頑健か ●AI のノイズ耐性（ロバスト性）の妥当性 

・センサーデータ等に混入するノイズ（想定する母集団外のデータ）等により、AI の性能が著しく劣化する

ことはないか。 

MR-6 十分に多様なデータで検証

を行ったか 

・数理的多様性、意味的多

様性、社会的文化的多様性 

●検証用データの妥当性 

・想定する母集団に対して、ビジネス課題の多様性を考慮し、偏りなく網羅的にデータを使用して検証をお

こなったか。 

  

MR-7 デグレードは許容可能な範

囲か、デグレードの影響範

囲を把握できているか、学

習は再現可能か 

●再学習における性能劣化の許容度 

・入力データの特性変化や出力の追加等により、再学習

を行った結果、再学習前の性能に対して、劣化はどこま

で許容可能か。 

 

●蒸留した AI プロダクトの妥当性 

・蒸留により得られた AI は、元の AI と同等性能を有し

ているか。また、処理速度、ネットワーク規模は期待目

標を達成することが可能か。 

●再学習における性能劣化の許容度 

・運用後、入力データの特性変化や出力の追加

等により、再学習を行った結果、再学習前の性

能に対して、劣化はどこまで許容可能か。 

MR-8 モデルが陳腐化していない

か 

実データに対する予測品質

が劣化していかないか 

●実データ特性の実現可能性 

・実データと同じ特性をもつデータを生成することは可

能か。 

 

●想定した実データモデルと実データとの特性分析 

・開発時に想定した実データモデルと実際の実データ

（運用データ）との特性の差異や性能劣化要因について

分析を行ったか。 

●開発時のデータと運用時のデータの特性の差

分 

・開発時に想定したデータと運用中の実データ

が同じ特性を持っており、予測品質が劣化して

いないか。 

・データの特性に差がある場合は、特性の差異

を確認し、性能劣化に繋がっているか分析して

いるか。 

MR-9 目標メトリクスの計測が難

しい場合、計測できるメト

リクスとの関連は妥当か 

●計測方法の妥当性 

・直接データが計測できず、間接的にデータを計測する場合、その方法の妥当性を検証したか。計測方法に

よりノイズが含まれたり、特性が変わったりしていないか。  

・「今後の値の予測」など正解が明らかでないことを推測する AI について、良否を判断するための計測方

法が決まっているか、また、顧客と合意がとれているか。 
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6.5.5 System Quality 

Model Robustness, Data Integrity の保証が難しい一方で、産業用システムは社会的役割か

らシステムの安定動作、安全性、セキュリティへの要求は高い。アプリケーションや事業体

によっては外部機関での認証や、品質保証プロセスを通じてシステム全体の品質保証を説

明する必然性がある。そこでは、AI コンポーネントを追加することによるシステム全体へ

の品質影響や、経年劣化などの環境依存性に対する説明を産業用システムのステークホル

ダーに説明する。 

 

表 6.6 System Quality の観点と留意点 

ID 観点 開発時 運用時 

SQ-1 価値は適切に提供されているか ●AI プロダクトに対する顧客価値 

・提供する AI プロダクトは、顧客のビジネス

課題解決に適したものとなっているか。 

●AI プロダクトに対する顧客価値 

・提供する AI プロダクトは、顧客のビジネス課題解

決に適したものとなっているか。 

SQ-2 発生しうる品質事故の致命度は許

容できる程度に低く抑えられてい

るか 

・品質事故の致命度はドメインに

よって異なる 

  －身体や生命への危害、経済

的ダメージ 

  －社会や環境への影響 

  －不快感、魅力の低さ、意味

のなさ、反倫理 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

・AI プロダクトの出力による品質事故発生の

リスク分析(シチュエーション分析、HAZOP

分析等）及び低減対策が検討されているか。 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

・開発時に実施したリスク分析(シチュエーション分

析、HAZOP 分析等）を運用段階で見直しているか、

新たなリスクが出たら追加しているか。 

SQ-3 システムの事故到達度・安全機

能・耐攻撃性は充分か 

・防護機構のよさ・多さ 

・回避性や制御性の高さ 

・自己修復性 

 

AI の寄与度を抑えられているか 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

・安全・セキュリティ機構を含めたアーキテ

クチャ設計が考慮されているか。 

・提供する AI プロダクトの出力に対する安全

性設計は考慮されているか。 

 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

・AI の異常を自己判断できる仕組みや、出力

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

・学習にフィードバックするデータに対して、性能劣

化に繋がる悪意のあるデータの混入を防ぐことができ

るか。もしくは、学習前に悪意のあるデータを排除す

る機構があるか。 

 

●推論に利用するデータの安全性の確保 

・運用中の推論に利用するインプットデータについ
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ID 観点 開発時 運用時 

データをモニタし、適切な出力範囲にコント

ロールする仕組みの実装 しているか。 

て、異常な動作に繋がるような異常または悪意のある

データを排除できる仕組みがあるか。 

SQ-3 

（続

き） 

  ●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断し修復する能力）の確保 

・AI の信頼性低下を検知し、システムを止めずに AI を止められる仕組みを実装できているか。（AI を

使わないシステムにシームレス移行する仕組み） 

 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

・学習に使用するデータに対して、性能劣化に繋がる悪意のあるデータの混入を防ぐことができるか。

もしくは、学習前に悪意のあるデータを排除する機構があるか。 

SQ-4 品質事故を引き起こしうる事象の

発生頻度は低いと見積もることが

できるか 

・事象の発生頻度 

・検証した事象の網羅性 

・環境統制性（意図、偶発、攻

撃） 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

・AI プロダクトの動作実績をもとに統計的

手法等を用いて、安全性を示すことができる

か。 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

・AI プロダクトの動作実績をもとに統計的手法等を用

いて、安全性を示すことができるか。 

SQ-5 保証性、説明可能性、納得性は充

分か 

●AI プロダクトの説明可能性 

・AI の出力結果に対する根拠を説明することが可能か。もしくは、統計的手法等を用いて、結果の妥当

性示すことが可能か。 

SQ-6 性能などシステムのふるまいが劣

化していかないか 

●運用後のシステム動作の妥当性 

・入力データの特性が変化し、性能が劣

化していないかをチェックする仕組みは

あるか。 

・入力データの特性変化に対して、品質

事故の発生防止等を目的に、システムの

正常動作を維持する方法が想定できてい

るか。 

●運用後のシステム動作の妥当性 

・運用後、入力データの特性が変化し、性能が劣化していな

いかをチェックする仕組みはあるか。 

・入力データの特性変化に対して、品質事故の発生防止等を

目的に、システムの正常動作を維持する方法が想定できてい

るか。 
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ID 観点 開発時 運用時 

SQ-7 

（追

加） 

将来のデータ増加・処理量増加に

対して、システムを拡張すること

ができるか 

●運用時に収集するデータ量の想定 

・運用時、どの程度のデータがあり、ど

の程度蓄積するかを見積もり、システム

要件に反映しているか。現在取得してい

ないが、将来取得見込みがあるデータが

あれば、拡張性として考慮しているか。 

●運用中のデータ量の監視と制御 

・運用時、蓄積しているデータ量を監視し、基準に基づき削

除する。また、システム要件で定めた見積もりを超過しない

かを監視しているか。 

SQ-8 

（追

加） 

システムの構成品目（ハードウェ

アや OSS）について計画している

か 

●運用時を想定したハードウェアの策定 

・運用時の負荷やデータ量に応じたハー

ドウェアを選定しているか。メンテナン

スや故障時の対応を計画しているか。 

 

●アップデートを考慮した OSS の選定 

・OSS の更新頻度やサポート期間を考

慮して OSS を利用しているか。OSS の

アップデートに対する対応や、サポート

が終わった際の対応について決めている

か。 

●計画に基づくハードウェアのメンテナンス 

・運用中、負荷やデータ量は想定通りか 

・開発時の計画に基づきハードウェアのメンテナンスを行っ

ているか。 

 

●OSS のアップデート 

・特にセキュリティアップデートがある場合など、OSS の

アップデートに対してシステムの更新を行っているか。 
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6.5.6 Process Agility 

産業用システムでは明確な達成目標と実現可能性に基づいた開発が一般であった。一方

で機械学習技術は達成目標と実現可能性の両方に不確実性があるため、AI コンポーネント

や AI コンポーネント開発では反復的な開発と品質保証が必要となる。 

 

表 6.7 Process Agility の観点と留意点 

ID 観点 開発時 運用時 

PA-1 充分短い反復単位で反

復型開発は行っている

か、モデル・システム

の品質向上の周期は充

分短いか 

●アジャイル型ソフトウェア開発の実行能力 

・アジャイル型ソフトウェア開発を行うにあたって

必要となる顧客の協力、人材や設備等の社内環境や

開発手順等に不備はないか。 

  

PA-2 運用状況の継続的なフ

ィードバックは頻繁か 

●AI プロダクト開発における顧客の協力度 

・AI プロダクト開発にあたって、顧客から十分な協

力が得られ、検証（PoC）結果に対して、顧客から継

続的なフィードバックを得ることは可能か。 

  

PA-3 リリースとロールバッ

クは簡便で迅速に行え

るか 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

・AI のプログラムや学習データセット等のバージョ

ンについて、適切に構成管理が行われているか。 

 

●リリース計画の妥当性 

・AI プログラムのリリース計画（カナリアリリース

など）は、プロダクトの特性や顧客の要求に応じて

適切に決められているか。 

 

●ロールバックの迅速性 

・リリースした AI プログラムに異常が発生した場

合、迅速にロールバックを行う仕組みがあるか。 

●リリース計画通りのリリース 

・開発時に決められたリリース計画に従ってリリースされ

ているか。また、必要に応じてリリース計画は見直されて

いるか。 

 

●ロールバックの迅速性 

・リリースした AI プログラムに異常が発生した場合、迅

速にロールバックを行うことができているか。 

PA-4 よりよくなっていく見

込みはあるか 

 ・新しい特徴量を迅

速に追加できるか 

●PoC や段階的リリースによる性能向上の見込み 

・検証（PoC）フェーズにおいて、学習に使用するデ

ータの見直し、特徴量の追加、モデルの改善等によ

り、性能向上が期待できるか。 
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 ・モデルを迅速に改

善できるか 

 ・学習や推論のデバ

ッグを行う手段を有し

ているか 

PA-5 開発チームは適切な能

力を持った人財を備え

ているか 

・機械学習やデータサ

イエンスの「専門家」

やドメインの専門家は

含まれているか。 

●AI プロダクト開発の実行能力 

・AI プロダクトの開発に必要な人材が集められ、開

発体制上の役割が明確になっているか。 

 

●顧客と連携した開発チーム 

顧客側にも、業務プロセスやドメイン知識を理解し

ている人を有しており、開発体制に組み込んでいる

か。 

  

PA-6 経験を技術に反映させ

られているか 

●前開発の経験の反映 

既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術として反

映できるか。 

●開発の知見の反映 

これまでの AI 開発及び運用の知見を、運用中に適用し改

善を進められているか。 

PA-7 開発チーム外のステー

クホルダーは充分納得

しているか 

●ステークホルダーは明確か 

・開発チーム外のステークホルダーとして、管理層

や異なる部門、顧客などがある。体制として明確に

なっているか、コミュニケーションはしているか。 

 

●管理層や他部門と合意できているか・協力関係が

できているか 

・開発チームの管理層や関係する他部門と開発対象

や協力内容について合意しているか、協力を仰げそ

うか。 

●現場は十分納得しているか 

AI の運用に対して、現場は十分納得しているか、フィー

ドバックを得られているか。 

PA-8 

（追

加） 

システムライフサイク

ルを見据えた更新計画

があるか 

●AI プロダクトの更新計画の妥当性 

・AI プロダクトのライフサイクル全体を見据えた更

新計画が策定されているか、またその更新計画は妥

当か。更新計画には、OSS の更新、データ特性の変

化への対応、データ量増加に対する対応などを含

む。 

●計画に従って更新できているか 

・計画に立てたとおり、システムの更新が随時できている

か。 
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6.6 AI プロダクト開発プロセスでの品質保証観点 

本章では、IXI モデル(図 6.6)で想定する開発プロセスと、品質保証観点との対応を示す。 

 

図 6.6 再掲：工程の全体像：IXI: Intelligent eXperimental Integration モデル 

 

6.6.1 PoC  

PoC では新たな概念やアイデアの実現可能性を示す活動である。目的・KPI ターゲット

に対して、どのような AI コンポーネントを含めたアーキテクチャで対応可能であるか実証

する。 

IXI モデルでの PoC 工程の主要な活動を、表 6.8 に示す。 
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表 6.8 PoC工程での主要な活動 

活動 概要 

1. 目的・KPI

ターゲット

定義 

産業用システムに限らず、PoC での目標を設定し、関係者で合意する工

程。この活動では、PoC での検証対象の開発・検証の完了基準を設定す

る。 

産業用システムでは既存システムの稼働実績に基づく性能面の KPI タ

ーゲットだけではなく、その実現性に伴うプロジェクトコスト、システ

ムが許容可能なリスクといったビジネス要件に基づき設定する。 

2. データ設計 1. により設定した課題に対して、AI コンポーネント開発で利用する入

力データや学習データセットの対象特定や収集のための活動である。産

業用システムでは、長時間のデータが必要となる場合や（例：劣化推定）、

精度保証が不十分な状態のデータを利用する場合がある。この場合、

PoC 期間中で確かめる範囲とその確からしさを計画し、データ収集・評

価の仕組みやレビュー体制を用意する。 

3. プロトタイ

ピング 

2. で設計した内容に基づき、AI コンポーネント・モデル・P1~P3 の開

発を実施する。産業用システムでは不確実性のあるモジュールを未検証

で導入するケースは極めてまれであり、既存システム部（P1~P3）にお

いては、データ収集にとどまりシステム品質低下リスクを抑制する場合

がある。 

4.  効果確認・

分析 

１~３. に基づいて AI コンポーネントの評価を行う。この評価では産業

用システムでは 5M+E の変動を受けることを考慮した測定条件・評価

条件をもとに実施する。分析結果次第で、2~3. の活動を繰り返す。 

5. リ ス ク 抽

出・確認・分析 

対象システムの要件・構成や、認証・規格（例えば、機能安全規格・産

業制御システムセキュリティ等）に基づきリスク対象の抽出・確認・分

析を実施する。4. の結果をもとに、AI コンポーネントの不確実なふる

まいをあてはめ、リスク事象に対して AI コンポーネントによる影響を

受容可能であるか確認・分析し、アーキテクチャでの対策を実施する。 

6. アーキテク

チャ構想設計 

開発時の全体アーキテクチャ構想を、データ設計・プロトタイピング・

効果確認・分析といった活動によって明らかとなった各種要件に基づい

て設計する。この活動によりデータ・モデル・構成を識別し、ステーク

ホルダーの権利・契約の整合に利用する。 
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この工程での観点や５つの軸への対応を表 6.9 に示す。 

 

表 6.9 PoCでの主な保証観点 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 

目的・KPI・ターゲット定義 目的（ビジネス課題）の具体性 CE-1     

  期待効果、実証内容の明確さ CE-6     

データ設計 目的とデータとの対応付け CE-4     

  データの質・量確保 DI-1,2    

プロトタイピング システムの実現可能性 CE-3     

効果確認・分析 期待効果の確からしさ CE-1     

  環境依存性への評価  MR-1,2,3,6   

リスク抽出・確認・分析 確率動作に対する受容性・リスク評価 CE-2,3,4, SQ-5  

  その他システム品質に対するリスク評価 SQ-1,2,3,4  

アーキテクチャ構想設計 要件に基づく構成の識別 SQ-8  

  権利・発明性などの整合 CE-5,7,8     

 

6.6.2 開発工程 

開発工程では、PoC によって実証された範囲に基づき、実システムとしての設計・実装

を行う。環境依存性や AI コンポーネントの運用形態によっては開発工程と運用工程の反復

サイクルが非常に短い場合もあり得る。 

 

開発工程は AI コンポーネントの不確実性に対応するため、「システム開発」「AI コンポー

ネント周辺開発」「AI コンポーネント開発」の 3 種類に分けて対応する(表 6.10)。これら

の活動は反復性を持ち、３つの特徴に対応した品質保証活動を実施する。 
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表 6.10 開発工程内の 3種の開発 

項目 概要 

システム

開発 

要件定義によりデータ収集を含む達成目標を明確にし、基本設計・システム

テスト・受入テストを環境依存性に対応し反復型で開発・評価する。 

AI コンポ

ーネント

周辺開発 

データの定義・収集・管理をし、AI コンポーネントの精度やリスク評価を

実施する。全条件網羅のデータ収集は不可能であるため、対象の事象に基づ

く条件の絞り込みや、データの統計的な評価による収集量の十分性といっ

たデータ定義・評価活動を繰り返し、保証範囲の確認をする。 

AI コンポ

ーネント

開発 

得られたデータを利用し、適用アルゴリズム・学習モデル・ハイパーパラメ

ータといった AI コンポーネントに必要な設定を開発・評価する。評価結果

によっては収集すべきデータ定義（収集周期、特徴量等）を変更するといっ

た、AI コンポーネント関連開発と関係する。 

 

システム開発では、アーキテクチャ構想に基づいて、P1~P3・AI コンポーネントの設計・

評価を実施する。従来型の開発では、詳細設計・実装・単体結合試験に該当する活動は「AI

コンポーネント周辺開発」と「AI コンポーネント開発」に相当する。表 6.11 で主要活動を

示し、表 6.12 で保証観点を示す。 

 

 

表 6.11 システム開発での主要活動 

項目 概要 

要件定義 AI コンポーネントの目的・対象に基づいた、動作精度の目標や、P1～

P3 で保証する範囲を決定する。また、System Quality に基づく要件も

定義する。（例えば、セキュリティ要件を満たすためのデータ管理） 

基本設計 要件定義に従い、各種コンポーネントを設計する。基本設計により対

象とするデータが確定することもあり、システムで求められる環境依

存性や説明容易性によっては多数のプロトタイピングをここで実施す

る。 

システムテスト 実装された AI コンポーネント周辺システム、AI コンポーネントを動

作ないし机上評価し、基本設計で意図した性能・精度の評価や、デー

タ収集などの運用要件の評価を実施する。精度評価や収集データによ

り環境依存性への対応が不足すると判断した場合、要件定義や基本設
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計と反復する。 

受け入れテスト 現場環境への導入判断をするための再評価、運用管理方法を確認する。

例えば、対象外の環境条件でのシステムの振る舞いと、その対応・デ

ータ管理・確認手順の確認といった活動を実施する。運用環境中でモ

デル更新を前提とする場合、更新の前提条件、評価条件といった手順

をこの活動で評価する。 

 

表 6.12 システム開発での保証観点 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 

システム開発 環境依存性に対する実現と評価 - 

要件定義 使用環境、ユースケースの定義 SQ-* 

  システム構成条件の定義 SQ-8 

  リスク管理 CE-5,7, SQ-2 

  品質目標の設定 CE-1, SQ-*, PA-4 

基本設計 システムのフェールセーフ設計 DI-4, SQ-3,4 

  運用中評価の仕組み設計（カナリアリリース） PA-1,3 

  運用中インシデント対応でのロールバック設計 SQ-3,4,6, PA-3 

  運用監視設計 DI-4, MR-9, SQ-6, PA-2 

  要件に基づくコンポーネントの設計 SQ-7,8 

システムテスト システム要求品質に対する評価 CE-1, SQ-*, PA-1,2,3 

  説明性、環境依存性に対するロギング・データ十分性評価 DI-1,2,4,5, SQ-4,5 

  挙動検証が必要なシステムのフェールセーフテスト SQ-2,3,4 

  運用監視の十分性評価 SQ-6,7 

受入テスト 運用先環境での運用要件（管理手順等）適合性評価 CE-1, MR-2, SQ-*, PA-2,3,8 

  運用先環境での環境依存性評価 CE-4, DI-2, MR-5, SQ-7,8 
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AI コンポーネント周辺開発では、AI コンポーネントに必要な P1-P3 やデータ基盤の開

発と評価を実施する。表 6.13 で主要活動を示し、表 6.14 で保証観点を示す。 

 

表 6.13 AIコンポーネント周辺開発での主要活動 

項目 概要 

P1-P3 開発 基本設計に基づき、P1~P3 の開発を実施する。インフラ構築と連携し、

AI コンポーネント開発や評価に必要なデータを収集する。 

インフラ構築 AI コンポーネントの実装評価に利用するデータ収集・管理や、データ

を継続して管理するためのインフラ環境を構築する。 

データ定義・評

価 

AI モデルに利用する学習データや、効果・リスク評価に利用する評価

データを定義する。そして、環境依存性にどの程度対応したデータ項

目・データセット・特徴量であるか実データをもとに評価する。 

効果・リスク評

価 

AI コンポーネントの実動作に基づき、要件化された効果・リスク（例

えば予測精度、実行性能）を収集したデータをもとに評価する。 

 

 

表 6.14 AIコンポーネント周辺開発での保証観点 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 

P1-P3 開発 P1: 入力保証に対するルール実装 DI-1,2,4,5, SQ-7 

  P2: 実行中監視、冗長性の実装 SQ-2,3 

  P3: 出力保証に対するルール実装 MR-8, SQ-2,3 

インフラ構築 開発・運用時のデータ収集、モデル評価への

仕組み 

CE-8, DI-1,2,3, MR-1,2 

  運用時の監視、ロールバックへの対応 DI-4,5, MR-9, SQ-6,7, PA-2,3 

  データのプライバシー、安全性 CE-5, DI-5, SQ-2,3,4 

  運用時の拡張性に対する仕組みづくり DI-4, SQ-7, PA-8 

  アノテーション・ラベルなどの人の教示の仕

組みがあるか 

DI-2,3 

  データ定義、モデル、SW の構成管理 PA-3 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

6-28 

データ定義・評価 特徴量の妥当性確認 DI-2 

  データのプライバシー、安全性確認 CE-5, DI-5, SQ-2,3,4 

  評価データ（テストデータ）の妥当性確認 DI-2,3, MR-1,3,6 

効果・リスク評価 AI コンポーネントの挙動検証に対する適切

な手法の選択 

（メタモルフィックテスティング、統計的評

価） 

MR-4,6,9, SQ-6 

  誤判定、想定外に対する挙動確認と運用方法

との対応づけ 

DI-3,4, SQ-2 

  システムの安全性に対する評価 SQ-2,3,4 

  予測精度、実行性能に対する評価 MR-1,2,5, SQ-6 

 

AI コンポーネント開発では、AI コンポーネントの動作を実現するための、アルゴリズム

実装や、モデル開発といった活動を実施する。表 6.15 で主要活動を示し、表 6.16 で保証

観点を示す。 

 

表 6.15 AIコンポーネント実装での主要活動 

項目 概要 

学習データ設計 AI コンポーネントが利用するモデルを作成するために必要な学習デ

ータを設計する。学習に適したデータとなるよう、クレンジング・水

増し等を実施しデータを準備する必要がある。このデータ準備プロセ

スのしくみを設計する。 

AI コンポーネン

ト実装 

AI コンポーネントが実システムで動作するためにアルゴリズム等を

実装する。実装では AI コンポーネントに要求された指標を出力する

よう、アルゴリズムへの入力データ加工処理や、ハイパーパラメータ

の選択といった実装を行う。 

AI モデル開発 AI コンポーネントが利用するモデルを開発する。AI コンポーネント

周辺開発で収集したデータを、学習データ設計に基づいたデータセッ

トにし、AI コンポーネントが動作できるようモデルを開発する。 

モデル評価 AI コンポーネントと AI モデルが結合動作できる状態で、環境依存性

や説明容易性に対応できるか評価する。 
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表 6.16 AIコンポーネント実装での保証観点 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 

学習データ設計 学習対象データの妥当性確認 DI-*, MR-8 

  アノテーション、ラベル付けしたものの正しさ

確認 

DI-2 

  評価データ（テストデータ）の妥当性確認 DI-3, MR-8 

  クレンジング、水増し、データ生成の方法は適

切か？ 

DI-1,2 

AI コンポーネント実装 ハイパーパラメータ選択の妥当性確認 MR-4 

  入力データ加工処理の妥当性確認（アルゴリズ

ム特有） 

DI-2 

AI モデル開発 学習方法の妥当性 MR-4 
 

学習データやハイパーパラメータなどの構成管

理 

MR-4, PA-3 

モデル評価 学習から予測までの内部状態の変化を観察し確

認できているか。 （DNN カバレッジ等） 

MR-4 

  期待する予測精度に対する実績値の確認 MR-1,2,3 

  環境依存性や説明容易性に対応できるかの評価 SQ-5 

 

6.6.3 運用工程 

運用工程では、従来のシステム運用に加えて、環境依存のデータ変動や、AI コンポーネ

ントの帰納的動作に留意したシステムのリリース・監視・トラブル対応・保守・インフラ更

新・拡張等の活動を実施する。表 6.17 で活動概要を示し、表 6.18 で保証観点を示す。 
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表 6.17 運用工程での主要活動 

項目 概要 

リリース 開発したシステムを運用先となる現場に据え付け・動作確認をしたのちに、

運用先データに基づく評価を実施する。この評価条件は、環境依存性と運用

要件に基づいた運用先評価条件として明確化する。 

運用先効果評価 リリース時点で運用環境に対して開発時に想定した効果を得られるか評価

し、運用開始判断の説明性を用意する。 

監視 システムと AI コンポーネントの入出力の振る舞いを監視し、環境依存性等

の要因による想定外の動作を検出する。インシデント発生時に、対応に必要

な情報を収集する。 

精度・パフォーマン

ス・容量 監視 

AI コンポーネントは環境依存性により精度が低下し得る。精度低下を P2

との比較や経年変化での振る舞いの変動などの手段で監視する。この時、説

明性確保には大量のデータが必要となる場合があるため、インフラのパフ

ォーマンスやデータ容量も監視する。 

トラブル対応/保守 確率的な振る舞いに対し、収集されたデータに基づき調査・対応判断する。

従来型の対応では開発・検証環境で再現する方法が一般的であるが、環境依

存性に対するデータ収集インフラやモデルによっては再現できない。どの

程度の再現性がトラブル対応・保守で必要であるか明確にする必要がある。 

インフラ更新/拡張 運用環境下で変化しえるデータ収集要件に対応する。例えば、開発時に想定

されていないデータの長期保存に対応し、対象とするデータ定義の更新や

データ容量を拡張する。 

モデル・学習データ構

成管理 

運用中にモデルを更新する状況下では、AI コンポーネントが利用するモデ

ルや学習データを対応づけて保存し、説明容易性に備える。 

インシデント対応 トラブル対応で緊急時のロールバック判断がなされ、モデルの更新を行う

ときもある。この時ロールバックにより本当に精度改善するのかを説明を

用意する。 

モデル更新 AI コンポーネントが利用するモデルの System Quality への影響評価に基

づき、運用に利用するモデルを更新する。モデル評価の十分性にリスクがあ

る場合は、例えば AI コンポーネントを冗長動作させ、新モデルの性能評価

をする場合もある。 
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表 6.18 運用工程での主な保証観点 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 

リリース リリース後に問題発生した場合に被害を最小限に留める PA-3 

運用先効果評価 環境依存性への調整・評価時間を考慮したリリース間隔 

運用環境で開発時に想定した効果を得られるか 

CE-1,3, SQ-1, PA-

3,7,8 

監視 入力、出力を監視し、異常が起きていないかをチェックす

る 

CE-4, DI-4,5   

MR-1,8, SQ-6,7  

精度・パフォーマンス容量監

視 

データやログを、容量、プライバシー、安全性など考慮し

ながら適切に保存する 

CE-4,5, DI-2, SQ-

3,4  

トラブル対応・保守 開発環境・検証環境でも再現可能とすること MR-2   

インフラ更新・拡張 リソース(GPU, HDD(データ領域)、ネットワーク(通信

環境))が必要に応じて拡張できるようになっているか 

SQ-7  

モデル・学習データ構成管理 モデル、実構成、データの組み合わせでの構成管理 SQ-7,8, PA-3,7 

インシデント対応 確率的な振る舞いを踏まえ、調査・修正などの必要性を判

断 

CE-8, PA-7 

  顧客の知識による推論と異なる結果・頻度に対する説明 CE-2,4, PA-7 

モデル更新 データ追加の場合でも目標性能を満たすか 

データ忘却（モデルのロールバック）リスクに対応できる

か 

特徴量は妥当であるか 

訓練アルゴリズム・パラメータ等の変更有無は妥当か 

CE-3, DI-*, MR-7, 

PA-6,7 
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6.7 品質保証検討例  

本章では、公開事例に基づく品質保証検討例を示す。ガイドライン策定時点で利用可能な

具体性のある公開事例として、OMRON 株式会社の論文「マシンコントローラに搭載可能

な AI 技術の開発」を検討対象とした。 

https://www.omron.co.jp/technology/r_d/omrontechnics/2018/OMT_WEB_20180510.pdf 

 

品質保証はビジネス・契約形態により目標やアプローチを決める必要がある。本検討対象で

はそのような情報がないため、ビジネス・契約形態は次の想定で進めた。 

1） 包装機（装置）に AI コンポーネントを追加する 

2） 装 77hb 置の製造および運用を顧客が担う 

3） AI プロダクトの開発には IXI モデルで段階的に契約し工程を進める前提がある 

 

6.7.1 PoC での品質保証 

論文記載中の技術情報より、表 6.19 に示す品質保証検討事項があると考えた。 

 

表 6.19 PoCでの品質保証検討例 

主要活動 保証での留

意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システムより 

目 的 ・

KPI・ター

ゲット定

義 

 

目的（ビジネ

ス課題）の具

体性 

CE-1     ●AI によって解決したいビジネス課題の明確

化 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の

効果 

・PoC 完了基準の明確化 

●目的は包装時の「フィルム蛇行」現象発生原因となる「シール位置

ずれ」を防ぐこと。 

 様々な要因から起きる「フィルム蛇行」を「シール位置ずれ」が発

生する前に検知し、装置への対策を行うことで、不良品の発生を防ぎ

たい。 

●高速で複数のデータ解析が必要なため、人手では不可能ゆえ AI が必

要となった。 

●効果として、不良品発生の抑制が見込まれる。 

・リスクとして、対策時に瞬間的に装置を止めることは問題ない。不

良品がひとつでも出ることの方が問題なので、「フィルム蛇行」の兆候

は厳しく監視してほしい。 

・PoC での完了基準を、データ収集、アルゴリズム検証、効果の確認
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主要活動 保証での留

意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システムより 

とした。 

期待効果、実

証 内 容 の 明

確さ 

CE-6     ●AI の説明可能性に対する理解度 

●AI の説明可能性と精度に対する理解度 

●モデルの選択に対する理解度 

●確率的動作について顧客へ説明を行い、理解いただき、同意を得た。 

・PoC 完了時には、学習データ、アルゴリズム、テスト結果と分析に

ついて説明することとした。 

データ設

計 

目 的 と デ ー

タ と の 対 応

付け 

CE-4     ●顧客のビジネス課題に合致したデータの必

要性に対する理解度 

●AI の学習に必要なデータの質、量への理解度 

●課題解決（AI 学習、テスト）のために必要なデータをについて、顧

客へ説明し、同意を得た。 

 「フィルム蛇行」と因果関係のある複数のデータ取得の必要性を説

明した。 

データの質・

量確保 

DI-

1,2    

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの

確保 

●学習に使用するデータのビジネス課題との

整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想

定するモデル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●PoC 計画書内で、取扱いデータに関する詳細を記載した。 

【質と量】実運転データでの正常時ワーク 400 個、異常時ワーク 100

個を十分と考えた。 

【交差検証】交差検証は実施する。 

【かさ増し】「かさ増し」はしない。 

【網羅性】網羅性はまだ不十分。異常時ワークは作為的かつ部分的な

ので、自然発生的なデータがあれば使用したい。 

【偏り】異常時ワークは作為的かつ部分的なので、偏りがある。異な

る状況のデータが取得できれば追加したい。 

【不必要データ】不必要なものが混ざっていないかは確認済み。 

【データ入手と管理】客先の指定日付時刻のデータを都度受領、開発

サーバーにて管理。 

【ラベル】ラベル付が正しくできているかを確認している。 

プロトタ

イピング 

シ ス テ ム の

実現可能性 

CE-3     ●アジャイル型ソフトウェア開発への理解度 

・システムアーキテクチャの説明 

●アジャイル型の開発工程を明示し、客先に説明した。 

・高速応答が求められるため、既存の PLC 内でデータ収集と解析を行

い、異常時に警告を表示するという実現方法を説明し、合意を得た。 

効 果 確

認・分析 

期 待 効 果 の

確からしさ 

CE-1     ●AI によって解決したいビジネス課題の明確

化 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の

効果の確認・分析 

●PoC にて実施した結果について報告書にまとめ、客先に説明した。 

 ここでは、取得データに対して「フィルム蛇行」をどれくらいの確

率で検知したかを報告した。 

→客先の同意が得られるまで、実証実験と説明を繰り返した。 
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主要活動 保証での留

意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システムより 

環 境 依 存 性

への評価  

MR1,

2,3,6   

●学習結果の妥当性 

●汎化性能の目標 

●汎化性能を測定する方法 

●学習過程の妥当性 

●検証用データの妥当性 

●PoC にて実施した結果について報告書にまとめ、客先に説明した。 

 ここでは、学習データ、学習アルゴリズム、汎化性能、テストデー

タについて説明を行った。 

→客先の同意が得られるまで、実証実験と説明を繰り返した。 

リスク抽

出・確認・

分析 

確 率 動 作 に

対 す る 受 容

性・リスク評

価 

CE-

2,3,4   

SQ-5  

●確率的動作で出力される AI への理解度 

●確率的動作で出力された結果のリスク許容

度 

●AI プロダクトの出力に対する責任の明確化 

●アジャイル型ソフトウェア開発への理解度 

●顧客のビジネス課題に合致したデータの必

要性 

●AI の学習に必要なデータの質、量への理解度 

●AI プロダクトの説明可能性 

●確率的動作について顧客へ説明を行い、理解いただき、同意を得た。

（既出） 

●課題解決（AI 学習、テスト）のために必要なデータについて、顧客

へ説明し、同意を得た。（既出） 

●アジャイル型の開発工程を明示し、客先に説明した。（既出） 

●PoC 計画書に責任の所在と範囲を示し、合意を得た。 

・リスク管理表によるリスクの洗出しを行い、被害範囲、対処法など

を客先と共有し、合意を得た。 

 リスク管理表は逐次更新。 

●PoC にて実施した結果について報告書にまとめ、客先に説明した。

（既出） 

・PoC 報告書にて、客先とリスクの振り返りを実施した。 

そ の 他 シ ス

テ ム 品 質 に

対 す る リ ス

ク評価 

SQ-

1,2,3,

4  

●AI プロダクトに対する顧客価値 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を

検知・診断し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全

性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

●PoC にて実施した結果について報告書にまとめ、客先に説明した。

（既出） 

 ここでは特に効果と安全性、および保全性の確保について解説した。 

・リスク管理表によるリスクの洗出しを行い、被害範囲、対処法など

を客先と共有し、合意を得た。 

 リスク管理表は逐次更新。 

・PoC 報告書にて、客先とリスクの振り返りを実施した。 

アーキテ

クチャ構

想設計 

要 件 に 基 づ

く 構 成 の 識

別 

SQ-8  ●運用時を想定したハードウェアの策定 

●アップデートを考慮した OSS の選定 

●PoC 計画書にて PoC 実施時のハードウェア仕様を記載し、説明し

た。 

 運用時のハードウェア仕様も考慮して記載しておいた。 

●OSS とアップデートに対する考慮について、PoC 計画書に記載して

客先に説明し、同意を得た。 
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主要活動 保証での留

意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システムより 

権利・発明性

などの整合 

CE-

5,7,8     

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する

契約での取り決め 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する

理解 

●AI に使用する顧客データのセキュリティの

高さ、情報開示範囲及び取扱制限の明確化 

●AI プロダクトに含まれるデータの権利に関

する取り決め 

●顧客・ステークホルダーの明確化 

●AI プロダクトの出力に対する責任の明確化 

●AI プロダクトの開発に対する顧客の協力度

及び関与度 

●権利、データの取り扱い、責任問題については、事前に秘密保持契

約を締結し、基本契約書に記載して客先と合意した。 

6.7.2 開発での品質保証 

開発対象となる装置の要件やアーキテクチャ次第であるが、表 6.20 に示す品質保証検討事

項があると考えた。 

表 6.20 開発での品質保証検討例 

主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

要 件

定義 

使用環境、

ユ ー ス ケ

ー ス の 定

義 

SQ-

* 

SQ ●課題解決のためにどのようなデータが必要かを顧客に説明

した。 

 「フィルム蛇行」検知のため、フィルム搬送軸 Main トルク、

速度、位置、…などのデータが必要である 

●データの取得方法と管理方法を定めた。 

 PLC からネットワーク経由でデータを取得し、データは開発

会社のサーバーで管理する。 

●改めて要求仕様書を以下の要点について書き起こした。 

 導入効果、リスク、安全性、保全性、アルゴリズムの説明性、

運用時の扱い等。 

・仕様書に用語一覧とその説明を明記し、合意を得た。 

シ ス テ ム SQ- ●運用時を想定したハードウェアの策定 ●PLC の計算速度、データ取得頻度、通信環境、ハードウェア
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

構 成 条 件

の定義 

8 ●アップデートを考慮した OSS の選定 構成などを明確化し、要求仕様書に記載した。 

●OSS の取り扱いについても記載した。 

・P1～P3 の保証範囲を定め要求仕様書に記載した。 

 P1：データクレンジングを行い、外れ値が AI コンポーネン

ト、P2 に入らないようにする。 

 P2：入力データに対して「フィルム蛇行」検知を AI コンポ

ーネントとは異なる手段で実施する。 

 P3：AI コンポーネントと P2 の出力結果から、最終的な出力

を決定する。外れ出力は除去する。 

リ ス ク 管

理 

CE-

5,7 

SQ-

2 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する契約での取り

決め 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する理解度 

●AI に使用する顧客データのセキュリティの高さ、情報開

示範囲及び取扱制限の明確化 

●AI プロダクトに含まれるデータの権利に関する取り決め 

●顧客・ステークホルダーの明確化 

●AI プロダクトの出力に対する責任の明確化 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●権利、データの取り扱い、責任問題については、事前に秘密

保持契約を締結し、基本契約書に記載して客先と合意した。（既

出） 

・この時点でリスク管理表を更新。 

品 質 目 標

の設定 

CE-

1 

SQ-

* 

PA-

4 

●AI によって解決したいビジネス課題の明確化 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の効果 

SQ 

●PoC や段階的リリースによる性能向上の見込み 

●要求仕様書で改めて明確化し、記載した。 

 「フィルム蛇行」の兆候をリアルタイム検知で見逃さない事

（厳しめ）とした。 

基 本

設計 

シ ス テ ム

の フ ェ ー

ル セ ー フ

設計 

DI-

4SQ

-3,4 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●「フィルム蛇行」の兆候を警告するが、制御には影響を与え

ないこととする。 

・PLC の通常動作に影響を与えないこととする。 

●「フィルム蛇行」の判断ができない異常出力の場合は、何が

異常かを提示し、オペレータの判断を仰ぐことにする。 

●AI プロダクトが無くても通常動作に影響は与えないことと

する。 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

6-37 

主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

●学習データは学習前に精査することとする。 

運 用 中 評

価 の 仕 組

み設計（カ

ナ リ ア リ

リース） 

PA-

1,3 

●アジャイル型ソフトウェア開発の実行能力 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

●段階的リリースのスケジュールを基本設計書に記載し、説明

して合意を得た。 

 定期的なデータ取得に合わせて学習モデルを更新するので、

そのタイミングに合わせてリリースする。 

・ロールバックが迅速に実施できるよう、構成管理方法につい

ても記載した。 

運 用 中 イ

ン シ デ ン

ト 対 応 で

の ロ ー ル

バ ッ ク 設

計 

SQ-

3,4,6 

PA-

3 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

●PLC 内部のアルゴリズム変更は容易なため、ロールバック可

能な設計となっていることを確認している。 

運 用 監 視

設計 

DI-4 

MR-

9 

SQ-

6 

PA-

2 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●計測方法の妥当性 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●AI プロダクト開発における顧客の協力度 

●運用中に PLC 内でデータ取得状況、監視変数の状況が可視

化できる設計となっている。 

●運用後、適時データ取得と解析を行うことについて、客先か

ら同意を得ている。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

要 件 に 基

づ く コ ン

ポ ー ネ ン

トの設計 

SQ-

7,8 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●運用時を想定したハードウェアの策定 

●アップデートを考慮した OSS の選定 

・P1～P3、AI コンポーネントの設計を行い、基本設計書に記

載した。 

●運用時のデータ量は客先データサーバに蓄積されたものを

適時収集する。 

●PLC の計算速度、データ取得頻度、通信環境、ハードウェア

構成などを明確化し、要求仕様書に記載した。（既出） 

●OSS の取り扱いについても記載した。（既出） 

シ ス

テ ム

テ ス

ト 

シ ス テ ム

要 求 品 質

に 対 す る

評価 

CE-

1 

SQ-

* 

PA-

1,2,3 

●AI によって解決したいビジネス課題の明確化 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の効果 

SQ 

●アジャイル型ソフトウェア開発の実行能力 

●AI プロダクト開発における顧客の協力度 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

●要求仕様を満たすことを確認するテスト内容をテスト仕様

書に記載した。 

●テスト仕様書に基づいてテストを行い、要求仕様を満たすこ

とを確認した。 

説明性、環

境 依 存 性

に 対 す る

ロギング・

デ ー タ 十

分性評価 

DI-

1,2,4

,5 

SQ-

4,5 

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの確保 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合性確認 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

●AI プロダクトの説明可能性 

●テスト結果が要求仕様を満たすことを説明するために、取得

データとシステムの出力結果についてテスト報告書に記載し、

客先に説明した。 

●どういう条件のもとで、どういうデータであれば、どういう

結果になるかを理解していただいた。 

●出力データの精査（ラベル付、正常、異常）を行い、客先に

説明した。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

挙 動 検 証

が 必 要 な

シ ス テ ム

の フ ェ ー

ル セ ー フ

テスト 

SQ-

2,3,4 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

●基本設計のフェールセーフテストを行う事。 

・今回のシステムは AI プロダクトがシステムに影響を与えな

いことを確認すること。 

運 用 監 視

の 十 分 性

評価 

SQ-

6,7 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●運用監視方法として、運用時のデータを適時マッピングして

比較し、AI プロダクトの有効性を確認する。 

 これに関して客先の同意を得た。 

受 入

テ ス

ト 

運 用 先 環

境 で の 運

用要件（管

理手順等）

適 合 性 評

価 

CE-

1 

MR-

2 

SQ-

* 

PA-

2,3,8 

●AI によって解決したいビジネス課題の明確化 

●AI によるビジネス課題の解決可能性 

●AI によって解決したいビジネス課題解決の効果 

●汎化性能の目標 

●汎化性能を測定する方法 

SQ 

●AI プロダクト開発における顧客の協力度 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

●AI プロダクトの更新計画の妥当性 

●運用先環境でも、要求仕様を満たすことを確認するテスト内

容をテスト仕様書に記載した。 

 ポイントは課題を解決できているか、汎化性能を満たしてい

るか等。 

●テスト仕様書に基づいてテストを行い、運用先環境でも要求

仕様を満たすことを確認した。 

・定められた出荷判定基準を満たすかを確認すること。 

・構成管理、リリース計画などは要求仕様書、または保守契約

書に記載し、客先の同意を得ている。 

運 用 先 環

境 で の 環

境 依 存 性

評価 

CE-

4 

DI-2 

MR-

5 

SQ-

7,8 

●顧客のビジネス課題に合致したデータの必要性に対する

理解度 

●AI の学習に必要なデータの質、量への理解度 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●AI のノイズ耐性（ロバスト性）の妥当性 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●運用監視方法として、運用時のデータを適時マッピングして

比較し、AI プロダクトの有効性を確認する。 

●テスト結果が要求仕様を満たすことを説明するために、取得

データとシステムの出力結果について客先に説明した。特にこ

こではロバスト性について評価した。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

●運用時を想定したハードウェアの策定 

●アップデートを考慮した OSS の選定 

P1-

P3 開

発 

P1: 入 力

保 証 に 対

す る ル ー

ル実装 

DI-

1,2,4

,5 

SQ-

7 

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの確保 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合性確認 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●P1 の挙動、仕組みについて、各コンポーネント詳細設計書に

記載した。 

・外れ値の除去を各データに対して行うアルゴリズムを記載し

た。 

・この結果、P2 と AI コンポーネントへの入力が保証されるこ

とを説明した。 

P2: 実 行

中監視、冗

長 性 の 実

装 

SQ-

2,3 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●P2 の挙動、仕組みについて、各コンポーネント詳細設計書に

記載した。 

・AI コンポーネントの処理以外のデータ処理について記載し

た。 

・AI コンポーネントとは独立して動作することを記載した。 

P3: 出 力

保 証 に 対

す る ル ー

ル実装 

MR-

8 

SQ-

2,3 

●実データ特性の実現可能性 

●想定した実データモデルと実データとの特性分析 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●P3 の挙動、仕組みについて、各コンポーネント詳細設計書に

記載した。 

・AI コンポーネントと P2 の出力結果から、最終的な出力を決

定する処理について記載した。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

イ ン

フ ラ

構築 

開発・運用

時 の デ ー

タ収集、モ

デ ル 評 価

へ の 仕 組

み 

CE-

8 

DI-

1,2,3 

MR-

1,2 

●AI プロダクトの開発に対する顧客の協力度及び関与度 

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの確保 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立性 

●学習結果の妥当性 

●汎化性能の目標 

●汎化性能を測定する方法 

●開発時のデータの取得方法と管理方法について、開発時につ

いては要求仕様書、基本設計書で定め、運用時については保守

契約書で定めており、適時データを収集し、モデルを評価する

仕組みとした。 

運 用 時 の

監視、ロー

ル バ ッ ク

への対応 

DI-

4,5 

MR-

9 

SQ-

6,7 

PA=

2,3 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合性確認 

●計測方法の妥当性 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●AI プロダクト開発における顧客の協力度 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

・運用中に PLC 内でデータ取得状況、監視変数の状況が可視化

できる設計となっている。 

・問題発生時にロールバックできるように、システム、モジュ

ール等のバックアップを保管してある。 

デ ー タ の

プ ラ イ バ

シー、安全

性 

CE-

5 

DI-5 

SQ-

2,3,4 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する契約での取り

決め 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する理解度 

●AI に使用する顧客データのセキュリティの高さ、情報開

示範囲及び取扱制限の明確化 

●AI プロダクトに含まれるデータの権利に関する取り決め 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合性確認 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●事前の秘密保持契約、覚書、要求仕様書等により明文化して

いる。 

・客先に使用する特徴量を説明しており、合意を得た。 

・使用するデータは関係者しか入れないサーバーにパスワード

付で管理している。 

・パーソナルデータを持たないため、匿名化は行わない。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

運 用 時 の

拡 張 性 に

対 す る 仕

組 み づ く

り 

DI-4 

SQ-

7 

PA-

8 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●運用時に収集するデータ量の想定 

●AI プロダクトの更新計画の妥当性 

・入力データに異常値が入った場合は警告を表示する。 

・収集するデータは客先のデータサーバーから取得するため、

最大 24 時間ぶんのデータ取得が可能。 

・データ追加、特徴良追加については再解析、再モデル開発が

必要なことを説明し、客先に理解いただいた。 

ア ノ テ ー

ション・ラ

ベ ル な ど

の 人 の 教

示 の 仕 組

み 

DI-

2,3 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立性 

・ラベル付のルールを定め、詳細設計書に記載する。 

デ ー タ 定

義 、 モ デ

ル、SW の

構成管理 

PA-

3 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

・データ取得年月日、日時、ライン番号、状況（異常あり等）

でラベル付して管理する。 

・「パラメータ履歴」ファイルで管理。 

・サーバーで rev 付けして管理。 

・開発仕様作成時に明記、都度更新。 

・開発仕様作成時に明記、都度更新。 

・モデルとデータを関連付けして管理。 

・検証結果報告として管理。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

デ ー

タ 定

義 評

価 

特 徴 量 の

妥 当 性 確

認 

DI-2 ●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●使用する特徴量について学習プログラム設計書に記載し、そ

の妥当性を客先に説明した。 

【因果関係】その特徴量が課題解決につながることの説明を行

う。 

【性質】独立、多重共線性は確認済み。 

【コスト】要求仕様の精度を実現する計算速度に収まっている

ことを確認済み。 

【メタレベル要件】使用する特徴量に関して客先に説明し、所

有権や著作権・知的財産権、機密性、プライバシーなどを侵害

しないことを確認済み。 

【オンライン】オンライン学習は行わない。 

【特徴量追加】運用中に「フィルム蛇行」が検知できなかった

場合には、解析して特徴量を追加する。 

デ ー タ の

プ ラ イ バ

シー、安全

性確認 

CE-

5DI-

5 

SQ-

2,3,4 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する契約での取り

決め 

●AI プロダクトの著作権や知財権等に関する理解度 

●AI に使用する顧客データのセキュリティの高さ、情報開

示範囲及び取扱制限の明確化 

●AI プロダクトに含まれるデータの権利に関する取り決め 

●複数のサブシステムから得られるデータの整合性確認 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

●事前の秘密保持契約、覚書、要求仕様書等により明文化して

いる。（既出） 

●データの安全性については客先確認の後、こちらでも改めて

確認した。 

・入力データおよび出力データの異常に関しては、除去する機

能に加え、除去できなかったものに対しては異常メッセージを

出力する仕組みとする。 

・データに関するリスク管理表の項目を更新した。 

評 価 デ ー

タ（テスト

データ）の

妥 当 性 確

認 

DI-

2,3 

MR-

1,3,6 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●連続稼働させて 1000 ワーク分の検証を行った。 

 量としては十分だが、異常時ワークは作為的なので、不十分

である可能性があり、適時追加する 

・PoC でのデータ定義を再確認、再定義した。 

・評価データの妥当性はテストを行いながら検証した。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●学習結果の妥当性 

●学習過程の妥当性 

●検証用データの妥当性 

効果・

リ ス

ク 評

価 

AI コン ポ

ー ネ ン ト

の 挙 動 検

証 に 対 す

る 適 切 な

手 法 の 選

択 

（ メ タ モ

ル フ ィ ッ

ク テ ス テ

ィング、統

計的評価） 

MR-

4,6,9 

SQ-

6 

●AI の構造の妥当性 

●検証用データの妥当性 

●計測方法の妥当性 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●事前の特徴量解析結果により、妥当性、必要十分性を客先に

説明し、同意を得ること。 

・判定基準もグラフ表示により閾値を明示して、客先の同意を

得た。 

・データを N 分割して交差検証を行った。 

・1 変数、1 特徴量の場合と比較している。 

●アルゴリズム選択根拠、ハイパーパラメータ設定根拠を客先

に説明すること。 

 また、学習により全てのハイパーパラメータをチューニング

済みであること。 

誤判定、想

定 外 に 対

す る 挙 動

確 認 と 運

用 方 法 と

の 対 応 づ

け 

DI-

3,4 

SQ-

2 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立性 

●外れ値に対する仕組みの実現性 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

・外れ値は P1 で除外して AI コンポーネントの入力とするこ

と。 

・出力異常値は除去することについて挙動を確認すること。 

 これらの点についてリスク管理表に記載しておくこと。 

シ ス テ ム

の 安 全 性

に 対 す る

評価 

SQ-

2,3,4 

●AI プロダクトに対するリスク予測の妥当性 

●AI プロダクトに対する安全性の確保 

●異常出力を防止する制御機構の確保 

●AI プロダクトに対する保全性（故障や異常を検知・診断

し修復する能力）の確保 

●学習にフィードバックするデータへの安全性の確保 

・今回のシステムは AI プロダクトがシステムに影響を与えな

いことを確認すること。 

・異常値入力、異常値出力のときの振る舞いを評価すること。 

・「フィルム蛇行」の判断ができない異常出力の場合は、何が異

常かを提示し、オペレータの判断を仰ぐことにする。 

・入力データに異常値が入った場合は警告を表示する。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

予測精度、

実 行 性 能

に 対 す る

評価 

MR-

1,2,5 

SQ-

6 

●学習結果の妥当性 

●汎化性能の目標 

●汎化性能を測定する方法 

●AI のノイズ耐性（ロバスト性）の妥当性 

●運用後のシステム動作の妥当性 

・学習結果についてはデータ、評価結果を用意して、客先に妥

当性を説明する。 

・汎化性能、ロバスト性についても説明し、運用後の動作保証

についても言及する。 

・予測品質は、データを可視化して性能の低下を監視する。 

学 習

デ ー

タ 設

計 

学 習 対 象

デ ー タ の

妥 当 性 確

認 

DI-* 

MR-

8 

DI 

●実データ特性の実現可能性 

●想定した実データモデルと実データとの特性分析 

・学習に使用するデータの妥当性について解析する。 

 クレンジングを行う場合、なぜそうするのかの理由を記載

し、客先に説明して同意を得ること。 

ア ノ テ ー

ション、ラ

ベ ル 付 け

し た も の

の 正 し さ

確認 

DI-2 ●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●取得データ、使用データについての精査を実施した。 

評 価 デ ー

タ（テスト

データ）の

妥 当 性 確

認 

DI-3 

MR-

8 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの独立性 

●実データ特性の実現可能性 

●想定した実データモデルと実データとの特性分析 

●交差検証と汎化性能評価時のデータの独立性を確認した。 

ク レ ン ジ

ング、水増

し、データ

生 成 の 方

法 は 適 切

か？ 

DI-

1,2 

●AI の学習に必要なデータ量の確保 

●交差検証や汎化性能等に使用するデータの確保 

●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

●クレンジング、水増し、データ生成の方法について詳細設計

書に記載し、その理由も含めて客先に説明した。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

AI コ

ン ポ

ー ネ

ン ト

実装 

ハ イ パ ー

パ ラ メ ー

タ 選 択 の

妥 当 性 確

認 

MR-

4 

●AI の構造の妥当性 ・学習データを使用してハイパーパラメータ調整を実施し、そ

の妥当性を詳細設計書に記載し、客先に説明して同意を得た。 

入 力 デ ー

タ 加 工 処

理 の 妥 当

性確認（ア

ル ゴ リ ズ

ム特有） 

DI-2 ●学習に使用するデータのビジネス課題との整合度 

●データの質の確保 

●データの特性評価 

●ビジネス課題（現象）に対するデータ定義（想定するモ

デル）の複雑さ 

●データの入手ルート及び管理の妥当性 

●ラベルや正解値が正しくつけられているか 

・入力データの加工処理（移動平均、外れ値除去など）につい

て明確化し、詳細設計書に記載し、検証結果を経て妥当性を確

認する。 

AI モ

デ ル

開発 

学 習 方 法

の妥当性 

MR-

4 

●AI の構造の妥当性 ・学習方法については、随時結果を検証して妥当なものを選出

した。 

 選出した学習方法についてはその理由を客先にも説明した。 

学 習 デ ー

タ や ハ イ

パ ー パ ラ

メ ー タ な

ど の 構 成

管理 

MR-

4 

PA-

3 

●AI の構造の妥当性 

●AI プロダクトの構成管理の妥当性 

●リリース計画の妥当性 

●ロールバックの迅速性 

・学習データは、取得年月日、日時、ライン番号、状況（異常

あり等）でラベル付して管理する。 

・モデル、データ、ハイパーパラメータ等を関連付けして管理

する。 

・これらについては要求仕様書、基本設計書、詳細設計書に記

載する。 

モ デ

ル 評

価 

学 習 か ら

予 測 ま で

の 内 部 状

態 の 変 化

を 観 察 し

確 認 で き

ているか。 

（DNN カ

バ レ ッ ジ

等） 

MR-

4 

●AI の構造の妥当性 ・開発中に、データ取得状況、内部変数の状況が可視化できる

設計とする。 

・定期的にデータログを収集して検知率を解析し、必要とあれ

ばモデルを更新することとする。 
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主 要

活動 

保 証 で の

留意事項 

保 証

観点 

説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

期 待 す る

予 測 精 度

に 対 す る

実 績 値 の

確認 

MR-

1,2,3 

●学習結果の妥当性 

●汎化性能の目標 

●汎化性能を測定する方法 

●学習過程の妥当性 

●あらかじめ目標と確認方法を設定し、効果を確認した。 

 汎化性能を明示して、それを考慮しつつ精度を高め、検知率

90%以上を目標とした。 

環 境 依 存

性 や 説 明

容 易 性 に

対 応 で き

る か の 評

価 

SQ-

5 

●AI プロダクトの説明可能性 ●AI プロダクトについて、利用したデータの説明から、モデル

の内容、結果についての説明を客先に説明し、同意を得た。 

・最終的な客先説明を意識してモデル開発を行うことが肝要。 
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6.7.3 運用での品質保証 

運用要件次第であるが、表 6.21 に運用での品質保証の検討例を示す。 

 

表 6.21 運用での品質保証検討例 

主要活動 保証での留意事項 保証観点 説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

リリース リリース後に問題

発生した場合に被

害を最小限に留め

る 

PA-3 ●リリース計画通りのリリース 

●ロールバックの迅速性 

●バージョンアップのリリース時期を客先に提示した。 

●問題発生時にロールバックできるように、システム、

モジュール等のバックアップを保管してある。 

運用先効果評

価 

環境依存性への調

整・評価時間を考

慮したリリース間

隔 

リリース時点で運

用環境に対して開

発時に想定した効

果を得られるか 

CE-1,3 

SQ-1 PA-

3,7,8 

●AI によるビジネス課題解決の満足度 

●AI の性能維持に対する継続改善の理解度 

●運用後の改善における検証方法への理解

度 

●AI プロダクトに対する顧客価値 

●リリース計画通りのリリース 

●ロールバックの迅速性 

●現場は十分納得しているか 

●計画に従って更新できているか 

●納入後の運用ルール（監視方法、検証方法、改善方針

など）を定め、客先と同意を得ること。 

・今回は、納入後の客先レビュー期間を設け、その期間

内で必要な場合は機能改善を行うこととする。 

監視 入力、出力を監視

し、異常が起きて

いないかをチェッ

クする 

CE-4 DI-

4,5 

MR-1,8 

SQ-6,7  

●運用中のデータ傾向の変化に関する顧客

の理解 

●外れ値の監視 

●データ整合性の監視 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●開発時のデータと運用時のデータの特性

の差分 

●運用後のシステム動作の妥当性 

●運用中のデータ量の監視と制御 

●納入後の運用ルール（監視方法、検証方法、改善方針

など）を定め、客先と同意を得ること。 

→今回は以下のようにする。 

・入力データに異常値が入った場合は警告を表示する。 

・運用時は開発時と同じ仕組みで各種データを管理す

る仕組みを持つこと。 
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主要活動 保証での留意事項 保証観点 説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

精度・パフォー

マンス容量監

視 

データやログを、

容量、プライバシ

ー、安全性など考

慮しながら適切に

保存する 

CE-4,5  

DI-2 

SQ-3,4  

●運用中のデータ傾向の変化に関する顧客

の理解 

●運用後に改善した AI プロダクトの著作権

や知財権等に関する契約での取り決め 

●運用データの必要性 

●データの特性評価 

●学習にフィードバックするデータへの安

全性の確保 

●推論に利用するデータの安全性の確保 

●AI プロダクトの安全動作の妥当性 

・予測品質は、データを可視化して性能の低下を監視す

る。 

・定期的にデータログを収集して検知率を解析し、必要

とあればモデルを更新することと、説明を行うことを客

先に説明し、同意を得ること。 

トラブル対応・

保守 

開発環境・検証環

境でも再現可能と

すること 

MR-2   ●運用時の交差検証方法を定義 ・要件定義、リスク管理の時点で明文化し、後のサポー

ト体制（責任の所在、対応手順など）を定めた保守契約

を結ぶこと。 

・開発環境と実環境で同じ PLC を使用し、実環境のデ

ータで検証を行うこと。 

・PLC のファームウェア ver.は全て同じとすること。 

・アルゴリズム開発言語は全て同じとすること。 

→以上により、ロールバック時の品質を保証することに

ついて同意を得ること。 

インフラ更新・

拡張 

リ ソ ー ス (GPU, 

HDD( デ ー タ 領

域)、ネットワーク

(通信環境))が必要

に応じて拡張でき

るようになってい

るか 

SQ-7  ●運用中のデータ量の監視と制御 ・インフラ更新、拡張についての方針を明文化し、同意

を得ること。 

→今回は、更新、拡張は行わない。 

 システム、HW 更新時は別契約とした。 

  

モデル・学習デ

ータ構成管理 

モデル、実構成、デ

ータの組み合わせ

での構成管理 

SQ-7,8  

PA-3,7 

●運用中のデータ量の監視と制御 

●計画に基づくハードウェアのメンテナン

ス 

●OSS のアップデート 

●リリース計画通りのリリース 

●ロールバックの迅速性 

●現場は十分納得しているか 

・HW メンテナンスは PLC の保守契約に準拠する。 

・モデル、構成、データの組み合わせでラベル付して管

理する。 
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主要活動 保証での留意事項 保証観点 説明 事例：包装機の「フィルム蛇行」自動検知システム 

インシデント

対応 

確率的な振る舞い

を踏まえ、調査・修

正などの必要性を

判断 

CE-8 

PA-7 

●運用中の継続した顧客の協力・関与 

●現場は十分納得しているか 

・運用中のデータ収集などに関して、客先に同意を得

た。 

顧客の知識による

推 論 と 異 な る 結

果・頻度に対する

説明 

CE-2,4 

PA-7 

●確率的動作で出力された結果のリスク許

容度 

●運用中のデータ傾向の変化に関する顧客

の理解 

●現場は十分納得しているか 

・インシデント発生時にデータ収集・解析できる環境を

保持しておくこと。 

→そのためのデータログ抽出の仕組みを入れておくこ

と。 

・保守契約に、インシデント発生時には即時データ解析

と説明を行うことを明文化し、同意を得ること。 

モデル更新 データ追加 

データ忘却（モデ

ル の ロ ー ル バ ッ

ク） 

特徴量追加 

訓練アルゴリズム

変更 

CE-3 

DI-* MR-7 

PA-6,7 

●AI の性能維持に対する継続改善の理解度 

●運用後の改善における検証方法への理解

度 

DI 

●再学習における性能劣化の許容度 

●開発の知見の反映 

●現場は十分納得しているか 

・モデルの変更（ロールバック）は容易。 

・データ追加、特徴良追加については再解析、再モデル

開発が必要なことを説明し、客先に理解いただいた。 
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7. 自動運転 

7.1 検討の前提 

自動運転車の開発において AI は環境認識、経路計画、判断を担うコア技術として期待さ

れている。2015 年に Deep Neural Network（DNN）による画像認識性能が人間の能力を超

えたことを契機に AI への期待が急速に高まった。一方 DNN には、誤認識の原因分析が困

難であるといったブラックボックス性に対する危惧、人間では識別不可能な微小ノイズで

意図的に誤認識を誘発することができるといった頑健性に対する危惧、未学習データに対

して予測不能の挙動をする可能性が否定できないということなどが指摘されている。 

 

既に国内外・産官学において自動運転車に対する品質保証の検討が始まっているが主に

システム全体としての安全性に対する議論がほとんどであり、AI そのものの安全をどう担

保すべきか、AI そのものをどう品質保証すべきか、に関してはまだ具体的な議論が始まっ

ていないというのが現状だと認識している。  

 

QA4AI 自動運転 WG では、AI そのものの安全や品質を保証することが自動運転システ

ムの安全性を最大化する重要なアプローチであるという仮定をおき、AI を品質保証するた

めの考え方、アプローチ、方法論・技術論の検討に着手した。以下のように検討を進めた。 

・ AI 品質保証に関してどのような考え方、技術、方法があるのか 

・ これらを元に AI を品質保証するアプローチや方法論を策定する 

・ 検討に当たっては自動運転における自動ブレーキ（歩行者）を題材とする 

 

将来的には、この検討結果をベースに自動ブレーキに限定することなく、より複雑で高度

な自動運転（注 1）に対しても適用可能な AI 品質保証論として発展させることが狙いであ

る。現時点では、当 QA4AI 自動運転 WG の検討は、自動運転システムの全ての機能を対象

とするものでなく、また全ての ODD(Operational Design Domain : 運行設計領域)を対象

とするものでもない。 

 

（注 1）自動運転は、SAE J3016 と呼ばれるアメリカ自動車技術会が発表している自動運転

に関する 6 段階（レベル 0 からレベル 5）の自動運転レベルを定義している。（表 7.1 を参

照） 
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表 7.1自動運転レベル 

レ

ベ

ル 
名称 定義 

動的運転タ

スクの対象

物・事象の

検知及び応

答 

運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行 

0 運転自動化

なし 

運転者が全ての動的運転タスクを実行。 運転者 

1 運転支援 運転自動化システムが動的運転タスクの縦方向又は横方向のいずれかの車

両運動制御のサブタスクを特定の限定領域において持続的に実行。 

運転者 

2 部分運転自

動化 

運転自動化システムが動的運転タスクの縦方向及び横方向両方の車両運動

制御のサブタスクを特定の限定領域において持続的に実行。 

運転者 

自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行 

3 条件付運転

自動化 

運転自動化システムが全ての動的運転タスクを限定領域において持続的に

実行。 

システム 

4 高度運転自

動化 

運転自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合へ

の応答を限定領域において持続的に実行。 

システム 

5 完全運転自

動化 

運転自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合へ

の応答を持続的かつ無制限に（すなわち、限定領域内ではない）実行。 

システム 

出典：自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義 JASO TP18004:2018(公益社

団法人自動車技術会)より部分的に抜粋 

 

7.2 想定するシステム 

自動運転システムの機能は大きく「認知」「判断」「操作」の３つに分けられる。特に自

車の周辺環境を理解する認知機能において、深層学習をベースとした画像認識 AI が応用さ

れ始めている。認知機能は、カメラなどのセンサから得られたデータを画像認識 AI で意味
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的情報（車、人など）に変換し、それを後段の判断機能が自車挙動を決定するために必要な

情報として渡す役割を果たす。認知の結果は判断、操作に影響を与えるとともに、品質保証

の課題となるブラックボックス性が顕著な AI モデルである深層学習が認知機能の主要技術

として使われることが多いため、認知機能を本 WG のスコープとした。 

認知機能に用いられる画像認識 AI には、走路認識（Lane Detection）や物体認識（Object 

Detection）など様々な応用技術が存在する。衝突を避けるべき対象が自車の進行方向に現

れたときに作動することが期待される自動ブレーキ機能において、物体認識は眼前の対象

物が衝突を避けるべき対象であると認識するためのキー技術となる。 

自動運転 WG が想定する自動運転システムの機能および検討の対象を以下に示す。 

・ 自動運転システムの認知機能（図 7.1 を参照） 

・ 検討の対象は物体認識機能（自動車、歩行者、物体等を識別する）（図 7.2 の Object 

Detection を指す） 

 

 

図 7.1自動運転システムのアーキテクチャの一般例 
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図 7.2自動運転での認知処理フローの一般例 

 

7.3 特有の課題と対策 

本節において当 WG 検討結果の概略を示し、7.4 節で品質保証活動のバランスチャートの

特性ごとに詳細を説明する。 

まず「Deep Neural Network（DNN）がシステムでどのように使われるのか」を分析す

ることが重要だと考え、それを第一ステップの活動として取り組んだ。そのうえで DNN を

品質保証することの「課題」と「取り得る対策」を提案レベルで整理した。本節においてそ

の検討結果の概略を示す。 

 

【自動運転システムの特徴】 

・ ドライバーや社会は自動運転によって事故が低減することを期待する 

・ 開発時には想定できない様々な状況で使われる可能性がある 

・ ミッションクリティカル性が高く、かつ自律性が高い（注） 

・ 組み込み製品である 

（注）“自律性が高い”とはモデルの判断結果に対して人の判断が介在しないことを意味

する。なお、モデルとは AI の機械学習モデルを指す。  
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【想定される AI 品質保証の課題】 

・ 課題①：未学習データに対して DNN が予測不能の挙動をする危惧がある。しかし、

運用時のあらゆるユースケースを網羅したデータセットの準備は不可能であり、学

習の網羅性、評価の網羅性の確保が困難である。 

・ 課題②：正しく学習されていたとしても DNN で 100%の認識を達成することは原

理的に不可能であり、誤認識・未認識が避けられないという危惧がある。しかしこ

れにより車の安心安全機能を損なってはならない 

・ 課題③：市場投入後の世の中の変化に DNN が対応できなくなるという危惧がある。

例えば歩行者のファッション、車両の形状、交通状況などが市場投入の前後で大き

く変わる可能性がある。これら変化に対応しなければならない 

 

【取り得る対策】 

・ 対策①：［要件検討時］想定しうる限りのユースケースを洗い出し、DNN に求める

機能を具体化する。例えば、実験やシミュレーションで交通シーンの分析を行い、

可能な限りのユースケースを抽出する。次に DNN の対象ユースケースを絞り込み、

学習データや評価データの仕様を構築する。さらに DNN では対処できないユース

ケースが発生した場合に備えフェールセーフ機能の開発必要性を検討する。（7.4 品

質保証活動のバランスチャートの特性(1)Data Integrity にて解説） 

 

・ 対策②：［モデル開発時］理論的かつ実験的に DNN モデルの弱点や限界を徹底的

に洗い出し、その弱点に対して手を打つ。例えば誤認識・未認識するユースケース

を実験やシミュレーションで徹底的に洗い出すとともに、DNN の原理に踏み込み

その弱点を理論的に明らかにする。次に誤認識・未認識の要因を分析し、データ構

築や学習方法等の見直しを通してモデルの性能改善を行う。モデルが期待性能に満

たない場合には、システム要件の見直しや、フェールセーフ機能の開発に取り組む

(7.4 品質保証活動のバランスチャートの特性(2) Model Robustness、および

(3)System Quality にて解説） 

 

・ 対策③：［システム運用時（販売後）］販売後の世の中の変化に対応できる DNN の

学習と品質保証の仕組みを構築し、モデルの性能を維持/向上する。例えば、運用時

の想定外の事象を可能な限り多く織り込んだ不確実性分析を行う。OTA(Over-the-

Air)等を活用し市場での DNN 性能をモニタする仕組みや、市場からの画像データ

を蓄積する仕組みを整える。さらにそれらデータを活用した再学習・品質保証の仕

組みを構築する。 
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図 7.3課題と対策の関係 

 

次に、不確実性分析によるリスク軽減の考え方を、図 7.4 を用いて示す。 

下図①～③の順に、リスク抽出、モデル化対象明確化、リスク軽減を行う。 

① 運用時のあらゆるユースケースを可能な限り洗い出す（リスク集合）。 

・図の赤枠内が、想定したリスク 

・赤枠の突起部分が、想定の難しいレアなユースケース 

② リスク集合（赤枠内）に対して、モデル化の対象（青枠内）を決める。 

・可能な限りリスク集合を網羅することを考えるが、完全な網羅は難しい 

③ モデル化の対象外のリスクの軽減策を考える。 

・モデルの高度化によりリスクを解消する 

・モデル化が困難な場合は代替策（フェールセーフ設計等）によりリスクが縮小する 

・それでもリスク残存の可能性に対応するために、さまざまな対応を行う(7.4 品質

保証活動のバランスチャートの特性(5)Customer Expectation にて解説) 

 

※関連情報；付録の「分類した不確実性の対応レベル付け」 
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図 7.4 不確実性分析によるリスク軽減の考え方 

 

7.4 品質保証活動のバランスチャートの特性 

(1)Data Integrity 

データインテグリティにおける最初の活動は製品のユースケースを定義し、データの

仕様を決めることである。これについて述べる。 

 

DNN の性能は学習データの品質に強く影響されるため、DNN を品質保証するにあた

ってはデータを高い品質で構築することが不可欠だと考えた。具体的には生画像データ

そのものの品質に加え、画像に与えるラベル（Bounding-box や Segmentation 等で定義

される正解値）の品質を担保することが重要だと考えた。以下に抜粋ではあるがデータイ

ンテグリティが目指すことを示す。 

 

・ 製品のユースケース（例：夜間での歩行者認識）を反映したデータになっているか？ 

・ 歩行者や自動車など狙った認識対象に対するラベルの量は十分か？ 

・ 天候、時間、地域、歩行者の特徴、車両との距離など因子は十分か？ 

・ 収集したデータの因子分布に偏りはないか？ 

・ バウンディングボックスやセグメンテーションなどラベルの精度は十分か？ 

 

歩行者認識等に向けた DNN 構築に必要な画像データは、カメラ等のセンサを搭載し

た実験車を使い実環境にて走行収集する。そのためには天候、時間、場所、走行条件など、

PCS が実際に使われるユースケースを定義し、それをもとに収集データの仕様を決める

必要がある。PCS の事例に代表されるように自動運転システムが使われる国、交通環境、

天候、時間など運用時のユースケースは無限にあるため、対象とするユースケースの抽出
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/絞込みが重要になる。(図 7.5 を参照)。そのためには少なくとも以下のふたつのステッ

プが必要だと想定した。 

 

① 運用時のユースケースを可能な限り想定し、DNN への要求を絞り込む。歩行者認

識の事例で以下に活動案を書く。 

➢ ［製品要件を定義する］例えば歩行者認識の要件を、市街地や交差点で、１～

10 メートル先の歩行者を、時速 0～50km/h での走行時に認識することだと定

義したり、それが使われる地域を日本、北米、中国、欧州だと定義したりする。 

➢ ［収集走行条件を設計する］上記要件の例では、歩行者との距離、車の走行速

度をパラメータとし、各地域において可能な限り多くの市街地や交差点で画

像データを収集できるよう走行計画を立案する。その際、様々な天候条件、明

るさ条件、交通条件が含まれるよう走行条件を工夫する。 

➢ ［エッジケースの収集計画を立てる］例えば、衝突直前のような危険な状況は

通常の走行実験では収集が困難な対象である。そのほかにも特殊な服を着た

歩行者、大雨・大雪・霧などの特殊な天候などもエッジケースとして考えられ

る。これらに対しては例えばテストコースやシミュレーションでその危険状

況を仮想的に再現しデータ収集するのも一案である。 

➢ ［ラベル（正解値）を与える］収集した膨大なデータに対して各画像に正解値

を与える。歩行者検出を例にすると、一般的にはバウンディングボックスやセ

グメンテーションで正解値を与えることになる。 

 

② データの品質を計測/精錬する 

➢ ［生データの質や量の十分性を確認する］いわゆる抜け漏れを確認する。例え

ば、夜間での歩行者認識に対するユースケースに対して、正しい条件でデータ

が収集されたか？天候、時間、地域、歩行者の特徴、車両との距離など収集因

子は十分に網羅的か？大人は十分収集したが子供がほとんど収集されていな

いなどといったデータ分布に対する致命的な偏りはないか？などを確認する

ことが必要だと考えられる。 

➢ ［ラベルの精度に対する十分性を確認する］誤ラベルがないことの確認はも

ちろんであるが、同種の画像に対してラベルの与え方がばらついていないこ

とを確認する。例えば雨天時の傘をさした歩行者に対するバウンディングボ

ックスに対して、その左端座標、右端座標の与え方が首尾一貫していることを

確認する。 

➢ ［データ/ラベルを精錬する］上記の確認で不十分/問題だと確認された事項に

対して手を打つ。具体的にはデータの再収集や再ラベリングといった作業を
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行う。何を根拠に十分/不十分と言うのか？基準が必要となる。また、学習後

のモデルの性能が十分でないときの対策としても、データとラベルの精錬は

重要な役割を担う 

※関連情報：付録の「不確実性の分類」とユースケース」 

 

モデル性能を向上させるために、モデルの帰納的開発を繰り返すとき、上記②はモデル

の入力用データを精錬する工程に戻って再学習させるプロセスである。一方、上記①の工

程まで戻ってモデルの対象とするユースケースを見直すプロセスは、多大な工数を要す

るため開発進捗に大きな影響を与える。しかし、運用時のユースケースが有限である場合

に比べて、運用時のユースケースが無限に広がる場合には、当初のユースケースの洗い出

しから漏れていたケースへの対応が追加されたときには、①に戻る可能性が大きい。この

ことからも、7.3 特有の課題と対策に示した不確実性分析によるモデルの対象の決定は非

常に重要な工程である。 

 

図 7.5 現実世界のデータをモデル化する 2段階の考え方 

 

(2)Model Robustness 

モデルの性能を評価する指標値には、正解率、再現率、適合率などがあるが、これらは混

同行列の各分類結果を組み合わせた算出式で表す。自動運転システムの特徴を以下に示す。 

自動運転システムにおいて、モデルの認識精度は安全性に関わる重要な要素である。汎化

性能が確保されているか、学習が適切に進行したか、適切なハイパーパラメータの検討を行

ったか、など認識精度を高めるための一般的な対策は当然なされなければならない。加えて、

認識誤りの種類によって自動運転にどのようなリスクを与えるかを考慮しなければならな

い。例えば、物体認識が自動ブレーキに与えるリスクは、誤認識（False Positive）と未認識

（False Negative）でそれぞれ異なる（図 7.6 を参照）。 

・ 誤動作の中で自動ブレーキにおける誤認識(False Positive)とは、不要動作、すなわち

ブレーキをかける場面ではないのに誤認識により自動ブレーキがかかることである。
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例えば、人が描かれた看板を歩行者と認識し自動ブレーキがかかることなどである。

運転者や後続車が急ブレーキを想定できない状況でこのような不要動作が発生する

と、後方からの思わぬ追突事故を引き起こすおそれがある。  

・ 誤動作の中で自動ブレーキにおける未認識(False Negative)とは、ブレーキをかける

場面なのに、モデルが学習していないユースケースの場合に、自動ブレーキが作動し

ないことである。例えば、着ぐるみをきた人間を人間と認識できないなどである。こ

の場合、当然衝突事故を引き起こすリスクがあるが、自動ブレーキの作動を想定して

いるユースケースの範囲や、運転者の注意意識の度合によってリスクが変わる。 

・ 誤認識と未認識は一般的にトレードオフの関係にあり、そのバランスが性能を決定す

る上で重要である。このとき、上記 2 項目のように、対象となるシステムについて、

それぞれが引き起こす具体的なシナリオ検討などが、バランスを考慮する材料となる

と考えられる。 

 

 

図 7.6 自動ブレーキの誤動作（未認識と誤認識）の違い 

 

これらのリスクをモデルの段階で低減させるため、モデルの誤認識に対する頑健性向上

の対策が重要となる。物体認識では、認識対象の物体そのものだけでなく、物体の背景や日

照条件など画像全体の見え方が認識精度に影響する。現実空間に存在する数理的多様性、意

味的多様性、社会的文化的多様性を考慮して、十分に多様なデータを基にモデルの学習・テ

ストを行うことで頑健性を高めていく。 

現実世界の多様性をモデルに反映するためには、平均的に出現するシーンにだけでなく、

まれに起きるシーンや紛らわしいシーンなど、いわゆるエッジケース（レアケース）と呼ば

れるシーンをデータとして集めなければならない。紛らわしいシーンとは、歩行者を歩行者

でないと間違える、あるいは歩行者でないものを歩行者と間違えるようなシーンである(図 

7.9 を参照)。DNN のような、データから構築される AI モデルの頑健性は、前述の(1)Data 

Integrity におけるデータの十分性に強く依存することに留意し、必要に応じてデータの作

成プロセスに戻って開発を進める必要がある((4)Process Agility を参照）。 

また、既知のデータを基に AI のモデルが構築される前提がある以上、想定外のユースケ

ースに対する自動運転システム全体の安全面の確保には、モデルの頑健性向上だけでは十
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分とはいえない。フェールセーフ機能を具備するといったシステム面での対策((3)System 

Quality を参照)や、AI リスクへの理解や事故発生時の説明性に関する社会とのコンセンサ

ス形成((5)Customer Expectation を参照)など、多方面で対策をとることも重要である。 

 

(3)System Quality 

前述の(1)Data Integrity や(2) Model Robustness では、運用時のユースケース洗い出しの

網羅性を高めることや誤動作を防ぐなどのモデルの頑健性の向上が重要であるが、困難も

伴うことを述べた。これらの不確実性を補う対策として、フェールセーフ設計による System 

Quality の確保を行う。 

フェールセーフ設計とは、例えば、自動運転システムでは、ユースケース網羅性の不確実

性や画像認識モデルの誤動作の不確実性を補完するフェールセーフ機能として、画像認識

用のカメラ以外に、ミリ波レーダーやレーザーレーダーなどの走行環境のセンシング機能

を備えている(図 2.1 を参照)。また、これらセンサーによる対象物の距離・速度や画像認

識結果の情報などを総合的に瞬時に判断して制御する機能により、自動運転システムの安

全設計を実装している(図 7.2 を参照)。 

また、大雪や大雨の状態では画像認識の性能が劣化するため、画像認識機能が動作可能な

状態・環境かどうかを判断し、動作不可能と判断した場合には画像認識機能を停止させるこ

ともシステムの安全設計の一例である。 

 

図 7.7 AIを組み込んだシステムの開発・運用プロセスと品質の対象 
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(4)Process Agility 

クラウドサービス上でモデルを運用している場合の Process Agility では、モデルの欠陥

や性能の劣化を検出した時に、俊敏にモデルを改善版に置き換えることで、利用者への影響

を極力抑えるサービスの更新プロセスが重要な位置付けとなる。 

自動運転が該当する組み込み製品の場合は、市場投入後にモデルを俊敏に置き換えるこ

とは難しい(注 2)ため。市場投入前に高い完成度が必要となる。そこで、組み込み製品では

別の視点の Process Agility として、モデルやシステムの性能未達による繰り返し開発プロ

セスの俊敏さ(Process Agility)が問われることになる。 

開発期間中の繰り返し開発は、以下の２つの繰り返し開発プロセスの俊敏性が要求され

るため、これらを考慮した開発スケジューリングを行う。 

➢ 繰り返し開発①；開発したモデルの評価結果が期待した性能を達成していない

場合には、モデルの再チューニングや学習データを再作成する（データの拡張等） 

➢ 繰り返し開発②；運用時のユースケースの洗い出しに漏れがあることが開発途

中に判明し、ユースケースの洗い出しまで後戻りし、再度、不確実性分析を行い、

モデル化の対象とするか、フェールセーフ設計の対象とするか等を判断する。こ

の場合、システム全体のアーキテクチャに影響するため、開発の負のインパクト

が大きい 

 

(注 2)FOTA(Firmware On-The-Air:無線通信によるファームウェアの更新)により市場投

入後に運用しながら自動でモデルを置き換える仕組みも整いつつある。 

 

図 7.8 モデルやシステムの性能未達による繰り返し開発プロセスの２つのルーティン 
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(5)Customer Expectation 

自動運転車開発の狙いのひとつは、事故の少ない、より安全な社会を実現することにあ

ると言える。よりよい社会を作ることが大きな使命である。そのためには技術論だけでは

なく、その安全性が社会に受け入れられるものなのかどうかといった社会受容性の観点で

の議論も必要だと考える。一般的に自動運転はトータルでは事故削減につながる有望な技

術と期待されているが、一方では今までになかった新たなリスクや事故が生じる可能性も

否定できない。本当に自動運転は安全であることを実証するためには、長い時間をかけた

運用実績を積み重ねるしかないと考えられる。 

 

同じことが Deep Neural Network にも言える。DNN は人間の画像認識能力を超えた圧

倒的な性能をもつ技術であること、それゆえに人間のエラー（見落とし、よそ見、不注意

など）による事故を低減させることが期待できる。しかし現時点の AI 技術では頑健性や

ブラックボックス性など解決しなければならない課題もあると一般的には言われている。 

 

我々技術者としては DNN の品質向上、安全性向上に向けた研究開発に真摯にとりくみ

つつ、DNN を自動運転車に搭載することに対して社会と会話を続けていかなければなら

ないと考える。社会に受容される AI の品質、社会に受容される AI の安全性を社会との合

意しながら決めていく必要があると考える。我々QA4AI の活動も AI の技術開発を通じて

安全でよりよい社会作りに貢献していきたいというのが大きなモチベーションである。 

 

以下に取り組むことが重要だと考えた。 

・ 社会に受容される AI の安全性に対して継続的に模索/構築する 

・ AI を搭載した自動運転車の実績を長時間にわたり蓄積し、それを社会と共有する 

・ AI の限界や弱点を社会に対して透明にする 

・ 国内外の産官学と連携したオープン活動を通じて AI 品質の標準化を進める 

 

自動運転では、自動運転レベル(表 7.1 を参照)を定義しているので、利用者は自動運転

技術に期待できるレベルを自ら判断できる。ただし、すべての利用者が自動運転レベルの

内容を正しく把握できているとは限らないため、利用者が自動運転に過度の期待をするこ

とも考えられる。自動運転を安全に利用いただくためには、以下のとおり利用者への説明

責任を果たす必要がある。 
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・ 利用者が自動運転製品を購入する前に、自動運転機能の限界や制約事項を説明する 

➢ 自動運転レベル２は、“完全な”自動運転ではなく、自動運転“支援システム”であ

ることを理解してもらう 

➢ 保険を準備して、ドライバー責任かシステム責任かなどの保証条件の内容を説明

することをとおして、自動運転を正しく理解してもらう 

・ 自動運転の開発時には、以下に示す開発過程の確証を残し、不確実性要素の多いモ

デルの繰り返し開発において、不確実性要素を低減する最大限の開発を行ったこと

を説明可能にしておく(確証の具体例は、図 7.17 を参照) 

➢ モデルの入力データ一式やモデルのチューニング結果 

➢ モデルやシステムの評価結果 

➢ 開発プロセスの実施記録（やるべきことは省略せずに全てやり尽くしたことを示

す） 

・ 社会全体のコンセンサスを得る活動により啓蒙する 

 

最後に、自動運転レベル４の課題と利用者の期待との関係性について考える。レベル４

は、高度運転自動化と定義され、ドライバーではなくシステム側が全ての責任を持つた

め、より高度で安全なシステム要件となる。 

これまでの議論は、自動運転システムの安全性の確保を最優先に考える保守的な利用者

の期待であり、品質保証を考える上でも当然の考え方である。一方、革新的（または急進

的）な利用者の期待は、AI モデルの持つ不確実性リスクが残存していたとしても、自動運

転レベル４のような利便性を追求したい、という考え方である。このような革新的な利用

者の期待が、さらに AI を発展させていく原動力になるのかもしれない。以下には、保守

的な利用者と革新的な利用者の期待の違いを整理してみた。 

・保守的な利用者は、社会が AI に対して高い安全を求めていることを期待する 

革新的な利用者は、社会がより便利に進化していくことを期待する 

・保守的な利用者は、AI のプラス効果の大きさよりも、AI リスクによるマイナス効果が皆

無であることを期待する 

 革新的な利用者は、AI のプラス効果がより大きければマイナス効果が多少残っていても

よいことを期待する。この期待を自動運転レベル 4 の効果に置き換えて考えると、レベル

２に比べて交通事故が減る割合は変わらないかもしれないが、レベル４の快適性がレベル

２に比べてかなり大きくなることを期待する、ということである。 

また、レベル４は、所有を想定したオーナーカーよりもレンタカーやカーシェアリングな

どのサービスカーのほうが実現の可能性が高いといえる。理由は、オーナーカーの場合には、

全ての利用者に対してシステムを保証するには、保守的な利用者の期待の視点で保証を考
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えざるを得ない。しかし、サービスカーの場合には、限定的な使用条件による運用が可能で

あることや、保険などの条件を組み合わせることで、革新的な利用者の期待レベルを実現し

やすいからである。 

 

7.5 付録 

この付録は、本 WG の検討経緯に沿った成果物を表す。 

検討経緯は、はじめに具体的に自動ブレーキの特定したシチュエーションにおけるユー

スケースを洗い出し、次に自動運転に関する品質保証の論文を調査した。次に Krzysztof

の“不確実性の分類”[1]、および Lydia の“検証目標の構造化” [2]の２つの論文の分類方針に

沿って、最初に洗い出したユースケースを分類して、2 種類の分類方針の関係付けを考え

た。最後に、開発プロセス、不確実性分析の分類、および各プロセスにおける分類ごとの

確証とすべき項目を一覧としてまとめた。 

 

(1)ユースケースの洗い出し 

検討を始めるにあたり、自動ブレーキのユースケースの条件を以下に特定した。 

➢ 自動運転において、 

➢ 夜間に 

➢ 子供の歩行者を 

➢ 認識して、 

➢ 衝突しないように 

➢ 停止する 

 

 この条件をもとに、ユースケースを洗い出した。（図 7.9） 

このユースケースを実現するためにどこで何をどのように守るかを検討する。 

➢ 開発プロセスの前提を決める 

➢ その中で品質保証の観点を考える 

                                                      

1 Czarnecki, Krzysztof & Salay, Rick. (2018). Towards a Framework to Manage Perceptual 

Uncertainty for Safe Automated Driving: WAISE 2018 

2 Gauerhof, Lydia & Munk, Peter & Burton, Simon. (2018). Structuring Validation Targets 

of a Machine Learning Function Applied to Automated Driving: SAFECOMP 2018 
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※この場合の品質保証とは、品質保証部門の活動とは限定しない。開発過程における品

質の作りこみを含めた幅広い意味での品質保証活動を考える。 

 

 

図 7.9 ユースケースの洗い出し結果 
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(2)品質保証に関する論文の調査 

A:認識モデルの「不確実性の分類」（Krzystof 他） ～7 つの要因(F1-F7)による分類～ 
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図 7.10 不確実性の分類（Krzystof 他）概要とプロセス遷移 

 

B: 認識モデルの「検証目標の構造化」(Lydia 他) ～３つの検証観点(L1-L3)～ 
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図 7.11「検証目標の構造化」(Lydia他)の概要 

 

 

図 7.12不確実性の分類(F1-F7)」と「検証観点(L1-L3)」の対応 
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(3)認識モデルの品質保証技術 

 (1)で我々のグループで考えられるユースケースを洗い出し、(2)で認識モデルの品質保

証に関する論文の調査を行い、「不確実性の分類」と「検証目標の構造化」の知見を得

た。本節では、これらを融合させることで、具体的な品質保証の観点と開発プロセスとを

定義づけた。 

 以下の項目順に説明する。 

 

A:認識モデルの「不確実性の分類」 

B:「不確実性の分類」に沿ったユースケースの分類 

C:認識モデルの「検証目標の構造化」 

D:「検証目標の構造化」の確証と「不確実性の分類」の対応 

E:分類した不確実性の対応レベル付け 

F:不確実性の分析と検証結果の確証の開発プロセスにおける位置づけ 

 

A:認識モデルの「不確実性の分類」 

・ F1,F2:概念→開発時の状況とシナリオ 

➢ F1:Conceptual Uncertainty 

➢ F2:Development Situation and Scenario Coverage 

・ F3,F4:開発時の状況とシナリオ→センサデータ 

➢ F3:Scene Uncertainty 

➢ F4:Sensor Properties 

・ F5:センサデータ→概念 

➢ F5:Data Labeling 

・ F6:モデル 

➢ F6:Model Uncertainty 

・ F7:開発時の状況とシナリオ、センサデータ→運用時の状況とシナリオ、センサデータ 

➢ F7:Operational Domain Uncertainty 
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B:「不確実性の分類」に沿ったユースケースの分類 
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図 7.13「不確実性の分類」に沿ったユースケースの分類 
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C: 認識モデルの「検証目標の構造化」 

・ L1:不十分な仕様に起因するリスクの減少 

➢ 環境が十分に分かっていること 

➢ タスクが十分に分かっていること 

➢ 環境の変化への依存性が十分に低いこと 

・ L2:意味の不一致に起因するリスクの減少 

➢ 歩行者クラスが十分に記述されていること 

➢ ロケーションの精度が十分に記述されていること 

➢ 実環境と記述環境の差異が十分に小さいこと 

・ L3:推論の不一致に起因するリスクの減少 

➢ 学習データセットが意図した機能に対して十分であること 

➢ 過学習が十分に除かれていること 

➢ 未学習が十分に除かれていること 

➢ 機械学習機能への重要な作用が十分に理解されていること 

➢ 機械学習機能が十分に頑健であること 

➢ 学習された特徴が機能に対して十分であること 

➢ パラメタ変更が安全要求に違反しないこと 

➢ 訓練時と運用時のプラットフォームの違いが安全要求に違反しないこと 

➢ 運用時のプラットフォーム変更が安全要求を満たすこと 
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D: 「検証目標の構造化」の確証と「不確実性の分類」との対応 
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図 7.14「検証目標の構造化」の確証と「不確実性の分類」との対応 

 

E: 分類した不確実性の対応レベル分け 

分類した不確実性をいつまでに対処すべきかのレベル分けを行う(図 7.15 を参照)。 

レベルは、対処が難しいもの、対処すべきもの、対処の必要がないものに分けて、重要

度を考慮して優先度を決めて対処する。今回洗い出したユースケースにおけるレベル分け

を図 7.16 に示す。 

 

 

図 7.15不確実性の対応レベル分け 

出典：Software Engineering for Self-Adaptive Systems II 
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図 7.16分類した不確実性の対応レベル分け 

 

 

 

 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

7-27 

F：不確実性の分析と検証結果の確証の開発プロセスにおける位置づけ 

 

図 7.17 AIシステム開発プロセスにおける不確実性分析と確証 1 

 

この不確実性分析により、AI モデルの不確実性による後戻り作業の低減、ミッションク

リティカル性の高い要求に耐えうる安全性の確保、およびリリース後にモデルの置き換え

が困難な組み込み系の特徴による AI モデルの完成度の高い開発を目指す。 
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図 7.18 AIシステム開発プロセスにおける不確実性分析と確証 2 

 

G:活動結果の考察 

分類した不確実性が検証目標の構造化による品質評価の裏付けにつながることを示す十

分な根拠は得られなかった。ただし、膨大であると推定される開発過程の情報を整理し関

連付ける枠組みとして、これらの「不確実性の分類」や「検証目標の構造化」が有効であ

る可能性は高いと思われる。したがって、ツール化が進んで多くの情報を整合的に配置す

ることが可能になれば、学習データの品質評価における効果が期待できる。 

一方、F6 に対応するニューラル・ネットワークのふるまいのテスト／検証については多

様なツールが既に研究段階にあり、これらを推論の不一致に起因するリスクの減少の

Evidence として F6 と関連付けることで、品質評価に資することが予想される。 
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8. AI プロダクト品質保証コンソーシアムについて 

名称： AI プロダクト品質保証コンソーシアム 

英名： Consortium of Quality Assurance for Artificial-Intelligence-based products and services  

略称： QA4AI コンソーシアム 

URL： http://www.qa4ai.jp/ 

設立日：2018 年 4 月 1 日 

目的： AI 技術の活用・進化のさらなる促進と、AI プロダクトと社会との安心できる共生

の実現 

メンバ・団体（2019 年5 月現在）：  

青木 利晃（北陸先端科学技術大学院大学）  

池田 裕則（東芝インフラシステムズ株式会社）  

石川 冬樹（国立情報学研究所、運営副委員長）  

伊藤 宏幸（LINE 株式会社）  

猪又 憲治（三菱電機株式会社）  

今井 健男（Idein 株式会社）  

梅津 良昭（株式会社リコー）  

遠藤 征樹（株式会社日立産業制御ソリューションズ）  

大西 秀一（株式会社ヴィッツ）  

小川 秀人（株式会社日立製作所、運営副委員長）  

荻野 恒太郎（楽天株式会社）  

長田 健一（日立オートモティブシステムズ株式会社）  

柏 良輔（横河電機株式会社）  

岸 知二（早稲田大学）  

鬼頭 正広（アイシン・コムクルーズ株式会社）  

窪田 邦夫（カルソニックカンセイ株式会社）  

久連石 圭（株式会社東芝）  



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

8-2 

黒田 園子（パナソニック株式会社）  

榊原 彰（日本マイクロソフト株式会社）  

佐藤 孝司（日本電気株式会社、運営委員）  

島田 さつき（富士通クォリティラボ株式会社）  

鈴木 万治（DENSO International America Inc.）  

鈴木 里惇（LINE 株式会社）  

妹尾 義樹（国立産業技術総合研究所）  

田口 研治（株式会社シーエーブイテクノロジーズ）  

土屋 知典（富士通株式会社）  

徳 隆宏（オムロン株式会社、運営委員）  

徳本 晋（株式会社富士通研究所）  

西 康晴（電気通信大学、運営委員長）  

濱田 晃一（株式会社ディー・エヌ・エー、運営委員）  

日置 智之（株式会社シナモン） 

藤井 岳（株式会社シナモン）  

誉田 直美（日本電気株式会社）  

増田 聡（日本アイ・ビー・エム株式会社）  

町田 欣史（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）  

松原 修（株式会社富士通北陸システムズ）  

松谷 峰生（株式会社 LIFULL、運営委員）  

光本 直樹（株式会社デンソー、運営委員）  

鷲崎 弘宜（早稲田大学）  

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 第三研究ユニット  

特定非営利活動法人 ソフトウェアテスト技術振興協会  

一般財団法人 日本科学技術連盟（以上五十音順） 



 

AI プロダクト品質保証ガイドライン 

 

8-3 

 

『AI プロダクト品質保証ガイドライン』 

AI プロダクト品質保証コンソーシアム (QA4AI コンソーシアム)編 

2019.05 版 2019 年 5 月 17 日公開 

http://www.qa4ai.jp/ 


	1. 目的とスコープ
	1.1 背景と目的
	1.2  AIプロダクトの品質保証上の課題と本ガイドラインのスコープ

	2. AIプロダクトの品質保証の枠組み
	2.1 AIプロダクトの品質保証の基本的考え方
	2.1.1 AIプロダクトの品質保証において考慮すべき軸
	2.1.2 Data Integrity
	2.1.3 Model Robustness
	2.1.4 System Quality
	2.1.5 Process Agility
	2.1.6 Customer Expectation

	2.2 AIプロダクトの品質保証の分類軸ごとのチェックリスト
	2.2.1 Data Integrity
	2.2.2 Model Robustness
	2.2.3 System Quality
	2.2.4 Process Agility
	2.2.5 Customer Expectation

	2.3 AIプロダクトの品質保証の構築・評価
	2.3.1 バランスに着目した構築・評価
	2.3.2 開発段階に着目した構築・評価
	2.3.3 余力と過剰品質


	3. 技術カタログ
	3.1 AIプロダクト固有の品質特性
	3.1.1 教師あり学習のモデルに対する性能指標
	3.1.2 データに対する評価
	3.1.3 頑健性
	3.1.4 説明可能性
	3.1.5 機械学習を用いたシステム全体における品質

	3.2 AIプロダクトにおける品質管理
	3.3 AIプロダクトの品質保証技術
	3.3.1 疑似オラクル
	3.3.2 メタモルフィックテスティング
	3.3.3 頑健性検査
	3.3.4 ニューラルネットワークにおけるカバレッジ
	3.3.5 説明可能性・解釈性のための技術

	3.4 参考文献

	4. 生成系システム
	4.1 想定するシステム
	4.1.1 本章で扱う応用領域
	画像生成例 - 無指定・画像
	画像生成例 - 対象種類を指定し多様で自然な画像の生成
	動画生成例 - 構造指定・画像/ 構造系列指定・動画
	動画生成例 - 端画像指定・動画

	4.1.2 背景　- 近年のAIによる生成モデルの進展 -
	4.1.3 想定ユースケースおよび入出力
	【ユースケースUC-0：無指定・画像】
	【ユースケースUC-1A： 構造指定・画像】
	【ユースケースUC-1B： 属性指定・画像】
	【ユースケースUC-2A： 構造系列指定・動画】
	【ユースケースUC-2B： 端画像指定・動画】
	入出力


	4.2 特有の課題
	4.3 期待される品質特性
	4.3.1 全ユースケースに共通する品質特性
	【品質特性QC01：自然さ】
	【品質特性QC02：鮮明さ】
	【品質特性QC03：多様さ】
	【品質特性QC04：社会的適切さ】

	4.3.2 コンテンツの指定に関する品質特性
	【品質特性QC05：指定構造との合致】
	【品質特性QC06：指定属性との合致】

	4.3.3 動画に関する品質特性
	【品質特性QC07：動画としての自然さ】
	【品質特性QC08：動画のなめらかさ】
	【品質特性QC09：構造系列としての自然さ】


	4.4 品質評価・保証のための技術アプローチ
	4.4.1 指標による評価
	例：品質特性QC01：自然さ / 品質特性QC02：鮮明さ / 品質特性QC03：多様さ
	例：品質特性QC08：動画のなめらかさ
	例：品質特性QC09：構造系列としての自然さ

	4.4.2 機械学習による品質評価AIの構築
	例：品質特性QC01：自然さ / 品質特性QC02：鮮明さ
	例：品質特性QC04：社会的適切さ
	例：品質特性QC05：指定構造との合致 / 品質特性QC06：指定属性との合致
	例：品質特性QC07：動画としての自然さ
	例：品質特性QC08：動画のなめらかさ
	例：品質特性QC09：構造系列としての自然さ

	4.4.3 ルールベースのAIなど他実装との比較
	例：品質特性QC06：指定属性との合致


	4.5 品質保証レベル
	4.6 参考文献

	5. スマートスピーカー
	5.1 想定するシステム
	5.1.1 想定する構成
	5.1.2 スマートスピーカー(VUIシステム)の特徴

	5.2 特有の課題
	5.3 期待される品質
	5.4 テストアーキテクチャ
	5.5 n段階評価法
	5.6 品質保証レベル

	6. 産業用プロセス
	6.1 検討の前提と対象
	6.2 産業用システムへのAI技術適用にあたっての重点課題
	6.3 参照システムアーキテクチャ
	6.4 品質保証活動
	6.5 産業用システムにおける5つの指標の具体化
	6.5.1 QA4AI 品質保証観点の解釈
	6.5.2 Customer Expectation
	6.5.3 Data Integrity
	6.5.4 Model Robustness
	6.5.5 System Quality
	6.5.6 Process Agility

	6.6 AIプロダクト開発プロセスでの品質保証観点
	6.6.1 PoC
	6.6.2 開発工程
	6.6.3 運用工程

	6.7 品質保証検討例
	6.7.1 PoCでの品質保証
	6.7.2 開発での品質保証
	6.7.3 運用での品質保証


	7. 自動運転
	7.1 検討の前提
	7.2 想定するシステム
	7.3 特有の課題と対策
	7.4 品質保証活動のバランスチャートの特性
	7.5 付録

	8. AIプロダクト品質保証コンソーシアムについて

