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Message from Editor Seamail Vol.13, No.6・7

SEA特別ワークショップ rUML を徹底的に分析評価するj 報告書の特集

熊谷章 (PFU)

去る 2002 年 2 月 7 日と 8 日に開催された UML に関するワークショップの内容
を報告する。発表者のご好意により、発表に使用された資料も併せてこのレポ
ートの一部として公開できることになった。改めて、発表者の皆さんのご好意
とご協力にこの紙面で感謝の意を表したい。

さて、この報告書の内容を次のように編集することにした。

ワークショップの参加者募集とプログラム

発表者の発表資料

ワークショップの報告

最近、 UML はソフトウェアが使用されているあらゆるところで、従来考えられ

なかったような使い方として使い始められ、新たな展開を見せ始めている。そ

こには、新しい問題と挑戦が待っているに違いないが、ほとんどの人々がそれ

を良しとして、ポジティブに受け入れ、日常の仕事に活かそうと努力している

ようである。この冊子が、いま社会で起きている様々な現象に対して役に立て

ば良いという願いを込めて発行するものである。
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SEA特別ワークショップ rUML を徹底的に分析評価する」

コーディネータ 熊谷章 (PFU)

いまや UML はオブジェクト指向とコンポーネント思考の共通言語として定着した観があ

ります。コンビュータ科学、ソフトウェアエンジニアリング、ドメインエンジニアリング、

アプリケーション開発などソフトウェアが使用されているあらゆる分野でホットスポット

として扱われています。

一方、全世界的なレベルで普及している UML に対してクールな批評的態度も見受けられま

す。代表的なものは、プロフェッショナルを自認するオブジェクト指向プログラミング言

語を駆使するプログラマです。彼らは、 UML 抜きでここ二十数年ほど多くのシステムを作

り上げて来ました。 UML が彼らの活動に対して貢献できることはほとんどない、というの

が彼らの主張です。

しかし、新しい動きもあります。従来、システム LSI や組込みシステムでは、旧来のソフ

トウェアはあまり注目されませんでしたが、開発対象システムの高機能化によって、ソフ

トウェアがシステム開発のキーポイントになり始めました。このため、ソフトウェア開発

の新しい方法とツールが必要だという認識から UML を一つの解として採用しています。

当然、従来のシステム開発方法の表現技術として UML が脚光を浴びていることも事実です。

1 970 年代に多くのメインフレームメーカが提供したシステム開発方法論とツール群は

いまやその使命を終え、 UML を含んだ新しい方法論に置き換えられつつあります。

このm.但J 普及に拍車をかけているのが分散コンビューティングと XML 技術です。インタ

ーネットを介した分散コンビューティングは、 Web Information System や Web

Engineering として、 CORBA の普及と共に社会システムの基盤技術になりました。また、

SGML から始まった文書をコンビュータライズする動きは、 Hτ'ML と XML に至っていま

す。これらの技術は、 IT と呼ばれ社会の IT 革命のキー技術とみなされ、ナレッジマネージ

メントの必要条件として評価されています。

今回の特別ワークショップは、上述の背景の下に rUML を徹底的に分析評価」し、 UML

技術の本質とその効用を実践レベルで明らかにしたいと考えています。次にこのワークシ

ョップのプログラムを紹介します。

狙い :U阻" (Unified Modeling Language) が何者で、どこから来て、どこへ行こうとし

ているかを下記の観点から理解する。

コンビュータサイエンス
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プロ グラ ミ ング言語、モデル、フォーマルメソッド

ソフトウェアエンジニアリング

モデル、 開発方法論、ツール、プロセス

効果 : UML を理解し、仕事に有効に使用できるようになること。

UML とはなにか

種々の方法論と UML の関係

どのような分野にどのように使えば有効か

システム開発のライフサイクル上での UML が果たす役割

UML の過大評価と過小評価

UML に欠けているもの(機能、表現、考え方など)

プログラム:

2002 年 2 月 7 日

9: 30-9: 40 プログラム紹介

9: 40-11 : 10 UML の解説(羽生田栄一:豆蔵)

UML 技術のキモ、ミソを分かり易く解説:次の論点を含む

-UML を言語と定義した理由

Searnail Vo1.13, No.6・7

-UML の abstract syntax, well-formedness rule , semantics の説明

-UML の今後の計画

11 : 10 -12 : 10 モデルと UML (玉井哲雄:東京大学)

コンビュータサイエンスとソフトウェアエンジニアリングの視点から

モデルと UML の関係を論じる

12 : 10 -13 : 10 昼休み

13: 10-13: 40 UML の大学教育(中谷多哉子: S-lagoon) 

大学で UML のなにをどのように教えているか、その狙いと効果

13:40-14:10 UML の実践教育(桜井麻里: TIPS) 

実践セミナーでなにをどのように教えているか、その狙いと効果

14: 10-14: 40 プログラマからみた UML (東田雅宏: PFU) 

15: 00-17: 30 UML の意義と将来性(パネル討論)

発表者全員が参加し UML の意義と将来性に関して議論

17 : 30-21 : 00 BOF (徹底討論会) : 発表者全員

UML とあなたはどうかかわるべきか

2002 年 2 月 8 日

10 : 00ー 12 : 00 実践紹介(事例研究)

伊藤友里恵 (OMGJapan) ;日本の普及実態と他との関係

-3-
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石橋 民男 (JFITS) : UML を用いたシステム開発事例

渡辺政彦 (eUML) :組込み用にアレンジした eUML の狙い

12 : 00-13 : 00 昼休み

Seamail Vo1.13, No.6・7

13 : 00ー 13 : 30 開発ツール/プロセスと UML (伊藤昌夫:ニルソフト)

rUML とどう関わるべきかJ という実践的視点から UML を論じる

13: 30-14: 00 システム分析設計と UML (酒匂寛: Designner's DEN) 

顧客の要望に基づいて実際にシステムを分析設計しているシステム

アナリストの目から U阻J を分析評価

14: 00-16: 30 UML を有効に使うために(パネル討論)

今後我々はなにをなすべきかを論じる

パネラーは二日目の発表者全員

開催要領

主催 ソフトウェア技術者協会 (SEA)

期日 2002 年 2 月 7 日(木)、 8 日(金)

場所 東京労働スクウェア(東京都八丁堀)

参加費会員 20，000 円、賛助会員 30，000 円、一般 40，000 円

会場にて現金にてお支払い下さい。

定員 70 名

参加申込 必要事項を記入の上下記指定アドレスまで e.mail で申込み下さい。

sea@sea.or.jp 

申込〆切 2002 年 1 月 31 日

参加申込:

SEA 特別ワークショップ rUML を徹底的に分析評価するJ 申込

氏名:

所属:

会員の種別 :SEA 会員、賛助会員、一般

参加費:

連絡先電話か Email:
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SEAワークショップ
UML解説その肝と心

2002年2月 7日

株式会社豆蔵

羽生田栄一
本トレーニングテキストの一部または全部を著作権法の定める範囲を越え、

無断で纏写、 権製、転蔵、 子ープ化、ファイル化することを鍍じます.

zz
… 

目次

~UMLとは何か成立の経緯と存在意義

~UMLダイアグラム 10種の一瞥
砂UML1.4超入門1.3との差分

~UMLの段階的理解

~UMLセマンティクス入門

砂OCLとUMLメタモデ、jレ断片の例

~UMLの今後

，まとめ

Copyright 02∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved. 
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目次 UMLとは何か

成立の経緯と存在意義

~UML成立のステップ

砂UMLという設計言語の設計課題

惨UMLの源流

~UMLの目標

~UMLの特徴と適用範囲

惨なぜ、UMLはデファクトになれた?

Copyright IC> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. All rights reserved. 3 [1] 

UML成立のステップザL2.0
U島1:L1.4 

7 
• 99. a 象毘 U島1:L1.3 

• 97. 12 ~ 
雌複準に UML1.1 

ノ
t 1.0文242UMMS• 膏公開 ノ\

一般 1 . 96.1 I . 9&.10 UML 0.9 & 0.91 ¥ 
フィード~
I~ック / 

lωPSLA • 95 Unified Method 0.8 

/ノノ\
~デ附h -93 叫ミ

他の手法 Bωch '91 OMT ・ 1 OOSE 
Copyright IC> 2∞2 MamezouCo吋Ltd. All rights reserved 
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分割状態
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4 181 
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UMLとしヴ設計言語の設計課題

惨 Booch， OMT, OOSE(Objectory)の統一
p モデリングの重要概念の整理:メタモデル

惨現在/近未来のソフトウェア開発に貢献する
b 大規模システム開発

惨 Java. C++. Smalltalk. Ada. VB. PB … 
惨分散と並列、マルチスレッド

，デザインパターン

惨コンポーネントウェア

ービジネスモデリング

p 以上を満たしながらできるだけ単純に

Copyright IC> 2∞2 Mamezou Co.μd. A11 rights reserved. 

UMLの源流

Booch 

/ システム通貨fFの配送

5 [1] 

ょr…\
¥¥  ，//メ :y trージへのflllRl1J(j1l号付与

Harel テ UML 三 Jヌ;ヶン\クラス

hmetal ノ F\\i;;;;khー
フレ-.Áクーク I ¥ 

I 、 グスポンシどグティ
パターン.ノ-}ら S h 1 ae r -lIe 11 0 r 

オプジェク介ライフクイクJv 1/Jé9クラス分書官
~.クラス1f1，育 6[;] Copyright IC> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 
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UMLの目標

惨方法論の群雄割拠時代の収束
惨 Booch5:去、 OMT， Objectoryの発展形

惨従来のダイアグラム・記法の集大成

惨記法も仕様もオープン
惨 OMG，業界標準をめざす

砂ステレオタイプで拡張・カスタマイズ可能

惨実際的な開発での適用
惨要求・分析・設計・テストと一貫表現

惨大規模開発への対応
炉標準的な00開発プロセスのための記法

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 7 [1] 

開発プロセスから見たUMLの特徴

p第2世代方法論をベースに再設計

炉メタモデルによるモデル概念の見直しと統一

炉既存のほとんどの方法論からのいいとこ取り

惨大規模システム対応
惨パッケージとその階層化，インターフェース概念

惨構造と機能/振舞いの相補的な視点
惨オブジェクト(構造と振る舞い) ，コンポーネント

惨ユースケース(外部機能)，パターン

惨全開発プロセスをフルにサポートできる表現力
砂アーキテクチャの表現(4+1 ビュー) z

… 
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9 置

Seannail Vo1.13, No.6・7

何の「統一」か?

砂既存の様々な方法論
==>モデリング記法の統一

炉様々な問題領域での
仕様記述、システム記述のスタイルの統一

惨ソフトウェア開発の様々な局面で、の成果物やモ
デルの構成要素の統一

炉しかし、

炉開発プロセスそのものの統一で、はない!
= = > Unified Process の試み

CopyrighllO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

UMLの適用範囲

惨ビジネスモデリング

炉要求定義

砂ドメイン分析

惨アーキテクチャ定義

炉設計

炉実装の表現(リバースモデル)

p テス外対象のぞデンL危

，プロぷzク;.gJ!l対象のぞデノ'f-， ft

，ヅグ-7."J!l対象のぞデン1-- ft

. その他何でもシステム思考できれば z
… 
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UMLの適用範囲外
惨ビジネス : 経営戦略やピ、ジョン、計画や意図

砂要求 :ユースケース内容自体の定義、要件管理、リスク、 ・・・
炉アクティビティ図で一部記述で‘きるが…

惨アーキテクチャ:複数の図に跨る制約、非機能要求の一部、・・・

炉設計 : 設計ポリシー、時間制約の一部、ユーザビリティ、 ・
炉アーキテクチャパターン、デザインパターン、 状態マシンで表現困難なもの

惨実装 :プログラムコードそのものや設定
砂子スト : テスト方針、テストケース、テストスクリプト
惨 UMLモデル自体あるいは関連成果物の版管理・構成管理

惨その他、プロジェクト運営用の各種成果物やチャート
砂アドリブで書くホワイトボード上のさまざまなポンチ絵
惨その他、迅速な小規模コミュニケーションでの融通無碍な感覚

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved 

ι111 
11 麗|

なぜ、UMLはデ、ファクトになれた?

惨方法論戦争後のUML登場のタイミング

惨実績ベースで有用な記法のイイとこ取り

除お目付け役としての3アミーゴの存在

砂サボータとしてのRational Softwareの存在

惨厳密さを犠牲にしたセマンティクス規定

惨強大なコミュニティの形成に成功

惨とりあえずの導入は容易.. . 

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 12 [1] 
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目次 UMLダイアグラム
10種の一瞥

，ダイアグラム

惨ダイアグラム聞の関係

Copyright IC 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AJI rights reserved. 

UMLのダイアグラム

定義内容 視点 ダイアグフム名

要求図 モデル化を対表象すに対 ユースケース図
する要求

モデル化造対を表象すの静 クフス図

構造図 的な構 オブジェクト図

13 [1] 

パッケージ図(クフス図の一種)

モデル化舞対を象表のす動 シーケンス図(相互作用図)
的な振い コフポレーション図(相互作用図)

振舞い図
アクァィピァィ図

スアートチャート図

実装図 モデル化対装象を表のす物 コンポーネント図
理的な実 配置図

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved. 143E 
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UMLのダイアグラム

砂要求図

惨ユースケース図

砂ユーザーから見たシステムの機能を表現する

Copyright <1:> 2∞2 Mamczou Co.,Ltd. A11 rights rcscrvcd. 

EZ
… 

ユースケース図

♀
人

/"ー一ーー『、\、

ぐ二}

f:rL輔、、\~一一..----/

商品を注文する

/一一~\

「、
色、、、、ー~ 商品情報を管理する

在庫を管理する

受注係

。

一「

在庫係

Copyright <1:> 2∞2 Mamczou Co吋Ltd. A11 rights rcservcd. 

z
… 
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UMLのダイアグラム

川音造図

惨クラス図

bクラスおよびクラス聞の静的な構造を表現する

pオフ‘ジェクト図
惨クラス図で、表現された静的な構造の、ある時点に
おけるスナップショット(インスタンス聞の関係)を表
現する

惨パッケージ図
惨クラス図の特殊なもの

Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ud. AII rigbts reserved 17 [I] 

クラス図

Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ud. AII rights reserved. 

z
… 
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オブジェクト図

イ マ722

| イマジン ~ I

Copyright C 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 righ也 reserved . 19 [1] 

パッケージ図

/ 

lh/  

Copyrighl C 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 
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UMLのダイアグラム

砂振る舞い図

惨相互作用図:シーケンス図，コラボレーション図
炉複数のオブジェクトによる協調動作を表現する

惨アクティビティ図
惨業務や処理のフローを表現する

惨ステートチャート図

惨オブジェクトのライフサイクルにおける状態遷移を表
現する z

… 21 Copyrighte2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights rcservcd. 

シーケンス図

ー日

司

F
UT一

Co叩py帽叫 2∞i九Ma叩E町問r 22 

E
… 
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W 

コラボレーション図

~注霊

6 注文を叫す九
7: 在庫を引当てる

/そ

Copyright IC> 2∞2 M.mezou Co.,lJd. All rights reserved 

z
… 

アクティビティ図

在庫セン~- 経理

l ・情守・ j

ニコ二
[ 聖益する > ( 叫'/." )

lr z
… Copyright 10 2∞2 M.mezou Co.,lJd. All rights reserved. 
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ステートチャート図

を.引当て[在庫不足]

汗
一
金

一
畑
一

λ

一
量
一
[

x

一

B

F

』
A

予

I

l
l

1

/
企
霊

金

/
、l
l
l
J

似

〕
一

[

、\
i

斗
量

一

日

〔

て
A

一

唱
/
/
l
L
未

一

金

、
A

一

λ

、
e

f
-
-
ー
に

¥

1
i
l
 

キャンセル[未納品]

直
…

Copyright iI:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

UMLのダイアグラム

炉実装図

惨コンポーネント図
惨ソフトウエアの物理構成を表現する

砂ソフトウェアモジュール聞の依存関係を表現する

惨配置図

炉コンポーネントやオブジェクトのノード上への配置
構成やノード聞の接続仕様等を表現する

Copyright iI:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved 

z
… 
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コンポーネント図

くくPackale $pec i f i CI ti on)) 

o rde r・ I n 

¥ 
¥ 

Copyright <c> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

配置図

//  

:キャッシュ

上:.;^~

/イ./'

:商品管理システム

くくTCP/IP))

z
… Copyright <c> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 
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ダイアグラムがわかれば十分か?

惨各ダイアグラムがわかるとはどういうことか?
砂アイコンの記法以上の意味

砂人との解釈の相違の解決

砂自分なりに拡張解釈していい部分、悪い部分

砂複数のダイアグラムの間の関係は?

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 軍
一

シーケンス図とコラボレーション図
惨インタラクション図
炉シーケンス図

惨コラボレーション図 5 ・5
一一→ー

仁三コ仁三コ仁三二コ
」汁 J

LJ ., 

6→一←
山コヂ/1 : ・ 1
3: .3 

Copyrighl <0 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 righls reserved. 

z
… 
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シーケンス図とステートチャート図
の関係

惨オブジェクトのライフサイクル表現
惨ステートチャート図

惨イベントによる状態遷移とアクション

|bll:ClassB I 間援組欄 c1:ClassC 

〈<c問ゆ〉 ニー
SI dO lアクティピティl

j入力イベントa ケすケンヨン叩x----.....!出力イベントp

ベン円 己合ァ好ィビテイJ : jtL7芯r
入力イベントci ゴ\アクシヨンopY 4出力イベントs

一 l

< <destrov>> ーて寸一一一
~ Þ !出力イベントt rヨZ寸
ー一
滴amezou 臼. ，Ltd. A1 1 帽Its rcserved. 31 1 I麗i

ステートチャー卜図とコンポーネ
ント仕様

砂オブジェクトの振る舞いの「プロトコルJ
炉入力イベントとアクションの出力イベント

<<create>> 

入力イベントa

入力イベントb

入力イベントc

-出力イベントt

181 
Copyright <CI 2∞2 Mamezou Co..Ltd. A11 rights reserved 32 1.車|
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オブジェクト聞の相互作用と
オブジェクトライフサイクル

回
回 m2(objl) 

e2 

国 回
33 [IJ Copyright Cl:J 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

ユースケースと
コラボレーションの関係

砂ユースケースと対応するコラボレーション
の聞のrealization実現関係

コラオ乱ぷ竺54ンXCl

ユースケースX //ペ\ -",,/1 

三万二手当??
yi  z

… Copyright Cl:J 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved 
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コラボレーションとMVCパターン
炉ユースケースの実現としてのコラボレーション:
MVCアーキテクチャとロバストネス分析
~ View:アクターごとにバウンダリobj

~ Control:コラボレーションに1個コントローラobj
惨 Model:ドメインの知識を表現するエンティティo吋

(
け〉T

View 
Control 

Model 

System z
… Copyright 10 2∞2 Mamezou Co目 ，Ltd . All rights reserved. 

UMLの段階的理解

惨モデル要素

惨関係

惨共通メカニズ、ム

砂ダイアグラム

bアーキテクチャに対する複数のビュー

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. All rights reserved. 直
…

-22-
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1. モデル要素
惨クラス/オフ、ジェクト

惨インターフェース

砂コラボレーション
砂ユースケース

ルプロセス/スレッド
惨コンポーネント
惨相互作用

惨状態マシン
惨ノード

砂パッケージ

惨ノート

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co. ,Ltd. A11 rights reserved 

z
… 

UMLの基礎語嚢
UML 

ものThings 関係Relationships 図Diagrams

的 振る舞い的グループ化注釈的

相互作用 I~ッケージ ノート
状態マシンモデル
アクション サブシステム

データタイプ アクティビティ
アクティブクラス
インターフェース
コンポーネント
コラボレーション
ノード

イベント

依存 ユースケース図
関連 クラス図
汎化 オブジェクト図
フローシーケンス図
実現 コラボレーション図

ステートチャート図
アクティビティ図
コンポーネント図
配置図 卜111

白pyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights 向日rved . 38 仁蔵i
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明

構造モデル要素
bクラス
惨共通の構造と挙動を持つオフ、ジェクトの集合
に対する定義

惨インターフェース
惨オブジェクトの外部公開部(公開操作集合)

砂コラボレーション
炉オフ、ジェクトの集団の協調

ー

惨名前の付いたシステムの振る舞い。コラボレー
ションによって実現される

CopyrighllO 2∞2 Mamezou Co.以d. A11 righls rese円ed.

z
… 

構造モデル要素
砂アクティブクラス

bプロセス/スレッドを表すアクティブ、なクラス。他
のアクティブなクラスと並行動作可能。

pコンポーネント
惨再利用可能な部品o 論理的な部品と物理的な
部品の両方を表現。

，ノード

惨ソフトウェア(コンポーネント)が配置され実行さ
れるハードウェアテ、バイスの抽象化

Copyrighlll:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

-24-



Workshop Program Seamail Vo1.13, No.6・7

振る舞いモデル要素

，相互作用

msg ~オフ、ジェクト聞のメッセージ交信による情報の
伝搬や状態変化のトリガー

惨状態マシン
，オフ、ジェクトのライフサイクルとそれにともなう
アクション/アクティビティ

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co. ,Ltd. AII rights reserved. 41 [ ; ]  

グループ化と注釈・モデル要素

砂パッケージ

惨モデル要素のコンテナ(容れ物)

砂ノート

惨コメント、説明、注釈等のテキスト記述単位

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved 

z
… 
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関係

惨関連(集約は関連の特殊形)
R r22つのインスタンス間の意味的な接続関係

惨汎化関係
一一一--þモデル要素およびそれと置換可能なサブモデル要素

との聞の関係

川衣存関係
一一一一ぅ 別のモデル要素を使用するという関係

炉実現関係
一一一- --þ 要求・仕様・定義と実現手段・方式の対応関係 I�l 

43 I j蹟 |CopyrightlO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights rese円'ed.

UML意味規則

惨名前:その要素の呼び名

惨スコープ:名前を与える際のコンテキスト

砂可視性:その名前の他からの見え方、使わ
れ方

惨統合:他の要素との関係づけ

砂実行:動的モデルの実行に伴う意味

Copyright l!:l 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 righ也 reserved.

z
… 

w. 
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UML共通のメカニズム

惨共通して使われる2項分類
惨クラス/オフ、ジェクト

惨タイプ/インスタンスの区別の導入

惨インターフェース/実装

惨拡張メカニズ、ム

砂ステレオタイプくくキーワード>>

砂タグ、付き値(プロパティ名=値)

砂制約{その対象が満足すべき条件，命題}

直
…

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ud. A11 rights rese円ed.

UMLダイアグラムの構成

惨構造図

，クラス図(パッケージ図はクラス図の変種)

ーオブジェクト図

p 振る舞い図

ーユースケース図

ーシーケンス図

砕コラポレーション図

，ステートチャート図

酔アクティビティ図

炉実装図

ーコンポーネント図
，配置図 z

… Copyright <0 2∞2 Mamezou Co汁Ud. A11 rights reserved. 
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構造図

砂クラス図

惨モデルの組み立て部品の集合:クラスと関係

惨オフ、ジェクト図

惨システムのある時点でのスナップショット

，パッケージ図

惨モデルの構成の管理

惨クラス図のバリエーションとみなせる

Copyright rl:! 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

、再

振る舞い図

pユースケース図
b システムの外部機能(ファンクショナリティ)

惨シーケンス図
b相互作用するオブジェクトの時間順序系列

惨コラボレーション図
惨オブジェクトの集団の相互作用の直接表現

b ステートチャート図
惨状態遷移図。オブジェクトのライフヒストリー

惨アクティビティ図
惨 1 つのインタラクション全体における手続きの制御フロー

Copyright rl:! 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AJI rights rcservcd. 

z
… 
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実装図

砂コンポーネント図
惨ソフトウェア・ユニット聞の依存関係

砂配置図

惨コンポーネントやオブジェクトの、計算ノード(ネッ
トワーク上のCPUやプロセス、デバイス等の抽
象化)上をまたがる分散配置や相互作用

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co. ,Ltd. A11 rights rese円ed.

z
… 

アーキテクチャと4+1ビュー
Oエンドユーザ一
対象領繊の話集、概念
要求仕機/ファンクショナリティ

(設計ビュー)
論理
ビュー

0プログラマ
ソフトウエア摘成管理
開発成果物管理

(実装ビュー)
コンポーネント
ビュー

0アナリスト

Oテスター
開発単位 OプロジェクトMgr

0アーキテクト

並行性
ビュー 置

「
配
ピ

0システムインテグレータ
パフォーマンス
スケーラビリティ
スループット

0システムエンジニア
分散トポロジー
配布、インストール

通信ネ川ーク 鍈l 
50 1 .麗|Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AlI rights reserved. 
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目次 :UMLセマンティクス入門

..UMLの標準拡張機構

砂OCL入門

惨4層メタモデルアーキテクチャ

..UMLメタモデルの構造

砂UML抽象構文とその注釈の例

..UML適格性規則と追加操作の例

..UML意味論記述の例

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ud. A11 rights reserved. 

z
… 

UMLの標準拡張機構:

ステレオタイプ
ステレオタイプ定義:

惨 UMLのコアモデル要素をベースに
それを特殊化することで定義する

p 以下の4つの指定を行う

惨ベースクラス(メタクラスないしは他のステレオタイプ)
，特殊化するべき元のモデル要素の指定

砂劃童2
~ What is spec凶 about this s伽eotype?

惨タグ(プロパテイ)
，追加すべき属性をタグ付き値として指定する

Þ- 7玉三記
，もし見た目も元のベースクラスとは区別したければ。 。 。

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ud. A11 rights rcservcd 

z
… 
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UMLによるステレオタイプ定義

~UML1.4で、導入された記法

(stereotype) 

ステレオタイプ宣言。

告グ区画.新たに宜書された
ステレオタイプに追加されるタ
グ(プロパティ)のリスト。メタク
ラス要素の属性に相当する。

(stereotype) 

TestStub 

Tags 
LogFileName : String[O..1] 
LoglD : String 

制約区画。タグ値や他のモ

デル要素との聞の制約条
件を飽述する。

Constralnts 
LoglD は 5 文字以内} z

… Copyrighl C 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 righls reserved. 

UML制約のステレオタイプ

~UML制約の3種類の既定ステレオタイプ:
惨(( invariant )) :クラスに対し

惨そのクラスのすべてのインスタンスに対し
常に満たされていなければならない制約

~(( precondition )):操作に対し

惨その操作の実行前に真で、なければならない制約

~((postcondition )):操作に対し

惨その操作の実行後に真でなければならない制約

CopyrighlC 2∞2 Mamezou Co.,Lld. A11 rights reserved 

z
… 

-31-



Workshop Program Seamail Vo1.13, No.6・7

OCLél;tfPJ:か

惨オブ、ジェク介解約言語OCL

..Object Constraint Language 

砂クラス&Itt と、のどジュアノルモテツÿl:t，
E獲で緩鎌従のない仕様jごは不ナ分

砂モテツル庁のオプ、ジヱク介 jごフいてがjJO
dタな筋約を記述す~必要

砂 OCL:読み書きの容易な形式言語
惨自然言語より厳密で、 1階述語論理等の数学
的な記法より理解しやすい

Copyrighl <1:1 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights 回目rved .

z
… 

OCLの好俊

砂施浄な式ぎ話、 OCL式j式訪伊メ万な L

砂モテツルF守のいかtt~è の 6変化ðぜない

...OCLI，之プログラムぎ震ではtt い

修ロジックやが仰の疲れは書げない

，各OCL式は盈fをるフ

...OCL の塁'I:tUMLにおげ~Class伊erの一種

Copyright <1:1 2∞2 Mamezou Co.心d. A11 rights reserved. 

z
… 
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OCLéぞデ1ノング

-クラスモデルにおげ~ クラスおよび室/の
不変解約を潔定

・ステレオタイプjごがL歪fの不変厳約を潔定

.援伊反ぴ、メソッ戸、 jご威す~手'ïïfíJ反び事後条

件を示す

. ;グ一戸、を示す

・ナどグ一介ノ方言語と L で便局ず~

.援伊jご局すとう活ザポタを示す

• operation伊 : Typel, b: Type2) = α;pr白sion

Copyright 10 2∞2 M.mezou Co.,Ltd. AlI rights reserved. 

z
… 

OCL説明用クラス図

flights 

0..* 

0..* 
CargoFlight 

PassengerPlane 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved. 
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Copyright <<:> 2∞2 M.mezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

OCL適用クラス図例

Flight 0..* 1 Alrplane 

type: H匂hts type: 

enum of cargo, passenger enum of cargo, passenger 

{context Flight 
inv: type = #cargo implies airplane.type = #cargo 
inv: type = #passenger implies airplane.type = #passenger} 

1111 
59 仁麗|

OCL説明用クラス図

Flight 
departing 

Flights fdã陣内TIme: Time
台 /arrivalTime: Time 

duralion : Interval 

・ 1 maxNrPassengers: Integer 

ongm 

flights 

airline 
amvmg 
月'igh信

destiｭ
nation A1rllne 

name: Stri・ng同SS町'gers ・ f叫刷J

Pa詞enger

∞
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会
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n 0..1 

CEO 

ω [l] Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved 
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OCL式と contextラ inv: ， self 

惨OCL式 1 (selfあり): 

context Flight inv: self.duration < 4 

砂OCL式2 (selfなし) : 

context Flight inv: duration < 4 

砂クラス図では:

Flight 

<<invariant>> 
duration < 4 

duration: Integer 

Copyright <0 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. All rights reserved. 

(.)ドット記法による誘導

conte刈円ight

inv: origin く> destination 

inv: origin.name =‘NRT' 
context 円ight

inv: airline.name =‘JAL' 

FlIght 
departing 

月~ departTime: Time 

I /arrivalTime: Time 

duration : Interval 

ongm 

I maxNrPassengers: Integer 

desti- arnνmg 

nation Flights 

Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AlI rights reserved. 
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OCLにおけるコレクションf呆イ乍

炉コレクションに対する操作は(.)ではなく(ー>)で!
~ collection->operation 

collection->collect (e : T I expr) 

collection->collect (e I expr ) 

collection->collect ( expr ) 

惨ただし省略記法では(.)が使える:
collection.expr 

惨例:

context Airport inv: 
self.arrivingFlights ・> collect(airLine) ・>notEmpty

Copyright CO 2∞2 Mamczou Co.,Ltd. A11 rights reservcd. 圏
直
…

五本タイプc!m

~g*タイプëlil
-゙Boolean, Integer, Real, String 
炉truι false， 1,2, 1.5, 3.14, 'To be' 

~enumタイプ
-゙enum{ va l1, val2, val3} 

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved “[1] 
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基本タイプと子の援伊

タイプ 操作
Integer *, +，ー，ん abs

Real ぺ+， -，ん floor
Boolean and, or, xor, not, implies, if-then-else 
String ToUpper, concat 

Copyright <<:J 2∞2 Mamczou Co.,Ltd. AlI rights rcscrvcd. 

才ブシとzク外tプDノ 3ヲィ

砂プロノ ，0，ティ

b厚位、筋道ローノL、 /lJJB-tt-，援f狩メY'YF'

砂厚佐

惨色庄盟 self. age

砂丘rson self.age > = 0 

~ß要f空 aPerson:Person， aDate:Date 
-゙aPerson. income仰Date)

惨Person::income{ d:Date ):Intef!er 

-゙Comvanv seがstockPrice()

Copyright <<:J 2α】2 Mamczou Co. ,Ltd. AII rights reserved 
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局運と多重度

../J!JiÆaーノLの多重度/ごf1í淳
~Comvanv 

selfmanager --Person 
seがemployee --Set(Person) 

惨コレクショシのプDノ fティ
砂Person

selfemployer->size ー #of companies he works for 

~Person 

selfempらler->isEmpty --no job now? 

Copyright IC 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

厳選とナどゲLーショシ

砂多重度り..1~~たぐチどケ二ーショニノ
~Comvanv 

selfmanager->size --aSet.size=l 
ー淳Eのiltl!fJá9でJt.之 τ>~使用

炉原道クラスへのナどケ二ーショシ
惨金rson selfjob 

../J!JiÆクラス"v\6のナどゲLーショニノ
惨必左一筋道クラス

seがemployer
self employee z

… Copyright <ﾖ 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 
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局運とナどゲLーショ二ノ2

砂原宏子付~/J!/.道
~Bank 

seがcustomer --Set(Person) 
self. customer [17 463] --aPerson 

'ノかケージとノ伐多
~ Packagename:: Typename 

砂スーノ fークラスへのアク合ス
~S，'ubClassB 

seがSuperClassA::op1 () 
seがop1()

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

金三ナブシ:zク外兵涯の援伊

，会才ブシとzク外兵涯の援伊
惨oclType: OclType 

惨oclIsTypeOf(t: OclType): boolean 

惨oclIsKindOf(t : Ocl1Yjフe): boolean 

，タイプ8身への援f1=alllnstances 
~ Person. alllnstances : Set(Person) 

惨Perso凡alllnstances->forAll(p1, p2 I 
p1 <> p2 implies pl.name <> p2.name) 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co .心d. A11 rights reserved. 
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コレクショシ

~ Collection:・ Set， Sequence,Bag 
..Set{ 1, 2, 4, 8} 
惨Set{ ‘apple'， 'orage', 'lemon'} 
惨Sequence{ 1, 2, 4, 8, 4, 2, 1 } 

惨Sequence{1..10 } 

..Bag{ 1, 1, 2, 3, 3, 3, 1} 
~ ﾉJ ﾋﾚ IY:J /.ごフラッ'1..{tð.点以 r:{;/ /f!fJ 1m! 

...Set{ Setρ， 2}, Set{3, 4}, Set{5,6} } 

惨Set{ 1， 乙 3， 4, 5, 6} 
Copyright lCi 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 71[;] 

タイプ局のES佐conformance

..Set(Bicycle) = = > Set(Transport) 

..Set(Bicycle) = = > Collection(Bicycle) 

砂Set(Bicycle) = = > Collection(Transport) 

Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 置
…
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コレクショニノ/こすす~援伊

tJ.Select, Reject, Collect 
~Comvanv 

self.employee->select(age > 50) 
self.employee->select(p I p.age > 50 ) 
self.employee->reject( isMarried) 
self.employee->collect( birthDate) 
self. employee->collect(jフ I p. birthDate ) 

tJ. Collectのfifffllt多彩
~self. employee.birthDate --Bagρate) 

炉self.employee. birthDate->asSet --Set(Date) 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

コレクショニノé~会称、淳在

ーforAll度伊
砂Comvanv

self.employee->forAll( forname = 'Jack' ) 

self.employee->forAll( el, e21 
el < >e2 implies el.forename< >e2.forename ) 

tJ.exists援伊

~Comvanν 

self.employee->exists( forname = ゾáck') 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 
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反d智子

..iterate援伊
惨collection-

>iterate( elem:Type;acc:Type= <exp> I 
くexp-with-elem-and-acc> ) 

..r可ect， select, for All. Exists, collect, elect {:/す
ベ、てîterate で実穿でð--lJ

惨collection- >collect作:T I x.properか)

惨collection= >iterate( x:・ T; acc:T2 = Bag{}.1 
acc->including欣.property) ) 

CopyrightlO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

定義湾7みOCL#!

砂 OclType

..Oc凶ny

.. Oc1Expression 

.. Real, Integer, String, Boolean 

.. Enumeration 

砂 Collection

砂 Set， Bag, Sequence 

Copyright ~ 2∞2 MamezouCoムtd. A11 rights reserved. 
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援f戸の丘様忍辺éOCL

砂手'ßCj餅タ
険金rson self.age > 0 

惨援伊の要:H:奈戸~.事後条件の定嘉
~P，'erson: :birthdavHaooensο 

post: age = age@pre + 1 

~C'omoanv: : hireEmolov ee (0: Person) 
pre: not employee->includes(p) 
post: employees->includes(p) and 

stockprice() = stockprice( re +10 z
… Copyright CO 2∞2 Mamezou Co.,Lld. All rights rese刊ed.

UMLメタモデルとは

~ UML(+OCL+ 自然言語)によるUMLのモデル

* 

IsAct1ve : Boolean 

1sActive ClassのObj民tが制御スレッド保持するか否か

適格性規則 (OCL): 意味総記述: 自然言語 |

not self.isAbstract implies クラスClassはOb怜ctの
self.剖IOpera:tions->forAII(op I 構造と振舞いを完全に

self . aIl Methods->似ists(m I 記述する。・・
m 叩s叩m仰叩p閃附問e配悶cα凶訓if術削f刊l

C臼。哨W附r口ight 。引2∞即2M陥ame悶却捌u 白.占，μ訓Lld 刈刷1 r口略E唱ght山se刊問吋e“d. 苅 1.1 
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4層メタモデルアーキテクチャ

惨メタメタモデル層
b メタモデリングアーキテクチャのインフラを提供。
メタモデルを記述するための言語の定義。 UMLではMOFを利用。

炉例: MetaClass, MetaAttribute, MetaOperation 

惨メタモデル層
惨メタメタモデルのインスタンス。モデルを記述するための言語の定義。
炉例: Class, Attribute, Operation, Component 

，モデル層
炉メタモデルのインスタンス。特定ドメインを表現する言語の定義。
惨例 : StockShare, askPrice, sellLimitOrder, StockQuoteServer 

惨ユーザーオブジェクト層
b モデルのインスタンス。 特定ドメインの具体的表現。
惨例 : <Acme_Software_Share_98789>, 654.56, sell_limit_order, r=� 

<Stock Quote Svr 32123> 卜呈|
CopyrigÏÏt lC> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rigl出回目附d. 79 麗|

4層メタモ

デルの例
ー <<metaCIass))MOF

MetaMetamodel: :Clas 
s 

ー ((metac1ass>>UML 
Metamodel: :Class 

~ PassengerTicket 

ー 45723990550:
Passen田rTicket

，出典 :
UML2001 :Standardiza 

tion Odyssey, by Cris 
Kobryn 

Copy. 
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UMLメタモデル: Foundation 基盤

z
… Copyright e 2∞2 Mamczou Co. ,Ltd. A11 rights rcscrvcd. 

UMLメタモデル:振舞い要素

云
一

¥ 
¥ 

E
… Copyright e 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights rcscrvcd. 
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UML抽象構文コアーバックボーン

UML抽象構文コアー関{系

Q 旬

-47-
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UML抽象構文 AssociationClass 注釈

An association class is an association that is also a class. It 
not only connects a set of classifiers but also defines a set 
of features that belong to the relationship itself and not 

any of the classifiers. 

lnherited Features 
AssociationClass inherits features as specified in both Class and 
Association. 
In the metamodel, an AssociationClass is a dec1aration of a 
semantic relationship between Classifiers, which has a set of 
features of its own. AssociationClass is a subc1ass of both 
Association and Class (i.e., each AssociationClass is both an 
Association and a Class); therefore, an AssociationClass has 
both AssociationEnds and Features. I • I 

C明岬ゆ2∞2M叩ameロ悶z却o叫uC白。吋占1凶』刈d.λ刈A刈IIr川l打lri柑i

AssociationClass 適格性規則

惨[1] The names of the AssociationEnds and the 

StructuralFeatures do not overlap. 

~self.allConnections->forAll( ar I 
~self.allFeatures->forAll( f I 
f. oclIsKindOf (StructuralFeature) implies 
ar.n田ne <> f.name }} 

惨 [2] An AssociationClass cannot be defined between 
itself and something else. 

惨 self.allConnections->forAll(ar

ar.participant <> self} 

Copyright ~ 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved. 

z
… 
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AssociationClass 適格性規則

~ Additional operations 

[1] The operation allConnections results in the set of all 
AssociationEnds of the AssociationClass, inc1uding all 
connections defined by its parent (transitive c1osure). 

allConnections Set(AssociationEnd); 

allConnections self.connection->union( 

self.parent-> select (s I 
s.oclIsKindOf(Association)) ・ >collect

(a Association I 
a.allConnections)} ・ >asSet

CopyrightlO 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

AssociationClass Semantics記述

静An association may be refined to have its own set of features (i.e., features that do not 
belong to any of the connected cIassifiers) but rather to the association itself. Such an 
association is called an association cIass. It will be both an association, connecting a set of 
cIassifiers, and a cIass, and as such have features and be incIuded in other associations. 
The semantics of such an association is a combination of the semantics of an ordinary 
association and of a cIass. 

ーThe AssociationClass constructωn be expressed in a few different ways in the metamodel 
(e.g., as a subcIass of Class, as a subcIass of Association, or as a subcIass of Classifier). 
Since an AssociationClass is a construct being both an association (having a set of 
association-ends) and a cIass (decIaring a set of features), the most accurate way of 
expressing it is as a subcIass of both Association and Class. In this way, AssociationClass 
will have all the properties of the other two constructs. Moreover, if new kinds of 
associations containing features (e.g., AssociationDataType) are to be incIuded in UML, 
these are easily added as subcIasses of Association and the other Classifier. 

ーThe terms child, subtype, and subcIass are synonyms and mean that an instance of a 
cIassifier being a subtype of another cIassifier can always be used where an instance of the 
latter cIassifier is expected. The neutral t巴rmsparent and child, with th巴 transitive cIosures 
附ω…d descenda叫 are the preferred terms in this document. 鍈l 

C叩yright lO 2002 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 90 麗|
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.、場制 唱岡山時鴻伎町可

UML抽象構文コアー依存性

馳時.iE'加目立
4叫!'~耐 咽m掃射口町圃米畑W

1・.rtllt'I!' : I\l:箇'b

f.t調， 1rocI畑町

四四割刊島岡田市白岡S町、 z
… Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights 四served .

UML抽象構文コアー分類子

...... ・悶依ョ 伽ぽ掴

物割前官酬明
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拡張機構UML抽象構文

神崎同断f_t

+由‘阿国dS町暗証降

φ"''"'' 

何百..肢苅官官で阿Y官W

0..1 

データタイプーメインUML抽象構文

同zr・|

国

| 他市 | 

|官官|

|ぷ協同|

| 立国 | 

|廿|

門前|

13おお |
|官加 1

14口おd I 

|部お|

94 置
…
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UML抽象構文データタイプー式

Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 

z
… 

UML抽象構文共通振舞いーインスタンス
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SlITUus 

UML抽象構文

共通振舞いーリンク

i眉lirχ刃

UML抽象構文コラボレーションーロール

..act'4IIkr 

Q.l 

唱 ・
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UML抽象構文コラボレーションーインタラクション

..，..僧遁世

1 ・

z
… 

UML抽象構文コラボレーションーインスタンス
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UML抽象構文ユースケース

UML抽象構文

状態機械
ーメイン
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UML抽象構文アクティビ、ティグラフ

置
…

UML抽象構文モデル管理

øきn時冊。内同ー巴hp
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軍
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UML抽象構文 Subsystem 注釈

~ A subsystem is a grouping of model elements that represents a behavioral unit in 
a physical system. A subsystem offers interfaces and has operations. 

惨仕様要素と実現要素に分離され、前者はサブシステムの操作群とともに後者
によって実現される。つまりSubsystemのOperationとともにSubsystemlこ含まれ
る振舞いの仕織は、後者のModelElementlこよって実現される。任意の種類の
ModelElementは、仕様要素にも実現要素にもなりうる。

~ Subsystem は PackageおよびClassifierのサブクラス。したがって、 Operationか
ReceptionsかAssociationのいずれかの制約をもっFeatures群をもてる。

惨仕様要素と実現要素の聞の関係は、コラポレーションを用いたりαrealize>> 依
存性によって定轄することができる。

~A的可ibutes

ー islnstantiable
States whether a Subsystem is instantiable or not. If false , the Subsystem represents 

a unique part of the physical system, otherwise there may be several system parts 
with the same definition. 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.，Ltd . 刈I rights reserved , 間[J.J

Subsystem 適格性規則の記述
追加操作

Additional Operations 
[1] The operation allSpecificationElements results in a Set containing the Model 

Elements specifying the behavior of the Subsystem. 

allSpecificationElements Set(ModelElement) 

allSpecificationElements self.allContents ・ )select(c

c.elementOwnership.isSpecification ) 

[2] The operation contents results in a Set containing the ModelElements owned by 

or imported by the Subsystem. 

contents Set(ModelElement) 

contents self.ownedElement->union(self.importedElement 

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co"Ltd. AJI rights reserved. 6 置
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Subsystem 適格性規則の記述

[1] For each Operation in an Interface offered by a Subsystem, the Subsystem itself or at least 
one contained specification element must have a matching Operation. 

se1f.specification.a110perations-> forA11(interOPl 
se1f.a110perations->union 

(se1f.a11SpecificationE1ements->se1ect(specE11 
specE1.oc1IsKindOf(C1assifier)) ー> forAl1(cl 

c.a110perations)) ー> exists( op I 
op.hasSameSignature(interOp) ) ) 

サブシステムによって提供されるInterfaceの各Operationfこ対し、サブシステム自
身またはそれに含まれる少なくとも1 つの仕機要素は、対応するOperationを持たな
ければならない。
For each Reception 泊 an Interface offered by a Subsystem, the Subsystem itself or 
least one contained specification element must have a matching Reception. 

The Features of a Subsystem may only be Operations or Receptions. 

se1f.feature->forA11(f I f.oc1IsKindOf(Operation) or 
f.oc1IsKindOf(Reception)) 

サブシステムのFeatureとしては、OperationあるいはReceptionのみが許される。mz Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AlI rights reserved. 

Subsystem 適格性規則の記述

[4] A Subsystem may only own or reference Packages, Classes, DataTypes, 
Interfaces, UseCases, Actors, Subsystems, Signals, Associations, Generalizations, 
Dependencies, Constraints, Collaborations, StateMachines, and Stereotypes. 
se1f.contents• forAl1 ( c I 

c.oc1IsKindOf(Package) or 

c.oc1IsKindOf(C1ass) or c.oc1IsKindOf(DataType) or 

c.oc1IsKindOf(Interface) or 

c.oc1IsKindOf(UseC蚶e) or 

c.oc1IsKindOf(Actor) or c.oc1IsKindOf(Subsystem) or 

c.oc1IsKindOf(Signa1) or c.oc1IsKindOf(Association) or 

c.oc1IsKindOf(Genera1ization) or 
c.oc1IsKindOf(Dependency) or 
c.oc1IsKindOf(Constraint) or 

c. oc1IsKindOf (Co11aboration) or 

c.oc1IsKindOf(StateMachine) or 

c.oc1工sKindOf(Stereotype) ) 

Copyright <<:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AlI rights reserved. 
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ノ《ッケージ、サブシステム、モデル

Gener,"tli :w ti on Ml)delElem 申 nt

Gen申ralization

8eh,wioraIFe"ture 

rv10del Element z
… Copyright 02∞2Ma町田zou Co.,Ltd. A11 rights rcscrvcd. 

Subsystem Semantics部の記述
(動的意味論の指定;要点のみ一部)

怪百le purpose of the subsystem construct is to provide a grouping mechanism for specifying 
a behavioral unit of a physical system. Apart from defining a namespace for its contents, a 
subsystem serves as a specification unit for the behavior of its contained model elem巴nts.

~ The contentsof a subsystem are divided into two subsets: 1) spec伊cation elements and 2) 
realization elements. 

ー百le spec伊cation of a subsystem thus consists of the specification elements together with 
the subsystem's features (operations and receptions). 

ー Asubsystem has no behavior of its own.' 

ーThe coπespondence between the specification and the realization of a subsystem can be 
specified in several ways, including collaborations and αrealize)) dependencies. 

怯 Importing and accessing subsystems is done in the same way as with packages, using the 
visibility property to define whether elements are public, protected, or private to the 
subsystem. Both the specification part and the rea1ization part of a subsystem may include 
imported elements. 

~ A subsystem 回n have generalizations to other subsystems. 

~ A subsystem may offer a set of interfaces. 

ー In cases when the physical system has several parts with the same definition, the r可iiì
subsyst巴mis specified t,9 be. insf!l1J!faNe. :: 

C白。py川ht 020∞}氾02M叩am悶uC臼。，Ltdωd.A刈州II 柑lts r悶e臼町刊附vc“d. 110 川直|
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事

サブシステムとは

軍
…

Copyright iCl 2∞2 Mamezou co目，Ltd. AJI rights rese刊ed.

サブシステムの仕様と実現

♀i 
仕様モデル要素 実現モデル要素

白-ユースケース
・状態マシン
-仕様クラス図
・操作と操作仕様

Eヨ
白目巨ヨ

2 軍Copyright IC 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. AII rights reserved. 
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サブシステム:操作仕様と実現

砂操作群による仕様の定義

炉実装クラス群による実現の定義
~I 

仕様 | 実装クラス群

。perationl( ) : Typel <Jご笥li竺こ
明則叫( ) : Type2 <]_ _ J _ _ _ 1....nIIoDl() 

operation3( ) : Type3 て人 | 一ー 』二二ゴ

operation4( ) : Type4 <:1.ームトーに\

…凶() : Type5 

置
…

Copyrighl <!:> 2∞2 Mamezou Co. ,Ltd. A11 righls rese円ed.

サブシステム:ユースケースとコ
ラボレーションによる仕様実現

砂仕様部はユースケース群

惨実現部はオブジェクト群とそのコラボレーション

中l
ユースケース仕様 |実現コラボレーション

く二~どー~~二、
ぐ竺〉乏//| / ド日fl

墨田白ー
在庫確æする z

… Copyrighl <!:> 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 righls reserved. 

-61-



Workshop Program Seamail Vo1.13, No.6-7 

UMLの今後とまとめ

...UMLの最近のバージョン

...UML2.0に向けて

惨まとめ

惨参考ソース

Copyright lCl 2∞2 Mamezou Cο. ， Ltd. AlI rights reserved 

z
… 

UMLの最近のバージョン

~ UML1. 1: 初めてのOMG標準 1997.11公開

惨 UML1.3: 技術的改善 1999.8公開
惨記法・メタモデルの不整合の除去

惨モデル交換フォーマットの定義(XML)

砂 UML1.4: minor upgrade 2001.9公開

砂 UML2.0: m司or upgrade 2002? 2003??公開
炉実行モデル記述用アクションセマンティクス

惨ステレオタイプ以上に柔軟な言語拡張機構

惨版・構成管理の仕組み

惨 UMLセマンティクスの形式的仕様記述?

Copyright lCl 2∞2 Mamezou Coムtd. AII rights reserved. 6 [1] 
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UML2.0rこ向けて

拡張性に関する改良
b拡張機構を抜本的に改良する
炉 4階層メタモデル構成と整合する拡張機構の実現。言語のカ
スタマイズ、のためのプロファイル仕様の規定。

惨アーキテクチャ
惨 MOFメタモデルとの整合を保証する形で物理メタモデルを定
義する

惨カーネル言語、 UMLプロファイル、標準モデルライブラリの
再構成とガイドライン作成

コンポーネント
砂 EJBやDCOM等コンポーネントベース開発のサポート拡張

Copyright 10 2∞2 MamezouCoιtd. A11 rights reserved. 

UML2.0に向けて(2)

惨関係

ト111
117 仁麗 i

惨洗練とトレースに対する実質的なセマンティクスを追加
惨複数の抽象レベルで、関連のセマンティクスを定義する

惨ステートチャート図とアクティビ、ティ図
砂それぞれ別のセマンティクスで定義
惨並列性を認める。状態マシン聞の汎化関係の定義

惨モデル管理
炉マルチビュー実現のためモデルとサブシステムの詳細定義

砂一般メカニズム
惨モデルの版管理機構の定義
b 図交換機構

Copyright 10 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. A11 rights reserved. 8 [1] 
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1再

まとめ

Þ- UML仕様書の読み方のポイントを示した
惨UML記法ガイドだけでなく

~UML意味論の本文が読める最低限の知識を紹介

Þ- UML自体は言語として未成熟
，現状のUMLl.4からUML2.0ヘ

Þ- UML利用は目的に応じて
砂S/W開発で必要な部分を適宜利用すればよい

，世界的に使われていて便利
，きめ細かい仕様や設計の指定にはOCLも利用

卜亘|
Copyright <1:> 2∞2 Mamczou Co.,Ltd. Al l 岬山間scrvcd . 119 蔵|

UML情報源

Þ- UML, MOF等OMGモデリング標準
惨htto://www.omQ:.orvuml/ 

~http://www.dstc.edu/au/mof 

-゙UML 2.0情報
~ http://www.celigent.com/omg!adptf/wgs/um12wg.htm 

E
… Copyright 0 2∞2 Mamczou Co.,Ltd. All rights reserved 
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UML標準テキスト(UMLl.3ベース)
UML仕様書
惨 2000 March, OMG UML Specification, Version1.3 

ー 2001、アスキー、 OMGJapan SIG翻訳委員会UML作業部会

惨 3 Amigosの著作がAddison-Wesleyより
ーユーザーガイド: Unified Modeling Language User Guide 

.1999, Gradv Booch, and Ivar Jacobson, James Rumbaugh 
ー 1999、ピアソン、羽生田/オージス総研訳

炉レファレンスマニュアル: Unified Modeling Language Reference Manual 

砕 1999，1ames Rumbaugh and Grady Booch, Ivar Jacobson 
.2002、ピアソン、石塚/日本ラシヨナル訳

• UMLベースの開発プロセス : The Unified Software Development Process 

ー 1999，jvar Jacob唱o11，組d Grady Booch, James Rumbaugh 
ー 20∞、ピアソン、藤井/日本ラショナル訳

• OCL解説

炉The Object Constraint Language, Precise modeling with UML 

炉 2000， Addison・Wesley , Jos Warmer, Anneke Kleppe, ISBN 0-201-3794(!ニ丘{
ト11 1

Copyriglゆ 2∞2 Mamezou Co.,Ltd. All rights reserved . 山|漉|

-65-



Workshop Program 

UMLセミナー

モデルとUML

2002年2月 7 日

玉井哲雄

東京大学大学院情報学環

~~ ;:成忠， "町

IÆI~によるlè，述

-モデル記述書簡の構文として図式，とくにグラフ
を使うものが多い.
+rモデル』らしい
・モデルを..本的構成要素とそれらの聞の関係とし
て捉えることは.一般性が高い.
・推移的な欄係の追跡が.グラフの経路解析に対応

・視覚的効果には限界
・ちょっと大きな固になると~が分からない.
・鎗を繍いただけでモデルができた気になる.

共滋なグラフ栂造
ドー 、"'.1/;'ぷ

一

-丸だか四角だか箱→頂点

・折れ線だか点線だか矢印→辺

・グラフ構造
。頂点集合 : 5

4・辺集合:5X5の部分集合

Seamail Vol.13, No.6・7

モデルの図式表現

-モデルとは
・構造を持った対象を.その性質や動作を理解
するために抽象化したもの

・モデル構築の目的
.対象世界(領減)の把橿→分析

・開発するシステムの表現→要求仕様

E式表現の例

-制御フロー
.フローチャート. PAD. HCP. SPD 

・デ-~フロー
+ DFD. SADT. HIPO 

・デ-~梅造
.ジャヲソン構造園

・モジュール構造
φモジュール階層図

・デ-~開運
争ER園田意味ネットワーク. ヲラス園

・プロセス関連
+JSDシス子ム仕織図. STATEMATEモジュール図

・状態遷移
争状態遷移図。 Statech・ rt. ベトリネット

ラフ表現I~ソフトウzアにli
Iflらない

W() 

• 
• 

• • -教科書.報告書.企画書.論文.発表スラ
イド， . . .で用いられる図の多くがグラフ
表現

-箱と結ぶ線(箱は丸でも四角でも三角でも
よい.線は矢印があってもなくてもよい)

己口
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これらの@I'式往々にして慶鎌

-矢印の意味の揺らぎ，混在
・因果関係.時間関係.順序関係
・ものの流れ，情報の流れ.制御の流れ

・箱の意味の揺らぎ，混在
・処理とデータ.動作主体と動作対象

・矢印や箱の種類を分けるのが一つの手
段だが.簡明さを失えば価値は減少

・[館司

グラフによるモデルの解釈

-グラフは接続関係(topology)を与えるだけ

・多くは頂点と辺に物理量を結びつけモデル化
世電流@辺，電位@頂点

・物理量とトポロジーとを結びつける法則
+Kircnnoff's Law (キルヒホッフの法則)

2つの見方

て

。

-67-
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グラフによ15静的モデルと
動的モデル

-静的モデル
A - B 
・Aと81まある関係にある

A • B 
・AIまBとある関係にある (ERモデル)

・動的モデル
A • B 
・Aから81こ動く/移動する{状態週移. フローチャート)
φAから8/=何かが流れる(データフロー)

KJヤ'chho仔'5 Law 

-電流の法則:
の総和は0

-電圧の法員JJ:
和は0

工の
g 

部分グラフ

己二〉
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ドニ
グラフの弱点

.1枚の固に描ける頂点・辺の教は隈られ
る=令魔法の数字7土2(G.A.Miller)

+物理的制約(紙. ディスプレイ)

+11副上の制約

4・クモの』民状.

UMLの位震(iflt
7正，~'，r.::"O::;一日一一

一

オブジェクト指向モデル記述言語

これまでの分析や設計ノウハウを図を中
心に集文成

総 グラフ構造を持つモデル表現法のカタロ
グ

UMLのø~

す<首.

l輔、非品- ._....: 占 コ亀『主覗

-構造因
。クラス図

4砂オブジェクト図.コンポーネント図.E備園

・掻舞い園
・動作図， 系列図. 協調図. Statecha代因
。使用事例図

・モデル管理図
・パッケージ園， サブシステム図.モデル図

-68-
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いぐっかの工夫

-配置.線の交差の最小化.その他の美化

・ズーミング.スクローリング
・一般化(ハ-<，<ーグラフ)

・階層化
・よ位グラフの頂点を展開すると下位グラフと
なる
.頂点(箱)の入れ子構造 _____ I 

・(Sωchart)|にコ I I 

ここでの視点

-分析設計ノウハウとモデル表現のカタロ
グという視点
・グラフとしての特性に注意
・モデル(園)の聞の差異の明確化

4砂表現力を泊そうとすると
脅毛デJl，(図)が纏事量化
安異なるモデルが相互に似てくる

.爽後納を取り去り.本貨を把握

頂点 辺

クラス園 クラス 汎化. 集約.関連

状悠遷移図 状態 遷移

動作図 動作状鎗 制御の流れ

泊個園 オブジェクト メッセージの涜れ

系列国 メ発ッ信セのー時ジ点受 メッセージの湾れ
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UMLにおけ各振舞いモデル

-使用事例 (use case) 

・相互作用(jnteraction)園

・系列 (sequence)図

・協調 (collaboration)図

・動作 (activitiy)図

・状態遷移図(Statechart) 

動作鹿の要素
一一• 始@ 終

亡コ 動作状態

く〉 分厳 [・・・]

並行分厳
(fork) 

並行合流
(join) 

見~!り
(guard) 

動作主体の明示
(Swimlane;プールのコース)

セールス 倉庫

-69-
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動作E
Activity Diagrams 

-動的，制御の流れ
・手順を図示

・フローチャートと頬似.ただし
φ概念レベルのモデルに使用することも想定

.並行動作のIè述が可能

・用途
・システムの動作(状態遷移園.系列園.也踊国と関
遭)

.ワークフロー.ビジネスプロセス.開発プロセス

自動販売機動作図 (利用者の視点)

動作留のグラフ待位

-経路→実行経路
。分岐はOR.並行分岐はAND

・PERTのような解析も可能

・部分グラフ
+ r動作状態」の展開と鎗約
*動作状態をまた動作図として展開できる.
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自動販売後系列 (sequence) 園

一一

圃辺: メッセージ送信/メソッド起動
頂点: (明示的でないが)オフ、ジェクトが発

{言・受信した状態の開始点
縦方向(時間軸)1こ沿って隠れた別
種の辺の存在を懇定しでもよい

・時間軸:よから下に流れる
・オブジェクト:メッセージを受発信， それぞ

れ1本の縦軸に対応

・なお，メッセージの発信条件を[条件]という記法
で書いてもよいなど.他にいくつかの鉱張があ
る.

系列E
l ‘ 

系列国のグラフ待位並行プロセスの表混

-グラフとしてはかなり特殊

・部分グラフによる再帰構造はなし

一一一一 魁.申i n 
LJ X • 

自動販売後也四国

館第厨

店
珂
4

梅
a，

.

.
 A'底

・
・
剛

-頂点:オフ、ジェクト
辺: オブジェクト聞の結合
メッセージ:辺に向きを付けて関連づけ

番号で時間I1頃序を表現
10進式番号で付随メッセージ
を表す.

・意味的には系列固と等価. 系列国と問機.メッ
セージの発信条件の犯逮などの盤強がある.
(しかし. 系列固と等価な意味づけをするのは.
意味がないのではないか?)

一 一
町一昨

一

-70・
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グラフとしての待佐
ト一一一一一ー一 叩一

-協調園をオブジェクト聞の相互作用を表
現した固として用いるなら，部分グラフによ
る階層構造は，想定できる.

・オブジェクトの連結成分分解などの操作も
可能

-扶態機械は，外部から見ると記憶を持つ
機械として見える.

圃その記憶.すなわち内部状態は，事象の
列で決まるが.事象の列は肉部的には状
態遷移図の経路に対応する.

・ 1 つの状態機械は，ある時点ではちょうど
1 つの状態にいる.

-頬似点
争動的 : r今Jどこにいるかが意味をもっ.

・相違点
争頂点の意味 : FCは処理単位， STは状D

+r実行』の起こる場所 : FCIま頂点， STIま辺
φ移動のきっかけ:FCIま処理の鈴り ， STは事象

争途中での外部とのやりとり : FCなし， STあり

・結局 FCは変換型， STは反応型向き

-71-
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状態遷移モデル
ト一一一一…一 川

-頂点→状態(持続時間を想定)
辺 →遷移(瞬時)

・事象:遷移を引き起こすもの. 通常シス
テムの外部から来る(状態は通常外部
から見えなし、)

・状態の中に

岡忠詑弘

・初期状態(通常1 つ)
。終了状態(一般に1 つ以よ)

状態遷移モデルのIJÃ獲
ー 品四

』均一

-遷移に醸しての出力→事象の発生と
解釈してもよい

・遷移に際しての条件

・並行プロセス
+1 つの状態遷移図 lま1 つのプロセス
4砂復数の状態遷移図が事象を共有(相互作用)
・CSP(C. A. R. Hoare), CCS(R. Milner) 
・ペトリネット

鹿島原芳/111の例

金庫

-・・置λ，..量鋼
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Êllb，疲芳援の僻ω

販売

Statechart 
問問判品川叫 .".，:，::;;~ -

.0. Harelの考案による状態遷移モデルの
拡張
・関連ツール: StateMate 

・OMTやUMしでもオブジェクトの動的撮る舞
いを記述する記法として導入
・状態の爆発を防ぐ工夫

D 

。状態のクラスター化による階層構造

+And結合による並行プロセス

Statecha吋のlè法 (2)
、一，W'

( ~巴しa

ヒ] r-----6 

-72-

販売の「販売中]状態の
階層的分解

Seamail Vo1.13, No.6・7

StatechartのSB法(1)

D 

StatechartのSB，法 (3)

白 巴巴
(1) (il) (110 

1. 
• 



Statechartの定法(4)

目
'
同

U

F
灯U

同
U

同
u
d
u

E 

S臼techartのIè.波(6)

/
r
/白

クラス厨

-オブジェクト指向モデルにおけるクラスの関係を
示す図
・頂点 : クラス(クラス名，皿住.演算)
辺:静的関係

汎化匂町噛F圃izati開}
聞連(醐偶i副官官
集輯K・E聞pti開}
依存(白岡町>ey)

ラベル
名前
俊樹(rOI・}
~.度(剛刷岡両句}

Seamail Vol.13, No.6・7

Statechartのlè.法 (5)

P 

C脂回øq回....・utll-al.r・ 111

クラスEの例
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クラス図fご先行す-c5類似モデル
ト一一一一一一一一一ふ 一一

.ER図

・意味ネットワーク

体
連
性

実
関
贋口

〈
〉
O

意味本ツ卜ワークの例
馳.

•• S-A 

学敏

{岩波情組科竿静典より )

Seamail Vo1.13, No.6・7

ERモデル
-" …ー

l 

• Peter Chen. The enti句-relationship
model: Towards a unified view of 
data. ACM Transactions on Database 
Systems, 1(1), 1976. 
・その後.属性(a町ibute)を加えるなど.さ
まざまな拡張.変形

意味本ットワーク

・M.Ro錨 Quillian. Semantic 
memory. In M. 附nsky， edi句r，

Semantic Information 斤oce，目的g. MIT 

Press, Cambridge, MA, 1968. 
M.Ro錨 Quillian. The teachable 
language comprehender, 
Communicati<コns oftheAC問 Volume 12 
Issue 8, August 1969. 

UMLについての補足的な
コメント

-クラス固から使用事例への力点の移動
+OOSEの流儀が主流化

。実世界の分析モデルよりシステム飯計モデ
ルにシフト

・テキスト表現の扱い
+たとえばOCLなどの動き

+Harel等のアプローチ
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UMLについての縛疋的な
コメント (2)

-表現モデルと解法モデル
争UMLでは表現が目的のモデル
*実世界/領舗の写像

*システム殴計としてのø.

争問題解決を目指しグラフ上に定式化されるモデル
*グラフ上の量適化問圃(量短路間掴.最大濠問題.最小費
用11問圃，-送問題. スケジューリング.さまざまな組み合
わせ量遭化)

合方担式の求解 (t均衡解.定常1I， a勘，. .. ) 

*解去を伴うグラフ上の間思モデル

-75-
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まとめ

.UMLの各国には，分析・設計のノウハウ
が灘縮されている.

・各国の差異を，明示的に意離すべきであ
る.
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~. 

しの大学教育

2∞212[7，8 www.s-lag∞n.co.jp 

(有 ) エス・ラグーンら

標準化ということ

-情報交換には標準化が必要

ープログラムの海外発注

・異なるバックグラウンドを持つ技術
思疎通

ーそもそも図式を用いる仕様化技術は

.開発者+発注者+意思決定権保持者

一意思疎通支援

2∞2尼[7，8 www.s-lagoon.co.jp 
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(有)エス・ラグーン多

教育

-大学生は何を学ぶべきか

ーオブジェクト指向は大前提として

-Java, C++も大前提として.
一開発方法論， UMLは?

2∞2!2f7，8 

=開発者間の相互理解は必要か?

www.s-lagoon ∞ lP 

(有)ヱス・ラグーン ラ

る・している

-海外への発注

・アーキテクトによるアーキテクチャ中

ーコンポーネントに基づ、く開発

.インタフェースの早期決定

・コンポーネント内はより小さな組織で開

・パターン導入による知識，ノウハウの蓄積と共可

ーノウハウの文書化は重要としヴ認識

2∞2!2f7，8 WWW.s・lagoon.co .jp
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(有)エス・ラグーンラ

づけ

-開発方法論， UMLは?

=開発者間の相互理解は必要か?

・発注者:受注者

一海外への発注=暖昧性のない仕様書

・アーキテクト:コンポーネント設計者

ークラス図，シーケンス図による意思疎通

・ベテラン:初心者

ーパターンによるノウハウの伝授

2∞2I2!7，8 www.s-Iagoon.co.jp 

-東京工業大学(情報工学科， 3年)

-30-40人

・和歌山大学(システム工学部， 3年)

-40-50人

・芝浦工業大学(システム工学部， 3年)

-60-70人

・日本工業大学大学院(工学研究科1 年)

-5-8人

・1.5Hx 12回 =18H=7HX3 日!

2∞2I2!7，8 www.s-Iagoon.co.jp 

-78-

(有)エス・ラグーン多

木自の細かい
指導ば困難
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(有)エス・ラグーン ラ

- 目的
ー オブジェクト指向設計法やデザイ

て，ソフトウェア設計・構築のやり方
習得する.また，実例により有用性を学

1. オブジェクト指向概説
2. オブジェクト指向ソフトウェア開発プロセス概説
3. ユースケース，オブジェクトモデル

4. 設計とプログラミング規約
5. プログラム構築
6. デザインパターン
7. 再構築 w…阿川町州1

2∞21217，8 www.s- Iag∞n.co .jp 

(有)エス・ラグーン 多

解
・オブジェクト指向はわかるか冶騨蔽の理解

-Javaは(私の)想像以上に修得

• UMLの必要性は理解できるか

一書ける
ープログラミングと関連づけなければ「簡
いう印象

ープログラミングとの関連づけは困難
足.プログラムでの失敗をレポートで調査，

・余談:パターンの重要性は，成績と結びつける
によって修得?

2∞21217，8 www. s-Iag∞n.co.jp 
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(有)エス・ラグーンラ

の場合

-社会人=10-20人
-7Hx3 目 。 00

2∞2!2!7，8 

.オフ、ジェクト指向概要

・ UML

.開発方法論

www.s-lag∞n.co.jp 

(有 ) エス・ラグーンう

社会人向け 会の内容

• UML知りたし、:
、

一必要.勉強する時聞がないので集

・モデル化の実際を演習で

ーレピ、ユーを含めた演習

ーモデルの読み方を修得する

2∞2!2!7，8 www.s-lag∞n.co .jp 

-80-
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(有)エス・ラグーンラ

-大学での教育には人数，時間に
UML修得には限界がある

・しかし
ーこれからのソフトウェア開発にはUMLr
術である

ー必須技術ならば，

.研究:より円滑な意思疎通の方法

.技術:開発の基礎知識として習得する必要

2∞2/2f7.8 www.s-Iag∞n.co.jp 
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Workshop Program 

UMLの実践教育

セミナー講師の立場から

桜井麻里
mari-s@da2.so・net. ne.j

Seamail Vol.13, No.6・7

2002年2月 7 日 SEA UML特別ワークショップ

大学での教育と違うところは

「実践」

・ 教える相手:

ーソフトウェア開発技術者、経験者

-現場で実際に使いたい。少なくとも必要性は理解している。

• 00開発の経験はあるとは限らないが…。
・自分の開発経験や抱える課題に照らし合わせて考えることができる。

. 教育期間:

ー短期集中 (1 目、 3目、せいぜい一週間)

・長期間プロジェクトを離れることは因雛。

. 教育の形態 :

ートレーニング・セミナーが中心。

一長期的にはメンタリング、コンサルティング、 OJT で。

-82-
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定例トレーニング・セミナーの例

(株)豆蔵の場合
一 UMLによるモデリング入門 (1 日間)

・簡単な例題を使って、 UML の主要な図を一通り書いてみること、
OOAD開発演習に繁ぐ。

・モデリングをやってみようという気になってもらう。

-UMLによる実践OOAD開発演習 (3 日間)

• 3日間共通の問題を使って、分析から設計まで。

・なるべく実践に近い例題を取り上げて、考えてもらう。

ーいずれの場合も、定員は20名。

-演習が中心(後述)

何を教えているか

• UMLの表記
ー主要な図の主要な表記のみ教える。

・表記の詳細は、各自必要に応じて UML の仕様を調べてもらえばよ
し、。

・コンポーネント図と配置図はテキストには載せているが、演習では
使わない。使う必要がほとんど無いから。

・開発プロセスや方法論
-UML はプロセスや方法論からは独立であることを教える。

・いつどのようなときにどの図を使うかなどは、 UMしでは特に決まり
は無いので、適宜選択して使ってもらえばよい旨、教える。

・ただし、演習の都合上、そのときに使う図を指定している。

- RUP や XP があることは教える。
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どのように教えているか

-演習が中心
ーまず一人で考えてもらってから、グループ(4名程度)演習。

-グループ討論にすることには良い面も悪い面もあり。

一演習には Rational Rose を使用。

・手書きのほうが良いという意見もある。

.レビューの時間を多めに取る
ーグループごとの発表、それに対する皆の意見。

・みんなで考えてもらった成果を発表してもらい、 UML がコミュニケー
ションの道具として使えることを実感してもらう。

-各自に気づいてもらうようにするため、講師は教えすぎないよう
に心がけている。

課題

1 日や 3 日で全部わかるわけがない。

• UML は Language なのだから、使っていなければすぐ
に忘れる。
一現場に戻っても使えるようにする環境、文化が必要。

・メンタリング、コンサルティング…

・講師、メンターも育てないと…

-84-



プログラマから見たUML

東田雅宏
(株)PFU

mashiro@k6.dion.ne.jp 

2002/7/12 

牛 はじめに
C.I ... .i' 

Seamail Vo1.13, No.6-7 

・ UMLはプログラマとってどんな意味がある
か

• Small匂Ik80を書いて15年。

.オブジェクト指向プログラマ

• Prototyper's WorkBench 
• Me回 ERA

.アセンブラ，Lisp，Prolog，C等

2002/7/12 

-85-
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↓ プログラマ
.プログラミング言語で思考する。
.クラス名、メッセージ名

.ツールで動く
• Smalltallく80
.システムブラウザ
.ワークスペース

.プログラムを動かすことに意義を感じる

.文書書きは、二度手問、中途半端

2002/7/12 

41 Smalltallくプログラミング
.とにかく、クラス定義
.とにかく、インスタンス変数

.とにかく、メソッド定義
.メッセージ・セレクタ

.とにかく、コピー&ペースト

.とにかく、 doIt

.何事もなく動くようになるまで?

.冗長、重複を省く。やめる。

2002/7/12 

-86-
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• UML 
ピI~

.言語の意味はどこにあるのか

.ツールがない
.体得する手段がない。
.腕に落ちるまで

Seamail Vo1.13, No.6-7 

• Small匂Ikの開発環境を凌駕するものはない0

.動かない
.動いてうれしいと思うか

.文書書き

2002/7/12 

-87・
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VVorkshopProgra~ 

ト 創造について
銭ド

.オブジェクト指向のクラス設計

.デザイン・パターンとよばれるもの

-アプリケーション・フレームワーク

2002/7/12 

↓ UMLで設計書
斗m

• UML(まもりだくさん
.難しい上に、体得する手段が

Sea~ail Vo1.13, Noふ7

7 

.プログラムの一部をUML(こマッピング

.仕様書の内容として

2002/7/12 8 
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L おわりに
猛t-

.ものづくりに使える道具に期待

.とりあえず、仕様書書きに

2002/7/12 

-89-
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