
 

 

 

 

 

 

状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド 

Ver.1.0 

 
一般社団法人 組込みシステム技術協会 技術本部 状態遷移設計研究会 編著 



状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド 

©Ｊａｐａｎ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ２０１３  2 
 

 

 

「状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド」の発行によせて 

 

ＪＡＳＡ（一般社団法人 組込みシステム技術協会）技術本部 状態遷移設計研究会は、状態遷

移の検討漏れに気づきやすいという特性を持つ表形式の設計手法を普及させることで、組込みソ

フトウェア業界の発展に寄与することを目的として活動を進めています。 

 

本研究会では２０１０年度より、状態遷移表設計を活用し系列製品開発における状態遷移表の

階層化を効果的に行い、再利用性を向上させる手法の研究をテーマに活動してきました。 

 

系列製品開発の品質向上と効率改善は、組込みソフトウェア業界の共通の課題であり、多くの

企業の関心を集めるテーマです。 

 

本活動を通じて、 

① フィーチャモデルによる要求分析から、フィーチャの干渉を低減する機能分割法 

② 状態遷移表の階層化による、状態遷移表の効率的な再利用法 

に関する検証可能なプロセスを定義しました。 

 

この検証可能なプロセスを「状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド」としてまとめ、制定した

のが本ガイドです。 

 

本ガイドは、系列製品開発におけるフィーチャモデルの作成や、状態遷移表の状態の定義法、

階層化手法など、組込みソフトウェアの開発におけるノウハウを集めたガイドとなっています。 

多くの組込みソフトウェア技術者の皆様に参考にしていただければと思います。 

 

はじめに 
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状態遷移設計手法は、ソフトウェア開発に非常に有効ですが、システムが複雑化、大規模化し

ていく中で、状態遷移表自体も肥大化してメンテナンス性、再利用性が損なわれていく傾向があり

ます。 

メンテナンス性、再利用性を維持していくためには、状態遷移表を階層化してコンパクトに設計

する階層化手法が有効です。しかしながら状態遷移表の階層化は、階層化を何に基づいて行う

かという観点では、その手順について標準的な手法は提案されていません。 

また、システムの複雑化、大規模化によりメンテナンス性を損なう要因として系列製品開発の普

及・拡大が挙げられます。 

この系列製品開発における品質向上と効率改善は、短納期の市場ニーズと相まって、組込み

ソフトウェア業界の多くの企業の関心を集めるテーマです。 

そして、この系列製品開発の課題を、再利用の観点で解決する手法として、ソフトウェアプロダ

クトライン開発が提唱されています。 

 

そこで本研究会では、組込みソフトウェア業界の発展に寄与することを目的として、ソフトウェア

プロダクトライン開発をベースに、状態遷移表設計を融合したプロセスの検討をしてきました。 

状態遷移表の階層化を適切に行うことで、状態遷移表の再利用性とメンテナンス性を向上させ

ることが可能となる有効な手法を「状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド」としてまとめ、一般

に公開することになりました。その成果が本書です。 

 

本書は、状態遷移表を利用したソフトウェアプロダクトライン開発の手法を次の３点に焦点を当

てて提案しています。 

 

① フィーチャ間の干渉を低減させるフィーチャモデリング 

② フィーチャモデルと状態遷移表の対応 

③ 要求仕様から階層化された状態遷移表を導出する手順 

 

読者は本書を読み進めることで、上記３点を理解し、実践するために必要な知識を得ることが

可能となります。 

 

目的 
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１章 ＳＰＬＥと状態遷移表設計 
【概念編】 
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組込みソフトウェア開発の低コスト化，効率化，品質向上のための取り組みとして，「ソフトウェ

アプロダクトライン開発1（ＳＰＬＥ：Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｌｉｎｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）」が注目されていま

す。 

ＳＰＬＥとは、同じ製品ファミリの系列製品を、共通部分と、顧客や目的、バージョン、世代交代

など、変化する部分を明示的に分けて開発することによって、ソフトウェアの体系的な再利用を目

指すものです。 

ＳＰＬＥは、新規の定まった方法論ではありません。モデリング、アーキテクチャ、開発プロセス

など、これまでのソフトウェア工学分野で知られてきた知見を、系列製品開発という視点で再構築

したパラダイムとして捉えた方が良いでしょう。 

そのため、本業界に携わっている方であれば、ソフトウェアプロダクトラインのパラダイムは理解

しやすいのですが、パラダイムを具現化する手法や事例が少ないことから、どこから手をつけたら

よいのか解らず、なかなか浸透していないというのが実情です。 

 

本ガイドでは、現場レベルでの実践的なテクニックを紹介します。 

 

                                                   

1ＳＰＬ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｌｉｎｅ） 

米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所（ＳＥＩ：Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）に

よる定義 

「ある市場セグメントあるいはミッションに特有のニーズを満たす，共通かつ管理された機能を

共有する一式のソフトウェア・システム群。コア資産を事前に定められた手順（アーキテクチャ）に

従って、組み合わせることによって開発されるもの」 

 

１．１ ソフトウェアプロダクトライン開発 
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１．１．１ ＳＰＬＥの２層開発体制 

 

ＳＰＬＥでは、コア資産開発（Ｄｏｍａｉｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ／ドメインエンジニアリング）とプロダクト開

発（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ／アプリケーションエンジニアリング）の二層開発体制で開発を進

めます。 

ドメインエンジニアリングでは、系列製品開発向けに複数回のプロジェクトで再利用可能なアー

キテクチャを資産化します。アプリケーションエンジニアリングは、資産化されたアーキテクチャを

利用した製品開発を行います。 

コア資産には、ソースコードやモジュールだけでなく、フィーチャ2を起点にした外部設計、モデル

を含んだ内部設計、開発環境やツールなど関連付けされた中間成果物も含みます。さらに、テス

ト仕様書やテストケースもフィーチャに関連付けて、コア資産として管理します。  

 

図 １．１にＳＰＬＥの２層開発体制プロセス関連図を示します。 

 

 

図１．１ ＳＰＬＥの２層開発体制プロセス関連図 

 

                                                   
2 フィーチャ＝ユーザが識別できるシステムの目立った特性 
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１．１．２ ＳＰＬＥマネジメント 

 

ＳＰＬＥを実際のプロジェクトにおいて実践していくためには、マネジメントの視点から、そのプ

ロセスの構築・管理・運用を行うことが重要となります。このフェーズが貧弱であれば、ＳＰＬＥは全

く機能しません。 

１．１．１に記載のように、ＳＰＬＥでは、コア資産開発（Ｄｏｍａｉｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ／ドメインエンジ

ニアリング）とプロダクト開発（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ／アプリケーションエンジニアリング）の

二層開発体制で開発を進めます。 

 

・ コア資産開発グループ  ·······  コア資産の開発を担当する。 

・ プロダクト開発グループ  ·······  コア資産を使用したプロダクト開発を担当する。 

この２つのグループを管理して再利用を促進する役目をマネジメント（管理）グループが担いま

す。 

 

コア資産開発、プロダクト開発、マネジメント（管理）、これら３つのグループでの開発スタイルは、

「ＳＰＬの３つの輪」と呼ばれます。（図１．２） 

とかく開発を重視したプロセスやプロジェクト運営に偏りがちですが、マネジメント（管理）グルー

プの役割は重要であり、バランスの良い組織的なＳＰＬＥマネジメントが必要です。 

 

図１．２ ＳＰＬＥマネジメント（ＳＰＬの３つの輪） 

 

Taken from SPLPFW4.2 copyright SEI CMU. 
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１．１．３ フィーチャとフィーチャモデル 

 

ＳＰＬＥでは、ビジネスケースの作成、要求定義、アーキテクチャ設計でいかに製品の特性を分

析し、その製品開発における共通部分と可変部分を明確に定義出来るかがポイントとなります。

従来の開発プロセスの多くは、長期的視点と短期的視点が明確に分離できていません。 

アーキテクチャの構築という長期的な視野を重視し、製品におけるロードマップをベースに、長

期的に継続される複数回のソフトウェア開発向けに、アーキテクチャを資産化し再利用することで、

系列製品開発の開発効率を向上させることが必要です。 

つまりアーキテクチャの構築においては、長期的に必要となる複数のプロジェクトに跨る機能要

件と非機能要件に対して分析し、共通部分と可変部分を分離するモデリングが必要となります。 

 

フィーチャとは、ユーザが識別できるシステムの目立った特性のことを言います。 

機能や品質上の要求の集合として表現される振る舞いの論理的単位であり、「機能」でも「非機能

特性」でもよい、と定義されています。 

要求からフィーチャを抽出し、そのフィーチャを長期的／短期的視点で分析し、「共通（Ｍａｎｄａｔ

ｏｒｙ）」・「選択（Ｏｐｔｉｏｎａｌ）」・「択一（Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ）」に分類しフィーチャのツリー構造図で階層的に

表現したモデルを「フィーチャモデル」と言います。 

 

書籍購入ｗｅｂサイトのフィーチャモデルを図 １．３に示します。 

 

 

次世代開発基盤技術“Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｆａｃｔｏｒｉｅｓ”詳細より 

図 １．３  書籍購入ｗｅｂサイトのフィーャモデル 
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１．１．４ フィーチャの共通性／可変性分離 

 

フィーチャを「共通」・「選択」・「択一」に分類することで、システムの共通性（Commonality）と可

変性（Ｖａｒｉａｂｉｌｉｔｙ）が識別できます。ここでいう共通性は、ソフトウェアでいう共通部分を括りだすと

いう「共通化」ではありません。将来も変化しないと考えられる特性に対して「共通性」という属性で

分類することです。 

 

共通性／可変性分析は、固定資産／可変資産を切り出す際の根拠を明確化するためのもの

で、将来変化が予測されるロジックや情報、将来も変化がないと考えられるロジックや情報をこの

フィーチャモデルにより識別します。 

このようにすることで、系列製品開発において、繰り返し使用可能な、きれいなアーキテクチャ

を構築することが可能となります。 

モデル上の特定のフィーチャは、配下にある機能を利用し、配下にある非機能特性を満足する

必要があることを表現しています。 
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設計書記述ルールの曖昧さがトラブルを生みます。設計書の記述ルールが曖昧だと、読み手

による誤解を招きやすく、設計の誤りや品質の低下を誘発します。 

そこで、モデリングという概念が誕生しました。モデリングは、設計品質向上のスタートポイント

で正確で曖昧性の少ない記述方法に基づいて設計することです。 

このような設計の記述方法には、たとえばＵＭＬ（Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ Ｌａｎｇｕａｇｅ）で規定され

る様々なダイアグラムや、ＤＦＤ（Ｄａｔａ Ｆｌｏｗ Ｄｉａｇｒａｍ）などがよく知られています。 

 

 

１．２．１ モデリングのメリット 

 

モデリングには、自然言語で書かれた従来の設計書に対して、以下のようなメリットがあげられ

ます。 

 

① 正確な設計が可能となる。 

定義された記述方法を用いることにより、記述漏れ、曖昧さ、重複などの少ない、より正確な

設計を行うことができます。それにより、設計の検証も、より厳密に行うことができます。 

② 設計の可視化により、レビュー効率が向上する。 

モデリング技術を使用することで、設計をより把握しやすくなり、レビュー効率が向上します。 

また、品質管理の観点で、様々なメトリクスの計測が可能となり、客観的な評価が可能となり

ます。 

③ コミュニケーションが円滑になる。 

正確かつ捉えやすい設計書を記述できることで、開発に係わる人の間でコミュニケーション

がスムーズになります。 

④ シミュレーションや検証をツール化できる。 

従来設計では、確認は人手でレビューするしかありませんでしたが、モデル化することでツー

ルによるシミュレーションやチェック機能を活用することが可能となります。 

⑤ 標準化が促進され再利用が容易になる。 

標準記法を用いることで、再利用性が向上し、オフショア開発やグローバルな展開が可能と

なります。 

 

１．２ モデル指向開発と状態遷移表設計 
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これまでの設計品質は、自然言語で書かれた文書（設計書など）を、レビューにより補ってきま

した。机上で、提供サービスの使い勝手や、発生事象を想定し静的に検証することしかできず、そ

の品質は設計者やレビュアーに依存していました。 

動的な検証は、下流工程のコーディング終了後に、テスト工程で実施せざるを得ない結果とな

り、そこで発見した設計の不備には、膨大な手戻り工数が掛り、生産性や品質、納期に大きな影

響がありました。 

モデリングによる正確な設計、可視化によるレビュー効率の向上、シミュレーションなどによる

設計フェーズでの動的検証は、従来の問題を解決し、設計品質の向上、手戻り工数の削減が期

待できるものです。 

 

１．２．２ モデリングの対象と技術 

 

モデリング技術には、様々なものが存在します。組込みシステム領域において、一般的な離散

システムでは、モデリングの対象を機能、構造、振る舞いの３種類に分類できます。 

表１．１ にモデリング対象の分類を示します。 

 

表１．１ モデリング対象の分類 

モデリング対象 意味 ダイアグラム 

機能 
入力と出力の関係で表すモ

デル 
ユースケース図、データフロー図 

構造 
概念、データ、情報の関係

で表すモデル 

クラス図、コンポーネント図、パッケージ図、配置

図など 

振る舞い 

入力イベントに対して、処理

と出力イベントの関係で表

すモデル 

アクティビティ図、シーケンス図、タイミング図、コ

ミュニケーション図、状態遷移図、状態遷移表な

ど 

 

 

１．２．３ 状態遷移表設計とは 

 

組込みシステムの特徴は、ユーザによる操作やセンサ信号などの外部からの事象（イベント）

に対して、ランプを点けたり、モータを回転させたりなどの処理（アクション／振る舞い）を行う反応

型（リアクティブ）システムであることが多いです。このようなリアクティブなシステムにおいては、内

部の状態と外部の事象によって制御をおこなうよう、振る舞いをベースにしたモデリングが適して

います。 
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しかしながら、制御対象には、予測・制御不能な要素が多く含まれるため、同じ事象に対しても

状態により処理が異なる場合があり、入力と出力の関係を一意に定められないという特徴があり

ます。ソフトウェアは、このような事象に対して、内部の状態を定義し、それぞれの状態で最適な

制御を実施するよう整理する必要があり、必然的に複雑な振る舞いを設計することになります。 

 

このような、状態と事象を整理して、処理を定義するには状態遷移表が最適です。 

状態遷移表設計とは、制御対象となるシステムがとり得る全ての状態と、そのシステムで発生

する全ての事象を洗い出し、この２つの要素より構成される表を作成し、ある状態である事象が発

生した時の処理をその枡（セル）に記載することで、システム全体を設計するものです。 

 

図１．４ に状態遷移表の各部の名称と表記例を示します。 

 

 

図 １．４  状態遷移表の各部の名称と表記例 

 

動作セルは、事象セルと状態セルの交差したセルです。 

動作セルを処理欄と遷移先欄に分割したセルを、それぞれ処理セル、遷移先セルと呼びます。 

不可セルは、動作セルに×マークで示します。事象と状態の組み合わせ上、絶対にあり得ない状態を示します。 

無視セルは、動作セルに／マークで示します。処理しない状態を示します。 
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このように、状態遷移表で設計すると、システム全体の振る舞いが可視化され、ある状態で想

定していない事象が発生したときの振る舞いが仕様で定義されていないことが、セルの空白状態

で把握できます。 

これが要求仕様や、設計の漏れ抜けに相当するものであり、状態遷移表設計は、このような漏

れ抜けを直感的に検出できる設計手法です。 

 

図 １．５ に状態遷移図と状態遷移表の関係を示します。 

 

 

図 １．５  状態遷移図と状態遷移表の対比 
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「１．１．３ フィーチャとフィーチャモデル」で示したように、フィーチャは機能や品質上の要求の

集合体として表現される振る舞いの論理的単位です。 

フィーチャの単位で、状態遷移表設計を適用することで、フィーチャと状態遷移表の対応をとり、

状態遷移表モデルを資産として再利用することができます。 

また、可変性のフィーチャに関しても、状態遷移表モデルからカスタマイズすることができ、メン

テナンス性が向上します。 

 

系列製品開発においては、次回からは同一のソフトウェア構造を持ちながら要求が異なる新た

なプロダクトを、可変資産をカスタマイズするだけで開発できるようになります。 

 

１．３ 状態遷移表設計のＳＰＬＥ導入 



状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド 

©Ｊａｐａｎ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ２０１３  16 
 

 

 

 

 

 

２章 ＳＰＬＥ開発プロセス 
【解説編】 
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２．１．１ ＳＰＬＥ開発プロセス 

 

ＳＰＬＥ（ソフトウエアプロダクトライン開発）とは、開発する製品群のフィーチャモデルから、共通

部分と可変部分を明確化し、共通部分の再利用と資産化を基本とした、派生開発プロセスです。 

 

開発する組込みソフトウェアのアーキテクチャ（＝動作（振る舞い）と構造）を決定するため、要

求仕様をフィーチャ指向分析し、フィーチャモデル（共通部と可変部の明確化）を作成したのち、シ

ナリオ／シーンの設定から状態を抽出し、状態遷移表設計で構造をモデル化します。 

 

状態遷移表設計におけるＳＰＬＥでの開発プロセスを図 ２．１に示します。 

 

 

図 ２．１  状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ開発プロセス 

 

２．１ プロセスの概要 
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２．１．１．１ 上流設計モデリング 

 

要求仕様から、製品の特性であるフィーチャを抽出し、ユーザ視点で、ユースケースを想定し、

サービスレベルのフィーチャを抽出します。 

次に、そのサービスを実現する手段を、システムの視点でブレークダウンして階層化します。階

層化の最下点は、ハードコンポーネントもしくはＰＦ（プラットフォーム）やＦＷ（ファームウエア）など

のドメイン独自の利用技術です。 

これにより、アーキテクチャのソフトウェア構造との整合性の高いフィーチャモデルを作成します。

ここまでのプロセスが、フィーチャ指向分析（①）です。 

 

このフィーチャ指向分析（①）にて、製品の特性が明確となり、製品開発におけるコアとなる部分

とオプションとなる部分が定義出来ます。そこからシナリオ化（②）とシーン分割（③）にて、シーン

を抽出します。 

 

図２．２に、上流設計モデリングのプロセスと成果物の関係を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２．２  上流設計モデリングのプロセスと成果物の関係 
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２．１．１．２ 詳細設計モデリング 

 

次に、上流設計モデリングの成果物（シナリオ＋シーン）から、状態を導出（④）し、状態遷移表

設計へ移行します。 

さらに、ＳＰＬ構造設計（⑤）では、フィーチャモデルの最適化および状態遷移表の階層化を行い

ます。このプロセスでは、状態遷移表とフィーチャモデルの対応関係を保ちながら状態遷移表設

計を進めますので、逐次結果を上流設計モデリングの成果物へフィードバックをかけていくことが

重要です。 

 

図２．３に詳細設計モデリングのプロセスと成果物の関係を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２．３  詳細設計モデリングのプロセスと成果物の関係 

 

 

 

フィードバック 
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ソフトウェアの多機能化、複雑化、大規模化に対応する、開発期間の短縮、系統的な開発方法

論として、ソフトウェアプロダクトライン開発（ＳＰＬＥ）が提唱されています。 

このＳＰＬＥを支援する開発方法論の一つとして、ユーザ要求のモデル化を行うためのフィーチ

ャ指向型ＳＰＬＥが提案されています。 

これは、フィーチャモデルから共通部と可変部を明確化する、再利用を中心とした開発方法論

です。 

 

２．２．１ フィーチャモデルの作成 

 

要求仕様からシナリオを導出する場合、ユースケースを想定します。これはユーザが、目的を

実現するための手順であり、想定できる範囲で代表的なものをあげておきます。 

ここでは、すべてのケースを網羅的にあげる必要はなく、アーキテクチャ設計のシーケンス図に

対応する粒度で考えます。 

たとえば、自動販売機の例で要求からフィーチャモデルを作成します。自動販売機の要求は、

以下のものです。 

自動販売機の原始要求 

・入金額が価格以上の場合、対象商品の選択を有効とする。 

・対象商品を選択し、購入できる。 

・購入をキャンセルできる。 

・入金額がわかる。 

・お釣りや、未購入の投入金額を排出できる。 

 

自動販売機のフィーチャモデルを、図２．４に示します。 

 

図 ２．４  自動販売機のフィーチャモデル 

 

２．２ フィーチャ指向分析（要求モデリング） 
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２．２．１の「自動販売機の原始要求」から、シナリオを導出します。 

シナリオは、ユーザの目的をベースに導出します。 

ここでは、商品の購入とキャンセルの２ケースのシナリオを導出します。 

 

シナリオ１：商品の購入 

・入金する。 

・入金額が表示される。 

・入金額が価格以上になると、対象表品の選択が有効となる。 

・商品を選択する。 

・商品が排出される。 

・お釣りがある場合には、お釣りが排出される。 

 

シナリオ２：商品の購入キャンセル 

・入金する。 

・入金額が表示される。 

・入金額が対象商品の価格未満の場合、商品を選択しても、商品は排出されない。 

・返却ボタンを押す。 

・入金額が排出される。 

 

２．３ 要求仕様からのシナリオ導出 
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２．３で定義したシナリオからシーンを抽出し、状態を定義して、状態遷移表を作成します。 

以下にその手順を示します。 

 

シナリオからのシーン抽出と状態定義プロセス。 

① シナリオから入力シーンと出力シーンに分類する。 

② 入力をトリガ条件と継続的条件に分ける 

③ トリガ条件をイベントに、継続条件を状態として、状態遷移表を作成する。 

 

２．４．１ シナリオからのシーン分類 

 

シナリオから入力シーンと出力シーンを分類します。 

 

シナリオ１ 

・入金する（入力）。 

・入金額が表示される（出力）。 

・入金額が価格以上になる（入力）と、対象表品の選択が有効となる（出力）。 

・商品を選択する（入力）。 

・商品を選択する（入力）。 

・商品が排出される（出力）。 

・お釣りがある場合には、お釣りが排出される（出力）。 

 

シナリオ２ 

・入金する（入力）。 

・入金額が表示される（出力）。 

・入金額が対象商品の価格未満の場合（入力）、商品を選択（入力）しても、 

 商品は排出されない（出力）。 

・返却ボタンを押す（入力）。 

・入金額が排出される（出力）。 

 

２．４ シナリオからのシーン抽出 
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２．４．２ 入力シーンの条件分類 

 

入力シーンを、トリガ条件（外部からのイベント）と継続条件（内部のイベント）に分けます。継続

条件は、データの観点からも分析し抽出します。 

ここでは、「入金額が価格以上になる」という内部データの変化イベントを示します。この内部イ

ベントの前後で、システムの振る舞いが変化する場合、そのシステムは状態を持つことになります。

結果、トリガ条件と継続条件のシーンは、以下のように抽出されます。 

 

トリガ条件：入金する、商品を選択する、返却する 

継続条件：価格以上（商品選択可能状態）、価格未満（商品選択不可状態） 
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トリガ条件をイベントとし、継続条件を状態とした状態遷移表を作成します。出力シーンは、アク

ションとして状態遷移表に記述します。 

同時に、状態の遷移についても考察します。 

 

自動販売機の状態遷移表を、表 ２．１に示します。 

 

表 ２．１  自動販売機の状態遷移表 

①商品選択不可
（価格未満）

②商品選択可能
（価格以上）

入金 入金額の表示。
⇒価格以上で②へ

入金額の表示。
商品の選択を有効とする。

商品の選択

－

商品の排出。

お釣りがある場合はお釣
りの排出。
⇒①へ

返却 入金額の排出。 入金額の排出。
⇒①へ

 

 

このように、シナリオからシーンを抽出し、状態とイベント、振る舞いに整理したうえで状態遷移

表に展開し、要求モデルを作成します。 

 

２．５ 状態の導出 
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２．６．１ フィーチャモデルの階層化と機能分割 

 

従来は、ユースケースから抽出したサービスレベルのフィーチャをブレークダウンして、細分化・

階層化していました。 

このため、実際のアーキテクチャ設計ではフィーチャとの関係性を無視したまま、実装していま

した。 

 

フィーチャモデルとアーキテクチャの対応関係の問題について、フィーチャモデルの階層化と、

ハード構成を含むアーキテクチャ構造へのマッピングによって解決することとしました。 

 

まず、フィーチャモデルを、以下の４階層で定義します。 

 

① 特性層 ・・・ 性能／サービスレイヤ 

・ユースケースから抽出した実現したい状態や状況 

② 機能特性層 ・・・ 実現レイヤ 

・特性層で抽出したフィーチャを実現するために必要なシステムの要求をフィーチャとして抽出 

・非機能特性に関してもこのレイヤでフィーチャ化を考慮 

③ ハードコンポーネント層  ・・・ 環境レイヤ 

・フィーチャの最下位層と１：１に対応させた、ハードウェアコンポーネント 

④ アスペクト層 ・・・ ドメインレイヤ 

 

・共通の機能要件、ドメインの標準技術などをフィーチャとして抽出 

・ドメインで使用するＰＦ（プラットフォーム）やＦＷ（フレームワーク）の機能についてもアスペクト

としてフィーチャ抽出 

 

２．６ ＳＰＬ構造設計 
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図２．５にフィーチャモデルの４階層定義を示します。 

 

 

図 ２．５  フィーチャモデルの４階層定義 

 

フィーチャモデルのフィーチャとアーキテクチャ構造を対応させるため、特性層のフィーチャの実

現手段としての機能特性層を定義し、その最下位のフィーチャはハードウェアのコンポーネントに、

また利用プラットフォームやフレームワークの機能に対応させることで、実装構造とフィーチャの関

係を明確化することが可能になります。 

 

この階層は、論理的な階層で、各階層が多段階に詳細化されるものとします。 

 

このようにフィーチャを階層化し、最下位フィーチャをハードウェアコンポーネントやプラットフォ

ーム／フレームワークと対応させたのち、機能特性層を、アーキテクチャの構成（クラスやタスクの

構造）と対応させ再構成します。 

これにより、フィーチャモデルとアーキテクチャの対応関係を明確化します。 
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２．６．２ 状態遷移表の階層化 

 

状態遷移表は、市販の表計算ソフトや描画ソフトでも簡単に作成することが可能です。 

しかしながら、制御が複雑になるに従い、特定な条件を判断し処理を切り替えるような場合、市

販のソフトでは、セルの中に条件判断を記述してセルを分割することが難しく、新たな状態を追加

して対処することが多々あります。 

この結果、状態の数が多くなり、状態遷移表が肥大化する要因となります。また、状態遷移表

の肥大化の要因としては、事象や状態の定義粒度がばらばらなまま、一面の状態遷移表に並べ

て展開することに起因します。 

 

このように、状態遷移表が肥大化して、メンテナンスやレビューが困難な場合は、状態遷移表を

階層化してコンパクトな状態遷移表とすることで、セル数を削減し、メンテナンス性を向上させるこ

とが可能です。 

 

事象や状態の定義粒度の違いは、その粒度を合わせて階層化する必要があります。階層化と

は、上位は概要として記述し、下位ではそれを詳細な情報で整理することです。上位には目的を、

下位にはその手段をとしてもいいでしょう。 

 

階層化には、事象を階層化する場合と、状態を階層化する場合があります。 

それぞれには、以下の特徴がありますが、複雑で巨大な状態遷移を、解りやすい小さなまとま

りの構成で表現することができます。 

 

① 事象の階層化 

事象を階層化した場合は、イベントは上位で概要として判断し、そのイベントを下位の状態遷移

に引き渡し、下位で詳細な判断をします。処理した結果として、状態は上位の状態遷移に戻ります。

つまり、下位の状態遷移表はサブルーチンとしての動作をします。 

 

② 状態の階層化 

状態を階層化した場合は、上位の状態が遷移したときに、下位の状態遷移表に状態が動きま

す。イベントは下位の状態遷移表の単位で取得し、処理をします。カレントな状態は、下位の状態

遷移表が保持します。 

画面遷移の画面毎に処理する対象キーが異なる（キーの解釈が異なる）ような場合には、状態

の階層化が適しています。 

 

階層化の例を図２．６に示します。 
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図 ２．６  状態遷移表の階層化例と効果 

 

■：状態階層 

□：事象階層 
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２．７．１ 干渉の原因 

 

ＳＰＬＥの問題点として、フィーチャモデルとアーキテクチャの関係性が不明瞭であることがあげ

られています。 

ユースケースに基づく、フィーチャ分析モデルでは、組込みシステムに特有の性能、安全性、例

外処理、環境などの非機能要件が複雑に絡み、フィーチャに横断的な関連が発生します。このた

め、機能間の干渉（フィーチャ間のインタラクション、相互作用）が発生し、再利用が困難な状態と

なることがあります。たとえば、一つのフィーチャの有無が他のフィーチャの振る舞いに影響を与

える、というようなことが問題となります。 

この横断的な関心事（アスペクト）は、独立したフィーチャとして扱い、実装時の機能単位である

モジュールと一致させるよう整理することが必要です。 

 

このように、ユーザに提供する機能と，それを実現する設計物間の関連性をシンプルにする（機

能の追加・変更による設計物への影響度を抑える）ことにより、再利用性の高い機能構造を実現

することが重要となります。 

 

２．７．２ リファクタリングの必要性 

 

干渉を低減するためには、フィーチャモデルでの階層構造の展開が重要です。実現レイヤから

環境レイヤ・ドメインレイヤの縦方向の展開は、アーキテクチャの実装手段との整合性を持ち、抽

象的なフィーチャを具体化するものです。 

また、フィーチャの横方向の展開は、機能や非機能特性フィーチャに独立性を持たせるもので

す。 

 

干渉を低減させるフィーチャモデルには、この展開されたフィーチャと状態遷移表を対応させ実

装構造を意識しながら、状態遷移表モデルの階層化や統合などに応じて、フィーチャモデルにフィ

ードバックをかけるリファクタリング手順が重要となります。 

 

このリファクタリング手順を踏むことで、独立性の高いフィーチャを抽出することが可能となり、

結果、干渉を低減させることに繋がります。 

 

２．７  リファクタリング 
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これまで２．１から２．７で解説してきたＳＰＬＥ開発プロセスを、自動販売機をサンプルとして実

践した例を紹介します。 

まず自動販売機の原始要求を以下に示します。 

缶製品の自動販売機の原始要求 

１．ジュースなどのソフトドリンク用販売機と酒類の販売機がある。 

２．ソフトドリンクと酒類を混在 させることができる。 

３．酒類の販売には以下の規制がある。 

・日本向けには販売時間の制約（ｐｍ１１時～ａｍ５時は販売禁止）がある 

・欧州向けには、年齢確認（２０才以上）が必要 

・規制のない地域もある 

４．まとめ買いが可能である。ただし、商品の取り出しが終わったことを確認したのち 

 商品を選択させる。 

５．在庫の確認により、売り切れ表示／商品の選択を不可とする。 

 

以上の要求から、ソフトウエアプロダクトラインの系列製品としては、以下の２点とした。 

・酒類の販売の有無 

・まとめ買いの有無 

この原始要求を分析しフィーチャモデルを作成します。 

自動販売機のフィーチャモデル（１）を図２．７に示します。 

 

図２．７ 自動販売機のフィーチャモデル（１） 

 

２．８  自動販売機でのＳＰＬＥ実践例 
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ここでのフィーチャモデルは、要求から自動販売機のサービスを、ユーザの視点でアクションを

起点とし、時系列で抽出しています。 

次に、このサービスレベルのフィーチャをシステムの視点で、実現手段をイメージして階層化し

ます。階層化の最下点は、ハードウェアコンポーネントとの対応をイメージできるまでとします。階

層化後のフィーチャモデル（２）を図２．８に示します。 

 

図２．８ 階層化後のフィーチャモデル（２） 

 

ここまで、実現手段をイメージしてフィーチャ分析すると、要件の不備や、実現手段としての仕様

の検討事項が抽出されます。 

追加要件等を検討し、対応したフィーチャモデルに対してモデル分析を行います。 

分析結果を、フィーチャモデルに再構成しブラッシュアップします。 

 

フィーチャの分析とフィーチャの再構成 

・酒類の販売規制表示を売り切れ表示で代用する。⇒売り切れ表示が干渉する 

・まとめ買いの有無により、釣銭排出のフィーチャが干渉する。 

・酒類の販売時間による規制は、商品選択にかかわらず必要なので、販売時間の確認は 

 サービスレベルのフィーチャとする。 

・在庫確認も、自動販売機の起動時にも必要なので、サービスレベルのフィーチャとする。 

 また、売り切れ商品の補充時に、売り切れ商品を解除する機能も必要。 

 自動販売機のアクターとして、商品の購入ユーザだけではなく、商品の補充・交換／ 

 メンテナンス要員も存在する。 

 ⇒要件／ユースケースの検討漏れ。 
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図２．９に、販売時間、商品の補充を再構成したフィーチャモデル（３）を示します。 

 

自動販売機

入金

金額表示

商品選択

商品排出対象商品表
示

年齢確認

ＩＤ確認

商品の取り
出し確認

釣銭排出

酒類

酒類販売規
制在庫確認

売り切れ表
示解除

まとめ買い
返却ボタン

まとめ買い

販売時間
確認

酒類の売り
切れ表示

商品補充
酒類

 

図２．９ 販売時間、商品の補充を再構成したフィーチャモデル（３） 

 

・釣銭排出フィーチャの振る舞いの整理。 

 １） 返却ボタン押下で、釣銭返却 

 ２） 一定時間の商品選択なしで、釣銭返却 

 ３） まとめ買い時、残金が商品価格未満で、釣銭返却。 

 ４） まとめ買いなし時、商品排出で、即時釣銭返却 

・まとめ買いの定義 

まとめ買いは、商品購入後の残金が商品価格以上の場合に、連続して商品を購入する 

 ユーザの行為。つまり、システムが持つ状態ではない。まとめ買いの有無はオプション 

 でもない。 

まとめ買いの場合は、残金が商品価格未満、返却ボタンの押下、一定時間の商品 

 選択なしで釣銭返却。 
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在庫確認、まとめ買い、釣銭排出フィーチャを見直したフィーチャモデル（４）を図２．１０に示しま

す。 

自動販売機

入金

金額表示

商品選択

商品排出

対象商品
表示

年齢確認

ＩＤ確認

商品の取り
出し確認

釣銭排出

酒類

酒類販売
規制

商品補充

売り切れ
表示解除

在庫確認

返金

返却ボタン

酒類
販売時間
確認

酒類の売り
切れ表示

残金

金額表示

対象商品
表示

在庫確認

売り切れ
表示

 

図２．１０ 在庫確認、まとめ買い、釣銭排出を再構成したフィーチャモデル（４） 

 

フィーチャモデルが、ある程度出来上がったらフィーチャ指向分析のフェーズから、シナリオ作

成とシーン抽出のフェーズへ移行します。 
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以下に、本サンプルの自動販売機のシナリオを示します。シナリオは、①ジュースの購入、②酒

類の購入、③購入のキャンセル、④商品の補充の④ケースとします。 

 

① ジュースの購入 

１．入金する。 

２．入金額が表示される 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．商品を選択する。 

５．対象商品が排出される。 

６．商品を取り出す。 

７．残金が商品額以上の場合、再度購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

８．一定時間の商品選択なし、または返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

② 酒類の購入 

１．入金する。 

２．入金額が表示される 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．商品を選択する。 

５．対象商品が酒類の場合、年齢確認を要求する。 

６．２０才以上の年齢が確認できたら、商品を排出する。 

７．商品を取り出す。 

８．残金が商品額以上の場合、再度購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

９．一定時間の商品選択なし、または返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

③ 購入のキャンセル 

１．入金する。 

２．入金額が表示される。 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

④ 商品の補充 

１．商品を補充する。 

２．対象商品の売り切れ表示を解除する。 
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シナリオから、シーンを抽出します。以下に、抽出した入力シーンを太字で示します。 

 

① ジュースの購入 

１．入金する。 

２．入金額が表示される。 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．商品を選択する。 

５．対象商品が排出される。 

６．商品を取り出す。 

７．残金が商品額以上の場合、再度購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

８．一定時間の商品選択なし、または返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

② 酒類の購入 

０．時刻による販売規制がある場合、ａｍ５：００～ｐｍ１０：５９であること。 

１．入金する。 

２．入金額が表示される 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．商品を選択する。 

５．対象商品が酒類の場合、年齢確認を要求する。 

６．２０才以上の年齢が確認できたら、商品を排出する。 

７．商品を取り出す。 

８．残金が商品額以上の場合、再度購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

９．一定時間の商品選択なし、または返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

③ 購入のキャンセル 

１．入金する。 

２．入金額が表示される。 

３．購入可能商品の選択ランプが点灯する。 

４．返却ボタンの押下にて釣銭が返却される。 

 

④ 商品の補充 

１．商品を補充する。 

２．対象商品の売り切れ表示を解除する。 
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入力のシーンを分析し、トリガ条件と継続条件に分けます。 

システムの外部からの入力シーン（外部イベント）はトリガ条件とし、内部の入力シーン（内部イ

ベントやデータの変化など）を継続条件とします。 

 

表２．２に自動販売機のシーン分析表を示します。 

 

表２．２ 自動販売機のシーン分析表 

トリガ条件 入金、商品選択（ソフトドリンク／酒類）、商品取り出し、 

返却ボタン／一定時間の選択なし、年齢確認（２０歳以上／未満） 

時刻確認（ＰＭ１１時～ＡＭ４：５９／ＡＭ５：００～ＰＭ１０：５９） 

商品の補充 

継続条件 入金（残金）が商品額以上／未満 

 

購入可能は、入金額が商品額以上と同意なため、継続条件として抽出します。また、酒類の販

売時間規制は、酒類購入の前提条件として、トリガ条件として抽出します。 

 

抽出したトリガ条件をイベントとし、継続条件を状態とした状態遷移表を作成します。状態遷移

表は、フィーチャの独立性を鑑みて、機能単位に作成しフィーチャに対応させます。 
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図２．１０ 在庫確認、まとめ買い、釣銭排出を再構成したフィーチャモデル（４）に対して、フィー

チャと状態遷移表の対応をとりながら状態遷移表を作成します。 

 

状態遷移表との対応は、①販売時間規制、②在庫確認、③入金確認、④残金確認、⑤商品選

択、⑥返金としました。 

 

フィーチャ単位の状態遷移表を図２．１２に示します。 

時刻／
１分毎

ＰＭ１１：００～ＡＭ
４：５９

・酒類は売り切れ
表示（販売禁止）

ＡＭ５：００～
ＰＭ１０：５９

・酒類の販売可能
表示

販売時間規制

在庫なし ・対象商品は売
り切れ表示

在庫あり ・売り切れ表示
の解除

在庫確認

入金額の変化 ・金額表示
・購入可能商品選択表示

入金確認
返金ボタン／一定時間の選
択なし

残金の返却
ＩＤカードの返却

釣銭（残金）の即時返却 残金の返却
ＩＤカードの返却

返金

商品取り出し待ち

商品の取り出し ⇒Ｒｅｔ

商品取り出し確認

商品選択 ソフトドリンク ・商品排出
■商品取り出し確認

酒類 ■年齢確認

商品選択

年齢確認待ち

年齢確認
⇒ＩＤカード認識

２０才以上 ・商品排出
■商品取り出
し確認

２０才未満 －

年齢確認
残金額の変化 ・金額表示

・購入可能商品選択表示

残金確認

 

図２．１２ フィーチャ単位の状態遷移表 

 

商品選択で酒類が選択された場合の年齢確認を、状態階層とし階層化しています。 

年齢確認はオプションフィーチャですので、年齢確認が不要の場合は、状態遷移表の抜き差し

で対応が可能となります。 

また、商品の取り出し確認も商品選択から階層化した状態遷移表としています。 

商品の取り出し忘れを防止するため、まとめ買いに限らず商品の取り出し確認を標準機能とし

て実装するためです。 

最後にメインの状態遷移表を作成します。 

それぞれの機能単位の状態遷移表を呼び出す条件（イベントと階層化種別）と状態定義を、検

討し設計します。 
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図２．１３に自動販売機の状態遷移表（メイン）を示します。 

 

図２．１３ 自動販売機の状態遷移表（メイン） 

 

・入金確認と残金確認は、まとめることが可能。 

・④返金待ち状態と、②残金が価格未満（商品購入不可状態）は同一状態。 

・返却ボタン押下と商品選択ｔｉｍｅｏｕｔは択一のイベントなので、まとめることが可能。 

 

【制約条件】 

① 商品選択時、酒類の場合は毎回年齢確認することになるが、ＩＤカードを挿入したままで 

 の購入という条件にした。 

② 商品を取り出すまでは、入金も釣銭返却も受け付けないことになるが、商品の取り出し忘れ 

 を防止する付加機能として採用した。 

 

状態遷移表で設計を進めていく中からも、要求の不備や、実現手段の矛盾点が出てきます。 

これらを検討し、要求やフィーチャモデルにフィードバックをかけながら、状態遷移表をブラッシ

ュアップしていきます。 
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図２．１４に最適化した状態遷移表を、図２．１５に最適化した状態遷移表をフィーチャモデルに

フィードバックした、リファクタリング後のフィーチャモデルを示します。 

 

 

図２．１４ 最適化後の状態遷移表 
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自動販売機

入金／
残金

金額表示

商品選択

商品排出
対象商
品表示

年齢確認

ＩＤ確認
商品の取り
出し確認

釣銭排出

酒類

酒類販
売規制

商品補充

売り切れ表示
解除

酒類

返金

返却ボタン/
一定時間の
商品選択なし

販売時
間確認

酒類の
売り切れ
表示

在庫確認

売り切れ
表示

在庫確認

ＩＤカード
返却

酒類

 

図２．１５  リファクタリング後のフィーチャモデル 

 

このようにリファクタリングの手順を踏むことで、干渉を低減するフィーチャモデルを作成し、要

求とフィーチャモデル、状態遷移表の階層化構造の関係を維持し、実装時におけるソフトウェア構

造とアーキテクチャ構造の遊離の問題を解決することができます。 
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３章 ＳＰＬＥ開発プロセス  

【プロセス定義編】 
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このガイドラインでは、図 ３．１に示すＩＰＡ／ＳＥＣのＥＳＰＲ（組込みソフトウェア向け開発プロセス

ガイド）ｖｅｒ．２．０ で定義されているＶ字モデル型の開発プロセスを基本的なプロセスとして定義

します。 

 

                                                   

図 ３．１ Ｖ字モデルと開発プロセス 

 

ＥＳＰＲ で定義されているＶ字モデルのうち、ＳＷＰ２「ソフトウェア・アーキテクチャ設計」内の作業

として、ＳＰＬ｢ソフトウェアプロダクトライン開発｣を新たに定義します。 

そして、このＳＰＬ「ソフトウェアプロダクトライン開発」のプロセスは、ＳＷＰ２「ソフトウェア・アーキテ

クチャ設計」のＳＷＰ２．１．２「ソフトウェア構成の設計」、ＳＷＰ２．１．３「ソフトウェア全体の振る舞

いの設計」を置き換えるものです。 

このため、本プロセスガイドを適用するにあたっては、ＥＳＰＲ ｖｅｒ．２．０を合わせて参照し、プロ

セス適用することを前提とします。 

３．１ 本ガイドのプロセス定義範囲 

【改定版】組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド からの引用 
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ＥＳＰＲ Ｖｅｒ２．０ に定義されているタスク構成を、図 ３．２に示すように変更します。 

入力 タスク構成 出力

(SW105)

ｿﾌﾄｳｴｱ要求仕様書
(SY205)

ｼｽﾃﾑ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設

計書

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ仕様書

タスク構成 (SW205)

ｿﾌﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ

設計書
(SW206)

内部確認ﾚﾎﾟｰﾄ（ｿﾌ

ﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設

計書）

SWP1

SWP3

SWP2.1 ｿﾌﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設計書の作成

2.1.1 設計条件の確認

2.1.2 ｿﾌﾄｳｴｱ構成の設計

2.1.3 ｿﾌﾄｳｴｱ全体の振る舞いの設計

2.1.4 ｲﾝﾀﾌｪｰｽの設計

2.1.5 性能/ﾒﾓﾘ使用量の見積もり

SWP2.2 ｿﾌﾄｳｴｱ・アーキテクチャ設計書の確認

2.2.1 ｿﾌﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設計書の内部確認

SWP2.3 ｿﾌﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設計の共同ﾚﾋﾞｭｰ

2.3.1 ｿﾌﾄｳｴｱ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設計書の共同ﾚﾋﾞｭｰ

タスク構成 出力

タスク構成

(SPL100)
ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙ

(SPL102)
ﾃﾞｼｼﾞｮﾝﾃｰﾌﾞﾙ

(SPL103)

状態遷移表

SPL1.1 ﾌｨｰﾁｬ指向分析

・ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙの作成

SPL1.2 ｼｰﾝ分析/ｼﾅﾘｵの創出

・ｼｰﾝの抽出

・ｼﾅﾘｵの作成

SPL1.3 機能分割

・状態抽出

SPL1.4 状態遷移表の洗練

・状態遷移表の階層化

 

図 ３．２ ＳＷＰ２のタスク構成とその変更点 

■解説 

ＳＷＰ２に定義されているアクティビティは、 

（２．１．１） ソフトウェア要求仕様をもとに、実現すべき機能、非機能要求を確認する。また、要

求実現上の制約などを使用実現の視点で確認する。 

（２．１．２）（２．１．３）要求仕様を実現するためのソフトウェアの振る舞いと構成を検討し、 

（２．１．４）ソフトウェアを構成する機能ユニット間のインタフェースを設計する。 

（２．１．５）また、ソフトウェアを実装するハードウェアを考慮し、性能やメモリ量なども検討し見

積もる。 

（２．１．６）これらの結果を整理し、ソフトウェア・アーキテクチャ設計書を作成する。 

（２．２．１）作成したソフトウェア･アーキテクチャ設計書は、あらかじめ確認ポイントを決めて確

認を行い、確認した内容を整理して内部確認レポートを作成する。 

（２．３．１）また、関係者を交えた共同レビューを実施し、レビューの結果を整理して共同レビュ

ー報告書を作成する。 

となっています。この中で（２．１．２）（２．１．３）についてＳＰＬＥを用いた状態遷移設計を適用しよ

うとした場合の作業内容や注意点などをＳＰＬ１．１～１．４に示します。 

 

３．２ ＳＷＰ２のタスク構成の変更点 

【改定版】組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド からの引用 
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ＳＰＬ１．１～１．４のアクティビティは、 

（１．１）要求仕様をフィーチャモデルで作成し、フィーチャを抽出する。 

（１．２）要求仕様とフィーチャモデルから、目的ベースにその実現手段をシナリオ化する。 

     シナリオから、入力条件、出力条件を洗い出し、シーンを抽出する。 

（１．３）フィーチャモデルのブロック単位に、シーンから状態とイベントを抽出し、状態遷移表を

作成する。 

（１．４）状態遷移表のイベント、状態の粒度や有効セル/無効セルの分布状態などから、イベン

トの階層化や状態の階層化を検討し、状態遷移表をコンパクトに洗練する。 

場合によっては、階層化された状態遷移表を統合して一つの状態遷移表とする。 

です。 

 

■留意事項 

ＥＳＰＲ Ｖｅｒ２．０ に定義されている留意事項のほかに追加はありません。 

 

■【参考】手法およびツール 

ＥＳＰＲ Ｖｅｒ２．０ に定義されている手法およびツールに以下のものを追加します。 

▸機能階層化技法 

・ＳＰＬＥ（ソフトウェアプロダクトライン開発）技法 

▸振る舞い設計 

・状態遷移設計技法 
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３．２．１ ＳＰＬ１．１ フィーチャ指向分析 

 

入力 概要／実施内容 出力

(SW105)

ｿﾌﾄｳｴｱ要求仕様書
(SY205)

ｼｽﾃﾑ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設

計書

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ仕様書

(SPL1.1)ﾌｨｰﾁｬ指向分析

ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙをﾌｨｰﾁｬ図で作成する。

①ﾌｨｰﾁｬの抽出

要求を分析し、製品を構成する構成要素を抽出する。

②構成要素の製品毎の変動性（製品間の違い）を踏

まえて、ﾌｨｰﾁｬを階層化する。

階層化にあたっては、特性層（サービスレイヤ）、機能

特性層（実現レイヤ）、ハードコンポーネント層（環境レ

イヤ）、アスペクト層（ドメイン特性レイヤ）に階層化す

る。

(SPL100)
ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙ

 

 

 

■実施内容 

ソフトウェア要求仕様を実現するために必要となる、ソフトウェアの構成要素(フィーチャ)を抽出し、

フィーチャ図を用いてモデル化します。 

①フィーチャを抽出する 

▸ソフトウェアとして実現する機能を明確にすることで、フィーチャを抽出していきます。 

▸非機能要求にも十分考慮してください。 

②フィーチャを階層化する 

▸フィーチャ間の責務や関連を検討して、「特性層」「機能特性層」「ハードウェアコンポーネント層」

「アスペクト層」に分割することで、階層化を図ります。 

 

■注意すべき事項 

●フィーチャの抽出時には、以下に注意する 

▸フィーチャモデルを作成する際には、２章「２．２ フィーチャ指向分析(要求モデリング)」を参照し

てください。 

▸フィーチャモデル内で干渉が発生している場合には、２章「２．７ リファクタリング」を参照して、干

渉を解消することで、再利用性の高い機能構造を実現できます。 

▸コア資産やオプション部分について、明確にしながら作業を進めてください。 

▸機能要求にあがっていないが必要なもの（フェールセーフ機構など）についても、フィーチャとして

取り上げる必要があります。 

▸フィーチャ抽出時には、粒度をそろえて抽出するようにしてください。粒度をそろえておくことで、

最適化しやすくなります。 
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●フィーチャの階層化時には、以下に注意する 

▸階層化時には２章「２．６ ＳＰＬ構造設計」に示した考え方で階層化すると、階層化しやすくなりま

す。 

 

●その他の考慮点 

▸フィーチャの抽出と整理、階層化は順に行うものではなく、同時並行的に実施するべきです。フィ

ーチャそのものを変更することで干渉を解決できることがあり、これによりフィーチャや階層化が影

響を受ける事があるためです。 
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３．２．２ ＳＰＬ１．２ シナリオの導出とシーンの抽出 

 

入力 概要／実施内容 出力

(SW105)

ｿﾌﾄｳｴｱ要求仕様書
(SY205)

ｼｽﾃﾑ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ設

計書

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ仕様書

(SPL100)

ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙ

(SPL1.2)ｼﾅﾘｵの導出とｼｰﾝの抽出

要求仕様とﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙから、目的ベースにその実現

手段をシナリオ化する。

シナリオから入力条件と出力条件を洗い出し、ｼｰﾝと

して抽出する。

①シナリオの導出

要求を分析し、機能特性層のフィーチャ-単位に、その

実現手段をシナリオ化する。

②シーンの抽出

シーンは、入力条件／出力条件の観点で抽出する。

また、入力条件はトリガ的条件と継続的条件に分類す

(SPL101)
ｼﾅﾘｵ

 

 

■実施内容 

ソフトウェア要求仕様を実現した場合のシステム利用イメージをシナリオとして創出します。シナリ

オより条件、処理を洗い出してシーンを抽出します。シナリオを作成してシーンを抽出する際には

２章「２．３ 要求仕様からのシナリオ導出」および「２．４ シナリオからのシーン導出」を参考にして

ください。 

①シナリオの作成 

▸ソフトウェア要求仕様書で要求されている機能が実現されたときに、どのように動作するのかを

検討し、作成します。 

②シーンを抽出する 

▸シナリオで示されている手順を「シーン」として抽出します。 

▸シーンの条件のうち、複数の選択肢があるものについて検討し、抽出します。 

■注意すべき事項 

●シナリオの作成時には、以下に注意する 

▸シナリオは利用者（受益者）の視点で考えなければなりません。利用者（受益者）はこの機能を使

って何がしたいのか「目的」があるはずであり、その目的に着目してシナリオを考えていってくださ

い。 

▸次のシーン抽出時に詳細な条件分けを実施しますので、シナリオ作成時には網羅性を追及する

必要はありません。想定している範囲でシナリオを検討すれば十分です。 

●シーンの抽出時には、以下に注意する 

▸シナリオで示される手順は、利用者（受益者）が想定するものであり、全てのシナリオを網羅して

いるわけではないことに注意してください。 
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▸ソフトウェア要求仕様書に記載がある選択肢を網羅するように条件を設定しなければなりません。

これを怠ると、条件や処理漏れが発生して後工程で手戻りが発生することにつながります。 

●その他の考慮点 

▸特になし 
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３．２．３ ＳＰＬ１．３ 状態遷移表の作成 

 

入力 概要／実施内容 出力

(SPL100)

ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙ
(SPL101)

ｼﾅﾘｵ

(SPL1.3)状態遷移表の作成

ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙのブロック単位（機能特性層のフィーチャ）

に、ｼｰﾝから状態とｲﾍﾞﾝﾄを抽出し、状態遷移表を作

成する。

①状態の抽出

ｼｰﾝの条件を状態とｲﾍﾞﾝﾄ（遷移条件）に分類する。

・「継続的条件」は状態の候補とする。

・「トリガ的条件」はｲﾍﾞﾝﾄの候補とする。

②状態遷移表の作成

抽出した状態、ｲﾍﾞﾝﾄ、振る舞いから状態遷移表を

作成する。

状態遷移表の単位は、再利用性を考慮し、ﾌｨｰﾁｬの

共通部、可変部毎とする。

(SPL102)
状態遷移表

 

 

■実施内容 

シーンの条件を「状態」「イベント（遷移条件）」に分離し、処理を「振る舞い」として状態遷移表を作

成します。「状態」「イベント（遷移条件）」「振る舞い」を導出する際には、２章「２．５ 状態の導出」

を参考にしてください。 

①状態の抽出 

▸シーンの「条件」を「継続的か」「一時的か」という視点で分離し、継続条件を「状態候補」として、

一時的なトリガ条件を「イベント候補」として整理します。 

▸処理に記載の内容から遷移先などの「振る舞い」を抽出します。 

②状態遷移表の作成 

▸フィーチャ毎に抽出した「状態」と「イベント」「振る舞い」を状態遷移表にまとめます。 

■注意すべき事項 

●状態の抽出時には、以下に注意する 

▸状態の抽出を行っていくと、状態間の違いが「一つ（あるいは少数）の条件だけが異なる」という

場合が出てきます。このような場合、状態として分けるのではなく、状態内の条件とすることで状

態遷移表を小さくすることができる事があります。 

●状態遷移表の作成時には、以下に注意する 

▸状態やイベント（条件）は定義されているが処理がないものが出てくることがあります。その場合

には、仕様不明点であるので明確にする事が必要となります。 

●その他の考慮点 

▸特になし 



状態遷移表設計におけるＳＰＬＥ実践ガイド 

©Ｊａｐａｎ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ２０１３  50 
 

３．２．４ ＳＰＬ１．４ 状態遷移表の洗練 

 

入力 概要／実施内容 出力

(SPL100)

ﾌｨｰﾁｬﾓﾃﾞﾙ

(SPL101)

ｼﾅﾘｵ
(SPL102)

状態遷移表

(SPL1.4)状態遷移表の洗練

状態遷移表のｲﾍﾞﾝﾄ、状態の粒度や、有効ｾﾙ/無効ｾ

ﾙの分布状態などから、ｲﾍﾞﾝﾄの階層化や状態の階層

化を検討し、状態遷移表をｺﾝﾊﾟｸﾄに洗練化する。

場合によっては、階層化された状態遷移表を統合して

１つの状態遷移表とする。

①階層化の検討

ｲﾍﾞﾝﾄと状態の粒度を調整し、それぞれの階層化を検

討する。

・ｲﾍﾞﾝﾄの階層化は、サブルーチンとしての制御。

・状態の階層化は、状態遷移表の分割。

②統合化の検討

階層化により、階層構造が深く、細分化されすぎてい

て、全体の把握が困難な場合は、統合を検討する。

(SPL102)
状態遷移表

 

 

■実施内容 

作成した状態遷移表を洗練します。 

状態遷移表内のイベントや状態の数が多すぎたり少なすぎたりした場合には、分割したり統合し

たりして実装可能なサイズの状態遷移表にします。 

①分割の検討 

▸フィーチャごとに作成した状態遷移表の中のイベントや状態が多すぎる3場合には、当該状態遷

移表を分割してください。 

②統合の検討 

▸フィーチャごとに作成した状態遷移表の中のイベントや状態が少なすぎる4場合には、当該状態

遷移表を統合してください。 

■注意すべき事項 

●分割作業時には、以下に注意してください。 

▸状態遷移表を分割する場合、必ずフィーチャ分析（本手順 ＳＰＬ１．１）に戻ってください。ＳＰＬ１．

１において、問題となっている箇所を再度フィーチャ分析（リファクタリング）して、細かいフィーチャ

に分割できないかどうかを検討してください。 

                                                   
3 イベントの数が１０、または状態の数が１０を超えている場合、イベントや状態が多すぎると

考えられます。状態遷移表が大きくなっているため、分割を検討するべきです。 
4 イベントの数が１～２、または状態の数が１～２の状態遷移表については、状態遷移表の

構造や関連が煩雑になってしまうため、関連する状態遷移表との統合を検討するべきです。 
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●統合作業時には、以下に注意する。 

▸ 状態遷移表を統合する場合、必ずフィーチャ分析（本手順 ＳＰＬ１．１）に戻ってください。ＳＰＬ１．

１において、問題となっている箇所を含め、一つのブロック5として取り扱うことができないか、再度

フィーチャ分析（リファクタリング）して統合できないかを検討してください。 

●その他の考慮点 

▸特になし 

 

                                                   
5 一つのブロック：複数のフィーチャをまとめることで、仮想的に一つのフィーチャとして扱い、

この仮想的なフィーチャに対して状態遷移表を作成することで、解決できます。 
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 組込みソフトウェア開発における、大規模化・短納期化に対応した開発手法として 

「ソフトウエアプロダクトラインエンジニアリング（ＳＰＬＥ）」が注目されているなか、コア資産をモデ

ル化して再利用性をより高めるため、状態遷移表設計と融合させた実践的なプロセスを検討して

きました。 

 

①フィーチャの共通性／可変性分離と状態遷移表の対応 

②フィーチャ間の干渉を低減させる機能分割手法 

③状態遷移表設計における、状態の定義手法 

④状態遷移表の階層化手法 

 

 これらを体系的に整理し、より実践的に活用できるよう、プロセスガイドとして、｢状態遷移表設計

におけるＳＰＬＥ実践ガイド｣を制定しました。 

 

 多くの方々に利用していただくとともに、今後とも現場で広く活用できるよう、改訂・追記などを 

検討していきたいと考えております。 

 

最後に、巻末に本ガイドの執筆にご協力をいただいた方々を記して謝意を表します。 

 

 

 

 

                                            ２０１３年３月 

                           ＪＡＳＡ（一般社団法人 組込みシステム技術協会） 

                                     技術本部 状態遷移表設計研究会 

あとがき 
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付録 
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見出し 用語 英文（略号） 解説 出典 

S ＳＰＬ／ＳＰＬ
Ｅ 

Software 

Product Line 

Engineering 

ソフトウェアプロダクトラインと同じ  

U ＵＭＬ Unified 

Modeling 

Language 

オブジェクト指向によるモデリングを行う際に
使われる標準的な表記法。対象物（ソフトウェ
アやビジネスフローなどの“システム”）の構造
を、箱と線で構成される図（ダイアグラム）で記
述するビジュアル言語である。目的に応じて
複数のダイアグラムが定義されている。 

http://www.atmarkit.c

o.jp/aig/04biz/uml.htm

l 

あ アスペクト層 Aspect Layer フィーチャモデルにおける，ドメインレイヤ。共
通の機能要件，ドメインの標準技術などをフィ
ーチャとして抽出。 

 

か 階層化 Hierarchy 上位に概要を記述し下位へ行くに従って詳細
を記述すること。 

 

き 機能特性層 Functional 

Property 

Layer 

フィーチャモデルにおける，実現レイヤ。特性
層で抽出したフィーチャを実現するために必
要なシステムの要求をフィーチャとして抽出。
非機能特性に関してフィーチャ化を考慮する
層。 

 

け 原始要求  システムに求められる根本的な要求事項。  

継続条件 Contentious 

Condition 

連続するシーンにおいて，成立し続ける条件
のこと。 

 

こ コア資産 Core Asset ソフトウェアプロダクトライン開発において個
別プロダクト（アプリケーションソフト）の生産
に用いられるソフトウェア成果物の集合をい
う。 

http://www.atmarkit.c

o.jp/aig/04biz/coreass

et.html 

し シナリオ Scenario 要求仕様から特性層のフィーチャを抽
出する際に想定されるユースケースの
こと。 

 

シーン Scene シナリオから抽出される，条件と振る舞いのこ
と。条件には，継続的な条件とトリガ的な条件
があり，継続的な条件は，状態の候補として，
トリガ的な条件は，イベントの候補となる。 

 

事象の階層
化 

Event 

Hierarchy 

上位の状態遷移表では概要の事象としてとら
え，上位の状態遷移表はその事象を下位の
状態遷移表に伝達し，下位の状態遷移表で
詳細な事象としてとらえること。 

 

状態の階層
化 

State 

Hierarchy 

上位の状態が遷移した時に，下位の状態遷
移表に状態が動く。事象は下位の状態遷移
表の単位で取得，処理をする。 

 

そ ソフトウェア
プロダクトラ
イン 

Software 

Product Line 

特定の市場や用途における細かいニーズや
要求に対応できるよう、共通性と可変性が事
前に整理された再利用資産から開発されるソ
フトウェア製品群のこと。ソフトウェアにおける
製品系列、シリーズ製品を指す。 

http://www.atmarkit.c

o.jp/aig/04biz/spl.html 

た 特性層 Property 

Layer 

フィーチャモデルにおける，性能／サービスレ
イヤ。ユースケースから抽出した実現したい
状態や状況。 

 

と トリガ条件 Trigger 

Condition 

シーンから抽出される条件のうち，連続しない
もの。 

 

付録１ 用語 
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は ハードコン
ポーネント
層 

Hard 

Component 

Layer 

フィーチャモデルにおける，環境レイヤ。フィー
チャの最下位層と１：１に対応させた，ハード
ウェアコンポーネント。 

 

ふ フィーチャモ
デル 

Feature Model 複数製品の特徴を表現するツリーであり，変
動性（製品間の違い）をふまえることで，派生
開発時に再利用可能な設計を導出するため
の見取り図。 

 

り 離散システ
ム 

Discrete 

System 

離散システムとは，システムを記述する変数
（入力，出力または状態等）が時間または空
間に対して離散的に振る舞うシステムであ
る。 

http://www.info.cs.ku

mamoto-u.ac.jp/rs.ht

m 
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■【改訂版】 組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド ＥＳＰＲ VER.2.0 

     独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウエア・エンジニアリング・センター 編著 

■拡張階層化状態遷移表設計手法 VER.2.0       渡辺政彦 著 

 

■アスペクト指向ソフトウェア・アーキテクチャに基づくＰＬＳＥに関する研究 

     －携帯電話制御ソフトウェアを例にして－ 

     http://www.seto.nanzan-u.ac.jp/ise/gr-thesis/it/proc/2007/04mt034.pdf 

■ソフトウェアプロダクトライン開発手法の実践的導入事例 

      富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱  

     http://www.kumikomi.net/archives/2011/09/ep04spl1.php 

■状態遷移表設計によるソフトウェア開発プロセス改善 

      KONICA TECHNICAL REPORT VOL.13 

     http://www.konicaminolta.jp/about/research/technology_report/2000/pdf/65.pdf 

■ソフトウェアプロダクトライン開発の現状と動向 

      早稲田大学理工学院 創造理工学部 経営システム工学科  岸 知二 教授 

     http://www.sra.co.jp/ktl/Seminar/KTL-seminar-20090722-1.pdf 

■次世代開発基盤技術“Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｆａｃｔｏｒｉｅｓ”詳細 

      マイクロソフト株式会社  萩原 正義 

     http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/softfactory/softfactory01/softfactory01_01.html 

■プロダクトラインとフィーチャモデリング コンポーネントベース開発方法論   

                      吉岡 信和 

     http://honiden-lab.ex.nii.ac.jp/u-tokyo/lecture2007/CBD/lecture2-2.pdf 

■ソフトウェア設計方法論 －プロダクトライン開発のためのコア資産構築 

      東海大学 開発工学部  渡辺 晴美 

     http://www.starc.jp/download/sympo2006/09_watanabe.pdf 

■ソフトウエアプロダクトラインエンジニアリング（ＳＰＬＥ）の紹介 

      株式会社 ＳＲＡ     林 好一 

     http://www.pmaj.or.jp/library/open/regular/reg20091023.pdf 

付録２ 参考情報・文献 
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執筆にあたりご協力いただいた方（敬称略） 

 

大塚 悦生    ： 東芝システムテクノロジー 株式会社 

竹田 彰彦    ： キャッツ 株式会社 

菅谷 尚文    ： 株式会社 日立アドバンストデジタル 

伊藤 真紀恵   ： 東芝システムテクノロジー 株式会社 

大木 昌裕    ： 株式会社 日立ソリューションズ 

 

中西 恒夫    ：九州大学 准教授  

 

 

 

 

 

 

監修 

 

ＪＡＳＡ（一般社団法人 組込みシステム技術協会）技術本部 状態遷移表設計研究会 
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