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概要 

オブジェクト指向によるソフトウェア開発の concept phase（ウォータフォール型開発でいう上流⼯程（要求分析と設計））での基
礎と実践⼒を育成する。 

オブジェクト指向型のシステム開発は、OMG（Object Management Group）と INCOSE（International Council on Systems Engineering）
が協⼒し、世界標準の⼯学フレームワークを制定している。 

そこで本講義の前半で、ここに⾄るオブジェクト指向に関しその本質を学ぶ。より具体的には、成り⽴ちとその発展、そしてプロ
グラミング⾔語におけるオブジェクト指向の利点と、システム設計⼿法としての利⽤のされ⽅を理解することを⽬指す。特に後者は、
モデルとアーキテクチャの関係を学ぶ。 

後半で、現在オブジェクト指向型のモデリング⾔語として、ソフトウエアエンジニアリングの業界で広く利⽤されている UML を利
⽤し、前半で理解したモデリングとシステム・アーキテクチャへの展開⽅法を習得する。 

⽬的・狙い 

この授業を通じて、以下の知識とスキルを習得することを狙いとする。 

4Q の前半は主に知識の習得を、後半は主にスキルの習得を⽬指す。 

【知識】 オブジェクト指向誕⽣の背景と本質 

システム開発におけるモデルとアーキテクチャと、それらへのオブジェクト指向利⽤の意義 

オブジェクト指向型モデリング⾔語とツールの実際 

【スキル】UML を⽤いてシステム（特にソフトウエアシステム）の静的・動的モデルの作成 

UML を⽤いた異なる複数の view ごとにモデルの作成と abstraction level の調整 

UML を⽤いたシステム・アーキテクチャの特定 

修得できる知識単位: 

(A1) K‐02‐05‐04  開発ツール（レベル４） 

(A4) K‐04‐12‐01  システム要件定義（レベル３） 

(A4) K‐04‐12‐02  システム⽅式設計（レベル３） 

(A4) K‐04‐12‐03  ソフトウェア要件定義（レベル３） 

(A4) K‐04‐12‐04  ソフトウェア⽅式設計・ソフトウェア詳細設計（レベル３） 

(A4) K‐04‐12‐05  ソフトウェア構築（レベル３） 

(A4) K‐04‐13‐01  開発プロセス・⽅法  UML（レベル４） 

前提知識 

（履修条件） 

システム開発とソフトウェア開発の、世界標準の⼯学フレームワークについて関⼼をもっていること。 

ソフトウェア開発プロジェクトへの参加経験があることが望ましい。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

以下の全ての作業が可能なレベル 

オブジェクト指向型のシステム・アーキテクチャが独⼒でデザインできること。 

具体的には、system‐of‐interest に最適な viewpoint を基盤に、view ごとにモデルを作成できることと、concern の特定とそれらが特定
できる abstraction  level を⽤意できること、さらに、conceptual model 群と、architecture model を同定できることを⽬指す。これらに
より、システマティックなシステムデザインをリードすること。 

最低到達⽬標 

以下の作業が可能なレベル 

開発中の要求変更に対応できる設計のためのモデリングの要件を理解すること。 

また提⽰されたシステム・モデルが、アーキテクチャ品質を満たしているかどうかを判断できること。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ◎ 

偶数回の授業は録画での出席を可能としている。この回の授業では、主に実習や演習に
取り組むことが（特に後半）多い。これらを指定した⽇時までに実施し、指定のアップ
ロード場所に格納しておくこと。 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○
実習・演習（個⼈）  ―
実習・演習（グループ）  ―

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 
システム・アーキテクチャを同定するための実践的フレークワークを、履修⽣の背景や実務状況から紹介する。これを利⽤した実践
的練習を推奨する。

授業の内容 
オブジェクト指向の概念の基本からこれを利⽤したモデリングとシステムアーキテクチャ設計まで広範囲を取り扱っている。オブジ
ェクト指向を体系的に学ぶ機会がなかった学⽣にも障壁無く実習に移⾏できるように授業を設計している。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講

対⾯/
録画 

第 1 回 

オリエンテーション:本講義の概要に関し、シラバスを参照しながら説明する。 

オブジェクト指向導⼊:オブジェクト指向の本質は何かを、システムとソフトウエアの構造化の必要
性・利点の観点から説明する。特にソフトウェアは本質的に複雑であることに注⽬し、アーキテクチ
ャとモデルとオブジェクト指向の視点から重要性を理解する。 

―  対⾯ 

第 2 回 

オブジェクト指向基本概念１: 

本質的に複雑であるソフトウェアは、対しその混沌に秩序を与えるのが“分割”、“抽象化”、“階層化”
であり、それら３つを基盤とする概念がオブジェクト指向であることを理解する。 

―  録画 

第 3 回 

オブジェクト指向基本概念１の実践:前回の講義をベースに実践上必須とはる機能分割とオブジェク
ト指向分割の重要性と作業順序の適正について実践的に考察する。何がオブジェクトなのか、検討中
の概念をオブジェクトとして取り扱うことの適正判断の⽅法を学習する。 

―  対⾯ 

第 4 回 

オブジェクト指向基本概念２:オブジェクトの基本に関し、これを構成する要素を考察することで学
習する。特に、クラスとインスタンス、フィールド、メソッドについて理解を深め、設計におけるカ
プセル化の必要性と有⽤性を学ぶ。 

―  録画 

第 5 回 

オブジェクト指向機構概念３:関連、継承、ポリモーフィズムの概念を学ぶ。特にスーパークラスと
サブクラスの関係性と、コンポジットであるクラスの関係性を混同した場合、実際のソフトウエアの
設計上のどういう問題が発⽣するかを学習する。 

―  対⾯ 

第 6 回 

システムアーキテクチャとオブジェクト指向 

世界標準のシステムズエンジニアリング（ISO/IEC/IEEE15288）の本質とそれを基盤とするシステムア
ーキテクチャ標準を学び，オブジェクト指向がどこに貢献しているかを理解する． 

―  録画 

第 7 回 

オブジェクト指向型プログラミング技法:デザインパタン、第８回以降の実習に利⽤できるよう準備
を⾏う。 

モデルとアーキテクチャとオブジェクト指向:第１回⽬から６回⽬の授業の振り返りをおこない、後
半の次週に備える。特に、モデルとアーキテクチャの関係とそれに対するオブジェクト指向の貢献を
深く理解する。 

UML概要とツール:モデリング⾔語UMLの概要を学習し、授業で利⽤するツールの特徴について理解する。 

―  対⾯ 

第 8 回 

クラス設計:演習課題を使って、UML でクラス設計を⾏う。特に前半の学習で学んだ 何をオブジェ
クトとして取り扱うかの決定によって、クラス設計やそこから⽣成されるプログラムコードが異なっ
てくることを理解する。 

―  録画 

第 9 回 

ユースケース設計:演習課題を使って、UML でユースケース設計を⾏う。特に、ポンチ絵に落ちるこ
となく、オペレーションシナリオがシステム設計に直結することを理解する。 

動的機能設計１:演習課題を使って、アクティビティ図を⽤いた時の動的機能設計⽅法を学ぶ 

―  対⾯ 

第 10回 
動的機能設計２:演習課題を使って、シーケンス図を⽤いた時の動的機能設計⽅法を学ぶ。特に、前半に
学習したオブジェクト指向の特徴の⼀つである隠ぺい⽅法をどのように表現するべきかを理解する。 

―  録画 

第 11回 

動的モデルと静的モデルの整合性:システムアーキテクチャを表現するモデルとして成⽴させる⽅法を
学習する。これまでの授業で学んだ、クラス図とシーケンス図を中⼼に、演習を通して、動的モデルと
静的モデルの整合性を取る。特に、デザインパタンを利⽤してメソッドを特定することを実習する。 

―  対⾯ 

第 12回  モデリング総合演習１:これまでの学習結果を使ってオブジェクト指向型モデリングの演習に取り組む。  ―  録画 

第 13回 
動的モデルとシステの状態変化:ステートマシン図を⽤いて動的モデルで特定した動作の起動タイミ
ングの特定とその時発⽣する状態の変化について state  と mode の概念を使って理解する。 

―  対⾯ 

第 14回  モデリング総合演習２:これまでの学習結果を使ってオブジェクト指向型モデリングの演習に取り組む。  ―  録画 

第 15回 

オブジェクト指向型のモデリング⾔語のシステム設計⽤世界標準 SysML について概要を学ぶ。ま
た欧⽶豪のシステムズエンジニアリング領域で多⽤されているモデリング⾔語とツールに触れる。 

最終試験であるモデリング課題の説明を⾏う。 

―  対⾯ 

試験 
オブジェクト指向をベースにした、モデリングとアーキテクチャに関する知識を問う最終試験を実施
する。 

―  対⾯ 

成績評価 

第 4 回、第 6 回、第 8 回、第 10 回の授業の冒頭で、その前の講義までに解説した範囲の知識を問う⼩テスト（各 10 点）を⾏う。授
業中実施したモデリング総合演習結果（各 15 点）と、最終モデリング課題実施結果（20 点）、また授業中の実習作業等への取り組
み（１０点）により評価する。 

教科書・教材 

バートランド・メイヤー  著、酒匂  寛  翻訳、『オブジェクト指向⼊⾨  第 2 版  原則・コンセプト（翔泳社、2007 年） 

児⽟  公信  著、『UML モデリングの本質  第 2 版』（⽇経 PB 社、2011 年） 

International standard, ISO/IEC IEEE 42010 Systems and Software engineering ‐ Architecture description、 

International standard, ISO/IEC 19505‐1:2012, Information technology ‐‐ Object Management Group 

Unified Modeling Language (OMG UML) ‐‐ Part 1: Infrastructure、Unified Modeling Language (OMG UML) ‐‐ Part 2: Superstructure 

International standard, ISO/IEC 19505‐2:2012, Information technology ‐‐ Object Management Group 
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