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チュートリアル Traffic Signal   

＜目的＞ 

外部コントローラーからの入力に基づいて、約 1秒間隔で状態を制御する交通信号機を

例にして、時間に関するモデリング方法を 2種類紹介。 

 

Option 1: コンディションテーブルに明示的に状態を記述。(trafficSignal) 

Option 2: Mode Machineを使用。(trafficSignal_m) 

 

＜状態遷移＞ 

下記概念のモデルを使って、１つのストップライトを考えます。 

 

red green 

signal = GO 

yellow 

AND 

timeInYellow > 5 seconds 

signal = STOP 

AND 

timeInYellow = 0 seconds 

red green 

signal = GO 

yellow 

signal=oneSecondTic 

AND 

timeInYellow > 5 seconds 

signal = STOP 

AND 

timeInYellow = 0 seconds 
 

インタフェースの観点から、変数 timelnYellowはアクセス可能ではないが、テスト環境

の観点からは、テスト環境とテスト制御の一部として使用できます。 

＜要求仕様＞ 

 装置は、約 1秒間隔で外部コントローラーから入力されたシグナル（GO, STOP, 

oneSecondTic）をベースに状態を制御します。 

 装置状態は、上記ステートマシーン仕様をベースに遷移します。（黄色に遷

移している時は、赤に遷移するまで少なくとも 5秒待ちます。しかし、7秒

以上待つことはありません） 

 装置は、メンテナンスと安全目的のために、データ記録装置に内部状態情報を出

力します。 
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Option1 

＜設定＞ 

1. TTMを開いて、新規モデルを作成します。 

 Fileメニューで、Newを選択します。 

 
 

2. ファイルを traffic_signal_with_table.ttm で保存します。 

3. Fileメニューで、Save Asを選択します。 

~\TVEC_Tutorial\exercises\ traffic_signal_with_table\  
                                                   traffic_signal_with_table.ttm 

＜インタフェース＞  

Types：下記の型を作成します。 

• signalType は、Enumerated型 で STOP, GO, oneSecondTic です。 

 

• timeType は、Integer型で、範囲が 0～3600 (秒) です。 

 
• stateContextType は、Enumerated型で  RED, GREEN, YELLOW です。 
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• Input_Sequence_Typeは、signalType型です。 

 
• Output_Sequence_Typeは、 trafficSignalStateType型です。 

 
 

Inputs: 下記の入力を作成します。 

• signal は、Input_Sequence_Type 型です。 

 
 

Functions: 下記の関数を作成します。 

• trafficSignalState  は trafficSignalStateType型です。 

• 以下の Parametersを持ちます。 

signalType型の _ _signal 

 
• 以下の Table Variablesを持ちます。 

trafficSignalStateType型の  currentState （初期値 RED） 

timeType型の timeInYellow 

 

１. 変数 currentStateが赤 かつ 入力パラメータ __signalが STOPの場合  → 

  trafficSignalState__OUT, currentState は赤、timeInYellowは０ 

２. 変数 currentStateが赤 かつ 入力パラメータ __signalが GOの場合  → 

  trafficSignalState__OUT, currentState は緑、timeInYellowは０ 
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３. 変数 currentStateが緑 かつ 入力パラメータ __signalが GOの場合  → 

  trafficSignalState__OUT, currentState は緑、timeInYellowは０ 

４. 変数 currentStateが緑 かつ 入力パラメータ __signalが STOP 

            かつ 変数 timeInYellowが０の場合    → 

trafficSignalState__OUT, currentState は黄、timeInYellowは１ 

５. 変数 currentStateが黄 かつ 入力パラメータ __signalが STOP 

            かつ ０＜変数 timeInYellow＜４ の場合  → 

      trafficSignalState__OUT, currentState は黄、timeInYellowは＋１ 

６. 変数 currentStateが黄 かつ 入力パラメータ __signalが STOP 

             かつ変数 timeInYellow  ＞＝４の場合 → 

      trafficSignalState__OUT, currentState は赤、timeInYellowは０ 

 

 

 

Outputs: 下記の出力を作成します。 

trafficSignal Output_Sequence_Type型です。 

 

テーブル内関数 trafficSignalState() の評価に用いる Intermediate 変数 

 INTERM_xxxを使用します。 

 

signalが STOP（赤）からの始まりは下記のように表現可能 

INTERM_State0 := trafficSignalState(STOP) 
 

次の 1秒後 signalが GOになった場合、   

INTERM_State0 := trafficSignalState(STOP)    AND 
INTERM_State1:=trafficSignalState(GO) 
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1秒毎の signal を STOP-GO の状態を 10秒間 INTERM_xxxローカル変数を 

使って表現。 

 

 
モデル変換後、T-VEC VGSにてビルドを行いベクタ表示させます。 

（Vertical HTML 表示） 
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Option2: 

＜設定＞TTMを開いて、新規モデルを作成します。 

 Fileメニューで、Newを選択します。 

 
 

 

1. ファイルを traffic_signal_with_input_SV.ttm で保存します。 

2. Fileメニューで、Save Asを選択します。 

3. ~\TVEC_Tutorial\exercises\ traffic_signal_with_input_SV\  
                                                   traffic_signal_with_input_SV.ttm 
 

＜インタフェース＞  

Types：下記の型を作成します。 

• signalType は、Enumerated型 で STOP, GO, oneSecondTic です。 

 

• timeType は、Integer型で、範囲が 0～3600 (秒) です。 

 
• stateContextType は、Enumerated型で  RED, GREEN, YELLOW です。 

 

• trafficSignalTypeは、構造体で、以下を含みます。 

-state       stateContextType型を指定します。-timeInYellow   

timeType型を指定します。 

-signal      signalType型を指定します。 
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Inputs: 下記の入力を作成します。 

 signal は、signalType 型です。 

 

 timeInYellow_SVは、timeType型です。 

 

Outputs: 下記の出力を作成します。 

 trafficSignal      trafficSignalTypeは、構造体です。以下を含みます。 

- stateContextType型の state  

- timeType型の timeInYellow 

- signalType型の signal 
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＜動作＞ 

Mode Machines：traffic_modesを追加します。 

モードは、red, green, yellow を使用します。 

 
 

状態遷移を基に Mode Machinesテーブルを作成します。  

（＠T式 とを使います。） 

１．signal  が GOの時  赤  から 緑へ 

  ２．signal が STOPの時  緑 から  黄へ 

  ３．signal が oneSecondTic の時で 黄状態にあって 5秒以上 8秒以内の時 

     黄 から 赤へ 

  ４．signal が oneSecondTic の時で、黄状態にあって 4秒以内の時 

    黄 から 黄へ 

 ５．signal が GOの時  黄から 緑へ 
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Outputs：TrafficSignalType型の trafficSignal_m を作成し、テーブルを埋めます。 

各テーブルは、trafficSignalTypeの全てのメンバに値を返します。 

— state’      イベント後の状態 

— signal’           イベント後に受け取った信号 

— timeInYellow’   イベント後 内部で計算された値(秒) 

 

１．Mode Machinesテーブル内   黄 状態で、黄に変わってから 7秒以内 → 

    State’: YELLO, signal’: signal,  timeInYellow’: timeInYellow_SV ＋１秒 

２．Mode Machinesテーブル内   黄 状態で、黄に変わってから 8秒未満 → 

    State’: YELLO, signal’: signal,  timeInYellow’ :timeInYellow_SV 

３．Mode Machinesテーブル内   赤 状態 → 

    State’: RED, signal’: signal,  timeInYellow’ :０ 

４．Mode Machinesテーブル内   緑 状態 → 

    State’: GREEN, signal’: signal,  timeInYellow’ :０ 
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モデル変換後、T-VEC VGSにてビルドを行いベクタ表示させます。 

（Vertical HTML 表示） 

 
 

 

ツールのデモンストレーションを行っています。 

ご興味いただける場合は、お手数ですが下記までご依頼頂けると幸いです。 
 

富士設備工業株式会社 電子機器事業部  

 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町1928-1   

Tel: 072-252-2128  www.fuji-setsu.co.jp  

http://www.fuji-setsu.co.jp/

