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確率的プログラムのAOPによる生成
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ソフトウェア工学において，不確かさを包容したソフトウェア開発は重要な研究課題の 1 つである．本論文では，
Known-Unknowns（既知の未知）を記述することのできるインターフェース機構 Archface-U に確率を導入し，以
下を可能とする: 1) 確率的な振る舞いをインターフェースとして記述; 2) インターフェースレベルで確率的モデル
検査を実行; 3) 仕様としてのインターフェースからコードへのリファイメントをプログラム変換により実現（確率を
含まないコードをインターフェース記述を元に確率を考慮したコードに自動変換）．これにより，モデル検査によっ
て動作保証された確率的プログラムの開発が容易となる．

1 はじめに

ソフトウェア開発の様々な工程で発生する「不確か

さ」に我々は対処していかなければならない．「不確

かさ」には，その不確かさの存在に誰も気が付いてい

ない状態である「未知の未知」と，その不確かさの存

在に気が付いているがどう対処していいかがわから

ない「既知の未知」の 2つの種類がある．「未知の未

知」に対処することは現状では難しく，ここでは後者

の「既知の未知」に焦点を当てて，以降の不確かさは

全て「既知の未知」とする．

不確かさの性質の 1つに確率的な不確かさがある．

これは，システムや環境が確率的な振る舞いをするこ

となどにより発生する不確かさである．近年確率的な

挙動で表される不確かさを扱うことのできる言語や

ツールが注目されている．その例として確率的プログ

ラミングや確率的モデル検査器 PRISM [6]や PAT [8]
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などが挙げられる．また，Amine M.らは Event-B [1]

の非決定性を確率的な選択で置き換えたProbabilistic

Even-Bを提案している [4]．

しかし，確率を考慮したプログラムを作成し，コー

ドレベルで振る舞いの正しさを検証することは難し

い．その例として，コードレベルでのモデル検査には

状態爆発の問題があることが挙げられる．このような

問題に対処するために，不確かさを記述することので

きるインターフェース機構 Archface-U [5]が確率的な

不確かさを記述できるように拡張し，インターフェー

スレベルでモデル検査を行うことで振る舞いの正しさ

を検証する手法を提案する．この手法により，モデル

検査を行う対象がインターフェースになることでコー

ドレベルのモデル検査より状態爆発する可能性が小さ

くなる．そして，インターフェースのモデル検査によ

り保証された性質は，インターフェースに従って実装

されているコードに対しても保証されるため，コード

の動作を保証した確率的プログラムの開発が容易にな

る．本論文では確率的な不確かさをインターフェース

に記述し，それを元に確率的プログラミングを生成す

る手法について述べる．具体的には，Archface-Uレ

ベルで確率的モデル検査を行い，振る舞いの正しさ

が保障されれば，Archface-Uに記述された確率を元

に，確率を含まないプログラムコードから確率を含



むプログラムコードへと自動変換する．本論文では，

2章で関連研究について述べる．3章では不確かさを

包容したインターフェース機構 Archface-Uを紹介す

る．4章では Archface-Uの型検査と確率モデル検査

による振る舞いの検証について述べる．5章で確率的

プログラムの生成について述べ，6章ではまとめと今

後の研究の課題について述べる．

2 関連研究

2. 1 確率的モデル検査器 LTSA-PCA

モデル検査とは，検査対象のシステムの振る舞い

が，検査したい性質 (プロパティ) を満たすかどう

かを判定するものである．LTSA-PCA [9] は確率的

振る舞いをするシステムを扱えるようにモデル検査

器 LTSA(Labelled Transition System Analyser) [7]

を拡張したものである．LTSA-PCA においてモデ

ルの記述は Probabilistic FSP(Finite State Process)

という記法を用い，これは LTSAでモデルを記述す

るための記法である FSP を確率が表現できるよう

に拡張したものである．LTSA-PCAは Probabilistic

Component Automata（PCA) [10] としてモデル化

されたコンポーネントベースのシステムの確率的な振

る舞いをグラフィカルに表示する機能や，システムの

故障解析などの機能を有する．モデル検査器 PRISM

はマルコフ連鎖 (DTMC) を状態遷移系として扱い，

モデルが検査したい性質を満たす確率を求めること

ができる [6]．LTSA-PCAでシステムが故障する確率

などを求める場合は，PCAを DTMCに自動的に変

換し，PRISMのようなツールを用いて計算する．本

研究では確率を記述したインターフェースのモデル

検査のために LTSA-PCAを利用する．これは，イン

ターフェースでのメソッドの振る舞いは，LTSAでモ

デルを表現するための記法である FSP(Finite State

Process)に準拠した文法で記述するためである．

2. 2 Probabilistic Event-B

Event-B [1] は要求仕様から段階的にリファインメ

ントを行うことで，詳細なモデルを構成していく手

法である．リファインメント毎にそのリファインメ

ントに対する証明責務を証明することによって，抽

01: interface component Main {

02: void actionPerformed(ActionEvent e);

03: }

04:

05: interface component StudentController {

06: void filterStudent(JTable table);

07: void colorStudent(JTable table);

08: }

09:

10: interface connector cStudent {}

11:

12: uncertain connector ucStudent extends cStudent {

13: Student = (Main.actionPerformed ->

14: {StudentController.filterStudent,

15: StudentController.colorStudent} -> Main);

16: }

図 1 e ラーニングシステムにおける Archface-U の記述

象モデルに対する正当性を保証する．Probabilistic

Event-B [4]は Event-Bの全ての非決定的な選択を確

率的な選択に置き換えたものである．Event-Bの非決

定的な選択は，実行可能なイベントの選択，パラメー

タ値の選択，非決定的な割り当ての 3つであり，それ

ぞれに対して重みの付与や離散分布などによって非

決定的選択を確率的選択に置き換える．Probabilistic

Event-Bはリファインメントをする際に Event-Bの

通常の証明責務に加えて，確率に関する証明責務も証

明する必要がある．現時点では実行可能なコードを

生成する直前のリファインメントにおいてのみ確率

を与えることが可能であり，それ以前のリファインメ

ントは非決定的選択は確率に置き換えることができ

ない．確率的な振る舞いをするシステムを対象にし

ている点では本手法と一致しているが，Probabilistic

Event-B は仕様と確率付きプログラムを作成しなけ

ればならないが，本手法では確率を記述したインター

フェースとプログラムコードがあれば自動で確率付き

プログラムコードを生成できるという点で異なる．

3 不確かさを包容するインターフェース機構

Archface-U

本章では不確かさを記述可能なインターフェース機

構 Archface-Uについて説明する．



3. 1 Archface-U

Archface-Uは，アーキテクチャ設計と実装間の不

一致を無くすためのインターフェース機構である．

Archface-Uはプログラム全体の制約を記述すること

のできるインターフェースであり，Archface-Uに記

述された内容を実装することを強制する．Archface-U

は不確かさを記述することが可能であり，図 1 にそ

の記述例を示す．この例は，ある大学で用いる eラー

ニングシステムにおける受講者一覧機能を記述した

ものである．いま，受講者のみを一覧表示すべきか，

それとも全学生をリスト表示した上で受講者のみを

色付表示すべきかが決定できない状況を想定して欲

しい．すなわち，どちらの表示方式を採用すべきか判

断できないという不確かさが存在する．

Archface-Uは Component-and-Connectorアーキ

テクチャ[3]に基づいており，Componentと Connec-

torの 2つのインターフェースからなる．Component

インターフェースは Javaのインターフェースと同様

のものであり，実装しなければならないクラスと，そ

のクラスが持たなければならないメソッドを型，引

数を含めて定義する．図 1の例では，Mainクラスは

actionPerformedメソッドを，StudentControllerク

ラスは filterStudentメソッドと colorStudentメソッ

ドを実装しなければならないという制約を記述して

ある．また，Connectorインターフェースでは，FSP

に準拠した構文で Component間のインタラクション

（メソッド呼び出し関係）を記述する．不確かさはキー

ワード uncertainで定義することができる．uncertain

Componentや uncertain Connectorは，不確かさを

含まない Componentインターフェースや Connector

インターフェースのサブインターフェースであり，記

述することのできる不確かさは以下の 2種類である．

(1) 複数の実装の候補があるが，どの候補を採用する

かが分からない．

(2) ある実装について，それを採用するか否かが分か

らない．

前者は Alternativeと呼び，複数のメソッドの候補を

{} で囲んで記述する．後者は Optional と呼び，メ

ソッドを [ ]で囲んで記述する．したがって，図 1の

uncertain Connectorでは actionPerformedにおいて

filterStudentと colorStudentのどちらが呼び出され

るかが不確かであることを示している．Alternative

な不確かさの場合は，少なくともどれか 1 つが実装

されていなければ型検査によりコンパイルエラーと

なる．Optionalな不確かさの場合は，Optionalの性

質ゆえにそのメソッドを実装しても実装してなくても

型検査でコンパイルエラーにはならない．

3. 2 重みによる確率記述

これまでの不確かさの記述は，不確かなメソッド

が存在していることを示すものであり，実際に呼び出

される，または実装されるメソッドはいずれ開発者

によって決まるものであった．以降は不確かなメソッ

ドが確率によって振る舞いが振り分けられる，すなわ

ち，設定された確率に従って呼び出されるメソッドが

変化する状況についても考える．

Archface-Uでは，不確かなメソッドが実行される

確率を重みによって表現する [12]．図 1 の e ラーニ

ングシステムの例では，受講している生徒の一覧を

表示する 2 つのメソッド候補 filterStudent および

colorStudentに対しては Alternative，すなわち，ど

ちらを最終的に採用するか分からないという不確か

さが存在していることを表している．

複数の実装案を比較評価するために，ユーザ毎にそ

れぞれの実装案を一定の確率に従って切り替えること

で，ユーザの好みや傾向等を統計的に検証する手法を

A/Bテストという [2]．図 1の 2つのAlternativeなメ

ソッドで A/Bテストを実施することで，どちらの実

装の方がより使いやすいかをテストすることを考える．

テストを行うため開発者は両方のメソッドを作成し，

それぞれのメソッドに重み w1，w2(正の有理数) を設

定する．重みを設定したことで，actionPerformedの

実行後に filterStudent，または colorStudentが呼び

出された場合，確率 w1
w1+w2

で filterStudent の処理

が，確率 w2
w1+w2

で colorStudentの処理が選択され実

行される．Optionalな不確かさの場合は，当該のメ

ソッド mと空の処理 ϕの Alternative とみなし，重

み wm，wϕ を設定する．

重みの設定は，Archface-Uに対するアノテーショ

ンを用いる．表 2 に示した 4 種類のアノテーション



表 1 重みと振り分けの確率

インターフェー

スの種類

可変性の種

類

記述 重み 任意の m の実行時の処理

uncertain com-

ponent

alternative {m1,m2, ...} w1, w2, ... wk/
∑

i wi の確率でmk を実行

uncertain com-

ponent

optional [m1] w1, wϕ
w1

w1+wϕ
の確率で m1 を実行，

wϕ

w1+wϕ

の確率で空の処理を実行

uncertain con-

nector

alternative l -> {m1,m2, ...}
-> n

m1,m2, ... もし m が l 中で呼び出されたならば

wk/
∑

i wi の確率でmk を実行

uncertain con-

nector

optional l -> [m1] -> n w1, wϕ もし m が l 中で呼び出されたならば
w1

w1+wϕ
の確率で m を実行， wϕ

w1+wϕ
の

確率で空の処理を実行

表 2 重みを設定するアノテーション

アノテーション 重みの設定

@ExecForce　 可変性において挙げられているメソッドの中で，このアノテーションが指定

されたメソッドには重み 1を，それ以外には重み 0を設定する．

@ExecIgnore 可変性において挙げられているメソッドの中で，このアノテーションが指定

されたメソッドには重み 0を，それ以外には重み 1を設定する．

@ExecRatio(double p) このアノテーションが指定されたメソッドに重み pを設定する．また，可変

性においてこのアノテーションが指定されている全てのメソッドの pの合計

が psum，指定されていないメソッドの個数が nであるとき，1− psum > 0な

らば指定されていないメソッド全てに重み 1− psum を，1− psum ≤ 0ならば

重み 0を設定する．

@ExecWeight(double w) このアノテーションが指定されたメソッドに重み w を設定する．可変性にお

いてこのアノテーションが指定されていないメソッドがあれば重み 0を設定

する．

を使い分けることで，開発者は単に重みを記述する

だけではなく，振り分けの割合を直感的に設定した

り把握したりすることが可能になる．これらのアノ

テーションは実行時の振る舞いに影響を与えるため，

Execアノテーションと呼ぶ．Execアノテーションは，

Archface-UのComponentインターフェースのメソッ

ドに対して記述する．Connectorインターフェースの

重みの設定は実装上の問題でまだ実現しておらず，今

後サポートしていく予定である．そのため，現時点で

は Connector インターフェースに記述されたメソッ

ドの振る舞いの確率は，Componentインターフェー

スで各メソッドに付与された重みを参照することで，

01: interface component StudentController {

02: @ExecWeight(5)

03: void filterStudent(JTable table);

04: @ExecWeight(1)

05: void colorStudent(JTable table);

06: }

図 2 e ラーニングシステムにおける Archface-U のアノ

テーションの記述 (図 1 からの変更箇所抜粋)

間接的に設定できるようにしている．前述の eラーニ

ングシステムの例でアノテーションを指定すると図 2

のようになる．この場合は filterStudentに重み 5を，

colorStudentに重み 1を設定したことになる．



4 型検査と確率モデル検査による振る舞い

検証

まず，現在リリースしている統合開発環境 iArch-U

[11]（確率を含まない Archface-Uをサポート）につ

いて述べ，その後，確率を含む場合の検証について述

べる．

4. 1 iArch-U

iArch-Uは Archface-Uを用いた開発を支援する統

合開発環境であり，不確かさを含む UML モデリン

グ，不確かさのマネジメント，Javaプログラミング，

および検証やテスト等の機能を提供する．型検査は

iArch-Uのコンパイラにより行われる．型検査では，

Arcface-Uで記述された振る舞いと Javaコードの振

る舞いにシミュレーション関係があるか否かを検査

する．シミュレーション関係が無い場合はコンパイ

ルエラーとなり，開発者は Archface-Uの記述通りに

Javaコードが実装されるように修正しなければなら

ない．また，型検査だけでなく振る舞いの検証の機能

もあり，Archface-U の Connector の記述を FSP に

変換し，LTSAによりモデル検査を行う．もし，モデ

ル検査で問題が発生しなかったら，型検査をパスし

た Javaコードの振る舞いも Archface-Uの観点では

保証される．コードレベルでモデル検査するのではな

くインターフェースレベルでモデル検査することで，

状態爆発の問題は緩和される．

4. 2 確率を含む場合の検証

Archface-Uで確率を扱えるように拡張するにあた

り，モデル検査器として LTSAを確率が扱えるように

拡張した LTSA-PCAを利用する．また，Javaコード

では確率を扱える構文を持たないため，Archfacre-U

の記述からアスペクトを自動で生成し，それを Java

コードとウィービングする．これにより，確率に基づい

て，メソッド実行の振り分けを行うことが可能となっ

た．Archface-Uに記述された確率的な振る舞いを持

つコードが自動で生成されるため，もし，LTSA-PCA

で正しさが保証されていれば，生成されたコードの振

る舞いの正しさも保証される．Componentインター

フェースに記述されたメソッドの確率は，Connector

インターフェースに記述されたメソッド振る舞いにお

いても反映される．この確率付きの Connectorイン

ターフェースの記述を Probabilistic FSP(P-FSP)に

変換することで LTSA-PCA による検証が可能にな

る．LTSA-PCAの検証によりあるプロパティが満た

される確率が計算され，計算結果が好ましくなかった

場合は，開発者は設計の見直しを行うなどして開発を

進めていく．

5 確率的プログラムの生成

Archface-Uを仕様とみなすと，プログラムコード

へのリファイメントはウィービングによって自動化で

きる．ここでは，AspectJによる実装方法について説

明する．

図 2の Archface-Uの記述に対して生成されるアス

ペクトは図 3のようになる．図 3の 4行目から 9行

目までは処理が置き換わる条件が記述してあり，この

条件に合致するとき，元の処理は実行されず 13行目

から 21行目までの処理に置き換わることになる．こ

の例では，filterStudentメソッドが actionPerformed

メソッドにおいて呼び出されることが条件であり，こ

の条件に合致するとき，元々実行されるはずだった

filterStudentメソッドの処理は実行されず，代わりに

13行目から 21行目までの処理が実行されることにな

る．colorStudentメソッドについても同様なアスペク

トが自動生成される．

13行目の weightSwitchは，n番目の引数が an，引

数の和が asum であるとき，an/asum の確率で n を

返すメソッドである．引数は Archface-Uのアノテー

ションで設定した重みであり，ここでは filterStudent，

colorStudentのそれぞれに設定した重みが引数となっ

ている．つまり，13行目の処理では設定された重み

の比に従って，複数のメソッド候補のうち 1つを確率

的に選択することになる．Optionalの場合は，当該

メソッドか空のメソッドのどちらかを確率に従って選

択する処理になる．

最後に，確率的に選択されたメソッドが呼び出さ

れることで一連の振り分け処理が完了する．15 行

目は filterStudentメソッドが選択された処理であり，



01: @Aspect

02: public class U {

03: @Around("call(void com.example.student.StudentController.filterStudent(JTable)) &&

04: args(table) && !cflow(adviceexecution()) &&

05: withincode(void com.example.student.Main.actionPerformed(ActionEvent))")

06: public Object aroundWeightFilter(ProceedingJoinPoint __pjp, JTable table)

07: throws Throwable {

08: switch (weightSwitch(5, 1)) {

09: case 0: return __pjp.proceed();

10: case 1: com.example.student.StudentController.colorStudent(table); return null;

11: }

12: throw new IllegalStateException();

13: }

14: }

図 3 確率を導入するためのアスペクトのコード

図 4 確率プログラムの自動生成の流れ

これは元々の振る舞いと同じである．17行目は col-

orStudentメソッドが選択された処理であり，これは

元々の振る舞いとは別の処理に置き換わることを表

す．以上の一連の流れを通すことで，重みを設定した

Archface-Uを元に確率に従って処理が置き換わるプロ

グラムを自動で生成することができる．weightSwitch

メソッド内では java.util.Randomクラスにより取得

した疑似乱数を用いるが，乱数ジェネレータのシード

値，および乱数ジェネレータを振り分けの度に初期化

するかどうかを設定することができる．

5. 1 プログラム生成の正しさ

本節では，本手法の正しさを示す準備として，部分

インターフェース関係やプログラムの模倣関係の表記

を導入し，本手法の正しさを表す命題を述べる．これ

らの形式的な定義，および，命題の証明は今後の課題

図 5 リファインメント

である．

インターフェースおよびプログラムのメタ変数と

して，s および p をそれぞれ用いる．あるインター

フェース s に対して，プログラム p がそのインター

フェースを満たすことを |= p : s と書く．この表記を

用いると，本手法の枠組みは次のように述べることが

できる．本手法は，|= p : sとなる s，pが与えられた

とき，s に確率を付与したインターフェース s′ に対

して，|= p′ : s′ を満たすプログラム p′ を AOPによ

り自動生成する手法である．このとき，s′ の正しさ

をモデル検査によって確かめられれば，自動生成され

たプログラム p′ の正しさを確かめられたこととなる．

本手法に関する形式的な定義が正しく与えられた

場合，証明すべき命題は次の通りである．



命題 1 任意のプログラム p，p′，および，インター

フェース s，s′ に対して，s′ が sに確率を付与したも

のであり，かつ，|= p : s，p′ = Gen(s′, p)が成り立

つのであれば，|= p′ : s′ が成り立つ．

ここで，Gen(s′, p) は本手法により自動生成される

プログラムである．

以降では，この命題の予想される証明の概略を述

べる．まず，⊢ p : s′ ⇝ p′ という型に基づく変換関

係を定義する．これは直観的には，プログラム p が

s′ を満たすようなプログラム p′ に変換可能という意

味である．このとき，pおよび s′ が与えられた場合，

⊢ p : s′ ⇝ p′ となる p′ が唯一つとなるように定義し，

そのような p′ をGen(s′, p)と定義する．ここで，イ

ンターフェース上の関数 ProbToNondet(−) を引

数中の確率に関する操作を非決定性の操作に置き換え

るものと定義すると，命題 1は次の命題の系となる．

命題 2 プログラム p,p′ およびインターフェース s，

s′ に対して，次を仮定する．

• |= p : s．

• ⊢ p : s′ ⇝ p′．

• s = ProbToNondet(s′)．

このとき，次が成り立つ．

|= p′ : s′

この命題は ⊢ p : s′ ⇝ p′の導出に関する帰納法によっ

て示すことができると予想する．

6 まとめと今後の課題

本論文では，Archface-Uに基づいた確率的プログラ

ムの自動生成について述べた．確率をインターフェー

スに記述することにより，状態爆発を緩和した確率的

プログラムのモデル検査が可能となった．これは，イ

ンターフェースレベルで確率的モデル検査を行うこと

で，インターフェースに従って実装されている確率的

プログラムにも検査結果が成り立つことによって実

現した．また，仕様としてのインターフェース記述か

らプログラムコードへのリファイメントの自動化な

どが可能となった．これは，確率を記述したインター

フェースからアスペクトを自動で生成し，プログラ

ムコードへウィービングすることによって可能となっ

た．今後の課題として，ツールの面では不確かさを包

容した統合開発環境 iArch-Uにて確率的モデル検査

の機能と AspectJ を用いた確率的プログラミングの

自動生成の実装を行っていくことが挙げられる．特

に Connectorインターフェース上で重みを設定でき

るようにすることで，より正確に確率的な振る舞い

を表現することができる．また，確率の取り扱いやリ

ファイメント等について形式的に記述，および証明を

することで，本手法の正しさを検証していかなければ

ならない．
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