
  
 

                                       
 

 

ISO26262 トレーニング/ SGS-TÜV認定資格 AFSPコースのご案内 

 

 
ISO26262 自動車機能安全規格 

ISO26262は、全自動車メーカーとそのサプライヤが準拠しなければいけない新国際規格です。4日間の

徹底的なトレーニングにおいて、法的責任、セーフティプロセス、そしてどの様に ISO26262の要求に準

拠するのかを学びます。 

 

 

豊富な実績、経験を有する機能安全専門家チーム 

SGSジャパンは、SGSグループと TUVサーラン ド(TÜV Saarland e.V.) との合弁認証機関で、ドイツ

ISO26262標準化委員会のメンバーでもある SGS-TUV (SGS-TÜV GmbH) との連携の下、トレーニン

グ、テクニカルソリューション、安全分析、評価、認証サービスを通し、お客様の機能安全に関わる全問

題・課題を支援いたします。本トレーニングコースは、我々の機能安全エキスパートの長年における実績・

経験が反映されたプログラムです。 

 

 

SGS-TUV資格認定プログラム –   

Automotive Functional Safety Professional (自動車機能安全プロフェッショナル) “AFSP” 

ISO26262は、エキスパートのみが機能安全の評価やマネジメントをすることを求めています。SGS-TUV

は、この目的の為に、Automotive Functional Safety Professional “AFSP” 資格認定プログラムを開発

いたしました。この認定資格を保有することにより、取引先に対し、または社内において、機能安全プロジ

ェクトに従事できるコンピテンスを実証することが可能です。4日間の全トレーニングモジュール M1～M4

を修了し、最終試験に合格することで、資格が授与されます。授与された資格は 3年間有効で、3年毎の

ワークショップに参加することで資格更新が可能です。尚、ISO26262各パートのトレーニング目的で、単

一モジュールの受講も可能です。（但し、申込順に関わらず全モジュール/AFSP受験コース受講者の申

込を優先させて頂きます。) 

 

 

Learning-By-Doing (“やって学ぶ”) 

参加される受講者は、学習科目に関する相互的なコミュニケーションによって、最も効率的・効果的に学

習することが可能です。その為トレーニングにおいては、積極的に機能安全テーマの議論を行ないます。

4日間のトレーニングの間、アイテム定義から安全分析までを通して成果物を作成しながら、機能安全プ

ロジェクトの完全な安全ライフサイクルをシミュレーションします。 

 

 

 

 

 



  
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：プロジェクトシミュレーション中に作成される成果物 

 

トレーニング全体の流れとして：トレーニンググループに応じて、シミュレーションするプロジェクトの課題

（アイテム）を選択；求められるセーフティインテグリティ(ASIL) とそれに関係するセーフティゴールを決め

る；これらのセーフティゴールを達成し、セーフコンディションやフォルトトレランスタイムなどのパラメータを

導出する為に機能安全コンセプトを作成；システムのエレメントの為の ASILデコンポジションを含め予備

的な機能アーキテクチャを作成；技術安全要件 (TSR)を、機能安全要件 (FSR) とシステムのドラフトアー

キテクチャから導出；テクニカルセーフティメジャの種類を含め、考えられるシステム設計のドラフトを作る；

システムレベルでは、車両レベルでのセーフティゴールを確かめる為の必要な統合テスト・ステップを定

義；ハードウェアレベルでは、要求される確率的ハードウェアメトリクスを決定；ソフトウェアレベルでは、

ASILに依る必要な開発方法論を特定；最後に全モジュールの受講者は、機能安全ドキュメンテーション

一式を持つことになります。 

 

 

モジュール形式トレーニング 

ISO26262 トレーニングコースはモジュール形式です。単一モジュール(1日)または複数日のモジュール

に申込むことが可能です。AFSP受験資格を得る為には、4日間の全モジュールを受講しなければなりま

せん。 
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M2
コンセプトフェーズ

システム開発
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ソフトウェア開発
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M4
ハードウェア開発

AFSP試験
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モジュール M1 

機能安全の管理支援プロセス : セーフティマネジメント～ プロセス～支援プロセス 

新しい ISO26262規格は、安全に関連する車載エレクトロニクス製品開発に不可欠な基準として機能安

全マネジメントについて記述しています。 本トレーニングモジュールは、機能安全マネジメントシステムを

導入する際に考慮される課題、品質マネジメントおよび機能安全マネジメント両方に責任を持つ安全管理

者が直面するタスクを実例的方法で学びます。このモジュールの目的は、機能安全のねらいや

ISO26262で示された機能安全マネジメントの基本的な概念を理解することです。 

 

主なトピックとして； 

◆全般 

- ISO26262の制定の経緯や適用範囲  

- ISO26262によって定義された役割・責任、およびプロセス 

- 規格の適用方法、適用事例、解釈の例 

- 法的重要性・影響と製品開発プロセス 

- コンファメーションメジャ 

◆組織 

- セーフティカルチャの醸成 

- 推奨する組織構造例 

- 品質管理との関係 

- セーフティライフサイクルの統合方法 

- コンピテンスの管理方法 

◆プロジェクト 

- テーラリング方法 

- 安全計画の立案 

- セーフティケースの確立 

◆安全指向の分析 

- 従属的故障分析 

- エレメントの共存におけるクライテリア 

- アイテムとエレメントの潜在的欠陥・不具合の影響と重要性 

- セーフティゴール及び安全要件の侵害を引き起こす可能性のある条件と原因 

- ハザード分析やリスクアセスメントの間に発見されなかった機能的・非機能的ハザードの特定方法 

- FTA(fault-tree-analysis)と FMEA(failure-modes-and-effects-analysis) 

 

所要時間：１日 

 

 



  
 

                                       
 

モジュール M2(コンセプトフェーズ) 

コンセプトフェーズ: アイテム定義～機能安全コンセプト 

機能安全のアジェンダは車両レベルにおけるコンセプト開発の中で設定されます。 

本モジュールは、規格の解釈についての議論や実践的な演習を通して、どの様に安全目標を定義し、機

能安全要求(FSR)を導出するのかを学びます。 

参加者は、アイテムの定義と説明、セーフティアクティビティの決定、新規開発アイテムと既存アイテムに

対する変更の識別、潜在的ハザードの特定と分類、ハザードとなるイベントに対する軽減または防御の為

のセーフティゴールの定式化について学びます。 

 

主なトピックとして； 

- アイテム定義 

- 機能ブロック図の使用によるアイテムのエレメントと境界の理解 

- リスク及びリスク軽減の為のコンセプト評価 

- ASILのアロケーションおよび ASILデコンポジション 

- ハザード分析とリスクアセスメント 

- 機能安全コンセプト 

 

所要時間：半日 

 

モジュール M2(システム開発) 

システム開発: 技術安全コンセプト(TSC) とシステム設計 

システムとサブシステムの技術コンセプト設計、更に OEM/サプライヤ間のインターフェース定義に関連す

る課題について、実例的エクササイズを用いてトレーニングを行ないます。 

参加者は、セーフティゴールを達成する為の技術安全要件(TSR)の仕様化、要件に基づきシステム設計

の導出、技術安全コンセプト(TSC)の作成、そして車両レベルにおけるセーフティゴールを確実にする為

の必要なテストと検証ステップの特定方法について学びます。 

 

主なトピックとして； 

- 技術安全要件(TSR)の仕様化 

- システム設計 

- アイテムインテグレーションとテスティング 

- セーフティバリデーション 

 

所要時間：半日 



  
 

                                       
 

モジュール M3 

ソフトウェア開発: 安全系ソフトウェア開発 

SPICEや CMMIなどの既存標準を超えて、”機能安全” にフォーカスする ISO26262のソフトウェア開発

の追加的要求に対し、実例を用いて実践的に学び、トレーニングを行ないます。 

参加者は、安全系ソフトウェア開発への要求事項、ソフトウェアツールの使用におけるコンフィデンスレベ

ルの評価方法、そしてソフトウェア安全要件の仕様化方法について学びます。また本モジュールは、実践

的なメソッドとして、ソフトウェアパーティショニング、一般的な最低限のソースコード要件、ノーテーション

例、正しい実装事例およびソフトウェア・シミュレーション（Software-in-the-Loop）もカバーします。 

 

主なトピックとして； 

- プロセス要件 

- ソフトウェアドキュメンテーション 

- フェーズ(V字)モデル開発 

- モディフィケーション 

 

所要時間：1日 

 

 

モジュール M4 

ハードウェア開発: 安全系ハードウェア開発 

ISO26262が要求するハードウェア評価を満足する為の様々な方法、そしてその利点・欠点を学び、必要

となる安全実証メソッドのトレーニングを行ないます。 

参加者は、技術安全要件(TSR)からのハードウェア安全要件の導出、ハードウェア設計におけるモニタリ

ングと安全メカニズムの実施、そしてハードウェアアーキテクチャと確率的ハードウェアメトリクスの算出方

法について学びます。ハードウェア安全要件は、ハードウェアレベルでの安全メカニズム、タイミング行動、

回路レイアウト、オペレーションの物理的原理、外部影響、ミッションプロファイル、品質・信頼性要件に関

するフォルトトレランスを含みます。プロジェクトシミュレーションでは、潜在故障を分析し、それらを

ISO26262に基づき厳しく分類します。参加者は、実用的な”5段階アプローチ“を使用し、ハードウェアア

ーキテクチャメトリクスを計算し、関連するメソッドの利点・欠点を議論します。 

 

所要時間：１日 



  
 

                                       
 

日時： 2013年 9月 3日（火）～9月 6日（金） 
 

9/3：モジュールM1 [機能安全の管理支援プロセス]   

9/4：モジュールM2  [コンセプト開発及びシステム開発] 

9/5：モジュールM3  [ソフトウェア開発] 

9/6：モジュールM4  [ハードウェア開発] ＋AFSP試験 2時間 

 

場所： 

9月 3日～9月 6日：横浜ランドマークタワー38F SGSジャパン 第２研修室 

 

定員：20名

 

SGSジャパン株式会社 機能安全グループ テクニカルディレクター 山下修平 

自動車メーカーにてエンジン制御システム開発、関連部品開発、車載電子部品の品質信頼性評価業務、

ソフトウエア開発プロセス・ツール開発などに従事。2005年 ISO/TC22/SC3/WG16発足と同時に国際規

格 ISO26262策定メンバーとして活動に参加、並行して日本自動車技術会電子電装部会機能安全分科

会長に就任し 2012年末の退任まで国内の規格審議活動を主導した。 

 

*講義、AFSP試験ともに日本語で行います。 

 

お申込方法：  

次ページの申込用紙にご記入・署名後に、申込書送付先（お問い合わせ先と同じ）へご送付下さい。 

その後の弊社からの確認メールのご返信をもちましてお申込完了とさせて頂きます。 

 

お問い合わせ先： 

SGSジャパン株式会社 

CTS 機能安全グループ 佐々木 佑輔 
 

TEL:   045-670-7227 
Fax: 045-330-1109 

携帯:     080-3420-5506 

Eメール: yusuke.sasaki@sgs.com 

web: http://www.sgsgroup.jp/ja-JP/Local/Japan/US4US/Functional-Safety-Training-Consulting-
Assessment-and-Certification.aspx 



  
 

                                       
 

ISO 26262 トレーニング/ SGS-TÜV認定 AFSP資格コース申込書 

 

申込書送付先： Fax: 045-331-7644 /  Eメール: shinya.tanisada@sgs.com 

 

 各モジュールの単一受講も可能ですが、申込順に関わらず全モジュール/ AFSP受験コースお申込の方を優先

させて頂きます。 

 お申込後のキャンセルは不可ですので、ご了承の程宜しくお願いいたします。 

 

 

 

ISO 26262 トレーニング/AFSP資格認定コース 
 

ご希望のモジュール/ コースの にチェックを入れてください。 

M1 

機能安全の管理支援プロセス ： 

セーフティマネジメント～プロセス～  支援

プロセス  (ISO 26262 パート 2, 8, 9) 

 9月 3日（火） 90,000円 

 27万円 
(AFSP試験無, 

M1～M4全モジ

ュール受講) 

 
 
 
 

 30万円 

 
(AFSP試験有, 

M1～M4全モジ

ュール受講) 

M2 

コンセプト開発： 

リスク分析～機能安全コンセプト 

(ISO 26262 パート 3) 
 9月 4日（水） 90,000円 

システム開発： 

技術安全コンセプト(TSC) とシステム設計 

(ISO 26262 パート 4) 

M3 

ソフトウェア開発： 

安全系ソフトウェア開発 

(ISO 26262パート 6) 

 9月 5日（木） 90,000円 

M4 

ハードウェア開発： 

安全系ハードウェア開発 

(ISO 26262パート 5) 

 9月 6日（金） 70,000円 

AFSP 

試験 

AFSP (Automotive Functional Safety 

Professional) 筆記試験: 2時間 

(M1～M4全受講者対象, M4に続いて実施) 

 9月 6日（金） 
  70,000円  

(再試験) 

会社名 TEL/ Fax 

所属部署 役職名 

氏名 E メール 

住所 〒 

 

ご請求先が上記住所と異なる場合はご指定下さい。 

 
 

署名 日付 

 トレーニングコース受講時に配布される受講生リストに会社名・氏名が載ることを希望しない場合、左のチェッ

クボックスにご記入下さい。 

mailto:shinya.tanisada@sgs.com

