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Abstract: Recently design verincation have been played an important role in the design of iarge scale and

complex systeIIls. In this article,we especially fbcus on modei checking lnethods. Behaviors of lnodeled systems

a r e  g e n e r a l l y  s p e c i n e d  b y  t e m p O r a l  f o r m u l a s  o F  c o m p u t a t i o n  t r e e  l o 事c . H O W e v e r , u s e r s  m u s t  k n o w  w e l l  t e m p o r a l

speciflcation because the spectication llight be complex. We proposed method that temporal lbrmulas are

gained inductively and amounts of l■emory and tilne are reduced. FinallL we will show verincation results

using our proposed method.

1 は じめに

近年,設計検証は高集積かつ複雑なシステムの設計に

おいて重要な役割を呆たすようになってきている。その

検証は,設計されたシステムが正しく動作するかどうか

の検査を行う。また,い くつかの検証手法が数多く研究

されてきた[1l121いl141.

本稿では,特に形式的検証手法におけるモデル・チェッ

キングに着目し,そ の仕様記述に関して考察する。モ

デル ・チェッキングでは,所望の回路またはシステムを

モデリングし,検証において重要でなく,かつ関係のな

い動作を省略する。 まずはじめに設計者は,ど の階層

(ア
ーキテクチヤ,RTL,ま たはゲー ト)レベルで検証す

るかを決定する。本研究では,非同期ハンドシェーク回

路を主に考察するため,信号遷移グラフ (STG:Signal

■ansition Graph)で回路またはシステムをモデリング

する。そして,モ デリングされたシステムの動作は,一

般にCTL(Computation■ ee Logic)の時相論理式によ

り記述される.最 終的には,モデリングされたシステム

が,その時相論理式で記述された動作を満たすかどうか

を検証する.

時相論理式で動作仕様を記述する際,その動作が複雑

になり過ぎると記述が複雑になるため,設計者は時相論

理記述を熟知しなければならない。そこで本稿では,特

にモデル ・チェッキングの記述における時相論理式を帰

納的に導出する手法を提案する。また,得られた記述に

は,strOng/weak temporal orderの概念も含まれており,

そのため入出力関係のみならず,複数の入力間の時間的

な順序関係も表現できることを示す。最後に,その検証

結果を示し,本手法の有効性を議論する.

2 準 備

2.1 モデル・チェッキング

システムを形式的に検証する際,モ デル検査 (Model

Checking)手法が広範囲に用いられている。この Model

Checkingの過程 (PrOceSS)は,

●モデル ・チェッキングツールが処理できるようにモ

デリングする。このとき抽象化 (Abstraction)をし,

処理に無関係な,または重要でないタスク(task)を

省く.

●モデリングしたシステムがどのような振舞いをする

かを記述 (Specincation)する.記述では主に時相論

理式を用いる.

・記述したシステムのプロパテイを自動的に検証 (Veト

incatiOn)する。

上記の過程でモデリングし記述したシステムが仕様を満

たすかどうかを自動的に検証する111`

また,検証では,主に次のプロパティを検査する。



Safety property

Safety property(安全性)は,回路が要求しない出力を

生成しないことを意味する.

Reachability property

Reachability property(可達性)は,(ペトリネットにお

いて)マ
ーキング%0か らマーキング財乃へ変換する発

火の系列が存在するとき,マ
ーキング財れはマーキング

MDか ら可達であるという性質を意味する。この可達間

題は,決定可能であることが示されているが,一般的に,

その検証に少なくとも指数関数的な空間 (時間)を必要

とする。また,Reachabilityと(後述する)Livenessは等

価 (一方が決定可能であれば他方も決定可能)であるこ

とも示されている。さらに,プ レースの数の等しい任意

の二つのベ トリネットNと N′に対して,それらが同

値 (equality)であるかどうかは決定不可能である(決定

するアルゴリズムは存在 しない)111111刻・

Liveness property

回路の正しさを保証するための性質一つである。これ

は,回路が期待される出力を必ず生成するという性質で

ある。同期式回路では任意の出力の最大遅延が予測可能

なので,livenessを満たすかどうかを調べるためには,最

大遅延時間内での期待される出力の有無を調べるだけで

よい。しかし,非同期式回路の遅延モデルの中には,遅延

時間は “
有限だがその上限値は未知とする"も のもあり,

そのようなモデルで設計された非同期式回路が liveness

を満たすかどうかは,同期式とは異なる手法を用いて調

べる必要がある。また,クロツク単位で状態を調べれば

よい同期式に対して,信号遷移の順序を考慮する必要の

ある非同期式では,本質的に調べる必要のある状態数は

増大するため,従来のテスト方法ではlivenessを保証す

るには十分ではないい叫.

Fairness Property

Livenessと似た概念であり,入力遷移と出力遷移の区

別しない点が異なるいOl.

Deadlock口 freedom

回路が期待される出力を生成しないときシステムの動

作としては,出力が期待されるが一切の遷移が停止して

しまう場合をDeadlockという。それに対し,期待される

出力が生じないまま無限に遷移し続ける場合をLivelock

とV う`1 1 0 1・
これらはい1で詳しく述べられている.ち なみに,

SMVt51は,safeth liveness,fairness,deadlock freer
domを 検証できる(記述は,CTLl)。 また,SPINいlpl

は sattth livenessを検証できる(記述は,ETL2).

2.2  Computation ttee Logic

回路またはシステムを検証する際,CTL(Computation

Tree Logic)により,その動作仕様を記述するのが一般的

になってきている.CTLは 時相論理における分岐時相

論 理 の 一 つ で あ る。CTLの オペ レ ー タ は ,C("θ baJり ,

F(sθ mcサあ向Cれ をんcわ れ TC),X(角 e】 ぁれC)を 用 い 過 去 を

表すオペレータは仕様しない。また,CTLで は,A(for

all computation paths),E(some COmputation path)の

path quantinerを用い分岐を表現する.例 えば,AC P

は,“全てのパスにおいて,常にP力
S真であるなら,AC

Pは 真である力ということを示す。

3 提 案する手法
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図 1:非 同期ハンドシェーク回路:(a)信 号遷移グラフ,

(b)分岐表現,(c)検査する回路 (`+'は立上り,生
'は立ち

下がり)

ここでは,モデルチェッキングにおける時相論理式を

l Computatio■ Tree Logic
2 Linear TempOral Logic



帰納的に導出する手法を示す.特 に,図.1に示すような

非同期ハンドシェーク回路について考察する。記述手順

を以下に示す.

1記述手順1

11.1全てのパスを抽出する (図.1(b)).

(A)att btt dtt ctt a―b―d―←

(B)att btt dtt c+b― 伊 d―c―

( O  a t t  b t t  d t t  c + b ―d - 3 - C ―

[2,1各々のパスに対し,入カー出力関係を抽出する。まず,

あるイベント(信号線)の戻 り値 (a十→ a―)が険出

されなければ,そのイベントの入出力関係の探索を

終了し,他 のイベントの入カー出力関係を探索する.

ここで,全信号線の初期値は “P,す なわち “‐力と

する.

(A)((a十 ,b十),(a十 ,C十),(d十 ,C十),(d十 ,b―),

(伊,い),(3-,C―),(d―,C―),(d―,b+)}

ここで,a十 とd十 を比較する.a十 の後の出力信号

(SuCCessor)は,b十 とC十であり,d十 のsuccessor

は C十 とb‐である。しかし,d十 の successor b―

は,次のサイクルを示しているので,a十 とd十 で

は,a十 のイベントの後にd十 のイベントが起こる

ことがわかる.こ こで,a十 とd十 のような入力問

の順序関係のことを切caんサ卸呼θraJ οtter Tc′attθ″

とする.

(B)((a十 ,b+),(a+,c十 ),(d十,C十),(d十,b―),

(a―,C―),(d―,C―),(d―,b十)}

(0((a十 ,b十 ),(a十 ,C十 ),(d十 ,C十 ),(d十 ,b―),

(a―,C―),(d―,C―),(d―,b十)}

ここで(B)と(0のパスは同一のものであること
がわかる。よって入カー出力関係としては,等価なパ

スであるということになる.ま た,(A)と (B)の パ

スを比較する。(A)で は(a―,b―)という入カー出力関

係があるが,(B)では,その入出力関係はない。しか

し(d十,い)と して,イベントb_は起こることが示

されている。これは出カイベントb_の後に,a―力地

こることを示している.こ のように異なるパスどう

しで,入カー出力関係が逆になる場合,これを strO町

サ卸呼θrar θtter rcrattθ"と する.

入力…出力関係に,時 間的なオペレータを導入する。

パス (A)に おいて,(a十 ,b十 )と いう入力‐出力関

係は,b十 が a十 の直後の successorと なるので

AX(a十 ,b十)とする。ここで,時相オペレータAX

を用いるのは,一つのパスのみに着目しているため

である.ま た,入カー出力関係 (a+,c+)に おいて,

C十は a十の successorであるが,直後の successor

ではないので,AF(a十 ,C十)と する.同 様に,全て

の入カー出力関係に時相オペ レータを導入すると以

下のようになる.

(■)(AX(a+,b+),AF(a+,c+),AX(d+,C十 ),

AF(d+,c― ),AX(a― ,b‐),AF(a‐ ,c‐),AX(d― ,

c―),AF(d― ,c十)}

(B)(AX(a十 ,b十),AF(a十 ,C十),AX(d+,C十 ),

AF(d十 ,b‐),AF(a‐ ,c‐),AX(d― ,C―),AF(d― ,

b十)}

(o(AX(a十 ,b+),AF(a十 ,C+),AX(d十 ,C+),

AF(d十 ,b―),AX(a― ,C―),AF(d― ,c―),AF(d― ,

b十)}

これにより,手順 plで パス(B)とパス(の は区別

されなかった力S,時相オペレータを導入することで,

区別することができる.

全てのパスを時相論理式で記述していく.ま ず,全

てのパスで時相オペレータと入カー出力関係がとも

に同一のものを抽出していく.

(AX(a十 ,b十 ),AF(a十 ,C十 ),AX(d十 ,C十 ),

AF(d十 ,b―),AF(d― ,b十 ))

これ らの関係 は,全 てのパスで常 に成立する.よ っ

て,時相オペレータは以下のようにACを 用いる.

[ 3 . 1

〔4.1

12



ACtAX(a十 ,b十 )V AF(a+,c十 )V AX(d+,

C十)V AF(d十 ,b‐)V AF(d― ,b十 )1

また,AFは
“
結局,最後 には真になる"こ とを表

現するので,次 の時点を表現する 円切むオペレータ

AXは ,AX⊆ AFと なり,AFに 包含される。よっ

て,パス (B)と (0に おける入出力関係 (伊,c―)

と(d―,い)に対し,時相論理式は以下のように記

述される.

AG[AF(a― ,c―)V AF(d― ,_C―)1

したがって,

ACtAX(a十 ,b十 )V AF(a十 ,C十)V AX(d十 ,

C十)∨ AF(d+,b― )V AF(a― ,c―)V AF(d― ,C―)V

AF(d― ,b十)1.

となる。

[5。1こ こで,AX(a十 ,C十)と AF(d十 ,C+)は AF(a十

Ad十 ,C十)のように結合できる。それは,トランジ

ションc十はa十とd十力迪 こつた次の時点で起き

るためである。したがつて,このように縮約してい

くと以下のような記述となる.

ACtAX(att A d― 〕b十)V AF(att A d十 ,C十)V

AF(d十 ,b―)V AF(d十 ,b―)V AF(a_,c― )V

AF(d― ,c―)1

したがつて,こ の記述が livenessを表現する記述と

なり,帰納的に導出することができる.

4 言 己述伊J

ここでは,前節で述べた導出法を用い,図.2に示すよ

うな非同期パイプラインの時相論理式を記述していく.

図.2(middle)はctrlモ ジュールだけの信号遷移グラフ

を示している.そ れは,非同期システムにおいてはこの

ctrlモ ジュールが信号伝播において重要な役割を果た

す仲裁モジュールであるからである。まずはじめに,提

案する手法を用いずに時相論理式を記述していく.

[導出法を用いない場合1

“声 一 。,I‐― ra2+~Or24~0内 `~ra4,_。 だヰ

図 2:非 同期パイプライン:(upper)RTLレ ベル,(mid―

dle)内部構造,(lower)信号遷移 グラフ.

[ctrll]AG[AX(ur十 ,Sr+)V AF(ur十 ∧Sr十 ,

ral十)V」AF(ur十 ∧Sr+A ral+,crl+A url― )V

AF(ral+,Sr_)V AF(crl十 ,ral‐)V AX(ral― ,

crl_)V AF(sr― A crl―,ur+)1

Ectr12]ACtAX(crl十 A cr2-,rr2+)V AF(crl+

A rr2+,ra2+)V AX(crl+A rr2+A ra2+,Cr2+)

v AF(cr2+,ra2+)V AF(rr2+A ra2+,Crl― )V

AX(ra2-A crl― ,rr2-)V AF(cr2-,crl+)1

Ectr13]ACtAX(cr2+A cr3-,rr3+)V AF(cr2+

A rr3+,ra3+)VAX(cr2+A rr3+A ra3+,Cr3+)

V AF(rr3+A ra3+,Cr2-)V AF(ra3+A cr2-,rr3-

)V AF(cr3+,ra3r)v AX(ra卜 ,Cr卜)V AF(rrト

A cr3-,cr2+)1

[ctr14]ACtAX(cr3十 八cr4-,rr4+)V AF(cr3+

A rr4+,ra4+)VAX(cr3+A rr4+A ra4+,Cr4+)

V AF(rr4+A ra4+,Cr3-)V AF(ra4+A cr卜 ,rr4-

)v AF(cr4+,ra4‐ )V AX(ra4-,cr4-)V AF(rr4-

13



A cr4…,cr3+)1

この記述は,図 .2における ctrlモ ジュールの全ての振

る舞いを記述 した結果となっている。それは,入カー出力

関係だけでなく,(sr十,Tar■)の ような出カー入力関係 も

考慮 した記述となっているためである。次に,導 出法を

用いた時相論理式を以下で示 していく.

[導出法を用いた場合l

Ectrll]AG[AX(urtt A ral― ,sr十)VAX(urtt A

ral+)crl+)V AX(ur― ,Sr_)V AX(ral― ,Crl―)l

[ctr12]AG〔 AX(crl+A ra2-,rr2+)VAX(crl十

A ra2+,Cr2+)VAX(crl― ,rr2-)VAX(ra2-,cr2-

)1

Ectr13]ACtAX(cr2+A ra3-,rr3+)VAX(cr2+

A ra3+,Cr3+)VAX(cr2-,rr卜 )∨ AX(raユ ,Crト

)l

Ectr14]ACtAX(cr3+∧ ra4-,rr4+)VAX(cr3+

A ra4+,Cr4+)V AX(cr3-,rr4‐ )VAX(ra4-,cr4-

)l

これらの時相論理式は,提案する手法を用いることで,

入カー出力関係のみを考慮した記述となっている.さ ら

に,将来においていつかは真になるという時相オペレー

タAFが 名かれた記述を行うことができた。これによ

り,未来における曖味な時点の動作を考慮する必要がな

く,検証を行うことができる.

5 検 証結果

表■において,いくつかの非同期ベンチマーク回路の

検証結果を示す。これら全ての回路は,Intel Pentiuln―II

450 江ヽhz processor,388Mb RAMI,Vine Linは2.1,SWIV

検証ツール“句‖引 を用い検証を行った.表 .1において,

(“BDD varぎ
')は

回路をモデリングするのに必要なブール

変数の数であり,MemOryと Timeは ,それぞれ検証に

要する容量と時間を示している。また,これらの回路い

くつかは,NuSMV検 証ツールぃ41とともに配布されて

いる。ここで表中の,pipehne4は図.2の非同期式パイ

プラインをしめしており,pipeline‖のように,は,その

パイプラインの段数を表している。例えば,pipeline10
は 10段から成る非同期パイプラインを意味する。また,

ack

図 3:検証 した回路:(upper)c_element4,(lower)queue

モジュール.

C―element4は,図 .3(upper)のように3つ の Muller C

素子が接続された4入力 1出力の回路で,queue4は ,図.

3(lower)のqueueモ ジュールを4段 ,数珠葉ぎしたもの

である.検証結果より,C―element4,queue4やPipeline4

などの小規模な回路においては,提案する手法を用いて

も検証に必要なメモリ容量と時間は大きな差は見られな

かつたが,回路の規模が大きくなるにつれてその効果が

現われてくることがわかる。特に,パイプラインの段数

を増やすことでその効果が著しく現われる.

6  ま とめ

本研究では,モデル ・チェッキングの仕様記述をする

際の時相論理式を帰納的に導出する手法を提案した。回

路またはシステムが複雑になりすぎると,そ れに伴い

仕様記述も複雑度が増 し,設計者は時相論理式の記述を

熟知しなければならないが,今回,提案する手法を用い

ることで,信号遷移のイベントの入カー出力関係のみを

考慮するだけで,時相論理式を記述することが可能とな

る.そ の際,出力‐入力関係のイベントを考慮 しないこ

とに特徴がある。そしてさらに,時相論理式を導出する

過程でstrOng/weak temporal order relatiorlsの概念を

考慮することで,全ての信号イベントを記述することな

く,入力信号イベント間の生起順序関係(weak temporal
order rdation),出力…入力信号イベント間の生起順序関

係 (StrOng temporal order relation)を表現することが

可能となった。またそれに伴い,必要のない信号イベン

トを省略した結果,検証に要するメモリ容量と処理時間

の減少が計れた。今後は,他の検証ツールとの比較検討

を行い,今回提案した手法の有効性を調べていく予定で



表 1:検証結果

with our lnethod without our IIlethod

Circuit nalle BDD vars Memory(KB) Time(Secs) Memory(KB) Time(Secs)

CeleIIle1lt4 19 4355 0.11 4355 0.1

C卜element16 217 5283 0.32 5283 0.39

queue4 55 4430 0.11 4430 0.12

plpeline4 69 4457 0.14 4507 0.19

Pipeline10 141 5424 0.51 5551 0.82

plpeline20 261 15207 34.45 15358 125.42

dmel 359 6397 0.59 6430 0.68

dme2 369 8408
う
ち 8445 1.35

abp4 67 5184 0.57 5811 1.12

PC】 129 6634 0,98 6727 1.08

ある.
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