要求・設計資産からのプロダクトライン
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ソフトウェアプロダクトラインにおけるコアアセット開発は，既存のソフトウェア設計資産から構築
されることが求められている．しかしながら，既存のソフトウェア設計資産は必ずしも再利用を考慮し
て設計されてはおらず，共通な部分構造を効率よく再利用することは難しい．そこで我々は，既存の要
求とアーキテクチャを，語の類似性を用いた共通性・可変性分析することで追跡可能にし，リバースエ
ンジニアリングによってフィーチャモデルとプロダクトラインアーキテクチャを自動抽出する手法を
提案する．提案手法を用いることで，効率的なアーキテクチャ再利用を支援することができる．

Extraction of Product Line Architecture from
Requirement and Software Assets
Kentaro Kumaki,† Hironori Washizaki† and Yoshiaki Fukazawa†
The core asset development at the software product line is needed to be built with existing software assets.
However, the existing software assets are not always designed to reuse, it’s difficult to reuse the common part of
structure effectively. We propose the method of connecting architecture with requirement by analyzing
commonality/variability with the similarity of words and making feature model and product line architecture
automatically by reverse engineering. It enables to support effective reuse of architecture.

1. はじめに

ある．そこで我々は，既存の複数の要求を記述した文
章(以下，要求)とアーキテクチャの組み合わせを対象

プロダクトライン型ソフトウェア開発は，既存の検

に語の類似性を用いた共通性・可変性分析を行って追

証済みソフトウェア資産(コアアセット)の再利用によ

跡可能にし，リバースエンジニアリングによってフィ

って，開発工数削減，品質保証，リソースの有効活用

ーチャモデルとプロダクトラインアーキテクチャを自

が期待できる開発手法である[1][2]．Proactive なプロダ

抽出する手法を提案する．提案手法によって，アーキ

クトライン開発のアプローチ[9]では，対象ドメインの

テクチャの効率的な再利用を支援することができる．

開発に必要なコアアセットの予測は困難であるため，
その構築に先行投資をするのはリスクが高い．これに

2. プロダクトライン型開発の課題

対し Reactive なプロダクトライン開発のアプローチ[9]

2.1

では，実績のある既存製品の設計資産を用いてコアア

ソフトウェア開発の生産性の向上，品質の安定，開

ソフトウェアプロダクトライン

セットを構築することでリスクを低減できるため，広

発期間の短縮には，品質の保証されたソフトウェア部

く用いられている[3][6]．

品を蓄積し，これらの再利用によりソフトウェアを開

Reactive なプロダクトライン開発において，プロダ

発することが有効である[1][2]．ソフトウェアプロダク

クトライン化させることを考慮しないで開発された既

トラインでは，ソフトウェア製品系列を対象にコアア

存製品を用いてコアアセット開発を行う場合がある．

セットと呼ばれるソフトウェア設計資産(要求・アーキ

この場合，今後の製品開発において再利用が可能であ

テクチャ・コンポーネント等)を整備し，それを再利用

る設計資産が含まれているにもかかわらず，再利用が

することでソフトウェア製品を開発する．プロダクト

難しい設計資産と混在しているため，それらを効率的

ライン型開発は，あらかじめ想定したソフトウェア製

に特定し，コアアセットを構築することは難しい．特

品系列を対象に再利用性の高い資産を無駄なく準備す

にソフトウェア構造(以下，アーキテクチャ)は，複数

ることで，生産性の高い開発を行うことができる[2]．

の機能要求と非機能要求が混ざり合って構成されてお

2.2

り複雑なため，再利用可能な部分構造の特定は困難で

フィーチャモデルは，製品系列に属する製品間の共
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フィーチャモデル

通・可変な特性をツリー構造で表現したもので，コア
アセットへの索引として用いられる[7]．親フィーチャ

と子フィーチャは，mandatory，optional，alternative の

アアセットを開発することは難しい．特にアーキテク

いずれかのフィーチャ関係を持つ．フィーチャモデル

チャは，複数の機能要求と非機能要求が混在している

の例を図 1 に示す．

ため，再利用可能な部分構造の特定は困難である．

3. プロダクトラインアーキテクチャの
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図 1. フィーチャモデルの例

製品の要求とアーキテクチャに対し，語の類似度を用
いた共通性・可変性分析することで関係性を特定し，
リバースエンジニアリングによってフィーチャモデル

製品系列の共通・可変な特性を表すことができるた

とプロダクトラインアーキテクチャを自動抽出する手

め，我々はフィーチャモデルとして対象ドメインの特

法を提案する．実績ある過去の設計資産からプロダク

性を表現する．なお，提案手法におけるフィーチャは

トラインアーキテクチャを抽出することで，一定水準

機能的または非機能的特性を表す．ステレオタイプを

の妥当性あるプロダクトラインアーキテクチャの抽出

持ち，これによってアーキテクチャ部分構造の追跡を

が期待できる．自動で抽出することで，プロダクトラ

実現する．
また，
フィーチャ関係の種類は考慮しない．

インアーキテクチャ設計にかかるコストを削減し，属

2.3

プロダクトラインアーキテクチャ

人性を排除することができる．特性とアーキテクチャ

プロダクトラインアーキテクチャは，製品系列全体

の関係を明確にし，フィーチャモデルとプロダクトラ

の構造的特徴を記述したものであり，製品系列全体の

インアーキテクチャを追跡可能にすることで，プロダ

バリエーションに対応している．バリエーションの表

クト開発における効率的な再利用を支援することがで

現として，Clauss らはステレオタイプやタグ付き値な

きる．
全体像を図 3 に，
提案手法の概要を以下に示す．

ど，UML の拡張機能を使った記述を提案している[8]．
プロダクトラインアーキテクチャの例を図 2 に示す．
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図 2. プロダクトラインアーキテクチャの例
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インアーキテクチャの記述はClauss らの手法を拡張し，
ステレオタイプによるバリエーション表現法を用いる．
2.4

プロダクトライン開発における問題

Reactive なプロダクトライン開発において，プロダ

(1.1) 単語の抽出と共通性・可変性分析：要求から単語
を抽出し，共通性・可変性分析を行ってフィーチャを
特定する．

クトライン化させることを考慮しないで開発された既

(1.2) フィーチャモデルの作成：(1.1) で作成したフィ

存製品を用いてコアアセット開発を行う場合がある．

ーチャから，フィーチャモデルを作成する．

再利用を前提としない場当たり的な製品開発からプロ

(2.1) 語の類似性によるクラスの共通性・可変性分析：

ダクトライン型開発に移行させる場合などである．こ

モデルに含まれるクラスの共通性・可変性分析を行い，

の場合，既存製品の設計資産が再利用を目的として開

類似したクラスを抽出する．

発されていないため，再利用が可能な資産と再利用が

(2.2) プロダクトラインアーキテクチャの作成：(2.1)

難しい資産が混在してしまっている．そのため，今後

で抽出した類似クラスをもとに，プロダクトラインア

の製品開発において再利用が可能である資産が含まれ

ーキテクチャを作成する．

ているにもかかわらず，それらを特定し，効率的にコ

日本語で記述された要求を記述した文章と，英語で

UML クラス図として記述されたアーキテクチャの組

ある．そこで，概念辞書である日本語 WordNet[12]と

み合わせを複数入力して，フィーチャモデルとプロダ

WordNet[13]をもとに構築した WordNet::Similarity[14]

クトラインアーキテクチャが出力される．要求とアー

の pathLength 法を用いて，フィーチャ名とクラス名を

キテクチャの組み合わせの集合に対して共通性・可変

対象に単語間の類似度を測定する．WordNet は，各単

性分析を行うことで，要求とアーキテクチャの関係性

語に上位語となる単語がツリー構造として体系づけら

を特定する．それらから，リバースエンジニアリング

れている．pathLength 法では，2 つの単語の上位単語

によって追跡可能なフィーチャモデルとプロダクトラ

をたどり共通する単語を求め，2 単語がたどった全単

インアーキテクチャを自動抽出する．

語数の逆数を単語間類似度と定義している．単語間類

共通性・可変性分析によるフィーチャとアーキテク

似度は 0 以上 1.0 以下の値で定義され，値が大きいほ

チャの関係性を特定する手順を図 4 に示す．あるプロ

ど 2 つの単語間の類似度は高くなる．測定対象となる

ダクトの組み合わせに共通して見られる特性は，同一

語が単語でない場合や，品詞が異なるなど，単語間類

のプロダクトの組み合わせに共通して見られる部分構

似度の計測が不可能な場合は 0 となり，単語同士が完

造と関係していると考えられる．
そこで提案手法では，

全に一致した場合は 1 となる．

アーキテクチャの部分構造はクラスの集合であると考

3.2

プロダクトラインアーキテクチャの抽出方法

え，同一のプロダクトの組み合わせに見られる特性と

(1) フィーチャモデルの構築

クラスの集合には関連性があると仮定し，それらを関

(1.1) 単語の抽出と共通性・可変性分析

連付ける．例えば図 4 において，フィーチャとアーキ

はじめに，各設計資産の要求から特性を抽出する．

テクチャの共通性・可変性分析結果として，プロダク

プロダクトの機能的，非機能的特性は，要求の中で単

ト Y とプロダクト Z に共通でプロダクト X にはない

語として記述されていると考えられる．そこで形態素

フィーチャ「自動走行」と，クラス「AutoDrive」があ

解析ツール Sen[11]を用いて，要求記述から単語を抽出

る．このとき，これら 2 つには関係性がある．

する．抽出した単語群には「こと」
「する」などのスト
ップワードが含まれている場合がある．ストップワー

フィーチャの共通性・可変性分析結果

アーキテクチャの共通性・可変性分析結果

プロダクトX

プロダクトX

ドが対象ドメインの機能や特性を表わしているとは考
えられないので，フィルタリングする．さらに，単語
群の追跡のために，抽出源となったプロダクト名をス
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を行う．ここで，単語の中には同一の特性を表す類義
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図 4. フィーチャとアーキテクチャの追跡

語が含まれていることが多い．そのため，日本語
WordNet を用いて同一の特性の特定と共通化を行う．
特性の共通化の際，それらの持つステレオタイプが異

フィーチャとクラスの集合の関係性を明らかにする

なる場合がある．
すなわち抽出源が異なる場合である．

ためには，抽出源となったプロダクトを明確にする必

このとき，それらの抽出源から単語を抽出したことを

要がある．そこで，フィーチャとアーキテクチャの両

明確にするために，各ステレオタイプは継承する．

方に抽出源となったプロダクト名をステレオタイプと

共通性・可変性分析を終えた単語群を対象ドメイン

して記述する．例えば，図 4 におけるフィーチャ「自

のフィーチャとする．フィーチャの作成例を図 5 に示

動走行」とクラス「AutoDrive」は，共にプロダクト Y

す．図 5 では，プロダクト X，Y，Z から抽出したフ

とプロダクト Z から抽出されているので，プロダクト

ィーチャ「リフト」
，
「エレベータ」
，
「エレベータ」が

名 Y，Z をステレオタイプとして付加する．同一のス

類義語であるので同一化され，すべてから抽出源をス

テレオタイプを持つクラスを追跡することによって，

テレオタイプとして継承している．

対象のフィーチャと関係性のあるクラス群を追跡する
ことができる．なお，提案手法においては末端のフィ
ーチャからのみ追跡するため，末端のフィーチャのみ
ステレオタイプを持つ．
フィーチャモデルの作成とアーキテクチャの共通
性・可変性分析を行うために，類似性を求める必要が
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図 5. フィーチャ作成の例

(1.2) フィーチャモデルの作成

な る ． 例 と し て ， ク ラ ス 「 ElevatorControl 」 と

(1.1)で作成したフィーチャからフィーチャモデルを

「ElevatorSelection」のクラス間類似度の測定手順を考

作成する．(1.1)で作成したフィーチャは単語であるた

える．まず，クラス名を分解してすべての組み合わせ

め対象ドメインの特性としては最も具象度が高い．そ

に対して単語間類似度を測定する(表 1)．表 1 より，

こで，それらを抽象化したフィーチャでグループ化し

「Elevator」と「Elevator」の単語間類似度が 1.0 で最大

てツリー構造にする．フィーチャである単語の最も抽

である．それらを取り除くと，類似度は「Control」と

象度の高い分類は品詞によるものと考えられるので，

「Selection」の単語間類似度が 0.25 で最大になる．最

品詞によってグループ化する．次に抽象度の高い分類

後に特定した類似度の和を 2 で割り，クラス名間類似

は単語の類似性によるものと考えられるので，品詞に

度=(1.0+0.25)/2≒0.63 となる．

よって分けられたグループごとに，日本語 WordNet を
用いた WordNet::Similarity の pathLength 法によってフ
ィーチャの単語間類似度を測定し，単語間類似度が閾
値以上ならばグループ化する．フィーチャのグループ

Elevator
Control

Elevator Selection
1.0
0.1
0.2
0.25

表 1. クラス名間類似度の測定例

化では，グループごとのフィーチャ群を抽象化した親

特定した類似クラスの組み合わせに対して，それら

フィーチャを作成する．親フィーチャは日本語

を抽象化した上位クラス名を定義する．上位クラス名

WordNet で求めたグループのフィーチャに共通の上位

は，クラス間類似度の計算に用いた単語の組み合わせ

語とし，末端のフィーチャではないのでステレオタイ

に共通な上位語を組み合わせたものとする．
例として，

プは持たない．
図 6 にフィーチャモデル作成例を示す．

クラス「ElevatorControl」と「ElevatorSelection」の上位

図 6 では，(1.1)で抽出されたフィーチャが実線枠，フ

クラス名を考える．クラス間類似度測定において特定

ィーチャのグループ化によって生成された親フィーチ

した単語の組み合わせに対し，WordNet を用いて共通

ャが点線枠で表現されている．
「転じる」
「仕事」が品

な上位語を求めると，
「Elevator」と「Elevator」の共通

詞，
「生じる」が単語間類似度によるグループ化におい

上位語は
「Elevator」
，
「Control」と「Selection」は「Activity」

て親フィーチャとして生成されている．

である．上位クラス名はこれらを組み合わせて
「ElevatorActivity」となる．
(2.2) プロダクトラインアーキテクチャの作成
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図 6. フィーチャモデル作成例(一部)

ダクトラインアーキテクチャを作成する．
すべてのアーキテクチャのすべてのクラスと関連に
ステレオタイプとしてプロダクト名を付加し，抽出源
を明確にし，共通な構造を単一化するために(2.1)で特
定した類似なクラスをすべて合成する．このとき，関

(2) プロダクトラインアーキテクチャの抽出

連とステレオタイプはそのまま継承し，名前は上位ク

(2.1) 語の類似性によるクラスの共通性・可変性分析

ラスへと変換する．クラス合成の例を図 7 に示す．図

各設計資産のアーキテクチャにおける類似なクラス

7 では，クラス「ElevatorControl」と「ElevatorSelection」

を特定するために，クラス名を対象に類似度を測定す

を合成し，上位クラスである「ElevatorActivity」を作

る．クラス間類似度が閾値以上であれば類似したクラ

成している．また，それぞれのクラスで保持していた

スと考え，共通化する．クラス間類似度は，単語の頭

ステレオタイプと関連は上位クラスに継承されている．

文字を大文字にする命名規則を利用して分解し，分解
語のすべての組み合わせに対して単語間類似度を測定
する．単語間類似度が最も高い組み合わせを特定し，
それらを除いて同様の計算を単語数が少ないクラス名
の単語数だけ繰り返して和を求める．和を単語数の多

プロダクトXから
抽出したクラス

<<X>>
ElevatorControl

プロダクトYから
抽出したクラス

<<Y>>
ElevatorSelection

新しく作成したクラス
<<X,Y>>
ElevatorActivity

図 7. クラス合成の例

いクラス名の単語数で割り，得た数値をクラス間類似
度と定義する．クラス間類似度は 0 以上 1.0 以下の値

続いて，上位クラスが持つ関連について考える．あ

で定義され，値が大きいほどクラス間の類似度は高く

る上位クラスが他の上位クラスと直接関連を持ってい

る場合，それらは異なるステレオタイプを持った複数

ETロボコン

の関連を持つ場合がある．このとき，関連の種類を抽
象化してそれらの関連の持つステレオタイプを継承す

<<X>>
速い

ることで合成する．関連の合成の例を図 8 に示す．図
8 では，プロダクトラインアーキテクチャ上の上位ク

<<W>>
知る

ラス「Lift」と「Door」
，
「Door」と「Sensor」間の関連
が抽象化され，合成されている．

<<X>>

<<X>>
Lift

プロダクトY

<<Y>>
Elevator

<<Y>>

<<Y>>
Door

<<Y>>

<<Y>>
Sensor

プロダクトZ

<<Z>>
Elevator

<<Z>>

<<Z>>
Door

<<Z>>

<<Z>>
Sensor

<<X>>
Sensor

<<X>>

<<X,Y,Z>>
Lift

<<Y,Z>>

<<Y,Z>>
Door

<<X>>
読む

図 10. 作成されたフィーチャモデル(一部)

プロダクトX

プロダクトライン
アーキテクチャ

<<X,Z,W>>
走行

思う

<<X,Z>>

<X,Z>>
Course

<<X,Z>>

<<W>>

<<W>>
Driver

<<W>>

<<X,Z,W>>
Running

<<Z,W>>
<<Z,W>>
UsualRunning

<<X,Y,Z>>
Sensor

<<W>>
<<W>>
TwinLoopRunning

<<X,Z,W>>
Sensor

<<X,Z,W>>
<<X,Z,W>>
DottedLineRunning

<<W>>
<<W>>
DolphinJumpRunning

図 11. 作成されたプロダクトライン

<<Y,Z>>

アーキテクチャ(一部)

図 8. 関連の合成の例
4.2

4. 適用実験
4.1

実験の評価と考察

対象プロダクトの要求から抽出したフィーチャのう
ち，提案手法により構築したフィーチャモデルの末端
のフィーチャと一致したものが，提案手法によって再

実験概要

ET ロボコン 2009[15]に東海地区で出場した団体の

利用可能な特性である．
そのようなフィーチャの数を，

中から，無作為に選んだ 4 団体が提出した要求とアー

フィーチャモデルの末端フィーチャ数で割ったものを

キテクチャの組み合わせ(本実験において，4 団体のプ

フィーチャ一致率として求めた．また，上記のフィー

ロダクト名を X，Y，Z，W と仮命名する)を用いてプ

チャ群からステレオタイプを参照することで追跡でき

ロダクトラインアーキテクチャを抽出し，それからプ

たクラス群のうち，対象プロダクトのアーキテクチャ

ロダクト開発で再利用できるクラスの割合を求める実

に含まれるものが実際に追跡できた(再利用できる)ク

験を行った．ET ロボコンとは，コースを自律走行する

ラスである．そのようなクラスの数を，対象プロダク

ように設計されたロボットの走行性能を競うコンテス

トのアーキテクチャに含まれるクラス数で割ったもの

トである．ロボットはコースに引かれた黒のラインを

をクラスの再利用率として求めた．各設計資産におけ

読み取り，それを光センサで感知して走行する．

る一致率と再利用率を表 2 に示す．

各プロダクトについて，対象プロダクトを除く 3 プ

設計資産

<<X>> <<Y>> <<Z>> <<W>>

ロダクトよりプロダクトラインアーキテクチャを抽出

フィーチャ一致率

0.286

0.133

0.314

0.375

する．対象プロダクトの要求をプロダクト開発におけ

クラスの再利用率

0.727

0.500

0.400

0.440

る要求，アーキテクチャを正解アーキテクチャと仮定

表 2. 各プロダクトの再利用率

し，プロダクト開発における要求からプロダクトライ

本実験において，プロダクトラインアーキテクチャ

ンアーキテクチャを用いて再利用できるクラスの割合

抽出のために 3 つのプロダクトを用いた．その結果，

を求める．例として，設計資産の 1 つ(プロダクト W)

各プロダクトにおけるフィーチャ一致率が 3 割前後と

を図 9，プロダクト Y を対象としたときにプロダクト

なっている．これは，入力として用いたプロダクト数

X，Z，W から作成したフィーチャモデルとプロダク

が少なかったため，プロダクトラインアーキテクチャ

トラインアーキテクチャの一部を図 10，11 に示す．

の持つ特性のバリエーションが不足していたためであ
ると考えられる．いっぽうで，各プロダクトにおける

RunningMethod

Driver

LightSensor

クラスの再利用率は 5 割前後であり，フィーチャ一致
率に比べて高い結果となった．このことから，プロダ
クトラインアーキテクチャを用いて追跡が可能な特性

DottedLineRunning

DolphinJumpRunning

であれば，再利用可能な構造を広く特定できると考え

図 9. 入力したプロダクトアーキテクチャ(一部)

られる．プロダクトラインアーキテクチャによって追

UsualRunning

TwinLoopRunning

跡を行うことができる特性のバリエーションを増やす

度」は考慮せずクラス名のみを対象として解析してい

ことで，更に多くの部分構造を追跡することが期待で

る．これらを扱うことで，より正確に類似クラスを特

きる．

定することができ，より厳密な追跡が可能なプロダク

5. 関連研究

トラインアーキテクチャの抽出が可能になると考えら
れる．また，提案手法によって抽出したプロダクトラ

吉村らは，プロダクトライン導入のための共通性・

インアーキテクチャについて再利用性の評価は行った

可変性分析手法を提案している[6]．コードクローンに

が，妥当性や，手動抽出と比較した場合のコスト削減

よる解析によって，レガシーシステムの効率的な共通

の程度に関する検討を行っていない．それらの評価に

性・可変性を効率的に評価することが可能である．こ

より，提案手法の更なる有用性の検証を行いたい．

れに対し提案手法では，モデルレベルでの共通性・可
変性分析を行い，さらに他の資産と対応付けて活用す
るための具体的な手法を提案している．
Kang らは，リエンジニアリングによる既存資産から
のプロダクトライン構築手法を提案している[5]．既存
の設計資産からリバースエンジニアリングによってア
ーキテクチャとフィーチャモデルを作成し，今後のニ
ーズなどを想定して新規にフィーチャを追加してから
プロダクトラインアーキテクチャを構築する．リエン
ジニアリングを繰り返して既存資産をコアアセット化
するのに対し，提案手法では一度のプロセスでプロダ
クトラインアーキテクチャを抽出することができる．
野本らは，構造および語の類似性に基づいたアナリ
シスパターンの自動抽出を提案している[4]．語の類似
性を基に，複数のモデルの組み合わせに共通の構造を
アナリシスパターンとして抽出する．これに対し提案
手法では，対象ドメイン全体の共通・可変な構造を抽
出することができる．

6. おわりに
Reactive なプロダクトライン型開発において，プロ
ダクトライン化させることを考慮しないで開発された
既存製品を用いてプロダクトラインアーキテクチャを
構築することは難しい．これに対し我々は，フィーチ
ャモデルから必要な部分構造を追跡できるプロダクト
ラインアーキテクチャを自動抽出し，その再利用性を
検証した．提案手法を用いることで，プロダクトライ
ン開発を前提としていないソフトウェア設計資産を用
いても，人手を介することなく一定の再利用率のプロ
ダクトラインアーキテクチャ抽出の支援が期待できる．
今後の展望として，提案手法におけるフィーチャモ
デルは，フィーチャ間の類似度を求めてグループ化し
ているだけにとどまり，対象ドメインの共通・可変な
特性をツリー構造で表現しているとは言えない．その
ようなフィーチャモデルを構築することで，フィーチ
ャモデルの理解しやすさの向上を実現したい．クラス
の類似性分析では，
「属性」
「操作」
「ロール名」
「多重
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