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モデル検査ツールにより出力された
反例に基づく誤り特定に関する研究
陳 適1,a)

青木 利晃1,b)

概要：モデル検査ツールにより出力される反例の自動解析において，既存研究では誤りの特定までは至って
いないが，本研究では，並行計算によくある race conditions 問題を対象として取り上げ，race conditions
問題の特徴を付加情報としてモデルの誤り自動特定法を提案した．また，提案手法に従って反例解析ツー
ルを実装して，race conditions 問題のモデル例に適用し，提案手法の評価を行った．

Error Localization Based on the Counterexamples
Generated by Model-Checker
Shi Chen1,a)

Toshiaki Aoki1,b)

Abstract: It is hard to ﬁnd errors based on counterexamples which are generated by model checking tools.
There are existing works to support to ﬁnd the errors by analyzing the counterexamples. However, those
works do not point them out exactly, but only give useful information to ﬁnd the errors. In this paper,
we focus on race conditions problems which are important in concurrent behavior and propose a method to
exactly point the errors out. In addition, we have implemented tools to realize the method and conﬁrmed
the eﬀectiveness of our approach from experiments using the tools.

1. はじめに
ソフトウェアはあらゆる面で人々の生活により深く関わ
るようになっており，ソフトウェアの安全性と信頼性もま

めに，モデル検査ツールにより出力される反例を自動的に
解析し，モデルの誤り箇所を自動に特定することが期待さ
れている．
近年，モデル検査の反例解析に関する研究がされている

すます重視されている．一方，ソフトウェアは大規模化，

が，既存研究の何れもモデルの反例解析に加工された情報

複雑化の傾向があるため，仕様の正しさを網羅的に検査で

の提供までに止まっていて，誤りの自動特定までは至って

きる技術として，モデル検査の実用化に注目されている．

いない．そのため，最終的に人間が提供された加工情報と

モデル検査では，モデルが指定性質を満たさない場合，反

反例を見て，誤り箇所を見つける必要がある．本研究では

例（性質を満たさないシステムの実行列）が出力される．

モデル検査ツールにより出力される反例に基づいて，モデ

出力された反例の解析によって，モデルまだは仕様の問題

ルの誤り箇所を自動に特定することに挑戦し，誤り自動特

を発見することができる．

定の実現可能性を検証することにした．

ただし，モデル検査では，モデルの振る舞いが複雑にな

本研究では，並行計算によくある race conditions 問題を

ると，出力される反例は長くなり，読みづらくなるため，

対象とし，race conditions 問題の反例に基づく誤りの自動

手作業で反例を解析してモデルの誤りを特定するには長時

特定手法を提案した．また，提案手法に従って解析ツール

間を要する場合もある．モデル開発者の負担を軽減するた

を実装し，race conditions 問題のモデル例に適用した．適
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用実験の結果，実験に使った何れのモデル例の誤り箇所が
全て自動的に特定できた．提案手法は有効であることが分
かった．
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本論文の構成として，まず 1 章は研究の背景，動機および

できるようにコンパイルする．指定した性質が成立するか

成果を述べ，2 章ではモデル検査について概要的に説明した

どうか自動的にチェックする．検査する性質は，ラベルや

後，反例解析及び反例解析の関連研究を紹介し，本研究の特

表明，性質オートマトンで指定可能である．並行動作や非

徴を述べる．3 章は研究対象となる race conditions 問題と

決定動作を乱数により選択して実行するシミュレーション

その特徴を取り上げ，4 章は反例に基づく race conditions

実行機能がある．また，LTL（Linear Temporal Logic）を

問題の誤り自動特定および修正方法の自動提示法を説明す

性質オートマトンに自動変換する機能も組み込まれてい

る．5 章と 6 章では提案手法に従って反例解析ツールの実

る．検査する性質に違反した場合は，反例として違反に至

装と適用を述べる．最後に，7 章は研究内容のまとめと今

る経路を示すことができる．

後の課題になる．

2. モデル検査と反例解析
2.1 モデル検査

2.3 関連研究
反例解析とは，反例にある検査性質の違反に至る実行経
路を分析し，モデルが性質に満たさない原因を究明するこ

モデル検査 [1] とは，形式手法のひとつである．形式手

とである．反例解析によってモデルまたは仕様の問題点が

法では，数学的・論理的基盤に基づいて検査したい性質の

発見できるが，モデルの振る舞いが複雑になると，手作業

正しさを証明する．モデル検査では，ソフトウェアやハー

で反例を解析することは困難である．反例解析を支援する

ドウェアなどを検査対象とした状態遷移モデルを有限オー

ために，反例の自動解析が研究されている．既存研究の殆

トマトンに対応付け，有向グラフで表現する．特徴は有向

どは反例と正例（性質を満たすシステムの実行列）を比較

グラフの全ての遷移系列を網羅的に全自動探索することで

する方法を取っている．関連研究を大きく分けると，２種

ある．網羅探索を行うため，通常の試験などでは発見しに

類に分類できる．

くい実行タイミングによって発生する問題の検出に適して

分類１は複数反例と複数正例を分析し，反例と正例の共

いる．モデルが与えられた性質に満たさない場合，性質に

通的な差分を抽出して反例解析の材料として提供してい

満たさないシステムの実行列が反例 [3] として出力される．

る．Groce 等は，状態遷移，invariant，正例から反例への

反例の解析によってモデルまたは検証対象のソフトウェア

変形三つの観点で反例と正例の差異を提示する方法 [5] を

やハードウェアの問題が発見できる．

提案している．Ball 等は，反例にしか存在しない状態遷移

モデル検査は以下の流れで実施する．

( 1 ) 検査モデルの準備

に注目する解析方法 [6] を提案している．
分類２は正例のうち，与えられた反例からの編集距離が

検査したいシステムの振舞いを記述する．仕様書，ソー

最小の正例を探索し，両者の差分を提供している．Groce

スコードなどから検査する内容に関連する部分を切り

等は Pseudo-Boolean Solver で編集距離の最も近い正例を

出し，検査に必要な最低限の情報に抽象化して検査モ

求め，反例と比較する方法 [7] を提案している．熊澤等は

デを作成する．また，検査対象モデルに対して，安全

修正候補となる最も類似正例の求めは有向グラフの最短経

性（safety）
，活性（liveliness） などを検査するために

路問題に帰着させる方法 [8] を提案している．

用いる性質を表明や論理式により記述する．

( 2 ) モデル検査の実施

上記２種類の関連研究の何れも具体的な領域知識を意識
していないため，反例と正例の比較結果を提供しているが，

用意した検査モデルと性質をモデル検査ツールに投入

結局人間がその比較結果と反例を参照して，誤り箇所を見

し，検証を行う．

つける必要がある．

( 3 ) 反例解析
性質に満たさない反例が出力された場合，その反例の
実行列を分析し，問題となる誤り箇所を見つかり，モ

2.4 本研究の概要
現実システムを表現するモデルから出力される反例には，

デルまたは検査対象の修正を行う． 修正したモデルに

様々な種類の問題が含まれる可能性がある．これらの問題

対して，また上記の流れで検査を繰り返し実施する．

の特徴を無視して，汎用的に誤り特定をすることが難しい

本研究は上記の反例解析に注目し，モデルの誤りを自動

である．関連研究の何れも問題の特徴を考慮せずに反例解

に特定できる反例解析法を提案する．

析手法を提案しているため，誤り箇所の特定までは至って
いない．本研究では，モデル検査ツールにより出力される

2.2 モデル検査ツール SPIN
SPIN[2] とは，AT&T Bell 研が開発したモデル検査ツー
ルである．SPIN では非決定的な振舞いを専用記述言語

反例に基づいて，問題の特徴に注目し，モデルにある誤り
箇所の特定および修正方法の提示を自動的に行う手法を提
案する．提案手法の概念図を図 1 に示す．

Promela で記述する．Promela での記述を可能な動作を網

本研究は，並行計算によくある race conditions 問題の反

羅的に探索可能な検査器（C 言語で記述）に変換し，実行

例を解析対象とし，検証性質は表明で記述する安全性に限

c 2012 Information Processing Society of Japan
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• race conditions が起こらなかった実行例

.)!

実行順：4 行目→ 5 行目→ 6 行目→ 11 行目→ 12 行目

!
23

!"#!
assert (/)

9:! !"#
$%
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!
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;:!
<=!

割込がなく，プロセス A に x の値を意識している処理
XXXXXX
XXXXX!

45678!

…

*+,-!

$%01!

が連続で実行されて，プロセス A に x の値は予想通り

XXXXXX!

になった．

()!

3.2 race conditions 問題の特徴
図 1 提案手法の概念図

Fig. 1 Conceptual Dagram of Proposed Method

3.1 節の race conditions 問題が起こった実行例のように，
race conditions が発生した場合，あるプロセスの共有資源
に対するアクセス処理が他のプロセスの共有資源に対する
書込み処理に割込まれたことがある．また，共有資源に対

1 int x = 0;
2
3 processA(){
4
if(x == 0){
5
x = x + 1;
6
assert(x == 1);
7
}
8}
9
10 processB(){
11
if(x >= 0)
12
x = x + 2;
13 }
14
15 void main{
16
run processA();
17
run processB();
18 }

図 2 race conditions 問題の例

Fig. 2 An Example of Race Conditions

するアクセス処理が中断されずに連続で処理することに
よって，race conditions 問題を回避することができる．本
節では race conditions 問題発生時の特徴を明確にする．
定義 1

並行システムにある各処理の種別 op ∈ OP ，ここ

で，OP = {cond(gv), read(gv), write(gv), assert(lv | gv),

other( | lv) | lv ∈ LV, gv ∈ GV } ．LV は並行システ
ムにあるローカル変数の集合, GV は並行システムにあ
るグロバル変数の集合．cond(gv) はグロバル変数に関す
る条件判定処理，read(gv) はグロバル変数に関する読込
み処理，write(gv) はグロバル変数に関する書込み処理，

assert(lv | gv) は変数種類に関連しない表明，other( | lv)
は変数に関連しない処理，またはローカル変数に関する
処理．

定する．モデル検査ツールを SPIN とする．

3. race conditions 問題
3.1 race conditions とは
race conditions（競合状態）[4] とは，処理順序によって

定義 2

並行システムの実行列にある各実行ステップ

si ∈ P × OP × SRC ．P は並行システムにあるプロセ
スの集合．OP は並行システムにある各処理種別の集合．

SRC は並行システムソース箇所の集合．
定義 3

race conditions 問 題 発 生 時 の 特 徴 に と し

処理は予想しない結果になってしまうことである．ソフト

て，反例に以下の実行列 s1 , ..., sl , ..., sm , ..., sn が含まれ

ウェアの場合は，並行システムにある複数プロセスの間に，

る．ここで，sl = (pi , cond(gv) | read(gv), srcl ), sm =

共有資源に対する読込み処理と書込み処理が重なる場合，

(pj , write(gv), srcm ), sn = (..., assert(lv | gv), srcn ).

処理は予想せぬ結果になって，race conditions 問題が発生

i, j, l, m, n は自然数である．1 ≤ l < m < n, i 6= j. 並行

する．問題を回避するには，同時にただ１つのプロセスの

システムのプロセス pi ∈ P ，並行システムのソース箇所

みが実行可能なアトミック区間を設け，読み書きの重なり

srci ∈ SRC ．sl はプロセス pi にあるグロバル変数に関す

を無くす必要がある．

る条件判定処理，または読込み処理の実行ステップ．sm

並行システムの各プロセスの処理が並行で実行され，処理

は別のプロセス にあるグロバル変数に関する書込み処理の

の実行順序は非決定的であることが多い．race conditions

実行ステップ．sn は反例の最後にある違反した表明ステッ

問題が存在する場合，出力される反例のバリエーションが

プである．sn は起動プロセスに関連しない．

多いため，問題現象の再現と誤り箇所の特定は困難である.

3.1 節の race conditions 問題が起こった実行例の場合，

race conditions 問題が起こりうる例を図 2 に示す．

実行ステップ sl = (processA, cond(x), if (x == 0)) , 実行

この例では，プロセス A とプロセス B が共有変数であ

ステップ sm = (processB, write(x), x = x + 2) , 実行ス

る x に対してアクセス処理を行う．二つのプロセスがそれ
ぞれ条件判定をした後に x の値を更新する．

• race conditions 問題が起こった実行例
実行順：4 行目→ 11 行目→ 12 行目→ 5 行目→ 6 行目
プロセス A の処理がプロセス B の書込み処理に割込ま
れて、プロセス A に x の値は予想通りになれなかった．

c 2012 Information Processing Society of Japan

テップ sn = (processA, assert(x), assert(x == 1)) ．

4. 反例による race conditions 問題の誤り
特定
4.1 提案手法の考え方
3.1 節にある race conditions 問題が起こりうる例のよう
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に，race conditions 問題が発生した場合，反例には問題が
起きた時モデルの実行列が含まれている．その実行列から

P1! P2! …

¬φ! !"#$
%&"!

Pn!

どのプロセスのどこ（割込箇所）で他のプロセスの共有資
源に対する書込み処理に割り込まれたかを判断できる．正
例には race conditions 問題が発生しない実行列が含まれて
いる．その実行列には反例の「割込箇所」で始まる連続処
理（連続で実行できた「アトミックにするべき処理」
）が含

¬¬φ! = φ!

Interleaving
product!

translation!
Buchi
Automaton!

S!

A!
Language
intersection!

まれている．

Buchi
Automaton!

X!

提案手法のアイデアとして，race conditions という具体
的な問題の特徴に注目し，誤り特定と修正方法提示を解け

図 3 正例出力の考え方

やすい問題に変換する点である．提案手法では従来の「誤

Fig. 3 Solution To Output Witnesses

り箇所の特定」問題を「モデルにおける不正な割込箇所の
特定」問題に変換し，従来の「修正方法の提示」問題を「ア

出力するにランタイムオプション「-e」を使用する．モデ

トミックすべき範囲の提示」問題に変換する．

ルにループなどによって反例が出力し切れない場合ランタ

「モデルにおける不正な割込箇所の特定」問題について，

イムオプション「-mN 」を使って指定した深さまでの状態

まず race conditions 問題の反例にある全ての「割込箇所」

空間を探索することができる．また，不要な反例を分析対

を誤りの潜在箇所として抽出する．その後，反例と正例の

象外とするために，ランタイムオプション「-E 」を使って

比較を通じて不正な割込箇所を特定する．

終了状態が無効な反例の出力を抑止する．検査器の実行コ

「アトミックすべき範囲の提示」問題について，正例に
特定できた不正な割込箇所で始まる連続処理から適切な範
囲を選定し，アトミックすべき範囲として提示する．

マンドを以下に示す．

pan -mN -e -E
4.3.2 正例を全て出力する方法
性質を満たさない様々な反例と比較するために，正例も

4.2 提案手法の流れ

全て出力する必要がある．SPIN では指定した性質の反例

提案手法は以下の４つのステップで反例解析を行う．

をすべて出力する機能があるが，指定した性質の正例をす

解析対象モデルの全反例と全正例の出力

べて出力する機能がない．本研究では，否定した表明で出

⇓

力した反例を正例とする手法を使う．SPIN の検証アルゴ

出力された反例と正例から解析用情報の抽出

リズムは図 3 に示す．否定した性質 ¬φ を与えることで，

⇓

図 3 のように P1 , P2 , ..., P3 より構成されたモデルのオート

解析用情報と問題の特徴に基づく誤りの特定

マトン S と性質 φ のオートマトン A の積 X が受理できる

⇓
解析結果の出力
後ろの各節にて上記４つの処理ステップを詳しく述べる．

言語は正例となる．

4.3.3 trail ファイルから実行列への変換
SPIN から出力される反例（trail ファイル）は SPIN し
か読めない内部ファイルであり，反例解析に必要な各実行

4.3 反例と正例の生成

ステップのソースや変数の値などの情報を得るために，以

4.3.1 反例を全て出力する方法

下のように trail ファイルを詳細情報のある実行列へ変換

複数の誤り箇所を一遍に特定するために，全ての反例を
分析対象とする必要がある．

SPIN の場合，反例出力には，まず検査器プログラム
（pan.c）の生成が必要である．検査器プログラムは以下の
コマンドで生成できる．

spin -a [Promela ﬁle]

する必要がある．

spin -t[trail ﬁle] -p -g -w [Promela ﬁle]
-t 指定 trail に従って実行軌跡表示用のオプション
-p 実行ステップの状態とソースを出力させるオプション
-g -w 各実行ステップにグロバル変数の値を出力させ
るオプション

モデル検査に検査する性質は大きく分けると安全性
（safety）と活性（liveliness）という２種類があるが，本研

4.4 反例と正例から解析用情報の抽出

究は安全性を対象としているため，検査器プログラムを

race conditions 問題に限定した場合，共有資源に関する

コンパイルする時に，以下ようにコンパイルオプション

実行ステップに注目するべきである．上記で得られた実行

「-DSAFETY」を指定する．

列の各実行ステップから race conditions 問題の解析に必要

gcc -DSAFETY pan.c -o pan

な情報を抽出する．各実行ステップから以下の解析用情報

コンパイルできた検査器を実行する時に，全ての反例を

を抽出する．
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プロセス ID

処理種別

ソース箇所

• プロセス ID
実行ステップのプロセス ID．

• 処理種別

Algorithm 1 割込箇所の抽出
StepInfo{ String pid, String type, String step}
TrailInfo{List<StepInfo> step list, String trailFilePath}
InterruptInfo{StepInfo iruptStep, StepInfo assertStep, Integer
cStepNum}

実行ステップの処理種別を以下のように分類する．

cond 処理（共有資源の条件判定処理）
read 処理（共有資源の読込み処理）
write 処理（共有資源の書込み処理）
assert 処理（性質で記述した表明）
other 処理（共有資源に関連しない処理）
• ソース箇所
実行ステップにおける Promela のソース箇所

4.5 race conditions 問題の誤り特定
本節では，提案する race conditions 問題の誤り特定，修
正方法提示法を説明する． 説明に使う「cond 処理」
，
「read
処理」
，
「write 処理」と「assert 処理」は 4.4 節に定義した
処理種別である．

List<TrailInfo> counterexample list
List<InterruptInfo> interrupt list
counterexample list = parseCounterExamples()
for all TrailInfo ce in counterexample list do
for all StepInfo step1 in ce.step list do
if step1.type = COND or step1.type = READ then
for all StepInfo step2 after step1 in ce.step list do
if step2.pid != step1.pid and step2.type = WRITE
then
interrupt list.put(InterruptInfo(step1,getAssertInfo(ce),
getContinuousStepNum(ce, step1))
break
end if
end for
end if
end for
end for

race conditions 問題で出力される反例に問題原因となる
不正な割込処理が存在する．race conditions 問題の誤り特

• 割込距離

定はそのような割込処理を見つけることである．提案手法

実行ステップに割込まれた「read 処理」または「cond

では，まず個々の反例解析用情報から誤りが潜在している

処理」から他プロセスの「write 処理」まで同プロセス

割込箇所を全て抽出し，一覧に纏める．その後，個々の割

が継続で実行されたステップ数

込箇所が各正例に存在するかどうかを検索し，正例にも同

割込箇所の抽出アルゴリズムを Algorithm 1 に示す．

じ割込が含まれたら，該当割込箇所を誤り箇所としない，

StepInfo は各実行ステップの解析用情報で，TrailInfo は

一覧から除外する．

反例／正例の解析用情報で，InterruptInfo は割込箇所情

4.5.1 割込箇所の抽出

報である．getAssertInfo(ce) は反例 ce の「assert 処理」の

割込箇所の抽出には，まず割込箇所かどうかの判断が必
要．race conditions 問題の反例に，他プロセスの「write 処
理」に割込まれた「cond 処理」または「read 処理」を割込

解析用情報を取得する関数で，getContinuousStepNum(ce,

step1) は反例 ce に step1 の割込距離を取得する関数である．
注意されるべきこととして，他プロセスの「write 処理」

箇所とする．本来，個々のグロバル変数に対して，モデル

は必ず割込箇所とされる「read 処理」と「cond 処理」の直

の構文解析を行い，グロバル変数ごとに各処理ステップを

後に付いているに限らない．「read 処理」と「cond 処理」

処理種別で分類することが必要と考えられるが，提案手法

の後，同プロセスにおけるその他共有変数へのアクセスや，

では，割込箇所の抽出には，個々のグロバル変数を区別せ

ローカル変数へのアクセスなどの同プロセスの処理が続い

ずに，可能な割込箇所を全て抽出する．その後，反例と正

ていることも多い．割込箇所の後，他プロセスに割込まれ

例の比較にて，反例と正例ともに含まれる割込箇所を除外

るまで同プロセスの実行ステップ数を割込距離とする．以

する．

降の誤り特定に割込距離を正例に割込箇所で始まる連続処

以降，割込箇所の抽出に使用するデータ構造およびアル

格納しておく必要がある．

ゴリズムを説明する．
提案手法で抽出した割込箇所を割込箇所情報に格納す
る．割込箇所情報は以下のように構成される．
割込まれた処理

違反表明

理ステップ数と比較するため，割込距離を割込箇所情報に

割込距離

• 割込まれた処理
割込まれた「read 処理」または「cond 処理」の解析用
情報

• 違反表明
反例にある破れた表明「assert 処理」の解析用情報

また，同じ割込箇所が複数の反例に含まれることがある
ため，効率よく解析を行うために，同じ割込箇所を１つに
纏めて割込箇所一覧に入れる．

4.5.2 誤り箇所の判定
抽出した割込箇所情報一覧にある個々の割込箇所情報に
対して，その割込箇所が誤り箇所かどうかを以下のように
正例を参照して判断する．

• 全ての正例に同じ割込が存在しない場合，該当割込箇
所を誤り箇所とし，誤り箇所情報一覧に入れる．

c 2012 Information Processing Society of Japan

5

Vol.2012-SE-177 No.6
2012/7/20

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Algorithm 2 誤り箇所の判定
ErrorInfo {InterruptInfo irupt, Integer wStepNum}
List<TrailInfo> witness list
List<ErrorInfo> error list
witness list = parseWitnesses()
for all InterruptInfo irupt in interrupt list do
for all TrailInfo wt in witness list do
if getAssertInfo(wt) != irupt.assertStep then
continue
end if
continuousStepNum = getContinuousStepNum(wt,
irupt.iruptStep)
if continuousStepNum > irupt.cStepNum then
error list.put(ErrorInfo(irupt, continuousStepNum))
else
if !error list.contains(irupt) then
break
else
remove elements that contains irupt from error list
end if
end if
end for
end for

• 正例に同じ割込が存在する場合，該当割込箇所を誤り

Algorithm 3 修正方法の選定
Map<InterruptInfo, ErrorInfo> irupt result
Map<String, ErrorInfo> step result
for all ErrorInfo err in error list do
InterruptInfo irupt = err.irupt
if !irupt result.contains(irupt) then
irupt result.put(irupt, err)
else
if err.wStepNum < irupt result.get(irupt).wStepNum
then
irupt result.put(irupt, err)
end if
end if
end for
for all ErrorInfo err in irupt result do
String itStep = err.irupt.iruptStep.step
if !step result.contains(itStep) then
step result.put(itStep, err)
else
if err.wStepNum > !step result.get(itStep).wStepNum
then
step result.put(itStep, err)
end if
end if
end for

箇所としない．
以降，誤り箇所の特定に使用するデータ構造およびアル

が格納されるため，誤り箇所単位に纏める必要がある．シ

ゴリズムを説明する．誤り箇所情報一覧に入れる誤り箇所

ステムの実行効率を考慮し，誤り箇所単位の纏めは以下の

情報が以下のように構成される．

ように行う．

割込箇所情報 正例の連続実行ステップ数
• 割込箇所情報
誤り箇所と判断される割込箇所の情報

• 正例の連続実行ステップ数

• 正例に誤り箇所とされた割込箇所で始まる同プロセス
の連続処理のうち，最短の連続処理を選択する．

SPIN で生成した検証プログラムが実行する時に，モデ
ルにある各プロセスの起動は非決定的であるため，プロセ

正例に割込箇所情報の割込まれた処理で始まる同プロ

スの起動順番によって，プロセス ID が変わってくる．割込

セスの連続実行ステップ数

箇所にある割込まれた処理にはプロセス ID が含まれてい

誤り箇所の判定アルゴリズムを Algorithm 2 に示す．

るため，割込まれた処理のソース箇所が同じとしてもプロ

ErrorInfo は誤り箇所情報である．

セス ID が違うなら，別々の割込箇所とされることになる．

4.5.3 修正方法の選定

これまでは誤り箇所と判断された割込箇所ごとに特定結

並行システムに各プロセスの処理をプロセス単位でア

果を纏めたが，最終的に修正方法はソース箇所で提示する

トミック処理にすれば，race conditions 問題が発生しな

必要があるため，特定結果をソース箇所ごとに纏める必要

いが，システムの処理は並行に実行できなくなる．race

もある．同じソース箇所に対して，どのプロセス起動順序

conditions 問題を解決するために，適切なアトミック処理

でも race conditions 問題を発生させないため，ソース箇所

範囲を選定する必要がある．race conditions 問題が発生し

単位の纏めは以下のように行う．

ない限り，アトミック処理範囲を狭くすればするほど，並
行システムの実行効率が上がることになる．

4.5.2 節にて誤り箇所と判断された割込箇所ごとに正例
を参照して，正例に割込箇所で始まる同プロセスの連続実
行ステップ数を割込箇所と一緒に誤り箇所情報一覧に入れ
た．複数正例に同じ割込箇所が含まれた場合，それぞれの

• 誤り箇所情報一覧に同じソース箇所を持つ割込箇所の
うち，正例の連続実行ステップ数が大きい方を選択し，
１つに纏め，最終の特定結果とする．
修正方法の選定アルゴリズムを Algorithm 3 に示す．

irupt result は割込箇所単位の特定結果で，step result は
ソース箇所単位の特定結果である．

正例に同じ割込箇所で始まる同プロセスの連続実行ステッ
プ数が実行タイミングによって違う可能性がある．その場
合，誤り箇所情報一覧に同じ誤り箇所に対して，複数項目
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6.1 適用実験
提案手法の有効性を評価するために，以下の２種類の評
価モデルを用意した．

図 4 解析ツールの実装

Fig. 4 Implement of Analysis Tool

• 評価用モデル
race conditions 問題が存在すれば，モデルの書き方や

析結果として出力する．個々の誤り箇所が以下の関連情報

モデルの構造に依存せず，提案手法が適用できること

より構成される．

を評価するため，race conditions 問題が発生する代表

• アトミックにするべきソース範囲
race conditions 問題の修正方法として，ソース箇所の

的なモデル構造を持つ評価モデルを自作した．

• 典型的なモデル

何行から何行まではアトミックいするべきかが出力さ

race conditions 問題おける典型的なアルゴリズムを実

れる．

装したモデル例に対して提案手法が適用できることを

• 正しく実行された正例
修正方法を選定時に参照した正例情報ファイルのパス
も出力される．

5. 解析ツールの実装
提案手法に従って，指定モデルの反例，正例の生成から修
正方法の提示まで図 4 のように解析を自動的に行うツール

評価する．
有効性の評価は，以下の手順で適用実験を行った．

( 1 ) 用意したモデルに race conditions 問題を発生させるた
めに，バグを埋め込む．

( 2 ) 解析ツールを使用し，バグを埋め込んだモデルに対し
て適用する．

( 3 ) 解析ツールの出力（誤り箇所と修正方法）に従って，

を実装した．反例，正例生成ツールの実行イメージは 図 5

モデルを修正して，モデルが修正されたかどうかをモ

に示す．誤り解析ツールの実行イメージは 図 6 に示す．

デル検査ツールで確認する．
提案手法の性能を評価するため，評価に使用する各モデ
ルに対して，各モデルにあるプロセス数，各モデルより出
力される反例数，正例数および誤り箇所数を計った上，反
例と正例を出力に使用した時間と誤り特定に掛かった時間
を計測した．
適用実験に使用したモデルおよび実験結果は表 1 に示す．
実験に使用したモデルおよび実験の詳細について，[9] を
参照されたい．

図 5 反例，正例生成ツールの実行イメージ

Fig. 5 Execution of Counterexample/Witness Generator Tool

6.2 評価・考察
適用実験を実施した結果，提案手法および解析ツールは
以下の利点があることが分かった．

• 提案手法は有効である．実験に使用したモデルに埋め
込んだ race conditions 問題の全誤り箇所が全て解析
ツールに特定され，解析ツールが提示した修正方法に
従ってモデルを修正した後，モデル検査ツールから反
例が出力されなくなることが確認でき，提案手法はモ
デルにある race conditions 問題の誤り箇所を正しく特
定できたことが分かった．
図 6 誤り解析ツールの実行イメージ

Fig. 6 Execution of Fault Analysis Tool

c 2012 Information Processing Society of Japan
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表 1 適用実験の結果

Table 1 Result of Evaluation Experiments
分類

モデル

プロ
セス数

出力
反例数

出力
正例数

出力
時間

誤り
箇所数

誤り
特定時間

評価用モデル

グロバル変数をサブ関数に操作例

2

4

9

1.5 秒

1

0.3 秒

表明に複数変数が含まれる例

3

3

7

1.2 秒

1

0.2 秒

誤り箇所が複数ある例

3

10

8

2.3 秒

2

0.4 秒

表明にローカル変数が含む例

3

4

1

1.6 秒

1

0.2 秒

表明はモニターで定義する例

3

12

20

1.8 秒

2

0.5 秒

プロセス数多い例

10

767

768

35 秒

1

6.2 秒

典型的なモデル

変数同時更新問題

2

1

26

1.8 秒

2

0.7 秒

読み手書き手問題

3

2633

732

84.5 秒

3

18.3 秒

ミックにするべき最小範囲を修正方法として提示さ

ているため，モデル検査に時相論理式などで性質を記述し

れた．

た場合の反例解析は今後の課題とする．

• 誤り箇所が複数存在する場合，提案手法の適用によっ
て，複数の誤り箇所を一気に発見することができる．

• 提案手法は既存のモデルをそのまま入力とすることが

本研究では race conditions という特定な問題に対して，
反例に基づいて誤りの自動特定を行った．今後，race con-

ditions 以外にも様々な問題の特徴を記述言語で記述して，

でき，反例・正例の出力，誤り箇所の特定，修正方法

記述された問題の特徴に基づいて反例の自動解析をする研

の提示一連の処理が自動的に行うことが可能となって

究が期待される．また，それらの研究をベースにして，反

いる．提案手法は一定の実用性を持つ手法である．

例の自動分類や，モデルの自動修正なども期待されると考

• 評価に使用したモデルの反例・正例の出力と誤り特定

えている．

のいずれも短時間で処理ができたため，提案手法を適
用することによって，race coditions 問題おける反例
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提案手法では解析対象モデルの全反例と全正例を出力さ
れるため，モデルから出力される反例または正例の数が膨
大な数である場合，状態区間の探索深さを指定するか，モ
デルを抽象化して状態数を減らすかなどのチュニングが必
要となる．また，本研究では検証する性質を表明に限定し
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