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深層学習による日本語で記述された要求仕様の自動分類の
試み
北川 貴之1,a)

長岡 武志1,b)

概要：情報システムの要件定義においては, ステークホルダの要求を的確に把握することが重要である．こ
のステークホルダの要求を記述した文書として要求仕様書がある．要求仕様の分析者は，要求仕様書から
要求仕様を抽出し, 分類した上で, ステークホルダにとって最適な情報システムの実現方法を検討する．こ
こで要求仕様の分類とは, 与えられた要求仕様が機能要求であるか非機能要求であるか, さらに非機能要求
についてはそれが使用性, 可用性等, どの非機能要求の特性に該当するかを特定する作業を指す. しかし，
要求仕様書から要求仕様を抽出し分類するノウハウは, 経験豊富な分析者の暗黙知となっている場合が多
い．そのため経験が少ない分析者では, 要求仕様書からの要求仕様の抽出に多大な時間を要したり, 分類の
結果に一貫性を欠くことがある．そこで本研究では, 要求仕様の中でも非機能要求に着目し, 深層学習に
よって非機能要求を自動で分類する手法を提案する. 提案手法の有効性を確認するため，提案手法に基づ
き作成した分類モデルの精度を評価する実験を行った．
キーワード：要求仕様, 深層学習, 非機能要求の自動分類

Classification of Requirement Specifications Described with Japanese
Language Using Deep Neural Network

1. はじめに

献 [2][3][4] では，機械学習による要求仕様の自動分類を試
みている．しかし，文献 [2] の手法は，英語で作成された

情報システムの要件定義においては, ステークホルダの

要求仕様を対象としており，日本語で作成された要求仕様

要求を的確に把握することが重要である．このステークホ

に対しては，同様の性能が出るかは定かではない．また文

ルダの要求を記述した文書として要求仕様書がある．要求

献 [4] は，日本語で作成された要求仕様を対象としている

仕様書には，要求仕様に加え，システムの目的や概要，制

ものの，実案件の要求仕様への適用は行われていない．

約事項が記述される．要求仕様の分析者は，要求仕様書か

本研究では，要求仕様の中でも非機能要求に着目し，深

ら要求仕様を抽出し, 分類した上で, ステークホルダにとっ

層学習により日本語で作成された要求仕様の自動分類手法

て最適な情報システムの実現方法を検討する．しかし，要

を提案する．深層学習のモデルには，畳み込みニューラル

求仕様書から要求仕様を抽出し分類するノウハウは，経験

ネットワーク (Convolutional Neural Network:CNN) を利

豊富な分析者の暗黙知となっている場合が多い．そのため

用する．モデルの作成および評価のデータには，インター

経験が少ない分析者では，要求仕様書からの要求仕様の抽

ネット経由で取得可能な官公庁の提案依頼書 (Request For

出に多大な時間を要したり, 分類の結果に一貫性を欠くこ

Proposal:RFP) を用いる．RFP は，中央省庁や都道府県

とがある．

など複数のドメインから収集した．ドメインの種別やファ

要求工学の研究コミュニティでは，要求仕様の自動分

イル数の内訳は，表 1 に示す．一般的に機械学習では，学

類に関する研究が注目を集めており [1][2][3][4]，特に文

習時と推論時でのデータの分布が同じであることを仮定し
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ており，この仮定が崩れると (機械学習を利用した) システ
ムの精度が落ちてしまうと言われている [5]．そこで本稿
では，ドメインが同じである RFP は，含まれる要求仕様
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の分布が類似していると仮説を立てた．この仮説を検証す

文献 [2][3] は, 英語で作成された要求仕様の自動分類を対

るため，日本語で記述された要求仕様の自動分類に対する

象としている．本研究で対象としている日本語で作成され

研究設問を以下のように整理した．

た要求仕様に対しては，英語と日本語の言語構造の違いか

RQ1: ある特定のドメインの RFP を用いて学習したモ

ら，同様の性能が出るかは定かではない．また，Dekhtyar

デルは，(学習に利用しなかった) 同じドメインの RFP

らの手法は「機能要求か非機能要求か」
，
「セキュリティか

に対してどの程度の精度で RFP を分類することがで

セキュリティではないか」といった 2 値の分類を扱ってい

きるか．

るのに対し，本稿では可用性，運用・保守性，セキュリティ

RQ2: ある特定のドメインの RFP を用いて学習したモ
デルは，別のドメインの RFP に対してどの程度の精
度で RFP を分類することができるか．

等，3 種類以上の非機能要求の特性を分類する多クラス分
類を扱っており，扱う問題の対象が異なっている．
松田ら [4] は，要求仕様の変更要因の一つである環境の変

RQ3: ドメイン横断で収集した RFP を用いて学習した

化に着目し，自然言語で記述された環境の変化に関する文

モデルは，(学習に利用しなかった)RFP に対してどの

章を，機械学習 (深層学習) のアルゴリズムの一種であるリ

程度の精度で RFP を分類することができるか

カレントニューラルネットワーク (Recurrent Neural Net-

これらの研究設問に応えるため，提案手法に基づき分類
モデルを作成し，評価実験を行った．
以降の本稿の構成を示す．2 章では，要求仕様の分類，

work:RNN) を拡張した LSTM(Long Short Term Memory)
により非機能要求の 8 種類の種別（機能性，信頼性，使用
性，効率性，保守性，移植性，セキュリティ，コスト）に

および，深層学習を適用した要求仕様の分類の関連研究に

分類する手法を提案した．ここでの環境とは，市場動向や

ついて述べる．3 章では，提案手法について述べる．4 章

法令などの外部環境と，組織・事業内におけるポリシーや

では，評価実験について述べる．5 章では，考察について

ガイドラインなどの内部環境を指す．松田らの手法では，

述べる．6 章では，本研究の結論を述べる．

訓練データの数が数百件程度と少なく、分類に必要となる

2. 関連研究
2.1 要求仕様の分類手法
山田ら [1] は, 非機能要求の中でも信頼性に着目し, 自然
言語で記述された要求仕様書から信頼性に関する要求仕様

単語が不足していたため、期待通りの分類ができなかった
という課題が報告されている．

3. 提案手法
本研究では，要求仕様がどの非機能要求の種別に属して

(信頼性要求) を自動抽出し, 要求の無矛盾性，非冗長性，

いるのかを深層学習によって分類する手法を提案する．深

非曖昧性，完全性を検証する手法を提案している. 本手法

層学習のモデルには，アルゴリズムの一種である CNN を

では、予め信頼性を特徴づける用語を特定しておき, 特定

利用した．CNN は，画像分類で利用されるニューラルネッ

した用語をキーワードとして利用することで要求仕様の中

トワークの構造であり，近年テキスト分類においても高い

から, 信頼性要求を自動抽出する. 特定した用語によって

精度が得られると報告されている．

正しく信頼性要求を抽出できている例はあるものの, 本手

CNN を用いたテキスト分類の代表的な手法として、入

法では自然言語の文脈を考慮することができないため, 誤

力テキストを文字ベースで扱う手法 [6] と単語をベクトル

検出が多いことが課題として報告されている.

として扱う手法 [7][8] がある．文字ベースの手法では訓練
データが大規模 (100 万程度) である場合に高い精度が出る

2.2 機械学習を適用した要求仕様の分類

と報告されている．一方，単語をベクトルとして扱う手法

機械学習を適用した要求仕様の分類手法として

では，評価実験において小規模 (5000 個程度) の訓練データ

文 献 [2][3][4] が 報 告 さ れ て い る ．Dekhtyar ら [2] は ，

を扱っているが，それでも高い精度が示されている．ネッ

Word2Vec と機械学習 (深層学習) のアルゴリズムの 1 種

トワーク構造は，3.2.3 節で詳細を示すが、本手法では数千

である CNN を用いた要求仕様の分類手法を提案した.

から数万程度の小規模なデータを扱うため、単語をベクト

Dekhtyar らの手法は，要求仕様を 2 種類の種別（「機能

ルとして扱う手法を選択した．

要求か非機能要求か」または「セキュリティかセキュリ

また，分類モデルの作成にあたり，要求仕様がどの非機

ティではないか」）に分類する．Kurtanovic ら [3] は，サ

能要求の種別であるかのラベルを付与したデータ (本稿で

ポートベクタマシン (Support Vector Machine) を用いた

は要求仕様にラベルを付与したデータを，機械学習の学習

要求仕様の自動分類手法を提案している．Kurtanovic ら

時に利用する「訓練データ」という名称と区別して「教師

の手法は，要求仕様の 2 種類の種別への分類（
「機能要求か

データ」と呼ぶこととする) を用意する必要があった．そこ

非機能要求か」）と，非機能要求の 4 種類の種別（Usabil-

で我々は，インターネット経由で取得可能な官公庁の RFP

ity,Security,Operational,Performance）への分類を自動化

を用いて教師データを作成した．RFP には，システムの

する．

目的や概要，要求仕様や制約事項が記述されている．教師
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表 1

RFP の一覧

ドメイン

ファイル数

文章数

非機能要求数

中央省庁

12

11,614

6,496

独立行政法人

3

984

378

地方支分部局

12

4,599

3,509

市町村

11

4,365

2,966

8

4,445

2,816

12

2,270

1,847

一般財団法人

3

221

197

準官公庁

4

188

103

地方公共団体

1

96

60

66

28,782

18,372

都道府県
公法人

図 1 提案手法の全体像

総計

データには，手作業で収集した RFP の文に対し，どの非
機能要求の種別に属するのかを判断しラベル付けをした．

ち，ラベルが付けられた文章の数を示している．全文章の

図 1 に提案手法の全体像を示す．提案手法は，収集し

文字数の平均値は 39.3, 中央値は 32.0, 最大値は 4,753，最

た RFP からの教師データの作成と，深層学習を用いた分
類モデルの作成からなる．提案手法の処理の流れを以下に

小値は 1 であった．
定義した非機能要求の種別を表 2 に示す．非機能要求グ

示す．

レード [9] からシステム基盤をスコープとした可用性，性

( 1 ) 教師データの作成：インターネット経由で取得した

能・拡張性，運用・保守性，移行性，セキュリティ，シス

RFP のテキストを 1 文単位で分割し，それぞれの文に

テム環境・エコロジーの 6 種類を定義した．また RFP に

対しラベル付けを行う．

は，要求に加えプロジェクト管理，開発環境，制約条件に

( 2 ) 分類モデルの作成：教師データを入力とし，ニューラ

関する内容も記述されている．左記の 3 項目は非機能要求

ルネットワークで特徴を学習し，どの非機能要求の種

ではないものの，非機能要求を検討する上で重要な項目で

別に属しているのかを分類する．

あると考え分類に加えた．

3.2 分類モデルの作成

3.1 教師データの作成
要求仕様に関する教師データは，インターネット経由

3.2.1 前処理

で取得可能な官公庁の RFP を用いて作成した．収集した

要求仕様の文に対し，形態素解析器を用いて単語に分割

RFP の一覧を表 1 に示す．教師データは，手作業で RFP

した．形態素解析器には，MeCab[10] を利用した．単語へ

に含まれる要求仕様の文に対して，どの非機能要求の種別

の分割は，後述するニューラルネットワークが入力を単語

に属するのかというラベルを付けることで作成する．例え

レベルで扱うためである．次に単語に分割した文に対し以

ば「オンラインデータを時間当たり、xxxxx 件を処理でき

下の正規化を行った．

ること」*1 は性能・拡張性，「本システムの運用時間は、原

• アルファベットを小文字化する．

則として勤務時間内とするが、繁忙期などにおいては、可

• 数字を全て 0 に置き換える．

能な限り 24 時間運用が行えること。」 は運用・保守性と

• 単語の活用形を原形に戻す．

ラベル付けする．以下に教師データの作成の流れを示す．

アルファベットの小文字化は，単語を文字種の区別なく

( 1 ) インターネット経由で官公庁の RFP を収集し，テキス

同一の単語として扱うためである．数字の置き換えは，要

ト化する．ただし RFP に含まれる図は，テキスト化

求仕様の非機能要件の種別への分類で利用する可能性がな

の対象外とする．RFP のテキスト化は，RFP が PDF

いことから 0 に置き換えた．単語の活用形を原形に戻す

ファイルで提供されるのが一般的であり，そのままで

は，語彙数を減らすために行った．

*1

は自然言語処理に向かないためである．

( 2 ) テキストを句点 (。) の単位で 1 文に分割する．箇条書
きと表は 1 行を 1 文とする．

( 3 ) 1 文毎に下記に示す非機能要求の種別をラベルとして
付与する．なおラベルがつかない文は，教師データの
対象外とする．
表 1 の「文章数」は教師データ作成の作業によって分割
された文章の総数，
「非機能要求数」は分割された文章のう
*1

IPA:情報システム調達のための技術参照モデル（TRM）調達仕様書
ひな形編，https://www.ipa.go.jp/osc/trm/trmtemplate.html
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上記の正規化を行った文に対し，ストップワードの除去
を行った．ストップワードとは，それ自体が意味を持たな
い, 一般的で役に立たない, というような理由で自然言語処
理の対象から除外する単語のことである．提案手法では，
以下をストップワードとし除去した．

• MeCab によって助詞, 助動詞, 接続詞, 接頭詞, 連体詞,
記号と判断された単語

• 文頭の数字．例えば箇条書きの 1)，2) など．
例えば「オンラインデータを時間当たり、xxxxx 件を処
*1 (「xxxxx」は適当な数値に置き換えたと
理できること。
」
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表 2 定義した非機能要求の種別
種別

内容

可用性

システムを継続的に利用可能とするための要求

性能・拡張性

システムの性能，および将来のシステム拡張に関する要求

運用・保守性

システムの運用と保守に関する要求

移行性

現行システム資産の移行に関する要求

セキュリティ

システムの安全性の確保に関する要求

システム環境・エコロジー

システムの設置環境やエコロジーに関する要求

プロジェクト管理

開発プロジェクトを成功裏に完了させるための活動

開発環境

開発に必要なコンピュータやソフトウェア等の作業環境に関する要求

制約条件

開発において満たさなければならない条件．必達条件，規制，標準等

Word2Vec モデルのハイパーパラメータ

表 3

ハイパーパラメータ
次元数

値

100

提案手法では深層学習のアルゴリズムとして CNN を使
用した．ネットワークの構造は文献 [8] に示されているも

単語の出現頻度の閾値

2

のをベースとし，過学習 (over fitting) を抑制するために実

ウインドウサイズ

10

験を繰り返しながら改善を加えた．図 2 は提案手法で採用
したニューラルネットワークの構造である．ネットワーク

表 4

要求仕様分類モデルのハイパーパラメータ

ハイパーパラメータ

値

テキスト中の単語数

100

ベクトル次元数

100

は大きく分けて，(1) 入力層，(2)Convolution-Pooling 層，

(3) 出力層から構成される．
「(1) 入力層」では，要求仕様テキストに対して前処理，

2,3,4,5

ベクトル化を適用したデータを入力として受け付ける．入

ストライド

1

力データの次元は「テキスト中の単語数」×「ベクトル次

フィルタ数

100

活性化関数

ReLU

元数」となる．「テキスト中の単語数」は入力となるテキス

フィルタサイズ

Softmax

トに含まれる単語数の最大値 (前処理によって除かれた単

全結合層の次元数

100

語は単語数のカウントから除く) であり，表 4 のように設

Dropout

0.5

定した．設定した単語数に満たないテキストについては，

活性化関数 (出力部分)

L2 ノルムの最大値

3

最適化アルゴリズム

Adam

残りの単語を 0 で埋め，設定した単語数を超えるテキスト

学習率

0.001

については，超えた部分の単語を切り捨てた．「ベクトル

損失関数

Categorical Crossentropy

バッチサイズ

100

エポック数

50

次元数」は表 3 に示した次元数である．
「(2) Convolution-Pooling 層」では，CNN による畳み込
みおよび Pooling を行う．構造のベースは文献 [8] に示さ

する) という要求は前処理によって「オンライン」，「デー
タ」，「時間」，
「当たる」，「0」，
「件」，
「処理」，
「できる」，
「こと」という単語の列に変換される．

3.2.2 単語のベクトル化
前処理を行った文章をニューラルネットワークに入力
するためには, 文章中に含まれる単語をベクトルとして表
現する必要がある．提案手法ではベクトル表現への変換
処理に Word2Vec[11] を利用した．Word2Vec とは，自然
言語のコーパス (自然言語処理等の目的で収集されたテキ
ストデータ) を訓練データとして学習したニューラルネッ

れているものであり，入力データに対し，異なるサイズの
フィルタを並行で適用し，畳み込みを行う (図 2 の (2-1))．
活性化関数に ReLU を，Pooling には Max Pooling(図 2
の (2-2)) を利用する．最後にそれぞれのフィルタからの

Pooling 結果を連結 (Concatenate) する (図 2 の (2-3))．
「(3) 出力層」には，全結合層を 2 層を挿入している．出
力部分の活性化関数には，一般的に 3 種類以上の種別の分
類 (多クラス分類) において利用される Softmax 関数を利
用し，非機能要求の種別を分類する．
図中では省略しているが，過学習を抑制するため「(1) 入

トワークを利用し，コーパスにある単語を入力するとそ

力層」と「(2) Convolution-Pooling 層」の間，および「(3)

の単語の特徴をベクトルとしてを出力するツールである．

出力層」の 1 層目の全結合層の後 (図 2 の (a) の部分) に

Word2Vec モデルの学習には日本語版 Wikipedia のデータ
を自然言語のコーパスとして利用した.Word2Vec モデル
のハイパーパラメータは表 3 の通りである. Word2Vec は

Python のライブラリである gensim[12] の実装を利用した.
3.2.3 学習
本節では要求仕様の文章テキストを表 2 に示す種別に分
類するためのニューラルネットワークの構造について示す．
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

それぞれ Dropout 層を挿入している．同様に過学習の抑
制のため，(2-1) の畳み込み層と (3) の全結合層には L2 ノ
ルム制約を課している．また，学習の速度を上げるため，

(2-1) の活性化関数の手前に Batch Normalization 層を挟
んでいる．
表 4 に要求仕様分類モデルのハイパーパラメータを示す．
学習モデルは Keras[13] を用いて実装した．Keras のバッ
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図 2

要求仕様分類モデルのニューラルネットワーク構造

表 5 非機能要求の種別の内訳
種別

数

価に使用する．学習用 RFP/テスト用 RFP の選び方は 4.2
節に示す実験内容に応じて指定する．

可用性

371

性能・拡張性

487

運用・保守性

2,458

検証データに分割し学習を行う．本稿では訓練データに対

580

する性能 (精度 (Accuracy)，誤差 (Loss)) を訓練性能，検

セキュリティ

1,510

システム環境・エコロジー

3,998

証データに対する性能を汎化性能と呼ぶこととする．訓練

プロジェクト管理

移行性

図 3(2) では，学習用 RFP 内の要求仕様を訓練データ，

8,751

性能，汎化性能は 10-fold 交差検証 (学習用 RFP 内の要求

開発環境

20

仕様を 10 個に分割し，そのうちの 9 つを訓練データ，1 つ

制約条件

197

を検証データとして評価する，という作業を検証データを

計

18,372

変更しながら 10 回繰り返す検証手法) によって評価する．

クエンドとなる深層学習のエンジンには TensorFlow[14] を

10-fold 交差検証による 10 回の計測結果を平均した値を訓

利用した．

練性能，汎化性能として評価する．一般的に RFP は章構
成を持ち，特定の非機能要求が偏って発生する傾向がある

4. 評価実験
1 章で掲げた研究設問に対する解を導くため，3 節で示
した手法を実装し，評価実験を行った．
実験で仕様する教師データは表 1 で示した RFP であり，

RFP に含まれる要求仕様を，著者らが所属するシステムベ
ンダ企業に在籍する中堅およびベテランアーキテクト 2 名

(例えばセキュリティに関する非機能要求がセキュリティ
という節にまとめて記載される，等)．したがってデータ分
布の偏りを抑制するため，交差検証を行う際は RFP 内の
要求仕様をランダムに並べ替えてから要求仕様の分割を行
うこととした．
図 3(3) では，未知の RFP に対する性能を評価するため，

によって手作業で分類し，表 2 に示す種別でラベル付けを

10-fold 交差検証で生成した分類モデルそれぞれについて

行った．表 5 はラベル付けを行った非機能要求の種別の内

テスト用 RFP に含まれる要求仕様を用いて性能を測定し，

訳である．

平均値を算出する．本稿ではテスト用 RFP に対する性能
をテスト性能と呼ぶこととする．

4.1 実験手順
図 3 に評価実験の手順を示す．未知の (学習時に利用し

4.2 実験内容

ていない)RFP に対する性能を評価 (テスト) できるよう

1 章で掲げた研究設問に基づいて，4.1 節に示した学習用

に，教師データに含まれる RFP を学習用 RFP とテスト用

RFP/テスト RFP を適切に選択し，実験を行う．本稿では

RFP に分割することとした (図 3(1))．学習用 RFP は分類

表 6 に示す 3 種類の実験を行う．表 6 に示すドメインは表

モデルの生成に使用し，テスト用 RFP は分類モデルの評

1 に示す RFP のドメインを示している．
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表 7 実験結果
実験
実験 1

実験 2

学習用

テスト用

RFP

RFP

精度

誤差

精度

誤差

中央省庁

中央省庁

78%

0.66

67%

1.04

地方支分部局

58%

1.35

市町村

58%

1.26

62%

1.30

51%

1.75

69%

0.94

中央省庁

都道府県

汎化性能

78%

テスト性能

0.66

公法人
実験 3

全 RFP

中央省庁

74%

0.78

表 8 利用した主なソフトウェア/ミドルウェア/OS
名称

図 3 評価実験の手順

Python
Keras

表 6 実験内容
実験

学習用 RFP

テスト用 RFP

実験 1

特定ドメインの RFP

学習用 RFP と同じドメイ
ンの学習に利用しなかった

RFP
実験 2

特定ドメインの RFP

実験 3

全 RFP(テスト用 RFP に

学習用 RFP と別のドメイン
の RFP
学習に利用しなかった RFP

tensorflow-gpu

バージョン

3.5.2
2.2.4
1.12.0

gensim

3.4.0

MeCab

0.996

Docker

18.09.1

nvidia-docker
CUDA

2.0.3
9.0

Ubuntu(Docker ホスト OS)

18.04.1

Ubuntu(Docker コンテナ OS)

16.04.5

含まれるものを除く)

高くテスト誤差の値が小さい) という結果が出ており，1 節
表 1 では「中央省庁」ドメインが最も文章数が多く，妥
当性の高い評価ができると考えたため，実験 1，実験 2 の
「特定ドメインの RFP」には中央省庁の RFP を選択した．
実験 1 では，学習用 RFP とテスト用 RFP を分割するた
め，中央省庁の RFP の 12 ファイルを 3 ファイルずつ 4 グ
ループに分け，1 グループをテスト用 RFP，残りの 3 グ
ループを学習用 RFP として利用する，という操作を 4 グ
ループ分繰り返し，平均値を評価した．実験 2 では，実験

1 との比較のため，学習用 RFP は実験 1 と同様の方法で
選択した．また実験 2 の「学習用 RFP と別のドメインの

RFP」は，比較的文章量の多い (1000 以上の文章を持つ)
ドメインの中で「中央省庁」を除いた 4 ドメイン (「地方
支分部局」，
「市町村」，「都道府県」，
「公法人」) をそれぞ
れ選択し，評価することとした．実験 3 では，実験 1 との
比較のため，実験 1 でテスト用 RFP として利用した RFP
のグループをテスト用 RFP として利用し，テスト用 RFP
を除いた RFP 全てを学習用 RFP として利用し，評価を
行った (実験 1 の 4 つのグループを 1 つずつ選択し評価)．

4.3 実験結果
4.1 節に示す手順に従い，表 6 に示す 3 種類の実験を行っ
た．実験結果を表 7 に示す．
汎化性能は学習時に算出する検証データに対する性能，
テスト性能はテストデータに対する性能である．実験 1 と
実験 2 は訓練データが同じであるため，汎化性能の値は同

で仮説を立てた通りの結果となった．また，実験 1 と実験

3 の結果を比較すると学習用 RFP として全 RFP を利用し
た実験 3 の方がテスト性能が高いという結果が出た．
実験環境には Amazon Web Service(AWS) の仮想サーバ
ホスティングサービスである Amazon EC2(Amazon Elas-

tic Compute Cloud) の GPU インスタンス p2.xlarge を 1 台
利用した．実験環境のスペックは vCPU: Intel Xeon CPU

E5-2686 v4@2.30GHz×4，RAM: 61GB，GPU: NVIDIA
Tesla K80×1，GPU メモリ: 12GB である．表 8 は実験に
利用した主なソフトウェア，ミドルウェアである．実験
環境は Docker イメージとして構築し，利用した．Docker
イメージは NVIDIA 社が提供している CUDA のイメージ

(nvidia/cuda:9.0-cudnn7-runtime) をベースに構築した．
実験 1 と実験 2 は訓練データが同じであるため，まとめ
て実験を行った．学習及び推論にかかった時間の合計は実
験 1/2 が 1 時間 20 分，実験 3 が 3 時間 41 分であった．

5. 考察
5.1 研究設問に対する考察
1 章に挙げた研究設問に対して考察を与える．
RQ1: ある特定のドメインの RFP を用いて学習したモ
デルは，(学習に利用しなかった) 同じドメインの RFP
に対してどの程度の精度で RFP を分類することがで
きるか．
実験 1 の結果より，評価実験を通して汎化精度は 78%，

じとなる．実験 1 と実験 2 の結果を比較すると，学習用

テスト精度は 67%を得ることができた．取り扱うデータ

RFP と同じドメインの RFP をテスト用 RFP として利用

や分類の目的が異なるため単純に比較はできないが，松

した実験 1 のほうがテスト性能が高い (テスト精度の値が

田ら [4] が提案する非機能要求の分類手法の汎化精度は約

ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan
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30%と報告されており，提案手法による分類モデルは訓練

して予測) することができ，全ての例文で分類結果の上位

データと同じドメインの未知の RFP に対して比較的高い

3 個に正解が含まれていた．不正解だった結果に着目する

精度を示すことができたと考えられる．

と，表 9 の No.2 では，正解は「可用性」であるが，バック

RQ2: ある特定のドメインの RFP を用いて学習したモ
デルは，別のドメインの RFP に対してどの程度の精
度で RFP を分類することができるか．

アップやメンテナンス等，分類モデルが予測した「運用・
保守性」にも関わってくる要求であると考えられる．同様
に No.10 は「移行性」が正解であるが，移行のスケジュー
ルに関する要求であり分類モデルが予測した「PJ 管理」に

一方実験 2 より，訓練データとは別のドメインの RFP

も関わってくる．このように，正解とは異なる種別を予測

に対しては実験 1 の結果と比較して精度が下がっており，

した場合でも，分類結果によって新たな気づきを得ること

RFP のドメインの違いが分類の精度に影響を与えること

ができるケースもあると考えられる．また，本例のように

を示唆している．ただし，別のドメインの RFP に対して

非機能要求の文章は，1 つの文章で複数の非機能要求に関

も 51〜62%の精度が出ていることから，ドメインの違いに

わる要求が記述される場合があるため，非機能要求を分類

よる影響はそれほど大きくないと考えられる．これは，ド

する際には，複数の分類候補を提示することが望ましいと

メインが異なっていたとしても RFP として書くべき内容，

考えられる．

様式が類似しているためであると予想される．本手法では
訓練データの作成に非常に手間がかかってしまうが，本結

5.3 今後の課題

果によって，あるドメインの RFP を用いて学習した分類

本実験では，表 5 に示すように，非機能要求の種別の

モデルを別のドメインの RFP の分類に利用できる可能性

データ数が不均衡であった．機械学習では，アンダーサン

を示すことができた．

プリング等の手法によりデータ数を均衡させてから学習を

RQ3: ドメイン横断で収集した RFP を用いて学習した

行うのが一般的であるが，本実験では収集したデータの規

モデルは，(学習に利用しなかった)RFP に対してどの

模が小さく，またデータの偏りが大きかったため，データ

程度の精度で RFP を分類することができるか

数を均衡させることができなかった．今後，非機能要求の

実験 3 では，訓練データの RFP のドメインを固定せず，
ドメイン横断で RFP を収集し学習に利用した場合のほう
がテスト精度が向上した．これは，本稿の実験では訓練
データの RFP をドメイン横断で収集することで訓練デー
タの総数を約 18,000 個まで増やすことができたためであ
ると考えられる．RQ2 への解で挙げたように，RFP のド
メインの違いは分類精度にそれほど大きい影響を与えない
ことから，ドメインを固定して少ないデータで学習させる
よりも，様々なドメインから訓練データを収集して学習さ
せた方が，高い精度を得られる可能性がある．

5.2 分類モデルによる非機能要求の分類例
実験で作成した分類モデルを用いて具体的な非機能要求
のテキストを分類し，考察を行った．非機能要求のテキス
トは非機能要求グレード [9] に含まれる「02_利用ガイド利
用編.pdf」の「表 3.1.2 例示受注システムの非機能要求の
概要」から取得した．
「表 3.1.2 例示受注システムの非機能
要求の概要」には，非機能要求の 6 種別に関する要求仕様
の例文が示されていた．これら要求仕様の例文を一文単位
に分解し，分類モデルによって分類した．分類結果を表 9
に示す．表 9 の「種別」
，
「要求仕様テキスト」は「02_利用

種別のデータ数を均衡させ，評価実験を行う必要がある．
また，本手法では，著者らが所属する組織のアーキテク
ト 2 名が分担して教師データを作成した．そのため，アー
キテクトが非機能要求の種別のラベル付けを間違った場
合，その間違いを見逃してしまう可能性がある．教師デー
タの妥当性を向上するためには，同一の RFP に対して 2
名以上のアーキテクトがラベル付けを行い，ラベル付けの
結果が合致したもののみを教師データにするということが
考えられる．

6. まとめ
本稿では，深層学習によって非機能要求を自動で分類す
る手法を提案した．分類モデルの評価実験の結果，十分な
精度で非機能要求の自動分類ができるという結果を得た．
分類モデルの精度は，訓練データのドメインを特定するよ
りも，訓練データの量を増やす方が分類の精度の向上に寄
与することが分かった．今後，より一層の分類の精度の向
上を目指し，非機能要求の自動分類手法の実用化を目指す．
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表 9 非機能要求の分類例
No
1

種別

要求仕様テキスト

分類結果 (上位 3 個)

可用性

システムは、24 時間電源を投入する。

1. システム環境・エコロジー:0.38
2. 運用・保守性:0.35
3. 可用性:0.16

2

3

可用性

可用性

深夜から早朝にかけて受注は皆無であり、この時間帯をバッチ

1. 運用・保守性:0.39

処理、バックアップ、システムメンテなどに使用することは可

2. 可用性: 0.29

能である。

3. システム環境・エコロジー:0.21

営業中にシステム停止が生じた場合には、可能な限り５〜６時

1. 可用性:0.61

間で復旧させて、当日中に処理を完了させたい。

2. 運用・保守性:0.20
3. システム環境・エコロジー:0.11

4

可用性

大規模災害時には、１週間程度で復旧できるようにしたい。

1. 可用性:0.50
2. 性能・拡張性:0.25
3. システム環境・エコロジー:0.06

5

性能・拡張性

今後５年間で取引先が現在の２倍に増加しても対応可能な拡張

1. 性能・拡張性:0.69

性を確保しておきたい。

2. システム環境・エコロジー:0.17
3. 可用性:0.08

6

性能・拡張性

また，受注入力をスムーズに行うために、受注処理の 95%以上

1. 性能・拡張性:0.60

をレスポンス 3 秒以内にしたい。

2. システム環境・エコロジー:0.33
3. 可用性:0.05

7

運用・保守性

システムを監視し、システムが停止した場合には、運用部門に

1. 運用・保守性:0.64

即時に報告される仕組みにしたい。

2. システム環境・エコロジー:0.13
3. 可用性:0.10

8

運用・保守性

バックアップは夜間に自動的に実施したい。

1. 運用・保守性:0.62
2. システム環境・エコロジー:0.19
3.PJ 管理:0.10

9

移行性

受注に使用する取引先マスタ、商品マスタを移行する。

1. 移行性:0.68
2.PJ 管理:0.22
3. システム環境・エコロジー:0.07

10

移行性

移行は取引先に連絡して、非営業日に実施したい。

1.PJ 管理:0.73
2. 移行性:0.18
3. 運用・保守性:0.05

11

セキュリティ

特定の取引先との接続のみを許すが、さらに、取引先マスタ、商

1.PJ 管理:0.51

品マスタ等のデータは保護したい。

2. システム環境・エコロジー:0.16
3. セキュリティ:0.13

12

システム環境・エコロジー

1.PJ 管理:0.57

耐震は通常レベルの対策で良い。

2. セキュリティ:0.24
3. システム環境・エコロジー:0.08
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