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研究背景 
•  オブジェクト指向開発におけるモデル記述言語と
して広く普及している 

　　　→UML(Unified Modeling Language) 

•  UMLの利点 
　　- 13種類のダイアグラムによる多視性 
　　　　→複数の視点からのモデリング	 

　　- 世界共通の表記法 
　　- 開発者間の円滑なコミュニケーション 

•  UMLの問題点 
　　-	 モデルごとに表記法が異なる 
　　- モデル間に不整合を含んでいる場合がある 



複数の視点からのモデリング 

問題領域 

Static/Dynamic 

External/Internal 

Macroscopic/Microscopic 
Part/Whole 

Business/Technology 
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ユースケース図	 
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ステートマシン図	 

コミュニケーション図	 

相互作用概念図	 
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モデル間の	 
正しさ	 

モデル間の	 
正しさ	 

モデルの正しさ(整合性)とは？ 



クラス図 
•  クラス図とはクラス間の関係によってシステムの静的な
構造を表現したものである 

•  クラスとはシステムを構成するオブジェクトの共通する
特徴を抽出し一般化したものである 

　　	 	 	 ・クラス名：クラスの名前を明記する 

　　　・属性：クラスを構成する情報のなかで 
　　　　　　　静的な情報を示す 

　　　・操作(メソッド)：クラスを構成する情報の 
　　　　　　　　　　　	 	 	 	 なかで動的な情報を示す 

　　メソッドの内容については別途仕様記述が必要 



ステートマシン図 

•  ステートマシン図ではシステムの構成するオブジェク
トの振る舞いを状態遷移で表現している 

　・状態：各状態は外部より観測可能なオブジェ 
                      クトの特徴を表す 

　・遷移：遷移に必要なトリガ名(イベント)ガード 
                     条件、エフェクト名(メソッド名)と関連 
                     付けられる 

　・状態遷移とメソッド呼び出しが対応する 

　・ステートマシンの実行(状態の列)と呼び出され 
         たメソッドの列が対応する 

開始状態	 

終了状態 

遷移	 

状態	 



プログラムと状態 
古典的プログラム意味論では	 
プログラムは文の列	 
文は、	 
代入文　変数:=式	 
if文　if 式　then 文1 else 文2 
while文	 while 式　do 文	 

式は、演算子とオペランドを組合わせたもので値を持つ	 

式の意味は、式に表れる変数に代入されている値に依存する	 
変数の値は、変数の集合Varから値の集合Valへの関数を決める	 
ことで決定できる。この関数を環境と呼び「φ」で表す。	 
ある環境φでの変数xの値はφ(x)で表される	 

式Eの環境φでの値をMexp[E]φと表す	 



代入文は、実行により変数の値が変わるため、環境から環境への	 
関数と考えることができる。他の種類の文も一般に変数の値を	 
変更することがあるため、同様の関数と見なせる	 

環境の集合をEnvとし、文Cの意味を決めるEnvからEnvへの関数を	 
Mcmd[C]と表す。また、環境fでの関数Mcmd[C]の値をMcmd[C]fで	 
表す。代入文、if文は次のように意味づけされる	 

Mcmd[x:=E]φ(y) =  
Mexp[E]φ  (y = xの時) 
φ(y)  (上記以外) 

Mcmd[if E then C1 else C2]φ = 
Mcmd[C1] φ  (E = true) 
Mcmd[C2] φ  (E = false) 

While文は面倒è不動点意味論	 



オブジェクト指向での状態—直観的定義 

状態 

属性	

操作	

６	
３	
４	

２	
２	
９	

６	
１	
４	

クラス	 インスタンス (オブジェクト)	

インスタンス化	
(初期状態)	

メソッド呼出	

状態遷移	

メソッド呼出	

位置 	

速度 	

 電池残 	

進む  
噴射 	

停止 	



Object 
Attribute 1  ßà Variable x1 
Attribute 2  ßà Variable x2 

Attribute n  ßà Variable xn 

S1 

S2 S3 

S4 S5 
２	
３	
４	

State "active" 
velocity > 0 && battery > 5 

Many different expressions 
 => PCNF  

オブジェクト指向での状態—形式的定義 



クラス図・ステートマシン図間の整合性定義 

•   	 



CPN概要 
•  CPNはプレース、トランジション、アーク、トークンと
いう要素でシステムを表現する 

　　　プレース：トークンを保持する場所	 

　　　トランジション：イベントを表す	 

　　　アーク：プレース、トランジション間を結ぶ矢印	 

　　　トークン：カラーと呼ばれるデータ型を持つ要素	 

　　　ガード関数：トランジションが発火する条件	 

　　　アーク関数：アークによるトークンが移動する	 

　　　　　　　　　ときの変換規則	 

•  次のページで各モデルの変換方法を示す 
sum(ba1,bb1)bb1ba1T1[add(ba1,bb1)]P3AnswerP21000BoxBP11000BoxA

プレース	 

トランジショ
ン	 

アーク	 

トーク
ン	 



CPNへ変換 

•  クラス図からCPNへの変換 オブジェクト	 
初期化アーク関数	 

メソッドによる	 
インスタンス変数更新	 



他クラスのメソッド呼び出しがある場合	 
クラスモジュールのネットワークとなる	 



クラス図のCPN構造は単純で固定的だがアーク関数がメソッ
ドロジックそのものなのでこれを厳密に記述しておく必要	 
仕様記述言語èVDM++ 

Class記述の容易性	 
CPNで使用する関数型言語CPN MLとの相性	 
高階関数の使用	 

Toolによる検証	 
コード生成機能	 
Etc. 

問題点	 
インスタンス変数・クラス変数へのアクセス制限	 
è操作に限定(関数は不可)	 
è集合演算の一部・高階関数は関数の機能	 
記述上の工夫が必要	 



class Book 
 types 
  databaseBook = seq of Book; 
 values 
 instance variables 
  public bookId : int := 0; -- 書籍ID 
  public title : seq of char := []; -- タイトル	 
	 	 public author : seq of char := []; -- 著者	 
	 	 public year :  seq of char := []; -- 発刊年	 mm/dd/yy 
  public price : int := 0; -- 販売価格	 
	 	 public lend : bool := false; -- 貸出 	 	 	 
	 operations 
  public returnBook : () ==> bool 
  returnBook() == 
   if lend = false then return false 
   else 
   (lend := false; 
   return true); 
 functions 

-- TODO Define functiones here 
 traces 

-- TODO Define Combinatorial Test Traces here 
end Book	 



CPNへ変換 

ステートマシン図とCPNの構造的な類似 

状態 è プレース 
状態遷移 è トランジション 
状態変数 è カラー 
ガード è ガード関数 
アクション è アーク関数  

ただしUMLステートマシン図はCPNよりも豊富な表現
力 
èこれらをCPN構造に変換する規則が必要 

•  ステートマシン図からCPNへの変換 



“初期”と“最終”状態 入力もしくは出力アークを
持たないプレース 

“コンポジット”および  
“サブマシン”状態 階層化ペトリネット 

“入場” および “退場”点 

“フォーク”と“ジョイン" 
(Pseudo States) 分離/合流トランジション 

入力もしくは出力アークを
持たないプレース 

ステートマシン図→CPN変換規則	 



Junction 
Junction vertices are semantic-free vertices that are used to chain together  
multiple transitions. They are used to construct compound transition paths between  
states. Outgoing transitions whose guard conditions evaluate to false are disabled. 
èThe disabled transitions are implemented using null tokens 

Choice 
Choice vertices which, when reached, result in the dynamic evaluation of the guards  
of the triggers of its outgoing transitions.  
If more than one of the guards evaluates to true, an arbitrary one is selected. 
èImplemented using conflicting transitions 

J 
if  g  then  x 
else empty 

連結点と選択点(Junction and Choice Pseudo States)	 



Junction 

Choice 

連結点と選択点(Junction and Choice Pseudo States)	 



整合性検証 
個々の状態遷移の整合性	 

A1	 I1	 

mijの引数に対応する	 
カラートークン	 

P1	 

Cij	 

結果	 

OK	 

NG	 

Si対応する	 
カラートークン	 

ガード	 

ガード	 



I1	 

整合性検証 
初期状態から最終状態に至るメソッド列の検証(初期S0、最終Sf)	 

がステートマシン図の実行	 

a1	 a2	 a3	 [ a1, a2,...,ap]	 ap	 

が対応するメソッドの引数	 

L	 

T	 A1	 

トークンとしてマーキング	 

リスト要素を先頭より取出しメソッド引数へ	 
マーキング	 

P1	 

クラスCPNモデル	 

最終状態Sf	 



結論と課題 
結論 
•  クラス図とステートマシン図の関連付けがメソッドによ
り可能 

•  関連付けにより整合性の定義が可能 

•  CPNにより変換されたクラス図とステートマシン図は
CPN-Toolsにより自動検証が可能 

課題 
•  今回対象としなかった動的な図であるシーケンス図、ア
クティビティ図もこの方法を用いて整合性を定義し検証
することができるか 




