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Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering
｝｛ol〈kaido　University　No．　／56　（1991）

分散協調計算の動作的意味論

川口雄一　宮本衛市
　　　　（平成3年3月29日受理）

AR　Operational　SemaRtics　ef

Coeperative　Distributed　Calculus

Yuuichi　KAwAGucHi　and　Eiichi　MlyAMoTo
　　　　（Received　March　29，　1991）

Abstraet

　　This　study　was　intended　to　proviele　a　formal　semastic　analysis　for　the　cooperative

calculus　by　some　processes　in　a　distributed　eRvironment．　The　asynchronization　is　one　of

the　characteristics　of　the　distributed　cooperative　calculus，　therefore，　when　some　processes

provide　a　cooperative　effort　on　a　distributed　environment，　communications　are　conducted

with　messages．　This　commuRication　is　basically　asynchronous．　So　the　means　to　treat　it

theoreticaily　are　required．　And　one　more　characteristic　of　distibuted　cooperative　calculus

is　the　time　required　by　communication．　This　time　is　no　smaller　than　the　time　which　is

required　by　a　real　calculation．

　　In　this　paper　we　extend　R．　Milner’s　process　calculus　CCS　and　construct　a　new　process

calculus　which　gives　the　formal　semantics　for　cooperative　distributed　calcuii　with　asyn－

chronous　communication　that　takes　some　time．

1．はじめに
　計算機資源を分散して配置する計算方法は，負荷分散や処理効率，耐故障性等の面から兇て集

中計算方式に対して優れている。しかし，分散協調計算の田舎，他の計算プロセス2が保持する

データを用いて計算を行うためには，他プロセスと通信を行い，同期をとりつつ計算を進める必

要があり，この協調のための通信アルゴリズムは～般的に非常に難しい。従って，分散協調計算

のアルゴリズムが正しいことを検証するための理論的考察が重要になる。

　本研究の目的は，分散環境上でプロセス群により行われる協調計算に対し，形式的な意味を与

えることにある。与えられた意味を用いることによって，その計算の検証を行うことが可能にな

る。具体的な検証項目として，停止性（正当性），非デッドロック性（健全性）等が挙げられる。

　分散協調計算の特微は非同期性にある。すなわち，分散配置された各々のプロセス毎に時計が

存在し，それぞれの時計はそれぞれ固有の時を刻む。プロセス群全体で共通な時計は存在しない。

個々のプロセスは個々の時計と同期し，従って全体としては非同期的に計算が進む。

1清報工学科言語情報工学講座

2本論文で言うプPセスとは，計算を行う狂意の主体を指す。
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　それ故に，複数のプロセスが同期をとって分散協調計算を行うためには，メッセージを介した

通信を行う必要がある。分散協調計算においてプロセス間の協調手段は通信のみである。通儒の

種類は，同期通信と非二期通信とに分けられる。それぞれの特徴を示すと，非同期通信を用いる

協調方式では各プロセスの並列度が高く，処理効率の良い分散協調計算が可能である。しかし，

通信経路については一般に不定であるので，メッセージの追越しが起こる可能性がある。結果と

して，送儒されたメッセージが送信された順番で受信側に到着するかどうかは不明である。同期

通信を用いた場合は，プロセス群の並列度が低い分散協調計算になってしまう。しかしながら，

メッセージの到達順序については送信された類序で受信されることが保証される。

　分散環境では，上述のとおり非同期性が本質であるので，プロセス闘の協調手段としては基本

的に非同期通信を絹いる。同期通信は非同期通信を基にして実現される。

　ところで，集中環境つまり密結合環境に比べて，分散環境での二三にかかる時間は実際の処理

時間に対して無視できないほどの大きさをもち，通信動作をアトミックアクショソとすることが

できない。従って，同期通信であろうが非同期通信であろうがメッセージを送信してから受信さ

れるまでの時間で，プロセス群の中のいくつかのプロセスの処理が進み，結果としてプPセス群

の状態が変化してしまう。故に通信時間はプロセス間の協調動作に重大な影響を及ぼす。

　本論文では，同期通信を用いた並行協調計算に対して形式的意味を与える手段であるR。Mil－

nerのプロセス計算CCS（a　Calculus　of　Communicating　Systems）を基礎とし，　CCSでは扱う

ことのできない分散協調計算，すなわち，非同期通信及び通信時間の概念に関しての拡張を施す。

以下，2章ではCCSの説明をし，3，4章でこれを分散環境を表現すべく拡張する。5章ではそ

の具体例を示す。

2．プロセス計算

　この章ではプロセス計算CCS［4］の基本方針について概説する。本論文でもCCSのこの基本

方針を採用している。

　CCSは以下の二つのことを行う。

（1＞プロセス（群）の挙動を代数法則を旧いて表現する。

（2）プロセスの或る部分が或るプロセスと同値であるかどうかを判定する。

　CCSでは，プロセスの外側に「観測者」を置く。この観測者から見たプロセスの挙動をもって

プロセスの意味とする。この意味は計算機雷藷意味論の中での分類では動作的意味（operational

semantics）に相当する。この意味が等しい部分プPセス群はCCSにおける同値なプPtセスであ

る。

　プロセスの動作をイベントと呼ぶ。イベンFには2種類あり，それぞれ「送信イベント」と「受

信イベント」と呼ばれる。送信イベントと受信イベントが同期することによって通信が起こる。

観測者はこれ以外のイベントを観測しない。すなわち，CCSではプロセスの動作のうち，通信動

作のみについて注自する。

　送信プロセスは送信すべきメッセージ名とそれに付随する引数を指定して送信を行う。受信プ

ロセスは受信メッセージ名を指定して受信動作を行う。引数を受信するためには変数を使用する。

送信側は受信プロセスを指定しないので，メッセージ名が合致した任意の受信プロセスの中のど

れか一つと通信を行う。この選択は非決定的になされる。

　通信の開始（送信開始）から終了（受信完了）までがプロセス群全体でアトミックアクション
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として扱われる。この意味するところは，通僑には常に時間がかからないと見なせるということ

である。プロセス内部で起こった通儒は外部にいる観測者には観測できず，「τ」という特別なイ

ベントとして観測される。プロセス内部で起こる状態変化は全てτとしてしか観測できない。

2．1プロセス表記の具体例

　CCSにおいて送信イベントはメッセージ名に上線を付けて表す。受血イベントはメッセージ名

で表す。プロセスの動作記述を動作式（behaviour　expression）と呼ぶ。以下は動作式の例であ

り，メッセージaか4を送信し，次にbか。を送資するプロセスpを示している。各メッセージ

には引数として1，4，2，3が付いている。又，「．」によってイベントの逐次実行を表し，「＋」

によってイベントの選択的実行を表現する。

　　　　　P＝＝　（aml十d4）．（b2十　cH3）　（1）
　このプロセスρは外部との通信でδ1という送信イベントを起こす可能性があるが，これを二

項関係「→」を用いて，

　　　　　pll　b－2＋c－3　（2）
と表す。この二項関係を導出（derivation）という。導出可能かどうかは別に定義された推論規則

によるが，この推論規則についての説明は省略する［4］。

　次に，メッセージaを受信し，続いてろ又は。を受信するプロセスqは以下で示され，次の導

出が可能である。ここでX，y，2はメッセージの引数を受信するための変数である。

　　　　　q＝　ex．（by十cz）　（3）
　　　　　9望ろ叶。2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　そして，Pとqが並行に動作するプロセス群は，

　　　　　piq＝（al十d－4）．（52十。－3）　l　ax．（by十cz）　（5）
で示される。この時，送信イベントdiと受信イベントaが同期して通信が起ぎる可能性があるが，

これは観測者から見てプロセス内部の通信なので，τイベントとして観測者に観測される。すなわ

ち，滋出を使った表現では，以下のようになる：

　　　　　p［q　一Z　（b－2　＋　c－3）　1（by　＋　c2）　（6）

　このように動作を記述されたプロセスが，導出によって観測老に観測される可能性のあるイベ

ント列は一般的に木構造を成すが，この木をもってそのプロセスの意味とする。意味が等しい二

つのプロセスの関係を「観測同値」という。観測同値性は部分的にプロセスが交換可能であるか

どうかの判定に用いられる。

2．2　CCSの問題点

　CCSで分散協調計算を表現する場合に問題となる点は「CCSで扱える通信は同期通信のみで

あり，しかもアトミックアクションである。」という点である。前述のとおり，分散環境での通信

は無視できない程の通信時間がかかり，通信時間が実際の計算に大きな影響を及ぼす。よって，

通信時間を表現できないならぽ分散環境下での通信を表現し得ないといえる。

　又，同期型の通信のみしか表現できないということは，やはり前に示したとおり，各プロセス

の並列度が低い分散協調計算しか表現できないことになる。

　よって，以降ではCCSで非同期通信を扱うように拡張する。それと同時に，通夜時間を表現で
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きるようCCSに拡張を施す。

3．分散協調計算への拡張

　本章では分散協調計算を表現すべく，プロセス計es　CCSの拡張を行う。具体的な拡張点は前述

のとおり，通信時間の表現と非同期通信の扱いである。又，計算モデルとして，並行オブジェク

ト指向計算モデルKamui　88［7］を採用する。並行オブジェクト指向計算モデルを用いた場合，

各プロセスを並行オブジェクトと見なすことにより，分散協調計算を自然に表現できるからであ

る。

　Kamui　88モデルはオブジェクト間の通信手段として，制限された放送を提供しているので，今

回のCCSの拡張に際して，　CCSが放送を扱えるようにも拡張する。

3．　1　Kamui　88

　本節でt＆　Kamui　88についての説明を行う。Kamui　88モデルはオブジェクトと場により構成さ

れる。オブジェクト間の協調手段として，前述のとおり放送，すなわち一対多の通儒が提供され

る。

　オブジェクトは一般的なオブジェクト指向モデルの場合と同様内部状態と受信したメッセー

ジに対するメソッド（動作記述）を持つ。内部状態を他のオブジェクトが直接参照・変更するこ

とはできない。又，非同期に送信されてくるメッセージを受信するためのメッ■1　一ジキューを持

ち，ここにメッセージを到着順に格納する。

　オブジェクトはメッセージキューからメッセージを一つ取りだし（受儒），そのメッセージに対

応するメソッドを実行する。メソッド内ではメッセージの送儒か内部状態の変更のみを行い，メッ

セージを受信することはない。メソッドの実行はオブジェクト内でアトミヅクアクションとして

扱われるので，複数のメソッドが同時に実行されることはない。場はオブジェクトをグループ化

して扱うための手段である。オブジェクトは複数の場に動的に属することができる。オブジェク

トが通信手段として放送を摺いる場合は，相手オブジェクトではなく場を指定する。放送はその

場に属しているオブジェクト群にのみ送られる。すなわち，場は放送のスコープの役目を果たし

ているσ

　場に属しているオブジェクト群が実行時に変化することにより，動的な通信此手（群）の決定

が可能である。即ち，従来の一対一通信を用いた場合には表現できなかった，受信二手を群とし

て見なしたオブジェクト間の協調をKamui　88モデルでは提供している。

3．2放送の扱い

　K：amui　88モデルでは放送をオブジェクト間の協調手段として提供しているが，二手が一つの

オブジェクトに制限された放送と一対一の通信は等しい効果をもたらすので，オブジェクトは通

信手段として放送のみを用いることとする。この場合，オブジェク｝・にはそれと同名な場が必ず

存在していて，その場にはそれと同名なオブジェクトが必ず属していることを仮定する。

　放送の始まりから終わりまでは次のようになっている：「送信オブジェクトが放送を開始した

後，非決定的な時間が経った或時刻において，放送を聞くことのできるオブジェクト群が決定さ

れる。この決定が為された後の各オブジェクトの内部状態の変化はこの決定に影響を与えない。

この決定の後，放送されるメッセージは各オブジェクトへと送られる。」

　放送は送り手と受け手の間で非同期的に行われる。同期的に行われる放送では複数の受け手全

ての受信態勢が整うまで送り手が待つことになり，送り手オブジェクトの並列性を著しく損なう



5 分散協調計算の動作的意味論 71

からである。

3．3　メッセージの到達順序保持機構

　CCSでは同期通信のみを扱うので，あるプロセスから別のプロセスへ複数のメッセージが送信

された場合，メッセージは送信された順番に到着する。上述のとおり，本モデルでは通僑が非同

期に行なわれ，しかも環境は分散環境なので，送り手から見ればメッセージの通信路に関しては

全く不定である場合が多い。故に送り手のオブジェクトから送られたメッセージが，受け手のオ

ブジェクトにどの頗序で到達するかが不定となる。そこで例えば［8］のような方法を胴い，メッ

セージの到着順序を送り手の意図どおりにすることが必要である。本節ではACTOR〔3］によっ

て示された，送り手オブジェクトが順序指定を行うアイディアをCCSに適用する。

　オブジェクトはメッセージを送信する場合に以下を指定する。

　　（a＞メッセージ名

　　（b）　メッセージ番号

　　（c）場の名前

　　（d）このメッセーージよりも先に到着すべきメッセージの集合（順序指定）

　　（e）　メッセージの引i数

　オブジェクトは内部状態として一つの自然数を持っていて，これをメッセージ番号と呼ぶ。オ

ブジェクトはメッセージ番号の値を設定・参照できる。送信時にはメッセージ名に合わせてこれ

を指定する。従ってメッセージ名が同じでも異なるメッセージ番号が指定されたメッセージは区

別される。メッセージ名のみを区別すべき場合は番号として0を指定する。

　受信オブジェクFは既に受信した番号付きのメッセージの集合（履歴）を保持し，これと指定

された順序とを照合することにより，送信側の指定した順序通りにメッセージを受儒する。メッ

セージの履歴はオブジェクトの内部状態ではあるが，オブジェクトはこれを操作できず，自動的

に更新される。

　この仕組により，一つのオブジェクトから放送された一連のメッセージがその指定通りの順序

で受信オブジェクF群に到着することが保証される。

　以上のように拡張されたCCSをCCS－Aと名付ける。

4．　CCS一一A

　本節ではCCS－Aにおけるプロセスの表記法について説明する。　CCSを拡張した点は放送の表

現とメッセージの順序保持に関するプロセスの導出である。推論規則は，CCSのものをそのまま

適用できる。

4．1動作式

　オブジェクトは各メソッドの先頭でのみメッセージを受け取るので，オブジェクトの動作式は

以下のBのような形に制限される。

　　　　　B＝（al．B，一ト…　十an．Bn）．B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　G一　aiはメッセージの受信を表わすアトミックアクションであり，6t　B，は受信したメッセージ

に対するオブジェクトの行動（メソッド）を表わす動作式である。

　オブジェクトは以下の3つの行動を起こすことが可能である。

　　（a）メッセージの放送

　　（b）内部状態の変更
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　　（c）メソッドの先頭でキューよりメッセージを取り出す

　（a）は例えばメッセージmをメッセージ番号nでff　Cに順序指定Aで放送する場合，

nt（n）［c，　A］（x，　y，　z，…）

と書く。x，　y，　z，＿は引数である。

（8）

6

　（b）は，変数の単一代入規則を満足するために動作定義式（behaviour　identifier）［4］を用いる。

例えばXという内部状態を持つオブジェクFの動作定義式作b（x）として，

b（x）＝：（my．　b（y十x）十m’z．　b（2－x）） （9）

と定義されていだとすると，これは受信イベントによって内部状態が変化するオブジェクトを表

している。

　（c）はオブジェクトがメッセージmに対応するメソッドを持ち，そのオブジェクトの所属する

場の集合がCで履歴がHの場合メソッドの先頭（上述のαi）は，

m　（x）［　C，　H］　（P，　q，　r，　…） （10）

と書く。xは送信時に指定されたメッセージ番号を受けるための変数，　p，q，r，，．．はそれ以外の引

数を受け取るための変数である。

　これら3種類の動作を”．”と”＋”で連結することにより，CCSと同様にオブジェクトの動作

式が表現される。

4．2放送を含むプロセスの導出

　放送されたメッセージをどのオブジェクト群に送るのかが決定されるまでの時間は不定であ

る。その時間を表現するために「放送（通信）の途中」という概念を導入し，放送を3段階の導

出によって表現する。pa　1にその概念図を示す。

　導出（EZ）1）で送信オブジェクトが送信を行い，導出（EI）2）で受信オブジェクF群が決定さ

れ，それぞれのオブジェクトのメッセージキューにメッセージが鋼着する。キューへの到着の順

番は導出の額番ではなく，送り手に指定されたとおりになる。導出（EI）3）で，キューからメッ

セージが取り出される。取り出される（導出（ED　3）の起きる）順番は履歴との比較により送信

時に指定された制約による。導出　（ED　3）の後b（．．．）中の履歴は更新される。

　m，mメッセージが存在している間にプロセス群中のいくつかのプロセスがいくつかのイベン

トを起こし，プロセス群の内部状態が変化する。m，　mの存在している時間をもって，通信時間

を表現している。CCSではこの通信時間を表現できなかった。ところで，後で述べるがこれら2

つのイベントは仮想的なものなので，メソッド中には存在しない。

　それぞれの導出を式で書くと以下のようになる。B，　Bxを動作式とする。メッセージmを場。

に順序指定Aで送信する動作式は以下になる。メッセージを送信する場合，ntのように書く。

顧。）［c，　A］．B＿漏しnt（n）［c，　A］IB　（ED　I）

　この導出の後，ntが送信されたメッセージmに変化する。このntは送信オブジェクトの動作

式Bとは並行に存在する。この導出によって非同期通信を表している。

　吻（n）［c，．4］を含むプロセスは以下の導出が可能である。＃iはオブジェクト名である。
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送信オブジェクト

窺 （EDI）

挽

場

ノ　　コ　　　　　コ　　コ　　の　　の　　の　　　　　の　　の　　の　　の　　の　　の　　ロ　　ロ　　コ　　コ　　コ

コ　　　　　　　　　　　　　　　　

i

ロ　ロ　　の　の　　の　の　の　　の　の　ロ　　の　　の　　の　の　　コ　　　コ　　の　コ　リ

　　　　　　　　　　　　　；
＿　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　l

m　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　暑

　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　σ

　　　　　　　　　　　　　■
も　　禰　　印　　聯　　一　　一　　鼎　　嗣　　輌　　”　　腎　　椰　　口　　＿　　輌　　脚　　隅　　需　　嗣　　騨　　繍　　騨　　顧　　需　　縣　　幡　　聯　　騨　　鱒　　鳳　　隔　　卿　　椰　　騨　　輌　　願　　椰　　卿　　鞠　　脚　　’

　　　　　　　　　　　受信オブジェクト群

nt（n）［　c，　A］　　　　図1放送の概念図

Im（ai）［｛＃　1｝UCi，　Hi］．Bi

I…

lm　（ax）　［｛＃　x｝　U　Cx，　Nx］．Bx

　　　　　M（n）［c，　A］

　　　　　　m（n）［＃　i，，　A］　（ED　2）

　　　　　　］，”

　　　　　　lm（n）［＃　i，，　A］

　　　　　　Im（ai）［｛＃　1｝U　Ci，　lli］．Bi

　　　　　　I…

　　　　　　Im（ax）［｛＃x｝UCx，　Hx］．Bx

（ED2）

（ED3）

　送信時に送信オブジェクトは受信相手として場。を指定したが，導出（ED　2）を経ることによっ

てこのメッセージの送僑相手が，この導出を起こした時点でその場に含まれていたオブジェクト

ー一 ﾂ一つ（＃1，．。．，＃紛に変化している。この時点で受信糊手群が決定されたわけである。

　導出（EZ）2）を終了した時点で受信オブジェクトそれぞれのメッセージキューにメッセージが

格納されたことを示す。

　（盈）2）の導出を起こすためには，以下の前提条件を満足しなけれぽならない。

　　　　　（if　cE｛＃　i，・｝UCi，，　O　E｛；　i，　E｛　ii　sg　i，，　Sgx）　（11）

　ii　・・　ih＝0の場合には，　nt（n）［c，A］は誰にも受信されず世界から消えてしまう。しかし，送儒

オブジェクトはメッセージを導出　（El）1）によって送出できる。

　mb（n）［＃i，　A］を含むプロセスは以下の導出ができる。

　　　　　　m（n）［＃　i，　Al．Blb（C，　H，　R）一ll；Blb（C，　HU｛m（n）｝J　R）　（ED　3）

　　　　　但し，b（C，　H，　R）＝m（x）［C，　ff］．b（C，　HU｛m（x）｝，　R），＃i∈C

　（El）3）の導出を起こすことによってキ＝一一一に格納されたメッセージをオブジェクトが受信し
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たことを示している。この導鵬が起こる順番はオブジェクトの内部状態である履歴と比較して決

められる。すなわち，導出（EZ）3）を起こすには，以下の条件を満足していなけれぽならない。

この条件を満たして導出を起こすことにより，メッセージの到達順序は送信オブジェクトの指定

どおりになる。

　　　　　に二∴）∴＿3　　　⑰

　この導出の後，受信オブジェクトの履歴∫fは自動的に受信メッセージを格納して更新される。

5．具体例（会議の召集）

　簡単な応用例として，会議を召集するナブジェクトを考える。このオブジェクトは，議員オブ

ジェクト群に対して会議が召集されたことを知らせる。その後，召集オブジェクトは会議の日程

を知らせるか，又は，会議が中止になったことを知らせる。

　召集のメッセージをa，日程のメッセージをb，中止のメッセージを。とする。議員オブジェク

トはあらかじめ場Gに入っている。召集オブジェクトC（）は以下のように表される。

　　　　　C（n）＝＝a（n）［G　｛　｝］．（b“（n）［G，　｛a（n）｝1十cA（n）［G　｛a（n）｝］）　（13）

bメッセージと。メッセージには到着順序指定が付いているので，aメッセージの後に受信オブ

ジェクトに到着する。

　議員オブジェクトの動作式を以下に示す。

　　　　　G＃i（U）　＝a（x）［｛＃　i｝U｛G｝，　H’］．（

　　　　　　　　　b（y）［｛＃　i｝U｛G｝，　l／U｛a（x）｝］十

　　　　　　　　　c（z）［｛＃　i｝U｛G｝，　l／U｛a（x）｝］）　（14）

　そして，例えば議員がg旧いるプロセス＃f　qの協調動作の様子は以下のように3段階の通信を

伴って観測される。この例では召集メッセージaが送信されてから受儒されるまでを示す。

　　　　　q　：C（O）IG＃i（｛　｝）1．・．IG＃g（｛　｝）

　　　　　＝aA（e）［G，　｛　｝］．（b“（e）［G，　｛a（O）｝］＋c“（e）［G，　｛a（O）｝］）

　　　　　　IG＃i（｛　｝）1…IG＃g（｛　｝）

　　　　　ク（0）［G，｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　；（送信開始）

　　　　　　（b’（e）［G，　｛a（O）｝］＋c“（O）［G，　｛a（O）｝］）

　　　　　　Ia一（o）［G，　O］

　IG＃i（｛　｝）1…IG＃g（｛　｝）

a一 iO）［G，　｛｝

　（b（e）［G，　｛a（o）｝］＋cA（e）［G，　｛a（o）｝］）

　Ia一（O）［＃　1，　｛　｝］1．．．la一（O）［＃g，　｛　｝］

　IG＃i（｛　｝）1…IG＃g（｛　｝）

g
　．．．IG＃i（｛a（O）｝）1．．．

；（放送）

；（受信）

（15）
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　（放送開始）の導出で非同期に送信されたメッセージaは場Gを指定されている。aより先に

受信すべぎメッセージはないので，順序指定は付いていない。（放送）の導出が起きた時点で，場

Gに属しているオブジェクト群に対してそれぞれにメッセージが送信され，キューに格納され

る。この後，（受信）の導出によってメッセージaは受信されるが，（受信）の前に例えば中止メッ

セージ。が送儒されていたとしても，cの順序指定である｛a（0）｝によってaが受信される前に

。が受信されることはない。

　CCSと比較して，通信に放送を用いているので，召集オブジェクトが召集される議員オブジェ

クト群の数をあらかじめ知る必要がない。又，メッセージの到達順序を指定できるので，召集す

る前に中止のメッセージが先に到着することのないことが保証される。更には，議員オブジェク

トが別の仕事で忙しく，召集を受儒可能な状態でなくとも，非同期通儒を用いることによって召

集オブジェクトは，メッセージの送信が可能になる。その場合でも，場Gに属してさえいれぽ議

員オブジェクトは召集メッセージを聞き漏らさない。このようにCCS－Aを用いることによって

並列性が高く，しかもメッセージの到達に関して安全な計算モデルを表現可能である。

6．CCS－Aに関する考察

　本節で示したプロセス計算は，「通信の途中」の概念を用いることによって，分散環境でのメッ

セージ通儒に本質的な影響を及ぼす通信時間を表現した。又，非同期メッセージ通信を行う場合

に送信オブジェクトが到着順序を指定可能な枠組みを提供することによって，メッセージの順序

制御を含めたプロセス群の動作的な意味を表現可能となった。

　ECCS［6］でもCCSで非同期通信を扱う拡張を行っているが，　ECCSはプログラムの実行時

には送られるべき全てのメッセージが式中に並行に存在しているのに対し，CCS－Aでは導出を行

わなけれぽ，メッセージが送信されないという点で異なっている。更に，ECCSでも到着順序を保

証する順序メッセージ通信を扱うが，上記の方法とは異なり，順序を保存するためのプロセスを

特別に用意し，受け手側で順序制御を行うものである。又，ECCSでは順序制御のための手続きを

書く必要があるが，本論文による方法では，到着順序を指定するだけで到着順序が保証され，い

かなる実現手段によるかは問わない。到着顧序制御の方法まで含めたオブジェクトの動作を扱う

場合は，ECCSの方法を使う必要があるが，本論文では到着順序制御はオブジェクトの役目ではな

いと考える。

　CCSではプロセス外部に存在する観測者が観測可能なイベントのみを扱った。すなわち，送信

と受信のみを観測可能とした。これに対して，CCS－Aでは送信されたメッセージがどのように受

信プロセス群に劉達するかまでを外部の観測老に示している。しかし，これは観測者がプロセス

内部を観測可能になったことを意味しない。通信路と場の仕様についてはプロセス計算では関知

しておらず，従って，それらはプロセスの外にあることになり，仮想的に痂とメッセージntが，

痂とntがそれぞれ通信を行った結果外部に観測されたのである。実際に痂，碗が存在すること

はないので，これらが「τ」として観測されることはない。

　ところで，受儒オブジェクト群が決定されるまでの時間が通信途中の蒔間であるが，この決定

が本モデルでは時間軸上のある一点でなされている。Kamui　88モデルでは場が通信（放送）を

司っている，つまり集中管理しており，このような決定がなされるわけであるが，これは厳密な

意味で分散協調計算モデルを表してはいないとも考えられる。

　厳密に分散環境である場合，メッセージを放送するオブジェクトはKarRui　88モデルの送信方
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法を用いても，受信オブジェクト群を決定するために場のような集中管理機構を使うことは不可

能であろう。この場合，放送されたメッセージは全オブジェクトに送られ，それぞれのオブジェ

クトが個々に，そのメッセージが自分の受信すべきメッセージかどうかを判断することになる。

しかしこの場合は，例えば，同じメッセージが複数地心～オブジェクトに到着することを防がな

け』れぽな：らないという問題が現れる。

7．将来の課題

　CCS－Aでは時下や距離を具体的な数量として表現する枠組みを提供していないので，通信に

「時間がかかる」ということしか示すことができない。将来的にはプロセス問の距離のようなも

のを導入することによって，通信時間を表せるプロセス計算を実現したい（例えば［2］）。

　本論文の場合は通信される可能性のあるメッセージ名が実行前に全てわかっていると仮定して

いたが，この仮定を取り払った場合（例えば［1］），受信オブジェクト側は全てのメッセージを

受信するために，メッセージ名を変数で受ける必要がある。現在は，この枠組みを提供していな

い。更には，メッセージの引数にオブジェクトや動作式そのものをつけることの可能な計算モデ

ルも存在するが，これも表現し得ない。これらは全て現在のCCS－Aに対して高階な扱いを要求す

るものである［5］。

　高階な扱いが可能になれぽ，例えばメッセージキューというプロセスの意味も論じられるよう

になる。今後は，CCS－Aをこの方針で拡張して行きたい。
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