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1．想定する読者・聴衆
本テーマで想定する主な読者・聴衆は、形式手法開発
を導入、検討または、関心のある技術者。特に VDM や
Z、B 等モデル規範型の形式手法に於いて状態分析の手
法に関心のある方を対象としている。

2．背景
今日の組込み機器開発では、高い信頼／安全性、標準
規格対応など品質を維持するための多岐にわたる対策
が必要となっている。事実、欧米での自動車関連訴訟
や製品リコールが企業業績やイメージに与える影響は
甚大[1]である。原因の一つに機能やサービスの高度化
に伴う、開発量の爆発的な増大 [2]がある。これに伴い
開発現場でも、テストや品質管理等の品質の維持コス
トが増大している。
この問題の解決策の一つに、高品質なソフトウェア開
発技術として期待されているのが形式手法である。形
式手法は数理表現に基づく形式的な記法を用いて仕様
を記述することで、矛盾や曖昧さを排除して仕様や実
装の誤りの低減を図る技術である。
特に B メソッド[3]は仕様の検証だけでなく仕様と実
装の整合性検証やコード生成等の下流工程をカバーし
ている。反面、実装の正当性を証明するための仕様の
モデル化が難しい。このため他の形式手法と比べ開発
現場での活用が困難で、日本国内での普及が進んでい
ない。

3．課題
B メソッドの技術情報はデータのモデル化に偏って
おり、ソフトウェアの振る舞いを記述する実践的な手
法に関する情報が少ない。これは本研究で適用対象に

定めている自動車をはじめとした制御系分野で大きな
障害になっている。
理由は機器制御の場合、入力の大半が単純なスカラー
値であるため、開発の力点が置かれるのはデータ構造
ではなく振る舞いのモデル化だからである。
そこでソフトウェアの振る舞いモデルを構築するた
めに状態遷移モデルを適用したが、以下の問題に直面
した。
課題： 制御系の開発現場で B メソッドを活用するた
めのソフトウェアの振る舞いの形式的仕様記
述手法が確立されていない。
このため、要求仕様の記述形式が状態遷移モデルと
大きく異なるため仕様追跡が困難であるうえ、手作業
で状態遷移モデルに変換するため仕様との適合性を保
証する手段もない。
これらの問題を解決するため過去の研究事例及び既
存のツールを調査したが、状態遷移モデルからのコー
ド生成や [4]、導出可能な制御シーケンスを作成して状
態遷移モデル生成する[5]手法は見つかったが、今回の
目的に沿った事例は見つからなかった。

4．提案・実験
前述の課題を解決するために、
制御分野向け状態遷移
分析手法を考案した。
･ 実装を表す状態モデルを作成する前に、要求仕様に
近いステートを意識しないモデルを作成する。以
下、これを「仕様モデル」と呼ぶ。
･ 明確なモジュール分割ルールを持ち、仕様モデルを
適切な規模で維持できる。
･ 実装を反映した状態モデルは、確立した手順で仕様
モデルから機械的に導出する。以下、この導出さ
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れるモデルを「実装モデル」と呼ぶ。
本手法の作業の流れを図 1 に示す。

（２）ルール２
状態遷移に関わる変数間で相互依存がない場合は、
モジュールの単純さを保つために分割する。
図 4 は分割できない例である。
これ以外の依存関係
なし or 一方的な依存関係の変数を持つモジュールは
分割を行う。

図 1.作業の流れ

4．1 仕様モデルの定義
仕様モデルは実装モデル導出を目的に作成するが、要
求仕様をモデルに変換する際の誤り防止と、開発者に
要求されるスキルを軽減するために、ステートを意識
しない形で記述する。また。実装モデルを導出するた
めに必要な変数、イベント等の情報を定義する。
（図 2）

図 4.分割できないケース

分割で新規に作成されたモジュールは、分割元と同
様に仕様モデルの定義を行う。
全てのモジュールで分
割ルールの適用可能箇所がなくなったら仕様モデル
の作成は完了する。

4．3 実装モデルの導出
実装モデルは、実装を意識しているため複数のステ
ートを持つ。本手法では、単一ステートで動作を記述
した仕様モデルから実装モデルを導出する。
（図 5）

図 2. 仕様モデル

仕様モデルは要求仕様の項目と原則一意対応するた
め、作成や仕様追跡が容易である。これは１個のステ
ートしか持たないため、同じ動作が複数のステートに
分散しづらいためである。
図 5.実装モデルの導出

4．2 仕様モデルの分割
仕様モデルは実装モデルに１対１対応する。本手法
では、個々のステートマシンに対応する仕様／実装モ
デルを１モジュールとする。

導出は自動化可能な数学的操作を元に行う。(図 6)

仕様モデルのイベント定義を行う際に以下に該当す
る場合はモジュールを分割する。
（１） ルール１
イベント評価内で変数更新がある場合、モジュール
を分割し、更新処理をアクションに記述する。
（図 3）
図 6.実装モデル導出の概略フロー

5．効果
本手法を実証するため簡単なサンプルをモデリング
した。図 7 はサンプルのために作成した要求仕様。

図 3. 下位モジュールに分割
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図 10 は以前に作ったほぼ同じ機能のモデルとの比較
である。証明責務数を比較すると、今回は最大でも 96
件までであるのに対し、前回は最大で 442 件発生して
いる。B では仕様や実装の記述が適切に分割できずにロ
ジックが複雑化すると証明責務も増加する。即ち、今
回作成したモデルは明確なルールに基づいた適切な分
割がなされていることを示している。

図 7.サンプルの要求仕様

仕様モデルの作成は入力、出力、ロジックの３モジ
ュールから開始する。入出力は要求仕様の入出力定義
から、ロジックは入力による動作記述を元に変数やイ
ベントを決定する。
図 10.証明責務数の比較

モジュール分割とイベントの定義を全て終えた状態
が図 8。（注：変数と禁止条件はスペースが足りないの
で省略する）

6．まとめ
ソフトウェアの振る舞いを要求仕様に近い仕様モデ
ルで記述できるため、開発現場でありがちな属人的ス
キル依存が軽減できる。
仕様モデルからの実装モデル導出は数学的操作のみ
で行えるため、ソフトウェアツールによる自動作成支
援の可能性が開けた。また、これは本来 B メソッド活
用のために確立した手法ではあるが、状態遷移モデル
を使う他の形式手法やソフトウェア設計にも応用が可
能と思われる。
B メソッドの形式モデルに変換可能な仕様モデルと
実装モデルの作成導出手法を確立したことにより、B
メソッドを開発現場で活用し易くなった。
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