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1. はじめに
要求仕様書は，製品ソフトウェアの開発範囲を決定す
るための重要な開発成果物である[1]．一般的に，要求仕
様書は，自然言語により記述される．
ところで，要求仕様書中に記述される振る舞い用語は，
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．要求仕様書中の複数ページに渡り，振る舞い用語の
同義語が大量に記述されると，人手での指摘が困難な上，
当該振る舞い用語を用いて記述された要求が同一の意味
を示すのか，異なる内容を示すのかが不明確となり，要
求仕様書の品質低下につながるリスクがある．
本研究では，要求仕様書の品質低下につながるリスク
のある，振る舞い用語の同義語とはどのようなものか分
析し，そのような同義語に着目した要求仕様書の検証手
法を提案する．提案する手法には，同義語を含む要求仕
様を抽出し，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（以下，一貫性検証支援ツールと
略す）[2][3]を拡張することで構築する．
以下，本稿は次のように構成する．第 2 章において，
一貫性検証支援ツールの概要を示す．第 3 章では著者ら
が構築した同義語辞書について説明する．第 4 章では，
一貫性検証支援ツールを追加拡張し作成した，同義語シ
ナリオ抽出機能について説明する．第 5 章では提案する
手法を実要求仕様書[4]に適用した結果を示す．第 6 章で
は提案手法の有効性について考察し，第 7 章にて本稿を
まとめる．

2. 要求仕様の一貫性検証支援ツールについて
一貫性検証支援ツールは，要求仕様における品質特性
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]．
一貫性検証支援ツールは，要求仕様書から，定義漏れ
や表記ゆれとなる振る舞い用語を自動抽出する．本機能
に振る舞い用語の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．

3. 要求仕様書における同義語の出現状況
3.1 同義語について
同義語とは同じ意味でも表現が異なる用語を指す．同
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義語には，要求仕様書特有に存在する用語が用いられる
ことがある．例えば，システム開発では「データを表示
する」と「データを出力する」で同一の意味で使われて
いる．しかし，表示と出力は類義語ではない．例のよう
に，要求仕様書特有の同義語を見つけるためには，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る
必要がある．
3.2 同義語辞書の構築
著者らは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[5][6][7]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
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．今回の分析では 20 パター
ンの同義語を定義した．
表 1 に，著者らが構築した同義語辞書の一部を示す．
表 1：振る舞い用語の同義語辞書（抜粋）

No． 代表用語

同義語

1 格納

格納，保存，保管，書き込む

2 提供

提供，引き渡す，受け渡す

3 通知

通知，知らせる，発信

4 判断

判断，判定，決裁

4. 同義語シナリオ抽出機能による要求仕様書の
入出力方法
図１に一貫性検証支援ツールを拡張して作成した同義
語シナリオ抽出機能の概要を示す．本同義語シナリオ抽
出機能は，要求仕様書と同義語辞書を入力として，同義
語の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．
図 1 は，実際の要求仕様書中に，何等かのデータをメ
ディアに格納する，という意味で，「格納」の同義語と
して，「保管」，「保存」，「書き込む」の振る舞い用
語が記述されており，当該機能によりそのような要求仕
様を自動抽出したことを示している．
同義語シナリオ抽出ツールの入出力の流れは以下の通
りである．
(1) 要求仕様書から振る舞い用語を抽出する
(2) 同義語辞書の用語と(1)で抽出した要求仕様書の振
る舞い用語を比較する
(3) 同義語辞書の用語が振る舞い用語に含まれている場
合，当該振る舞い用語を同義語として特定する
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要求仕様の一貫性検証
支援ツールを拡張

入力
要求仕様書

シナリオ

同義語辞書
ID
Action

同
義
語
シ
ナ
リ
オ
抽
出
機
能

同義語

1 格納, 保管, 保存, 書き込む

・
・
・

・
・
・

・
・
・

出力
同義語シナリオ抽出レポート

ID1

ID2

抽出
シナリオ

同義語

1
Action1

格納

Action1

保管

2

※1

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。
Action1
保存
・・・・・・
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

2

1

1

1

※1：抽出シナリオ数

図 1:同義語シナリオ抽出機能の概要
(4) (3)で特定された同義語の振る舞い用語が含まれる
の，適用評価では有効な指摘が行えるなど一定の成果を
シナリオを一括して出力する
得た．今後は，同義語辞書の拡張と構築方法の自動化を
(5) (4)で出力されたシナリオのシナリオ位置，シナリ
図ることが課題である．
オ数を同義語シナリオ抽出レポートに出力する
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5. 同義語辞書と別案件の適用

要求仕様の一貫性検証支援ツール開発に関わる研究は，独立行政法人

著者らは，提案した手法を，実要求仕様書[4]（機能一
覧の機能概要部分，13 ページ，21,322 文字)に適用した．
表 2 に，同義語シナリオ抽出機能の分析結果を示す．
表 2 より，検証した要求仕様書に記述された振る舞い用
語のうち 163 件（正味 75 件）が，同義語辞書に定義され
た用語を用いており，あいまいな要求仕様として理解の
妨げとなるリスクがあることが分かった．なお，検証対
象の要求仕様書中の 163 件の同義語は，今回構築した同
義語辞書（正味数 20 件）のうち，8 件(40%)に対応する．
振る舞い用語の同義語が使用されることであいまいな表
現となった要求仕様の一部として，「所定のユーザでロ
グインする」，「ログオンするユーザ」等が指摘できた．
表 2：同義語シナリオ抽出機能の分析結果
抽出する用語
振る舞い用語数
同義語辞書に定義された用語数

延べ

正味
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提案した同義語辞書と同義語シナリオ抽出機能を用い
た要求仕様の検証手法により，誤った理解を誘発するリ
スクを含むシナリオを指摘できた．特に，複数ページに
渡る要求仕様書から，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
えると期待できる．
提案する手法は，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，最適に定義するこ
とがポイントである．今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分野別のバリエーションの整備
の検討が必要である．
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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を提案した．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
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