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フィーチャモデルに基づいたロボット開発
海老原 秀亮†1

上條 弘貴†2

小川 英理†2 渡辺 晴美†1†2

概要：本稿では学生のためのソフトウェア開発プロセスについて考察する．ソフトウェア工学にとって，再利用技術
は重要であるが，対象となるシステムが大規模であるため学習は容易ではない．一方，我々は自動掃除機ロボットを
用いた小規模な複数のゲームを開発した．これらのフィーチャモデルはコア資産とみなすことができる．本稿では，
自動掃除機ロボットの例を用い，フィーチャモデルからプロダクトバックログの作成を行い，再利用開発方法につい
て考察する．
キーワード：フィーチャモデル, スクラム

A Robot Development Based on Feature Models
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HARUMI WATANABE†1†2
Abstract: The article introduces a preliminary software development process for university students learning reusable software
development technologies. Even though they are important technologies in software engineering, students can not learn them easily
since their target systems are too large and complicated. Fortunately, we have lots of chance to develop small game software using
automatic vacuum cleaner robots. The commonality of features in those systems can be imagined as core assets of software product
line. Accordingly, we construct a simple software development process based on elementary of software product line by using
automatic vacuum cleaner robots. In this article, we construct feature models and extract product backlogs from those models.
Keywords: Feature model, Scrum

1. はじめに

ィーチャモデルについて述べる.
(1) ロボットの特徴

ソフトウェア工学の重要な技術の一つである再利用開発

我々が開発するゲームは以下の掃除機ロボットの特徴

技術は大規模システム開発を前提にしていることから, 実

を利用している．掃除機ロボットには，モータ，スピーカ，

習を通して学ぶことは難しい. 一方, 我々は掃除機ロボッ

障害物感知のためのバンパセンサ，段差の感知及び壁との

トを利用した小さな類似したゲームを多数開発している.

距離を検知する赤外線センサを搭載している．またシリア

enPiT-Emb/PEARL[1]の活動ではロボットで一周の速さの

ルポートを有し，LED，マイクセンサを追加し，掃除機ロ

競うタイムアタックや LED で電飾したゲーム, 文部科学省

ボットを拡張することが可能である．図 1 に実際に開発を

「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」東海大 To-

した掃除機ロボットゲームの図を記す．

Collabo（トコラボ）プログラム[2]の活動では子供向けのコ

(2) フィーチャモデル

ントローラーを用いたロボット操縦ゲームの開発を行った.

代表的な再利用開発技術に FODA[3]がある. FODA で提

このような学生開発に適し, 再利用について学べる開発

案されたフィーチャモデルは再利用開発で広く用いられて

プロセスについて本稿では考察する. 本プロセスでは, フ

いる. 我々の開発プロセスプロセスにおいても, 前述の通

ィーチャモデルからプロダクトバックログを構築すること

り, フィーチャモデルを構築する. 上記の掃除機ロボット

を想定する. 多品種開発における, フィーチャモデルを作

のゲーム群に関するフィーチャモデルの一部を図 2 に示す.

成し, 共通部分の比較を行い再利用化について考察する.
以下, 2 章以降では本開発のロボット開発の特徴と, フィ

図 2 はゲーム性部の勝負性について抜粋した図を表して
いる．勝負性の項目はゲームジャンルと勝敗の項目がある．

ーチャモデルの説明を記す. 3 章ではプロダクトバックロ

各ゲームのゲームジャンルは全て対戦系であり，対戦系の

グの手順の説明を記す. 4 章では本開発のまとめを記す.

項目は共通部分となる．また，勝敗においては相手のバル

2. ロボットの特徴とフィーチャモデル

ーンを割ったら勝ち，相手がフィールド外に出たら勝ちと，

本節では, 我々が開発するロボット開発の特徴およびフ
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ゲーム毎に相違がある．
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プロダクトスコープ表

表1

Table 1
LED

スピーカー

マイク

ゲームA

○

○

○

×

×

ゲームB

○

○

×

○

×

表2

Figure 1

掃除機ロボットゲーム
A game of vacuum cleaner robot

3. プロダクトバックログ
本開発プロセスでは, フィーチャモデルに基づきプロダ
クトバックログを構築する. プロダクトバックログとは
スクラム[4]というアジャイル開発手法において，プロダ
クトに必要な機能，顧客の要求や修正を表したものであ

赤外線センサ バンパセンサ

プロダクトバックログ

Table 2
図 1

A product scope

A product backlog

番号

プロダクトバックログ

共通・可変

G１

音声を１つ鳴らす

共通

G２

スピードの変更を行えるようにする

可変

G３

相手のバルーンを割ったら勝ち

可変

G４

相手がフィールドの外に出たら勝ち

可変

G５

LEDを多色光らせる

共通

G６

LEDを１色光らせる

共通

4. おわりに
本稿では，掃除機ロボットを用いたゲームを再利用開発

る．図 3 にプロダクトバックログの抽出方法を記し，フィ

するために，フィーチャモデルからのスクラムのプロダク

ーチャモデルとそこから作成したプロダクトスコープ表を

トバックログ抽出について述べた．掃除機ロボットゲーム

表 1 に示す．表 2 に作成したプロダクトバックログを記

に適用した結果，プロダクトバックログの共通性・可変性

す.

を見出すことができ，その部分の再利用開発が可能である

フィーチャモデルによって表現するゲームの特徴を

構成する要素をプロダクト名として，プロダクトバックロ

見通しが立った．本研究の最終目標は，学生がソフトウェ

グを作成する．スクラムではこのプロダクトバックログか

アの再利用開発技術を実践的に理解できるようにするため

ら，プロダクトを実現するためのタスク群を洗い出し，必

の基礎的なプロセスを構築である．今後，実装，テストを

要な作業を見積もる．

行いその有効性について評価したい．
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