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本日の内容	

! 形式手法の紹介 
! モデル検査を体感 
! 開発プロセス，俊敏さと形式手法	



ソフトウェアの信頼性	

!  社会システムの様々な場所にソフトウェアが組み込ま
れている。	
! バンキングシステム、航空管制、携帯電話、自動車、etc. 

!  誤りを含むものが少なくない。	
! 社会の混乱、莫大な損害、人的損害を引き起こす。	

! 正しいソフトウェアを作ることが重要。	
	
!  現在はテスト手法中心の開発。	

! それでも誤りが取り除けないなら、パラダイムシフトが必要。	

!  形式手法/検証	
! 数学的、論理的基盤に基づいたソフトウェア開発。	
 



社会背景	

!  形式手法/検証への期待。 
! 信頼性低下に関する危機感。 
! 信頼性保証のためのコストの増大。 
! 経済産業省「情報システム信頼性向上に関するガイドラ
イン」 

!  国際標準のリリース． 
! 機能安全: IEC61508, ISO26262 
! セキュリティ: ISO/IEC15408 

! 後を絶たないソフトウェアのバグによる損失
や混乱のニュース．	



形式手法・検証の特徴	

!  形式手法・検証(Formal Methods/Verification) 
!  １９５０・６０年代からヨーロッパを中心に研究・実践が行
われている分野．	
! 特定の手法を指すのではなく，色々な手法，技術，理論が含まれ
る分野のようなもの．	

! 形式手法のうち，検証に特化したものを，形式検証と呼ぶ場合が
多い．	

! 数学や論理学に基づいて開発と検証を行う。	
! 科学的な根拠に基づいた開発と検証。	

! 多くのツールが整備されつつある．	

!  難しそうに聞こえるが．．．	
!  １９８０年代から多くの実践が報告されている．	
! 比較的容易に使うことができるものから難しいものまで存
在する．	



形式手法のバリエーション	

! 対象を厳密に記述する．	

! 対象を解析・検証する． 
! 何を解析すれば良いか（手法）？ 

! 表明が成立すること？競合状態が発生しないこと？ 

!  どのように解析するか？ 
! 数学的・論理的問題を取り扱う理論の応用．	

仕様	 設計	 プログラム	

形式仕様記述言語： 
VDM，Z，B 

形式仕様記述言語 
モデル化言語 
 (ex.SDL,Promela) 

記述言語	
C,Java， 
アセンブラ	



形式手法のバリエーション	

数学的・論理的問題の取り扱い（解析のための理論）	

モデル検査(Model Checking) 

定理証明(Theorem Proving) 

充足可能性解決 
(SAT solving, SAT/SMT) 
プロセス代数(Process Algebra) 

形式仕様記述言語/ツール： 
VDM/VDMTool, 
Z/ZEVES,  
B/Aterlier, 
Event-B/RODIN, 
CafeOBJ,  
Alloy/Alloy Analyzer,  
etc. 

モデル検査ツール： 
Spin, NuSMV, LTSA, 
UPPAAL, PAT, CBMC, 
JPF, etc. 
定理証明ツール： 
Coq, Isabelle/HOL, 
HOL, ACL2, Vampire, 
E, etc.  

充足可能性問題解決器: 
MiniSAT, zChaff,  
Yices, CVC3, Z3, 
etc.  

手法とツール	

応用	



代表的な適用事例	

!  サーベイ論文 
!  Edmund M.Clarke and Jeannette M.Wing：Formal Methods: State of the Art 

and Future Directions, ACM Computing Surveys, 1996. 
!  回路設計、データベース、プロトコル、標準、航空宇宙、企業インフラ、などなど、
相当数。 

!  Jim WOODCOCK, et.al: Formal Methods: Practice and Experience, ACM 
Computing Survey, 2009. 

!  最近の重要な事例。 
!  報告書 

!  IPA/SEC:厳密な仕様記述における形式手法成功事例調査報告書 
!  IPA/SEC: 形式手法適用調査報告書 

!  代表的な適用事例 
!  CICS, TCAS, ISDN, 鉄道システム，防潮可動橋，航空管制，フェリカチップ，

etc. 
!  共同研究（論文で発表しているもののみ）． 

!  デンソー，ルネサス：車載オペレーティングシステムの検証． 
!  日立製作所：ISO26262のための安全要求の形式化と検証．	



モデル検査	

! モデル検査(Model Checking) 
! 1980年代に発案． 
! 効率的に全探索する． 

! 多くのツールが存在する． 
! いわゆる「プッシュボタン」技術． 

! お膳立てをしておけば，ツールを実行すると，自
動的に結果が返ってくる． 

! 並行性の検証が得意． 
! 今日は，これだけ，覚えて帰ってください．	



モデル検査	

! 擬似コード。	

void processA(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex1); 
   lock(mutex2); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex1); 
   unlock(mutex2); 
  } 
} 

void processB(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex2); 
   lock(mutex1); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex2); 
   unlock(mutex1); 
  } 
} 



モデル検査	

void processA(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex1); 
   lock(mutex2); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex1); 
   unlock(mutex2); 
  } 
} 
 
void processB(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex2); 
   lock(mutex1); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex2); 
   unlock(mutex1); 
  } 
} 
 

数え上げ	

A: lock(mutex1)→A:lock(mutex2)→ 
    A:unlock(mutex1)→A:unlock(mutex2) 

B: lock(mutex2)→B:lock(mutex1)→ 
    B:unlock(mutex2)→B:unlock(mutex1) 

A: lock(mutex1)→B:lock(mutex2)→ 
     デッドロック	



モデル検査	

void processA(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex1); 
   lock(mutex2); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex1); 
   unlock(mutex2); 
  } 
} 
 
void processB(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex1); 
   lock(mutex2); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex1); 
   unlock(mutex2); 
  } 
} 
 

数え上げ	

A: lock(mutex1)→A:lock(mutex2)→ 
    A:unlock(mutex1)→A:unlock(mutex2) 

B: lock(mutex1)→B:lock(mutex2)→ 
    B:unlock(mutex1)→B:unlock(mutex2) 
A: lock(mutex1)→A:lock(mutex2)→ 
    A:unlock(mutex1)→B:lock(mutex1)→ 
    A:unlock(mutex2)→B:lock(mutex2) 

B: lock(mutex1)→B:lock(mutex2)→ 
    B:unlock(mutex1)→A:lock(mutex1)→ 
    B:unlock(mutex2)→A:lock(mutex2) 



モデル検査	

void processA(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex1); 
   lock(mutex2); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex1); 
   unlock(mutex2); 
  } 
} 
 
void processB(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex2); 
   lock(mutex3); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex2); 
   unlock(mutex3); 
  } 
} 
 

void processC(){ 
  while(1){] 
   lock(mutex3); 
   lock(mutex4); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex3); 
   unlock(mutex4); 
  } 
} 
 
void processD(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex4); 
   lock(mutex5); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex4); 
   unlock(mutex5); 
  } 
} 
 

void processE(){ 
  while(1){] 
   lock(mutex5); 
   lock(mutex6); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex5); 
   unlock(mutex6); 
  } 
} 
 
void processF(){ 
  while(1){ 
   lock(mutex6); 
   lock(mutex1); 
   /* Critical Section */ 
   unlock(mutex6); 
   unlock(mutex1); 
  } 
} 
 →デッドロックはおきるでしょうか？	



モデル検査概説	

!  モデル検査手法：考えられる状態をすべて自動的に探索する。	
!  有限状態で特徴づけられるプロセスの並行動作にまつわる性質など。	
!  代表的なツール：NuSMV, Spin, LTSA, UPPAAL, etc. 

!  モデル検査の「モデル」≠UMLなどの「モデル」	
!  論理学では、与えられた性質をp、対象となる振る舞いをMとすると、「Mに対してpが成
立する」ことを、「Mはpのモデル」であると呼ぶ。	

!  モデル検査：振る舞いが記述した性質のモデルであることを検査する	

性質の記述	

時相論理(CTL, LTL), 
表明,  
到達性（デッドロック検出など）,  
進行性（飢餓状態検出など）, ... 

振る舞いの記述	

状態遷移モデル,  
並行プロセス, ... 

(req⇒◊ack), 
¬(critical1 ∧ critical2), ...	

モデル検査 
ツール	

自動チェック	

反例	エラー検出	OK 

時相論理(Temporal Logic): 時間に関する性質を取り扱うことができる論理 
反例（Counter Example）: エラーに導く実行方法	



開発プロセス	

!  形式手法の開発プロセスでの位置づけ． 
!  形式仕様記述：仕様策定工程で用いる． 
!  モデル検査：設計工程や実装工程で用いる． 

!  すべてを形式手法で行う必要は無い． 
!  理論的には，望ましいが，コストが高い． 
!  品質とコストのバランスが重要． 

!  どのように使うか？ 
!  形式仕様記述：ちょこっと使うには向いていない． 
!  モデル検査：ちょこっと使うのに向いている． 

!  おすすめ：電卓代わりのモデル検査ツール． 
!  加算，掛け算，割り算，複雑．．．→電卓． 
!  並行性など，振る舞いが気になる→モデル検査ツール．	



開発プロセス	

!  手順書（プロセス）への埋め込み．	
!  既存の手順を破壊的に変更するものではない．	

!  形式手法をやっているからといって，テストはなくならない．	
!  テスト実行なくして，出荷することはありえない．	

!  まずは，既存の手順に適切に埋め込む（補強）ことが重要．	
!  バックトラックによるペナルティを減らすことが第一目標．	

!  埋め込み方はいろいろな方法が考えられる．	
!  まずは，軽い方法で試してみるのも良いと思われる．	
!  ツールとして提供されているものをas isで使う．	

現在の手順書	

電卓代わりの形式手法	

ノウハウの蓄積	 一般化・手順化	

反映	



俊敏さと形式手法	

!  開発プロセスと形式手法（特に，お手軽な手法）は，
相補的． 
! 開発プロセスを（それほど）制約するものではない． 
! 仕様記述，レビュー，テストの質を向上させることができる． 

!  例えば，テストとテストファースト． 
!  テストファースト 

! 効果１）仕様の不明な点が実装前に明らかになる． 
! 効果２）テストの自動化と品質保証． 

!  モデル検査を電卓代わりに使うと．．． 
! 仕様・設計を適切な抽象度で記述して動作させることができる． 
! テストと併用することにより，より品質を高くすることができる． 



俊敏さと形式手法	

!  形式手法のメリット． 
! 開発の初期段階（実装前）に誤りを発見できる． 
! 品質保証での「確認の質」を高くすることができる． 

!  俊敏さとの相性は良い（のではないか？）． 
! すばやく動作を確認することができる． 

! ただし，プロトタイピング． 
!  プロトタイプを仕様（テスト）とすることもできる． 

! モデルベーステストとのあわせ技． 
!  モデル検査ツールを電卓代わりに使うのがお勧め． 

! 大丈夫だろうか，気になったら使う． 
! 実際に使っている実践例を聞くと，この使い方が多い． 
!  まさに，アジャイル的な使い方ではないか？	



おわりに	

!  形式手法は，ツールやドキュメントが整備されてきたので使いやすく
なってきた． 

!  様々な形式手法と様々な使い方． 
!  お手軽なものから難しいものまで色々ある． 
!  軽く使うだけから，どっぷり使いこなすまで色々考えられる． 

!  どっぷり使いこなすのであれば，大学との共同研究． 
!  まずは，「手法とツールがあるのだから，使わないのは損」，という考
え方がお勧め． 
!  「すべてを形式的にする！」，とこだわらない． 

!  お手軽な手法は開発プロセスを制約しない． 
!  追加的に，素早く使う，電卓的な使い方ができる． 
!  アジャイル開発でも使える． 
!  相補的．素早く動作を確認でき，初期段階で誤りを検出．	


