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DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正フェーズで重要なこと 

• 開発・修正したシステムが 
D-Case で合意してあるとおりに 
本当に作られているかどうか 

D-Case 図 システム ? 



本講演の内容 

• DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正時に有用な 
4 つのツールの研究について紹介します 

D-Case 図 システム ? 

ベンチマーク
ツール 

モデル検査
ツール 

型検査 
ツール 

テスト環境
ツール 



4 つのツールの比較 
型検査 
ツール 

モデル検査
ツール 

ベンチマーク
ツール 

テスト環境
ツール 

ツールが
行うこと 

基礎的な安
全性のプロ
グラム検証 

より複雑な
安全性のプ
ログラム検
証 

性能計測と
異常負荷の
模擬 

テスト環境管
理と故障注入
の実行 

対象 Cプログラム
機械語 

Cプログラム 任意の実行
可能プログ
ラム 

任意の実行
可能プログラ
ム 

仕様記述 ほとんど必要なし 
 

検証したい性質等
を仕様記述言語で
記述 

性能計測方法・異
常負荷等をシナリ
オとして記述 

ベンチマークツール
のシナリオに従う 

実行時間 短め 
 

長め 長め 長め 



この後の講演の内容 

• DEOS プロセスでの 
システム修正のシナリオにおける 
4 つのツールの役割の説明 

• ここでは「修正」のシナリオを紹介しますが 
「新規開発」でも同様の役割を果たします 

 

• 個々の 4 つのツールの説明 



DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 

• 「自動改札機が何かおかしい…?」 
– ある利用者が改札を通れないことに気づく 



• 駅員や技術者が 
問題の状況を把握しようとする 
– 自動扉が故障している? 

– 非接触式カードリーダが 
故障している? 
 

– 等々… 

? 

? 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• もし状況が自動改札機の D-Case に 
記載されていれば 
何をするべきかはその D-Case に 
書いてあるはずである 
 

 

 

• もしそうでなかったら… 

D-Case 図 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• D-Case にその状況に関する記載がない、 
すなわちこの問題は、 
– 事前に想定されていなかった (開放系障害) 

– 実行時のディペンダビリティシステムでは 
修復・回避できなかった 

D-Case 図 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• 改札機の開発者は 
状況を引き起こしている障害要因候補の特定を行う 
– D-Case 図や実行時モニタリング 
システムによって収集された 
ログ情報等を利用できる 

 

 
 
 
 
 

 

D-Case 図 

モニタリングシステム 
によって 
収集されたログ 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• 開発者は障害要因を 
「仕様」として表現し直す 

• その「仕様」を 
仕様記述言語を用いて記述する 
(もしくは既存の仕様を修正する) 

/*@ $requires (…); 
         $ensures (…); 
 */ 
… 
int some_func(…) .. 

仕様記述言語 
で記述された 
仕様 

要因 仕様 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• 開発者は「仕様」にもとづいて 
プログラムの修正を行う 
– このプログラムの修正時において 
開発者が誤って些細なバグを混入しないように 
型検査ツールを用いることができる 

– 型検査はシンプルな性質を短時間で検証する 

型検査 

仕様 仕様 仕様 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• プログラムの修正が一段落したら 
障害要因が本当に解消できたかどうかを 
モデル検査ツールを用いて 
確認することができる 

• モデル検査は複雑な性質を 
時間を掛けて検証する 

 

– 要因の解消が 
確認できなければ 
再度プログラムの修正を行う 

仕様 

モデル検査 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• 開発者は問題の状況が再現したりしないことを
ベンチマークツール・テスト環境ツールを用いて
確認する 

ベンチマーク/テスト ベンチマーク/テスト 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



• 最後に、システム開発・修正の経験を 
D-Case を更新することで反映させる 

D-Case 図 

DEOS プロセスにおける 
システム開発・修正のイメージシナリオ 



型検査ツール 

東京大学・前田チーム 



型検査の全体像 
C の 
ソース 
コード 

TAL への 
コンパイラ 

TAL の 
アセンブリ 
コード 

TAL の 
アセンブラ 

機械語 
プログラム 

型情報 

TAL の 
型検査器 

結果出力: 
「このプログラムは
メモリ安全です!」 

基本的に 
変更は不要 

必要な動的検査
コードの挿入 + 
型情報の推論 

TAL のアセンブラにより
自動生成される 

TAL (= 型付きアセンブリ言語) 
アセンブリ言語・機械語のレベルで型検査が可能 

利用者 



C プログラムの例 
 
 
// Declare that we use externally supplied printf() function without checking its safety 
__native__ int printf(const char *, ...); 
 
 
// Simplified implementations of some standard functions 
typedef int size_t; 
static void *test_malloc(size_t size) 
{ 
 return __malloc__(size);  // special malloc function provided by the compiler 
} 
 
static void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t length) 
{ 
 // Attempt to perform a wordwise copy, since a simple bytewise copy will discard 
 // all base-pointers and make it impossible to use words contained in dest as pointers. 
 char *dp = (char *)dest, *sp = (char *)src; 
 int dp_align = (int)dest % sizeof(int), sp_align = (int)sp % sizeof(int); 
 if (dp_align == sp_align) { 



  while (length > 0 && dp_align-- > 0) 
   *dp++ = *sp++, length--; 
  while (length >= sizeof(int)) 
   *(int *)dp = *(int *)sp, dp += sizeof(int), sp += sizeof(int), length -= sizeof(int); 
 } 
 while (length > 0) 
  *dp++ = *sp++, length--; 
 return dest; 
} 
static int strlen(const char *str) 
{ 
 int i = 0; 
 while (*str++) 
  i++; 
 return i; 
} 
static char *strcpy(char *dest, const char *src) 
{ 
 return memcpy(dest, src, strlen(src) + 1); 
} 
static char *strcat(char *str1, const char *str2) 
{ 
 memcpy(str1 + strlen(str1), str2, strlen(str2) + 1); 
 return str1; 
} 



static int puts(char *str) 
{ 
 while (*str) 
  printf("%c", *str++); 
 printf("¥n"); 
} 
 
// Emulate sprintf(str, "%d", num) for non-negative num 
static char *itoa(int num, char *str) 
{ 
 int i = 0, j, k; 
 while (num || !i) 
  str[i++] = '0' + (num % 10), num /= 10; 
 str[i--] = '¥0'; 
 for (j = 0; j < i; i--, j++) 
  k = str[j], str[j] = str[i], str[i] = k; 
 return str; 
} 
 
// Insertion sort (similar to the standard qsort() function) 
static void *isort(void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compar)(const void *, const void *)  
{ 
 int i, j, k; 
 void *swap = test_malloc(size); 
 for (i = 1; i < nmemb; i++) { 



  for (j = i; j > 0; j--) { 
   void *prev = ((char *)base) + (j - 1) * size, *next = ((char *)base) + j * size; 
   if (compar(prev, next) <= 0) 
    break; 
   memcpy(swap, prev, size); 
   memcpy(prev, next, size); 
   memcpy(next, swap, size); 
  } 
 } 
 return base; 
} 
 
// A data structure and its comparator 
struct point { 
 int x, y; 
 char *name; 
}; 
static int compare_point(const void *o1, const void *o2) 
{ 
 struct point *p1 = (struct point *)o1, *p2 = (struct point *)o2; 
 if (p1->x != p2->x) 
  return p1->x - p2->x; 
 return p1->y - p2->y; 
} 



// Main 
int main(void) 
{ 
 struct point data[10][10]; 
 int i, j, k = 0; 
 for (i = 0; i < 10; i++) { 
  for (j = 0; j < 10; j++) { 
   char buf[32]; 
   data[i][j].x = 10 - j; 
   data[i][j].y = i; 
   data[i][j].name = test_malloc(11);  
                                                     // if you change this to 10, you will get a runtime error 
   strcat(strcpy(data[i][j].name, "Point("), itoa(i, buf)); 
   strcat(strcat(strcat(data[i][j].name, ","), itoa(j, buf)), ")"); 
  } 
 } 
 isort(data, 10 * 10, sizeof(struct point), compare_point); 
 for (i = 0; i < 10; i++) { 
  for (j = 0; j < 10; j++) { 
   printf("[%d] = %d, %d, ", k++, data[i][j].x, data[i][j].y); 
   puts(data[i][j].name); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 



ここでデモ 



ここでデモ C のソースコードから 
TAL プログラムを生成 

(ctc は我々のコンパイラ) 



ここでデモ 



生成された TAL プログラム 
isort_gJOa2V2nkyfQnR079IEIae: code[s1795,v1841,v1843,v1845][v1643,v1637,v1631,v1625, 
v1796,v1798,v1800][%eax=v1841,%ebx=int(v1796),%ecx=v1843,%edx=v1845,%edi=int(v1798), 
%esi=int(v1800),%esp=sptr{ex[r][r=code[v1803][v1643,v1637,v1631,v1625,v127][%eax= 
int(v127),%ebx=int(v1796),%ecx=v1803,%edx=BasePtr,%edi=int(v1798),%esi=int(v1800),%esp= 
sptr{int(v1625),BasePtr,int(v1631),BasePtr,int(v1637),BasePtr,int(v1643),BasePtr,s1795}][][]][]: 
int(r),int(v1625),BasePtr,int(v1631),BasePtr,int(v1637),BasePtr,int(v1643),BasePtr,s1795}][][], [] 
 salloc<4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4> $112, [_, ...] 
 sst<4,27> %ebx, $108 
 sst<4,26> %edi, $104 
 sst<4,25> %esi, $100 
 mov %eax, $0 
 packr %eax, BasePtr, [0] 
 sst<4,0> %eax, $0 
 sst<4,2> %eax, $8 
 sst<4,4> %eax, $16 
 sst<4,6> %eax, $24 
 sst<4,10> %eax, $40 
 sst<4,13> %eax, $52 
 ... 
 ... 



生成された TAL プログラム 
isort_gJOa2V2nkyfQnR079IEIae: code[s1795,v1841,v1843,v1845][v1643,v1637,v1631,v1625, 
v1796,v1798,v1800][%eax=v1841,%ebx=int(v1796),%ecx=v1843,%edx=v1845,%edi=int(v1798), 
%esi=int(v1800),%esp=sptr{ex[r][r=code[v1803][v1643,v1637,v1631,v1625,v127][%eax= 
int(v127),%ebx=int(v1796),%ecx=v1803,%edx=BasePtr,%edi=int(v1798),%esi=int(v1800),%esp= 
sptr{int(v1625),BasePtr,int(v1631),BasePtr,int(v1637),BasePtr,int(v1643),BasePtr,s1795}][][]][]: 
int(r),int(v1625),BasePtr,int(v1631),BasePtr,int(v1637),BasePtr,int(v1643),BasePtr,s1795}][][], [] 
 salloc<4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4> $112, [_, ...] 
 sst<4,27> %ebx, $108 
 sst<4,26> %edi, $104 
 sst<4,25> %esi, $100 
 mov %eax, $0 
 packr %eax, BasePtr, [0] 
 sst<4,0> %eax, $0 
 sst<4,2> %eax, $8 
 sst<4,4> %eax, $16 
 sst<4,6> %eax, $24 
 sst<4,10> %eax, $40 
 sst<4,13> %eax, $52 
 ... 
 ... 

型情報 



ここでデモ 



ここでデモ TAL プログラムから 
通常のアセンブリを生成 

(cttc は我々のアセンブラ) 



ここでデモ 



ここでデモ 
cttc は 

アセンブリ生成と同時に 
型検査も行う 



ここでデモ 



ここでデモ 

実行バイナリを 
生成 



ここでデモ 



ここでデモ 



モデル検査ツール 

東京大学・前田チーム 



モデル検査の全体像 

C の 
ソース 
コード 

モデル 
検査器 

結果出力: 
「このプログラムは
性質を満たします!」 

検証したい性質に
応じて注釈を挿入 

注釈 

検証したい 
性質 

検証したい性質を 
事前条件・事後条件 
assertion 等で表現 

 

利用者 

例えば API 仕様等 



API 仕様記述の例: リソース操作 
typedef int handle_t; 
 
/*@ $ensures ($result == NULL || 
                            $result != NULL && *$result == 0); */ 
handle_t* open_resource() … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); */ 
int read_resource(handle_t* handle); 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); 
         $ensures (*handle == 0); */ 
void close_resource(handle_t* handle) … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 0); */ 
void handle_closed(handle_t* handle); 



API 仕様記述の例: リソース操作 
typedef int handle_t; 
 
/*@ $ensures ($result == NULL || 
                            $result != NULL && *$result == 0); */ 
handle_t* open_resource() … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); */ 
int read_resource(handle_t* handle); 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); 
         $ensures (*handle == 0); */ 
void close_resource(handle_t* handle) … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 0); */ 
void handle_closed(handle_t* handle); 

仕様記述 



API 仕様記述の例: リソース操作 
typedef int handle_t; 
 
/*@ $ensures ($result == NULL || 
                            $result != NULL && *$result == 0); */ 
handle_t* open_resource() … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); */ 
int read_resource(handle_t* handle); 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); 
         $ensures (*handle == 0); */ 
void close_resource(handle_t* handle) … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 0); */ 
void handle_closed(handle_t* handle); 

関数の事前条件 



API 仕様記述の例: リソース操作 
typedef int handle_t; 
 
/*@ $ensures ($result == NULL || 
                            $result != NULL && *$result == 0); */ 
handle_t* open_resource() … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); */ 
int read_resource(handle_t* handle); 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); 
         $ensures (*handle == 0); */ 
void close_resource(handle_t* handle) … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 0); */ 
void handle_closed(handle_t* handle); 

Our specification language CSCL is defined as 
a dialect of JMA and ACSL specification languages. 

関数の事前条件 リソース操作時には 
ハンドルを開く必要がある 



API 仕様記述の例: リソース操作 
typedef int handle_t; 
 
/*@ $ensures ($result == NULL || 
                            $result != NULL && *$result == 0); */ 
handle_t* open_resource() … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); */ 
int read_resource(handle_t* handle); 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 1); 
         $ensures (*handle == 0); */ 
void close_resource(handle_t* handle) … 
 
/*@ $requires (handle != NULL && *handle == 0); */ 
void handle_closed(handle_t* handle); 

Our specification language CSCL is defined as 
a dialect of JMA and ACSL specification languages. 

関数の事後条件 

ハンドルのオープンは 
失敗する可能性がある 



C program の例 
#include "api.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 handle_t* handle = open_resource(); 
  
 if (handle == NULL) 
  return 1; 
   
 close_resource(handle); 
 
 read_resource(handle); 
  
 close_resource(handle); 
  
 //@ $assert(handle_closed(handle)); 
 
 return 0; 
} 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 我々の 
モデル検査ツール 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 

モデル検査ツールが
エラーとその位置 

を示している 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ここでデモ 

 



ベンチマークツール (DS-Bench) 

東京大学・石川チーム 



DS-Bench の全体像 

• ベンチマークシナリオ 
を作成する 

• ベンチマークの種類や 
故障・異常の種類、 
タイミング、実行環境 
を指定する 

• ベンチマークシナリオ 
の実行を指示する 

• テスト環境ツールによって 
実際に実行される 

• 実行結果を 
確認する 

ストレス
テスト 

 
Tool 
計測ツール 

Benchmark 
ベンチマーク 
シナリオ 

ベンチ
マーク 

利用者 

ベンチマーク 
結果 

ベンチマークシナリオ 

ベンチマーク 
データベース 

ウェブインタフェイス 

DS-Bench 
コントローラ 

ベンチマーク 
結果 

テスト環境 
ツールへ 

 



テスト環境ツール (Test-Env) 

筑波大学・佐藤チーム 



Test-Env の全体像 

• DS-Bench からの 
ベンチマークシナリオに 
応じて 
– テスト実行環境の準備 

– ベンチマーク実行 

– 故障・異常注入 

  を行う 
– テスト実行環境としては 
実機や仮想マシンを 
指定できる 

Test-Env 
コントローラ 

実機 
実行環境 

仮想マシン 
実行環境 

ネットワーク 

電源 仮想マシン 
コントローラ 

仮想マシン 
(QEMU) 

 





テスト実行環境を 
指定する 







複数の環境の中から 
適切なものを選べる 









ベンチマークを実行する 
タイミング・期間を指定する 







複数のベンチマークから 
実行するものを選べる 













フォールトインジェクシ
ョン 

(異常・故障注入) もできる 





ベンチマークシナリオの 
実行を指示する 





赤線はテストの進行状況 
を表す 





ベンチマークの 
実行が開始された 





フォールトインジェクション
が開始された 







テストの結果が 
表示される 



本講演のまとめ 

• DEOS プロセス 
における 
システム開発・ 
修正時に有用な 
4 つのツールの 
研究について 
紹介しました 

ベンチマーク
ツール 

モデル検査
ツール 

型検査 
ツール 

テスト環境
ツール 

 



4 つのツールの比較 
型検査 
ツール 

モデル検査
ツール 

ベンチマーク
ツール 

テスト環境
ツール 

ツールが
行うこと 

基礎的な安
全性のプロ
グラム検証 

より複雑な
安全性のプ
ログラム検
証 

性能計測と
異常負荷の
模擬 

テスト環境管
理と故障注入
の実行 

対象 Cプログラム
機械語 

Cプログラム 任意の実行
可能プログ
ラム 

任意の実行
可能プログラ
ム 

仕様記述 ほとんど必要なし 
 

検証したい性質等
を仕様記述言語で
記述 

性能計測方法・異
常負荷等をシナリ
オとして記述 

ベンチマークツール
のシナリオに従う 

実行時間 短め 
 

長め 長め 長め 
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