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初学者向けの状態遷移図による振舞に関する概念モデリング教育
へのモデル駆動開発方法論に基づく学習環境導入の効果
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本研究では，モデル駆動開発方法論に基づく学習環境を初学者向け概念モデリング教
育に導入し，学習者自身が対象物の振舞を観察することによるモデル評価を導入してい
る．本稿では，既習知識の異なる 2 つの被験者群を対象として，モデル駆動開発方法論に
基づく学習環境導入前後のモデル品質の差の分析から，提案学習環境導入の効果を考
察する．

Effectiveness of a Model-Driven Development Method based
Learning Environment for Fundamental Behavioral Conceptual
Modeling with State Machine Diagram
Mizue KAYAMA†, Shinpei OGATA†, Takashi NAGAI††, Hiroaki YOKOTA††, Kento MASUMOTO††,
Masami HASHIMOTO†, and Makoto OTANI†
The purpose of this study is to explore the educational methodology about behavioral
modeling for beginners. We have been introducing the model driven development (MDD)
method in our modeling education for university freshmen and sophomore. An model
editor which includes pre-defined meta model for a target device and original compile server
have been used for a conceptual modeling courses in university. In this paper, we try to
evaluate the educational effectiveness of the MDD method for behavioral modeling
education with state machine diagram.

1. はじめに
問題解決すべき対象をモデリングすることは，情報
化社会を生きる全ての者に必要なリテラシでもある[1,2]．
対象の動的モデルとしての振舞を記述する状態遷移図
は，情報専門教育の主要 5 分野(CS・IS・SE・CE・IT)は
もとより，一般情報教育(GE)および高等学校での情報
科の学習内容とも関連する[3,4]．しかし，これらの能力
育成に関する初学者向けの教育方法論は未だに確立
されておらず[5]，国内外において長年研究が進められ
ている[6,7]．しかし，現在までに大学入学直後の初学
者を対象とした状態遷移図による振舞モデリングの教
育方法を検討した例はない．
机上で作成された状態遷移図を評価するには，学
†信州大学工学部
††信州大学大学院理工学系研究科
†††信州大学大学院総合工学系研究科
〒380-8553 長野市若里 4-17-1.
Shinshu University, Faculty of Engineering.
Wakasato 4-17-1, Nagano, Nagano, 3808553 JAPAN.

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

習者自身による確認や検証を行うこととなる．これまで
に机上で状態遷移図を評価するための方法論がいくつ
か提案されている[8,9]．しかし，それらを初学者に利活
用させることは一般には難しい．
そ こ で ， 本 研 究 で は ， モ デ ル 駆 動 開 発 (Model
Driven Development．以下，MDD と称す)の方法論を
初学者教育に導入し，学習者自身が対象物の振舞を
観察することによりモデルを評価する活動を行わせるこ
ととした．本稿では，まず，MDD および MDD に基づく
学習環境について概観する．そして，情報工学に関す
る既習知識が異なる 2 つの被験者群に対して，この学
習環境を導入する前後でのモデル図品質の差を示す．
その上で，MDD に基づく学習環境導入の効果につい
て考察する．

2. モデル駆動開発：MDD
2.1. 概要
MDD とは，モデル変換を繰り返し行うことにより開発
を進めていく開発手法のことである．MDD では，システ
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ム設計の上流工程における分析・設計情報をモデルと
して表現する．ここでのモデル変換とは，モデルに付加
情報を加えて，異なる視点のモデルやプログラムコード
を得る手法である．MDD の主なメリットを以下に示す．
 モデルで表現するため，技術者間で共通の理解
ができる
 開発の初期段階で検証可能
 モデル上でシミュレーションやデバッグが可能
 コード自動生成のため，設計図と実装の乖離を
なくすことができる
MDD で用いられるモデルとは，UML 等の図形言語
で表現されたモデル図を指すことが多い．これらのモデ
ル図を記述するための専用エディタ(モデル・エディタ)
を用いて，要求やサービスに応じた図を作成することが，
すなわちシステムを設計することに相当する．さらに，
モデル・コンパイラを用いてモデル図からプログラムコ
ードを自動生成することもある．生成されたプログラムコ
ードをさらにコンパイルすることで，対象デバイス上での
実行コードが生成される．すなわち，MDD により，モデ
ル図からの実行コード生成がほぼ自動でなされるように
なる．この手法の導入は，設計の抽象度を高めることと
同義である．設計の抽象度が高まると，“どのように実
装(記述)するのか”ではなく，“どのように解決(設計)す
るのか”といった側面により一層注力できるようになる．
また，MDD では特定の問題領域における課題解決
に 特 化し た語彙 集 合 とし ての DSL(Domain-Specific
Language)を用いることがある[10]．DSL を用いることで，
学習者に対して解決すべき課題を整理するために語
彙を制限することができる．これは，思考対象となる空
間を狭めることと同義であり，課題の難易度を制御する
一要素となりえる．
2.2. MDD で用いるモデル図
産業界等で利用される一般的な MDD では，クラス
図と状態遷移図を用いてシステム設計がなされる．クラ
ス図は，構成する要素の構造を図として整理するもの
である．一方，状態遷移図はクラス図で整理した要素
の時間的な変化を示すものである．各状態にはその状
態で起こる振舞を記述する．ある状態から別の状態に
遷移する場合には，その状態間に矢印付線を引くこと
でその存在を表現し，遷移のための条件をイベント名と
して記述する．また，各状態には，その状態に遷移した
直後のアクション，状態中のアクション，その状態から
遷移する直前のアクションが記述される．
本研究では，初学者向け概念モデリング教育を対
象としている．そのため，一般的な MDD をさらに簡略
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化し，3.3 で示す簡易な状態遷移図の記述に着目した
振舞に関する概念モデリングを取り上げることとする．
2.3. MDD 用ツール
MDD 用ツールの多くは商用ベンダから提供されて
いる (例えば，MentorGraphics 社 BridgePoint，IBM 社
Rational Rhapsody や Rational Software Architect，
SPARX SYSTEMS 社 Enterprise Architect，Change
Vision 社 astah，Technical Rockstars 社 Clooca など)．
近年，これらによる初学者向けモデリング教育実践が
開始されている[11,12]．
これらのツールの中で，特に Clooca は Cloud 環境で
利用できるモデル・エディタである[13]．サイトのユーザ
を管理者と開発者に区別して登録することができ，管
理者が独自の DSL を定義できる機能を提供している．
また，Web 上のツールであることから，HTTP を介しての
外部ツールとの連携が容易である．

3. 本研究で提案する学習環境
3.1. MDD 手法に基づく学習環境：S_Clooca
本研究では，Clooca をベースとした初学者向けの概
念モデリング学習環境を提案する[14]．提案環境の外
観を図 1 に示す．この環境では，モデル・エディタおよ
びモデル・コンパイラとして Clooca を利用し，プログラム
コードを対象デバイス用にコンパイルする環境として独
自のコンパイル・サーバを用いている．
モデル・エディタとしての Clooca では，メタモデル定
義機能を利用することで，以下の 2 つの事柄を実現し
ている(図 1 中，教師端末部分を参照)．
1.
モデル図の記述要素の形状と，付加情報の定
義
2.
記述要素に割り当てる語彙の定義
1.で定義された記述要素の例を図 1 中央のモデル・
エディタ内白色部分に示す．状態を示す角丸矩形に
対して，状態名のみを示す付加情報が記述されている．
2.では Clooca の DSL 定義機能を利用する．利用例を，
図 1 中央下部に示す．ここでは，状態に与える語彙集
合として 4 つの単語が，イベントに与える語彙集合とし
て 5 つの単語が利用される．
また，モデル・コンパイラとしての Clooca では，モデ
ルによる振舞を確認するための対象デバイス用プログ
ラムコードを生成するためのテンプレートを定義する．
このテンプレートでは，モデル図から対象デバイス用コ
ードを生成するためのコード生成規則を定義すると同
時に，モデル・エディタで利用した語彙と実際のプログ
ラムコード群とを対応付ける．これにより，モデル図から
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[メタモデル記述]
＋記述要素の形状を定義

[対象デバイス用コンパイル環境]

[コンパイル
・サーバ]

[実行コード]
[ユーザID,
ターゲットデバイスID,
プログラムコード群
のzipファイル]

[メタモデル記述]
＋記述要素に
割り当てる
語彙を定義

[実行コード
ダウンロード
用URL]

[モデル・エディタ]

実行コード
ダウンロード
用URL
[実行コード]

[転送支援ツール]

[対象デバイス
(LEGO MindStrom)]

イベント名の語彙
状態名の語彙

【教師(管理者)端末】

[実行コード]

【学習(開発)者端末】

図 1 提案学習環境の外観(モデル図の記述要素と使用語彙を定義したモデル・エディタ，コンパイル・サーバ，転送支援ツール)
Figure 1 Outline of proposed learning environment (model editor, compile server and executable code transfer support tool).

プログラムコード(C++や Java)および関連ライブラリが生
成される．
コンパイル・サーバでは，Clooca から生成されたプロ
グラム群を対応するコンパイラを用いて，実行コードへ
と変換する(図 1 中，学習者端末部分を参照)．利用者
は，まず，コンパイル・サーバにモデル図から生成され
たプログラム群である zip ファイルをアップロードする．コ
ンパイル・サーバは対象コードをコンパイルしている最
中に利用者に対して「通信中」ダイアログを表示する．
コンパイルが成功した場合には，実行コードダウンロー
ド用リンクを示す．学習者はこのリンクをクリックすること
で，学習者端末に実行コードをダウンロードすることが
できる．本研究におけるコンパイル・サーバでは，対象
デバイスの識別，利用者の識別，コンパイルの成否の
識別を管理する．コンパイルが成功した場合には実行
コードをダウンロードするための URL リンクを，不成功
であった場合にはエラーメッセージをそれぞれユーザ
にフィードバックする．
Clooca とコンパイル・サーバとを連携させることにより，
学習者が作成したモデル図を簡便な操作で実行コード
に変換することができるようになる．S_Clooca ではモデ
ル・エディタ上にコンパイル・サーバへプログラムコード
を転送するためのボタンを設けている．利用者は One ク
リックでモデル図から実行コードを得る．
さらに，対象デバイスへの実行コードの転送も学習
者端末から容易な操作で実現させるための転送支援ツ
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ールを用意した．このツールを利用することで，利用者
は PC 上では One クリックで実行コードを対象デバイス
に転送できる．そして，対象デバイス上で当該コードを
実行することで，モデルで表現した振舞が要求を満た
しているかを観察するのである．
このように，「モデル図作成」から「モデル図評価の
ためのデバイスの振舞観察」までを，より少ない学習者
の操作で実現できるようにした(ここでは，コンパイル・サ
ーバへの送信，コンパイル結果の保存，対象デバイス
への転送の 3 操作)．この学習環境は，2011 年度より実
際の教育現場で利用している．
3.2. DSL を利用した段階的な記述要素の導入
3.1 で示した Clooca のモデル・エディタとしての機能
を利用して，学習者の習得レベルに応じたメタモデル
を定義する，段階的な記述要素の導入を実施している．
例えば，図 1 に示す状態遷移図の状態では，「状態名」
のみを予め定義した語彙集合から選択させている(第 1
段階)．次のステップでは，「状態名」と「振舞」を記述さ
せる．この時，「状態名」は学習者に自由に決めさせ，
「振舞」には予め定義した語彙集合から選択させる．さ
らに，複数状態遷移図間での「メッセージ」，振舞を詳
細化した「アクション」等を順次導入することで，学習者
の認知的負荷をコントロールし，初学者への着実な知
識定着を図るものである．
3.3. 本研究における状態遷移図の記法
本研究で用いる状態遷移図の書式を図 2 に示す．
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開始状態 (1)

状態名

イベント
次の状態への
遷移

状態名
イベント

終了状態 (0..1)

図 2 本研究で用いた状態遷移図の記法
Figure2 Notation of a simple state machine diagram.

UML2.x で規定されている状態遷移図に対して，記述
要素を状態および状態名，遷移およびイベント名のみ
に制限した．この図による振舞記述に際して，以下を制
約とした．
 開始状態は，必ず 1 つ設ける
 終了状態は，存在する場合は 1 つ
 同じ状態は，1 つの図に複数存在しない
 ある状態から異なる 2 つ以上の遷移は出ない
 1 つの状態から同じ名前の遷移は複数出ない
この記法での状態遷移図を記述できるように，モデ
ル・エディタでメタモデルを定義し，後述するように課題
毎の DSL を設計し，被験者が解答する環境とした．

4. 評価実験
4.1. 被験者
被験者 13T 群は大学情報工学科 1 年生 78 名とし
た．実施時期は 2013 年 4 月下旬から 5 月上旬にかけ
てである．13T 群は大学入学直後であり，情報工学に
関するいかなる専門的な授業を受けていない．
一方，被験者 12T 群は同学科 2 年生 55 名とした．
実施時期は 2013 年 11 月上旬から 11 月中旬にかけて
である．12T 群は大学 2 年生の後学期にあり，プログラ
ミングを 2 学期分(1 年後期と 2 年前期，各 3 単位)の講
義・演習を受講済みである．また，1 年前期に本実験の
課題を一度経験している．
4.2. 実験課題
実 験 課 題 は ， LEGOMindStormsNXTV2( 以 下 ，
LEGO)で動作するサービスの設計とした．各被験者群
には，LEGO 上の動作するサービス設計に関する複数
の課題をそれぞれ解かせた．本稿では，両群の被験者
が共に解答した「荷物搬送・ライントレース課題」を取り
上げる．この課題では，LEGO の荷台に荷物が乗って
いる時には前進し，乗っていない時には停止する振舞
(荷物搬送)と．黒い線をトレースしながら前進していく振
舞(ライントレース)を同時に満たすことが求められる．全
体として，DSL 定義された 4 種のイベントと 4 種の状態
(図 1 中央下部)を組み合わせて，サービスを設計する
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図 3 課題用のコース(左：台形型，右：そら豆型)
Figure 3 Courses for the line trace & messenger problem
(left : trapezoid-type, right : bean-type ).

こととなる．
荷物搬送に関しては，LEGO のタッチセンサを 1 つ
制御する．タッチセンサが ON となったイベントを「荷物
が乗っている」，OFF となったイベントを「荷物が落ちた」
と定義し，LEGO の状態として「前進」と「停止」の 2 種類
を利用させる．
ライントレースに際しては，LEGO の光センサを 1 つ
制御する．光センサが黒を感知したイベントを「黒線に
入った」，黒ではない色を感知したイベントを「黒線から
出た」と定義し，LEGO の状態として「前進」・「停止」・
「右旋回」・「左旋回」の 4 種類を利用させる．
また，ライントレースさせるコースは図 3 に示す 2 種
である．左右いずれかの旋回のみで踏破できる台形型
コース(図中左)と左右両方の旋回を用いる必要がある
そら豆型コース(図中右)である．
4.3. 実験手順
13T 群の被験者には，本実験の前に 3.2 に示した書
式での状態遷移図の読み方および書き方に関して十
分慣れさせた．その上で，4.2 の課題を提示し，モデ
ル・エディタでモデル図の記述のみを行うように指示し
た．解答には各自にとって十分な時間を割り当てさせる
ために，特に時間制限を設けなかった．このモデル図
は，静止画ファイルとして指定場所に提出させた(以下，
“宿題図”)．次に，コンパイル・サーバを用いて，モデ
ル・エディタ上の宿題図から LEGO 用の実行コードに
変換させた．その結果を LEGO に転送させ，モデル図
に基づく LEGO の振舞を観察させた．振舞に不備があ
る場合には，被験者が課題を解決したと判断するまで
モデル図の修正と LEGO の観察を繰り返させた．特に，
ライントレース課題に関してはそら豆型コースを踏破す
る達成度となるように指示した．実験終了時には，課題
に対する最終成果となるモデル図を提出させた(以下
“修正図)．
12T 群の被験者には，13T 群と同様の手順を提示し
た上で，そら豆型コースを踏破するモデルを記述すると
いう課題達成度を満たすような修正を行わせた上で，
モデル図を提出させた(これが 12T 群における“修正図”
となる)．授業内でモデルを修正できなかった者は，授
業時間外にロボットを貸し出し，修正の機会を与えた．
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表 1 宿題図と修正図の達成度合の比較
Table 1 Level of achievement for answers of the 12T group(a) and the 13T group(b).
(a) 12T 群
不動作
不動作

修正図
台形
荷物× 荷物○

(b) 13T 群
そら豆
合計
荷物× 荷物○

1

-

-

-

5

6

台
宿
形
題
荷物○
図
そ 荷物×
ら
豆 荷物○

2

-

1

3

15

21

4

-

1

2

17

24

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

4

合計

7

0

2

5

41

荷物×
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台形
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-

2

4

1

8
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-

4

3
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-

1
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2

15

40

-

-

-

-

-

0

4

台
宿
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題
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図
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ら
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-

-

-

-

-

5

5

55

合計

0

14

26

7

31
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4.4. モデル図の評価方法
課題に対する評価観点は荷物搬送とライントレース
の 2 つの側面から次のように定めた．荷物搬送としては，
提示した搬送要求を満たしたか否かで評価した(「荷物
○」，「荷物×」)．ライントレースとしては，踏破したコー
スの形状で評価した．ここで対象とするコースは台形型
とそら豆型の 2 種類である(図 3 参照)．そら豆型が踏破
できると台形型踏破可能なため，コースの動作の評価
結果は「不動作」，「台形まで動作(以下，台形)」，「そら
豆が動作(以下，そら豆)」の 3 パタンに分類した．

5. 評価結果
ここでは，4.4 の評価観点に基づき，宿題図と修正図
を比較することで，モデル図の品質の変化を示す．
5.1. モデル図の品質の変化
まず，課題における宿題図と修正図におる正答率
の差を概観し，さらに評価観点に基づく詳細分析の結
果を示す．MDD 導入前後を比較するため，宿題図と
修正図の達成度合いを 4.4 に示した評価観点で分類し
た結果を表 1 に示す．(a)が 12T 群，(b)が 13T 群である．
いずれの表においても，縦方向に宿題図の達成度合
を，横軸方向に修正図の達成度合を取り，宿題図と修
正図での達成度合の変化を該当人数として示した．
5.2. 正答率の比較
ここでの正答とは，“そら豆型コース上でのライントレ
ースを行いつつ，荷物搬送を行うことができるモデル図
(「荷物○」かつ「そら豆」)であった”回答とした．
12T 群における正答は宿題図で 4 回答(7%)である
のに対して，修正図では 41 回答(74%)と大幅に改善し
た．13T 群でも宿題図で 5 回答(6%)であるのに対して，
修正図では 31 回答(38%)と改善がみられる．いずれの
群も MDD 導入によるモデル図の品質の向上が確認で
きた．特に，12T 群に対してのみ，そら豆型コースを踏
破するという要求を満たすよう指示した上でモデル図を
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不動作

荷物×

記述させていた．MDD 導入によるモデル図品質の良
化が 13T 群と比較して，顕著であった．
5.3. 要求に対する達成度合の比較
表 1(a)の 12T 群においては，荷物搬送をしながら，
台形型あるいはそら豆型のいずれかのコースを踏破で
きた被験者の割合が，全体の 51%から 76%まで増加し
ている．また，踏破コースの観点からは，宿題図でそら
豆型が踏破できない(「不動作」あるいは「台形」)ものが
51 回答(全回答の 93%)に対して，その 72%にあたる 37
回答が修正図では「そら豆」に修正されていた．修正図
における不動作の回答が，修正図よりも増加した．しか
し，荷物搬送の要求が満たせなく，「台形」に相当する
回答は，22 から 0 となったことなど，他の達成基準を満
たす回答の改善状況を考慮すると，モデル修正時間が
十分に取れていなかった可能性が示唆される．
一方，表 1(b)の 13T 群においては，「不動作」が宿
題図で 19%であったが，修正図では 0%となった．す
なわち，全被験者が台形型かそら豆型のいずれかのコ
ースを踏破できるよう修正できていた．さらに，「荷物○」
かつ「台形」あるい「そら豆」の割合が，全体の 58%から
73%に増加している．また，踏破コースの観点からは，
宿題図でそら豆型が踏破できない(「不動作」あるいは
「台形まで動作」)ものが 73 回答(全体の 94%)に対して，
その 45%にあたる 33 回答が修正図では「そら豆」に修
正されていた．
すなわち，両群で荷物搬送の観点と踏破コースの
観点から，修正図のモデル品質の改善が確認できた．

6. 考察
5 章の結果より，宿題図と修正図の正答率および達
成度合の比較結果から，既習知識の異なる 2 つの被験
者群において，MDD 手法を導入することで，被験者が
記述するモデルの品質は向上したといえる．
今回得られた結果を総括すると，宿題図に含まれて
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いた誤りを，モデル図を動作させ，その振舞を観察する
ことにより，客観的な評価が行えるようになった．さらに，
その結果に基づき，モデル図を修正させることで，要求
に対するモデル図品質を向上させることにつながった
と考える．
しかしながら，今回の実験では，MDD 手法を導入し
ても，正答ではあるがモデル図としては誤りを含む回答
も確認された．特に，対象デバイスを不動作にはしない
記法ミスと，要求解釈におけるミスが目立った．これらが
生じる原因は，1)モデル・コンパイラのコード変換性能
と，2)動作のテストケース不足の 2 点が考えられる．
1)の原因：教師が不適なモデル図だと判断する回答
であっても，モデル・コンパイラの性能により，対象デバ
イスの振舞が要求を満たしているように観察できる場合
がある．デバイスの振舞を観察することだけでモデル図
の妥当性を判断しようとする場合，明らかな記法ミスは
被験者に気付かれない場合が多いことが分かった．
2)の原因：デバイスの振舞を観察する際，一部の要
求だけをテストしており，全体の要求が満たせなくても
動作したと勘違いするケースがある．これにより，正しく
動作したと錯覚し，要求解釈におけるミスを生じることに
つながったと考える．

7. おわりに
本稿では，概念モデリング教育において MDD 方法
論に基づく学習環境と，DSL によるモデル図の記述要
素と課題解決のための語彙制御による初学者向けモ
デル教育を提案した．大学 1 年生(13T 群)と 2 年生(12T
群)を対象としてロボット動作設計における状態遷移図
記述を取り上げ，提案環境導入前後のモデル図品質
の差の分析と考察を試みた．
その結果，情報工学に関する既習知識の異なる両
被験者に共通して，MDD 手法を導入することで，記述
するモデル図の品質が向上することが定量的に確認さ
れた．また，MDD 手法を導入することでも，被験者は
モデル図の誤りを自ら全て修正することができないこと，
そして誤りパタンには対象物の振舞を観察することで学
習者が自ら修正しにくいものがあることを考察した．
今後は，提案環境に対して，モデル図に含まれる誤
りを自動評価する仕組みの設計および実現と，DSL の
導入により段階的にモデル図の難易度を制御する教
育方法論の更なる精緻化を図る．
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