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あらまし

レガシー化した組込みソフトウェアの理解が困難になっており，保守や再利用に大きなコストがかかる．

リアルタイム制御を行う組込みソフトウェアを状態遷移モデルで表現可能な場合が多く存在する．本研究では，組込
みソフトウェアのレガシーコードから状態遷移表を抽出し，ソースコードの理解を支援する手法を提案する．また，
状態遷移表が大規模になる可能性があるため，状態遷移表の分析を支援するための手法について検討する．
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Abstract It is hard to understand legacy code for an embedded software system. It leads much cost for maintaining and reusing the system. Real-time control of an embedded software system can be represented as a state
transition model. In this paper, we propose an approach to extract state transition tables from legacy code for
understanding embedded real-time systems. Also, we also discuss a method to support developers in analyzing large
and complex state transition tables.
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1. は じ め に
組込みソフトウェア開発において，ソースコードのレガシー

性を考慮できていない．
以上の問題点を解決するべく，本稿では状態遷移表の抽出手法
を改良することを目的としている．

化により，再利用や保守のコストが増大している．担当者が既

また，状態遷移表から形式手法によるモデル (以下，形式モ

に存在せず，設計書も存在しないソースコードが，再利用や保

デルと呼ぶ) を抽出し，それを用いた分析の検討を行う．開発

守の活動を阻害している．この問題を軽減させるために，レガ

者が理解している仕様と，コードをリバースエンジニアリング

シーコードを理解するための支援が必要であると考えられる．

した結果が一致しているかを分析するための支援のために形式

筆者らは，これまでにも組込みソフトウェアを対象としたリ

手法を使用する．ここで対象にするソースコードは状態遷移設

バースエンジニアリングに関する検討を進めてきた [1], [2]．し

計されていることとするため，状態遷移系のモデルにリバース

かしながら，これまでの手法では下記の問題点がある

することで，開発者の理解を支援する．コードからのリバース

【問題点 1】 JIS 規格等の規格に沿った表を出力することがで

エンジニアリングではなく，状態遷移表からのリバースエンジ

きていない．

ニアリングによって形式モデルを抽出することの意味は，制約

【問題点 2】 イベントや状態の網羅性を欠いている．

式を抽出することができないことにある．形式モデルにおける

【問題点 3】 「組込みシステム」の特性に対する考慮が不足し

対象システムの仕様は，状態遷移表抽出までの中間生成物から

ており，リアルタイム OS のアプリケーションを対象と仮定し

抽出することができる．しかし，時相論理などを用いた分析に

たとき，割込みハンドラや周期ハンドラはイベントになる可能

ついては，状態遷移表を参照しながらユーザが時相論理式を定
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義する必要がある．このように，コードからの抽出だけではな

state
条件

くユーザの記述によって形式モデルが記述される．

S1

S2

ELSE

t = in1;
s = in2;

t = in1;
s = in2;

t = in1;
s = in2;

無条件実行

S++;

S++;

S++;

S<X1

out = S;

out = 0;
state = S3;

S++;
state = S1

無条件実行

return 0;

return 0;

return 0;

本稿では，状態遷移表の抽出方法とそのツール化，および形
無条件実行

式手法の利用について述べる．

2. 研 究 動 機
t==1

これまでにも筆者らは C 言語から状態遷移表を抽出する手法

(以降，従来手法と呼ぶ) について研究してきた [1]．従来手法で
は，半自動の状態遷移表抽出ツールとしての実装を行った．状
態遷移表が抽出される対象のコードの状態を表す変数を状態変
図 1 導出された状態遷移表

数と呼んでいるが，状態変数の選択はユーザが行う．従来手法
では状態変数候補を抽出することは可能であるが，状態変数候
補の中から状態遷移表を表現する上でより有効な変数を抽出す

イベント処理表とは，ある条件の組み合わせにおいて実行され

ることは，ユーザの意図にも依存するため難しい．そこで，こ

る処理を関数ごとにまとめた表である．本稿においては，状態

の手順のみ手動としている．従来手法において抽出される状態

遷移表を抽出するための中間状態としてイベント処理表を作成

遷移表を図 1 に示す．しかし，従来手法には問題があることが

する．イベント処理表の作成例を図 2(a) に示す．イベント処

わかったため，その改良を進めてきた．

理表は，イベント部と処理部に分割される．ここで，処理文の

【問題点 1】として，JIS 規格 [3] 等の規格に従っていないと

列 P および条件文の列 C を考えると，以下のようになる．た

いうことがあげられ，状態遷移表の可読性が低下している．す

だし，C について，else が存在する場合にはその else を条件式

なわち，抽出された状態遷移表を見たとき，処理と遷移の区別

に展開している．

のために時間がかかってしまう．JIS 規格では，遷移と処理を
明確に区別して表記しているため，一見して処理と遷移を区別

P =[“int t = in1, s = in2;′′ , “S + +;′′ , “out = S;′′ ,

できる．さらに JIS 規格とは状態遷移表の読み方が異なってい

“out = 0;′′ , “state = S3;′′ , “state = S1;′′ ]

る．従来手法によって抽出された図 1 の状態遷移表では，表を
上から下に向かって読み，一度のループで複数のイベントの処
理を実行するようなことが考えられる．このとき，図 1 のよう

C =[“t == 1′′ , “state == S1′′ , “state == S2′′ ,
(2)
“!(state == S1)&&!(state == S1)′′ , “out == 0′′ ]

に状態とイベントの組み合わせが一意ではないことも考えられ
る．しかし，JIS 規格では一度のループで 1 つのセルを参照す
ればよく，かつ必ず状態とイベントの組み合わせは一意になっ
ている．

ここで，if-else 構文で C を分割すると，以下の通りになる．も
し else に対応する条件式が存在しない場合，その条件式を追加
している．

【問題点 2】としては，状態とイベントの組み合わせが網羅

C1 = {“t == 1′′ , “!(t == 1)′′ }

されていないことである．図 1 においては，S > X1 というイ
ベントが存在するが，S <
= X1 というイベントは存在していな

C2 ={“state == S1′′ , “state == S2′′ ,
“!(state == S1)&&!(state == S1)′′ }

い．すなわち，イベントと状態の網羅性が状態遷移表の特徴で
あるが，それを活かすことができないことになる．
【問題点 3】としては，
「組込みシステム」の特性に対する考
慮が不足していることがあげられる．リアルタイム OS のアプ
リケーションを対象と仮定したとき，割込みハンドラや周期ハ
ンドラがイベントになる可能性を考慮できていない．
上記の問題点を解決するべく，新しい手法 (以降，提案手法
と呼ぶ) を検討した．

3. 提案手法とツールの実装
3. 1 提 案 手 法
状態遷移表抽出の過程を図 2 に示す [2]．この手順は以下の
とおりである．

(手順 1) ソースコードからイベント処理表を抽出
(手順 2) シーケンス表から状態変数を選択

(1)

C23 = {“out == 0′′ , “!(out == 0)′′ }

(3)
(4)
(5)

ただし C23 は C2 の 3 つめの条件式である else に包含されて
いる条件式の集合である．Ci の直積をとることで，図 2(a) の
ようにイベントの集合を求めている．
ここから，選択した状態変数に対する状態遷移表を導出する．
状態変数の定義は，以下のとおりである．

•

状態変数は分岐条件に使用されている．

•

状態変数が取りうる値は有限個である．

•

状態変数は内部で更新される．

本手法では，状態変数を 1 つだけ選択する場合を考える．いま，
図 2(b) のように状態変数 v = state としたとき，状態値の集合

V は下記の通りになる．
V = {“S1′′ , “S2′′ , “!(S1)&&!(S2)′′ }

(6)

(手順 3) 選択した状態変数に関する状態遷移表を抽出
まず，(手順 1) について，イベント処理表の概要を説明する．

このとき v を含む条件式を削除し，V を状態遷移表の状態列と
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して表現することで，図 2(c) のように状態遷移表の列が表現さ
れている．
同じく，状態遷移表におけるイベントの導出に関しては，す
べての条件式の集合から v を含む条件式を削除し，残りの条件
式を状態遷移表におけるイベントとしており，図 2(c) 中の行と
して表現されている．
最後に，イベントと状態の組み合わせに一致する処理を P か

条件文リスト
if(state == A){
if(sw == OFF){
state = B;
power = OFF;
}
if(system == BUSY)
led = ON;
}
else if(state == B){
sleep(100);
}

ら当てはめることで図 2(d) のような状態遷移表を導出できる．
また，割込みの扱いについて検討する．割込みハンドラに関

処理

state == 1
Þ sw == 0
Þ system == 5

state = 2;
power = 0;
led = 1;

state == 1
Þ sw == 0
Þ !(system == 5)

state = 2;
power = 0;

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ system == 5

led = 1;

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ !(system == 5)

##NONE##

state == 2

sleep(100);

!(state == 1) && !(state ==2)

##NONE##

(a) 入力ソースコードのイベント処理表への変換

しては，イベントの１つとして扱うことができる [4]．そのた
条件文リスト

め，状態遷移表の末尾に行を追加し，割込みハンドラ内に状態
変数を含む条件分岐がある場合には，さらに状態に合わせてセ
ルに処理を書き込む．
以上のようにして状態遷移表を作成することができる．

3. 2 ツールの実装
ツール化においては，従来手法を利用する [1]．従来手法で
は，ある関数における条件と処理の対応表である条件処理表を
ソースコードから作成している．その過程で，条件式のネスト
の深さと条件と別の条件や処理の依存関係を抽出している．こ
れを活用して制御フローを抽出する．
制御フローから，条件シーケンスの全てのパターンとそれに

処理

state == 1
Þ sw == 0
Þ system == 5

state = 2;
power = 0;
led = 1;

state == 1
Þ sw == 0
Þ !(system == 5)

state = 2;
power = 0;

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ system == 5

led = 1;

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ !(system == 5)

##NONE##

state == 2

sleep(100);

!(state == 1) && !(state ==2)

##NONE##

対応する処理を得ることができる．これがイベント処理表であ

(b) 状態変数の選択

る．イベント処理表は，以下のとおりである．
以降，イベント処理表の導出の流れを説明する．例として図

3 を使用する．この図においては $ とラベルの付いたノードが
存在するが，これは後述する「無条件」を表している．ここで
は条件式のシーケンスをイベントと呼び，イベント列の導出
について説明する．これらの過程では，条件式をそのまま扱わ
ず，各条件式に自然数 ID を割り当て，ID をもとに進めていく．

SeqE の導出では，はじめに条件式をネストの深さごとに分け

条件文リスト

state

処理

state == 1
Þ sw == 0
Þ system == 5

state = 2;
power = 0;
led = 1;

state == 1
Þ sw == 0
Þ !(system == 5)

state = 2;
power = 0;

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ system == 5

led = 1;

sw == 0
Þ !(system == 5)

state == 1
Þ !(sw == 0)
Þ !(system == 5)

##NONE##

!(sw == 0)
Þ system == 5

state == 2

sleep(100);

!(state == 1) && !(state ==2)

##NONE##

る．そして，ネストの深さごとに条件式に else が存在するかど

1

2

!1 && !2

sw == 0
Þ system == 5

!(sw == 0)
Þ !(system == 5)

(c) イベントと状態値の抽出

うかを判定し，もし else が存在しなければ else を補完する．こ

state

のとき補完された else の中では特に何も処理は行われない．こ

1

こで，従来手法ではすべての処理のネストの深さを揃えるため
に「無条件」と呼ばれる if(true) と等価である条件式を追加し
ていることに注意し，「無条件」の条件式には else を補完しな
い．これらの処理によって，図 4 が導出される．
ここから，条件式の依存関係を使用してイベントを作成して

2

!1 && !2

sw == 0
Þ system == 5

state = 2;
power = 0;
led = 1;

sw == 0
Þ !(system == 5)

state = 2;
power = 0;

sleep(100);

##NONE##

!(sw == 0)
Þ system == 5

led = 1;

sleep(100);

##NONE##

!(sw == 0)
Þ !(system == 5)

##NONE##

sleep(100);

##NONE##

sleep(100);

##NONE##

いくが，そのために図 5 のような依存関係が求められているこ
ととする．この図においても $ は「無条件」を表している．こ
こでは，処理を考慮せずに進めていくためすべてのノードは条
件式である．まず，条件式の依存関係から，子となる条件式を
持たないノードをすべて求める．これらは，制御フローにおけ
る葉ノードとなる．葉ノードから根ノードまでをたどることで，

1 つのイベントとしている．ただし，同じネストの深さの条件

(d) 処理の抽出

図 2 状態遷移表抽出の流れ

式かつ if-if の構造になるような場合には，各 if-elseif-else でひ
とまとまりのパスを求め，それぞれの直積をとることでパスと
することができる．上記のような対応をとることが可能である
が，現状では「無条件」のみ if-if の構造が生じた場合を考慮し

このようにして，図 5 を図 6 のようなツリーのように変換し，
結果としてイベントの集合を得ることができる．
最後に，対応する処理列の導出にあっては，すでに従来手法

た実装としている．
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void task(){
if(state == A){
if(sw == OFF){
state = B;
power = OFF;
}
if(true){
led = ON;
}
}
else if(state == B){
if(true){
sleep(100);
}
}
}

図3

//
//
//
//
//

f1
c1
c2
p1
p2

// $
// p3

いる．

•

割込みハンドラをイベント化する

•

選択された状態変数に関する状態列を作成する

•

既存のイベントの条件式列から状態変数を削除する

•

状態変数の変更に関わる処理を遷移処理として視覚的に

理解しやすいようにする

•
// c3
// $
// p4

対応するセルに処理を書き込む

まず，はじめに割込みハンドラのイベント化を検討する．こ
こまでの操作で，割込みハンドラもひとつの関数であるから，
割込みハンドラに対するイベント処理表が導出されている．そ
こで，割込みハンドラのイベントの冒頭に関数名を付与し，割

対象ソースコード

込みハンドラを構成要素とした新しいイベントを作成する．そ
して，そのイベント集合を対象関数のイベント集合に加える．

ネストの深さ

条件式ノード

f1

0
1

c1

2

c2

c3

e1

e2

$

$

：関数
：条件文

以上によって割込みハンドラに対応できると考えている．

：条件文(無条件)

数がとりうる値を抽出する．このとき，取りうる値はイベント

：補完されたelse

から抽出する．こうして抽出した値を列見出しとして，状態列

次に，対象関数のイベント集合について，選択された状態変

を作成する．その後，状態変数を含む条件式をイベント集合か

図 4 else が補完された条件式の階層

ら削除する．そうすると，重複したシーケンスを持つイベント
がイベント列内に生じうるため，プロセスに書き込む状態列の

f1
c1
c2

c3

e2

$

e1

$
図5

c2

c3
e2

情報を付加しておき，イベントはマージしておくこととする．
最後に対応するセルに処理を書き込むが，その前に状態変数

：条件文(無条件)

に対する代入文をもつ処理を括弧 (<<<>>>) で括る．このよ

：補完されたelse

うにして，遷移を意味する処理であることをわかりやすくする．
現在は単純な代入文のみを状態変数の更新とみなしており，そ

導出された状態遷移表

f1
c1

：関数
：条件文

：関数
：条件文
e1

：条件文(無条件)
：補完されたelse

$

の他の方法による値の更新処理を括弧で括る方法は，現在検討
中である．その後，対応するセルに処理文を書き込む．もし対
応する処理がなければ，N/A とセルに表示する．本稿において
は，最終的に表は tsv ファイルで作成され，着色やセル結合等
の可読性を向上する機能を持っていない．以上によって状態遷
移表を完成することができる．

3. 3 実 行 結 果
状態遷移を含む，あるソースコードをツールに入力した．

$

イベント処理表と状態遷移表は，ツールによって TSV(Tab
図6

導出された状態遷移表

Separated Value) 形式で出力される．それぞれの TSV ファイ
ルを表計算ソフトによって開き，手作業によって着色，罫線描

によって，ある条件式に対応する処理を抽出できている．その

画，セル結合などの加工を行ったものを図 7 および図 8 にそれ

ため，イベントを構成する条件式が持つ処理を列として抽出す

ぞれ示す．

るだけでよい．

この結果について考察する．まず，図 7 についてみると，イ

以上をイベント処理表の抽出ツールとして実装した．

ベントにすべての条件式の組み合わせが網羅されている．また，

続いて，状態変数の選択を行う．また，状態変数の選択につ

それに対して対応する処理が表示されている．従来手法では，

いても従来手法を利用する．従来手法では，状態変数の定義を

これらのイベントに対応する処理を一意に定められない場合が

全て満たしている変数である状態変数候補を抽出し，ユーザに

あったが，この表をみると，すべて一意なイベントであること

提示する対話型 UI がある．その UI を活用して，ユーザが手作

がわかる．

業で状態変数を選択する．

次に，状態遷移表について考察する．状態遷移表では，今回

最後に，選択した状態変数名をユーザがツールに渡し，状態

状態変数の定義を満たしている変数 led_state を状態変数とし

遷移表を作成する．作成する状態遷移表は，ユーザから指定さ

て選択した．図 8 においては，遷移を “<<<>>>” によって

れた関数についてのものとする．状態遷移表の抽出は以下の手

括っているため，状態の遷移がどのようなときに行われている

順からなるが，現在割込みハンドラについて実装を検討して

かがわかりやすくなっている．また，イベントと状態の組み合
わせが一意になっていることがわかる．
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•

標準ライブラリの関数は使用されない．

モデル検査においては，Event-B の開発環境である RODIN に

ProB のプラグインを導入することによって，不変条件を満た
していることを検証できる．また，全てのイベントのガード条
件が満たされておらず，イベントが何も起こり得ない場合に
デッドロックを検出する．

4. 2 NuSMV の利用
ここまでの状態遷移表から，あるイベントとある状態の組み
合わせに対する処理を表現することができている．これを使用
し，状態遷移表のモデル検査のためにモデル検査ツールである

NuSMV [6] の利用を検討している．このとき，モデル検査を実
施する目的はコード分析が目的であり，コードの検証を目的と
はしていない．本稿において示した状態遷移表はいずれも規模
の小さいものであるが，本来条件シーケンスはその組み合わせ
の数が非常に大きいことが予想される．そのため，抽出される
状態遷移表の規模は非常に大きいことがある．そこで，状態遷
移について視覚的に俯瞰できるだけではなく，コード理解のた
図 7 イベント処理表 (セルの着色や罫線の加工を手作業で実施した．)

めの分析支援があることが望ましい．たとえば，状態 S1 から
状態 S2 への遷移は存在する/存在しないといったことを，容易

これらによって，この例においては【問題点 1】と【問題点

2】を解決することができたと考える．【問題点 3】については
現在，問題点を解決できていないが，記述の通り割込みハンド
ラに対する実装方法を検討したため，実際に実装し効果を確認
する必要がある．

4. 形式手法にもとづく分析支援の検討
4. 1 Event-B の利用
ここまでの状態遷移表から，あるイベントとある状態の組み
合わせに対する処理を表現することができている．これを使用
し，状態遷移表の形式手法 Event-B [5] による定理証明とモデ
ル検査を検討している．Event-B のモデルは，(グローバル) 変
数とその不変条件，およびイベントから構成される．Event-B
におけるイベントは，ガード条件とそのガード条件が成り立っ
たときに実行される処理から構成され，必要であればイベント
への引数や内部変数の定義をすることもできる．モデル中の処
理に対し，代入文のみ記述することが許されている．

Event-B におけるイベントは，状態遷移表のある状態とイベ
ントの組み合わせおよび，処理中の if-else 構文の数だけ定義
される．また，Event-B モデルの各イベントにおけるガード条
件は対応する状態遷移表の状態，イベントおよび処理中の条件
式からなる．状態遷移表中の処理は，Event-B における対応す
るイベントの処理として定義される．加えて，ソースコードに
おけるグローバル変数や入出力変数をモデルの変数として定義
し，その変数の型が不変条件として定義される．
しかし，C 言語と Event-B の記法の間には差がある．この
差を埋めるために，以下を制約として想定している．

•

条件式は，単純な比較文のみで構成される．

•

プログラム中には定義されていない関数，定数，変数が

存在しない．

に分析できるような機能を導入することで，ユーザの支援を行
うことを考えている．

SMV のモデルは，変数定義部，遷移定義部，および仕様定義
部からなっている．変数定義は各変数の宣言文より抽出され，
また値域については宣言文およびコードにおける変数の使途か
ら抽出することができる．次に，遷移定義部に関しては，2 通り
の書き方があるが，今回，非決定的な記述は少ないと予想され
るため，INIT および ASSIGN を用いて，初期値と次状態を定
義することで状態遷移を記述することが可能だと考えている．

INIT においては初期値を記述するが，初期値の取得は，そも
そも初期化が存在しないなど，非決定的になることが予想され
る．しかし，ASSIGN においては，イベント処理表の処理部に
記述されているある処理がイベント部の条件がすべて満たされ
たときに実行されると解釈でき，次状態の定義は容易であると
考えられる．
最後に，時相論理式については，イベント処理表からは抽出
しない．本手法ではユーザが記述するものとする．
しかし，C 言語と SMV の記法の間にも Event-B と同様に差
がある．この差を埋めるために，Event-B と同様の制約を設定
する．以上のように，状態遷移表から SMV におけるモデルを
抽出し，コードの理解支援を実施する方法について検討した．

4. 3 Event-B と SMV の比較検討
Event-B と SMV を実際に利用する状況を想定する．EventB では，不変条件を利用してどんなときでもある性質を満たし
ていることを確認できることが強みであり，対象の検証のため
に使用することが有効であると考えられる．SMV では，時相
論理式を使用することができるため，状態変数の遷移を時相論
理式によって定義することで，ある遷移が存在するかしないか
という検証に向いている．
すなわち，状態遷移を表現することについて SMV が優れて
いるため，状態遷移表と供してコード分析支援のために使用さ
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図 8 状態遷移表 (セルおよび文字の着色，罫線およびセル結合の加工を手作業で実施した．)

れることに適している．しかしながら，Event-B も強力なツー

表が抽出された．最後に，形式手法を用いたコード分析支援に

ルである．コード分析支援を行うために使用するのではなく，

ついて検討した．

C 言語からリバースエンジニアリングによって作成されたモデ
ルを検証することには意味がある．
しかしながら，C 言語特有の表現であるポインタなどに対し

今後の課題は，実際に形式手法を用いてコード分析支援につ
なげるためのツール化を検討することである．
謝辞

ツールの開発や実験にご協力いただいた名古屋大学大

てどのように対処するかは今後の課題となる．加えて，どちら

学院情報科学研究科 若林 丈紘氏およびツール対するご意見を

を使用しても状態爆発の可能性があり，大規模なシステムへの

賜りました，組込みシステム技術協会 状態遷移設計研究 WG

適用は困難となるが，今後，小規模なシステムに対して形式手

の皆様に感謝致します．

法 SMV によるコード分析支援を実装していく考えである．

5. 関 連 研 究
組込みシステムがネットワークに接続されることが一般化
され，組込みシステムの複雑化・大規模化が問題となってきて
いる [7], [8]．複数の組込み機器を通信ネットワークで接続した
サービスを実現するためには，それぞれの組込み機器が持つ膨
大な数の状態と様々な処理を理解しながら開発を行う必要があ
る [8]．このような複雑なサービスの開発において，状態遷移表
が用いられている [8], [9]．
状態遷移図の自動抽出を目的とした手法がいくつか提案され
ているが，そのほとんどは実行時情報をもとに生成する手法で
ある [10]〜[12]．本研究で提案している手法はレガシーコード
を対象としており，レガシーコードにはテストコードやテスト
ケースなどテストに関する成果物や文書が古いもしくは欠如し
ていることがほとんどである．そのため，本研究で対象として
いるレガシーコードに対して，実行時情報が必要とする手法を
適用することは現実的ではない．Walkinshaw らは，抽象実行
を用いてソースコードから状態遷移図を抽出する手法を提案し
ている [13]．彼らの手法が抽出する状態遷移図は，メソッド呼
出し文や例外処理の発生による遷移のみを扱う粒度の大きいも
のである．本研究は，状態遷移図ではなく状態遷移表を抽出す
る．また，条件分岐による遷移を扱っており，抽出する状態遷
移の粒度が異なる．

6. お わ り に
本研究においては，従来手法における問題点を解決するべく，
従来手法を改良する形でソースコードから状態遷移表を抽出す
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る手法を提案した．また，手法をツールとして実装した結果，

JIS 規格を意識し，状態とイベントの網羅性を備えた状態遷移
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