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生以来，それを動かすためのソフトウェアは大規模化・複雑化の

した。1960 年代半ばには，汎用機(メインフレーム)の普及に伴い

システムを開発するようになった結果，情報システムの作り手が

ず，技術者不足・品質低下・バックログの増大・生産性向上の必

ウェア危機」と呼ばれる一連の課題が噴出しました。ソフトウェ

的な解決策(＝銀の弾丸)は存在しないと言われながらも，数々の

まれてきました。その 1 つが「オブジェクト指向」です。オブジェ

トウェアをオブジェクトという部品に責任分割し，オブジェクト

てソフトウェアを構築する考え方です。 

は，最初はプログラミング言語に導入されました。しかし，大規

フトウェアの構築に対して部品化を進めるには，プログラミング

分で，分析・設計段階からオブジェクト指向を導入する必要があ

づいたソフトウェア工学者たちは，1980 年代後半から様々なオ

・設計方法論を提唱し，その結果 1990 年前半の一時期には 50 以

る状態となっていました。代表的なものとして，Booch 法(提唱

OMT 法(提唱者：Jim Rumbaugh)，OOSE 法(提唱者：Ivar 

があります。 

，似たような概念があってもそれを表現する表記法が異なり，方

つの標準的な方法論の出現を待望していました。 
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1. UML2.0 の概要 

 こうした背景の中で UML(Unified Modeling Language)が産声を上げました。

UML の端緒は，1994 年に当時 Rational Software 社にいた Booch と Rumbaugh が，

Booch 法と OMT 法の統合を開始したことに始まります。彼らは統一方法論の草案を

開発し，1995年10月に一般公開しました。さらに1995年秋にはJacobsonがRational 

Software社に合流し，3大方法論の提唱者が集結して統合に乗り出しました。ここで，

3 人は開発プロセスである方法論と，開発成果物を記述する表記法とを分けて統一す

る方針とし，1996 年 7 月にオブジェクト指向の統一表記法である UML0.9 を発表し

ました。 

 その後，Rational Software 社といくつかの企業は 1997 年 1 月に UML1.0 を策定

し OMG(Object Management Group)へ提案しました。OMG は 1997 年 11 月に改訂

版である UML1.1 を標準として採択し，ついに標準としての UML が誕生しました。

これ以降は OMG が UML の開発責任者として仕様の改良を進め，マイナーチェンジ

を続けて UML1.5 に至ります。 

 

 

  1.2   UML 改訂の目的 

 

 UML1.1 から 1.5 までは細かい点の修正だけで，大きな機能拡張などはありません

でした。しかし，UML が世界中でデファクト標準として広まるにつれ，UML1.x の

欠点や課題も見えてきました。そこで OMG は 1999 年 8 月に RFI(Request for 

Information)を発行し，UML のメジャーバージョンアップに向けての問題点や要望

を広く集めました。この RFI に対しては 26 社から様々な意見が集まりました。 

 続いて 2000 年 9 月に，OMG は UML2.0 を 4 つの仕様に分割することを決定し，

それぞれの RFP(Request for Proposal)を発行しました。4 つの RFP から読み取れる

OMG の狙いは，①表現能力の強化，②異なるツール間でのモデル交換機能の強化，

③UML 自体の定義の厳密性の強化の 3 つです。 

 以下では，①と②の狙いに対して UML2.0 でどのように応えているかをいくつか紹

介します。③の狙いは 1.4 節で触れます。 
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1.2 UML 改訂の目的 

(1) 新規ダイアグラムの追加 

 UML2.0 では，コンポジット構造図，相互作用概要図，タイミング図という 3 つの

新たなダイアグラムを追加しました。 

 UML の表現能力強化の中で大きなテーマの 1 つは，階層的な構造化(hierarchical 

decomposition)でした。具体的には，以下のような拡張を採用しました。 

 

• 分類子(クラスやコンポーネント)の内部構造を意識的に表記するコンポジット

構造図を導入した。 

• シーケンス図を分割し，それぞれを名前で参照できるようにした。 

• シーケンス図間のフローをアクティビティ図風に表記する相互作用概要図を導

入した。 

• アクティビティ図をステートマシン図から独立させ，任意の粒度のフローを記述

できるようにした。 

 

 ここでは，例としてコンポジット構造図を見てみましょう。 

 図 1.1 は，「受注システム」とそれが利用する「伝票」「明細」などのクラスの関

係を UML1.x のクラス図で表現した例です。(1)は，「伝票」と「明細」との関係を

関連で表記しましたが，各クラスがフラットに並ぶので，「伝票」と「明細」の包含

関係を直感的にできません。(2)は，「明細」を「伝票」の属性として表記しました。

これで「明細」が「伝票」の部品になっていることが一目で分かるようになりました

が，「明細」と「商品」の関連を同時に表記できません。 

 図1.2は，同じ構造をUML2.0のコンポジット構造図で表現した例です。コンポジッ

ト構造図は第 2 章で詳しく説明しますが，図 1.2 を見て分かるように，クラスの属性

区画の中で，属性の表記を四角で囲み，さらに属性間の関連を記述できるようになり

ました。これにより，大きな構造が一目で分かる上に，「明細」と「商品」との関連

も一緒に表記できます。 
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1. UML2.0 の概要 

 

(1) 関連を使った表記 (2) 属性を使った表記

lines:明細[*]

伝票

受注システム

＊

伝票

明細

＊lines

商品
1*

＊

*

受注システム

＊

 

商品
＊*

図 1.1 UML1.x のクラス図による表現 

 

伝票

＊

1*
lines:明細[*]

受注システム

伝票

＊

1*
lines:明細[*]

受注システム

 
:商品[*]:商品[*]

図 1.2 コンポジット構造図による表現 

 

(2) 既存ダイアグラムの改訂 

 UML2.0 では，既存のダイアグラムについても表現能力を様々に強化しています。

この結果，UML1.x で記述すると複雑になりがちだった情報をスマートに表現できる

ようになりました。ここでは，シーケンス図の強化の一例を紹介します。 

 図 1.3 は，UML 1.x のシーケンス図の例です。条件によって異なるシーケンスを記

述する場合，活性区間を複数・多重に表記しなければなりませんでしたが，これでは

条件ごとのシーケンスを直感的に把握しにくいという欠点がありました。 

 図 1.4 は，UML2.0 のシーケンス図の例です。“alt”というキーワードと，条件ご

とのシーケンスの領域を示す区画により，非常にすっきりと表現できるようになりま

した。 
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1.2 UML 改訂の目的 

 

：従業員

：出張申請画面 ：出張申請管理

出張申請()

[宿泊数>0 ] 登録()

[宿泊数=0] 登録()

 

：契約ホテル管理

指定ホテル

検索(地域)

宿泊日当計算()

図 1.3 UML 1.x のシーケンス図 

 

：従業員

：出張申請画面 ：出張申請管理

出張申請（）

登録()

[宿泊数=0]

alt

宿泊日当計算()

[宿泊数>0]
登録()

 

：契約ホテル管理

指定ホテル

検索(地域)

図 1.4 UML2.0 のシーケンス図 
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1. UML2.0 の概要 

 ここで紹介した UML2.0 の表現能力の強化は，ほんの一部です。表現能力強化の全

体は第 2 章で説明します。 

 

(3) 異なるツール間でのモデル交換機能の強化 

 UML2.0 の 2 番目の狙いは，異なるツールの間で，実用的なレベルでモデルを交換

できるようにすることです。モデルを交換するための仕様としては，XMI(XML-based 

Model Interchange)仕様をはじめとしていくつかのものがすでにあります。しかし残

念なことに，これらの仕様はモデルの論理的な情報の交換についてのみ決めています。

詳しくは後で説明しますが，モデルの論理的な情報の定義を「メタモデル

(metamodel)」と言います。 

 例えば，クラス図に対して各クラスにどんな属性があり，他のクラスとどんな関連

があるかをどんなデータ構造で表現するかは，標準のメタモデルが決まっているので

ツール間で交換できます。一方，クラスの表記である長方形の位置や大きさの表現に

は標準のメタモデルがなく，ツールごとにまちまちのデータ構造で表現しているため，

実質的にこれらの図形情報は交換できません。この結果，モデルを共有したり再利用

したりするには，事実上同じツールを持っている人の間に限られてしまい，ツールを

持っていない人向けにはビットマップなどにして渡す，というのが現状ではないで

しょうか。ビットマップで渡されても，表示ができるだけで再利用ができません。 

 UML2.0 ではこの点を改善すべく，DI(Diagram Interchange)仕様で図形の位置や

大きさに対するメタモデルを規定します。メタモデルが決まれば，XMI 仕様などを

使ってツール間で標準的に情報を交換できるようになります。DI 仕様を様々な UML

ツールが実装していけば，一度描かれたモデルを多くの人が共有・再利用できるだけ

でなく，ツールの選択も広がります。 

 同様の話題として OCL(Object Constraint Language)仕様があります。OCL は，

UML モデルの中でテキスト表現の式を記述するための言語ですが，UML1.x ではメ

タモデルを規定していませんでした。UML2.0 は OCL のメタモデルを規定しますの

で，他のモデル要素と同様にツール間で標準的に交換できるようになります。 

 OCL 仕様は本書の第 3 章で解説します。XMI 仕様をはじめとするモデル交換のた

めの仕様は第 5 章で紹介します。 
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1.3 UML2.0 仕様の構成 

 

  1.3   UML2.0 仕様の構成 

 

 UML2.0 仕様は下記 4 つの仕様からなります。また，UML2.0 仕様を補助する仕様

として MOF(Meta Object Facility)2.0 に関連した仕様があります。 

 

表 1.1 UML2.0 関連仕様一覧 

カテゴリ 仕様名 

UML 2.0 Superstructure 

UML 2.0 Infrastructure 

UML 2.0 Object Constraint Language(OCL) 

UML2.0 仕様 

UML 2.0 Diagram Interchange(DI) 

MOF2.0 仕様 

(主要なもの) 

Meta Object Facility(MOF) 2.0 Core 

MOF2.0/XMI Mapping 

 

 OMG は，Superstructure 仕様をすでに 2004 年 10 月に採択しています。本書執筆

中の 2006 年 6 月時点では，12 月 15 日をデッドラインとして仕様書のバグなどの改訂

案を検討中ですが，これを UML 2.2 Superstructure 仕様と呼ぶことになりそうです。 

 Infrastructure 仕様は，正式な採択を得ないまま Superstructure 仕様と同期して改

訂が続いていて，これも最終案のデッドラインを 12 月 15 日に設定しています。

Superstructure 仕様と合わせるために，これを UML 2.2 Infrastructure 仕様と呼ぶ

ことになるでしょう。OCL 仕様はデッドラインが 7 月 7 日になっています。DI 仕様

は，デッドラインが 2007 年 7 月 6 日になっています。これらの仕様の採択事前版は，

OMG のサイトから誰でもダウンロードできます。 

 UML2.0 仕様の中心は Superstructure 仕様です。Superstructure 仕様は，UML2.0

で用いるモデル要素(例：クラス，アクティビティなど)について，下のような内容を

規定します。 

 

• モデル要素自体の定義，およびモデル要素間の関係の定義(例：クラスとクラス

は関連で接続できる)。これらの定義を「抽象構文」と呼びます。 

• モデル要素間の制約 

• モデル要素の表記法(notation) 
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1. UML2.0 の概要 

 したがって，大雑把に言えば，Superstructure 仕様を読んで理解すれば UML2.0

を理解したと言えます。 

 では，他の 3 つの仕様の役割はなんでしょうか？ 実は，抽象構文を正確に理解す

るためには Infrastructure 仕様の知識が必要なのです。同様に，モデル要素間の制約

を正確に理解するには OCL 仕様の知識が必要です。DI 仕様は主にツールベンダが理

解すればよい内容で，UML2.0 自体の理解には直接関係しません。 

 
Superstructure仕様

抽象構文

各モデル要素の定義

モデル要素自体の定義，および
モデル要素間の関係の定義

モデル要素が持つ属性や他モ
デル要素との間の関係の定義

モデル要素に対する制約

モデル要素の表記法

モデル要素の例

記述言語として利用

記述言語として利用

 

Infrastructure仕様

OCL仕様

MOF Core仕様

図 1.5 UML2.0 仕様の関係 

 

 

  1.4   メタモデルを使った厳密な定義 

 

 図 1.5 でその一部が垣間見えますが，UML2.0 関連仕様の間には，仕様を厳密に定

義するための記述言語として互いを利用する，という関係があります。ここでは，そ

れらの関係を解説します。 
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1.4 メタモデルを使った厳密な定義 

(1) Superstructure 仕様と Infrastructure 仕様，MOF Core 仕様の関係 

 まず，Superstructure 仕様と Infrastructure 仕様の関係を見ていきます。

Superstructure 仕様には，モデル要素自体の定義やモデル要素間の関係(抽象構文)

を定義した部分があります。この部分はどのような形で定義されているのでしょう

か？ 例として，アクティビティ図の定義の一部をご覧ください。 

 図 1.6 は，アクティビティ図で登場する主要なモデル要素(アクティビティ，制御フ

ロー，オブジェクトフロー)の抽象構文の一部です。この図は一見すると UML のクラ

ス図に見えます。実際，図の読み方や解釈は通常のクラス図と同じです。例えばこの

図から，ObjectFlow と ControlFlow の上位概念として ActivityEdge があること，

ActivityEdge は ActivityNode 同士を接続するものであること，Activity は複数の

ActivityEdge を所有すること，などが読み取れます。 

 

RedefinableElement
(from Kernel)

ActivityEdge

ActivityNode

ControlFlow ObjectFlow

+incoming1

+target *
+outgoing1

+source *

+edge

+redefinedElement

*

 

Activity
* +activity

0..1

図 1.6 メタモデルの例(UML2.0 Superstructure より抜粋) 

 

 ただし，この図は“モデル要素自体を記述するモデル“である点で通常のクラス図

とは異なります。このようなクラス図で記述したモデルを「メタモデル(metamodel)」

と呼びます。“meta”という言葉は，「より上位」という接頭語です。 

 メタモデルを定義するために用いるクラス図は，UML のクラス図と完全に同一な

ものなのでしょうか？ UML1.x では，メタモデルの記述言語として MOF(Meta  
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