
AI信頼性評価　実用例

【本資料の見方】

・本資料は、実際のAI開発ケースに基づき、「AI信頼性評価　実施内容記録フォーマット」を用いて信頼性評価を実施した記録です。

・本資料には、以下7件のAI開発ケースが記載されています。ケースの番号1～5は、ガイドラインのユースケースと対応しています。

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

・各ケースにおけるAIの概要等については、別途公開している「AI信頼性評価　実用例概要」を参照下さい。

・「メイン」のタブには、各ケースの「メインフォーマット」の内容が記載されています。

・「サブ」のタブには、各ケースの「サブフォーマット」の内容が記載されています。

※「AI信頼性評価　実施内容記録フォーマット」と異なり、「サブフォーマット」がすべて1つのタブに集約されている点、ご注意下さい。

1 表紙



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

減肉に伴う配管メンテナンスはTBMで実施

されているが、定期的な点検間に急激な

腐食が進行するケースや、まだメンテナンス

の必要がない配管を点検・交換してしまう

逸失利益が多く生じるケースがある。

本件は課題設定を含めてベンダー主

導で提案・開発しているため、主に主

担当者側にベンダー、レビュー側にプラ

ントオーナーを記載している。開発当

初から実装に至るまで、節目でプラン

トオーナー・ベンダーによる打合せ・ディ

スカッション等を行い、共通認識を形

成している。

20XX/XX/XX
課題設定の議論において、共通認識を形成

した。
20XX/XX/XX

肉厚の予測に応じたCBMに移行すること

で、保安力を向上するとともに逸失利益を

削減する。

20XX/XX/XX
目的設定の議論において、共通認識を形成

した。
20XX/XX/XX

減肉量の推定により、配管の肉厚を予測

する。

システムの機能要件設定の議論において、

共通認識を形成した。

保全員による肉厚の実測が必要な状態を

見落とさない。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

必要以上のメンテナンスを行わなくてよい

ようにする。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

実際よりも肉厚を厚く予測する誤差を一定

以内に抑える。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

実際よりも肉厚を薄く予測する誤差を一定

以内に抑える。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

なし
機械学習要素の出力を保全員が判

断することで安全性を担保している
20XX/XX/XX

本システムには、AIの出力を補正する機能

は含まれないことについて共通認識を形成し

た。

20XX/XX/XX

なし

漏えいに対する安全性は保全員によ

る巡視・点検で担保しており、AI導入

後も継続することで少なくともこれまで

と同等の安全性は確保される。点検

は安全関連系ではないが、安全確保

のための活動である。

20XX/XX/XX

漏えいに対する安全性は保全員による巡

視・点検で担保しており、少なくともこれまで

と同等の安全性は確保されることについて確

認した。

20XX/XX/XX

なし

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） III

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.1

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

実施結果

1 システムの目的の設定

改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目

的」を設定し、機械学習利用システムが必要か

判断

- 事業企画担当

横河電機　〇〇事

業部　〇〇部　〇

〇グループ（事業

企画担当）

現状の課題

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成し

た「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定

機械学習利用システムの機能要件と利用時品

質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

横河電機　〇〇事業

部　〇〇部　〇〇グ

ループ（事業企画担

当）

20XX/XX/XX

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイドラ

イン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。例

えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮され

る事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここま

ではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出力の

品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステップ

3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習

要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の品質

要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それぞ

れについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能な

どは記載する必要はありません。

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

3 外部品質の設定
利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品

質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に考

えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の出

力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担当）

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

現場の管理担当

環境安全担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（環境安全担当）

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用シ

ステムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、インター

ロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。機械学習利用システムから独立した安全関連系

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学

習要素、機械学習要素以外の構成要素（外

部安全機構等））、同システムと独立した安全

関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

20XX/XX/XX

現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担当）

本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、共通認識を形成した。
20XX/XX/XX

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定

します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断します。

mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわ

かるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能の

水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事項

を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性能の

水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行を

コピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

対象とする配管は保全員による巡

視・点検で安全性を担保しており、今

後も継続する。現状の点検では見抜

けない、より高度な減肉の把握をAIで

行う。AIが減肉を見落とすと、人的被

害の恐れはないが、配管交換の損失

（1千万円未満）が想定される。こ

れは現状の点検でも防げていない損

失である。

設備を止めることによる機会損失は考

えない。

（SIL評価を行わない場

合、

　もしくはSILなしの場

合）

AISL

ⅱ

SIL評価の必要性の有無

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場

合、

　もしくはSILなしの場

合）

AISL

（SIL評価を行わない場

合、

　もしくはSILなしの場

合）

AISL

2 1メイン



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説実施結果

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

中

best-effort

1

1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

リスク回避性 LvS1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と

観点に応じた開発
機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

内部品質 ※サブフォーマット参照
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

開発の経過について打合せの場をもち、問

題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品

質のレベルと観点を満たしているか品質保証の立

場から確認

機械学習品質保証担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習品質保証担

当）

内部品質 ※サブフォーマット参照
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

内部品質の各項目のうち、プラントオーナー

側が関与すべき内容について、認識が共有

されていることを確認した。

20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構成

要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械

学習要素以外の構成要素（外部安全機構

等）を開発

- プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外部

安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法で

信頼性を確認する必要があります。

肉厚の予測値と実測値の差（実際よりも

厚く見積もり、減肉を見落とす危険側の

差）が条件によらず常に実測値の○％以

内であることを確認した。保全員による巡

視・点検は継続するため保安の水準が下

がることはないこと、○%の差を前提として

人間による確認を行う判断をする運用とし

ていることから、この結果をもって品質として

十分と判断した。

20XX/XX/XX
報告会を開催し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

報告会を開催し、十分な品質であることを

確認した。

肉厚の予測値と実測値の差（実際よりも

薄く見積もる安全側の差）が実測値の

○%以内であることを確認した。この結果

をもって品質として十分と判断した。

20XX/XX/XX
報告会を開催し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利

用システム全体の評価を行い、それらの評価結

果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用システ

ムであれば検収

- システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

事業企画担当

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

横河電機　〇〇事業

部　〇〇部　〇〇グ

ループ（事業企画担

当）

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

実測値との比較において、運用上問題に

なる危険側の誤差（人間による確認を要

する配管を見落とすケース）は現在までに

発生していない。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

実測値との比較において、運用上問題に

なる安全側の誤差（必要以上のメンテナ

ンスを要するケース）は現在までに発生し

ていない。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当 現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担当）

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定

します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断します。

mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわ

かるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能の

水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事項

を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性能の

水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

20XX/XX/XX

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

外部品質の

レベル

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行を

コピーして行を追

加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低） 実際よりも肉厚を薄く予測する誤判

定があった場合は、安全な配管（人

間による確認が不要）を人間が確認

する手間が余計にかかるが、重大なコ

ストではない。そのため、運用上許容

される範囲において、best-effortで

品質を高めることを目指す。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、共通認識を形成した。

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅱ

性能の水準（高/中/低）

ⅲ

性能の水準（高/中/低）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります（ガ

イドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベルの確

認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご注意

下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の要

求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困難な

場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設計や運

用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値目

標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の

要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はステッ

プ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部品質

の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内

部品質のレベルを設定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果

を評価。機械学習要素の外部品質が要求水準

に達しているか評価

2.2.3 システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

環境安全担当

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（環境安全担当）

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施されま

すが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そのた

め、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質を

確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、F値

など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設定経

緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認
運用中の機械学習利用システムの利用時品質

を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認し

ます。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発時

に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につい

て、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマット

（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ステッ

プ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

3 1メイン



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説実施結果

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

テストと同水準の、肉厚実測値との誤差

（実際よりも厚く見積もり、減肉を見落と

す危険側の差）が○%未満であることを

確認している。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

テストと同水準の、肉厚実測値との誤差

（実際よりも薄く見積もる安全側の差）が

○%未満であることを確認している。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

13
内部品質（運用時品質の

維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・

外部品質の確認結果も踏まえ、内部品質の要

求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習品質保証担

当）

内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械

学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

内部品質
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

開発の経過について打合せの場をもち、問

題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機

械学習要素以外の構成要素（外部安全機構

等）を更新、システム管理の立場から機械学習

要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラン

トシステム担当）

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保する

必要があります。

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステップ

3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確認し

た要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

12 外部品質の確認
運用中の機械学習利用システムの利用時品質

の確認結果も踏まえ、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

4 1メイン



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について検

討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しました

か？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

減肉量の推定により配管の肉厚を予測するAIであ

り、主要な品質低下リスクとしては実測値との誤

差の拡大を設定する。実測値よりも厚い方向・薄

い方向の誤差を同様に主要な品質低下リスクとす

る。

上記の品質が低下する原因についてオーナー・ベ

ンダー間でディスカッションを行い、非定常運転

時のデータが含まれると品質が低下する可能性が

あると示唆された。

環境の変化については影響を受けないこと

をプラントオーナ側と確認した。

製品特性の変化はないプロセスであること

も同様に確認した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い必

要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発生

する原因」の検討結果に基づいたデータ設計を行

いましたか？

ー
定常運転と非定常運転のデータを分けて管理し、

検証を可能とした。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影響

について、工学的に一定の網羅性を持つ分析を行

い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」として、

安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅性

を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析し、

機械学習要素への入力においてそのリスクに対応

する特徴となる属性について分析を行う。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもたら

す環境の特徴について、機械学習の容易さなどの

分析を行い記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき要

素について、過去の自己・他者の検討結果などの

文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る検討経

緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量とし

て捉えるべき要素」として、以下を検討しました

か？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検討

結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて検討

経緯を記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクにつ

いては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析を

用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク分

析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆しているか

分析するために、現場のプラントエンジニアによ

る要求分析を行いましたか？

ー

プラントエンジニアが参加したワークショップに

より要求分析について確認し、○年分のプロセス

データにより利用状況を被覆すること、非定常領

域の影響について分析できるようにすることを確

認した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当しな

い。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

5 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みまし

たか？

	腐食の種類によって「データ設計の十分性」「データセットの被

覆性」の評価にも影響するため、どの腐食を対象とするかという点

まで絞り込む。

肉厚予測の対象とする配管を、プラントエンジニ

アとの議論により絞り込んだ。過去の測定データ

が揃っている○箇所を扱うこととした。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー
・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場合、

活用する上で必須かどうかを確認しましたか？
ー

該当しない。

工学的因果関係の説明は要求に含まれないため。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確かめ

られるデータ量が確保できますか？
ー

必要な肉厚測定値の計測を行い、訓練用、バリ

デーション用、テスト用のデータを確保した。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが提

供されていますか？もしくは生成、獲得すること

が可能になっていますか？

ー

プロセスデータや既存の肉厚測定値の提供、新規

に必要な肉厚測定等、ユーザー企業にて適切に実

施した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセット

の説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎる、も

しくは単純すぎることはありませんか？また、多

重共線性は考慮していますか？

ー

プロセスエンジニアの知見を元に使用するタグを

絞りこんでおり、適切であることを確認した。

また、影響度が高いタグを抜いての検証も実施し

た。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に繋

がるような、または不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時の

入力データ、入力データの外れ値など）を検知

し、排除する機構の必要性について考慮しました

か？

ー

問題のある入力データを検知・排除する機構は実

装していないが、DCSのデータを保全員が見て判

断する運用とすることで、運用上十分な品質を確

保できる。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されていま

すか？

ー

解析記録書を作成し、共有することで、どのよう

に考え、指摘され結論に至ったのか見直せる仕組

みを構築した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー

定常運転と非定常運転のデータを分けて学習し、

非定常運転のデータによる予測精度への影響を確

認できるようにした。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その組

み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

リスク要因の抽出において、複合的なリスクは今

回のシステムでは想定されなかった。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に対

する属性を抽出し、大きなリスクの要因との組み

合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出しま

したか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは気候、塩分(海からの距離や風向など

の地域性)などを指す。

品質低下リスク要因の抽出において、環境要因の

差異による影響は今回のシステムでは想定されな

かった。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、原

則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属性

値」と、「その属性値の属する属性以外の全ての

属性について、属性に含まれる属性値を１つずつ

個別に選択したもの」の組み合わせのケースを含

むこと。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせの

集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要な

場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に基準

を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確認

を行いましたか？

ー

プラントエンジニアを交えたリスク要因の抽出を

行った。リスク要因に関わる非定常領域のケース

確認を行った。

20XX/XX/XX

6 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの範

囲や取得容易性が変わることを検討しましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当しな

い。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルール

の整備を行いましたか？
ー

検証で活用する肉厚の実測データの取得にあた

り、過去のデータや当該測定点近傍の別の実測

データ、予測値を参考にしておかしな値について

は採用しないことにした。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場合、

システムの複雑化・不確定要素の増加を招く可能

性を検討しましたか？

ー

入力データはプロセスデータのみである。プロセ

スデータでは正確にデータを取得できブレは発生

しないため、入力データの品質のブレは問題にな

らない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分な

ど）のデータを学習するAIの場合は、製品の特性

の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検討し

ましたか？

ー

該当しない。

単一製品のプラントの配管を対象としているた

め。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境要

因の変化がシミュレータで考慮されているか確認

しましたか？

ー
該当しない。

シミュレータを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後は

傾向が変わる可能性があることを検討しました

か？

ー
メンテナンスの前後でデータの傾向が変わった場

合は、再学習により対応する。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討し、

応用の状況に対して偏りがないことを期待できる

ようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出し

ましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは対象とする配管や観測の頻度、評

価の時間軸（リアルタイムの予測を行うか等）などを指す。

○年分のプロセスデータをいただき、データを確

認し偏りがないことを確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する枠

組みである場合、テスト用データとして異常デー

タの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー

○年分の全プロセスデータにより、定常状態の

データを偏りなく確保できた。

非定常状態のデータは、あらゆるパターンを偏り

なく確保することはできなかった。（このため、

非定常状態の出力は揺らぎが大きい。出力はすべ

て保全員が確認し、非定常運転時の不適切な出力

は無視する運用とした。）

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動につ

いて、記録を行う事。
ー ー 以上の対応について解析記録書に記録を行った。 解析記録書　P〇〇 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデーショ

ンフェーズなどで確認すること。

ー ー

訓練用データ・テスト用データの十分性を確保す

る必要が確認されたため、プラントオーナー側で

肉厚測定を行った。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得できな

い場合には、網羅基準を見直して緩めた上で、当

初の基準に照らして個別にシステム結合テストな

どで確認すべきことを記録しておくこと。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、その

範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検討し

ましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が低

くなることを認識する。

訓練用データの不足はなく、○年分のプロセス

データと実測データにより必要な品質を期待でき

ると判断した。（テストにより精度を確認する）

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握す

ること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていないこ

とを確認すること。
ー ー

7 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性につ

いて、取得方法以外の何らかの積極的な確認を行

うこと。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれない

属性がある場合、その属性に関する分布を抽出し

て、著しい偏りがないことを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケース

組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間相関

がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない属

性の分布について、あらかじめ想定される分布を

検討し、相違について分析を行い記録すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現場

のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー

データ提供元であるプラントエンジニアが、取得

源が正しいことを確認した上でデータを選定し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

非定常運転時のデータも含めてモデルを構築・運

用する。ただし、出力はすべて保全員が確認し、

非定常運転時に不適切と考えられる出力がみられ

た場合はこの出力を無視する運用とした。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、幅

広い稼働状態のデータをカバーする必要があるこ

とを検討しましたか？

ー
○年分のデータを可視化し、稼働状態のカバーに

ついてプラントエンジニアと確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合は、

シミュレータの妥当性を十分検討しましたか？
ー

該当しない。

シミュレーションは活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを考

慮したデータセットになっていますか？
ー

○年分のプロセスデータにより、外乱のパターン

も考慮されたデータセットとなっている。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバーで

きていますか？

	配管の内容物・流量・材質・流速・圧力など、前提としている属

性のデータの範囲がカバーできているか注意する。

○年分のデータを可視化し、前提としている属性

のカバーについてプラントエンジニアと確認し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時のも

のであることの確認は、その判断が適切に行える

専門性を持った要員が行いましたか？

ー
プロセスエンジニアによって適切かどうか判断さ

れた。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？
ー

該当しない。

人間の操作や手順等を学習しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割合、

平均・分散・共分散など）を確認しましたか？
ー データを可視化し、基本統計量を確認した。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、その

管理の方策（アノテーションの履歴の記録等）を

検討しましたか？

ー

プロセスデータへの肉厚実測値のアノテーション

や、前回の交換時の前後のラベリングを実施し

た。その管理について、解析記録書に記録した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領域

について、特にテスト用データセットの品質（外

れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこと・ラ

ベルを付した人が明確であること、取得日時や場

所・来歴が明確であること等）を重点的に確認し

ましたか？

ー

テスト用データセットの品質について、データ提

供元のプラントエンジニアとミーティングを行い

確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作り

不足するデータを増やすこと）をルールベースプ

ログラミングで行う場合、その妥当性を十分に検

討しましたか？

ー

該当しない。

ルールベースプログラミングによるデータの補強

(augmentation）を行っていないため。

20XX/XX/XX

8 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、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評価しましたか？

ー

該当しない。

データの補強(augmentation）を行っていないた

め。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討し、

応用の状況に対して偏りがないことを期待できる

ようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取得

方法に注意しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動につ

いて、記録を行う事。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分に

存在することを、訓練フェーズやバリデーション

フェーズなどで確認すること。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得できな

い場合には、網羅基準を見直して緩めた上で、当

初の基準に照らして個別にシステム結合テストな

どで確認すべきことを記録しておくこと。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、その

範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検討し

ましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が低

くなることを認識する。
（略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確率

の想定を把握すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていないこ

とを確認すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性につ

いて、取得方法以外の何らかの積極的な確認を行

うこと。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれない

属性がある場合、その属性に関する分布を抽出し

て、著しい偏りがないことを確認すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象の

全集合に対して比較する。）
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出現

確率を比較して、レアケースのデータが訓練に不

足する場合には、レアケースの学習を重点化する

ことを検討すること。但し、特にLvE2が要求され

る場合には、重点化に伴い他のケースの学習が弱

化することの、製品全体の品質への影響について

必ず検討を行うこと。

ー ー
品質低下リスク要因の抽出において、特に問題と

なるレアケースが抽出されていない。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応する

ケースにおいて十分なデータ量が存在することを

明示的に確認すること。

ー ー

訓練用データの不足はなおく、○年分のプロセス

データにより必要な品質を期待できると判断し

た。（テストにより精度を確認する）

20XX/XX/XX

9 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確率

の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前に見

積もり設計すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがない

か、現場のプラントエンジニアが確認しました

か？

ー

テスト用データセットの確保にあたってはプラン

トエンジニアも関与して、偏りがないことを目視

確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の頻

度を含むデータ特性が変化する可能性があること

を検討しましたか？

ー

設備切替直後の非定常データは取り扱わないこと

とした。

メンテナンス頻度が数年に１回であり、現時点で

実績がない。メンテナンスによる定常運転時デー

タへの影響は運用時に検証する。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さにな

る可能性があるため、プラントの運転データとの

紐づけに注意しましたか？

ー
運転データと肉厚測定の実績データとの紐付けに

留意した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得できて

いることを確認しましたか？

	1 要求分析の十分性～3データセットの被覆性で検討した属性のカ

バーすべきデータの各範囲のデータ量が十分であることに注意す

る。

○年分のプロセスデータ全体を対象に、非定常運

転時の検証ができるように確保した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情報

バイアス、交絡の問題・リスクを評価しました

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

いて行いましたか？

ー

○年分のプロセスデータ全体を対象として検討し

ており、バイアスは問題になりにくい。仮にデー

タに問題があった場合もDCSのデータを保全員が

見て判断することで、運用上十分な品質を確保で

きる。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆性」

を満たす抽出プロセスを通じて用意すること。

ー ー

テスト用データについて、過去の経験より○年分

のプロセスデータで十分な精度が期待されると判

断した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値の

除去方法について検討し実施・記録すること。
ー ー

テスト用データについて、可視化・外れ値の除外

を行い、記録した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取扱

いとする。ただし、データの分布の取り方につい

ては違う方法を採用して良い。

ー ー

訓練用データについて、○年分のプロセスデータ

を確保し、可視化・外れ値の除外を行って学習に

利用した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する場

合（false negative/false positiveで扱いを変える

場合を含む）については、その判定基準を合理的

に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、誤

判断の許容水準について検討しましたか？
ー

予測値と実測値の差分が一定を超えないか検証し

た。○％程度を基準とすることでプラントオー

ナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比較

手段を定めておくこと。対照テストの結果による

場合には、その合格基準を予め定めておくこと。

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
該当しない。

公平性は要求されないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につい

て、何らかの追加的な確認手段を検討すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階で

の合否判定についても、その合理的な判定基準を

事前に決定し記録しておくこと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ変

形などでの機械的な増量テストを同時に行うこ

と。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロンの

発火状況その他の内部的な情報の分析の適用を検

討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で排除す

ること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー

10 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械学

習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の機

械学習要素の要件との対応をテスト計画に反映

し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先（プ

ラント事業者・エンジニアリング会社など）と合

意しましたか？

ー
精度の水準は、プラントオーナー・ベンダー双方

が出席する報告会で合意している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品質

をテストで確認しましたか？
ー

該当しない。

強化学習は使用しないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考慮し

ましたか？

ー 今回の適用では値が対象であることを確認した。 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用データ

とテスト用データ、バリデーション用データを独

立して分離・管理していますか？再学習、追加学

習時時にも同様の管理を行っていますか？

ー
学習データ、検証用データはファイルごとに分離

して管理している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に収

束していますか？適合率、再現率、F 値は目標に

達していますか？

ー

学習時の正答率が十分に収束していることを確認

した。

精度目標は、現状の運用を踏まえて十分な水準を

プラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー

正答率及び損失関数の残差は正常であることを確

認した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確に

なっていますか？ユーザー・ベンダー間でアルゴ

リズムの選択根拠を説明・合意できていますか？

ー

複数のアルゴリズム、ハイパーパラメータの中で

経験上適切なものを選択した。これを前提に、精

度水準について合意している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイズ

削減の必要はあるか確認しましたか？その際に、

性能の劣化はどこまで許されるのか検討しました

か？

ー サイズ削減の要件がないことを確認した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102 安定性向上のために適用した技術を記録すること ー ー 以下の対応について記録した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推奨

される。

ー ー グリッドリサーチをモデル作成に利用した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録するこ

と
ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する技

術の適用が推奨される。敵対的データを生成して

安定性を評価する技術、敵対的データの攻撃を受

けにくくする訓練技術、敵対的データの動的検知

技術等がある。これらの技術を適用することは容

易ではないが、現在、そのための実用的な開発・

評価するための環境整備が進められている。

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安定

性をもつことを保証することが求められる。例え

ば、近傍には敵対的データが存在しないことを保

証する技術等がある。これらの技術はまだ研究段

階であるが、将来的にはレベル３での適用が期待

される技術である。

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確実

性が高いため、学習データセット近傍のデータに

対する安定性に注意が必要であることを検討しま

したか？

ー

安定性に注意が必要であることを認識し、運用時

に出力を確認して必要な場合に再学習により対応

する。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生する

データが学習データセット近傍のものが多くなる

ため、安定性に注意が必要であることを検討しま

したか？

ー
該当しない。

新規銘柄追加が多いプラントではないため。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・整

合が取れていますか？
ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎化

性能を事前に確認する必要性が低い。運用時に保

全員がすべて出力を確認し、必要な場合には再学

習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？学

習後の AI 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ませんか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎化

性能を事前に確認する必要性が低い。運用時に保

全員がすべて出力を確認し、必要な場合には再学

習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？交

差検証を利用する際、利用する学習用データセッ

トのバリエーションを確保していますか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎化

性能を事前に確認する必要性が低い。運用時に保

全員がすべて出力を確認し、必要な場合には再学

習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを行っ

ていますか？具体的には、誤差因子の選定とそれ

の与える影響解析を行っていますか？ノイズ候補

により、AI モデルの性能が著しく劣化することは

ありませんか？

ー

非定常運転時のデータを用いると出力の揺らぎが

大きいことが確認された。このため、出力はすべ

て保全員が確認し、非定常運転時の不適切な出力

は無視する運用とした。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる実

績を持つソフトウェア等を選定し、その選定経緯

を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認し、

その選定経緯を記録しましたか？
ー

開発・実装に利用するソフトウェアについて、実

績のあるソフトウェアを選定し、記録した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発見

等を運用期間中モニタリングし、必要に応じて修

正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタリ

ングや修正は可能ですか？
ー

選定したソフトウェアについて、欠陥の発生等を

ログデータからモニタリングし、欠陥はみられな

かった。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、実

用段階で用いる環境の相違について、その影響な

どをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー
実装を想定した環境でも動作が問題ないことを確

認した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等に

よりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等で

信頼性を自己評価しましたか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼性

を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性の

維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が整っ

ていますか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した環

境でバリデーション・テストを行うこと。また

は、テスト済み学習モデルと実用環境での学習モ

デルの動作の一致性について、何らかの検証を行

う事。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）の

ソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞いに

基づくテスト（または形式検証など）を必ず行う

こと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の確

認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこと。
ー ー

12 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量を

適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算す

る場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー 通常のPCで計算量が適切であることを確認した。 20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリに

対する単体テストまたは外部ライブラリを含むシ

ステムテストを実施していますか？

ー
結合テストにより外部ライブラリに対する評価を

行った。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に対

する責任範囲は明確になっていますか？
ー

ライブラリのサプライヤとの間で責任範囲は明確

になっている。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度や

サポート期間を考慮してソフトウェアを利用して

いますか？ソフトウェア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

めていますか？

ー

OSについてはサポート期間を考慮して選定してい

る。標準規格に合ったプロトコルを利用すること

で他の製品を利用できるようにしている。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデート

に対してシステムの更新を行っているか

ー
OSについてはセキュリティアップデートでシステ

ムの更新を行っている。
20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失わ

れたときの対応について、あらかじめ検討してお

くこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽出

しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー

出力を確認している保全員により、品質が著しく

損なわれたと判断された場合、肉厚の実測を行

う。プロセスデータや実測データをもとに再学習

を行い、精度の向上につながるかを確認する。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外の

品質の低下がもたらす影響についてあらかじめ検

討しておき、必要な場合には動作範囲の限定など

のシステム的な対応を取ること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。

該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項に

準じた品質管理を行う事。
ー ー

オフラインで再学習を行うため、ここまでの7つ

の軸で開発時に行った内容を参照、必要に応じて

見直しを行う。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。追加学習を行う際は１～７項に準じた

対応を行い、記録を残す。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システムの

品質について、動作結果との対照などから品質劣

化・誤判断のモニタリングを行うこと。モニタリ

ングにおいては、プライバシーなど製品品質以外

の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要因」

を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加学

習結果を何らかの方法で定常的にモニタリングす

ること。モニタリングの結果で性能要求からの逸

脱が判明した場合には、直ちに対処を行うことが

できること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品開

発段階で用いたテスト用データセットでの「性能

劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品質が失わ

れていないことを確認すること。必要な場合に

は、製品開発段階と同等の手法でテスト用データ

セットの更新を行うこと。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加学

習結果をシステムに反映する前に、製品内部で一

定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定外の品

質劣化が無視できない場合には更新を中止する仕

組みとすること。また、オフラインでの更新・修

正手段を必ず確保すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での収

集データと、システム初期構築時のテスト用デー

タセット、および同じ手法で定期的に更新するテ

スト用データセットを用いて品質を管理するこ

と。

ー ー

13 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデルの

再学習・再精度検証ができる体制を構築しました

か？

ー

再学習・検証の必要性について議論し、体制を構

築した。プラントオーナー側の保全員が出力の傾

向を確認し、品質劣化の有無を判断する。品質劣

化があると判断された場合は、プラントオーナー

側は肉厚の実測やプロセスデータの提供、ベン

ダー側は再学習の実施を行い、結果を共同で確認

する体制としている。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどうか、

現場のプラントエンジニアに確認を行いました

か？

ー
再学習・検証の必要性についての議論には、プラ

ントオーナー（利用者）も参画した。

計画に基づいて、プラントオーナー（利用

者）も参画してモニタリングを実施してい

る。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備の

改造などにより、発生するデータの特性が変化す

る可能性があることに注意しましたか？

ー

メンテンナンスにより発生するデータの特性が変

化する可能性があるため、メンテナンスの前後で

プラントオーナー側の保全員が出力の傾向を確認

し、品質劣化の有無を判断する。

計画に基づいて判断する。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリン

グの仕組みを検討しましたか？
ー

モニタリング・データの蓄積の仕組みを構築し

た。

計画に基づいてモニタリング・データの蓄

積を実施している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータの

特性が変化する可能性が高いため、モデルの再学

習・再精度検証が必要となることを確認しました

か？

ー
製品の成分値が変化するとモデルの再学習が必要

となることを確認した。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が変

化した場合、モデルの再学習・再精度検証が必要

となることを確認しましたか？

ー
設備の周辺状況や運転手順などが変化するとモデ

ルの再学習が必要となることを確認した。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検証

を行うことを検討しましたか？
ー 運用時に定期的に精度検証を行う。

実際にモニタリングして精度が著しく低下

していないか判断しており、現在のところ

再学習が必要な状況になっていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、これ

に応じて精度検証、学習モデルのチューニングの

頻度を設計しましたか？

ー

減肉の進行が早くなった場合、実測値との誤差で

モデルのチューニングが必要かプラントオーナー

側で判断することとした。

実測値との誤差をモニタリングしており、

現在のところチューニングの必要は生じて

いない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修繕

した場合は、その都度精度検証、学習モデルの

チューニングが必要となることを確認しました

か？

ー
大規模修繕があるとモデルの再学習が必要となる

ことを確認した。

現在のところ大規模修繕は実施されていな

い。必要が生じた場合に再学習を行う計画

としている。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度等

を確認しましたか？

	既存手法による交換要否判断や、実際の交換時の配管の状態等を

踏まえ、実際の正解度や見落としの有無を検証する。
肉厚の実測値を元に検証した。 実測値との比較検証を継続して実施する。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル構

築時の前提や教師データ類を整理しておき、運用

開始後の変更管理を準備しましたか？

	本ケースは特に精度の維持の重要性が高いため、モデル構築時の

前提、教師データ類を整理しておき、運用開始後の変更管理におい

て都度確認する。

解析記録書（開発・運用のログやユーザー・ベン

ダー間の議論・合意事項等の記録）やデータの管

理を行っている。運用後はこれを変更していき変

更管理を実施する。

必要が生じた場合、解析記録書を更新して

変更管理を実施している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定す

ることを検討しましたか？
ー

該当しない。

出力を保全員が確認して最終判断するため。

該当しない。

出力を保全員が確認して最終判断するた

め。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想定

範囲や、設備の条件設定等）を確認しましたか？
ー

運転条件の変更等があれば、再学習の必要がある

ことは確認した。

必要が生じた場合に再学習を行う計画とし

ている。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・実運用でしか収集できないデータを記録する仕

組みを構築していますか？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ましたか？

ー
実運用時のプロセスデータや新規の実測データを

蓄積する仕組みを構築した。

実運用データのモニタリング・蓄積を実施

している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認し、

その背景を解析していますか？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ますか？

システム維持を想定できていますか？

ー

実運用時のプロセスデータや新規の実測データに

ついても、開発時と同様に可視化を行い偏りを確

認することとした。

実運用データのモニタリングにおいて偏り

を確認している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

14 1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

1．配管の肉厚予測　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区間

を外れているかを監視するなど、入力データの質

をパトロールしていますか？

ー
アウトプットが異常な場合、要因タグのデータを

監視できるようになっている。
必要な場合に監視を行う計画としている。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？性

能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判断

する設計になっていますか？

ー

性能の劣化はプラントオーナー側の人間が判断す

る。保全員が出力の傾向を確認して運用するた

め、性能の劣化も確認できる。

運用の中で保全員が性能を確認している。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え た

際でも検証ができるように、検証の方法を決めて

いますか？

ー
実運用データを蓄積し、再学習時の検証を行える

ようにしている。

実運用データのモニタリング・蓄積を実施

している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する劣化

は許容可能となっていますか？

ー 再学習時もテストにより必要な性能を確保する。
必要が生じた場合に再学習を行う計画とし

ている。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施する

際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容範囲

であることを十分検査できますか？

ー
該当しない。

自動更新は想定していないため。

該当しない。

自動更新は想定していないため。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、性

能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学習用

データとは別の⺟集団から得られた運用時の入力

データ、入力データの外れ値など）の混入を防ぐ

ことができますか？もしくは、学習前に不適切な

データを排除する機構がありますか？

ー

不適切な入力データを検知・排除する機構は実装

していないが、入力データはDCSのデータのみで

あり、これを保全員が見て判断する運用とするこ

とで、運用上十分な品質を確保できる。

不適切な入力データを検知・排除する機構

は実装していないが、入力データはDCSの

データのみであり、これを保全員が見て判

断する運用とすることで、運用上十分な品

質を確保できる。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについて、

異常な動作に繋がるような異常または不適切な

データ（学習時の学習用データとは別の⺟集団か

ら得られた運用時の入力データ、入力データの外

れ値など）を排除できる仕組みがありますか？

ー

不適切な入力データを検知・排除する機構は実装

していないが、入力データはDCSのデータのみで

あり、これを保全員が見て判断する運用とするこ

とで、運用上十分な品質を確保できる。

不適切な入力データを検知・排除する機構

は実装していないが、入力データはDCSの

データのみであり、これを保全員が見て判

断する運用とすることで、運用上十分な品

質を確保できる。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー 再学習したモデルは手動で配信する。 再学習したモデルは手動で配信する。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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り

ますか？

ー
バージョン管理により、ロールバック可能な仕組

みとしている。

必要が生じた場合にロールバックを行う計

画としている。現在のところ、必要は生じ

ていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

15 1サブ



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

・配管梁接触部の腐食の判定を検査者が目

視で行っており、結果の精度は検査者の技量

に依存している

・点検箇所が多いため、網羅的な点検が難し

い

20XX/XX/XX
課題設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

・安定した結果が得られる腐食判定を実現する

ことで、腐食箇所の見落としを防ぐ

・点検作業を効率化することで、網羅的な検査

を実現する

20XX/XX/XX

目的設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。

システムの目的について〇〇から報告を受

け、問題ないことを確認した。

20XX/XX/XX

配管梁接触部の腐食の度合いを自動で判定

する

システムの機能要件設定の議論に参画し、

問題ないことを確認した。

異なる撮影条件の画像においても、適切な腐

食度合いを判定し、詳細点検が必要な箇所を

見落とさない。

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見を

提示し、検討に反映されていることを確認し

た。

20XX/XX/XX

詳細点検不要な箇所を要点検と判定しない 20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見を

提示し、検討に反映されていることを確認し

た。

20XX/XX/XX

異なる撮影条件の画像をインプットとした腐食

の判定において、A/B/Cの三水準の判定が変

わり、A/BをCと判定する誤判定率を限りなく小

さくする

A：要対応、B：経過観察、C：問

題なし。AとBが腐食ありに該当
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見を

提示し、検討に反映されていることを確認し

た。

20XX/XX/XX

腐食の度合をA/B/Cの三水準で判定した場

合に，CをA/Bとする誤判定を一定以内にする
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見を

提示し、検討に反映されていることを確認し

た。

20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX
本システムには、AIの出力を補正する機能

は含まれないことを確認した。
20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX

本システムと独立の安全関連系はないことを

確認した。従来の腐食管理は、人による巡

視で行っている。

20XX/XX/XX

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

現時点では、従来の腐食管理（巡

視等）の変更に至らないため、環境

安全担当によるレビューは実施してい

ない。将来的に運用を変更する場合

は、環境安全担当のレビューが必要。

現場の管理担当

環境安全担当

三菱ケミカル　〇〇部

〇〇グループ（現場

の管理担当）

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用

システムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、イン

ターロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。

機械学習利用システムから独立した安全関連系

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習

要素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立し

た安全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（プラントシステム

担当）

ⅲ

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に

考えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の

出力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（プラントシステム

担当）

NEC　〇〇事業部

（プラントシステム

担当）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当

三菱ケミカル　〇〇部

〇〇グループ（現場

の管理担当）

現場担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成

した「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（プラントシステム

担当）

NEC　〇〇事業部

（プラントシステム

担当）

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当

三菱ケミカル　〇〇部

〇〇グループ（事業

企画担当）

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

20XX/XX/XX

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイド

ライン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。

例えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮

される事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここ

まではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出

力の品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステッ

プ3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学

習要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の

品質要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それ

ぞれについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能

などは記載する必要はありません。
利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

実施結果

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械

学習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

三菱ケミカル　〇〇

部　〇〇グループ

（事業企画担

当）

現状の課題
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

実施結果

なし

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 ー

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅲ

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.1

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

中

best-effort

1

1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

リスク回避性 LvS1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

NEC　〇〇事業部

（機械学習設計・

開発担当）

内部品質 ※サブフォーマット参照
現場担当

プラントシステム担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部 〇〇

グループ（現場担

当）

三菱ケミカル　〇〇部

△△グループ（プラ

ントシステム担当）

開発の経過について報告を受け、問題ない

ことを確認した。
20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を

満たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

NEC　〇〇事業部

（機械学習品質

保証担当）

内部品質 ※サブフォーマット参照
現場担当

プラントシステム担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部 〇〇

グループ（現場担

当）

三菱ケミカル　〇〇部

△△グループ（プラ

ントシステム担当）

内部品質の各項目のうち、プラントオーナー

側が関与すべき内容について、認識が共有

されていることを確認した。

20XX/XX/XX

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります

（ガイドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベル

の確認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご

注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の

要求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困

難な場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設

計や運用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値

目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」

の要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はス

テップ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部

品質の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設

定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

NEC　〇〇事業部

（機械学習設計・

開発担当）

三菱ケミカル　〇〇部

〇〇グループ（現場

の管理担当）

本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

劣化の有無についての誤判定があっ

た場合は、検査効率の低下につなが

り、できる限り避けることが望ましいが、

必須要件ではない。このため、運用

上許容される範囲において、best-

effortで誤判定を少なくすることを目

指す。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

性能の水準（高/中/低）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

性能の水準（高/中/低）

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

SIL評価の必要性の有無

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

現時点では、配管の腐食の検知につ

いて本システムのみに頼ることはせず、

従来の腐食管理（巡視等）を並行

して実施する。この運用を前提として

AISLを設定した。

「影響の強度」について、上記の前提

に基づき、AIの誤判断による人的被

害や直接的経済被害は想定されな

いため、通常は強度基準Ⅳとなる。た

だし、将来的に腐食管理の機能を代

替することを想定して、現時点から安

全強度を１つ上げ、強度基準Ⅲとし

た。

「人間による回避可能性」は、従来の

腐食管理（巡視等）を並行して行

うことを考慮し、③とした。

なお、将来的には、C判定に対する保

全員による確認を行わず、A・Bと判

定された場合のみ確認を行うことも想

定。この場合、「影響の強度」「人間

による回避可能性」がともに変化し、

AISLは現状よりも高い設定となるた

め、再評価が必要。

20XX/XX/XX

ⅱ

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低）

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

現場の管理担当5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（プラントシステム

担当）

ⅲ

ⅱ
水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

実施結果

8

機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（プラントシステム

担当）

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外

部安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法

で信頼性を確認する必要があります。

20XX年XX月XX日

機械学習モデルの精度評価に対する報告会を

実施。

撮影画像のサイズ/輝度変更を行い，学習

データを拡張することでより広範囲な画像データ

に対応できるモデルの作成を実施し，問題ない

精度を達成できていることを確認した。

AB/Cの2分類については正解率97%を実

現。特にA→Cの誤判定については検証データ

を対象とした確認では0件の精度を得られた。

以上の結果をもって品質としては十分と判断し

た。

RAPID機械学習技術を用いた「配

管劣化検出の可能性検証」最終報

告書　ＮＥＣ様（XX/X/XX)

※現時点では、従来の腐食管理

（巡視等）の変更に至らないため、

環境安全担当によるレビューは実施

していない。将来的に運用を変更す

る場合は、環境安全担当のレビュー

が必要。

20XX/XX/XX
報告会に同席し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

C→ABの誤判定については〇〇％であり、運

用を想定した場合に十分な水準の精度である

ことを確認した。

20XX/XX/XX
報告会に同席し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用

システムであれば検収

- システム品質保証担当

三菱ケミカル　〇〇

部　　△△グループ

（システム品質保

証担当）

事業企画担当

現場担当

三菱ケミカル　〇〇部

〇〇グループ（事業

企画担当）

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

腐食度合いの判定において、詳細点検が必要

な箇所を見落としている例は現時点でなく、現

状の品質で問題ないと判断する。

※本欄の記載は、機械学習利用シ

ステムが運用に入った場合を仮定して

記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX

品質の達成水準について利用者の立場から

意見を提示し、検討に反映されていることを

確認した。

20XX/XX/XX

詳細点検不要な箇所を要点検と判定する例

の発生件数は運用上の許容水準にとどまってお

り、現状の品質で問題ないと判断する。

※本欄の記載は、機械学習利用シ

ステムが運用に入った場合を仮定して

記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX

品質の達成水準について利用者の立場から

意見を提示し、検討に反映されていることを

確認した。

20XX/XX/XX

20XX年XX月XX日

検証モデルを用いた機械学習モデルの動作確

認を実施。異なる撮影条件で撮影されたテスト

画像に対して判別の精度が十分（AB→C　の

誤判定が〇〇%）であることを確認、現状の

品質で問題ないと判断する。

※本欄の記載は、機械学習利用シ

ステムが運用に入った場合を仮定して

記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX

品質の達成水準について利用者の立場から

意見を提示し、検討に反映されていることを

確認した。

20XX/XX/XX

20XX年XX月XX日

テスト画像での確認において、C→ABの誤判

定は十分な水準に抑えられているため、現状の

品質で問題ないものと判断する。

※本欄の記載は、機械学習利用シ

ステムが運用に入った場合を仮定して

記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX

品質の達成水準について利用者の立場から

意見を提示し、検討に反映されていることを

確認した。

20XX/XX/XX

13
内部品質（運用時品質

の維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結

果も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当

NEC　〇〇部（機

械学習品質保証

担当）

内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当

NEC　〇〇事業部

（機械学習設計・

開発担当）

内部品質
現場担当

プラントシステム担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

三菱ケミカル　〇〇部

△△グループ（プラ

ントシステム担当）

開発の経過について報告を受け、問題ない

ことを確認した。
20XX/XX/XX

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の

構成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機

械学習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

三菱ケミカル　〇〇

部　〇〇グループ

（プラントシステム

担当）

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保す

る必要があります。

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステッ

プ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確

認した要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

12 外部品質の確認
運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏ま

え、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当

三菱ケミカル　〇〇

部　△△グループ

（システム品質保

証担当）

NEC　〇〇部（シ

ステム品質保証担

当）

現場担当

三菱ケミカル　□□事

業所　〇〇部　〇〇

グループ（現場担

当）

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認

します。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発

時に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につ

いて、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマッ

ト（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ス

テップ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

三菱ケミカル　〇〇

部　　△△グループ

（システム品質保

証担当）

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

環境安全担当

三菱ケミカル　□□部

〇〇グループ（シス

テム品質保証担当）

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施され

ますが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そ

のため、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質

を確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、

F値など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設

定経緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習

要素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

三菱ケミカル　〇〇

部　〇〇グループ

（システム品質保

証担当）

NEC　〇〇事業部

（システム品質保

証担当）

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について検

討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しました

か？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

配管腐食レベルをA/B/Cの3段階に分類する目視

検査の代替を目指している。当面は従来の目視に

よる腐食管理を並行して実施するが、将来的には

AIによるC判定（健全）があれば目視検査を行わ

ないという運用も想定される。このため、主要な

品質低下リスクとして、A/B（腐食あり）をC

（健全）と誤認することを設定する。

上記の品質が低下する原因についてオーナー・ベ

ンダー間でディスカッションを行い、以下の要素

を抽出した。

○屋外撮影のため、以下の要因が判定精度に悪影

響を及ぼす懸念がある

・日照条件の変化

・天候変化

○撮影機材の差や撮影画角が安定しないことによ

り、判定精度への悪影響が疑われる

・利用するデジカメの品種

・撮影画角の安定性

20XX年度 分析キックオフ議事録

屋外設備の定期検査が対象であり一刻を争

う緊急性は無く、雨天・夜間を対象とする

必要は無いことを確認した。

また、検証対象に撮影機材の観点を追加し

た。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発生

する原因」の検討結果に基づいたデータ設計を行

いましたか？

ー

上記（要求事項No1）の検討の結果、日照条件、

天候、デジカメの品種を属性として含む形でデー

タ設計を行った。

撮影画角の問題は、撮影者に撮影サンプル画像を

示し、一定の基準で撮影されるようにした。これ

により撮影画角が安定しないことによってデータ

が左右されないようにし、データセットの設計に

は反映しなかった

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影響

について、工学的に一定の網羅性を持つ分析を行

い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」として、

安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅性

を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析し、

機械学習要素への入力においてそのリスクに対応

する特徴となる属性について分析を行う。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもたら

す環境の特徴について、機械学習の容易さなどの

分析を行い記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき要

素について、過去の自己・他者の検討結果などの

文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る検討経

緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量とし

て捉えるべき要素」として、以下を検討しました

か？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検討

結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて検討

経緯を記録する。

ー ー

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクにつ

いては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析を

用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆しているか

分析するために、現場のプラントエンジニアによ

る要求分析を行いましたか？

ー

実際の点検作業を実施している部署による要求分

析を実施した。日照条件、天候、デジカメの品種

を属性として含む形でデータ設計を行った。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

	保温材が巻かれている配管を取り扱う場合は、配管そのものの劣

化ではなく、保温材の劣化が対象となる点に注意する。

配管の梁接触部の腐食判定に注力することとし

た。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みまし

たか？

ー

該当しない。

設備の状態の変化を検知・予測するAIではないた

め。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー
・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場合、

活用する上で必須かどうかを確認しましたか？
ー

該当しない。

工学的因果関係（腐食の原因）の説明は要求に含

まれないため。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確かめ

られるデータ量が確保できますか？
ー

腐食あり（A,B)/ 健全（C) の観点では検証に足

るデータ入手見込みを確認した。ただしAサンプ

ルについては十分な数が得られない懸念があり、

検証結果を見てA/B/C３分類かA+B/C 2分類とす

るか判断することとした。

20XX年度 第1回定例議事録

20XX年度 第2回定例議事録

第2回定例報告にて、2分類を重視する旨を

報告

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが提

供されていますか？もしくは生成、獲得すること

が可能になっていますか？

ー
画像データや腐食の判定結果の情報など、十分な

情報共有がなされた。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセット

の説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎる、も

しくは単純すぎることはありませんか？また、多

重共線性は考慮していますか？

ー

画像分類課題であるため説明変数・因果関係・多

重共線性という考え方ではないが、説明変数とし

て環境条件（時刻・天候・撮影機材）を適切に設

定し、一方困難が予想される条件（夜間、雨天）

は除くこととした。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に繋

がるような、または不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時の

入力データ、入力データの外れ値など）を検知

し、排除する機構の必要性について考慮しました

か？

ー

撮影者に撮影サンプル画像を示し、また一定の基

準で撮影されるようにした。

不適切なデータを検知する機能はないが、事業所

内で閉じたシステムであり、意図的な改ざんを含

め、不適切な画像データが入力される可能性は極

めて限定的と考えられる。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されていま

すか？

ー
AI適用プロセスについて報告書を作成し、他の適

用先にも活用できる形で整理と共有を行った。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー

撮影時間は朝・昼・夕を対象とする。夜間は除

く。天候については晴天・曇天（雨天を除く）と

した。季節要因はコントロールが困難であり設定

しなかった。

また将来撮影機材を交換した時を想定し、複数品

種のデジカメを利用して撮影し、品種毎に精度差

が無いか評価することとした。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その組

み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

撮影時間・天候とカメラ種別の組み合わせによる

評価を実施した。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に対

する属性を抽出し、大きなリスクの要因との組み

合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出しま

したか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは日照、天気、季節、時間帯などを指

す。

	画像のブレに対処するためモデルにより吸収することも考えられ

るが、システムの複雑化・不確定要素の増加を招く可能性を把握す

る。

環境要因（日照、天候）は上記（要求事項

No21）のケースに含まれている。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、原

則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属性

値」と、「その属性値の属する属性以外の全ての

属性について、属性に含まれる属性値を１つずつ

個別に選択したもの」の組み合わせのケースを含

むこと。

ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせの

集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要な

場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に基準

を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確認

を行いましたか？

ー

データの属性の妥当性については点検作業を実施

している部署のエンジニアにて実施した。リスク

要因に関わる撮影時間や天候等の条件について

ケース確認を行った。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの範

囲や取得容易性が変わることを検討しましたか？

	配管によって塗装や防錆塗装あるいは配管そのものの地肌の色が

異なっているので、それらの違いを加味して精度を確保する。

	配管上に積雪があるケース等、画像により直接配管外面を確認す

ることができない場合があることを把握する。

各種配管(塗装、配管径等)を網羅して画像データ

を取得することとした。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルール

の整備を行いましたか？

	撮影方法のルール・留意点の整備によりデータの品質を一定レベ

ルとすることについて検討する。

撮影者に撮影サンプル画像を示し、一定の基準で

撮影されるようにした。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場合、

システムの複雑化・不確定要素の増加を招く可能

性を検討しましたか？

	画像のブレに対処するためモデルにより吸収することも考えられ

るが、システムの複雑化・不確定要素の増加を招く可能性を把握す

る。

上記（要求事項No29）の方法で、画像の基準は

統一するようにしている。それでも生じてしまう

撮影機材・撮影条件の差については、モデルで吸

収して問題ないことを、テスト評価を通して確認

する。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分な

ど）のデータを学習するAIの場合は、製品の特性

の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検討し

ましたか？

※製品の特性（種類、成分など）のデータを活用しない場合、本

ユースケースには該当しない。

該当しない。

プロセスデータを活用したAIではなく、製品特性

は腐食の判定に影響しないため。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境要

因の変化がシミュレータで考慮されているか確認

しましたか？

ー
該当しない。

シミュレータを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後は

傾向が変わる可能性があることを検討しました

か？

ー
該当しない。

運転データを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討し、

応用の状況に対して偏りがないことを期待できる

ようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出し

ましたか？
ー

検証対象として以下を設定

・〇〇工場を対象

・天候は雨天を除く

・撮影時間は日中とする

撮影時間のコントロールは難しいため、

撮影画像に対して色変換を行うことで撮影時間変

化のデータ補強（Data Augumentation）を実施

する

20XX年度 分析中間報告資料

※色変換の効果は次回報告で確認する
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する枠

組みである場合、テスト用データとして異常デー

タの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー

腐食あり(A/B判定)サンプルの不足が予想された

ため、上の条件（要求事項No18）に関わらず腐

食ありの画像を収集して補強することとした。

一次検証から、AB→Cの誤判定を確認。

A/Bサンプルに対しCサンプルが過多であること

が疑われ、Cサンプルの見直しを依頼。「確実に

C」と言えるサンプルの選別を行うこととした。

20XX年度 分析中間報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー

上記（要求事項No34,35）の内容に基づき、天

候・撮影時間の条件、腐食ありサンプルの不足可

能性の検討について、報告書に記録を行った。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデーショ

ンフェーズなどで確認すること。

ー ー

訓練データとテストデータの配分を検討し、訓練

データ：テストデータ比を9:1に設定した。画像

収集にあたり訓練・テストデータのAサンプルの

不足が予想され、次項（要求事項No38）の通り

対応した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得できな

い場合には、網羅基準を見直して緩めた上で、当

初の基準に照らして個別にシステム結合テストな

どで確認すべきことを記録しておくこと。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、その

範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検討し

ましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が低

くなることを認識しておく。

予想されたAサンプルの不足に対して、撮影条件

を網羅することが難しいため、（要求事項

No34）に関わらず腐食ありの画像を収集し、か

つ撮影画像に対して色変換による補正によって

データ補強（Data Augumentation）を行った。

最終的にA/B/Cの3分類からA+B/C 2分類とする

ことで、A+B合わせての腐食ありデータ数を確

保した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握す

ること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていないこ

とを確認すること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性につ

いて、取得方法以外の何らかの積極的な確認を行

うこと。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれない

属性がある場合、その属性に関する分布を抽出し

て、著しい偏りがないことを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケース

組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間相関

がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない属

性の分布について、あらかじめ想定される分布を

検討し、相違について分析を行い記録すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現場

のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー

学習/検証に使用する画像データは点検作業を実

施している部署にて準備し、適切な画像データが

取得できていることを確認した。

20XX年度 分析中間報告議事録 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

該当しない。

定常／非定常は画像による腐食の判定に影響しな

いため。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、幅

広い稼働状態のデータをカバーする必要があるこ

とを検討しましたか？

ー
該当しない。

運転データを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合は、

シミュレータの妥当性を十分検討しましたか？
ー

該当しない。

シミュレーションは活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを考

慮したデータセットになっていますか？
ー

雨天時のデータは除いて学習・検証のデータセッ

トを構築している。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバーで

きていますか？

	周囲の環境（日照、時刻など）やドローン撮影での画像のブレな

ど、入力画像が不鮮明になる場合の対応を検討する。

	環境要因の各属性のデータの範囲がカバーできているか注意す

る。

撮影条件（腐食度合い、時刻等）は撮影画像に対

して色変換による補正によってデータ補強も行う

ことで一通りカバーされているが、特にAサンプ

ルについて機械学習に足るデータ数ではない懸念

が残った。

最終的にA/B/Cの3分類からA+B/C 2分類とする

ことで、A+B合わせてのデータ数を確保した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時のも

のであることの確認は、その判断が適切に行える

専門性を持った要員が行いましたか？

ー

学習/検証に使用する画像データは点検作業を実

施している部署にて準備し、専門家による目視確

認を行った。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？

※人間の操作や手順に係るデータを活用しない場合、本ユースケー

スには該当しない。

該当しない。

人間の操作や手順等を学習しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割合、

平均・分散・共分散など）を確認しましたか？
ー

該当しない。

画像データであり、基本統計量の定義が難しいた

め。

20XX/XX/XX

22 2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、その

管理の方策（アノテーションの履歴の記録等）を

検討しましたか？

ー

目視での判断基準を確認した。

判断が難しい、非典型ケースは訓練データから除

外した。

20XX年度 分析中間報告議事録 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領域

について、特にテスト用データセットの品質（外

れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこと・ラ

ベルを付した人が明確であること、取得日時や場

所・来歴が明確であること等）を重点的に確認し

ましたか？

ー

学習・検証・テストに使用する画像データについ

て、A/B/Cそれぞれのラベリングが適切にされて

いることを、点検作業を実施している部署にて確

認した。

20XX年度 分析中間報告議事録 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作り

不足するデータを増やすこと）をルールベースプ

ログラミングで行う場合、その妥当性を十分に検

討しましたか？

ー
データ補強について、有効と考えられる手段を検

討した。左右反転と色変換を採用した。
20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、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評価しましたか？

ー

画像データの輝度等を変化させ、データ補強の有

無による精度評価を実施し、精度向上につながる

ことを確認した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討し、

応用の状況に対して偏りがないことを期待できる

ようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取得

方法に注意しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分に

存在することを、訓練フェーズやバリデーション

フェーズなどで確認すること。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得できな

い場合には、網羅基準を見直して緩めた上で、当

初の基準に照らして個別にシステム結合テストな

どで確認すべきことを記録しておくこと。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、その

範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検討し

ましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が低

くなることを認識しておく。
（略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確率

の想定を把握すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていないこ

とを確認すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性につ

いて、取得方法以外の何らかの積極的な確認を行

うこと。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれない

属性がある場合、その属性に関する分布を抽出し

て、著しい偏りがないことを確認すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象の

全集合に対して比較する。）
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出現

確率を比較して、レアケースのデータが訓練に不

足する場合には、レアケースの学習を重点化する

ことを検討すること。但し、特にLvE2が要求さ

れる場合には、重点化に伴い他のケースの学習が

弱化することの、製品全体の品質への影響につい

て必ず検討を行うこと。

ー ー

腐食あり(A/B判定)サンプルの不足が予想された

ため、上の条件（要求事項No18）に関わらず腐

食ありの画像を収集して補強することとした。

一次検証から、AB→Cの誤判定を確認。

A/Bサンプルに対しCサンプルが過多であること

が疑われ、Cサンプルの見直しを依頼。「確実に

C」と言えるサンプルの選別を行うこととした。

20XX年度 分析中間報告資料 20XX/XX/XX

23 2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応する

ケースにおいて十分なデータ量が存在することを

明示的に確認すること。

ー ー

撮影条件（腐食度合い、時刻等）は撮影画像に対

して色変換による補正によってデータ補強も行う

ことで一通りカバーされているが、特にAサンプ

ルについて機械学習に足るデータ数ではない懸念

が残った。検証においてもA/B間の分離は十分で

ないことが示された。

最終的にA/B/Cの3分類からA+B/C 2分類とする

ことでA+B合わせてのデータ数を確保し、

A+B/C間の分離は可能であることを確認した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前に

見積もり設計すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがない

か、現場のプラントエンジニアが確認しました

か？

ー
学習/検証に使用する画像データは点検作業を実

施している部署にて準備した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の頻

度を含むデータ特性が変化する可能性があること

を検討しましたか？

ー
該当しない。

運転データを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さにな

る可能性があるため、プラントの運転データとの

紐づけに注意しましたか？

ー
該当しない。

運転データを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得できて

いることを確認しましたか？

	1 要求分析の十分性～3データセットの被覆性で検討した属性のカ

バーすべきデータの各範囲のデータ量が十分であることに注意す

る。

撮影条件（腐食度合い、時刻等）は撮影画像に対

して色変換による補正によってデータ補強も行う

ことで一通りカバーされているが、特にAサンプ

ルについて機械学習に足るデータ数が得られない

懸念が残った。検証においてもA/B間の分離は十

分でないことが示された。

最終的にA/B/Cの3分類からA+B/C 2分類とする

ことでA+B合わせてのデータ数を確保し、

A+B/C間の分離は可能であることを確認した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情報

バイアス、交絡の問題・リスクを評価しました

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

いて行いましたか？

ー

A/B/Cの正解データ付与は目視判断に依るため、

一定の誤りがあると考えられたが、点検作業を実

施している部署にヒアリングしたところ、本学習

で利用している正解データは熟練者の判断であ

り、C（健全）かそうでないかについては十分に

信頼できると確認した。

また、あくまで目視判断の代替を目指す画像判定

であり、判定結果は目視判断と一致すれば良いと

確認した。

20XX/X/XX 中間報告議事録 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆性」

を満たす抽出プロセスを通じて用意すること。

ー ー

過去の経験から、訓練データ：テストデータ比を

9:1に設定し、データの被覆性を満たしつつ、偏

りが無いように乱択で選択した。

20XX年度 分析中間報告資料

20XX年度 分析中間報告議事録
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値の

除去方法について検討し実施・記録すること。
ー ー

ラベル誤りについては点検作業を実施している部

署に確認を依頼した。

検証の過程でCサンプル過多、非典型例の混入が

懸念されたため、Cサンプルの見直しを依頼。

「確実にC」と言えるサンプルの選別を行った。

20XX年度 分析中間報告資料

20XX年度 分析中間報告議事録
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取扱

いとする。ただし、データの分布の取り方につい

ては違う方法を採用して良い。

ー ー

訓練用データセットについて、「３データセット

の被覆性」で検討・記録した手法でデータを確保

し、学習を行った。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する場

合（false negative/false positiveで扱いを変える

場合を含む）については、その判定基準を合理的

に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、誤

判断の許容水準について検討しましたか？
ー

リスク回避性の要求事項の観点から、AB→C誤判

定、特にA→ Cの誤判定を可能な限り小さくする

ことを目指してモデル構築を行った。逆にパ

フォーマンスの要求事項の観点から、C→ABの誤

判定は一定水準は許容した。誤判定の許容水準

は、プラントオーナー・ベンダーで議論して、

AB→Cを〇〇%、C→ABを〇〇%と決定した。

20XX年度 分析キックオフ議事録 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比較

手段を定めておくこと。対照テストの結果による

場合には、その合格基準を予め定めておくこと。

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
該当しない。

公平性は要求されないため。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につい

て、何らかの追加的な確認手段を検討すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基準

を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ変

形などでの機械的な増量テストを同時に行うこ

と。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロンの

発火状況その他の内部的な情報の分析の適用を検

討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で排除す

ること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械学

習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反映

し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先（プ

ラント事業者・エンジニアリング会社など）と合

意しましたか？

ー

誤判定の許容水準は、プラントオーナー・ベン

ダーで議論して、AB→Cを〇〇%、C→ABを〇

〇%と決定した。

20XX年度 分析キックオフ議事録 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品質

をテストで確認しましたか？
ー

該当しない。

強化学習は使用しないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考慮し

ましたか？

ー
今回の適用は画像分類であり、正解値はラベルで

ある。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用データ

とテスト用データ、バリデーション用データを独

立して分離・管理していますか？再学習、追加学

習時時にも同様の管理を行っていますか？

ー
訓練データとテストデータに重複はなく、分離し

て管理している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に収

束していますか？適合率、再現率、F 値は目標に

達していますか？

ー

十分な収束を確認した。

精度目標は、現状の運用を踏まえて十分な水準を

プラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー

学習エポック毎にエラー率を確認し、収束を確認

している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確に

なっていますか？ユーザー・ベンダー間でアルゴ

リズムの選択根拠を説明・合意できていますか？

ー

画像分類という課題設定において、これまでに十

分な実績があるAIアルゴリズム(CNN)を選択し

た。本アルゴリズムは画像分類分野でベンチマー

クを通じて高い評価を得ているものである。

学習におけるハイパーパラメータには経験上有効

なパラメータを利用した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイズ

削減の必要はあるか確認しましたか？その際に、

性能の劣化はどこまで許されるのか検討しました

か？

ー
判定精度が重要であり、サイズ削減の要件は無

い。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102 安定性向上のために適用した技術を記録すること ー ー 以下の対応について記録した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推奨

される。

ー ー

交差検証によるサンプル抽出時の偏りが無いこと

の確認を実施。網羅性を考慮したテストデータへ

の評価を実施し、十分な精度を確認した。

20XX年度 分析最終報告資料

※サンプル抽出の偏りが無いことの確認を

趣旨として実施した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録するこ

と
ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する技

術の適用が推奨される。敵対的データを生成して

安定性を評価する技術、敵対的データの攻撃を受

けにくくする訓練技術、敵対的データの動的検知

技術等がある。これらの技術を適用することは容

易ではないが、現在、そのための実用的な開発・

評価するための環境整備が進められている。

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安定

性をもつことを保証することが求められる。例え

ば、近傍には敵対的データが存在しないことを保

証する技術等がある。これらの技術はまだ研究段

階であるが、将来的にはレベル３での適用が期待

される技術である。

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確実

性が高いため、学習データセット近傍のデータに

対する安定性に注意が必要であることを検討しま

したか？

ー

撮影時間・天候・撮影機材の違いによる影響は検

証し、問題ないことを確認した。

敵対的データへの検討までは実施していないが、

事業所内で閉じたシステムであり、意図的に改ざ

んされた画像データが入力される可能性は極めて

限定的と考えられる。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生する

データが学習データセット近傍のものが多くなる

ため、安定性に注意が必要であることを検討しま

したか？

※製品の特性（種類、成分など）のデータを活用しない場合、本

ユースケースには該当しない。

該当しない。

運転データを活用しないため。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・整

合が取れていますか？
ー

検証に当たり、時刻・天候に関わらず判定が可能

なこと、撮影機材の差で精度差が出ないことを確

認することした。

20XX年度 分析キックオフ議事録 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？学

習後の AI 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ませんか？

ー

検証の結果、時刻・天候による判定精度の悪化は

認められなかった。

撮影機材による精度差も検証し、明らかな偏りが

無いことを確認した。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？交

差検証を利用する際、利用する学習用データセッ

トのバリエーションを確保していますか？

ー

時刻・天候について検証に必要なバリエーション

をを確保し、精度を確認した。

機材毎のバリエーションを確保するのは難しかっ

たため、機材毎の判定精度を集計し、明らかな偏

りが無いことを確認することで汎化性能を確認し

た。

20XX年度 分析最終報告資料 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定と

それの与える影響解析を行っていますか？ノイズ

候補により、AI モデルの性能が著しく劣化する

ことはありませんか？

ー
夜間・雨天等、明らかに判定が難しい条件はあら

かじめ洗い出し、分析対象から除外した。

20XX年度 分析キックオフ議事録

左記以外のノイズ候補の洗い出しは実施し

ていないが、当面、AIの出力と従来の腐食

管理を並行で実施するため、ノイズ候補に

よりAIが誤判断したとしても、人的被害や

直接的経済被害は想定されない。将来的に

従来の腐食管理を代替して運用する場合

は、当該項目について検討が必要。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる実

績を持つソフトウェア等を選定し、その選定経緯

を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認し、

その選定経緯を記録しましたか？
ー

開発・実装に利用するソフトウェアについて、こ

れまでプラント等安全クリティカルな分野でのシ

ステム開発で使用実績のあるソフトウェアを選定

し、また記録した。

20XY年度 システム開発プロジェクトキッ

クオフ資料、及び議事録
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発見

等を運用期間中モニタリングし、必要に応じて修

正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタリ

ングや修正は可能ですか？
ー

選定したソフトウェアについて、アップデートの

必要性等をモニタリングした。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、実

用段階で用いる環境の相違について、その影響な

どをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー
実装を想定した環境でも動作が問題ないことを試

験で確認するとした。

20XY年度 システム開発プロジェクトキッ

クオフ資料、及び議事録
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等に

よりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等で

信頼性を自己評価しましたか？
ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性の

維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が整っ

ていますか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した環

境でバリデーション・テストを行うこと。また

は、テスト済み学習モデルと実用環境での学習モ

デルの動作の一致性について、何らかの検証を行

う事。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）の

ソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞いに

基づくテスト（または形式検証など）を必ず行う

こと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の確

認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量を

適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー

計算量の見積もりを実施し、一般的なPCで実現

できる範囲であることを確認した。

そのうえでAI判定には独立したサーバを用意し、

外乱の影響がないように実装した。

20XX年度 要件定義書 20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリに

対する単体テストまたは外部ライブラリを含むシ

ステムテストを実施していますか？

ー

外部ライブラリについての単体テストは実施して

いないが、外部ライブラリを含む結合テストにお

いて動作に異常がないか確認を行った。

20XY年度 【単体テスト仕様書】検査実績

資料
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に対

する責任範囲は明確になっていますか？
ー

AI判定を実施するコアライブラリはベンダにより

標準製品として保守されている。

一部OSSの活用もあるが、OSSに関しては不具合

の責任は実施主体にあると定めている。

20XY年度 システム開発プロジェクトキッ

クオフ資料、及び議事録
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用し

ていますか？ソフトウェア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

決めていますか？

ー

サポートが継続しているOS・OSSを採用して開

発を行っている。保守運用の中で定期的にライブ

ラリの更新を確認し、もしサポートが終了した時

には代替サービスの検討を行うことを実施計画に

定めている。

20XX年度 要件定義書 20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー

セキュリティアップデートを含めて、保守運用の

中で定期的にライブラリの更新を確認することを

実施計画に定めている。

20XX年度 要件定義書 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失わ

れたときの対応について、あらかじめ検討してお

くこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽出

しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー
精度監視・再学習・検証の必要性について議論

し、実施計画を策定した。
実施計画に基づき、〇〇〇を実施した。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外の

品質の低下がもたらす影響についてあらかじめ検

討しておき、必要な場合には動作範囲の限定など

のシステム的な対応を取ること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの追加学習は行わないため。

該当しない。

オンラインでの追加学習は行わないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項に

準じた品質管理を行う事。
ー ー

追加学習はオフラインを想定。１～７項に準じた

品質管理を行う。

追加学習の際は１～７項に準じた対応を行

い、記録を残している。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システムの

品質について、動作結果との対照などから品質劣

化・誤判断のモニタリングを行うこと。モニタリ

ングにおいては、プライバシーなど製品品質以外

の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要因」

を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加学

習結果を何らかの方法で定常的にモニタリングす

ること。モニタリングの結果で性能要求からの逸

脱が判明した場合には、直ちに対処を行うことが

できること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品開

発段階で用いたテスト用データセットでの「性能

劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品質が失わ

れていないことを確認すること。必要な場合に

は、製品開発段階と同等の手法でテスト用データ

セットの更新を行うこと。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加学

習結果をシステムに反映する前に、製品内部で一

定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定外の品

質劣化が無視できない場合には更新を中止する仕

組みとすること。また、オフラインでの更新・修

正手段を必ず確保すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での収

集データと、システム初期構築時のテスト用デー

タセット、および同じ手法で定期的に更新するテ

スト用データセットを用いて品質を管理するこ

と。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデルの

再学習・再精度検証ができる体制を構築しました

か？

ー

実施計画において重点監視箇所を設け、該当箇所

に対する判定精度検証を行うこととした。精度低

下が懸念される場合には再学習を行うように、実

施計画を策定した。

実施計画に基づいて精度検証を行ってい

る。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

定期検査を実施する毎に、重点監視箇所の

目視検査結果との比較を行うとした。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどうか、

現場のプラントエンジニアに確認を行いました

か？

ー

精度監視・再学習・検証の必要性についての議論

は、現場のプラントエンジニア同席の上で実施し

た。

実施計画に基づく対応には現場のプラント

エンジニアも参画している。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備の

改造などにより、発生するデータの特性が変化す

る可能性があることに注意しましたか？

ー
該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

運転データを利用しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリン

グの仕組みを検討しましたか？
ー

該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

運転データを利用しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータの

特性が変化する可能性が高いため、モデルの再学

習・再精度検証が必要となることを確認しました

か？

※製品の特性（種類、成分など）のデータを活用しない場合、本

ユースケースには該当しない。

該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

運転データを利用しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が変

化した場合、モデルの再学習・再精度検証が必要

となることを確認しましたか？

ー
該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

運転データを利用しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検証

を行うことを検討しましたか？

	運用段階で撮影した画像での精度検証を行う。「目視点検要」と

判定され実際に目視点検を実施した結果を記録し、これと対照し

て、判定精度が低い場合は、判定に用いた入力画像やモデルを重点

的にチェックする。

実施計画において重点監視箇所を設け、該当箇所

に対する判定精度検証を行うこととした。精度低

下が懸念される場合には再学習を行うように、実

施計画を策定した。

実施計画に基づいて精度検証を行ってい

る。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

定期検査を実施する毎に、重点監視箇所の

目視検査結果との比較を行うとした。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、これ

に応じて精度検証、学習モデルのチューニングの

頻度を設計しましたか？

ー
該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないた

め。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修繕

した場合は、その都度精度検証、学習モデルの

チューニングが必要となることを確認しました

か？

ー
該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないため。

該当しない。

画像による腐食の判定には影響しないた

め。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度等

を確認しましたか？

ー
目視確認との比較検証は機械学習の過程で実施し

ている。

実施計画に基づいて、開発時と同水準の性

能目標で、精度検証を行っている。

20XX年度 分析最終報告資料

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル構

築時の前提や教師データ類を整理しておき、運用

開始後の変更管理を準備しましたか？

ー
運用開始後の精度監視・変更管理について実施計

画に記載した。

実施計画に基ついて変更管理を行ってい

る。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定す

ることを検討しましたか？
ー

該当しない。

出力の限定を要しないため。

該当しない。

出力の限定を要しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想定

範囲や、設備の条件設定等）を確認しましたか？
ー

該当しない。

出力の限定や特別な条件を要しないため。

該当しない。

出力の限定や特別な条件を要しないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・実運用でしか収集できないデータを記録する仕

組みを構築していますか？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ましたか？

ー

本システムにおいてはデータを継続して収集する

ことを主目的としており、帳票に記録するシステ

ムを合わせて構築している。

データを帳票に記録するシステムを構築

し、収集を継続する。

20XX年度 分析最終報告資料

20XX年度 要件定義書

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認し、

その背景を解析していますか？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ますか？

システム維持を想定できていますか？

ー

画像判定であり外れ値・欠損値への対応とは異な

るが、実施計画において重点監視箇所を設け、該

当箇所に対する判定精度検証を行うこととした。

精度低下が懸念される場合には再学習を行うよう

に、実施計画を策定した。

実施計画に基づいて精度検証を行ってい

る。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区間

を外れているかを監視するなど、入力データの質

をパトロールしていますか？

ー

追加学習はオフラインを想定している。定期的な

パトロールではないが、１～７項に準じた入力

データの管理を行って実施する。

撮影者に撮影サンプル画像を示し、また一

定の基準で撮影されるようにした。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の画像診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

2．配管の画像診断　三菱ケミカル株式会社・日本電気株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？性

能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判断

する設計になっていますか？

ー

撮影条件・撮影機材について、性能に影響を与え

る要因抽出をした上で、余裕を持った性能目標

（AB→Cで〇〇％以下）を設定した。実施計画に

おいて重点監視箇所を設け、該当箇所に対する判

定精度検証を行うこととした。精度低下が懸念さ

れる場合には再学習を行うように、実施計画を策

定した。また撮影機材変更の影響によるばらつき

を、人が確認するプロセスを設けた。

実施計画に基づいて精度検証を行ってい

る。開発時と同水準で性能目標を設定し、

人間が評価を行う。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決め

ていますか？

ー

精度検証の方法として標準検証群の検証と目視判

定結果との比較検証を実施するように実施計画を

策定した。

目視判定との比較検証により、学習するべきデー

タのバリエーションが増えたと判断した時には標

準検証群へのデータ追加を行うことで対応する。

実施計画に基づいて目視判定結果との比較

検証を行っている。学習データのバリエー

ションが増えたと判断した時には標準検証

群へのデータ追加も実施している。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する劣化

は許容可能となっていますか？

ー

再学習時にも、開発時と同水準の性能目標（AB

→Cで〇〇％以下）を設定している。

再学習は手動で実施され、精度確認後に学習結果

を展開する。自動で再学習が行われることによる

精度低下は想定していない。

実施計画に基づいて精度検証を行ってお

り、許容範囲を超える性能の劣化は見られ

ないことを確認している。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー
該当しない。

自動更新は想定していないため。

該当しない。

自動更新は想定していないため。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、性

能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学習用

データとは別の⺟集団から得られた運用時の入力

データ、入力データの外れ値など）の混入を防ぐ

ことができますか？もしくは、学習前に不適切な

データを排除する機構がありますか？

ー

精度向上に寄与しないデータは学習には利用しな

い。ただ画像分類においては寄与しないかどうか

を「学習前に」判断するのは難しく、学習・検証

を繰り返して「精度向上に寄与しないデータ」は

排除することで対応する。

再学習の際に、フィードバックデータによ

り精度向上が得られるかどうかを検証し、

精度向上に寄与するデータのみを学習デー

タとして採用している。不適切なデータを

学習前に検知・排除する機能はないが、精

度検証により排除している。

20XX年度 分析最終報告資料 付録A

※改ざんされたデータへ特化した対応検討

は行っていないが、精度検証を通じて排除

される。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについて、

異常な動作に繋がるような異常または不適切な

データ（学習時の学習用データとは別の⺟集団か

ら得られた運用時の入力データ、入力データの外

れ値など）を排除できる仕組みがありますか？

ー

撮影者に撮影サンプル画像を示し、また一定の基

準で撮影されるようにした。

不適切なデータを検知する機能はないが、事業所

内で閉じたシステムであり、意図的な改ざんを含

め、不適切な画像データが入力される可能性は極

めて限定的と考えられる。

撮影者に撮影サンプル画像を示し、また一

定の基準で撮影されるようにした。

不適切なデータを検知する機能はないが、

事業所内で閉じたシステムであり、意図的

な改ざんを含め、不適切な画像データが入

力される可能性は極めて限定的と考えられ

る。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー 再学習したモデルは手動で配信する。 再学習したモデルは手動で配信する。

20XX年度 要件定義書

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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り

ますか？

ー

AIモデルのロールバックは、コアライブラリの標

準機能で容易に実施可能となっている。

プログラムのロールバックはプログラムのインス

トール手順に従って再インストールすることで実

施可能である。

AIモデルの差し替え手順とプログラム再イ

ンストール手順を整備し、運用している。

※本欄のうち「運用時」の記載は、機械学

習利用システムが運用に入った場合を仮定

して記載しているものである。実際の例で

は、現時点では運用に入っていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 .

リアクタ効率回復のための触媒交換・活性化に

関するメンテナンスは不純物の量と経験から決

定し、シャットダウンして実行される。しかし実施

時期の計画が難しい。

シャットダウンが操業に与える影響は大きい。

よってリアクタのメンテナンス時期を早期に把握し

準備を実施したい。メンテナンス期間を短くし、

シャットダウンを短期間にしたい。

本件は課題設定を含めてベンダー主

導で提案・開発しているため、主に主

担当者側にベンダー、レビュー側にプラ

ントオーナーを記載している。開発当

初から実装に至るまで、節目でプラン

トオーナー・ベンダーによる打合せ・ディ

スカッション等を行い、共通認識を形

成している。

20XX/XX/XX
課題設定の議論において、共通認識を形

成した。
20XX/XX/XX

リアクタの触媒の状態を推定できる仕組みを作

る。

リアクタの触媒の状態を推定し、早期にメンテナ

ンス時期を確認できるようにする。

20XX/XX/XX
目的設定の議論において、共通認識を形

成した。
20XX/XX/XX

リアクタの触媒の状態を推定する。
システムの機能要件設定の議論において、

共通認識を形成した。

メンテナンス計画を立てられる程度の早期に劣

化状態を把握する。

ー

触媒の劣化は生産効率のみに寄与

し、安全性とは無関係であることから、

リスク回避性の品質は設定しない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

劣化の状態を正しく推定する。 20XX/XX/XX
品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

メンテナンスの計画が立てられる程度に早期に

劣化が進んでいると判断する。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

ー

「劣化あり」「劣化なし」の分類誤差を一定以

内に抑える。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

「劣化なし」から「劣化あり」に変化したとの判定

結果を、決められた時間前に出力する。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX

本システムには、AIの出力を補正する機能

は含まれないことについて共通認識を形成し

た。

20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

中

best-effort

1

中

best-effort

1

劣化の検知の遅れがあった場合は、

メンテナンス計画が遅れ、リアクタ効率

の低下が発生する。これによる生産

性低下は、できる限り避けることが望

ましいが、必須要件ではない。このた

め、運用上許容される範囲において、

best-effortで品質を高めることを目

指す。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、共通認識を形成した。
20XX/XX/XX

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、共通認識を形成した。

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅱ

性能の水準（高/中/低）

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

ⅱ

SIL評価の必要性の有無

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低）
劣化の有無について誤判定があった

場合は、リアクタ効率低下や、不要な

タイミングでの交換が発生する。これら

の生産性低下は、できる限り避けるこ

とが望ましいが、必須要件ではない。

このため、運用上許容される範囲にお

いて、best-effortで品質を高めるこ

とを目指す。

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

現場の管理担当

環境安全担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担

当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（環境安全担当）

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用

システムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、イン

ターロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。
機械学習利用システムから独立した安全関連系

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習

要素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立し

た安全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担

当）

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

20XX/XX/XX

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

ⅲ

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に

考えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の

出力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担

当）

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成

した「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

横河電機　〇〇事業

部　〇〇部　〇〇グ

ループ（事業企画担

当）

20XX/XX/XX

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイド

ライン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。

例えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮

される事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここ

まではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出

力の品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステッ

プ3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学

習要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の

品質要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それ

ぞれについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能

などは記載する必要はありません。

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械

学習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

横河電機　〇〇事

業部　〇〇部　〇

〇グループ（事業

企画担当）

現状の課題

31 3メイン
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案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 .

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

リスク回避性

パフォーマンス LVE1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

内部品質
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

開発の経過について打合せの場をもち、問

題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を

満たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習品質保証担

当）

内部品質
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

内部品質の各項目のうち、プラントオーナー

側が関与すべき内容について、認識が共有

されていることを確認した。

20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外

部安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法

で信頼性を確認する必要があります。

-

劣化の有無の分類誤差が○％以内に抑えら

れていることを確認した。この結果をもって品質と

して十分と判断した。

20XX/XX/XX
報告会を開催し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

メンテナンスが必要と判断される○日以上前に

劣化を検出できることを確認した。この結果を

もって品質として十分と判断した。

20XX/XX/XX
報告会を開催し、十分な品質であることを

確認した。
20XX/XX/XX

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用

システムであれば検収

- システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

事業企画担当

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

横河電機　〇〇事業

部　〇〇部　〇〇グ

ループ（事業企画担

当）

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

ー

XXXX年X月に稼働を開始。劣化の有無の判

定結果をプロセスエンジニア・メンテナンスエンジ

ニアが確認し、リアクタ効率などの稼働状況と照

らして矛盾のある出力は発生していない。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

現時点では、メンテナンスを要する水準の触媒

の劣化は検出されていない。このため、早期検

知についての利用時品質は現時点では検証さ

れていない。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

ー

テストと同水準の、劣化の有無の誤判定が

○％以内に抑えられていることを確認した。
20XX/XX/XX

品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

現時点では、メンテナンスを要する水準の触媒

の劣化は検出されていない。このため、早期検

知についての外部品質は現時点では検証され

ていない。

20XX/XX/XX
品質の達成水準について利用者の立場から

の意見を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XXⅱ

ⅲ

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステッ

プ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確

認した要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

12 外部品質の確認
運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏ま

え、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

現場担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認

します。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発

時に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につ

いて、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマッ

ト（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ス

テップ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

環境安全担当

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（環境安全担当）

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施され

ますが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そ

のため、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質

を確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、

F値など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設

定経緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習

要素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（システ

ム品質保証担当）

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります

（ガイドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベル

の確認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご

注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の

要求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困

難な場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設

計や運用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値

目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」

の要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はス

テップ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部

品質の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設

定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅲ

性能の水準（高/中/低）

外部品質の

レベル

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当 現場の管理担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場の管理担

当）

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 .

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

13
内部品質（運用時品質

の維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結

果も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習品質保証担

当）

内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部　□

□グループ（機械

学習設計・開発担

当）

内部品質
現場担当

プラントシステム担当

プラントオーナーA社

（海外）　〇〇事業

所　〇〇部　〇〇課

（現場担当）

プラントオーナーA社

（海外）　△△事業

所　△△部　△△課

（プラントシステム担

当）

横河電機　△△事業

部　△△部　△△グ

ループ（プラントシス

テム担当）

開発の経過について打合せの場をもち、問

題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の

構成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機

械学習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

横河電機　△△事

業部　△△部　△

△グループ（プラ

ントシステム担当）

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保す

る必要があります。

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について

検討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しまし

たか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

品質低下のリスクとしては非定常運転時のデー

タが含まれていると品質が低下する可能性があ

ると示唆された。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発

生する原因」の検討結果に基づいたデータ設計

を行いましたか？

ー
定常運転と非定常運転のデータを分けて管理

し、検証を可能とした。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影

響について、工学的に一定の網羅性を持つ分析

を行い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」とし

て、安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅

性を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析

し、機械学習要素への入力においてそのリスク

に対応する特徴となる属性について分析を行

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもた

らす環境の特徴について、機械学習の容易さな

どの分析を行い記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき

要素について、過去の自己・他者の検討結果な

どの文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る

検討経緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量と

して捉えるべき要素」として、以下を検討しま

したか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検

討結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて

検討経緯を記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクに

ついては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析

を用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆している

か分析するために、現場のプラントエンジニア

による要求分析を行いましたか？

ー

プラントエンジニアが参加したワークショップ

により要求分析について確認し、○年分のプロ

セスデータにより利用状況を被覆すること、非

定常領域の影響について分析できるようにする

ことを確認した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みま

したか？

	製造条件によって変化する製品の成分値に対して、どの成分値の

範囲までを対象とするか検討する。製造する製品が異なる場合だ

けでなく、流体(※)やプロセスが変わった場合も含む。

(※)混相流・多相流の配分変化など

劣化予測の対象とする触媒や対象設備を、プラ

ントエンジニアとの議論により絞り込んだ。
20XX/XX/XX

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー

・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場

合、活用する上で必須かどうかを確認しました

か？

ー

該当しない。

工学的因果関係の説明は要求に含まれないた

め。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確か

められるデータ量が確保できますか？
ー

過去の○年分・XXタグのプロセスデータに加え

て、検証用として追加でプロセスデータをプラ

ントオーナー側で確保し、訓練用、バリデー

ション用、テスト用のデータを確保した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが

提供されていますか？もしくは生成、獲得する

ことが可能になっていますか？

ー

プロセスデータ、メンテナンス情報の提供、検

証用としての追加でいただいたプロセスデータ

の提供について、ユーザー企業にて適切に実施

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセッ

トの説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎ

る、もしくは単純すぎることはありませんか？

また、多重共線性は考慮していますか？

ー

プロセスエンジニアの知見を元に使用するタグ

を絞り込んでおり、適切であることを確認し

た。

また、影響度の高いタグを抜いての検証も実施

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に

繋がるような、または不適切なデータ（学習時

の学習用データとは別の⺟集団から得られた運

用時の入力データ、入力データの外れ値など）

を検知し、排除する機構の必要性について考慮

しましたか？

ー

問題のある入力データを検知・排除する機構は

実装していないが、DCSのデータを保全員が見

て判断する運用とすることで、運用上十分な品

質を確保できる。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されてい

ますか？

ー

解析記録書を作成し、共有することで、どのよ

うに考え、指摘され結論に至ったのか見直せる

仕組みを構築した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー

主要なリスク要因である非定常運転のケースに

ついてデータを用意することで、定常運転を学

習させたモデルの評価に用いて非定常運転が予

測精度へ及ぼす影響を確認できるようにした。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その

組み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

品質低下リスク要因の抽出において、複合的な

リスクは今回のシステムでは想定されなかっ
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に

対する属性を抽出し、大きなリスクの要因との

組み合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出し

ましたか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは設置場所、動作環境、気温・湿度、

運転方法、原材料、用役などを指す。

品質低下リスク要因の抽出において、環境要因

の際による影響は今回のシステムでは想定され

なかった。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、

原則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属

性値」と、「その属性値の属する属性以外の全

ての属性について、属性に含まれる属性値を１

つずつ個別に選択したもの」の組み合わせの

ケースを含むこと。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせ

の集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要

な場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に

基準を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確

認を行いましたか？

ー

プラントエンジニアの参加したワークショップ

でリスク要因の抽出を行った。リスク要因に関

わる非定常領域のケース確認を行った。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの

範囲や取得容易性が変わることを検討しました

か？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルー

ルの整備を行いましたか？
ー

データセットはプロセスデータのみである。プ

ロセスデータでは一定の品質でデータを取得で

きるため、別途ルールを整備する必要はない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場

合、システムの複雑化・不確定要素の増加を招

く可能性を検討しましたか？

ー

入力データはプロセスデータのみである。プロ

セスデータでは正確にデータを取得できブレは

発生しないため、入力データの品質のブレは問

題にならない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分

など）のデータを学習するAIの場合は、製品の特

性の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検

討しましたか？

	対象とする製品の成分値の範囲に対して、それらの学習データが

収集できるかどうか検討する

該当しない。

単一製品のプラントの触媒を対象としているた

め。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境

要因の変化がシミュレータで考慮されているか

確認しましたか？

	シミュレータのデータを利用する場合、環境要因の変化（例：高

湿度→低湿度）がシミュレータで考慮されているか確認する。

	データセットをシミュレーションで取得する場合は、シミュレー

タの妥当性を十分検証する。

該当しない。

シミュレータを活用しないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後

は傾向が変わる可能性があることを検討しまし

たか？

	部材の変更直後は基本的に「劣化無し」のデータとしてよい。

「劣化なし」期間は部材のスペックに依るが、使用環境で変化す

ることに注意する（過去の交換頻度等を参照して、「劣化なし」

とする期間を決定する）。

	部材の変更直後で「慣らし運転 」が必要な場合は、その期間は

データを収集しないなどの管理を行う。

メンテナンスの直後は傾向が変わる可能性があ

ることを考慮し、メンテナンス前後のデータは

活用しないこととした。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出

しましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは対象とする設備の種類や稼働状況

(常時／一時、負荷の変更等)などを指す。

○年分のプロセスデータを確保し、データを確

認し偏りがないことを確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する

枠組みである場合、テスト用データとして異常

データの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー

過去の○年分のプロセスデータ、検証用の追加

でいただいたプロセスデータにより、定常状態

のデータを偏りなく確保できた。

非定常状態のデータは、あらゆるパターンを偏

りなく確保することはできなかった。（このた

め、非定常運転時のデータは除くこととし

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー

以上の対応について解析記録書に記録を行っ

た。
解析記録書　P〇〇 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十

分に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー

○年分のプロセスデータに加えて、追加でいた

だいたデータを追加することで、訓練用デー

タ・テスト用データ・バリデーション用データ

の全体として十分性を確保できた。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある状態の稼働データが十分取得できない場合、その状態から逸

脱する劣化を検出する精度が低下する可能性があることを認識す

ること。

訓練用データの不足はなく、○年分のプロセス

データにより必要な品質を期待できると判断し

た。（テストにより精度を確認する）

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握

すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケー

ス組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間

相関がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない

属性の分布について、あらかじめ想定される分

布を検討し、相違について分析を行い記録する

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現

場のプラントエンジニアが確認しましたか？

	稼働データの劣化有無ラベルの確認は、その判断が適切に行える

専門性を持った要員によって行う。

データ提供元であるプラントエンジニアが、取

得源が正しいことを確認した上でデータを選定

した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

本システムは非定常状態では利用せず、非定常

状態のデータも活用しない扱いとした。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、

幅広い稼働状態のデータをカバーする必要があ

ることを検討しましたか？

ー

○年分のデータを可視化し、稼働状態をカバー

していることをプラントエンジニアと確認し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合

は、シミュレータの妥当性を十分検討しました
ー

該当しない。

シミュレーションは活用しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを

考慮したデータセットになっていますか？
ー

○年分のプロセスデータ、検証用の追加でいた

だいたプロセスデータにより、外乱のパターン

も考慮されたデータセットとなっている。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバー

できていますか？
ー

○年分のデータを可視化し、前提としている属

性のカバーについてプラントエンジニアと確認

した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時の

ものであることの確認は、その判断が適切に行

える専門性を持った要員が行いましたか？

ー
プロセスエンジニアによって適切かどうか判断

された。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？
ー

該当しない。

人間の操作や手順等を学習しないため。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割

合、平均・分散・共分散など）を確認しました

か？

ー データを可視化し、基本統計量を確認した。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、そ

の管理の方策（アノテーションの履歴の記録

等）を検討しましたか？

ー
シャットダウン前後のラベリングを実施した。

その管理について、解析記録書に記録した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領

域について、特にテスト用データセットの品質

（外れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこ

と・ラベルを付した人が明確であること、取得

日時や場所・来歴が明確であること等）を重点

的に確認しましたか？

ー

テスト用のデータセットの品質（特に追加でい

ただいたデータ）について、データ提供元のプ

ラントエンジニアとミーティングを行い確認し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作

り不足するデータを増やすこと）をルールベー

スプログラミングで行う場合、その妥当性を十

分に検討しましたか？

ー

該当しない。

ルールベースプログラミングによるデータの補

強(augmentation）を行っていないため。

20XX/XX/XX

37 3サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、

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評価しましたか？

ー

該当しない。

データの補強(augmentation）を行っていないた

め。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取

得方法に注意しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある状態の稼働データが十分取得できない場合、その状態から逸

脱する劣化を検出する精度が低下する可能性があることを認識す

ること。

（略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確

率の想定を把握すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象

の全集合に対して比較する。）
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出

現確率を比較して、レアケースのデータが訓練

に不足する場合には、レアケースの学習を重点

化することを検討すること。但し、特にLvE2が

要求される場合には、重点化に伴い他のケース

の学習が弱化することの、製品全体の品質への

影響について必ず検討を行うこと。

ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応す

るケースにおいて十分なデータ量が存在するこ

とを明示的に確認すること。

ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前

に見積もり設計すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがな

いか、現場のプラントエンジニアが確認しまし

たか？

ー

テスト用のデータセットの品質（特に追加でい

ただいたデータ）について、プラントエンジニ

アも参加する報告会で確認した。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の

頻度を含むデータ特性が変化する可能性がある

ことを検討しましたか？

ー

設備切替直後の非定常データは取り扱わないこ

ととした。

メンテナンス頻度は半年から1年に１回であり、

現時点で実績がない。メンテナンスによる定常

運転時データへの影響は運用時に検証する。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さに

なる可能性があるため、プラントの運転データ

との紐づけに注意しましたか？

ー

該当しない。

運転データのみを活用しており、運転データに

紐付ける他の取得データがないため。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得でき

ていることを確認しましたか？

	「劣化なし」として想定する様々な状態の稼働データが偏りなく

取得できていること。

○年分のプロセスデータと追加でいただいたプ

ロセスデータ全体を対象に、非定常運転時の検

証ができるように確保した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情

報バイアス、交絡の問題・リスクを評価しまし

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

もとづいて行いましたか？

ー

○年分のプロセスデータと追加でいただいたプ

ロセスデータ全体を対象として検討しており、

バイアスは問題になりにくい。仮にデータに問

題があった場合も、触媒の劣化は安全性と無関

係でありリスク回避性軸の品質を設定しないこ

と、パフォーマンスの観点では出力をプラント

エンジニアが見て判断する運用とすることで、

運用上十分な品質を確保できる。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆

性」を満たす抽出プロセスを通じて用意するこ

ー ー

テスト用データについて、過去の経験より○年

分のプロセスデータで十分な精度が期待される

と判断した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値

の除去方法について検討し実施・記録するこ
ー ー

テスト用データについて、可視化・外れ値の除

外を行い、記録した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取

扱いとする。ただし、データの分布の取り方に

ついては違う方法を採用して良い。

ー ー

訓練用データについて、○年分のプロセスデー

タを確保し、可視化・外れ値の除外を行って学

習に利用した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する

場合（false negative/false positiveで扱いを変え

る場合を含む）については、その判定基準を合

理的に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、

誤判断の許容水準について検討しましたか？
ー

劣化を検出できるタイミングについて、触媒の

メンテナンスが必要な時期より○日以上前に劣

化が進んでいると判断していることを基準とす

る。○％程度の遅れを許容水準とすることでプ

ラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比

較手段を定めておくこと。対照テストの結果に

よる場合には、その合格基準を予め定めておく

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
該当しない。

公平性は要求されないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につ

いて、何らかの追加的な確認手段を検討するこ
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基

準を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ

変形などでの機械的な増量テストを同時に行う

こと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロン

の発火状況その他の内部的な情報の分析の適用

を検討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で

排除すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械

学習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反

映し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先

（プラント事業者・エンジニアリング会社な

ど）と合意しましたか？

ー
精度の水準は、プラントオーナー・ベンダー双

方が出席する報告会で合意している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品

質をテストで確認しましたか？
ー

該当しない。

強化学習は使用しないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考

慮しましたか？

ー
今回の適用ではラベルが対象であることを確認

した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用デー

タとテスト用データ、バリデーション用データ

を独立して分離・管理していますか？再学習、

追加学習時時にも同様の管理を行っています

ー
学習データ、検証用データはファイルことに分

離して管理している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に

収束していますか？適合率、再現率、F 値は目標

に達していますか？

ー

学習時の正答率がXX％を超え、十分に収束して

いることを確認した。

精度目標は、現状の運用を踏まえて十分な水準

をプラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー 正答率はXX%を超えていることを確認した。 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確

になっていますか？ユーザー・ベンダー間でア

ルゴリズムの選択根拠を説明・合意できていま

すか？

ー

複数のアルゴリズム、ハイパーパラメータの中

で適切なものを選択できるツールを使用した。

これを前提に、精度水準について合意してい

る。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイ

ズ削減の必要はあるか確認しましたか？その際

に、性能の劣化はどこまで許されるのか検討し

ましたか？

ー サイズ削減の要件がないことを確認した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102

安定性向上のために適用した技術を記録するこ

と
ー ー 以下の対応について記録した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推

奨される。

ー ー グリッドリサーチをモデル作成に利用した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録する

こと
ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する

技術の適用が推奨される。敵対的データを生成

して安定性を評価する技術、敵対的データの攻

撃を受けにくくする訓練技術、敵対的データの

動的検知技術等がある。これらの技術を適用す

ることは容易ではないが、現在、そのための実

用的な開発・評価するための環境整備が進めら

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安

定性をもつことを保証することが求められる。

例えば、近傍には敵対的データが存在しないこ

とを保証する技術等がある。これらの技術はま

だ研究段階であるが、将来的にはレベル３での

適用が期待される技術である。

ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確

実性が高いため、学習データセット近傍のデー

タに対する安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

安定性に注意が必要であることを認識し、運用

時に保全員が出力を確認して必要な場合に再学

習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生す

るデータが学習データセット近傍のものが多く

なるため、安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー
該当しない。

新規銘柄追加が多いプラントではないため。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・

整合が取れていますか？
ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプ

ロセスデータによりカバーした範囲外に対する

汎化性能を事前に確認する必要性が低い。運用

時に保全員がすべて出力を確認し、必要な場合

には再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？

学習後の AI 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ませんか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプ

ロセスデータによりカバーした範囲外に対する

汎化性能を事前に確認する必要性が低い。運用

時に保全員がすべて出力を確認し、必要な場合

には再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？

交差検証を利用する際、利用する学習用データ

セットのバリエーションを確保していますか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、○年分のプ

ロセスデータによりカバーした範囲外に対する

汎化性能を事前に確認する必要性が低い。運用

時に保全員がすべて出力を確認し、必要な場合

には再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定

とそれの与える影響解析を行っていますか？ノ

イズ候補により、AI モデルの性能が著しく劣化

することはありませんか？

ー

影響度の高いタグを抽出し、〇〇が精度に影響

を与えることが確認された。出力はすべて保全

員が確認し、不適切な出力は無視する運用とし

ている。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる

実績を持つソフトウェア等を選定し、その選定

経緯を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認

し、その選定経緯を記録しましたか？
ー

開発・実装に利用するソフトウェアについて、

実績のあるソフトウェアを選定し、記録した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発

見等を運用期間中モニタリングし、必要に応じ

て修正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタ

リングや修正は可能ですか？
ー

選定したソフトウェアについて、欠陥の発生等

をログデータからモニタリングした。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、

実用段階で用いる環境の相違について、その影

響などをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー
実装を想定した環境でも動作が問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等

によりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等

で信頼性を自己評価しましたか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性

の維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が

整っていますか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した

環境でバリデーション・テストを行うこと。ま

たは、テスト済み学習モデルと実用環境での学

習モデルの動作の一致性について、何らかの検

証を行う事。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）

のソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞い

に基づくテスト（または形式検証など）を必ず

行うこと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の

確認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこ
ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量

を適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー
通常のPCで計算量が適切であることを確認し

た。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリ

に対する単体テストまたは外部ライブラリを含

むシステムテストを実施していますか？

ー
結合テストにより外部ライブラリに対する評価

を行った。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に

対する責任範囲は明確になっていますか？
ー

ライブラリのサプライヤとの間で責任範囲は明

確になっている。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用

していますか？ソフトウェアのアップデートに

対する対応や、サポートが終わった際の対応に

ついて決めていますか？

ー

OSについてはサポート期間を考慮して選定して

いる。標準規格に合ったプロトコルを利用する

ことで他の製品を利用できるようにしている。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー
OSについてはセキュリティアップデートでシス

テムの更新を行っている。
20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失

われたときの対応について、あらかじめ検討し

ておくこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽

出しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー

出力を確認しているプラントエンジニアがメン

テナンスが必要と判断しても劣化が進んでいる

と判断していない場合、この時のデータをもと

に再学習を行い、モデルを再作成する。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外

の品質の低下がもたらす影響についてあらかじ

め検討しておき、必要な場合には動作範囲の限

定などのシステム的な対応を取ること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。

該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項

に準じた品質管理を行う事。
ー ー

オフラインで再学習を行うため、ここまでの7つ

の軸で開発時に行った内容を参照、必要に応じ

て見直しを行う。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。追加学習を行う際は１～７項に準じた

対応を行い、記録を残す。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システム

の品質について、動作結果との対照などから品

質劣化・誤判断のモニタリングを行うこと。モ

ニタリングにおいては、プライバシーなど製品

品質以外の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要

因」を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果を何らかの方法で定常的にモニタリン

グすること。モニタリングの結果で性能要求か

らの逸脱が判明した場合には、直ちに対処を行

うことができること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品

開発段階で用いたテスト用データセットでの

「性能劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品

質が失われていないことを確認すること。必要

な場合には、製品開発段階と同等の手法でテス

ト用データセットの更新を行うこと。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果をシステムに反映する前に、製品内部

で一定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定

外の品質劣化が無視できない場合には更新を中

止する仕組みとすること。また、オフラインで

の更新・修正手段を必ず確保すること。

ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での

収集データと、システム初期構築時のテスト用

データセット、および同じ手法で定期的に更新

するテスト用データセットを用いて品質を管理

すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデル

の再学習・再精度検証ができる体制を構築しま

したか？

ー

再学習・検証の必要性について議論し、体制を

構築した。プラントオーナー側の保全員が出力

の傾向を確認し、品質劣化の有無を判断する。

品質劣化があると判断された場合は、プラント

オーナー側はプロセスデータの提供、ベンダー

側は再学習の実施を行い、結果を共同で確認す

る体制としている。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどう

か、現場のプラントエンジニアに確認を行いま

したか？

ー
再学習・検証の必要性についての議論には、プ

ラントオーナー（利用者）も参画した。

計画に基づいて、プラントオーナー（利用

者）も参画してモニタリングを実施してい

る。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備

の改造などにより、発生するデータの特性が変

化する可能性があることに注意しましたか？

	部材の種類を変えた場合には、再学習、学習モデルの切替などの

対応が必要になる可能性があることに留意する。

設備のメンテナンスにより発生するデータの特

性が変化する可能性があるため、メンテナンス

の前後でプラントオーナー側の保全員が出力の

傾向を確認し、品質劣化の有無を判断する。

計画に基づいて判断する。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリ

ングの仕組みを検討しましたか？
ー

モニタリング・データの蓄積の仕組みを構築し

た。

計画に基づいてモニタリング・データの蓄

積を実施している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータ

の特性が変化する可能性が高いため、モデルの

再学習・再精度検証が必要となることを確認し

ましたか？

	変化する製品成分値の範囲に対して、製品成分値の入力時に品質

が維持されているか注意する。

製品の成分値が変化するとモデルの再学習が必

要となることを確認した。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が

変化した場合、モデルの再学習・再精度検証が

必要となることを確認しましたか？

	対象設備そのものだけでなく、周辺の状況を含め、当初想定して

いた環境要因などの前提条件から逸脱していないか確認する。

設備の周辺状況や運転手順などが変化するとモ

デルの再学習が必要となることを確認した。

現在は再学習が必要な状況になっていな

い。モニタリングの上、必要が生じた場合

に、計画に基づいて再学習する。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検

証を行うことを検討しましたか？
ー 運用時に定期的に精度検証を行う。

実際にモニタリングして精度が著しく低下

していないか判断しており、現在のところ

再学習が必要な状況になっていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、こ

れに応じて精度検証、学習モデルのチューニン

グの頻度を設計しましたか？

ー

劣化の進行が通常と異なる場合、モデルの

チューニングが必要かプラントオーナー側で判

断することとした。

触媒の交換を要すると判定した実績がまだ

なく、現在のところチューニングの必要は

生じていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修

繕した場合は、その都度精度検証、学習モデル

のチューニングが必要となることを確認しまし

たか？

ー
大規模修繕があるとモデルの再学習が必要とな

ることを確認した。

現在のところ大規模修繕は実施されていな

い。必要が生じた場合に再学習を行う計画

としている。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度

等を確認しましたか？

ー

触媒の交換を要するというAIによる判断に対し

て、実際の触媒の劣化状況を確認して検証す

る。

触媒の交換を要すると判定した実績がまだ

なく、現在のところ比較検証はできていな

い。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル

構築時の前提や教師データ類を整理しておき、

運用開始後の変更管理を準備しましたか？

ー

解析記録書（開発・運用のログやユーザー・ベ

ンダー間の議論・合意事項等の記録）やデータ

の管理を行っている。運用後はこれを変更して

いき変更管理を実施する。

必要が生じた場合、解析記録書を更新して

変更管理を実施している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定

することを検討しましたか？
ー

該当しない。

出力を保全員が確認して最終判断するため。

該当しない。

出力を保全員が確認して最終判断するた

め。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想

定範囲や、設備の条件設定等）を確認しました

か？

ー
運転条件の変更等があれば、再学習の必要があ

ることは確認した。

必要が生じた場合に再学習を行う計画とし

ている。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・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ますか？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ました

ー
実運用データのモニタリング、データの蓄積の

仕組みを構築した。

実運用データのモニタリング・蓄積を実施

している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

43 3サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 設備劣化診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

3．設備劣化診断　横河電機株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認

し、その背景を解析していますか？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

いますか？システム維持を想定できています

ー

実運用データのモニタリングにおいても開発時

と同様に可視化を行い偏りを確認することとし

た。

偏りが存在した場合の措置方法については、

データの状況に応じて相談の上外れ値や欠損値

実運用データのモニタリングにおいて偏り

を確認している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区

間を外れているかを監視するなど、入力データ

の質をパトロールしていますか？

ー

入力データはプロセスデータのみであり、DCS

を確認することで異常を確認できる。

また、アウトプットが異常な場合、要因タグの

データを監視できるようになっている。

必要な場合に監視を行う計画としている。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？

性能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判

断する設計になっていますか？

ー

性能に影響を与える要因として非定常状態やメ

ンテナンスが挙げられる。非定常状態には適用

しない。また、メンテナンス直後は傾向が変化

する可能性があるので、メンテナンス前後の

データは用いないこととし、性能に影響を耐え

る要因を除いた状態において性能目標を設定し

ている。

性能の劣化はプラントオーナー側の人間が判断

する。保全員が出力の傾向を確認して運用する

運用の中で保全員が性能を確認している。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決

めていますか？

ー
交差検証を行うために、実運用データを蓄積

し、再学習時の検証を行えるようにしている。

実運用データのモニタリング・蓄積を実施

している。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する

劣化は許容可能となっていますか？

ー
再学習時もテストにより必要な性能を確保す

る。

必要が生じた場合に再学習を行う計画とし

ている。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー
該当しない。

自動更新は想定していないため。

該当しない。

自動更新は想定していないため。
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、

性能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時

の入力データ、入力データの外れ値など）の混

入を防ぐことができますか？もしくは、学習前

に不適切なデータを排除する機構があります

か？

ー

不適切な入力データを検知・排除する機構は実

装していないが、入力データはDCSのデータの

みであり、これを保全員が見て判断する運用と

することで、運用上十分な品質を確保できる。

不適切な入力データを検知・排除する機構

は実装していないが、入力データはDCSの

データのみであり、これを保全員が見て判

断する運用とすることで、運用上十分な品

質を確保できる。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについ

て、異常な動作に繋がるような異常または不適

切なデータ（学習時の学習用データとは別の⺟

集団から得られた運用時の入力データ、入力

データの外れ値など）を排除できる仕組みがあ

ー

不適切な入力データを検知・排除する機構は実

装していないが、入力データはDCSのデータの

みであり、これを保全員が見て判断する運用と

することで、運用上十分な品質を確保できる。

不適切な入力データを検知・排除する機構

は実装していないが、入力データはDCSの

データのみであり、これを保全員が見て判

断する運用とすることで、運用上十分な品

質を確保できる。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー 再学習したモデルは手動で配信する。 再学習したモデルは手動で配信する。 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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

りますか？

ー
バージョン管理により、ロールバック可能な仕

組みとしている。

必要が生じた場合にロールバックを行う計

画としている。現在のところ、必要は生じ

ていない。

20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

44 3サブ



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

①既存のIoTセンサによる診断ツールでは、異

常検知から異常予知への発展が難しい点もあ

る。またプロセスデータと連携していないため誤

検知も一定数ある。

②警報発報時に、警報原因も確認したいとい

う追加要求対応には難しさもあった。この判断

はベテランに依存している。

③トラブル対応が発生後の場当たり的な対応

となっている。

参考資料：補助事業概要説明書

類型A

本件は初期課題設定はプラントオー

ナー。具現化以降をベンダー主導で

提案・開発しているため、主に主担当

者側にベンダー、レビュー側にプラント

オーナーを記載している。節目でプラン

トオーナー・ベンダーによる打合せ・ディ

スカッション等を行い、共通認識を形

成している。

20XX/XX/XX
課題設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

①③IoTセンサとヒストリアンデータ(プロセスデー

タ)、物理モデル知見を融合させて解析すること

で異常の事前予測のトライアルおよび異常発

報の低下の確認を実施する

②運転パターンに依存しない現状運転の状態

監視を可能とし、現場確認頻度の低減や系の

異常検知を早期に伝達する

参考資料：補助事業概要説明書

類型A
20XX/XX/XX

目的設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

様々な運転条件で、精度よく異常を早期検知

する

異常原因を特定する。

様々な運転条件で、正しく異常を早期検知す

る
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

誤発報を抑え運転員や点検要員の作業負荷

を抑える
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

異常時対応可能な十分早いタイミングに劣化

傾向を予測する

発報タイミングの品質は、ガイドライン

のユースケースでは「リスク回避性」で

の設定を典型例としているが、本実用

例では、従来突発的な修繕で対応し

ていたものを、早期検知により計画的

に修繕を行い、生産性・効率性を向

上することを主目的としていることか

ら、「パフォーマンス」として設定してい

る。

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

異常原因の絞り込みが出来、異常時の停止

時間を抑えられる

異常原因の推定は、対応を迅速化

し生産性・効率性を向上することを主

目的としていることから、「パフォーマン

ス」として設定している。

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

異常な場合に正常と判定する誤判定率を限り

なく小さくする
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

正常な場合に異常と判定する誤判定率を一

定以下にする。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

決められた時間前までに異常検知結果を出力

する。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

原因推定の正解率を一定以上とする。 20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX
本システムには、AIの出力を補正する機能

は含まれないことを確認した。
20XX/XX/XX

既存の制御システム(カスケードシステム)、ア

ラームシステム、自動シャットダウンシステム、脱

圧システム等があり、機械学習要素の誤判断

があっても直接被害を出さないと想定される

20XX/XX/XX
プラントの安全確保を確認するリスク評価手

法について問題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

なし

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

間接的経済被害を含む

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅲ

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.1

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

20XX/XX/XX

現場の管理担当 西部石油・①②

本システムの運用の前提や、評価のプロセ

スについて、共通認識を形成した。

ⅱ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

Hazopによるリスク評価により、プラン

トの安全が確保されていることが確認

されている。

現場の管理担当

環境安全担当
西部石油・①②

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用

システムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、イン

ターロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。

機械学習利用システムから独立した安全関連系

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

20XX/XX/XX

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

千代田化工建設・

2名

(△△・□□)

(要件確認)

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

縦軸Ⅲ、横軸③と判断。

縦軸Ⅲの理由:

AIが誤判断（異常を見逃す）をして

も、独立の安全関連系が存在してい

ることにより、バルブが壊れる等のこと

はなく、直接的な被害は発生しない。

ただし、今回の開発では、間接被害

額を含む経済的被害として「軽微な

利益の逸失」を想定し、縦軸Ⅲとして

品質管理を行う。

横軸③の理由：人の判断材料として

AIを使うため。

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

千代田化工建設・

3名

(〇〇・△△・□

□)

(要件定義)

西部石油・2名

(♦♦、◇◇)

(データ提供担当)
ⅱ

ⅲ

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習

要素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立し

た安全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

千代田化工建設・

2名

(△△・□□)

(要件確認)

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

システムの機能要件設定の議論に参画し、

問題ないことを確認した。
20XX/XX/XX

現場の管理担当 西部石油・①②③

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に

考えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の

出力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場担当

西部石油

①事業企画担当

(XA,XB)

②電計現場担当

(YA)

③保全現場担当

(ZA)

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成

した「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

千代田化工建設・

3名

(〇〇・△△・□

□)

(要件定義)

西部石油・2名

(♦♦、◇◇)

(データ提供担当)

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイド

ライン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。

例えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮

される事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここ

まではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出

力の品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステッ

プ3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学

習要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の

品質要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それ

ぞれについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能

などは記載する必要はありません。利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当
西部石油・①②③

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

実施結果

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械

学習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

千代田化工建設・

3名

(〇〇・△△・□

□)

(要件定義)

西部石油・2名

(♦♦、◇◇)

(データ提供担当)

現状の課題

45 4-1メイン



プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

実施結果

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

中

best-effort

AIPL 1

中

best-effort

AIPL 1

中

best-effort

AIPL 1

1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

リスク回避性 LvS1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

千代田化工建設・

2名

(▲▲・■■) 内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

千代田化工建設

(現場担当△△、プ

ラントシステム担当□

□)

20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を

満たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

千代田化工建設・

2名

(▲▲・■■) 内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

千代田化工建設

(現場担当△△、プ

ラントシステム担当□

□)

20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外

部安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法

で信頼性を確認する必要があります。

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用

システムであれば検収

- システム品質保証担当
事業企画担当

現場担当

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

13
内部品質（運用時品質

の維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結

果も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当 内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当 内部品質
現場担当

プラントシステム担当

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の

構成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機

械学習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保す

る必要があります。
機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステッ

プ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確

認した要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ
12 外部品質の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏ま

え、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認

します。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発

時に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につ

いて、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマッ

ト（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ス

テップ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場担当

※本実用例は、経済産業省「令和2

年度補正 産業保安高度化推進事

業費補助金」による開発期間におけ

る信頼性評価の検討内容を記載し

ている。開発中のシステムであり、以

降のステップは未実施である。

プラントシステム担当

環境安全担当

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施され

ますが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そ

のため、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質

を確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、

F値など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設

定経緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習

要素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

原因推定の不正解があると、従来ど

おりの原因特定作業を要し、期待す

る時間短縮効果が得られず、生産性

が向上しない。できる限り生産性向

上効果を得ることが望ましいが、必須

要件ではない。このため、運用上許

容される範囲において、best-effort

で品質を高めることを目指す。

千代田化工建設・

2名

(▲▲・■■)

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります

（ガイドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベル

の確認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご

注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の

要求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困

難な場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設

計や運用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値

目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」

の要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はス

テップ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部

品質の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

AIPL

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設

定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅲ

性能の水準（高/中/低）

現場の管理担当 西部石油・①②

20XX/XX/XX
水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅱ

性能の水準（高/中/低）
異常の発報が対応可能なタイミング

から遅れると、自動シャットダウン等の

措置によりプラントの安全が確保され

ることとなり、生産性が低下する。生

産性低下は、できる限り避けることが

望ましいが、必須要件ではない。この

ため、運用上許容される範囲におい

て、best-effortで品質を高めること

を目指す。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセ

スについて、共通認識を形成した。
20XX/XX/XX

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

ⅰ

性能の水準（高/中/低） 正常な場合に異常と判定する誤判

定があると、異常のない設備（人間

による確認が不要）を人間が確認す

る手間が余計にかかるが、重大なコス

トではない。そのため、運用上許容さ

れる範囲において、best-effortで品

質を高めることを目指す。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセ

スについて、共通認識を形成した。

AIPL

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセ

スについて、共通認識を形成した。
20XX/XX/XX水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

ⅲ （SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

千代田化工建設・

2名

(△△・□□)

(要件確認)

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

縦軸Ⅲ、横軸③と判断。

縦軸Ⅲの理由:

AIが誤判断（異常を見逃す）をして

も、独立の安全関連系が存在してい

ることにより、バルブが壊れる等のこと

はなく、直接的な被害は発生しない。

ただし、今回の開発では、間接被害

額を含む経済的被害として「軽微な

利益の逸失」を想定し、縦軸Ⅲとして

品質管理を行う。

横軸③の理由：人の判断材料として

AIを使うため。
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について

検討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しまし

たか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

本AIは定常運転時における異常検知を行うもので

ある。そのため、非定常運転や稀なケースを品

質低下リスク要因として設定する。

上記の品質が低下する原因についてオーナー・

ベンダー間でディスカッションを行い、プラン

トの状態変化が取り得る非定常状態として以下

を抽出した。

・プラントの状態の変化

　- 立ち上げ時

　- シャットダウン前ターンダウン

　- 直近の改造工事を行う前のデータ

　- 計器の定期検査等

なお、季節・天気・昼夜・気温・立地の変化な

どの影響は少ないと結論づけた。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発

生する原因」の検討結果に基づいたデータ設計

を行いましたか？

ー

過去データ全体の時系列およびヒストグラムを

確認し、定常運転時のデータのみを学習に用い

た。

定常運転かどうかの判定は、以下をプロセス

データと照らし合わせて確認することで行っ

た。

・特定の処理量になっていないこと

・設計ケースからズレていないこと

・明らかな非定常運転状態ではないこと

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影

響について、工学的に一定の網羅性を持つ分析

を行い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」とし

て、安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅

性を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析

し、機械学習要素への入力においてそのリスク

に対応する特徴となる属性について分析を行

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもた

らす環境の特徴について、機械学習の容易さな

どの分析を行い記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき

要素について、過去の自己・他者の検討結果な

どの文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る

検討経緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量と

して捉えるべき要素」として、以下を検討しま

したか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検

討結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて

検討経緯を記録する。

ー ー

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクに

ついては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析

を用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆している

か分析するために、現場のプラントエンジニア

による要求分析を行いましたか？

ー

プラントオーナーの現場エンジニアと要求分析

を実施した。プラントの状態変化を伴う非定常

運転状態と、今回開発するAIの対象である定常運

転状態の両方で、全ての利用状況を被覆してい

ることを確認した。定常運転状態として、運転

開始・再開後に装置が安定した状態以降、運転

終了時までを想定する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

今回開発するAIはカメラ等での認識を行うAIでは

ないため、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みま

したか？

	どの箇所のどのような異常を対象とするのかによって、「データ

設計の十分性」「データセットの被覆性」の評価にも影響するた

め、どの箇所のどのような異常を対象とするかという点まで要求

を特定する。

過去の異常発生の記録から、異常発生のリスク

が高そうな機器・計器(設備)という観点と系内の

重要機器・計器という観点から検知・予測対象

個所として絞り込みを実施した。絞り込み実施

後、プラントオーナー側の確認後、開発に着手

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー

・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場

合、活用する上で必須かどうかを確認しました

か？

	異常の検知と、それに関連する変数との間で、工学的に意味のあ

る因果関係が不明であっても、相関のみで活用することは妨げな

い。

異常原因の提示の機能に関しては、活用する上

で工学的因果関係の説明が求められる。物理モ

デルを用いた検証を行い、物理モデルの挙動や

エンジニアの解析と不整合がないことを確認し

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確か

められるデータ量が確保できますか？
ー

汎化性確認のための交差検証を行う十分なデー

タ量を確保した。

(一部センサデータは不足。蓄積後再検証)

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが

提供されていますか？もしくは生成、獲得する

ことが可能になっていますか？

ー

オーナー企業から、オーナー・ベンダー双方が

開発に十分だと判断するデータ量を提供済み。

(一部センサデータは不足。蓄積後再検証)

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセッ

トの説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎ

る、もしくは単純すぎることはありませんか？

また、多重共線性は考慮していますか？

ー

多重共線性は考慮済み。工学的観点からのデー

タの絞り込みも実施しており、複雑になりすぎ

ることを回避している。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に

繋がるような、または不適切なデータ（学習時

の学習用データとは別の⺟集団から得られた運

用時の入力データ、入力データの外れ値など）

を検知し、排除する機構の必要性について考慮

しましたか？

ー

AIでの取り扱いを想定していない処理量など、非

定常状態における入力データを検知した場合、

そのデータを排除する等の前処理・データクレ

ンジングを実装している。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されてい

ますか？

ー

体制として、2人以上で品質維持・改善を行うプ

ロセスを実施している。次の開発に反映できる

プロセスとして、現在進行形でマニュアル・

チェックリストを更新中。プログラムは汎用性

を考慮しており、再活用を想定している。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー

初期段階でデータの特性の分析をクラスタリン

グ含めた手法で実施し、物理モデルベースの加

工データ(ケース属性を判断出来うる)を考慮した

学習用データセットを構築した。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その

組み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

物理モデルと併用して、初期段階でデータの特

性の分析をクラスタリング含めた手法で実施

し、物理モデルベースの加工データ(ケース属性

を判断出来うる)を考慮した学習用データセット

を構築した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に

対する属性を抽出し、大きなリスクの要因との

組み合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出し

ましたか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは異常の検知に影響する環境要因（生

産負荷、生産ロット等）を指す。

異常予兆において、運転開始や終了といった定

常運転の境界近傍ケースにおいても、リスクと

なる要因を抽出し、それらの組合せに対応する

ケースを用意した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、

原則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属

性値」と、「その属性値の属する属性以外の全

ての属性について、属性に含まれる属性値を１

つずつ個別に選択したもの」の組み合わせの

ケースを含むこと。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせ

の集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要

な場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に

基準を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確

認を行いましたか？

ー

Hazopや物理モデルのバランスから、リスクが高

そうなところ（時期や運転範囲）はデータが充

分に揃っているか、またリスクの高い機器の計

測値が訓練データに含まれているかを現場のプ

ラントエンジニアが確認した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの

範囲や取得容易性が変わることを検討しました

か？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

今回開発するAIはカメラ等での認識を行うAIでは

ないため、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルー

ルの整備を行いましたか？
ー

過去4年分のデータに対するデータ品質確保のた

め、前処理・クレンジングの方法を検討し整備

した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場

合、システムの複雑化・不確定要素の増加を招

く可能性を検討しましたか？

ー

前処理・クレンジングの方法整備によるデータ

品質確保に加え、物理モデルの結果との比較に

よるデータ品質確保を検討した。物理モデル導

入によるシステムの複雑化・不確定要素の増加

を招く可能性は無いと判断した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分

など）のデータを学習するAIの場合は、製品の特

性の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検

討しましたか？

ー

運転開始、終了時や触媒交換前後などの考えう

る定常運転パターンに対して、原料油種毎に

データが収集できることを確認した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境

要因の変化がシミュレータで考慮されているか

確認しましたか？

	データセットをシミュレーションで取得する場合は、シミュレー

タの妥当性を十分検証する。

今回はシミュレーションデータを利用しないた

め、対象外と判断した。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後

は傾向が変わる可能性があることを検討しまし

たか？

ー

検討済。メンテナンスの直後は別傾向（非定常

状態）となることは把握している。今回開発す

るAIは非定常状態は対象外とするため、メンテナ

ンス直後で非定常領域はAIは使わない運用とす

る。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出

しましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは検知したい異常の深刻度（ハイア

ラーム／ハイハイアラーム　等）や、機械学習利用システムの活

用場面（常時／一時、昼間／夜間、定常時／非定常時　等）を指

す。

今回の「応用の状況」として以下を抽出した。

・季節：年間通期で利用

・天候：天候を問わず利用

・時間帯：1日を通じて利用

・定常運転時にのみ利用

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する

枠組みである場合、テスト用データとして異常

データの網羅が難しいことを検討しましたか？

	本ケースの場合、学習データとして異常時データを網羅すること

は必須としない。一方で、正常領域における網羅的なサンプル抽

出が必要。

異常データは時系列データから抜き出して「異

常」ラベルをつけた。正常データに対して異常

データの量が十分確保できるように、マニュア

ルのラベリングの他にデータ特性からのラベリ

ングも実施した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー

4年間分以上のデータの俯瞰的な確認、プロセス

エンジニアによるデータの考察、ヒストグラム

による、訓練用と検証用の間での各データ量の

分布の偏りがないことの確認を実施した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十

分に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー

学習及びテストで用いるデータはずべて観測

データに基づくものとし、訓練用データ：検証

用データを８：２を基本に分割した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

と。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある範囲の正常データが十分取得できない場合、その範囲では異

常を検出する精度が低下する可能性があることを認識する。

ケースに対して訓練用データは十分に取得でき

ると判断した。

(一部のセンサーは追加収集後に再検証)

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握

すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケー

ス組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間

相関がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない

属性の分布について、あらかじめ想定される分

布を検討し、相違について分析を行い記録する

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現

場のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー

オーナー企業のプラントエンジニアが、データ

を目視で確認して選定することで、データセッ

トの取得源が正しいことを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

今回のAIは非定常運転時には利用しない。学習に

おいて、非定常状態のデータは除外した。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、

幅広い稼働状態のデータをカバーする必要があ

ることを検討しましたか？

ー

データの分布の幅は広くなく、またバッチプロ

セスで無いため、4年程度でデータでデータ範囲

としては概ねカバー出来ていると判断した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合

は、シミュレータの妥当性を十分検討しました
ー

今回はシミュレーションデータを利用しないた

め、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを

考慮したデータセットになっていますか？
ー

天候に依存される機器の熱バランスを全系で見

ると小さく、気温や天候などの影響は軽微であ

ると判断した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバー

できていますか？
ー

各属性（変数）のデータ範囲が定常状態範囲を

カバーしていることをヒストグラム等で確認済

み。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時の

ものであることの確認は、その判断が適切に行

える専門性を持った要員が行いましたか？

	正常時データが実際に正常時のものであることの確認は、その判

断が適切に行える専門性を持った要員によって行う。

AIモデル開発側のプロセス設計エンジニアが初期

確認後にオーナー企業の適切な専門性を持った

プラントエンジニアが正常データの最終確認を

実施した[ダブルチェック]。（実際に確認したの

は異常として付与されたラベル）

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？
ー

今回は人間の操作や手順等の学習は行わないた

め、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割

合、平均・分散・共分散など）を確認しました

か？

ー
ヒストグラム等のグラフ表示を行い、確認し

た。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、そ

の管理の方策（アノテーションの履歴の記録

等）を検討しましたか？

ー 異常のラベル付けを行った履歴を記録した。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領

域について、特にテスト用データセットの品質

（外れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこ

と・ラベルを付した人が明確であること、取得

日時や場所・来歴が明確であること等）を重点

的に確認しましたか？

ー

異常のラベル付けに際しては、ベンダ企業が付

与したラベルに対してオーナー企業のプラント

エンジニアが正しいことを確認した。またラベ

ル付けを行った人・確認した人は明確になって

いる。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作

り不足するデータを増やすこと）をルールベー

スプログラミングで行う場合、その妥当性を十

分に検討しましたか？

ー
今回はデータセットの量の拡張は行っておら

ず、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、

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評価しましたか？

ー 同上 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取

得方法に注意しましたか？
ー

4年間分以上のデータの俯瞰的な確認、プロセス

エンジニアによるデータの考察、ヒストグラム

による各データ量の確認を実施した。その結

果、応用の状況に対して偏りがないことを確認

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー

偏りはないと判断したため、対象外と判断し

た。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー

4年間分以上のデータの俯瞰的な確認、プロセス

エンジニアによるデータの考察、ヒストグラム

等による各データ量の分布の確認を実施した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー

4年間分以上のデータを利用しており、学習用

データおよびテスト用データが十分であること

を確認済み。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある範囲の正常データが十分取得できない場合、その範囲では異

常を検出する精度が低下する可能性があることを認識する。

4年間分以上のデータを利用しており、学習用

データおよびテスト用データは十分であると判

断しており、対象外と判断した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確

率の想定を把握すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象

の全集合に対して比較する。）
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出

現確率を比較して、レアケースのデータが訓練

に不足する場合には、レアケースの学習を重点

化することを検討すること。但し、特にLvE2が

要求される場合には、重点化に伴い他のケース

の学習が弱化することの、製品全体の品質への

影響について必ず検討を行うこと。

ー ー

IoTセンサー対象モデルのデータがレアケース過

少となり得ることが分かっている。今後、予測

精度の検証を継続し、予測精度が低い場合はレ

アケースの学習を重点的に行うことを検討す

る。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応す

るケースにおいて十分なデータ量が存在するこ

とを明示的に確認すること。

ー ー 同上

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前

に見積もり設計すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがな

いか、現場のプラントエンジニアが確認しまし

たか？

ー

テスト用データセットを可視化して、オーナー

企業の現場のプラントエンジニアが目視確認す

ることで、偏りがないことを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の

頻度を含むデータ特性が変化する可能性がある

ことを検討しましたか？

ー

設備切替・保守点検等の非定常状態のデータ特

性が変化する可能性があることは検討済み。今

回は定常状態のデータのみを学習に用いる。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さに

なる可能性があるため、プラントの運転データ

との紐づけに注意しましたか？

ー

AIモデル開発側のプロセス設計エンジニアが初期

確認後にオーナー企業のプラントエンジニア

が、運転データと運転状態との紐づけを目視確

認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得でき

ていることを確認しましたか？

	正常データとして想定する様々な範囲（昼間／夜間、定常時／非

定常時、季節の違い等）のデータを偏りなく取得する。

4年間分の運転データを使用することで、想定す

る稼働状況をカバーできていると判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情

報バイアス、交絡の問題・リスクを評価しまし

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

もとづいて行いましたか？

ー

外れ値はAIモデル開発側のプロセス設計エンジニ

アが初期処理後にオーナー企業のプラントエン

ジニアに対して確認を行った後、除去した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆

性」を満たす抽出プロセスを通じて用意するこ

ー ー

4年間分の運転データから、季節・天候・時間

帯・プラントの運転状態などについてデータの

偏りが無いようにデータ抽出を行った。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値

の除去方法について検討し実施・記録するこ

と。

ー ー

AIモデル開発側にいるプロセス設計エンジニアが

初期確認後にオーナー企業のプラントエンジニ

アが異常ラベル及び外れ値除去が適切かどうか

を判断した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取

扱いとする。ただし、データの分布の取り方に

ついては違う方法を採用して良い。

ー ー
訓練用データについても上記と同様の対応を

行った。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する

場合（false negative/false positiveで扱いを変え

る場合を含む）については、その判定基準を合

理的に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、

誤判断の許容水準について検討しましたか？

	本ケースの場合、誤検知は一定量許容されうるが、テストに使用

できる異常データの量・種類が限られるため、見逃しの発生率は

極限まで0に近づけることが望ましい。

未実施。予測結果の比較対象となる既存解析手

法・ツールのみでの判定精度を実運用で見てか

ら、判定基準を決定予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比

較手段を定めておくこと。対照テストの結果に

よる場合には、その合格基準を予め定めておく

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
公平性は要求されないため、対象外と判断し

た。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につ

いて、何らかの追加的な確認手段を検討するこ
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基

準を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ

変形などでの機械的な増量テストを同時に行う

こと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロン

の発火状況その他の内部的な情報の分析の適用

を検討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で

排除すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械

学習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反

映し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先

（プラント事業者・エンジニアリング会社な

ど）と合意しましたか？

ー

定性的な精度評価基準はオーナー企業との間で

合意済み。

最終的な精度評価目標は、実験の成果・既存手

法比較を踏まえてオーナー・ベンダー間で協議

し決定する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品

質をテストで確認しましたか？
ー

今回は強化学習は用いないため、対象外と判断

した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考

慮しましたか？

ー

考慮した。今回は異常ラベルを付与しており、

異常ラベルの正確さにより精度が変化すること

を認識している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用デー

タとテスト用データ、バリデーション用データ

を独立して分離・管理していますか？再学習、

追加学習時時にも同様の管理を行っています

ー
交差検証に利用するデータと、テストデータは

分離して保存・管理している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に

収束していますか？適合率、再現率、F 値は目標

に達していますか？

ー
損失関数の残差が収束することは、Epoch毎の経

過を記録することで確認済み。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー

Epoch毎の損失関数の残差が異常な変化を示して

いないことを確認済み。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確

になっていますか？ユーザー・ベンダー間でア

ルゴリズムの選択根拠を説明・合意できていま

すか？

ー

アルゴリズムの選択、ハイパ―パラメータの選

択根拠はユーザ・ベンダ間の会議等で議論し、

合意している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイ

ズ削減の必要はあるか確認しましたか？その際

に、性能の劣化はどこまで許されるのか検討し

ましたか？

ー

今回用いるモデルはサイズ削減を必要とするほ

どサイズが大きくないため、サイズ削減は必要

ないと判断した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102

安定性向上のために適用した技術を記録するこ

と
ー ー

drop outの導入または正則化の導入、プロセス的

観点からのデータの選定による安定性向上を実

施した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推

奨される。

ー ー
正則化、dropuout、交差検証後のアンサンブル

の導入を実施した。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録する

こと
ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する

技術の適用が推奨される。敵対的データを生成

して安定性を評価する技術、敵対的データの攻

撃を受けにくくする訓練技術、敵対的データの

動的検知技術等がある。これらの技術を適用す

ることは容易ではないが、現在、そのための実

用的な開発・評価するための環境整備が進めら

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安

定性をもつことを保証することが求められる。

例えば、近傍には敵対的データが存在しないこ

とを保証する技術等がある。これらの技術はま

だ研究段階であるが、将来的にはレベル３での

適用が期待される技術である。

ー ー 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確

実性が高いため、学習データセット近傍のデー

タに対する安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

バッチプロセスであればデータセット近傍でも

次のバッチとの切替領域でデータの前処理が必

要となるが、今回はバッチプロセスのような特

徴ある装置でないため不要と判断した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生す

るデータが学習データセット近傍のものが多く

なるため、安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

新規銘柄追加が多い場合に注意が必要であるこ

とは認識している。今回の対象プラントでは新

規銘柄は少ないため、検討不要と判断した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・

整合が取れていますか？
ー

交差検証を行うにあたり、交差検証の各回にお

いて大きなブレが出ないことを確認した。ま

た、回毎で精度の差異が大きい場合はアンサン

ブルを採用した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？

学習後の AI 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ませんか？

ー

上記の通り、交差検証の各回において確認する

ブレの許容度はおおよその基準を決めていたの

みであり、明確には定められていない。訓練と

検証間での相対評価で実施。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？

交差検証を利用する際、利用する学習用データ

セットのバリエーションを確保していますか？

ー

交差検証により汎化性能を測定している。学習

用データのバリエーションは4年間分のデータか

ら十分に確保できていると考えている。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定

とそれの与える影響解析を行っていますか？ノ

イズ候補により、AI モデルの性能が著しく劣化

することはありませんか？

ー

運転データを俯瞰的に確認し、ノイズ候補の洗

い出しを行っている。それらがノイズなのかど

うか、ベンダ側のプロセスエンジニアとオー

ナー企業のプラントエンジニアが確認してい

る。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる

実績を持つソフトウェア等を選定し、その選定

経緯を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認

し、その選定経緯を記録しましたか？
ー

今回の開発ではシミュレータは利用しない。

その他、開発・実装に利用するソフトウェアに

ついて、実績のあるソフトウェアを選定し、記

録する予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発

見等を運用期間中モニタリングし、必要に応じ

て修正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタ

リングや修正は可能ですか？
ー

開発・実装に利用するソフトウェアについて、

欠陥をモニタリングし、必要に応じて修正する

予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、

実用段階で用いる環境の相違について、その影

響などをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー

人による前処理以外、大きな違いは無し。実用

環境にて、開発環境での結果と同じになること

を確認している。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等

によりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等

で信頼性を自己評価しましたか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性

の維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が

整っていますか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した

環境でバリデーション・テストを行うこと。ま

たは、テスト済み学習モデルと実用環境での学

習モデルの動作の一致性について、何らかの検

証を行う事。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）

のソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞い

に基づくテスト（または形式検証など）を必ず

行うこと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の

確認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこ
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量

を適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー

機械学習要素の処理速度は、事前テストで負荷

を確認済。また、IoTセンサ側では、取得データ

量を必要タグに絞り込むことで必要な処理負荷

が発生しないようにしている。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリ

に対する単体テストまたは外部ライブラリを含

むシステムテストを実施していますか？

ー
結合テストにおいて外部ライブラリに対するテ

ストを実施した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に

対する責任範囲は明確になっていますか？
ー

ライブラリの不具合の責任範囲について確認

中。本運用までに明確にする。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用

していますか？ソフトウェアのアップデートに

対する対応や、サポートが終わった際の対応に

ついて決めていますか？

ー

ソフトウェアのサポート期間を把握してソフト

ウェアを利用している。またそれらのソフト

ウェアについて重大な脆弱性が判明した場合は

可能な限り早急にアップデートを行う。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー
ソフトウェアについて重大な脆弱性が判明した

場合は可能な限り早急にアップデートを行う。
20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失

われたときの対応について、あらかじめ検討し

ておくこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽

出しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー

設備の更新、運転条件の変化が主な対象である

こと確認している。運用にあたっては継続的に

精度の確認を行い、これらの更新・変化によっ

て精度低下が生じた場合、新たに取得した運転

データによる再学習を検討する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外

の品質の低下がもたらす影響についてあらかじ

め検討しておき、必要な場合には動作範囲の限

定などのシステム的な対応を取ること。

ー ー

オンライン学習は現状設定しておらず、運用時

も行わない方針であるため、対象外と判断し

た。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項

に準じた品質管理を行う事。
ー ー

オフラインでの学習を行うため、追加学習を行

う場合には、前7項に準じた品質管理を行う。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システム

の品質について、動作結果との対照などから品

質劣化・誤判断のモニタリングを行うこと。モ

ニタリングにおいては、プライバシーなど製品

品質以外の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要

因」を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果を何らかの方法で定常的にモニタリン

グすること。モニタリングの結果で性能要求か

らの逸脱が判明した場合には、直ちに対処を行

うことができること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品

開発段階で用いたテスト用データセットでの

「性能劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品

質が失われていないことを確認すること。必要

な場合には、製品開発段階と同等の手法でテス

ト用データセットの更新を行うこと。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果をシステムに反映する前に、製品内部

で一定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定

外の品質劣化が無視できない場合には更新を中

止する仕組みとすること。また、オフラインで

の更新・修正手段を必ず確保すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での

収集データと、システム初期構築時のテスト用

データセット、および同じ手法で定期的に更新

するテスト用データセットを用いて品質を管理

すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデル

の再学習・再精度検証ができる体制を構築しま

したか？

ー

オーナー企業のプラントエンジニアによる定期

的なフィードバック体制を構築予定。確認周期

の計画に基づき、必要な場合に再学習を実施す

る。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどう

か、現場のプラントエンジニアに確認を行いま

したか？

ー
上記の体制の妥当性をオーナー企業と共に検証

予定。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備

の改造などにより、発生するデータの特性が変

化する可能性があることに注意しましたか？

ー

メンテナンスや設備改修によりデータ特性が変

化することは認識済み。定常運転時でもデータ

特性が変化し得るメンテナンス・設備改修につ

いて事前にリストアップし、その前後でオー

ナー企業のプラントエンジニアが出力を確認

し、品質劣化の有無を判断する。確認周期の計

画に基づき、必要な場合は再学習を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリ

ングの仕組みを検討しましたか？
ー

運転データをデータ属性分類することで、これ

までの分類から大きく外れたことを検知できる

仕組みを検討した。確認周期の計画に基づき、

必要な場合は再学習を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータ

の特性が変化する可能性が高いため、モデルの

再学習・再精度検証が必要となることを確認し

ましたか？

ー

確認周期の計画に基づき、上記の仕組みでデー

タ特性が大きく変化したことが確認された場合

には、モデルの再学習を行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が

変化した場合、モデルの再学習・再精度検証が

必要となることを確認しましたか？

	化学系プラントでは特に外部環境の変化（日照条件、風向きな

ど）の機械学習要素への影響が大きいため、隣接する設備の撤去

や変更など、対象設備の直接的変更でない場合でも、対象設備の

外部環境に影響する変更に留意する。

確認周期の計画に基づき、前提条件が変化し、

データ特性が大きく変化し、上記の仕組みで

データ特性の変化が検出されたことが確認され

た場合、モデルの再学習を行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検

証を行うことを検討しましたか？
ー

運用時に収集したデータに関する詳細な品質の

監視を行う。確認周期の計画に基づき、必要な

場合は再学習を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、こ

れに応じて精度検証、学習モデルのチューニン

グの頻度を設計しましたか？

	対象設備の生産負荷に応じた経年劣化の進行を想定し、精度検

証、学習モデルのチューニングの頻度を設計する。

確認周期の計画に基づき、経年劣化によりデー

タ特性が大きく変化したことが確認された場合

には、モデルの再学習を行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修

繕した場合は、その都度精度検証、学習モデル

のチューニングが必要となることを確認しまし

たか？

	（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修繕した場合は、その

都度精度検証、学習モデルのチューニングが必要とされる。

確認周期の計画に基づき、対象設備の大規模修

繕によりデータ特性が大きく変化したことが確

認された場合には、モデルの再学習を行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度

等を確認しましたか？

ー

確認周期の計画に基づき、現場のプラントエン

ジニアの経験による判断と、AIの判断とを比較す

ることで、AIの精度を継続的に確認予定。必要な

場合は再学習を実施する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル

構築時の前提や教師データ類を整理しておき、

運用開始後の変更管理を準備しましたか？

ー

モデル学習時に利用した各種データは保存、履

歴管理している。

なお、運用開始後も変更履歴を管理できるシス

テムを構築している。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定

することを検討しましたか？
ー

出力制限の限定は検討済み。今後の試験運用に

おいて、主にパフォーマンスの発報頻度の観点

で、発報のパラメーター調整等を行う可能性が

ある。確認周期の計画に基づき、必要な場合は

見直しを実施する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想

定範囲や、設備の条件設定等）を確認しました

か？

ー

定期的にデータを収集しオフラインで出力の想

定範囲や設備の条件をチェックする。確認周期

の計画に基づき、必要な場合は見直しを実施す

る。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・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ますか？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ました

ー
実運用環境でのデータ収集の仕組みは構築済

み。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認

し、その背景を解析していますか？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

いますか？システム維持を想定できています

ー

運用中データに想定しているデータと異なる偏

りがあることにより予測精度が悪くなる場合は

再学習が必要となる。定期的にデータを収集し

分析する。確認周期の計画に基づき、必要な場

合は再学習を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区

間を外れているかを監視するなど、入力データ

の質をパトロールしていますか？

ー

定期的にデータを収集し分析する。確認周期の

計画に基づき、必要な場合は見直しを実施す

る。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？

性能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判

断する設計になっていますか？

ー

継続的な定性的な精度評価により、性能劣化は

人間が判断することを想定している。定期的に

データを収集し分析する。確認周期の計画に基

づき、必要な場合は再学習を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決

めていますか？

ー

学習用データセットの期間が変化することで精

度が変化する可能性があるため、期間が変化し

た場合の交差検証の方法を決めている。確認周

期の計画に基づき、必要な場合は再学習を実施

する。またアンサンブルも実施している。

※未実施 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 異常予兆検知・診断

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

4-1. 異常予兆検知・診断　千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する

劣化は許容可能となっていますか？

ー

データ特性の変化の大きさに依存するが、AIの出

力は運転員の判断材料として用いられるため、

大きな性能劣化が生じた場合は運転員が認識可

能となっている。確認周期の計画に基づき、必

要な場合は再精度検証を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー 自動更新は行わないため、対象外と判断した。 ※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、

性能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時

の入力データ、入力データの外れ値など）の混

入を防ぐことができますか？もしくは、学習前

に不適切なデータを排除する機構があります

か？

ー

再学習時にデータ特性の検証を行うことによ

り、以前のデータ特性から大きく変化したかど

うかが検出できるため、性能劣化に繋がるデー

タの混入を防ぐことができると考える。確認周

期の計画に基づき、必要な場合は見直しを実施

する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについ

て、異常な動作に繋がるような異常または不適

切なデータ（学習時の学習用データとは別の⺟

集団から得られた運用時の入力データ、入力

データの外れ値など）を排除できる仕組みがあ

ー

運用時の推論に利用する入力データについて、

前処理により不適切な入力を排除する。運用後

に定期的にデータ収集後、属性分類等で確認を

行う。確認周期の計画に基づき、必要な場合は

見直しを実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー オフラインで配信する。 ※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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

りますか？

ー

リリースするAIプログラムの世代管理を行ってい

るため、異常が発生した場合にロールバック可

能となっている。

※未実施 20XX/XX/XX
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

※本実用例は、ユースケース「異常予兆検知・診断」のほか、「配管の肉厚予測」の特徴も有しており、両方のユースケースを参考に信頼性評価を実施している。

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

①配管状態について検査計画に基づいて検査

している。しかし、検査計画には運転データが反

映されておらず、運用環境の変化が原因で腐

食が進み、破損しうる状態にまで達している場

合でも、検査日まで気づけない可能性があるな

ど、潜在的なリスクがある。

②上記とは反対に、危険な状態になっていない

にも関わらず、不必要に検査をしているところも

あり、コスト競争力が削がれている可能性があ

る。

本件は課題設定を含めてベンダー主

導で提案・開発しているため、主に主

担当者側にベンダー、レビュー側にプラ

ントオーナーを記載している。節目でプ

ラントオーナー・ベンダーによる打合せ・

ディスカッション等を行い、共通認識を

形成している。

20XX/XX/XX

石油プラントでは環境の変化に対応した効

果的な検査計画をたてられていない。そのた

め、突発な事故発生のリスクがあり、不要な

検査も多くなってしまうため、これらを解決す

る必要があり、共通の認識を持っている

20XX/XX/XX

運転環境変化を取入れた腐食予測を行う事

で、環境の変化に応じた最適な検査を実現

し、トラブル削減と競争力強化を目指す

20XX/XX/XX

トラブル撲滅とメンテナンスコストの削減という

相反する問題解決のため、AIを導入したい

と考えていた。システムの目的について認識

を共有している。

20XX/XX/XX

異常予兆検知時に腐食箇所を明示して発報

する

異常発生時のアラート発報は必要であり、

機能要件として問題ないことを確認した。

異常予兆検知の原因となった変数と数値を出

力出来る

異常予兆検知の原因は、明確である必要

があり、機能要件として問題ないことを確認

した。

実測C.R＞予測C.Rとなるような危険サイドの

予測が出ない

腐食速度を遅く予測すると、肉厚は

厚い想定となる。実際よりも厚い予測

にならないようにしている。

C.R : Corrosion Rate

(腐食速度)

※ガイドラインのユースケース「配管の

肉厚予測」の特徴に基づく品質

20XX/XX/XX

予測値を小さめに見積もってしまうと事故に

繋がるため、必要な品質であることを確認し

た。

20XX/XX/XX

異常予兆検知の原因が分かるように、予測値

に影響を及ぼした変数が明確になる

※ガイドラインのユースケース「異常予

兆検知・診断」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

異常の原因を把握するために必要な品質

であることを確認した。
20XX/XX/XX

異常予兆検知した場合に、大事に至らない安

全確保可能な発報タイミングとする

※ガイドラインのユースケース「異常予

兆検知・診断」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

発報が遅いと事故に繋がるため、必要な品

質であることを確認した。
20XX/XX/XX

発報内容の確認に運転員や点検要員の時間

を多く割かなくてよい適度な発報頻度とする

※ガイドラインのユースケース「異常予

兆検知・診断」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

現場担当の発報の内容確認頻度を減らす

ために、必要な品質であることを確認した。
20XX/XX/XX

実際よりも肉厚値を大きく予測する誤差を限り

なく小さくする。

※ガイドラインのユースケース「配管の

肉厚予測」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

AI予測を信用できるか否か、現場導入のた

めに必要な品質であることを確認した。
20XX/XX/XX

予測値に影響を及ぼした変数を誤って出力す

る誤選定率を限りなく小さくする。

※ガイドラインのユースケース「異常予

兆検知・診断」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

予測値を解釈するために(納得するため

に)、変数の影響度が見えることが必要であ

り、必要な品質であることを確認した。

20XX/XX/XX

決められた時間（○時間前）までに発報す

る。

※ガイドラインのユースケース「異常予

兆検知・診断」の特徴に基づく品質
20XX/XX/XX

必要な品質であることを確認した。なお、発

報の閾値を設定する上では、安全を確保

可能な閾値を検討、定義する必要がある。

20XX/XX/XX

実際よりも肉厚値を小さく予測する誤差を一

定以下にする。

※ガイドラインのユースケース「配管の

肉厚予測」の特徴に基づく品質。利

用時品質は「異常予兆検知・診断」

に基づいて設定しているが、機械学習

要素による肉厚の予測によってこれを

達成するため、外部品質は「配管の

肉厚予測」に基づいて設定している。

20XX/XX/XX

現場担当としては、頻繁な発報は問題であ

り、必要な品質であることを確認した。

なお、発報の頻度を定義する必要がある。

20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

無

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅱ

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.2

無

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅱ

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.2

無

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅱ

人間による回避可能性

（①～③）
③

0.2

中

実施結果

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械

学習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

現状の課題

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

現場担当

データ提供

石油精製３社

工務部門

技術担当

計12名

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成

した「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

AIベンダーH社・2

名

（技術担当〇〇・

XX）

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当

データ提供

石油精製３社

工務部門

技術担当

計12名

20XX/XX/XX

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイド

ライン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。

例えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮

される事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここ

まではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出

力の品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステッ

プ3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学

習要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の

品質要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それ

ぞれについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能

などは記載する必要はありません。利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に

考えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の

出力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

AIベンダーH社・2

名

（技術担当〇〇・

XX）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当

データ提供

石油精製３社

工務部門

技術担当

各装置担当

（全６装置）

計15名

データ提供

石油精製３社

工務部門

技術担当

各装置担当

計6名

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用

システムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、イン

ターロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。

機械学習利用システムから独立した安全関連系

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習

要素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立し

た安全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

AIベンダーH社・2

名

（技術担当〇〇・

XX）

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

AIベンダーH社・2

名

（技術担当〇〇・

XX）

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

現場の管理担当

環境安全担当

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

SIL評価の必要性の有無

20XX/XX/XX

モデルが出力する変数の因果関係の最終

的な判断は人がする必要があること等、前

提条件と評価結果について確認した。

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

影響強度：誤判断があった場合の

直接被害額は、配管の交換を想定

し、1千万円とした。人的被害は想定

されない。

人間による回避可能性：AIの出力

を参考に人間が判断するため、③とし

た。

これにより、AISLは0.2となる。

20XX/XX/XX

ⅱ

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低）

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

20XX/XX/XX

モデルが発報した内容の危険度の最終的な

判断は人が判断する必要があること等、前

提条件と評価結果について確認した。

20XX/XX/XX（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

現場の管理担当
AIベンダーH社(♦

♦)

モデルが出力する予測値の最終的な判断

は人がする必要があること等、前提条件と

評価結果について確認した。

20XX/XX/XX

実際よりも肉厚を小さく予測すると、

異常予兆の発報が増加する。安全な

配管（本来人間による確認が不

要）を人間が確認する手間が余計

にかかるが、重大なコストではない。そ

のため、運用上許容される範囲にお

いて、best-effortで誤判定を少なく

することを目指す。

20XX/XX/XX
アラートを出すタイミング・閾値は運用しなが

ら検証していくことで問題ないと確認した。
20XX/XX/XX

20XX/XX/XX（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

※本実用例は、ユースケース「異常予兆検知・診断」のほか、「配管の肉厚予測」の特徴も有しており、両方のユースケースを参考に信頼性評価を実施している。

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説実施結果

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

best-effort

1

2 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

リスク回避性 LvS2 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE1 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

AIベンダーH社・2

名

（技術担当■■・

□□）
内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX

現場担当

プラントシステム担当

AIベンダーH社

(現場担当〇〇)

(プラントシステム担

当△△)
20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を

満たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

AIベンダーH社・2

名

（技術担当■■・

□□）
内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX

現場担当

プラントシステム担当

AIベンダーH社

(現場担当〇〇)

(プラントシステム担

当△△)
20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外

部安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法

で信頼性を確認する必要があります。

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用

システムであれば検収

- システム品質保証担当
事業企画担当

現場担当

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

13
内部品質（運用時品質

の維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結

果も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当 内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当 内部品質
現場担当

プラントシステム担当

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の

構成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機

械学習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

日揮・1名

（PJリーダー△

△）

AIベンダーH社・2

名

（技術担当〇〇・

XX）

ⅲ

ⅱ
水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

外部品質の

レベル

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

現場の管理担当
AIベンダーH社(♦

♦)

実際よりも肉厚を小さく予測すると、

異常予兆の発報が増加する。安全な

配管（本来人間による確認が不

要）を人間が確認する手間が余計

にかかるが、重大なコストではない。そ

のため、運用上許容される範囲にお

いて、best-effortで誤判定を少なく

することを目指す。

20XX/XX/XX
アラートを出すタイミング・閾値は運用しなが

ら検証していくことで問題ないと確認した。
20XX/XX/XX

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

性能の水準（高/中/低）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

性能の水準（高/中/低）

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります

（ガイドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベル

の確認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご

注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の

要求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困

難な場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設

計や運用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値

目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」

の要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はス

テップ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部

品質の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設

定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

AIベンダーH社・2

名

（技術担当■■・

□□）

※本実用例は、経済産業省「令和2

年度補正 産業保安高度化推進事

業費補助金」による開発期間におけ

る信頼性評価の検討内容を記載し

ている。開発中のシステムであり、以

降のステップは未実施である。

なお、実用例のうち、「1.配管の肉厚

予測（横河電機株式会社）」「2.

配管の画像診断（三菱ケミカル株式

会社・日本電気株式会社）」では、

以降のステップを含めて記載してい

る。

プラントシステム担当

環境安全担当

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施され

ますが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そ

のため、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質

を確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、

F値など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設

定経緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習

要素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認

します。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発

時に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につ

いて、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマッ

ト（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ス

テップ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場担当

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保す

る必要があります。
機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステッ

プ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確

認した要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ
12 外部品質の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏ま

え、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について

検討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しまし

たか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー ー

配管の内面腐食は主に以下の要因に影響を受け

るため、品質低下リスクとして考慮した。

・温度

・流量（流速）

・流体の腐食性(pHなど)

ただし、現場のプラントエンジニアでもリスク

要因が把握できていないケースも存在してお

り、継続的にリスク要因を把握する活動を行

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発

生する原因」の検討結果に基づいたデータ設計

を行いましたか？

ー ー

今回開発するAIの品質低下リスクとなり得る温

度・流量・流体の腐食性などについて、実デー

タにおいてそれぞれの属性が取り得る値の分布

を事前に調査し、それらの分布に偏りが無いよ

うに学習データを抽出する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影

響について、工学的に一定の網羅性を持つ分析

を行い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」とし

て、安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅

性を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー ー

SIL評価のような安全関連系全体の評価は実施し

ていない。

学習データ（肉厚測定値）に対し、網羅性を持

つ分析を実施した。具体的には、実測肉厚測定

値を用いた全体評価、高リスク箇所（高腐食率

箇所）の抽出などを実施し、利用品質低下時の

リスク度合いを評価した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析

し、機械学習要素への入力においてそのリスク

に対応する特徴となる属性について分析を行

う。

ー ー ー

学習データ（肉厚測定値）の外れ値を分析し、

人為的ミス要因のデータを除外などの対応を実

施した。外れ値除外の正確性については、デー

タを受領したプラントオーナー企業3社にも確認

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもた

らす環境の特徴について、機械学習の容易さな

どの分析を行い記録する。

ー ー ー

モデリングの中で温度、流量、流体の腐食性な

ど予測に使う変数を確認した。また3社から受領

したデータでそれぞれの環境差分によるもの

も、すべて変数として組み込んでいる。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー ー
属性と属性値の標準化ルール等を設定し、「マ

スターリスト」により記録管理している。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき

要素について、過去の自己・他者の検討結果な

どの文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る

検討経緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量と

して捉えるべき要素」として、以下を検討しま

したか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検

討結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて

検討経緯を記録する。

ー ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクに

ついては、Fault Tree Analysisなどの工学的分

析を用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆している

か分析するために、現場のプラントエンジニア

による要求分析を行いましたか？

ー ー

データ提供を受けた製油所の現場プラントエン

ジニアに要求分析のカバー内容を確認し、温

度・流量・流体の腐食性などの影響を分析でき

ることを確認した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象

とする設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

今回開発するAIはカメラ等での認識を行うAIで

はないため、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場

合、検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込

みましたか？

	腐食の種類によって「データ設計の十分性」「データセットの

被覆性」の評価にも影響するため、どの腐食を対象とするかとい

う点まで絞り込む。

	どの箇所のどのような異常を対象とするのかによって、「デー

タ設計の十分性」「データセットの被覆性」の評価にも影響する

ため、どの箇所のどのような異常を対象とするかという点まで要

求を特定する。

予測に網羅性を持たせるため、予測対象とする

配管の箇所は絞り込まない。ただし、全ての腐

食種別を予測対象とすることは難しいため、腐

食度合いの閾値を設定する事で、予測対象とす

る腐食種別の絞り込みを行った。

20XX/XX/XX

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー

・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場

合、活用する上で必須かどうかを確認しました

か？

ー

	異常の検知と、それに関連する変数との間で、工学的に意味の

ある因果関係が不明であっても、相関のみで活用することは妨げ

ない。

AIが腐食による異常を出力した際に保全員がい

ち早く対応を行うために、腐食の原因となった

変数を出力することが必須となる。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確か

められるデータ量が確保できますか？
ー ー

3製油所からデータを受領しており、十分なデー

タ量が確保できていると考えている。一部測定

が十分ではない系統については確保が難しい

が、推定することで対応が可能と判断した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが

提供されていますか？もしくは生成、獲得する

ことが可能になっていますか？

ー ー

一部測定が十分ではない系統については確保が

難しいが、推定することで対応が可能と判断し

た。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセッ

トの説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎ

る、もしくは単純すぎることはありませんか？

また、多重共線性は考慮していますか？

ー ー

説明変数が比較的少なく単純すぎる可能性があ

るため、十分に精度評価を行った。多重共線性

に関しては、多重共線性の考慮する必要のない

モデルを使用しているため考慮していない。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に

繋がるような、または不適切なデータ（学習時

の学習用データとは別の⺟集団から得られた運

用時の入力データ、入力データの外れ値など）

を検知し、排除する機構の必要性について考慮

しましたか？

ー ー

外れ値などが入力された場合は異常としてア

ラートを出力する仕組みを導入する。異常デー

タがあまりないため、疑似的に異常データを作

成して検知できることを確認した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されてい

ますか？

ー ー
開発内容・成果については部門で管理されてお

り、プロセス・体制が構築されている。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー ー

温度・流量・流体の腐食性などのリスク要因に

対応する属性（変数）を抽出し、それぞれに対

応したケースを設定した。設定内容については

オーナー企業のプラントエンジニアに確認済

み。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その

組み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー ー

上記のうち、複合的なリスク要因についても対

応したケースを設定し、プラントエンジニアに

確認済み。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に

対する属性を抽出し、大きなリスクの要因との

組み合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出し

ましたか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは気候、塩分(海からの距離や風向な

どの地域性)などを指す。

	「環境要因」とは、ここでは異常の検知に影響する環境要因

（生産負荷、生産ロット等）を指す。

重要な「環境因子」として、温度・流量・流体

の腐食性などを抽出した。またこれらの組合せ

で大きなリスク要因になり得るケースを準備し

た。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー ー

上記の通りLv1の要求を満たしていることを確認

した。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、

原則としてpair-wise coverageの基準を満たす

こと。具体的には、「その原因の組み合わせの

属性値」と、「その属性値の属する属性以外の

全ての属性について、属性に含まれる属性値を

１つずつ個別に選択したもの」の組み合わせの

ケースを含むこと。

ー ー ー

温度・流量・流体の腐食性などのリスク要因に

対応する属性（変数）を抽出し、それぞれに対

応したケースを設定した。設定内容については

オーナー企業のプラントエンジニアに確認済

み。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせ

の集合をケースとして設定すること。

ー ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要

な場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に

基準を個別に設定することも考えられる。

ー ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確

認を行いましたか？

ー ー

温度・流量・流体の腐食性などのリスク要因に

関連する属性を抽出した。現場のプラントエン

ジニアに対する確認済み。ただし、現場のプラ

ントエンジニアでもリスク要因が把握できてい

ないケースも存在しており、継続的にリスク要

因を把握する活動を継続する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象

とする設備の箇所や材質などによって、データ

の範囲や取得容易性が変わることを検討しまし

たか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

今回開発するAIはカメラ等での認識を行うAIで

はないため、対象外と判断した。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルー

ルの整備を行いましたか？
ー ー

変数名などの標準化ルールを設定し、「マス

ターリスト」として記録管理している。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場

合、システムの複雑化・不確定要素の増加を招

く可能性を検討しましたか？

ー ー

データ品質のブレをモデル側で吸収することは

考慮していない。肉厚測定値データ自体に対し

ては、自動クレンジング機構を導入済み。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分

など）のデータを学習するAIの場合は、製品の

特性の範囲をカバーしたデータの収集可能性を

検討しましたか？

ー ー

今回のAI開発に必要な製品特性については収集

可能であることを確認済み。ただし、一部秘匿

性の高いデータについては別途検討予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境

要因の変化がシミュレータで考慮されているか

確認しましたか？

ー
	データセットをシミュレーションで取得する場合は、シミュ

レータの妥当性を十分検証する。

今回はシミュレーションデータを利用しないた

め、対象外と判断した。

予測精度を向上させるため、将来的にはシ

ミュレータのデータを利用予定
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後

は傾向が変わる可能性があることを検討しまし

たか？

ー ー

メンテナンスの直後は傾向が変わる可能性があ

ることは検討済み。配管更新後の一定期間を特

別な期間として設定して対応する。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出

しましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは対象とする配管や観測の頻度、

評価の時間軸（リアルタイムの予測を行うか等）などを指す。

	「応用の状況」とは、ここでは検知したい異常の深刻度（ハイ

アラーム／ハイハイアラーム　等）や、機械学習利用システムの

活用場面（常時／一時、昼間／夜間、定常時／非定常時　等）を

指す。

応用の状況として、「肉厚値の測定場所」を抽

出した。肉厚測定の実施状況については、3製油

所それぞれの系統による偏りがあるため、共通

の測定定点が存在しない場合、仮想的な測定定

点（ダミー定点）を設定し、ダミー定点の測定

結果を周囲の測定結果から推定して補うこと

で、各系統のデータ間に偏りが生じないように

した。

現場計測値など運転データの一部は紙ベースの

資料であったため、電子化時のミスに特に注意

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎

に、元データから偏りのないサンプル抽出など

を行い、偏りがないことを期待できるようにす

ること。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する

枠組みである場合、テスト用データとして異常

データの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー

	本ケースの場合、学習データとして異常時データを網羅するこ

とは必須としない。一方で、正常領域における網羅的なサンプル

抽出が必要。

3製油所から十数年分のデータを受領しており、

温度・流量・流体の腐食性などに関して偏りの

ないサンプル抽出を行った。また測定箇所につ

いて偏りが出ないようにダミー定点データを増

やして対応した。

また検出すべき異常データ（肉厚が薄くなって

いるデータ）については個別の事故事例などを

受領した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー ー

ダミー定点処理については、ダミー定点化した

箇所を他と判別できるように記録した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十

分に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー ー

3製油所から受領した十数年分のデータから各

ケースを抽出し、これらが十分であることを確

認した。3製油所の測定箇所の違いについては製

油所それぞれのデータからダミー定点を設定

し、データ量を確保した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が

低くなることを認識する。

	ある範囲の正常データが十分取得できない場合、その範囲では

異常を検出する精度が低下する可能性があることを認識する。

訓練用データが十分に取得できているため、対

象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー ー 上記のとおりLv1の要求を全て満たす。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握

すること。

ー ー ー

肉厚測定値に大きく影響を与える温度・流量・

流体の腐食性について、それぞれの分布を算出

した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー ー

温度・流量・流体の腐食性が、上記分布から外

れていないことを確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー ー
データを可視化し、属性の偏りを直接確認し

た。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

と。

ー ー ー

特異的に腐食率が高くなる測定箇所について

は、要因解析により属性の見直しを行った。実

データから、それらの属性の値の分布を抽出

し、当該の測定箇所を含むデータでは属性の値

に偏りが生じないようにした。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケー

ス組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間

相関がないことなどを確認すること。

ー ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない

属性の分布について、あらかじめ想定される分

布を検討し、相違について分析を行い記録する

ー ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現

場のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー ー

データ提供元である現場のプラントエンジニア

が、取得源が正しいことを確認した上でデータ

を選定した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー ー

非定常状態かどうかは肉厚予測に大きく影響を

与えないと判断したため、特にデータの扱いを

考慮していない。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、

幅広い稼働状態のデータをカバーする必要があ

ることを検討しましたか？

ー ー 今回は化学プラントが対象ではない。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合

は、シミュレータの妥当性を十分検討しました
ー ー

今回はシミュレーションデータを利用しないた

め、対象外と判断した。

将来的にはシミュレータのデータを使用予

定
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを

考慮したデータセットになっていますか？
ー ー

天候をはじめとする外乱による影響も考慮でき

ており、変数としてデータに含めている。例え

ば温度データを秒単位で計測している。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバー

できていますか？

	配管の内容物・流量・材質・流速・圧力など、前提としている

属性のデータの範囲がカバーできているか注意する。
ー

温度・流量・流体の腐食性のデータ範囲はカ

バーできている。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時の

ものであることの確認は、その判断が適切に行

える専門性を持った要員が行いましたか？

ー
	正常時データが実際に正常時のものであることの確認は、その

判断が適切に行える専門性を持った要員によって行う。

現場のプラントエンジニアが正常時のデータで

あることを確認した。別途事故発生時のデータ

は保存してあるためそれらの発生時間と比較す

ることでも確認できる。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？
ー ー

今回は人間の操作や手順等の学習は行わないた

め、対象外と判断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割

合、平均・分散・共分散など）を確認しました

か？

ー ー
温度・流量・流体の腐食性を中心に、基本統計

量を確認済み。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、そ

の管理の方策（アノテーションの履歴の記録

等）を検討しましたか？

ー ー
異常時のラベル付けがされたデータは別途記録

保管されている。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領

域について、特にテスト用データセットの品質

（外れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこ

と・ラベルを付した人が明確であること、取得

日時や場所・来歴が明確であること等）を重点

的に確認しましたか？

ー ー

別途記録保管されている異常時のデータを含

め、テスト用データの来歴については明確に

なっている。テスト用データの外れ値や欠損値

は必要に応じて除外対応済み。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作

り不足するデータを増やすこと）をルールベー

スプログラミングで行う場合、その妥当性を十

分に検討しましたか？

ー ー
今回はデータ拡張は行っておらず、対象外と判

断した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、

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評価しましたか？

ー ー
今回はデータ拡張は行っておらず、対象外と判

断した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取

得方法に注意しましたか？
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎

に、元データから偏りのないサンプル抽出など

を行い、偏りがないことを期待できるようにす

ること。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー ー （略） 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

	ある範囲のデータ量が十分でない場合、その範囲の予測精度が

低くなることを認識する。

	ある範囲の正常データが十分取得できない場合、その範囲では

異常を検出する精度が低下する可能性があることを認識する。
（略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確

率の想定を把握すること。
ー ー ー

肉厚測定値に大きく影響を与える温度・流量・

流体の腐食性について、それぞれの分布を算出

した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー ー

上記分布から外れていないことを確認した。な

お、特異的に腐食率が高くなる箇所について

は、別途要因解析を実施の上、変数の見直しを

検討した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー ー
データを可視化し、属性の偏りを直接確認し

た。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー ー

特異的に腐食率が高くなる箇所については、別

途要因解析を実施の上、変数の見直しを検討し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象

の全集合に対して比較する。）
ー ー ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出

現確率を比較して、レアケースのデータが訓練

に不足する場合には、レアケースの学習を重点

化することを検討すること。但し、特にLvE2が

要求される場合には、重点化に伴い他のケース

の学習が弱化することの、製品全体の品質への

影響について必ず検討を行うこと。

ー ー ー

現時点ではレアケースを想定していない。立ち

上げ直後などの非定常状態から定常状態への移

行時において、温度や流量などの特性が定常状

態と大きく異なるレアケースとなる可能性が有

る。レアケースの近傍のデータを重点的に準備

して学習することを検討する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応す

るケースにおいて十分なデータ量が存在するこ

とを明示的に確認すること。

ー ー ー

3製油所から受領した十数年分のデータから各

ケースを抽出し、これらが十分であることを確

認した。3製油所の測定箇所の違いについてはダ

ミー定点を設定することで、データ量を確保し

た。

精度低下リスクとなり得る温度・流量・流体の

腐食性などについてそれぞれ十分なデータ量が

あることを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前

に見積もり設計すること。

ー ー ー

精度低下リスクとなり得る温度・流量・流体の

腐食性などについて、実運転データでのこれら

の出現分布を想定し学習用のデータセットを作

成した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがな

いか、現場のプラントエンジニアが確認しまし

たか？

ー ー

オーナー企業の現場のプラントエンジニアが、

テスト用データセットに偏りがないことを目視

確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の

頻度を含むデータ特性が変化する可能性がある

ことを検討しましたか？

ー ー

設備切替・保守点検等の非定常状態のデータ特

性が変化する可能性があることは検討済み。た

だし、AIの精度低下リスクとなり得る温度・流

量・流体の腐食性などについては非定常状態に

おいて精度低下をもたらすようなデータ特性の

変化が見られないことを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さに

なる可能性があるため、プラントの運転データ

との紐づけに注意しましたか？

ー ー
オーナー企業のプラントエンジニアが、運転

データと運転状態との紐づけを目視確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得でき

ていることを確認しましたか？

	1 要求分析の十分性～3データセットの被覆性で検討した属性の

カバーすべきデータの各範囲のデータ量が十分であることに注意

する。

	正常データとして想定する様々な範囲（昼間／夜間、定常時／

非定常時、季節の違い等）のデータを偏りなく取得する。

3製油所の十数年分の運転データを使用すること

で、想定する稼働状況をカバーできていると判

断した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情

報バイアス、交絡の問題・リスクを評価しまし

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

もとづいて行いましたか？

ー ー

肉厚測定箇所や測定間隔などは、各系統の腐食

性に応じて人為的に設定されているため、バイ

アスが存在している。この点をある程度解消す

るためにダミー定点を設定してデータ量を確保

した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮

定や過去の経験から導き出し、「データの被覆

性」を満たす抽出プロセスを通じて用意するこ

ー ー ー

今回のAI開発に対し、3製油所・6装置の十年分

のデータ量で、データの被覆性を満たす必要な

量のテスト用データが準備できると判断した。

20XX/XX/XX
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値

の除去方法について検討し実施・記録するこ

と。

ー ー ー

テスト用の運転データに対してラベルは付与さ

れていないため誤りの除去は不要。外れ値の扱

いは検討を継続する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取

扱いとする。ただし、データの分布の取り方に

ついては違う方法を採用して良い。

ー ー ー 訓練用の運転データについても上記と同様。 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する

場合（false negative/false positiveで扱いを変

える場合を含む）については、その判定基準を

合理的に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、

誤判断の許容水準について検討しましたか？
ー

	本ケースの場合、誤検知は一定量許容されうるが、テストに使

用できる異常データの量・種類が限られるため、見逃しの発生率

は極限まで0に近づけることが望ましい。

誤判断の許容水準として、過去データを用いた

学習データセットによる検証で、実測C.R>予測

C.R（危険サイドの評価）とならないように誤判

断の許容水準を決定した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比

較手段を定めておくこと。対照テストの結果に

よる場合には、その合格基準を予め定めておく

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー ー
公平性は要求されないため、対象外と判断し

た。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー ー － 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につ

いて、何らかの追加的な確認手段を検討するこ

と。

ー ー ー

テスト用・訓練用の運転データに対してラベル

は付与されていないため誤りの除去は不要。外

れ値の扱いは検討を継続する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基

準を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー ー

データ提供元のオーナー企業の担当者と判断基

準を合意済み。

最終的な受け入れ時の精度評価基準は、実験の

成果を踏まえてオーナー・ベンダー間で協議し

決定する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ

変形などでの機械的な増量テストを同時に行う

こと。

ー ー ー
今回はデータ拡張によるデータ追加は実施しな

い。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロン

の発火状況その他の内部的な情報の分析の適用

を検討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で

排除すること。

ー ー ー

運転データを入力とする理論的腐食率と、AIが

予測する予測値とを比較し、明らかな誤りを排

除できるようにすることを予定している。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械

学習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反

映し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先

（プラント事業者・エンジニアリング会社な

ど）と合意しましたか？

ー ー

データ提供元のオーナー企業の担当者と判断基

準を合意済み。

最終的な受け入れ時の精度評価基準は、実験の

成果を踏まえてオーナー・ベンダー間で協議し

決定する。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品

質をテストで確認しましたか？
ー ー

教師ありによるデータ学習のため、対象外と判

断した。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考

慮しましたか？

ー ー 今回は値を正解値とすることを確認した。 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用デー

タとテスト用データ、バリデーション用データ

を独立して分離・管理していますか？再学習、

追加学習時時にも同様の管理を行っています

か？

ー ー
交差検証に利用するデータと、テストデータは

分離して保存・管理予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に

収束していますか？適合率、再現率、F 値は目

標に達していますか？

ー ー
損失関数の残差が十分に収束することを確認予

定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー ー

損失関数の残差が異常な変化を示していないか

確認予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確

になっていますか？ユーザー・ベンダー間でア

ルゴリズムの選択根拠を説明・合意できていま

すか？

ー ー

AIアルゴリズム、蒸留処理の必要可否、ハイ

パーパラメータの設定根拠はユーザ・ベンダ間

の会議等で議論して合意する予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイ

ズ削減の必要はあるか確認しましたか？その際

に、性能の劣化はどこまで許されるのか検討し

ましたか？

ー ー

学習用データの削減、及びモデルサイズの削減

は未検討。今後精度評価における精度・汎用性

の結果により削減を検討する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102

安定性向上のために適用した技術を記録するこ

と
ー ー ー

過学習を防止するために交差検証などの技術を

適用予定であり、適用した技術については記録

を残す予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推

奨される。

ー ー ー
学習フェーズにおいて、過学習を防止するため

の技術を適用予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録する

こと
ー ー ー

特に温度・流量・流体の腐食性について学習で

用いたデータ領域の近傍のデータを作成し、安

定性の評価の実施を検討する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する

技術の適用が推奨される。敵対的データを生成

して安定性を評価する技術、敵対的データの攻

撃を受けにくくする訓練技術、敵対的データの

動的検知技術等がある。これらの技術を適用す

ることは容易ではないが、現在、そのための実

用的な開発・評価するための環境整備が進めら

ー ー ー
上記と同様近傍のデータを作成し、安定性の評

価の実施を検討する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー ー 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安

定性をもつことを保証することが求められる。

例えば、近傍には敵対的データが存在しないこ

とを保証する技術等がある。これらの技術はま

だ研究段階であるが、将来的にはレベル３での

適用が期待される技術である。

ー ー ー 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確

実性が高いため、学習データセット近傍のデー

タに対する安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー ー

今回開発するAIが対象とするのは石油精製装置

のみであり、発生するデータの不確実性は小さ

いと判断した。実データを確認し、温度・流

量・流体の腐食性データなどの分布を確認し、

データが比較的安定していることを確認した。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生す

るデータが学習データセット近傍のものが多く

なるため、安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー ー

今回の開発では新規銘柄の追加は想定していな

い。銘柄の追加への対応は別途対応を検討す

る。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・

整合が取れていますか？
ー ー

現時点で議論が未実施。本運用までに設定する

必要がある。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？

学習後の AI 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ませんか？

ー ー
汎化性能の目標値の設定は未実施。本運用まで

に設定する必要がある。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

67 4-2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？

交差検証を利用する際、利用する学習用データ

セットのバリエーションを確保していますか？

ー ー
汎化性能を測定する方法は未決定。本運用まで

に設定する必要がある。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定

とそれの与える影響解析を行っていますか？ノ

イズ候補により、AI モデルの性能が著しく劣化

することはありませんか？

ー ー
精度改善の段階において、ノイズの洗い出しを

検討予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる

実績を持つソフトウェア等を選定し、その選定

経緯を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認

し、その選定経緯を記録しましたか？
ー ー

今回の開発ではシミュレータは利用しない。

その他、開発・実装に利用するソフトウェアに

ついて、実績のあるソフトウェアを選定し、記

録する予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発

見等を運用期間中モニタリングし、必要に応じ

て修正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタ

リングや修正は可能ですか？
ー ー

今回の開発ではシミュレータは利用しない。

その他、選定したソフトウェアについて、欠陥

の発生等をログデータからモニタリングする予

定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、

実用段階で用いる環境の相違について、その影

響などをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー ー

学習からテストフェーズにおいて使用したデー

タを取得した製油所の環境と、AIを実用する製

油所の環境が異なる可能性を検討した。配管の

配置も異なっているため、温度・流量・流体の

腐食性などの傾向の違いが予測結果に影響を与

える可能性がある。運用初期の試行段階で、運

転員に予測結果を提示し影響を確認する見込

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等

によりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等

で信頼性を自己評価しましたか？
ー ー

今回の開発ではシミュレータは利用しない。

その他の利用するソフトウェアについても結合

テストにおいて検査を行い信頼性を確認する予

定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー ー

ソフトウェアの信頼性については、結合テスト

において検査を行い信頼性を確認する予定。

IEC61508-3におけるソフトウェアSIL1の要求事

項も参考とする予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性

の維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が

整っていますか？
ー ー

今回の開発ではシミュレータは利用しない。

その他利用するソフトウェアに関する保守体制

は本番運用までに構築する予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した

環境でバリデーション・テストを行うこと。ま

たは、テスト済み学習モデルと実用環境での学

習モデルの動作の一致性について、何らかの検

証を行う事。

ー ー ー

バリデーション及びテストでは、実用する製油

所の環境での入力データと同じフォーマットで

データセットを構成し、バリデーション及びテ

ストを行う予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）

のソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞い

に基づくテスト（または形式検証など）を必ず

行うこと。

ー ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の

確認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこ
ー ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量

を適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー ー

本番運用では十分な計算リソースを持つ端末上

でAIを動作させるため、リソース不足による問

題は発生しない見込み。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリ

に対する単体テストまたは外部ライブラリを含

むシステムテストを実施していますか？

ー ー
結合テストにおいて外部ライブラリのテストを

実施する予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

68 4-2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に

対する責任範囲は明確になっていますか？
ー ー

オープンソースのライブラリを用いているた

め、不具合に対する責任は開発当事者にある。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用

していますか？ソフトウェアのアップデートに

対する対応や、サポートが終わった際の対応に

ついて決めていますか？

ー ー

ソフトウェアのサポート期間を把握してソフト

ウェアを利用している。またそれらのソフト

ウェアについて重大な脆弱性が判明した場合は

可能な限り早急にアップデートを行う予定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー ー

ソフトウェアについて重大な脆弱性が判明した

場合は可能な限り早急にアップデートを行う予

定。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失

われたときの対応について、あらかじめ検討し

ておくこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽

出しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外

の品質の低下がもたらす影響についてあらかじ

め検討しておき、必要な場合には動作範囲の限

定などのシステム的な対応を取ること。

ー ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項

に準じた品質管理を行う事。
ー ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システム

の品質について、動作結果との対照などから品

質劣化・誤判断のモニタリングを行うこと。モ

ニタリングにおいては、プライバシーなど製品

品質以外の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要

因」を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果を何らかの方法で定常的にモニタリン

グすること。モニタリングの結果で性能要求か

らの逸脱が判明した場合には、直ちに対処を行

うことができること。

ー ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品

開発段階で用いたテスト用データセットでの

「性能劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品

質が失われていないことを確認すること。必要

な場合には、製品開発段階と同等の手法でテス

ト用データセットの更新を行うこと。

ー ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果をシステムに反映する前に、製品内部

で一定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定

外の品質劣化が無視できない場合には更新を中

止する仕組みとすること。また、オフラインで

の更新・修正手段を必ず確保すること。

ー ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での

収集データと、システム初期構築時のテスト用

データセット、および同じ手法で定期的に更新

するテスト用データセットを用いて品質を管理

すること。

ー ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデル

の再学習・再精度検証ができる体制を構築しま

したか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどう

か、現場のプラントエンジニアに確認を行いま

したか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備

の改造などにより、発生するデータの特性が変

化する可能性があることに注意しましたか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリ

ングの仕組みを検討しましたか？
ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータ

の特性が変化する可能性が高いため、モデルの

再学習・再精度検証が必要となることを確認し

ましたか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が

変化した場合、モデルの再学習・再精度検証が

必要となることを確認しましたか？

ー

	化学系プラントでは特に外部環境の変化（日照条件、風向きな

ど）の機械学習要素への影響が大きいため、隣接する設備の撤去

や変更など、対象設備の直接的変更でない場合でも、対象設備の

外部環境に影響する変更に留意する。

現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検

証を行うことを検討しましたか？
ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、こ

れに応じて精度検証、学習モデルのチューニン

グの頻度を設計しましたか？

ー
	対象設備の生産負荷に応じた経年劣化の進行を想定し、精度検

証、学習モデルのチューニングの頻度を設計する。
現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修

繕した場合は、その都度精度検証、学習モデル

のチューニングが必要となることを確認しまし

たか？

ー
	（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修繕した場合は、そ

の都度精度検証、学習モデルのチューニングが必要とされる。
現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度

等を確認しましたか？

	既存手法による交換要否判断や、実際の交換時の配管の状態等

を踏まえ、実際の正解度や見落としの有無を検証する。
ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル

構築時の前提や教師データ類を整理しておき、

運用開始後の変更管理を準備しましたか？

	本ケースは特に精度の維持の重要性が高いため、モデル構築時

の前提、教師データ類を整理しておき、運用開始後の変更管理に

おいて都度確認する。

ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定

することを検討しましたか？
ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想

定範囲や、設備の条件設定等）を確認しました

か？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・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ますか？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ました

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認

し、その背景を解析していますか？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

いますか？システム維持を想定できています

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区

間を外れているかを監視するなど、入力データ

の質をパトロールしていますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？

性能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判

断する設計になっていますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決

めていますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する

劣化は許容可能となっていますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、

性能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時

の入力データ、入力データの外れ値など）の混

入を防ぐことができますか？もしくは、学習前

に不適切なデータを排除する機構があります

か？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについ

て、異常な動作に繋がるような異常または不適

切なデータ（学習時の学習用データとは別の⺟

集団から得られた運用時の入力データ、入力

データの外れ値など）を排除できる仕組みがあ

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 配管の肉厚予測 異常予兆検知・診断

参考資料・参考情報
開発・実装

記入日

運用

記入日

4-2. 異常予兆検知・診断　日揮株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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

りますか？

ー ー 現在「学習」フェーズであるため未検討。 ※未実施
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

今後、ベテラン運転員が減少し、属人的な運

転技術に頼ることが難しくなる中で、プラントオ

ペレーションの安全・生産効率・省エネの水準

は維持向上し続ける必要がある。

20XX/XX/XX
課題設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

・外乱による運転状態の変動を抑制し運転を

安定化すること。

・機械学習利用システムが自動で運転を制御

することで、非熟練運転員でもベテラン運転員

と同等以上に高効率で省エネの運転を実行で

きること。

20XX/XX/XX
目的設定の議論に参画し、問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

外乱（原料性状、処理量変更、降雨など）

による装置変動時においても安定的に運転

定常運転時（非定常は除く）を対

象とする。

機械学習要素が、「現在の運転領

域が学習範囲であるか提示する」こと

の実現も目指す。

20XX/XX/XX

安定時は生産効率化、省エネ運転を実行
定常運転時（非定常は除く）を対

象とする。

設備の設計を超過する運転を実行しない。 20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

現状の運転領域がAIの学習範囲内外である

ことを提示する。（知らない領域であることを提

示する）

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

運転員のアラーム対応回数を少なく抑える 20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

安定時、生産効率とエネルギー効率の双方を

考慮した最適制御を実現する。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

出力されるAIの操作範囲を、安全上の許容

動作に対応する範囲に制限する。

予測が外れなければ、危険な操作は

選択しない。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

運転領域が学習範囲外である場合に学習範

囲内であると判断する誤判断率を一定以下に

する。

20XX/XX/XX

外乱による変動に起因する既存システム

(DCS)のアラームの吹鳴数を限りなく0に近づ

ける。

外部品質は、機械学習利用システム

の出力に紐づいた表現で記載すべき

だが、DCSは複数のパラメータを総合

的に分析し、吹鳴判断を行うため、

吹鳴数を用いた表現にした。

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

生産効率とエネルギー効率を金額換算した指

標を一定以上に保つ運転パラメータを提示す

る。

20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場から意見

を提示し、検討に反映されていることを確認

した。

20XX/XX/XX

なし。 20XX/XX/XX
本システムには、AIの出力を補正する機能

は含まれないことを確認した。
20XX/XX/XX

既設のインターロック装置、安全弁等あり。

HAZOPによるリスク評価により、プラ

ントの安全が確保されていることを確

認済み。

20XX/XX/XX
異常発生時のインターロック機能はあり、安

全に停止可能であることを確認した。
20XX/XX/XX

なし。

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし。

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅳ

人間による回避可能性

（①～③）
➀

0

なし。

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 なし。

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅳ

人間による回避可能性

（①～③）
②

0

ー

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果 ー

考慮する影響の種類

（人的被害・直接的経済

被害のみ／間接的経済

被害を含む）

ー

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） ー

人間による回避可能性

（①～③）
ー

ー

実施結果

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械

学習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　2人（プラ

ントシステム担当、品質

保証担当）

株式会社　Preferred

Networks エンジニア

10人（機械学習設計・

現状の課題

現場担当
技術計画部　副部長

2人（経営判断）

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成

した「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。

本ガイドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品

質）を設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定す

る必要があることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム

（機械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシス

テムの目的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。
システムの目的

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　2人（プラ

ントシステム担当、品質

保証担当）

ENEOS　先進技術研究

所　データサイエンスGr

1人（機械学習設計・開

発担当）

株式会社　Preferred

Networks エンジニア

10人（機械学習設計・

開発担当）

機能要件 20XX/XX/XX

事業企画担当

現場担当

技術計画部　副部長

2人（経営判断）

ENEOS　川崎製油

所　製油/製造グ

ループ　2人（現場

担当）

システムの機能要件設定の議論に参画し、

問題ないことを確認した。

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイド

ライン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。

例えば異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮

される事項を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここ

まではユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出

力の品質であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステッ

プ3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学

習要素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の

品質要求を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全

性を高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それ

ぞれについて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能

などは記載する必要はありません。

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に

考えることが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の

出力の品質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いませ

ん）。ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機

械学習特有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　2人（プラ

ントシステム担当、品質

保証担当）

ENEOS　先進技術研究

所　データサイエンスGr

1人（機械学習設計・開

発担当）

株式会社　Preferred

Networks エンジニア

10人（機械学習設計・

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当

技術計画部　副部長

2人（経営判断）

ENEOS　川崎製油

所　製油/製造グ

ループ　2人（現場

担当）

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

現場の管理担当

環境安全担当

技術計画部　副部長

2人（経営判断）

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機

構」と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節

「用語」の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機

械学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要

素からの出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されてい

る必要があります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用

システムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、イン

ターロック等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。
機械学習利用システムから独立した安全関連系

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習

要素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立し

た安全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場

合は、23～28行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

AI誤操作によるリスクを評価。AI出

力は人の判断を介さずに直接運転に

反映されるため、「人間による回避可

能性の分類」は①。一方で、独立し

た安全系により、誤操作があっても装

置は停止するが安全は担保され、直

接損害は発生しないため「影響の強

度」はⅣとした。

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

学習範囲内外の誤判断によるリスク

を評価。AIの出力を人が確認するた

め、「人間による回避可能性の分類」

は②。一方で、独立した安全系によ

り、仮に学習範囲外の出力が運転に

反映され、これに起因する誤操作が

あっても、装置は停止するが安全は

担保され、直接損害は発生しないた

め「影響の強度」はⅣとした。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。
ⅱ

SIL評価の必要性の有無

20XX/XX/XX（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

20XX/XX/XX

現場の管理担当
技術計画部　副部長

2人（経営判断）

本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。
20XX/XX/XX
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5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

高

mandatory

2

高

best-effort

2

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

2 20XX/XX/XX

リスク回避性 なし 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE2 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

1人（事業企画担当）

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　1人（プラ

ントシステム担当、品質

保証担当）

ENEOS　先進技術研究

所　データサイエンスGr

1人（機械学習設計・開

発担当）

株式会社　Preferred

Networks エンジニア

2人（機械学習設計・開

発担当）

内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

ENEOS

技術計画部　副部長

2人（経営判断）

20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を

満たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

1人（事業企画担当）

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　1人（プラ

ントシステム担当、品質

保証担当）

ENEOS　先進技術研究

所　データサイエンスGr

1人（機械学習設計・開

発担当）

株式会社　Preferred

Networks エンジニア

2人（機械学習設計・開

発担当）

内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

ENEOS

技術計画部　副部長

2人（経営判断）

20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構

等）の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

ENEOS　川崎製油所

技術計画Gr　2人（プラ

ントシステム担当）

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づ

く実施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外

部安全機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法

で信頼性を確認する必要があります。

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用

システムであれば検収

- システム品質保証担当
事業企画担当

現場担当

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ス

テップ9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

ENEOS

技術計画部

次世代技術Gr

2人（事業企画担当）

外部品質の

レベル

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討

します。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると

判断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記

載します。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設

定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考

資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質

のレベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断しま

す。mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由

がわかるようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定

します。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能

の水準を「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事

項を「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性

能の水準は「高」、Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

20XX/XX/XX

20XX/XX/XX

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

現場の管理担当
技術計画部　副部長

2人（経営判断）

パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場

合は、41～43行

をコピーして行を追

加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低）
安定制御は本システムを運用する場

合に必須であり、mandatoryとす

る。このため、AIPLは2とする。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅱ

性能の水準（高/中/低）

ⅲ

性能の水準（高/中/低）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

効率化制御に関しては、品質をモニタ

リングしながら、試験運用を行い、漸

次性能向上を行う運用が許されるた

め、best-effortとする。ただし、高い

性能水準を追求するため、ガイドライ

ン図2-8に基づき、性能の要求の水

準が高いものとして、AIPLは2とする。

20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、問題ないことを確認した。

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります

（ガイドライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベル

の確認」を参照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご

注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の

要求事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困

難な場合は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設

計や運用を見直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値

目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」

の要求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はス

テップ13・14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部

品質の確認と再学習）を実施することになります。

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定
外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設

定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

※本実用例は、経済産業省「令和2

年度補正 産業保安高度化推進事

業費補助金」による開発期間におけ

る信頼性評価の検討内容を記載し

ている。開発中のシステムであり、以

降のステップは未実施である。

なお、実用例のうち、「1.配管の肉厚

予測（横河電機株式会社）」「2.

配管の画像診断（三菱ケミカル株式

会社・日本電気株式会社）」では、

以降のステップを含めて記載してい

る。

プラントシステム担当

環境安全担当

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施され

ますが、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そ

のため、機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質

を確認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、

F値など）を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設

定経緯（ユーザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習

要素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認

します。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発

時に期待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習につ

いて、予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマッ

ト（サブフォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ス

テップ11～14で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

現場担当
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説実施結果

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

13
内部品質（運用時品質

の維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結

果も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当 内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運

用」タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に

基づき、運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当 内部品質
現場担当

プラントシステム担当

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の

構成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機

械学習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タ

ブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づ

き、再学習時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保す

る必要があります。
機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステッ

プ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確

認した要求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場

合は行を追加。

ⅰ
12 外部品質の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏ま

え、外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について

検討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しまし

たか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

運転パラメータを提示するAIであり、主要な品

質低下リスクとしては、運転パラメータ提示の

精度が低下することを設定する。

上記の品質が低下する原因についてオーナー・

ベンダー間でディスカッションを行い、非定常

運転（立ち上げ、シャットダウン、トラブル）

時のデータ、および設備の汚れや劣化等による

センサー間の相関の経時変化の影響を品質低下

リスクの原因として抽出した。

非定常運転時のデータに対しては、学習用デー

タセット構築時に定常運転データに限定するこ

とで対応する。

設備の汚れや劣化等によるセンサー間の相関の

経時変化の影響は、機械学習要素の学習データ

に含まれていることを確認する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発

生する原因」の検討結果に基づいたデータ設計

を行いましたか？

ー

・学習用データセット構築において、シミュ

レータで収集するデータを定常運転時のものの

みに限定する。

・学習用データセット構築において、実機デー

タは定常運転時のもののみに限定する。

・設備の汚れや劣化等によるセンサー間の相関

の経時変化の影響は、機械学習要素の学習デー

タに含まれていることを確認する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影

響について、工学的に一定の網羅性を持つ分析

を行い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」とし

て、安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅

性を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

・品質低下により、AIから誤操作が出力される

可能性がある。

但し、プラント全体の安全評価はHAZOPにて実

施済みであり、万が一、AIによる誤操作が発生

したとしても、安全計装、安全弁、機器の耐圧

等にて人的被害・直接被害は未然に防止可能で

ある。（AISL0）

・よって、品質低下の影響はパフォーマンス

（生産性）の側面のみを考慮する。パフォーマ

ンスに対するオーナーの要求水準を踏まえ、非

定常運転時のデータを学習データから除外する

こと、経時変化の影響が学習データに含まれて

いることを確認することで十分と判断する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析

し、機械学習要素への入力においてそのリスク

に対応する特徴となる属性について分析を行

う。

ー ー

収集するデータを定常時のみに限定する対策を

とる。

非定常時に対応する属性は「処理量」と定義す

る。

・設備の汚れや劣化等によるセンサー間の相関

の経時変化の影響は、機械学習要素の学習デー

タに含まれていることを確認する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもた

らす環境の特徴について、機械学習の容易さな

どの分析を行い記録する。

ー ー

・今回の「応用の状況」として以下を抽出す

る。

　- 季節：年間通期で利用

　- 天候：天候を問わず利用

　- 時間帯：1日を通じて利用

　- 定常運転時に利用

上記の状況は、機械学習が可能なプロセスデー

タ・シミュレーションデータによって特徴をと

らえることができる。

20XX/XX/XX

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

（製品原料の）処理量〇〇ton/h以下を非定常時

と定義する。

実装時は、〇〇ton/h以下になる時はAIを使わな

い運用とし、〇〇ton/h以下の状態であることを

示すこととする。

以上の決定の経緯の記録、および運用への確実

な反映のため、〇〇○に記載して管理する。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき

要素について、過去の自己・他者の検討結果な

どの文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る

検討経緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量と

して捉えるべき要素」として、以下を検討しま

したか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検

討結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて

検討経緯を記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクに

ついては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析

を用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆している

か分析するために、現場のプラントエンジニア

による要求分析を行いましたか？

ー
製油所のエンジニアとともに、応用の状況のカ

バー、非定常の定義等の要求を確認済み。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みま

したか？

ー
製油所のエンジニア・オペレーターと共に予測

対象、操作対象を決定した。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー

・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場

合、活用する上で必須かどうかを確認しました

か？

ー

予測精度を確認しながら、工学的因果関係の活

用要否を検討中。現在、工学的因果関係は明示

的に提示していない。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確か

められるデータ量が確保できますか？
ー

学習データ、テストデータ、およびバリデー

ションデータは確保済み。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが

提供されていますか？もしくは生成、獲得する

ことが可能になっていますか？

ー

データの必要量についてオーナー・ベンダー間

で認識共有済み。現時点では十分量がある。

（データ量と予測精度の相関から、十分である

ことを確認する分析を実施した）

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセッ

トの説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎ

る、もしくは単純すぎることはありませんか？

また、多重共線性は考慮していますか？

ー

・複雑度が高い可能性はあるが、現時点では問

題なしと判断。

多重共線性は考慮済み。現状問題なし。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に

繋がるような、または不適切なデータ（学習時

の学習用データとは別の⺟集団から得られた運

用時の入力データ、入力データの外れ値など）

を検知し、排除する機構の必要性について考慮

しましたか？

ー

・入力データがエラーとなった場合、エラーで

あることを検知。且つ一周期前のデータを使用

する仕様とする。

なお、リスク回避性の観点では、万が一、異常

な入力データによるAIの誤操作が発生したとし

ても、安全計装、安全弁、機器の耐圧等にて事

故は未然に防止可能である。（AISL0）

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されてい

ますか？

ー
・他のプロセスにも併用可能な技術とし、次の

開発に活かす体制を構築している。
20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー

・「要求分析の十分性」で整理したとおり、今

回は非定常運転時のデータが、精度低下という

品質低下リスクの原因であり、具体的な属性は

以下の通り。

　- 非定常運転のケース：立ち上げ、シャットダ

ウン、トラブル、処理量が〇〇以下の低処理運

転

- 非定常運転を判別する変数：「処理量」

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その

組み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

・ケースの複合について、以下のような場合が

考えられる。

　- 「トラブル」時の「シャットダウン」、その

後の「立ち上げ」

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に

対する属性を抽出し、大きなリスクの要因との

組み合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出し

ましたか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは運転手順や原材料などを指す。

大きな品質低下リスクの要因は非定常作業であ

り、非定常作業のデータは学習に用いない。ま

た非定常作業時は使用しないことにより、環境

要因と品質低下リスクが組み合わさることを避

ける運用とする。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー 上記のとおりLv1の要求を全て満たす。 20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、

原則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属

性値」と、「その属性値の属する属性以外の全

ての属性について、属性に含まれる属性値を１

つずつ個別に選択したもの」の組み合わせの

ケースを含むこと。

ー ー

大きな品質低下リスクの要因は非定常作業であ

り、非定常作業のデータは学習に用いない。ま

た非定常作業時は使用しないことにより、環境

要因と品質低下リスクが組み合わさることを避

ける運用とする。このため、膨大な組み合わせ

からテストケースを絞る検討は不要としてい

る。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせ

の集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要

な場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に

基準を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確

認を行いましたか？

ー

品質低下リスクの要因は非定常運転であり関連

する属性は抽出している。また、プラントエン

ジニアによりケースは網羅的に確認している。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの

範囲や取得容易性が変わることを検討しました

か？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルー

ルの整備を行いましたか？
ー

入力データはプロセスデータのみである。プロ

セスデータでは正確にデータを取得できブレは

発生しないため、入力データの品質のブレは問

題にならない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場

合、システムの複雑化・不確定要素の増加を招

く可能性を検討しましたか？

ー

入力データはプロセスデータのみである。プロ

セスデータでは正確にデータを取得できブレは

発生しないため、入力データの品質のブレは問

題にならない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分

など）のデータを学習するAIの場合は、製品の特

性の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検

討しましたか？

ー

オンラインアナライザーが設置されているた

め、製品特性のデータは収集可能。

定期的なサンプル分析データも有。これらによ

り、製品特性の変化をモニタリングし、必要な

場合は再学習して対応する。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境

要因の変化がシミュレータで考慮されているか

確認しましたか？

	データセットをシミュレーションで取得する場合は、シミュレー

タの妥当性を十分検証する。

環境要因の変化がシミュレーターで再現できる

ことは確認済み。

環境要因：原料性状変化、原料流量、外気温、

降雨など

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後

は傾向が変わる可能性があることを検討しまし

たか？

ー

メンテナンス前後で、データの傾向が変わる可

能性はある。その際はメンテナンス後のデータ

を収集し、新たに学習することで対応する。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出

しましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは適用する操作場面（季節、時間

帯、定常／非定常、非定常の場合はスタートアップ/シャットダウ

ン等）、操作対象設備などを指す。

・今回の「応用の状況」として以下を抽出す

る。

　- 季節：年間通期で利用

　- 天候：天候を問わず利用

　- 時間帯：1日を通じて利用

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する

枠組みである場合、テスト用データとして異常

データの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー

・上記の応用の状況に基づき、実機データとシ

ミュレーションデータにより偏りを確認した。

・冬場、夏場などのデータについて、テスト・

実装までに追加を要する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー 以上の対応について〇〇に記録を行った。 〇〇　P〇〇 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十

分に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー

実機データは過去2～３年分、シミュレータデー

タが約7年分あるが、全ての状況を網羅している

確証はない。（特に実機データは人が運転した

範囲しかない）

このため、冬場、夏場などのデータについて、

テスト・実装までに追加を要する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

と。

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

ー

要求事項37のように訓練用データを可能な限り

多く確保した。しかし、訓練データに含まれて

いないケースが発生する可能性が存在する。そ

のため、ケースに対して訓練用データが十分に

取得できない場合でも、機械学習利用システム

全体として十分な品質が確保できるよう、シス

テム結合テストの段階では以下の機能を含めて

実装する。

・AI制御の信頼性向上を目的に、AIが未学習領

域に入ったことが明示（出力）されるアプリ

ケーションとする。（本運用までに開発する）

・化学工学的な理論をAIに組込むことで、外挿

領域でも正確な操作を実行可能とする。（本運

用までに開発）

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー 上記のとおりLv1の要求を全て満たす。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握

すること。

ー ー 非定常運転にあたるデータの割合、および季

節・天候・時間帯別の割合を想定した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー 季節・天候・時間帯別に分布を確認した。

非定常運転にあたるデータは除外した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー データを可視化し、属性の偏りを直接確認し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

と。

ー ー
属性の偏りを確認した結果、季節について偏り

がみられたため、冬場、夏場などのデータにつ

いて、テスト・実装までに追加を要する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケー

ス組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間

相関がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない

属性の分布について、あらかじめ想定される分

布を検討し、相違について分析を行い記録する

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現

場のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー

現場のプラントエンジニアがデータを目視で確

認して選定しているため、データの取得源の正

しさは保障されている。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

非定常状態を「処理量が〇〇ton/h以下」と定義

した上で、該当するデータを除外するととも

に、運用においてシステムの出力を活用しない

扱いとした。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、

幅広い稼働状態のデータをカバーする必要があ

ることを検討しましたか？

ー

過去2～３年分の実機データ、約７年分のシミュ

レーションデータを用いることで、稼働状態を

カバーした。加えて、要求事項No.38の対応を実

施する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合

は、シミュレータの妥当性を十分検討しました

か？

ー

シミュレーターは、オペレーターの訓練に使用

して十分な実績を有しており、概ね実機と合っ

ていることが確認されている〇〇を用いた。

一方、シミュレーターを実機が完全に一致させ

ることは困難であるため、シミュレーターデー

タに加え、実機データを用いることで、AIモデ

ルを実機で使用可能とした。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを

考慮したデータセットになっていますか？

	天候などの「外乱」を想定したデータセットになっているか留意

する。
外乱を含み、季節や天候の属性による分析が可

能なデータセットとなっている。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバー

できていますか？
ー

応用の状況としてとりあげた季節・天候・時間

帯・定常／非定常の属性のカバーについて、

データを可視化して確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時の

ものであることの確認は、その判断が適切に行

える専門性を持った要員が行いましたか？

ー プラントエンジニアとオペレーターにてデータ

が適切であることを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？

	ベテランオペレータの運転を学習する際は、偏ったケース設定と

なっていないか留意する。
過去2～３年分の実機データにより、人間が操作

する範囲の稼働状態はカバーできている。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割

合、平均・分散・共分散など）を確認しました

か？

ー
タグごとに欠損の割合や値の分散などを確認

し、問題があるタグについては観測対象から外

すなどの処置を行った。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、そ

の管理の方策（アノテーションの履歴の記録

等）を検討しましたか？

ー

該当しない。

利用するデータはプロセスデータとシミュレー

ションデータであり、アノテーションは不要で

あるため。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領

域について、特にテスト用データセットの品質

（外れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこ

と・ラベルを付した人が明確であること、取得

日時や場所・来歴が明確であること等）を重点

的に確認しましたか？

ー 予測のテスト用データに関しては、エンジニ

ア、オペレーター目視にて品質を確認済み。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作

り不足するデータを増やすこと）をルールベー

スプログラミングで行う場合、その妥当性を十

分に検討しましたか？

ー
data augmentation は観測に多少ノイズを載せ

る程度しか行っておらず、このノイズがデータ

の分散より十分小さいことを確認済み。

20XX/XX/XX

79 5-1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、

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評価しましたか？

ー

augmented data が適切かどうかは上述の通り小

さなノイズを載せるのみであるため確認不要と

考えられる。運用時の追加データに関してはま

だ獲得できておらず、適切かどうかを評価する

段階にないと考える。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取

得方法に注意しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

（要求事項66-71は、「データセットの被覆性」

Lv2に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確

率の想定を把握すること。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象

の全集合に対して比較する。）
ー ー

プロセスデータおよびシミュレーションデータ

について、非定常運転にあたるデータの割合、

および季節・天候・時間帯別の割合が、全体の

集合に対して異常な割合となっていないことを

確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出

現確率を比較して、レアケースのデータが訓練

に不足する場合には、レアケースの学習を重点

化することを検討すること。但し、特にLvE2が

要求される場合には、重点化に伴い他のケース

の学習が弱化することの、製品全体の品質への

影響について必ず検討を行うこと。

ー ー

実機データは安定期間が多く、対応したい処理

変動のデータ出現確率が低い可能性がある。

予測精度の検証を実施し、予測精度が低い場合

にはレアケースの学習を重点的に実行する。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応す

るケースにおいて十分なデータ量が存在するこ

とを明示的に確認すること。

ー ー
同上

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前

に見積もり設計すること。

ー ー

非定常作業のデータは用いない、且つ非定常作

業では使用しないモデルとしているため、検討

不要と判断。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがな

いか、現場のプラントエンジニアが確認しまし

たか？

ー

テスト用データセットを可視化して、プラント

エンジニアと目視することで、偏りがないこと

を確認した。

20XX/XX/XX

80 5-1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の

頻度を含むデータ特性が変化する可能性がある

ことを検討しましたか？

ー

設備切替などによってデータ特性が変化しない

ことを確認した。必要が生じた場合は再学習で

対応する。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さに

なる可能性があるため、プラントの運転データ

との紐づけに注意しましたか？

ー

該当しない。

プラントの運転データと紐付ける収集データは

使用していないため。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得でき

ていることを確認しましたか？
ー

過去2～３年分の実機データ、約７年分のシミュ

レーションデータを用いることで、稼働状態を

カバーした。加えて、要求事項No.22の対応を実

施する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情

報バイアス、交絡の問題・リスクを評価しまし

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

もとづいて行いましたか？

ー

外れ値は、測定上の誤差かプラントとして意味

のある値か、現場のボードマンにより判定す

る。外れ値の存在については現場のボードマン

に指摘されており、必要性は認識しているもの

の、外れ値を除去することによる影響や品質低

下リスクを考慮しなければならないため、現時

点では外れ値の除去は行っていない。欠損値に

ついては現在は前後の値を用いて線形補間など

により補間している。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆

性」を満たす抽出プロセスを通じて用意するこ

と。

ー ー

『データの確認』において確認･実施した内容に

加えて、プラントオーナー側のボードマンとベ

ンダー間の協議を経て、テスト用データとして

必要なデータ量を決定している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値

の除去方法について検討し実施・記録するこ

と。

ー ー

外れ値はプラントオーナー側のボードマンとベ

ンダー間の協議により、除去が適切か、都度判

断している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取

扱いとする。ただし、データの分布の取り方に

ついては違う方法を採用して良い。

ー ー
訓練用データについても上記と同様の取り扱い

である。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する

場合（false negative/false positiveで扱いを変え

る場合を含む）については、その判定基準を合

理的に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、

誤判断の許容水準について検討しましたか？

	「機械学習要素による操作パラメータ提示に安全機能を期待しな

い（設備の想定スペックを超えるような操作パラメータ提示に対

しては、外部安全機構及びオペレータ判断により操作に反映しな

い）前提」の場合は、「危険な操作につながるパラメータの出力

の許容水準を極限まで0に近づける」といった検討は求めない。

SIL評価等に基づき、機械学習要素と他のシステムの安全機能の分

担を適切に考慮して機械学習要素への要求水準を決定する。

リスク回避性の観点では、AIによる誤操作が発

生したとしても、安全計装、安全弁、機器の耐

圧等にて人的被害・直接被害は未然に防止可能

である。（AISL0）

よって、機械学習要素の誤判断の許容水準は、

パフォーマンス（生産性）の側面のみを考慮す

る。（例：ベンチマークとなる運転実績に対し

て生産性が○％劣後、等）までは許容すること

でプラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比

較手段を定めておくこと。対照テストの結果に

よる場合には、その合格基準を予め定めておく

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
該当しない。

公平性は要求されないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー 上記のとおりLv1の要求を全て満たす。 20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につ

いて、何らかの追加的な確認手段を検討するこ

と。

ー ー

各タグにおける異常値の区切りは、プラント操

業上のルールとして決定されているものである

為、それを参照している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基

準を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー
予測モデルに関しては、精度を定量評価する為

のツールを作成した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ

変形などでの機械的な増量テストを同時に行う

こと。

ー ー

Data augmentation について、今回のデータは

時系列のプラントデータであり、有効性が明ら

かな data augmentation の手法は確立していな

い。そのため、テストの際に機械的なデータ増

量を行うことはしていない。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロン

の発火状況その他の内部的な情報の分析の適用

を検討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で

排除すること。

ー ー

入力1stepごとに、プラントオーナー側のボード

マンが正しいと思われる応答を提示し、その結

果と予測モデルの結果を比較する step test など

を実施している。

20XX/XX/XX

81 5-1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械

学習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反

映し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先

（プラント事業者・エンジニアリング会社な

ど）と合意しましたか？

ー

予測モデルの精度を可視化・評価できるように

し、定量・定性両面の評価でボードマンと合意

が取れたモデルを実験に用いるという点で合意

している。

最終的な受け入れ時の精度評価基準は、実験の

成果を踏まえてオーナー・ベンダー間で協議し

決定する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品

質をテストで確認しましたか？

	強化学習を用いたとしても、運用開始前にテストを実施して「機

械学習モデルの正確性」の要求事項を満たす。

該当しない。

強化学習を用いてないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考

慮しましたか？

ー
今回の適用では値が対象であることを確認し

た。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用デー

タとテスト用データ、バリデーション用データ

を独立して分離・管理していますか？再学習、

追加学習時時にも同様の管理を行っています

ー

バックテストに用いるデータ、定量評価に用い

るデータなどを期間でわけることで、訓練用

データ・バリデーション用データと分離してい

る。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に

収束していますか？適合率、再現率、F 値は目標

に達していますか？

ー

十分多くの epoch を回し、 validation loss が最

小になったモデルを基本的には用いている。回

帰問題であるため、適合率などは評価していな

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー

損失関数の残差などが異常な値を示していない

ことを確認している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確

になっていますか？ユーザー・ベンダー間でア

ルゴリズムの選択根拠を説明・合意できていま

すか？

ー

アルゴリズム選択、ハイパーパラメータ設定の

根拠の説明･合意についてはユーザー・ベンダー

双方が出席する週次の定例会や適宜の協議会に

おいて実施している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイ

ズ削減の必要はあるか確認しましたか？その際

に、性能の劣化はどこまで許されるのか検討し

ましたか？

ー

モデルのサイズ削減の必要は基本的にはないと

認識している。モデルサイズをある程度大きく

しても性能が改善しないことを確認しているた

め、サイズ削減が必要なほどモデルサイズを大

きくしていない。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102

安定性向上のために適用した技術を記録するこ

と
ー ー

進捗報告の場で適宜使用した技術は記録・共有

している。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推

奨される。

ー ー

時系列データであり、かつ時期によって明確な

concept drift が見られることから、交差検証で

はなく時期による split でバリデーション用デー

タを作成している。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録する

こと
ー ー

以下の技術の適用について進捗報告の場で記

録・共有している。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する

技術の適用が推奨される。敵対的データを生成

して安定性を評価する技術、敵対的データの攻

撃を受けにくくする訓練技術、敵対的データの

動的検知技術等がある。これらの技術を適用す

ることは容易ではないが、現在、そのための実

用的な開発・評価するための環境整備が進めら

ー ー

今回の適用は高次元の回帰タスクであり、近傍

に敵対的データがないことを保証することは容

易ではない。学習パラメータの近傍に損失を大

きく変動させるパラメータがないようにするこ

とで学習をなめらかにする手法が知られてお

り、適用を検討している。

なお、step test は学習データにはないが valid

なデータの例であり、そのような入力に対して

予測の feasibility を確認することを実施してい

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

82 5-1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー 同上 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安

定性をもつことを保証することが求められる。

例えば、近傍には敵対的データが存在しないこ

とを保証する技術等がある。これらの技術はま

だ研究段階であるが、将来的にはレベル３での

適用が期待される技術である。

ー ー

分類タスクではそのような研究があることは認

知しているが、今回のような高次元の回帰タス

クで近傍に敵対的データがないことを保証する

技術は私の知る限りでは存在しない。学習パラ

メータの近傍に損失を大きく変動させるパラ

メータがないようにすることで学習をなめらか

にする手法は知られていて、導入も検討してい

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確

実性が高いため、学習データセット近傍のデー

タに対する安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

安定性に注意が必要であることを認識してい

る。実際行動決定モデルが予測モデルの学習範

囲外の操作を行うことで制御が失敗することが

知られている。このため、自動制御をオペレー

タが常に監視し、パフォーマンス（生産性）の

観点で出力に問題が生じた場合はモデルを素早

くシャットダウンできるような体制としてい

る。なお、リスク回避性の観点では、AIによる

誤操作が発生したとしても、安全計装、安全

弁、機器の耐圧等にて人的被害・直接被害は未

然に防止可能である。（AISL0）

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生す

るデータが学習データセット近傍のものが多く

なるため、安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

新規銘柄追加の場合に安定性に注意が必要であ

ることを認識している。このため、自動制御を

オペレータが常に監視し、パフォーマンス（生

産性）の観点で出力に問題が生じた場合はモデ

ルを素早くシャットダウンできるような体制と

している。なお、リスク回避性の観点では、AI

による誤操作が発生したとしても、安全計装、

安全弁、機器の耐圧等にて人的被害・直接被害

は未然に防止可能である。（AISL0）

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・

整合が取れていますか？
ー

予測モデルの validation loss や過去のデータに

基づく制御実験の結果がボードマンから見て異

常な操作になっていないかなどを確認すること

で間接的に汎化性能の測定を行っている。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？

学習後の AI 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ませんか？

ー
現時点で汎化性能の目標値を明確に定めておら

ず、本運用までに設定する必要がある。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？

交差検証を利用する際、利用する学習用データ

セットのバリエーションを確保していますか？

ー

予測モデルの validation loss は確認している

が、これが十分な汎化性能の測定になっている

とは考えていない。予測モデルの単体評価にと

どまらない評価が必要であると考えており、本

運用までに実施する必要がある。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定

とそれの与える影響解析を行っていますか？ノ

イズ候補により、AI モデルの性能が著しく劣化

することはありませんか？

ー
予測が比較的当たりにくいタグなどについて、

データのノイズなどを目で見て確認している。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる

実績を持つソフトウェア等を選定し、その選定

経緯を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認

し、その選定経緯を記録しましたか？
ー

開発ではシミュレータを利用する。今回利用す

るシミュレータは他の用途でも広く活用してい

るものであり、実績は十分であると判断する。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発

見等を運用期間中モニタリングし、必要に応じ

て修正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタ

リングや修正は可能ですか？
ー

シミュレーターに欠陥があった場合は、AIの予

測がと実機との間に乖離が生じる。その際は実

機データを用いて、AIを再学習させる。

20XX/XX/XX

83 5-1サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、

実用段階で用いる環境の相違について、その影

響などをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー

自動制御検証に入る前にガイダンス制御検証

（AIの操作提案を外部PCに出力)を実施し、制御

性を検証する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等

によりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等

で信頼性を自己評価しましたか？
ー

オペレーターの訓練用シミュレーターであり、

定期的な訓練を通じて、動作は確認済み。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

シミュレーターは制御に直接使用しないため、

SIL評価不要。AIに関しても、HAZOPにてプラン

トの安全が担保されているため、安全機構は現

時点では不要。一方、プラントの緊急停止を防

止するために、AIが危険な操作を実行しない対

策は検討する。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性

の維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が

整っていますか？
ー シミュレーターに関する保守体制は整備済み。 20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した

環境でバリデーション・テストを行うこと。ま

たは、テスト済み学習モデルと実用環境での学

習モデルの動作の一致性について、何らかの検

証を行う事。

ー ー 実際に実機に接続して、制御性を確認する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）

のソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞い

に基づくテスト（または形式検証など）を必ず

行うこと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の

確認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこ
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量

を適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー

プログラムは十分大きいリソースを持ったノー

ドで実行されるため、計算量の問題は生じない

ことを確認した。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリ

に対する単体テストまたは外部ライブラリを含

むシステムテストを実施していますか？

ー
結合テストにより外部ライブラリに対する評価

を行った。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に

対する責任範囲は明確になっていますか？
ー

用いているライブラリはすべてオープンソース

のものであるため、責任範囲はすべて開発当事

者にある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用

していますか？ソフトウェアのアップデートに

対する対応や、サポートが終わった際の対応に

ついて決めていますか？

ー
本運用までに、利用するソフトウェアの更新・

サポート期間を考慮した対応を確立する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー
本運用までに、利用するソフトウェアの更新・

サポート期間を考慮した対応を確立する。

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失

われたときの対応について、あらかじめ検討し

ておくこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽

出しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー

外部環境変化には、プラントの修繕や経年劣

化、運転条件の変化などがある。

変化により予測精度が落ちた時は再学習を実行

する。

具体的な運用方法は本運用までに確立する必要

がある。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外

の品質の低下がもたらす影響についてあらかじ

め検討しておき、必要な場合には動作範囲の限

定などのシステム的な対応を取ること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項

に準じた品質管理を行う事。
ー ー

オフラインで再学習を行うため、ここまでの7つ

の軸で開発時に行った内容を参照、必要に応じ

て見直しを行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システム

の品質について、動作結果との対照などから品

質劣化・誤判断のモニタリングを行うこと。モ

ニタリングにおいては、プライバシーなど製品

品質以外の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要

因」を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー

自動制御の結果は常に運転員が監視し、品質劣

化・誤判断のモニタリングを行う。品質劣化・

誤判断が生じた場合は、品質低下リスクの要因

として挙げた非定常運転時のデータ（当初設定

した非定常状態の定義以外の非定常状態のデー

タが影響を与えている可能性、等）のほか、考

えられる要因を幅広く検証する、

なお、NDAに基づき、オーナー側からのデータ

開示は十分であることをオーナー・ベンダー双

方で確認していることから、データ開示の不足

が品質劣化・誤判断の要因となることは考えに

くい。

なお、検証結果の評価は、プラントエンジニ

ア、AIベンダーともに実行する。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果を何らかの方法で定常的にモニタリン

グすること。モニタリングの結果で性能要求か

らの逸脱が判明した場合には、直ちに対処を行

うことができること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。
20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品

開発段階で用いたテスト用データセットでの

「性能劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品

質が失われていないことを確認すること。必要

な場合には、製品開発段階と同等の手法でテス

ト用データセットの更新を行うこと。

ー ー

再学習の際は、評価用のデータセットを用い

て、更新前に品質が失われていないか評価する

計画としている。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果をシステムに反映する前に、製品内部

で一定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定

外の品質劣化が無視できない場合には更新を中

止する仕組みとすること。また、オフラインで

の更新・修正手段を必ず確保すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での

収集データと、システム初期構築時のテスト用

データセット、および同じ手法で定期的に更新

するテスト用データセットを用いて品質を管理

すること。

ー ー
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデル

の再学習・再精度検証ができる体制を構築しま

したか？

ー

運転員が自動制御を監視し、品質劣化の有無を

判断する。再学習は、定期ではなく、精度低下

などルールベースで実施要否を判断する。再学

習の必要があると判断された場合は、プラント

オーナー側はプロセスデータ・シミュレータの

提供、ベンダー側はシミュレーション・再学習

の実施を行い、結果を共同で確認する。本格運

用までに詳細な体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどう

か、現場のプラントエンジニアに確認を行いま

したか？

ー
本格運用までに詳細な品質の監視体制を確立

し、プラントオーナーと妥当性を確認する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備

の改造などにより、発生するデータの特性が変

化する可能性があることに注意しましたか？

ー

メンテンナンスにより発生するデータの特性が

変化する可能性があるため、メンテナンスの前

後でプラントオーナー側の運転員が出力を確認

し、品質劣化の有無を判断する。本格運用まで

に詳細な品質の監視体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリ

ングの仕組みを検討しましたか？

	最適値の評価は定期的／継続的にモニターし、異常がないか確認

する。

本格運用までにデータ特性の変化を把握する詳

細な品質の監視体制を確立する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータ

の特性が変化する可能性が高いため、モデルの

再学習・再精度検証が必要となることを確認し

ましたか？

ー

原料の成分値の変化や製品規格の変更により、

学習データと大きく異なり、予測精度が悪くな

る場合は再学習する。本格運用までに詳細な品

質の監視体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が

変化した場合、モデルの再学習・再精度検証が

必要となることを確認しましたか？

	設備や運転手順に変更が行われた場合は機械学習要素の出力への

影響があるため、モデルを更新する。

設備の周辺状況や運転手順などの前提条件の変

化により、学習データと大きく異なり、予測精

度が悪くなる場合は再学習する。本格運用まで

に詳細な品質の監視体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検

証を行うことを検討しましたか？
ー

本格運用までに運用時に収集したデータに関す

る詳細な品質の監視体制を確立する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、こ

れに応じて精度検証、学習モデルのチューニン

グの頻度を設計しましたか？

ー

経年劣化により、学習データと大きく異なり、

予測精度が悪くなる場合は再学習する。本格運

用までに詳細な品質の監視体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修

繕した場合は、その都度精度検証、学習モデル

のチューニングが必要となることを確認しまし

たか？

ー

大規模修繕により、学習データと大きく異な

り、予測精度が悪くなる場合は再学習する。本

格運用までに詳細な品質の監視体制を確立す

る。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度

等を確認しましたか？

ー
従来の高度制御と構築手法/制御性/メンテナン

ス性を比較する予定。本運用までに実施する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル

構築時の前提や教師データ類を整理しておき、

運用開始後の変更管理を準備しましたか？

ー
運用開始後の変更管理の確立について、本運用

までに実施する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定

することを検討しましたか？

	最適化の目標に対して極限まで運転条件を追求すると、安定性が

損なわれることがあるため、機械学習要素の出力の範囲を限定す

るなどの対応を行う。

出力制限の実装は、要否を含めて検討する。リ

スク回避性の観点では、AIによる誤操作が発生

したとしても、安全計装、安全弁、機器の耐圧

等にて人的被害・直接被害は未然に防止可能で

ある（AISL0）ため、機械学習要素の出力範囲の

限定はこれ以上の安全性向上にはつながらな

い。パフォーマンス（生産性）の観点で導入が

効果的かを検討する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想

定範囲や、設備の条件設定等）を確認しました

か？

	想定していた原料（原油種等）の内挿範囲内で運転されているこ

とを確認する。

	運用中の設備の諸条件（反応初期／終期、運転条件、原料、品質

要求、スタートアップ・シャットダウン操作の許容時間等）を考

慮して機械学習要素の出力の品質を確認する。

本格運用までに運用時の品質を確認する上での

前提を考慮した詳細な品質の監視体制を確立す

る。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・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ますか？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ました

か？

ー

記録すべきAIのログ等をを洗い出し、記録可能

なアプリケーションとする。本運用までに確立

する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認

し、その背景を解析していますか？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

いますか？システム維持を想定できています

か？

ー

運用中データの導入時と異なる偏りにより、学

習データと大きく異なり、予測精度が悪くなる

場合は再学習する。本格運用までに詳細な品質

の監視体制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区

間を外れているかを監視するなど、入力データ

の質をパトロールしていますか？

ー
本格運用までに入力データの質のパトロールを

含む詳細な品質の監視体制を確立する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？

性能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判

断する設計になっていますか？

ー

性能劣化を人間にて監視可能なアプリケーショ

ンとする。本格運用までに詳細な品質の監視体

制を確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

開発・実装

記入日
参考資料・参考情報

運用

記入日

5-1. 運転最適化　ENEOS株式会社・株式会社Preferred Networks

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

（運用時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決

めていますか？

ー

期間によって性能が大きく変わる可能性があ

り、交差検証の方法について考慮が必要であ

る。本格運用までに確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する

劣化は許容可能となっていますか？

ー

 性能の劣化を評価し、許容可能であることを確

認している。なお、性能の劣化以外にもいくつ

かの指標でモデルを評価しており、それらの評

価基準で改善が認められたモデルを用いてい

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー
該当しない。

自動更新は想定していないため。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、

性能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時

の入力データ、入力データの外れ値など）の混

入を防ぐことができますか？もしくは、学習前

に不適切なデータを排除する機構があります

か？

ー

学習に利用する入力データや出力・結果のデー

タについて、プラントオーナー・ベンダーの2社

で閉じて、不適切なデータが混入しないよう管

理している。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについ

て、異常な動作に繋がるような異常または不適

切なデータ（学習時の学習用データとは別の⺟

集団から得られた運用時の入力データ、入力

データの外れ値など）を排除できる仕組みがあ

りますか？

ー

運用中の推論に利用する入力データについて、

不適切なデータを排除する方法は未定である。

本運用までに確立する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー

再学習したモデルはの配信方法は未定である。

本運用までに確立する。
※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

なお、開発中のシステムであり、運用時の

対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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

りますか？

ー

現時点ではデプロイメントはすべて Docker

image を用いて行っており、過去の実験の

image もすべて残しているため、ロールバック

は容易であると考える。

※未実施 20XX/XX/XX
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

品質および省エネ目標を達成するように24時間体制で、運転

員が15分に一回手動操作している。
20XX/XX/XX

課題設定の議論において、共通認識を形成

した。
20XX/XX/XX

品質および省エネ目標を維持しつつ、運転員の操作をAI制

御で置き換え自動化を行う。
20XX/XX/XX

目的設定の議論において、共通認識を形成

した。
20XX/XX/XX

運転員によるマニュアル操作相当の操作をAI制御で実施する

（自動化）
20XX/XX/XX

運転員のマニュアル操作よりも細やかに自動操作することで品

質を維持した上で更なる省エネを目指す

設備の安全上の許容動作スペックを超えるような運転状態を

もたらさない。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

様々な条件下でも安定的に出力を行う。 20XX/XX/XX
品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

従来以上に省エネな運転を実現する。

従来の操作頻度は15分に1回であり、

さらなる省エネの実現には、さらに高い

頻度での操作が必要である。

20XX/XX/XX
品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

出力の範囲を安全上の許容動作スペックに対応する範囲に

制限する。
20XX/XX/XX

品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

運転パラメータの予測精度を一定以上とする。 20XX/XX/XX
品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

省エネの指標を一定以上に保つ運転パラメータを提示する。

運転員による操作間隔である15分に

一回の提示は必達とする。また、通信

帯域の制約があり、データの取得は1

分に1回の操作が限度である。この制

約を考慮して、安定的データ取得可能

な5分に一回を目標として設定した。

20XX/XX/XX
品質要求について利用者の立場からの意見

を確認し、検討に反映した。
20XX/XX/XX

なし 20XX/XX/XX

DCSによるバルブ開度制限 20XX/XX/XX
被害や損失の確認を共同で行い、共通認識

を形成した。
20XX/XX/XX

なし

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） Ⅳ

人間による回避可能性

（①～③）
②

0

なし

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

人的被害・直接的経済被害のみ

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ） IV

人間による回避可能性

（①～③）
②

0

（SIL評価を行う場合） SIL評価結果

考慮する影響の種類（人

的被害・直接的経済被害

のみ／間接的経済被害を

含む）

影響の強度（Ⅰ～Ⅳ）

人間による回避可能性

（①～③）

中

best-effort

1
パフォーマンス

（AIPL）
※3件以上ある場合

は、41～43行をコ

ピーして行を追加。

ⅰ

性能の水準（高/中/低） 省エネ性能の低下は、できる限り避け

ることが望ましいが、必須要件ではな

い。このため、運用上許容される範囲

において、best-effortで品質を高める

ことを目指す。

ⅱ

性能の水準（高/中/低）

ⅲ

SIL評価の必要性の有無

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

ⅲ

性能の水準（高/中/低）

水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

20XX/XX/XX

ステップ5では、機械学習要素の外部品質のレベルを設定します。ステップ4で設定した品質項目それぞれに対して検討しま

す。

「リスク回避性」に該当する項目に対しては、「AISL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質のレ

ベル設定」（1）「リスク回避性」に、検討手順のフローと、手順①～⑤での検討事項の説明があります。

「SIL評価の必要性の有無」は、手順①の説明に基づき、SIL評価を要しないと判断したら「なし」、SIL評価を要すると判

断したら「あり」を記載します。フローに基づき、「なし」の場合は手順②・③、「あり」の場合は手順④・⑤に進みます。

「なし」の場合は、手順②および③の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

「あり」の場合は、手順④の説明に基づき、SIL評価を実施し、機械学習要素に割り当てるSILを「SIL評価結果」に記載し

ます。SILが「SILなし」となった場合は、手順⑤の説明に基づき、「影響の強度」と「人間による回避可能性」を設定します。

以上の検討で、AISLの値が設定できます。特に、「影響の強度」と「人間による回避可能性」については、「備考・参考資

料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかるようにします。

「パフォーマンス」に該当する項目に対しては、「AIPL」を設定します。設定の手順は、ガイドラインの2.2.3項「外部品質のレ

ベル設定」（2）「パフォーマンス」に説明があります。

「水準に対する要求の厳しさ」は、ガイドラインの「表2-3「パフォーマンス」のレベル設定・評価基準」に従って判断します。

mandatory/best-effort/なし の選択については、「備考・参考資料」欄に検討した内容を記入し、選択の理由がわかる

ようにします。

「性能の水準」は、本ガイドラインで一律の基準を示すものではなく、ユーザー企業・ベンダー企業双方の合意により設定しま

す。性能の水準を選択する上での参考として、内部品質の要求レベルから逆算して設定することもできます。性能の水準を

「高」とすると「AIPL2」となり、内部品質のレベルは「Lv2」を要求することになります。内部品質Lv2の要求事項を「実施内

容記録フォーマット（サブフォーマット）」で確認の上、Lv2で機械学習要素を作り込むべきと考えれば性能の水準は「高」、

Lv1で十分と判断すれば性能の水準は「中」「低」、という考え方です。

20XX/XX/XX
被害や損失の確認を共同で行い、共通認識

を形成した。
20XX/XX/XX

20XX/XX/XX20XX/XX/XX
本システムの運用の前提や、評価のプロセス

について、共通認識を形成した。水準に対する要求の厳しさ

（mandatory/best-effort/なし）

AIPL

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

DCSによるバルブ開度制限の信頼性

は○○によって確認されている。

現場の管理担当

環境安全担当

JSR生産技術部

（環境安全担当）

JSR製造部

（現場の管理担当）

ステップ4では、後段で機械学習要素の「リスク回避性」のレベル（AISL）を設定するための前提として、「外部安全機構」

と「機械学習利用システムと独立の安全関連系」の有無を確認します。これらの用語については、ガイドライン1.5節「用語」

の中で定義・図解をしています（ガイドライン本編「図1-2」）。

「外部安全機構」は、機械学習によらない手法により、機械学習要素の出力を上書き・補正するものです。例えば、機械

学習要素の出力を一定範囲に限定する、物理モデルによる計算を並行で実施して矛盾がある場合は機械学習要素から

の出力を採用しないこととする、といった例があります。ただし、「外部安全機構」そのものの信頼性が確認されている必要が

あります（機械学習によらない手法につき、本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を確認します）。

「機械学習利用システムと独立の安全関連系」は、検討対象としている機械学習要素や、それを含む機械学習利用シス

テムとは独立にプラントの安全を確保する仕組みのことです。今回機械学習利用システムを導入する設備に、インターロック

等により異常時にプラントの安全を確保する仕組みがあるかを確認します。

機械学習利用システムから独立した安全関連系

5 外部品質のレベル設定 機械学習要素の外部品質のレベルの設定 2.2.3 プラントシステム担当

JSR生産技術部

（事業企画担当）

JSR製造部（プラ

ントシステム担当）

外部品質の

レベル

リスク回避性

（AISL）
※3件以上ある場合

は、23～28行をコ

ピーして行を追加。

ⅰ

SIL評価の必要性の有無

DCS側で設けられた、十分に信頼性の

あるバルブ開度制限機能があるので、

AIが誤判断をしてもプラント全体の緊

急停止や、安全、環境、設備的な損

失には繋がらないため、影響の強度は

Ⅳとした。人間が出力を確認して運用

するため、人間による回避可能性の分

類は②と判断した。

（SIL評価を行わない場合、

　もしくはSILなしの場合）

AISL

ⅱ

SIL評価の必要性の有無

20XX/XX/XX

現場の管理担当

JSR生産技術部

（事業企画担当）

JSR製造部

（現場の管理担当）

被害や損失の確認を共同で行い、共通認識

を形成した。

4

外部品質のレベルに係る

機械学習利用システムと

安全関連系の整理

機械学習利用システムの各構成要素（機械学習要素、機械学習要

素以外の構成要素（外部安全機構等））、同システムと独立した安

全関連系の有無や機能要件を整理

2.2.3 プラントシステム担当

JSR生産技術部

（事業企画担当）

JSR製造部

（プラントシステム

担当）

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素（外部安全機構）

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

現場の管理担当
JSR製造部

（現場の管理担当）

ステップ3では、機械学習要素の外部品質を設定します。利用時品質（ステップ2）と1対1で対応するので、同時に考える

ことが推奨されます。特に、利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要素の出力の品

質、という視点で考えることが重要です。詳しくは、ステップ2の解説を参照下さい。

なお、ここでは、機械学習特有の数値目標（例：○％以上の精度）まで定める必要はありません（しても構いません）。

ステップ7「機械学習要素の設計・開発」で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特

有の数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

3 外部品質の設定 利用時品質を踏まえ、機械学習要素の外部品質を設定

2.1.2

2.1.3

2.2.2

(3.3)

プラントシステム担当

JSR製造部

（プラントシステム

担当）

ⅱ

ⅲ

システムの機能要件設定の議論において、共

通認識を形成した。
20XX/XX/XX

ステップ2では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」の機能要件と利用時品質を設定します。ここで、ガイドライ

ン３章のユースケースを参照し、近いケースがある場合は、利用時品質・外部品質の設定例を参考にしてください。例えば

異常予兆検知・診断であれば「検知精度」と「タイミング」など、利用時品質・外部品質の設定で典型的に考慮される事項

を把握できます。

機能要件はシステムに対してユーザーが求める機能、利用時品質はその機能に対してユーザーが求める品質です。ここまで

はユーザーの視点で検討します。外部品質（ステップ３）は、利用時品質を達成するための機械学習要素の出力の品質

であり、システムの視点に変わります。

利用時品質と外部品質は１対１の対応関係になります。そのため、利用時品質を設定する際は、外部品質（ステップ

3）も同時に考えることが推奨されます。利用時品質はシステムに対して利用者が求める品質、外部品質は機械学習要

素の出力の品質、という関係を踏まえて、1対1の対応関係を崩さないように検討することがポイントです。複数の品質要求

を一つの欄にまとめず、一つずつ記載することも重要です。

また、ここから「リスク回避性」と「パフォーマンス」という軸が登場します。「リスク回避性」は「安全（システムを用いて安全性を

高めること、またはシステム自体が危険な動作をしないこと）」、「パフォーマンス」は「効率・生産性」ととらえて、それぞれにつ

いて、利用者が求める品質と、これに対応する機械学習要素の出力の品質を検討します。

なお、品質項目を設定する際には、現時点で開発している機能について設定すればよく、将来的に構想している機能などは

記載する必要はありません。

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

JSR製造部

（現場担当）

現場担当

JSR製造部

（現場担当）

※各ステップについて記載を進める際には、ユースケース別にAI開発・運用の実例に基づいて本記録フォーマットを作成した

「実用例」の記載内容も参考にして下さい。

ステップ1では、機械学習要素を含む「機械学習利用システム」によって解決したい課題と、導入の目的を記載します。本ガ

イドラインの信頼性評価の対象はあくまで「機械学習要素」ですが、後段で機械学習要素に求める品質（外部品質）を

設定するために、前提として「機械学習利用システム」に対して利用者が求める品質（利用時品質）を設定する必要があ

ることから、システム全体としての導入目的から記載を始める必要があります。

なお、機械学習と直接関わらないシステムについては、ここで言及する必要はありません。例えば、腐食の判定システム（機

械学習を利用）と、報告書作成システム（機械学習を利用しない）を一体で開発していたとしても、後者のシステムの目

的は、後段の検討には用いないので、記載する必要はありません。

システムの目的

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

機能要件

事業企画担当

現場担当

JSR生産技術部

（事業企画担当）

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

2
システムの機能要件

・利用時品質の設定
機械学習利用システムの機能要件と利用時品質を設定

2.1.1

2.1.3

2.2.1

(3.3)

プラントシステム担当

JSR製造部

（プラントシステム

担当）

実施結果

1 システムの目的の設定
改善したい「現状の課題」を整理、「システムの目的」を設定し、機械学

習利用システムが必要か判断
- 事業企画担当

JSR生産技術部

（事業企画担当）

現状の課題
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プラント保安分野のAI信頼性評価　実施内容記録フォーマット

案件名：

ステップ 実施項目 概要 ガイドライン 実施担当者 実施担当者名 備考・参考資料 記入日 レビュー担当者 レビュー担当者名 レビュー結果 記入日 解説

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

実施結果

1 20XX/XX/XX

リスク回避性 なし 20XX/XX/XX

パフォーマンス LvE1 20XX/XX/XX

機械学習要素の設計、内部品質の要求事項と観点に応じた開発 機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部（機

械学習設計・開発

担当）

内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

JSR製造部

（現場担当、プラントシステム担当）
20XX/XX/XX

機械学習要素の開発において、設定した内部品質のレベルと観点を満

たしているか品質保証の立場から確認
機械学習品質保証担当

横河電機　□□事

業部　□□部（機

械学習品質保証担

当）

内部品質 ※サブフォーマット参照 20XX/XX/XX
現場担当

プラントシステム担当

JSR製造部

（現場担当、プラントシステム担当）
20XX/XX/XX

8

機械学習要素以外の構成

要素（外部安全機構等）

の開発

設定した外部品質・利用時品質に必要な機械学習要素以外の構成

要素（外部安全機構等）を開発
- プラントシステム担当

JSR製造部（プラ

ントシステム担当）

ステップ8では、機械学習利用システムのうち、機械学習要素以外の部分を開発します。本ステップはガイドラインに基づく実

施事項はありません。ただし、ここで開発する外部安全機構が不適切であると、AISLの設定の前提が崩れる（外部安全

機構として認められず、AISLの1段階軽減が無効になる）ことになります。本ガイドラインではなく、従来の手法で信頼性を

確認する必要があります。

10 検収

テストでの外部品質の評価結果から機械学習利用システム全体の評

価を行い、それらの評価結果等を踏まえ基準を満たす機械学習利用シ

ステムであれば検収

- システム品質保証担当
事業企画担当

現場担当

ステップ10では、機械学習利用システムの検収を行います。本ステップはガイドラインに基づく実施事項はありません。ステップ

9で確認した機械学習要素の外部品質を含め、システム全体が確認されます。

13
内部品質（運用時品質の

維持性）の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質・外部品質の確認結果

も踏まえ、内部品質の要求事項と観点の対応状況を確認

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習品質保証担当 内部品質

ステップ13では、運用開始後の内部品質を確認します。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」

タブ内「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づき、

運用時の対応を記載します。

外部品質・内部品質の確認結果に応じて機械学習要素を更新

2.2.4

2.2.5

附録（チェックリスト）

機械学習設計・開発担当 内部品質
現場担当

プラントシステム担当

利用時品質・外部品質の確認結果に応じて機械学習要素以外の構

成要素（外部安全機構等）を更新、システム管理の立場から機械学

習要素の更新に対しデータ提供

- プラントシステム担当

ステップ14では、品質のモニタリングの結果に基づき、システムを更新します。

機械学習要素の更新（再学習）にあたっては、。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の「実装・運用」タブ内

「運用時」欄を用いて、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）の段階で「開発時」欄に記入した事項に基づき、再学習

時の対応を記載します。

機械学習要素以外の更新については、ガイドラインに基づく実施事項はありませんが、従来の手法で信頼性を確保する必

要があります。
機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

ⅱ

ⅲ

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

14 システムの更新

※サブフォーマット「実装・運用」タブ「8 運用時品質の維持性」の

　　「（運用時）対応の記録」に記入

外部品質

リスク回避性
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

プラントシステム担当

ステップ12では、運用開始後に機械学習要素の出力の品質（外部品質）が劣化していないかを確認します。ステップ3

（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。ステップ9（テスト）の段階で確認した要

求水準の数値目標を用いる等、ユーザー企業・ベンダー企業間で運用時の指標を合意して確認します。
ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ
12 外部品質の確認

運用中の機械学習利用システムの利用時品質の確認結果も踏まえ、

外部品質を確認
2.2.3 システム品質保証担当

システム全体の評価（機械学習要素の信頼性評価以外も踏まえて判断）

11 利用時品質の確認 運用中の機械学習利用システムの利用時品質を確認

2.1.1

2.1.3

2.2.1

システム品質保証担当

ステップ11では、機械学習利用システムの運用を始めた後、利用者が受け取っている品質が劣化していないかを確認しま

す。ステップ2（システムの機能要件・利用時品質の設定）で設定した利用時品質の項目それぞれについて、開発時に期

待していた品質が得られているかを確認します。

運用開始から時間が経過すると、品質が劣化する可能性があるため、運用開始後の品質のモニタリングと再学習について、

予め計画しておく必要があります。ステップ7(機械学習要素の設計・開発)で参照する「実施内容記録フォーマット（サブ

フォーマット）」の要求事項の中に、該当する項目があります。ステップ7の段階で検討した計画に基づいて、ステップ11～14

で運用開始後の品質の確認や再学習を行うこととなります。

ⅱ

ⅲ

パフォーマンス
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

利用時品質

リスク回避性
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

現場担当

※本実用例は、経済産業省「令和2

年度補正 産業保安高度化推進事

業費補助金」による開発期間における

信頼性評価の検討内容を記載してい

る。開発中のシステムであり、以降のス

テップは未実施である。

プラントシステム担当

環境安全担当

ステップ9では、機械学習利用システムのテストを行います。テストでは、機械学習要素以外の部分のテストも実施されます

が、本ガイドラインでは機械学習要素の外部品質が要求水準に達しているか、という点のみを対象としています。そのため、

機械学習要素以外の品質は、別途確認する必要があります。

ステップ3（外部品質の設定）で設定した外部品質の項目それぞれについて確認します。機械学習要素の外部品質を確

認する上では、ステップ7（機械学習要素の設計・開発）を通して具体的な数値目標（正解率(Accuracy)、F値など）

を設定しておき、その数値目標を達成できているかをこのステップで記載することが望まれます。数値目標の設定経緯（ユー

ザー企業・ベンダー企業間の合意）についても、「備考・参考資料」欄に記載しておくことが望まれます。

ⅱ

ⅲ

機械学習利用システムの機械学習要素以外の構成要素

（機械学習要素ではないため当該フォーマットでの整理は不要）

9
テスト

（外部品質の評価）

機械学習利用システムのテストを行い、その結果を評価。機械学習要

素の外部品質が要求水準に達しているか評価
2.2.3 システム品質保証担当

外部品質の

評価

リスク回避性
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

パフォーマンス
※3件以上ある場合

は行を追加。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

7
機械学習要素の設計・開

発

2.2.5

附録（チェックリスト）

※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

ステップ7では、機械学習要素の作り込みに入ります。「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の、レベル別の要求

事項で、取り組むべき事項を確認し、取組を記録します。内部品質がLv2やLv3の要求事項に取り組むことが困難な場合

は、内部品質の要求事項がLv1になる（AISL0.1以下、AIPL1以下）よう、機械学習利用システムの設計や運用を見

直して、機械学習要素に求める品質を適切に限定する、ことも考えられます。

このステップに取り組む中で、PoCの成果やデータの取得状況・学習状況等に応じて具体的な機械学習特有の数値目標

（正解率(Accuracy)、F値など）を設定できます。

また、運用開始後の品質のモニタリングや再学習の計画についても、「実施内容記録フォーマット（サブフォーマット）」の要

求事項に含まれています。「実装・運用」タブ内の記入欄のうち「開発時」の欄で検討します（「運用時」の欄はステップ13・

14で検討）。本ステップで検討した計画に基づいて、ステップ11～14（運用開始後の利用時・外部・内部品質の確認と

再学習）を実施することになります。
※サブフォーマット「（開発・実装時）対応の記録」に記入

6 内部品質のレベル設定 外部品質のレベルに応じて、機械学習要素の内部品質のレベルを設定

2.1.4

2.2.4

附録（チェックリスト）

（3.3）

機械学習設計・開発担当

横河電機　□□事

業部　□□部（機

械学習設計・開発

担当）

「データセットの均一性」以外の内部品質のレベル

（外部品質のレベルで最も高いレベルに則して設定）

ステップ6では、内部品質のレベルを設定します。ステップ5で設定した外部品質のレベルにより、自動的に決まります（ガイド

ライン本編「図2-9」）。外部品質と内部品質のレベルの対応は、ガイドラインの2.2.4項「内部品質のレベルの確認」を参

照下さい。「データセットの均一性」のみ、AISLとAIPLにそれぞれ独立に対応したレベルがありますので、ご注意下さい。

「データセットの均一性」の

内部品質のレベル
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 1
主要な品質低下リスクが発生する原因について

検討を行い記録する。

・プラント分野における「主要な品質低下リス

ク」と「その原因」として、以下を検討しまし

たか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

運転パラメータを提示するAIであり、主要な品質

低下リスクとしては、運転パラメータ提示の精

度が悪く省エネにつながらないことを設定す

る。

上記の品質が低下する原因についてオーナー・

ベンダー間でディスカッションを行い、沸点の

低い製品を取り扱っていることから、外気温に

影響を受けやすいことが考えられた。このた

め、季節や気候、天候の影響を検討することと

した。

なお、今回の適用では製品特性は変化せず、ま

た定常状態のみ利用するためプラントの状態変

化も影響しない。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv1 2
No.1の検討結果に基づき、データの設計を行い

必要な属性等に反映する。

・プラント分野における「品質低下リスクが発

生する原因」の検討結果に基づいたデータ設計

を行いましたか？

ー
季節や気候、天候の属性別に検証ができるよう

にデータ設計を行った。
20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 3

システム全体での利用品質低下リスクとその影

響について、工学的に一定の網羅性を持つ分析

を行い、文書として記録する。

・「工学的に一定の網羅性を持つ分析」とし

て、安全関連系全体のSIL評価や、FTA、

STAMP/STPA等の工学的リスク分析に係る既存

の情報があれば、それを活用しましたか？

・既存の工学的分析がない場合は、一定の網羅

性を持つ分析を新たに実施しましたか？

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 4

それぞれのリスクについて対策の要否を分析

し、機械学習要素への入力においてそのリスク

に対応する特徴となる属性について分析を行

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 5

また、応用に即した機械学習要素の入力をもた

らす環境の特徴について、機械学習の容易さな

どの分析を行い記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv2 6

No.3～5の分析結果に基づいて属性と属性値の

セットの検討を行い、その決定の経緯を記録す

る。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 7 Lv2に加えて、以下の活動を行う。 ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 8

システムの利用環境の特徴量として捉えるべき

要素について、過去の自己・他者の検討結果な

どの文献調査を行い、必要な集合の抽出に至る

検討経緯を記録する。

・プラント分野における「利用環境の特徴量と

して捉えるべき要素」として、以下を検討しま

したか？

　- 環境の変化：季節、天気、昼夜、気温、立地

など

　- 製品特性の変化：種類、成分など

　- プラントの状態の変化：立ち上げ時、通常時

など

ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 9

システム全体の利用時品質低下リスクについて

も、そのシステムの応用分野に即した過去の検

討結果などを調査し、取捨選択の経緯も含めて

検討経緯を記録する。

ー ー

データの設計 1要求分析の十分性 Lv3 10

また、システム全体の利用時品質低下リスクに

ついては、Fault Tree Analysisなどの工学的分析

を用いた抽出も行い、その結果を記録する。

・「工学的分析」として、安全関連系全体のSIL

評価や、FTA、STAMP/STPA等の工学的リスク

分析を行いましたか？（Lv3においては必須）

ー

データの設計 1要求分析の十分性 共通 11 ー

・プラントでの全ての利用状況を被覆している

か分析するために、現場のプラントエンジニア

による要求分析を行いましたか？

ー

プラントエンジニアが参加し、1年（四季）の

データ、ゲリラ雷雨があった時のデータなど、

季節・気候の影響を分析できることを確認し

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 12 ー
・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や状態を絞り込みましたか？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計 1要求分析の十分性 共通 13 ー

・設備の状態の変化を検知・予測するAIの場合、

検知・予測対象とする箇所や状態を絞り込みま

したか？

ー

オーナー・ベンダー間で協議して、運転を最適

化する対象を〇〇の製造プロセス、指標を省エ

ネに決定した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 14 ー

・要求に工学的因果関係の説明が含まれる場

合、活用する上で必須かどうかを確認しました

か？

ー

該当しない。

工学的因果関係の説明は要求に含まれないた

め。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 15 ー
・学習だけでなく交差検証や汎化性能等が確か

められるデータ量が確保できますか？
ー

1年分のプロセスデータとシミュレータのデータ

により、訓練用、バリデーション用、テスト用

のデータを確保した。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 16 ー

・ユーザ企業から、課題解決に繋がるデータが

提供されていますか？もしくは生成、獲得する

ことが可能になっていますか？

ー

プロセスデータにより十分な情報共有がなされ

ている。1年分を受領済みであり、課題解決に十

分な量であると考えている。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 17 ー

・課題のモデル化に際して、学習用データセッ

トの説明変数の数・因果関係の数が複雑過ぎ

る、もしくは単純すぎることはありませんか？

また、多重共線性は考慮していますか？

ー

相関分析などを行い、複雑さを考慮した上でパ

ラメータとして何を利用するか、ユーザー側・

ベンダー側双方のプロセスエンジニアで検討し

た。

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 18 ー

・運用中の入力データについて、異常な動作に

繋がるような、または不適切なデータ（学習時

の学習用データとは別の⺟集団から得られた運

用時の入力データ、入力データの外れ値など）

を検知し、排除する機構の必要性について考慮

しましたか？

ー

問題のある入力データを検知・排除する機構は

実装していない。強化学習では、報酬を最大に

するよう学習しているため、不適切な入力への

対応の必要性は低いと考えている。なお、テス

トに用いる１年分のプロセスデータについて

は、不適切なデータが混入しないよう、外れ値

の除去などを行うこととする。

なお、リスク回避性の観点では、万が一、異常

な入力データによるAIの誤操作が発生したとして

も、安全計装、安全弁、機器の耐圧等にて事故

は未然に防止可能である。（AISL0）

20XX/XX/XX

データの設計 1要求分析の十分性 共通 19 ー

・既存の AI 適用先の経験を、次の開発に技術と

して反映できるプロセス、体制が構築されてい

ますか？

ー

解析記録書を作成し、共有することで、どのよ

うに考え、指摘され結論に至ったのか見直せる

仕組みを構築した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 20

主要なリスク要因に対応する属性（1要求分析の

十分性 で検討）について、それぞれに対応した

ケースを設定すること。

ー ー
季節別に学習し、属性による予測精度への影響

を確認できるようにした。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 21

さらに、複合的なリスク要因については、その

組み合わせに対応したケースを設定すること。
ー ー

リスク要因の抽出において、複合的なリスクは

今回のシステムでは想定されなかった。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv1 22

また、特に重要と考えられる環境要因の差異に

対する属性を抽出し、大きなリスクの要因との

組み合わせに対応するケースを用意すること。

・プラント分野における「環境要因」を抽出し

ましたか？

　- 外部環境：天気、気温、設置場所など

　- 生産プロセス：生産負荷、運転手順など

	「環境要因」とは、ここでは運転手順や原材料などを指す。

環境要因（季節や気候、天候）を主要な品質低

下リスクの要員として考慮しており、属性別に

学習することで、予測精度への影響を確認でき

るようにした。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 23 Lv１の要求を全て満たすこと。 ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv2 24

特に重要と考えられるリスク要因については、

原則としてpair-wise coverageの基準を満たすこ

と。具体的には、「その原因の組み合わせの属

性値」と、「その属性値の属する属性以外の全

ての属性について、属性に含まれる属性値を１

つずつ個別に選択したもの」の組み合わせの

ケースを含むこと。

ー ー
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 25

工学的な検討に基づき、属性の網羅基準を設定

し、その網羅基準を満たす属性値の組み合わせ

の集合をケースとして設定すること。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
Lv3 26

網羅基準の厳密さ（pair-wise coverage、triple-

wise coverage等）は、製品の利用状況やリスク

の重大さなどを加味して設定されること。必要

な場合には、個別のリスクに応じてリスク毎に

基準を個別に設定することも考えられる。

ー ー

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 27 ー

・リスク要因に関連する属性が抽出できている

か、現場のプラントエンジニアによるケース確

認を行いましたか？

ー

プラントエンジニアを交えて議論し、リスク要

因に関連する属性として、夏、冬、雷雨の場合

を抽出した。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 28 ー

・カメラ等での認識を行うAIの場合、認識対象と

する設備の箇所や材質などによって、データの

範囲や取得容易性が変わることを検討しました

か？

※カメラ等での認識を行わない場合、本ユースケースには該当し

ない。

該当しない。

カメラ等での認識を行うAIではないため。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 29 ー

・データの品質が一定に保たれるように、ルー

ルの整備を行いましたか？
ー

データは、外れ値などの異常値を排除して活用

することにした。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 30 ー

・データの品質のブレをモデルで吸収する場

合、システムの複雑化・不確定要素の増加を招

く可能性を検討しましたか？

ー

入力データはプロセスデータのみである。プロ

セスデータでは正確にデータを取得できブレは

発生しないため、入力データの品質のブレは問

題にならない。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 31 ー

・プラントで生産する製品の特性（種類、成分

など）のデータを学習するAIの場合は、製品の特

性の範囲をカバーしたデータの収集可能性を検

討しましたか？

ー
製品の特性の範囲で、データ収集に問題がない

ことを確認した。
20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 32 ー

・シミュレータのデータを利用する場合、環境

要因の変化がシミュレータで考慮されているか

確認しましたか？

	データセットをシミュレーションで取得する場合は、シミュレー

タの妥当性を十分検証する。

シミュレータのデータには外気温などが考慮さ

れていないため、環境要因の考慮はプラント

オーナーが提供したプロセスデータによって

行った。

20XX/XX/XX

データの設計
2データ設計の十分

性
共通 33 ー

・データの収集において、メンテナンスの直後

は傾向が変わる可能性があることを検討しまし

たか？

ー

メンテナンスの前後でデータの傾向が変わるこ

とを想定し、必要な場合は、再学習により対応

する。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 34

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラント分野における「応用の状況」を抽出

しましたか？

	「応用の状況」とは、ここでは適用する操作場面（季節、時間

帯、定常／非定常、非定常の場合はスタートアップ/シャットダウ

ン等）、操作対象設備などを指す。

テストに用いる1年分のプロセスデータにより、

応用の状況（定常状態）に対して偏りがないこ

とを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 35

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・「正常」を学習し「異常」を分類・予測する

枠組みである場合、テスト用データとして異常

データの網羅が難しいことを検討しましたか？

ー
プロセスデータについて、夏、冬、雷雨のケー

スに偏りがないことを確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 36

No.34,35の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー

以上の対応について解析記録書に記録を行っ

た。
解析記録書　P〇〇 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 37

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーション用データおよびテスト用データが十

分に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー

訓練データ、テストデータについて、シミュ

レーションデータを加えることによって十分で

あることを確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv1 38

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

ー

夏、冬、雷雨のケースについて、シミュレー

ションデータを加えることによって訓練用デー

タは十分に取得できている。

20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 39 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 40

各属性値（1要求分析の十分性　で検討）または

各ケース毎に、およその出現確率の想定を把握

すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 41

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 42

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv2 43

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 44

Lv2に加え、各ケース毎に、中に含まれるデータ

の被覆性について、一定の指標を得ること。
ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 45

例えば、特微量抽出などの技法を用いて、ケー

ス組み合わせに含まれる属性値以外のデータ間

相関がないことなどを確認すること。

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
Lv3 46

あるいは、各ケース毎の、ケースに含まれない

属性の分布について、あらかじめ想定される分

布を検討し、相違について分析を行い記録する

ー ー

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 47 ー

・データセットの取得源が正しいかどうか、現

場のプラントエンジニアが確認しましたか？
ー

プラントエンジニアが関与して、データを可視

化して取得源について一つずつ確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 48 ー

・プラントシステムの起動時など非定常状態の

データの扱いを考慮しましたか？
ー

該当しない。

本システムは非定常状態では利用せず、非定常

状態のデータも活用しないため。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 49 ー

・化学プラントでは状態が常に変化するため、

幅広い稼働状態のデータをカバーする必要があ

ることを検討しましたか？

ー

定常状態の稼働状態がカバーできるよう、プロ

セスデータとシミュレーションデータを確保し

た。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 50 ー

・データをシミュレーションで取得する場合

は、シミュレータの妥当性を十分検討しました
ー

プラントシミュレータは、プラントの設計等で

十分な実績を有する〇〇を用いた。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 51 ー

・天候などの「外乱」が影響する場合、それを

考慮したデータセットになっていますか？

	天候などの「外乱」を想定したデータセットになっているか留意

する。

季節や天候の属性による分析が可能なデータ

セットとなっている。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 52 ー

・前提としている属性のデータの範囲はカバー

できていますか？
ー

季節や天候の属性のカバーについて、データを

可視化して確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 53 ー

・正常時のデータを扱う場合、実際に正常時の

ものであることの確認は、その判断が適切に行

える専門性を持った要員が行いましたか？

ー
プロセスエンジニアによりデータが適切である

ことを確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 54 ー

・人間の操作や手順等を学習する場合、偏った

ケース設定になっていませんか？

	ベテランオペレータの運転を学習する際は、偏ったケース設定と

なっていないか留意する。

テストに用いる1年分のプロセスデータにより、

操作ケースの偏りがないようカバーしている。

人間の操作や手順等を学習しないため。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 55 ー

・データの基本統計量（欠測値・外れ値の割

合、平均・分散・共分散など）を確認しました

か？

ー データを可視化し、基本統計量を確認した。 20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 56 ー

・人間によるアノテーションが必要な場合、そ

の管理の方策（アノテーションの履歴の記録

等）を検討しましたか？

ー

該当しない。

利用するデータはプロセスデータとシミュレー

ションデータであり、アノテーションは不要で

あるため。

20XX/XX/XX

94 5-2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 57 ー

・正常／異常の判断など特に安全に関係する領

域について、特にテスト用データセットの品質

（外れ値や欠損がないこと、ラベルが正しいこ

と・ラベルを付した人が明確であること、取得

日時や場所・来歴が明確であること等）を重点

的に確認しましたか？

ー

テスト用データセットの品質について、データ

提供元のプラントエンジニアとミーティングを

行い確認した。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 58 ー

・データの補強（data augmentationのこと。例

えば画像データを左右線対称にしたデータを作

り不足するデータを増やすこと）をルールベー

スプログラミングで行う場合、その妥当性を十

分に検討しましたか？

ー

該当しない。

ルールベースプログラミングによるデータの補

強(augmentation）を行っていないため。

20XX/XX/XX

データの確認
3データセットの被

覆性
共通 59 ー

・補強(augumentation)したデータが適切であっ

たか評価しましたか？開発時の仮定に対して、

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評価しましたか？

ー

該当しない。

データの補強(augmentation）を行っていないた

め。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 60 （前節「データセットの被覆性」Lv1に同じ。） ー ー

（要求事項61-65は、「データセットの被覆性」

Lv1に同じ。）
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 61

テスト用データセットの取得源や方法を検討

し、応用の状況に対して偏りがないことを期待

できるようにすること。

・プラントにおけるデータセットの取得源や取

得方法に注意しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 62

各ケース（2データ設計の十分性 で検討）毎に、

元データから偏りのないサンプル抽出などを行

い、偏りがないことを期待できるようにするこ

と。

・実測値データの量に偏りがある場合、シミュ

レータの利用を検討しましたか？
ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 63

No.61,62の偏りを入れないために行った活動に

ついて、記録を行う事。
ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 64

分析した各ケースについて訓練用データ、バリ

デーションデータおよびテスト用データが十分

に存在することを、訓練フェーズやバリデー

ションフェーズなどで確認すること。

ー ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE1 65

ケースに対して訓練用データが十分に取得でき

ない場合には、網羅基準を見直して緩めた上

で、当初の基準に照らして個別にシステム結合

テストなどで確認すべきことを記録しておくこ

・特定の範囲のデータ量が十分でない場合、そ

の範囲の分類・予測精度が低くなる可能性を検

討しましたか？

ー （略） 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 66 （前節「データセットの被覆性」Lv2に同じ。） ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 67 Lv1に加えて、以下の取り組みなどを行うこと。 ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 68

各属性値または各ケース毎に、およその出現確

率の想定を把握すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 69

取得できたデータがその分布から外れていない

ことを確認すること。
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 70

各ケース毎に、中に含まれるデータの被覆性に

ついて、取得方法以外の何らかの積極的な確認

を行うこと。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 71

例えば、各ケース毎に、そのケースに含まれな

い属性がある場合、その属性に関する分布を抽

出して、著しい偏りがないことを確認するこ

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvE2 72

（但し、想定する出現確率については想定事象

の全集合に対して比較する。）
ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 73

訓練用データの全体集合の量、レアケースの出

現確率を比較して、レアケースのデータが訓練

に不足する場合には、レアケースの学習を重点

化することを検討すること。但し、特にLvE2が

要求される場合には、重点化に伴い他のケース

の学習が弱化することの、製品全体の品質への

影響について必ず検討を行うこと。

ー ー 20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
LvS1 74

前節「データセットの被覆性」Lv1で検討した

ケース毎のデータ量に関して、リスクに対応す

るケースにおいて十分なデータ量が存在するこ

とを明示的に確認すること。

ー ー 20XX/XX/XX
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別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

データの確認
4データセットの均

一性
LvS2 75

LvS1に加え、リスク事象毎・ケース毎の出現確

率の想定に基づき、各ケースのデータ量を事前

に見積もり設計すること。

ー ー

データの確認
4データセットの均

一性
共通 76 ー

・各ケースのテスト用データセットに偏りがな

いか、現場のプラントエンジニアが確認しまし

たか？

ー
テスト用データセットの確保にあたってはプラ

ントエンジニアも関与して確認した。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 77 ー

・設備切替・保守点検等により、データ発生の

頻度を含むデータ特性が変化する可能性がある

ことを検討しましたか？

ー

設備切替などによりデータ特性が変化すること

について検討・確認した。必要が生じた場合は

再学習で対応する。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 78 ー

・データ取集間隔が数か月・数年という長さに

なる可能性があるため、プラントの運転データ

との紐づけに注意しましたか？

ー
十分注意の上、運転データと取得データの紐付

けを行った。
20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 79 ー

・前提とする範囲のデータが偏りなく取得でき

ていることを確認しましたか？
ー

テストに用いる1年分のプロセスデータ全体を対

象に、季節や天候の属性について検証ができる

ように確保した。

20XX/XX/XX

データの確認
4データセットの均

一性
共通 80 ー

・データに偏りがある場合、選択バイアス、情

報バイアス、交絡の問題・リスクを評価しまし

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

もとづいて行いましたか？

ー

1年分のプロセスデータ全体とシミュレーション

データを対象として検討しており、バイアスは

問題になりにくい。仮にデータに問題があった

場合も、リスク回避性の観点ではDCSのバルブ

開度制限により安全が確保されること

（AISL0）、パフォーマンスの観点では出力を運

転員が見て判断する運用とすることで、運用上

十分な品質を確保できる。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 81

テスト用データとして必要なデータ量をPoC仮定

や過去の経験から導き出し、「データの被覆

性」を満たす抽出プロセスを通じて用意するこ

ー ー

テスト用データについて、過去の経験より１年

分のプロセスデータで十分な精度が期待される

と判断した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 82

テスト用のデータのラベル等の誤り及び外れ値

の除去方法について検討し実施・記録するこ
ー ー

テスト用データについて、可視化・外れ値の除

外を行い、記録した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 83

訓練用データセットについても上記に準じた取

扱いとする。ただし、データの分布の取り方に

ついては違う方法を採用して良い。

ー ー

訓練用データについて、○年分のシミュレータ

データを確保し、外乱などの極端な値も想定し

て学習に利用した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 84

テスト段階において一定量の誤判断を許容する

場合（false negative/false positiveで扱いを変え

る場合を含む）については、その判定基準を合

理的に事前に決定し、記録しておくこと。

・プラント保安の現場での活用を前提として、

誤判断の許容水準について検討しましたか？

	「機械学習要素による操作パラメータ提示に安全機能を期待しな

い（設備の想定スペックを超えるような操作パラメータ提示に対

しては、外部安全機構及びオペレータ判断により操作に反映しな

い）前提」の場合は、「危険な操作につながるパラメータの出力

の許容水準を極限まで0に近づける」といった検討は求めない。

SIL評価等に基づき、機械学習要素と他のシステムの安全機能の分

担を適切に考慮して機械学習要素への要求水準を決定する。

機械学習利用システムの出力と運転員の出力を

共に記録し、比較・検討する。誤差の水準は○%

とすることでプラントオーナー・ベンダー間で

確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv1 85

公平性が要求される場合には、予め公平性の比

較手段を定めておくこと。対照テストの結果に

よる場合には、その合格基準を予め定めておく

・（「公平性」は本ガイドラインの対象外） ー
該当しない。

公平性は要求されないため。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 86 Lv1に加えて以下の対応を取る。 ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 87

テスト用・訓練用データのラベルの正当性につ

いて、何らかの追加的な確認手段を検討するこ
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 88

正解率（Accuracy）などのバリデーション段階

での合否判定についても、その合理的な判定基

準を事前に決定し記録しておくこと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 89

実データでのテストと、可能な範囲でのデータ

変形などでの機械的な増量テストを同時に行う

こと。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv2 90

可能であれば、入力の影響度分析・ニューロン

の発火状況その他の内部的な情報の分析の適用

を検討し、可能な範囲で明らかな誤りを手動で

排除すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 91

Lv2に加え、学習成熟状況の内部確認手段等を事

前に検討すること。
ー ー

96 5-2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 92

結合テスト以降の製品全体での検証計画と機械

学習要素のテスト計画の対応を明示すること。
ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
Lv3 93

特にリスクが大きいケース（2データ設計の十分

性 で検討）を中心に、製品レベルのテスト時の

機械学習要素の要件との対応をテスト計画に反

映し、その被覆状況を監視・確認すること。

ー ー

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 94 ー

・モデルの精度評価基準について、受入れ先

（プラント事業者・エンジニアリング会社な

ど）と合意しましたか？

ー
精度の水準は、プラントオーナー・ベンダー双

方の合意により、○％とした。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 95 ー

・強化学習を用いる場合でも、運用開始前に品

質をテストで確認しましたか？

	強化学習を用いたとしても、運用開始前にテストを実施して「機

械学習モデルの正確性」の要求事項を満たす。

本システムの開発には強化学習を用いる。運用

開始前に、テストで品質を確認する。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 96 ー

・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が変わることを考

慮しましたか？

ー
今回の適用では値が対象であることを確認し

た。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 97 ー

・交差検証や汎化性能等に使用する訓練用デー

タとテスト用データ、バリデーション用データ

を独立して分離・管理していますか？再学習、

追加学習時時にも同様の管理を行っています

ー
学習データ、検証用データはファイルごとに分

離して管理している。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 98 ー

・学習後の正答率、損失関数の残差は、十分に

収束していますか？適合率、再現率、F 値は目標

に達していますか？

ー

本ケースには、正答率は該当しない。損失関数

は十分に収束していることを確認した。

精度目標は、現状の運用を踏まえて十分な水準

をプラントオーナー・ベンダー間で確認した。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 99 ー

・学習・再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ませんか？
ー

本ケースには、正答率は該当しない。損失関数

の残差は正常であることを確認した。
20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 100 ー

・選択した AI アルゴリズムおよび蒸留有無の選

択根拠、ハイパーパラメータの設定根拠は明確

になっていますか？ユーザー・ベンダー間でア

ルゴリズムの選択根拠を説明・合意できていま

すか？

ー

複数のアルゴリズム、ハイパーパラメータの中

で経験上適切なものを選択した。これを前提

に、精度水準について合意している。

20XX/XX/XX

学習
5機械学習モデルの

正確性
共通 101 ー

・学習用データセットや学習済みモデルのサイ

ズ削減の必要はあるか確認しましたか？その際

に、性能の劣化はどこまで許されるのか検討し

ましたか？

ー サイズ削減の要件がないことを確認した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 102

安定性向上のために適用した技術を記録するこ

と
ー ー 以下の対応について記録した。 20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv1 103

　Lv1では、過学習を防止するために広く利用さ

れている交差検証や正則化等の技術の適用が推

奨される。

ー ー
交差検証を適用してモデルの安定性を確認し

た。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 104

近傍データによる安定性の評価結果を記録する

こと
ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv2 105

　Lv2では、データセットの各データの近傍に対

する安定性を評価することが求められる。例え

ば、近傍の敵対的データによる攻撃を防御する

技術の適用が推奨される。敵対的データを生成

して安定性を評価する技術、敵対的データの攻

撃を受けにくくする訓練技術、敵対的データの

動的検知技術等がある。これらの技術を適用す

ることは容易ではないが、現在、そのための実

用的な開発・評価するための環境整備が進めら

ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 106 近傍データに対する安定性を保証すること ー ー

学習
6機械学習モデルの

安定性
Lv3 107

　レベル３では、近傍データに対して一定の安

定性をもつことを保証することが求められる。

例えば、近傍には敵対的データが存在しないこ

とを保証する技術等がある。これらの技術はま

だ研究段階であるが、将来的にはレベル３での

適用が期待される技術である。

ー ー

97 5-2サブ



別紙　内部品質確保のための「プラント保安分野での観点」チェックリスト　実施内容記録フォーマット

案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 108 ー

・特に化学プラントでは発生するデータの不確

実性が高いため、学習データセット近傍のデー

タに対する安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー

安定性に注意が必要であることを認識し、運用

時に出力を確認して必要な場合に再学習により

対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 109 ー

・新規銘柄追加が多いプラントの場合、発生す

るデータが学習データセット近傍のものが多く

なるため、安定性に注意が必要であることを検

討しましたか？

ー
該当しない。

新規銘柄追加が多いプラントではないため。
20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 110 ー

・どのような汎化性能の測定が適切か、議論・

整合が取れていますか？
ー

運転条件や設備の変更がないため、1年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎

化性能を事前に確認する必要性が低い。運用時

に運転員がすべて出力を確認し、必要な場合に

は再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 111 ー

・汎化性能の目標値を明確に定めていますか？

学習後の AI 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ませんか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、1年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎

化性能を事前に確認する必要性が低い。運用時

に運転員がすべて出力を確認し、必要な場合に

は再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 112 ー

・汎化性能を測定する方法を決めていますか？

交差検証を利用する際、利用する学習用データ

セットのバリエーションを確保していますか？

ー

運転条件や設備の変更がないため、1年分のプロ

セスデータによりカバーした範囲外に対する汎

化性能を事前に確認する必要性が低い。運用時

に運転員がすべて出力を確認し、必要な場合に

は再学習により対応する。

20XX/XX/XX

学習
6機械学習モデルの

安定性
共通 113 ー

・AI に影響を与えるノイズ候補の洗い出しを

行っていますか？具体的には、誤差因子の選定

とそれの与える影響解析を行っていますか？ノ

イズ候補により、AI モデルの性能が著しく劣化

することはありませんか？

ー

シミュレーションデータで学習を行うため、実

プラントのデータと差異が生じ、精度に影響が

出る可能性があるが、実プラントの挙動との相

関関係を確認することでシミュレーションデー

タの適切性を確認し、AIモデルの性能が著しく劣

化することのないよう対応する。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 114

利用するソフトウェアについては、信頼できる

実績を持つソフトウェア等を選定し、その選定

経緯を記録すること。

・シミュレータを活用する場合、実績を確認

し、その選定経緯を記録しましたか？
ー

開発・実装に利用するソフトウェアについて、

実績のあるソフトウェアを選定し、記録した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 115

選定したソフトウェアについて、その欠陥の発

見等を運用期間中モニタリングし、必要に応じ

て修正等の措置をとること。

・シミュレータを活用する場合、欠陥のモニタ

リングや修正は可能ですか？
ー

選定したソフトウェアについて、欠陥の発生等

をログデータからモニタリングし、欠陥はみら

れなかった。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv1 116

学習からテストフェーズに至るまでの環境と、

実用段階で用いる環境の相違について、その影

響などをあらかじめ検討しておくこと。

ー ー
実装を想定した環境でも動作が問題ないことを

確認した。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 117

利用するソフトウェアについて、検査・実験等

によりその信頼性を自己評価すること。

・シミュレータを活用する場合、検査・実験等

で信頼性を自己評価しましたか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 118

可能な場合には、SIL1相当のソフトウェア信頼

性を得られたソフトウェアを用いること。
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 119

システムの運用期間中のソフトウェアの健全性

の維持に関する保守体制を必ず構築すること。

・シミュレータを活用する場合、保守体制が

整っていますか？
ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv2 120

バリデーションおよびテストフェーズにおいて

は、原則として実用段階で用いられる計算環境

（浮動小数点精度・モデル規模等）を模倣した

環境でバリデーション・テストを行うこと。ま

たは、テスト済み学習モデルと実用環境での学

習モデルの動作の一致性について、何らかの検

証を行う事。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 121

SIL１（またはシステムの要求するSILレベル）

のソフトウェア品質の確認を必ず行うこと。
ー ー
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 122

実用環境の計算環境での学習モデルの振る舞い

に基づくテスト（または形式検証など）を必ず

行うこと。

ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
Lv3 123

また、そのモデルと実用環境での動作の一致の

確認を、結合テスト以降の段階で必ず行うこ
ー ー

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 124 ー

・以下のような場合に、機械学習要素の計算量

を適切に抑えられるよう、考慮しましたか？

- 特殊な環境・デバイスで、計算リソースが限ら

れる場合（エッジデバイス、特殊なPC等で計算

する場合）

- 同じデバイス上で他の処理も動いており、それ

らの処理への影響が許されない場合　等

ー
通常のPCで計算量が適切であることを確認し

た。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 125 ー

・システムを評価するときに、外部ライブラリ

に対する単体テストまたは外部ライブラリを含

むシステムテストを実施していますか？

ー
結合テストにより外部ライブラリに対する評価

を行った。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 126 ー

・ライブラリのサプライヤとの間で、不具合に

対する責任範囲は明確になっていますか？
ー

ライブラリのサプライヤとの間で責任範囲は明

確になっている。
20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 127 ー

・OS や OSS 等の各種ソフトウェアの更新頻度

やサポート期間を考慮してソフトウェアを利用

していますか？ソフトウェアのアップデートに

対する対応や、サポートが終わった際の対応に

ついて決めていますか？

ー

OSについてはサポート期間を考慮して選定して

いる。標準規格に合ったプロトコルを利用する

ことで他の製品を利用できるようにしている。

20XX/XX/XX

実装・運用
7プログラムの健全

性
共通 128 ー

・特にセキュリティアップデートがある場合な

ど、OS や OSS 等のソフトウェアのアップデー

トに対してシステムの更新を行っているか

ー

OSについてはセキュリティアップデートでシス

テムの更新を行っている。DCSのソフトウェア

管理に準じた管理を行う。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 129

外部環境変化によりシステムの品質が著しく失

われたときの対応について、あらかじめ検討し

ておくこと。

・プラント分野における「外部環境変化」を抽

出しましたか？

　- プラントの修繕や経年劣化、運転条件の変化

など

ー

出力を確認している運転員により、品質が著し

く損なわれたと判断された場合、プロセスデー

タやシミュレーションデータをもとに再学習を

行い、精度の向上につながるかを確認する。

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載している。開発中のシステムであ

り、運用時の対応は未実施である。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 130

オンラインで追加学習を行う場合には、予想外

の品質の低下がもたらす影響についてあらかじ

め検討しておき、必要な場合には動作範囲の限

定などのシステム的な対応を取ること。

ー ー
該当しない。

オンラインでの再学習は行わないため。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv1 131

オフラインで追加学習を行う場合には、前７項

に準じた品質管理を行う事。
ー ー

オフラインで再学習を行うため、ここまでの7つ

の軸で開発時に行った内容を参照、必要に応じ

て見直しを行う。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 132

製品の利用状況が許す範囲において、システム

の品質について、動作結果との対照などから品

質劣化・誤判断のモニタリングを行うこと。モ

ニタリングにおいては、プライバシーなど製品

品質以外の要因を十分に検討すること。

・プラント分野における「製品品質以外の要

因」を抽出しましたか？

　- プラント事業者からAIベンダーへのデータ開

示の度合いなど

ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 133

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果を何らかの方法で定常的にモニタリン

グすること。モニタリングの結果で性能要求か

らの逸脱が判明した場合には、直ちに対処を行

うことができること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv2 134

オフラインでの追加学習を行う場合には、製品

開発段階で用いたテスト用データセットでの

「性能劣化の回帰テスト」を行い、更新前に品

質が失われていないことを確認すること。必要

な場合には、製品開発段階と同等の手法でテス

ト用データセットの更新を行うこと。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 135

プライバシー等と両立する製品品質の監視手段

を、運用体制を含めて必ず構築すること。
ー ー
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 136

オンラインでの追加学習を行う場合には、追加

学習結果をシステムに反映する前に、製品内部

で一定の品質確認を行う仕組みを実装し、想定

外の品質劣化が無視できない場合には更新を中

止する仕組みとすること。また、オフラインで

の更新・修正手段を必ず確保すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
Lv3 137

オフラインでの追加学習においては、運用での

収集データと、システム初期構築時のテスト用

データセット、および同じ手法で定期的に更新

するテスト用データセットを用いて品質を管理

すること。

ー ー

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 138 ー

・運用時品質の維持性を確保するため、モデル

の再学習・再精度検証ができる体制を構築しま

したか？

ー

再学習・検証の必要性について議論し、体制を

構築した。プラントオーナー側の運転員が出力

を確認し、品質劣化の有無を判断する。また、AI

の出力と運転員の操作は常に記録されており、

定期的に比較評価して品質劣化を判断すること

ができる。品質劣化があると判断された場合

は、プラントオーナー側はプロセスデータの提

供、ベンダー側はシミュレーション・再学習の

実施を行い、結果を共同で確認する体制として

いる。特にベンダ―側では、性能劣化時のタグ

の状況を確認し、報酬式の設定からやり直すこ

とで品質を維持・改善する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 139 ー

・運用における品質の監視体制が妥当かどう

か、現場のプラントエンジニアに確認を行いま

したか？

ー
再学習・検証の必要性についての議論には、プ

ラントオーナー（利用者）も参画した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 140 ー

・メンテナンスによる部品の交換や調整、設備

の改造などにより、発生するデータの特性が変

化する可能性があることに注意しましたか？

ー

メンテンナンスにより発生するデータの特性が

変化する可能性があるため、メンテナンスの前

後でプラントオーナー側の運転員が出力を確認

し、品質劣化の有無を判断する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 141 ー

・データ特性の変化を把握するため、モニタリ

ングの仕組みを検討しましたか？

	最適値の評価は定期的／継続的にモニターし、異常がないか確認

する。

モニタリングソフトを用いたモニタリング・

データの蓄積の仕組みを構築した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 142 ー

・製品の成分値が変化すると、発生するデータ

の特性が変化する可能性が高いため、モデルの

再学習・再精度検証が必要となることを確認し

ましたか？

ー

製品の特性の範囲ではデータの特性が変化しな

いことを確認した。ただし、品質の劣化が見ら

れた場合は再学習を行うこととしている。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 143 ー

・設備の周辺状況や運転手順などの前提条件が

変化した場合、モデルの再学習・再精度検証が

必要となることを確認しましたか？

	設備や運転手順に変更が行われた場合は機械学習要素の出力への

影響があるため、モデルを更新する。

設備の周辺状況や運転手順などが変化するとモ

デルの再学習が必要となることを確認した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 144 ー

・運用時に収集したデータでも定期的に精度検

証を行うことを検討しましたか？
ー 運用時に定期的に精度検証を行う。 ※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 145 ー

・経年劣化の進行が早いと想定される場合、こ

れに応じて精度検証、学習モデルのチューニン

グの頻度を設計しましたか？

ー
該当しない。

設備の劣化を予測するシステムではないため。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 146 ー

・（経年劣化ではなく）対象設備を大規模に修

繕した場合は、その都度精度検証、学習モデル

のチューニングが必要となることを確認しまし

たか？

ー
大規模修繕があるとモデルの再学習が必要とな

ることを確認した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 147 ー

・機械学習によらない従来手法の結果との対照

や、実際の結果を踏まえて機械学習要素の精度

等を確認しましたか？

ー
マニュアル操作による省エネの達成水準を元に

検証した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 148 ー

特に精度の維持が求められる場合、予めモデル

構築時の前提や教師データ類を整理しておき、

運用開始後の変更管理を準備しましたか？

ー

解析記録書（開発・運用のログやユーザー・ベ

ンダー間の議論・合意事項等の記録）やデータ

の管理を行っている。運用後はこれを変更して

いき変更管理を実施する。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 149 ー

必要に応じて機械学習要素の出力の範囲を限定

することを検討しましたか？

	最適化の目標に対して極限まで運転条件を追求すると、安定性が

損なわれることがあるため、機械学習要素の出力の範囲を限定す

るなどの対応を行う。

該当しない。

DCSのバルブ開度制限により安全が確保され

（AISL0）るほか、出力を運転員が確認して最終

判断するため。

※未実施 20XX/XX/XX
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案件名：

※フィルターにより、「使用場面」「内部品質軸」「内部品質要求レベル」別に抽出して参照することができます。

使用場面 内部品質軸
内部品質

要求レベル

要求事項

No.
内部品質要求事項 運転最適化

（運用時）

対応の記録
参考資料・参考情報

開発・実装

記入日

運用

記入日

5-2 運転最適化　横河電機株式会社・JSR株式会社

「機械学習品質マネジメントガイドライン　第1版」における内部品質要求事項

プラント保安分野での観点

関連する「ユースケース固有の観点」（本文3.3節を参照）
（開発・実装時）

対応の記録

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 150 ー

運用時の品質を確認する上での前提（出力の想

定範囲や、設備の条件設定等）を確認しました

か？

	想定していた原料（原油種等）の内挿範囲内で運転されているこ

とを確認する。

	運用中の設備の諸条件（反応初期／終期、運転条件、原料、品質

要求、スタートアップ・シャットダウン操作の許容時間等）を考

慮して機械学習要素の出力の品質を確認する。

運転条件の変更等があれば、再学習の必要があ

ることを確認した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 151 ー

・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ますか？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ました

ー
実運用時のプロセスデータを蓄積・ロギングす

る仕組みを構築した。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 152 ー

・運用中データの導入時と異なる偏りを確認

し、その背景を解析していますか？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

いますか？システム維持を想定できています

ー

実運用時のプロセスデータについても、開発時

と同様に可視化を行い偏りを確認することとし

た。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 153 ー

・モデルを更新するデータが想定したデータ区

間を外れているかを監視するなど、入力データ

の質をパトロールしていますか？

ー

常にDCSのデータも並行して監視しているた

め、アウトプットが異常な場合に入力データを

確認できるようになっている。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 154 ー

・運用後、性能に影響を与える要因を抽出し、

マージンを持たせた性能目標としていますか？

性能劣化の検出を人間もしくは AI システムが判

断する設計になっていますか？

ー

シミュレーションデータに基づいて学習してい

るため、実運用のデータとの差異により性能に

影響が出る可能性がある。運用上十分なマージ

ンを持たせた性能水準を達成してから運用に入

ることとしている。性能の劣化はプラントオー

ナー側の人間が判断する。AIの出力と運転員の操

作履歴を常に記録しているため、定期的に性能

の劣化を評価することができるようになってい

※未実施

※本実用例は、経済産業省「令和2年度補

正 産業保安高度化推進事業費補助金」によ

る開発期間における信頼性評価の検討内容

を記載しているため、開発経過の記述と

なっている場合がある。

20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 155 ー

・学習用データセットのバリエーションが増え

た際でも検証ができるように、検証の方法を決

めていますか？

ー
実運用データを蓄積し、再学習時の検証を行え

るようにしている。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 156 ー

・訓練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する

劣化は許容可能となっていますか？

ー
再学習時もテストにより必要な性能を確保す

る。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 157 ー

・AI モデルの更新を手動ではなく自動で実施す

る際に、AI モデルの特性変化や性能変化が許容

範囲であることを十分検査できますか？

ー
該当しない。

自動更新は想定していないため。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 158 ー

・学習にフィードバックするデータに対して、

性能劣化に繋がる不適切なデータ（学習時の学

習用データとは別の⺟集団から得られた運用時

の入力データ、入力データの外れ値など）の混

入を防ぐことができますか？もしくは、学習前

に不適切なデータを排除する機構があります

か？

ー
学習にフィードバックするデータはないため、

該当しない。
※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 159 ー

・運用中の推論に利用する入力データについ

て、異常な動作に繋がるような異常または不適

切なデータ（学習時の学習用データとは別の⺟

集団から得られた運用時の入力データ、入力

データの外れ値など）を排除できる仕組みがあ

ー

不適切な入力データを検知・排除する機構は実

装していないが、入力データはDCSのデータの

みであり、これを運転員が見て判断する運用と

することで、運用上十分な品質を確保できる。

※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 160 ー

・再学習したモデルの配信方法を検討しました

か？
ー 再学習したモデルは手動で配信する。 ※未実施 20XX/XX/XX

実装・運用
8運用時品質の維持

性
共通 161 ー

・リリースした AI の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

りますか？

ー
バージョン管理により、ロールバック可能な仕

組みとしている。
※未実施 20XX/XX/XX
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