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窮1章 序苗

1.1 研究の背景

情報社会の発展に伴って情報通TuTは高度化･多様化の一途をたどっており,電話抑 二よる音声主

体の逓信からインターネットに上るマルチメデイ7情報逓信に大きく変jtLようとしている こ

のような情報通倍の実現の伎となる逓倍ソフトウェアの開発圭･保守完はbl大する一方である.そ

の結果.通信ソフトウェアの開発･保守における作菜の効宰化と品質の向上が-JD重要な汲琶とな

ってきた.この誌規の解決には,通信ソフトウニ7の開発一保守=程の全体にわたる技術の改革が

必要である-しかし,開発 保守の初期の段階で作或する(要求､仕様がその後の全作某工程の基本

となりまた要となるので.正確な仕様の作成を支援する仕様検証技術が特に圭要である.

これまで仕様検証技#Tについては様々な研究開発が進められてきたが.通信ソフトウェアに連

Lた仕様検証技術についての研究開発は十分ではなかった

通信ソフトウェ7の中で盛宴な位置を占めるものの一つに通信プロトコルがある.一般に,過

信プロトコルの仕様は大規模でかつ棟経であり,誤りを含むことが少なくなく,その結果通信シ

ステムの動作に玉大な支障を来すことがある 従って,プロトコル仕様に含まれる誤りを検出す

る7'ロトコル検証は必須である コンt=lユータを利用して撮械的にプロトコル検証を行う技術に

関しては 1970年代に研究が開始し,これまでに検証の原理とそれに基づく多くの検証法が研究さ

れてきた そして.これらの研究成果を応用したプロトコル検証y-ルが開発され実際に使用さ

れ始めている 市販されている汎用的なプロトコJL,倹証ツールもある しかし.これらの倹柾茂

術では,検証処理の効牢が低く.プロ トコル規模が大きくなると検証に必要なメモリ量や処理菜

が指鼓関数的I:,e軌 こ増大するため.多くの実用的規模のプロトコルが検証できないという開祖

がある そして,この間誼が解決されていないため.市政プロトコル検証ツールも必ずしも広く

実用されている状況にはない.

通信ソフトウェア仕様の検証には,プロトコル検証だけでは十分ではない.しかし,これまで

のところ麓合的かつ体系的な倹計は少なく,通信ソフトウェ7仕様の特徴を考慮 した効牢的な仕

様検証技術は未だ確立されてはいない状況!:ある.例えば.通信ソフトウェア仕様は-掛 二見操

が大きいため,通常一部分づつ最終的に作成される しかし,このような仕様の段階的作成を効

婆1く支援する検証技術はあまり開発されておらず,特に,完全で4･い仕様を対象とした検証[:

ついては検討がほとんどなされてこなかった.また,通信ソフトウェ7仕様の検証はある程度人

手による必要があるが,仕様は大成校でかつ複雑な鶏舎が多く,検証の前提となる仕様の理解自

体が容易でない場合が少なくなかった しかし,理解が容易でない通L3ソフトウェア仕様の人手

に上る検証を効率上く支援する技術の研究も十分には取 り組まれていなかった,更に,理解が容

易でない通信ソフトウェア仕様の人手による検証作者自体を動学よく支榎するJi術についての検

討も十分ではなかった
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この1う.=通信ソフトウェ7仕様の検証に関しては.プロトコル検証の効零を大幅に向上でき

る授乳 及び,逓信ソフトウェ7仕放向きの検証茂能を持った新しい効草よい技術のE3116が必安

{_-状況にあった

1.2 研究の目的

I_1で述べた通り.逓信ソフトウェア仕技の横誌について･i多くの問責が存在しておりIfhL報

社会の発展に伴う逓信ソフトウェアの役割の増大に'iって･このような悶絶の解決が-q主要に

なってきた.本芸文の目的は,これらの問題の解決をEg)ることにあり･具体的には･次の通 り,

二つに大別できる

本旨文の第 1の目的は.侶号送受信の旦不足やデ･'ドロック等,通信ソフトウェ7仕様の要と

なるプロトコルの動作仕老いこ関するd̂理的な娯 りを検出するプロトコル検証の効雫を大堀t=向上

し.これまでは不可能であった実用的規模のプロトコルの検証を可能とする技術を確立すること

Eこある 即ち,規模が大きなプロトコル,掛 ニプロトコルの処理を司るプロセスが多い現実的な

プロトコルに含まれる誤りの完全な検出を可能にするプロトコル検証技術を確立することにある

基本的には プロトコル動作を絞殺してすべての誤りを検出するという方針を採用し･これまで

の検証法にか ､てボトルネノクとなっていた所要メモリ芸と処理貴の大幅な削減を可能にする技

術の開拓をE]標とした

本籍文の第2のEl的は.原始要求に対する通信ソフトウェア仕様の充足性に関する検iiEを効率

上く実現する新しい技#Jの開拓にある.特に,大泉佼な通信ソフトウェ7仕様を一気に作成する

ことは椎であり,通常一部分づつ段階的に作成 していくため,途中段階の仕様は当然不完全なも

のとなる そこで.このような不完全な仕様の段階的な汲能検証を可能にする技術の開拓を目標

とした.また,大規模で複雑な通信ソフトウェア仕様の放能や動作は,作成 した技術者自身でも

理解が容易でなくなるここが少なくないことから,与えられた仕様をできる限り怖明な表現に自

動的に変換して倹証を容易にすることに上って検証の効牢を向上する技術の開拓を目標とした･

更に,鞍能に関する要求粂作を入力し.与えられた仕様がそれを沸たしているか否かを劾牢1く

自動的に検査できる技術の開拓をEだとした･

1 3 芸文の構成

本染文は1_2T一述べた目的で連行した研究成果をとりまとめたものである

まず,第2重で,本論文に関連あるこれまでの研究状況の故買を述べ,本芸文における研究の

位忠づけを明確にする

次に,第3幸で,逓信ソフトウェ7の開発保守における仕様検証技術の役割と意並を明らかに

する.即ち,通信ソフトウェ7の特徴に尤づくライフサイクルのモデルを捷示する そして.こ

2

のモデルに基づいて過信ソフトウェア仕様作成支援技術を捨合臥 二品 じ.その一流である仕様検

証技術の位正づけを明確にする.史に.検出すべき仕様誤りを空理し,この点鬼をペースに仕様

検証技術を体系的l:論じ.具体的な挨並技術の蕨蔓を提示する

次に,第4手で'.通信プロトコル仕様の生理に関する検.lEの効牢を大幅に向上できる新しい検

証技術を提案し,その原理と77Lゴリズムを明らかにするとともに,その勅宰向上の効果を生 じ

る 具体的には,プロトコル検証同額を定義した乳 プロトコ7t,検証の助字を向上する次の4件

の技術を芸 _る

①プロセスを刑諌することに1って,検証効率を向上する方法

③プロトコル動作の校長のために行うプロトコJL･仕様の展開L:おいて.プロセス虐移を一括

処要することt=1って検証効牢を向上する方法.

③プロトコル仕様をプロセス毎にアサイクリyク状に展開することに}って,検証効牢の向

上を図る方法

◎検出すべき誤りの性質に応TLで段階的に検証することに1って,検証効率を向上する方法.

これらのプロトコル検証技術を,具体的なプロトコル仕様に適用し評価した結果を玲じ.所要メ

モリ室や計算処理立が大幅に削減できることを示し,これら検証技術の有効性を実証する.また.

これらの新検証技術によって,現在国際通信に使用されている大規模な通信システムのプロトコ

ルの検証が可能になったことを示す,

第5章では,プロトコル横正以外の新しい通信ソフトウェア仕様検証技術を_,hじる.具体的に

は,まず,与えられた不完全fJ通信ソフトウェア仕様をプログラムに自動的に変換して.このプ

ログラムを実行 しその結果を確乾することによって検証を行うプロトタイピング技術を凍示 し,

その方式を具体的に論 じた後.実験を通してこの新技術の有効性を実証する 次に,人手で作成

した逓信ソフトウェア仕様を,それと機能的に等価でかっより億明な表現に自動的に変換するこ

とに1って仕様検証の効畢向上を見る新しい検証技術とその有効性を註じる.更に,逓信ソフト

ウェ7仕様が講たすべき飯能要件を仕様葉菜の実行順序に関する粂件で与え.遠f:ソフトウェ7

を構成する各プロセスの仕様l二おけるttは要素の実行系列 (フロ-)を横搬的に検査することに

1って,仕様が叛徒要件を浦足しているか香かを効雫よく倹註する技術を_'lhじ,その効果を明ら

かにする

第6章で.本音文の桔ai'Lを述べる.

本文の第4章と第5草で示した各棟逓倍ソフトウェ7仕様検証技術を麓全的に実装 した逓信ソ

フトウェア仕様検証支撲システムESCORT(bvlrOn此ntforSp∝IfylngCcNZDt,nlCat)OnSSoftyare

RequLre瓜entS)を開発した 付i}で,ESCORTの扶翼とその適用例を説明する_



特2号 研究の位7;づけ

2 1 通信ソフトウェ7のモデJL,こ任那己述冒繕

通信ソフトウェア.二は.交換接ソフトウェ7.通信ノ- ド用ソフ トウェ了等の通ti網を利用 し

て33末同士を凄最するための基本的なソフトウェ7ヤ靖夫 (コンピュータ rBJ士の何でI梢 を交

換するためのフTイル転送ソフ トウェ7,達的ログインソフトウェ7･メール転送ソフトウェア

等の77'リケーシヲンソフトウェア等,多くの柾頚がある 本論文では.このような通信ソフ ト

ゥェァの仕掛 二対する検証技術を法論するが.対象とする通信ソフ トウェアとその検証技術を明

確にするため通信ソフトウェ7のモデル化を行 う 一掛 二逓信ソフ トウェ7に善用できるモデル

には,抽象データ型に基づ く代鼓的モデル,データフローモデル.有限横雲損壊モデル,

esp(coWunlCatlngSequentはIPr∝esses),CCS(CalculusofC0-mlCatlngSysteAS′等がある

【1卜Ll

本論文では,拡張された有限状態横根で通信 ソフ トウェアをモデル化し,通信ソフ トウェア仕

様の記述言語には,国際電気通信連合一電気通信セクタm -T(旧国際電信電話諮問委良会CCm )

において国際だ世 として勧 告化 された通信 システム用記述 言語 SDL(SpeclflCaLlOnand

DescrIPtlOnlふ爪guage)を探J77したlSト 11

拡譲有限状態棲械モデルを採用 し1=理由は.その基本貫東である状態 遷移 平叙 ･動作が･

実際の通信ソフ トウェ7の基本安東である安定状態 別の安定状態-の変速 信号の送受信等の

イベント 処理内容にそれぞれ対応 していてモデルへの適合性が高く.適侶システムで菟要とな

る処理の効率性の較点からも拡張有限状懲横杖モデルが有効であり,また,状皆を単位として通

信ソフトウェ7の動作や記述がモジュール化でき理解性や記述性のP.占からも援れているからで

ある川 美帆 拡張有限状態横紙モデルに基づいて捕集される通信ソフ トウェアは3'めて多い 一

九 代数的モデル,esp CCS等は,研究分野では比較的広 く取り壊われでいるが,記述 理解の

両面において経年があるため,また,現実的には数学的な巌雷性が強く要求されることは樵であ

るため,研究分野で取 り上げられているほど広 くは実用されてはいない･

一方.SDLを採用した理由は.SDLが有限状態速移嶺枕モデルに基づいており.SI)Lには通常の

プログラミング言語と同様なテキス ト形式の表現SDUPR(phraseRepresentatlOn)lこ加え,Ea解

式の表現 SDL/CTHCraphlCalRepresentation)があるため理解性に便九でいるうえ,国際標準とし

て文法や七マンチックス等が明確に定義されていて参考古語も充実 してきているからであるrか

1一】.ただし.SDLは欧米では古 くからかなり広 く実用されてきたものの,日本語の詳細な教科昔

や解説書が最近まで発行されていなかったこともあって.我が国において:三必ずしも広 く実用化

されてきたわけではなかった.また,SDLが実用される場合.現実的には.必ずしも文法に照らし

て正しく記述されるわけではなく.SDLmRを用いて非形式的に記述されることが多い なお,SI)L

のデータ型には抽象データ型が芹用されているが.これはSDLJ?Rにのみ及定されている_

Ll

国際 だ準 の仕様pE述 =｡至に は,SDL以外 に.LUTOSLLm糾ageOlTe叩OralOrderlng

Spec)flcatLOn)と EsLelleとがあり,両言語とも!:国際琵狂化鮒#ISOで判定された1- LmtX;

札 各プロセスをフラノクポ ノクスと見飴し.プロセスの外から蔽ihできるプロセス間での送受

忘の時間席亭(=塵づいて仕様を記述する言語で 特にlSOで定めたOSl欄 放i!システムnl相互篠

続Jプロ トコ)L,を規定するために園愛された データ型には SDLとrpJはの抽象データ丑を採用し

ており,富式表現 G-uns(GraphlCalLDTtB,もある.現実的.=は.OSIプロトコルの及定に実用

されてはいるが これ以外にはあまり実用されてはいない.しかし.研究分野では,政孝的な鑑

箸さがあるため学術的に扱い易いここもあって広く利用されている 一方,Estelleはプログラミ

ング言語 Pas⊂alの富Jiき壕能を.有限状無銭披モデルに連合するよう拡弘したもので,LDTOSと同

技に主と_て拡Ⅰプロトコルの規定;=使用するたわ開発された.Estelleは仕様記述言語という1

りもプログラミング7[語に近 く,比較的特長が少ないうえ,有限状.CEk械;こ基づ く国際標準言語

SDLが既:こ存在 していることもあって,あまり実用されていない

2 2 通信プロトコル仕様の詣理検証技術

通信ソフトウェアの玉安な役割の一つは通信プロ トコルの処理にある 通信プロトコルの仕様

(以下,単にプロトコルと呼ぶことがある)には主として信号の送L.三や受信に関する規定が記述

されるが.このような信号の送受信に係わる謡理的な誤 りを陳枕的に検出する通信プロ トコル仕

様の論理検証 (以下.単にプロ トコル検証と呼ぶ)に関する研究は 1970年代に開始した 以来多

くの研究が行われ,様々なプロ トコル検柾法やその改善法が研究開発されてきたLJSトい97 これら

の検証法は,大別 して4つの方法に分類できる

第 1のプロ トコル検柾法では.信S･の送信や受信等のプロトコルの動作を遥一校捉することに

よって,プロトコルに係わるシステム全体の動作と状葱を表すグロ-パルな状暦をすべて列挙 し,

グローバル状繁とそれらの剛のグローバル逢移関係 を表すグローバル状怒遷移図を導出する そ

して.グロ-パル状整 グロー′()レ遷移やそれら(:関連するデ-タ等の網羅的な検査に上って誤

りを検出する′2nJZ2).この方法.'t.到達可能木解析法 とも呼ばれている.

しかし このままではプロ トコJL,を司る実体である7'ロセスやプロセスが持つ状態 遷移の相

加に伴って列挙すべきグローバル状無とグE7-パル遷移の個鼓が急軌 こ増大 し,検証に貰するメ

モリ里及び処理昔が指款開放的に増加するので,及横が大きなプロ トコJt,は実掛 二は検証できな

くなってしまう つまり,小規模なプロ トコル仕様 しか検証できず.多くの現実的なプロトコル

の検証は不可能であるという閉校があった.この間忍は｢状哲鼓建発同法｣と呼ばれることがあ

る. このプロトコル検並法は,プロトコル冶埋検証の原理を与え,以降のプロトコル検証の研究

開発の出発点になったという意味で五泉な研究成果であった

この基本的な7'ロトコル検証法がもつ状態放任発問題の解決を回るため.検証の対束となるプ

ロトコルに対して.プロセス款を2佃に限定 したり,ループ状のjI篠を結きない等何 らかの制約

∂



を設けるここに上って幼年を改首する方法が検討された 231･L̀り･検証プロトコルに制約を設けるの

･=･ほなく,検誌処理白休の効率化を回るため･同一の捷り返しとなるグロー′(ル状態丘移系列の

列挙をできる限り国是する1うな工夫も考えられた(25̀ 更に.信号の送受信を入れ替えれlf同~

のグローJく'L,状整虐移系列になる場合は1回だけの検査だけで済ませてしまう方法.個々のプロ

セスを中心としたローカルな検査に上ってプロトコル全体の検正を実現する方針とし各ロ~hJレ

検証でi三当該プロセス以外のプロセスの仕杜をできる限り福過させておく方法等が考案された胤･

これらの手法によって60-80%程度別注できるという報告がある F='h 3川 A

LかL. これらの嬢aE法の改善効果L=は限界があり,掛 こプロセスが多いプロトコルを検止す

る場合には所要メモリ且と処理量がやはり大きくなり プロトコル検証が不可能になるという問

題がある.

第2のプロトコル検証法では.プロセス毎の動作とそれに伴う他プロセスの最小限の動作を操

潔し管理丁るプロIt=ス状態遷移凪を作成し,それを検査することに上って誤りを挨出する【又)･一

方,この方法を,プロセスの個散と同数のCPU(コンピュータ で並列に同時処理できるように拡張

して効率の向上をEglる方法も考案されたr33] このような新しい原理に基づく検証法に上って,プ

ロセスがある程匪多くなっても検証が可能となったが.検証可能なプロトコル仕様の規模はやは

りかなり限られており 鑑合的には,那 1の検証法と同様な状態鼓爆発悶絶がある このプロト

コル検証法は.耶 1のプロトコ ,̂検証法とは原理が全 く異なるもので,比較的早い時期に考案さ

れたにも拘わらず,その動作には必ずしも理解が容易でない卓があり.またその効果を定見的に

明示 した芸文が初期には発表されなかったため,あまり注目を受けず.芸文が引用されることも

比較的少なかった.

第3のプロトコル検証法では,プロトコル動作を逐一網羅的に綴捉するのではなく,多数の実 l

行可能な動作の中から一瓢の動作のみを選択 し模擬する.一部の動作を選択する方法L:li.①ラ

ンダムにプロトコル動作を選択する方法E3.トLX】,③実際に発生する状態遷移の確率に応じて選択

する,つまり.よく起きるプロトコル動作を主として検証の対象にする(371-[判.③耕出するグロ

ーバル状怒遷移図に含まれる各プロセスの遅着の個数ができる限り等しくなる1うに動作を選ぶ

A).等の方法がある.しかL_.これらの方法では.同じ動作を2度以上模査することがあり.適

って効率が悪い場合もある また,現実的には.汝多にしか生じない動作こそ言十井級に上って捷

境的な検証を済ませておきか -という要求がある 更に.例え.rfルーブ状の速席があるこやはり

計井王は集めて多くなる.

このように第3の方法には,一課の動作のみを検査するという比較的簡単な原理によって倹二正

処理是を容易に削強できかつその削減程度を比較的美帆 こ制御することができる しかしながら. 1

この方岳では,個々の開祖に加え.全体として,すべての誤りを検出することができないうえ.

検査がどの桂皮綿羅できたかの判定が容易でないという致命的な問題がある.

第 1の検証法では.グローバIL,状繁を導出する毎に,既に列挙したグロー′iル扶葱のいすrLか

と-敦するか否かを判定するため列挙したグロ-パル状啓をすべて寄横しておきtt:軟判定する必

6

要があり,これが所要メモリJT:と所要計笹処理矛の支配的要素となる.範4のプロトコル検証法

は.このTJi実l二着目し,その事楯岡メモリ星と関連処環のjtを別戎Tるここを主眼にヰ軍された

もので,ハッシング閑談を適してグローバル状啓の一鼓を判定するp▲くノ=ト(.JJ.即ち.グロ-パル

扶襲rDH=が-鼓しているか否かを直握比較Lて判定するのではなく,グロ-パル状啓をハ ノシン

グ肘掛 二入力して処理しその始発1号られる値同士が一女するか否かでfr促 する.この結果,希出

したグローバル状繋が列挙病みのグロー′{ル状善と完全には一鼓し,なくても.そのハ･/シング関

鼓の出力値が同-であtufグロー′.lJレ状袋が一義しているこ誤って判定し.それ以降のプロトコ

ル動作の検査を中止することがある.この方法はSuperrraCeと呼ばれ ハ yシング閑鼓のLP.力唖

類鼓をメモ.)篭歪で制限することに上って.使用メモリ王を一定に押さえられるという特長があ

る その効果については.ハノシング切放の去切な設計に上って,グロー′{.レ状態が 100万Jg以

上ある場合でもその90%は実質的にカ′ト でき.検証に必要なメモリtは最大99%程度削減でき

ら,つまり検証効幸が lOO倍向上できると敢吉されている(4LP】一一 しかし,本来は検査し抜ける必

要がある場合でも検丑を止めてしょうことがあるたわ,第3の検証法こ同臥 .,Sりをすべて検出

することは不可托であるという貴命的な間境がある なお,このJ:うな致命的な開披があるもの

の.実用的な親校のプロトコルを検正するための現実的なプロトコ)L,検証法が他に存在しないた

め,このSupertraCe法はかなり実用性のある手法と考えられてきた

なお,以上とは異なる検止アプローチとして,いったん検証が完了したプロトコルを少し変更

した場合,最初から完全に検証し直すのではなく.変更前の検証結果を保存しておき,これを活

用することによって.更新されたプロトコルを勅宰よく検証する方法の検討もある【一一】.しかし,

この方法を利用するlmこ,与えられたプロトコルを蔽初から完全に効率よく検証する方法がやは

り必要である

以上の通り,これまで研究し開拓されてきたプロトコル検証法には麓じて検証効雫が不十分で

あり,実用されている大鼓様なプロトコルの完全な検証は極めてEE稚であるという閉場があった.

例えば.11個のプロセスから千一成され各プロセスの状腰敦,遷移鼓がそれぞれ3ト2,5ト2であ

る交換履間共通線信号方式恥.7のqE監ユーザ帯TUPの基本鰍 ま.一部1ロモスの及校が大きいた

れ 所要メモリ量が速めて大きくなり,第 1の基本的な検証法では完全fL検丘が不可能であった_

また.次善鼓が6で遷移政が 12の状想遷移屈で表されるプロセスで各ノードの堤能がモデル化さ

れるトークンリング1JIN用プロトコルについては,第 1の基本的な検FE法ではノー ド故が 10個強

までの場合しか検証できなかった.また.SuperLraceで初めて実用プロトコルサイズの検証が可

能にfJLつたとの実験報告もか )･lJ･,実用規模のプロトコルを完全に検証できるためには.第 1の

長も基本的な検証法に比較して少なくとも 100倍以上の検証効撃の向上が必禎であると考えられ

る.

本芸文では,これまでに開発されてきた上述の様々なプロトコル検証法が持つ問規を解決し,

これまでは検証が不可能だった大風佼プロトコル,掛 こプロセスが多い現実的なプロトコルに含

まれる誤りの完全な検出を可能にすることを目的とLで,これまでに開発されてきた検証法lニ比



軟して検証効率が大喝･二祭れたプロトコル検証技術を開拓することにした 7u<体的には･プロト

コル掛 乍を像捉するよう扶整脚 凶を展開していき･その結果を検査することに1ってすべての

誤｡を検出するこいう万事†を綻用し,検証効辛を少なくとも 100#以上向上させることを日拝と

して.この展開鵬 産卵 の鼠挟･即ちそ九･二含まれる状空と遷移の匂鼓を･誤｡検出に支緑の

I+-い隻園で最小限:=留めることが可能な薪 L･い浅紅手法を開箱するここと-た･具体的に.'t.以

下に示す4手法を考案した

告プロセスの削耗 険証効竿を向上するため･タイマ管理プロセスやリソ-ス管理プロセス

等の通信相手プロセスが l個･=取られるプロセスを,与えられた7'ロトコル仕様から削除し

て決証するrl三:. (4.3)

②7･ロモス状態速移の一括化 ･第 1に分類される検証法をベースに･誤り挨出に支Ffのない

蕪EElで.1ロモス状怒遷移を徹底的に省略すると同時に･一括化してまとめる これによっ

て,列挙するグローバル状態の倍数とグロー′{Jレ状無間遷移の個款を直凄的に大幅に削減す

るl15Hl→】 (4 4)

③プロセス仕様のアサイクリック展硯 第2L二分賃される検証法をベースにして･プロセス

掛 二プロトコル仕枕を展開していくが.展開の停止の仕方を徹底的に蔽しくし･7サイクリ

,ク状に展開する これに上って.展LTil状態敦を大幅に削渡する Id)[49 (4･5)

④倹出誤りの性質に応じた段階的処理 検出誤りを･グローバル状態の列挙が本質的に必要

か否かという観点から分類し,それぞれに必要最低限の処理を2段階に分けて実施すること

に上って,プロトコル全体の検証を実現する[501 (4 6)

上述の4手法のうち①プロセスの削減にr調達して,タイマ管理プロセスを削除してプErトコル

検証する方法の提案があるが(4-),この方法でIi,タイマ管理プロセスとの間の送受信は常に実行

可能であるものとして倹証する.しかし,実際にはそのような送受信は常に実行可能であるとは

限らない_従って,この方法に上る検証は正確ではなく,実際には存在しないbiI)を出力するこ

とがある.これに対して本旨文で提案する①プロセス削減法ではこの1うな不正確な仮定は設定

しないため.正確をプロトコル検証が可能である このような意味から,このプロセス削浪法の

アプローチは,プロトコル検証L:関する遺壬の研究とは全く異なるもので,纏めてユニークなも

のである

以上で艶明したプロトコル検正弦に類似 した技術として.′､-ドゥェ7回路の故障検出や診断

に応用される ｢有限状.B枚綾の武射 王術｣がある.この維 技術は.有限状態傍杖をプラ･Jタポ

ノクスと捉え.それに連切な入力を与えて出力を外缶から検査することに上って.その状怒&渉

の完動 こ従って有限状腰織娘が動作するか否かを決定するものである-5.ト【53】 この式挨技術のポ

イントは,直接税部できない内布状怨を推定することにあり,筑紫対象の有限状悪徒絹がとり得

るすべての状態とその時限♯上の組合せを考成して,初期状態 最終扶磐や状悠遠移関数と出力

別故を決定するのにE.貫な牡小取の入力系列をテスト系列として導出することに並本がある15.)

一掛 二有限状忠桂横の入力系列は多数存在する 特に状態敦が多く規模が大きな有限状磨性根

8

に対する入力系列は庫めて多くなり,粧短のテス ト系列を導出するための計常軌まP,大なせとな

る ･i'll5q そこで.この間規を解決しテス ト系列を効雫よく導出する方法に関し多くの研究が行わ

れている 例えば.テストの対象となる有現状雲横根が持つすべての状態とその遷移をカバ-千

るテスト系列を用いて故にを検出する状を図アプローチ;i-】とその改善法 一㌧ 有限状Tt牧 杜に含ま

れるフィー ドバックループを時間k上で展樗L.全体として レ-プのない組合せ回路として取り

扱う方法 軌等がある_また.いかなる入力系列に対 しても到達しない状悪を事前に検出すること

に上って.テス ト系列の導出にkJtとなる計算処理を回避する方法の研究もあるⅠ乱 このよう.二

多くの研究がなされてはいるが,故障を薙東に検出する方法の効窄化には限界があるたれ 現実

的な方法としては.実用性の放点からできるだけ速やかに故拝を横出するという方針を採用し.

ランダムなバターンのテス ト系列を用いる方法もある lS2Jill

この1うな筑験技術は,プロトコルに係わる論理的な誤りを倹出するプロトコル検証法に比較

すると,一位に多くの比較の組合せを列挙して検査Tるという古で類似している しかし,有限

状態汲嬢の試算では基本的には一つの有限状態見破を対象としていて時間軸上での状悪の組合せ

を考慮しているが.プロトコル検証法では2個以上の (拡張)有限状悪横桟 (プロセス)を対象

にしているため.時間軸上での状態の組合せに加え複数個の有限状態横様が持つ状無の空間軸上

の組合せも考成する必要がある.また,筑紫技術では投降の検出に必安な入力系列の卓出がE]的

であり,例えば与えられた状態連番の定義から特定の状態に到る入力系列の琳出に必要な状態と

その系列をすべて列挙するが プロトコル検証ではプロトコルに係わる点りをすべて特出するこ

とを目的としているため,複数の有限状無横横が持つ状態に加え布限状態機撮相互の間における

情報の授受に関する状態の観合せを含めてすべて列挙することが基本となる.このような理由か

ら,特に有限状慾横様 (プロセス)が多くなるほど列挙すべき状恩の組合せの個数は多くなり,

現実的には,これに起因する状態歎姓発の問葛を解決することがプロトコル検証法の実用化にお

ける重要な集となっている.そして,本dLh文ではこの状態致爆発間硯を解決するため,誤りの検

出に支障がない最知で無駄な列挙をできる放り回避する実用性の高い方法を投じているが.これ

らの方法は誌珠の効寧向上技術とは本庁的に異なるものである

2.3 通信ソ77Lウェ7仕城の恵味検証技術

従来,通信ソフトウェ7に対する原始貫求がその仕様に正しく反映されているか否かを検査す

ることに上って誤りを検出する意味検証については.逓信ソフトウェアを含む-娘のソフトウェ

7向けに開発されてきた様々な方法が利用されてきた しかし,多くの場合,完全fL検証つまり

仕様に含まれている,I,1罵りをすべて検出することは実質的lこ不可能と考えられておりll卜131.現実

的には与えられた仕様に対し種々の手法を適用し,できる限り劾畢よく誤りを検出するよう検証

作粟が実掩されている_この上うな背東から.逓信ソフトウェ7仕様の色味検証には,多様な検

証法が考案され研究されてきた これらの検丘法は,仕様を記述するためのモデルやT語に依存

9



するものが少fJくrJIL,〟,2 1で述へた通｡･本謡文で･土.通信ソフトウェアを拡張棚 雌

株姥で{fル化-,仕従記述=ききとしてm -Tの通信システム用仕舶 述言語肌 を採用した

任那 己述音譜SDuf蛸 有段- 基移モデルに基づき･名状風 こおける動作については稚 さ的

{_L処理記述を鼠肌 ている-このような SDLで記述された仕様のせ味検証のための謂 な方法に

ついて;王,

Otf株をインタプリティ7･に解釈して又は任那 ･ら(7'ロトタイプ)1ログラムを作成してま

行ーその実行着果を検査する方法,

⑳何らかの那 JfJこ従って仕鎌を糾 加工し人手に=るレtfユーを容易け る方法･

③仕様が満たすべき要求条件i･何らかの形式で榊 的な表明として表し7そのような長明が

成立するか否かを検査する方法

に大別できる▲oJLelI･611

(1)仕様の実行による意味検証

仕様を実行することによって実施する意味検証を本旨文ではプロ トタイピングと呼ぶl小

[65,L2I.sDLは基本的にI土状態逮移の記述をベースとする手続き型言語でありISDLのモデルが持

っ意味は明確に更衣されているL51･このため,SDLで記述された仕様を実行可托なプログラムに変

換することは比較的に容易である 実際SDLからプログラミング言語のCやC..等に変換するツー

ル,及び変漢書れて得られるプログラムを英行することに上って仕様を検証するツールがいくつ

か開発されているl'']～lS6) このようなツールを捨称して7'ロトタイピングツ-ルと呼ぶことにす

る しかし,これまでに開発されてきたプロトタイピングノールには,次に示す開削 (ある

①一掛 二通侶ソフトウエア仕鰍 ま泉校が大きく複雑になることが多いため,通常段階的 部

分的に作成していく このため.部分的に作成された不完全な仕様を最大限7'ロトタイt='

ングし,作成された範包内で最大限の検証を行うことが望ましいが･このような伎能は実

現できていない.

②-cL二プロトタイピングでは実行を多致Bl繰り返すことが･必要になるが.毎回多くの入力

データを社債する必要があり.このための作東畳が膨大で煩掛 こなってしまうことが多い

そこで,本品文ではこれらの問竜を解決することを目的として･新しいプロトタイピング手法

(21tE様のiii集加工によるレビューの容易化

現美的な意味検証には,ウオークスルーやインスペクションあるいはこれらに蝶 じたレビュー

方法を採用することが多い 3日 9)■_しかし,通信ソフトウェアは-役に規模が大きく硬椎であるた

めレビューは通常多是の作菜を必要とし容易でない 従って,このようなレビューを容易にする

方法は纏めて里芋である しかし.レビューに関するこれまでの研究では.主眼はレビューの進

め方や運用方法に直かrLることが多く,文鳥時期 対象とするドキュメント レビューチームの
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構紘 一参加メンバの役割などの明確化が行われてきた この結果.仕様の掘1加工に上ってレビ

ューの容易化をLgるま左81的な方法については,あまり体系的な検討はなされていない

本芸文では,このような方法の･つとして,与えられ,た仕妹を,錬乾的にはそれと等価である

がより帯明でレビューが容易となる仕枚に変換する方法をとり上げる.このような簡明化に真相

できる手法としては,有限状や環竹 こ基づくSDLT･仕様がモデル化きれ記述されることを前凍.I

すると.瓜序堤練の長美化があるt,ZH JJ. この正妻化に上って.等価を状無を一つにまとめること

ができ,仕様漫校を小さくすることがqT能となる.

しかし.例えば逓信ソフトウェ7仕様に一三多くの判断分板葺菜が含まれているため制御の足れ

が複誰であり,そのような制御の淀九を単純にすることが望ましく.Jl年債横の最速化だけでは

不十分である.そこ<'.本韻文で'ま.このような板東から,遺圭には全く検討されてこなかった

新しい仕棟簡明化法を粥拓すること:こした(n｣~ ~̀ (5 3)

(3)仕様に対する要求条件の充足性の判定

逓信ソフトウェ7仕掛 こ対する要求粂作を具体的に表した表明の充足性を検査する方法につい

ての研究は少なくない 例えば,仕様｡己述法が代敦的な抽象データ型に基づき.データ型とそれ

に対する演算及び演‡い二関して成立する公理によって仕様が記述される場合は,公理を表す等式

関係を古き換え鹿別とみなすことに上って.長明を夫す命題が仕様から串出できるか否かを判定

することで意味検証が可能となる (31[1日98 また,述語芸理に基づく仕様記述法の場合,正明シス

テムが存在するケースもあるので,仕様を直複実行することが原理的に可能となる【3日-1(9i)一方,

従来からある古典的な諸掛 こ対し時間に関する概念を捷う時間液井子を付加 した時格幹理は.通

信システムがいつかは所定の動作を完丁する等の安全性や生存性琴に関する性質の呂己述と検証が

可能である働 lLO)1 しかし,これらの方法は,一般に稚解と言われている抽象データ型や述語釜

理に基づいているうえ,命硯の嬉出や仕様実行には通常速めて多くの計斉Jtを必要とするため.

実用性が使いという問題がある

要求条件を具体的に表した長明の充足性を検査する方法のうち,SDLのような手技き要言掛 こ連

用可危なものとしては,データフロー解析を応用 した手法がある 【10りILC2) これらの手法はもとも

とプログラムの検誌のためにLtj3会されたものであるが.これらの応用に上って.仕様要素を実行

順FFt:従って逐一 トレースし.その遺程で表明の充足性を検査し判定することができる しかし,

これに上って充足性が判定可稔な長明は.-つの実行系列 (フロー)に含まれる仕様安賓に朋す

る条件に限定されるという阿埠がある 実際の仕様では.複鼓個の実行系列にまたがった仕様実

薫陶の条件の充足性の判定が必要になることが多い

そこで,本詩文では,複数個の実行系列に係わる要求条件の充足億の判定を可能とすることに

よって,上述の開祖をすべて解決する新しい意味検証法を開拓することにしたIzC31･1叫 (5 4)



那3章 通1E.ソフトウェ7仕様の検証

3 ユ まえかき

従丸 通信ソフトウェアの生産性と品符の向上を回ることを目的として･その初期の段階で作

成する 要求)仕様L=含まれる誤り(仕様誤り を検出する仕様検証技術について様々な研究が行わ

れてきた.効果的な仕様検証技術を孟じるたか こは･それに上って検出すべき仕様よりを明確に

することが必要不可欠である しかし･これまでの研究では仕様誤りについての曲論が 十分では

なく.仕様誤りが体系的に明らかになった状況にlまなかった･

そこで,木耳で!i,通信ソフトウェ7仕様検証技術を投じるための基窪として･tt技検証技術

の位荘づけを芸･=てその意義を明らかにし･仕棟誤 りと仕銭検証技術全体の最要を体系的に空理

する 具体的にlま.3 2で,通信ソフトウェ7のライフサイクルモデルを凍示し･3 3で･ラ

ィフサイクルにおいて仕様検.正の位置づけを投じることに上って･その志茂を明らかにする･そ

して.3 3で,仕様誤りを体系的に整理し.構文誤り･論理誤り 意味誤りに大別できることを

示す これら仕様誤りのうち.特に謡理誤りと意味誤りを検出するための検証技術を論 じ･仕枕

検証技術の全体像を明らかにする

3.2 通信ソフトウェアのライフサイクル

ー枚の情報処理ソフトウェアのライフサイクルモデJt,に関しては,既に多くの検肘が行われて

いる.その古典的な代表的モデルの一つ;i.開発･保守のための作菜工程を.①要求定義(分析 仕

様作臥 ②基本設計,③詳細追払⑥コーディング,⑤試験(単体誌玖 結合弐禁 ja負荷誌験 安

定化よ験 篭合訣軌 ◎連用 保守の6工掛 こ分割整理し.各工程で作粟結果の検柾を完全に行い

前工掛 こ後戻りすることを許さないというウオーターフォールモデルであろうLZ】

このウオーターフォールモデルを通信ソフトウェアにそのまま連用することもできるが,特に

開発 保守の面からは,逓信ソフトウェアには,横能の追加や変更が絶え間なく要求されること,

つまり,常に促守が行われるという特赦がある.このような特徴を考慮 した通信ソフトウユ7の

ライフサイクルモデルをEgl3 2 1に示すllC5日106)この図で,新規の通信ソフトウェ7の開発は.

麻姑貫求の分析･仕掛 ヒから運用に到る細い矢印で表現される.また,通信ソフトウェアに対する

良能の追加や変更等の保守は,運用から新しい最始要求の分析 仕那 ヒを経て,再び運用に到るル

ープ状の太い矢印に1って表現される この上うに,図3 2.1のモデルでは,丑初の要求分析

仕様化から始まって,その後益本設計一詳細設計 運用という半永久的なループ状の遷移によっ

て通信ソフトウェアのライフサイクルが表現される ただし.保守の内容によっては 一部の工

程がスキップされることがある
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[=]作業I濯 - 舵
○‥作か 入出力 - -
Eg3 2 1 通信ソフトウェアのライフサイクルモデル

3.3 i削..7ソフトウェア仕様検証の位正づけ

3 2で.図3 2 1を参BHLで述べた通り,要求分析･仕様化のEl的は,通信ソフトウニ7に

対する原始要求を分析 して具体化し,その結果を(要求)仕様としてとりまとめることにある.こ

のような仕様には､-Gl二,以下に示す色好が要求される【l%】【lC-

①一義性 :記述内容があいまいでなく,一通りに解釈できること.

@理解性 記述内容が容易に理解できること

③正当性 原始要求を完全に浦たしていること

④一貫性(無矛盾性).記述された内容に内部矛盾がないこと.

⑤完全性 すべての処畢条件が記述されていること

13



宜C,J､性 :冗ヌな記述がないこと.

仕様の作成を支援する仕様作成支援技術は,このような要求条件を捕たす仕様の作戊を支複す

るため.=必要な技術である.具件的･:は1

1)あいまい,I帯転貫求を分析 L･具肘 ヒする一要求怜 折技術1

2)具射 ヒきれた要求仕様を実際:二表現する仕枚記述技qJ

(3ほ 述された仕様::誤りや冗長があった培含･それらを検出し除去するたf'の検証 最善化

処理.訪分的に記述された仕様を一つにまとめる合皮処理等の仕様処理技術

等が考えられる.これらの仕様作成支援技術と仕姓に対する要件との鞘係を図3･3･1に示す･

以上の仕様作成真横技術は.通信ソフ トウェ7の開発一保守における生産性と品質の向上t=い

ず,tt,禿要である 本旨文では,それらの中でも掛 二i安な仕様検証技術を検討の対象としてい

る 仕様検証技術が掛 こ重要である理由は一切3 2 1からも分かるように･仕掛 i,それ以降

の設計-違恥 二到る全開発工程及び運用開始後の全保守工程:こおける詩作兼の基本であり･もし

仕掛 こ誤りが残っていれば,それ以降の作茶に完全な溢牡と手戻 りが発生するからである･そし

て,このような誤りの検出が遅 くなるほど･その修正･･=はより多くの時間とコス トがE更になる

からである

仕様作成支凍技的

分析技術
-旨己述技術

杜梯処
理技術

(

検証技術

最適化 技 術

合成技術

仕様に対する要求条件

軍
一重任

理解性

正当性

一文任 し無矛盾性/

完全性

最′ト性

図3 3.1 仕様作成支援技術と仕様に対する要件の対応

3 4 通信ソフトウェ7仕様検証のあり方

3_4 1 tt棟誤りと検証

仕様検証は,与えられた仕掛こ誤 りがあったQgL合,それを検出することである.従って,検証

を講じるためには,検出対象となる誤りを明確にする必貫がある.衣3_4 1に示す通 り.誤り

汰,構文誤り.論理誤り.意味成りに分類することができるll日5日.C6

ただし.ここでは,以下の前礎を設けた.
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①その通信ソフトウェアが持つ社会的な価値や影S等,技術的:=凍価することが困建な仕戊

誤 りは対象外とする.

②前節で示した仕様要 牛̀のうち,正 しさに関するもの,即ち-並性,正当tL 一貫性及び完

全性 を劣化させる要因をすべて仕様.誤りこjEえる

要求仕様の-真性は,それを記述する言語に依存する.即ち,仕瓜記述冨ときがあいまいさのな

いように定義されていれば,その言語に従って正 しく監述 した仕梯l二ついて.･三.その一五位が保

証される 従って.あいまいさのないtt秩記述言語の任用を前提にすると,一義性を劣化させる

仕様誤 りは,記述された仕杜がその仕様記述言語の構文泉別は 掛 を満たすか否かを検査するこ

と:こよって検出できる

検証技稀の面からは,誤 りであることを判定するための基輩が予め既知であるか否かが大きな

意味を持つ これは,点り判定遁世が氏知であれば.原理的には,与えられた仕様がその判定基

準を満たすか否かを偵披的に検杢することによって誤 りを検出できるからである.一方,誤り判

定基準が既知でない塘合には,このような横棟的な挨査:三一位に困椎となる

一掛 二,-首位と完全性は.それらを具体化することによって誤りの判定盛唯が明らかになる

例えば,｢タイマのセットを英行 した壌合は.それ以降において必ずタイマのリセット処理を実

行する必要があるJは.一貫性の例である また,r入力条件に記述漏れがない｣は.完全性の

例である そして,これらの娯り判定基準は明らかである

一方.正当性については誤 りの判定基準が一般には既知ではか ､ なぜなら,判定基準となる

べき原始要求が逓倍ソフトウェ7敏 こ固有で,必ず しも明確ではないからである

本旨文では,一貫性や完全性を妨化させる,,誤りを論理誤りと呼U,正当性を劣化させる誤 りを

電味誤 りと呼ぶ そして,監理誤 り 意味黙 りを検出することをそれぞれ拾理検証 意味検止と

呼ぶー

以下では,技術的に困耗なdlM埋検証と意味検証について芸 じる

3.4.2 仕様のdh理検証

監理誤 りは,その判定基車が明取 二定義されるため.原理的には壕嬢的な検出が可能である

本論丈では 逓侶ソフトウェアを.次の3条件を満たす複鼓のプロセスに上ってモデル化する.

①各プロセスの動作は有限状.C横桟で表現される.

壇)各プロセスは.他プロセスから信号を受信することに上って状怨が遷移する

③各プロセスは.状繁の進捗に伴って必要な処理(含信号送出)を実行する.

以下では.このモデルを拡張有限状態横様E捌 (ExtendedFLnlLeStateAbChLne)と呼ぶ

本芸文では ｢プロセス｣という用語を額繁に用いるが,情報処理の分野では.コンピュータ上

での実際のプログラムの一連のhlJ榊の流れを意味 し,各 ~プロセス-:王他 Hプロセス~とは裁立

した動作をとるものとしているl】】 このようなま味で ｢プロセス｣を用いる場合には ~プロセスー
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と記述することにする･しかし･本d～文での ｢7･ロモス｣は.原則として･この1うな実装上の

勿理的なものを表すのではなく･実装の前の投降でそのペ-スとなる仕様を作成するために用い

ることをE的として.舶 化されたモデルとしての冶理的な鉄能単位を表すものとする 即ちr

砧 文でいうプロセスを笑等の逓信システムに釦 ,て実装する骨合･ソフトウェ7でなく./､-

:L-.)ェアで実弟しても上い そして･ソフトウェアで実現するときは･枚鼓の -プロi=ス~で実

現してもよーし ,逆に約 のプロセスをまとめて 1個の -7'ロモス-で実現してもよい 換言す

ると,指 文で三三,鼻信ソフトウェアの仕瓜を抽象的な拡譲有限状紺 蛙を利用して規定するこ

とL=IJ おり,着信ソフトウェア工学やプロトコル工学i=おける頒菅に従って･そのような捷枝

をプロセスと呼んでいるllI121

本論文の第4辛では通信プロトコ レ仕様の-h理検証 (プロトコル験誌)を投じるが･そこでは

7･ロトコルを司る枚数のプロセスに上ってプロけ ルを形式的に定義する 通信においでは様々

な信号 (情報)の授受が行われるが.通常各信号を自由に送受できるわけではなく･何らかの及

定 (制柳 があ｡,ある信号の送受はそれまでに及受してきた信号の履歴に依存する･このよう

な規定が7･ロトコJV-r-ある -掛 こ拡張有限状態- に上って.事象の履歴に応じた動作を容易

に規定することができる このたれ 信号の送受を事象L=対応させることによって･拡張有限状

繋横秘 こ基･3･く複数個のプロItスで,過去の動作の履歴に依存する動作を持つプロトコルを適切

に表現することができる･

支配 4-EL話用交換システム.INuRSIT海事衛星通信システム･パケ,ト交換システム.TSDN

通信端末等実際の通信ソフトウェ7や通信プロトコルの仕様の記述では,このような拡張有限状

愚扱横によるモデル化を利用し,そのような- - ロセスと呼んでいることが多い(18I.畑H M

このような足掛 こ上るプロトコルでは,あるプロセスが表す拡張有限状態倭秘 i･他のプロセ

スから見たときの動作仕様を衷しているが,実装の仕方を規定するものではない しかし･ある

プロトコルについて検証を行った縫合,そのプロトコルに従って実装きれた通信システムのプロ

トコルを間接的に検証したことになる ここで,プロトコ/レに従って美装された通信システムと

は.その通信システムがプロトコルの各プロセスに対応する部分を持っていて･それらの外部に

対する動作が.プロセスが表す正弘有限状態枚棟の動作と-敦することを言う-このような一敦

を達成するための有力な方法の一つは.仕様からプログラムを自動的に作成する技術を応用する

ことであるtも71

拡張有限扶男様扶モデIL,では.通信ソフトウェ7の処理は状葱遷掛 こ伴って時系列的に実行さ

れる 従って,詣理誤りを判定するための基郵 ま.状磐あるいは処理の時系列上の実行可能性(刺

達可能性)及び実行椴序に関する金運溌Rqと考えることが<-きる 例えば,すべての状懲及び処

理が時系列上で遠謀的に実行可能であること.各状態で記述された信号入力に記述蘇れがないこ

と,ある処理を実行する前に必ず他の処理を実行すること等が誤り判定のための論理規則の例と

なる

詮理検証は与えられた仕様がこのような及Plは 満たすか否かを逮-検査することに上って文
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壌でき,このような処理は一役に折井俵で自動処理することが可能である 品理規則は予め分か

っていると先に述べたが,一役にb1-4理規則は徒鰍 こ上って得られるものである 従って,有用な

,-̂埋泉別が得られた場合知&ペースに蓄えておき,他の通信ソフトウェ7の開発や保守でも容易

に再利用できる1うにしておくことが並要である 同時に,孟理検証法では,この上うなZi理規

則の追加に柔軟::対C.できるここが望ましい

3 4 3 仕様の意味検証

意味誤りについては.摂り判定基卓が領々の逓信システムに依存するため.横領的な検出が一

役にEEI崖であり,技術誌規も多い.従って,どのような通信システムに対しても主用でき,かつ,

意味誤りをすべて捷練的に検出できる普遍的な意味検証法を確立することは容易でなく,要求著

との対富等人手に上らざるを縛ない部分があると考えられる

意味検証法は,大きく次の3つのアプローチに分類できる_

①仕様をプログラムに変換して又はインタプリテイブに解釈して実行し.その結果を検査す

る方法 美行方法には.プログラムと同様にテス トデータを用いた英行,変故等をそのま

ま処理するシンボリック英行等がある.

②なんらかの茄El点に従って仕様を招集加工して,レビューを容易にする方法 具体的には,

別の表現への変換,仕様の一部分の抽出,指定された関係や条件を満たす仕様葵祭肝の出

力等が考えられる

③ もとの要求をなんらかの形式で具体的な表明として表現 し,その表明が成立するか否かを

検査する方法.

しかし,一般に.仕様を失行させるために多くのデータ類を準備する手間が大きい,仕様の規

模が大きく複淀であることが多いため部分抽出のための寿El古が必ずしも明らかでない.もとの

原始要求が必ずしも明確でない,等の同省があり.意味倹証は一般に困錐である 上述の37プ

ロ-チは,いずれも原始要求の一部のみを模香 し確認するもので 単教で完全な意味倹征を行う

ことは田護であり,相互に補完すべきものと考えられるIlH3】



衣3 4 1 ll:様誤 りの分類

tluaり 炭りの走去 誤りの伝臭 譲りの帆 T;q連するtltLE什

†■てrJ -仕様をだ丘するする遥反 存他 (⊃文法誤り 一一克也

iLi理誤r/ (⊃内aS矛盾 L-Fti

立

でき.多くの通 ･仕吐からのAでZEり 7;-衰 ･完全ti
汝己が~町だ

六一致

文JX._)) チ.信号等タ.信号等チ.乍号等信:･実行条件の河九･分岐粂件の滴れ

竜味 誤り 羊水と異なる杜耽 ･正当性
立 不十分な性粍

3 5 むすび

本章では.まず通信ソフトウェアのライフサイクルモデルを凌示 し,通信ソフ トウェ7の生産

性と品質の向上に対し 仕様検証が庫めて大きな意兼を持つことを明確にLt.:.また,tt鰍 二村

する要求条件を論 じ,要求条件のうち,一義性 正当性 一貫性 .完全性を劣化させる要因を仕

様誤りと位正づけ.その1うな仕様誤りを.折りであることの判定基準が氏知であるか否か等の

横軸 ､ら整理し,f方丈誤り 詣理誤り 意味点りに分類 した また,誤 り判定基準は盛 りの検出

方法に寄掛 こ関係 しており.この分51Lこ応 じて.それらを検出する検証技術の基本原理を明らか

にした.

これらの結果は.第4章と焚57¥.-で論 じる仕様検証効窄向上技術の基碇をなすものである.

耶4号 通信プロ トコル仕様の監理検証

4 1 まえかき

逓信ソフ トウェアにおいて.通信プロトコルは大きな役割を持つ そして.一位にプロ トコル

は及槙が大きくかつ梗頬であることが多 く.その仕従に誤りが含まれていることが少なくない

このような通信プロ トコル仕諌:=含まれるiB埋貞りを検出するプロトコル.I-理検証(プロトコル

検証)については.これまでの研究.こ上って多くの方法が考案され開発されてきた しか一,2.

2で述べた通 り･これまでに開発されたプロトコル検証法では検証効牢が低く,実用的な及校の

プロトコルを正確に検証することは困鼓であった

本章で:三･この間韻を解決するここを目的こ Vで,プロ トコル検正の効率を向上する新しい技

術を謹案 し註 じる･具体的には･ます4 2で,プロ トコル検証の定義を明らかにする.次!:.

4 3で･検証すべきプロトコルの規模 を削減することによって検証効軍を向上する方法を_- じ

る また,4 4～4 6の各石百で･検証処理自体の効率を向上できる新しいプロトコル検証法を

それぞれ提示 し,その有効性を論 じる

4 2 通信プロトコル仕様のモデルと検証

本論文では･3 4 2で述べた過り,通信プロトコル仕様に従って通信する郎 蔓の実体をプロ

セスと呼び,信号を送受することに上･Dて状葱を遷移 していく2個以上のプロセスでプロトコル

をモデル化 し.各プロセスを拡張有限状怒嶺穂でモデル化する

本籍文で扱 うプロ トコルのモデルの形式的な京菜は次の通 りである

〔定義 4_2.1】(プロ トコル)

プロトコルi･･q･o川 = SLX:ぐ(1≦i･)≦N)を安東とする4項組くくQl,,<O.'.dり',Suc°

>で定義する･ここで･Nはプロセスの個乳 Q.はプロセス 1の状悪の躯合,oLはプロセス .の

初期扶監 Nりはプロセス lから7'ロ七ス Jt二送る信号の集合であり,礼"-メ (空集合)とする

また,succは各プロセスが信号を送受することに1って遷移する先の状濃を表す関数で,-掛 こ

suCc(S･x)は･プロセス tが状懲 S･にあるとき信号xの送信(x刷 り･I+))または受信(l∈Nい,I

≠1)に1って逓移 した後の状腰を衣す

[足並柊】

EgH 2-1にプロセスが2価の塘合のプロトコルの-例を示す このEg)で.0は状慾を表し.

掛こ◎は初期状葱を点す 状患仰の矢印は遷移を表す 矢印に付けられたラベルiま,符号が-の

ときは遷軌 こ伴って送信する侶 S･を表し.符S-が十のときは運掛 こ伴って受信する信号を表す.

このEglで,プロセス lの初期状軌 三もで,この状熟 二おいて信号 aをプロセス2に送出すると状
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怒Sに遷移する その後･プロセス2から送出された信号bを受riすると扶恥 に遷移する･そ

して.状怒 52で朋,･Cをプロセス2に送出すると状整S)に遷移する･一方.プロセス2の初期状

慾は t9で,この放熱 二おいて･信号b%7･ロ七ス1に送出すると扶酌 に崖移し･信号a又はC

をプロセス1から隻riすれ:A-それぞれ状怒 tz･I.に遷移する･そして･状恥 L=おいて信号aを

プロセス1から受信すればや:三l･状繋 t2に遷移する-

7'ロセス1 プロセス2

図42 1 プロトコルの例 (初期状態-so,to)

本プロトコルモデルでは.以下の仮定をおく

①各プロセスが信号の送受に上って遷移する先の状態は･その信号と元の状態に応じて~意

に決まる 即ち,非決定的な達掛 まない

③各プロセスは用手プロセス別に受信用′,'ッ77を所有 しており,あるプロセスが別のプロ

セスに信号を送信すると.この信号は直ちに該当するバッファに事項きれ.受侶側プロ

セスの受信によってパ γ77からその信号が取り出される･このようなバ ッ77の客丑

は有限であるが,十分大きくあふれることはない

③各バ777は FIFO(F.rstlnFlrStOut)塾のキュ-であり.各′くッ77のイ三号の受信瀬

序は送信JR序と同一である

④名プロセスは.空でない′(777を複数もつ場合.それらのうち任意の′fy77の先頭の

信号を受信することができる

以下でプロトコル検証間規を形式的に定兼するが.その前に.プロトコルに係わるシステム全

体の状態を表すグローバル状態や定先読み遷移等の基本的な鼓念や用語を定義する･

【定義4 2 2】(グロー′(ル状磐)

プロトコルに従って通信するシステム全体のグローバル状繁を,SとCの2項粗くS,C>で足

並する,ここで.S-(5,.S2･.SJ C-(C1..C12.1･ Cq)であり,S(1≦1≦NHまプロセス .の状息

C.,(1≦J≦y)はプロセス iから送信されたがバップ丁内にあって未だプロセス Jが受侶していな

い信号の系列で,特に 1-1の場合の C.,･C..･タとする.′iッ7 7がすべて空のグローバル状無を

安定グローバル状繋または単に安定状態と呼ぶ 特に.各プロセスの初期状慾を含む安定状祭を

初期グロー,<ル雌 と呼び,G-で表す また,グロー′()レ状懲相互の間の遷移をグローバル遷移

と呼ぶ
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[定益輯】

[走糞4 2_3](グロー′りレ状態の到達叶誌性)

グローバル状腰Gにおいて.一つの信号を送信あるいは受信することに1って別のグローバIL,

状怒C1:遷移するとき,CとG'の関係をG∋G'で衣す 初期グロ-パル状態からこのような遷移を

繰り返すことに1って到迂するグロー′{ル状曇G.即ちG⇒-二屯を満たす Gは到辻可範である

と定義する.

[定虎蒋】

本芸文では,圧に ~送信-と -受信~ こいう用語を使ってきたが.用達する用占舌を含め以下に

あらためて定義する

[定義 4 2.4】:送信/受信,定義読み送信/受信.定義痛み遷移)

プロセス i(1≦l≦N)の状･gisと信号 xから構成された椴序対くSいX,を･ x∈叫,(lfJ)であ

れtf送信 (速移)･x∈L4日(J≠1)であれば受信 (遷移)と呼ぶ.与えられたプロトコルにsuce(S.,x)

が定盤されているとき.くS..X>を定盤読み送信/受信または定義済み逓移と呼ぶ_

[定義終】

定義済み送信くS.X> (x∈u".1≠))は.S.を要素として含む到達可能なグロー/(ル状態が存在

するとき実行可能である また,定戎済み受信<S..Y, (x∈N日.)≠J)は.S.を要宗として含みか

つ該当するバッ77の先軌 こ1品号xを蓄積している到達可能グローバル状態が存在するとき実行

可能である

以上の諸定義に基づき.本論文で扱うプロトコル検証間鼠を次の通り定義する.

[定義4 2.5](プロトコル検淀問題)

与えられたプロトコルにおいて.次に示す3種類の誤りをすべて検出することをプロトコル検

証問題と走裁する_

①信号走萩の過剰.プロトコルに含まれているが英行不可能な送受信 (実行不可能送受侶)

②信号走丑の不足 プロトコルには含まれていないが実行可能な受信. (未定義受信)

⑳デッドロック:どのプロセスについても状善遷移が不可能である安定状態

[定義終】

図4･2･2に,図4 2･1に示したプロトコル例におけるこれら3種類のプロトコル誤りを示

す 例えば.7ロ七ス 1.2がそれぞれ初期状蕃 sc,t｡にあるとき,プロセス2が信号bをプロ

セス 1に送出すると,信号bがプロセス1の受信′(ブ77に宰領されプロセス 1はこの信号bを

受信することが可能となる.しかし.Zg)4_2 1にはこの受信動作の記述がないため,プロセス

1における信号bの受信が未定義受伝となる_琵4 2 2ではこれを点線の矢印で示す また.

プロセス2が初期状懲 toで借写-Cを受信すると状襲 い 二速移するJう記述されているが,この受

信はあり得ない･なぜなら,回4 2 1に上れば.プロセス 175-信号Cを送出できるためには,

プロセス1がその前にプロセス2に信弓aを連出しその後プロセス2から信号bを受信する必要

があるが.それにはプロセス2は少なくとも状繋 ttに遷移していなければならないからである.
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史に,両プロセスが初期状磐にあるとき プロセス1がプロセス2に信号aを送出して状態sL

に遵移し,プロセス2かこの信号aを受信して状怒tZに遷移したとする このとき.両プロセス

ともに信号を送出するここができないだけでなく.両受信′<y7丁ともにji撒されている信号が

存在Lないため倍号を受信することもできか ､ため,デッドコyクとなる

(実行不可誌受信)

プロセス1 プロセス2

匠4_22 tgl42 1のプ'Jトコルの誤 り (デ yドロノク-(SいL2))

-股に人手で作成したプロトコル(仕様)は様々な誤 りを含むここが少なくない.このような誤

りのうち.横根的に模出することが可能で代表的な誤りが,走丑4 2.5に示す論理誤 L)である

プロトコルは侶号の送受に関する規約であり,例えば,一般に勝手に信号を送10したり受侶した

りすることはできないように規定される つまり.ある時点で送受できる侶号は特定のものに限

られることになる.従って,あるプロセスが他プロセスに信号を送信すると規定してあれば,後

者のプロセスではその信号を受信できるような記述がなされているべきである そうでなければ

そのプロトコルは誤りと考えられる このような誤りが走丑4 2 5の未定鵡受信である 一九

プロトコルで規定されている送受信は当然実行できるように規定されているはずである なぜな

ち,実行しない送受信を及定することは無駄であり.そのような規定はないと考えてよいからで

ある つまり.プロトコルの中の規定で実行できないものがあれば,それは誤 りと考えられる･

これが定義4 2 5の実行不可能送受借である.定丑4 2 5のデッドロyクがあった場合.プ

ロトコル動作は停止し処理ができなくなってしまう.一般にこのようなデッドロックはあってほ

ならか ､もので,これも誤りである.

このように,定頚4 2 5で示した3種の誤りは,一般にどのような通信プロトコルにおいて

もあってほならないものと考えられ.与えられたプロトコルにこれらの誤りがあった塘合に検出

する意義は大きい 特に,プロトコルの及倭が大きくなると,これらの誤りを人手で検出するこ

とは持致関数的にEfl粍となっていくため.コンピュータを使って効撃よく倹出できる倹丘技術が

主要となる.

なお,デツt'ロックについては,走盛4.2 5と異なり,実行可能fJ遷移を持たないグローバ

ル状禁と定義することもできる この足掛 二1るデノドロックのうち.安定状態であるデyドロ

?クは定義4 2 5のデッドロックと同一であり.安定状砦でないデッドロックは,定点4･2

5では②の束定義受信に含まれる 即ち デッドロックの定義がこのように異なる場合でも,定
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鹿4 2 5に上ればいずれかのプロトコル誤りとして倹出されるので.定農4 2.5でも閉鎖は

ない

一枚::定義4 2 5のプロトコル検正閏蛭を解くアルゴリズムは必ずしも存在 しないことが

知られている_しかし.プロセス問のバソファに昔棟される信号款が有限であり,従って到達可

能なグローJfJレ秋空の個鼓が有限なプロトコJL,については検証法が存在するJ. 【21].そこで,本

芸文では.上述の仮定②で述べた通り.検証法が存在するこの1うなプロトコルを検討の対束と

する_

4_3 プロセスの削兼に上るプロトコル検証の動学向上

4 3 1 耗要

一役に.プロトコル検証法においてほプロトコル規模,特にプロセス鼓が増大すると検証に必

要となる処理L-やメモリ蒜が指散開数的に増えていくという悶絶がある そこで.本i･百では,与

えられたプロトコルに含まれるプロセスを一部削除し,その結果プロセス数が液少したプロ トコ

ルに対して.既に確立しているプロトコル検証法または4 4以降で捷示する新プロトコル検証

法を適用することによって,もとのプロトコル全体の検証を行う方法を提示するL一三】.

一般にプロセスを削減して倹旺した境合,①削除したプロセス自体の検u正と.(参残ったプロセ

スに含まれる信号送受信のうち,削除したプロセスとの間で送受する信号の扱いが問題となる.

この2問題を解決するため,本品文では,送受信する相手プロセスが 1個のみで,かつ規模が比

較的小さくそれ自体の検証が人手でも困椎でないプロセスのみの削除を考える そのLうなプロ

セスの例としては.タイマやリソースを管理するプロセス等がある このうち,信S･を送受する

相手プロセスが 日削こ限定されているプロセスを内部プロセス又は子プロセスと呼び,相手プロ

セスを親プロセスと呼ぶ.また,両プロセスの間で送受する信号を内都イベントと呼ぶ 各子プ

ロセスは哉プロセスを1個のみ持ち.その果プロセスとのみ内部イベントを接受する.一般に,

-つのプロセスは俊鼓の子プロセスを持つことができる 親プロセス 71プロセスという板倉は

相対的なものであり.一般に子プロセスが別の子プロセスの親プロセスになることもある.

子プロセス削減に1るプロトコル検き正の基本方針は次の通りである_

3〉子プロセスを含tT形で与えられたプロトコrL,仕様を,子プロセス及び内部イベントを全 く

含ます.それ以外の送受信の弛作に朗して等価なプロトコル仕様lこ変換する. (削除し

た子プロセス自体の扶柾は人手等で別途行うか.または.既:こ検止が別途完了済みであ

るものとする.)

彊)①の変掛 こおいて,内部イベントの実行可能性を検査するここに上って,内部イベント

に関する,,誤りを倹出する

③変換 Lで得た等価なプロトコル仕様に,既に確立しているプロトコル挨話法を貞用する
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ことによって,全送受信の失行pf能性等を検査一.もとのプロトコルを検証する

4_3 2 内部イベントと規則

例えば,タイマはいったんセットされると,それに伴って指定された時間を鐘遺した後L=タイ

ム7ウト信号を発生する.タイマ;ま,タイムアウト信号を発生する以前にス トップさ11ると.七

-Jトされていない初期の状集に戻りタイム7ウト信号を発生しなくなる このようrJタイマ抜能

を子 プロセスとみなすと,セット,スト･/プ,およびタイムアウトの3つの内部イベントがある･

タイマ佳距を持つプロセスの仕様をEg)4 3 1L=示す.図4 3 2!三,この1うな内部イベント

を含む (敬)プロセス仕様の一例である.これらの内部イベントの間に:まその実行順序に関して

一定の制約があり.例えは,タイム7ウトはセット後でないと失行されない-

-E,あるリソースを管理する複軌 三,リソ-スがその零立一杯に使用された状況[:到ると,

例え1_-,リソース ･ビジー信号を我プロセスに送出L.リソ-スに予め定めた星の余裕ができると

その旨通知するT)ソ-ス フリー信号を親プロセスに送出するという動作を行う この二つの内

部イベントには.それらが全く仕掛 こ発生するので!まなく,必ず交互に発生するという制約があ

る.

タイマプロセス.リソース管理プロセスのいずれの例においても.送受信相手プロセスは1個

に限られており.そのプロセスの71プロセスとなる これら子7'ロモスの韓鰍 比 較的単純であ

り.これらは多くのプロトコル仕様に共通して使用され,その動作はプロ トコル仕様には記述し

ないことも少なくない また,これら子プロセスの例から分かるように,内部イベントは~掛 こ

全くランダムに送受きれるものではなく.そのA肝 にはある一定の制約がある 本給文では･こ

のような制約を以下では単に規則と呼ぶ

一掛 二,我7･ロセスの到if不可能な状撃で定義されている内部イベントはすべて実行不可能で r

ぁる 凍プロセスの到達可能な状態で定義されている内蘇イベントのうち内部送信イベントは常

に実行可能であるが,内務受信イベントは必ずしも実行可能ではない.本論文では･親プロセス

のある扶悪が到達可能で内部受信イベントを持てば,初,q状袋からその状蟹に到る敷プロセスの

信号系列に含まれる内部イベントの系列が農別を満たすか否かに従って･その内部受信イベント

の実行可能性が判定できるものとする-つまり,到達可能扶雷で定義された内部受信イベントの

実行可能性は,初期状慾からその状慾に到るすべての信号系列を検査することに上って判定でき

るものとする.

.sb,(,･尊 王肌 t

.内品イベントI
図43 1 タイマ処理用プロセス(子プロセス)
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図432 タイマ倭能に側連した内部イベントを含む俄 )プロセスの例

(初期状態-so)

4 3.3 プロセス削減検旺法の原理

-投にタイマ伎能やリソース管理牡能等の各子プロセスが送受する内茄イベントの種類は通常

少なく,子プロセス自体の処理内容も単純である.従って.子プロセス仕様の作成は容易でか ).

子プロセス自体を横証する必要性は睡めて′トさい (実際に作成 記述しないこともある) この

考え方に基づき,以下では.与えられたプロトコル仕枚に含まれている子プロセス仕様を削除し

て検証する方法を凍示する_その基本方針は次の通りで,この検証法をプロセス削強倹柾法と呼
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①内務イベントを含む形であたえられたプロトコル仕様を,内部イベントを全く含まず.そ

れ以外の送受信の拙作に関して等価なプロトコIL,仕様に変換する (この交換の結R.内転

イベントのみから構成される子プロセスはすべて削除される

eJこの変換においては.内部イベント以外の送受信はすべて実行可能であるものとして,内

部イベントの実行可能性を判定するここによって.内串イベントに関する誤りを検出する.

e既に確立ーているプロトコル漠技法を.交換して得た等価なプロトコル仕牧lこ主用し.内

証イベントを含めた全送受信の実行可能性を検査し,もとのプロトコルを挨止する.

(a) 内誰送信イベント削除の前の仕榔

付加された遷移

仲) 内部送信イベント削除の後の仕様

Eg日.33 内範送信イベントの削除

子プロセスを削除する方法は自明であるので.以下では,内帯イベントを含んだプロ71コル仕

様のうち,親プロセスから内部イベントを削除し,内部イベントを含まない等価なプロトコル仕

様に自動的に変換する方法を王として示す その基本醇理は次の通りである

(I)内缶送信イベントの削除
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内部送信イベントは,内灘プロセスの仕掛 こ依存せずその道移元状懲において常に実行p頂 千

ある･そこで･斑4･3 3の例に示す通り,各内部送信イベントをすべて削除し.削除した内部

イベントの遷移元状繋l二対一て.その内筋イベントのみをその状繁から実行することによって遷

移可能だった各状葱が持つ遠藤 非̀内部イベント と ラベルお1び遷移克状葱がF)-の丘珠を

すべて付加する･ま1=.削除した各内務イベントの遷移先状展に退称する遷移が,削除した内部

イベントの他になければ,この遷移先状腰へはいずれの状善からも遷移不可能となるので.この

遷移先状葱とそこから出ている丘捗をすべて削除する.

例えば,Ea413 3/a)の例では,刑験すべき内務送信イベントは状整 Sとtにそれぞれ 1個づ

つある 扶曇Sが持つ内部送信イベントを削除する場合.その内部送信イベントを実行 した後は状

雲 Tに遷移していたはすで,この状欝 rが持つ遷移を実行できたはずである このような蓬執 ま.

この例ではラベルがxで滋春先が状態 Uの遷移 l個のみであり,従って,図4 3 3(b)に示す通

り,これと同等な速捗を状態Sに付加する_一方,状態 tが持つ内部送信イベントを削除する場

令,その内部送信イベントを実行した後は状無 S!=遷移していたはずであり,この状想 Sが持つ

遷移を実行できたはずである このjうな速移は,ラベルが yで遷移先が状態 Vの遷移とラベル

がZで遷移先が状怒Yの遷移:=加え.状啓 Sが持っていてケ削除した内部送信イベントを英行 して

状態 rに遷移Lた後実行できた遷移,つまりラベルがxで遷移先が状態 Uの遷移がある そこで.

状態 tについては,図4 3 3(b)に示す通り.これら3個の遷移を付加する.

(2)内部受信イベントの削除

内部受信イベントが実行できるためには,4 3 2で述べた内部イベントの失行に関する娩pIJ

を満たす必要がある 例えば.タイマに関する内部受信イベントの一つタイム7ウトは,セット

という促進イベントを送出した後では実行可能であるが,セットを送出していない壊合は実行不

可能であり,両者の場合に分けて概う必要がある

この}うに,一役に各内部安倍イベントが実行できるか杏かは,その状菅に到る遷移系列にお

いて実行 した内弥イベントに依存する そこで,内証受億イベントを持つ状態は,その内部イベ

ントが実行できるか否かに応じて二つの状至引こ分け,内部受信イベントが実行でき得る状忠にの

みその内部受信イベント以降の仕様を与え.その後,上述の(1)で述べた内部送信イベントの削除

と同様な方法でその内部受信イベントを削除する -投には,内部封 .]'イベントを持つ状態だけ

でなく,それに到る前のすべての状忠についても,内訪イベントの実行状況に応じて複数の状無

に分ける必要がある.内部受伝イベントが複敦種類あるときは,この1うな分封をすべての内爺

受信イベントについて行う Eg)4 34に.内部受信イベントの削除の例を示す.

以上の原理に基づき,内部受信イベントの実行可能性に応 じて扶繁を分割するためには,初期

状慾から各状掛 こ到るすべての遷移系列について内誰イベントの実行状況を順次検査していき,

その検査結果I:応じてその状態を裸故の状唐に分割していけばよい 以下では簡単化のため,初

期状悪から各状態に到る系列,こ含まれる内部イベントの実行状況とそれに基づく内部イベントの

実行可能性を検査した結果,例え;･y.セットを実行読みでタイムアウトが文行可能であること.
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セット後更にタイム7ウトを実行読みでタイム7ウトが実行不可能であること等を単に検査結児

と呼ぶことにする.本芸文では,この検査着果の杜5ほか土有限であると仮定する

A e

内部受信イベントを
持つ状怨の2分割
に⇒>Out b

内部イベントの削除と関

連井内諦イベントの追加⊂二 ,

図434 内部送受信イベントの削除の例

本旨文で捷案するプロセス削減検証法では,与えられたプロ トコル仕様に含まれる各プロセス

仕様に対 し.初期状想からの信号系列をすべて相次検査し.検査結果に応 じて各状態を複数の状

態に分割することによって.プロセス仕様を木状に展開していく このような木状展開を機械的

に実行する方法を簡明に示すため.以下では溺分系列.実行系列グラフという裁念を准人し.実

行系列グラフの未状展開という形でプロセス仕様の木状展開を蒜じる_

プロセス仕様に含まれる送受G'の実行胸FFに従った系列を実行系列と呼び,英行系列を,遷移

の売れが分岐あるいは合流する状態.および内部受信イベントを持つ状X･L_<で分割 したものを部分

系列と呼ぶ

例えば,図4 3 5(a)のプロセス仕様の部分系列を,状態と遷移の系列で表現すると.

lso(a)S.(b)S2] ts2(C)S31,ls2(d)S3].〔S3(e)S.].〔S.(f)sS〕となる これらの哉分系列をそれぞ

れqJ.q2.q3.a..qSで表わすと,Egl4 3 5(a)のプロセス仕様は同国(b)のLうに表現すること

ができる このようにプロセス仕様を本分系列のみで表わしたEg]を実行系列グラフと呼ぶ 図4

3 5(a)のプロセス仕様の実行系列は.同国(b)の実行系列グラフから.【q,.q2.q..qB]お1ぴ

lq.,q3,q小qS]となる

プロセス仕様がJL,-プ状の実行の売れを含tT場合は,実行系列の個丑は無限となる.例えば,

図 4 3 6の実行系列 グラフにお ける失行 系列は.【qトq2,qJ. 【q,,q2.q3,q2.q.].･

【q】.(qZ.q3)I).q2.q.〕.･･(L･1.2.･)となる.ここで,()Iは, ( )内の系列の J回の絞り返しを

表す_

So

SI

82

S3

8I

:f(内L,%イベント)

ss凸
(a)プロセス仕枚 O))実行系列グラフ

図435 プロセス仕杖とその実行系列グラフの例

y臣q3
回436 ループを含む実行系列グラフの例

プロセス木状展開の基本は,与えられたプロセスii:様を.部分系列を単位に初期状唐から検査

すると同時に実行系列グラフとして木状に展開し,その結果もとのプロセスと等価な木を平出す

ることにある 以下では.このような木導出のための木状展開アルゴリズムを示す.

【アルゴリズム4 3 1】(英行系列グラフの木状展開)

以下の手臆で,実行系列グラフを未状に展開する_

stepl 初期状麿を表す頂点(収)を設定する

step2 初期状葱から始まる部分系列を表す彼を頂卓にすべて付加する.

step3 作成された木における各端点(繋)に到る掛 二対し,それに対応する部分系列に引き蒜く部

分系列を表す枝をその端点にすべて付加する.

step4 step3による枝の付加を可能な限り絞り返す.

【アルゴリズム鞍]

実行系列グラフの本状展開に上って得られるグラフを展開木と呼ぶことにすると,図4 3 5
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(b)と図4 3 6に示した実行系列グラフの展開木はそれぞれ図4 3.7(a)と(b)になる 両実行

系列グラフはいずれも実行の猛れの合洗.古を1葡ずつ含むが,長閑木ではその合淀A Iyに対応

する節点を●で委 し.x.zZ:yl,yZy3･こ記号を付けた.図4 3 7 a)千,節.卓 xlとxJ以降の親

分木は完全.=同一である Eg4 3.7(b)では.節卓 y(】･1.2.-)以降の.,3分木がすべて同一であ

る_

O))

● 実行系列上での合洗車

EgE4_3 7 回4 3 5(b)と図4 3 6の実行系列の展開木

以上から明らかなように.展隅木の仕方に朋L以下の袖名が成立する.

[補遺4 3.日

展開木には以下の埋葬がある.

①各美行系列は,頂点から鼠Et.Lニ到るパスで表される

②実行系列グラフにおける実行の詫れの合浅点は.展開木では複鼓佃の節点lこ対応する -

つの合読点Xに対応する節点をEx.Hl･1.2.･･)とすれば,節点Ⅹ以降の部分木は)に依ら

ずすべて等しい

【補規終】

プロセス仕様の実行系列グラフの木状展開において.失行系列グラフ上の一つの合乾点に対応
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する状繁を二度検査 したとき検査結果が同一であればそれ以降の検査結果も同一となるので.そ

れら二つの状費に対応する展開木の鼠卓は一つに競合できる-つまり,展開不において異なる失

行系列上にこの1うな一つの鼠如 一存在する場合は.それらの岸卓を一つに競合した後.以降を

引き読き検査し木次展開すれl-Jr十分である ただし,この1うな旨点の競合処理の結R.展開木

は完全を木ではなくなる

内部イベントの刑除は,このような弟分系列を単位としたプロセス仕様の不状展開と並行して

実行することとする 部分系列が内缶イベントを含む場合,希分系列の左長に上って,内詫イベ

ントは 1個で,その洗分系列の先軌 二位t一.謙分系列の中では遷移の売れの分岐や合確はない.

従って･先に述べた内部イベント削除の原理 1)と′2)に基づいて読分系列内の内証イベントを削

除すると,削除した内部イベントの達者先状歴へはいずれの扶無からもjf移不可能となるので.

この遷移先状盤も削除し.その状態が持つ遷移の遷移先状禁を,削除した内舞イベントの遷移元

状鼠 つまり,部分系列の巌初の状掛 こ変更する ただし.部分系列が内茄イベントのみから構

成される譲合･つまり-内部イベントの遷移先放棄が部分系列のG･後の状熟 二等 しい場合には,

その内苑イベントとその遷移先状繋が削除されることによって.木状展開して付加した部分系列

全体が削除される このとき,その075分系列をいったん付加した展開木上の蹄卓においては.プ

ロセス仕様上でその部分系列に扱く部分系列も引き続き付加して木状展開する対象とする･E要が

ある

4 3 4 プロセス削減のためのプロセス木状展開

上述した英行系列グラフの木状展鞘を応用して,与えられたプロセス仕様における状怨を,内

部イベントの実行可能性に応じて順次分eILでいく rプロセス仕感の木状展開｣の7ルプリズム

は次の通りである

[アルゴリズム4 3 2](プロセス仕様の木状展揃)

以下のステ77'に従って.与えられたプロトコル仕掛 二含まれる名プロセス仕機を木状展開す

る

stet)1 与えられたプロセス仕様を,誰分系列ごとに分解する_

step2 与えられたプロセス仕様の初期状態を,木状展開プロセス仕様の初期卓(初期状態)とする.

step3 もとの7'ロ七ス仕掛 こおいて.初期状.Cから始まる部分系列のうち実行可能な内部送信イ

ベントまたは送信から始まるものを,未処理缶分系列の集合三にすべて登録する.ただし,

これら各務分系列のJi初の状懲(初期状葱)における検査結果を,内耗イベントを一切実行

していない亡いう初期廿に設定する.

step4 三より任意の未処理耗分系列を1個抽出してqとし,これを本状展開プロセス仕様上に付

加する 部分系列qの牡初の扶掛 二おける検査鶴巣をもとに,qの長径の状麿における検

査結果を導出してY(qとする.
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step5 不凍民開プロセス仕様において弟分系列qに内部送信イベントが含まれる境合,その内部

イベントとその遷移先状潜をすべて削除する.更に,削除した内鉢イベントの遷移先状繁

が諌分系列qの食後の状掛 二等しい18%は.木状展開プロセス仕様上でその部分系列qを

いったん付加した(S【ep4】鼠色において.もとのプロセス仕様上で希分系列 qL=蒜くすべ

ての詐分系列をJ寸加し木状展用できるものとする.また,削除した内灘イベントの遷移先

扶苦が弟分系列qの最枚の状軌二等しくlJL場 合;i.削除した内.]Sイベントの逢啓先状怨

が持っていた遷移の遷移元状丑を.削除した内謙イベントの遷移元状無に変更する.

S【ep8 諌分系列qの最後の状.¥に到る別の部分系列q'が木枕展開プロセス仕様上に既に存在して

Yこq)=Y(q'を満たすならば,本状展開プロセス仕様上で二つのt,56分系列 q.q'のせ後の状

葱を一つの状軌 こ統一してslep8に進tT この1うなq-が存在しないならばstep7へ進tT

step7 もとのプロセス仕様において部分系列qに続く部分系列のうち,実行不可能な内耗受信イ

ベントから始まるものを除き ∑に加える_

step8 ∑に未処理部分系列が残っているか否か検査し,もし残っていれIfstep4に戻る.否のと

きは終了する

lTルゴリズム終】

本アルゴリズムにおいて各部分系列を検査した結果,実行可能であると判定された内部受付イ

ベントが走丑きれていないとき,内部イベントに関する信号定点の不足 (未定義受信)とする

また,木状展開されたプロ トコル仕様に含まれない内部送受信イベントは実行不可能であり.信

号走幾の過剰となる

図4 3 7(a)では.左方点xJでの検査結果と節.Eitx2での検査結果が同一であれば,例えば,節

卓x.を鼠卓x2に競合し部分系列 q一以降は1回のみ木状展開する またEgl4 3 7(b)では,例え

ば節点y2とy.の倹査結果が同一であれば.節点y2以下の部分木は不要でそれ以降の木状展開を行

う必要はなく,y2をylに競合する.玉石点y2とylの挨査籍果が異なる境合でも.節点y3の検査轄果

が節点ylまたはyZの検査データと一致していれば.節克 y,以下の木状展開は不要となり.節点 y3

をy.またはy2に競合する 検査結果のとり得る値の組合せは有限と仮定したため,節庶 y,y2.

汀･の検査結果がすべて異なるということはあり得ず.この木状展開は必ず有限時何で停止する.

本7ル1リズムにBqして.以下の定理が成立する.

[定理4_3.ll(アルゴリズム4 3 2の正当性)

内耗イベントを含むプロトコルtt様が (必軍であれば子プロセスをFSに記述しそれに追加する

ことによって)検証可能であれば,もとのプロトコルにアルゴリズム4 3_2を連用 して得られ

るプロセス仕様木状展開鈷黒を検諾することによって,もとのプロトコルを正しく検証すること

が可能である 即ち,定義4 2 5のプロトコル誤りをすべて検出することが可能で.この処理

は必ず有限時間で停止する

【定理終】

(定哩一l3 1の証明】
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まず,7ルゴリズムの停止性について述べる 木状展l顎7ルゴリズム4.3 2は三内の未処理

部分系列が0になったとき停止する -掛 こ.三内の未処理鉢分系列は.step6において Y(q -

Y(q')を済たす謙分系列q'が存在しないため S【epTを実行したこき有限個汝だけ増加していく.し

かし,与えられたプロセス仕収の謙分系列の個政は有限であるたわ.qの最後の状慾に到る別の託

分系列q'が存在しないという条件が島臥 こ抜くことはない.また,検査結果のとる書の組合せは有

限であると仮定したためYrq)那 .q'が無限lこ長くことはあり得ない.従って.=内の未処理司:分

系列は有限時間で･Etず01日となり.この木状展開処理は･必ず停止し.7ルゴリズム4 3.2も停

止する

次に,定義4 2 5の誤りを有限時間で滑れなく検出できることを示す.取 こ述べた通 り,木

状展指されたプロセス仕様はもとのプロセス仕技に比較して,内部イベントの実行可能性に基づ

いて各状態と虚林を分割したものであり,従って,内部イベントを除きもとの実1T系列をすべて

含むが,もとの7°セス仕様に含まれてい,なかった余分fJ実行系列を含むことはない.更に.ち

とのプロトコル仕様のグロー/くJL,状磐鼓が有限であれば,木状展開されたプロトコル仕様のグロ

ーバル状態数も有限となり.検柾処理の停止性が保証され,プロトコル検証が可能となる ただ

し,実行不可能送受信については,一般にもとのプロセス仕様の一つの状啓が木状展開プロセス

仕様では複数の状矧 二木状展伽されるので,それら本状展開された状態全体を通して全く実行不

可能であるもののみを堆柊的に実行不可能と判定する必要がある

【証明終]

例えば,図4 3 2のプロトコル例に対し,アルゴリズム4_3 2を適用した籍柴は図4 3

8となる.即ち･状態 S3は二つの状態 S3'とSコ"とに分かれ.タイマのセ ノトを種ないで状態 S3に

到る実行系列so-sl-SJはS;に.またセットを経て状態S,に到る実行系列sc-sZ-S3はsrJ:到る

S3'にはタイムアウト処理以降の実行系列を与えない 内部イベントをすべて削除することに上り

港終結果として図4 3･8が得られる･なお,図4 3 2で,例えば.sr sr s,の速移がなかっ

た場合は,アルゴリズム4 3･2の去用に上って,Egl4 3 8の状史 S{において.つまりもとの

状態 S)において実行可能なタイムアウト受信の遷移が不足であることを検出できる



【封4 3 8 回4.3 2のプロセスの木状展開若菜

4 3 5 7'ロトコル削減検証法の評価

以上で提示した検証法は,与えられたプロトコル仕様から子プロセスを削除して,5･えられた

プロセス仕枚をプロセスごとに木状展開し.その毛先に対して従来から提案されているプロトコ

ル検証法を適用するものである ここで適用するプロトコル検柾法を基本検証法と呼ぶことにす

ち_プロセス木状展開を適用 しないで,つまり.基本検証法をプロトコル仕様に直接適用してプ

ロトコル検証を行う方法をここでは従来法と呼ぶことにする.

本項では,検証効率について捷案検証法と従来法との比較評価を行う_評価の尺度としては,

検証処理丑 (時間)やメモリ立が考えられるが,提案法 ･従来法ともに同一の基本検証法を通用

することにすれば,-掛 =提案法に上って検証処理立を削減できれば所要メモリ蚤も削渡できる

傾向にある そこで,以下では検証処理丑についてのみ苫じることとする

(日 検証処理蛍の削減の定性的..手伝

ここでは 基本検証法には,広く知られている到達可能木解析法.つまり,初期グローバル状

悪 qから出発して実行可能なプロセス遷移を逐一すべて実行していくことに上ってグローバル状

悪とグロー′tlレ遷移をすべて等出していくという方法をとりあげ,これを運用した塘合の捷案検

証法の処理圭について考察する.

従来法に比較して提案法ではプロセス木状展阿処理部分が多いが,この処理はプロセスごとに

実行するもので処理壬は一掛 二少ない 特にプロセス敦が多いような大規模ブロトコJレに対して

はその処理量は基本険証法の処理丑に比較すると十分少ない そこで.以下では基本検証法の処
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理王についてのみ考察する.

与えられたプロトコルのグローバル状要 とグロー′.I)レ遷移の捻故をそれぞれ h.,N とすると.

到達可能木解析法の検証処理丑は,C=トL･)og:._Tv.I)八 に比例するものと考えることができる(.X第

4ー4参照Jので,以下ではこのCを検証処理量と考える_

畏案検証法は,従来法に比較 _て.以下の①-③の特性を持っている.

住子プロセスが記述されている場合はそれらが削除されるため,プロセス敦M .小さくなる

⑦各プロセスに含まれる内部イベントがすべて削除され これに伴っていずれの扶莞からも

遷移が不可能となるプロセス状悪が莞生しこれをFJ除できることがある.史:I.従来法で

は検証用の特別な遷移を余分に追加することが,JZL要な場合があるが一さ),凍業法で.･=そのよ

うな遷移の追加はない.これらは,従来法に比較してプロセス遷移敦とプロセス状無象を

液少さ-t=る効果を持つ.

③内部イベントの削除::伴って.非内部イベント遵移が追加されることがある また,内部

受信イベントの実行可能性に応 じて状原が分割されるたれ 状無が多くなるとといこ,遷

移も増加する これらは.従来法に比較して7'ロItス遷移款とプロセス状態款を増加させ

る効果を持つ

以上の特性のうち,①に上って,従来法に比較して,プロセス捻数が子プロセスの個数分だけ

減少し,NからN'Wd)に変化するものとする また,②と③によって,一位にプロセス .(..12,

.ド)の状態敦と速移牧がそれぞれU. V.倍に変化するものとする

一般に内部イベントを含むプロトコルに対しては,.VdJが常に成立するので,U.≦ 1,V.≦1(J.1.2

･･.〟)が成立し,プロセス木状展開に上って各非子プロセスの状繁と題移が増加せずプロトコJL'規

模が拡大しなければ,各プロセスの状態と各信号受信バ ップT内信号系列の組み合わせで定殺さ

れるグロー′()レ状鼠 および.各グローバル状態が持つ実効可能なプロセス遷移であるグロ-パ

ル達者の鑑数は-役に減少する.つまり,従来法におけるグローバル状態とグローバル速移の鑑

数をそれぞれN,,～.とし.捷無法にBけるグローバル状態とグローバル遷移の捻故をそれぞれN∴

Nt'とすれば,NJd,.～:叫 となり,捷末法の検証処理墓C'は従来法の検証処理量Cに比較Lて小さ

くなる.

しかしながら.1位には U.≦1, V.≦1(Ill2 .N)は必ずしも成立するとは限らない 両不等

式が成立する例として,タイマ処理について考察する タイマに関する仕様では.図4 3 2に

おいてS3-S】-S3の実行系列訴分を削除したもの 即ち.

①タイムアウト処理 (sr Sさ)を持つ状懲 (S,)に遵移するときは必ずそのタイムアウH=対

応するタイマのセット処理 (S2-S})が実行されており,

②その状焦 (S】)において,タイムアウト以外の信号を受信した場合の処確 (sr S.)が実行

されれば,その後にそのタイマのス トップ処理 (S.-ss)が必ず実行され 更に,

③これら各内部イベントを実行 した後の状慧 (S3.S5.S6)が持つ速篠の他鼓が高々1である

か.または.その伏せに遷移する遷移がその内部イベント以外に存在しない
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という3条件を浦たすよう規定されていることが多い このような仕様をプロセス木状展開する

こ.タイマのセノt.ストノブ.タイム7ウトの省内部イベントがすべて削除されてji移が減少

するが,これ(:伴って扶繋が増えるここはなく,u≦1,V▲≦1(1･1.2.-,刈となる.その本状最期

結果は,fZ)4 3 8の右半分のみ (S･-SJ一･.I)となる 一役に 与えられたプロトコル仕様に

含まれるこのよう,?タイマ処理部分に対してのみプロセス本状展開法を連用することに上って,

プロトコル及校を確実に箱小させることが可能で,検正処理量を別戎することができる.

実際.二の1うなタイマ処理は実用されているプロトコル,例えは.1TLT-Ttb告の ISON用ユー

ザ穎インタフェース レイヤ3プロトコル,ITU一丁勧告の共通憩信号方式 h.07の'It話ユーザ範

Tt.PITeleDhoneLtserPar一や トランザクション侵能言BTCAP(TransactLOnCapabI)ltyPart)等に

含まれており,その憤臥 ま少なくない.この検証処理呈剤戒効果の具体的な足長評価については,

次項で盆 じる

以上の鋭明から理解できる}うに,一枚に,与えられたプロトコルにおける子プロセスと内缶

イベントが多いほど,削汲されるプロセスとプロセス状管やプロセス遷移の個数が多くなり,堤

案検証法の検証処.哩盈削減効果は大きくなる

(2) 検証処理品の削減の走El的凍価

操業検証法の実用的効果を評価する7L.:め,プロセス木状展開アルゴリズムを実現するツールを

作成し,実験評価を行った.この実験では,基本検証法として､到達可能木解析法よりも一般に

効率が僚tl,ている7サイクリック展開法 (4 5参照)を採用し,これに基づく検証ツールとプロ

セス木扶展開ツールとを組み合わせ様々なプロトコル仕様の検証を行った その結果の一部を女

4.3.1に示す 衷4.3.】の模止で用いたプロトコルは,ITlJ-Ttわ告Q931に基づくISDN用ユ

ーザ納インタフェ-スのレイヤ3プロトコルで,勧告にある呼制御機能のうち,処理状態の問い

合わや(statuslnqulry)処乳 呼設定信号(setup)の分割転送処理(overlapping),おLぴ.デー

タリンク管理処理の各壕能を除外している,このプロトコルは,ユーザ周の謹未処理プロセス.

約gのプロトコル処理プロセスと呼処理プロセスの6T3値のプロセスから構成されている_この

うち.茸未処理プロセスとプロトコル処理プロセスにはそれぞれ5個のタイマが含まれている

検証に使用した計井横は,処理能力が 10JJIPS程度のワークステーションであり,検証を効平よ

く進めるため,各プロセスが初期状腰を遷移して他の状東に移った後初期扶唐に戻る1うに遜移

してきた境合には,それ以降の部分については遷移を実行しないことにした.

従来法においては.例えば箱未処理プロセスは5個のタイマプロセスを含むが.これらタイマ

プロセスは同時にセットされることがない1.:め,それらをまとめて1個のタイマプロセスとして

共用することができる プロトコル処理プロセスについても同様である 実際,この1うに各非

子プロセスごとにそれに含まれるタイマプE3セスを1掛 こまとめることに1ってプロセス控掛 ま

137から5に減少し,検証処理時間を280秒から258秒に削涼できたので,衣4 3 1ではタイマ
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プロセスをこのようにまとめた場合の結果を示している

長43 1 プロセス刺殺検証法に1る検証時間の別浅効果

事 , = :ユーザ甥斗未処理プロセス,司側プロトコJL,処理プロセス,網偶呼処確プロセス

の状態政 事 と遷移致 二 を表す

25檎琵 2同室 15150 ∩ ｢｢

検証法 従来法 本論文に上る方法(プロセス削減法の連用)

1プロセスに 別の ユプロセ 全(2)プロセ

のみ連用 スにのみ適用 スに適用

プロセスの個数 5 4 4 3

各プロセス-一指 Ll7,lil.26* 24,135.26+ 24.111.26*

一方,建策検証法については.タイマ侯能を含む2個のプロセスのうち一方のみにプロセス本

状展開を連用した場合,両プロセスにプロセス木状展開を善用した場合のけ3ケースについての

検証結果を示す.3ケースのうち,最初の2ケ-スT-は,タイマプロセスをやはりl軌 こまとめ

ている なお,プロセス不状展開ツーJL,には,各プロセス仕様に対 して.予め決められた形式 (文

法)を満たしているか,すべての初期状忠からたどれるように遷移が定義されているか.送信の

みによるル-プ状遷移があるため検証不可能でないか等の合理検査を行う機能や.冗長な状管と

遷移を除去する戟連化横取 例えば,2個の状態が持つ (複敦情の)遷移が完全に同一な場合,

即ち.それら遷移のラベルと遷移先状繋がそれぞれ同一のJS一合,この2佃の等価な状繁をl個の
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状層に競合し,同一の丘移をそれぞれ放-する操舵も含まれている_しかし,これらの億能の処

理時間を含めブコモス木状展開i3:理時間は常にほほ一定で約 1分程度であったため.表4.3 1

の検証処理時間は1分程度の処理時間を除いた価とした

衣4 3 1から分かる1うi=.この例では,プロセス本状展臥 こよって,各プロセスの故整数

こ遷移放;三いずれも#少している｡これは.プロセス本状展開に1って状苦が51fIされ状丑と速

歩が若干増加したが,各プロセスに含まれるタイマ処理のための内部イベントが多く.これらを

削除するここに上って状欝 こ進捗が大きく漉少 _たためである その烏果.従来法に比較して,

提案法では--E,36のプロセスに対してのみプロセス本状長閑を連用した場合でも検証処理時冊が

V3-V5程度に小さくなっている.称 こ.全プロセスにプロセス本状展打を主用した場合には,

従来法に比較して祭証処理時間は16分の 1以下になっており,本堤纂法による検孟処理量削減効

果は瞳めて大きい

4 3 6 まとめ

本節T-は,プロトコル検証の効TF一向上を回るため,与えられたプロトコルから子プロセスを削

除し,親プロセスの各状態を内部イベントの実行可能性に応じて硬故個の状態に分け.その結果

に基づいて内部イベントをすべて削除して検;正するというプロセス削滅検証法を捷示した そし

て,この検LiE法に1ってプロセス款や侶S･鼓を削減し効雫よく検証できることを定性的に投じた

軌 実用 されているプロトコルを対象とした検証実験の結果を示すことによって,従来法に比較

して検証時間を大幅に削減できることを具体的に明らかにした.例えば.タイマプロセスをl佃

削減すれば検証処理丑は 1/3-1/5程度になり.タイマプロセスを2個削減すれば検証処理正は 10

数分の 1になる.

一般に通信プロトコルではタイマ処理に基づく点り監視 .回復榛横が必須であり,頼射 二タイ

マ処理が利用される.また,リソ-ス管理に伴う内部イベントを使用することも少なくない 従

って本肴文で凍示した方法は.このような子プロセスを持つ通信プロトコルの検証の効率向上に

纏めて有効である

子プロセスはこれらタイマプロセスやリソ-ス管理プロセスに取るわけではない 原理的には.

①信号 (内部イベント)を浸食する相手プロセス (報プロセス)が 1個であること.かつ.

壇)子プロセス自体の検書正が必要でか ､.

という2条件をiiV.:すようなプロセスすべてに連用できる.従って.例え【f.既に別途完成済み

のプロセスが上述の条件①を鞘たせば,このようなプロセスすべてに本展開法を連用して削除す

るここが可能となる.

本科 ま,内部イベント処理を含むプロトコ)L,倹証を行うための,いわ1珊 処理法を捷来したも

のであり,この前処理によって形式的には内部イベントi･含まないプロトコルに変形した後,従

来から捷案されているプロトコル横話法を連用 してプロトコルを検証するという考え方に基づい
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ている･ここで適用できる7'ロトコル検証法L:ついて.三特別な制約がないため,本プロセス木枕

展開法は主用範凶が広いという特敬も持っている.

414 プロセス哉空虚篠の-括処理に上るプロ7･コル検証の効李向上

4.4.1 枚要

本節では,効宰よくプロトコル倹&を行うことが可能な斉しい検証法を提案する.本堤案検証

法は.基去的には･従来法の一つである到達可能不解析法に基づくものであるが,プロトコル動

作を表すグE3-パル状無遷移図を展開し作成していく取 点り倹出に支倖のか ､範囲で,采行可

能なプロセス丘捗を可轄な限り一括処理する的 (.-I.具件的!=は,次に不す3処理を行う

①同一のグローバル状繁L:到る滋移は,できる限I日 個となるよう削除する,

②同時に実行可能な速梓のうち摂り検出に支障のない遷移を必ず実行することに上って遷移

をできる破り一括する.

③誤り検出に支持がなければ送信速移に対応する受信遷移も同時に実行する

このように状想遷移をできる隈r)まとめて一括処理することによって,生成するグローバル状

襲遷移Eglに含まれる状態と遷移を別 ､隈に留めて誤りの有島を検査することに,塊案検証法の特

敬がある

4 4 2 プロセス状態遷移一指処理の原理

走去4 2 5のプロトコIL,検証間軌 ま,一つの信号の送信または受信によるプロセス遷移を初

期グロー′()i,状態から逐次実行 していき.到if可能なグロ-パル状麿と実行可能fJグローバル達

移をすべて含むようなグロー′(JL,状.Qt遷移凪を作成して検査するという方法 (到達可能木解析

法)によって解くことができるIa)=21日22】.この方法を,本筋では従来法とも呼ぶ_

従来法での誤り検出の具体的方法は次の通りである.まず,信号定袋の連判はグローバル扶繋

遷移図を完成した乳 それに含まれるプロセス遠別 !実行可能なプロセス速移となるので.もと

のプロトコル仕掛 二は含まれるがグローバル状態速春画には含まれないプロセスBE者を実行不可

能遷移として検出する.次に,信号定盤の不足は,各グローバル状好で実行可能な受信をすべて

導出し.もとのプロトコル仕様に含まれないものを未定義受信として検出する.更に.塘出した

安定グロー′(ル状繁のうち実行可能遷移を持たか -ものをデyドロックとして検出する.

これに対して,本去声で提案するプロ トコル検証法の原理は,各グローバル状矧 こおいて,定義

4 2 5で示したよりを模出するのに支琵ない乾期で,実行可能なプロセス遷移を最大限一括し

てまとめたものをグロ-パル遷移とし,これを用いてグローバル状磐並移団を作成して検査する

ことにある,具体的には,各グローバル状掛 二おいて.吹::示す三つの処理を収次適用 して実行
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することに上ってグロー′()レ遷移を導出する

e直ちに実行可能なプロセス遷移の組み合わせによってグローバル遥移候補を串出し,その

薄黒.各グロ-パIL,状繁に到る遷移を1個のみとする_

SFJL長なグローパル遷移候補を削除することに上って.同時に実行可能な遷移のうち誤り検

出に支拝のないものを必ず実行することにする.

③グローバル遷移候補の中に送信が含まれている場合.誤り検出に支持がなければその送信

､二対応する受信遷移を一指処理してグローバル遷移を最終的に決定する.

そして.この1うなグロー/{ル遷移を初期グローバル状5.から順次逐一実行し,必要舟小現のグ

ロー′くル情磨遷移図を作成する 図4.4.2は,図4 4.1のプロtLコル例に対して本検話法を

適用した着果で 以Tこの具体例を用いてこれら3処理を詳T_く説明する

プロセス2

B144 】 プロトコルの例 (初期状態-BO.tO,ub)
プロセス3

(I)グロ-′てル遷移候補の導出

[定盛4 4 日 (グローバル遷移候補の導出)

-つのグロー′iル状怨において,直ちに実行可能なプロセス遷移が 1個のみであれば.そのグ

ロー′<ル状態からのグローバル速掛 三そのプロセス遷移のみとする.直ちに実行可能なプロセス

速移が複款値ある斗合,この上うなプロセス遷移のすべての組み合わせのうち.各プロセスで実

行する遷移が高々1個であるような組み合わせすべてを,そのグローバル状怒からのグロー′fJレ

避移とする.ここで,直ちに実行可能なプロセス遷移とは,信号の送信.および.受信パッ77

の先頭に蓄えられている信号の受信である.

このようにして尊出されるグローバル遷移には.直ちに実行可能なプロセス遷移を持つプロセ

スの速篠を持たないものもある この1うなグローバル遷移を実行 して得られるグローバル状怨

以降で更にグロー′iル遷移を導出するtB合は.もとのグロー/くル状華でそのようなプロセスが持

っていた直ちに実行可能なプロセス遷移を除外して導出することとする_
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[定点終】

⊂ => グローバル状態

く =⊃ 安定グローバル状態

O デッドロック

> グロー′tJL,遷移

-･- 未定義受信 (+b2L,+h2)

実寸‡不可能遷移-+el3

図44-2 【責4.4 1のプロトコル例に状歴遷移一括法を連用 した結果

例えば,図4-4 1のプロトコル例で.初期グロ-パル状態(S..t〇.Lb)(本筋で.r三75単化のため.

グロー′<JL,状忠の記述において′(ッ77内の蓄積信号系列を省略する,)において直ちに実行可

能なプロセス遷掛 土･プロセス1の-aJZお1ぴブコ七ス2の-bZlである (ここで,遷移を表す-all

等のサブイyクスは,侶号の送受信プロセスをそれぞれ表す) これらの組み合わせに上るグロ

ーパIL,遷移は 1-a2E トb2.E. トa,2.-hltの3通りあり,それぞれを実行すると.新グロ

-パル状繁として,(SトEUo).(sv.i..Lb),(S.tz.tb)が得られる.実際には.次項で述べるよう

に,これら3値のグローバル速啓のうち, トb2Ⅰ‖ 三冗長であると判定されて削除され 生成され
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るグロ-パル速等･グローバル扶掛 まともに2個となる.EgZ4 4 2では,その最終結兄を示し

ている

初期グロ-パIL,挟撃1S),I-.tk)からグロー′(JL,状態(S.i),叫)へのグローJ<lレ達者 トalZlは,初

期グコ-パル状磐で直ちに実行可能な丘啓一bllを持つプロセス2の遷移を含まない_従って,グロ

-パル状犀 (ら.L二.Lb)以掛 二おいてグローバル違移を井出する場合には プロセス2の遷移-b2.那

除外され その結丸 グロ-パル状妻 (sJ.L.u;からのグローバル遷8.r三.臥 こ示す通り,l+a12l
のみとなる

到達可良性解析法において.そのグローバル遷移主群出法を定義4 4.1の処理で正き換えるこ

とにiって,一つの新しいプロトコル検証法が待られる この検証法に閑L.以下の補鳩が成立

する

[補趨4 4 日

到達可能性解析法において.定義4 4.1の処理に上って得られるグローバルjf捗を用いてグ

ローバル遷移図を作成することに上って.定並4.2.5のプロトコIL,誤りi･もれなく検出するこ

とができる ただし,デッドロックは.定義4 4 1の後半の処理によって除外されたプロセス

遷移を復活しても実行可矩な遷移を持たない安定グローバル状態とする_

[補抵柊】

[補趨4 4 1の証明]

到達可能性解析法に定萩4 4 1の処理を適用しても走去4 2 5の誤りを検出し損なうこと

がないことを示す

走先4_4 1の処理では,実行可能とfLつたプロセス遷掛 二ついて,各々を実際に実行する場

合と実行 しない場合とに明確に分け,実行するものはそれらを同時に実行してグローバル速移を

導出する.このため,実行可能な遷移に関しすべての場合を包含している 従って,到達可能性

解析法に定兼4 4_1の処理を連用することに1って実行不可能な定義済み送受イulが検出不可能

となることはない 同様な理由から,定溌4 4 1の処理は到達可能性解析法と同様にすべての

到達可能なグローバル状紫を列挙できる 従って,検出不可能となる実行可能未定戎受信やデ y

ドロックはない_以上から.補抵4 4 1が成立する.

【証明終】

この証明から分かるように.到達可能性解析法に定丑4.4.1の処理を連用すると.到逮可能

性解析法と同一の全グローバル状繁を列挙できる.しかし.定義4 4 1の後半の処理によって

プロセス遷移が刑漉きA,その結果到達可能性解析法に比較してグローバル遷移散が強少する.

特に,各プロセスについていったん到連したプロセス状態に戻ることがないプロトコルでは,グ

ローバル状態遷移図は木状となり.各グロ-パル状態lニ到達するプロセス遷移 (及びその)系列

は1通りのみとなる

(～)冗長なグロー′{JL,遷移候補の削除

[定義4 4.2](冗長なグロー/くル達移候補の削除)
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定遵4 4 1の処理によって得られるグローJlル遷移のうち.次の24:作を満たすプロセスの

遷移を含まないグローバル遷移を削除する.

Gそのプロセスがその秋空で持つ左兼房み遷移がいずれも直ちに実行できるif移か,または

この状態が持つ他の遷移を実行しない限り実行し得ない受信遷移のいずれかであり.かつ

直ち■こ実行可能な38秒を1匂以上持つここ.

②そのプロセスはその状匹で他の各プロセスから信号を受信することがない.あるいは受信

することが可能でかつ投初の信ぢ･が特定できるここ.

[定義終】

例えば･回4･4･1のプロトコル例で.初期グロ-,<JL,状繋(5,,to.Lt)L=おいて.プロセスユは

定農4 4 2の2条件を捕たす･なぜなら･プロセス1の状哲 slにおける定弟病み遷移は-a▲,の

みであり.これは直ちに実行可能で条件住を滅たす.一方,プロセス1は状管S,でプロセス2か

ら信号 b2iを受信するここが可能であるが プロセス2がプロセス 1-送侶する信等-はこの b2.の

みである･また･プロセス3はプロセス 1への送信を持たか -ので,7'ロ七ス 1は状悠 soでプロ

It=ス3から信号を受信することはない･即ち 粂作②も成立する 従って,初期グロー′()レ状磐

(S'.to･u')からのグローバル連取 三･Eg14 4 2(=示す通り,直ちに実行可能な逆巻-a12と-b21の

3通りの組み合わせ 1-a2r -b2lL, l-a2,-b21Lから,プロセス 1が持つ血ちに実行可能な

遷移を含まない トb2J を除外した, 1-azZlと トaL2.-b,,l0)2過りとなる

到達可能性解析法に正長4 4 1と4 4 2の処理を適用することによってもうーつの新しい

プロトコル検証法が得られる この倹7iE法に関し 次の禰漣が成立する

[補遺4 4 21

到達可絶佳解析法において.定義4 4.1と4 4 2の処理を適用することによって得られる

グロー′tJレ運移を用いてグローJ()レ仙態遷移周を作成し.これを検査することに上って走頚4 2

5の誤りをすべて検出することができる

[補漣終】

[補竜4 4 2の証明】

補遺4･411の方法に定哉4･4 2の処理を追加 しても定義4.2 5の誤りを検出し損なうこ

とがないことを示す

定義4 4.2の処理の追加に1って実行可能fJ定義読み遷移が実行不可能となることはないの

で,実行可能な定点済み虐篠を検出L損なうことはない

一般に,あるグローバル扶忠G･<<S,,<C.,,>(i,j-i,2.･･.〟)lこおいて.プロセスk(k.1.2.- ～)

の遷移を含まないグロ-′1ル遷移を削除すると,その削除されたグロ-パル遠藤を王寺Tした後の

グローバル状怒.即ちプロセスkの状忠 slを含tTG以外のグローバル状無が削除される このた

めプロセスkの状態 S上で実行可能な未定義受信を検出し損なうことがあり得る しかし,定式4

4 2では,特に条件②が成立する7'コセス,即ち他プロセスから最初に受信できる信号を特遥で

きるプロセスについてのみそのようなグロ-パル達者を削除するので,実行可能な未定義受信を
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検出し損なうことはない.

また.一位に定義 4 4 2:=よってグローバル蓬容が一部削除されるのでグローバル状態も一

部削除される 削除されたグローバル遷移をXとすると,xを含tTグロ-パル遷移が他に必ず存在

し,これをTrこする.xの実行(:上って到達するグローバル状矧 ま削除されるが.このグロー′.'Jレ

状態はzlを実行して到達するグローバル状腰に必ず到達することが可罷T-あり,デッドロノクとな

らない.従って.デノ1-'ロ/クを検出し損なうことはない 以上から.補等4.4.2が成立する

[旺明各】

3送受信遷移一括処理

[定義4.4 3】(送受信王者一括処理)

各グローバル雌 Gにおいて定ま4_4_2こ4 4 3の処理を実行した結果得られるグロ-パ

ル遷移のうち 送信遷移を含むものについて次の3条件がすべて成立する場合,この送信遷移Lこ

よる信号を受信する遷移をそのグロー/ilレ遷移に含める このような処理を送受信近称一括処理

と呼ぶ

①その送信の侶号を受信する速篠がもとのグローバル状態Gで定義されており,かつその侶

号受信′くッ77が空であること

⑳芯で示した受信を持つプロセスは,その状態で他に走戎済み遷移を持たない.あるいは他

に走長済み連番を持つ蛾合,この受信を英行しない限りそれら遷移を実行 し得ないこと

Gx3)で示した受信を持つプロセスは.その信号を送るプロセス以外の各プロセスからその状

繁で信号を受信することがない,あるいは受信することが可能でかつその最初の侶号を特

定できること

t定頚終]

例えば.Eg]4 4 1と図4 4 2の例で,定義4 4.1と定衣4 4 2の処理に上って,安定

グローバル状態 G･(S3,lJ.Ul)におけるグロー′(ル速移はトf32Eのみとなる ところが.この借号を

受信するプロセス2は,これを受信する遷移+f】2以外に実行できる達者を持たないので定並4 4.

3の条件①と②を補たす,更にプロセス2は状態 t,でプロセスlから信S-を受信することがなく,

またプロセス375,ら載初に受信する侶8-はf丑と特定できるので条件③ を浦たす 従って.グロー

バル状態(S3,L3.Ul)からのグロー′くル遷移 -L丑Iは,プロセス2の受信遷移･L32を競合したIj:fzll
となる

到達可能性解析法に定兼4 4 1-4 4.3の処理を連用することによって得られる模正法が

本筋で碇案するものである この検証法に閲し次の補選が成立する.

[補退4ー4 3]

到達可能性解析法に定義4.4 I-4 4 3の処理を連用することによって得られるグロー/<

ル遷移を用いてグローJ<ル達者園を作成し,これを検査することに1って定義4 2 5の誤りを

すべて模出できる.ただし.実TT可能な未定義受信は次の方法で検出する.即ち,各グローバル

状腰において.
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①送信が定点されている堵合.その信号を受信する′くノ77が空でかつその侶弓の受信が定

義されていないこき.および

◎信号受信′,I,77に束処確信号が残っていてその先頭の信号の受信が足長きれていないと

き,

これらの安倍を実行可態な未定長安IJとして貸出する.

【禰規準】

[補琶4 4 3の止別

到達可能性解析法::定点4･4 1-4 4.3の処理を連用しても定義4 2 5の.,Sりを検出し

損なうことがfJいここを'7=す.

定義4 4 3の処理はいわば実行可能な受rL;処理を早く実行するものであり,他の実行可能な

遷移の実行を掛 fるここはない 従って.実行可能な走去済み遷移を検出し損なうことがないの

･';明らかである また.粂件3)が成立するので,一括処理される受信を持つプロセスのその状態

で実行可能な受信をもれなく検出でき,実行可能な未定義受信を検出し損なうことはない 更に,

定義4 4 3の処理は受信のみを早く実行するので この処理に1って安定グローバル状無が削

除されることはない 従って.デッドロックを検出し損なうことはない 以上から,神韻4 4

3が成立する

[証明終]

4 4 3 プE3セス状XEL.t遷移一括処確の7ルゴリズム

前項に示した原理に基づくプロトコル検証法の7ルプリズムを次に示す

[7)Lrゴリズム4 4 日 (プロセス遷移一括処理)

stepl 処理対象となるグローバル状慾を表す変数Gを初期グロ-パル状態 q)に.また未処理グ

ロ-′iJL,状唐の集合を表す変故三を≠ (空集合)に初期設定する

step2 Gで実行可能fJ.･未定並受信を検出する.

step3 Gで直ちに実行可能な遷移があるか否か検査し,否のときはstep7へ進tr

step4 Gにおいてグローバル虐啓の最補をすべて専出し (定義4 4 1).冗長なグロー′てル遷

移侯補を除去する (定兼4 4 2)_更に,送受信連移一括処理に1ってグロー/{ル遷

移を最終決定する (定並4 4 3)_

step5 得られた各グロ-パル遷移を実行 し.新 しいグローバル状麿を浪出する.車出したグロ

ー′(ル状磐のうち,既にstep2の処理を施したものを除いて三に追加する

S【ep6 三から未処理グローバル状.eLを1佃取り出してGとLstep2へ戻る.このようなGが存

在しないときはstepBへ進む_

step7 Gがデッドロ/タか否か検査し (枯砥4ー4.1),チ-/ドロックの場合Gをアッ[･ロ7ク

として登録する
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sLeP8 実行した送受信と定義誘み送受僧を比較し.実行不可能な定義済み送受信を尊出し停止

する.

[アルゴリズム終】

本7ルプリズムの step4の処理では,定義4 4 2こ定並4 4 3で示Lた1うに.各グロ-

J{ル状磨::おいて.

e定義された受fufが実行し得ないか否か.

e特定のブコセスがその状慾で他プロセスから信号を受信することがないか否か,

富あるプロセスが他プロセスからを初に受信する信号を特定できるか否か.

を判定する必要がある.これらの具体的判定法は以下の連りである

あるグローバル状藍Gで左讃された受信は,

告それを直ちに実行することができか ､.かつそれに対応する送信がG以掛 こ定義されてい

ない,即ちGからdi-当するプロセスの丘移をその遷移方向にたどっていったときそのよう

な送信が存在しない場合,および

(参該当する信号受信′<ッ7Tに別の信号が存在する場合.

実行し得ないと判定する.

また,あるプロセスに対する送1E,がそのグローバル状態以降全く定義されていない場合.その

プロセスはその状費で他プロセスから信号を受信し綿ないと判定する

一般に,あるグローバル状怒 G-<<S.><Cり>>においで.プロセスkが状無 S.でプロセス 】か

ら最初に受信する信号を特定できるための粂件は,

①グロ-パル状態Gにおけるプロセス lの各定点済み遷移がプロセスk-の送信かまたは実

行不可能のいずれかである,または

②プロセス 1からプロセスkあて信号受信バ ッファが空でない.

のいずれかが成立することとする

アル1リズム4 4 1は正当であり,次の定理が成立する

[定理4 4 ll(アルゴリズム4.4 1の正当性)

7ルゴリズム4 4 1は定兼4 2 5で示した誤 りを有限時間ですべて検出することができる

即ち,プロトコル倹証を正しく行う

[定理終】

【定理4 4 1の証明】

補遺4 4 1-4.4.3によって,アルゴリズム4 4 1は定義4_2.5の誤りをすべて検出

できることがいえる 一方.本アルゴリズムは,高々すべての到通可能なグローバル状態を検出

し列挙したとき停止するが.4 2で述べた仮定によって到達可能なグロー/iル状真筆は有限である

ため,本アルゴリズムは必ず有限時Ialで停止する 以上から.本定理が成立する

【証明糾
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4 4 4 プロセス扶空虚移一括処理の評価

(1) 検証処理量の理昌的諌価

(a)倹証処理量の評価尺度

提案検証法にお･1る処増はその大部分がグローバル状無遷移鼠の作成.即ちアルゴリズム4 4

1のstep2-S一ep7の処理にある･このうち-つのグローバル状禁におけるstep2-stepl,steps,

step7の各処理丘は.グロ-パル状恐遷移図の大きさに依らずほは常に一定であると考えられる.

LかL.step5では,いったん曲出したグローバル状態が既にstep2の処理を施したものか否かを

判完するが,この判定にはその時E5.までに作成されたグローバル状無題移屈に含まれる全グロー

バル状恵と比較する必要があり.step5の処理丑はグロー′iル状態遷移Eg)の拡大に伴って増加 して

いく･従って,グロー′りL,状繋逢移回が大きな大漁模プロトコルを評価対象にすると,アルゴリ

ズム4 4_ユの処理丘はstep5の処理iで代表することができる

step5の判定に2分探索法を採用することにすると.その処理宝は Jog～(グローバル状繁致)L:也

例するが,この式の(グローバル状態致)は,step2の処理を施していない新グローバル状態の検出

とともに増加 していく つまり. lBlの判定に要する処理言の平均値は.グローバル状態の稔鼓

をNsとして,

N.

∑lLog2(I)̂ 1,トlog2(～.T)へ
Ⅹ_1

となる step5においでいったん騨出されるグローバル状態の個数はグローバル遷移の茂個掛 こ等

しい-従って.捷案検証法の処理丑は,グローバル遂移の麓数をNtとして,

C叫 -Jog2(N,!)A,

にはJrf比例すると考えられる.この性質は従来法においても全く同様である

以上の考察から,検止処理愚の一役的な評価尺度として上述の Cが-つの侯補と考えられる

しかし,~つのグローバル状悪運者臥 こ含まれるグロ-′TJレ遷移敦とグローパ)L,状磨数は.プロ

トコ)I,仕掛 こ含まれるプロセス遷移と状唐の個数やそれらの周の相互別保に大きく影書を受け,

しかもその関係は複雑である.このたれ これらの俵を計事することは一般に容易でなく実際的

でもない 従って,これらの色に直接依存する Cはそのままでは検証法を比較評価するための好

ましい尺度とは甘えない.

そこで,ここではプロトコル仕様の枚維な影響を受けない検証処考量の尺度を新たに尊大する

-つのグロ-パル状悪が持つ血ち(:実行可能なプロセス遷移のみを英行することに上って専出さ

れるグロ~パル遷移とグローバ ,̂状態の価丑の期待億を考えることとし.これらの値をそれぞれnい

ntとする-ただし.直ちt:7:行可能な各プロセス遷番を実行して到達するプロセス状髭は互いに

異なるものとする 一般l一.朋 王轄児として鴇られる皐終グローバル状態遠洋回は.一つのグロ
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-パル状態に対LA.悟の訴グローバル速移とそれらの遷移先状態としてn.個の新グロー′,'ル状態

を付加するという操作を浸り返し実行した結果とみなすここができる しかし.先述 した通り.

この操り返し国政はプロトコル仕軌 こ依存する.ここでは検証法自体を比較評価することを目的

とするので.検証処理tの尺度 として.この控 り適し回教を 1こした場合の処理品 ⊂-nt･

logZLn.日/rkを採用することとする,以下では.一つのグローバル状態Gにおいてプロセスl(I一l.2,

･.I,ト)が持つ直ちに実行可能な遷移の個数をt こして.Jl.とへの色を妾出する

1bLl従来法;=Bける検証処理品

従来法においでは,初期グローバル状繁GJから出発 して実行可能なプロセス遷移を逐一すべて

実行 -ていくことに上ってグロ-′()レ雌 を傾次井出していく

グローJfJL,状想 Gが持つ直ちに実行可能fJ∑■】(Ill.2.･･..1､恒のプロセス違移のうち k(-0.1,

･･.N-1)価のプロセス LI.12.-.1Lの遷移をそれぞれ 1個ずつ実行することに上って到達するグロ

-パル状繁をG.(k)()-I,2,-)で&すことにする.これらの遷移をa【いa2.･a..とすると,一掛 こ,

G(k)はazl.a.2,･,aLの実行収序に依存しない.従って,bOのとき,そのようなG.(k)は LI-I),-
叫2, --也.L･rhlL(1･1い12, .1L)個ある 各G(k)Jり出る虚移のプロセスは Lい12.I.IL以外のいず

れかであるので,その個数は三m(1≠l卜12, .J.)である その結果,Gl(k)(]･1.2.･.tl)個のグロ

ーバル状繁全体より出る遷移の個数は.k>0のとき,

T 書n A. ∑ 叫E

(ll,L2.l L.) )叫,12, .1. 1≠1..12. lL

となり,klOのとき.∑Ebl(l-1.2. .N)となる ここで,k>0の場合の式で最初の∑は,1･l),12.

.lLのすべての組み合わせについての捻和を表す 従って,

N_1 .～

nt一三 【 ∑ l n 叫 ∑ ln事日 +∑q)

k-1 (ll.12,･.ll) I-il,J2 .Jt l≠Jい12. .1. L-1

となる.

一九 n.は各プロセスのプロセス遷移を高々l僧含む組み合わせ監数より1だけ小さいので,

.i

rL-I](t】+1)-1

lZl

となる.

(⊂)建策検証法の検ZiE処理量

提案検証法についての n1.m,の上限値 (安全旬)をそれぞれ.n:,nIとし,これらの伍を以下

に導出する_

まず.定義4 4 1の処理を到達可能性解析法に適用 した結果得られる検証法におけるnl'とn,'

をiA出する.グローバル状整Cが持つ三)()-1.2.･.N)個のプロセス遷移の遷移尤状態はすべて互

いに異なると旺定したので.先述した通り,グロー′てル状空 Gからこの1うなプロセス遠藤の.i
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を用いて堆出されるグローバル秋雲遷移図は本状となり.このグロ-パル丘移故 n.はグローバル

状態鼓nIと等しくなる.このグローバル淡慧鼓n{は,やは.)先述した通り.従来法を適用した壕

合に得られるグローバル状態点n.と等しい 従って

N

】tl

である.

次に,走弟4･4 2の処理を加えたときのrL/とnJの甘 三.定義4.4 2の粂件①こ③を涌たす

確等を計算するここ'=よって.以下の通り求めるここができる グローバル状懲 Gが持つ定為所

み送信が直ちに実rTできる確李は 10である.Gが持つ受信遷移が実行できないと判定できる確隼

は安全のたわ 0とする.一つの実4Ti∈渉が特定のプロセスの送信または受信である確乎は.送信

と受信が同数であり,かつ各プロセスの送受信動作が幾立であると仮定すると,l/(2yとなる

従って,Gが持つ受信遷移が直ちに実行できる確率は,プロトコルの誤りが十分少ないと仮定する

と,その信号受信バ ノフTL:信号が 1佃以上蓄横されている砲撃に等しく,送信を実行 した後血

ちにそれ[:対応する受信を実行するものとすれば,この値は 1/(孤)以上となる その桔R-,m個

の実行可能な速移を持つプロセス 1が定義4 4 2の粂JW を満たす確率は,それらのjI移がい

ずれも直ちに実行可能である確守【1/2tl十1/(2N)l]引[q]となる ここで,【E小三,n≧1であれば 1

を表し,D-0であれば0を衣すものとする

一九 粂件②を満たす確竿は.そのプロセスが持つ(N-1)個の信号受信/1'y77すべてに信号が

首領されている確守に等しいものとすると.前述の結果を利用して,ll/(2N)い~】となる 従って,

プロセス ･が条件①と③の両方を浦たす確撃は,QL-ll/2日+1/(2N)日'】〔Eb.]li′(2N)l'-Lで.このと

きプロセス lの遷移はいずれのグローバル遷移にも必ず含まれることとなる.従って,

N

n:･ns'･n4Q.Jnl+(1-Q.HEl◆l)i-I

LTI

Q,-ll′211･1/(21OH]lh.])1′(2nELl

となる

次に,定義4 4 3の処理を更に加えたlL-合のnl'とn/の値を求める.ある遷移が送信である確

牢を先述の遠I)1/2とすると.グローバル状懲Gでは平均∑D/2().1.2.-,N)借の送信がある プ

ロトコル誤りが十分少か -ものと仮定すると,定義4 4 3の条件①を満たす確李は10となる

条件②が成立する確乎は.Et.個の血ちに実行可能な達者を持つプロセス Jがこの受信以外に点者を

持たか 確ゝ準に等しいものとしてこれをqとする.すると.Z)≧2のときq･O.El-1のときq,1で

ある.また,一つのプロセスが粂作@ を満たす確牢は,定義4 4 2の条件②と同杖,ll/(2.V)lLl

である 一つの送f;Jに一つの受信を-指 した場合は耗黒としてその受信がなくなるためそのグロ

ーJtル遷移の先のグロ-パル状頓において直ちに実行可能な速歩が等価的にl個減ることになる
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以とに1って,定滋4 4 3の処理の追加にJlノ,グローバル状態Gにおいてプロセス l(Ill.2.

I.,y)が持つ直ちに失行可托な遷移は等価的に叫個からB)/2･qu/(2hi)t､~ト個だけ液少する

ld漣案検証法の詳Lal

これまでの結果を用いることによって.本検証法と従来法とを比較評価することができる_本

検正法におけるcl, TItTとn.'および従来法におけるC.n.とn.の数値例を表4 4 1に示す.本女

の例では.提案検丘法によって検証処理tが約 1/2-1/4に液少している.

以上で示したように,ここで提案し/=新しいプロトコル検証法は.従来法に比較して,グロ

パル状哲とグローバル遷移の個故を直撲殺少させるとともに実行可能な遷移を等価的に削減する

ことが可能で,その結果,検証処理品が大幅に減少する この削波動JI1'は,.hTや山の値が大きいほ

ど即ちプロトコルの親授が大きいほど.特にプロセス鼓Nが大きいほど強者T-ある

l
(2) 検証処理tの実装諦価

碇策検証アルゴリズムに基づいてプロトコル検托ツールを試作した そして.この ノールを動

作させてその結果を検査することによって.走丑4 2 5の誤りを検出できることを確認した

この検証ツールはプログラミング言語 Cで記述されており その大きさはコ}ントや保守のため

のrL,-ナン等を含め約5.1Kステップである

本検証アJL,プリズムの検証処理量を評価するため.この検証ツールを用いて様々な実農を行っ

た その結IRの一部を衣4 4 2に示す この表で実象対象としたプロトコルは ITU-Ttb告 X25

のバケット通信用呼設定･解放プロトコルおよび ITlJ-T勧告共通線信号方式 N07の電話ユーザ部

TUPの呼処理基本部 (回線のリセットやプロッタ等の包壌管理棟能と2重補足等の異常処理を除 l

く)であり.それらの規模 も併せて示 した これらのプロトコルは,従来法では検証することが

できなかったものであるが,未 4 4 2から分かる上うに.本提案検証法によって検証が可能と

なった_このように.本プロトコル検証法は,実用的及僕の通信プロトコルに対 しても十分連用

可能で検証することができる.

表4 4.1 検正処埋'7:-の例 (現品低)

ケース 1 ケース2 ケース3 ケース4

ケース条件 プロセス故;< 21 こI1 25 aa

従来法 検証処理左尺度C 3_4 291 228 378,936

n■ 43 8031 6035 33.0∝)7795

提案法 検証処理呈尺度 C' 122 113 133 89,280

衣4 4 2 検托実穀結果

項El 項円の内訳 X.25◆プロトコル ～-07

プロセス致プロセス遷移鼓 221.217_7 】1572379の規模

横江結果 1S5796 38m10S

4 4 5 まとめ

本節では･可能な範囲でプロセスの適移を一括した必要#/J､隈のグローバル遷移を用いて作成

したグローバル状態適移LgH:1って,プロトコル仕様に含まれる誤りを検出する新しいプロトコ

ル検証法を操業した 本検証法の特長は.同様な誤りを検出する従来の代表的プロトコル倹証法

である到達可荘性解析法!:比較して.生成するグローバル状腰 ･グローバル遷移ともにその個数

が著しく別宅されており,その結果検証処理量が大幅に淀少していることにある.この効果につ

いては理註的にまた実験的にも釜じた 例えば.理蒜的には,少なくとも検証処理量を 1/2-1/4

確度以下に削減できることを示した また,実験的な評価では,従来法では検証できなかった実

用的数段のプロトコルが.提案検証法によって検証できることを具体例で示した



一 4.5 プロセス状怒這移周の7サイクリック展現法に上るプロトコル検証の効奪向t

4.5.1 舞安 -1 m- 千:ま,前- 4で- し- た相 法とは閑 が全く異なる礼 いプロトコル模舶 とそ l ウの憲 二J言:2%f;た た臥 プロトコルの払作を掛 る方法には.全プロセスの枇 拙作 .l l -4 -3を並行レて完全にiFl等的に列挙していく方法 (以下,グロー′<)レ展捕まと呼ぶ)と,各プロセス l 3の動作を中心に校長 _他プロセスについてはB/L､隈の動作のみ校長 し管理 していく方法 (以下,

プロセス展開法と呼ぶ.これは4.3で述べたプロセス木状畏閑とは全く異なるものである.)が 2

+,∴ ∴ ㌦ ∴ 工 言 ∴ 二 ∴ ∴ ∴ ∴ こて㌦ ∵ ∴ - 十十 .

ある [4BH 一-J二 底4.5.1

到達可能な状腰け べて含みかつそれらの状悪で失行可能な送受信遷移をもれなくすべて含む1

ぅ,7サイクリノク状に展開していく･そして,それ以上展開を掛 ナでも既に得た展開結果の (一

部の)繰り返しとなった場合に展開を停止する つまり･プロセス毎の状態遷移図の展開におい

て.等価な展開状態が得られた妹合,それ以降は同じ展開の繰り返しとなるので展開を停止する

このようfJ･等価な展開状懲は,一つの速移系列について展開を進めた鴇合に得られる場合･即ち･

等価な展開状態が先祖と子孫の関係にある場合と･そのような関係はなく,全 く兇なる2個以上

の遷移系列を英行した後に到る展開状馴 {互いに等価になる場合の2通りがある-この上うな展

開に伴って∫定義4 2 5で述べた全プロトコル誤りを検出する一

4.5.2 プロセス状態遷移国の7サイクリyタ展開

本項では.与えられたプロトコルに含まれる各プロセスの状安達移民をアサイクリック状に展

開する方法を具体的に述べる.一掛 こ.与えられた各プロIt=ス仕様の状禁と遭掛 三･7サイクリ

ック展Baされた状磨達者Ea (以下.最隅状悠遠移鼠と呼ぶ)では複数個の状態と遷移にそれぞれ

マ ッピングきれる.

Eg14.5 1にプロトコルの一例を示す また.そのアサイクリノクなプロセス展開祐黒を図4

5 2に示す Ea4_5 2で,楕円と矢印は,17･サイクリック展開状態速移国における状B･と遷移

をそTLぞれ表す.これらのEglで.例えば.固4 5 1のプロセス1の状暫 0は.図4 5･2のプ

ロセス1の状腰0.0.01,02.03の4個の展開状掛 こマ･Jビングされる･そしてEn 5 1の

ブコモス 1のループ状の達弁系列-2.+3.-4は.図4 5 2の0･0から16に到る-2･0･+

3.0,-1 I.-22に7 ,ビングきれる･

5 2

プロセス2

プロトコルの例 (初期状惣-0)

[是戎4 5 1〕(アサイクリック性)

プロトコルの状繁盛移回がアサイクリックであるための必要十分粂件は 各状忠が初期状態か

ら到達可能で,かつルー7'状の遷移系列が存在しないことである 状筋違移周がアサイクリノク

なプロトコルは7サイタリノクであるという

[定我柊]

[定森4 5 2](プロトコルの7サイクリyク展開)

与えられたプロトコルのアサイクリックな展開 に の展開を ｢アサイクリックなプロトコルへ

の変換｣とも呼ぶ)は.与えられたプロトコルの各状態,各状態遷移そして各侶S-那,7サイク

リックなプロトコルの一枚には硯敦個の等価な展開状態,展開 (状腰)遷移.展開信引 こそれぞ

れマッピングされる対応づけをいう 7サイクリックなプロトコルにおける等価な状忠,遷移.

信号は.元の状態名,速移名,信号名の後にドット (.)に蒜く数字 (0から開始する)でil別する

[定義昇】

与えられたプロトコルから,文行可能な送受信遷移をすべて滞れなく含tllうなアサイクリッ

ク展開状祭遷移図を作成するためには.各状悪で実行可能な送受信を確定するための必要十分条

件を明確にする必要がある_



図45_2 Eg]451のプロ トコル例 をプロセス展開した結果

[定義4 5 3】(FROLLTO,L,A) (tZF4_5 3参照)

‡とYをそれぞれプロセスkの&(男初期扶史ot_o∈qから扶虐 sLn∈Ql(k-1.2.A･,対)に到る信号

系列,プロセス Lの展開初期状怒 o O∈Qlから状態 tl.Eb∈Q,(I-1,2,･N)に到る信号系列とする.
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信号系列 ･Yにおいてプロセス )から受JdLた転後の信号をFm H s..n.Xは する.また.信号系列Y

においてプロセスkl=送出した最後の信号をTOL(i.A,Y､とする.さらに.プロセスkか信ぢ系列X

に含まれる信号を送信又は受lL]Lすること･:1って状雲 S.nに到漣するために.プロセス ■が少な

くとも到達 している必貫がある状態をL,(sII.Xとする.この L('S..nx,を状麿 S.TLのB,J､扶啓

と呼ぶ一三1= プロセスkが侶号系列 Xに含まれる信号を送信又;ヱ受信することによって扶養 S..n

に到達するために.プロセス iがLl-sL･･1･Xに到達するまでに送受信する信号の系列をR､(S▲.n.XI

とする.

[定点鞍】

プロセス k プロセス 1 プロセスJ

図453 FROM,TO,L,Rの艶明図

例えば,EgZ4.5.2で.FROM TO,L,Rの例を示すと,以下の通 りとなる

FRCNL(1_2(-20).(+11))-11.

TOI(I.I(+20).(-)1))llI,

FROu三(2.7.(-2.0)I(+1.1)(+34))･3.4,

TOl(27,(12_0)I(-1.1)(-34))･34,

LC(2.7.(-20)(+11).(+34))12.7,

R2(2.7(-20)(◆1.1)･(◆3.4))-(+2.0)(-11)･(-3.4).

Lz(27.(+20)(-I1)(-34))･10.

R.(27.(+20)･(-I.1)(-34))-(-20).

Egl4 5.2において,各状忠の右恥 こLの億を7ンダ-ライン付きで示す

[系 4 5 1](信号を受信できるための粂作)

定兼4･5 3において7サイクリックなプロ トコルP.のプロセスkが状哲 sLnで,信号 y∈NL

を受信できるための必要十分条件は 以下の3丘が成立することである ただし.プロセス iは,

55



｢ ~~~~~~~~~~

J I

状やLJLで信号yの送1三速捗を持つものとする. (2ーy-3-4で,U:.p-2.7.LL'2,7.I.2.0)(-1.1)(-3,川 -1

･1,FRCNJ.Stn.- - ーY一 一 -いてしこ(2,7.(.2-0,(-i,I,(-3- L(I.1,が成立

:2ーsucc.(i..1,y).ur.pを満たすU..p.及びk以外のすべてのプロセス jに対し, (3)L.fLl,ト2ー0)I-1.lH-1,0,プロセス2l=ついて.L

(3)L.(【卜D,Yト S,_rt_ 葱OLlから状昏 1-1への丘番の送信(0.1,-1.1日こ対応する

ここで.S-tは.succ●ls.Z)-tを曲たす信号系列Zが存在することをいう.ただし.succ事(S.ZI 1.1への遷移の貴lu+(1,0..I.0日ま.プロセス20)扶昏0.03

は.succ+(S,Z)スiisを衣し,succ+(S,Zrはsucc(-..ts∝cts.2b).Z二.--.Z.ノ,n≧0,a-2(..2 1- に対応する-

Z_とする. 本旨で提案する検圧法のアルゴリズムでは.衣,二示す弓

[系鞍】 各プロセスの状を進捗EEから7サイクリック状の状態遷移

系4_5｣ は,以下に示す通り.信号送受信がFIFO型であること及び各プロ七スの-つの状繋 [アルゴリズム4_5,1日 7J一イクリ.Jク状展開

遷移系列に含まれる状怒相互の何の関係から証明することができる. J.j.kをブコ七スの註別子 (一≦ i.j.k≦n),yを信号の

[系4.5_lの証明] 掛 こ従って,一つの速仁 It..y)とそれに対応する全実行1

系4.5.1の必要性の正明は次の通りである,なお.十分性については自明であるので証明を ることに上って.アサイタリック展開EglP..安定状繁の姓

最初に条件(1)を説明する 定義3 1 1によって.プロセス lからkに向けた′(ノフTはFtFO

動作を行う 粂件(1)が成立しないと仮定する.FRCNとTOの定弟から.展開状繁0.0からt.1)L=

到る信号系列Yに含まれる信号のうちプロセスkに送出された最後の信号は,otOからSトnに到

る信号系列Xに含まれる信号のうちプロセス lから受信した最後の信号とは一致しない これは,

信号系列.tの中でかつ状惣sL.n上りも前の状暦で信号 yをプロセスkが受信すること,又は.S.n

でy以外の信号をプロセスkが受信することを意味する これは矛盾である 従って.射 牛(1)が

成立する.

次に.条件(2)と(3)を説明する L,(u..p.Yy)-I..D',L,(slnX)-5,T)'とする･0,0から 【.A

に到る信号系列をYとし.0,0からS.,Etlに到る信号系列を‡'とする 条件(2)が成立しないとする

と.XTはy'の部分系列ではないし,また逆にYがX'の部分系列でもない 0,.0からv qに到るT.;ぢ-

系列がTの部分系列でか )かつY7の林分系列でもある上うなV..qが存在する.Lの定義から,V,q

からt,h'に判る信号系列を実行すると,V.qからS,.nに到る信号系列は実行できない.逆に,V,q

からS,n一に到る信号系列を実行すると▲V･qからt.･b'tこ到る信号系列は実行できか ､･これは3'

盾である 従って,条件(2)が成立する 条件(3)は粂件(2)のプロセスkに対する特別な-ケース

であり,同様な理由によって,これも成立する.

【旺明終】

例えば,図4 5 2で,プロセス 1は状無 12で,プロセス275i状葱 11で送出した信号 34

を受信することができる なぜなら,以下の示す通り3条件が成立するからである

(1)k･1で.S-n･1.2.I-(-20)(+11),また.1･2で,i.D-11,Y-(◆2･0)(-11)とすると,

FROy2(12.(-20) (◆11))･11,TOl(ll,(+2.0) (Ill))･11 と な る .従 っ て ,

FWu2(I2.(-20ト(.i1))-TO.(11.(･20)(-11))
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i,0.L_[(1.ll-11であり プロセス2.ニ

L.I.I.(◆201(-1.1)ト 12が成立する.

省の貴だ(I0,+11)は.フ■ロセス2の玖

.また.プロセスlの状整 1.0から状好

から状唐10への遷移の送信(0.0,-1.OJ

手取 二従って,与えられたプロ71コルの

移Egを購某していく

議別子 Ly∈出-ノこする 以下に'7=す手

(S.yIを描納的に恨次追加す

合Sc,関数LとRを作成する ここで

stepI P.を･P.I(Qor帆su⊂⊂)とする ここで,0-4.,.0-事O,OL.0-くOL,.0.-0.0.AJ-叫 ,I.帆,I

≠(l≦t.】≦M とし,suCc(0..y日 y∈N.)は未定並とする また.SC･I(0._0.020

0､0日.L･くL.,.L,(0.0.I)-0】0,氏-叫 , R.(0.0,r)･E (l≦ュ.)≦N)とする

step(n) P.,㌔.L.,R,が得られているものとする

Step(n･1) ネステノブで得るP.ISC,L..RJをそれぞれP,I-(QIo'M7succ'),Sc', L,',R,'とする_

ます､P;とScrを次によりdy出する

g-<Q'>

&､qUIsuccl(sL∩.y)E

Q'-Q.UIsuCc-(tコ1.i.)I

Q'-Q()≠L,k)

0㌧o

N▲L'-出lLU yl

HI-M.(J≠lまたは 1千k)(1-Lの小文字)

sL,K:‥SuCCL‖succ一(sln.y)Iuisucc,(I_巾.y)E

S:'･S,UFPJの作成に伴って生成された全安定状忠

次に,UL･p･Su亡⊂(tlLL.yとL vL-q暮SuCCL(sL.ny)とする ただし,y∈MLとする.状

哲u､.I)とvlqのL:.R'は次の通りとする.

L:(up.Yy)･up

R'(u､p.Yy)･Y･y.

L'(ul_P.Yy)･Lh】mYJ.

R'(U.p.Yy)-R(t_■,Y;
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ただし,1≦J≦Nで J≠】である また,

L/lv.q.Iy)-V.q.

RLTt＼･lq.X･y)･Xy.

L-(､.q.X･y)t■誠_JL(S▲.n,I).L'(uLP.tly)I

R'1､..q.Yy),ILaX,｢R(S.TL‡).R'(u pY･y)L

たた'し.1≦】≦トで )千kである ここで.U-Vのこきに限りm L(u,V)･Vで

あり.逆にV-Uのときl二限りmXLruv)-Uである また,叫 (LJ.l'は.Uと

Vの間の信号系列の最長のものである

【アルゴリズム柊】

系4 5 1を用い,上述の7ルゴリズム4_5 1の展開手荒さに従って,-つの送rEiとそれに

関連する実行可能な全受信を7サイクリック展開図に.一つのステップで追加する.この縫取

最終的には実行可能な全送信と全受信こがこのアサイクリック展開馴 こ含まれることになる

走凝4 5_3に示し7L.:マyビング関係が,与えられたプロトコルとその7サイクリック展開図

に存在するならば,与えられたプロトコルの定義済み送受信と安定状態は.その7サイクリック

展開EIの定義済み送受信と安定状哲に対応する.従って,もしアサイクリックプロトコルに未定

義受信,実行不可能送受信,デノドロックが含まれていないならば,与えられたプロトコルにも

このような誤りは存在しないことになる

以上から,与えられたプロトコルと7サイクリ1ク状展銅に上って作成きtl,るその7サイクリ

ノクプロトコルとの問に定義4 5 3のマッピング槻係が存在 しかつそのアサイクリックプロト

コルにプロトコル盛りが存在しなければ,元のプロトコルにも誤りが存在しないことが分かる

このように,7サイクリyクプロトコルを検査することに上って元のプロトコルが誤 りを含tTか

否か判定することができる

4.5.3 プロセス状態i空移国のアサイクリ7ク展開の停止

上述の7サイクリック状展開手競さは,展開停止条件が示されていないため.展開が血隈に扶

く可能性があり,それ自体では鼓り検出アルゴリズムとして完全ではない_つまり,摂りを倹出

し撮うことがないという条件下で7サイクリック展開を停止できることが必要である.停止条件

として,以下に示す2径類の条件 (終了条件.及びマージ条件)を考える.もしこの停止粂作を

適用しない場合には,jt用 した場合に停止する状無以降に.展開シーケンス (系列)の一部が援

り遺し展開されることになる

[定義4 5 4](展開終了粂作 タイプls,図4 5.4参昭)

以下の3条件が成立するとき.扶悪 Lzl∈Q-は状怒S.,n∈Q,のタイプIsのプレカーソルと呼び,

状患 sLnをタイプIsとマ-クする.ただし,U.Vをそれぞれ0.0からtLA,S.･Ltに到る信号系

列とし.UはVの謙分系札 即ち,UIUlu2- u,とし.V･V.･vZ･-･V.とすると.Lb-V,で,p≦qで
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ある.

(1〉tE■-S nである しかし,i.zb≠S.nである.

(2惟 費のプロセス)‖≦J≦いについて,LI■.い-L(S..nrJ.

(3JtJ内の全信号を送受信すること::よ･,て到達するJ<-/77玖繋⊂R_lLLAUJL.'三.V内

の全信弓を送受信することに上って到達する′くプ77状タと R.s n.ヽ)･二等 _いtl

≦J≦＼1.

ここで.-は.S-tの切合に限りs J-lJが成立するという等価関係 (LとJがTしい必貫は

ない)を表す_

【定蔑鞍】

U
2-
号

u
2
･･･
u
-.

V
=
V)
V
JL

.
-

V
..

し ▼

図454 タイプlsに上る

展開の停止

もし,タイプlsとマ-クきれた状腰 s nで展開を終了しない場合は,状態S..n以降.状怒 tl_■

から状繁 S.nまでの状無益移系列が浸り返し展開されることになる

区4 5 2の桝で,プロセス2の状態0_5は.次に示す通り3条件が成立するのでタイプlsと

マークされる

粂件(1) i･2.t 山).0, S.n･0.5であり,00-0_5である 更に.0.Oよo.5であるので,条

件(1)が成立する

条件(2)U･̀ で,＼'･(-30日 ◆20)(A 1).L】(00,f)･0.0,L.(0.5(-3.0)･(◆20)-(q 1)).0.3,
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L,i(0･OEll00-L2(05(一30H +20日 ^･1､)=05である･従って･プロセス 1に対 して･Lt(00･

LJ-L(05.(-3.0日 +20)･(･41))･プロセス2に対 Lで･L2(0-0･EトLc(015･-30)A(.2･0)

rd lりこな1).条件(21が成立する･

粂ftt3):Rl.00.E)及びし･R.,(00.I)に含まれる全信号を送受信することによって到達するプ

ロセス1から2宛のバ ノ77状東 とプロセス2から1宛のパ 777状態をそれぞれcll,C2.とする

そして.R10.5.-3.0:･+2.0. A1)･及びV-R_,(05.(-30)･(･20) A I)に含まれる全信号を

遠受信することに1って到達するプロセス1から2宛の′{ッ77状雲とプロセス2から 1苑のパ

ッ77状雲をそれぞれCニ∴ C2.とする.

R.(0.0.E-I . Rl(05,(-310)I(･2･0)(.41):･(-20ト(･30ト 1 I),t1-R̀(00･ど)- ･

＼'･R2(0_5(-30)I(+20)(A.0日-(-30)I(･2･0)･･4･0)である･従って･C.2･E,C2'-E,ClZ'-･･

⊂2.'･亡,C.rC.2',CZrC2;となり.条件(3)が成立する

l定義4 5 5日 展開終了粂作 :タイプ2S.図4･5 5参照)

状態 U.pは,次の 3条件が成立する場合,タイプ2Sのマークを付ける･

(1)全プロセス i(1≦)≦N)について,St･(.,L.A.. S.･卜 s n暮 )として t.･d.-S n.

を涌たし,かつ succ'(t叫.i,)･sn.を満たす Xが存在するという粂件を浦たすグロ

ー/iル状懲Gl(St.C.)とG.(S..C.)が存在する

(2)succ'(a..rl..Y)-U.p.を浦たす侶7,-系列Yが存在する

(3)すべての 】(1≦)≦N)について,以下の条件(31)又は(32)が成立する･

(31)succ,●(S,∩..I.)･L,(u,p..1")を満たす信号系列 Z.が存在する ここでIY'は･状

態 0.0から状態 S,n.を健由して状慾 u.pに到る信号系列である

(3.2)S,n,が常にL.(uLpL,Yl)から到達可能である

これら3条件が成立するとき,状暦 t Pは状暦 s n,のタイプ2Sのプレカーソルであると呼ぶ

[足長終】

図455 タイプ2Sによる展開の停止

タイプ2Sとマークされた状態 U.plで展開を終了 し小 一場合.この状怒U.p.以降.状怒 t D

から状怒 S..rL,に到る遼#系列が竣 り返し展開されることになる

例えば,Eg]4 5 2の例で,プロセス2の状善05はタイプ2Sともマークされる.なぜなら,

次に示す通 り,【定義 4 5 5】の3条件が成立するからである

粂件(1):Sl-(00.0-0).S.･(0305)とする.プロセス 1に対 し,0.0-0.3であり.またプロ

セス2に対 し.0.0-05である 従って,条件(1)が成立する.

条件(2).S.n1015.U･p,･05であるので,プロセス2に対 し succz'(05Y)J 5を満たす信

号系列Y-Eが存在する 従って.条件(2)が成立する.

条件(3):し(0.5,(-30)I('20)･(山 1))･03で, succl●(03E)･03であるので,プロセス 1

に対して,succl●(0_3.Y)･L】(05.(-3.0)(◆20)I(A.1))を捕たす信号系列Y." が存在する.つま

り.粂件(31)が成立する

一般に,タイプ2Sのマークがついた場合,必ずしもタイプlsとマークされるとは限らない

実際のプロ トコルでは.裸鼓個の異なる状悪遷移系列が同一のグローJfル状慾に到達すること
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が少なくない.これまで!=述べてきた展開手抜きと展開終了処理のみで展開を箕島すると,この Li(1-4.(-2-0).(.1.0).(.I.2)).L2日.2.(-2.

ようなグロ-ノりレ状態が多いほど,不必要な展開を行うことになり,長閑妖雲遷移図(=含まれる 条件(1)が成立する-

秋野は指鼓C3鼓折目二f*j:していく_これを回避 して.プロトコル讃りの検出を損なうことなく劾 条件(2.:U-(-2.OH .1-日-Rl(I.2.｢-2_0)

妻 蔓重 言重要 ≡ 警 誓 ≡ 慧 憧 薫 薫

I.2)となる.従って.C;2-(.⊂～】-(, ClZ'-Il定義4,5.7ト 展開マ-ジ条件 :タイプ2枚襲 U .piは.次の3条件が成立するとき

る全バツ77状態は.VとR,(sE.n.V)に含まれる信号の速射 ,iを実行 して到達するJ<ツフ ■ (1)全プロセス .(1≦i≦桝 こついて.≡

0)･(+I.1)トL2(1.4(-20)(十10)･(+12))であり

(+I1)とR.1_2(-20日 +Ill).二それぞれ含まれ

から2宛のJ(ノ77状を こプロセス2から1苑の′(ノ

ー2-0ト(十10日 +1.21-R(14.(-2.Ol∫+10)･('1.2日

れ含まれる送受信を実行して到ifする,プロセス1か

宛の/くノ77枚繁をそれぞれC;I.C2;とする

Rll_4 -20ト(.10トトL.2))･卜10)･+20て(-

czl'-E で,C.2～C{.Czl-C21で-ある.つまり.条件

タイプ2pのマークが付けられる

.t.Eb,一･),S,I( S.n,=)としてt..zD- S rl.

を満たすX.が存在しないという条件を浦たす2

〔定義終】 個のグローバル状懲Gl(St.Ct)とG.(S,.Cs)が存在する.

ラ ー L= L .千

図45.6 タイプ Ipによる展開の停止

定義4 5.6の2条件が成立する場合.状怒 tl.El以降の農相と状繋 s n以降の展卿 王同一とな

る 従って,タイプIpこマークされた状態 S..nJ;1降の展開は省略できる.

例えば,図4.5 2の例で.プロセス1の状怒 14は,次に示す通り2条件を沸たすため,状

慧 1.2のタイプlpのバートナとなり,lpとマークきれる

条件(1)S._n･1_4,I.I)･1.2.L.(12.(120)(◆11))-I2,L,(14,(-20)(◆10)(+12))･14.

L2(12.(-2_0ト ('1I))-11.LC(I4.(120) (･110)-(･12))-12,L,(12,(-20)･(◆ll))-
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(2)succ'(s n,.Y)-u pを油た丁信号系列Yが存在する

(3)すべての)(1≦)≦N.J≠l)について,以下の粂件(31)又は(32)が成立する_

(31)succ,I(S.ローZ)･L.(U.p..r)を浦たす信号系列 Z,が存在する ここで.Y7は,状

態0.10から状態s n.を経由して状磨 U.p.に到る信号系列である

(32)S,n.が常にL,(U▲p,YT)から到達可能である.

これら3条件が成立するとき.状態u.p.は状態 tm.のタイプ2pのバー トナであると呼ぶ

[定弟終】
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図457 タイプ2pに上る展Lnの停也

状繁 U.p.と状態 Lt.A.が上述の3条件を満たす場合,これら2つの状態以降の展開状想遷移系

列は同一となる 従って.タイプ2pの7-クが付いた状懲以降の展開を省略することができる_

例えば,函4.5 2の例で.プロセス1の状態 14は,次の通り,状態 12のタイプ2pの′く-

トナとなり,タイプ2pのマークも付けられる.

条件(1)'l-1で.S.-(12.11),S.I(14,12)として,2個のグロ-バlL,状態Gt(SL.CL)とG.(S..C.)

が存在し,プロセス1について 12-14を満たし,プロセス2について 1.1-12となる.従っ

て.粂件(1)が成り立つ.

条件(2) S.nr14で.U.p-14であるので.プロセス ll:対してsu亡亡.事(14.Y)･14を満た

す信号系列YT'が存在する 従って,条件(2)が成立する.

条件(3) Ll(I4.(-20)(◆10)･(+12))･12で,succ2'(12.E)･12であるから,プロセス2

に対LでsLX:C2'(1-2.i,)･Lc(1.4.(-20).(･10).(◆12))を満たす信号系列Zl･Eが存在する つま

り.条件(31)が成立する

この例では.タイプ lpのマークが付いた状無にタイプ2pのマークも付いたが,一掛 二はこの

ような抑係はなく.両者は互いに独立である

以上で示したプロセス単位でのプロトコルの7サイクリ 7クな展的と展開停止粂件lこよって.

Gg4 5-1のプロトコルを展開Lた結果は図4.5 2となる 図4 5 2の各状繁 【Lnの近くに

ある7ンブライン付きの状惣 Ln.は状磐t,.nのし胤 即ちL4(I.n ‡.)を衣T ここで,Xは.

状態0.0から状哲 t nl=到る信写一系列である
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X,-R,(in･.U とする XとX.のそれぞれに含まれる信号を送別 aLした結果到退する,プロセス

･からl兎の′'ノ7 7状繁とプロセス)から1宛のJi77T状蟹をそれぞれC .亡,とする この

例の説明の範囲内において,(i,n t.･n.C.,C,,を状態 t,nのグローパJL,状哲と呼ぶことにする.

Eg14-5 2の破線矢臥 土以下:こ示す24gの関係のいずれかそ示す.たたし 破畝矢印の失元の

扶悪をu pとし,欠頭の状態をsF.)とする.

絹係 1:状患 S.1■のグロー′,'ル状原と,状葱 u_plo)グローバル叔善が互い:二等価である こ

こで等値関係-は定並4･5 4に示した通りで.状善 0..0から状JQs.Aに到る信号系列は,状IT'

0.0から状蓉叫･Pに到る侶号系列の部分系列である.実際.この関係 lが成立すると,この例で

は,これらの状繋U.p(l･1.2はタイプlsのマークが付けられる.例えば,プロセス2において.

(upS･凸･､05.OOF.(040_0,とすると.プロセス2の信S-系列(-30)I(◆20ト(A 1)にお

ける状態 00と05u.互いに等価なグローJ{ル状繋(0.0.00.L E)⊂(05.03...)をそれ

ぞれ持つ.従って,状怒0_5においで展開が停止する

関係 21状怒 S.･山のグロー′,'Jレ状葱と,状繋 U.p,のグローバル状繋が互いに等価である こ

こで等価関係→は定讃4 5 4に示した通りT-,状宕o.0から状態S.皿に到る信nt,-系抑 三,状態

oOから状態 u p,に到る信号系列の部分系列ではない 乗取 この関係 2が成立すると.この例

では これらの状態 up(l･12)はタイプlpのマ-クが付けられる 例えlg,プロセス 1におい

て,(uLp..SIEB.)-(1412),(23,2日とすると,プロセス 1の信号系列(120)(◆10)(.12)

により到達する状態 14こ,プロセス lの信号系列(-20)(◆11)に上り到達する状哲 12は,そ

れぞれ互いに等価なグロー′{ル状態(1.4.12 .̀I)と(1211亡.E)を持つ 従って,これら

2個の状態以降の展開はマージきれる

4 5 4 プロセス状悪運移図のアサイクリyク展開法の7ルプリズム

本項では,4 5 3で原理を示した凍案プロトコル検証法のアルゴリズムを示す 与えられたプ

ロトコルに含まれるプロセスの個数をNとする

[アルゴリズム4 5_2】(アサイクリック展開法)

導出すべきプロセス展開図全体をPとし.処理対象とする送信を表す変数をa,未処理の送信を

蓄えておくFLFt)型キューをYとする

steplPにおける各プロセス l(111.2, -･,～)の初期展開状態をoOこする また.Pの各初

期展開状怒 0.0の穀′ト状唐をloOE(1≦]'≦N.】宇))とする 更に,名プロセス 1の初

期状態O,が持つ送信をすべてYに音標する

step2 町から送信を一つ取りtTJLでaとし,この送信aを持つプロセスを1(1≦l≦h')とする.P

のプロセス 1の展開『=こおいて,送信aJ:1る遷移こその先の展開状態を追加する.さら

に,この展開状繁についてサブルーチンTを実行する ただし.Yが空Iごった場合はstep6

::&tT
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step3 プロセス lについて,速1.iaの遷移元展Lm大腰から連課して実行可能な全安倍遷移とそれ

らの先の展開状磐をaの達者先晩印状態にコビ-するというプロパケーシjrン処理を行う.

このプロパケ-./ヨン処理は文献【32】の方法に従う 個 4 5.8と図4.5_9番阿)こ

こで.各異聞状空を導出する亀にサプル-ナンTを実行する

step4 送信aの信号を受信するプロセスをj(l≦)≦h',J土1)とする.PのプロセスJの展開垣

.=おいて,aの遷移元展開状無の最小状態から到運できる範囲内の各展開状繋が.aの信号

を受信することが可能か否か荊ペ.受信可能であれーごその展開状無,こaの信号の受信遭移

と遷移先の農園状態を尊出し追加する.ここで,各島開抗慾を専出する毎にサ7A,-ナン

Tを実行する.

step5 stepJで卓出した各受T3遠軌 二ついて その遷移元の展開状慾から連環して実行可能な全

受信遭移とそれらの先の展粥状態を.その速移先の展開状態にコピーするというブコパケ

-シヨン処理を行う このプrJバケーション処理は文献[32]の方法に従う. (図4 5ー8

とEg)L15 9参照)ここで,各展開状腰を導出する毎にサブルーチンTを実行する.これ

らの処理の完了後,step2に戻る.

step6 元のプロトコルで定漉されている送受信のうち,プロセス展開図Pに含まれないものを失

行不可能送受Iuとする.

サプル-テンT_導出した各展榊状態:こ対し以下の4点の処理を行う.

その展開状怨が受信によって逐移し.かつその受信が元のプロトコルに定義されていな

い場合.その受信遷移を未定義受信とし.以下の3蕪の処理はスキップする.

その展開状掛 こついて,安定状態の集合.及び,関数L(敢小状態)とRをirT..出し追加す

る_ (7ルゴリズム4 5 1による)

その展開状態について.定義4 5 4-4 5 7の条件が成立するか否か倹査し.いず

れかの条件が成立する妓合 ｢等価展開状態｣とマ-クする

その展開状態が ｢等価展開状懲｣とマークきれておらずかつ元のプロトコルで送cc.-を持

つ場合,それら送信をすべてYに追加する

【アルゴリズム終】

H ≡ 告 )

図458 -プロバケーション

甲

一lV

{Wーーl W+Ru図459 +プロパゲーション

4 5.5 プロセス状怒遷移EgIのアサイクリック展開法の評伝

l 本筋で韮案したプロトコル検証法の特徴は以下の通りである

(1)各プロセス掛 こ.文行可能な状態遷移と到達可能な状態とから手h成される穀,トのプロ七
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ス扶善遷移EZ)を作反する

(2)プロセス掛 二糾取はない.

(3)走凄4.2 5で示した全プロトコル誤りを検出することができる

プログラム言語 Cを用いて本プロトコル検iZ法に基づく検証ノー′レを作成した.このプログラム

の大きさ.王約 12,000行である.

Eg4 5.IO仁,プロセス状普遷移図の7サイクリック展開に基づくプロトコル検止の効果を.

従来法との比較で示す.検捉対象とLたプロトコルは トークンリング lJ入用プロトコルで.リン l

グ内の各通信ノード.pま.状整数が6で丘移散が 12の 1個のプロセスで実現される この周の練軸

はプロセス致又は通信ノー ド汝を衣T_.捉■は,所要メモリL-の尺度こしてメモリに#碩すべき

状繋鼓と.計井処理量の尺度として倹証時和(CPU使用時間 を表す_

図4.5.10から分かるように.従来法に比較して,所要メモリi及び検証時間を大将に削汝で

きる 例えば,プロセス故が 10の堤合 本提案プロトコル検証法に1って所箕メモリ丑と検証処

理長は10分の 1程度になる.この別強硬合い,つまり本検証法による効果は,プロセスの増加に

伴って増大していく また.従来法では使用コンビュ-タのメモリ制限から12個以下のノ-ド(プ

ロセス)を持つ場合しか倹証できIIかったが,本堤案検証法(:上れば 14個までのノー ドを持つ場

合の検証が可能であった.
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図4510 7サイクリック展開に基づくプロトコル検止法に上る

蓄積状態散(メモリ呈)と検証時間(処理立)の削減効果

4 5 6 まとめ

本節では,プロセス展的法を益にLf.:新しいプロトコル検証法を提案した.この提案検証法に

は,プロセス展開法に比較して,展州の停止削 ヒを徹底的に図ったことに特長がある.即ち,プ

ロトコル誤りの検出に支侍がない範囲で.冗長な展開をなくし,これ(:1って.検証に･E要なメ

モリ丑と処理丑を削渡し倹証効雫を向上させた

検証効率の向上の度合いについては.具体的なプロトコル例を用いてdnじた そして,従来法

に比較して,検証勧学を10倍以上に向上できること,プロトコル規模,特にプロセス数が多くな

るほど検証効率の向上が大きくなること等を明らかにした.

4 6 誤りの性質に応じた段階的検証処理に上るプロトコル検証の劾李向上

4 6_1 枚要

一桂に,誤り検出のために列挙し検査すべき怖掛 ま,検出すべきA,誤りの性質に応じて異なる.

このため,性茄が異なる誤りを同時に検出する場合には,それら誤りに応 じて災なる情報の組み
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合わせをすべて列挙し検査することが必要になる この結果･列挙すべき†吉報の品は.個々の誤

りの検出のため:=列挙すべきtHr誰呈の軌 こなり･庫めて多くなることがある･そこで･本筋では･

検出すべきプロトコ レ掛 )を.全プロセスを含むシステム全休の動作状軌 二直接関わるデツt'ロ

ックと,システム全休の鮒 乍状熟 こ直射 三係わらない他の誤りとに分類する･そして･まず役名

:二年す点りを検出するため各プロセス毎の動作を中心とする検査を実行し.その後全プロセス払

作の同時検査を実施し.システム全体の扶慾を表すグローバ71,扶繁を列挙してデ ッドロックを検

出する方法を埋案する.

いずれの検査にか ､でもプロトコル動作を表す状腰遷移fZIを展開し作成するが･それぞれの誤

り痩出に支障のない亀岡で,列挙する状忠や状懲遷移を必要G,)､取に留める･特E:･範初のプロ

It=ス毎の動作を中心にした検査で;ま,各プロセスの実行可能な遼臥 ますべて列挙するが,グロ-

パル状態はできる限り列挙しないことにする そして,次の全プロセス動作の同時検査では.実

行可能と判定された各プロセスの遷移のみを用いたうえ･4 4で述べf=状懲遷移一括化法と同帆

誤り検出に支障がない範EElでグローバル状態の列挙をC,J､隈に押さえる このような展朋処理に

ょって,展榊する状無と状.Qf遷移の捉款の大幅な削減を可能とする 本建策倹妊法では,このよ

うな段階的な検証を行うことから,段階的プロトコル検証法と呼ぶ

4 6 2 プロトコル検証における所要メモリ丑と処理且の支配的翼素の分析

定点4 2 5のプロトコル倹止riFJ塩を解く方法については多くの提案がある 原理的にはプロ

トコル[:従う動作をすべて模擬し誤りの有無を検査すれば1い 2 2で述べた通り,すべてのプ

ロトコル誤りを検出するために必要なプロトコル動作を網羅的に役擬する主な方法には,グロー

バル扶哲を順次列挙する方法(か 【ZZ】(以下.従来法 1と呼ぶ)と,プロセス掛 こプロ トコル動作

を投擬していく方法 32 (以下,従来法2と呼ぶ)とがある･

従来法 1では,初期グロー′川,状苦から出発 して,グローバル遷移を逐一実行することに上っ

て到達可能となるすべてのグロー′りレ状忠をJは 専出し,同一のグローバル状慾を検出した場合

にはそれ以降のグローバル遠捗の実行を停止する このようにして持たグE7-パル (状懲)遷移

EgIの各グローバル状悪において,未定遜受信 デッドロyクの有島を検査する さらに･グロ-

パル達移EZlの導出完了後,一度も実行しなかった遷移を実行不可能送受信とする･図4 6 1の

プロトコル例に従来法 lを適用した着果得られるグロ-′,'ル遷移図を図4 612に示す Egl4 6

2で.角が丸い長方形はグロ-′くル状慾を表し,そのうち荊かけのある長方形は安定状磐で･特

に影付きの安定状層はデ yドロックである これらのグロ-パル状態で払 各プロセス状襲名及

び各′くッ77内信号系列 く信ぢ系列は ( )内に)が示されている Egl4 6･1には含まれるが

図4 6 2のグローバル速移図には含まれない遷移は,プロセス2の状態SERVICEにある+ACKで

あり,これが実行不可能送受信となる プロセス2の状無FALmTで未定義受信十色CKが検出されて

いる.
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(a)プロセス 1 (b)プロセス 2

回46 1 プロトコルの例 (初期状整-REAL)Y,IDLE)



⊂ = )‥グ｡-′･ル雌⊂ :⊃ 安定雌

実行不可能遷移:プロセス2の状態SERYICEにおける dCK

未定轟受信._ _ ◆ プロセスZの状態FAULTにおける◆ACK

デ川 ロック 〔:= ⊃ 安定状鮒 IT FAULTノ

図4 6 2 従来法 1をEgI4.6.1のブコトコル卿 こ適用した結果得られるグローバル遷移図

従来法 1の特徴はグロー′{ル状態の導出と苫机 こあり.この首領A-が所要メモリ丈の支配的要

素となる.つまり.孟グロー′iJレ状怒故をN.とすると,所要メモリ量は7u=ほは比例する 一九

従来法 1では いったん諜出したグローパル状態が既(:導出TJ=グローバル状腰のいずれかに-
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鼓するか否かを検査するが,この処理品が最も大きい この挨査に2分環公法を採用する場合,

その処理芸は,loglけ ローパル淡雪数lに比例する 胤peltraCet▲ィ! .1の1うにハyシンダを使え

[三.この処理iを強ちすことができる..グローバル扶禁故は新グローバル状繁の導出と共に増

加していく･つまり･この検奇に男する処理玉の平均甘 三,三:logXへ は=1.2. .㌧につ

いての琵和 -loiltX,り仇 に比例する また.いったん卓出Tるグロー′iJレ状怨の仰臥 三.グロ

IJllレ遷移の個数lこ7.;しい 従って,従来法 Iの琵処理量は,グローバル丘移設をトーとして.ほ

ほ ゝ･logコ(hT,日̂ ,E:比例すると考えられる.グローバル状葱は.宕滋 4 2 2に示した通り,-

掛 二各プロセスの状聖 こ各′(77▼の扶葬の租み合わせであり,従って.プロセスが稚えるとグ

ローバル状禁致やグロ-′tレ点者款は汚点即汝的に増大し,従来法 1の所要メモリ:̀と処理草は

急激に増加していく.

一方,従来法2ではプロセス掛 二実行可能な状態遷移動作をすべてJR次展開していく その結

果得られる1人繋遷移LAをプロセス異聞Eglと呼び,プロセス展開図における状態を (プロセス)展

開状悪と呼ぶ 展開状蟹を相次卓出する過程において,他のプロセスが良性取到迂しているはず

の状葱 (これを殺′ト状態と呼ぶ)と安定状原をすべて同時に尊出していき.同じ動作展開の蛭返

しになった場合,つまり,等価な展開状態が既に導出されている塊合それ以降の展開は停止する.

そして.各展閑状恋の導出時に未定並受信の有蛭を旗査し.安定状態においてデγドロックの有

無を検査することによって.それぞれ誤りを検出する さらに,展開終了後一度もj:行 しなかっ

た遷移を実行不可能送受信とする

図4 6 1のプロトコル例に従来法2を適用した結果得られるプロセス展開図を図4 6 3に

示す 同時に得られる安定状態は図4 6 2に示すものと同一である 図4 6 3で,角が丸い

長方形は展別状哲を表し,展開状哲の名前には,図4 6 1のプロセス状怒名の後に ドット()と

鼓字を付与しているが,これは一つのプロセス状態が一般に裸故国展開されるので.この上うな

複数の展開状繁を区別するために数字を曲別子として使用しているからである 図4 6 3で,

各展開扶窓の屯小状怒を右上の ( )内に示す この田ではプロセス政が2であるため,各を′ト

状態はiEl手プロセス1個のみの状忠を表す また,長期状態名の下にある 【 ]内の憎掛 土.従

来法2では尊出しないものであり,後で詳しく述べる.検出されたプロトコル誤りは.本質的に

従来法 1つまり図4 6 2と同一である.

図4.63のようなプロセス展開図を締出する従来法2では.各プロセス毎の展開状繁と他プ

ロセスの8-小状態を蕃出し管理するが,プロセスが増加しても従来法 1のグロー′iJレ状繁はどこ

れらの横雲は急激には増加しない 一方,従来法2では,プロセス展開を停止するための判定と

デ･/ドロ･/クの検出に安定状怨を使用しているので安定状態をすべて導出する必要がある この

安定状葱は各プロセスの状繁の組み合わせであり,一般的にはプロセスが増えれば指数関数的に

増加する.つまり,従来法2の所要メモリ葺.rま.-掛 二は従来法 】上り少ないものの.オーダー

的にはほほ同棲で.N.に比例する また,鑑処理量はやはり従来法 1より少ないものの,オーダ

ー的には同様で,はば.V,log2(ド,いm.-)ogJ(.～,日に比例する.
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(a プロセス1



4.6 3 段階的プロトコル検証法の原理

4 6 2での分析結果:=基づき,特にプロセスが多い場合･従丈掛 こ比較して検証に･1.安なメ

モリ')Ttと処理.Ll:を刑涼できる帯しいプロトコル検証法 .段帝的プロトコル検証法と呼ぶ)を本主B

で提示する.その煉理は次の通りである･

提案検証法では,所要メモリ諒と所要処理晶の支配的要素であるグロー′くル状態 (含安定状態)

をできる限り列車しない方針とする そして･検出すべきプロトコル誤りをその性掛 二応じて2

杜掛 こ分類し,それぞれに必要8,1､隈の処理を段階的に実行 して別々に倹出する方針とする 具

JA鈎に.･三.検出にグローバル状磐を直長は必要とLfiL､未定謹書信 ･実行7;可能送受信と･直接

グローバル状暦を必要とするデノ･+ロック亡に分類する そして･こ71ら2種類のプロトコル盛

りを検出するt.:めの処理を2段階に分けて行う･

第 1段階の処理をプロセス胤 正と呼び･従来法2と同様･各7'ロセスの実行可能な遷移と遷移

先の状茨をすべて射 出することに上ってプロセス展開EAを得ると同時に未定義受信を検出する

そして.展開終了後に実行不可能送受信を検出する この第1投降処理では,従来法2と同姓.

-掛 こ一つのプロセス状恵が領敦の疑問妖雲に展開さrtるたb･それら裸鼓の展開状展のd溜rほ

.J能とするため,展開状悪名は.元のプロトコルにおける状悪名:二 1/ノトい とその技に註別子と

して0から1づつ更新する故字を付与したものとする 実行可能な速移と達者先の扶繁 (展開状

別 の導出は.送信を一つづつとりあげ,その道倍速掛 こ対応するすべての受信遷移を席次退bll

Lでいく方針とする ただし.このとき.プロバケーション137r一二よって･既に#出されていた受

信&移とその先の展開扶藍がコt='-きれて追加される 1'yト ()以下の3割子は更新する)こ

とがある.例えは.,あるプロセス1(1≦1≦N)との送信又は受信の前t:別のプロセス)(1≦J≦N･I

≠1)から信号を受信する場合には,プロセス 1とのその送受信の後でもプロセス )からその信号

の受信を実行できるので,プロセス 】 この送受信を持つ状聖力切 つプロセス Jからの受信を･プ

ロセス .との送受信の後遷移する先の状態にコピーする.このようなプロパダーションを含むプ

ロセス毎の状態遷移EgEの展開については.従来法2を論じた文献【321の方法に従う -方,展閑

の停止については従来法2の終止条件を削 ヒし.4 5で給じた7サイクリ7ク展開法に従う.し

かし.所要メモリ蔓と検認処理是の支配的安嘉となる安定グローJiル状慾を導出しないこととし

4.5にある展開停止条件のうち,安定グロー′(ル状態を使用する条件は採用しない.史に.郡2

投博の処理で利用する情報として,各送信遷移の信号の受信に1り速さする先の展開状態 (以下,

受信先状態と呼ぶ)をすべて,その送信遠耳の先の展開状掛 こ蓄えておく一

第2段階の処理をグローバル検言正と呼び,第 1段階の処理の結果得られる実行可能プロセス進

捗を利用することに上って.実行可能な各プロセスの遷移をできるだけまとめて実行した後のプ

ロセス展開状IR!から構成されるグローバル状.5.を低次感出する.鶴見的には,実rT可能な遷移を
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持たないグローバル状態と受信遷移を含tT複数の這移 (分岐)を持つグローバル状啓を中心にiB

出する.子㌧て.実行可能か遷移を拝1.:ない安定状だが得られた場合,これをデyi:ロノタとし

て検出する つまEJ,従来法 2と;三異なり.安定状無をすべて列挙した後その中からデッドロッ

クを抽出することはしない そして.実行可能な速移を待つグロー′()レ状啓のZ#出を最小限に留

める_

この1うな節2投降処確をできる限り効牢よく実現するたれ 以下に示す特別,'J処理を採用す

る

(D第 1段階のプロセス検証処理において,送信された各侶弓を受信した後遷移する先の展開

状.態 (受信先状想)を保存しておくが 保存したこの受イt,先状態絹報を茄2段階の処理で

利用するこ とに1って.信号を受信し違移した後のグローバル状聾を迅速に生成する

君達鼓して実行可菜な伺-プロセスの遷移は,途中でデ IJ rロックが発生することがないの

で.受rG遷移の分岐がない躍り送信遷移を一括して英行し,その実行後のグロ-JiJL,状を

を韓出する

③ある安定状態が複数の送信遷移を持つ場合.送信遷移を持つプロセスの状rLEが遷移しない

限りこれらの送信は以降骨に実行oT託であり.デノドロックの倹出に関しては,それらの

実行頼序のすべての収列組み合わせを詞完して検査する必要はない.つまり,一つの送信

遷移 以下.第 1の送侶違捗と呼ぶ)以埠のグロー}{rL,状雲を卓出ーた後,他の送信遷移

(以下,第2の送信遷移と呼ぶ 以降のグロIJ(ル状方の導出で第 1の送信遷移が現れて

これ以降もグローバル状態を尋出し掛 ナてデyドロックが検出されれば,既にiHT出した第

Iの送lu遷移以降でも同じデノドロックが必ず検出されている つまり.第2の送信遷移

後に第 1の送信速移が現れた鎗合.それ以降のグロー′くル状態の轄出は無駄となる.この

ような無駄を回旦するため,各安定扶掛 二おいていったん実行 した送信遷移を ｢検証終了

遷移｣と呼んで管理する

⑨第 1投階のプロセス検証において.展開停止条件を沸たす展開状患.つまり,他の展開状

態と等価な展開扶啓を検出するが.このような等価展開状葱が第2段階のグローバ)i,状態

卓出において現れた場合.以降のグロー′くル状態とその述執 ま捜返しとなるので.それ以

降の処理は中止する.この結果,第2投降のグロー′りレ状繁導出では,いったん¢出した

グローバル状繁を保存しておき,あらJJ=に尊出したグローバル状態と比較し同一である場

合それ以降の展開を停止するという処理は必要なくなる.

4 6.4 段階的プロトコル検証法の7ルゴリズム

本節では.4 6 3で示した原理に題づく捷案プロトコル検正法のアル1リズムを示す 与え

られたプロトコJレに含まれるプロセスの世故を .Nとする.第 1段階のプロセス検証のアルゴリズ

ムは次の遡?)である.

77



[7ルゴリズム4-6 1日 7･ロ七ス検証=地業検証法の節1段階の処理)

ておくFIFO塑キュ-をY こする･

steplPI=おける各プロセス ー(I-1･2.I.～-の初期- 妖艶 ol･0とする また,Pの各初

期最鰍 態 0..0の鼓小状態をlo,OLLl≦】≦N･J≠l)とする 更に･各7'ロ七ス Lの初

期妖雲 0.が持つ送信をすべてYE:普碩する･

step2Wから鮎 を-つ取り出してaとし･この送fuaを持つプロセスを l(1≦i≦N)とする･P

のプロセス .の展開図にか て,送信aに上る遷移とその先の展開状態を追加する さら

に,この展開状掛 こついてサブルーチンTを実行する ただし一m 哩 だった場合はsLep6

に進む

step3 7･コモス Lについて,送信aの遷移元那 状 態から速読して実行可能を全受信遷移とそれ

らの先の展開状若をaの遷移先展開状掛 こコt=' するこいうプロ′吋 -ション処理を行う･

このプロバケーション処取 去文献【32]の方法に従う ここで･各展開状態を希出する掛 二

サ1ルーチンTを実rTする

step4 送信aの仁S･を受信する7･ロモスをJ(l≦J≦N- )苧1)こする Pのプロセスjの展開図

.こおいて.aの遷移元展開妖雲の8,1､改悪から到達できる範田内の各展開状如 く･Aの伝写

を受信することが可能か否か発べ,受信可能であればその展開状や!=aのT-号の受信遷移

と遷移先の展開状態を斗出し追加する ここで,各展開状態を井出する掛 こサ1ルーチン

Tを実行する

steps sLep4でj#出した各受信遁移について･その速移元の展開状態カ,ら連鼓して実行可能な全

受信遷移とそれらの先の展開状態を,その遷移先の展開扶繁にコピーするというプロバケ

ーション処理を行う.このプロバケーション処郵 三文&[32】の方法に従う･ここで･各展

開状態を卓出する転にサプル-テンTを実行する-これらの処理の完了後ISleP2に戻る

step6 元のプロトコルで定義されている送受信のうち･プロセス展開図Pに含まれないものを失

行不叶能送受信とし.終了する.

サブルーチンT:辞出した各展開状態に対し以下の5卓の処理を行う･

その展開状態が受信に1って速移し.かつその受信が元のプロトコルに定漉されていない

壌合,その受信蓬移を未定糞受信とし,以下の4点の処理はスキップする

-その展開状安の%')､状照を導出LPに追加する (文献【321の方法による)

.その展開扶繋が受信に上って遷移する境合は,それに対応する送信の遷移先の最的状悪(:,

この展開状態を ｢受信先状態｣として保有する.

その展rNl状態について以下の3条件を満たす展開状態力他 に存在するか否か検査し,77-･在

する境合 ｢等価展開状態｣とマークする

3)両県P!扶善が対応する元のプロセス扶繁が同一である(ドット(.)以下のit別子を除い

て展開状悪名が同一である)
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②向展開状態が持つ位小状態に対応する九のプロセス状悪が同 である(ドノ卜()以下

の誌別子を除いて展LKl状襲名が同一である

③名プロセスの初期展開状.Cから,両展開秋空とそれぞれが持つ蝦小状態に到る送受信

遷移を実行 した後のバ /フT状妾が同一である

-その舶用状態が r等価展開状割 とマ-タされておらずかつ元のプロトコルで送Jiを持つ

場合,それら送信をすべてYに追加する.

[7ルゴリズム終】

次に,窮2段階のグロー′iJレ検証ではデ7I:ロノクの検出を行う そのアルゴリズムは次の通

りであり,歳時プロ-チャー トを図4.6 4に示す ただL,処理の対泉とするグロ-パル状繁

をカレントグローバル状態又は単にカレント状JCt,と呼ぶ.

[7ルプリズム4.6 2] グローバル模正=提案検'if法の第2投階の処理)

カレントグロ-パル机,L_Qを&す要談をGとし.未処理グローバル挟まを侃存するためのFILO型

スタγクをZとする

sLepl Z≡ lq)r (初,ly]グローバル状rLi)とする.

step2 Z-≠であれlf柊j'する Z≠≠であればsLep3に進む

step3 Zに粒径に追加された安京を取り出し Gこする_

step4 Gの全パッ77に含まれる信S･の乾鼓が 1以上であればstep5に進み.0個であればstep7

に進tT.

step5 Gの全′てッ77に含まれる侶S･のうち.いずれかのパy77の政後尾にある任意の信号を

aとし.信号aを受信するプロセスをri:する プロセスrが信号aの受イ言によって遷移

する先の展開状態を アルゴリズム1のサプル-ナンTで保存しておいた受信先4人哲の情

報を利用してすべて求め.S,.S2. ･,S,とする ただ_,信号 aの貴rZ遷移がまったく

ない場合は直ちにstep2に戻る

step6 各 J(J･1.2. ,ら)についてstep611からstep616までの処理を行うことに上って,G

を基に aの受信連藤あるいはそれに連続する送信遷移を実行 した後のグローバル状管を

#出して帆二C).C2. ･.Cnとし,Z･ZU lCn.･.C2.ClF (GnからG.の順序でZに追

加する)によってZを更新し,stepZへ戻る.

steps-1 (S.がGと同じ遷港系列上にあるか否かの検査)

S.の各8,1･状史について.その8,1､状態からGにおける同プロセスの展開状恵に到達可能

な坊合.その屯小扶悪とGにおける同プロセスの展開状磐が一畳する場合,またはGにお

ける同プロセスの展開状態からその長′ト状怨に到達可能な場令,steps-2以降の処理を行

い,さもなくばS.についてはstep6-2以降の処Ftを行わず,S..1の処甥へ進む

sLep6-2 (連枝する送信遷移の先の展開状,哲の導出)

S.の持つ遷移がすべて送信遷移の堤合は,S,以降連萩する送信遷移のみで到達可能でかつ

途中の展開状態が受信遷移を持たない最も先考の展開状恵をすべて者出し,u▲.tl_.1･.U､
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とする

steps-3 (グローバル状鹿の生成l

ブコモスrの最開披雷がSで,r以外のプロセスの展開状態が-Gにおける展開状哲とS･

のEi/J､状繁のうち.より先へ進んでいる展開状磐であるようなグロ-パル状思G'を生成す

る た[=･L step6-2において展開状整 U,･uL. .･ulを導出1-た場合は･G'のプロセス r

の農園状懲;王S.では,jくUとし,sLep6-4･6-5ではすべての J(.-1･2････h)の雀に

対して処理を行う

sLep6-4 (倹鉦終了遷移の検射

グローバル状をGからG･へ到る各プロセスの遷移系列をすべて月べ･初斯グローバル状態

からGへ到る途中のいずれかのグローバル状態において ｢検証終了遷移｣として登録した

遷移が Itgでも存在する場合は,G■を処理の対象外とTる-

step6-5 (等価展開状悪の検査)

グロー′')レ状態GからG.へ到る各プロセスの遷移系列をG･の展開状態まで含めてすべて調

べ,｢等価展F苅状態｣がある場合は,G●を処理の対象外とする･

,t,p6-6以上!=1り処理の対象外とならなかった G'が Zに追加すべきグローバル状態 G"･ら･2･

･G"である.ここで.dはSに関して処理の対象外とならなかったグロー′くル状悪の

個数 もはS.からS,_lまでの処理で蚤後に得られたグローバル状禁である･

sLeP7 カレント状怒Gは安定状原でありICが持つ送信遷移をすべで挙げ･tト t2････t･とす

る Gが送信速移を全く持たない場合はstep9に進む

step8 各 )(J･1.2.I.m)についてstep8-1からstep8-5までの処環を行うことに上って･安

定状怒Gから1個あるいは複故の連続する送rt;遷移を実行 し1=後のグロ-パル状繁を導

出して帆こGI.C2.･･ Gnとし.～-ZU IC,H-IC2,C. (G.からG.のJX序で Zに追加

する)によってZを吏葡し,st印2へ戻る.

steps-1 (検証終了遷移の検査)

t,が 初期グロー′てル状蟹からCE=到る遷移系列の中のいずれかのグロー′りレ状態におい

て ｢検証終了速移｣として登録されていれば,I,についてはstep8-2以降の処理を行わず

一,..の処理へ進む-

step8-2 (連枝する送信遷移の先の展開状磐の導出)

送信遼移 t,の遷移先農園扶恵を Sとする･S.の持つ遷移がすべて送信遷移の染合は･S.

以降連環する送信速さのみで到達可能でかつ途中の展開状悪が受信遷移を持たない最も先

箱の展開状忠をすべて串出し, ul. ul, ･.Uhとする.

step8-3 (等価展開状態の検亜)

S,が ｢等価展開妖艶｣である場合は.S.を処理の対象外とする また,slから U.(.･1･2

-.h)へ到るまでに r等ei展掬状態｣がある場合は. Uを処理の対象外とする.

S一eP8-4 グローバル状禁の生成)
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送信遷移 tlと展1月状哲 S,を持つプロセスを rとする Gにおけるプロセス rの展開状態

を.地坪の対象外とならなかった S,または各 uまで進めて.Zに追加すべきグロ パル

状忠 G.L. ら..,.,CAJを得る.ここで,dは処理の対象外とならなかった展開状空 S ま

たは U.の借款,q･'三tlから一,_]までの処確で最後に得られたグロ-パル妖雲である.

sLep8-5 (挨証終了遷移の登ii)

以上で t に関する処理が終Tするので･I.をC.=おける ｢検証革7遷移｣として登録し,

t..I.1,.2 t.によるグローバル状原の#出時,およびそれらのグローバル状態を基に

したすべてのグローバル状態の韓出時に.I,を含む遷移系列によるグローバル状態の繰出

を再度行わないための判定に利用する

step9 Gをデッドロノクとして登持した後,sLeP2-戻る_

【7ルプリズム終】



EgI4_6.4 提案検証法におけるグローバル検証の7ルゴリズム

[定理4 6 1】(アルゴリズム4 6 1と4 6 2の正当性)

71t,ゴリズム4 6.1と4 6.2は正当である つまり,両7ルゴリズムによって,定衣4 2

5のプロトコル盛りをすべて有限時間で検出することができる
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[定点終〕

[定理4 6 1の証明]

7ルプリズム4 6 1は.4 5でiじた7サイクリック展開法に比較すると,以下の2.a-が異

なっている

(1)デyL'ロック検出のための処理がない. (未定並受信 実行不可能送受信の検出処町 三同一

である )

(2)安定状怨を一切専出しておらず,プロセス展開の停止条件に安定状繁を利用していない そ

して,この停止粂件はアサイクリック展開法の停止条件のサブ モ ノトになっている.

この(2)に1って,4 5のアサイクリγク展開方7Bで.'まプロセス展開が停止する場合でも7JL,∫

リズム4.6 1では停止しないことがある しかし.7JL,ゴT)ズム4.6 1のプロセス展開停止

条件は,文献【32】の方法のス-′ト 七 7トとなっており,展好日三必ず停止する つまりアルゴリ

ズム4 6 1は有現時何で終了する また,実行可能なプロIt:ス遷移こ到達可筏なプロセス展開

状態はすべて列挙する 従って.未定衣受信 実行不可能送受信を検出し損ねることはない

-方,7ルゴリズム4 6 2では,これらの実行可能なプロセス速移と到退可能なプロIt:ス展開

状態を利用してグローバル状態を串出しデYドロyクの有無を検査する.これらプロセス速移と

プロセス長押状態の佃談は有限であり,7ルゴリズム4 6 2751有限時間で停止することは明ら

かである.7ルゴリズムAI6.2では.導出するグロ-パル状態を可能を毎gEiで最小限に抑えて

いる.その特徴的な処理は,sLep4でカレント状やGがバップ丁に信号を持つ坊合と持たない場合

に分けて処理している点と,step6とstep8においていくつかの特別な処理を実行している卓にあ

る これらの処理がすべて有限時間で完了することは明らかであるので.これらに上ってデノド

ロノクを検出し損ねることがないことを柾明すればよい.

steplでの場合分け処理の結果.カレント状態 Gがバッ77に信号を1滴以上持つ場合 step5

に進み,Jfッ77･内の侶号をl個(a)のみとり上げて処理を進める_このため.Cが持つ送信遷移

やバップ丁内の他の信号の受信の実行に上り到迂するグローバル状無をキ出していないように見

える しかし.実際には step5において.アルゴリズム4 6 1のサブルーチンTに上って得ら

れる受信先状態を利用しており.パンフT内信号を受信するプロセス遠移はカレント状潜が持つ

ものだけでなく,それ以降のすべてのグロ-/(ル状軌 こおける全史信遷移を輯出している つま

り.Gが持つ送信達移ヤパ 17 7内の他の信号の受信を実行し1=後で信号aを受信した場合もすべ

てカバ-している_もしデフ7L'ロックがあるとすれIf,それは安定状態であり.パッフ丁内借号

をすべて受信処理した後の状磐である 従って.step4,5でのこのような処理によって.デッド

ロックを検出し損ねることはない

sLep5においで,いずれかのバY77の位後尾の信号aを取り出して,基本的にはstep6でその

信号の受信遷移先の状悪を.遷移後のグローバル状幣の一部としている この処理は当該パップ

丁内の信号を連鼓して受信 したことに等価であるが.7JL,ゴリズム4 6.1のプロセス検止に上

って.このバ777に芋横されている侶号はすべて受信可能であることが分かっており.これら

83



一連の受信の途中でデ , ドロノクになるここはない.従って,この処理にLってデッドロyクを

検出し･誤ぬることはない

一位に信号aを受信する遷移は枚致あるが.その中､二は,初期グローバル状態からカレント臥

雲Gに到る壬での同でb.G以降でも実行 レJjtlものがあり得る (Gを含まない別のグロ-パ7t,咲

繋遷移系列上で実行される) S一eP6-1は,そのような不相な受信を除外するための処理である

sleP6-2およLfstep8-2において,抽出し/'=展開状無以降に送信遷移が続く場合,これら送信を

すべて実行しt.:後の雌 i･カレント状無Gの遷移先としてグローバル秋空G'を生成する.ただ レ ,

安倍産移の分岐がある場合は.その分岐を持つ状若を還啓先グロー′(ル状善とする.これら送信

は必ず実行可能であり,途中でデyL'ロ7クが生じること一三あり得ない.従って.この処理に1

19てデブ L'ロ7クを検出し損ねることはない

step6-3において,信号aを受rJするプロセスr以外のプロセスについて.プロセス rの速移先

状無の最小状悪がカレント状懲Gより進んでいれば.この最小状.._6%を遷移先グローバル状怨とす

る aの交信時において,r以外のプロセスでは,その最小状澄までは必ず進んでいるので,畝′ト

状t..Eをそのプロセスの遷移先としてもアyドロックを倹出し損ねることはない.

安定状層から送信這移処理を行った場合,step8-5に1って,その送信遷移をその安定状軌 二お

ける r検証終了遷移｣として登録している 一位に.送信遷移.'Z,他のプロセスの状態如何にか

かわらず実行できるため,step6-4や step8-1I:おいて,その安定状態から出る別の送信遷移で始

まる速移系列を検査する中で.検証終了遷移を実行すると,既に検査した系列と同じ道杉の系列

を再皮検査することになる このため,その先の検証を中止しても,デッドロックを検出し損ね

ることはない

step6-5およびstep8-3において,カレント状繁から遷移先の状態の間に等価条件を捕たす展則

状態が含まれている場合,以降の遷移系列は対応する等価展開状態以降の遷移系列と同一である

ため,カレント状蟹以降を検査する必要はない.従って,step615お1ぴstep8-3の処理tこよって

デyrロ/クを検出し損ねることはない

このように,step6とstep8において複鼓の遷移をまとめる等の特別処理を施しているが.これ

らに上ってデッドロックを検出し概ねることはない_

以上から,7ルプリズム4 6 1と4 6 2とに1って定義4_2.5で示したプロトコル誤り

をすべて有限時間で検出できることが証明できた.

[証明終】

4 6 5 度指的プロトコル検証法の逮用例

Ea4･6 1のプロトコル例に提案検証法のプロセス検証 (アルゴリズム4 6 日 とグローバ

ル検証 (アルゴリズム4 6.2)を善用した結果を図4_6 3とEa4_6 5にそれぞれ示す
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図465 グローバル検証を図46 1のプロトコル例に適用した結果

濃案検証法のアルゴリズム4 6 1に上って得られるプロセス展開図が.従来法2に上って得

られるプロセス展開図と異なる点は.侶P,-を受信Lた後述移する先の展開状態 (受信先状忠)の

情報が各送信達者後の展開状怨に付与されている点にある,このような受信先状滋を.図4 6

3では送信遷移後の展開状態の名前の下の [ 】内(=示す 例えば,プロセス 1の READY.0から

恥IT_0への送信速移-REQの受信先状態は,プロセス2のSERVTCEO及びFAu.T2の2つである

アルゴリズム4 6 1つまり第 1畏階の処理において各プロセス状潜で実行可碇遷移を再出する

とき,従来法2と同様に,未定盛受信と美行不可能送受信を検出する

アルゴリズム4 6 2に}って,次の通り団4 6 5が尊出され.デッドロyクが検出される.

まず,steplによって初期グローバル状態くさ(READY0.lDLE_0) (バップ丁の記述は省略した.以

下同様である.)が生成され.これが未処理グロー′(Jレ扶器のスタ7タZの安芸となり,step3で

処理対象のカレントグローバル状惣Gとなる.このカレント状無のバツ77はすべて空であるた

め.step4の判定の結果 step7I:進む step7では送信遷移の有aEを検査し.プロセス 1の-REQ

とプロセス2の-札A紬 をこのJR序で持たとする step8において.初期グロ-パル状無で送信-

REQ及び-AIJRy を実行することに上ってグローJl'Jレ状怒(参(恥IT_0.1DLE0)とQ)(READY0.
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-

F.ALLTOほ それぞれ生良し.こ1--らモスタ クZt=6 ..号,の脈 で追加促存する.また,step8-5 ▼ー ら.評価の尺丘は 検証に必要なメ1

によって,RLUY-Ol=封 ナる信ぢREQの送信遷移を安定状態丑における ｢検証終了退別 として登 IL,例を対象 とした実争lこ上る定立が

持する.その後 step2に戻る.

sLep2の後のstep3で;i.グロー/.JIレ状雪空をスタ】.タZから取1)出してうレント扶昏Gとする,

このカレン}状慾では′'ソフTに信号旺Qが事故きれているので.stepJで｢信号が 1唱以上あり｣

と判定して,tep5.二進み.受一三速さとし て.旺Qを拝L信号 REQの安倍先状繁と-てSERVⅠCE.0と

FAllT_2を得る.step6でまず農甜状整SE糾tCELOを処援する.つまll,steps-1を経て.sLeP6-

2ではSERl,ICE.0の先t=連F;する送信-DO:XEと-AIAM を連托して実行し虐移した後のグロー′<)レ 定的要素であるグローバル状繁く名

妖雲苫JY.1ⅠT_0,FAULT.1)を生成する一次1.I.展用状怒FAmTー2について処理 し.グロ-パル状想 -役に従来法 1と2に比較して少ろ

⑤(T_1ⅠT.0.F肌 T.2.ーを生反する.そして,生成したグロー′くル扶繁Sと3)をこの傾FFでZに追加

する.以上T-.グローバル状慾3に的する処理sLeD6が完了し.sLep2に戻る. 6-2で述べた通り一同-プロセスカ

次に.step2の後のstep3でグローバル状想㊤をZから取り出してカレント扶怒Gとする一SLeP4 と step畠等一二示しT=特別な処硬に一

でGの′'L,7,を検査すると.信等【矧 Eと.41.4R1が同一バ-,77に蓄積されているので,step5 t,いったん痴出したグロー′''レ秋空

態は,ALJuNを送信する前の展開状態→DLH の受信先状怒 RW Y2以降であるが･カレント状思

④のYAITOからこの READY2へ遜移するまでに REJWY2という等個展邪欲崇が存在するのでI

step6-5によってこの受信先状悪についての処理は中止する･

再度step2に戻り.step3でグロ-′くル状態⑤をZから取り出してカレント状態Cとする この

Gでは信号AuRLtが蓄領されているので,steD4を経てstep5.6に進み,グロ-バIT,状繋⑥(WAIT2･

FAULT.2)を生成する

更にstep2.3に戻って.グロー′()レ状態⑥をZから取り出してカレント状態 Gとする このG

は石棺信号が-切ない安定状麿であり.step7に進んで,いずれのプロセスも送信遷移を持たない

ことが判定され.step9でこのグロー′くル状態⑥をデッドロックとして生殺する

次に.グローバル状態③における同杖な処掛 こ上ってグローバル状焦①(YAIT･1･FAULT0)t生

成した後.グローバル状悪③から出る右月の遷移系列について澄明する step5の処理に上って･

遷移先として.′{ッ7,内信号Al淵 の受信先雌 M T.2が求まるが,この展開状掛 二到る壬で L

tこ安定状整①の検証終了遷移である (READYOにBける)信号IREQの送信遷移を実rTするので･

steps-4によって,このような状態連移系列の検証は行わない つまり.グローパル状怒③以降の

右側の差移系列の処理は中止し.step2に戻る.位後にグローバル状整⑦をカレント状憩とする処

理を終えると.未処理グローパル状葱を持つスタック Zが空となっており,グローバル横止処理

が完了する.

4 6 6 段階的プロトコ)i,検丘法の評価

本項T-1ま,凍寒プロトコ1L,検証を従来法と具体的に比や評価L 提案注の有効性を明らかにす
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モリ品と処理量こし,原理的な走q:的辞価と.実際のプロトコ

舵.平価の2つの評価法を採R]する

プロセス検証とグコーJi;L･検証とから稚成される.前者

7'ロトコル鎮護の所要メモリ貫と所安処理立の支

含安定状.gJを譜出しか lたわ,その節安メモリ呈と処理量は,

Lい.一方,後者のグローバ･レ検証で;i.第 1投階のプロセス

こ7'〇七ス遷移のみによってグロー′くレ状恋を生成するが.

ー持つ連携送信を一括して実行する等,7ルゴリズム2のSLep6

上って勅草を向上している また.従来法 1と2では.いずれ

無や安定状無をすべて保存しておき グロ-パル机無や安定状

-パル状態や安定状態と一致するか否か挨企する必要がある

しかし,本捷案検,王法では,文民的冥加となるこのようなグローバル状態や安定状繁の保存や比

較は一切不要である 以上から.特にプロセスが多い場合.従来法に比較してヰ提案法の所要メ

モリ量と処理品は原理的に大幅に少なくなる

(2) 実験に上る定俵的評価

評価実掛 二は.4.5 5で不した.リング状 LANに接続されたプロセス間をトークンとデ-タ

が循環する トークンリング LW 用プロトコルを使用 した.実際には. トークンを持つプロセスだ

けがデ-タを送信し.自プロセスが送信 したデータを受信したときは破東し.他プロセス兎のデ

-タは順次辞のプロセスに渡していく 各プロセスが持つ状掛三6胤 遷移は 12個である_プロ

セス款は任意とすることができる.

提案検証法の効果を明恥 こするため,提案検証法に加え,一位に所要メモリ呈 処理量が共に従

来法 1よりも少ないアサイタリック展開法 (4 5)についても同一条件で検証を実施した.所要

メモリ丑と処理jtをそれぞれ評価するため.保存すべき状態の個数と検証処郵 こ要した CPU使用

時間を測定した 実装好個に使用したけ井鰍 三.主メモリが 256雌 で処理能力が約 250SPECJnt92
のワークステーションである.

実装結果を図4 6 6に示す.図4 6 6で,提案検証法の状蟹;如ま,保存すべき安定グロー

バル状慧数が0僧であるので.プロセス展開状潜の個数を表す またアサイクリノク展開法では.

1枚に安定状整数がプロセス状哲致上り多いので,Egl4 6_6の状祭政は安定状整数を表す 7

サイクリック展開法ではプロセス款yが 15以上になると,使用メモリが256XBの範甥を超え横言正

できなかった 実際のプログラムでは安定状世やプロセス展開状繁を保存するために必斐なメモ
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リは7,ロ七ス掛 二依存するが,それぞれ100-致100バイト程度である 特にプロセスが多くなる

と,アサイタT)7ク最同法においてはプロセス長閑状哲よりも安定状繋が庄肖的に多くなり,こ

れが所要メモリ青のBZE>から支配的要't'.:なり検証が不可能となる 提案検証法.'三7サイクリy

ク展開払 こ比べると,展開停上条作が等し,ためブコ七ス展開状無力移 くなるが･安定状態を記せ

する必要がないので.畿合的には特にプE3七スが多くなるほど提案検証法の所要メモリ丘は7サ

イクリノク展用法に比較一て著しく少なくなる
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図466 投降的検証処理に上るプロトコル検証法の

苫碕状繁数(メモリ丑)と検旺時間(処理歪)の削減効果

Eg4 6.6で.捷案検証法の CPL時間はアサイクリノク展的法に比較してプロセス鼓に係わら

ず′トさいが,特にプロセスが多くなりプロトコル及投が大きくなるほど,その差は著しくなる

例えば.プロセス敦が 12の場合,珪素プロトコル倹証法に上って検証処理量は従来法 lに比較し

て LOO分のl以下になり.また7サイタリノク展開法に比較して10分の1以下になる また,節

要メモリ左は,従来法 1に比較して致 100分のユ程度になり,アサイクリノク展開法に比較して

崇10分の 1程度になる.この刑強度合い,つまり本提案プロトコル検証法による効果は,プロセ

スの増加に伴って指数開放的に,̂J敵'.=増大していく.また,従来法とアサイクリyク展的法では

使用コン=-ユータのメモリ制限からそれぞれ 12個･14個以下の/-ド(プロセス)を持つ埠合しか

検証できなかったが,本段符的検証法に上れば50悟以上のノードを持つ場合の険.正が可能であっ

た また,碇案検証法では,第2段階のグローバル検証に賢する処理時間.'!,第 1段階のプロ七
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ス検証に比較すると･いずTtの場合･こおいても圧倒的に小さい.これはJ.6.4のstep6とS【ep8

等で探岡した各4Jの特別処現に上る効果である,

以上に示した通り,捷案検証法t=上って,従来法[:比較して.所要メモリ主 処卑見ともに大

幅､二削減することが可故となる･料 二プロセスが増えてプロトコル現涼が大きくなるとその差が

類書となり.提案検証法の効果がE _く大きく,-jる そして.凝集検証法::上って,プロセスが

多く従来は不可能だった大及損なプロトコルの検証が可能となる.

4_6_7 まとめ

本旨では 検出に安する検査佃 報にrL･してプロトコル誤りを2分ー それぞれに点した最小限

の処理を適用することに上って効宰1く点りを検出する薪しいプロトコル検正弦を堤果した 具

体的には･信号TE義のja不足のようにグロ-パル状態の書出が検出に必須ではない振りは,与え

られたプロトコルをプロセス毎に展開し検査することによって検出し,グローバル状態に直様関

係するデ 7ドロyタについては.前者のプロセス展開結果を利用し,鞍小牧のグロ-パル状腰の

列挙によって検出する方法を姥示した そして.この提案検証法が従来法に比較して原理的に所

要メモリ丑や検柾処理i己が改善されることを品じるとともに.プロトコル例を連用した実験によ

I,て本提案法が所要メモり範と処理丘を大幅に削減でき.従来は検言正できなかった大鹿佼なプロ

トコルを検正可掛 こすることを失証した 具体的には,従来法に比較して,所要メモリ立と康雄

処理宜を 1/100以下に削減でき,プロトコル規鼠 特にプロセスが多いほど検証効牢を大きく向

上できることを示した.

4 7 むすび

本章では,通信プロトコJL,検止の効率を大l副こ向上できる4件の新技術を捷示しその効果を講

じた.,EL<体的には,まず.検証すべきプロトコルの規模を削減するため,信号を送受信する相手

プロセスが 1個に限定されるプロセスを削除して検証する方法を提示した このプロセス削強法

によって,例えばプロセスi･1佃削減した塘合には検証処理量が L/3-1′5に減少し,プロセスを

2f削り漉した皆合には検.王処理是が 10鼓分の1に浪少する.

次に,プE7トコル倹証自体:こ要する処理量 メモリ塁を削減して検証劾李を向上できる方法と

して,プロセス状空運移-括処理法,プロセス状焦遷移Eg17サイクリyク展開法,段階的プロト

コル検証法を提示した これらの3検証法に上って.プロトコル検証!=要する処理蔓 メモリ土

を削涼し検証効牢を大帖に向上でき.特に,屋階的プロトコル検証法に上って,検正効率を 100

倍以上に向上できる

これら3悟のプロトコ)i,検捉まとプロセス別波法とは独立であり,組み合せて適用することが

できる.その結果 例え.= 段階的プロトコル検証法とプロセス削減法を租み合せて連用するこ
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とによって,プロトコル検証の劫字は散 100倍以上に向上できることとなる 従って.実用され

ている及校のプロトコルの検証をoT能にするために設定した,｢検証効率の 100倍以上の向上｣

という研究El庁は十分に辻丘するここができた しかも,これらの新技術は,例えばプロセスが

多くプロトコ レ親授が大きくなる【三と,検証効率向上の効果も大きくなるという性質があり,大

規模なプロトコルへの連用tiが高いとL,える-

qJ5平 地LE,?ソフトウェア仕珠の音昧検証

5 1 まえがさ

逓伝ソフトウェア仕様の検証:=は.プロトコル横丘だけでは完全.?-はなく 意味較正も必要で

ある･しかし.2 3で述べた通り.これまで研究し開発されてきた意味検証技術lこついては.以

下に示す閉鎖があった

①一般に大役損な通13ソフトウェ7trtkは毘階的に作成していくため,途中投降では不完今

なものとなるが,そのような途中投階での不完全な仕杜の検証を行う技術の検討はほとん

どなされていなかった.

⑦逓倍ソフトウIT仕様は-投に規模が大きく複軌 二なるここが多く.このため作成者自身

でもそのような仕様の理解が凶掛 こなることが少なくない この1うな仕様の理解を容易

にする技祐l二ついてもほとんど検討がされていなかった_

③通信ソフトウェア仕様は.それに対する原始要求を満たす必要があるが,そのような安東

の充足性を判定できる実用的な手法が開発されていなかった

本論文では,聞埴①を解決するため.不完全な逓倍ソフトウェア仕様を劾畢よく段階的に検止

できる新しいプロトタイピング手法を52で論じる また,問題②を解決するため,与えられた

仕様を,より栖明/i表現に自動的に変換することによって仕様の理解性を向上し,意味検証の効

牢向上を図る手法を5 3で論じる 更に.問硯③を解決するため,仕様が浦たすべき要求条件を

拡張状態遷移図でf<現し,このような要求粂作を与えられた仕様が満たすか否かを機械的に効年

上く検査する手法を5 4で論じる

5_2 抽象処理を用いたプロトタイピングによる不完全仕様の意味検証

52 1 鼓栗

本節では,不完全な仕様を段階的に意味検証する方法として,新しいプロトタイピング法を碇

案する 浸案プロトタイピング法では,不完全な通信ソフトウェ7仕杜を実行pr能なプログラム

に自動的に変換して実行し,その結果を出力する.通信ソフトウェ7仕様の記述育語には.ITU-T

の国際標準である SDL(SpeclflCa日OnaTldDescriptlOnLaLtPage)を採用し,自動変換 して得ら

れるプログラムの記述言語には Cを採用した 本プロトタイピング技術がこれまでの類似の技術

と異なる卓は.例えば,変数に借が設定されていない.開放の中身が未定凝である等,与えられ

た通信ソフトウェ7仕様が不完全であることを前程としており,実行結果を確かなものと不確か

TLものとに明確に区別して出力することと.実行に必要なデータの最大限の自動設定を実現した

ことにある これ.こ上って.E8分的 段階的な仕様の作成とその検証を容易にし,その桔礼 遇
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信ソフトウェア仕拙作虹のた合的な劾享を向上できる1

5 2.2 柏里処理を用いたプロトタイピング法の原理

1)プロトタイピングに対する要求条件と研究JE硯

プロトタイピングのE]的は.通r=ソフトウェ7仕任を基にプロトタイププログラムをft碇して

実行_.実行結果を挨査することに上って.与えられた仕様に含まれる誤りを検出するとともに

か ､まいだった仕様紡分を具Jj;化させていくことにある_本芸文では.掛 こ仕様よりを検出する

検証に主目的を正く このよう+)ブコトタイピングでは.プロトタイププログラムを安価で迅速

に作屍できるここが基本要求条件となる.プロトタイピングに関する従来の検討では.この遵奉

要求粂年を満たすため,仕様からプロトタイププログラLを勅牢よく作成する方法に主眼を稚く

ことが多かった.

一掛 こ通信ソフトウェアは親授が大きくかつ複雑であり,このため仕様の完成には多発の作文

を必要とする そこで,本論文では,効果的な苦味検吉正を実現するため,上述の盛本質求条件に

加えて以下の(a)と(ら)の要求射 牛をA2定し.これら要求粂件をすべて満たすプロトタイピング手

法の開拓を研究課硯とした

(a)仕様の段階的な作成を支竣できること

仕様作成の基本的な作業は,図5 2 1に示す通り,断片的であいまいな要求を基にして,

これを具体的な仕様にまとめあげていくことであり.要求の分かっている沸分を具体化し仕様と

して取りまとめていく作文と,それを掛 こして他の部分の要求を明確にするという作某を交互に

繰り返す プロトタイ1ビングシステムでは,このような段階的な仕様作成作業のプロセスを反映

した検証の支援を可能とすることが壬要である.

実際 このような未完成の要求仕様をプロトタイビングしながら投打的な動作確認と仕様作

成を実施することによって.一度に仕様全体を作成する方法に比較して 誤りの体正が容易にな

るうえ,要求そのものの明確化や具体化も効車釣になる

図521 要求仕様の投階的詳細化

(b)7'ロ トタイピングに必要なマニュ7 ルIf菜が少ないこと

プロトタイププログラムの英行には様々な作業が必要になるが そのような作巣を可庇な限

り自動化してプロトタイピングに必要となるマニュアル作丑を最小限にすることが重安である

例えば,一役にプログラムを先行するためには多丑のデータを津備する必輩があり.プロト

タイピングではこの1うな実行を多数国繰り返すことになる いったん実行した後途中から別の

部分を実行するバ ックトラックも少なくない 従って,プロトタイピングシステムでは,パ yク

トラックを含むプロトタイププログラムの実行に必要となる作菜が少なく実行が容易にできる

ことが重要である.このためには,実行に必要なデータをできる限り自動的にセットできること

が望ましい 特に,いったん使用したデータは号大隈再利用することとし.マニュ7ルで七yト

するデータの丘を蚤小鼠にする必要がある 史に.プロトタイと-ングの主B的は仕様の検証にあ

るので,プロトタイピング実行の轄東はプロtLタイププログラムでなく.仕様のレベルで評価で

きる必要がある

以上の要求条件をすべて満たすプロトタイピング手法を開拓するためには,その効果を具体的

に評価し明らかにするここが必要不iT欠であり,それにはプロトタイピングシステムの開発とそ

れを用い''=美髪評価が東軍である.そこで,本旨文では,上述の要求条件を癖足する手法を検討

し.その検討結果を題に,プロトタイピングシステムを試作 評価する.

(2)新しいプロトタイピングの手法とプロトタイピングシステムの設計方針
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プロトタイピング手法を検村するうえで･tt椎の検証対象範囲と仕様記述言語を以下の(a)ど

仙 の通は 定した.三た,プロトタイ7'プログラムを迅i*L二かつ安価に文現するという基本要求

4:(午を1枇 すため.rc)[こ示す掛 )･仕はからプログラムへの自動交換:=よってプロトタイ77 ロ

グラムを白動生成することこした･更･こ.鼠項で述べた仕様の投FF的詳某附ヒの王操及びプロトタ

ィビングの容易化という射 手を満たすため.Tdp-1gL,:こ示す抽象処理等の新しい技術を考案し尿

用することとレたr卜lgC

La良能仕様の検妊

一役に通信ソフトウェ7に対する要求仕杖:三 その静的側面を表す扶罷仕様と･動的gI面を

表す性能 特性仕様とL=分･すられる･本プロトタイピングシステムでは･前者の横転仕蛸を対象

とした検証を目的とすることにした.これは.一般t:性能や特性は･実行に利用するハ~ドゥェ

ァやオペレーテノングシステム等の環境射 牛やプログラムの記述富治やコン′(イラの壮遭化手

法等のプログラム生殴粂'#･実行条件等.必ず_も仕様として規定きれない穿刺 二人きく依存す

るからである

(b)SDLの採用

逓信ソフトウlア仕様の記述言語には.2 1でも述べた通り･TTUITが通信システムの仕様

や動作を記述するためにti)際勧告 として削定 した国際標準言語 SDL(Spec･flCa=Onand

Descr■ptlOnLaLnguage)を抹用した その理由は,SDLが.実際の通信ソフトウェ7の仲通と隻

合性のよい有限状態横根モデルをペースにしたもので･通信ソフトウェアの嶺能仕様を簡潔に表

現できるからである

(C)要求仕様からプログラムへの自動変換

sDLで記述された仕様は,そのモデルである有限状態鞍枕に基づいてプログラムを実窺するこ

とができる.そこで,このような放射 こ上って仕様からC言語で記述したプログラムを自動的に

生成することにした これに上･Dて,仕様と完全に合鼓したプロトタイププログラムを迅速に生

成することが可能となる

具体的には,SDLで記述された仕枕における各ステーり ントの意味や倭能が基本的に･pま互い

に独立であることを利用し,SDLのステートメントの種別に対応したC言語記述の小さなプログ

ラムを予め準備しておき.仕株からプログラム-の変換に際して.piこのような小プログラムに鵬

次変換するという方法に上って.これを実現することとした この変換法は必ずしも実行劾準の

よいプログラムを生庄することはできか lが,壌めて単純であり,しかもSDLの変更や伴正に対

して容易に対処できるという特長がある

(d)抽象処理の採用

設階的な仕様のI乍庇に惣合した恵喋検証を実現するため,本論文では抽象処理と呼ぶ新しい

プロトタイビング手法を考案し,採用することとした 抽鼻処理の原理は.まず抜けのある不完

全な仕様の記述を辞すことにある これを抽象記述と呼ぶ.次に.抽象記述されたtt従の中で利
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用できる伯報を浪人阻活用してプロトタイププログラムを実4TL.正しい結果を泣大隈出力する.

このような9:行を抽穀実行と呼ぶ 抽簸記述と細見実行の.f和は次項5.2 3で述べるが.phl者

を合わせて抽象処理と呼ぶ

【e)動的な実行制御の実現

プロトタイププログラムの笑わ先見の検査を容易にするため.I;i.実行の途中結果:=応,=て,

以降の実子丁を自由lこ副軸できることが主要である そこで.交点や信号の値の設定や変更を失行

途中でも可能;こするここにした･更･二.実行の途由結果を,実行シーケンスが分岐する省ステー

トメントにおいて蓄積しておくこととし,この情報を再利用することに上って,実行途中で任せ

の分岐ステートメントの状繁に成って′くYクトラックL.別の撞路を実行できるようにすること

こ'_./二

(l操作性の向上

操作憶の向上には.m維な操作の自動化を徹底するここが望ましい.そこで.以下に示す通

り,実行経路の指定Iこ関する操作の自動化を採用し,プロトタイピングに伴う繰作の省力化を図

った

プログラムの実行で.ri,通常それに必要なデータを事前に準備するが.通常は使用するか否

か不明なため必ずしも使用するとは限らないデータをも準備する必要があるうえ.必ずしも検証

対象となる目的の動作を実行できるとは決らない そこで,検証対製部分を明確にかつ虹臥なく

指定するため.仕様のうえで実行撞路を直接指定する方法を考案し,採用することとし7L.:

しかし,すべでのプロセスについて英行経路を指定すると,矛盾が生じて佼作が遜って煩雑

になることがある･そこで.一つのプロセスのみの実行経路をマニュアル指定することとし,他

のプロセスの実行経路は可能な範囲で自動的に決定することとした.実行撞路が-か こ決まらな

い場合は.任意の経路をマニュ7ルで選択できることとした また.実行軽路を指定することに

1って位が一意に定まる変数については,これを自動的に設定することとした 例えば,実行経

路の分岐.8 (ステー トメント)では,可能であれば,実際に指定された種為を実行できるように.

分岐古で参附する変故の値を自動設定する

(g)体系的な図式出力衣示

仕様作成者に分かりやすく実行結果を表示することは,プロtLタイピング作美の効率向上Lこ

必要不可欠である.そこで,以下に示す通り,実行結果を仕様のレベルでかつ佳肴の時点で体系

的に整理して出力できることとした.

(gl)プロセス単体の動作の結果

各プロセス仕alこおいて.実行されたステートメントをその収序に従って動的に表示するこ

ととした また元の仕従上で各ステートメントが実行された回数を表示することとした_更に,

プロセス内で使われ1=変数とイul号の送受信の履歴.及びそれらの実行時刻をpL己指し出力すること

と し た.

(g2)プロセス相互::わたる動作の結果
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プロセス相互筒の動作の榊係は.信号の送受信の鮎崖で表現できる そこで.IE,'6-の送受の

関係をシーケンスチャートとして表示するこことJ=･

5 2 3 仕弘の抽象処援

(I)仕様の抽象記述

一般に.仕殊は鞍能を単位とーて記述していく SDLでは一つのまこまった機能はt[文上7コッ

ク BL∝K).プロセスtPROCESS,又は手抜きtPR∝肌 に上って表現できるので,本プロトタイピ

ング法では,これらを単位として分かっている証分のみを記述することを幹等することにした.

更に,一つの記述単位のなかでも明確に分かっているステーり ントとそうでないものがあり縛

る そこで,分かっているステー トメントのみを記述し.必ずしも明確でT.pいステ~ トメントは

記述しなくてもよいこととした このような不完全な記述を抽象記述と呼ぶ

(2)仕様の抽象実行

抽象記述された仕様は明らかに抜けがあるため不完全であり このような仕様を完全に実行す

ることは不可能である たとえ実子丁できたとしてもその結果の正しさl:ついては保証できない.

そこ<-.本i,,論文では 以下の方法により,この岡地を解決して仕様を実行することとした

(a)文法誤りの訂正

仕様を英行するためには.まずそれが一義的に解釈できる必要があり,SDLの文法を浦たす必

要がある そこで,仕嫌からプログラムに変換する前に仕様を検査 し,SDLの文法に対する誤り

をすべて検出し.政則としてマニュアルで訂正することとした ただし,nT能であれば自動的に

修正することとした 例えば,チャネル(C仙柑正し),シグナルルー ト(SIGKuROUTE)等の貫首文は,

プロセス内部の記述から自動生戊することとした また.誤った宣言文は同様な方法に上り自動

修正することとした

(b)抽象記述に基づく仕様の強制失行

抽象記述された仕様l二おいて記述の▲い部分を参bqしている場合は.サブルーチンの不足し

たプログラLをコンパイルした後のリンケ-ジ誤りと同様.そのままでは実行できない しかし,

本プロトタイピングシステムでは,このような誤りがあっても,以下に示す特別な処理を施すこ

とによって強制的に実行するこことした

(bl)不足部分を参昭するステー トメントの処理

記述のBいプロセスや手乾きを参昭する信号送受信や手技き呼び出し等のステー トメントは

実行しないでスキップする.Lかし,スキyプしたT･実を記録しておき.プロトタイピング終了

後結果の一部として出力する これに上って,プロセスや手続き等が不足していることを確認で

96

き,不足したまま所望の動作を文iTするここが可能となる.

b2l,正確を出力の滋大隈出J)

一払 こ,抽象記述された仕杜EB分又はそのような謙分を参和して実行した宕丸 まiE産である

と保証できか -そこで,各スT- トメントで参EFTる空談や信号がすべて正しいこ保証できる

壕合にのみ実行結果も正しいと判定し.このような場合にのみステートメントを実行する.この

判定処理を実現するため,すべての変故 こ信号に対 して,その雀が与えられているか吾か.及び,

内容が正しいと保証できるか否かを表す2僧のフラグを設けて菅確するこことした

以上の抽象実行に上って.抽象記述された仕様から生成されるプロトタイププログラムを実行

することを可能⊂一.その各実行結果が正しいか否か明示するここを可能とした.

5 2 4 プロトタイピングシステムの格成こ美瑛方法

(1)プロトタイピングシステムの練成

本芸文の研究で開発したプロトタイピングシステムの株能7ロック構成をEg15 2 2に示す

ここで プリプロセッサは,与えられた要求仕様の手斧文検査を行い.チャネル,シグナルルー ト

等宣言文の不足部分の生成及び修正を自動的に行う また,SDL/GRにより囲式表示された要求仕

様のうえでの実行経路の指定や.英行のいったん停止等の実行制御コマンドの挿入等の飯能も併

せ持つ

トランスレ-タは,SDLで記述された仕様をC言語で記述されたプロトタイププログラムに変換

して計算横上で実行可能にする このプロトタイププログラムはプロトタイピングコントローラ

の下で実行される.このコントローラはプロトタイププログラムを前項5 2 2で述べた方法に

基づき抽象実行する.そして,プロトタイピング実行時の変数や借号の履歴の収集,実行途中で

の信号や変数の値の代入 ･変更の旗能を持つ.



プロトタイピングシステム

図52.2 プロトタイピングシステムのt辛皮

(2)プロトタイピングシステムの実現法

本プロトタイピングシステムでは,汎用オペレーティングシステムull‡を持つワークステ~シ

ョンを開発マシン並びに実行マシンとして利用した そして,以下に示す通り･mIXの供花を棟

棲的に活用することによって効やよく実現した

(a)tJM.Y上でのjj:様の失行

sDLには仕様の構成単位として,システム,ブロック,プロセスの3個の大きな枠組みがある.

しかし,システムとプロyクは,信号 変数のスコープのみを規定するものであり,文TT単位で

あるプロセスをベースにしてプログラムを生成する このようなプロセスは,UM Xの "プロセ

ス-に1対 1に対応させ,SDLの定卦 こ従って非同期的に実行する

(b)プロセス間通信の管理

soLにおけるプロセス間での13-号の授受は,UNIXが持つソケノトと呼ぼれるプロセス間通信

侯能のうち,メ-チャルサーキ7ト横能を利用して英現した 従って.プロセスを生成した時点

で,通信するプロセス間に仮想的な通信経路を設定 し,以降この通信経路を利用して信号を送受

する.また,これら信号の送受の管理及びこれに基づく並列実行の管理は･プロトタイピングコ

ントコーラが行っている.

(亡)バ7クトラノタ撲経

本プロトタイビングシステムでは,仕様を実行する前に′,'yクトラyクポイントを設けてお

き,プロトタイピング実行途中でそれ以前の任意の′くノクトラック;<イントに戻って別の経路で

再開実行するという俊能がある この良能は,UM‡の子プロセス生成侵能を利用して効宰よく

実現した.具体的には.動的実行制御のためのバックトラック伎能を実現するため,実行系列が

分岐するステ- トメント (バyクトラyクボイン日 に到ったとき,LnZIX攻能を利用 して川IX

の 一子プロセスqを生成してそれまで実行していたUNIXの ''(故)プロセス"の動作をいったん
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停止 _.指定された失行経路をこの "子プロセス .こよって実行していく このバ ックトラブタ

ポイントまで炭る鴇合には.それまで実行していた ●●子プロセス'を消波するとともL=.いった

ん停止していた ~筏プロセス'をみせ動して別の "子プロセスMを生成し,それ以降の新たな経

路を実行する.

5_2.5 抽象処理を用いたプロトタイビングtfの評価

SDLJTRで監述きれた不完全な仕蝕の-例をEgl5.2 3に示す.Eg)5.2 4は.図5 2 3の仕

掛 こおけるプロセス間の信号送受信関係を示す この仕杜eIは1佃の1ロyクから構成され.そ

のプロ7クには3LFlのプロセスがある.この仕掛 こ.'ま,以下の3gの問題がある

D プロセス間の信写経蕗であるシグナ)i,)L,-トの定義が抜けている

② 10行目に,プロセスPlが信号sJgJ(l)を受信する動作が記述されているが,この信号を廷信

するプロセスuTldefの｡己速がない

③ 24行目に-プロセスP2が信号sJg2(I)をプロセスPlに送信する記述があるが.プロセスPl

にはその信号を受信する記述がない

このように抽象記述された仕様をJSプロトタイピングツールで実行し1.:壌合,以下の通りの検

,正結果が得られる

まず,プリプロセッサの処軌 こ上って,図5 2 5の4-7行Eiに示す通り.シグナ/レルート這

言文が自動的に生成された 次に.この要求tt様からトランスレータによって縛られるプログラ

ムを実行する.しかし,図5 2 5の仕様の 14行目 (図5 2 3の仕様の 10行員)でいったん

実行を停止し,信号 slgJ(l)が持つパラメータiへの値のマニュアル入力を促す.ツール利用者が

)の値をマニュ7ルで入力すれば.その儀を】に設定 して実行を准萩する Jの値を入力しない場

合には,′iラメ-タ lの他は ｢不確か｣となり.以降 lを参照して処理する結果すべてが ｢不確

か｣となる.しかし.実行の途中で lに低が設定されると,それ以降は ｢確かJとなる.団5 2

6は変鼓 】の値をマニュ7ルでは与えなかったが,実行途中の19行目 (図5.2.5)で値がプロ

グラムの処理で自動的に設定される塘合の変穀 ■!=関する処理結果の殻歴を示す.また,図5 2.

7は実行結果のシーケンスチャート例である.例えば,信号 slgJの送出プE=モスLmdefは未定兼

であり.プロセスPlでの受信処理をスキyプしたこと,プロセスP2は信号sLg2を送出したが相

手プロセスPlはその受信が未定義であること等を表す

この例から分かるように,不完全な仕様に対しても,本プロトタイピングツールに上れば不完

全仕様に含まれる佃滋を最大限利用してプロトタイププログラムを実行して,正しい失行拝具を

環大隈出力することが可能であり,これによって設階的な仕様の検証 ･作成が容易となる

5 2 6 まとめ
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本.p-では.通信ソフトウユ7仕様の段階的な作成を勃車上く支援する奇味検証技術として･抽

象処理を特徴とするPrい .7'コトタイピング手iZ:を提示し具体的に-7hじた･

本プロトタイピング法の特徴をまとめると以下の過rJとなる･

Q)仕様の柏里記述 :プロセスや手読き(m乱 等を記述単位として･要求の具体化程掛 二応 じ

て部分的な記述を許容する.

②仕様の抽象実行 ①で述べた記述の不完全さに応じて,仕様に含まれる柵報を最大限に利

用して実行し,確かな実行結果と不確かな実行結果を明確に区別 して出力する

@実行データの自動設定 実行する仕秋部分は.仕様要素の実行系列で指定することとし,

分岐がある場合には,その分岐条件を満たすよう変数の値等をできる限り自動的に決定す

る.また.一つのプロセスの実行経路の決定に上って,他のプロセスの実行経路も可能な

範囲で自動的に決定する.

⑥実行データの劫的設定 .実行経路の遭訳や突放･信号の値の設定は.仕狂の実行途中でも可

能である.

⑤動的な実行乱御 実行の途中着果を実行系列の分岐点ですべて保存しており･これを利用

することによって実行途中で任意の分岐点にハ ブタトラックし･そこから実行を再開する

ことが可能である.

⑥仕様レベルの実行結果の表示 .実行結果として,プロセス単体ごとの7:行ステ- トメンt

系列.変汝の値の履歴.信号送受信の吸塵.これらの実行時刻等を表示出力するとともに-

プロセス相互の同の動作の衣示をシーケンスチャ-Tで表示出力する これらの出力は.

プログラムレベルではなく仕様のレベルで行い,仕様上の変数やステー トメント番号を表

示する

このようなプロトタイピング技術によって,次に示す通り.通信ソフトウェア仕様の効率的Tj

検柾が可能となった

(1)仕様の投階的な作成に対応して,不完全な仕様の記述と検証を可能にした･そして･この

ような不完全な仕様lこ含まれる情報を利用してEi･大阪正確な検証を可能にした

r2)多ヱ回境り適すプロトタイピング処理の作嘉は一役に煩鰍 こなるが･その最大の要田の-

っは,実行に必要な止データの設定にある･しかし.本手法でくま･失行経絡の指定とそれ

lこ伴う変数や関連菰分の実行系列の自動決定に上って.このような作異見を別液可能とし

た

(3)実行途中での変敦等の値の設定を可能とすることによって,実行結果に応 じたダイナミッ

クな検証が容易になる.同様に,プロトタイピングの都度位初から実行するのでなく･必

要なところからバックトラックして再実行が可能なため,虫駄な処確や手JrLを省 くことが

できる

以上から,本プロトタイピング法に上って,不完全な仕様の倹証を容易(:し.要求自体の明確

化並びにそれを正しく反映した仕技の作成の効肇を向上させることが可能となった
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I SYSTEMtest_SySLeJb;

2 SIGN'肌 slgl.slg2rl町EGER.sLg3.S)g.lJmEGER･
3 BL∝KbloCkl:

4 PROCESSPl.
5 日hv.

6 DCL1I)汀ECER,
/ START.

8 NEXTSTATEstatel,

9 STATEstaLel,

10 1NPtrrslgl(J)FROM uT)def
l1 0UTPUTslglTOP2.
12 TASK1tHl.

13 椛XTSTATEstate2:
l▲I STATEstale2.

15 INPUTslg2(りFRONP3,
16 TISKL:-1+1.
I3 STOP.
18 EドDPROCESSPl

19 PR∝ESSP2:
20 "hv.

21 IrLllm GER､
22 START,

23 TASK1:_1-
24 0t:171Tslg2日)TOPl,
25 ⅦXTSTATEstatel.
26 STATEstatel,

27 1NPUTslglFROMPl.
28 0UTPⅥ'slg3TOP3.
29 STOP.
30 ENDPROCESSP2:
31 PROCESSP3.
32 …hv.
33 DCLITNTEGER.
34 ST.m .

35 TASJ()-=1.
36 .T(t∫m .ATEstate1-

37 STATE staLel:

38 1トPUrslg3Fm P2.

39 0UTPLmslg2,'1)TOPl,
40 STOP,
41 ENDPROCESSP3.

42 ENDBLOCKblockl.

43 ENDSYSTEMtesLSySLeJd,

/'ControlstateEnentforprototyplngJ'/

/'controlstateJDentforprototyplng'/

/'controlstatenentforprototyp川g'/

周5 2 3 SDL作R記述に上る不完全な仕様の例



図 5.2.4 Eg)5 2.3の仕様のプロセス間相互拭係蛋

ISYSTELJtestISYStem;

2 Sl馴AL slgl.slg2(lNTEGER).slg3.slg4([NTEGER);
3 8LOCKblockl.

4 SIGNALROUTEsgrOFRCNPITOP2mTTIs･gl;/'auto旧tLCallygcnerat8d～/
5 SIGNALROUTEsgrlFRONP2TOPIm THslg2:/書autoTLatlCaIIyg即erated～/

6 SIGNALROUTEsgr2FRCNP2TOP2m TH sLg3:/'autcrFLallCallygcneratod'/

7 SIGNALROUTEsgr3FROMP3TOPIYHTHsI92;/■autcntallCaHyggTeratedI/
8 Ⅶ 【SSPl;

9{一hv, /'conlrolslalo鵬nlforprotolyPlng'/

10 DCL1INTEGER,
I1 START;

12 NEXTSTATEstatel.

13 STATEstatel:

14 LNPUTs[94(l)FRO〕undef:

15 CUTPUTslglTOP2:
T6 TASKI:=I+1:

17 NEXTSTATEstate2:

18 STATEstate2.
19 lNPUT slg2(I)FROLJP3;
20 TASKl=I+1:
21 STα〉:

22 EPのPROCESSPl;

23 PRα王SSP2;

図5_2 5 Egl5 2 3の仕掛 二対する宣言文のEI動生成の結果

:VARIABLEW庇 LmLl ノ̀要鼓の見た●′

T柑亡(se亡 Llrlefb lallJe

lOSO 14 0 'tJndeflnedandDoubtEljl●･
1136 16 1 'DoubtfuI'
2196 19 1

2204 20 2

図 5 2.6 Eg)5.2.3の仕掛 二おける愛敬 lの処理結盟の履歴

PI P2 P3

図5.2 7 回5 2 3の仕様における僧号虐受信の実行結先例

(slg4の送1°処理と,slg2の受信処理は定義されていない)

5.3 通信ソフトウェ7仕様の意味検証のための憶明化処理

5 3 1 歳要

一般に通信ソフトウェ7仕様の意味検証を完全に倭械的に莫鬼することは不可能であり,少な

くともある程度は人手によらざるを得ない_人手による検証では.仕様が持つ意味や横能を理解

することが必須である.しかし.通信ソフトウェア仕掛 ま親倭が大きく禎連なことが多く,作成

者自身でも理解が困軌 こなる尊合が少なくか ､_従って,人手に上る意味検証の効李を向上させ

る一つの麓は,与えられた仕様を,意味や嶺能は同一のまま変更しないで,上り席明な表掛 二変

換 して理解性を高めることにあると考えられる

そこで,本箱では,与えられた通信ソフトウェ7仕様の衣額を上り恰明fJものに捜竣的に変換

する方法をいくつか提案し釜'=る.これらの方法に1って,もC:の仕掛 こ比較して.機能的には

全く同一であるが例えば含まれる要資穀が少ない表現が得られる 従って,目視に上る仕様の便

童が容易となるため.正味挨並の効率を向上できる
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5 3 2 通信ソフトウェ丁仕後の稔明化処理の簾埋

仕伐の簡明性や理解性.･=ついての基準や尺度は必ずしも明確になっていない･本品文では･仕

杜を理解するために必要となる作菜星を少なくするという椴点から.-次の (1)- (5)に示す

過り.仕様簡明化の摂理を整理 したE93…~】伸 し.1位に仕秩簡明化技術は-仕様を記述する言

舟 こ依存することがあるので.本論文では,2 で述べた通りJ TU一丁勧告の通1-システム記述言

語SDLを採用することとした.

(1)形式簡明化

仕様は,tt珠記述冒.吾の怯文規則 (文針 に則って記述される SDLは形式的言語であるが,

tt様表現の自由度は高 く.情文が同一でもその表現法は配置(レイ7ウ ト)や大きさに関して一

位･.=授致通 り存在する.見終臥 二は,改行や空自 (含インデンテ-ション)を自由に挿入 して

もあるいは仕払安来(シンボル)の大きさを変更しても構文的には同一であることが多い･実際

に;i.枚数通 りの表現の中からtr棟作成者の判掛 こより選択されることになるが.その選択は

作成者の好みや趣味に依存することがある その結果,-つの仕様を多入社で作成する場合に

は.仕様全体としての一貫性が損なわれ 理解性を低下させてしまうことがある･従って7r司

-の仏文を持つ仕様表攻における監置や大きさ等の形式を可能な範淵で綻- し捺せ化すること

が理解性向上のための一価明化技術と考えられる このような技術を形式締明化と呼ぶ

(2)意味簡明化

一役に同一の意味 (横舵 性能等)を持つ仕様の表現の構文は唯一とは限らない-このよう

な堀合には 理解性に摩れた博明な構文を選択するべきである

sDLは手読き塑言語であり,手殺き塁の仕様記述書語で記述された仕様を理解するためには,

tt様要素の実行フローを正しく理解することが･E要不可欠である 従って.仕様表現の簡明さ

の判断基準としては,ます.①実行フロー利和構造 (tt様構造)の単純さが挙げられる 同~

仕枝構造を持つ仕様の中では,その表現が巾がであるはど理解 し易いと考えられることから･

仕様表現の簡明さの判断基車として,更に,②冗長な仕様要素がないこと･及び.③仕様安ま

の個数が最小であること.が挙げられる.これらの判斬基準に照らして仕様表現の括明化を回

る手法は,仕様の意味を考慮 して仕様嚢現を処理するので.意味簡明化 と呼ふ 以下の (3)

- (5)で,これら意味簡明化を具体的に論 じる･

(3)仕様構造の単純化

手抜き型言語･.:おける記述株遠の単純化に関する検討は,これまでプログラミング言語の分

野で多く行われてきた.その代表的な手法の一つは,実行フロー構造の狸権化を招 くgoto倹
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舷の使用のtlJ取である SOLにもgoto横能 りothとuBm)が含まれている,ため.goto埼能

の使用制限は仕払仏道惜別 ヒの一手法である.Ed5.3.1に,その 一朗を示す.

図53 1 goto最能の削除

実行のフローを軌御する仕様要素としてこま.goto実費以外に.分岐要素 fSJ)LのI)ECISION)

がある goto賢語と分岐要素の組合せの仕方によっては.実際に.r三実行 し得ない実行フローを

も表現 してしまい誤解を招 く恐れがある 例えはJV.Eg]5 3_2の仕様の例において,a.bl,b2,

cl,C2,dは,それぞれ連蒜 して実行する仕様要兼から構成される仕様部分を哀 しでおり,同園

(a)は,仕様部分 aを実行 した後,bl又はb2を実行 し,その後cl又はC2を実行 し,そしてd

を実行することを表す 即ち,

(Da-bl-cl-d

②a-bl-C2-d

③a-b2ぺトd

④a-b2-(2-也

の4個の集行フローが存在することを表す しかし,blを実行 .J:後はclだけ実行 し,b2を

実行 した後は C2だけ実行するものと仮定すると,同国 (a)は②と③の余分な実行フローを表

現することになり.仕様の誤解釈を招 くことがある このような場合には,余分で不要な実行

フローを完全に削除した表現に変換することによってこの問題を解決することができる この

図の例では,同園 (a)を同園 (b)に変換すればよい この上うな変換処理は.分岐要素の分

岐条件を検査 して実行不可能な実行フローを抽出 し削除することに上って実現できる このよ

うに余分な実行フローを削除する方法は仕様構造簡明化の一手法であり,実行フロー紫小義Bi

化と呼ぶ.
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(a) 0')

図532 仕様における実行フロ-の最小化の例

(4)冗長要薫の削除

冗長要素の削除では.冗長な仕様要素の明確化 具体化が産となる.IJt.長な仕様要素には.

まず,絶対に実行されることがない実行不可能要謡がある 次に,実行可能な仕様野菜のうち,

その前後に実行する仕様要素との関係によって,実行しても無意味となるようなat効要訣があ

る.例えば,図5 3 3に示す1うに.ある変数に他を設定した後,その位を使用 (参照)す

る前に別の億を設定する実行フローがあった韻含,最初の値設定処理を記述した仕様軍都王無

効である.

Eg]533 卓効な仕様要素の例

(5)要筆致の政小化

要素数の最小化には.複数個の伺佃な仕様要点を一つの要素にまとめる同値仕様安まの一括

化と仕様を要義数が少ない別の表現に変換する表現形式の単純化とがある

同値仕様要素一括化には,形式的にも意味的にも同一な仕枕部分を一つの手続き又はマクロ

にまとめて正き携える手緩さ化/マクロ化,及び,有限状態機械モデルに特有な処確として,

形式的には異なるが意味的には同値である硬致個の状葱を一つにまとめる状態一括化とがある

15り

表現形式単純化の対象となる仕様買薫は,処理の坊合か ナ嶺能を持つ仕様要素,即ち.分岐

委棄である.一般に,複数種類の分岐要栗が連綴 して実行される場合.それらの実行JiiFfを変

更することに1って,仕杜要盛の農芸を液らし,理解し易い仕様表現に変換できる塘合があり,

このような変換処理が表現形式単純化である.

以上で述べた各棟の仕様軒明化処理技術を図5 3 4にまとめて示す.



意味簡明化

構文 :変化)

冗長要素の削除

姿嘉畝の旺小化

i

く

く

表現形式のほ辞化

goto倭能の使用制限

実行フロー最小表現 化

実行不可能安来の削 除

無効仕様要義の削除

同価仕様要嘉の一括 化

手続き化/マク ロ 化

軟禁一括化

表現形式の単純化

図53 4 仕様の博明化技術の分類

5 3 3 通信ソフトウェ7仕様の簡明化処理の実現

的項で述べた原理に基づく通信ソフトウェア仕横筋明化を支援するy-ルを実装し,それらを

組み合わせた仕様簡明化支複システムを扶作した,本試作の設計においては,以下の基本方針を

採用した

①仕様簡明化処理は計井横で行うが.仕様作成者との対告(:よって有効性を確乾 した後実行

する.

◎仕様簡明化支倭システムは,単一の博明化積能を持つ多数の基本 ノーlレから構成 し.仕様

簡明化支緩システムの運用に際しては,これらツールを必要に応じて自由に租み合せて使

用できるようにする

試作した仕様簡明化支凍システムが持つ侵能を,Eg15.3 4に基づき.以下に具体的にLLiI=る.

日 仕様の形式簡明化 (表現形式標準化)

tt棟処理のためのマンマシンインタフェースには匿式表現であるSDL/GR形式が有効であるが,

記述蔓が少ない仕様や,過去に使用したここがある仕様を部分的に修正して再利用する場合には.

UNIXのvJ等のテキス トエディタを償ってSDL呼R形式の仕様を直接作成又は修正することも考え

られる.そこで,このような坊合の支援摂能として,Q)sDLJVR措書経能と,(参マクロ展牌技能を

踊発した なお,SDlノGRでの表現形式標準化は.SDlノPR清書環能とPR-GR変換後能を組み合せ
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て使用することに上って実現できるので.不要⊂ _た

こ亘方DlノPR清音振放は.エディタを使って自由形式で作成したSDLPR記述の仕t丘の各ステー トメ

ントを1行に包み立て直し,インデンテーション等の処理を行って,SDレ?R記述の仕様を長一し

見やすく†る.三た､SOL/Cftに上る図式太現の場合は.面々の仕様要卦 二間し特定の唾庁上のみ

の定置と大きさに軌阻した表現に変換して理解性を向上させる.図5 3 5にSDUPR清書扶植の

遵用例を示す･この戦軒三,LNXの字句解析プログラム Lexを用いて,SDLJPR文字列中のSDL予

約語とセミコロン;で匪まれた 1行文のステートメントを切l〕出した往 (ただ_ L岨EL:二は特別

な処理を島す1,空白･改行 ･タ7守の余分な文字コー ドを除去し.インデンテーション等を付

加する処熱 二上って実現している インデンテーション.三,Eh を伴う子約諾 .例 SISmLBL∝K,

PROCESS,DECIS10N等Jが出現する転に字下げをrTい,恥 が出現するここ:=その逆の処理を行

うことによって実現している.更に,lLtT'LTrも同様に字下げを行い 同一の STATEの下に連なる

ITJ'LTの先君ri正を捕える



:SYSTEil棚 .BL∝KCALU iAlqLINrG

:pR∝ESSuX:ALCILL.SrATEIDLE.

:IWLTA_OFF_HOOK.DECISIONll_SfRVICE,

･lNOOtJTPLrrOLJ_OLSERVICETOLLAI灯 .

●混XIST.ATEOFLHCOK_仇汀_OLSERVICt:.

1℃S.~DECISIO:～FBL∝Kl沌'.

.tYESl ドE.TTSTATEOFFJ仰 ｣y_SERVICE:

.i_W):TASK℃0沖正CTI)lGITRECETIT R l .

:otwLTS:ND_Dl.a_TO)花TOSSE二の

:OLTPl汀 START_TOTOTIKER.

:NE.TISTATEAYAIT-FtRSTーDIGTT-

IEⅦDECIS10N:EllH)ECIDION,

(a･元のSDLノ?R表現

SYSTEll.Lu.

BuX:KCALLHhDLING.

PROCESSuX:ALCALL.

STATEIDLE.

INPUTA_OFF_HOOK.

DECIS10NIN_SERVICE.

(抑)

OUTPUTOUT_OF_SERVICETOluINT.

NEXTSTATtOFFJ仰 LOUT_OF_SERVICE

(YES)･

DECISION B̀uX:KING'.

(YES)

NEXTSTATEOrLHOOKI川_SERVICE

(NO)

TASlくICOWECTI)lGTTRECEIVER',

OUTPUTSEND_DIALTO.TCTOSSEND.

Cm ltTSTlm _TOTOTIA正R.

NEXTSTATEAYAITjTRST_DIGTT:

Ettl)DECISION:

(b)清書されたSDL/PR表現

図5 3 5 SDL/PR表現の浦書の例
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次に,③マクロ展開既能は,瓜CROEXP肌SIO汀として他所で五歳されている 一連のステー トメン

トを不文中に取 り込む横能で.見かけ上の制御の罷れを単純化して仕牧を分かl)易くするととも

に,マクロの切り出し方を見直すためにb有効である_

(2)仕様嬬道の単純化

(I)go to現在の使用軌限

図5-3 1に示すように.SDL々 R上において.二つの実行系列がJOl.TLとU岨ELで括合されてい

る場合 それらに共通の処理部分 LTASX3)を及方の実行系列に持たせるここに上って JOlドを削

除する このような処理:=}って記述量が増えるので.一見好ましくない上うにも見えるが,英

行の猛れが単純になるので理解性が向上することいこ実際のブコグラムの制御構道との望合性 も

良くなるという利.E'王がある 実際,図5 3 i (a)の形式で要求仕従を作成しても (b)の形式

でプログラムを作成することを好むプログラマがある たt.:'し.図 5 3 6のようなループが存

在する壕合は.展I'3gが容易でないので.そのまま展開しないでおく

匠5 3 6 削除 しないgo to穣能の例

(ll)実行フロー最小衣攻化

-つのプロセス内において,DECISIOh変敦から判断 して実行不可能な部分系列を削除する,こ

こで,部分系列とは 初期ステー トメントからすべてのステー トメントについて実行のフローに

従って辿っていったときに得られるステー トメント系列 (実行系列)を,実行フローの合淀点と

分岐点で区切ったもの<-ある.

図5 3 7にDECISION文 (ステ- トメント)だけを抽出して例示する ただし,処理の複雑化
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を回避するため,DECISION(変数 済芥子 是政)の形の文のみをこの簡明化処理の対象とした

ここ-=･,溝草子と_て;ま.琴引 -､,不等g(千)･人小閑尉>･<,≧,≦)を対象とした･ま

た,複孜の註理式を州 又はORで連結するこ こも可能とした この博明化処即 )手順;三･XQ鳩 り

である

3:削 る文字列の集合として蓄接したプロセスごとのSDLnRファイルを,初期状慈カ'らセ終状

藍までの実行順序に従って各ステートメントの旨理を追えるようなチェイン構造L:変換する.

②各ブコセス仕様に含まれる分岐葉菜DECISIOhで使われている空談をすべて抽出し･X･txl

x2.･一一xT) とする.

③ある状繁から次の状澄までの瓢分を単位として.次の合以降を実施する.

④分岐要素を含む実行系列が他の失行系列と合菰する場合.合淀をなくし別の系列となるよう

展開する (図5 3 7の(a -(b))

⑤DECISl掛 変故XとuBELに注目して,⑥で得られたすべての英行系列を初期状態から辿り,

DfCISION変改のとる値の履歴I=矛盾が生じて分岐条件を満たせない櫨合には･それ以降の部

分系列を実行不可能と判断する

⑥実行不可能な弟分系列以降を仕嫌作成者に提示 し･確認を得た後削除して 後述する剛丘状

懲一括化処理と同様な方法に1って,完全に同値なステ-トメント(文1を一括化する. (図

5 3 7の(b)-(C))

a)元の実子iフロー LC簡明化されt.:実行フロー

Eb展開された実行7ロ-

団5.3.7 実行不可能な実行フローの削除の例

(3)仕様冗長買方の削除

(1)無効仕様貫崇の削除

この壕能は.5.4で述べる意味検証技能を応用することによって実現する この意味検正枝

能は,仕様を記述するうえで乍らねばならないPR文の実行Jf序関係を規則(ルール)としてすめ

登録しておき,その及別に遠反したステートメント系列を仕様誤りとして出力するものである.

この意味検証仮託において,無効実弟を判定するためのPRステートメント実行用序関係を艶刑
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として扱うここによって.岳劾仕様妾,Cを抽出することが可能となる.

(lI)芙TT不可能仕杜要素の削除

この侵能は1_'=-述べ.+=1ロトコル,_%確検証を応用して,実行不可能な遷移処理を抽出し削除

するものである.プロトコル検証は.複汝個のプロセスの間にわたるシステム全仏の動作を横

束して.プロセス間の信号の入出力処理.即ち,SDlノPRでの INPUT10UTPt.Tステー トメントの

実行可能性を判定Tる.この判定結果を利用_て,Ⅰドmステ-トメント以降の実行不可能rJ処

頚を削除一,実行可能な丘移系列のみを含むプロセス毎の状繁遷藤仕鎌を作成する.

(4:仕様要嘉鼓最小化

(1)車載き化 -マクロ化嶺能

I)PLTrから始まり.次のSTATEに到るまでの一連の仕故要素シーケンスを,仕様芋兼を1個含む

グ)I,-7',2個含むグループ.3個含むグループ に分割し.各々のグループ内の仕様安来が

その出現順序を含めて同一のものを抽出して表示し.仕様作成者の確認を経て手抜き又はマクロ

として一括化する オプションとして.出現順FFを入れ替えれば同一となるものも自動的に検索

し.同様の処理を行う

(ll)状態款最小化

上述の (2)仕様構造の単純化の(li)実行フローの澱小化(丑の要領によって作成したSDlノPR

77イルを基にして.プロセス虹の状悪と信号入出力及び状態遷移の関係を衣にまとめる.そ

して,この表に (不)完全定農順序撲棟の簡約化手法 (例えば.Paul-Ungerの手法L5日)を適用

して.等価な状tikの一括化を行うことによって.状態散を刺殺する

(i1i)表現形式単純化

51畷要素(DECISICN)の実行岨序を並び替えて 【旺CISIONの一括化を行い.DECJSIONの個故を

削減する 一枚に.DECISl跡 には,①ループ処理の終了の判定と,(参異なる処理を実行するた

めの場合分けの2鵬 の用途がある_ここでは後者の②の用途のDECISJCNを処理対象とする.

処理手頓の枚貢は次の通りであり,具体例を図5 3.8に示す また,詳細は5.3 3で生 じ

る

① lm 汀から始まって次のSrATEに到る-連のシーケンスに.場合分けのためのDECISIO.Tdが

複敦噛連続して存在するとき,(》以降の処理を行う

(参場合分けの条件を,DECIS10Nステートメントに含まれる論理変鼓を用いた監理式で表す.

(底5 3.8 (a))

3)多色変敦に拡張したQulne一敗Clusky法に上って,@で持た各謡理式の食滞形式芸増田丑を

114

求めるLIJZ]. 個 5.3 8 (a)では,y･x｡x_.yrxxf,x'x:･Ⅹ∴ )･px■x_)

④ 各位倍形式論理閃掛 こ含まれる幹埋変款のうち.最も多くの項に含まれるものを求める.

(Eg15.3.8(a)では ,x.I

6@で得た註理変改の兵乱 こ応じて鴇合分けする .r図5 3.8ミaIで;三. I.A-●Ii;,xl.)

笹各で得られた各場合について,史に④の処雪をくり遷し実行して.次に逢沢すべき旨理空

談を可能な限り求める 咽 5 3 81bJで.'!,Ⅹ.メ

(a)変換拍11の仕棚 (b)変換後の仕様

図5 3 8 分岐安東の順序変更による削減の例

5 3 4 分岐軍兵の頼序変更に上る削減

(1) 分岐要点の順序変更にJ:る仕様75明化

通信ソフトウェ7仕様を理解することが必ずしも容易でない理由の-つは,機能や動作の内容

が条件によって異なる場合,そのような仕様を表す記述が硬漣になりがちだからである.この上

うな仕杜を記述するのに応用される代表的な基本手法は決定木である 決定木は,出力が複数種

類あるとき,それぞれに対応する条件を枝別れの連なりから構正される木に上って表すもので.

仕様記述への応用で･は,各出力が一つ一つの援能や動作に対応する_決定木の頂点と各節点は粂

件を判定するために必要な監理変数を持ち,一つの節.Bから出る複急個の枝はその節点が持つ算

埋変敦の値に対応した粂作安京をよす つまり,決定木では頂古から各Ei如 =到るバスに上って

個々の出力に対応する発作を表現 している

鼠5 3 8(a),図5 3 9(a)は.プログラムの仕様記述にしばしば使われるフローチャー ト

の例とそれに含まれる決定未をそれぞれ示す.このようにフロ-チャートでは.妓別れを示す菱

形の分岐シンポJt,とそれらを結合して制御の残れを示す線分を用いて決定木が表現される 図5.

3 8(a).図5_3 9(a)において.出力ば.美と偽の二つの値を持つ2個の2億生理変数xlとxl
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の症に依存し.出力条件はLI通りある しかし,そのうち2通 りについては同一の出力値 y2を持

つので,出力.'iy,.yl.yJの3吐Eiである

)1 y2 y3 .V2 yl y3 52

(a,周5ー3 81a)に含まれる決定人 ibl図5,3 8(b;に含まれる決定木

図5 3 9 決定木の例

決定木において.技別れのためのd'h理変数の記述Jj序を変更すると別の異なる木になる つま

り.枝別れのためのiAth埋変改の記述順IT･が不適当であると,仕様を表す決定木が枚掛 こなり.決

定木全体の理解即ち仕様の理解が困掛 こなることがある 従って,理解し易さという班女からは

論理変鼓の記述について妓連な順序が存在し.与えられた仕様に含まれている決定木のdth理変数

を最適な順序となるように変吏することに上って仕様を分かりやすくできる.

例えば,Eg15 3 8(a).図5 3 9(a)において,判定対象である監理変数 x)とx2の順序を入

れ替え逆にすると,図5 3 8(b),図5 3 9(b)がそれぞれ得られる 図5.3 8(b) 図5_

3 9(b)をそれぞれ団5 3_8(a).図5 3 9(a)に比較すると,仕様は全く伺-であるが,刺

断分岐/前島や制御の免れを示す線分/枝が少なく,1り単純で理解しやすい.この例から分か

る}うに,決定木は頂点及び各節点に対応する条件判定に閑し辛炭き的表現となっているので.

決定木を理解するためには頂古から端点に到るパスに沿って各校の表す条件要素を一つずつ理解

していくことが必要である.従って,その1うな枝が少ないほど決定木を理解することが容易に

なっていくものと考えられる このような理由から,本旨文では,ソフトウ17仕様の記述に応

用される決毛木の理解性を表す尺度として,それに含まれる枝の個款を提案する この尺度に基

づく仕様簡明化問鼠を,決定木を単純化する点差化間硯として定義5_2.1に提示する.

[定義5.3_1】(仕様后明化間組-決定Jkの最速化閉域)

与えられた決定木と向-の仕様を持ちかつ含まれる彼が長も少ない決定木を求め上

【定義終】

定義53_1で示した決定木最適化問題を直凄解くには,与えられた決定木と同-の仕様を持

つ決定木をすべて尊出し.その中から枝が最も'yないものを選べばよい.しかし,この庇浸食遵

化法は,決定木の及模,特に.判定に使用する告理変鼓の鍾類の増大に伴って処理量が恩赦に増
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大する 従って,直撮む生化法は実用的IC-はなく,もIDと効孝の良い最適化法が必要である

(2)決定木の特性と粒遷化の非本原理

一般に.決定不::おける各出力が遺訳される条件は,頂点と各節古が持つ&A理変款からi書鼓さ

れる論理日放:こよって表現される 与えられた決定木における条件を表すのに使われる論考変鼓

が r)種類あるものとL そ11らを xt(1･12. .n こする また.出力は b捜頴あるものとして

yEj-1,2-.Z･とする.出力 lJ::対応する条件を表す謡理開設を f.こする.以下で;三価単化のた

め註理変鼓は十べて2JJLこし,ii+理交款の否定を'で表す.また,fは.例え:I,QuLne-kCJuskey

の方法に上って最簡形式::栃単化され.単一の項になっているものとする,

例えは',図5 3.8･a)の決定水では,出力がyl, yZ,y3となるための粂 牛̀を表す最憶形式i理

問掛 まそれぞれ f.･XxL.Erx.x;◆xt'x;･x;,f3-X九 である.この1うに,一般に一つの決定木が与

えられることに1って監理閑散 tがすべて与えられたことになる 逆に,与えられたE4'h理関数か

らその論理変敦の判定噸牢を決めることに上って決定木を串出できる 上の例では.f卜 fZ.∫)に

含まれる二つの論理変款 Ⅹ).x̀の判定I姉 をx..x2にすると,Eg)5 3 8(a)の決定水が得られ,

また判定順序を逆のx2.Xtにすると図5 3 9(a)の決定木が得られる

一役に,いくつかの位恒形式dA矧娼致 (項)のうち,論理変数x.またはその否定x:を含むもの

の個数を変数の共通度と呼ぶことにする.そして,対象とする謡理変款 (項)すべてf:それ白身

またはその否定が含まれているような論理変丑を完全共通詮埋変数と呼ぶ.

与えられた決定木から11きられる息衝形式論理関数 (項)から完全共通監理変数をJTi次選択して

いくことが可能であれば.このような操作を放り返すことによって柾連な決定木が得られる.即

ち次の定理が成立する

[定男5_3.日 (決定木鼓遺化農本原理)

与えられた決定木から得られる長竹形式染理附託 (項)に完全共通蒜理変数が存在する場合こ

れを選び,更に その後も完全共通旨埋変数が存在 して頼次選ぶことを竣 り適すことができて一

つの決定木が得られるならば.この決定木は最連木となる_

[定理終】

この基本原理を図5 3 8(a)の決定木に適用すると以下の通り図5 3 9(a)の決定木が景連

木とLて得られる.図5 3 8(aの決定木の出力はyIからy)までの3通りあり,それぞれに対応

する条件は.f.･x,x上.E.●･x∴ frXXLであった.このとき,完全共通笛理変鼓はxlのみで,I_を最

初に選択する_この結果.灸件はxム(ケ-ス 1)とx2'(ケース2)とに分かれる.ケース lにはZi

埋関敦 E.とE3とが含まれるが.それらは選択した釜埋変数Z2を除くと.x.,x.'となる ここでの

完全共通詮埋変数はJ.1となるので,xを次に選択する･その結果 ケース1はxx2とⅩ:xLとに分

かれるが,これらはそれぞれ fl, f】に等しい.一方,ケースZは f2に等 しい.以上の処理に上っ

て.図5 3 8(a)の決定未から図5 3 9(a)の最連木が得られる.
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[左程5 3 1の証明】

-掛 二一つの完全共通旨理空談を丘択する毎に.発作判定のための.JP理変談をf5=つ節点が 1個

とその鼠古から出る筏が2本決定木1=付加きれ 同時に条件はその変敦が,A.の場合と偽の場合と

;ニ分かれるので-ケース款が 1瀬畑える しかも.各論理r3e款.よそのi理変汝あるいはその否定を

必ず含むたわ,これら各ケースの奄件.';常に与えられた A盾の芸理的汝 (項,のいくつかのEĴ理

和に等しい.従って.この1うな壬引下をL-11回捜り遥丁こと.二よって.与えられた■個の釜理m

鼓と同一の条件がすべて得られ.その結果,8終的には2trll個の伍を持った決定木が得られる

一方.J)LFの異なる出力を場合分けするためには,2分頃の合理判定は少なくとも ■-1)回必要

であり,従って.2･A-11佃の枝が必要である.以上から,完全共通孟理変丑を選択し抜けること

によって率出される決定不は最速であり,定理5.3.1が成立する.

[証明終】

この証明から分かるよう::,定理5 3 1において,完全共連Ei理変故が複致佃ある境合は.

それらの選択瀬尉 ま任意でよく.一般には複散価の最連木が存在する.これら巌連木の枝の個数

は2(A-11であり.またその各端点は異なる出力を持つ

(3)2億論理変数から†#放される決定木の最速化

前節では 完全共通論理変数が常に存在する塘合の食連化原理を示した しかし.一般には完

全共通孟埋変款が常に存在するとは限らない そこで.本論文では.次に示す二つのヒューリス

ティックな最適化法を凍策する

①共通度の最も高い謡理変数を旋先して選ぶ

⑦決定木をすべて涼出し,それらのFalで枝が最も少ないものを最遠木とするが,共通皮の高

い監理変敦を優先して選ぶ.

方法◎において.決定Jf:を網羅的に導出する場合.その途中で得られる部分木の校数が既に得

られた決定木より多いときは,それを処理し掛 ナて決定木を杏出しても決して滋養とはならない.

従って,分岐限定法を適用 して,部分Jkが縛られたときは.それまでに得られている決定木のう

ち伎敦が音も少か ､ものと比やL 多い堵合はその菰分木以降の処理は中止する このような処

理の効李を向上させるためには,可能を取り早く伎鼓の少ない決定木を得ることが重安である

一役に決定木を導出する亡きに非完全共通EPLL理変数を選ぶと.その変数およびその否定のいIr九

も含まない詣理的款を2分することになり,その分割敦に対応して決定木の積数が出力の種類故

よりiyえでいくことになる そこで.このような版数の増加が少ない.即ち枝款の少ない決定木

を早く得るため,共適度の端Ll鎗理変敦を旋光的に選び処理することとする

以上で原理を説明したヒューリスティックな決定木8-遷化法①および分岐限定法を付加 した(参

のうち,後者についての最善決定木帯出アルゴリズムの概要を,論理変数の判定JE串の決定部分

を中心として以下に示す.た,'='L,出力の鴇合分け条件を表す詮理関数(項)を要素とする熊倉をS
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とする また.Nはその時･̀.:までに得られた決定木のうちで,抜放が最も少ないものの技Jt'Eをi:す

変款で 6-静的には最j4人の抜放を示す 更!:,Tはその時貞で技が最も少fJLい決定木を表し,蛙

柊的には長連木を去す.

[7IL,プリズム5.3.1]1長途決定ホ導出の近ta法)

【主ルーチン】

n:十分大き･+_･卓をiirL定する.与えられた決定人から出力の条件を表すiE埋∽放(項1を書出し,

それらをすべてSの安芸とする 副ルーチンsubl(SIを実行する.

【主ルーチン終】

【副ルーチンsublSI

Sに含まれる旨理交点を共通度のか ､ものから用に並び替え.それらをあらためてx▲.xi.

I.し.副ル-+ンsub2lS.I.,.sub2(S.XZL ･.Sub2(S.xl)を順次実行する

[副ル-チン終】

[副ルーチンsub2lS.≡)]

Zを.次に判定するdrh確変故として選択する

Sに含まれる論理項のうち,Zまた.r土Z'を含む各論理項からそれぞれZまたは2'を削除すること

に1って得られる論理項を安茄とする躯合をそれぞれS,.S2とする.更に.Sに含まれる論理項の

うち,Z･Zともに含まない論理堺をすべてSl.S2の両者に対して付加する ただし.SがZまたは

Z'を要薫として含む場合は,それぞれ Sl･uL s2･Lllとする

SlとS2の要女がともにl佃で.かつ,変数 Zの選択によって完全な決定木が生成されたならば

その決定木の枚数とtifとを比較し,Nより小さい場合その値をNに設定してその決定木をTとする

SlまたはS2の安井が複数ある場合.その時古における部分木の枝数とNとを比較し,Nより小さい

ときのみ副ルーチンsubl(Sl)またはsubl(S2)をそれぞれ実行する.

[副ルーチン終]

[アルゴリズム卒]

これまでの説明から分かるように,7ルゴリズム5 3 1に上って最連な決定ACを導出するこ

とが可能であり 次の定理が成立する

[定理5 3 2】(7ルプリズム5 3 1の正当性)

アルゴリズム5 3.1は必ず停止し.その点集,長連な決定未が縛られる.

[定理柊】

(4) 決定米粒連化法の拡張

以上で示した決定不殺逮化法では,蒜理変数がいずれも2位であるこしてきた.また,与えら

れた決定木から縛られる最術形式監理川魚は単一の萌であるとしてきた.しかし,この最適化法

を.論理変数が任意の多値で.罷市形式生理関数が任意の項から構成される場合に拡張すること

は容易であり,以下に示す3.tfの変更を加えればよい_この上うな珪石を行った場合にも定理5
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3.1と定確5.3 2は成立する

11)謡理変故の共適度は.その任意の唖を含む生理指数の個数とする･

121ある変改の判定(=基づく5:A岐後の堵/i,i分け数は.その変鼓のとる値の良男掛 二等しくする

131与えられた粒椅形式論理閑散が複崇の項を含むときは,各項を一つのd̂理開設とみなし処

理する.

(5)決定不最美化法の詳伝

以上で示した毛遵化法を.先述した直握最美化法と比載評価した結果は次の通りである

完全共通合理変数が常に存在する墳合は.これらを収次選択するここ･こよって余分を決定木の

ヰ出を完全に回避でき,最itな決定木を棲めて短時間で導出できる

完全共通i,.h理変款が存在しない場合には,方蕗芯では共R!度の最も高い謡埋変故を運ぶこいう

単純な処理に上って,必ずしも放連ではないが最連木に近い決定木を鐘めて短時Iuで諜山できる

また.方法①では.分岐限定法を応用し共通庚の古い変糸を優先的に選･i:ことに上って故連な決

定木を早く導出することがpT能になるが.方法31りは処理時間が大きい そこで,dJL理変故が

多いときは方法①を,蒜理変数が少ないときは方法@を採用するのが実用的であろう

本項では ソフトウェ7仕様の理解性を向上させるための仕様食違化法を論じ,一つの仕様最

速化問題を,仕様記述に広 く応用されている決定木を単純化する問題として定式化するとともに.

杜適化のための効率上いヒューリスティックな方法i･提示した

本最適化法は決定木を応用したすべての仕様配述富治に連用可能である このようなす語には,

sDL以外にも,フローチャート,PAD等,実際に使われている多くの仕様記述 吉｡吾が含まれる･本

最遠化法に上って.このような言語で｡己述されたソフトウェア仕様の理解性を容易に向上させる

ことが可能で,この結果仕様検証の劾平向上が成れる

なB.以上では,決定木の最適化にあたってその論理変穀の順序は任意に変更できるものと仮

定したが,論理変数の持つ物理的意味からはJi序変更が好ましくない場合もある この1うな坊

合には,許される在由内で瓜序を変更し蚤連化を実行することになる

5 3 5 通信ソフトウニ7仕様If明化処理の辞価

試作した仕様簡明化支援システムを用いて仕様博明化の各種手法を評価した.その評価結果例

を表 5 3.1に示す ここで評価対象とした仕様はメノセ-ジ蓄積交換システムの静止画処理横

能都で 端末から受信した静止画梢報の同報通信処理や受信端末が閉塞の場合の代行受信等の快

能を持ち,全体としてはSDlノPRで約 10.000行の大きさであり,9個のプロセスから構成される.

図5 3 4の ｢実行不可能な実行フローの削除 (実行フローの鼓′ト衣現化)｣と ｢等価状磐の

一括化｣とをこの静止画処理仮能軌 こ連用した場合の評価結果は次の通りである.まず,静止画
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処理践能託の出力制御プロセスに,｢実行フローの蔽小表現化｣を適用した.その結果,分岐軍

票(SDIJTRのDECISIm)が33倍耗少し.SDLノアRでの仕抜足榎が 1.733行からI,333行に強少した.

つまり 人手で作塩した仕技には冗長f+･分岐貫嘉が含まれており,それを削除することに上って

仕様をかなり単純にできた 次に.元の静止膏処理喝能許の出力軌恥プロセスに r等価扶無の一

括化処理.を連用した.その結果.出力別OIプロセス:三2勺の状曇を l個の状啓に締約できる鴇

合が3ケースあり.SDLPR及掛 ま1.733行から1,696行に液少し.'=_更.二,静止画処12嶺能託の

出力制御プロセスに. r実行フローの最小表或化｣と r等価状態の一括化｣の両処理をこの噸序

で連用 した場合.SDLJPR規技は 1.733行が 1.295行に.つまrJ約3/4:二浪少した.

別の簡明化横箆の飼 こして. r分ti安嘉の頓再変更に1る刺殺｣を.海野恥星通信システムの

海岸局システムが持つテレブクスサービス呼処理積誰軌 二適用TJ=.その祐果,2ヶ所で本簡明

化倭能が有効に敢作し.分岐要素がそれぞれ3IB4個から2個･3簡:二束少ーた 全体的にはSDL

のEgl式表現 SDL/GRでの要素鼓が 70滴から68個に減少した

以上から分かるように.人手で作成した仕様:=簡明化処理を適用丁ることに上って,仕様の及

棟をかなり削減Tることができ.これによって仕様の理解性が向上し.目視による意味検証が等

易になることが確認できた このような博明化が連用できるということは.その簡明化結果と元

の仕様部分が同一の権能であることを唐味しており,この確認に上ってそのJ:うな意味検誠が同

時に達成できることにもなる

5 3 6 まとめ

本筋では,ある程度は人手による検査が必要になる意味検証の効率を向 ヒする方法として,与

えられた仕様の表現を1りTq明なものに横根的に変換する手法を提案し論じた 仕様の侍明性に

ついての基準や尺度は必ずしも明確になっていない 本節では.仕様を理解するために要する作

菜食を少なくするという蛇.古から,以下の基準を設定し,これら基準に照らして簡明化をEglるこ

ととした

(至)仕様記述要素の配鼠場所(インデンテーション)を,予め定められた空理ルーJL,に従って特

定すること (7Itl脊)

(至返otoに相当する仕様要票を含ます.仕様要素の実行系列が紳退化されていること

③実行されるここがない或は実行してもその結果が参照されないためIJL長となる仕様軍資が

ないこと

④含まれる仕枚要窯の個故が少ないこと.

以上に示した4基準に照らL 本筋では,SDLを使って人手で作成した通信ソフトウェ7仕様を

よt)桔明で榛能が同一の仕掛 二自動的に変換する杖々な方法を具体的に示 した そして,特に含

まれる仕様要素散を削減する方法について定見的な詳価結果を講じ.例えば 3/4程度に削渓でき

ることを示した

このように.人手で作成した通信ソフトウェア仕様に,提案した怖明化n理を適用することに
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よって.仕牧の親授をかな川 j汲することができ.この結果.仕枚の理解性が向上し･目晩に上

る意味検証が容易になる また.このような伝明化が連用できるということはその博明化対象弟

分の琴能が幡明化鞍黒とrq-であるここを意味 しており,両者を比較して確認することに1って

意味検証が同時に達成できるここにもなるので･本頼明化法にfまその1うな増 発もある･

表 5 3 . 1 仕様価明化処理によ る 仕 牲 ステーリ ント故の殴液効果例明化処理 実行フローの♯小麦

環化

1.733行

5 4 実行系列の検査による仕様の意味検証

5 4 1 概要

通信ソフトウェア仕様の-つの意味検証は,仕掛 二村する原始要求が既知の場合にそれが正し

く仕掛 こ反映され満たされていることを確認することにある このような苦味検話を機械的に実

現するためには.仕様が浦たすべき要求を計界機で処理できる形式で表し.そのように表現され

た要求を仕様が浦たしているか否かを逐一検兼する･jZ要がある

本節では,通信ソフトウェ7を構成するプロセス毎の仕掛 二対し.それが満たすべき原始安来

を仕従軍兼の実行順序に関する規則とみなして拡張状繁遷移図で形式的(:表現することとし.与

えられた仕掛 二含まれる仕様要,*の実行系列を,この拡張状怒遷移図にBE.らしてすべて検査する

ことによって,原始要求を満たしているか否かを汲横的に自動判定する方法を凍示し講じる1

5.4.2 実行系列の検査に上る意味検証の原理

本意味検証の目的は,通信ソフトウェアを枯成する各プロセスの仕様に対し,それが浦たすべ

き粂年を与え,その条件を仕横が満たすか否かを横根的I.:判定することにある･仕様が満たすべ

き条件の例としては.タイマのセット処理を行 う埠合それ以降の実行系列ではEずりセット処母

を英行する必要があること,交換枚の動作状態が通話状態L二速移する場合は必ずそのFllこ課金処

理を開始していること 等が挙げられる.従来このような条件 (表明)の充足性に基づ く検証を

行うためには,述語詮理や時相合理軌 理解性や実用性が色いと言われている旨理を適用する必
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要があった このため一般には矢掛 こ到ってはおらず.実際に:まこの1うな意味検証は逓T1,-人手

に依ることとなり,検証勃辛が吐めて吸いという薙古があっT.:

本検証法は.この1うな現実的な間規を解決するために考案したもので-ある.その准谷原風 土,

プロセス仕様が SDL0)ような手抜き型言語で監述されていることを前18として,仕様が涌たすべ

き条件を,仕様要点の実行頼仔に関する ｢規則｣として形式化し.a:杜::含まれる全実行系列を

検査して規則の充足性を鞭J{的.=判定すること.二あるllC31日叫.飼えば.タイマに関する実行奴別

について検孟するには,実行可能な仕様安来のすべての系列に対し.タイマのセット処考が実行

さTLた場合には,それ以降必ずリセットが実行されるか否か検査すればよい.ここで.仕技安芸

の実行可能な系列を仕様安芸の実行系列,あるいは単に実行系列と呼ぶ_更に.実行の凍TLに沿

った仕様要素列を,実行の流れの分岐卓と合乾点で分封 したものを詐分系列と呼ぶ

EZE5 4.1(a)は,通信ソフトウ17仕様の-誰をSDL/GRで表現した一例である.SDL/GRの各

シンボルを仕技支系とみなす この団の例に含まれる鉢分系列を,仕様軍資の系列で表現すると,

[A Sl.B】 LS2】.【S3】.【C.S4.D]

となる_これらの部分系列を.ql q2 q3 q4<-それぞれf<すと,図5 4 I(a)の仕様は図5

4 1(♭)のように表現することができる このように仕様を部分系列のみで鼓したEg]を実行系列

グラフと呼ぶ Lg15 4 1(a)の仕様の実行系列は,同国(b)の実行系列グラフから.

tql q2 q4】,及び,hl.q3.q4】

となる

仕様がルーブ状の実行の凍れを含む場合は,実行系列の借款は包取とIIる.例えば.図5 4

2の実行系列グラフにおける7:行系列は.

lql q2 q4).【ql.q2,q3,q2,q4L lql.(q2.q3)卜i.q2.q4】

となる ここで( )▲は.( )内の部分系列の )回の繰り返しを表す



(a)SDL/GR表現 (b)実行系列グラフ表現

区5.4 1 通信ソフトウェア仕様のSDlノCR表現と実行系列グラフ表現の例

図5 4 2 ループを含む実行系列グラフの例

5 4 3 実行規則グラフ

与えられた仕様が.誤り判定基稚となる実行規則を満たしているか密かを自動的に検査するに

は.英行規則を形式的に衣し 旗枕的に処理できるようにする必要がある このような文子T規則

の形式的な表現法として.定並54 1に示す拡張状態遷移図 ESTD(ExtendedStateTranslLJOn

Dlagra皿)を凍案する 失行及別を表すこのESTDを実行及則グラフと呼ぶ.

t定糞5 4 日 (実行規則グラフ)

仕様要窯の実行規則を表す実行規則グラフGは,以下の9項租(SO.Sl.S2.S3.Tl.T2,Ql,Q2.

N)から構成される拡張状態速移凪とする

OSl(1-0.-,3)は,それぞれ以下の検杢状無を表す王乱卓の有限集合である.

SO 検査を別姓する時古での検査状態(初期検査状態又は初期状態と呼ぶ)

Sl:そこに透移した境合.直ちに7:行渡則違反である(誤りがある)と判定する検査状懲(誤り検

出状腰と呼.G)

S2 そこに遼移した場合,①テスト条件が左毒されていない.あるいはテス ト条件が定点きれ

ていて成立するときは実行規則を満たす(誤りがJBい)と判定し,②テス ト条件が定漉され

ていて皮立しないときは実行規則違反である(誤りがある)と判定する検査状態(条件付き

誤り検出状態と呼ぶ)

S3 そこに遷移した鴇合,SZと同恥 こ誤りの右転を判定し.その後検査を終了する検査状懲(検

査終了状悪と呼ぶ)

OTI(1=1.2)は,それぞれ以下の検杢状態間遷移を表す有向枝の有限集合である.

Tl 検査によって検出された仕様繋;Cに応じて実行する状無遷移 ただし.テスト条件が定義
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されているときは.それを捕たすときのみ&捗を実行する

T2:別の実行系列の検査を開始するために英行するk条件遥移.

o匂l(1.I,2は.そTLぞれ以下.二示すテス ト射 手の有限姓合である.

Ql:検査状磐を表す節声の丈合S2及びS3の各節点に対して定義されるテス ト条件

Q2:状撃崖膚を表す有向技の姓合Tlの島牧に対して定点されるテスト条件･

これらのテストでは.3:その時貞での検査状況.即ち,一つの実行系列の検査途中か,一つ

の実行系列の検査終了直後か,あるいは未検査実行系列が残っているかの判定,及び.e有限個

の値をこる要故と定点とから純良される生理関係の判定を行うことができる.

oNは.状整遷移を表す有向任の集合TlとT2の各校及び検杢開始前の初期状曇に対 Jr定義され.

石原個の位をとる交歓及び定鼓とから構成される浅井処理の灸合である

t定兼帯】

定義5 4_1の拡張状悪運移Eg)は.次の5L'iにおいて状腰遷移LAを拡張 J=ものと1Jつている･

①各種の変鼓や検査状況 に れらをまとめて検査情報と呼ぶ)を苗fiするメモリ既IAがある･

②状態遁移を表す有向枝に対 し.その速移を実行する前に浦足 しなければならない任意のテス

ト条件を与えることができる.

③状態遷移を表す右向枝に対 し,その遷移に伴って実行する演井処理を付加することができる･

◎検査状態を表す節占に対し.仕様検査途中.あるいは検査終了後,正常性を判定するための

任意のテス トを付加することができる

⑤一つの実行系列の検査を終了し.別の実行系列の検査の開始を表す血条件状態逆移を付加す

ることができる.

なお.本拡張状怒遷移図ESTDは,自炊官話の文法を記述するために使用される拡張状喝速移網

ATN(久ugEbentedTraLISlt10nNety･ork)を,上述の④と⑤において拡張したものとみなすことができ

る ATNの表現能力はチューリング横桟と同等であることが知られている.ESTt)は Al刊を部分食

合として包含するので.ESITlのR現能力はチューリング性根以上である.即ち.理芸的には,ESTl)

は,計算段で実行できるすべての処確を表現することが可能であり,史に上述の拡張6.④と⑤に

1って複数個の英行系列にわたる仕様要点の実行規則を表現することが可能である.

前項で述べた.タイマの七 ノト(Set)･リセノト(Reset)に関する実行親別は,図5･4 3に示す

実行規則グラフで表親できる.この国で,●( )は,( )内の仕様要素を除く任意の仕様安井を表

す

この実行規則に比較してやや横維な例として. rタイマをいったんセット(Set)すれば,それ以

降,そのタイマをリセット(Reset)する実行系列が少なくともl恒必要であり,かつそのタイムア

ウト(Tl肥OUt)処理を実行する文行系列がちょうど1倍必要である そして,セ7トする前にリセ

ットが行われたり.リセyト前に再七 ノトが行われる場合は誤りである ｣という美行及Elrは 考

える.このような複鼓個の実行系列にわたる実行規則は.通常の状襲遠藤宜で表現することは不

可能であるが.EgE5 4 4で示す1うに,ESTl)に上って表現することができる_このLglで,【 1
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は,左題5 4 1のMに鵬す清野処札 ● 'は定濃5 4,1のQlに萌すテスト金作である.2

重の矢印は,走去5 4.1のT2に輯す蛭条件状焦遷移で,その遷移元の検査秋空に到ifした場合,

挨査中の実行系列の検査を件止し.遷移後の検査秋雲:=8-初に遷移したときの仕上は 兼から始ま

る美検査実行系列の検査を開始するためのものである_また.nr.n=三それぞれ検査開始時に 0

に初期設定された後.Reset及ひTL択Outを検出するごと:Ilづつ増加するカウンタである.ただ

しその最大q･ま2とする すべての実行系列を検査 し終えた時点での検査扶恩は図5.4.4の番

号が2の状憩であり.Llr≧1,ntllが成立するときのみ誤りなしと判定する この1うに国5 4

4の実行汲別グラフは,先述したタイマのリセ,トとタイム7ウトにr{する実fT規則を正しく表

現している.

なお 実用的な通信ソフトウエア仕様では,複鼓個の実行系列(:またがっ1=仕杜要乱 二関する

粂午の充足性がA.渋り検出判定:=必貫になるここが少なくな い. そのような粂J午の例を以下に示す.

3タイマをセントLT=以降では.-つの実行系列にのみタイム7ウト(タイムオーJf)の記述

が必要で,他のすべての文fT系列ではタイマのリセット (ストノブ)の占己逆が必要である

②各状掛 二おいてはいくつかの侶3-を受信した後の実行系列が記述されるが,これらの信写-は

互いに異なっている必要がある

③ある仕様要卦 こおいて判断分岐を行う場合.判断分岐の射 牛は互いに異なっている必要があ

るうえ.全体として漏れがあってはならない

④いったん1占号を受信したがその状態で.pi受信せずバ ッ77上で先送りする場合 (SDLにおけ

るSAVE倭能),この状磐に探く各状態ではそのような信号を受信処理する記述が必要であ

る.

㊨:- -

⊂]

○
摂り検出状態

条件付き誤 り検出状態

匡恒 査#7-

'() -( )内以外のtt概要京

>-状想遷移

Egl5 4 3 実行及刑グラフ(拡張状態遷移図)で表現した規則の例 1 (タイマに関する奴別)



lJltlnt+1,

1fnt>1nt-2]

lnr-nr+1.

zfrLr>lnr-2]

◎ 初期状態

[コ

○

誤り検出状態

条件付 き誤 り検出状態

I() ()内以外の動作

'二誤りでないための条件

【 1-処理

→ 虹条件遷移 (別の実行

の検査を実行するためのも(

t.条件遷移

図5 4 4 英行規則グラフ(拡張状態遷移B])で表現した規則の例 2 (タイマに関する規則)

5 4 4 通信ソフ トウェア仕様意味検証問題の形式的定孜

以上で走漉した実行規則グラフを用いて,通信ソフトウェア仕様の意味検証間組を次の通り走

遜する.

掟 遜5ー4.2](通信ソフトウェ7仕様の意味検証問艶)

逓信ソフトウェア仕様の意味検証間親は,被検証仕様のすべての実行系列について,初期状態

から出発 して実行系列に含まれる仕様要薫毎に実行規則グラフで定義された状曽遭移を漁り適し

実行し,次の3古が満足されているか否かを検証することである

①誤り倹出状慾に遷移しないこと

(至)条件付き誤り検出状哲に遷移したとき.指定されたテスト条件を補足すること

◎検査寮了状掛 二速移したとき,指定されたテス ト条件を浦足すること

[定衣鉢1

5.4 5 実行規則に基づく仕様意味検証

定兼5 4 2に従って通信ソフトウェア仕様を検証するには.原理的には,仕様に含まれるす

べての美行系列を実行規則に照らして検査すればよい しかし.実際にはこの方法を採用するこ

とはできない なぜなら,図5 4 2で示 した通り,一般には実行系列は並隈にあり,この場合

検査処理が有限時間では終了しないからである

以下では,実行系列がま駅にある堵合でも,有限時間で倹証を完了できる効率よい検証アルゴ
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リスムを提示する まず 本項では,このような検証7ルゴリズムで必須となる ｢岳限個の実行

系列を有限時間で検査するための7ルゴ')ズム｣を示す この実行系列検査アルゴリズムは,誤

り判定基準となる来行鹿別には依存 しないものである 次項5 4 5と次々項 5 4 6で,誤 り

検出のための処理等,英行規則に基づく処理を含む仕様検証全体のアルゴリズムを示す

本項で示す実行系列模査7ルプリズムでは･検査対象とする実行系列を体系的に管理するため,

検査米と呼ぶ実行系列の木表現を利用する 検査木の定義は次の通りである

[定讃5 4 3](検査木)

検査木は,仕様の部分系列を表す枝から構成される木で.以下の手帳で作成したものである

sl 頂点(梶)を設定する

S2 最初に実行する仕様要-#から始まる部分系列を表す枝を頂点に付加する.

S3 作成された木において,端点(粟)を含む名妓に対 し.それに対応する部分系列に引き続い

て実子了することができる部分系列を表づ彼を付加する.

S4 S3による枝の付加を可能な限り繰り返す

[定混紡]

EgI5 4 1(b)と鼠5 4 2 I:示した実行系列グラフの検査水をそれぞれ図5 4 5(a)と(ら)

に示す 両実行系列グラフはいずれも実行の流れの合流古を1個づつ含むが,検査木ではその合

流古に対応する節一古を黒丸で表 し, xL x2,y.,y2 と記号を付けた 図5 4 5(a)では,節在

xlとx2以降の部分木は完全に同一である 図5 4 5(b)では,節点 y,(--I.2 )以下の部分木

がすべて同一であるだけでなく,更に,y.とy..】の間の部分木は tに依らず同一である.

以上から明らかなように,検査木は実行系列グラフを美行の流れに沿って展開した結果であり,

その性質に関して以下の補填が成立する



(b)

図5 4 5 回5 4 1(b)と図5 4 2の実行系列グラフの検査木

[禰題5 4 1](検査木の性質)

検査木には次の性質がある

①各実行系列は,頂点から簿か こ到るパスで表される

②仕様における実行の流れの合流引去.検査木では複数個の節点に対応する･~つの合流点に

対応する節点を Ix.日 L･1.2,･)とすれば.節点xL以下の部分木は li:依らずすべて等しい

更に,xLの子孫が IX】日 )+1)に含まれるとき,そのような節点のうち xを含む各実行系列

上でx.に長も近いものを抽出し.それらをx..(k-1･2.･)とすれば･x･とⅩ･.の間の部分木は

iに依らずすべて等しい.

[補過終】

ところで,各部分系列を倹生した後の検査状悪と検査変数の値 (これらをまとめて検査梢報と

呼ぶ)は,検査前のそれらの億が与えられれlf唯一に決まる･従って,次の補酌 城 立する･

[補遭5 4 2](鉢分系列の検査)

一役に.複数個の英行系列が同一の杯分系列を含んでおり,かつそれ以降完全に同一である場

令,その蕊分系列を検査する直前での検査情報が同一であれば.その謙分系列以降の任意の時IEt

における挨査情報も等しい_即ち,このようfJ場合の仕様検証では,共通の親分系列以降の検査

は1回行うだけで十分である

[補硯終1
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補題5 4 】と補説5 4 2とから次の抽韻が成立する.

【補絶5.4.3】(検査の停止)

~つの合淀.占に対応する検査木上のBE.dl:か -て.検査情報が-鼓している韻合.これらの前

古以下の検査:三一乾たけ行えば十分である.また そのよう,'i茄卓で囲まれた部分木が櫨款佃あ

る蟻合:ま,その内のl佃の.,qt分水 こついてのみ検査すれ【=十分である.

[禰笥鞍】

補填5.4.3から,実行系列の検査は.検査水を利用 して.以下の7J/プリズムに従って後室

すれ:ごよいことが言える.

[7ルプリズム5_4 日 (倹査木を用いた実行系列の賛査

定長5 4.3の手椴に従って検査木を構成する そのとき,倭を1本付加するごとに.それに

対応する甜L=d系列を検査し.検査後の検査情報を導出する その結果,以Tの条件をすべて満た

す場合は,定義5 Ll.3の手収においてその技には以降枝を付加しないこととする.

①その部分系列に対応する仏の先の前車(溝点)那,仕様上の合成点に対応する

②その合流古に対応する別のi･百年がE%に検査木の祖先取 こ含まれており.かつ両者の検査tlI4報

が完全に一致する

[アルゴリズム終〕

[定理5 4 日 (7/レゴリズム5 4 1の正当性)

アルゴリズム5 4 ユは.すべての実行系列の検査を正しく行う

〔定理終J

l定理5 4 1の略柾]

これまでの戊明から,アルゴリズム5_4 1に上って仕様に含まれるすべての実行系列を検査

することができるのは明らかである

一九 走頚5 4 1から,本牛で扱う検証問規における検査情報は有限である 即ち,検生木

において,部分系列を表す枝の各節点における検査情報の観合せ.'=有限である 従って.7ルゴ

リズム5 4 1の処理によって,定義5 4 3のS4において枝の付加が≠取に較くことはなく,

7ルゴリズム5.4 1は必ず停止する.

[暗証帯】

例えは.団5 4.5(a)では.f･盲点 xLでの検査情報と節点Ⅹ.での検査情報が同一であれば,節

点 XJ, Ⅹ2以下の諌分系列 q4,q5の検査はどちらか一方のみ行えば十分である また.同国(b)で

は,例えば節卓ylとylの検査情報が同一であれJf鼠占y2以下の訪分木は不安で,それに対応する

検査を行う必要はない 鼠占y2とy】の検査情報が異なる場合でt･,述Ejryコの漠を怖批 )-節点 yl

又はyZの検査伯叔と一鼓しIrいれば 節点 y3以下の未分木及びその検査は不算となる 倹査情報

のとり得る値の組合せは有限であるから,節点y,y2,y.I. ･の検査情報がすべて異なるというこ

とはあり得ない
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5 4 6 手読き内仕秩検証7ルゴ])ズム

本項では,まず実行規則が l個でかつ手摂tき呼び出しを含まない仕掛 二村する検証77レゴリズ

ム (手技き内貸註アルゴリズム)を示し.衣;=実行娩8佃一校鼓個の場合の同株なアルゴリズムを

示すが.それらの前に.仕様誤 りを検出したJB合の処理にCCする方針を述べる

一般.二,挨証処理.二おいて仕様誤 りを検出した塘合の処理としては ①検止処理をいったん仔

止し.仕放作成者が仕様を訂正した後,倹止処理を再掲するという処理と,空検出した仕様掛 )

の簾田を予め器走しておき,それに応じた回復処理を自動的に実行 して検証をFt行するという処

理の2案が考えられる しかし.仕隷誤りの原田を正 しく推定することは必ずしも可能ではか ､

ので.ここでは案①を採用することとした.

この方針に則り,前項で述べた実行系列検査7JL,ゴリズムに基づく手荒さ内検証アルゴリズム

を以下に示す.またEZZ5 4 6はそのフローチャー トを示す なお,本アルゴTJズムは,主ルー

チンと1個の副Jt,-テン亡から寺井蚊される_

[7ルゴ.)ズム5 4 2](英行規則が 1個の域合の手抗き内検証7ルゴリズム)

-一主JL,-ナンz

sl 初期仕様翼素を含tT部分系列を未検査車分系列として登録する

sZ 未検査部分系列を1個抽出する

S3 抽出した束検査部分系列から文47府庁に従って仕様軍票を1個抽出する

S4 実行規則グラフにBいて遷移を実行するためのテス ト条件が定義されていればS5′＼ なけれ

ば副ルーチン (実行規則での状態遷移及び誤り倭査)を呼び.S6へ進tT

s5 テス ト条件が成立する場合は副ルーチンを呼び,S6-進む 成立しない場合はS7へ進tE

s6 検査処理終了フラグがセットきれていれば検証を終了し,リセ yトきれていればS7へ漣tT

s7 検査した仕様要素が部分系列の最後である場合は,SB-進tT 最後でない場合は,実行規則

グラフで生条件遷移が定義されていれば副ル-ナンを呼びS10へ進む aE粂作遷移が定癌さ

れていなければS3に戻る

sB 7ルゴリズム5_4 1の条件を満たす場合は直ちにS9へ進む 条件を満たさない場合は,嬢

査が終了した部分系列の検査情報を首領するとともに.その部分系列に引き競いで実行でき

る部分系列を束検査部分系列として登録し,S9へ進tl

s9 実行規則グラフで七条件遷移が定義されていればiqル-テンを呼び,S10へ進tT.無a:-件遷移

が定義されていないこきはSllへ進む

slO検狂処理草77ラグが七yトされていれば検証を終了し.リセ 7トきれていれrfSllへ進tT.

sll未枚査部分系列が耗っている堤合はS2に戻る.残っていない場合は.誤 りなしメッセージを

出力して検証を終了する

-主ルーチン終t

=副JL,-ナン- (実行親別での状思iE捗及び誤り検査)
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SSl 実行規則グラフのiE移を文子ITる.清貧処理があれば実行する

SS2 遼移後の検雀肌撃が.誤り検出状哲であれ.fS53へ.検査終了状空であればSSlへ,また条

件付き.,誤り検F.状無であLttfSS5へ進む

SS3 誤り検出メノ七-ジを出力する 検証処理終了フラグをセ ントして主 レーテン-I;;る.

SSJ テス ト条件が如 l,又はテス ト奄件があってもそれが成すするとき.三SS6へ進み.テスト条

件があってそれが不成廿のとき:まSS3::族る.

SS5 テス ト条件が▲い,又はテスト発作があってもそれが成立するときは.検正処理柊丁フラグ

をリセットーて主ルーチン:こ東る テスト条件があってそれが不成立のとき.'三SS3にJjiる.

SS6 誤りなしメ/セージを出力する 検証処理終了フラグを七 ノ t･して圭′レーテン:こ戻る.

=副J.I.,-チン終-

[アルゴリズム鞍】

本アルゴリズムに関し.次の定理が成立する

[定理5 4 2】(7)L,ゴリズム5 4 2の正当性′

7ルゴリズム5 4 2は検品を正しく行う 即ち,すべての実行親別誤りを検出し 必ず停止

する

r定理終】

【定理5 4 2の略証】

定理 5 4 1から,アルゴリズム5 4 2が仕様誤 りをすべて検出可能で,かつその処理が必

ず停止することをp正明することができる

[略柾終】

実行規則が複数個ある塘合は.与えられた仕様の実行系列に含まれる仕様要素軌 こすべての英

行規則に対 して同様の処理を実行すればよい ただし,各部分系列の検査を終了するには.すべ

ての実行規則に対する検査が終了している必要がある.例えば,図5 4.2のようなループ状の

実行の猛れが仕様に含まれる場合は.すべての実行及別について.同一の検査情報が再現される

まで部分系列を操り返し検査し扶ける･E要がある



図5 4 6 仕様挨'JE7ルプリズムのフローチャ-H l/2)

LS=とSStは,それぞれ7ルプリズムのS享とSS=を示す)
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(b)副ルーチン (実行規則での状態遷移及び誤り検査)

図5 4 6 仕様検証7ルプリズムのフローチャー ト(2′2)

(S=とSS言は.それぞれアルゴリズムのS=とSS=を示す)

5 4 7 手抜き間仕様検.q:7ルプリズム

例えばSDLのような仕様記述書三岳では,手読き呼び出しを使用することができる.手就き呼び

出しを含む仕様の検証7ルゴリズム(手荒さ問検証7JL,ゴリズム)は,次に示す通りである_
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[アルゴリズム5_4.3H 手技き間検証アルゴリズム)

手手芸き内検証7ルゴリズム (7rレゴリズム5.4.2,::以下の処理を追加する･

手技さを呼ぶ場合.まずその時,Efでの紫衣偶発を用いてその手抜きを挨査する･次に.その結果

得られる手続きの出口での挨生絹柊を剛 ､て,呼-L,<出し領の元の仕様要嘉から検査を再開する

[アルゴリズム終】

なお.手諒さをいったん禁を した場%･'三,その入口と出Ejでの検査情報を対と一てデ~タペ~

スに登録 しておき.再びra1-の検査佃拝でその手品さをFfぷ壕%･は,データペ-スに格納 してあ

った検査備報を利用することに上って.その手宗さの再検査を省 くことができる また,手t''さ

の入口と出口をそれぞれ仕枝の淀九の分岐古と合鼠 色とみな･すことに上って,下蒜さの再帰呼び

出しを含tF仕様も険正可能となる

5_4_8 実行系列検査::基づく仕枝検証法の㌔伝

本検証法を,海甘衛生通イ=システムにおける海岸局の出力処理プロセスに適用し,その有効性

を評価した このプロセスの及位はSDLn'Rで約2.000行である.また,利用した仕様実行規則は

図5 4 4に示すタイマー規則で,この税別の作成には約 30分を要 した

評価試験の結果.タイム7ウ ト処理とタイマーリセット処理の記述縮れがそれぞれ ユ個と2個

の合計3個の誤 りが検出された.検托ツールに上ってこれらの誤りを検出するのに質した時間は

操作時間を含め約 5分であった.検出したこれらの娯りは別途人手で仕様をEl視検査することに

ょっても検出できた.この人手作業に要した時間は約 120分である 即ち,検証のたわの作薬効

牢は,人手で行う方式に比較すると本検証ツールの利用によって約((120-5-30)/120･)約 7L%削減

できた 今回利用 した仕様混別は一度作成すれば他の仕様にも連用可能であり,その作成時間を

除外すると,本検証ツールによって検証時間を((120-5)/120-)約 96%削詫できることになる

この例は比較的小さい規模の仕様の例であり.一般には,本検証法及びそれL=基づ く検証ツー

ルによって,以下の効果が縛られることを確認した

○複数の実行系列に関わる粂件を罵 り判定基準 (規則)とする意味検証が可能である･

○検証に使った点 り判定基葬 (BIM)を苔概 しておくことに1･,て,倹正俊能を容易に拡瑛

することができる.

o人手に比べると敦分の lから致 10分の 1の作実時間で検証でき.検証効率を大略に向上で

きる

〇本検証法:i,SDL以外に,任意の手続き型通信ソフトウェ7仕技記述苦言吾に岩用できる･

○手緩さ呼び出しを含tT仕様を検証することができる-

o ループ状の実行系列を含む仕様に対 しても,有限時間で検証することができる

5_4_9 まとめ
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本蒜で.'1,逓信ソフトウェア仕従の色味検証を効李よく実現するため,原始蚤求を入力し,そ

れが沸たされているか否かを慢叫的に検束する方法を提案した この方法の特赦;三,次の通 りで

ある

e原始要求を,仕tiiこ含まれている要素のTjTJi序に関する規則として.正弘状悪遷移図に上

って形式的に表し,その充足tfを壕桟的:=検査できるここ

e感官の状澄遷移Ligでは表現できない r!巨丑の実行系列にま{=がる仕tJ'安芸に係わる及別｣も

この正張状整正移Laで表現でき.そのような濃別の充足性 も篠根的に汝査できるここ

③規則の充足性の検査では,仕a.こ含されている実行系列をすべて検査するが,ル-7'状の実

行系列があっても検査がも取時間で･完了すること

@本検証法は,手抜き呼び出 ーを含む任意の手品き塑仕従記述言語で記述された仕様の意味検

証::連用することができ.運用性が高いこと

本意味検iiE法によって,従束法に比較して,検証作菜時間を例えEfl/20に削減することが可能

こなり,検証劾辛の大幅な向上が退或できた

5 5 むすげ

本章では.通信ソフトウェア仕杜の吾味検証を実現する新 Lい検d'正技術 として,抽鈍処理を特

徴とするプロ トタイピング法.仕様を竹明な衣現に像械的に変換する仕様鮪明化乱 与えられた

要求を仕様が満たしているか否かを検査する実行系列検査法を提案 した そして,これらの新意

味検証法によって,次に示す通 り,従来は不可能であった意味検証を効率よく達成することが可

能であることを示 した

①抽象処理を特徴とするプロ トタイピング法によって.これまでは不可能であった ｢段階的

な仕様の作成 検aEを直凄支援すること｣が可能になった.即ち.不完全な通t;-ソフトウ

ェア仕様を入力 してプロトタイププログラムに変換 し,それに含まれている正SIな仙報を

暴大隈利用して実行する そして.実行結果として,確かな部分と不確かな弟分とに明確

に分けて出力する これによって,特に複鼓の技術者の間で共同して仕様を作成する堵合

に,誤りを含む仕様払分を基に他の仕様部分を作成するという悪循環を国是でき,正確な

仕様作成の効李が大幅に向上できる_

②仕様冊明化法によって,与えられた通信ソフトウェ7に対 し,良能的には同-であるが.

例えば仕様要素数が}り少なく及位が小さな養親に自動的に変換することができる.この

結果,特にtt抜親授が大きい場合に仕様作成者自身でも困建となる仕様の理解が容易にな

る_また,横能的に等価でより簡明な表現の仕柾を作成者が倹査 し理解することに上って.

作成した仕ilの正当性を検査することも可能となる 一方.ある技術者が作成 Lたtt様部

分を基に別の技術者が別の試分の仕様やプログラムを作成するとき.仕経のFf!常が容易に
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なり.仕様やプログラムの作故効牢が向上できる

③実行系列の検査による意味検証掛 二よって,与えられた原始要求の充足性を容易に判定す

ることができる.特に.狸政の実行系列にまたがった仕様要素E=関係する原始要求の充足

tiを最嬢的i=判定できる この後枕的なflJ定は従来は実現できなかったが.本色味壊｡Eに

ょって初めて連荘できた.また,このような充足性の判定に要する計井韓処理時間は停め

て小さく.人手に上る名倉に比較すると,鼓分の 1から監10分の 1以下に倹正時間を短掠

できる.

以上で示したとおり.本章で捷示した意味検証法.こ上って,従来は政かった意味康在勤竿を大

信に向上できることを明らかにした.

笛6車 結d-4

本論文は.逓信ソフトウェ7の仕杖に含まれる誤りを検出する仕様挨正枝81に附するものであ

り,そのEl的は.fttl誤りのうち詮,Y,I.Sりと意味,Tt,)を検出する検証法の効辛を向上させる技Ikl

の確立にある このEl的を達成するため.まず,遠rGソ7tLウェ7仕様の中で重要な位正を占め

るプロトコル.Ĵ理に関する誤りを検出する4件の新しいプロトコ.TL,検証技術を考貫し技術確立し

た一次に.逓信ソフトウェア仕比の*昧L,TJミリを検出する薪検証技街こして.抽象処理を特徴とす

るプロトタイピング法.仕蝕を理解し易い伝明な表現!=変換する仕杜憶明化法 及びtt也が満た

すべき条件の充足性を判定するため仕様に含まれる実行系列を検査する方法の3手法を考案し技

術確立した そーて,これらの所技術によって.通信ソフトウエア仕組検正の勉雫が大福に向上

できることを明らか:こした

不芸文によって‡与られた主要な具体的荻黒は以下の通りである_

(I)プロトコル検.正の効率向上法

プロトコル倹証l.:問し.次の(1-1)-(I-4)に示す通り,従来法に比較して検祉劾牢が飛躍的に

優れ,検証に必要なメモリ蕊 処埋立の両者について大幅な削減を可能とする新しい検証技術を

確立した

(ト1)プロセス削戒法

本手法は.タイマやリソース管理のためのプロセスのように, 1僧のプロセス (親プロセス)

との間でのみしか信号の授受を行わないプロセス (子プロセス)がある場合,親プロセスに特別

な処理を施 し,子プロセスを削除してプロトコル検証を行うものである この上うな処理によっ

て.プロセスを削減してプロトコル規模を縮小することが可能となり.その結典.倹皿 こ必要と

なるメモリ芸と処理塁を大幅に削液できる.

(1-2)プロセス状怒遷移の一指処理法

本手法では,プロトコル動作を検査するためのグローバル状態遷移団の展開において,誤り検

出に支薄のない範EBで.プロセス札恒遷移をできる取りまとめて-括処援する このような一括

処理に上って,生成するグロ-パル状悪遷移団に含まれる状唐と遠耳等を直接削殺し,その結果.

検証に必要となるメモリ丑と処理丑を大幅に別浪できる

(1-3)プロトコル仕様の7サイクリック展刑法

本手法では,プロトコル動作を検査するため,各プロセスの状悪運移Eg)を7サイクリック状に

展開することとし.その際他のプロセスに関する情報の管理は長′ト隈に留める プロセス状態遷

移図の展開において.等価な展榊状無が得られた場合.それ以降は同じ展開の操り返しとなるの

で,等Jh]な展開状繁以降では.一つの等価状磐からのみの展開を実行 し他の等価状腰からの冗長

な展開を省略することに上って.展開及侯を小さくする.これ::よって.プロトコル検証に必要

なメモリ量と処理量を大帖に削強できる

(1-1)投階的検証法
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本手法で;三 検出すべきプロトコ∫レ誤りを,7'ロトコル検証における所要メモリIIlと処理品の

支配的安東であるグローバルi大腰 に直凄係わるデッドロックこ･グロ-パル状掛 =直接は保わら

か l他の誤りとに分類し.分祭きれたDl'tり種別如 二俣柾を段階的に分けて実施する･まず稀 1投

階目の検証で;i,後者L=烏す誤りを検出する･+=め.上述した【1-3け ロトコル仕様の7サイクリy

ク展開によって各プロセス毎の動'乍を中心とする検査を実行する一第 2昆陪日の検正では･全プ

ロセス動作の同時検査を実施し,グロー′りレ状禁を列挙してデフ'l'ロンクを検出する･いずれの

投降の検証にか -ても7･ロトコルibftを表す状滋遠位回を展開し作成するが,それぞれの成り検

出に支障のない重囲で,列挙する状態や状要点移を必要別 ､取に留める･特:=･プロセス毎の動

作を中･Llにした第 1段符の検証では.策別としてグローバル状態:三列挙しないこととする そし

て,第 2設階の全プロセス動作の同時検査で.三,耶1段階の処理で実行可能と判定された各プロ

セスの遷移のみを用いたうえ, 1-2､ブコ七ス状無蓬移の一括処理と同掛 こ,グローバル状態とグ

ローバル速移の列挙を#'J､隈に押さえる この上うな2段階の展開処理によって･所安メモ1)立

と処理星の支配的要素となっていたグロ-パル状慾と遷移の捻数を大鰍 二削強する

以上の4手法のうち,(I-I)プロセス削減法･は･他の3方法とは独立なので同時に組み合わせて

利用することが可能であり.その結果 検証効雫は相乗的に向上できる･

これらの斬7･ロトコル検証法に上って,従来法に比較して,検証効牢を)こ幅に向上でき･所要

メモ.)最と検正処理丘を飛描的に削漉することが可能となった 例えば,プロセス削減法によっ

て,タイマプロセスを1個削除すれば所要処理丘はl/3～1′5に渡少し･タイマプロセスを2個削

除すれば所要処理量は10数分の )に液少する また,段階的検旺法によって･従来のプロトコル

検証法に比載して,所要メモ･畑 と検証処理.iLfの両者とも 100分の 1以下に削減できる.段階的

検証法には,検証すべきプロトコルの規模が大きいほど,掛 こプロセスが多いほt'･従来法に比

較した所要メモ･)見 検証処理足の削減効果が大きくなるという特長がある 度合的には･両手

法を組み合せることによって,検証効率を敦 100-10,000倍以上向上させることが可能となった･

本検証法に1って 従来法に比較して検証効牢を 100倍以上向上させるという当初の研究目標

は十分に達成できた.そして,例えばプロセスが多く従来は検証できなかった大規模な集用的プ

ロトコルの検証を可能とした 実際,これまでは検証不可能であった･国際海甘衛星通信システ

ムB及びN,国際SDH伝送路降37-切 り替えシステム.国際Jrq･話用新交換台システム等の現在実用化

されているEl際逓信システムのプロトコル開発I=おいて.本論文によ･,て確立したプロトコル検

度接衝を連用 した結果.これらをすべて検証でき.その有効性を実証できた･

(2)通信ソフトウェ7竜味浅丘の動学向上

,xLこ,通信ソフトウニ7仕様の効窄よい意味検証を実現するため･従来にはなかった検証創 亀

を持つ新しい検証技術を確立した 具体的には,以下の(2-I)-(2-3)に示す通りである･

(2-1)抽象処理を用いたプロトタイピングによる険柾

本検証法では,変鼓の値が設定きれない,手続きの内容が記述されていない等･不完全な通信

ソフトウェ7仕様を入力し それをプログラムI=自動変換して最大限に実行する そして･失行
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結果を,正しいものと必ずこも正しくないものとに明確に区別して出力する また,実行和也に

あたって,実1Tすべき仕放流分を指走するここが可能で.この指定によって分岐fJj断のための変

款の値の自動設定や実行すべき他のttそよ部分の自動決定を可能を限り行う これに1って.逓信

ソフトウェア仕様の弟分的･段階的{_･作良を効奪1く支援する葱昧検証が可能とJjつ.た.

!212)仕枝転明化による検証

与えられた連tIソフトウェ7仕杜を入力L.それこ等価でかつII)78明な表現に自動交換する

様々な手法を開発した.特に,検束すべき仕杜の湿損を削液する手法として.卓効な7:行系列の

削除,分岐要素の頼序文史に上るtt増真宗の削涼等を考案 し.実際の通信システムに連用Lてそ

の評価結果を,JtLた その結果.々策手法.こよって,例えif人手で作鼓した仕比の規模を 3/4程

風 二速′トレた陳明な表顎に変摸することが可能となり.目視で意味挨旺する場合の検査作文蒜を

かなり削減でき.険正効李を大酪 二向上できる上･tl:ニなった.

(2-3)7;千丁糸列の検企.こ上る検丘正

与えられた通信ソフトウェア仕様が浦たすべき条件を,仕様要素の実行JP.FTpに関する規則とし

て与え,仕様がその規則を捕たすか香かを劾苧よく判定する手法を開発した この手法に上って,

従来は不可能であった,複数の実行系列に係わる親別に対する抜織的な検止も可能となり,人手

による目視検証に比較して.例えば検｡正作繋時間を1/20以下に低減でき,検富正効率の大幅fJ向上

を可能とした

以上の通り,本論文で確立した新しい仕様検証技術に1って 通イ】ソフトウェアtL様の検証効

率を大幅に向上することが可能となった 近年情報社会はグロー′()レ化 マルチメディア化が著し

く進んでおり,開発 保守すべき通ィ.I/7トウェアは増大する一方である 本論文で確立した通信

ソフトウェ7仕様検証技術が. このような発展を支える礎石の一つになるものと期待される

以上



Elii 過信ソフトウェア仕様挨正三隷システムESCORT

付i31 ESCORTの設orカ計

本d̂文でi.q-hじた通1言ソフトウェア仕様検証技術を中心として通信ソフトウlア仕様作或支援シ

ステム ESCORT(Env.rortmenLforSpeclfylngCommunJCat■OnSSoftwareRequ.repents)を構築し

たrlC6)-LIO7】 その設計における基本方針は以下の通りである

①仕様記述言語には.本給文のベースとした拡張状態遷移横根との親和性が高く･国際標準

化されたSDL(Speclf'catlonandDescrlpt10nLaJqjage)を採用する-

②仕様検証横臥 二は,プロトコル謡理検凪 プロトタイピング,仕様簡明化.実行系列検査

の各放免を具備する.

③仕様検証以外に,SDLのテキス ト表現 PRtPhraseRepresentatlOn)から SDLのBl式表現

GR(Graph■calRepresentat.orL)への自動変換織能等を持つ-

④各棟嶺能lま.独立したノールとして実現し.それらの使用順軒 三相 二規定せず･任意の頼

序で使用できることとする

付主よ2 ESCORTの構成

ESCORTの割 引集成図を凪付 1に示す また,ESCORTが持つ諾ツ-ルの一世を表付 1に示す 仕

様を処理するための形式はSDLのテキス ト表現PRであり･すべてのツールの入力はSDLm 形式の

仕様となる

ESCORTを用いて通信ソフトウェ7仕様を作成する手順は以下の通りである まず,UNIXの vl

等の,1キストエ7イタに上ってSDL,m 形式で仕様引乍成する-次にSDLの構文検査 ノールに上っ

てSDLの文法誤 りを検出して訂正する.次に,任意の検証ツールを利用して諸種より･意味誤りを

検出し訂正する.ただし.プロトコル倹証,英行系列検査-プロトタイt=-ング･博明化のいずれ

のツールについても 鎌文挟重を食初に行っており,文法誤りを訂正してから検証を実行する･

プロトコル検証ツ-ルでは.未麦義受信等のプロトコル誤りを検出した染合･初期グロ~′tル

状態から誤りに到るまでに各プロセスが実行 した速さの系列をすべて出力することができ･これ

を利用することに上って点りの訂正が容易になる.本文では述べなかったが,本ツ~ルには,局

号受信パ yフ'に蓄積される信号鼓が予め定めた款1り大きくなった堀合その旨を出力する捷能

がある.4 2で述べた通り.信号受信′でy77内侶号数が有限でない場合には,検証が有限時間

で停止しない可能性があるため,そのような軌 と性の確認にこの綴能を利用することができる

プロトタイピングソールでは,実行する仕様部分を指定することができる,その指定は,SDL〝R

上で美行系列が分岐する仕様栗東に対し特別のコメントを追加挿入 して分岐後の実行系列を指定

することに上る SDL表現の仕牧をプログラムに変換して実行をいったん開始すると,任意の時点
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で馴 J込んで停止丁ることができ,その時.d_3-での文行結果を出力するここができる.この出力

には.信号授受のシーケンス.変敦の塩&.実行した仕様要;i;(SDLJTR丈等)等が含まれる また,

停止した訪分から実行を再開Tることも.更lこ!ま実行済み失行系列の任せの分岐点から別の,失守丁

系列を実行するここもできる.

仕様軒明化ツ ルでは,いったん和明化処理したイ上様部分を元に戻す(undo)倭能があり,両者

を比較して確認 しながらJ貞次街明化処理を進めることもできる.つまり,仕様の検証と簡明化を

並行して実施することができる

仕様要紫の実行系列検査ツ-ルでは.人手で作成したBl別を与えられた仕様が満たしているか

密かを検査するが.規則に示された粂作に合鼓した仕様要素も出力するので,検索 ノールとして

利用することもできる また,衣1111にある遡り.このソ-ルは,笠理検証 意味検証の両方に利

用するここができる.

Egl付 l j重信ソフトウェアtt襟作成支援システムESCORTの構成



f<付 1 ESCORTが持つ主なノーJL,-fZ

分類 ツール名

PR/GR変換

PRir'I審

構文検証 PR構文検査

LIItb プロセス内 規則に照らしたPR文の実行系列の検査

検証 プロセス問 クの検出

意味検証

部分抽出 PR文の検索

耕辞

東京大学教授斉鼠忠夫博士には,本論文のとりまとめに捺し,終始燥切なる御指導と御類鐘を

賜りiLた 謹んで探卦の恵を表します また.研究内容(=ついて足並な凱 指 と御示唆をいた

だきましたr東京大学教授青山友矧 尊士7同教授石塚浦博士,同助教授相田仁樽上 岡助教授相

揮湘 ･与侍上 rq助教授葡崎茄博士に深く感か ､たします

東京大学名誉教授 ･学術情報センター長猪掛専博士には,官署が通信に関する研究を志すきっ

かけを与えていただき･在学中並びに卒業後を通じて終始暖かい御指希と御杖蛙を賜りました.

ここに深甚の諾意を表します.

本研究の遂行並び【ことりまとめの機会を与えていただきました･株式会社KDD研究所所長付

谷掘郎博士･国際電信屯話株式会社取締役 元国際電信,i;話株式会社研究所所長村上仁己博士,

株式会社KDD研究所副所長鈴木健二博士･伺副所長山本英雄博士,伺取締役渡辺文夫博士に疾

く感謝いたします

株式会社オーエスアイ7'ラス社長 元国際,Fii信･ai話株式会社交換部釆弘道部長には,本研究の

契横を与えていただくとともに国際電信電話株式会社研究所在汚時に惣切な御指群と御鞭漣をい

ただきました 深く感淵いたします 東京通信ネノトワーク株式会社酪長 元国際電信電話株式

会祉企業通信部安藤純利次長･早稲田大学教授 元EI際電信電話株式会社研究所所長浦野凝軌倖

士･株式会社KDD研究新王席研究員LU時事弘博士,国際電信電話様式会11:グローバルマルチメ

ディア弔黒部池田佳和書識役･株式会社KDD研究所小西和楽主帯研究員,国際電信電話株式会

社技術企画部部長松本潤博士には･本研究の遂行に探 し暖かい那 相 と励ましを頂きました.堤

く感謝いたします

霞際ケーブル･シップ株式会社運行本部次長 元国際FFJi信電話株式会祉研究所乗越雅光主任研究

員r広島市立大学教授 元国際電信電話株式会社研究所主任研究員角EB良明博士,株式会社KD

D研究所グループリーダ小EF稔周博j=･同研究所伊藤篤主任研究か こは,本研究の逆行にあたり,

多大な御助言 ･御協力と有益な御討論をいただきまLた 深く感謝いたします 株式会社KDD

テレコムネットワーク課長 元国際電信電話株式会社研究所新田文雄主査,株式会社KDD研究

所宇都宮栄二担当王査･通信コンサルタント 元E]際屯信電話株式会社研究所斉藤博徳研究則 二

は･本研究の遂行に御協力いただくとともに有益な御計詮をいただきました 深 く感謝いたしま

す

本研究の逆行にあたi)･通信ソフトウェ7仕様横証支援システムの開発において御協力いたど

きました･株式会社三菱度合研究所並びにE7本通信建設株式会社の関係者の皆様に厚 く糾 し申し
上げます
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