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近年，情報システムの信頼性向上への要請や機能安全規格 IEC61508 などの国際規格の制定によ

り，形式手法を開発現場に導入する必要性が増している．実際，企業の製品開発にモデル検査を適

用した事例が報告されつつある．必要性の高まりに応じて，モデル検査の技術的側面を解説する講

習会も開かれているが，これらの講習は開発プロセスへの導入には対応していない．モデル検査を

開発現場に導入するためには，開発プロセスへの導入手法が不可欠である．この導入手法には，例

えば，管理者・モデル検査担当者・開発技術者など，様々な視点の手法が存在する．著者らは，実

証研究や導入事例を基に企業へのモデル検査の導入手法の策定に取り組んでいる．本論文では，管

理者の立場から捉えた導入マニュアルの特徴と作成の進捗状況を報告する．このマニュアルでは，

コストの見積もりやモデル検査担当者の育成，社内プロセスへの導入方法などをシナリオに基づき

解説する． 
 
In recent years, the need for introducing formal methods into software development is increasing because 

of requirements of the high reliability, international standards such as functional safety standard IEC 61508, 
etc. In fact, many case studies of applying model checking to software developments are reported. Due to the 
increasing needs, seminars which focus on technical explanations on model checking are held. However, 
these seminars do not match introducing model checking into the software development process. Methods to 
introduce model checking is indispensable. There are various methods for managers, for engineers and for the 
persons in charge of model checking. The authors research the introduction methods based on the 
experimental studies and case studies, and are preparing manuals of how to introduce model checking. In this 
paper, we present features of on-going manuals for managers. These manuals are based on scenarios which 
describe the cost estimation, fostering of experts of model checking, methods for introducing model checking 
into the development process, etc. 
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1. はじめに 

近年，機能安全規格 IEC61508[1]や情報セキ

ュリティ評価基準 ISO/IEC15408[2]などの国際

規格において形式手法の使用が推奨または義

務化され，ソフトウェア開発への安全要求が高

まっている．また，ソフトウェア開発では，開

発規模の拡大や短納期化に伴い，テストなど従

来手法による品質・工期確保が問題となってい

る．これらの問題への取り組みとして，形式手

法の一つであるモデル検査が産業界で注目さ

れている． 

モデル検査は形式手法の中でも検査ツール

を用いた自動化が進んでおり，適用に際して必

要となる前提知識が比較的少ない点が，現場導
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入に適している．実際，ソフトウェア開発分野

への適用例[3-9]が報告されている．また，高

まる企業ニーズを受けて，モデル検査の講習会

や研修コースなどの教育活動[10]も盛んに行

われている．しかし現状では，これらの活動の

焦点はモデル検査の技術的側面にある．つまり，

検査ツールの使用法，個別領域に対する適用例，

既存手法・プロセスとの連携といった，実際モ

デル検査を導入すると決定した後に技術的問

題をどうクリアするか，という視点である．教

育活動に関しても，モデル検査の知識を習得し，

検査ツールを使ってモデル検査の実務が行え

ることを目標に掲げているものが多い． 

モデル検査を企業の開発現場に導入する場

合，技術的側面だけでなく，様々な関係者が実

現性や事業性を評価して意志決定に至り，さら

に導入から定着までの道のりを経る必要があ

る．このような問題を踏まえた，モデル検査導

入手法が必要となる． 

また，モデル検査の導入に関係する管理者・

モデル検査担当者・エンジニアには各々の立場

や視点があり，必要とする情報も異なる(図 1)．

例えば，モデル検査について事前調査を行い，

自社の開発プロセスと重ね合わせて検討を行

った上で導入計画を策定・立案して上申する導

入推進役の管理者が必要とする情報は，技術者

に要求される理論や技術的知識とは異なる部

分が大きい．しかし，モデル検査の導入に携わ

る管理者を支援するための仕組みは，整備され

ていない．そこで我々は，企業への導入シナリ

オを想定して，導入推進する管理者が直面する，

業務内容と問題点について議論を行った．その

議論を踏まえ，我々はこの議論の結果をまとめ

た導入推進役の管理者のためのモデル検査導

入手法を検討中である．本論文では，この導入

手法の特徴と今後の取り組みについて紹介す

る． 
 

図 1．立場による認識の違い 

•モデル検査の解説
(上長，開発者・・・)

•実施の了承
•実施に必要な情報の提供依頼
•反例の説明
•不具合の解説
•結果報告
•導入コスト・教育

:
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2. 取り組みの背景 

企業の技術者がモデル検査を学習するには，

一般向けに開催されている講習会や研修コー

スが利用できる．当初，我々は，技術者向け教

育で利用する演習問題の充実に関する議論を

始めた．既存の演習問題では，技術的・理論的

理解を促すために，簡単な例題が多く用いられ

る．その結果，受講者が実際に開発しているシ

ステムと，演習問題の乖離が非常に大きい．そ

れに対する改善が必要と考えて，より理解しや

すく現実的な演習問題について検討していた．

受講者が，企業内でモデル検査を実施する状況

を模擬した，ロールプレイング方式の教材を検

討した時，我々は，プログラム開発者・モデル

検査担当者に比べて管理者の役割があまりに

も低いことに気が付いた．モデル検査の作業に

係る管理者の役割は，計画を承認して結果報告

を受けるだけである．しかし，管理者は，モデ

ル検査を導入するにあたって，もっと積極的な

役割を担っているはずである．管理者の働きな

しには，開発技術者個々人が用いる技術として

モデル検査が普及しても，組織の開発プロセス

にモデル検査が導入されるには至らない．そこ

で，我々はモデル検査導入における管理者の役

割に着目し，導入手法を検討した．我々が行っ

てきたモデル検査の実証研究や現場導入の際

にも，技術者向けの研修コースに参加した管理

者から導入に関する様々な疑問を質問される

場合があった．これは，研修内容が管理者のニ

ーズと一致していないことを示唆する．このこ

とから，演習問題の充実もさることながら，管

理者向けのモデル検査導入の解説の充実も大

きな問題点であると我々全員の意見が一致し

た．そこで，管理者に着目した導入手法開発に

取り組み，具体的な導入マニュアルを作成する

こととした． 

 

3. 導入マニュアルの概要 

3.1. 構成 

開発中の導入マニュアルは，あるソフトウェ

ア開発企業を舞台としている．その企業でモデ

図 2．モデル検査導入のシナリオ 
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ル検査を導入する場合を想定し，導入に際して

発生する業務内容や問題点を，関係者間のやり

とりによって示す．舞台に登場する関係者は，

導入推進役の管理者（以下，導入推進者），プ

ログラム開発者，モデル検査担当者およびモデ

ル検査導入の意志決定を行う評価者である．シ

ナリオは，筆者らが行ってきた実証実験や導入

事例に基づいている．一例を図 2 に示す．具体

的には，導入推進者のアクションに対して，プ

ログラム開発者や評価者などが開発現場や企

業経営サイドの状況を反映した様々な反応を

し，これらに対して導入推進者が答えていく．

シナリオ中の会話によりモデル検査の特長や

注意点を紹介するとともに，シナリオ中で用い

られる業務資料とプレゼンテーション資料の

実例を示す．さらに要所では，重要なポイント

を別表等により明示する．つまり，モデル検査

の技術的な側面よりも，導入推進者が実際に直

面する業務と作業内容，さらにこれらの時間的

な進行や他者との関係までを取り扱う． 

また，導入推進者の立場と役割は，組織での

モデル検査導入がトップダウンかボトムアッ

プかによって異なる．また導入する開発工程の

違いによっても作業内容が異なる．これらの状

況に対応した複数のシナリオを用意する予定

である． 

3.2. 特長 

本提案の導入シナリオにおける重要な観点

は，モデル検査そのもの知識のみではなく，モ

デル検査の組織内での認知度をあげ，確実な導

入に結びつけることである． 

読者（導入推進者）は，モデル検査の導入に

必要な業務の流れに沿いながら，シナリオ中の

会話や質疑応答の場面を読むことで，実際に受

けると想定される質問に対しても，適切な回答

を準備することができる．さらに，モデル検査

の適用に役立つ業務資料や PR 資料の実例を示

すことで，読者は，自社内で用いる資料作成の

参考にできる．また，シナリオ中に導入推進者

以外の関係者を加えることにより，これらの立

場の人にも平易に読めるモデル検査導入の入

門書としても利用できる． 

マニュアルの内容として，現時点で整理でき

ている項目を次に挙げる． 

• 導入推進者からプログラム開発者に向けた

モデル検査の PR 方法 

• 導入推進者から評価者に向けたモデル検査

の PR 方法 

• 導入推進者に必要な情報 

モデル検査の PR は，相手の立場を明確にし

て内容を整理することで，より効果的に実現で

きる．具体的な PR 内容は著者らの経験に基づ

いている．例えば，プログラム開発者に向けて

は，全数探索，反例表示，安全性に関する検査

といったポイントの説明と，実際にモデル検査

器を使ったデモを見せることが有効である．ま

た，評価者に対しては，他社の導入状況，規格・

標準などの社会的・業界的なモデル検査導入の

必要性，技術者教育プログラムの充実，品質向

上への効果の説明が有効である．さらには，技

術的には深刻な問題である膨大な状態数です

ら，モデル検査による自動検証の優位性を説明

する有効な情報となる．PR 方法については「や

るべきこと」と「やってはいけないこと」とい

った整理を行い，ポイントをわかりやすく記載

する． 

それに加えて，導入推進者に必要な情報とし

ては，モデル検査のコスト見積もりの方法，モ

デル検査担当者の育成方法，開発プロセスへの

組み込み方法等が考えられる．コストについて

は，個々の事例毎に内容が異なり比較が難しい

ことから，著者らの経験を含めて示す．また，

モデル検査担当者の育成も大きな課題である．

理論的な知識を習得した人材を育成できれば，

検査内容のレベルアップや作業効率の改善に

効果が大きい点は，一般の開発ツールの導入と

異なる特徴であるため，この点についても触れ
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る予定である． 

4. まとめと今後の取り組み 

本論文では，モデル検査導入手法について，

いままで着目されていなかった，管理者の視点

から議論した結果を紹介した．モデル検査の導

入を考えている組織の導入推進者に対して，導

入作業の道筋を示し，他者との関係や必要な情

報を分かり易く提供することで支援できれば，

モデル検査の普及が加速すると考えられる．そ

こで，企業へのモデル検査導入を想定して，シ

ナリオ形式で導入推進者のための導入マニュ

アルを開発する取り組みを始めている．この導

入マニュアルは，理論や実践主体の研修では敷

居が高いと感じている管理者，あるいは評価者

にも気軽に読める読み物であり，かつ必要な知

識が得られる入門書としての効果が期待でき

る． 

現在，最初のシナリオを作成中である．導入

推進者がボトムアップでモデル検査の導入に

取り組み，短時間で効果の上がるモデル検査の

適用方法として，デバッグに用いる方法を社内

で実施するシナリオである． 

今後さらに，シナリオを追加・充実させる作

業を行い，将来的には図書出版することも構想

中である． 

なお，本マニュアルの作成には，より多くの

企業や実証研究者の参加が望まれる．興味を持

たれた各位の，積極的な参加を期待する． 

 

 

参考文献 

[1] IEC 61508.: Functional safety of 
electrical/electronic/programmable electronic 
safety-related systems, 2005. 

[2] ISO/IEC 15408.: Information technology - 
Security techniques – Evaluation criteria for 
IT security - Part1, Part2 and Part3. ISO/IEC 
2005. 

[3] 早水公二, 篠崎孝一, 高橋孝一, 渡邊宏. 
モデル検査器を用いた自動検針システム
の仕様検証. 情報処理学会論文誌プログ

ラミング, Vol. 44, No. SIG15, p. 67, 2003. 
[4] 河本孝久, 小池憲史, 古橋隆宏, 鈴木伸一. 

周期タスク型モデル検査法と車載組込み
システムへの適用事例. 組込みシステム
シンポジウム(ESS2007), 東京, 2007. 情報
処理学会. 

[5] 丸山陽太郎, 岸知二, 片山卓也. 組込みソ
フトウェア設計へのモデル検査適用手法
の提案と実験・評価. 組込みソフトウェア
シンポジウム(ESS2005), pp. 64?71, 東京, 
2005. 情報処理学会. 

[6] 水口大知, 渡邊宏. 組み込みソフトウェア
開発におけるモデル検査の適用事例. コ
ンピュータソフトウェア, Vol. 22, No. 1, 
pp. 70?90, 2005. 

[7] 篠崎孝一, 太田弘, 早水公二, 星野光勇. 
モデル検査のデバッグへの適用. ソフト
ウェアテストシンポジウム(JaSST’06 in 
Tokyo), 東京, 2006 年 1 月. 

[8] 高井利憲, 古橋隆宏, 尾崎弘幸, 大崎人士. 
環境ドライバを用いたモデル検査による
検証事例. 第 4 回システム検証の科学技
術シンポジウム, 2007 年. 

[9] 村石理恵, 服部彰宏, 野村秀樹, 山本訓稔. 
Model Checking を適用した実践的非同期
制御検証? Go with the Early Bird ?. ソフト
ウェアテストシンポジウム (JaSST’07 
Tokyo), 東京, 2007 年 1 月. 

[10] 青木利晃，粂野文洋，木下佳樹，篠崎孝一，
高木理，高村博紀，田口研治，中原早夫，
西原秀明，早水公二，本位田真一，渡邊
宏：モデル検査の教育プログラム構築に
向 け て ， 算 譜 科 学 研 究 速 報 
AIST-PS-2008-12，産業技術総合研究所，
2008. 

[11] (独)産業技術総合研究所シテム検証研究
センター：システム検証事例報告集 2008
年度版, AIST-PS-2009-004，産業技術総合
研究所，2009. 

[12] 池田，今村，高田「実用化に向けたモデル
検査適用手法の開発」東芝レビュー 
Vol62(9)(2007), 46--49. 

[13] 佐原伸「形式手法の技術講座」ソフト・リ
サーチ・センター，2008． 

[14] 木下，高井，大崎「フォーマルメソッドの
フ ィ ー ル ド ワ ー ク 」 情 報 処 理
Vol49(5)(2008), 499--505.(算譜科学研究速
報 PS-2008-008) 
 

 
 

 

第６回ディペンダブルシステムシンポジウム

26


