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不確定要素を含む要求・運用・設計モデリング手法
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組込みシステム開発途中においては、仕様変更が発生するためシステムの開発において手戻りがよ
く発生する．仕様変更の原因はそのシステム開発において，不確実性が存在することである．本稿で
はその不確実性を不確定要素と呼ぶ．開発初期段階で仕様が確定できず開発後期や開発進捗に沿って
仕様が決まるシステムを対象として，不確定要素によるシステム開発に与える影響を局所化するため
の要求・運用・設計モデルの構築手法を提案する．

Requirement, Deployment, and Design Model Including Uncertainty
Chen Chen,† Kenji Hisazumi,† Masafumi Katahira,††
Yuji Nishihara,†† Azuma Kawai,†† Tsuneo Nakanishi†
and Akira Fukuda †
Avoiding rework caused by specification changes is a big challenge of developing embedded
systems. Uncertainty of requirements, design, and etc. in the developing process brings the
specification changes. The paper proposes a method to build requirement, deployment, and
design model to reduce the impact of the changes from the uncertainty. The method is for a
system of which specification cannot be decided in the early stage of the developing process
and the specification will be gradually decided.

1. は じ め に

模なシステムを分散開発するため他の開発しているサ
ブシステムの性能や仕様など色々な確定していないも

組み込みシステム産業の進展とともに，新しい課題

のがあるため，ソフトウェアの開発はより困難になっ

も生まれてきた．組み込みシステム製品が提供する機

てきた．このようなシステムにおける確定していない

能の高度化，複雑化などによりソフトウェアの開発規

要素を私たちは不確定要素と呼ぶ．

模は複雑化，大規模化傾向にある一方で，ソフトウェ

不確定要素の影響を局所化するため，まず不確定要

アの開発期間の短縮や開発コストの低減が要求されて

素の性質を明確にすることが必要である．そこで系統

いる．また，ソフトウェア発注者側の急速なビジネス

的な不確定要素の整理方法を提案する．その後，部分

の変更や依頼している他システムの仕様変更が発生す

モデルを用いて設計における変更しうる部分と変更

るため，ソフトウェアの開発において手戻りがよく発

しない部分を明確にし，要素の内容が変更した場合あ

生する．

るいは要素の内容が決まった場合に，システムに与え

仕様変更の根本な原因はそのシステム開発において，

る影響をモデルの可変部分のみに局所化することを目

不明確な要素また変更可能な要素があることである．

指す．そして，システムにおける不確定要素をモデル

現在，大規模化，複雑化に伴い，ソフトウェア開発に

レベルのトレーサビリティを持たせ，仕様変更が発生

おいて不明確な要素が存在する．例えば，開発初期に

したときにすぐに対応できるモデルの構築手法を提案

明確になっていない機能要件や，厳しいビジネス競争

する．

のため急速的に変更しているビジネスルールや，大規

本論文の構成を以下に示す．第 2 節で関連研究を紹
介した後，第 3 節で不確定要素を考慮した要求・運用・
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設計モデル構築手法について述べる．第 4 節で考察し，
第 5 節でまとめと今後の課題を述べる．
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素」について定義し，その分類について述べる．

2. 関 連 研 究

不確定要素の定義

本節では提案手法に利用したフィーチャモデルと部
分モデルについて紹介する．

システム開発において，明確ではないあるいは決
まっていないため，システムの設計や開発に影響を与

2.1 フィーチャ指向アプローチとフィーチャモデル

えるものを私たちは不確定要素と呼ぶ．一般的にはシ

フィーチャ指向アプローチは，製品の再利用性を考

ステム開発の初期段階において，ユーザーとコミュニ

慮したモデリング手法である1) ．フィーチャ指向アプ

ケーションの障壁があるので，曖昧な要求やお互いに

ローチは，FODA（Feature Oriented Domain Anal-

矛盾な要求，不完全な要求や可変な要求など確定して

ysis）と FORM（Feature Oriented Reuse Method）

いない要求がある．また，システム内部において，仕

の観点を採用している．FODA は主にドメイン分析の

様が決まったが設計者は如何な設計を採用すべきかが

ため利用されている2) ．FORM は FODA に基づくビ

分からない，決まらない場合もある，このような決ま

3)

ジネスの観点なども絞り込んだ再利用の手法である ．

らない設計方案も不確定要素である．例えば，採用す

フィーチャモデルは，フィーチャを階層的に配置され

べきアーキテクチャ，デザインパターン，解決策など

たフィーチャのセットである．同じドメインにおける

が決まらないためシステムの開発にも影響を与える．

異なる製品の間で，固定である部分及び将来変更しな

不確定要素の分類

い部分は固定フィーチャとしてフィーチャモデルで表

システムの開発における不確定要素を管理するため，

現され，共通ではない部分又は変更可能な部分は選択

不確定の原因となりうる主体により分類した．主にシ

フィーチャとしてフィーチャモデルで表現される．

ステム外部の不確定要素とシステム内部の不確定要素

2.2 部分モデル4)
次に部分モデルでの曖昧さを表現する仕組みについ

二種類に分類できる．
システム外部の不確定要素：設計者がコントロール

て説明する．ある不確定要素を含む仕様による設計を

できないシステム構成以外の不確定要素である．また，

するときに，仕様が不完全であるため，幾つかの発生

外部要素の属性を大きく以下の 4 種類に区分できる．

可能な状況がある．それぞれの状況に応じて作成され

1) 利害関係者（人・組織）
：対象システムに対する

た設計モデルが必ず共通しない部分がある．そして，

要求を発生する元であり，要求が不確定の場合は，シ

明確に定義されたセマンティクス利用して，設計にお

ステム開発に影響がある．2) 外部システム：対象シス

ける全て可能なモデルを一つモデルにまとめる．こ

テムと接続する他システムである．インタフェースや

のようなモデルセットにおいて全体のモデルの情報を

相互作用により対象システムの設計に影響を及ぼす．

反映できるものは部分モデルである．このような表現

3) 運用：対象システムの挙動に対する不確定要素で

により，設計者は只一つのモデルを管理するようにモ

ある．挙動に対する一定のルール，制約などはシステ

デルセットにおける全てのモデルを管理することがで

ム設計，あるいは運用操作により守られる．4) 環境：

きる．

対象システムが動作する環境に対する不確定要素であ

部分モデルを用いて，設計に置け要る曖昧なパラ

る．環境の変化にたいしてシステムの挙動や性能に影

メータを明らかに表現することができる．また，固定

響を与えるものであり，多くはチューニングにより適

であるパーツも一目で分かる．不確定性と曖昧性の表

合わさせる．

現はフィーチャモデル図より効果的であると考えられ

システム内部の不確定要素：システムの構造や振る

る．部分モデルを構築する場合には，選択可能なモデ

舞いに対する不確定要素である．設計者が要求に対す

ルをマージし，モデルのパラメータに注釈を付けるこ

るシステムのアーキテクチャや振る舞いや解決策など

とによって部分モデルを構築する．

を選択することを躊躇い，システムの開発に影響を与

本研究では，Michalis Famelis が提出した部分モデ

える．

ル構築とエンコード方法に基づいて，不確定要素を追

3.2 事

跡できるように改善した．

説明のために以下のような非常に簡単な例を用いて

3. 不確定要素を含む要求，運用，設計モデル
の構築手法

例

手順を紹介する．
ある会社は新タイプのディジタルランプの組み込み
制御システムを開発する予定がある．ランプの仕様を

3.1 不確定要素の定義と分類

図 1 に示す．おおまかな仕様は決定したものの市場の

ここでは，まず，システム開発における「不確定要

ニーズに合わせるため，ディジタルランプのスイッチ
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種別は市場調査結果により決定することとしたい．し
かし調査はシステム開発が始まってから 2ヶ月後に決
定する予定であるので，開発開始時には仕様が決定し

表 2 ランプ制御システムのケース一覧シート
ケース番号

不確定要素番号

ケース内容

発生率

1
2
3

1
1
1

スイッチタイプ 1

0.5
0.4
0.1

スイッチタイプ 2
スイッチタイプ 3

確定結果

ていない．ただし，採用されうるスイッチ種別は図 2
で示す 3 種類にあらかじめ決まっていることとする．

3) 確定結果：不確定要素が確定されたときに，その結
果を記入する．
表 1 にディジタルランプ制御システムにおける不確
定要素一覧シートを示す．ディジタルランプ制御シス
テムにおける不確定要素はスイッチの種類のみである．
スイッチの生産者は他の会社であるので，外部システ
ムの不確定要素に属す．影響を与える機能は当然ラン
プの点灯と消灯機能である．また，スイッチのタイプ
により，ランプの点灯や消灯の運用とシステム設計が
異なるため，影響範囲はハードウェア，運用モデルと
設計モデルと分析された．市場部の市場調査が終わっ

図 1 ディジタルランプシステムの仕様．(a) はランプの構造を示
す； (b-d) はランプの機能を示す

たらスイッチのタイプを決めることができるので，そ
の後この要素が変更しないと判断されるため，変更の
度合いは固定と記入する．また，決定日と決定者は要
求仕様の通りに記入する．

3.4 ステップ 2：ケース一覧シートの作成
このステップのインプットはステップ 1 で作成した
不確定要素一覧シートと要求仕様書である．そして，
このステップで作成したケース一覧シートは成果物と
してアウトプットする．
図2

採用されうるスイッチ種別

ステップ 1 で作成した不確定要素一覧シートにおけ
る全ての選択肢類と数値，選択肢類の不確定要素を抽

現在，開発者は納期を守るため，ランプのスイッチ

出し，それぞれの要素の可変状況や変更範囲を分析す

仕様が確定していないままでランプ制御システムの開

ることで，不確定要素の各形態をリストアップする．

発を進めたい，またランプスイッチの仕様が確定する

このような不確定要素の発生可能な状況や形態をケー

ときにシステムに与える影響を局所化し，大規模の手

スと言う．分析者は経験やユーザからの情報を用いて

戻り作業を防ぎたい．

各選択肢類と数値＆選択肢類の不確定要素のケースを

3.3 ステップ 1：不確定要素一覧シートの作成

整理して，表に記入する．この表はケース一覧シート

このステップのインプットは要求仕様書であり，ア

と言う．

ウトプットは不確定要素一覧シートである．

ケース一覧シートの基本構成要素は 1) ケース番号．

まず，要求仕様書などのドキュメントから要求にお

2) 不確定要素番号，3) ケースの内容，4) 発生率：こ

けるすべての不確定要素を抽出する．そして 3.1 節で

のケースの発生率の見積もりである．5) 確定結果，で

述べたように抽出した不確定要素を整理して，分類す

ある．

る．そして，不確定要素の分析を通じで不確定要素の

表 2 は表 1 により作成したケース一覧シートである．

システム影響種別，影響を与える機能範囲，影響範囲，

表 1 に記載された不確定要素は選択肢類の不確定要素

変更の度合い，決定者と決定日を取得し，表にまとめ

であるので，その不確定要素に対して分析を行い，発

る．このような不確定要素の性質が記入された表を私

生可能なケース項目をケース一覧シートに記入する．

たちは不確定要素一覧シートと呼ぶ．不確定要素一覧

採用するスイッチ種類の範囲が固定であるので，それ

シートには 3.1 節で記述した項目以外に以下の項目を

ぞれの採用可能のスイッチタイプを記入する．また，

追加する: 1) 番号：不確定要素を追跡するため，各不

ランプ制御システムに経験がある人により，各種類の

確定要素にユニークな番号を付けなければならない．

スイッチの採用確率を見積もる．スイッチタイプ 1 は

2) 依存関係：不確定要素の間の依存関係を記載する．

一般的に使用されるので，発生率を 0.5 とする．そし
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表 1 ディジタルランプ制御システムの不確定要素一覧シート
番号

不確定要素名

分類

影響種別

影響を与える機能

影響範囲

変化の度合い

決定日

決定者

依存関係

1

スイッチのタイプ

外部システム

選択肢

照明モードの変更

ハードウェアと運用モデルと設計モデル

固定

4月

市場部

なし

確定結果

てスイッチタイプ 3 はスイッチのサイズが大きくユー

定のパラメータと関連している不確定要素を標示しな

ザに敬遠される可能性が高いため，スイッチタイプ 3

ければならない．標示の仕方は以下となる：パラメー

の発生率を 0.1 をとする．そして，3 種類の発生率の

タの種類：パラメータ名 → 不確定要素一覧シート

和が 1 であるから，スイッチタイプ 2 の発生率を 0.4

名（不確定要素名/不確定要素の番号）
「→」は前のパ

をとする．

ラメータが後ろの不確定要素に依存していることを意

3.5 ステップ 3：フィーチャモデルの作成

味する．なお，不確定要素一覧シートが只一枚がある

このステップの入力は要求仕様書と不確定要素一覧

場合 U を表名の短縮形として使う．

シートとケース一覧シートである．アウトプットは作
成したフィーチャモデルと不確定要素の影響見取り図
である．
このステップに入ったら，まず，要求仕様書に基づ
いてフィーチャ指向要求分析を行い，フィーチャモデ

選択肢類の不確定要素を含むモデルの作成手法
曖昧な設計を表現するため，私たちは部分モデルを
利用する．基本的な部分モデルの作成方法は第 2 節に
述べたとおりであるが，依存関係を記述できるように
拡張した．

ルを作る．分析を行いとき，不確定要素のため確定し

第 2 節で説明した部分モデルの構築手法により，曖

ていない部分を可変フィーチャとして表現させる．既

昧な部分は点線で表れ，固定な部分を実線で表現され

に確定していたものに対しては固定フィーチャを作る．

る．しかし，各 UML 図の描き方には点線の表現は特

フィーチャモデルを作成する目的は主に二つがある．

別の意味を表現する場合がある．例えば，クラス図に

一つは，フィーチャモデルは製品群の要件の変動性を

クラスの依存関係を記述する場合などである．混乱を

表現する能力が優秀だからである5) ．私たちはこの強

避けるためここでは点線の変わりに緑色の実線でモデ

みを用いてシステム開発における確定していない部分

ルの曖昧な部分を表現する．

を明らかに表現する．つまり，フィーチャモデルの表

上述した方法を用いて，ランプ制御システムの照明

現手法で，システム内部の曖昧な箇所を可視化にする．

モード変更機能の状態遷移図を例として作る．まず，

また，フィーチャモデルは元々SPL(software product

開発計画により，それぞれのスイッチタイプにより状

line) に広く使われている．作成されたフィーチャモデ

態遷移図を作る．そして，一つの部分モデルにまとめ

ルは今後同じドメインシステムの開発への資産になる．

て，図 3 のように部分モデルを作成する．また，照明

3.6 ステップ 4：不確定要素を含む部分モデルを
作成する
このステップのインプットはフィーチャモデル図，
不確定要素の影響見取り図，不確定要素一覧シート，

モードの運用モデルもこの状態遷移図に依存する．

• 数値類＆選択肢類の不確定要素を含むモデルの作
成方法
まず，選択肢類の不確定要素を含むモデルのように

ケース一覧シートとステップ 4 で立てられた開発計画

部分モデルを作成する．その後，数値類の不確定要素

である．アウトプットは不確定要素に対して追跡でき

の記述方法で，該当のモデル箇所に記載する．

る設計部分モデルと運用部分モデルである．
このステップでは，主に設計者はフィーチャモデル
を参照して，計画の通りに設計モデルや運用モデルを
作成する作業である．また，不確定要素が確定すると

• 未知類の不確定要素は一般的に対応できないから，
モデルを作成しないことになる．

3.7 ステップ 6：不確定要素が確定した時にモデ
ルの変更

きに，迅速にモデルを確定するため，モデルにおける

不確定要素一覧シート，ケース一覧シート，作成さ

曖昧なパラメータとそれに対応している不確定要素の

れた部分モデルと確定された不確定要素はステップの

間に依存関係を立ち上げる．関連する不確定要素モデ

インプットである．アウトプットは更新された不確定

ルの作成は不確定要素の影響種別により異なる．

要素一覧シート，ケース一覧シートと確定されたモデ

数値類の不確定要素を含むモデルの作成手法

ルである．

数値類の不確定要素は必ずシステムにおけるあるパ

プロジェクトの進行に伴って，初期段階で存在して

ラメータに対応している．だから，私たちは数値類の

いた不確定性が徐々に確定されてきた．この時に，私

不悪低要素を含むモデルを作るときに，要素が対応し

たちは確定された不確定要素を追跡して，対応するモ

ているパラメータを含む頂点にノートを付けて，不確

デルの不確定のパラメータを確定させる．
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ケースを追加し，開発計画を立て，要求や設計へ戻っ
てやり直す．2) 不確定要素の影響見取り図によって
ケースに対応している設計部分モデルや運用部分モデ
ルを見つける．3) 同じ不確定要素において，発生す
るケースの発生率を 1 にする，それ以外のケースの発
生率を 0 にする．4) モデルの各頂点と辺の依存公式
により，変更した各辺や頂点の表現方を変わって，モ
デルの不確定性を削減また削除する．
数値類かつ選択肢類の不確定要素:

1) 選択肢類の不確定要素として，変更後のモデル
を得る，2) 数値類の不確定要素の変更方法に従い，該
当のパラメータを固定にする．
ランプ制御システムの設計を例として説明する．4
図3

ランプ制御システムの照明モード変更機能の不確定要素を含
む変更状態遷移図

月に入って，市場部の調査に基づくスイッチのタイプ
が決まった．最後はスイッチタイプ 2 が採用された．
スイッチタイプは選択肢類の不確定要素であるので，
手順に従い，表 3 と表 4 のように確定情報を不確定
要素一覧シートとケース一覧シートに記入する．そし
て，ケース一覧シートにより，設計モデルを図 5 のよ
うにモデルを固定にする．また，運用モデルを図 6 の
ように確定する．ここまで，ランプ制御システムの照
明モードの変更機能の設計が確定することが出来る．
スイッチタイプの確定のため，要求分析や再設計する
ことが不要である．

図4

全部消灯からランプ 2 のみ点灯へ運用モデル

要求，運用モデル，設計モデル間では不確定性追跡

表4

要素が確定した後のランプ制御システムのケースシート

ケース番号

不確定要素番号

ケース内容

発生率

確定結果

1
2
3

1
1
1

スイッチタイプ 1

0.5
0.4
0.1

0
1
0

スイッチタイプ 2
スイッチタイプ 3

関係がある．不完全要求のようなシステム外部の不確
定要素に応じで，運用モデル或いは設計モデルの不確
定パラメータを追跡することができる．また，システ
ム運用や設計におけるシステム内部の不確定要素に対
して，運用モデルと設計モデルの間で不確定要素を追
跡することができる．
これから，追跡方法を説明する．
数値類の不確定要素:
確定結果を不確定要素一覧シートに記入してから，

図5

設計モデルの変更

図6

運用モデルの変更

不確定要素の一覧シートの依存関係列或いは影響与え
る機能列によりシステムに影響を及ぼすパラメータを
探して，決定値を入力する．その後，不確定要素一覧
シートに確定結果を記入する．
選択肢類の不確定要素:
選択肢類の不確定要素の変更方法は以下となる．1)
ケース一覧シートで採用されたケースを見つけて確
定結果を記入する．見つからない場合，つまり発生状
況が予想以外である場合，ケース一覧シートに新しい
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表 3 要素が確定した後のランプ制御システムの不確定要素一覧シート
番号

不確定要素名

分類

影響種別

影響を与える機能

影響範囲

変化の度合い

決定日

決定者

依存関係

確定結果

1

スイッチのタイプ

外部システム

選択肢

照明モードの変更

ハードウェアと運用モデルと設計モデル

固定

4月

市場部

なし

スイッチタイプ 2

4. 議

論

関係を記述することで，変更発生する時に設計への影
響を局所化する方法を提案した．そして，小型飛行船

組込みソフトウェア開発の事例として 2012 年度 ESS

競技システムにおいて，パラメータへ影響を与えると

ロボットチャレンジ大会のため開発された小型飛行船

設計モデルに影響を与えると運用モデルに影響を与え

競技システムを対象としてケーススタディを実施した．

ると設計・運用モデル両方に影響を与える不確定要素

ESS ロボットチャレンジは，情報処理学会組込みシス

に対して，提案した手法をシステムの設計に適用し，

テム研究会主催組込みシステムシンポジウム 2012 の

提案手法の有効性を示した．

特別企画であり，組込みシステム技術を駆使し，自動

今後の課題として，部分モデルの可読性を向上する

航行する室内用飛行船ロボットシステムの開発を競う

記法，もしくは，ツール支援が必要である．一方，不

競技である．小型飛行船競技システムの開発には色々

確定要素の発生可能な状況は，主に要求仕様書から得

な不確定要素がある．大会当日の気圧，温度，湿度な

る情報と経験者が予測した状況から整理したものであ

どの会場の環境情報が必要であるが，開発初期段階で

る．そのため，予測出来ない不確定要素に対する設計

その情報を得られない．なお，大会開催時に，環境情

に提案手法は適用することが出来ないため対策が必要

報を集める時間やリハーサル時間や飛行船を回収用の

である．また，今回は要求と設計における不確定要素

アイテムを大会側から用意するかどうかのような運用

の対処方法を提案したが，実装段階での対処方法はま

情報も得られない．紙面の都合で構築したモデルを掲

た提示していない．現在，部分モデルを用いて，共通

載できないため，得られた結論のみをここでは述べる．

部と可変部を表現できる，また，各可変な頂点や辺の

不確定要素の分類方法，表形式での表現方法につい

発生率もモデルから得られる．この情報を用いて，実

ては妥当であった．また，部分モデルを用いて開発過

装のクラスやメソッド間でのトレーサビリティを確保

程における要求，運用，設計仕様の曖昧さを表現する

し，不確定要素を含むシステムの実装方法を提案でき

ことができた．しかしながら，曖昧さが大きい場合に

る可能性がある．

はモデルの可読性が悪くなることがあった．ツールに
よるモデルの構築，表示支援が必要である．また，モ
デルの構築工数が増加傾向にあり，すべての曖昧さを
部分モデルとして表現することは現実的では無かった．
また，不確定要素のトレーサビリティを確保すること
により，要求などが決定した際に他のモデルを自動的
に決定させることがで，設計変更の工数を削減するこ
とができた．しかしながら，変更が予測範囲以内であ
れば工数はほぼ必要ないが，予測の範囲を超えた場合
には従来手法よりもモデル構築の工数が増加した．

5. お わ り に
本研究では不確定要素に対して，要求，設計，運用
モデルの構築手法の提案を行った．開発初期段階で，
不確定要素を含むシステムの開発において，不確定要
素の直感的な可視化表現方法がない，予測の誤りによ
り開発後期で手戻りが発生する，といった問題がある
ことを示した．本研究ではこれらの問題点を解決する
ため，表とフィーチャモデル図を用いて不確定要素を
表現する不確定要素の可視化方法を提案した．また，
各発生可能な設計提案を部分モデルにまとめて，不確
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