効果的なオブジェクト指向モデリング教育のための
実行可能モデリング言語の比較評価
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概要：
モデル駆動開発（MDD）では，モデルからコードの自動生成が可能となり，モデルの作成から動作検証
までの時間を短縮することができる．オブジェクト指向モデリング教育に MDD を活用することで，学習
者は，モデルの動作を確認し，よりよいモデルへと修正するサイクルを短時間に繰り返す事ができるた
め，モデリングの学習支援につながると考えられる．本実践では，MDD に用いるモデリング言語として，

Executable UML 及びドメイン特化モデリング（DSM）言語の 2 種類の実行可能モデリング言語を用いた
講座を実施した．講座の結果，汎用的な利用が可能な Executable UML を用いた場合，振る舞いの定義
にアクション言語での詳細な記述が必要で，アクション言語の習得が学習者の理解の障壁になっていた．
DSM を用いた講座の方が短期間での演習課題の開発に取り組めており，モデリングの入門教育において
は，教育対象の課題や教育項目に特化した DSM 言語を作成し，アプリケーションの開発に取り組ませる
ことが効果的であるといえる．
キーワード：モデル駆動開発（MDD）
，Executable UML, ドメイン特化モデリング（DSM）言語，学習支援
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1. はじめに
近年，ソフトウェアの設計品質の向上のため，設計に

Shuhei Hiya1

Akira Fukuda4

が「このモデルは合っているのだろうか？」という疑問を
持つことが多く [3]，その解決が教育上の大きな課題となっ
ている．

モデリング技術を活用することがソフトウェア開発にお

UML に基づくオブジェクト指向ソフトウェア開発プロ

ける大きな流れになっている [1]．1990 年代半ばからソフ

セスのデファクトスタンダードとなっている RUP [4] で

トウェアシステムのモデリングに用いられる言語として

は，反復的開発を重視しており，正しい要件や設計を推測

UML（Unified Modeling Language）がデファクトスタン

するのではなく，現実の構築とテストからフィードバック

ダードとなっており [2]，UML を用いたオブジェクト指向

を得ることで，要件や設計を修正する機会が必要だとして

モデリング（以下，モデリング）教育を行う試みは数多く

いる [5]．モデリング教育においても，同様にモデルの動作

なされている．しかし，モデリングに教育においては，モ

を確認し，よりよいモデルへと修正していく作業が行えれ

デルの記述だけでは，その妥当性の検証ができず，学習者

ば，モデリング教育の課題を解決することができ，モデリ
ング技術の習得に有益であると考えられる．
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産業界では，動作可能なモデルを使う開発手法として，モ
デル駆動開発（Model Driven Development: MDD）の実
用化が進んでいる．MDD では，モデル上での検証とコー
ドの自動生成が可能で，作成したモデル図をすぐに実行し
て確認することができるため，モデルの機能テストが可能
である．また，設計と実装を完全に分離することができる
ため，モデリングに集中して開発できる．

MDD をモデリング教育に活用することで，実装と分離

した状態でモデルの欠陥の検出から修正のフィードバック
サイクルを繰り返すことができ，モデリングに重点を置い
た教育を行う事ができる．

2.1 教育対象
教育対象は，ソフトウェアエンジニアを目指しているモ
デリング初学者である．本研究で想定するモデリング初学

MDD と教育に関する研究では，MDD の仕組みやメタ

者とは，UML の基本的な表記法の知識はあるが，ソフト

モデルなど MDD そのものの教育に関する研究，システム

ウェア開発におけるモデリングを行った経験がない学習者

開発演習の中で MDD での開発を行う方法に関する研究，

とする．

MDD を活用したモデリング教育を行う研究の 3 つに大別
される．

2.2 学習目標

MDD そのものの教育では，Terje らは，メタモデルを用

本研究では，モデリング手法の習得の初期段階の教育を

いた言語の設計・開発を行えるようにすることを目的とし

想定しており，UML の静的・動的モデルを用いて，簡単

た教育コースの提案を行っている [6]．Bedir らは，3 年間

なシステムをモデルとして表現できるスキルを身に付ける

大学院で MDD 教育を行った教育プログラムの内容とその

ことを学習目標とする．本論文では，静的モデルとしてク

結果を報告している [7]．

ラス図，動的モデルとしてステートマシン図を用いる．モ

システム開発演習の中で MDD での開発を行う方法

デリングスキルとは，品質の高いモデルを描くことができ

に関する研究として，Hakan らは，学部生でも十分に

る能力であるとし，モデル品質は，文献 [13] に定義された

MDD によるシステム開発が行えることを示している [8]．

Syntactic, Semantic, Pragmatic の 3 種類を用いる．それ

Shayne らは，MDD を実現する方法の 1 つである Exe-

ぞれ，表記法に正確に従っていること，要求に対してモデル

cutable/Translatable UML を用いたシステム開発演習を

の表現内容が正確であり一貫性があること，第三者が容易

行い，
（1）利用するモデルが少ない，
（2）厳密な定義ができ

に理解できるモデルであることとされている．表記法に関

る，
（3）関心の分離ができるなどの理由から，コードの自動

しては，確認が容易であるため，特に Semantic, Pragmatic

生成を伴わない場合でも利用する有益性が高いことを示し

品質に関する学習を行う．

ている [9]．Youry らは，大学生によるソフトウェアの開発
や研究プロジェクトに MDD ツールを活用することの有益
性を示している [10]．これらは，システム開発プロジェク
トの開発環境の 1 つとして Executable/Translatable UML
や MDD ツールの活用を行なっており，プロジェクトの中
で MDD をどのように活用するかに焦点があてられている．

MDD を活用したモデリング教育を行う研究としては，
高校生や大学初級学年を対象としたプログラミングを前提
としない，抽象思考の訓練があげられる [11][12]．ただし，
ソフトウェア開発におけるモデリング教育への活用はほと
んど行われていない．
本稿では，MDD に用いるモデリング言語として，Ex-

ecutable UML 及びドメイン特化モデリング（Domain-

具体的な学習目標は，下記の通りとした．
責務分割 クラス図の作成において，クラスに責務を割り
当てることができる．
クラス名 第三者に責務がわかるクラス名をつけることが
できる．
状態名 各クラスのオブジェクトのライフサイクルにおけ
る各状態に適切な状態名をつけることができる．
遷移 状態の変化を引き起こすイベントを定義することで，
状態の遷移を表現できる．
振る舞い 各状態の振る舞いをアクションとして定義する
ことができる．

3. MDD

Specific Modeling: DSM）言語の 2 種類を用い，組込みソ

MDD とは，設計段階で作成したモデルをツール等を

フトウェアを開発対象としたモデリング教育を行った実践

使って動作シミュレーションを行うことで検証し，実際に

結果を報告し，モデリング教育における MDD の活用方法

動作するソフトウェアの実装コードを自動生成することを

を検討する．

狙った開発手法である．MDD においては，モデルがソフト

以下，2 章では教育対象と学習目標，3 章では MDD に

ウェア・ライフサイクルのすべての局面において開発プロ

関して述べる．4 章，5 章ではそれぞれ Executable UML，

セスの中心となる [14]．MDD 手法の一つに OMG が提唱

DSM 言語を用いた教育の実践内容及び実践結果を報告し，

している MDA（Model Driven Architecture）がある [15]．

6 章では実践結果を踏まえた考察を述べる．

UML を用いた MDA の実現方法として，Executable UML

2. 教育対象と学習目標

[16] がある．
一方，UML を利用せず，あるドメインに特化したモデ

本研究のテーマは，MDD 技術を用いて効果的なモデリ

リング言語である DSM 言語 [17] を作り，それを利用して

ングの学習支援方法を検討することであり，本章では，学

作成したモデルからコードを自動生成する手法もある．本

習支援を行う教育対象と学習目標を述べる．

章では，2 つのモデリング言語の概要及び開発方法を示す．

3.1 Executable UML
実行可能モデルと称される Executable UML は，OMG
によって FUML(Semantics Of A Foundational Subset For

Executable UML Models) として，仕様の標準化が進んで

として Web ベースのソーシャル DSL プラットフォーム

“clooca”[21] を用い，今回の演習課題用に DSM 言語を設
計した．記述できるモデル図は下記の通りである．

• クラス図

いる [18]．Executable UML とは，実行可能なセマンティ

– クラス（クラス名のみ）

クスとタイミング規則を UML 表記法のサブセットと組み

– 関連

合わせたものである．Executable UML における基本的な

• ステートマシン図

構成要素は，クラス図，ステートマシン図，アクション記

– 初期状態

述の 3 つである．構成要素の関係を図 1 に示す．動作可能

– 状態

なモデルとするために記述するアクション言語は，OMG

– イベント送信状態（ほかのクラスのステートマシン

により Action Language Foundational UML (ALf) として
標準化されている [19]．

図にイベントを送信できる）

– イベント
– 遷移
– アクション
クラスのライフサイクルを表現するステートマシン図を各
クラスに作成する．ただし，クラス図はシステムにただ一
つ記述することができ，クラスは自動的に一つずつインス
タンス化される．アクション及びイベントはすでに登録済
みのものプルダウンメニューから選択して利用する．なお，
他のクラスにメッセージを送る際は，クラス図にメソッド
を定義する代わりに，イベント送信状態を利用する．イベ

図 1

Executable UML の基本要素

Fig. 1 Fundamental elements of Executable UML.

ント送信状態の状態定義の際に，
「状態名」
，
「送信先のクラ
ス名」
，
「送信イベント名」を定義する．送信される側のク
ラスでは，ステートマシン図中に送信イベント名と同一の

Executable UML を用いてモデル化する際の手順を次に
示す．

( 1 ) システムの問題領域（ドメイン）を定義する．

イベント名を記述した遷移を作成することで，イベントを
受信することができる．

MDD ツールのエディタ画面を図 2 に示す．

( 2 ) ドメインに対するクラス図を作成する．
( 3 ) 各クラスのライフサイクルをステートマシン図で記述
する．

( 4 ) ステートマシン図の各状態のプロシージャをアクショ
ン言語で記述する．

( 5 ) モデルを検証する．
( 6 ) モデルをコンパイルし，ソースコードを生成する．
本実践では，Executable UML を用いた開発を行うツー
ルとして，BridgePoint [20] を用いた．

3.2 DSM
DSM 言語は開発対象ドメインに特化したモデリング言
語であり，DSM の主な目的は，
（1）開発対象の問題領域に
合わせたモデリング言語を作成することで抽象度を上げる

図 2

MDD ツールのエディタ画面

Fig. 2 An editor screen of the DSL tool.

こと，
（2）モデリング言語から開発対象に合わせたプログ
ラミング言語を自動生成することである [17]．これにより

UML を用いるよりも抽象度の高い言語での開発が可能と
なる．

DSM 言語の作成，利用には，メタモデルの定義やモデ

4. Executable UML を 用 い た モ デ リ ン グ
教育
4.1 実践内容

ルの記述を行うツールである DSL（Domain-Specific Lan-

専門学校 1 年生 20 名に対して Executable UML を用い

guage）ツールが必要である．本実践では，DSL ツール

たモデリング教育講座（以下，xUML 講座）を実施した．

本実践では，組込みソフトウェアのモデリングを開発対象
としたため，モデリングの教育の前に組込みソフトウェア
の開発を行う上での基礎知識の習得を目的とした基礎編を
実施した．その後，MDD やモデリング手法の技術習得を
目的とした応用編，自律的にモデル中心の開発が行えるよ
うになることを目的とした PBL（Project based Learning）
編を実施した．基礎編・応用編の教育項目を表 1 に示す．

PBL 編は，総合演習 B に業務を追加するソフトウェア開発
案件に対して，MDD を用いてチームでの開発を行う．期
間は，基礎編が 3 日間（1 日 7 時間），応用編が 4 日間（1
日 7 時間）
，PBL 編が 14 日間（1 日 7 時間）である．基礎

図 3

編・応用編では，ペアでの開発を前提とし，2 人に 1 台ロ
ボットを提供した．PBL 編は，1 チーム 4 名の 5 チームと
した．

自動搬送ロボット

Fig. 3 Auto transport robot.

クラス図の下位層に位置する自動搬送ロボットを構成
する，バンパ（Bumper）や荷台（Carrier）などのユニッ

表 1

基礎編・応用編の教育項目

Table 1 Educational items used in the basic and advanced
classes.

ト層のクラスは，実行可能な状態として配布をした．主な
課題内容は，自動搬送システムの全体的な制御を行うク
ラス（AutoTransporter）
，ラインに沿って走行するクラス

基

要素技術 A

組込みシステムの基礎，RTOS，クロス開発

礎

基礎演習 A

センサ，モータを動かすプログラム，
ライントレース

（LineTracer）の 2 つ責務に着目し，各クラスの振舞いを
表すステートマシン図を描くことである．これにより，命

編

総合演習 A

一連の業務をハンドコーディングで実装

名済みの 2 つのクラスの責務のみに着目して責務分割を検

応

要素技術 B

UML，MDD 手法，モデリング手法，

討する方法を学ぶことができる．また，各クラス内で起こ

モデルからコードの生成技法

る主要なイベントを定義した状態で配布し，各自が独自の

用

基礎演習 B

基礎演習 A のリバースモデリング，

イベントを定義する際に適切な抽象度で定義するための指

変換ルールに基づいてモデルからコードの

針となるようにした．配布したイベントリストを表 2 に

手動変換
編

総合演習 B

総合演習 A と同一業務を MDD 手法で開発

示す．

基礎編及び応用編で実施した総合演習課題は，架空の運
輸会社の自動搬送ロボットを開発するという業務であり，
開発対象ロボットは LEGO Mindstorms NXT で製作した
自律型車両ロボット（図 3）である．自動化する業務は，
「運搬」
，
「転送」
，
「回送」の 3 種類である．3 種類の業務は，
配達先や荷物の有無により変更される．なお，配達先はロ
ボット側面の側壁監視部（超音波センサ）
，転送先の検知は
ロボット前面のバンパ（タッチセンサ）で検知する．課題
はロボットの前方にあるライン監視部（光センサ）でコー
スの黒いラインをトレースし，配達先または転送先，車庫
で停止し，それぞれに地点において適切な動作を行い，所
定の位置に荷物を届けることである．演習のコースを図 4
に示す．
総合演習課題を MDD で開発する応用編では，初学者が

図 5

応用編総合演習課題のクラス図

Fig. 5 The class diagram of the integrated exercise in the advanced class.

スムーズにモデリングに取り組めるように，いきなりクラ
ス図を描かせるのではなく，クラス図を提供し，自動搬送
システムの業務を実現する部分のみ開発してもらうことと
した．提供したクラス図を図 5 に示す．なお，本クラス図
は BridgePoint で描いたもので，アクション記述を書く際
に必要な項目が付加されている*1 ．
*1

クラス名の右下にある英数字（例：TP ATP）は，キーレターと

4.2 実践結果
応用編では，クラス図は提供したため，各クラスのオブ
ジェクトのライフサイクルをステートマシン図とて表現す
呼ばれ，クラスへアクセスする記述を書く際に利用する．クラス
間の関連に付加されている英数字（例：R1）は，関連指定子と呼
ばれ，関連にアクセスする記述を書く際に利用する．

図 4

xUML 講座の総合演習のコース

Fig. 4 Course layout for integrated exercise in the xUML course.

表 2

クラス名

表 3

xUML 講座のイベントリスト

Table 2 Event list of the xUML course.
イベント名

説明

応用編総合演習課題達成率

Table 3 Achievement rate for integrated exercise in the advanced class .

bumper touched

バンパが押された

マイルストーン

達成率

bumper released

バンパが離された

1) ライントレース出来る

100 %

Auto

cargo loaded

荷物が載せられた

2) 側壁を検知して止まる

78 %

Transpoter

cargo unloaded

荷物が降ろされた

3) 荷下ろしを検知して回送する

78 %

end of turning

反転が終了した

4) 車庫に入って止まる

89 %

wall detected

側壁を検知した

5) マーカーを検知して振る舞いを変える

56 %

marker detected

マーカーを検知した

6) 右コースへ転進する

44 %

step into the line

ラインの中に入った

7) ラインエッジをトレースする

33 %

go out from the line

ラインの外に出た

8) マーカーを無視する

33 %

9) 反転する

33 %

10) 全てのパターンで完走する

11 %

LineTracer

ることが課題であった．各イベントに対する振る舞いがス
テートマシン図のアクションとして正しく定義されていれ
ば，ロボットは要求仕様通りの動きをする．2.2 の学習目
標のうち，
「遷移」と「振る舞い」に関しては，総合演習課
題の達成率で評価を行う．総合演習では，10 個のマイルス
トーンを定義し，達成率を評価した．演習課題の達成率を
表 5 に示す．

5. DSM 言語を用いたモデリング教育
5.1 実践内容
高専の 5 年生及び専攻科の 1 年生の計 6 名に対して，

DSM 言語を用いたモデリング教育講座（以下，DSM 講座）

ほとんどの受講者が 4 番まで達成できたが，5 番のマー

を実施した．すでに，組込みソフトウェアの開発における

カー検知でつまずく受講者が多かったため，それ以降の課

基礎知識や，UML の文法及びオブジェクト指向言語である

題内容を実装できていない受講者が多かった．ただし，多

JAVA を習得している学生を対象とした．xUML 講座で用

くの受講者は，マーカー検知のアルゴリズムのモデルによ

いた教材の中で，MDD 手法やモデリングに関わる部分で

る実現はできていたが，適切なパラメータを導出すること

ある応用編の内容を実施した．総合演習課題では，xUML

ができず未達成となっていた．従って，「遷移」，
「振る舞

講座でつまずく受講者が多かったマーカー検知を必要とし

い」の学習目標は達成できていたと考える．

ないコースへと変更し，よりモデリングに集中できるよう

図 6 に xUML 講座のステートマシン図の例を示す．
「状
態名」に関しては，状態名が未記入及び同じ名称の状態を
複数記述しているものがあったが，不適切な状態名は少な
く，状態名の検討を行なって記載していたといえる．

に工夫した．期間は，2 日間（1 日 4 時間）である．演習の
コースを図 7 に示す．

DSM 言語に定義したアクション及びイベントの選択リ
ストを表 4 に示す．

表 4

DSM 講座のアクション及びイベントの選択リスト

Table 4 Action and event list in the DSM course.
アクション

イベント

停止する

バンパに物があたると

前進する

パンガーが離されると

右回転する

荷台に物をのせると

左回転する

荷台から物を下ろすと

後退する

超音波で物体を検知すると

後左回転する

グレーマーカーを検知すると

後右回転する

黒を検知すると
白を検知すると

表 5

DSM 講座総合演習課題達成率

Table 5 Achievement rate for integrated exercise in the DSM
course.
マイルストーン

達成率

1) ライントレースできる

100%

2) 側壁を検知して止まる

67%

3) 荷下ろしを検知して回送する

83%

4) 車庫に入って止まる

67%

5) エッジチェンジし、搬送コースを変える

83%

6) 転送先を検知し、反転する

67%

7) 反転後ライントレースを再開する

67%

8) 全てのパターンで完走する

17%

「遷移」
，
「振る舞い」の学習目標は達成できているといえる．
図 8 に DSM 講座ステートマシン図の例を示す．ステー
トマシン図においては，5 名の受講者が同じ名称の状態を
図 6 xUML 講座のステートマシン図例

複数記述していた．また，状態名が空白や「a」,「b」
（図 8）

Fig. 6 Example of a state machine diagram in the xUML

などの状態の意味が読み取れない状態名にしたままの状態

course.

があるステートマシン図を作成した受講者が 2 名いた．た
だし，そのような状態は一部であり，他の状態名に関して
は，状態がわかる名前が付けられていた．

図 7

DSM 講座の総合演習のコース

Fig. 7 Course layout for integrated exercise in the DSM course.
図 8

5.2 実践結果

DSM 講座ステートマシン図例

Fig. 8 Example of a state machine diagram in the DSM course.

DSM 講座では，xUML 講座の応用編から課題の一部変
更を行ったため，マイルストーンを 8 つとした．業務内容

図 9 にクラス図の例を示す．

の達成率を表 5 に示す．

学習目標の「責務分割」
，
「クラス名」に関しては，6 名の

8 番の「全てのパターンを完走する．」というマイルス

受講者のよる 6 つのクラス図を評価する．クラスが 1 つし

トーン以外は，7 割程度の受講者が課題を達成しており，

かなく，適切な責務分割が行われていないクラス図が 1 つ，

図 9

DSM 講座のクラス図例

Fig. 9 Example of a class diagram in the DSM course.

関連が引かれていないクラス図が 2 つ，第三者に責務がわ

の難易度の変更を考慮に入れても，DSM の方が短時間で

からないクラス名となっているクラス図が 1 つあった．

の開発を可能にするといえる．DSM 講座の受講者のコメ

6. 考察
実証講座の結果を踏まえ，2 種類のモデリング言語のモ
デリングのしやすさ及びモデリング学習目標に対する学習

ントにおいても，「プログラムをたくさん書かなくてもい
いので，モチベーションを保つことができた．
」
「かなり直
感的にプログラムを組めるので，楽しみながら行えた．
」な
どがあり，モチベーション高く開発できるといえる．

支援状況を比較し，モデリング教育における MDD の活用
方法に関して考察する．

6.2 MDD を活用したモデリング学習支援

6.1 モデリングのしやすさ

に学習を支援できるかを検討する．

2.2 に定義した学習項目に関して，MDD 技術がどのよう
モデリングのしやすさは，言語仕様によるものと，ツー
ルの使いやすさのそれぞれに依存する．受講者コメント，

6.2.1 責務分割，クラス名
クラス名の記述に関しては，Executable UML，DSM 言

モデル図等の受講者の成果物を基に，言語仕様によるもの

語どちらも英数字での記載が必要であり，2 種類の言語に

を中心に分析を行う．

関して差異はない．MDD を用いるメリットとしては，開

Executable UML は，汎用的なモデリング言語であり，

発の後半にクラス構造やクラス名の変更を行った場合の影

幅広い分野のモデルを記述することが可能である．ただ

響が少ないことである．DSM 講座では，総合演習課題の

し，初学者にとっては，アクション言語の習得が新たなプ

モデル作成作業の後半 3 分の 1 の作業ログを確認したとこ

ログラミング言語の習得のように捉えられ，アクション言

ろ，作業のおよそ 1 割をクラスの追加，修正，削除の作業

語の習得，利用のハードルが，抽象度の高いモデリングに

にあてており，作業後半でもクラスの変更ができていた．

集中することを阻害していた．さらに，クラス名や状態名

モデリング教育においては，動作を確認しながらクラス

など，モデルに必要な名前をすべて英数字で記載する必要

を修正する作業を繰り返すことで，よりよいクラス構造を

があり，本実践での受講者のほとんどは英語が得意ではな

習得することに繋がると考えられるため，MDD 技術を活

く，日本語から英語への変換にも多くの時間を必要とする

用するメリットは高いといえる．

とともに，モデリングを続けるモチベーションの低下につ

6.2.2 状態名

ながっていた．また，英語のスペルミスや翻訳ミスがあり，

Executable UML では，状態名の記述は英数字で記載す

モデルを第三者が見たときの理解性の低下にもつながって

る必要があるのに対し，本実践用に設計した DSM は，日

いた．

本語での記述も可能にした．それにより，英語に翻訳する

これに対し，DSM 言語を用いた教育では，開発ドメイン

時間が短縮できよりスムーズに状態名を決定することがで

を限定して，事前にモデリング言語の作成を必要とする．

きり，モデル作成の時間が短縮できることが確認できた．

本実践では，Executable UML での講座の結果を踏まえて，

6.2.3 遷移，振る舞い

DSM の設計を行った．細かな文法にとらわれることなく，

遷移，振る舞いを決定する，イベントやアクションはプ

モデリング作業に集中できることを目標とし設計を行った

ルダウンメニューから選択をするだけで決定することがで

ため，自由度の低い言語となったが，本実践でのシステム

きるため，ステートマシン図の作成時間の大幅な短縮につ

開発においてはスムーズな開発が行えていた．xUML 講座

ながっている．xUML 講座では，振る舞いはアクション言

での総合演習課題（応用編）の開発時間は 9 時間であった

語で記述する必要がある．また，アクション言語では，振

のに対し，DSM 講座での開発時間は 3 時間であり，課題

る舞いを定義するほか，インスタンスやリンクの生成，他

のインスタンスにイベントを送信する際には，リンクをた

[6]

どり送信先を指定するプログラムを記述する必要があり，
作成に時間がかかる．さらに，図 6，図 8 を比較すると，

[7]

Executable UML では，ステート内のアクション記述が長
く，内容の理解に時間がかかるのに対し，DSM 言語では，

[8]

アクションは一行で定義できるため，どのような動作をす
るステートマシン図なのかがすぐ理解できる．
本実践で用いた DSM では，クラスのインスタンスが 1

[9]

つ自動的に生成される仕組みになっているため，インスタ
ンス生成などのプログラムを書く必要がなく，作成や理解
にかかる時間を短縮できている．一方，インスタンスが 1

[10]

つしか生成できないため，多重度を定義することができな
い．多重度の教育に関しては，新たな DSM を作成する必
要がある．このように，DSM では，自由度を少なくする
ことで，教育対象項目を絞り，理解度を上げる工夫ができ
る．モデリング技術における様々な教育項目ごとに DSM

[11]

を作成したり，理解度が進むにつれて自由度の高い DSM
を利用させることで，モデリングの教育効果が上がると考

[12]

えられる．

7. おわりに

[13]

モデリング教育に Executable UML，DSM 言語の 2 種
類の実行可能モデリング言語を活用した教育を実施した．

[14]

講座の結果，Executable UML を用いた開発では，モデリ
ング記法の他にアクション言語の習得が必要なこと，アク

[15]

ション言語を記述する量が多いこと，クラスや状態名など
を英数字で記載しなければならないことなどが受講者の

[16]

理解の障壁になっていた．DSM を用いた講座の方が短期
間での演習課題の開発に取り組めており，モデリングの入

[17]

門教育においては，教育対象の課題や教育項目に特化した

DSM 言語を作成し，アプリケーションを開発に取り組ま
せることが効果的であるといえる．
今後は，より効果的なモデリング学習の支援を行うため，

[18]
[19]

教育対象や教育項目に合わせた教育用 DSM 言語の設計及
び DSM 言語を用いたモデリング教育を行なっていきたい．

[20]
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