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アウトライン 

• 紹介する新技術の背景 
– プログラムとバグ 

– 形式検証手法 

• 形式検証と不変条件 

• 既存の不変条件生成手法 

• 既存手法の問題点と新技術 

• 新技術の適用可能分野と実用化に向けた課題 



3 

今のプログラムは巨大 

• 例: Windows に関わるプログラムの行数 

– 1993年: 400〜500万行 

– 1994年: 700〜800万行 

– 1996年: 1100〜1200万行 

– 2000年: 2900万行以上 

– 2001年: 4500万行 

– 2003年: 5000万行 

 
Vincent Maraia “The Build Master: Microsoft’s 

Software Configuration Management Best Practice” 

Addison-Wesley Professional, Oct 2005. 
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プログラムにはバグがある 

• 「産業界の完成版プログラムには平均して
1000行に15〜50個のバグが潜んでいる」 [1] 

• さっきの Windows のデータに当てはめると... 

– 1993年: 6万〜25万個 

– 1994年: 10.5万〜40万個 

– 1996年: 16.5万〜60万個 

– 2000年: 43.5万個以上 

– 2001年: 67.5万個以上 

– 2003年: 75万個以上 

 

Vincent Maraia “The Build Master: Microsoft’s 

Software Configuration Management Best Practice” 

Addison-Wesley Professional, Oct 2005. 
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バグは損害を引き起こす 

• アリアン 6 ロケット爆発事故 (1996) 

–プログラムの誤りでロケットが爆発 

– 5億ドルの積み荷が失われる 

• 放射線治療用機器 Therac-25 事故 

(1985〜1987) 

–意図しない量の放射線を浴びて5人が死亡 

• 暗号通信用ソフトウェア OpenSSL のバグ (2014) 

–インターネット上のサーバの 66% に影響  
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バグをなくすために 

今とられている方策 
• テスト，テスト，テスト 

–プログラムが正しく振る舞うことを十分多くの 

入力について確認 

–テストバグ発見修正テスト...を繰り返す 

 

–様々なソフトウェア設計手法が提案されているが， 

基本はテストがきちんと行われることを前提にしている 
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テストの弱点 

• どれだけテストをすれば十分か分からない 

–どれだけテストをしても「バグがない」ことは 

確信できない 

• テストしなかった入力にバグが隠れているかもしれない 

–すべての入力についてテストすることは事実上不可能 
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形式検証: 

テストの弱点を補完する手法 
• ソフトウェアの正しさを数学を使って保証する手法 

– 「どんな入力でもプログラムが正しく動作する」という 

性質を数学の定理として表現し，(できるだけ 

自動的に) 証明 

• 長く研究レベルに留まっていたが，最近実際に 

使われ始めた 



形式検証 
アルゴリズム 

プログラム 

仕様 

OK 

形式検証の概念図 C, C++, Java, その他
の様々な言語に 

ついて検証手法が存
在 

論理式やその他の仕
様記述言語で記述 

入力 

入力 

正しさが数学的に
証明されている 

出力 
プログラムが仕様を
満たすことが 

数学的に保証される 



形式検証 
アルゴリズム 

プログラム 

仕様 
NG 

形式検証の概念図 C, C++, Java, その他
の様々な言語に 

ついて検証手法が存
在 

論理式やその他の仕
様記述言語で記述 

入力 

入力 

正しさが数学的に
証明されている 

仕様を満たさない
可能性がある 

出力 

出力がNGの場合は，どのような 
バグの可能性があるかに関する 
情報も出力する検証手法が多い 
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ポピュラーな形式検証器 
• Astree: C プログラムのプログラム解析器 [1] 

– Airbus A340, A380 の制御ソフトウェア 

– Jules Vernes ATV (宇宙ステーション補給機) の 

制御ソフトウェア 

• CPAchecker: C プログラムのためのモデル検査器 [2] 

– モデル検査: プログラムを自動的に抽象化してエラー状態に到達する可
能性がないか検査する手法 

– Linux カーネルのバグを多数発見 

https://cpachecker.sosy-lab.org/achieve.php 

• 大学発ベンチャーもちらほら 

– Infer: http://fbinfer.com/ 

– Coverity: http://www.coverity.com/html_ja/ 

 

 

 

[1] The Astree Static Analyzer: http://www.astree.ens.fr/  

[2] CPAchecker: The configurable software-verification platform: https://cpachecker.sosy-lab.org/ 

 

https://cpachecker.sosy-lab.org/achieve.php
https://cpachecker.sosy-lab.org/achieve.php
https://cpachecker.sosy-lab.org/achieve.php
http://fbinfer.com/
http://www.coverity.com/html_ja/
http://www.astree.ens.fr/
https://cpachecker.sosy-lab.org/
https://cpachecker.sosy-lab.org/
https://cpachecker.sosy-lab.org/
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紹介する新技術 

• より正確には: 形式検証器のための重要な 

要素技術である不変条件発見アルゴリズムを 

高速化する技術 

–予備実験では最大で10倍程度の高速化 

–全自動で動作 

–既存の検証器をほとんど改変せずに適用可能 

既存の形式検証ツールをみんなまとめて 

高速化する方法 
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アウトライン 

• 紹介する新技術の背景 

• 形式検証と不変条件 

• 既存の不変条件生成手法 

• 既存手法の問題点と新技術 

• 新技術の適用可能分野と実用化に向けた課題 
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説明に使用する例 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

xをyで割った商をqに，余りをrに計算するプログラム 

仕様をフォーマルに書くと:  

プログラム終了時点で  

x=y*q+r 

プログラムが仕様を満たす
ことをどう自動証明するか? 
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ほぼ全ての検証手法で使われる戦略 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

ループの入口と出口で常に成り立つ不変条件を見つける 

仕様:  

プログラム終了時点で 

x=y*q+r 

ここで常に成り立つ
論理式で 

仕様を証明するのに十
分強い条件は何? 

この例に関しては 

q*y+c+r-x=0 
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q*y+c+r-x=0が不変条件で 

あることの説明 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

ループに初めて入る時は
q=0&&r=0&&c=x 

なのでq*y+c+r-xは0に 

確かに等しい 

q*y+c+r-x=0かつ 

y=r+1なる状態でこの文を実
行するとやはり 

q*y+c+r-x=0が成り立つ 

q*y+c+r-x=0かつ 

y≠r+1なる状態でこの文を実
行するとやはり 

q*y+c+r-x=0が成り立つ 
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q*y+c+r-x==0であることが分かれば... 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

プログラム終了時点で 

x=y*q+rが成り立つ! 

c≠0が成り立たなくなったから
ループを抜けたはずなので 

ループを抜けた状態では 

c=0が成り立つ 

q*y+c+r-x=0と合わせて 

q*y+r-x=0が成り立つ 
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要するに... 

良い不変条件を見つけることが 

形式検証の成否を分ける 

形式検証の研究≒ 

どうやって良い不変条件を（できるだけ 

自動で）見つける手法の研究 

今日紹介する技術で既存の不変条件 

発見アルゴリズムを大幅に高速化できる 
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アウトライン 

• 紹介する新技術の背景 

• 形式検証と不変条件 

• 既存の不変条件生成手法 

–テンプレートを用いた不変条件生成について 

• 既存手法の問題点と新技術 

• 新技術の適用可能分野と実用化に向けた課題 
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既存の不変条件生成手法 
• 主流手法: テンプレートから不変条件を生成 

未定係数を含む論理式をテンプレート
として定義（ここでは例として変数の 

2次多項式を使用） 

a0+a1*q+a2*r+a3*c+a4*x+a5*y+

a6*q
2+a7*q*r+a8*q*c+a9*q*x+a1

0*q*y+a11*r
2+a12*r*c+a13*r*x+a1

4*r*y+a15*c
2+a16*c*x+a17*c*y+a

18*x
2+a19*x*y+a20*y

2=0 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 
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既存の不変条件生成手法 
• 主流手法: テンプレートから不変条件を生成 

未定係数を含む論理式をテンプレート
として定義（ここでは例として変数の 

2次多項式を使用） 

f(q,r,c,x,y)=0 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

長いので以降の 

説明では生成した多項式を 

f(q,r,c,x,y) と書く 
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既存の不変条件生成手法 
• 主流手法: テンプレートから不変条件を生成 

テンプレート f(q,r,c,x,y)=0 が不変 

条件になるための制約を生成 
q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

初めてループが実行される際の条件から 

f(0,0,x,x,y)=0 

ループが一回実行されても不変であるという
条件から 

f(q,r,c,x,y)=0∧c≠0∧y=r+1 

  f(q+1,0,c-1,x,y)=0 

f(q,r,c,x,y)=0∧c≠0∧y≠r+1 

  f(q,r+1,c-1,x,y)=0 仕様が成り立つための条件から 

f(q,r,c,x,y)=0∧c=0x=q*y+r 
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既存の不変条件生成手法 
• 主流手法: テンプレートから不変条件を生成 

生成した制約をa0,...,a20の制約に帰着 q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

a0=0, a1=0, a11=0, -2a11+a12=0, 

a13=0, a14=0, -a12+2a15=0, 

-a13+a16=0, -a14+a17=0, a18=0, 

a15+a16+a18=0, a19=0, a17+a19=0, 

-a10+a2=0, a20=0, 

-a11+a12-a15-a2+a3=0, a10+a4=0, 

a3+a4=0, a5=0, a6=0, a7=0 

-a7+a8=0, a9=0, ... 
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既存の不変条件生成手法 
• 主流手法: テンプレートから不変条件を生成 

制約を解いて不変条件を求める q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

解 {a0  0, a1  0, a11  0, a12 

 0, a13  0, a14  0, a15  0,  

a16  0, a17  0, a18  0, a19  

0, a2  a10, a20  0,  a3  a10, 

a4  -a10, a5  0, a6  0, a7  

0, a8  0, a9  0} を代入して 

不変条件 c+r-x+q*y=0 を得る 
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要するに... 

• テンプレートを使った既存の不変条件生成手法は 

以下のステップを踏む 

1. テンプレートの生成 

2. テンプレートが不変条件になるための制約の生成 

3. 制約を解く 

4. 解をテンプレートに代入して不変条件を得る 
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アウトライン 

• 紹介する新技術の背景 

• 形式検証と不変条件 

• 既存の不変条件生成手法 

• 既存手法の問題点と新技術 

• 新技術の適用可能分野と実用化に向けた課題 
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既存手法の問題点 

• 複雑なプログラムではテンプレートのサイズが 

大きくなりがち 

–変数の数やテンプレートに使う多項式の次数を 

上げると巨大なテンプレートが生成される 

–制約生成や制約解消が大きなプログラムに 

スケールしない 
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開発した新技術 
• 数学的に正しさの保証されたテンプレートサイズの
削減手法 

–正しさ1: 形式検証の健全性（i.e., バグがないと 

証明されたプログラムは本当にバグがない）を壊さない 

–正しさ2: 本技術を用いてテンプレートサイズを 

削減しても本当に必要な不変条件を見逃さない 

• 予備実験では形式検証ベンチマークで最大10倍の
速度向上を達成 



29 

本技術を先ほどの例に 

適用すると... 
未定係数を含む論理式をテンプレート
として定義（ここでは例として変数の 

2次多項式を使用） 

a0+a1*q+a2*r+a3*c+a4*x+a5*y+

a6*q
2+a7*q*r+a8*q*c+a9*q*x+a1

0*q*y+a11*r
2+a12*r*c+a13*r*x+a1

4*r*y+a15*c
2+a16*c*x+a17*c*y+a

18*x
2+a19*x*y+a20*y

2=0 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

21個の単項式を 

含む多項式が 

必要だったのが... 
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本技術を先ほどの例に 

適用すると... 
未定係数を含む論理式をテンプレート
として定義（ここでは例として変数の 

2次多項式を使用） 

a2*r+a3*c+a4*x+a5*y+a7*q*r+a8

*q*c+a9*q*x+a10*q*y=0 

q=0;r=0;c=x; 
while(c!=0){ 
  if(y==r+1){ 
    q+=1;r=0;c-=1; 
  }else{ 
    r+=1;c-=1; 
  } 
} 

8個の単項式を 

含む多項式で済む! 
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実験結果 
• 本技術をベースとして不変条件生成器を実装 

– OCaml 言語で実装されたフロントエンドと，
Mathematica で実装されたバックエンドからなる 

• 既存手法との効率を比較 

–現在最速の手法 FastInd [Cachera et al., Sci. 

Compt. Prog. 2013] との比較 

–普通のラップトップ (MacBook Air Mid-2013 model) 

で実験 

 



32 

実験結果 
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FastInd が用いたベンチマークで実行時間 (ms) を
比較 (抜粋, 青: FastInd, 赤: 本技術) 
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実験結果 (高速化の効果) 
実行時間がかかるにつれて本技術が FastInd に 

比べて高速に (青: FastInd, 赤: 本技術) 

より強力な解析手法を検討中 
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実験結果 (今後の課題) 
現状の解析では自動では高速化できない 

ベンチマークもあり (青: FastInd, 赤: 本技術) 

より強力な解析手法を検討中 
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本技術のメリット 
• 形式検証の厳密さを保ちつつ大幅な速度向上を 

可能にする 

–スケーラビリティのなかった大規模かつ複雑な 

プログラムへの形式検証適用の可能性 

• 既存の検証器をほとんど改変することなく速度を 

向上させることが可能 

–テンプレート生成フェーズを改変するのみ 
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アウトライン 

• 紹介する新技術の背景 

• 形式検証と不変条件 

• 既存の不変条件生成手法 

• 既存手法の問題点と新技術 

• 新技術の適用可能分野と実用化に向けた課題 
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想定される用途 
• 自動検証ツールが大きなプログラムに 
スケールしない場合の高速化方法として 

• ソースコードのドキュメントとして有用な 
不変条件を効率的に生成する方法として 

• ソフトウェア開発ツールの付加価値として 

• メカ・エレキ系と協働するソフトウェアの 
検証手法として 

–我々のチームが既に特許化した技術（特許5843230
号）を用いることでソフトウェアの検証ツールをメカ・エ
レキ系に適用することが可能 
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実用化に向けた課題 
• Proof of concept の作成 

– Toy だがある程度複雑な例を高速に検証する 

デモを作る 

–研究としての成果になりにくい部分なので 

誰かと協力して作りたい 

• データ構造等を扱う方法 

–データ構造を扱える手法との組み合わせを模索中 

• 「仕様を形式的に書く」ことが必要 

–仕様記述を支援する既存手法を応用? 



39 

参加されている皆様に 

お願いしたいこと 
• Proof of concept を一緒に作って 
くれませんか? 

• 形式検証のビジネス化のシナリオを 
一緒に考えてくれませんか? 
• 大事な技術であることをみんな賛成してくれるが， 
どのように利益を出すかが難しい 

• シナリオがあれば，京大のスキームを使って 
実現することも可能 

• 一緒に研究しませんか? 
• 数学を使ってソフトウェアが関わるシステムのバグを減ら
す技術や，プログラミング言語の理論と実装に強いです 
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関連する知的財産権 
• 今回の新技術関連 (未公開特許出願) 

• テンプレートサイズの削減 
• 発明の名称: 不変条件生成装置、コンピュータプログラム、
不変条件生成方法、プログラムコード製造方法 

• 出願番号: 特願2016-017419 

• 出願人: 京都大学 

• 発明者: 末永 幸平，樹下 稔，小島 健介 

• より表現力の強い不変条件の生成 
• 発明の名称: 不変条件生成装置、コンピュータプログラム、
不変条件生成方法、プログラムコード製造方法 

• 出願番号: 特願2016-017441 

• 出願人: 京都大学 

• 発明者: 末永 幸平，樹下 稔，小島 健介 
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関連する知的財産権 
• 不変条件生成手法のメカ・エレキ系への適用 

(設定登録済) 
• 発明の名称 ：ハイブリッドシステムの検証方法、検証装
置、及び検証コンピュータプログラム、並びに、ハイブリッ
ドシステムのモデル変換方法、変換装置、及び変換コン
ピュータプログラム 

• 登録番号: 特許5843230号 

• 特許権者: 京都大学 

• 発明者 : 末永 幸平，蓮尾 一郎 
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産学連携の実績 

• トヨタ自動車様とハイブリッドシステム検証技
術についての共同研究 (2013--) 
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お問い合わせ先 

関西TLO 京都大学担当 

ライセンスアソシエイト 

田部 博康（たべ ひろやす） 

 

TEL 075-753-9150 

FAX 075-761-7681 

     e-mail tabe@kansai-tlo.co.jp 


