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データベースを用いた実用的な形式的検証環境の実現
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あらまし 近年の情報システムの複雑化や大規模化に伴い，限られた期間であらゆるテストケースについて動作確認

することは困難なため，高信頼性を保証することが難しくなってきている．このような問題に有効な技術として形式

手法を用いた検証がある．しかし，形式的記述や検証には専門知識が必要となり，また実用的・汎用的なツールが極

めて少ないため，利用しにくい．よって本稿では，一般的なデータベース技術を用いて形式的に情報システムを検証

できる技法について考察する．専門知識が乏しい利用者でも，容易に形式的検証が行えるようにすることが目的であ

る．本稿では，ソフトウェア信頼性検証において実績のある Z記法について，データベースを用いた検証を考察する．
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Abstract Nowadays, information systems are spreading their scale and being complicated more and more. It is

difficult to assure their reliability and safety, since all test cases cannot be tried. In such cases, formal methods are

effective, however, the methods require expertise of a high order and there are few useful tools to support them.

Thus, we discuss how to verify formally information systems by general database technologies. If it is realized, one

can formally and easily verify information systems by database only. We also illustrate a case study of application of

a verification instance using Z notation, a formal method that produces actual results in the verification of software

reliability.
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1. ま え が き

近年，情報システムが複雑になり，システムの信頼性が厳し

く要求されるようになってきている．金融機関の基幹システム

の障害や携帯電話の回収等，情報システムの障害が社会に及ぼ

す影響は大きい．このような背景を受け，システムの検証技術

への要求と期待が高まってきており，近年数理的技法（形式手

法）が脚光を浴びている [7]．

しかし，形式手法についての適切な日本語の文献がなく，更

に，形式手法による検証を行うためのツールは大概大学等の研

究機関によって開発され公開されており，決して実用的とは言

い難い．また，ツールの公開後の機能改善やサポートが停滞・

打切りしているものが大半である [4]．最も形式手法の適用が

望まれるソフトウェア開発の現場への導入は非常に敷居が高く

なっている．よって，よりソフトウェア開発の現場で導入しや

すく検証が容易に行える実用的なツールが求められている．

そこで本稿では，導入が容易である，利用される論理基礎が

形式手法と同一であることから，データベース技術により情報

システムの検証を形式的に行える環境について検討する．一般

的なデータベースさえ導入すれば，誰でも簡単に形式的に情報

システムを検証できる環境を構築することが最終目標である．

2. データベースによる形式的検証の実現

まず，データベースを用いて如何に形式的検証ができるかに

ついて考察する．データベースを用いて検証する形式手法とし

て，ソフトウェアの信頼性検証において実績がある [1]，明確で

読みやすく直感的に理解しやすい，人間が使用する際の使いや

すさが考慮されている [9]，記述が構造化されている，という理

由から，Z記法を選択した．

2. 1 Z 記 法

Zでは，対象システムの仕様を，システムの状態と操作とい

う観点から捉え，これらの状態と操作をスキーマとして表現
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図 1 Z 記法のスキーマ

する [6]．スキーマとは，右側の線のない箱のように表記され，

変数（エンティティ）の宣言とその変数に関係した述語とをグ

ループ化したものである．スキーマでは，変数宣言部で変数を

宣言し，述語部でそれらの変数間の性質を記述する（図 1）．『仕

様を Zで形式化する』とは，このスキーマを書くことである．

Z で記述された仕様は，システムの状態を示す『状態スキー

マ』，ある状態スキーマを変化させる操作を示す『操作スキー

マ』等から構成される．（以降，データベース分野における「ス

キーマ」と区別するため，「Zスキーマ」と表記する．）

Z により検証を行うには，記述した Z スキーマや変数を用

いてそのシステムが満たすべき性質（定理）を記述し，Zの法

則等からそれらが導出可能かどうかを推論する [8]．通常，定

理証明器を用いて証明する．Zの定理証明器としては，記述の

ための GUI も充実している Z/EVES [2] などがある．Prove,

Reduce, Rewrite, Simplify, Invoke, Normalization, Conjunc-

tion, Disjunction, Equalityといった多数のコマンドが用意さ

れており，これらを駆使しながら対話的に証明を行うが，それ

ぞれのコマンドの数学的な意味を深く理解していなければ証明

を導いていくことは非常に難しい．

一階述語論理では，定理自動証明 [3]の研究が進んでいるが，

膨大なシステムリソースを必要とする．また，Z/EVESのよう

な対話型定理証明器ではユーザがヒントを与える必要があり，

完全自動で行うにはまだまだ問題点が多く，一般に難しい証明

を行うには熟練したユーザの補助が必要である．

本研究では，リソースを必要とせず，更に熟練したユーザの

補助も必要としない検証を目指す．以下，今日における代表的

なデータベースである関係データベースと XMLデータベース

それぞれを用いて如何に形式的検証が行えるかを検討する．

2. 2 関係データベースによる実現

まず，現在最も広く利用されている関係データベースにより

Zの検証を行う方法を検討する．

Zにおける記述・検証は全て Zスキーマを利用して行われる

ため，まず Zスキーマを記憶しておく必要がある．Zスキーマ

の宣言部では，参照する他の Zスキーマや使用される変数名と

型が記述される．また，述語部では宣言部で宣言した変数や参

照している Zスキーマで定義されている変数を利用した論理式

を記述する．これらを関係データベースに格納しておき，検証

に利用する．論理記号は，述語論理と集合論で使用する記号と，

Z特有の記号を用いることができる．Zスキーマの構造を ER

モデルとして図 2にまとめた．

また，Zスキーマ以外にも証明のためのデータが必要である．

Zスキーマで記述したシステムにおいて成り立つ公理や，数学

的な法則（推論規則）と前述の証明コマンドを用いて検証を行

Zスキーマ 宣言部
述語部

変数
論理式 論理記号

図 2 Z スキーマの構造

うため，これらの公理や法則，証明コマンドも記憶しておく必

要がある．公理や法則は，一般化したテンプレートのような形

で保存しておき，格納された Zスキーマによる記述に合わせて

実体化し証明に利用するようにする．

検証の流れとしては，まず利用者は検証したい対象のシステ

ムを Zスキーマにより記述し，関係データベースに格納する．

次に，記述したシステムにおいて成り立っていなければならな

い性質（定理）を記述する．その後はデータベースに格納され

ている Zスキーマや公理・法則，証明コマンドに対する SQL

等の問い合わせを用いて網羅的に証明を進める（図 3）．Zスキーマ証明コマンド公理・法則
Zスキーマ記述・格納

定理を記述 証明
図 3 データベースによる検証のイメージ

2. 3 XMLによる実現

Z スキーマは，XML により忠実に表現することができる．

例えば，図 4 のようなスキーマを定義できる．また，オント

ロジ [10] によって各要素に意味を持たせることにより，関係

データベースの場合のように網羅的に証明コマンドを試すので

はなく，効率的に定理証明を行うことができると考えられる．

OWL [5]といったオントロジ言語により述語論理の全称量化子

や存在量化子が記述できる等，記述・検証とも適用性に優れる．

2. 4 検 証 例

ここでは，文献 [8]に掲載されている図書館システムの例を，

2.2節で示した関係データベースにより検証する場合の概略を

示す．図書館システムの非形式的な定義は以下の通りである．

• 図書館は本の在庫と，登録された利用者からなる．

• それぞれの 1冊の本には固有の識別子が与えられる．

• どの時点においても，利用者に貸し出し中の本がいくら

かあり，在庫の残りは図書館の本棚にあり貸し出し可能である．

• 同時に借りることができる本の数の最大値がすべての利

用者い定められている．



<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="ZSchema">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Declaration" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="Predicate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Declaration">

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ReferenceSchema"/>

<xsd:element name="Variable"/>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Predicate">

<xsd:complexType>

<xsd:element ref="LogicalExpression"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

図 4 XML Schema による Z スキーマの定義

以上の図書館システムの定義を Zで形式的に記述すると，以

下のようになる．

[Copy ,Book ,Reader ]

Library

stock : Copy 7→ Book

issued : Copy 7→ Reader

shelved : FCopy

readers : FReader

shelved ∪ dom issued = dom stock

shelved ∩ dom issued = ∅
ran issued ⊂

= readers

∀ r : readers • #(issued B {r}) <= maxloans

この Z スキーマについて簡単に解説する．まず，Book は本

の各タイトルを，Copy は実際のモノとしての本 1 つ 1 つを，

Readerは利用者を表す．Libraryスキーマの定義部を見ていく

と，stockはどの本がどのタイトルに対応しているかを記録す

る．issuedは，どの本が貸し出し中か，誰に借りられているか

を記録する．shelvedは，本棚にあり貸し出し可能な本の集合，

readers は登録された利用者の集合を示す．述語部では，最初

の 2行で全ての本は貸し出し中か貸し出し可能かのどちらかの

状態であり，また両方同時には起こらないことを示している．

更に，3行目では貸し出しは登録された利用者にのみ行われる

ことを，4行目では貸し出しは最大貸し出し数を超えない範囲

で行われることを示している．

上記のような Zスキーマで記述したシステムにおいて，以下

のような性質が成り立つかを検証する場合を考える．

shelved = dom stock \ dom issued . . . (1)

この式は，貸し出し可能な本（の集合）は，保有している本か

ら貸し出し中の本を除いた集合になっていることを示す．まず，

Zスキーマデータベースに格納されている論理式の中から，検

証したい式 (1)で使用されている原子式を含む論理式を検索す

る．上記の例の場合，shelved，dom stock，dom issuedを含む

式を探す．データベース内には前述の Libraryスキーマの述語

部に記述されている論理式が格納されているはずなので，この

3つのうち dom stockを含む式

shelved ∪ dom issued = dom stock . . . (2)

が見つかる．よって，(2)を (1)に代入し，

shelved = (shelved ∪ dom issued) \ dom issued . . . (1)′

を得る．基本的に Zスキーマデータベースに格納されている論



理式は，無限ループを避けるため一度のみ適用することとする．

Zスキーマデータベース内を検索してもこれ以上式を展開する

ことができない場合は，公理・法則データベースの方を検索す

る．このデータベースには，公理・法則の式の形を一般化した

スケルトンとして格納しておき，検証する式の形と比較して適

用できる場合はその公理・法則を適用し，検証式を展開してい

く．今回の例の場合は，(1)′ 以降式を展開することができない

場合，(1)′ をキーにして公理・法則データベースを検索すると，

(X ∪Y ) \ Z = (X \ Z ) ∪ (Y \ Z )

という法則が適用できることが分かる．この法則を (1)’に適用

すると

shelved = (shelved \ dom issued)

∪ (dom issued \ dom issued) . . . (1)′′

を得る．また Zスキーマデータベースから (1)′′ に含まれる原

子式について検索すると（式 (2)については既に使用したため）

該当なしとなるので，続いて公理・法則データベースを検索し，

X \X = ∅

が適用できることが分かる．これを (1)′′ に適用し，

shelved = (shelved \ dom issued) ∪ ∅ . . . (1)′′′

を得る．同様に Zスキーマデータベースから (1)′′′ に含まれる

原子式について検索すると，

shelved ∩ dom issued = ∅ . . . (3)

を得て，(1)′′′ は

shelved = (shelved \ dom issued)

∪ (shelved ∩ dom issued) . . . (1)′′′′

となる．更に，公理・法則データベースを検索し

(X \ Y ) ∪ (X ∩Y ) = X

を得て，(1)′′′′ に適用することによって，最終的に

shelved = shelved

となる．以上の関係データベースを用いて証明を行う手順につ

いて以下にまとめた．

（ 1） まず，検査式（定理）に含まれる原子式を含む論理式

を Zスキーマデータベースへ問い合わせる．

（ 2） 問い合わせの結果，含まれる変数と論理式の一覧を取

得し，検査式に適用する．

（ 3） Zスキーマデータベースを検索して該当する結果がな

ければ，検査式へ適用できる公理・法則があるかどうか公理・

法則データベースへ問い合わせ，見つかったら適用する．

（ 4） 以上の手順 1～3を繰り返す

また，図 4で定義した XML Schemaに従って，上記の Zス

キーマや検査式を表現することができる．宣言部の変数宣言や，

述語部の論理式の表現については更に詳細化する必要があるが，

ここでは省略した．

<ZSchema name="Library">

<Declaration>stock: Copy \pfun Book</Declaration>

・・・

<Predicate>shelved \cup \dom issued

= \dom stock</Predicate>

・・・

</ZSchema>

このように記述した XML文書にどのように意味を与え，どの

ように検証を行うかは今後の検討課題である．

3. あ と が き

本稿では，形式手法の一つである Z 記法による検証をデー

タベースにより行う方法について考察した．Zの記述は直感的

で理解しやすく簡単だが，検証を行うには専門知識が要求され

る．この問題を解決するための第一歩として，Zによる形式記

述を関係データベースや XMLを用いて利用できることを示し

た．また，関係データベースにより検証を行うための手順を考

察した．対話型定理証明器と比較し，関係データベースを用い

た場合，導入が容易であり，利用しやすく，問い合わせによる

網羅的な探索を行い自動的に証明を進めることができるが，具

体的な実現技術，全ての公理・法則をあらかじめデータベース

に格納しておくことは現実的に可能か等，未解決な課題も多い．

また，比較述語 (=, <>, ><)，IN述語，EXISTS述語，限定

述語 (ALL述語, ANY述語)，LIKE述語，BETWEEN述語，

IS NULL述語といった SQLにおける述語論理を用いて問い合

わせのみで証明が行えないか，更に新しい述語の導入が必要が

あるかを検討する予定である．XMLの場合，Zスキーマを厳

密に表現できる，データに意味を持たせることができる，とい

うメリットがあるが，記述した XMLをどのように利用し証明

を行うかは現在のところ未検討である．今後は，これらの課題

について検討を進め，本稿考察に基づき環境を実現する．
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