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Worst Practices for Domain-Specific Modeling   

ドメインスペシフィックモデリングのワーストプラクティス（良くない事例集） 

 

Steven Kelly and Risto Pohjonen, MetaCase  

 

コンピュータ出現当時は、言語の開発は一般的な取組みであった。しかし 2000 年末には、少数派の権威によ

るものとなっている。当初の論文(1)では 1700 ものスペシャルなプログラミング言語が言及され、それらや数百に

及ぶモデリング言語は、いまや Java や UML の出現により消滅している。しかし近年、ドメインスペシフィック言語、

とりわけドメインスペシフィックモデリング（DSM）言語に改めて注目が集まっている。この新たな傾向は、そのような

言語を作成し、活用するためのツールが提供されるようになったこと、そして DSM を導入することで５～１０倍の

生産性向上が得られるといった事例が多くみられるようになったことが、要因となっている(2)。 

  

 しかしながら良い言語を作るための教科書や情報が殆ど無いために、大抵の場合、言語の開発者は勘に頼

らざるを得ない。 そのような言語が必要となる確固たる背景を説く産業界の参考書籍(3,4)、学術研究として

理論と見識を解説するもの(5,6,7) などはあるが、両者とも実質的な構築方法については殆ど無いに等しい。 

 僅かではあるが、DSM 言語構築法の良い手引き(8,9)や、 近の参考書(2)などがある。それでも殆どの場合、

読者にとっては不確かであり、また多くの言語は基本的な過ちを繰り返している。言語構築に当たっては、歌な

どでやってはいけない事を伝えるのが簡単な方法で、その結果として 初の取組みで条件を満たせるのかもし

れない。少なくとも、何を避けるべきかを知ることは、一連のベストプラクティスに加えて有用であり、困難な課題

を早期に認識し、後から起こる手戻りを回避することができるであろう。この資料では、言語開発と利用に於け

る、共通の落とし穴の概要を説明する。紙面の都合上、コードジェネレータや広範な組織に関わる話題は割

愛する。 

  

Method Overview 分析方法について 

 長年に渡る経験から様々なワーストプラクティスを見てきた。それらを分類する上で、76 例の DSM を分析した。

このサンプルは広範に及ぶ。15 年間で、4 カ国、様々なツール、100 人にも及ぶ言語開発者、プロジェクト内の

モデル担当者が３人から 300 人の規模まで。課題のドメイン（problem domain）は、自動車、航空電子機器、

携帯電話、医療、コンシューマ機器、エンタープライズ、システムインテグレーション、サーバーコンフィギュレーショ

ンなど。課題解決のソリューション（ｓolution domain）は、アセンブラ、Basic, C, C++, C#, Java, JavaScript, 

shell scripts, Python, Prolog, Matlab, SQL, XML スキーマなど。殆どの事例は欧州で MetaEdit+を用いたも

のではあるが、これらは世界的な DSM の事例の大多数を占めるといえる。 

 プロジェクトの進捗にあわせて直面すると考えられる順で、ワーストプラクティスを次のように紹介する： the 

initial starting conditions（開始段階の制約）; the domain concept sources（ドメインのコンセプトの源）; the 

resulting language(出来上がった言語について); the language’s notation（言語の表記について）; and the 

language’s use（言語の用法について） そしてこれら課題のパーセンテージも合わせて紹介する。ただし個々の
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事例に含まれなかったり、多くに含まれたりするものがあるので、合計は 100%にはならない。 後に、関係者の

守秘情報があるため、いくつかの事例のモデル図は変更を加えている。 

  

Initial Conditions 開始段階の制約  

まさに言語開発を開始する前の、間違った考え方や選択は、 終的な成功に深刻な影響を及ぼすことになる。 

  

Only Gurus Allowed グルのみが関われると考えてしまう 

権威、グルだけが言語を構築できると考えてしまうこと（4%）、あるいは ”私はスマートなので助けは不要” として

しまうこと（12%） 

  

 長年に及ぶ基礎理論、ソフトウエアシステム、言語生成の経験は、汎用言語の開発には役には立つかも知

れない。しかし、そのようなバックグランドは DSM 言語を開発する場合には成功の鍵とはならない。 

なぜなら DSM 言語は、汎用言語と比較して少数の課題解決を目的としていているので、一般によりシンプルに

構築することができる。しかしながら単純すぎるものでもなく、課題となるドメイン（problem domain）に踏み込ん

だ理解と経験を必要とする。それゆえ、適切なドメインの知識が、言語理論より重要である。 

 また避けるべき極端な行為は、自分で全てやってしまおうとすることや、良い言語を作るための他者の経験を

無視することなどがある。組織のリソースを DSM 言語開発の主要な要素とするのは良いことではあるが、過度

な自己満足や、NIH 症候群（"not invented here"）は、逆効果となる。助け無しでは、 初にできる言語は

（ 初に書いたプログラム同様）傑作となることは殆ど無いというのが厳しい現実。 

  

Lack of Domain Understanding ドメインの理解不足 

課題となるドメイン（problem domain）（17%）、あるいは課題解決のソリューション（ｓolution domain）（5%）  

への理解不足 

  

 DSM 言語を開発するためには、課題となるドメインを良く知ることが必要。通常、これは問題にならないが、

夏季インターンや期間開発者に任せてしまい、コードよりレベルを上げることに失敗するといった過ちが時折見ら

れた。言語は開発されるアプリケーションに対する妥当な領域内に、少なくとも将来の拡張を踏まえたうえで設

定されなければならない。 

  他の起こりえる問題は、コンセプトや抽象的思考のスキル不足や、重要なシステム構築の経験無しに、ドメ

インのコンセプトを言語に組み入れようとすること。これらのスキルは、プログラミングより現場からもたらされる。し

かしながら、恐らくプログラミングは、次の点で良い見本となる。DRY（don’t repeat yourself コードやデータの

複製を避けること）や、モジュール化（システムのパーツ間の低いカップリングと高度な結合）などの言葉に見られ

る原理など。これらはアプリケーションを構築する時には必要となるので、言語開発する時にも必要になる。  

 DSM 言語の開発は課題となるドメイン（problem domain）にフォーカスすべきであるが、課題解決のソリューシ

ョン（ｓolution domain）に対する経験不足は、後に問題となる。そして DSM 言語開発にベストなのは、その課

題となるドメイン（problem domain）のみにフォーカスしている熟練者だが、その課題解決のソリューション（ｓ
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olution domain）に対する経験も同様に、選択・判断に活かされるようにすること。 

  

Analysis Paralysis 情報が多すぎて分析不可能になる  

言語が理論的に完全になることを望み、全てを実装しようとしてしまうこと（8%） 

  

 この手の誤りの動機となるのは、”恐れ”。 殆どの人は、初めて言語を作るような、なじみのない領域に進む

ことに対して慎重になる。また、”あらゆる用途に使えないのなら、ツールは有用ではない” と考えて、あらゆる想

定される課題を解決しようと望むことも、この問題の基になる。 

 DSM は完全を目指すものではなく、実用面で効果を挙げることを目指すべき。言語で対処できないケースを

推測することは可能でしょう。重要なのは、そのようなケースは実用面でどれだけ多く現れるのか？を問うこと。そ

して、いかに上手に、よくあるケースを扱えるかを考えること。 情報が多すぎるために分析不可能となることを避

けるには、コアとなるケースに専念し、それのプロトタイプとなる言語を構築すること。 

 

The Source for Language Concepts 言語のコンセプトの源  

DSM 言語構築の 初のステップはコンセプトを特定すること。課題のドメイン（problem domain）が理想的な情

報源であり、それを 2 次的な情報源（コード）に頼ってしまうことは、トラブルの基となる。 

  

UML: New Wine in Old Wineskins  UML： 新しいワインを古い皮袋に入れてしまう  

大きな、ジェネラルパーパスなモデリング言語を拡張してしまう（5%） 

 

  （Matthew 9:17 Neither do men pour new wine into old wineskins. マタイ 9:17 新しい、できたばかりの革

袋は、ブドウ酒が発酵するときの圧力で伸びるに十分な柔軟性と弾力性があります。それに反して、古い堅い

ものはばらばらに破れてしまい、「革袋」とブドウ酒の両方ともだめになる。古いものに新しいものを加えることはで

きない。ゼロから始める方が良い。）  

  

 確立された言語構成やセマンチックの上に、言語を構築することは魅力的に映るが、一般にそのような言語は、

特定のドメインには汎用的過ぎて、広範に過ぎる。そのような言語からパーツを取り除き、新しいコンセプトやセ

マンチックを追加することは、単純に 初から始めることより、大抵の場合多くの作業が必要となる。ステート、コ

ントロールフロー、継承など、確立された言語の基本的な考え方やコンセプトは、当然参考となるが。 

理屈的には、既存の言語が非常に小さなもので、狭い範囲をサポートすることもある。しかし実質的には、ま

れなケースであり、また既存のコンセプトを拡張して補正することは容易である。 

 

3GL: Visual Programming ビジュアルプログラミングになってしまう 

トラディッショナルなプログラミング言語のコンセプトとセマンチックを複製してしまう（7%） 

  

 DSM 言語にプログラミング言語のコンセプト（if/else、while、foreach など）を盛り込むことは有益であるが、



課題のドメイン（problem domain）のコンセプトのコアにするべきではない。このケースの危険な点は、DSM では

なくビジュアルな汎用プログラミング言語になってしまうこと。低い抽象度の言語となってしまうこと。この手のビジュ

アルなプログラミング言語は、たいてい表現力に欠け、取って代わるべきマニュアルで記述するコードと比較しても、

使うことが難しい。 

  

Code: The Library Is the Language ライブラリが言語になってしまう 

既存コードのテクニカルな詳細にこだわってしまう（32%） 

 

 主に課題のドメイン（problem domain）からモデリング言語のコンセプトを導き出すべきであるが、課題解決の

ソリューション（ｓolution domain）からの影響も容認できる。しかしながら、ターゲットのフレームワークやコンポーネ

ントライブラリを強調しすぎると、抽象度をコードレベルに下げてしまうことになり、他のプラットフォームへの乗せ替

えができなくなる。結果、ソフトウエア開発の抽象度をベストなレベルに保つと言う DSM の考えに背くことになる。

課題解決のソリューションをベースにした言語は、多くの場合、詳細な実装や、共通部分の繰返しなどがコード

内に露呈する。Figure 1 では、この両方の例を示している。真ん中にある各オブジェクトのペアは、実装の詳細

を除外して単一オブジェクトに入れ替える事ができる。 

 ドメインフレームワークの役割を考えると、驚くほどのことではないが、これは も一般的なワーストプラクティスで

ある。言語開発プロジェクトの初期段階で、フレームワークは、課題解決のソリューション（ｓolution domain）の

ベストな抽象概念となる。そしてドメインエキスパートに良く理解され、プログラマーにとって身近なものである。そ

れゆえフレームワークは言語コンセプトの有用な候補であるが、ソースコードではなく、課題のドメイン（problem 

domain）を思い出すべきである。 

 

Figure 1 フレームワークのコードにフォーカスしてしまった場合。ターゲットのフレームワークやコンポーネントライブ

ラリに肩入れしすぎると、低水準に詳細化され、不要な重複を招くことになる。 



Tool: If You Have a Hammer … ハンマーを持つ人には、、、 

ツールのテクニカルな制限で、言語が決定されてしまう（14%） 

 

   （“If you have a hammer, everything looks like a nail” マーフィーの法則：ハンマーを持つ人には、すべて

が釘に見える。自分が持っている手段に固執することを戒めたもの。 ） 

  

 良いツールサポートは、言語開発の重要な一面である。しかしツールの課題にフォーカスしてしまうことや、ツー

ルの制限からものを見ることに捕らわれることは、過ちである。異なる DSM ツールは、それぞれの狙いがあり、全

てのツールが DSM の全てのパーツを同様にサポートしない。不完全、あるいは役に立たないツールでは、モデリン

グ担当者や課題のドメイン（problem domain）に必要なものの代りに、ツールのできることに捕らわれて物事をす

すめることになってしまう。 

Figure 2a のツール例では、経験豊富な開発者でさえ、読みにくく使用しづらい、メニュー構成で言語を構築さ

れてしまう。Figure 2b のほうがわかりやすい。そしてまた、あるツールの弱点の回避策として身につける手腕は、

その領域に強い他のツールを使用する場合にも、抵抗無しに使用され続けることになってしまう。 

同様に、人はツールの新しい機能や素晴らしく見える機能に我を失い、言語自体の主旨を犠牲にしてしまう。

言語の実用性や成功には、見せかけの 新機能より、しっかりした土台が有効である。そして全てのツール機

能を使おうとしないこと。ツールサポートは必ずしも重要ではない。 

 

 

Figure 2 (a) 



 

Figure 2 (b) 

ツールの選択による結果の違い。(a) のツールでは格納することにフォーカスされてしまい、半端で、手間隙のか

かるモデル構造となってしまう。(b) では、格納物をリレーションシップで定義できるため、メニュー構造が明白に

なる 

  

The Resulting Language 出来上がった言語について  

言語構築は、技術面、心理面、の両方で利害関係者を満足させること 

 

Too Generic/Too Specific 汎用、あるいは特定に過ぎる  

汎用的なコンセプトが僅か（21%）、多すぎる特有のコンセプト（8%）、僅かなモデルのみを生成するためだけの言

語（7%） 

  

 汎用-特有の適切なバランスを得ることが、DSM 開発の成功の鍵。そしてまた、過ちを犯しやすい部分でもあ

る。汎用的に過ぎたり、ドメインのコンセプトやセマンチックが僅かであったり、あるいはその両方の、汎用的に過

ぎる言語を開発しがちである。Figure 3 では、 “lights” や “heating”などのコンセプトを加えることで言語を

改善させられる。ここでの判断基準は、あなたの製品ターゲットの課題ドメイン（problem domain）以外のモデル

ができるかどうかであり、できるならそれは汎用的に過ぎると言うこと。 

 他方で極端なのは、多すぎるコンセプトを持ち、それらは恐らく、セマンチックが非常に限られた範囲であり、あ

るいは重複する場合。理解・習熟・メンテナンスが難しい、非常に複雑な言語になり、言語の開発も使用も困

難になる。 

 また汎用性に関する考察として、僅かなモデルしか生成できないような言語について。DSM は何をおいても量



産を目指すものであり、もし多くのアプリケーションが生成できないなら、そのような言語構築は無駄な努力とな

る。 

  

Figure 3 コンセプトが不十分な例。この言語ではコンセプトが僅かであり、汎用的に過ぎる。“lights” や 

“heating”などの明白なコンセプトを加えることで言語を、かなり改善させることができる。 

 

Misplaced Emphasis 見当違いな重要視  

特定ドメインのフィーチャに固執する（12%） 

  

  本質的には、DSM 言語はドメインのコンセプトに強く重点を置くべき。 残念なことは、言語開発者がこれを

拡大解釈しすぎて、特定フィーチャやコンセプトに集中しすぎて他を犠牲にしてしまうこと。特にそのコンセプトが、

その DSM に対して殆ど価値を持たない場合は厄介である。一般にそのような状況は、言語開発に多すぎる利

害関係者に関わらせたときに起こる。異なる意見に耳を貸す事は、ドメインや見込まれる言語の用法を理解す

るには良いのだが、全体像と客観的な目標を失うべきではない。 

  同様にありがちなのは、ドメインの全てのエレメントを言語内に含めようとすることで、除外するべきものを決め

ることの重要さを忘れること。多くの DSM の事例は基本的にソフトウエアプロダクトラインであり、それらの言語は

バライアビリティをモデルすることが妥当で、全プロダクト間の共通性はモデル化する必要は無く、それらはコード

ジェネレータやドメインフレームワークで扱える。（4） 

  

 



Sacred at Birth 生まれながらに神聖  

初期バージョンの言語を不変なものとしてしまう（12%） 

  

 このありがちな過ちは、様々な理由から発生する。たいていの場合、一度作って捨ててしまうことは好まないが、

それゆえ 初の草案を破棄することや、徹底的に修正することをためらってしまう。また多くの場合、言語開発を

ウォーターフォールプロセスで捉えてしまい、プロトタイプが必要であることや、イテレーティブに開発できる本質を

忘れがちである。この過ちでは、言語開発の各段階に隔たりができることにもなる。この場合、言語開発者は開

発自体に尽力しすぎてしまい、実践でのテストが欠けてしまい、後戻りが必要な場合に困難になる。ここでツー

ルのサポートが重要になる。柔軟性に欠けるツールでは、モデル言語の変更時に、モデルの再構成に余計な工

数が取られてしまうことになる。 

言語の進化は不可避であり、それは僅かな関係者とモデルのみであれば言語の修正は容易になる。その段

階では言語の実績は少ないが、その分、多少の不備や改善のための余裕があると言える。 

  

Language Notation 言語の表記について  

例え素晴らしい言語であったとしても、具象構文の選択が貧弱であれば、利用者を遠のけ、活用されなくなる 

 

Predetermined Paradigm 表現のパラダイムに対する先入観を持ってしまう 

視野の欠けた誤った具象化の選択（7%） 

 

 テキストかグラフィカルな図なのかといった、システムの表現に対する固定観念をもって DSM にアプローチするす

る人が多い。75%はテキストよりビジュアルな表現を好むとの報告があるが（10）、高い割合で開発者は、プログラ

ミングの世界に従来から普及するテキストを選択する傾向にある。 

単に先入観を基に、テキストかグラフィカルのいずれかの表現を選択することは悪い傾向。マトリクスやテーブル、

フォーム、ツリーなどの可能性をないがしろにして。 正しい表現のパラダイムは利用者次第であり、データの構

造や、そのデータをどう利用したいかに関わる。間違った選択をすると、モデル開発や、モデルを読んで理解する

こと、メンテナンスなどに多くのコストがかさむことになる。 

 この過ちは、我々の事例では過少申告されている。なぜなら、MetaEdit+ は、広範に渡る多様な表現のパラ

ダイムをサポートしているので。そしてテキストを望む場合は、単にツールとしてテキストエディタを採用し、今回の

サンプルには入ってこなかったであろうから。 

  

Simplistic Symbols シンプルすぎるシンボル  

シンプルに過ぎるシンボルや似通ったシンボルを用いること（25%）、全く見苦しいもの（5%） 

  

 もありがちな過ちの一つは、言語の表記にある。そのシンボルやアイコンなど。ジェネラルパーパスな言語や、

それより抽象的な言語と異なり、多くの場合 DSM 言語は慣れ親しんだ、直感的な表現を課題の領域

（problem domain）から得ることができる。しかしながら大抵は、異なる言語のコンセプトのシンボルは、単にラベ



ルとしてコンセプトの名前を持つ四角形である。人はラベルではなく形で物事を認識する（例えばバナナに”レモ

ン”とする名札が付いている場合、どう感じるでしょう）。またシンボルを色のみで識別することも 適とはいえない。

主に色の変化を同じものの異なるバージョンとみなし、全く異なったものとは考えないでしょう。 Figure 4 では、

この両方の過ちを紹介している。 

  Alan Blackwell 氏は、ベストなシンボルは絵文字であること、単純化された幾何学的図形や、より複雑なビ

ットマップや写真ではないことを紹介している（11）。今回の我々のサンプル内には過度な複雑なビットマップは無

かったが、倍率の変化した解像度の貧弱なビットマップや、テキストや他の項目に対する余地の少ないものは避

けるべきである。 

シンボルは審美的な役割を持つ。そして幸運にも言語デザインに必要な抽象的考察と、素晴らしいシンボル

を生み出すための芸術的なスキルの両方を兼ね備える人は殆どいない。はたして、本当に見苦しい言語例で

は、深刻なユーザからの抵抗に直面した。そのような抵抗にあったときは真摯に受け止め、まともなグラフィックデ

ザインスキルを持つ人を探してシンボルを改善させるべき。 

  

 

Figure 4 シンボルの区別が不適切な例。色とラベルのみで区別化するだけでは不十分。研究により、ベスト

なシンボルは絵文字であり、単純化された幾何学的図形や、写真のようなリアルなビットマップではない事が報

告されている。 

  

 

 

 

 



Language Use  言語の用法について 

大抵は、言語開発者は言語がユーザによって使用され役立てられることを忘れている。ここのパーセンテージは、

言語開発者以外に相当使用されたもののみであるが。 

  

Ignoring the Use Process 使用状況を無視する 

実践的な言語の使用状況の考察をしない（42%） 

  

 周知のことであるが、どのように新しいシステムを使用するか、どのようにグループメンバーの個々の取組みが引

き合わされた時に影響しあうか、予想は難しい。言語開発者はこのトピックを冒頭からないがしろにする。評価

を得るためには、言語とその活用法はモデリング担当者の役に立たなければならない。このカテゴリーは５つの考

察事項がある。 

 はじめに、一般的には複数の人によってDSMが使用され、複数のモデルが作られる。モデリング担当者が同じ

情報を何回も入力することや、コピー＆ペーストすることを避けるために、モデル間の再利用と参照を事前に計

画すること。相互接続するモデルのカップリングは 小限にするべき。データの重複やモジュール化の欠落により、

メンテナンスは間違いなく悪夢となる。Figure 5 は、とりわけ好ましくない例である。ユーザは小さなタイムアウト

のオブジェクト以外を全てコピーしてバリアントを実現している（左側から右）。言語にモデルの再利用のコンセプ

トを提供することや、あるいはサポートされないプラットフォーム上のタイムアウトオブジェクトを、ジェネレータやフレ

ームワークで無視させることをしないで。 

  ２つ目は、半自動化のモデル変換は迅速に、より多くのデータ生成ができるものの、長い目で見て貧弱な成

果で終わる。完全な変換と違い、ユーザは生成されたコードを編集することや、MDA(model-driven 

architecture)の場合のようにモデル変換の結果を編集するといった、付加的なデータのメンテナンスが必要にな

る。ジェネレーションタイムに生成されるトランスレーションにより自動生成できるどんなものも、メンテナンスの負担

を回避し、トランスレータの変更が自由にできるようにすること。 

  3つ目は、言語開発者がモデリング担当者のエラーを防ぐために、無数の強制的なルールを作りこんでしまうこ

と。それは不快にすることのみに役立つだけである。一時的にはモデリング担当者がルールを破るのを防ぐことに

なっても、そのうちモデルが変更されてしまうだけ。 

  ４つ目は、意外でもなく、DSM を使用する開発者は無批判にソースコードベースの開発をサポートするために

展開されてきたプロセスを適応する。多くのそのような手法は、ソースコード固有の問題解決や、単一ユーザによ

るエディット作業のために利用されてきた単に松葉杖と包帯である。適正なモジュール化や分業などに役立つ、

リポジトリベースのマルチユーザによるエディット作業がモデルには効き目がある。 

  後に、もしモデルとソースコードの構造が全く異なるなら、DSM モデルのデバッグをソースレベルで行なうこと

は良くない。もしモデルからコードに対するマッピングが不明瞭なら、生成されたコードのどこにブレークポイントを

設定するのかわからない。またデバッグで見つけたバグを修正することも難しい。実行中のコードからモデリングツ

ールにコールバックして相対するシンボルをハイライトさせる、そしてそこにブレークを設定できると良い。 

 



 

Figure 5 モデルの再利用がより良く計画されていない例。モデリング担当者は、小さなタイムアウトのオブジェク

ト以外を全てコピーしてバリアントを実現している（左側から右） 

  

No Training トレーニングしないまま 

言語開発者と同様に皆が言語を理解しているとみなしてしまう（21%） 

  

 親しみのあるドメインのコンセプトによって DSM 言語の習熟は容易になるが、直ちにユーザが完全な理解をす

ることはありえない。言語開発者はこの事実を見落とし、モデリング担当者と断絶されてしまう。全て動作するよ

うになっても言語開発は終わるわけではない。ドキュメントやトレーニング資料を作成し、ユーザとのコミュニケーシ

ョンが必要である。DSM に対する調査では、このような過ちで問題に直面した場合、たとえ後からサポートを強

化しても、長期に渡る抵抗に合うことが報告されている。（12） どのプロジェクトでも、実践的なフィードバックを

得て円滑に受け入れてもらえるようにするために、ユーザの早期段階からの関与は有益である。 

 

Post-adoption Stagnation 採用後、沈滞してしまう 

言語の導入成功のあと改善されないまま（37%） 

 

 DSM の導入成功により、多くのモデリング担当者とモデルが生まれることになる。モデルやモデリング担当者が

多くなればなるほど、言語の変更は困難になる。 善のツールでは言語が変更されればモデルも自動でアップ

デートされるが、モデリング担当者の頭までは自動でアップデートできない。 

  幸いに我々の経験では、開発する言語に影響を及ぼす課題ドメイン（problem domain ）の変更は、モデリ



ング担当者やツールの両方にとって対応が容易な、新しいコンセプトやコンセプトの拡張といった付加的な要素

である。言語の進化が停滞するのを防ぐには、先送りせずに即座にそのような変更を行なうこと。また言語のメン

テナンスを適任でないような人に任せないこと。 

  数年たてば課題領域（problem domain ）が相当変わるかもしれない（めったにないが）。その場合、その変

化を既存の言語に押し込んでも効き目は無く、モデリング言語に対する大量のアップデートで全てのモデルが実

用的で無くなるであろう。新しくなったドメインに対して新しく言語を構築することのほうが、コストに見合った生産

性の向上を得ることになる。 

  

Preliminary Analysis 予備的な分析 

 今回カバーした７６のケースでは、殆どの企業が MetaCase 社のコンサルタントを受けたか、そのツール

（MetaEdit+）を利用している。一部のケースは MetaCase 社が関わっていないが、その DSM に関与された方

達と事例について話し合うことができている。全体で 7%のケースが MetaCase 社のみで実施され、57%が

MetaCase 社のコンサルタントを受けて顧客で実施され、36%が MetaCase 社のコンサルタント無しに実施された。

全体の 15%は、MetaEdit+ 以外のツールを使用した（少なくとも 初の段階で） 

ワーストプラクティスとして各ケースを算定する上で、区別するためのランドマークを定めた。例えば、”見苦しい

（ugly）”を考察するために、”シンボルは少なくとも ケース X と同様に見苦しいこと” など。またワーストプラクテ

ィスを、単純な Yes/No や、汎用/許容範囲/専用的過ぎる などの三者選択の質問形式に定めた。 

 予備的な分析として、各実践の相関関係を算出した。以下 ピアソンの積率相関係数で r はパーセンテー

ジ。これによる以下すべての相関関係は、統計的に有意義であるが(n = 76, α= 0.05, one-tailed, |r| ≥ .190)、

関連傾向や因果関係は我々独自の解釈である。 

  言語が使用されない単独で も大きな要因は、課題領域（problem domain）の十分な経験を持たない者

に言語デザインを任せた場合であった。（26%）  

言語のベースをコードに置くことで、開発者に全てのことを考慮させてしまう（33%）。コードベースで理論上の

完全さを求めることで、シンボルが単純すぎるものになってしまう（28%）。コードをベースにすることで言語が改善

されない（沈滞する）結果にもつながる（37%）。 

  言語開発者が 初から助力を受けなかった場合、言語は神聖なものとなってしまう（結果、変更・進化され

ない）確率が高い（24%）。そのような（神聖となった）言語は、改善されないことが多い（31%）。しかしながら神聖

となった言語は実践で使われる確立も高い（恐らくその開発者が愛情をもって大切にし、その活用を得るために

努めるから） 

  貧弱なツールを用いると余計な骨折りが必要になるので、開発者は言語の改善や変更を望まなくなり、その

ような言語は神聖なもの（結果、変更・進化されない）になる。（31%）。貧弱なツールでは、プログラミング言語よ

り抽象度を高くすることができない（34%）。シンボルの定義に弱い仕組みでは見苦しい表記・表現になる（41%）。

配慮に欠けたシンボルは、不十分なトレーニングに関連し（47%）、ユーザに対する無関心を露呈することになる。 

  

  これらサンプルケースからワーストプラクティスの因果関係について調査することで、実践と特別な様相の境

界をまとめることに役立った。ある種の慣例が珍しいことに驚いた：既存言語をコンセプトの源にすることや、初期



の言語設計を神聖化（結果、変更・進化されない）することなど。しかしながら我々はそのような課題については

早期に忠告していた。そして恐らく結果として避けることができたのであろう。 他のツールのケースにも調査をす

ることや、分業や言語開発者に関係する経験などに、この調査を掘り下げることは興味深く、有益であろう。 

しかしながら も重要な成果は、同じ過ちを犯すことを避けるために、これらの公正な失敗に関する情報が役に

立つことである。 
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