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タグ情報による要求トレーサビリティリンクの構築と可視化
徳本 修一†1

谷垣 宏一†1

高橋 洋一†1

中島 毅†2

ソフトウェア開発において，成果物での要件の実現を追跡すること（要求トレース）は，成果物の品質保証や改修作
業の影響範囲を特定するために重要な活動である．しかし，その重要性に反して，実際のソフトウェア開発では既存
作業の変更や作業時間増加が懸念され，定着が困難である．我々は，明示的なリンク作業を行わずに，開発内容の関
連情報（トレーサビリティリンク）を構築し，影響箇所を特定する方式の提案とトレーサビリティリンクの可視化を
実現した．ここでは成果物に付けたタグの名称や位置情報からトレーサビリティリンクを構築し，2 種類のトレーサ
ビリティマトリクスによる可視化を行う．本方式を実現するためにプロトタイプツールを作成し，ツール開発へ本方
式を適用した．

Construction and Visualization of Requirements Traceability Link
by Tag Information
SHUICHI TOKUMOTO†1 KOICHI TANIGAKI†1 YOICHI TAKAHASHI†1
TSUYOSHI NAKAJIMA†2
In software development, tracking of the implementation in artifacts of requirements (Requirements Trace) is an important
activity in order to quality assurance and identify the impact range of modified artifacts. However, the contrary to the importance,
it is difficult to fix the process by increase and existing work development scale. We propose a method for building traceability
link without explicit linked, and realize suggestions visualization method to identify the impact. For acquisition of the trace
information, built the trace information from the name and location information of the tags attached to the development artifacts
and performs visualization of information by two types of Traceability Matrix. The prototype tool to realize this method, it is
applied to this system to the tool development.

やソースコードの関連箇所を手動でリンクする方式，ドキュ

1. はじめに

0F

メントなどの関連する箇所にタグをつけてリンクする方式が

ソフトウェア開発では，ユーザ要求に基づき，設計，プロ

ある．しかし，大規模なソフトウェア開発では多数の成果物

グラミング，試験等の各工程で要求の実施を確認することが

の作成，複数人での並行作業など，作業が複雑になる．その

品質向上において重要である．しかし，従来のレビューや試

ため開発作業と同時にリンク作業を行い，トレーサビリティ

験では，開発者の能力や経験に依存し，要求の実施漏れや矛

を維持管理ことは，作業負荷が高い．また，ツールによるト

盾を発見することが遅れることがある．特に既存のソフトウ

レーサビリティリンク構築では，
ツール固有のデータであり，

ェア成果物を用いて開発を行う流用開発では，流用する成果

変更や確認にツールが必要になり，汎用性，
利便性に欠ける．

物の理解不足や潜在的誤りにより，開発工程の後半で重大な

我々は，作業効率と利便性の向上を実現して要求トレース

障害を発生することが多い．
近年，要求工学が注目され，その体系化が行われている[1]．

を定着させるために，要件をキーとしたタグ付けによるトレ
ーサビリティリンクを構築する方式を提案する．本方式では，

その中では，開発した成果物で要求が実施されていることを

開発者によるリンク作業を行わずに，成果物に記載したタグ

記録し，追跡することを要求トレース，要求と成果物の関係

の名称と位置情報からトレーサビリティリンクを構築する．

性を要求トレーサビリティとして定義している．また，品質

構築したトレーサビリティリンクは，トレーサビリティマト

保証として SLCP[2]に代表されるシステム開発の標準プロセ

リクスとして可視化することで影響範囲を確認する．

ス，SPICE[3]や CMMI[4]のアセスメントモデルにおいても重
要な項目として定められている．

本報告では，2 章でソフトウェア開発におけるトレーサビ
リティ管理の課題と解決アプローチを説明し，3 章でトレー

これまでトレーサビリティについて様々な研究がされてい

サビリティリンクの構築方式を提案する．4 章で本方式を実

る[5][6][7]．またシステム開発において要求トレースの実施を

施するために開発したプロトタイプツールと，ツール開発へ

支援するツールが開発されている[8][9][10]．要求トレースの

方式を適用した結果について説明する．5 章に今後の課題に

ために，ツールでは成果物の内容を関連情報であるトレーサ

ついて議論し，6 章でまとめる．

ビリティリンクを構築する．構築方式には主にドキュメント
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2. 要求トレース実施の課題
これまでに要求トレース，
要求トレーサビリティに関して，
その方式や効果について研究されてきた[6][11]．ソフトウェ
ア開発のおける要求トレーサビリティは，要求がソフトウェ
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この方式では既存の成果物の記述方式やファイル形式に依存
せず，運用ルールを定義することで複数人が同時に作業を行
える．構築したトレーサビリティリンクはトレーサビリティ
マトリクスとして可視化する．各開発工程での実施状況を明
確にするマトリクス[15]を適用し，ツールを作成し，その実
用性を検証する．
Figure 1

図 1 タグの定義例
Difinition Example of Trace-Tag

3. 提案方式
実際のソフトウェア開発での適用を考慮し，トレーサビリ

アのどの箇所で実現されているかを追跡できることである
（前方追跡性）．同時にソフトウェアの構成モジュールがどの
要求を実現するためかを追跡できることである
（後方追跡性）
．
要求トレースは，要件定義書で定義した各要件について，設
計書，試験成績書や障害記録，ソースコード，バージョンな
どが相互に参照することである．
要求トレースを実施するには，開発内容の関連情報である

ティリンクを効率的に構築する方式を提案する．我々は要件
定義書の各要件に ID を設定し，その ID と開発工程をキーに
成果物中にタグを付ける．タグの情報からトレーサビリティ
リンクを構築する．以降でタグの定義とグループ化について
説明する．
3.1 タグの定義
要件と成果物の関係を一意に定めるため，タグ ID を定義

トレーサビリティリンクを用いて，要件実施箇所を追記する．

する．タグ ID は要件をトレースする起点として，方式設計

トレーサビリティリンクは，要件を設計書，ソースコードな

や詳細設計などの開発工程に応じて拡張することを定義（式

どの成果物内の内容と紐づけた（リンク）情報である．トレ

(1)）する．

ーサビリティリンクについて，リンクの複雑さに関する研究
[12]，リンク抽出や復元に関する研究がおこなわれている
[13][14]．我々は開発現場で要求トレースの定着を目標とし，

([a-zA-Z0-9] {m, n}) (-([a-zA-Z0-9] {i, j}) {*} 式(1)
タグ ID は a～ｚ，A～Z，0～9 までの文字を m～n 個まで

リンクは成果物を作成した開発者自身が行うことを前提とす

の文字数を用いて定義する．要件は上位の開発工程から段階

る．開発者は要件などの入力情報をもとに検討し，ドキュメ

的に詳細化されると想定し，上位工程のタグ ID と下位工程

ントやソースコード等の成果物を作成する．そのため，成果

のタグ ID の関係を示すために“ - ”を用いる．下位工程数は i

物を作成した時点で正確にインプットとアウトプットをリン

～j 個まで設定可能とする．タグ ID のサイズは，要件定義，

クすることが可能と考える．このリンク作業を支援するため，

設計，プログラミング，試験などのプロセスに対応する．タ

様々なツールが提案され[8]～[10]，その多くは以下の方式に

グ ID の設定例を表 1 に示す．表 1 では先頭 2 文字を要件の

分類できる．

種類を示す文字列として，二つの下位工程を定義する．

1) 関連箇所を直接リンクする方式
2) 関連するタグ（任意）を手動でリンクする方式
3) 同一タグによる関連箇所の自動リンク方式

一般的なソフトウェア開発の V 字モデルにおけるタグ ID
の定義例を図 1 に示す．ソフトウェアの開発要件として，“SR”
（Software Requirement）を先頭文字とする．要件定義では
“SR-aaaa”（“a”は数字，以下 b，c，d も同様）をタグ ID とし

上記 1)，2)では，開発者がツール上，手動でリンクを行う．

て各要件に対して一意に定める．ソフトウェア方式設計では

大規模な開発では，多数の成果物の作成，設計書の分冊化，

要件定義書を入力情報として設計を行い，ソフトウェア方式

複数人での並行作業等により作業負荷が大きくなる．3)の方

設計書を作成する．ソフトウェア方式設計書には，“SR-aaaa”

式は，単一の要件についてリンクすることは容易であるが，

に関する設計箇所に“SR-aaaa-bbbb”を付ける．一般的に 1 つ

要求などが詳細化された内容のリンクや複数箇所へのリンク

の要件から複数の設計記述があると考え，“bbbb”にはその記

は，タグ自体の関連性を定義する必要があり，作業が煩雑に
なる．共通課題として，これらのトレーサビリティリンクは
ツール内で作成，参照するため，データの汎用性，利便性が
高くない．また，トレーサビリティリンクの維持管理を行う
には，他の作業と連携して実施するプロセスが重要になる．
このように要求トレースは，実際の開発において導入し，効
果を出すことは容易ではない．
本報告では，作業負荷低減や利便性向上を目的に，新たな
トレーサビリティリンクの構築方式を提案する．提案方式で
は，要件と開発工程をキーとしたタグを成果物に付け，タグ
の名称と位置情報からトレーサビリティリンクを構築する．
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表 1 タグ ID の設定例
Table 1 Configuration Example of Trace-Tag ID
タグ ID
aA-xxxxx
aA：任意英字二文字（半角）
xxxxx：任意の数字 5 ケタ（半角）
ex. SR-00001, CR-99999
Aa-xxx-yyyyy
Aa：任意英字二文字（半角）
xxx：任意の数字 3 ケタ（半角）
yyyyy：任意の数字 2～5 ケタ
ex. SR-101-02, CR-001-10000

タグ ID の設定値
([a-zA-Z][a-zA-Z])-([0-9]{5})

([a-zA-Z][a-zA-Z])-([0-9]{3})([0-9]{2,5})

2
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SR

要件定義

SR-01

方式設計

SR-01-01

詳細設計

SR-01-01-01

SR-01-02-01

NFR-01

CR-02

NFR-01-01

CR-01-01

SR-01-02-02

NFR-01-01-01

CR-01-01-01

図 2 タグの構造
Example of Trace-Tag Structure

SR-01-01

SR-02

グループ
SR-01-02

SR-01-02-01

詳細設計

CR

SR-02

SR-01

方式設計

NFR

SR-01-02
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SR-02-01

SR-01-02-02

SR-02-02

SR-01-01-01

図 4 要件トレーサビリティマトリクス作成ツール
Figure 4 Requirements traceability matrix generation tool

SR-02-02-02

SR-02-01-01
SR-02-02-01

グループ

図 3 タグのグループ化
Figure 3 Difinition Example of Grouping

を表 2 に示す．図 3 の破線内が同一箇所のタグとして，グル
ープと考える（方式設計で“SR-01-02”と“SR-02-01”，詳細設
計で“SR-01-01-01”，“SR-02-02-01”をグループとする）
．この

述内容に応じて採番する．同様にソフトウェア詳細設計の場
合も，
ソフトウェア方式設計のタグ IDから“SR-aaaa-bbbb-cccc”
を定める．一方，プログラミングと試験では，設計内容に対
応しているとして，設計時のタグ ID を用いる．
タグ ID は要件の種類，工程に対応して定義する．図 2 に
は，3 種類の要件の種類を 3 工程で採番した例である．上記
で定義した先頭文字“SR”の他，非機能要件には“NFR”（NonFunctional Requirement ）， 変 更 要 件 に は “CR” （ Change
Requirement）を先頭文字として定義し，工程間の関係に“ - ”
を用いる．このような複数の体系のタグ ID を同じ成果物に
タグとして付けることで，開発内容や要件の種類をタグ ID
で認識することが可能になる．また，開発者毎に拡張方法を
定義することで，複数人で並行してタグ付けすることも可能
になる．

場合，“SR-01-02”は要件“SR-01”（直接後方追跡タグ ID）の
他に，要件“SR-02”が間接後方追跡タグ ID として，要件の変
更に間接的に影響を受ける可能性がある．また“SR-01-02”の
変更は“SR-01-02-01”，“SR-01-02-02”（直接前方追跡タグ ID）
の他に，“SR-02-01-01”が間接前方追跡タグ ID として影響を
与える．
タグ ID のグループ化により，タグ ID の番号体系自体によ
るトレーサビリティリンク以外に，他の要件とのリンクを自
動的に行うことが可能になる．複数人での作業，複数回の改
修作業などのタイミングの違いにおいて，タグの修正を行わ
ずにトレーサビリティリンクの拡張が可能になる．また，1
つのタグ ID で，下位の開発工程の成果物にタグを付けるこ
とが可能になり，複数のタグを付けずにリンクと同等の結果
を得ることができる．そのため，作業効率化が期待できる．

4. プロトタイプによる実践

3.2 タグ ID のグループ化
複数要件で設計書の記述が共通する場合，または要件の追
加，変更のため，既存の設計内容に変更がある場合など，設
計書の同じ箇所に違う要件のタグが付くことが考えられる．
この場合，同じ箇所のタグ ID をグループと考え，タグ ID が
持つ工程間の関係（親子関係）を共有すると定義する．タグ
ID のグループ化の例を図 3，グループ化によるタグのリンク

4.1 機能概要
要件トレースを開発作業内で実施する場合，トレーサビリ
ティリンク作成が課題になる．開発中は追加と修正が頻繁に
行われ，トレーサビリティリンクに逐次その結果を反映させ
る必要がある．本研究では，提案方式によるトレーサビリテ
ィリンクの構築と可視化を実際の開発に適用するために，プ

表 2 タグの相互関連（一部）
Table 2 Inter-related list of Trace-Tag
間接前方追跡タグ ID
SR-02-01-01

直接後方追跡タグ ID
SR-01

間接後方追跡タグ ID
SR-02

SR-01-02-01

直接前方追跡タグ ID
SR-01-02-01
SR-01-02-02
-

-

SR-02-02-01

-

-

SR-01
SR-01-02
SR-02
SR-02-02

SR-02
SR-02-01
SR-01
SR-01-01

起点のタグ
SR-01-02
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<Requirement ID="FR-0002-01" Level="2">
<FoundTagList Members="1">
<FoundTag ID="0">
<DocumentType>方式設計</DocumentType>
<FileName>C:¥Work¥方式設計.doc</FileName>
<FileLink>C:¥Work¥方式設計.doc# 1,10,22,0,,ドキュメントファイル削除</FileLink>
<Group>SR-02-03</Group>
<TagNo>[FR-0002-01]</TagNo>
<Content>1ページ21行:ドキュメントファイル削除 :</Content>
</FoundTag>
</FoundTagList>
</Requirement>
…

図 5 タグ情報の構成例
Figure 5 Example of Tag Information

ロトタイプツール（要件トレーサビリティマトリクス作成ツ
ール：SRTracer）を開発した．図 4 に実行イメージを示す．
SRTracer は，設計書などのドキュメントやソースコードから
図 6 要件トレーサビリティマトリクス
Figure 6 Requirements Traceability Matrix

タグを検索し，タグの位置情報や近傍の内容などの情報（タ
グ情報）を抽出する．タグ情報から，タグ ID やタグの位置
からグループ化を行い，トレーサビリティリンを構築し，ト

トレーサビリティマトリクスを作成する．要件のトレーサビ

レーサビリティマトリクスを作成する．
ツールは実際のソフトウェア開発への適用を考慮し，一般

ティマトリクスや変更仕様と改修箇所を結ぶ変更要件トレー

的な形式を用いる．主な特徴は以下の通りである．
ž

( )

タグの検索対象は Microsoft Word，Excel，PowerPoint a ，
1F

テキストファイル
ž

式(1)によるタグ ID の設定と検出

ž

同一箇所のタグをグループ化として自動認識

リティマトリクスでは，CMMI における双方向トレーサビリ
サビリティマトリクス[16]などがある．我々は開発工程に着
目した 2 種類のマトリクスを提案する．
4.3.1 要件トレーサビリティマトリクス
全てのトレーサビリティリンクを開発工程に整理し，可視

ž

タグ情報の出力（XML データ）

化したマトリクスを，要件トレーサビリティ（Requirements

ž

タグ情報からトレーサビリティリンクを構築

Traceability Matrix：RTM）と定義する．RTM では１つの要件

ž

トレーサビリティリンクからトレーサビリティマトリ

が全行程にわたる実現状況を一望できる．図 6 に RTM の構

クスを Excel で作成

成を示す（図は Microsoft Excel で実現した例）
．RTM を構成

4.2 タグ情報の記録
タグを検索した結果を，タグ情報として XML ドキュメン

する軸は以下の通りである．
ž

横軸

トとして記録，出力する．タグ情報の記述例を図 5 に示す．

ソフトウェアの全開発工程．各工程にタグの位置情報

SRTracer では，タグ ID，位置情報，近傍の記載情報，グルー

（ファイル名，段落番号など），タグ近傍の記述内容

プ情報をタグ情報として検索したタグ毎に構造体として記録

などを設定する．

する．特にグループ情報として同じ箇所に付いている他のタ

ž

縦軸

グ ID を要素“Group”に記録し，トレーサビリティリンク構築

タグ ID．要件定義で定義したタグ ID から各工程で拡

時にグループ化判定に用いる．この XML データをパースす

張した全てのタグを列挙する．

ることで，タグ数やリンクの状態，グループ化など解析する
ことが可能になる．
SRTracer では，検索終了後に XML データをファイル出力
すると同時に，
ツール内でトレーサビリティリンクを構築し，

トレーサビリティリンクをもとにタグ情報を両軸に交差す
る箇所に記載する．
4.3.2 クロスリファレンスマトリクス

トレーサビリティマトリクスを作成する．また，一度作成し

RTM は開発全工程での実施状況を概観することに有効な

た XML データを用いて，複数のトレーサビリティマトリク

トレーサビリティマトリクスである．開発プロジェクトのリ

スを再度検索することなく，作成することが可能である．

ーダや品質管理担当が要件の実行状況を確認することに適し

4.3 トレーサビリティマトリクスによる可視化
SRTracer は，トレーサビリティリンクを可視化するために
a) Microsoft，Microsoft Office，Word，Excel，PowerPoint は，米国 Microsoft
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です．
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ている．しかし，工程間で要件の展開状況を詳細に確認する
ことが難しくなる．そのため，同じトレーサビリティリンク
の情報から二つの開発工程間での要件の展開状況を示すクロ
スリファレンスマトリクス（ Requirements Cross-reference
Matrix：RCM）を作成する．図 7 に RCM の構成を示す（図

4
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今回は開発工程として，要件定義，ソフトウェア設計，プロ
グラミング，ソフトウェア試験，確認試験を定義し，ソフト
ウェア設計で付けたタグをプログラミング，試験に共通で用
いた．つまりソフトウェア設計以降，タグ ID の拡張はしな
い．その結果，要件数が 48 個（起点になるタグ ID 数）に対
して 140 個の下位のタグ ID を作成し，483 箇所にタグ付けを
行った．その内，ユーザインタフェースやファイルの入出力
などの軽微な改修作業では，要件あたり 1～3 個の下位のタグ
ID を定義し，成果物内で 5 箇所程度のタグを付けた．一方，
複雑な検索処理の修正（Microsoft Office2007/2010 ファイル処
理）では，合計 273 個のタグ付けを行った．内訳は，設計時
に 9 個の下位のタグ ID を定義し，各タグ ID について 20～60
の試験項目を実施した．
図 7 クロスリファレンスマトリクス
Figure 7 Requirements Cross-reference Matrix

グループ化では，改修作業として XML ファイルに関連す
る要件 3 件が，ソフトウェア設計時にグループ化された．こ
の 3 件について関連性があることを RTM，RCM にて表示す

は Microsoft Excel で実現した例）
．

ることができた．今回は開発規模が比較的小さく，設計時の

RCM は，縦軸，横軸に指定した開発工程の成果物に記載さ

開発工程が“ソフトウェア設計”のみのため，開発者が意図し

れているタグを列挙し，トレーサビリティリンクを基に，そ

ない間接的な関連性を見出すことはできなかったが，開発規

の関連性を判定する．図７の例では，工程間で関連を示すタ

模の増加，開発時期や開発者の違いにより，改修作業の影響

グ ID の交差する箇所に“●”を記入し，その数を表記すること

範囲の確認を行うために有効であることが確認できた．

で，指定した工程間の要件の展開状況を把握することが容易

5. 今後の課題

になる．

要求トレース実現のため，トレーサビリティリンクの構築

4.4 適用事例
SRTracer の開発に本方式を適用した．SRTracer は初版開発

と可視化に関する方式を考案し，プロトタイプにより実践し

から，機能追加，高速化や操作性向上などの合計 4 度の改修

た．その結果，新規および流用開発などの改修時の影響範囲

を実施した．開発には，4 開発グループ（または個人）が開

を特定し，その状況を容易に確認することが可能になった．

発を担当した．

特に，開発者が担当していない過去の要件との関連性を確認

ツール開発では，初版から要件定義書，ソフトウェア設計，
試験，操作説明書のドキュメント類とソースコードにタグ付
けを実施した．初版と現在のツールの開発規模およびタグ数
の一覧を表 3 に示す．要件数は，初版以降はすべて追加要件
または変更要件である．最新版の開発規模は初版に比べ，3

することに非常に有効と考える．しかし，適用結果から以下
の点の改善が必要と考える
ž

工程数等の増加によるタグ ID の複雑さの回避

ž

タグ付け作業の均一化

ž

タグ付け作業の更なる効率化

倍以上になり，それに応じてタグ数が増加している．要件あ
たりの各成果量は，最新版では初版に比べて多いが，タグ当

本方式でも，依然タグ付けは作業負荷が高い．適用事例の

たりの成果量で比較すると大きな差はない．これは，初版に

ような小規模なソフトウェア開発でもタグ付けミスや漏れが

比べ，最新版では既存の成果物への追加改修のため，要件に

散見される．また，開発者によりタグ付け箇所が違い，ミス

関する文章やコードは既存の量を含めたため，開発量として

や抜けの温床になる可能性がある．しかし，作業のインプッ

多いが，
作業の質に大きな変化はないと考えることができる．

トとアウトプットを正確に把握し，記録できるのは作業時の

次にタグ付けとグループ化の実施結果について説明する．

開発者自身である．そのため，タグ付け作業の軽減を行うと

表 3 プロトタイプの開発規模一覧
Table 3 Development amount of a Prototype tool
版

初版

最新版

差分

計測
要件数
タグ数
ライン数
文書頁数

18
278
4258
82

48
948
13452
385
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30
670
9194
303

要件あたりの成果量
初版
最新版
差分
15.4
19.8
22.3
236.6
280.3
306.5
4.6
8.0
10.1

タグ当たりの成果量
初版
最新版
差分
15.32
14.19
13.37
0.29
0.41
0.45
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ともにプロセスの定義と作業支援を様々な方法で実施するこ
とが重要である．このことがトレーサビリティリンクの精度
向上と要件トレース作業の定着に繋がる．
今回の適用事例よりソフトウェア開発の成果物とプロセス
の品質を評価することが可能と考える．トレーサビリティリ
ンクは，タグへの展開数，タグ付け数により，要件の難易度
や作業品質を推定する可能性があると考える．
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ク抽出, 電子情報通信学会技術研究報告, SS, 112(275), 123-128, 2012.
14) 上田健之, 小形真平, 海谷治彦, 海尻賢二, 情報検索手法に基づ
くトレーサビリティリンク回復のための手法オプションについての
マイニングの提案と評価. 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.97, No.3,
414-426, 2014.
15) IPA SEC, 高信頼化ソフトウェアのための開発手法ガイドブック,
IPA, 245-258, 2010.
16) 清水吉男, 「派生開発」を成功させるプロセス改善の技術と極意,
技術評論社, 2007.

6. おわりに
我々は，要件定義からソースコードや試験結果まで，全行
程を一貫して要件トレースを実施するため，タグ情報による
トレーサビリティリンク構築および可視化の方式を提案した．
ここではタグ ID の記述による直接的なリンクと，タグのグ
ループ化による間接的なリンクを抽出することを可能とした．
このことは，開発者が意識することなく関連する要件を導き
出すことが可能であり，正確な影響範囲を示すことを支援す
る．また本方式で構築したトレーサビリティリンクをトレー
サビリティマトリクスとして可視化することをツールで実現
するとともに，ツール開発でタグ付けを行い，方式の検証を
行った．
今後の展望として，獲得したトレーサビリティリンクから
要件の難易度や成果物の品質を評価する活用方式を考案し，
既存のソフトウェアのメトリクスを活用し，その有効性の検
証を進める．
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