
Programming Not Only by Example
(Hila Peleg (Technion), Sharon Shoham (Tel Aviv Univ.), Eran Yahav (Technion)), ICSE 2018

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• (入力, 出力)の対からプログラムを合成するProgram By Example の拡張

• 候補となるプログラムに対し、メソッド呼出の禁止/維持をインタラク
ティブに指定できる Granular Interaction Model (GIM) の提案

• 関数型な Scalaプログラムを合成する
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図：全 bigramのうち，最も頻度の高いものを返すプログラムの生成を試みる例（途中） [Figure 1上]

合成候補 Scalaプログラム↑
各行はメソッド呼出．この例の場合は
input.zip(input.tail).drop(1)

.map(p => p._1.toString + p._2).min

を表す．

↑デバッグ出力（その行まで実行した時の戻り値）
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Review: Programming Not Only by Example (Peleg et al., ICSE 2018)

操作例 (from [Table 2])

入出力ペア："abdfibfcfdebdfdebdihgfkjfdebd" ↦ "bd"

候補：input.takeRight(2) ← takeRight は bigram 計算では絶対使わない。

操作：Remove(takeRight(2)) ← takeRight(2) は今後出現しないように削除

候補：input.drop(1).take(2) ← 左から2文字目・3文字目を常に返してしまうのであり得ない。

操作：Remove(drop(1).take(2)) ← drop(1).take(2) は今後出現しないように削除

候補：input.zip(input.tail).take(2).map(p => p._1.toString + p._2).max

↑最初はbigramを返すので good. しかし take(2) は文字列を削除するので駄目． map関数はgood

操作：Affix(zip(input.tail)) ← zip(input.tail) までを固定．Affix は探索空間を大きく削減する

Remove(take(2)) 
Retain(map(p=>p._1.toString + p._2)) ← map(…) を維持

…続く（が、論文の説明はここで途切れている）

図：候補プログラム中のメソッド呼出の削除・維持を、戻り値を確認しながらインタラクティブに指定できる
[Figure1下]
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ユーザーによる評価：PBE(入出力例のみ), Syntax (構文のみ), GIM (両方) の3通りを比較

Q1. Syntaxによる合成のほうがPBEによる合成より簡単/速い？ Yes.

Q3. 正解に辿り着いた割合は？ PBE > GIM > Syntax. (PBEとGIMに大差なし)

Q4. ユーザーはPBEによる合成のほうを好むか？

Yes. Scala 熟練者ほどPBEを好む。しかし必ずSyntaxも使う(>20%)。

困難なタスクほどSyntaxを使う。

・PBEではuselessな構文要素が中々消せない（frustrating）。

・デバッグ情報は有用

input // "abdfibfcfdebdfdebdihgfkjfdebd"

.zip(input.tail)                                  // List((a,b),(b,d),(d,f),(f,i),(i,b),(b,f),...)

.map(p => p._1.toString + p._2)     // List("ab","bd","df","fi","ib",...) 

.groupBy(x => x)                            // Map("bf"->List("bf"),"ib"->List("ib"),...)

.map(kv => kv._1 -> kv._2.length)  // Map("bf"->1,"ib"->1,"gf"->1,...)

.maxBy(_._2)                                 // ("bd",4)

._1                                                 //"bd"

Review: Programming Not Only by Example (Peleg et al., ICSE 2018)

図：完成するプログラム

ソースコードをダウンロード可能: https://bitbucket.org/hilap/scala-enumerating-synthesizer/

https://bitbucket.org/hilap/scala-enumerating-synthesizer/


Goal-Conflict Likelihood Assessment Based on Model Counting

Renzo Degiovanni (Universidad Nacional de Río Cuarto) et al.

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• LTLの論理式で表された要求仕様間のコンフリクトの深刻さを評価する手法。
コンフリクト発生確率のドメイン知識が不要なのが利点。

• 手法：Büchiオートマトンから(中略)生成した有限の状態遷移列(word base)の
うち、コンフリクトの遷移列が占める割合で深刻さを重みづけ

• 著者らの研究ではゴール間のコンフリクト全般に着目できる。従来研究は単一
のゴールに対する「障害」しか分析できない。
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PumpEffect   □(□ ≤2(po) → ◇≤2(¬hw)) ポンプ入⇒2秒以内に水位が低下

NoExplosion  □(m → ⃝(¬po))                     メタンガスが発生したら1秒後にポンプ切

NoFloding     □(hw → ⃝(po)) 水位が高いならば1秒後にポンプ入

例：鉱山ポンプ制御 (Mine Pump Controller) [30] の要求(ゴール)

LTL (Linear-time Temporal Logic):

□P … 今後ずっとP が成立 ◇P … いつか P が成立 〇P … 次状態で P が成立
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図：全体像[Figure 2]

*1: 先行研究 [ASE 2016]. ゴールのLTL式とドメインDomから

コンフリクトを表す LTL 式 BC1..BCmを生成する。
（BC: Boundary Condition）

*1

*2: 本論文. コンフリクト BC1..BCm を優先順位づけ。

ツール ABC…状態遷移列をカウント．
ツール LamaConv, JFLAP:  オートマトン，正規表現と論理

全体像（右図）：

*2

BC1 : □(hw ∧m)   水位が高く、かつメタンが発生する
BC2 : □(hw∧¬m∧po∧⃝(¬hw∧¬po∨hw∧(m∨¬po))) (より複雑なケース)

コンフリクトの例：

計算の例 [Table 1]： BC1 の割合%は 0に漸近するが、BC2はそうでもない⇒ BC2が深刻
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工夫に関する主張：

・k-ワードモデルの個数 (LTLを満たす状態数kの有限オートマトンの数)  を
カウントするのは現実的でない(Boundded Model Checking)
=> 長さkの状態遷移列(lasso trace, word base, string)そのものをカウントする

（関連研究 [19, 44]）
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その他の主張：
確率的モデル検査は使えない。
全ての遷移の確率が等しいとおくと、各BC の発生確率は 1になる
⇒比較不能

(本当？確率的モデル検査を使わないのでこれが妥当かどうか分からない…)

ケーススタディ：
鉱山ポンプ制御[30]、ロンドン救急サービス[39]、
鉄道交差システム[8]、TCP、電話交換機 [18]
…等により、有用性を主張

所感：

• Word base の個数カウントで、そのトレースの「頻度」を本当に表してい
るといえるのだろうか？？

• 有用性が示されてはいる。

再現スクリプト:
https://dc.exa.unrc.edu.ar/staff/rdegiovanni/ICSE2018.html（ダウンロードできず…）

https://dc.exa.unrc.edu.ar/staff/rdegiovanni/ICSE2018.html


ICSE2018勉強会
35-3

A Static Verification Framework for Message Passing in Go 

Using Behavioural Types

Julien Lange (U of Kent), Nicholas Ng, Bernardo Toninho, Nobuko Yoshida (Imperial College London)

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• Go言語のデッドロックや部分デッドロック(liveness violation)等の並行性エラー

を検出できる静的解析器 Godel Checker を開発

• 仕組み：Goプログラムをプロセス計算の一種で抽象化 (Behavioural Typesの型推

論)、モデル検査器 mCRL2 で検証。さらに、厄介なループの停止性は項書き換

え系ベースの検証器 KITTeL で検証。

• 従来手法と比較して多くの例を検証可能。

図：全体像 [Figure 2]
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ch … 送信

t ⊕ u … tとuで分岐 （非決定的実行）

&{ch1:t1,  ch2:t2} … ch1とch2の片方を受信（select）

(t1 | t2 | t3) … 並行実行 (goroutine)

new ch1 … チャネルの生成

プロセス計算（behavoural type）の構文

抽象化（振舞い型推論）

（関数の再帰的定義＋main関数呼び出し）

部分デッドロックがあるプログラムの例[Figure 1]

← こいつのせいで ch2 は飢える
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抽象化と検証のポイント

• if文やループの分岐は非決定的選択 ⊕に

• 問題：データ依存で通信発生の有無が決まるケース（右）

• KiTTEL (整数上の算術を項書き換えで扱える) でチェック！

• 有限状態に抑える（ループの中でチャネル生成しない・並行実行しない）

制限

• チャネルは配列や再帰的データ構造にストアできない（再帰的でなければよい）

⇒一応、ストアした場合を判定してエラーにしてくれる

• チャネル変数の再代入はできない（プロセス計算(CCS/CSP-like)であるため）

• プロセス計算の項が無限状態になるプログラムは扱えない（上記）

（Table3: sieve. 著者らの先行研究 GoInfer/Gong は検証できる(がlivenessで誤判定)）

(私の)感想：プロセス計算ベースの手法がうまくいった！(歓喜)

• mCRL2が解釈できる（様相μ計算で書ける）任意の性質が検査可能

• mCRL2 もすごい、KiTTELもすごい

From [p.1140L]

Godel Checker（ソースコード）: 
https://bitbucket.org/MobilityReadingGroup/godel-checker

https://bitbucket.org/MobilityReadingGroup/godel-checker

