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あらまし ソフトウェアとハードウェアが協調動作する大規模なシステムの仕様設計段階における検証は、以降の設

計において誤りが生じることを防ぐために非常に重要であるが、仕様記述の不明確さなどのために、検証するプロパ

ティを常に正しく記述することは難しい。本研究では、検証を考慮したシステムの仕様設計段階における設計フロー

を示すとともに、その設計や後工程の設計を検証するためのプロパティ集合の導出について述べる。一般的に、プロ

パティを用いた検証では、プロパティの網羅性によって検証の質が決定されるため、プロパティの網羅性の指標、お

よび、より網羅的なプロパティを生成するための工夫・手法が不可欠である。本研究では、有限状態機械として記述

された仕様に対して、プロパティの検証時にたどられる状態遷移の割合による網羅性の指標を提案する。また、提案

する設計フローにおいて、シミュレーション等を通して、正しくないと判断される実行例からプロパティを生成する

手法をエレベータ制御の例題を通して示す。
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Abstract When we design a large system including hardware and software, verification in specification-level is

very important to avoid design bugs from the subsequent design-levels such as system-level and behavior-level. How-

ever, partly because the specification documents itself has unclarity and ambiguity, correctly writing properties to

be kept in designs is difficult. In this work, we propose a high-level design flow considering verification and property

derivation in that flow. In general, the quality of property checking is decided by the completeness of a set of given

properties. Therefore, metrics to measure the completeness of the property set and methods to generate properties

with high completeness are required. We propose a transition-based coverage metric that is defined in finite state

machine of the system specification. Through a case study of an elevator controller design, we also show a way to

generate properties that can improve the coverage from counterexamples found in simulation.
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1. は じ め に

多くのソフトウェアモジュールとハードウェアモジュールから

成る大規模なシステムを効率的に設計するために、UML(Unified

Modeling Language: 統一モデリング言語) [1]などを用いた仕

様レベルからの設計が行われている。そのような設計において

は、与えられた仕様記述からシステム全体の動作や構造を高い

抽象度で設計し、その後、各モジュールに対してより詳細な設

計を進めていく。文献 [2], [3]では、ソフトウェア・ハードウェ

ア協調システムの UMLを用いた上位設計方法論が提案されて

いる。

プロパティ検証とは、設計が満たすべき性質 (プロパティ)を

実際に設計が満たしているかどうかを検証する手法であり、ソ

フトウェア設計やハードウェア設計の抽象度の高い段階におい

て広く用いられている。プロパティ検証を行うためには、数学

的な表現 (多くの場合、時相論理式) によって検証する性質を

記述することが必要である。そのため、多くの場合において不

明確さや曖昧さを持つ自然言語等で記述された仕様記述から仕

様設計を行う段階においては、プロパティの記述自体が不可能

な性質がある。また、プロパティ検証においては、プロパティ

として記述されていない性質に関しては検証することができな

い。そのため、より網羅性の高いプロパティの集合を作ること

が必要である。

自然言語として記述された仕様記述から設計仕様を決定する

段階の設計においては、検証を考慮することも重要となる。こ

れは、抽象度の高い段階での設計は、それ以降の設計に対して

ゴールデンモデルとして利用されるため、設計誤りがある場合

に設計やり直しや誤り修正のために多大なコストがかかる可能

性が高いためである。そこで、本研究では、検証の適用を考慮

した仕様設計フローを提案する。この設計フローでは、通常の

ユースケース図・シーケンス図・クラス図といった UML図を

用いた解析を通して、システムの動作を有限状態機械として表

す。この有限状態機械は、後工程の設計に対するゴールデンモ

デルとして参照することが可能である。また、設計が満たすべ

きプロパティはこの有限状態機械上で記述される。そのため、

十分なプロパティの集合がこの有限状態機械上で記述されてい

れば、それを後工程の設計に対して適用し、検証を行うことが

できる。

また、前述のとおり、プロパティ検証によって設計の正しさ

を検証する場合、プロパティの網羅性が高いことが求められる。

しかし、一方で、与えられたプロパティ集合の網羅性を評価す

るための指標や網羅性の高いプロパティを生成する手法に関す

る研究はあまりなされていない。本研究では、有限状態機械に

対して検証されたプロパティがたどった遷移が、全体の遷移を

網羅している割合によって、プロパティ集合の網羅性を測定す

る指標を提案する。

本論文の構成は以下の通りである。第 2節では、UML等を

用いる設計の初期段階における検証を扱う関連研究を紹介す

る。第 3 節では、提案する検証を考慮した設計フローを述べ、

加えて、与えられたプロパティ集合の網羅性を測定する指標、

検証で得られた反例から網羅性を高めるプロパティを生成する

手法を述べる。第 4節では、エレベータ制御システムを例とし

たケーススタディを紹介する。第 5節でまとめと今後の課題を

示す。

2. 関 連 研 究

本節では、UML等を用いたシステム設計の初期段階におけ

る検証に関する研究を紹介する。

2. 1 テストパタン生成

文献 [4]において、UMLによって記述された設計から自動的

に検証シナリオ (事前条件、事後条件、不変条件)を抽出する手

法が提案されている。また、文献 [5] では、階層的なシーケン

ス図を用いて検証に利用することができるテストパタンを自動

的に生成する手法を提案している。この手法では、全てのシー

ケンス図を一度は含むようなテストパタンの集合が自動的に生

成することができる。また、文献 [6] では、ステートチャート

図を利用した並行プログラムのテストシーケンス生成手法を提

案している。この手法では、ステートチャート図上でイベント

発生とそれらの間の依存関係を特定し、多数存在する可能なス

ケジューリングから 1つを選び、テストシーケンスとすること

によって、並行プログラムの検証を可能としている。

2. 2 完全なプロパティ集合の生成

文献 [7] では、検証する 1 つのシーケンスを複数のトランザ

クションに分割し、そのそれぞれについてプロパティを記述す

る手法を提案している。このとき、前のプロパティの入出力変

数や主要な状態変数の事後条件と後のプロパティの事前条件が

矛盾しないような一連のプロパティを初期状態から記述するこ

とによって、検証するシーケンスについて完全な検証を行うこ

とができる (図 1)。

2. 3 設計の無矛盾性チェック

仕様設計段階では、設計は 1つの設計言語で記述される場合

は少なく、システムを複数の異なる観点から見て設計・解析を

進めることが多い。広く行われている UMLを用いる設計にお

いても、複数の UML図を用いて設計が進められることが通常

である。そのため、異なる観点間の無矛盾性のチェックが必要

である。文献 [8]では、シーケンス図と状態遷移図を用いて記述

されたシステムがシーケンス図に記述された通りの動作を行う

かどうかをモデル検査を用いて検証する手法を提案している。

また、文献 [9] では、XML(eXtensible Markup Language) に

よって記述された仕様内で矛盾がないかどうかを自動チェック

する手法を提案している。

以上で述べた 3つのアプローチのうち、本研究では 2番目で

述べた文献 [7]のように、プロパティ集合を生成することによっ

て設計検証を行うことを目指している。RTL設計からプロパ

ティを生成して検証を行う文献 [7]の手法とは異なり、設計の初

期段階で可能な限り完全性の高いプロパティの集合を作成し、

それを後工程の設計の検証に利用することも目的としている。

3. 提案するプロパティ生成と検証

本節では、仕様設計段階でプロパティ検証を行うための検証
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図 1 完全なプロパティ集合の概念 [7]

フロー、プロパティの網羅性指標、反例を利用したプロパティ

生成について述べる。

3. 1 設計フロー

本研究で提案する検証を考慮した上位設計フローを図 2に示

す。提案する設計フローでは、自然言語で記述された仕様記述

から設計を始め、ユースケース分析、振る舞い詳細化を行うこ

とによって振舞い記述を得る。この段階では、システムの振舞

い (動作) のみが決定されており、構造については全く何も決

まっていない。その後、階層化や Processing Element への割

り付けを行い、システムレベル設計記述を得る。本設計フロー

の出力となるシステムレベル設計記述は、SystemC言語のよう

な Cベース設計言語で記述されることを想定している。

本研究では、この設計過程におけるシステムの動作を決定す

る振舞い詳細化の際に、振舞いモデルと呼ばれる振舞いの仕様

を有限状態機械 (FSM: Finite State Machine)で記述すること

を取り入れている。この振舞いモデルは、後工程の設計記述に

対して、ゴールデンモデルとして参照することができるもので

ある。そのため、後工程の設計記述の検証は、

• 振舞いモデルとの間の等価性検証

• 振舞いモデルで成立するプロパティ集合を用いたプロパ

ティ検証

によって実現することができる。本研究では、このうち、プロ

パティ検証を行うことを目的としている。そのためには、振舞

いモデルが満たすべきプロパティを記述する必要がある。また、

上述のプロパティ生成と同時に、振舞いモデルをゴールデンモ

デルとして検証に用いるためには、振舞いモデル自体の検証も

非常に重要である。

図 3は、仕様記述から振舞いモデルを生成する過程を示した

ものである。ここで行われる作業は、通常の UML等を用いた

仕様設計で行われるものとほぼ同じである。ただし、最終的な

出力は、システムのアスペクトごとに記述された並列動作する

FSM となる。そのため、システム全体の FSM は、それらの

FSM の積として表現される。

3. 2 プロパティの網羅性

本節では、与えられたプロパティが検証対象のFSMをどの

程度網羅しているかを評価する指標を提案する。

図 2 検証を考慮した上位設計フロー

図 3 振舞いモデル生成過程

提案する指標は、検証に成功したプロパティが成立するた

めに通る FSM 上の全ての遷移列に含まれている状態遷移の、

FSMに含まれる全ての状態遷移に対する割合として定義する。

本研究では、P を与えられたプロパティの集合とするときプ

ロパティPi ∈ P は、以下の形で書けることを仮定する。

Pi : {SS}&&{Iseq} → XN ({SE})&&{Oseq} (1)

ここで、SS はプロパティの前提条件となっている状態の集合、

SE はプロパティ成立後の事後条件となっている状態の集合、

Iseq, Oseq は、それぞれプロパティが成立するための入力条件

とプロパティ成立時の出力条件である。また、XN は N サイ

クル後を表す。

検証の対象となっている FSMは、(I,O, S, s0, δ, λ)で定義さ

れる。ここで、I,Oは入力と出力、S は有限状態集合、s0 は初

期状態の集合、δ, λは状態遷移関数と出力関数である。このと

き、この FSMの状態遷移関係 ((S, S) → {true, false}) が含
む最小項の数が、FSM に含まれる遷移の総数となる。これを

TRfsm とする。

また、一つのプロパティPi が成り立つ際に、SS から SE

に至る遷移列が複数存在する。その遷移列に含まれる遷移の

総数を TRprop とする。このとき、プロパティPi の網羅性は

TRprop/TRfsm であると定義する。プロパティ集合 P の網羅

性は、それぞれのプロパティにおいて得られた遷移のうち重複

しないものに対して定義されるものとする。

ここで、例として、図 4に並列に動作する 2つの FSMにお

いて、与えられたプロパティの網羅性を求める過程を示す。な
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s1=1

s1=0

in1=1
in2=0

in1=0
in2=1

s2=1

s2=0

in1=0
in2=0

in1=1
in2=0

otherwise otherwise

otherwise otherwise

図 4 例

お、2 つの FSMは同期して動作しているとする。今、プロパ

ティP1 : s1 = 1&&in2 = 0 → X(s1 = 1) の検証を考える。こ

のプロパティは FSM 上で成立する。このとき、P1 が通る遷

移は、

（ 1） (s1 = 1, s2 = 1) → (s1 = 1, s2 = 0)

（ 2） (s1 = 1, s2 = 0) → (s1 = 1, s2 = 0)

の 2 つである。検証している FSM の全状態遷移数は 16 で

あるため、P1 の網羅性は 2/16 となる。次に、プロパティ

P2 : s1 = 0&&(in1 = 1&&X1(in1 = 1)) → X2(s1 = 0) を

検証する。このプロパティは FSM上で成立する。ここで、P2

が通る遷移を列挙すると、

（ 1） (s1 = 0, s2 = 0) → (s1 = 0, s2 = 0)

→ (s1 = 0, s2 = 0)

（ 2） (s1 = 0, s2 = 0) → (s1 = 0, s2 = 0)

→ (s1 = 0, s2 = 1)

（ 3） (s1 = 0, s2 = 0) → (s1 = 0, s2 = 1)

→ (s1 = 0, s2 = 1)

（ 4） (s1 = 0, s2 = 1) → (s1 = 0, s2 = 1)

→ (s1 = 0, s2 = 1)

となる。この中に含まれている遷移は 3種類であるため、網羅

性は 3/16となる。

ここで定義された網羅性指標は、ある状態変数 Si について、

その変数が常に同じ値になるようなプロパティを加えているだ

けでは向上しないことになる。そのため、この網羅性指標を高

めるためには、検証対象の FSMに含まれる状態変数が特定の

値に偏ることのないようなプロパティを記述する、または、追

加する必要がある。

3. 3 反例を利用したプロパティ生成

従来のプロパティ検証では、検証するプロパティは設計者や

検証者が仕様記述等を参照しながら考えて記述されてきた。そ

のため、仕様記述に不明確さや曖昧さがある場合には、その性

質をプロパティとして記述することが困難となっている。また、

仕様記述から生成可能なプロパティを全て列挙することは人手

では難しい。加えて、仕様記述に漏れがある可能性もある。

このような状況でプロパティを生成する手段の一つとして、

シミュレーション中に発見されたおかしな振舞いから、その振

舞いが明確に反例と判断できるようなプロパティを追加するこ

とを行う。その手順を図 5に示す。まず、仕様記述等を参照す

ることによって既に得られているプロパティをアサーションと

図 5 反例を利用したプロパティ追加方法

して設計記述に組込む。このアサーションに違反する振舞いが

発見された場合、元のプロパティが正しい限り、振舞いモデル

に誤りがあるため、それを修正する。いずれのアサーションに

も違反していないが、おかしな振舞い (誤りである可能性が高

い振舞い)が発見された場合、その振舞いを誤りとするかどう

かを判断する。誤りと判断された場合、その振舞いを誤りと判

断するためのプロパティが不足していたこととなる。そこで、

その誤った振舞いに対するプロパティを作成する。このとき、

複数の候補がある場合には、前節で述べた網羅性が高くなるよ

うなプロパティを選択する。この作業を繰り返すことによって、

網羅性のより高いプロパティ集合を生成していくことができる。

4. ケーススタディ

本節では、これまでに述べた手法を簡単なエレベータ制御シ

ステムに対して行ったケーススタディとその結果を示す。

4. 1 エレベータ制御システム

例題として用いたエレベータ制御システムは以下の性質・特

徴を持つ。

• 3階建ての建物で動作するエレベータ 1基の制御を行う

• キャビン内に階数ボタン (F1, F2, F3)があり、押される

とその階へ向かう

• 各フロアには上下ボタン (1階は上ボタン、3階は下ボタ

ンのみがある)があり、押されるとキャビンが要求された方向

へ向かう場合、その階で停止する

• 要求された階で停止した場合、エレベータのドアが自動

的に開く

• 閉ボタンを押すとキャビンのドアが閉まる

• キャビンはドアが閉まった状態でのみ、要求があった階

へ向かって動くことができる

以上の性質・特徴は全て仕様記述に記載されている。仕様記述

には、上述のような性質・特徴の他に、システムに対する入出

力、これ以外の基本的な動作のシナリオも仕様記述として記載

されている。本ケーススタディでは、この仕様記述を出発点と

して仕様設計、振舞いモデル作成、検証を行った。

4. 2 振舞いモデルの作成

仕様記述をもとに、振舞いモデルの作成を行った。図 6 に、

その過程で記述された UML図を示す。ユースケース図、シー

ケンス図、クラス図を用いて通常のシステム設計と同様の解析

を行いながら、仕様記述を実現するような振舞いを作成してい
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IDEL

Call

MOVE

Door Open/Close

Ignore

Up2, Up1,
Down3,
Down2

Getting off

Getting in

Getting in

DoneOpen, Close

F1, F2, F3

+ down2_update(boolean) : void
+ down3_update(boolean) : void
+ up1_update(boolean) : void
+ up2_update(boolean) : void

- CabinPosition: int
- CabinSpeed : int
- DoorStatus : boolean
- ServiceDirection : int

SignalRecognizer

ButtonSignals Controller

Cabin

+ getCabinSpeed() : int
+ getCabinPosition() : int
+ getDoorStatus() : boolean
+ getServiceDirection() : int
+ DoorOpen() : void
+ DoorClose() : void

- down2 : boolean
- down1 : boolean
- up1 : boolean
- up2 : boolean

FloorButtionSignals

+ floor1_update(boolean) : void
+ floor2_update(boolean) : void
+ floor3_update(boolean) : void

- floor1 : boolean
- floor2 : boolean
- floor3 : boolean

CabinButtonSignals

+ close_update(boolean) : void
+ open_update(boolean) : void

- open : boolean
- close : boolean

DoorButtonSignals

図 6 設計過程で記述された UML 図の例

く。加えて、本研究では、第 3.1節で述べたように、アクター

の状態遷移図を作成する。これは、あるアクターが取り得る状

態とその遷移を図示したものであり、各ユースケース間の関係

や網羅的なテストパタン作成に利用することができる。

本ケーススタディでは、クラス図を参照しながら、ドア開閉・

キャビン動作・キャビン位置・キャビン運行方向・フロアボタ

ン・キャビン内の階数ボタンの計 6つのアスペクトを選び、そ

れぞれについて FSMを作成した。その例を図 7に示す。図で

は、ドア開閉およびキャビン内の階数ボタンについて、その振

舞いを FSMで記述している。今回のケーススタディでは、並

列動作する各アスペクトの FSMの状態遷移は同期して起こる

とした。

得られたエレベータ制御システムの振舞いモデルは、以下の

ようになった。

• 11個の FSMが並列動作 (階数ボタンとフロアボタンの

アスペクトに属するインスタンスが複数あるため)

• 全体で 11520状態の FSM

• 状態遷移数

– 実行可能性を考慮しない場合 3.5 × 107

– 実行可能なもののみ 6.5 × 103

なお、11520状態の FSMにおいて理論上あり得る遷移の数は、

(11520)2 = 1.3 × 108 である。実行可能性を考慮しない場合に

ついては、各 FSMにある遷移の積を取ったものである。また、

実行可能な遷移の数は、SIS [10] を用いて真になり得る状態遷

Open Close

push_Close & !push_Open

( (Speed = Stop) & push_Open) |
( (Speed = Stop) & (Position = F1) &  (F1 | Up1) ) |
( (Speed = Stop) & (Position = F2) &

(F2 | (Dir = Up & Up2) | (Dir = Down & Down2) ) |
( (Speed = Stop) & (Position = F3) & (F3 | Down3)

)

Otherwise Otherwise

ON OFF

(Speed = Stop) & (Position = FN)

push_FN & ( (Speed != Stop) | (Position != FN) )

Otherwise Otherwise

図 7 振舞いモデル

移関係の最小項数を数えたものである。

4. 3 網羅性の測定

まず、エレベータ制御システムにおいて成立するべきいくつ

かのプロパティについて、その網羅性を測定した。

a ) プロパティ1

(Door = Open)&&push Close&&!push Open

→ X(Door = Close)

このプロパティは、キャビンのドアが開いた状態から閉まるため

の条件を記述したものである。例題のエレベータでは、開ボタン

の方が閉ボタンよりも優先するため、ドアが閉まる際には開ボ

タンが押されていないことが条件となっている。このプロパティ

は設計で満たされていることが確認された。このプロパティが

満たされるときに、前提条件となっている状態 (Door = Open)

から事後条件となっている状態 (Door = Close)に至る遷移は、

768個あった。そのため、このプロパティが網羅している遷移

の割合は 12%となる。

b ) プロパティ2

(Position = F1 F2)&&(Direction = Up)&&U2

→ X(Speed = Stop)

このプロパティは、キャビンが 1階と 2階の間にあって上向き

に運行している場合、2階のフロアで上向きボタンが押されて

いる (U2)とキャビンが停止することを示している。この設計

では、時間や距離などの物理量は抽象化してモデル化されてお

り、1サイクルで階と階の間から次の階へ到達することができ

るようになっている。このプロパティについても同様に遷移数

を調べたところ、121 個であった。そのため、このプロパティ

の網羅性は 1.8%になる。このように、検証するプロパティに

よって、FSM 上での正しい動作に含まれる遷移数は大きく異

なっている。

また、今回のケーススタディにおいて、振舞いモデルをSpecC

言語 [11] に変換してシミュレーションしたところ、それまでに

記述されたプロパティには違反していないが、意図していない

動作が観測された。その動作は「初期状態 (キャビンのドアが

— 5 —



閉まっており、1階で停止していてどのボタンも押されていな

い状態)から始めて、3階の下向きボタンを押したところ、キャ

ビンが上昇しなかった」というものであり、設計誤りであった。

そこで以下の 3つのプロパティの追加を検討した。

• キャビンが 1階に停止していて 1サイクル後にドアが閉

まっているとき、3 階の下向きボタンが押されると、1 サイク

ル後にキャビンが上昇する

• キャビンが 1階に停止していて 1サイクル後にドアが閉

まっているとき、2 階以上のボタンが 1つ以上押されていると

1サイクル後に上昇する

• キャビンが 1階に停止していて 2階以上のボタンが 1つ

以上押されていれば、1サイクル後にキャビン運行方向が上向

きとなる。かつ、キャビン運行方向が上向きのとき、その 1サ

イクル後にドアが閉まっていれば、キャビンが上昇する

このうち、最も網羅性が高いものは 3番目のプロパティである

ため、これを追加することとした。加えて、このプロパティに

相当する仕様を仕様記述に追加した。

5. まとめと今後の課題

本稿では、システムの仕様設計段階における検証を考慮した

設計フローの提案とそのフロー中におけるプロパティ検証の適

用について議論した。プロパティ検証においては、いかに網羅

性に優れたプロパティの集合を用意できるかによって、検証の

品質が大きく影響される。そのため、本稿では、プロパティの

網羅性の指標として、プロパティが満たされているときに、有

限状態機械として表現された設計が通る可能性のある遷移の割

合を用いることを提案した。予備的な結果として、エレベータ

制御システムに対するいくつかのプロパティについて、網羅性

を測定した。また、シミュレーションによって得られた意図し

ない動作のトレースから、それが反例となるようなプロパティ

を追加する手法も提案した。

今後の課題としては、以下の項目が挙げられる。

• 本稿では、提案した網羅性指標がどの程度、実際の設計

誤り検出に有効であるかの評価を行うことができなかった。今

後、より実用的な例題に対して、網羅性指標と設計誤り検出の

評価を行っていく。

• 本研究では、動作のゴールデンモデルである振舞いモデ

ルから作成したプロパティを後工程の検証に用いることを最終

的な目標としている。そのため、得られたプロパティによって

下位設計が検証できるように、同じ性質を抽象度の低い記述で

記述し直す必要がある。

• 本研究では、初期段階の設計を対象としているため、設

計の抽象度が高く、扱う FSMの状態数はそれほど多くないこ

とを想定している。しかし、後工程の設計に提案した網羅性指

標を適用するためには、より効率的に算出が可能な網羅性指標

を検討する必要がある。
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