情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2019-SE-201 No.1
2019/3/7

要求仕様をあいまいにする同義語の特性分析と
同義語辞書の自動作成手法の提案
高橋宏季†1

井上昇†1 伴凌太†1 位野木万里†1

概要：要求仕様書のシナリオに現れる振る舞い用語は，開発するシステムの働きを定義する重要な設計要素である．
複数のシナリオ中に記述された振る舞い用語が同義語であるとき，それらのシナリオが示す機能要求が同一なのか，
内容が異なるのかがあいまいとなる．エンタープライズ系の特定のドメインのシステムに特化すると，そのような同
義語はパターン化できると考えられる．著者らは，同一ドメインの複数のシステムの要求仕様書を分析し，あいまい
になりやすい同義語のパターンを同義語辞書として洗い出した．ところで，そのような同義語辞書の作成は多大な作
業コストがかかる．そこで，著者らは，同義語辞書の作成作業を，単語のベクトル表現化ツールである word2vec のサ
ポートによって負荷を軽減する手法の開発を試みた．本稿では，本手法を具体事例に適用し，有効性を分析する．
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1. はじめに

ートによって負荷を軽減する手法の開発を試みた．同義語
が各ページに渡り複数回出現する要求仕様書に，単語の関

要求仕様書は，製品ソフトウェアの開発範囲を決定する

連度を出力する word2vec を組み合わせることで，見落とし

ための重要な開発成果物である[1]．一般的に，要求仕様書

や正誤の判断ミスのリスクを抑え，コスト軽減が可能だと

は，自然言語により記述される．

考えられる．

ところで，要求仕様書中に記述される振る舞い用語は，

以下，本稿は次のように構成する．第 2 章において，本

開発するシステムの働きを決定するための設計要素である．

研究の目的，課題，解決策のアプローチを示す．第 3 章で

要求仕様書中の複数ページに渡り，振る舞い用語の同義語

は要求仕様書におけるあいまい表現と同義語について示す．

が大量に記述されると，人手での指摘が困難な上，当該振

第 4 章にて人手による振る舞い用語の同義語の分析と同義

る舞い用語を用いて記述された要求が同一の意味を示すの

語辞書生成手法を示す．第 5 章では，要求仕様の一貫性検

か，異なる内容を示すのかが不明確となり，要求仕様書の

証支援ツールの拡張により開発した同義語シナリオ抽出機

品質低下につながるリスクがある．

能について説明する．第 6 章では同義語辞書の自動生成手

著者らは要求仕様書の品質低下につながるリスクのあ

法を提案する．第 7 章では提案する同義語シナリオ抽出機

る振る舞い用語の同義語について分析し，同義語辞書を作

能，同義語辞書自動生成手法の適用評価を示す．第 8 章に

成した．また，同義語辞書を用いた要求仕様書の検証手法

て提案手法の有効性について考察する．第 9 章では本研究

を提案する．提案する手法には，同義語を含む要求仕様を

に関連する研究を概観し，第 10 章にて本稿をまとめる．

抽出し，開発者が同義語の改善を容易にできるようにする
ツールを含む．なお，当該ツールは，要求定義の効率的な
実施の支援を目的として開発した，要求仕様の一貫性検証
支援ツール[2][3]を拡張することで構築する．
ところで，同義語辞書の作成にあたり，著者らは実際の
要求仕様書から設計要素を抽出し，それらを手作業により

2. 研究課題と解決策
本研究では，高品質な要求仕様書の効率的な作成のため
に，要求仕様を構成する設計要素のうち，振る舞いに着目
し，要求仕様書中に出現する振る舞い用語が一貫している
状態となることの支援を目的とする．

整理分類して同義語の候補を洗い出す作業を行った．膨大

本研究目的の達成のために，著者らが直面した課題は次

な量の要求仕様書から，人手による同義語辞書の作成は，

の 2 点である．1 点目の課題は，要求仕様書をあいまいに

多大な開発コストがかかることや，同義語とするかどうか

する振る舞いの同義語の効率的な指摘が，実現されていな

の判断にはノウハウが必要であり初級の技術者には困難で

い点である．もう一つの課題は，初級技術者は振る舞い用

あるという課題がある．

語を同義語とするかの判断が困難であり，同義語辞書の作

そこで，本課題に対し著者らは，同義語辞書の作成作業
を，単語のベクトル表現化ツールである word2vec[4]のサポ

成にコストを要する点である．
1 点目の課題に対して，要求仕様書をあいまいにする同
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義語を，実案件を対象に分析する．分析結果を反映した振

複数通りに解釈されるというケースも考えられる．

る舞いの同義語を自動で抽出するツールを，要求仕様の一

3.2 シナリオを構成する設計要素

貫性検証支援ツールを拡張することによって開発する．2

シナリオには，業務の内容やシステムの使われ方が記述

点目の課題に対しては，既存の単語解析ツールを活用した，

される．シナリオ中には，システム開発の際に重要となる

効率的な同義語辞書の作成手法を提案する．

設計要素が記述されている．

3. 要求仕様書のあいまい表現と同義語
3.1 要求仕様書におけるあいまい表現

機能要件の合意形成ガイド[8]によれば，情報システムの
中心となる設計要素として「画面」，
「振る舞い」，
「データ」，
「帳票」，「バッチ」，「外部インタフェース」があるとして

自然言語で記述された文書のあいまい表現の分類，要因，

いる．また，著者らは有識者へのヒアリングにより，
「アク

防止策の検討について研究されている[5] [6] [7]．文献[5]は，

ター」，「データ」，「画面」，「振る舞い」は，情報システム

メールや論文を含む情報を伝えるための文書情報伝達型文

の実現のために，優先度の高い設計要素であるとの意見を

書を対象として，あいまい表現の類型化と改善例を研究し

得ている．本稿では，開発するシステムの働きを決定する

ている．

ための設計要素である「振る舞い」に着目する．

文献[6][7]は，技術文書のあいまいさについての研究であ

3.3 同義語と振る舞い用語

る．文献[6]は，英語で記述された要求仕様書に関するあい

同義語とは同じ意味でも表現が異なる用語である．同義

まい表現について，言語の観点と，要求仕様書に固有の特

語には，要求仕様書特有に存在する用語が用いられること

性の観点に分類して，問題となる表現と対策について論じ

がある．実際の要求仕様書で使用されていた同義語の例を

ている．文献[7]では，要求仕様書を含むシステム開発文書

図 2 に示す．「格納」「保管」「保存」「書き込む」は，一般

全般の品質特性について言及する中で，あいまいさを引き

的には異なる意味を持つが，実際の要求仕様書中で同一の

起こす表現と対策を示している．

意味で使われていた．

図 1 に，これら 3 つの文献で指摘された，あいまいさを

このように同一の意味で使われていたとしても，読み手

誘発する表現の観点を整理した結果を示す．図 1 において，

の違いにより，a）～d）をすべて違う表現だと解釈する可

角丸長方形は，それぞれの文献で指摘された，あいまいさ

能性がある．要求仕様書特有の同義語を見つけるためには，

を誘発する表現の観点を表している．

どのような用語が同義語に相当するか要求仕様書を分析す

それぞれの文献の共通項として，
「複数の解釈」を誘発す

る必要がある．

る表現が取りあげられている．複数の解釈が考えられる表
現は，要求仕様書の執筆者と，要求仕様書に基づいて基本
設計以降の開発を担当する開発者の間で解釈が異なり，顧
客の要求が開発したシステムに反映されない結果になるリ
スクが特に高いと考えられる．したがって，要求仕様書中
において，複数の解釈を誘発する表現は回避することが重
要である．
なお，ここでの「複数の解釈」とは，基本的には，一つ
の表現が，複数に解釈されることである．一つの解釈が，
複数の表現で表されることによって，その表現の解釈が，

一般文書[1]
必須核の欠如
対応する範囲

書き手と読み
手の時間差

相対表現

複合名詞

図 2 要求仕様書の曖昧表現と解釈

助詞
用語のブレ

言語
環境
適用範囲
再考が必要
複数参照可能

条件の内容

用語の定義

構文的

値
複数の解釈

4.1 構築方法
状態

二重定義
動作

文の長さ

要求仕様書[2]

4. 同義語の分析と辞書作成

表の空欄

システム開発文書[3]

著者らは，3 件の要求仕様書[9][10][11]を用いて，以下の
①～④の手順により同義語辞書を作成した．
① 各要求仕様書[9][10][11]のシナリオ記述から振る舞い
用語を抽出した．
② ①で抽出した振る舞い用語を類語辞書等により調査

図 1 あいまいさを誘発する表現の観点
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開発言語：Ruby
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図 3 要求仕様の一貫性検証支援ツールの構成
し，出現した類語を類語候補として列挙した．
③ ①で抽出した振る舞い用語と，②で列挙した類語候補
が，要求仕様書内でどのような使われ方をしているか

5. 同義語シナリオ自動抽出
5.1 要求仕様の一貫性検証支援ツール
要求仕様の一貫性検証支援ツールは，要求仕様における

確認し，これらの用語を同義語候補と特定する．
④ ③で特定した同義語候補を有識者により精査し，同義
語間の代表用語を決定した．

品質特性の中の「一貫性」に着目し，設計要素である「ア
クター」
「データ」
「画面」
「振る舞い」の記述が，要求仕様
書内の記述と整合していることを検証する[2][3]．一貫性検

4.2 構築した同義語辞書
表 1 に，著者らが構築した同義語辞書を示す．今回の分

証支援ツールの構成を図 3 に示す．一貫性検証支援ツール

析では 20 パターンの同義語を定義した．同義語のパター

は，要求仕様書を入力し，検証レポートを出力する．一貫

ンには，No.1 の「実施」と「行う」の異音同義語や，No.3

性検証支援ツールの構成要素は，
「辞書とルール」，
「検証エ

の「受け取る」と「受取る」のような表記ゆれがある．ま

ンジン」，「検証機能」である．
要求仕様の一貫性検証支援ツールの検証は，以下のステ

た，No.2 のような要求仕様書特有のパターンがある．

ップによって構成される．
1.

仕様書入力

同義語

2.

形態素解析

実施，行う
格納，保存，保管，書き込む
受領，受け取る，受取る
提供，引き渡す，引渡す，受け渡す，受渡す
取得，得る
返却，返戻
伝える，連絡
通知，知らせる，発信
報告，レポート
依頼，求める
修正，訂正
表示，映す，映し出す
判断，判定，決裁
設ける，設置
提出，進達
発生，生じる，起こる
点検，チェック
初期化，フォーマット
ログオン，ログイン
受付，受け付ける，受付ける

3.

設計要素抽出

4.

設計要素定義表と突合

5.

検証レポート生成/出力

表 1 振る舞い用語の同義語辞書
No. 代表用語
1 実施
2 格納
3 受領
4 提供
5 取得
6 返却
7 伝える
8 通知
9 報告
10 依頼
11 修正
12 表示
13 判断
14 設ける
15 提出
16 発生
17 点検
18 初期化
19 ログオン
20 受付

図 4 に要求仕様の用語不一致検証の流れを示す．入力さ
れたシナリオは，形態素解析によって，形態素に分解され
る．設計要素抽出のステップでは，各形態素と識別辞書を
用いて設計要素が抽出される．ここで抽出された「振る舞
い」用語が，本稿での同義語抽出の対象である．
識別された用語は，設計要素定義表と突合ステップにお
いて，定義漏れや表記ゆれのチェックが行われる．最後の
ステップで，要求仕様書中のシナリオと設計要素定義表と
の一貫性を検証した結果を検証レポートが出力される．要
求仕様の一貫性検証支援ツールに同義語を含むシナリオを
まとめて抽出する機能を追加することで，同義語を含むシ
ナリオを容易に比較できると考えられる．
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<回数>

マスタ管理者

<状態>

1

＜修正候補>

不一致

管理者，マスタ管理者（職員）

・・・以下，データ，画面，振る舞いについてもレポート生成・・・

図 4 要求仕様の一貫性検証支援ツールにおける検証の流れ
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抽出
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同義語

1
Action1

格納

Action1

保管

2

運用オペレータは、セキュリティ監査ツールを実行し、セキュリ
ティ監査の実行結果をレポート出力し所定のフォルダ及びDVDに
格納した後、システム運用・保守統括者に実行結果を報告する。
運用オペレータは、システム管理部門より依頼を受け、FAQファ
イルをポータルサーバの公開フォルダに格納する。
・・・・・・
運用オペレータは、事業場公関保守端末上の各種操作のログファ
イル及びウイルス対策ソフトウェアのログファイルをDVDに保管
する。

・・・・・・
運用オペレータは、開庁日ごとに1回、監視画面より稼働状況を
確認し、出力されているメッセージをDVD等に保存する。
・・・・・・
4
運用オペレータは、手続き一括登録ファイルを媒体（CD又は
Action1 書き込む DVD）に書き込む。
・・・・・・
3

Action1

※1
2

1

1

保存

1

※1：抽出シナリオ数

図 5 同義語シナリオ抽出機能の入出力
5.2 同義語シナリオ抽出機能による要求仕様書の入出力

図 5 では，実際の要求仕様書中に，何等かのデータをメ

著者らは，図 3 の要求仕様書一貫性検証支援ツールを拡

ディアに格納する，という意味で，
「格納」の同義語として，

張し，指摘した同義語を含むシナリオをまとめて抽出する

「保管」，「保存」，「書き込む」の振る舞い用語が記述され

「同義語シナリオ抽出機能」を開発した．図 5 に同義語シ

ており，当該機能によりそのような要求仕様を自動抽出し

ナリオ抽出機能の入出力例を示す．本同義語シナリオ抽出

たことを示している

機能は，要求仕様書と同義語辞書を入力として，同義語の

6. word2vec を用いた同義語辞書作成手法

振る舞い用語とその振る舞い用語を含むシナリオを同義語
別にまとめて出力する．
同義語シナリオ抽出ツールの入出力の流れは以下の通

膨大な量の要求仕様書から，人手による同義語辞書の抽
出は，多大な開発コストがかかることや，同義語とするか

りである．

どうかの判断にはノウハウが必要であり初級の技術者には

(1)

要求仕様書から振る舞い用語を抽出する

困難であるという課題がある．そこで，著者らは，同義語

(2)

同義語辞書の用語と(1)で抽出した要求仕様書の振る

辞書の作成作業を，単語のベクトル表現化ツールである

舞い用語を比較する

word2vec[4]のサポートによって負荷を軽減する手法の開

同義語辞書の用語が振る舞い用語に含まれている場

発を試みた．

合，当該振る舞い用語を同義語として特定する

6.1 同義語抽出の考え方

(3)
(4)
(5)

(3)で特定された同義語の振る舞い用語が含まれるシ

同義語抽出の考え方を図 6 に示す．同義語抽出のために，

ナリオを一括して出力する

単語をベクトル化しベクトル空間に存在すると仮定する．

(4)で出力されたシナリオのシナリオ位置，シナリオ数

単語間の類似度が一定範囲内の単語を用語グループとする．

を同義語シナリオ抽出レポートに出力する

図 6 中では，
「アップ」の用語グループ「アップ」，
「格納」，
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用語のベクトル
類似度を計算

同義語辞書
の作成者

要求仕様の
一貫性検証
支援ツール

（5）

用語グループの
同義語候補
を決定

（7）

反復

（1）
検証実行
（3）

（2）
word2vec

学習実行

関連語を抽出

出力

振る舞い用語の
サ変接続名詞
抽出結果

単語のベクトル
表現化された
ファイル

振る舞い用語 振る舞い用語の
関連語データ 類似度計算表

類似している
用語グループ
の表

振る舞い用語
の同義語辞書

図 7 word2vec を用いた同義語辞書作成手法の流れ
「保存」，「保管」と「保存」の用語グループ「保存」，「格

今回は，類似度の閾値 0.4 以上と設定し，そのような要

納」
「アップ」，
「バックアップ」の用語グループが存在する

素を持つ用語グループベクトル𝑤𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑙 を構成する類似用語

ことを示す．

（ここでも閾値 0.4 以上）をまとめて，用語𝑤𝑖 の同義語候

続いて，ベクトル空間内に位置する 2 つの用語グループ
に含まれる単語の類似度を計算する．2 つの用語グループ
の単語間の類似度が一定以上の場合，2 つの用語グループ

補とする．以下に定義を形式化したものを示す．なお，𝑁は
自然数を示す．

を同じ一つの用語グループとする．図 6 中では，
「アップ」，

𝑊𝑑 = {𝑤𝑖 |𝑤𝑖 はシナリオ中の𝑖番目の振る舞い用語， }
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠, 𝑖 ∈ 𝑁

「格納」，「保存」，「保管」，「バックアップ」が同じ用語グ

|𝑊𝑑 | = s

ループとなる．用語グループの更新が終わるまで，用語グ
ループ間の距離の比較を繰り返し，同義語を抽出する．

𝑤𝑖 = (𝑎𝑖1 , 𝑎𝑖2 , 𝑎𝑖3 , ⋯ , 𝑎𝑖𝑠 )
⃗⃗⃗⃗
𝑎𝑖𝑖 = 1
𝑎𝑖𝑗 = distance(𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 ):

「アップ」の用語グループ

𝑤𝑖 と𝑤𝑗 間の類似度，

−1 ≤ 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1

バックアップ
格納

𝑤𝑔𝑖 = (𝑏𝑖1 , 𝑏𝑖2 , 𝑏𝑖3 , ⋯ , 𝑏𝑖𝑠 )
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
「保存」の用語グループ
保存

𝑏𝑖𝑘 =

アップ

「アップ」「格納」
「保管」「保存」
「バックアップ」
上記を同義語として登録

保管

𝑤𝑖 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
𝑤𝑘
‖𝑤
⃗⃗⃗⃗𝑙 ‖‖𝑤
⃗⃗⃗⃗⃗𝑘 ‖

𝑊𝐺𝑖 = {𝑤𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑙 |1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑠, ∃ 𝑙 ∈ 𝑁, 𝑏𝑖𝑙 ≥ 0.4}
𝑤𝑖 の同義語候補
𝑤 |𝑤 ∈ 𝑊𝑑 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑤𝑔𝑙 ∈ 𝑊𝐺𝑖 , 1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑠, ∃ 𝑚 ∈ 𝑁,
={ 𝑚 𝑚
}
⃗⃗⃗⃗
𝑤𝑙 = (𝑎𝑙1 , 𝑎𝑙2 , 𝑎𝑙3 , ⋯ , 𝑎𝑙𝑠 ), 𝑎𝑙𝑚 ≥ 0.4

図 6 同義語抽出の考え方
6.3 同義語辞書作成方法
6.2 同義語抽出の考え方の形式化
同義語抽出の考え方を形式化した結果を以下に示す．𝑊𝑑

word2vec を用いた同義語辞書作成手法の手順として，以
下の（1）～（7）を実施した．

をシナリオ中に出現する振る舞い用語の集合，振る舞い用

(1) 同義語辞書作成の素材となる振る舞い用語を抽出す

語数はs個とする．𝑤
⃗⃗⃗⃗𝑖 をある用語𝑤𝑖 と𝑊𝑑 内の全ての用語と

るため，要求仕様の一貫性検証支援ツールで分析を行

の類似度によるs次元ベクトルとみなす．同s次元ベクトル
間の類似度を算出し，それを𝑤𝑖 の用語グループベクトル
𝑤𝑔𝑖 と定義する．
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
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(3) 類似用語を検索するプログラムファイル Distance に
（1）で抽出した振る舞い用語を入力し，対象振る舞
い用語の類似用語を出力する．
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7.2.2 評価②の適用結果
表 3 に，同義語シナリオ抽出機能の分析結果を示す．表
3 より，検証した要求仕様書に記述された振る舞い用語の

(4) 出力した類似用語を同義語として登録するために，出

うち 163 件（正味 75 件）が，同義語辞書に定義された用語

力した類似用語でベクトル計算を行い，振る舞い用語

を用いており，あいまいな要求仕様として理解の妨げとな

のグループ間の類似度を抽出する．

るリスクがあることが分かった．なお，検証対象の要求仕

(5) 各用語グループごとに，類似度が高い用語グループを

様書中の 163 件の同義語は，今回構築した同義語辞書（正

紐づけし同義語候補とするため，対象とする用語グル

味数 20 件）のうち，8 件(40%)に対応する．振る舞い用語

ープに対し，グループ間の類似度の閾値が 0.4 以上の

の同義語が使用されることであいまいな表現となった要求

用語グループを同義語候補として抽出する．

仕様の一部として，
「所定のユーザでログインする」，
「ログ

(6) 対象となる用語グループに紐づけされた用語グルー

オンするユーザ」等が指摘できた．

プに紐づけされた用語グループまでを抽出し，同義語
表 3 同義語シナリオ抽出機能の適用結果

とする．
(7) （6）の作業を繰り返し行い，全ての用語グループに
対して処理を行ったものを同義語辞書とする．
図 7 に word2vec を用いた同義語辞書作成手法の流れを
示す．図 7 は上記の word2vec を用いた同義語辞書作成手
法の手順（1）～（7）を，入力，同義語辞書の作成者，要
求仕様の一貫性検証支援ツール，word2vec，出力の観点に
分けて可視化したものである．

7. 適用評価
7.1 評価方法
著者らは，提案した同義語シナリオ抽出機能と word2vec
を用いた同義語辞書作成手法を，以下の方法で評価した．
評価①：word2vec を用いた同義語辞書作成手法を適用し，

8. 考察
提案した同義語辞書自動生成手法により作成した辞書
は，人手での同義語辞書作成では指摘できなかった用語を
指摘できた．表 2 では，No.2 の「バックアップ」「登録」
や，No.3 の「送付」
「返却」があったが，これらは見落とし
ていた同義語だったため，他の要求仕様書でも期待できる
と考えられる
人手の同義語辞書では No.1 の「通知」「発信」や，No.2
の「格納」「保存」「保管」を登録していたが，本手法でも

同義語辞書を作成する．本手法により作成した辞書と，4.2

これらを指摘することができたため，有効であると考えら

節で述べた手作業により構築した辞書（表 1 の振る舞い用

れる．

語の同義語辞書）を比較し，提案手法の有効性を評価する．

提案した同義語辞書と同義語シナリオ抽出機能を用い

評価②：評価①の結果を考慮して再定義した同義語辞書

た要求仕様の検証手法により，誤った理解を誘発するリス

を用いて，同義語シナリオ抽出機能の有効性を評価する．

クを含むシナリオを指摘できた．特に，複数ページに渡る

評価対象としては，新たに実案件の要求仕様書（[12]の機

要求仕様書から，同義語単位に整理して仕様を自動抽出す

能一覧の機能概要部分，13 ページ，21,322 文字)をとりあ

る機能により，開発者が効率的に仕様の確認を行えると期

げる．

待できる．

7.2 適用結果
7.2.1 評価①の適用結果

要求仕様書中で使われがちなリスクのある同義語を，同
義語辞書として定義することによって，未然に要求仕様書

要求仕様の一貫性検証支援ツールによる振る舞い用語

の作成時に同義語を使うことを防ぐことが期待できる．今

の抽出の結果，延べ 2,026 件，正味 205 件の単語を振る舞

後は要求仕様書の分析を継続し，同義語辞書の拡張や対象

い用語として特定した．表 2 に作成した同義語辞書の抜粋

分野別のバリエーションの整備の検討が必要である．

を示す．本同義語辞書は，同義語の種類としては 24 件，同
義語用語数 181 件である．

9. 関連研究
3.1 節で述べた通り，自然言語で記述された文書のあいま

表 2 振る舞い用語の同義語辞書（抜粋）

いな日本語表現のパターン化を行い，改善方法を示す研究
は多く行われている[5][6][7]．文献[5]はメールアドレスや
論文を含む情報伝達型文書を対象としている．文献[6]は言
語の観点と要求仕様書固有のあいまいさの観点から，問題
となる表現と対策について論じている．文献[7]はシステム
開発文書の品質特性に言及する中で，要求仕様書をあいま
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のためのシナリオの一貫性検証・シナリオ生成手法」JSPS
科研費 JP16K00105 の助成を受けて実施した．

摘するツールが研究されている．文章校正支援ツール Just
Right!6Pro は，商用の文書校正ツールであり，技術文書作

参考文献

成の現場で活用されている[13]．本ツールには，文法上の誤

[1]

りの指摘や不適切と考えられる指示語などを指摘するため
のノウハウがあらかじめ組み込まれている．また，文書中

[2]

に記述された特定の用語を漏れなくハイライトする GUI
を備えている．
自然言語で記述された要求仕様書の自動検証について研

[3]

究されている[14] [15]．文献[14]は，要求仕様書の文書構造
と構文構造を用いて，品質特性の項目について検証する．
文献[15]は，自然言語で記述された要求仕様書から DFD
（Data Flow Diagram）を生成し，要求仕様の抜け漏れを検
出している．

[4]
[5]

本研究は，要求仕様書を対象に，あいまいさを引き起こ
す振る舞いの同義語に着目している．一般的な異音同義語

[6]

に加え，要求仕様書特有の同義語に焦点を当てている．ま
た，要求仕様書の設計要素の観点から，分析や検証を行っ
ている点で新規性があると考えられる．

[7]

10. まとめ
本稿では，振る舞い用語の同義語辞書に基づくあいまい
な要求仕様の検証手法である，同義語シナリオ抽出機能を

[8]

提案した．著者らが構築した同義語辞書は，今後さらに維
持管理や拡張が必要なものの，適用評価では有効な指摘が
行えるなど一定の成果を得た．

[9]

また，振る舞い用語の同義語辞書の作成方法に焦点を当
て，word2vec を用いた同義語辞書作成手法の提案と適用評
価を行った．要求仕様書を word2vec で学習させ，その学習
データから各振る舞い用語の関連語を出力し，ベクトル表

[10]

現化された振る舞い用語間の類似度に基づき用語グループ
を作成し，閾値を超えた類似度を同義語とし，辞書を作成
する手法を考案した．

[11]

同義語辞書という形で，あいまいさを引き起こす振る舞
い用語の同義語を共有することで，要求仕様書があいまい
になるリスクを防止することに有効であると期待できる．

[12]

今後は，同義語辞書作成手法の自動化範囲を広げ，同義語
辞書の継続的な改善により，要求仕様書全体の品質安定化
に貢献する．
謝辞

要求仕様の一貫性検証支援ツール開発に関わる研

[13]

[14]

究は，独立行政法人情報処理推進機構技術本部ソフトウェ
ア高信頼化センター（SEC: Software Reliability Enhancement
Center）が実施した「2015 年度ソフトウェア工学分野の先
導的研究支援事業」の支援を受けたものである．また，本

[15]

一般社団法人 情報サービス産業協会 REBOK 企画 WG 編，
要求工学実践ガイド REBOK シリーズ 2，近代科学社，
2014．
高橋宏季，野村典文，近藤公久，位野木万里，要求仕様書に
おける派生形アクター自動抽出手法：組織変更による影響対
応への効果，情報処理学会，ソフトウェアエンジニアリング
シンポジウム 2018 論文集，pp. 121-129，2018．
位野木 万里，近藤 公久，省略と修飾パターンを用いた用語
不一致検証による要求仕様の一貫性検証支援ツールの実現と
適用評価，日本ソフトウェア科学会，コンピュータソフトウ
ェア，Vol.35，No.3，pp.109-127，2018．
word2vec，GitHub リポジトリ，
https://github.com/dav/word2vec（参照 2019-02-05）．
阿部圭一，情報伝達型の日本語文章に現れるあいまい表現の
類型化とその改善例，情報処理学会，情報処理学会デジタル
プラクティス Vol.5，No.1，pp.70-79，2014.
Unnati S. Shah, Devesh C. Jinwala: Resolving Ambiguities in
Natural Language Software Requirements: A Comprehensive
Survey, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes，Vol.40，
Issue 5，September，pp.1-7, 2015．
AsDoQ,「システム開発文書品質モデル Ver.1.1」，
https://asdoq.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/p
hp/transfer.php?file=/uid000003_4153446F515F53797374656D44
6F63756D656E746174696F6E5175616C6974794D6F64656C5F7
6312E312E786C7378（参照 2019-02-015）．
独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリ
ング・センター：機能要件の合意形成ガイド，
http://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/reports/20100331.ht
ml，（参照 2019-02-05）．
厚生労働省，年金業務システム（個人番号管理サブシステム
等（2 次開発情報連携分）
）に係る設計・開発等業務及びア
プリケーションソフトウェア保守業務，
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/shiyoushoan/160428-1.html, (参照 2019-02-05）．
厚生労働省，労働保険適用徴収システムに係るシステム運
用業務一式，
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/shiyoushoan/120329-2.html (参照 2019-02-05)．
厚生労働省，「労働基準システムに係るアプリケーションプ
ログラム回収業務一式（平成 28 年度）」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/shiyoushoan/151204-1.html (参照 2019-02-05)．
厚生労働省，情報提供システムの更改整備及び運用・保守
業務一式 調達仕様書（案），
https://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/shiyoushoan/161206-2.html (参照 2019-02-05)．
株式会社ジャストシステム，JustRight!6Pro，
https://www.justsystems.com/jp/products/justright/（参照 201902-05）．
林晋平，有賀顕，佐伯元司，reqchecker：IEEE830 の品質特
性に基づく日本語要求仕様書の問題点検出ツール，電子情
報通信学会論文誌 D，vol.J101-D，No.1，pp57-67，電子情
報通信学会，2018．
青山幹雄，中根拓也，ReqQA：ソフトウェア要求仕様書品
質解析ツールの提案と評価，情報処理学会論文誌，57(2)，
pp.694-706，情報処理学会，2016．

研究開発の一部は，2016 年度科研費「要求定義の高品質化

ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

7

