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研究成果の概要（和文）：アーキテクチャ設計は高信頼ソフトウェアシステムを開発する上で重要な役割を果たす．し
かしながら，適切な抽象度をもつ整合性のとれたアーキテクチャを設計すること，その設計内容を正しく実装につなげ
ることは容易ではない．本研究では，このような問題を解決するため，「滑らかな設計抽象化」を提案する．これは設
計と実装の間を滑らかに移動した収束点として適切な抽象度が得られるという考え方である．本研究では，滑らかな設
計抽象化を実現するため，1)抽象度を指定するためのアーキテクチャインタフェース，2)抽象度を測定するためのメト
リクス，3)抽象度を考慮に入れた設計とコードの間のトレーサビリティチェック，を提案する．

研究成果の概要（英文）：Architectural design plays an important role in developing reliable software syste
ms. However, it is not easy to design a consistent architecture having an appropriate abstraction level an
d implement a program faithful to the design. To deal with this problem, we propose the notion of fluid de
sign abstraction, a design approach in which an appropriate abstraction level can be captured by the conve
rgence of fluid moving between design and implementation. To support fluid design abstraction, we provide 
the followings: 1) an architectural interface mechanism for specifying abstraction, 2) metrics for measuri
ng an abstraction level, and 3) abstraction-aware traceability check between design and code.
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１．研究開始当初の背景 
アーキテクチャは高品質なソフトウェアを
構築する上で重要な役割を果たす．性能，頑
強性，保守性などソフトウェアにおける主要
な品質特性はアーキテクチャの良否に大き
く依存する．アーキテクチャ設計をいかにう
まく行うか，設計した内容をいかにプログラ
ム実装に伝えるかは開発者にとって重要な
関心事の一つである．ソフトウェアアーキテ
クチャ関する研究は 1990 年代以降，アーキ
テクチャ構築技法，アーキテクチャ記述言語，
アーキテクチャパターン，アーキテクチャ検
証など，様々な側面からなされてきた．最近
では，モデル駆動開発支援ツールの普及によ
り，アーキテクチャ設計のモデリング，設計
モデルからのプログラムコードの自動生成
が可能になっている． 
しかし，開発者の意図を正確に反映し整合
性のとれたアーキテクチャを構築すること，
そのアーキテクチャを正しく実装につなげ
ることは現在でも容易ではなく依然として
重要な研究テーマの一つである．たとえば，
Taylor, R. N.らは，ソフトウェア設計におけ
る重要研究テーマとして，「アーキテクチャ
設計から実装への移行」と「両者の間の頻繁
な行き来への適切な支援」を指摘している1． 
本研究では，このような背景の下，従来に
ない新たな「高信頼ソフトウェアアーキテク
チャ構築手法」の開発に取り組んだ． 
 
２．研究の目的 
ソフトウェアアーキテクチャとは，ソフト
ウェアの基本構造を示すものである．その際，
ソフトウェアに求められる機能だけでなく，
性能や保守性などの非機能要求についても
考慮しなければならない．高信頼なソフトウ
ェアアーキテクチャを構築するには，「アー
キテクチャの構造の善し悪しを判断するに
はどうしたら良いのか？」「非機能要求はど
のようにアーキテクチャに反映したら良い
のか？」「設計したアーキテクチャをどうプ
ログラム実装に繋げて行けば良いのか？」な
どの現実的な諸問題を具体的に解決してい
く必要がある． 
我々は，特にアーキテクチャ設計とプログ
ラム実装の間に横たわる問題の解決を研究
の目的とした．その理由は，現在のモデル駆
動開発支援ツールは，以下に示す「設計の抽
象度」「設計からコードへの洗練」「設計と
コードの同期」の 3つの側面で十分ではなく，
理論的あるいは技術的なブレークスルーが
求められていると考えたからである． 

 
課題 1: 設計の抽象度 
ソフトウェア開発において抽象化は最重要
課題の一つである．Kramer J.は「明快でエ

                                                   
1	 Taylor,	 R.	 N.	 and	 Hoek,	 A.:	 Software	 Design	 and	 
Architecture	 --The	 once	 and	 future	 focus	 of	 software	 

engineering,	 Proceedings	 of	 2007	 Future	 of	 Software	 

レガントな設計やプログラミングができる
エンジニアとそうでないエンジニアがいる
のは何故であろうか？」と問題提起をした上
で，「その答えは抽象化能力にある」と主張
している2． 
設計の抽象度をどのレベルに設定すべきか
については，必ずしも明確な答えがあるわけ
ではない．現状は，開発者の個々の判断ある
いはスキルにより，抽象度が設定されている
と言ってよい．そのため，様々な問題が現実
的に生じている．設計の抽象度が高すぎると
プログラム実装との乖離が大きくなり，設計
内容を見ても，プログラムがどのような構造
になっているのか理解できない．逆に設計の
抽象度が低すぎるとプログラムとの差異が
明確でなくなり，設計の意義が薄れてしまう．
そのような設計書を読むよりはプログラム
コードの方を読んだ方が良い場合が多く，設
計として意味を持たない．設計にはソフトウ
ェア構造の全体像とその合理的理由を記載
すべきであり，適切な抽象度を持たせるべき
である．しかし，「適切な抽象度」とは言っ
ても，それをどのように探し当てれば良いの
かは難しい問題である．抽象度を測るメトリ
クス，メトリクスに基づいて反復的に適切な
抽象度を探索するプロセスが必要となる． 
 
課題 2: 設計からコードへの洗練 
設計の意図を正確に実装に反映させるのは
必ずしも容易ではない．設計に矛盾がないこ
と，設計から実装への洗練が正しいことが形
式に検証できる仕組みが必要となる． 
 
課題 3: 設計とコードの同期 
設計とプログラム実装の同期をとるのは容
易ではない．設計からプログラムが完全に自
動生成されるのであれば同期の問題は発生
しないが，現状のモデル駆動開発技術では難
しい．現在のモデル駆動開発支援ツールでは，
ほとんどの場合，自動生成にはコードに近い
設計記述が求められ，上記の「設計は適切な
抽象度を持つべき」という条件を満たさない．
また，設計が変更になった場合に対応するプ
ログラムが修正され，逆にプログラムが変更
になれば設計にもそれが反映される双方向
のトレーサビリティが求められる．何らかの
形で抽象度を設定し，その設定したレベルで
プログラム実装とのトレーサビリティが保
証される仕組みが必要となる． 
ここで示した 3つの問題は，突き詰めると，
「設計とプログラム実装の間の境界が曖昧」
という本質的な要因に起因する．すなわち，
設計として何を記述し，何をプログラム実装
に任せるのかについての合意とそれを支援
するための技術が未だ確立されていないこ
とが本質的な問題である． 

                                                   
2 Kramer,	 J.:	 Is	 Abstraction	 the	 Key	 to	 Computing?,	 
Communications	 of	 the	 ACM,	 vol.50	 issue	 4,	 pp.36-42,	 

2007.	 



３．研究の方法 
本研究では，2 節で掲げた 3 つの問題を解
決するための手段の一つとして，「滑らかな
設計抽象化（Fluid	 Design	 Abstraction）」
という概念を提案した．これは，設計とプロ
グラム実装の間を流動的に移動（Fluidly	 
Moving）し，その収束の結果として適切な抽
象度が獲得される，という考えである．抽象
化の視点からのリファクタリングと言える．
この場合のリファクタリングは，従来のコー
ドあるいは設計モデルのみのリファクタリ
ングとは異なり，それらを含め一つのソフト
ウェアを構成する成果物，すなわち設計モデ
ルおよびコードにまたがったリファクタリ
ングである．「滑らかな設計抽象化」という
用語を使用した理由は，設計および実装フェ
ーズにおける抽象化は絶対的に固定したも
のではなく，「設計とコードの間の流動的な
移動と共に両者間の最適な組み合わせを柔
軟に探索すべき，すなわち抽象度は連続かつ
滑らかに変化させていくべきだ」という考え
に基づいている．	 
滑らかな設計抽象化を実現するための機構
は，	 A)抽象度を設定するための「設計モデ
ルとコード間」のインタフェース機構，B)抽
象度を測定するためのメトリクス，C)設定し
た抽象度を保持しつつ設計とコードのトレ
ーサビリティをチェックするための機構，か
ら構成される．2節の課題 1 は A)と B)により
解決される．課題 2と課題 3 は C)により解決
される．インタフェース機構として，我々が
提唱する Archface を適用した．Archface
（Architecture と Interface の造語）とは，
設計モデルとコードの間に存在するインタ
フェース機構である．図 1は滑らかな設計抽
象化の概念を図示したものである．	 
 
４．研究成果	 
(1) 滑らかな設計抽象化のための機構	 
①インタフェース機構 Archface	 
Archfaceとは，ソフトウェアアーキテクチ
ャが記述可能なインタフェース機構であり，
設計モデルとコードの間で共有すべきアー
キテクチャ情報（クラスやメソッドの定義，
メッセージ送受信など）とそれらの間の制約
（継承，メッセージ送受信の順序など）を公

開する．これらの情報のことをアーキテクチ
ャ点と呼ぶ．設計モデルは Archface で宣言
されたアーキテクチャ点を設計点（UML モデ
ル上のメッセージ送受信箇所など）としてモ
デル化し，一方，コードは同じアーキテクチ
ャ点をプログラム点(メソッド呼び出しな
ど)として実装する．設計モデルとコードの
双方が同じ Archface をそれぞれモデル化，
実装することにより，両者はアーキテクチャ
点の観点でトレーサビリティが保証される．	 
図2は Archfaceの概念を図示したものであ
る．図 2では，設計モデルを設計モジュール，
クラス定義等のコードをプログラムモジュ
ールと位置づけている．設計モデルもコード
同様，一つのソフトウェアシステムを構成す
るモジュールであり，両者間の抽象度を見直
すことは各々のモジュールの役割を再考す
るリファクタリングであることが分かる．ど
のアーキテクチャ点を Archface から公開す
るかにより，設計とコードの間の抽象度が決
まる．開発者は Archface を通じて抽象度を
設定すると共にその抽象度で設計とコード
間の同期をとることが可能となる．	 
	 
②	 抽象化指標	 
抽象化の度合いを示すメトリクスは以下の
式で与えられる．	 

アーキテクチャ点の数がプログラム点の数
と一致する場合，すなわち，設計モデルの内
容がプログラムコードと同等の場合，指標値
は 0となる．アーキテクチャ点の数が 0の場
合，すなわち，設計モデルが存在しない場合，
指標値は 1となる．通常，指標値はこの間の
数値をとる．抽象化指標は開発者が適切な抽
象度を見つける際の参考として活用できる．	 	 
	 
③	 トレーサビリティチェック	 
図 3 は，Archfaceを介した設計とコードの
トレーサビリティチェックの流れを図示し
たものである．トレーサビリティチェックは，
設計モデル上の設計点がアーキテクチャ点
を通じてコード上のプログラム点に正しく
写像されているか検証することにより行わ
れる．このチェックは設計モジュールとして

 
 

図 1流動的反復による滑らかな抽象化	 図 2 インタフェース機構 Archface	 

1	 –	 アーキテクチャ点の数	 /	 プログラム点の数	 



の設計モデルとプログラムモジュールとし
てのコードの双方が同じ Archface を満たし
ているかを検証することにより行われる．こ
の検証は，設計モデル，コード，Archfaceを
論理式に変換し充足可能性を判定すること
により行われる．充足可能性判定には SMT
（Satisfiability	 Modulo	 Theories）ソルバ
ーを用いている．	 
	 
(2)	 抽象化洗練プロセス	 
設計とコードの間でトレーサビリティがと
れなくなった場合，両者の不整合を解消する
方法として，1)	 設計の方が正しいと判断し
コードを設計モデルに合わせる，2)	 コード
の方が正しいと判断し設計モデルをコード
に合わせる，3)	 抽象レベルの設定に問題が
あると判断し設計モデルの抽象度を変更す
る，の三つのアプローチがある．1)と 2)の場
合は誤りを正すのみなので修正内容は比較
的明瞭である．しかし，3)は抽象度の変更で
あり，必ずしも正解はない．どの値であれば
良いのかは，設計とコードの間のバランスに
より決定せざるを得ない．基本的に開発者の
抽象化能力に負うところが大きい．	 
明示的にどう抽象化すべきかを指し示すこ
とは難しいにしても，何らかの方法で開発者
が適切な抽象度を発見する支援は必要であ
る．反復的な抽象化プロセスが基本となるが，
何をトリガーに反復すればよいのか，何をも
って収束したと判定をすれば良いのか，につ
いては難しい問題である．	 
この問題を緩和するため，本研究では，モ
デル検査における CEGAR	 (Counter	 Example	 
Guided	 Abstraction	 Refinement)にヒントを
得た設計抽象化のためのプロセスを提案し
た．モデル検査は網羅的探索を行うので状態
数の爆発が容易に生じてしまう．この問題を
回避するには，検査対象を抽象化し状態数を
減らす必要がある．CEGAR はモデル検査器か

ら出力される反例をトリガーに抽象化の洗
練を行うためのプロセスである．滑らかな設
計抽象化では，設計とコードの間でトレーサ
ビリティがとれなくなった場合，エラーが出
力される．エラーを解消する手段として前述
の三つの選択肢があるが，設計またはコード
に明らかな誤りがない限り，3)の抽象化洗練
を行うことになる．すなわち，トレーサビリ
ティチェックから出力されるエラーを抽象
化の見直しをするためのトリガーとして活
用できる．	 
	 
(3)コンテキストアウェアシステムへの適用	 
我々のアプローチの有効性を評価するため，
具体的なドメインを設定し，ドメイン特化型
のアーキテクチャ点が定義できる仕組みに
ついて研究した．対象ドメインはコンテキス
トアウェアシステムとした．現在最も注目さ
れているアプリケーション分野の一つであ
ることがその選定理由である．	 
今回，コンテキストアウェアシステムを対
象としたアーキテクチャ記述言語 UML4COP と
検証機構 RV4COP を開発した．コンテキスト
アウェアシステムのアーキテクチャ構造を
特徴付けるのに，我々はコンテキスト指向プ
ロ グ ラ ミ ン グ （ COP:	 Context-Oriented	 
Programming）におけるイベント群に着目し，
これらをアーキテクチャ点として定義した．
また，トレーサビリティに関しては，コンテ
キストアウェアシステムにおける動的なア
ーキテクチャ変更を考慮し，ランタイム検証
（RV:	 Runtime	 Verification）の機構を導入
した．設計とコードの関係だけでなく実行ト
レースとの対応についても検証が必要なた
めである．	 
	 
(4) 統合開発環境	 iArch	 
本研究では，「滑らかな設計抽象化」を支援
するため，図 4に示す統合開発環境（プロト
タイプ）iArch を開発した．iArch は，1)モ
デルおよびプログラムエディタ，2)設計モデ
ルからの Archface 生成機能，3)Archface チ
ェッカ	 (モデルおよびコードに対する型検
査)，4)抽象度の表示機能をサポートする．	 	 
	 
(5) 研究成果の公開	 
本研究の成果は 5節に示すように，論文誌や
国際会議等で発表した．また，iArch につい

図 3設計とコード間のトレーサビリティチェック	 
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図 4統合開発環境 iArch	 

 



ては本研究期間終了後も改良を重ね，実用化
に向けた努力をしていく予定である．将来的
には，多くの人が利用できるように我々の研
究室のホームページから公開したい．	 
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