
 
 

 
 

アプリケーション品質・検証技術への 
新たな取組み 

New Approach to the Verification of Application Software Quality 

あらまし  
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 富士通は，アプリケーションの外部仕様を形式的に記述することで，テストシナリオ/
データの作成，テスト実行，結果確認を自動化する技術を開発した。これにより，テスト

ケースやデータの考慮漏れ，テスト件数が膨大でテストしきれない，実施/確認時の人的ミ

ス，属人性によるムラといった従来テスト方式の問題が解消される。また，アプリケーショ

ンフレームワークと組み合わせることで検証対象のプログラムを絞り込むことができ，実用

規模のアプリケーションに適用可能となった。 
 本稿では，生産の革新の一環として，形式検証技術を用いたアプリケーション品質の画期

的向上を目指した取組みを紹介する。 

Abstract 

 As part of the reformation of production, this paper introduces a new approach that aims 
to greatly improve application software quality by using formal verification technology.  Our 
technology automates test scenario and data generation, executes tests, and confirms the 
results by formally describing the external specifications of applications.  As a result, major 
problems with the current test method can be resolved, such as insufficient consideration 
being given to test cases and test data, too many test cases to execute, human errors when 
executing tests and confirming the results, and discrepancies arising from a dependency on 
individual testers.  Moreover, by combining our technology with an application framework, 
the parts of application programs that need to be verified can be narrowed, making the 
technology applicable to practical-scale applications.  We will proceed with research 
towards the practical use of this technology, by for example expanding the range of 
applications that can be verified with it. 
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アプリケーション品質・検証技術への新たな取組み 

ま え が き 

 企業などの業務システムや社会システムの大規模

化・複雑化が進んでいる。例えば，ある金融機関シ

ステムは，1980年代の第3次オンライン時点の500万
ステップから現在は6400万ステップに肥大化して

いる。(1) しかし一方では，システム開発の短期化傾

向も顕著となっている。例えば，1998年以前は平

均11.6箇月だった開発期間が2002年には平均7.9箇
月に短縮している。(2)

 このような状況のもと，ソフトウェアの品質保証

が大きな課題になっている。稼働後のシステムに

1000ステップあたり平均0.122件の障害が残存して

いるとの報告もあり，(3) テスト技術の進化が強く望

まれている。 
 しかしテスト技術の現状は次のとおりであり，十

分な品質確保が難しい状況である。 
（1） テスト工程は開発工程全体の中で大きな期間

を占める（一般の業務アプリケーションで3割，

社会システムや組込みシステムでは5割超）。 
（2） 様々な自動化技術が提案されるも，人手によ

る人海戦術が現状。 
（3） システムの複雑化に伴い，人手による十分な

テストケースの洗出しやテストデータの作成が

困難。 
 こうした従来テスト技術の限界を打破するブレー

クスルーとして，形式検証技術が注目されている。 
 富士通はアプリケーションの外部仕様を形式的に

記述することで，テストシナリオ/データの作成，

テスト実行，結果確認を自動化する技術を開発した。 
 本稿では，富士通SE部門の「生産の革新」の一

環として，形式検証技術，中でもモデル検査技術に

着目し，そのエンタープライズ系システムへの実適

用を目指した取組みを紹介する。 
 

組込み系 業務系

仕様検証

・NASA火星探査機（SPIN）
・FeliCa ICチップ（VDM）
・複写機ファームウェア
（SPIN）

など

・パリ地下鉄運行システム
（B-Method）

・基幹業務トランザクション
管理（Z）

など

ソースコード
検証

・Windowsデバイスドライバ
（SDV）

・C言語ソースコード
など

・業務アプリケーション
（EZDeveloperで開発した
Webアプリケーション）

開発技術のターゲット

図-1 形式検証技術の適用事例 
Fig.1-Applications of formal verification. 

形式検証技術 

 形式検証技術とは，いわゆる形式手法 (注)の一種

で，数学的手段を用いてソフトウェアの正しさを保

証する技術である。近年，テスト技術の限界を破る

ブレークスルー技術として注目されてきた。(4)-(6) また

経済産業省などにおいても，今後のシステムの信頼

                                                      
（注） 数学や論理学に基づくソフトウェアやハードウェアシステ

ムの仕様記述・開発・検証の技術。 

性向上には形式手法の適用が重要との認識が広まり

つつある。(7)

 形式検証の一つの特徴は，対象とするソフトウェ

アをモデルとして表現し，そのモデルが確認したい

性質を満たすかどうかを数学的に裏打ちされた方法

により調べる点にある。あらゆるバグを検出・除去

するのではなく，ある特定の性質（例えば，デッド

ロックが起こらないこと，取引があれば必ずログが

出力されること，など）に着目し，その性質が常に

満たされることを証明する。 
 実際の開発工程における形式検証技術の適用

フェーズとしては次の2工程が考えられる。 
・分析/設計工程：仕様に対する検証 
・製造/テスト工程：ソースコードに対する検証 
 分析/設計工程への適用は，早い段階で仕様バグ

を検出できるという効果が見込めるが，仕様を数学

的にモデル化する必要があり難易度が高い。一方，

製造/テスト工程への適用は，ソースコードを直接

検証するため数学的なモデル化は不要で，かつ最終

成果物に対して品質を保証できるという点でメリッ

トが大きい。 
 すでに報告されている形式検証技術の代表的な適

用事例を図-1に示す。仕様検証は組込み系，業務系

とも事例があるが，ソースコード検証の事例は現在

までのところ組込み系に偏っている。以降で述べる

今回の取組みでは，ソースコードに対する検証を

扱っている。 

モデル検査技術 

 形式検証技術の中でも，比較的機械的に検証が可

能なモデル検査技術が注目されている。モデル検査

技術とは，ソフトウェアを有限の状態遷移モデルと
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してとらえ，その状態遷移モデルが別途記述された

性質（プロパティ）を満たすかどうかを自動的に検

査する技術である。明示的な状態探索に基づくモデ

ル検査の例を図-2に示す。 
 状態遷移モデルから，起こり得るすべてのパス

（a→c→d→e…など）を生成し，その各状態でプロ

パティが成立するかを自動的に調べる。その際，プ

ロパティに反する状態を発見した場合，その違反状

態に到達するまでの1パス（a→b→c’→e…）を反

例として提示することができる。これはバグの再現

手段に相当するため，デバッグに有効な情報となる。 

エンタープライズ系システムへの適用の取組み 

 前述のとおり，モデル検査の適用はこれまで組込

みソフトウェア中心であったが，富士通研究所は

2006年度から業務アプリケーションの品質保証技

術として同技術の適用を検討してきた。そして，

Javaで記述したWebアプリケーションの実装プロ

グラムが業務仕様を満たしているか自動的に検証す

る技術の開発に取り組んだ。(8),(9)

 

有限状態遷移系

プロパティ

購入時に
注文が500ドル以上ならば，
注文状態は承認待ちになること．

パスを網羅的に探索して検査
check！ a→c→d→e…
check！ a→b→e…

check！ a→b→c’→e…

…

各状態で プロパティ
が成り立つかどうか調べる

満たしてない 反例

G（注文＞＝＄500 
→ X 注文状態＝承認待ち）

a

b e

dc
注文＞＝＄500
要承認＝true

注文＜＄500
要承認＝false

注文状態＝
承認待ち

注文状態
＝承認済数量入力

数量入力

数量変更

購入

購入

承認c’
注文＞＝＄500
要承認＝false

数量変更

購入

 

図-2 モデル検査の例 
Fig.2-Example of model checking. 

 まず，従来のテスト方式の課題を挙げる。従来の

テスト方式では，外部仕様からテストシナリオやテ

ストデータを作成し，テスト実行や結果の確認をほ

ぼ人手で行うのが現状である。そのため，テスト

ケースやデータの考慮漏れ，テスト件数が膨大にな

りテストしきれない，実施/確認時の人的ミス，属

人性によるムラなどが課題であった。 
 そこで富士通研究所は，上記の課題に対処すべく

モデル検査技術を応用した新しい技術を開発した。

開発した技術の概要を図-3に示す。 
 本技術では，まずアプリケーションの外部仕様を

計算機が解釈可能な形式的な形で記述する。これを

プロパティ定義書と呼ぶ。いったん外部仕様がプロ

パティとして定義されれば，テストシナリオ/デー

タの作成，テスト実行，結果確認といったその後の

検証作業は自動化される。業務仕様の書換えは比較

的単純な1対1対応のため考慮漏れは起こりにくく，

また自動化により，実施/確認ミスや属人性による

ムラも解消される。 
 図-4は，ある商品購入システムにおけるプロパ

ティ定義書の例である。例えばNo.1のプロパティ

は「在庫テーブルの在庫数は常に0以上であるこ

と」，No.4のプロパティは，「入力完了ボタンを押

したときに，注文登録画面の得意先コードが空でな

く，得意先マスタにその得意先が存在していれば，

つぎの画面（注文確認画面）の受注金額は単価×

数量になっていること」という仕様を表している。 
 検証器は，プロパティ定義書や画面遷移図などの

設計情報を入力として，Webアプリケーションを

様々な操作手順やデータで動作させ，その間にプロ

パティ（外部仕様）が満たされているかをチェック

するソフトウェアである。もしプロパティの違反が
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人手

業務仕様書業務仕様書外部仕様

外部仕様の書換え テスト
シナリオ

テスト
シナリオ
プロパティ

定義書

業務仕様書業務仕様書テスト報告書

テストシナリオ/データの作成

テスト実行

結果確認

自動化
（検証器）

考慮漏れ

実施/確認ミス

数が膨大

属人性に
よるムラ

*外部仕様を計算機が処理
可能な記述にしたもの

* 実際にWebアプリ
ケーションを動かして
プロパティが満たされ
ているかチェック

 
図-3 開発した技術の概要 

Fig.3-Outline of technology newly developed. 

プロパティ定義書

No. イベント 事前条件 期待結果（事後条件）

1 - - 在庫テーブル.在庫数>=0

2 「入力完了」 注文登録画面.得意先コード="" エラーID="ZZM9000E"

ボタン押下

3 「入力完了」 not (注文登録画面.得意先コード="") エラーID="ZZM9001E"

ボタン押下 not (include(得意先マスタ,注文登録画面.得意先コード))

4 「入力完了」 not (注文登録画面.得意先コード="") 注文確認画面.受注金額=

ボタン押下 include (得意先マスタ,注文登録画面.得意先コード) 注文確認画面.単価*注文確認画面.数量

外部仕様書

人手による書換え

受注登録業務

「入力完了」ボタン押下 確認メッセージをメッセージ表示行に出し，以下の処理を行う

・得意先が空の場合は，エラーメッセージ表示

・得意先マスタに得意先コードが存在しない場合は，エラーメッセージ表示

・エラーがない場合は，受注金額＝単価×数量

－ 常に商品在庫数は0以上であること

「“事前条件”が満たされるなら“事後条件”が満たされること」という形式で記述

 
図-4 プロパティ定義書の例 

Fig.4-Example of property definition document. 

検出されるとその状態に至るまでの実行手順が反例

として提示される。 
 図-5は商品購入システムを検証している様子を示

している。ログインした状態から実行可能なユーザ

操作や入力データの選択肢を，プロパティ定義書や

設計情報を基に特定し｛ここでは入力完了（数量な

し），入力完了（数量≦在庫数），入力完了（数量＞

在庫数）の三つ｝それぞれを実行している。さらに

その先の状態から実行可能な選択肢を特定し実行す

るというサイクルを繰り返していく。このように

ユーザ操作/データの組合せを網羅的に実行するこ

とで，高いテスト密度での検証を実現している。 
 またこれと並行して，プロパティに対する違反が

ないかを常時チェックしている。例えば，図-4の

562 FUJITSU. 60, 6, (11, 2009) 
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ログイン

入力完了
（数量なし）

入力完了
（数量なし）

入力完了
（数量≦在庫数）

購入

入力完了
（数量なし）

入力完了
（数量＞在庫数）

変更

入力完了
（数量＞在庫数）

購入

入力完了
（数量なし）

入力完了
（数量＞在庫数）

“在庫数がマイナ
スの値になった”

障害検出！

“在庫数はマイナスの値にならないこと”
“購入後，在庫数＝在庫数－数量になること”

プロパティ

商品購入システム
入力された数量をチェック，在庫

が足りていれば購入受付

すべての遷移で
プロパティを

チェック

アプリケーションの状態を
把握しながら，可能な

ユーザ操作をすべて実行

 
図-5 商品購入システムの検証例 

Fig.5- Example of verifying commodity purchase system. 
 

No.1のプロパティはすべての実行（遷移）で

チェックされ，No.2～4は入力完了ボタンにかかわ

るすべての実行でチェックされる。図-5の例では斜

字体で示された購入ボタン実行後に在庫数がマイナ

スになったため，図-4No.1のプロパティ違反とし

て，そこに至る実行パスが太線で提示されている。 
 本技術の技術的ポイントを二つ紹介する。 
● Java PathFinderによる網羅的探索 
 本技術ではモデル検査のエンジンとしてNASA 
Ames Research Center(10)が開発したオープンソー

スツールJava PathFinder（JPF）(11)を採用した。

JPFの特徴は次のとおりである。 
（1） 内部に独自のJVM（Java Virtual Machine）

を持ち，その上で検証対象のバイトコードを実

行する。これによりヒープ内部やスタック，プ

ログラムカウンタなどを状態として把握したり，

任意の状態まで戻ってほかの選択肢を実行した

りするといった処理が可能となる。 
（2） ツールの機能を拡張するためのインタフェー

スが整備されており，ヒープ内オブジェクトへ

のアクセスや探索アルゴリズムの変更・拡張な

どが可能である。本技術もこのインタフェース

の上にプロパティのチェック機能を実装した。 
 JPFは富士通研究所のほかにも，広く企業や大学

などの研究機関がJavaの検証ツールのフレーム

ワークとして採用している。 
● アプリケーション・フレームワークによる型決

めを利用した検証対象絞込み 
 JPFは独自のJVM上で検証対象を動作させるこ

とから，本技術の検証対象は一つの閉じたJavaプ
ログラムである必要がある。すなわち，検証対象に

DBアクセスやネットワークアクセスなどがある場

合はその部分を切り離したプログラムにしなければ

ならない。そこで本技術では，プログラム構造を型

決 め し た 富 士 通 の 開 発 ソ リ ュ ー シ ョ ン

EZDeveloper(12)で開発した業務アプリケーション

をターゲットとすることにした。これにより，検証

対象である業務処理部分のプログラムを自動的に特

定し，さらにネットワークやDBを模倣するスタブ

を用意することでJPFによるモデル検査実行を可能

とした。 
 また，上記のように検証対象を絞り込むことで実

用規模のアプリケーションの検証が可能になった。

ある事例では，全体34 316行のソースコードのう

ち，業務処理部分の9903行のみを検証対象とする

ことができた。 

適 用 事 例 

 本技術を適用した事例として，EZDeveloperで開

発した商品購入システムを説明する。この事例は既
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に前章までの本技術の説明の中でも部分的に取り上

げてきたが，本章で一貫した適用事例として説明

する。 
 このシステムの主な仕様は次のとおりである。 

 

障害発見！

ログイン

入力完了（数量3）

登録

入力完了（数量2）

変更

入力完了（数量3）

登録

エラーパス

0
注文画面
在庫数＝5

errorCode:“”

1
注文画面
在庫数＝5

errorCode:“”

36
確認画面
在庫数＝5

errorCode:“”

37
注文画面
在庫数＝2

errorCode:“”

38
確認画面
在庫数＝2

errorCode:“”

42
注文画面
在庫数＝2

errorCode:“”

44
確認画面
在庫数＝2

errorCode:“”

45
確認画面

在庫数＝-1
errorCode:“”

41
注文画面
在庫数＝0

errorCode:“ZZM2008E”

入力完了（数量3）

入力完了（数量3）

入力完了（数量3）

入力完了（数量2）

登録

登録

入力完了（数量2）

登録

入力完了（数量3）
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図-7 障害の検出（ツール画面） 
Fig.7-Failure detection (Tool display). 
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テーブル
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マスタ
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一覧表示

商品一覧
表示

図-6 検証事例の画面遷移 
Fig.6-Display transition in case study of validation.

（1） 注文画面上で注文したい商品とその数量を入

力し「入力完了」ボタンを押すと在庫数の

チェックを行い，在庫数が足りていれば登録ボ

タンを押下可能にする。 
（2） 確認画面で「登録」ボタンを押すと注文が成

立し，注文画面に戻る。 
（3） 「変更」ボタンを押すと注文が成立せず，こ

の場合も注文画面に戻る。 
その画面遷移を図-6に示す。 

 このシステムについて図-4のプロパティ定義書で

検証を行うと，「在庫テーブルの在庫数は常に0以
上であること」というプロパティに違反するケース

を検出した（図-7）。 
 この障害は以下のような手順を実行したときに検

出された。 
ログイン→入力完了（数量≦在庫数）→登録→入

力完了（数量≦在庫数）→変更→入力完了（数量＞

在庫数）→登録 
 これは最後の入力完了ボタンを押したときに在庫

数が足りないにもかかわらず登録ボタンが押下可能
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になる障害があったため，登録後に在庫数がマイナ

スになってしまった。 
 これは以下のような典型的なテストケースだけで

は発見できない障害であった。このような障害まで

検出できることは，ユーザ操作の組合せを網羅し実

行する本技術の強みである。 
・ログイン→入力完了（数量≦在庫数）→登録 
・ログイン→入力完了（数量≦在庫数）→変更 
・ログイン→入力完了（数量＞在庫数）→変更 
 

 

1000以上のテストシナリオを実施し，その中で障害がないことを確認

従来のテストで典型的
にカバーするシナリオ

（30程度）

 
図-8 探索したプログラムの状態の全体図 

Fig.8-Difference of verification results by existing and newly developed methods. 

 つぎにこの障害を修正して再度検証すると，今度

は障害を検出することなく検証が完了した。図-8は
探索したプログラムの状態の全体図である。 
 この事例では，従来のテスト方式でカバーされる

30程度のシナリオ（図-8の中の太線）はもちろん，

計1000通り以上のテストシナリオの実施に相当す

る検証を自動実行し，その間，常に図-4の仕様が満

たされることが確認できた。 

確認された効果と今後の課題 

● 効果 
 本技術の効果は，前述した従来テストの課題と対

比してまとめると次のとおりである。 
（1） テストケースやデータの考慮漏れの抑制 
 本技術による検証ではプロパティや設計情報から

ユーザ操作やデータのバリエーションを特定し，そ

の組合せを網羅的に実行するので，適用事例の章で

述べたようなテストケース（テストシナリオ）の漏

れを大幅に抑制することができる。一方，データバ

リエーションの特定はプロパティや設計情報の記述

精度に依存しており，プロパティ（仕様）の考慮漏

れがテストデータの考慮漏れにつながる恐れが残る。 
（2） 高いテスト密度での検証が可能 
 自動的にプログラムを実行することにより，人手

ではテストしきれない数のテストケースによる検証

が可能となる。 
（3） 実施/確認時の人的ミスの削減 
 自動的に実行や結果確認を行うことにより，人的

ミスを削減することができる。 
（4） 属人性を排除 

…  テストケースを自動的に作成するので，開発者の

属人性を排除し，品質を高水準で均一化することが

できる。 
● 課題 
 一方，課題としては次の3点が挙げられる。 
（1） プロパティ記述が難しい 
 外部仕様書からプロパティ定義書への書換えは，

1対1対応とはいえ，やはり形式言語の専門のスキ

ルが必要である。プロパティ記述を支援する技術・

ツール（プロパティエディタなど）が必要である。 
（2） テストデータの考慮漏れの恐れが残る 
 前述のようにデータバリエーションの特定はプロ

パティや設計情報の記述精度に依存している。プロ

グラム解析の手法と組み合わせることで，仕様を定

義することなく網羅的な検証を可能とする技術を開

発する必要がある。 
（3） 検証可能なアプリケーションが狭い 
 現状は特定のフレームワーク上で開発されたWeb
アプリケーションに対して検証可能だが，一般の

WebアプリケーションやJavaで記述されたアプリ

ケーション一般に適用範囲を拡大するための技術開

発が必要である。 
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（4） 特集：ソフトウェアは硬い．日経エレクトロニク

ス，No.916，p.87-121（2005年12月19日号）． 
 さらに今後，従来テストとの役割分担を明確化し，

従来のテスト手法と本技術を組み合わせた開発プロ

セスを確立することで，広く実適用を目指していく。 （5） 特集：バグ・ゼロを目指し，脚光浴びる「形式手

法」．日経コンピュータ，No.657，p.60-64（2006年
7月24日号）． 

む  す  び 

 本稿では，富士通SE部門の「生産の革新」の一

環で取り組んでいる，モデル検査技術をベースとし

た新たな品質向上の取組みを紹介した。網羅的な探

索を自動実行する仕組みとしてJava PathFinderを
採用し，さらに富士通の開発ソリューション

EZDeveloperと組み合わせることで，実用規模の業

務アプリケーションに適用可能な技術を開発した。

今後は，さらに検証技術を強化し適用範囲を広げる

と同時に，従来テスト手法との組合せにより現実的

なメリットを追究していく。 

（6）特集：もっとわくわくしたい．日経コンピュータ，

No.668，p.38-53（2006年12月25日号）． 
（7） 経済産業省：「情報システムの信頼性向上に関する

ガイドライン」公表について． 
http://www.meti.go.jp/press/20060615002/ 
20060615002.html 

（8） 富士通研究所：Webアプリケーション向け品質保

証の基礎技術を開発． 
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2008/04/4-1.html 

（9） 富士通：JavaベースのWebアプリケーション開発

におけるテストを自動化する基礎技術． 
http://jp.fujitsu.com/about/journal/technology/ 
20090401/ 
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