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1 背景

マルチスレッドプログラミング特有のバグを並行性バグ

といい,これは複数のスレッドにより並行処理を行う場合

に,スレッド間の相互作用やメモリモデルの仕様によって

発生するバグである.

並行性バグはスケジューリングに由来するため,バグの

顕在化する確率の高さである再現性に問題がある.

再現性の低い並行性バグは発見と原因追及が困難であり,

今日まで様々なデバッグ手法が提案されてきた [4][6].

2 目的

本研究の目的はデバッグツールの開発におけるテストや

デバッグ手法を学ぶためのサンプルとしてマルチスレッド

のバグ入りプログラムを作成することである.

またバグ入りプログラムを自動生成することでサンプル

を増やし,デバッグ手法やデバッグツールのベンチマーク

テストに利用できないか検討する.

3 マルチスレッドのバグ

3.1 バグの種類

並行性のバグには以下のような種類がある.

• メモリの可視性に由来するバグ
• デッドロック
• 競合状態
• データ競合
• 飢餓状態
• ライブロック

3.2 手作業でのデバッグ

手作業でデバッグを行う場合,デッドロックは再現した

とき, Java Debuggerや IDE のデバッグ機能によって検出

が可能である.

対して競合状態やデータ競合では print文や assert文を

使ってバグの原因箇所を突き止める必要がある.

3.3 Java Path Finderでのデバッグ

手作業でデバッグを行う場合,並行性バグではバグが検

出されるまでテストを繰り返す必要がある.

しかし Java Path Finder(JPF)を用いるとマルチスレッド

のプログラムにおいて全てのスケジューリングを検査でき

る. JPFは Javaのモデル検査器である. モデル検査を用い

てデバッグを行う研究もされている [5].

モデル検査とは，対象システムを有限状態遷移系に

モデル化し，そのモデルが時相論理式で表現した性質

を満たすか否かをモデルの取り得る全状態空間の探索

により網羅的に検査する手法である (モデル検査のデ

バッグへの適用 [5] より引用)

4 関連研究

4.1 A Study of Concurrency Bugs in an Open Source

Software[2]

この研究は並行性バグと非並行性バグを比較, 検証す

るものである. オープンソースのフレームワークである

Apache Hadoop[1]のバグレポートから並行性バグに関す

るものを抽出し集計している.

4.2 本研究との関連

この研究からデータ競合が並行性バグ全体の内 40%を

占めていることがわかる. また深刻さが高くなるほどデッ

ドロックの割合が増えていることや競合状態が一定量含ま

れていること,ライブロックや飢餓状態が占める割合が非

常に少ないことがわかる.

また第 3.2節の通りデッドロックは一度再現できればデ

バッグが可能である. したがって本研究では高い割合を占

め,かつデバッグの容易でないデータ競合や競合状態に焦

点を当てる.

5 作成したバグ入りプログラム

メモリの可視性は環境によって変化するため本研究では

それに由来するバグを可能な限り避けることとする.

使用言語はマルチスレッドプログラミングがサポートさ

れている Javaである. Java SEは Java 8を使用し, IDEは

Eclipse Neon.1 Release (4.6.1)を使用した.

5.1 手作業で作成したバグ

5.1.1 BuggyBank

ロック順デッドロックの例としてよく用いられる仮想の

銀行口座をサーバ/クライアント通信を使って再現するプ

ログラムを基にロックの省略やロックの順序の変更によっ

てバグ入りプログラムを作成した.

5.1.2 MapReduceモデル [3]に基づくプログラム

MapReduceとは分散プログラミングモデルの一つで,入

力を分割してキーと値の組を出力とする Map処理とその

処理の結果をキー毎にまとめたものを入力として出力を作

る Reduce処理を行う.



本実験では数字列を収めたファイル内の各数字の個数を

出力する MapReduceモデルに基いたプログラムをサーバ/

クライアント通信を用いて作った.

これを基にロックを省略する,順序を制限するコードを

取り払うなどしてバグ入りプログラムを作成した.

5.2 バグ入りプログラムの自動生成

正しいプログラムを基にバグ入りプログラムを自動生

成するプログラムを作成した. 正しいプログラムとして

BuggyBankで用いたプログラムと同様の処理に口座の削

除とパスワードの変更を加えた仮想の銀行口座を作った.

正しいプログラムにおける各ロックについてそれぞれ消

去した物とそのまま残したものを組み合わせた.

5.2.1 自動生成で作成できなかったバグ入りプログラム

ロックの消去以外にロックする区間をずらす方法を試み

たが,一つのファイルから 40億通り以上の組み合わせが発

生する場合があるため実行性能の関係上断念した.

また,データ競合について,口座の削除とその口座への送

金処理の間に二つの順序の制限を行っている. これらの制

限を取り払った場合, データ競合のバグが発生するが, 自

動処理では順序を制限するコードを特定できないケースが

あった.

これらのバグを手作業で作成した.

6 評価

作成したバグ入りプログラムについて手作業によるデ

バッグと JPFによるデバッグを行い,それによってわかる

ことをまとめた.

6.1 BuggyBank

手作業によるデバッグと JPFによるデバッグを行い, JPF

によるデバッグがこのサイズのプログラムで動作すること

を確認した.

6.1.1 MapReduceモデル [3]に基づくプログラム

JPFでのデバッグは僅か四つの数字を数えるプログラム

でも検査する空間が大きすぎて動作が停止せず,またその

間バグを発見することもできなかった.

手作業によるデバッグでは例外など特殊な場合を再現す

るテストが必要になった.

6.2 自動生成したバグ入りプログラム

JPFでのデバッグはプログラムを口座の作成と送金のみ

に絞って 6時間以上稼働しても停止せず,またその間バグ

を発見することもできなかった.

手作業によるデバッグでは assert文を用いることでデ

バッグができた.

6.3 自動生成できなかったバグ入りプログラム

再現性の高いものは手作業によりデバッグできた.

再現性の極めて低いバグはそのバグを誘発しやすい命令

のみを残し,スレッドプールの保持するスレッド数を減ら

すなどバグが顕在化しやすいようにしてテストを行うこと

でバグを発見,修正することができた.

7 結論

7.1 まとめ

手作業では競合状態およびデータ競合, 自動生成では

ロックの不足による競合状態のバグ入りプログラムを作成

できた.

また,手作業によるデバッグは柔軟性があるが再現性の

低いバグのデバッグが困難であること, JPFによるデバッ

グは確実性があるが大きいプログラムのデバッグができな

いことを確かめることができた.

さらにバグ入りプログラムを JPFのベンチマークのサ

ンプルにすることができたので,作成したバグ入りプログ

ラムをその他のデバッグツールのためのサンプルやベンチ

マークのために使用することが考えられる.

7.2 今後の課題

バグ入りプログラムの自動生成について,非並行性バグ

を取り除く必要がある.

また,ロックの対象となるオブジェクトのクラスが同じ

ものだけを組にしてその中だけでロックの有り無しを組み

合わせるようにするなどで組み合わせの数をもっと減らす

ことで,より大きいプログラムからバグ入りプログラムを

作成できるようになる.

組み合わせの数が減ることでロックの区間を変更する方

法によるバグ入りプログラムの作成も可能になる可能性が

ある.

また関連研究 [2] より並行性バグのおよそ 40%はデー

タ競合であり, 例えば waitメソッド及びそれに付随する

try-catch文を取り除くなどの方法により実行順序を制限し

ているコードを取り除き,データ競合のバグ入りプログラ

ムを自動生成できるようになることが望ましい.
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