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Kenichi Niimi and Kohji Ohsawa
本論文は，UML モデルの品質確保のためのモデル検証において，プロジェクト固有のモデリング・ルールを
容易に定義・検証できるモデル検証フレームワークを提案する．本フレームワークでは，各モデルの要素に合わ
せて用意された検証ルールの部品の組み合わせにより，検証ルールを柔軟に定義可能なので，プロジェクト固
有のモデリング・ルールを順守してモデルが作成されているかのインスペクション（静的チェック）の自動化も容
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易となり，手戻りコストの予防，標準化徹底のためのコストの削減を図ることが可能となる．
This paper proposes model validation framework which enables us to define the project specific validation rules
flexibly and inspect models easily. According to a definition of validation, this framework combines some rules
which are prepared for each UML element, and validates models. As a result, it makes possible for us to inspect
models automatically, reduce costs of model development and standardization activity.
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1．はじめに
近 年，オブジェクト指 向 開 発 では UML（Unified

品質の確保と下流工程からの手戻りの防止を効率的に

Modeling Language）モデリングによる分析・設計・開

実施できる．さらに，モデル駆動型開発では自動で生成さ

発を実施するプロジェクトが多くなっている．また，モデル

れた成果物について細かなインスペクションを行うことはな

駆動型開発［1］を採用し，モデルやソースコードの一

いため，その入力となるモデルの検証は不可避である．

部自動生成を行う事例も出てきている．オブジェクト指向

モデル検証ルールには，次の三つのレベルがある．

開発では複数のクラスのメソッドが相互作用を行い一つ

①メタモデル・レベル：いわゆる UML の仕様に基づくルー

の機能を実現する．そのため，従来の 1 機能 1 メソッド

ル（例：クラスはパッケージを保持しない）

のような開発スタイルと比較し，設計すべき要素が増加し

②標準設計レベル：モデリングする際に順守すべき標準

ている．さらに近年のシステムの大規模化も，モデルの大

的なルール（例：抽象クラスには具象サブクラスが必要

規模化に拍車をかけている．そのためモデルの品質を効

である．循環参照は禁止する．シーケンス図のメッセージ

率的に確保する技術が求められており，その解決策の一

に対応する，クラスのオペレーションが存在すること．
）

つとしてモデル検証が挙げられる．

③プロジェクト固有レベル：プロジェクト固有の制約に合

モデル検証とは，インスペクション（静的チェック）［2］

わせて定義されたルール（例：プロジェクト独自のモデル

を自動化するための技術の一つであり，モデルとしてどう

構造や命名ルール，アーキテクチャーの制約のための検

あるべきかという検証ルールを定義し，作成したモデルが

証ルール）

その検証ルールに合っているかを自動検証する技術であ

，RSM（Rational
RSA（Rational® Software Architect）

る．ソフトウェア開発のすべてのエラーの 50 〜 65% が設

Software Modeler）などのモデリング環境や，従来なさ

計段階で混入するともいわれ［3］
，インスペクションを行う

れてきたダイアグラム間整合性検証の研究［5］
［6］では，

ことにより設計時のエラーの最大 75% の発見に効果があ

①②は検証可能であるが，③の定義・検証はできない．

るともされており［4］
，モデル検証を実施することでモデル

しかし，以下の（1）〜（3）のようなアプリケーション開
発の状況からプロジェクト固有のモデル検証の実施が急
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（1）アーキテクチャーの複雑化

2. モデル検証フレームワークの要件

エンタープライズ・レベルのアーキテクチャー［7］
，独
自フレームワークを利用するための設計など，アプリケー
ション設計をする上でのルールが多様化している．そのた

モデルの検証フレームワークが持つべき要件とその理
由を次に示す．

が難しい．
（2）プロジェクト・メンバーのスキル

（1）プロジェクト固有の検証ルールが定義可能
主に以下のようなプロジェクト固有のルールを定義し，

プロジェクトの大規模化による開発メンバーの増大や

検証可能とする．

入れ替えにより，メンバーのスキルのバラつきが生じ，標

（a）モデルの構造

（3）アーキテクチャーや標準事項の変更
設計・開発を進める中で，アーキテクチャー上の制約

パッケージの構造やクラス，
インターフェースの配置場所，
またその命名ルールの定義を行う．
（b）各モデル要素のプロパティー
各モデル要素のプロパティーの設定の仕方の定義を

のため，変更に対する影響分析が十分にできず，モデル

行う．例えば，オペレーションであれば，可視性や戻り値

に対する修正漏れが発生する．

の型，ステレオタイプの設定などである．

❸

ＩＢＭプロフェッショナル論文

や標準事項が変更されることがある．モデルの大規模化

（c）各モデル要素間の相関関係
プロジェクト固有の検証ルールに従って検証するため

モデル要素間の相関関係の定義を行う．例えば，分

に は，EMF（Eclipse Modeling Framework）
［8］ の

析モデルにおいて「依存線のある端がバウンダリーの場

機能を利用して Eclipse のプラグインとして検証機能を

合には，もう一つの端はエンティティーではないこと」，な

実現したり，オブジェクト制約言語（Object Constraint

どである．

Language）
［9］を用いて検証したりすることも可能であ

❹

（d）条件付きのルール

るが，どちらも高い技術を必要とするため個々のプロジェ

特定の場合にのみ（a）〜（c）が成り立つようなルール

クトで採用するのは困難である．型付きグラフを用いてモ

を定義する．例えば，
「実装クラスを表現するクラスの場

デルに対する制約を表現する研究［10］
，Abstract State

合，必ずクラスを説明する文書を記入していること」な

Machine（ASM）という表記でモデルの意味定義をし，

どである．

ASM コンパイラーにかけてモデルを検証する研究［11］
もされているが，個々のプロジェクトで簡単に利用できるほ

（2）検証ルール定義の柔軟性

ど定義と手順が容易ではない．また，
UML モデル要素
（ク

モデル構造やアーキテクチャー上の制約はプロジェクト

ラスやユースケースなど）とダイアグラムや，その描画情

によって異なるため，プロジェクト固有の検証ルールに合

報の相関ルール（図上での使用状況や，ある図 A で定

わせて検証ルールを柔軟に定義できる必要がある．また，

義されたクラス間の関連と，ほかの図 B で定義されたク

あらかじめ用意されている検証ロジックだけでは，プロジェ

ラス間の関連が矛盾していないかなど）を容易に定義で

クト固有の検証ルールを実現できない可能性もある．そこ

きる機構は存在しない．これらの理由から，
個々のプロジェ

で，利用者が新たな検証ロジックを作成し，あらかじめ用

クトにおいて，プロジェクト固有の検証ルールに対するモ

意されているルールと組み合わせてプロジェクト固有の検

デル検証を実施することは困難であり，設計に対して誤り

証を実現できる必要がある．

が混入しているのが現状である．
そこで本論文では，XML を用いて個々のプロジェクト

❷
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準化事項がすべてのメンバーに徹底できない．
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めモデル作成者がすべてのルールを正確に把握すること

（3）最新の検証ルールを反映できる運用環境

でも容易にプロジェクト固有の検証ルールを定義，検証を

プロジェクト期間中に検証ルールが変更されることは

実施でき，さらに複雑な検証ロジック実現のために Java を

多々ある．検証ルールが変更された場合に，必ず各モデ

用いて拡張可能なモデル検証フレームワークを提案する．

リング担当者に検証ルールを更新してもらうため，日々の

以下，2 章でモデル検証フレームワークの要件を整理

開発プロセスに組み込む必要がある．そこで検証ルール

し，3 章で，その要件を実現するフレームワーク Quality

定義は構成管理の対象とし，日々必ず行われる構成管

Checker for Application Model（QCheckAM）を紹介

理ツールとの同期のタイミングで開発者の手元に取得可

する．さらに 4 章で，適用事例で実証した適用効果につ

能となるようにする．

いて述べる．
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（4）検証実行の容易性
日々の改善活動が負荷なく実施できるように，検証ルー

していないかなどを確認する．
また，
残エラー項目を確認し，
プロジェクトの進め方の検討材料とする．

ルの定義，検証の実行が容易に行える必要がある．そ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

こで，誰でも慣れ親しんだことのある形式で検証ルールを

Act：レビュー結果をもとに対策を検討し，必要に応じて

記述可能とする．また，一回の操作で既存のモデル検証

検証ルールの修正を決定する．このタイミングでの変更は

ツールも含め，同時に実行可能とし，エラー個所もすぐに

以下のような要因がある．

特定できるようにする必要がある．

アーキテクチャー，規約の変更：プロトタイピングなどを
通して必要になったアーキテクチャー，規約の変更で

3. Quality Checker for Application Model
（QCheckAM）
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ある．
用語の統一：モデリングをしている際にモデル作成者
間で業務的な用語（名詞や動詞）のバラつきが出て

この章では，2 章で示した要件を実現するために開発
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❸
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くる．このような属人性を排除するために，命名ルール

した，モデル検証フレームワークである QCheckAM を紹

を規約として追加する必要がある．

介する．まず，3.1 節で QCheckAM を利用したモデリン

自動化ツールの仕様決定：モデル駆動型開発のために

グの PDCA サイクルを説明し，要件（3）
，
（4）の実現

モデルやソースコードを生成するツールの仕様が決定す

が可能であることを示す．次に要件（1）〜（2）を実現す

ると，その仕様に合わせてモデリングを行う必要がある．

るための仕組みとして，
3.2 節で，
モデル検証を複数のルー

このようなことから検証ルール定義の変更をし，構成管

ル部品の組み合わせで実現することを示し，ルール部品

理へ登録することで，次の PDCA サイクルでは新たな検

の種類と粒度を 3.3 節で，検証ルールの記述方法を 3.4

証ルールでモデルの検証を実施することができる．

節で示す．
3.2 モデル検証フレームワーク
3.1 モデリングの PDCA サイクル

プロジェクト固有の検証ルールに柔軟に対応するため

QCheckAM を利用した日々の開発の流れを図 1 に示

に，QCheckAM はモデル要素の種類に合わせて検証ロ

す．QCheckAM を利用してモデリングに対する PDCA サ

ジックを実装した「ルール部品」を組み合わせて検証を

イクルを回すことで，常にモデルの品質を確保する．

行う．その流れを制御するのが，モデル検証フレームワー
クである．図 2 に示すように，モデル検証フレームワーク

Plan：まず，アーキテクトや標準化担当がモデルとして守

は，まず検証ルール定義に従い，ルール部品を動的に組

らなければならないルールを XML 形式の検証ルール定

み合わせる．次に UML モデル要素やダイアグラムの描

義として取りまとめ，構成管理ツールへ登録する．

画情報を読み込み，組み合わされたルール部品を利用し
て検証を実行し，検証結果の表示を行う．検証ルールに

Do：モデル作成者は，構成管理ツール上のモデルと同

合わせて必要な検証ロジックを組み合わせて検証を実行

期するタイミングで，検証ルール定義の取得／更新を行
う．このことにより，アーキテクト／標準化担当が作成した
検証ルール定義を確実に手元に持ってくることが可能と

Plan

Act
1. 規約の策定

なる．続いて，モデリング規約に沿ってモデリングを行い，

検証
ルール定義

モデルの検証を行う．検証結果とエラーの原因を即座に
確認，エラー個所に移動できるため，その場での修正を

アーキテクト
標準化担当

促すことができる．この検証を行うと，RSA のモデル検証
機能も同時に実行可能であるため，モデル作成者は複

7. 標準事項の見直し

2. 検証ルール定義の取得

3. モデルの作成

数の検証を実施しなくても済む．さらに，重要度の高い規
約については，モデルに修正を加えたと同時に自動で検

モデル

証することも可能である．
モデル作成者

Check：作成されたモデルをレビューし，アーキテクチャー
の制約にあったモデリングとなっているか，属人性が混入
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Do

6. モデルのレビュー
残エラー項目の確認

4. モデルの検証

QCheckAM
5. モデルの修正

図 1. モデリングの PDCA サイクル

Check

修正

エクスト
ラクター

を抽出（エクストラクト）し，

カスタム・
ルール

フィルター

QCheckAM ルール部品

さらにコンポジット・ルール
もしくはアトミック・ルールを

カスタム・
ルール

コンポジット・
ルール

用いてクラスを検証する．

カスタム・ルール部品

モデル

検証ルール
定義

ルール読み込み
ルール部品組み合わせ

モデル読み込み
検証

QCheckAM モデル検証フレームワーク

エラー

エクストラクターは UML

UML
モデル要素

モデル要素，ダイアグラム

ダイアグラム

情報を抽出することが可
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組み合わされた
ルール部品

やダイアグラム上の描 画
能である．例えば，
「ある

図 2. QCheckAM の検証の流れ

❷
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クラス（UML モ デ ル 要
素）を利用しているクラス

することにより，プロジェクト固有のルールにも柔軟に対応

図（ダイアグラム）を抽出する」，などが可能となる．こ

することが可能となっている．さらに，あらかじめ用意され

のことにより，UML モデル要素とダイアグラムや描画情

たルール部品では実現できないような複雑な検証ロジック

報の間の相関関係を検証することが可能となる．

検証可能な内容を増やし，検証することも可能である．

❸

（d）コンポジット・ルール
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の場合には，カスタム・ルール部品を作成することにより

アトミック・ルール，フィルター／無視条件，エクストラク
ターを組み合わせた検証ルールであり，必要に応じて，こ

3.3 ルール部品

れらの And, Or, Not の演算も行う．ユーザーから見える

ルール部品は，各モデル要素の検証内容に合わせて

検証ルールの単位である．例えば，
「ソースコードに変換

検証ロジックを実装したものである．例えば，
「名前付きの

されるクラス，インターフェース，オペレーション，属性（フィ

モデル要素」を検証するルール部品や，
「多重度を持つ

ルター条件で表現）には JavaDoc のためのモデル要素

モデル要素」の設定内容に応じてモデル要素を絞り込

「文書」が記述されている（アトミック・ルールで表現）

むルール部品，
「クラスとオペレーションの関連」をたどり，

❹

こと」などである．

保持するオペレーションを抽出するルール部品などがあ
る．ルール部品は検証の振る舞いの最小単位であり，こ
れらを組み合わせて検証を行うことにより，柔軟にプロジェ
クト固有の検証ルールを定義可能としている．

（2）ルール部品の粒度
柔軟に検証ルールを定義するために，適切なルール部
品の粒度を選択する必要がある．そこで，UML のメタモ
デルをルール部品の作成単位とした．UML のメタモデル

（1）ルール部品の種類

は，
UML の属性や関連を規定するためのモデルである．

ルール部品は以下の 4 種類からなる．それらの関係を
図 3 に示す．
検証を行うモデル要素の絞り込みを行う。

（a）アトミック・ルール
UML のプロパティーの設定内容を検証する．プロパ
ティーとは，例えばオペレーションの可視性や，属性の多
重度などがある．
（b）フィルター／無視条件

ユーザーから見える検
証ルールの単位。フィ
ルター／無視条件、
ア
トミック・ルール、エク
ストラクターを利用し
て検証をする。

フィルター／無視条件
＊
アトミック・ルール

モデル要素を検証対象とするか，無視するかの絞り込
みを行う．例えば，
「ソースコードに変換するモデルのみ

＊
コンポジット・ルール

対象にする」，
「テンプレートとして利用するためのモデル
は対象外とする」などである．
（c）エクストラクター
エクストラクターは，あるモデル要素を検証するときに，
別のモデル要素の状態を検証する必要があるときに利
用する．例えば，依存線があり，その端のクラスの状態を
チェックする必要がある場合には，依存線の端のクラス

＊

1..＊

0..1

＊

0..1

UMLのプロパティー
の内容を検証する。

＊
エクストラクター

0..1

ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

アトミック・
ルール

QCheckAM
検証ルール
定義サンプル

＊

あるUML要素を検証するときに、別の
UML要素の状態を検証が必要なときに
関連する要素を抽出する
（相関検証用）

図 3. ルール部品の関係
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ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

そのため，UML の属性や関連の条件を検証するルール

正規表現で記述可能とし，命名ルールやモデルの構造

部品の単位として UML のメタモデルを選択することは，

などの定義を容易にしている．

UML の検証ルール記述に親和性が高く，その組み合わ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

さらにコンポジット・ルールごとに重要度や動作モード，

せにより柔軟に検証ルールを定義可能となる．例えば，
「名

メッセージなどを設定して検証ルールとして定義する．動

前付きのモデル要素」は UML のメタモデルの一つであ

作モードはバッチ・モードとライブ ･ モードを指定すること

るが，この要素に対するルール部品を用意しておくことで，

が可能で，バッチ・モードはメニューから検証を実行した

クラス，インターフェース，属性など名前を持つモデル要

ときのみ実行され，ライブ・モードは変更を加えたモデル

素の名前に関する検証を実施することができる．ただし，

に対して毎回検証が実行される．リアルタイムで検証を行

ユーザビリティーなどの観点から，UML のメタモデルより

いたい場合には，ライブ・モードを指定する．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

大きな単位とする場合もある．また，コンポジット・ルール
はそれ以外のルール部品の制御をするため，UML のメ

4. モデル検証による効果

タモデルの単位とは一致しない．
モデル検証の効果を確認するために，簡易的にモデ
ル検証ツールを作成，実プロジェクトへ適用し，その効果

3.4 検証ルール定義

❸

ＩＢＭプロフェッショナル論文

検 証ルール定 義のフォーマットは，広く使われてい
る XML を採用することで検証ルールの定義を容易に

を確認した．次に，モデル検証を QCheckAM を利用し
て実施した場合のさらなるメリットの考察を行う．

した．また，あらかじめ検証ルール定義のサンプルを提
供し，命名ルールなどのパラメーターを変えるだけでプ
ロジェクト要件に合わせた検証ルール定義を可能とした．

❹

4.1 モデル検証ツール適用事例
RSA 上で動作するモデル検証ツールをJava で実装し，

QCheckAM では，モデリングの際の品質チェックを行う

実プロジェクトに適用した．最新のモデルの規模は，検

ための検証ルール定義のサンプルを，ユースケース・モ

証対象のモデル要素数にして約 5 万ほどであり，モデリ

デル，分析モデル，設計モデル用に提供している．

ング実施者の最大の人数は 20 名ほどである．主要な検

図 4 に，例として検 証ルール定 義 の 一 部を抜 粋

証内容を以下に示す．

した．
「ルール部 品 」 には，アトミック・ルール，フィ

パラメータの多重度の設定内容

ルター ／ 無 視 条 件，エクストラクター，コンポジッ

属性，パラメーターの型の設定有無

ト・ル ー ル の 実 装 クラスを 表 す．例 え ば 図 中 の

パッケージ名とモデリング規約との整合

UMLTypeNameValidationCondition では UML の 種 類

クラス名とモデリング規約との整合

（クラス，インターフェースなど）をフィルター
するためのルール部品である．そのルール部
品に対して，具体的な「条件の値」を指定
する．例では，
「クラス，インターフェース，属
性，操作，パラメータ」を指定している．さら
に NamedElementValidationCondition を 利
用して，完 全 修 飾 名に「Implementation_
Designs」 を 含 む UML モ デ ル 要 素 を 検
証の対象としている．エクストラクターでは，
「DepenedencyClientExtractor」 で 依 存 線
の端のクラスを抽 出し，アトミック・ルール
「ElementValidationCondition」 で そ のクラ
スに対して，
「business」キーワードが当たっ
ていることを検証している．つまり依存線が
「business」キーワードを持つクラスを結んで
いることを検証している．これらを組み合わせ
てコンポジット・ルールとして検証ルールを定
義することができる．また条件の値については
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フィルター・ルール
<! -- 対象は、Class, Interface, Property, Operation, Parameter -->
<bean class="com.ibm.gtam.tkam.qcheckam.conditions.UML TypeNameValidationCondition>
<property name=”umlTypeNamePattern">
<value>Class|Interface|Property|Operation|Parameter</value>
</property>
</bean>
<! -- 対象は、Implementation̲Designsパッケージ以下 -- >
<bean class="com.ibm.gtam.tkam.qcheckam.conditions NamedElementValidationCondition">
<property name="qualifiedNamePattern">
<value>.+::Implementation̲Designs::.+</value>
</property>
</bean>

エクストラクター

条件の値

ルール部品

<bean class="com.ibm.gtam.tkam.qcheckam.extractor.DependencyClientExtractor">
<property name=”validationRuleList”>
<bean
class="com.ibm.gtam.tkam.qcheckam.conditions.ElementValidationCondition">
<property name="keywordList">
<value>business</value>
</property>
</bean>
アトミック・ルール
</property>
</bean>

図 4. 検証ルール定義

140

Java の命名ルールとの整合

120

ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

インターフェース名とモデリング規約との整合

100

図 5 ではインターフェースや型の設定など，早期に固
めておくべき項目を中心に，エラー要素を発見し，修正に
つなげられたことが分かる．また，名前などは設計を進め

08/7/30

08/7/16

08/7/2

08/6/4

08/6/18

08/5/21

08/5/7

08/4/9

08/4/23

08/3/26

08/3/12

多重度の設定値チェック

❷

型の設定有無チェック

ＩＢＭプロフェッショナル論文

（1）エラー要素の早期発見と修正

0

08/2/27

下に述べる．

20

08/2/13

移を図 5 に示す．適用した結果から得られた考察を以

40

08/1/30

するエラー要素数を 100としたときのエラー要素数の推

60

ＩＢＭプロフェッショナル論文

の推移を観察した．2008 年 1 月の各チェック内容に対

80

08/1/16

2008 年 3 月から検証ツール適用を開始し，違反項目

モデリング規約（パッケージ名）のチェック
モデリング規約（クラス名）のチェック
モデリング規約（インターフェース名）のチェック
Javaの命名ルール・チェック

図 5. エラー要素数の推移

る中で修正をしていくためエラー要素数の減少は緩やか

❸

ルの周知徹底が 3 カ月の間で確実に行われ，習熟効果

ル不順守に由来する手戻りは収束した．また，検証ツー

が出ているといえる．

ルを構成管理ツール経由で配布したため，標準化展開

ＩＢＭプロフェッショナル論文

に進んだが，
モデリング実施者 20 名に対しネーミング・ルー

のコスト削減も可能となった．
（2）レビュー時間の短縮
モデル検証ツール導入前も人手でレビューを行ってい

❹

（6）属人性の排除

たため，時間がかかり，レビュー漏れも多かった．モデル

PDCA サイクルを通して，モデリング中に見えてきた名

検証ツールを導入することにより，数秒で検証が可能なた

前の付け方などの揺れは，命名ルールを新たに規約とし

め，レビュー時間の大幅な削減が可能となった．

て盛り込むことで是正した．命名ルールのようなノウハウは
メンバーの参画した時期などによって習得度合いも異なる

（3）モデル品質の見える化と手戻りの減少
エラー数，エラー個所が分かるため，次工程へ進むこ

ことが問題になっていたが，検証ツールを利用することに
よりノウハウの共有が促進できた．

とが可能であるか判断が可能となり，次工程からの手戻
りも減少した．

（7）モデリング規約変更による影響度の見積もり
検証ツール導入までは，モデリング規約を変更する際

（4）レビュー精度の向上

にどれだけの影響があるか把握が難しかった．規約を変

細部まで網羅的に検証が可能となった．例えば，図

更する際に，この検証ツールを用いて規約の変更前，変

6 の＜誤＞で示されているモデルは，モデリング中の操

更後を比較することにより，規約変更による影響度を見積

作ミスで OrderDeailDTO クラスをドラッグ＆ドロップして

もることが可能となった．

OrderDTO クラスのインナー・クラスにしてしまった例であ
る．このモデル要素は自動生成される要素であり，
レビュー
対象からも外れていたため，検証ツールを利用することで
初めて明らかになった．
（5）モデリング規約の徹底

4.2 QCheckAM 利用による効果
検証ツールを独自で開発するのと比較し，QCheckAM
を利用することでさらに以下のような効果が得られる．
（1）導入コスト

検証ツール導入まではエクセル，ワードなどを利用して

4.1 で 適 用した 検 証ツールと同 様 の 検 証 内 容を

モデリングの規約を行っていたが，人による理解度もまち

QCheckAM の検証ルール定義として表現し，検証が可

まちであったり，規約が変更された際にモデル作成者に

能であることを確認した．プロジェクトに適用した検証ツー

伝わらなかったりし，
モデリング規約が徹底されていなかっ

ルのうち，今回例示した検証部分の設計・実装は 8 人

た．検証ツールを利用することにより，モデリング規約の

日ほどかかったが，QCheckAM では検証ルール定義を

徹底が可能となり，それまで週に数件発生していたルー

1 時間ほどで作成し，検証することができた．
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ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

＜正＞

＜誤＞

Order

Order

Order DetailDTO
Order DTO

Order DTO
Order DetailDTO

図 6. エラー抽出の例
ＩＢＭプロフェッショナル論文

（2）プロジェクト固有のモデル検証の容易さ
検証ツール作成には UML モデルの操作や RSA の
高度な知識が必要であり個々のプロジェクトで作成する
のは困難であるが，QCheckAM では UML の知識と検

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

証ルール定義の作成方法さえ理解すればよいため，容
易に利用できる．
（3）検証ルール定義の柔軟性

❸

ＩＢＭプロフェッショナル論文

オブジェクト指向分析設計を実施する際の標準化，品
質向上，工数削減をサポートするためのガイドと支援ツー
ル で あ る GTAM（Guide and Toolkit for Application
Modeling）で提供されるモデル品質チェック・リストをもと
に，機械的に検証可能と思われる 30 のチェック内容を

❹

QCheckAM で実現した．そのうち，29 個は 3.3 節で示し
た粒度のルール部品で実現することができ，UML のメタ
モデルを単位としたルール部品を組み合わせることにより，
柔軟に検証ルールの定義が可能であることが確認できた．
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大規模のオブジェクト指向開発において，モデル品質
を確保するためのモデル検証フレームワークを提案し，実
プロジェクトのモデル検証の事例を通してその有用性を
確認した．本フレームワークを利用することにより以下のこ
とが可能になる．
（1）プロジェクト固有の検証ルールの定義
（2）PCDA サイクルを通じたモデル品質向上
（3）容易な検証ルール定義
今後は，アーキテクチャー・テンプレートをモデルとして
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