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オブジェクト毎の層遷移を宣言的に記述できる

文脈指向言語EventCJ

青谷 知幸　紙名 哲生　増原 英彦

文脈指向言語 EventCJ を提案する。文脈指向プログラミングは文脈に依存する振る舞いを部分メソッドで定義し、
それらをまとめた層として文脈をモジュール化するプログラミング手法である。文脈の変化は層の活性状態を実行時
に変更することで実現する。EventCJは Javaを拡張した文脈指向言語で、ContextJをはじめとする既存の文脈指
向言語と同様に、部分メソッドと層を持つ。またイベントと活性層の遷移規則を持ち、オブジェクト毎の層の活性状
態の変更を宣言的に記述できる特徴がある。本論文では EventCJ の言語設計を説明し、Featherweight Java を拡
張した小さな計算体系 Featherweight EventCJ を定義して、EventCJ の意味論を与える。

1 はじめに

文脈指向プログラミング [13]は文脈に応じて動的

に変わる振る舞いをモジュール化するプログラミン

グ手法である。マイクロソフトのオフィスアプリケー

ションで使われているユーザインタフェース・リボン

は文脈に応じて振る舞いが動的に変わるものの一例

である。リボンではフォーカスを持つコンポーネント

やカーソルの位置によって表示されるメニューが変わ

るが、フォーカスやカーソル位置が文脈となって、イ

ンタフェースの振る舞いを変えているのである。文脈

指向プログラミングではフォーカスやカーソルの位置

を文脈としてモデル化することで、文脈指向言語は

文脈依存の振る舞いを記述する手段、文脈依存の振

る舞いをまとめる手段、文脈依存の振る舞いを動的

に適用する手段を備える。例えば、Javaを拡張した

文脈指向言語 ContextJ [21]では部分メソッド、層、

with（および without）ブロックを用いた層の活性

化（および非活性化）がそれぞれ該当する。
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tive per-object layer transitions

Tomoyuki Aotani, 北陸先端科学技術大学院大学, Japan

Advanced Institute of Science and Technology.

Tetsuo Kamina, Hidehiko Masuhara, 東京大学, Uni-

versity of Tokyo.

ContextL [7]やContextJ、Subjective-C [12]など

の主立った文脈指向言語において、いつ・どの層が

活性化されるかはそのためのブロック（withおよび

without）やメソッド（activateおよび deactivate）

呼び出しをプログラマが適切な場所に書くことで指

定される。with（または without）ブロックを用い

た手法ではブロック内のコードを評価している間だ

け指定された層が活性化（または非活性化）されるた

め、プログラムの構造を熟知したプログラマにとって

層の制御が行いやすいという利点がある。

いっぽう、この手法では層の活性化のためのコード

がプログラム内に散在する問題があった。層の活性化

に関する仕様や層の名前が変わると、プログラム全体

にわたった修正が必要となる。また過不足無く with

ブロックや activateメソッドの呼び出しが配置され

ていることを確認するのは困難である。特にブロック

を用いた場合、コールフローやスレッドを跨がった層

の活性化を実現するためには値として層を扱う機構

（第一級の層）が必要となり、ますますプログラムが

複雑になる。

本稿では Java を拡張した新しい文脈指向言語

EventCJ [19] を提案する。EventCJ では ContextJ

と同様に層と部分メソッドを用いて文脈依存の振る

舞いをモジュール化できる。層の活性化および非活性
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化はイベント宣言と層遷移規則を用いることで宣言

的に指定される。このため、層を活性化させるため

のコードが散在しない。また、層遷移規則から SPIN

モデル検査器 [16]用コードを出力してモデル検査を

行いやすくすることで、仕様との一致を検査できるよ

うにした。またオブジェクト毎に層を管理することで

スレッドやコールフローを跨がった層の活性化も自然

に扱うことができる。

また、本稿は Featherweight Java [17]を拡張した

計算体型 Featherweight EventCJ(以降 FECJ とい

う)を提案し、EventCJにおける層の活性化の意味論

を明らかにし、メソッド呼び出し式に対する最適化手

法を述べる。文脈指向言語に関する形式的な議論は

これまでにもなされてきたが [5, 14, 23]、イベントに

基づく宣言的な層の活性化やオブジェクト毎の層の

活性化はいずれも EventCJ独自のものである。例え

ば、同じイベントに対して複数の層遷移規則が存在す

るとき、層遷移規則をどのように適用するかは未解決

の問題である。また、メソッド呼び出しにかかるオー

バーヘッドの削減は ContextJを含む文脈指向言語に

共通の課題である [21]。

以降、本稿は次のように構成される。2節では発言

の頻度に応じてタイムラインの更新頻度が変わるツ

イッタークライアントの例を用いて、文脈指向言語

EventCJを紹介する。4節では EventCJの小さな計

算体系 Featherweight EventCJを提案し、EventCJ

における層の活性化の意味論を定義して、メソッド呼

び出しの最適化手法を述べる。5節では関連研究につ

いて述べ、6節にまとめを置いて本稿を締めくくる。

2 文脈指向言語 EventCJ

本節では投稿されたツイートの多さに応じてタイ

ムラインの更新頻度を変えるツイッタークライアント

CTweetの例を用いて文脈指向言語および文脈指向プ

ログラミングによる文脈依存の振る舞いのモジュール

化を説明し、動的スコープを用いて層の活性化を制御

する文脈指向言語の問題点を指摘する。

1 class Controller implements Runnable{

2 void run(){

3 while(/* thread is executing */){

4 appendTweets(getTimeline());

5 Thread.sleep(getSleepTime());

6 }

7 }

8 void appendTweets(List<Status> ls){

9 for(Status s : ls)

10 /* add s to the model*/;

11 }

12 long getSleepTime(){

13 return DEFAULT_SLEEP_TIME;

14 }

15 layer Active{

16 long getSleepTime(){

17 return proceed() >> 1;

18 }

19 }

20 layer Inactive{

21 long getSleepTime(){

22 return proceed() << 2;

23 }

24 }}

図 1 CTweet におけるツイートの取得コード

2. 1 更新頻度の変わるツイッタークライアント

CTweetはユーザーのホームタイムラインや指定さ

れた検索語を含むツイートの表示を行うツイッターク

ライアントである。新しいツイートは定期的に取得さ

れて自動的に表示される。投稿の激しいタイムライン

は頻繁に更新する。逆に投稿の稀なタイムラインは怠

けて更新する。

文脈指向プログラミングを用いると、ツイート

の投稿の活発さを文脈として抽象化することで、

変化する更新頻度を文脈依存の振る舞いとしてモ

ジュール化できる。図 1 は定期的にサーバからツ

イートを取得するクラス Controller を宣言してい
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1 declare event ActiveTL(Controller c,

2 List<Status> l)

3 :before execution(

4 void appendTweets(List<Status>))

5 && args(l) && target(c)

6 && if(ACTIVE_TWEET_NUM <= l.size())

7 :sendTo(c);

8 transition ActiveTL:

9 Inactive ? Inactive -> Active

10 | ? -> Active;

12 declare event InactiveTL(Controller c,

13 List<Status> l)

14 :before execution(

15 void appendTweets(List<Status>))

16 && args(l) && target(c)

17 && if(l.size() < INACTIVE_TWEET_NUM)

18 :sendTo(c);

19 transition InactiveTL:

20 Active ? Active -> Inactive

21 | ? -> Inactive ;

図 2 イベント宣言と層遷移規則

る。このクラスは３つのメソッドと２つの層を持

つ。run（ 2から 7行目）はスレッドが生きている間

中 getTimeline、appendTweets、getSleepTimeそ

して sleepを実行してタイムラインの表示を更新す

る。getTimeline はツイッターサーバから新しいツ

イートを List<Status>型のオブジェクトとして取得

し、appendTimelineは１つ１つの Statusオブジェ

クトを表示用のデータとして登録する。getSleepTime

はスレッドの休眠時間を取得する。このメソッドは

DEFAULT SLEEP TIMEを返すものとして宣言されてい

る（12 から 14 行目）が、２つの層 Active（ 15 か

ら 19行目）と Inactive（ 20から 24行目）によっ

て振る舞いを上書きされる。これらの層はそれぞれ唯

一つの部分メソッド getSleepTime を持つ。Active

層の部分メソッド getSleepTime は休眠時間を元の

値の半分にする。逆に Inactive 層の部分メソッド

getSleepTimeは休眠時間を４倍に伸ばす。どちらの

部分メソッドも、proceedを使って元の休眠時間を取

得している。proceed は部分メソッド内で呼び出す

ことのできる特殊な函数で、その層によって上書きさ

れる前の振る舞いを実行する。

2. 2 動的スコープを用いた層の活性化と問題点

3 EventCJ

EventCJは Java言語に部分メソッド、層、イベン

ト宣言、層遷移規則を加えた文脈指向言語である。層

と部分メソッドは文脈依存の振る舞いをモジュール化

する。部分メソッドをまとめる層を活性化または非活

性化することで、文脈依存の振る舞いが有効化また

は無効化される。イベント宣言はいつ・どのオブジェ

クトに層遷移規則を適用するかを指定し、層遷移規則

は非活性化させる層と活性化させる層を指定する。

同じく Javaを拡張した文脈指向言語ContextJ [13]

や JCop [2]とは異なり、EventCJは文脈依存の振る

舞いの適用をオブジェクト単位で管理する。つまり、

層の活性化および非活性化はオブジェクト毎に行わ

れる。

本節では投稿されるツイートの多さに応じてタイ

ムラインの更新頻度を変えるツイッタークライアント

ECJTweetの例を用いて EventCJの言語機構を説明

し、言語設計の選択について議論する。

ECJTweet はユーザーのホームタイムラインや指

定された検索語を含むツイートの表示を行うツイッ

タークライアントである。新しいツイートは定期的に

取得されて自動的に表示される。投稿の激しいタイム

ラインは頻繁に更新する。逆に投稿の稀なタイムライ

ンは怠けて更新する。

図 2は Activeおよび Inactive層を（非）活性化

させるイベント宣言と層遷移規則である。イベント宣

言は AspectJのポイントカットに似たアクション指

定子および sendTo句で定義される。

ActiveTL（ 1 から 7 行目）は活発なタイムライ

ンの表示を捕らえるイベントである。このイベン

トは before execution アクション指定子を使って
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appendTweetsメソッドが実行される直前の時点を指

定し、args および target を用いて appendTweets

の引数を lに、レシーバを cにそれぞれ束縛してい

る。更に ifアクション指定子を用いて、リスト lの

長さが ACTIVE TWEET NUM 以上であることを検査し

ている。 7行目の sendTo句はこれらのアクション指

定子に適合したアクションが起きたときに c に束縛

されたオブジェクトに層遷移規則を適用することを

指定している。従って、ActiveTL イベント宣言は、

appendTweetsが実行される直前にその引数のリスト

が ACTIVE TWEET NUM 以上の長さを持つときレシー

バオブジェクトに層遷移規則を適用する。適用され

る層遷移規則は 8から 10行目に記述されている。こ

の層遷移規則は規則が２つの部分規則を OR 演算子

(|)で結合している。１番目の部分規則は適用される

オブジェクトの上で Inactive層が活性であるとき、

Inactive層を非活性化させて Active層を活性化さ

せる。２番目の部分規則は１番目の部分規則の条件節

が満たされないときに適用されて、単に Active層を

活性化させる。?の前は条件節で、オブジェクトの上

で活性であるべき層を記述する。条件節が空である

ときは、いつでも適用できることを意味する。条件節

が満たされたとき、?以降がそのオブジェクトに対し

て実行される。->の左は非活性化する層を、右は活

性化する層を指定する。層の名前をコンマ（,）で区

切ってつなげることで、複数の層を一時に検査したり

（非）活性化できる。また条件節では層名の前に!を置

くことでその層が活性でないことを指定できる。

12行目以降についても同様である。InactiveTLは

活発でないタイムラインの表示を捕らえるイベントで

ある。ifアクション指定子（17行目）ではリストの長

さが INACTIVE TWEET NUM未満であることを指定して

いる。19から 21行目までは InactiveTLに適合する

アクションが起こったときにレシーバオブジェクトに

適用する層遷移規則を宣言しており、Active層が活

性であるとき Active層を非活性化させて Inactive

層を活性化させ、そうでないときには Inactive層を

活性化させると指定している。

1 declare event DefaultTL(Controller c,

2 List<Status> l)

3 :before execution(

4 void appendTweets(List<Status>))

5 && args(l) && target(c)

6 :sendTo(c);

7 transition DefaultTL:

8 Inactive ? Inactive -> ;

9 transition DefaultTL:

10 Active ? Active -> ;

図 3 更新速度を元に戻すイベント宣言と層遷移規則

3. 1 複数の層遷移規則の適用の問題

複数のイベント宣言が同じアクションを指定した

り、１つのイベント宣言に複数の層遷移規則が指定さ

れた結果、一時点で同じオブジェクトに複数の層遷移

規則を適用しなければならない状況が発生する。本

節では例を使ってこの問題を具体的に説明し、それぞ

れの規則をある順序で逐次に適用する逐次適用法と、

条件節、非活性化、活性化の順序で全ての規則を一斉

に評価する並列適用法の選択肢を議論する。

図 3 は先の ECJTweet において、新たに取得

されたツイートの数が INACTIVE TWEET NUM 以上

ACTIVE TWEET NUM未満であるときにタイムラインの

更新頻度を元に戻すためのイベント宣言と層遷移規則

である。appendTweetsの引数に与えられるリストの

長さが INACTIVE TWEET NUM以上 ACTIVE TWEET NUM

未満であることを ifアクション指定子を使って愚直に

検査する代わりに、DefaultTLは単に appendTweets

の実行の直前を指定している。

DefaultTL に２つの層遷移規則が定義されている

ことに注目されたい（7から 10行目）。１番目の層遷

移規則は Inactive層が活性であるとき非活性化する

ことを、２番目の層遷移規則は Active層が活性であ

るとき非活性化することを、それぞれ指定している。

図 3 と図 2 が共にあるとき、appendTweets が

実行される直前にその引数のリストの長さが

INACTIVE TWEET NUM以上 ACTIVE TWEET NUM未満の
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ときは DefaultTL の層遷移規則だけが適用される。

このときは逐次に適用しても並列に適用しても、

結果は変わらない。一方、INACTIVE TWEET NUM 未

満のときは InactiveTL と DefaultTL の層遷移規

則が、ACTIVE TWEET NUM以上のときは ActiveTLと

DefaultTL の層遷移規則が、それぞれ同じレシーバ

オブジェクトに適用される。これらの場合、逐次に

適用した場合と並列に適用した場合とで、結果が異

なる。

3. 2 EventCJの選択: 並列適用

EventCJ では複数の層遷移規則が適用されうる

とき、それらの条件節を現在活性である層の上で

まとめて評価した後、それぞれの層遷移規則で非

活性化が指定された層を一斉に非活性化し、最後

に活性化が指定された層を一斉に活性化する。例え

ば、appendTweets が実行される直前にその引数の

リストの長さが INACTIVE TWEET NUM 未満のときは

InactiveTLと DefaultTLの計３つの層遷移規則:

1 Active?Active->Inactive | ?->Inactive;

2 Inactive?Inactive->;

3 Active?Active->;

が適用されるが、EventCJはまず現在の活性層の中

に Active と Inactive が含まれていることを調べ

る。Active 層が活性であるときは１番目の第１部

分規則と３番目の規則に指定された通り、Active層

が非活性化され、最後に Inactive 層が活性化され

る。反対に、Inactive層が活性であるときは、１番

目の第２部分規則と２番目の規則で指定された通り、

Inactive層が非活性化された後、再度 Inactiveが

活性化される。結果として、Active層が活性である

場合と Inactive層が活性である場合のどちらでも、

層遷移規則を適用した後は、Inactive層が活性化さ

れる。これは ECJTweetの仕様上正しい振る舞いで

ある。

一般に並列適用の方が逐次適用よりも優れていると

は言い難い。だが、逐次に適用するためには層遷移規

則の間に適切な順序付けを行う必要があり、これは困

難である。また、活性化を指定した層が必ず活性化さ

れるという決まり事は明確であり、プログラマにとっ

て扱いやすい意味論であると我々は考えている。

4 Featherweight EventCJ

本節では EventCJ言語の細かな意味定義を明らか

にし、メソッド呼び出しの最適化を議論するために、

小さな計算体系Featherweight EventCJ（以降FECJ

という）を定義する。これは ContextJをはじめとす

る with/without ブロックを用いて層の活性化を行

う文脈指向言語の小さな計算体系 ContextFJ [14]か

ら with/without ブロックと super呼び出しを取り

除き、以下のように拡張・変更したものである。

• ストア (µ)とロケーション (v): コールフローに

依存しない層の (非)活性化を表現するためにロ

ケーション v と活性層の列 L を備えるオブジェ

クト new C(v)<L>からなるストア µを持つ。ロ

ケーションは FECJにおける唯一の値である。

• 層遷移規則 (t): 層遷移規則 tは層の列の 4つ組

L1:L2?L3→L4 で表される。L1 に含まれる層がす

べて活性であり L2 に含まれる層が非活性である

とき、L3 に含まれるすべての層が非活性化され、

L4 に含まれるすべての層が活性化される。

• ラベル (ℓ): FECJ はイベント宣言の代わりに、

層遷移規則が適用されるオブジェクトへのロケー

ションに評価される式にラベルをつける。例えば

declare event E(C o):

before call(D C.m())&&target(o):

sendTo(o)

は Cに型付される任意の式 eについて eℓ.m()と

表される。ℓはイベント名 Eに唯一のラベルとす

る。簡単のため FECJは beforeイベントのみを

扱う。

• 遷移規則テーブル (TT ): 遷移規則テーブル TT

はラベルから層遷移規則の列への函数で、ラベル

付きの式の値に適用する層遷移規則を指定する。

例えば eℓ.m()という式について、eを評価して

得られた値に層遷移規則 TT (ℓ)を適用する。

• 決定的評価規則: FECJ では式に応じて適用で

きる評価規則が一意に定まる。また、メソッド呼

び出しはレシーバと引数がすべて値となってから
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CL ::= (classes)

class C ◁ C { C f; K M }

K ::= (constructors)

C(C f){ super(f); this.f = f; }

M ::= C m(C x){ return e; } (methods)

e, d ::= x | eℓ̂.f | eℓ̂.m(eℓ̂) (expressions)

| new C(e)

| proceed(e)
| v | v<C,L,L>.m(v)

t ::= L:L?L→L (transitions)

p ::= v 7→ new C(v)<L> (elements)

µ ::= p (stores)

図 4 FECJ の構文定義

評価される。

以降本節ではまず 4. 1節で FECJの構文定義と意味

定義のために必要な補助函数を説明した後、 4. 2節で

FECJの操作的意味を与え、 8節で活性層の解析に

基づくメソッド呼び出し式の最適化手法を説明する。

4. 1 Syntax

FECJの構文定義を図 4に示す。メタ変数 C, D, E

はクラス名を、L は層名を、f はフィールド名を、m

はメソッド名を、ℓはラベルを、vと wはロケーショ

ンを、xと yは擬変数 thisを含む変数をそれぞれ表

す。上線 (fなど)は空を許す列 (f1, · · · , fn など)を

表す。空列は •で表す。また C fは C1 f1, · · · , Cn fn

の略記である。ここで nは C および f の長さを表す。

同様に this.f=f;は this.f1=f1;. . . ;this.fn=fn;

を表す。コンマ (,) やセミコロン (;) は連結を表す。

フィールド宣言、パラメータ名、層名、メソッド宣言

の列はいずれも重複した名前を持たない。ハットは 0

または 1 個の要素を表す。例えば ℓ̂ はラベルが 1 つ

あるか、または存在しない。空であることを明記する

ため ϵと表すこともあるが、文脈によって自明なとき

は省略する。

クラス宣言 CLはクラス名、親クラス名、フィールド

宣言 C f、コンストラクタ K、そしてメソッド宣言 Mか

らなる。コンストラクタ Kは親クラスで宣言されたも

のを含む全てのフィールドの初期値を引数に受け取り、

順番にフィールドに代入する。メソッド Mは xを引数

として受け取り式 eの値を返す。式 eは変数 x、フィー

ルド参照 e.f、メソッド呼び出し e.m(e)、オブジェク

ト生成 new C(e)、proceed呼び出し、ロケーション、

もしくは特殊なメソッド呼び出し式 v<C,L,L>.m(v)

である。値はロケーション v のみである。層遷移規

則 t は層名の列の 4 つ組からなる。ストアの要素 p

はロケーションとオブジェクト new C(v)<L>の組で

ある。ストアは p の列で、ロケーションを与えると

対応するオブジェクトが返るマップとして使う。また

dom(µ) = {v|(v 7→ new C(w)<L>) ∈ µ}とする。
FECJではイベント適合と sendTo句の評価規則を

直接定義する代わりに、部分式にラベル (ℓ)を付け、

部分式を評価した結果のオブジェクトに層遷移規則を

適用する評価規則を定義する。簡単のため、ラベルは

それぞれの式中に１つしか現れないこととする。例え

ば、メソッド呼び出し式においてはレシーバと引数が

ラベルを持ちうるが、レシーバがラベルを持つときは

引数にはラベルがなく、引数のどれか１つがラベルを

持つときはレシーバおよび他の引数にラベルがない。

vおよび v<D,L′,L>.m(w)は評価途中にのみ現れる

特殊な式で、クラスや部分メソッド、メイン式には

現れない。L′ は Lの接頭辞であり、v<D,L′,L>.m(w)

はメソッド m がロケーション v の示すオブジェク

トに対して呼び出され、ディスパッチ中であること

を意味する。<D,L′,L> はメソッドや proceed が呼

ばれたとき、評価されるメソッドの検索がどの層

から行われるかを示している。より詳しく言えば、

<D,(L1; · · · ; Li),(L1; · · · ; Ln)> (i ≤ n)は評価される

メソッドがクラス D の Li から探されることを意味

する。

層遷移規則 L1:L2?L3→L4 は層遷移規則の対象のオ

ブジェクトの上で、もし L1 が全て活性であり、かつ

L2 が全て非活性であるとき、L3 に含まれる層を非活

性化し、L4 に含まれる層を活性化することを表す。

ContextFJと同様に、層はクラスの内側に宣言され

ず、層名 Lとクラス名 C、メソッド名 mから部分メソッ

ドに相当するメソッド定義 C m(C x){return e;}を

返す函数 PTによって与えられる。

最後に FECJ のプログラム (CT ,PT ,TT , e) は、
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クラス名からクラス宣言への射であるクラス表 CT、

クラス名 C、層名 L、メソッド名 mからメソッド定義へ

の射である部分メソッド表 PT、ラベルから層遷移規

則への射である遷移規則表 TT、そして well-formed

な式 e からなる。この e は実行可能な Java プログ

ラムにおける mainメソッドの本体に対応する。CT、

PT、TTは固定され、また以下の条件を満たすもの

とする:

• 全ての C ∈ dom(CT )でCT (C) = class C ...

• Object ̸∈ dom(CT )

• Objectを除く CT中の全てのクラス名 Cについ

て C ∈ dom(CT )

• extendsは閉路を構成しない

• 全ての (m, C, L) ∈ dom(PT ) で PT (m, C, L) =

... m(...){...}

• e、PT、TT中に現れる全ての ℓで TT (ℓ) = t

4. 1. 1 補助函数

図 5にFECJの補助函数を示す。fields(C)は Cおよ

び Cの親クラスで宣言された全てのフィールドの名前と

その型の組の列 C fを返す。函数mbody(m, C, L1, L2)

は L1 からメソッド宣言の探索を開始したときクラス

Cのメソッド mの引数と本体の組 x.eと、mを宣言す

る層の名前を返す。L2 は探索を開始した時点で活性

であった層を表している。メソッド宣言の探索はまず

クラス C が宣言する活性化された層とメソッドに対

して行われ、もし見つからなかった場合、Cの親クラ

スに対して同様の検索を行う（mbody(m, D, L2, L2)）。

mbody の最初の規則は mが基底クラス Cで見つか

るときのものである。第三引数が • であることに注
意されたい。二番目は層 L0 で見つかるときの規則で

ある。三番目は mが Cに宣言されていないときの規

則である (m ̸∈ M)。メソッドの探索は Cの親クラスで

ある Dに進み、第四引数の Lが第三引数にコピーさ

れて、活性である全ての層が探索の範囲に含まれるよ

うになる。四番目の規則は L0 の Cがメソッド mを宣

言しないとき、メソッドの探索が次の L′ における次

の層に進むことを表している。

fields(C) = C f

fields(Object) = • (F-Object)

class C ◁ D { C f; ... } fields(D) = D f′

fields(C) = D f′, C f

(F-Class)

mbody(m, C, L′, L) = x.e in D, L′′

class C ◁ D { ... C0 m(C x){ return e; } ...}

mbody(m, C, •, L) = x.e in C, •
(MB-Class)

PT (m, C, L0) = C0 m(C x){ return e; }

mbody(m, C, (L′; L0), L) = x.e in C, (L′; L0)

(MB-Layer)

class C ◁ D { ... M } m ̸∈ M

mbody(m, D, L, L) = x.e in E, L′

mbody(m, C, •, L) = x.e in E, L′
(MB-Super)

PT (m, C, L0) undefined mbody(m, C, L′, L) = x.e in D, L′′

mbody(m, C, (L′; L0), L) = x.e in D, L′′

(MB-NextLayer)

図 5 補助函数

4. 2 操作的意味

FECJ の評価規則は e|µ −→ e′|µ′ の形で書き、µ

の下に式 eをで評価すると µの下に e′ となることを

表す。

図 6に評価規則を示す。FECJは値呼び出しである。

つまり、レシーバや引数が全て値になってからメソッ

ド呼び出しやフィールド参照が評価される。p̂µは µ

の更新を表す。すなわち、(v 7→ new C(w)<L>)µ = µ′

のとき µ′ は以下の３つの条件を満たす:

• dom(µ) = dom(µ′)

• 全ての w ∈ dom(µ) \ {v}について µ(w) = µ′(w)

• v ∈ dom(µ)ならば dom(µ′) = new C(w)<L>

R-Labelは層遷移規則の適用である。J [·]は以下
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e|µ −→ e′|µ′

transit(µ, v, ℓ) = p

J [vℓ]|µ −→ J [v]|pµ
(R-Label)

µ(v) = new C(w)<L> fields(C) = C f

v.fi|µ −→ wi|µ
(R-Field)

µ(v0) = new C(w)<L>

v0<C,L,L>.m(v)|µ −→ e|µ′

v0.m(v)|µ −→ e|µ′
(R-Invk)

mbody(m, C′, L′, L) = x.e in C′′, •

v<C′,L′,L>.m(w)|µ −→ v/this,

w/x

 e|µ

(R-InvkB)

mbody(m, C′, L′, L) = x.e in C′′, (L′′; L0)

v<C′,L′,L>.m(w)|µ −→
v /this,

w /x,

v<C′′,L′′,L>.m/proceed

 e|µ

(R-InvkP)

w ̸∈ dom(µ)

new C(v)|µ −→ w|(µ, w 7→ new C(v)< • >)
(R-New)

e|µ −→ e′|µ′

G[eℓ̂]|µ −→ G[e′ ℓ̂]|µ′
(RC-Label)

図 6 評価規則

のように定義される評価文脈である:

J ::= [ ].m(v) | v.m(w,[ ], w′) | [ ].f
それぞれの文脈はで表される穴あき（[ ]と書く）の

式である。J [v]は穴を vで埋めたフィールド参照また

はメソッド呼び出し式である。transit は ℓに結び付

けられた層遷移規則をオブジェクト µ(v) に適用し、

µを更新する pを返す。

transit(µ, v, ℓ) = p

µ(v) = new C(w)<L>)

TT (ℓ) = t {t ∈ t|app? (t, L)} = t′

⊕{L3|L1:L2?L3→L4 ∈ t′} = L′

⊕{L4|L1:L2?L3→L4 ∈ t′} = L′′

transit(µ, v, ℓ) = v 7→ new C(w)<(L \ L′)⊕ L′′>

(Tr-Transition)

app? (t, L)

L1 ∩ L = L1 L2 ∩ L = •

app? (L1:L2?L3→L4, L)

(Pred-Applicable)

図 7 層遷移規則の適用規則

R-Fieldはフィールド参照のための評価規則であ

る。fields は fiに対応する new C(..)の引数を返す。

つづく３つの規則はメソッド呼び出しのためのも

のである。R-Invkはメソッド探索手続きのカーソル

が初期化されていないときのものである。このとき

レシーバのクラスと現在活性である層がカーソルと

なる。

R-InvkBにおいて vはレシーバであり、<C′,L′,L>

はカーソルの位置を表す。メソッドの本体が基底クラ

ス C′′（in C′′, • と表される）のものであったとき、
メソッド呼び出し式全体は仮引数 xおよび thisをそ

れぞれ実際の引数 wと vで置き換えてメソッドの本体

に評価する。ストアは更新されない。R-InvkPはメ

ソッドの本体がクラス C′′の層 L0のものであった場合

の評価規則である。メソッドの本体に現れる proceed

はメソッド m の呼び出し呼び出しに置き換わる。こ

のときレシーバのカーソルは L0 を取り除いた層の列

L′′ を指す。一連の proceed呼び出しの中で起こる層

の活性状態の変更が、proceedを置き換えるメソッド

の探索に影響を及ぼさないことに注意されたい。

R-Newは現在のストア µに新しいロケーション w

とオブジェクトを追加する。wは µには含まれず、新

たに作られたオブジェクトは活性層を持たない。
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RC-Labelはラベル付きの部分式に対する評価規

則で、評価文脈 G[·]は以下のように定義される:

G ::= [ ] | G.m(e
ℓ̂
) | vℓ̂.m(wℓ̂,G,e

ℓ̂
′

)

| G.f | new C(v,G,e)

G[eℓ̂]は G中の穴を eℓ̂ で置き換えてできる式を表

す。FJや ContextFJと異なり、FECJではレシーバ

やレデックスの左にある引数が全て値であることを要

求する。これは FECJが活性層に関して副作用を持

つためである。レシーバや引数の評価順序が変化する

と、メソッド呼び出しの結果が変化し得る。

4. 2. 1 層の遷移

函数 transit は層遷移規則をオブジェクトに適用す

ることで、そのオブジェクトの活性層の列を変更する。

図 7 に層遷移規則の適用規則を示す。本稿では集合

論で使われる表記を活性層の列を順序を変えずに操作

する演算子として利用する。{t ∈ t1,..,tn|pred(t)}
は層遷移規則の列 t1

′,..,tk
′ である。t1

′ と tk
′ は

t1,..,tnのうちで pred を満たすものの最初と最後の

層遷移規則を表す。このとき i < j となる t1
′,..,tk

′

中の ti と tj について ti = ti′ かつ tj = tj′ かつ

i′ < j′となる ti′、tj′ が t1,..,tnに存在する。L\L′

は Lから L′ に含まれる全ての層を Lの順番を変える

ことなく削除する。L′ の順番は考慮しない。L ⊕ L′

は二本の列を重複がないようにつなげる。例えば、

(L1; ..; Li; ..; Ln)⊕ (L1
′; ..; Li

′; Li; Li+2
′; ..; Lk

′) は

L1; ..; Li; ..; Ln; L1
′; ..; Li

′; Li+2
′; ..; Lk

′ に等しい。

また⊕{L, .., L′}は L⊕ ..⊕ L′ である。L∩ L′ は L′ に

現れない全ての要素を Lから取り除く。L∩ L′ 内に現
れる全ての要素の順序は Lと等しい。

Tr-Transition において、transitはストア µ、

ロケーション v そしてラベル ℓ を受け取って、

v と層遷移規則を適用した後のオブジェクトの

組を返す函数である。層遷移規則は TT (ℓ) であ

る。app? (L1:L2?L3→L4, L) は層遷移規則 t の条件

節 L1 と L2 が満たされることを検査する（Pred-

Applicable）。層の（非）活性化は並列に評価され

ることに注意されたい。TT (ℓ)が複数の層遷移規則

であるとき、条件節を満たす層遷移規則だけを抜き出

した後、まずそれぞれの層の非活性化が行われ、次に

それぞれの層の活性化が行われる。従って、L4 に含

G(x) = {}
G(new C(e)) =

∪
{G(e)|e ∈ e}

G(eℓ̂.f) = G(e) ∪ {ℓ̂}

G(e0 ℓ̂0.m(eℓ̂)) =
G(e0)∪

∪
{G(e)|e∈ e} ∪ {ℓ̂0} ∪ ℓ̂

G(proceed(e)) =
∪
{G(e)|e ∈ e}

図 8 式中のラベルを集める函数 G

まれる層は層遷移規則の適用後のオブジェクトにおい

て、必ず活性化されている。

4. 3 活性層解析とメソッド呼び出しの最適化

本節ではメソッド呼び出しの最適化のための、活性

層の解析手法を説明する。この解析手法はプログラム

中で活性化されうる層を保守的に集める。それぞれの

メソッド呼び出し式について、どの活性層も呼び出さ

れるメソッドに対する部分メソッドを持たないとき、

単純にその式を Javaのメソッド呼び出し式に置き換

えてよい。

式中に含まれるラベルをかき集める函数 G(図 8)を

用いて、活性化されうる層の集合（列）A を以下の
手続きで計算する。

1. プログラム (CT ,PT ,TT , e)に対してラベルの

集合 Lを計算する:

L = G(e) ∪
{G(e′)|class C ...{ ... M } ∈ CT ,

... m(...){return e′;} ∈ M}∪
{G(e′)|... m(...){return e′;} ∈ rng(PT )}

2. 活性化される層の集合（列）Aを計算する:

A = ⊕{act(t)|ℓ ∈ L,t∈ TT (ℓ)}
where act(L1:L2?L3:L4)=L4

3. それぞれの層遷移規則について、Aが条件節を
満たさないとき、その層遷移規則で活性化される

層のうち、その他の層遷移規則で活性化されない

層を Aから取り除く:

let L1 = ⊕{act(t)|ℓ ∈ L, t ∈ TT (ℓ),¬app? (t,A)}
in

let L2 = ⊕{act(t)|ℓ ∈ L, t ∈ TT (ℓ), app? (t,A)}
in A ← A \ (L1\L2)
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4. Lから取り除く層がなくなるまで 3を繰り返す。

この手続きは必ず停止し、求められた層の集合 Aは
以下の性質を満たす。

命題 1 (メソッド呼び出しの最適化) A に含まれる
全ての層がメソッド m に対する部分メソッドを持た

ないとき、プログラム (CT,PT,TT, e)の実行中に現

れるいかなる mの呼び出し式 v.m(v)も部分メソッド

を実行しない □
このようなメソッド呼び出し式を Javaのメソッド呼

び出し式に変換することで、活性化された層の取得や

部分メソッドの探索のためのオーバーヘッドが無くな

り、最適化ができる。

5 関連研究

イベント宣言と層遷移規則は AspectJ [20]を初め

とするアスペクト指向言語のポイントカットとアドバ

イスに類似している。Walkerらは式にラベルを付け、

そのラベルを用いてジョインポイントの陰を指定する

形式化手法を提案した [26]。アドバイスはラベルと函

数の組で表され、指定されたラベルを持つ式を評価す

るときに実行される。アドバイスの実行を層遷移規

則の適用として捉えると、ラベルによって実行あるい

は適用の時点を指定するという点において、Walker

らの形式化と FECJ は同じである。MiniMao1 [6]、

AFGJ [18]、StrongAspectJ [8] は Java のようなオ

ブジェクト指向言語を拡張したアスペクト指向言語の

形式的な計算体系である。これらの計算体系ではア

ドバイスによるプログラムの振る舞いの変化だけで

なく、ポイントカットの振る舞いもモデル化されてい

る。イベント宣言の振る舞いを形式的に議論する際に

は、これらの研究が役に立つと考えられる。

イベントを基礎とするプログラミング言語の形式的

な研究には、FEJ [11]や Ptolemy [22]がある。FEJ

は EventJava [11,15]の小さな計算体系である。FEJ

のイベントは値を返さない非同期メソッドで、イベン

トは普通にメソッドを呼び出すのと同じように呼び出

されるが、呼び出し元ではメソッドから値が返るのを

待たずに評価が続行される。Ptolemy におけるイベ

ントはイベントハンドラとして実行される閉包とし

てモデル化されている。

依存アドバイス [4]では互いに強く依存し合うアド

バイスが定義でき、一方が適用され得ないとき、も

う一方を適用しない quick check と呼ばれる最適化

を行う。本稿で提案した活性層の計算手続きにおい

て、活性化され得ない層を削る手続きとは、アイデ

アが似ている。また、オブジェクト指向言語におけ

るメソッド呼び出しの最適化手法には、クラス階層

解析（Class Hierarchy Analysis）[9]や短時間型解析

（Rapid Type Analysis）[3]、ポインタ解析 [1,24,25]

を利用するものがある。本稿での提案手法とこれらを

組み合わせることで、メソッド呼び出しのより強力な

最適化を行うことが可能であると考えている。

6 まとめ

本稿では文脈指向言語 EventCJ を提案した。

EventCJは Javaを拡張した文脈指向言語で、部分メ

ソッドと層を用いて文脈依存の振る舞いをモジュー

ル化し、それらを動的に組み合わせることができ

る。振る舞いの選択は層を活性化することで行われ、

EventCJではイベント宣言と層遷移規則を用いて宣

言的に層の活性化を指定できる。また、層の活性化は

オブジェクト毎に行われ、制御フローやスレッドをま

たがった層の活性化を自然に行うことが出来る。本

稿では EventCJの言語設計を説明し、小さな計算体

系 Featherweight EventCJ（以下 FECJという）を

定義て EventCJにおける層の活性化の意味論を与え

た。また、プログラム実行中に活性化されうる層の

集合を用いたメソッド呼び出しの最適化手法を提案

した。

今後の研究の方向性は大きく分けて２つ考えられる。

１つは提案した最適化手法を実装して実行速度の改善

を評価するものである。このために JastAddJ [10]を

用いてコンパイラを実装する予定である。もう１つの

方向は、プログラム検証の支援である。EventCJで

は層遷移規則から SPIN モデル検査器用のコードを

自動生成することは簡単だと思われるが、文脈指向プ

ログラムのプログラム検証をどのように行うかについ

てはあまり研究されていない。FECJを足がかりとし

て、文脈指向プログラムの検証法を探ってゆきたい。
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