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pable of to be focused on lower-development process. With this tool, we use
Software-Tag, which covers all development processes, supporting both lower
and upper-development processes.
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1. は じ め に
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社会においてソフトウェアが果たす役割は日々増加しており，それに伴いソフトウェア開
発の需要もますます高まってきている．しかし，これまでのソフトウェア開発では，ソフト
ウェア発注者（以下，ユーザ）がソフトウェア受注者（以下，ベンダ）に開発を任せきりで

ソフトウェア発注者が開発を任せきりにしてしまっているソフトウェア開発では，
設計ミスや仕様変更が発生することが多い．そのような事態を防ぎ，ソフトウェア開
発データを発注者・受注者間で共有するための基盤技術として，ソフトウェアタグの
開発が進められている．ソフトウェアタグには非常に多くの情報が含まれているが，
そのままでは開発中に発生したことを読み取るのは難しいため，様々な観点からの可
視化を行う必要がある．本研究では，発注者がプロジェクトの進捗状況を把握する際
にソフトウェアタグを利用するという状況を想定した可視化ツールを開発した．従来
の可視化ツールでは下流工程の可視化に重点を置いていたが，本ツールでは開発工程
全体を網羅しているソフトウェアタグを用いているため，上流工程を含めた可視化を
行うことが可能である．

あるケースが多く見られた．このようなユーザ不在の開発は，要件の曖昧さから設計ミス・
仕様変更を発生させる要因となる．その結果，成果物の品質低下やコスト超過，納期遅れ
等を招き，ベンダだけでなくユーザにも不利益をもたらす．そのため，ユーザが開発の全般
にわたって参画する枠組みの必要性が問われている．しかし，ソフトウェア開発の現場では
一次請けのベンダが二次請け・三次請けのベンダに仕事を依頼するといったケースも多く，
隠れた受発注の関係が成立している．また近年では，オフショア開発を取り入れる動きも出
てきている．地理的・時間的に離れたソフトウェア開発はプロジェクトをさらに複雑にし，
統制された管理が困難になる．その結果，ユーザがソフトウェア開発に参画することが難し
くなってしまう．

A Tool for Visualizing a Software Development
to Support Software-Tag Operation

このような問題に対し，StagE (Software Traceability and Accountability of Global

Software Engineering) プロジェクト1) では，ソフトウェア開発プロセスや成果物などのソ
フトウェア開発に関するデータを，ユーザとベンダ間で共有するための基盤技術として「ソ
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フトウェアタグ」を提案している．現在ソフトウェアタグは Ver1.0 として規格化されてい
る2) ．ソフトウェアタグに含まれるデータはタグ項目としてそれぞれ定義され，開発人数や
開発期間などの開発プロジェクトの管理データと，開発プロセスの履歴や成果物の品質情報
などの進捗情報から構成されている．ソフトウェアタグの主な用途には，以下のようなもの

In the most software development cases, when in the absence of Users and development is left entirely up to Venders, there usually are many occurrences of
software development mishaps such as design faults and scope creep. ”SoftwareTag” has been developed as a technology to share software development data between Users and Vendors inorder to reduce these software development mishaps.
Software-Tag contains a great deal of information related to the development
of a project. However, it is still very diﬃcult to visualize software processes
using software tags alone. In this paper, we develop a visualization tool, which
gives an image of the situation for Users to keep-up and check the progress
of project, using Software-Tag. Other existing visualization Tools are only ca-

が挙げられる．

• ユーザとソフトウェアタグを共有し，プロジェクトの進捗状況の把握や納品時の事後分
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析を行う

• 障害や事故が発生したときに責任の所在を明らかにする
• ソフトウェア部品を開発または再利用する際に，ソフトウェア部品の品質を保証する手
段として用いる
本研究では，実開発プロジェクトでソフトウェアタグの運用を支援するための可視化ツー
ルを開発した．また，実際のソフトウェア開発の事例集に記載されている問題の発生から原
因の究明までのシナリオを利用し，実プロジェクトで発生する問題に対応できることを確認
した．さらに，可視化方法の有効性を評価するための実験として，数名の被験者に本可視
化ツールを用いて小規模な開発プロジェクトの分析を行ってもらい，分析を通じてどのよう
な知見が得られるかを評価した．以下，2 章ではソフトウェアタグを実開発でどのように生
成するのか，どのように運用するのかについて述べる．3 章では提案する可視化ツールの機

図 1 ソフトウェアタグの運用
Fig. 1 Summary of Software-Tag operation

能，および本可視化ツールが実開発の問題に対応できるかを検証した結果を述べる．そし
て，ツールを用いて，実開発の分析を行った結果と，それらの考察を 4 章，5 章で述べる．

6 章で関連研究との比較を行い，7 章にて本研究のまとめを行う．

を行う．

(b) 実証データの収集：ソフトウェアリポジトリに記録された開発データから，ソフトウェ

2. ソフトウェアタグの運用

アタグに必要な実証データの収集を行う．

ソフトウェアタグ生成の流れを，前章で述べた用途「ユーザとソフトウェアタグを共有し，

(c) ソフトウェアタグへの出力：収集された実証データを，ソフトウェアタグの形式に変
換・出力を行う．

プロジェクトの進捗状況の把握や納品時の事後分析を行う」を例にとり説明を行う．ソフト
ウェア開発では，ユーザがソフトウェアの発注をベンダに行い，ベンダは開発を行ったソフ

(d) ソフトウェアタグの可視化：ユーザとベンダ間で情報を共有しやすくするために，タグ

トウェアプロダクトをユーザに納品するという流れが一般的である（図 1）．ソフトウェア

データを視覚的に提示する．

開発プロジェクトでは，開発者はソフトウェアリポジトリに開発データの記録を行う．ソフ

本研究で構築しているツールは (d) の可視化を行うためのツールである．

トウェアリポジトリとは，プロジェクトの情報や開発者の情報，ソースコードをはじめとす

ソフトウェアタグには，ソフトウェア開発プロジェクトにおける情報が幅広く網羅されて

る成果物の情報など，プロジェクトの開発履歴が蓄積されたデータの集合である．そして，

いる．しかし，非常に多くの情報が含まれるソフトウェアタグから必要な情報を読み取るの

ユーザとベンダ間での打ち合わせ時または開発完了後に，ソフトウェアリポジトリから開発

は，開発に携わっている開発者自身にとっても非常に困難な作業であり，ソフトウェア開発

に関する情報をタグデータとして抽出し，ソフトウェアタグを生成する．そして作成された

の知識に乏しいユーザにとってはほぼ不可能と言える．そのため，ユーザ・ベンダに限らず

タグデータを打ち合わせの材料として共有，または作成されたプロダクトと共にユーザに納

誰が見てもわかりやすいように様々な観点からの集計と加工が必要となる．これらの作業

品する．

を「可視化（図 2）」と呼ぶ．可視化を行うことによってソフトウェアの理解を促進するこ
とは従来の研究で明らかになっており3) ，可視化によってソフトウェアタグの効果的な利用

ソフトウェアタグはこのような流れで生成されるが，開発プロジェクトにおいてソフト
ウェアタグの運用を組み込むためには，次の操作が必要となる．

が期待できる．

(a) タグデータ収集の計画立案：開発データのうちどのデータをソフトウェアタグとする
か，またどのタイミングでデータを取得するのかの計画立案をユーザとベンダ間で協議
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図 2 ソフトウェアタグ可視化による効果
Fig. 2 Software-Tag visualization

3. 開発履歴の可視化ツール
3.1 概

要

我々は，ソフトウェアタグに対応した開発履歴の可視化ツール（以下，本ツール）を作成
した．本ツールはソフトウェアタグの利用モデルに対応した可視化を実現する．

図3

ソフトウェア開発プロジェクトの形態は様々であり，開発に関する全ての情報を単一の手

開発プロジェクトのデータを表示させたツール画面
Fig. 3 A screen shot of our tool

法によって可視化することは困難である．例えば，1 章で示したソフトウェアタグ利用の 3
つの典型例においても，必要とされる情報はそれぞれ異なっている．そのため，可視化にお

3.2 入力データ

いては目的（何が知りたいか）に沿って適宜，可視化手法を変更することが必要である．

本ツールの入力データには開発データの自動収集・分析環境である Empirical Project

本ツールでは，図 1 でも示した典型例「ユーザとタグを共有し，プロジェクトの進捗状況

Monitor5) によって収集されたデータを用いている．実際の運用ではソフトウェアタグの利

の把握や納品時の事後分析を行う（以下，利用モデル）」の実現に向けた可視化を行う．具

用を想定しているが，ソフトウェアタグの形式に沿った実開発データはまだ十分に収集さ

体的には，ソフトウェア開発における成果物に着目して，それらがいつ，どれだけ編集され

れていない．現在，ソフトウェアタグ運用テストのための仮想タグデータを生成するシミュ

ているか，その過程を把握できるような可視化を実現する．このような可視化を通じて，ど

レータ6) や，開発データからソフトウェアタグデータを収集するシステム7) など，ソフト

の成果物がどの時期に作成されていったのかを一目で把握することができる．

ウェアタグ運用に向けた支援ツールが提案されている．

また，本ツールは実際のソフトウェア開発現場での使用を想定して，過去に発生した問題

3.3 機

事例を参考に利用シナリオを設定した．参考事例には，情報処理推進機構 ソフトウェア・
4)

エンジニアリング・センターより刊行された事例集

能

本ツールのスクリーンショットを図 3 に示す．本ツールは，開発履歴を時系列に沿って

を用いた．事例集には複数の企業から

俯瞰できる「イベントビュー」と，選択した日付のより詳細な開発情報を表示する「詳細

収集された事例が掲載されており，企業の体制によらない幅広い事例を取り扱っている．

ビュー」から構成される．また，時系列の単位を週単位や日単位に切り替えて表示したり，

3

c 2009 Information Processing Society of Japan
⃝

Vol.2009-SE-166 No.8
2009/11/5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

セルのサイズを縮小して，より広い期間の情報を表示したりできるスケーリング機能を備え

小されることで文字情報の視認性は損なわれるが，詳細ビューを用いることで注目したいセ

る．更に，情報過多で分析が行いにくくなることを防止するため，フィルタリング機能を実

ルの情報は容易に得ることができる．また，日付は日単位と週単位で切り替えることが可能

装した．

で，週単位で表示した場合，各セルには「その週にそのファイルが変更された回数」が表示

3.3.1 イベントビュー

される．また，先述したように，大規模なソフトウェア開発プロジェクトでは長期間に数多

イベントビューは開発中に作成されたファイルの変更履歴を俯瞰するためのビューであ

くのファイルが作成される．これらの情報を全てツールに表示させたとしても，画面の大き

る．ファイルを縦軸に，日付を横軸にそれぞれ表示している．ファイルはリポジトリに登録

さには限度があるため一度に全容を把握することは困難である．そのため，本ツールでは下

された日時が早いものから順番に表示されている．イベントビューからは主に次のような情

記の機能によって，イベントビューに表示される情報をフィルタリングすることできる．

報を得ることができる．

期間によるフィルタリング ある程度の規模を持つプロジェクトであれば，収集・生成した

ファイルの変更回数 図 3 の各セルには「そのファイルがその日に変更された回数」が表

ソフトウェアタグに含まれる情報の肥大化が考えられる．例えば，保守工程のある期間

示されている．各セルは変更回数によって 3 色に色分けされており，赤の濃度が高い

を本ツールを用いて分析しようとする際，全工程の情報を表示する必要はなく，逆に情

ほど変更回数が多いことを示す．これにより，多数の変更が加えられたファイルを直感

報過多となり分析を阻害する要因となりうる．期間によるフィルタリングは，分析の際

的に把握することが可能である．セルに数字が表示されていない場合は，リポジトリに

に必要な期間のみを表示させることで効率のよい分析を支援する．

ファイルが登録されていない，もしくはその日にファイルの変更が無かったことを意味

パッケージと拡張子によるフィルタリング 大規模なプロジェクトでは，作成されるファイ

する．なお，色の濃淡の度合いはユーザが自由に変更可能である．

ルの数も膨大なものとなる．その場合，リポジトリに登録されているファイルを全て表

ファイル存在期間の表示 色が付いていないセルは，その日付にファイルが存在しないこと

示すると，注目したいファイルが分析に不必要なファイルで埋もれてしまうおそれがあ

を示す．ファイルが存在している期間は，変更回数が 0 回であっても（セルに数字が

る．本ツールでは，ドロップダウンリストからパッケージを選択することで，選択した

表示されていない場合でも）薄い赤で表現される．これにより，ファイルがいつ作成さ

パッケージ以下のファイルのみをイベントビューに表示するができる．また，表示した

れ，いつ削除されたのかを容易に見つけることができる．なお，青のセルは休日を表す

いファイルの拡張子を指定してフィルタをかけることも可能である．

が，ファイルが存在している期間は赤で上書きされる．

4. 実

3.3.2 詳細ビュー

験

イベントビューでは，ファイルがいつ，どれだけ変更されたかを知ることができた．しか

本節では本ツールの有効性を検証するために行った 2 つの実験について報告する．はじめ

し，誰が，どのような変更を行ったのかといった内容や，変更が行われた詳細な時間を知る

に，本ツールが現実のプロジェクトで発生した問題を実際に分析可能であるかを確認するた

ことはできない．それらの情報は詳細ビューを用いることで把握することができる．イベン

め予備実験を行った．予備実験では，過去の事例をもとに現実のプロジェクトで発生した問

トビューでは，各セルをマウスクリックやキーボード操作で選択状態にすることで，詳細

題をツールを用いて分析するための利用シナリオを作成し，ツールの利用可能性について検

ビューにそのセルの詳細な情報を表示させることができる．詳細ビューには，セルが示す

証を行った．次に，ユーザによる評価実験を行った．評価実験では，本ツールに対して事前

ファイル変更の一覧が表示され，ファイル名，秒単位の変更日時，変更者，変更の内容（追

知識を持たない被験者らに，ツールを用いた実開発プロジェクトの分析を行ってもらった．

加，修正，削除等）を確認することができる．

4.1 予 備 実 験

3.3.3 スケーリング・フィルタリング機能

4.1.1 概

起動時のビューの大きさは，ファイル名や日付，変更回数といった文字情報が視認しやす

本実験の目的は，本ツールが実際に現実のプロジェクトを分析可能であるかどうかを，シ

いスケールとなっている．より広範囲の開発履歴を俯瞰したい場合は，スライドバーを操作

ナリオを用いて検証することである．我々は，過去に発生した問題事例を参考に利用シナリ

することで一画面中に表示するファイル名や日付を増やすことができる．セルのサイズが縮

オを設定した．参考事例には，情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・セン

4
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ターより刊行された事例集4) を用いた．事例集には複数の企業から収集された事例が掲載
されており，企業の体制によらない幅広い事例を取り扱っている．
我々は，(1) 進捗確認や事後分析といった利用モデルで本ツールを利用できる，(2) 過去
の開発プロジェクトで発生した事例に対応できる という 2 つの条件を設定し，本ツールが
この 2 点の条件を満たしているかどうかを検証した．まず先に挙げた事例集より，利用モデ
ルに対応した事例のみを抜き出し，以下に挙げる 2 つのシナリオを作成した．

• 中下流工程の開始がずれ込んだ
• 開発の後半になっても開発の手戻りが発生した
4.1.2 検 証 結 果
これらのシナリオのような事態が発生した場合に，本ツールにより上流工程の変更履歴を

図 4 イベントビューの特徴的なセルの並び
Fig. 4 Characteristic cell sequences in the event view

観察することで把握できる事象を述べる．ここでは，上述シナリオで触れた問題が発生した
プロジェクトにおいて，要求仕様・設計段階でどのような事象が本ツールにより観察されう
るかの例を 3 つ挙げる（図 4）．また，それぞれの事象が観察されたときにどのような問題

(3)

期間中に大量の新規作成，削除が行われた

が発生していると思われるかもあわせて考察する．

これは縦に見ることで確認することができる．ファイルが存在している区間は色の帯

編集期間が空いてから，再度編集が行われた

で表現されるため，色の帯の開始地点を見ることでファイルが新規作成されたこと

この事実はイベントビューを横に見ていくことで確認できる．このファイルは，はじ

を，終了地点からファイルが削除されたことをそれぞれ確認することができる．プロ

め何日か編集が行われていたが，その後しばらく編集が行われていない期間が存在し

ジェクトの開始時点でファイルが大量に作成されるのは正常な状態と言える．しか

ている．これは空白のセルが連続して並んでいることから容易に確認することができ

し，プロジェクトがある程度進行した段階で，大量の新規作成や削除が行われていた

る．その後編集が再開されていることから，一旦そのファイルを変更する必要はなく

場合，何かが発生したと考えられる．新規作成は要件を満たすための成果物を作成す

なったが，再度編集する必要が出てきたのではないかととらえる．つまり，
「開発が

る際に発生し，削除はプロジェクトに不要な要件に関連する成果物を取り除く際に発

下流工程に移行し開発が完了したはずの要件が変更された」のだと推測することがで

生する．このことから「プロジェクト進行中に要件の大幅な変更や規模縮小が起こっ

きる．

た」のではないかと推測することができる．

(1)

(2)

何日にもわたり編集されているファイルがある

このような形で，本ツールは進捗状況の把握や，事後分析に活用することができる．ま

この事実も，同様にイベントビューを横に見ていくことで確認することができる．こ

た，過去の開発プロジェクトにおいて発生した事例について，本ツールを用いることで対応

のファイルは何日にもわたり繰り返し編集がなされ，しかも一日あたりの編集回数も

の候補を挙げることができた．

非常に多いことが確認できる．以上より，
「顧客側の要件が確定していない機能があ

4.2 評 価 実 験

る」と推測することができる．顧客側の要件が確定しているのであればベンダはその

4.2.1 概

要件に従って開発を行うだけなので何度も編集を繰り返す必要はほとんど無い．開発

評価実験では，本ツールを用いて小規模なソフトウェア開発プロジェクトの可視化を行

が難しい機能であったとしても，その他の機能と比較して極端に開発期間が延びると

い，当該プロジェクトで発生している事象をどの程度とらえることができるか実験を行っ

いうことは多くはない．また開発を難しくさせている原因が要件が確定していないこ

た．また，ツールの利用者が，どのようにツールを利用するか観察し，ツールが提供する機

とに起因するものである可能性がある．

能の有効性を評価した．
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表 2 指摘事項の例
Table 2 Samples of the finding

分析対象のプロジェクトは，7 人の学生によって約 1ヶ月間（リリース後の保守を含む）
実施された．分析を行う被験者には，対象となる開発プロジェクトに関わっておらず，また

指摘例

記述内容
(1)
6/5 に編集したファイル
(2)
編集したファイル数が多く，ほとんど全ての編集を同一開発者が行っている
1
(3)
仕様の変更のような大きな変化により，多くのファイルが編集されたのではないか
(1)
5/28〜6/2
2
(2)
この期間の開発が全く行われていない
(3)
休暇中か，プログラミング以外の作業を行っていた
(1)
5/22〜5/27，6/3〜6/11 の一部のファイルをのぞいては順調である
3
(2)
セルが赤色で示されていたり，トータルの編集回数の突出したファイルがある
(3)
設計が不十分なまま開発が行われているため編集回数が増えたのではないか
分析項目は 4.2.2 と対応

プロジェクトに関する事前知識を持たない学生 6 人を選定した．いずれの被験者もソフト
ウェア開発に関する基礎的な知識を有してはいるが，複数人でソフトウェアを開発した経験
はない．

4.2.2 実 験 方 法
実験は，被験者に分析シートを配布し，それに記入してもらう形で行った．分析シートに
掲げた設問は以下の通りである．

(1)

開発プロジェクトで開発がうまくいっていないと思われる部分はどこか．反対に開発
が順調に進んでいると思われる部分はあるか．

(2)

ツールのどの部分を見て判断をしたか．

(3)

プロジェクトにおいてどのような事象が発生していると考えられるか．

分析項目

表 3 プロジェクトは成功か失敗かの判定
Table 3 Decisions whether the project succeeded or failed

(1) と (2) はツールが示す事実を， (3) は被験者が考えた推測をそれぞれ記述してもらった．

観点

人数 (人)
観点
(1)
0
(2)
1
成果物
(3)
3
開発者
(4)
1
(5)
1
(1) : 失敗 (2) : どちらかといえば失敗
(4) : どちらかといえば成功 (5) : 成功

(1) から順に記述し，新たな発見があれば (1) にもどって再度記述するという流れで行った．
また，プロジェクトの分析と並行して，どのような手順でツールを利用したか被験者自身に
記録をとってもらった．分析の終了後には，分析を行った結果対象となる開発プロジェクト
は成功プロジェクトであるか失敗プロジェクトであるかを 5 段階で判定してもらった．判定
の観点として，成果物・開発者・開発期間というソフトウェア開発において代表的な 3 つの
観点を与えた．

判定

判定

人数 (人)
観点
(1)
0
(2)
3
(3)
2
開発期間
(4)
1
(5)
0
(3) : どちらともいえない

判定

人数 (人)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0
2
0
3
1

4.2.3 実 験 結 果
験に掛かった時間と指摘事項件数をまとめる．また，主な指摘事項を表 2 に示す．表 2 よ

表 1 被験者の実験時間と指摘事項件数
Table 1 Experiment durations and findings
被験者 A
被験者 B
被験者 C
被験者 D
被験者 E
被験者 F
計

指摘事項 (件)

実験時間 (分)

3
6
2
2
4
1
18

50
50
50
55
60
60
—

り，プロジェクトの開発期間全般にわたり，特定のファイルや日付など幅広い着目点から分
析を行っていることがわかる．表 3 にプロジェクトが成功であったか失敗であったかを判
断した結果を示す．

5. 考

察

5.1 開発者による事実確認
被験者が本ツールを用いて推測した 18 件の事象（表 1, 表 2）が事実であったかどうかの
判定を当該プロジェクトのメンバに依頼した．判定結果を表 4 に示す．
「ほぼ一致している」
と「一致している」を正解とすると，被験者が推測した事象のうち 50 ％が事実と等しい判

被験者に約 1 時間本ツールを用いて分析してもらい，計 18 件の指摘を得た．表 1 に，実

断を下せていたことがわかった．事実と判断された項目としては，編集回数が極端に多い
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表 4 プロジェクトメンバによる指摘事項の判定
Table 4 Validation of fact by the actual project members
判定
大きく異なる
異なる
どちらともいえない
ほぼ一致している
一致している

て，どのくらいの間隔で編集を繰り返していたかや，どの開発者が編集を行っていたかに着
目して分析を行っていた．以上の利用方法より，被験者が本ツールの機能を活用しながら分

該当事項 (件)

析を行っていたことが確認できた．

1
3
5
6
3

6. 関 連 研 究
本研究ではソフトウェアタグの運用を支援する可視化ツールの開発を行っている．ソフト
ウェア開発を対象とした可視化は，ソフトウェアの理解を促進することが確認されており，

ファイルがあることから設計が不十分であったというものや，開発中盤で開発が全く行われ

これまでに多くの可視化ツールの開発が行われている．

ていない期間に開発を行えない状態にあったことを推測したものがあった．事実と異なると

Boccuzzo らは 3D のメタファを利用した可視化ツール CocoViz を提案した8) ．メタファ

判断された項目の多くは開発期間を見誤ったものであることがわかった．分析対象のプロ

には家など，ユーザがイメージしやすいものを用い，品質の高いクラスは形の整ったメタ

ジェクトはリリース後の保守工程を含んだものであるが，被験者の多くは本ツールで表示さ

ファで表現される．形の悪いメタファを探すことで容易に品質の悪いクラスを見つけ出すこ

れている開発期間の最終日を納期として分析を行っていた．

とが可能となり，分析の手間を軽減することができる．メタファの形を決定するメトリクス

また，当該プロジェクトのメンバにプロジェクトが成功したか失敗したかについて確認

には，クラスの構造・複雑度・入出力といった異なる種類のメトリクスから等しく用いられ

した所，失敗プロジェクトであるという認識を持っていることがわかった．その理由とし

ている．また，メトリクスの値によって表示させるクラスをフィルタリングする機能も備え

て，当初の計画通りに開発が進まなかったことや，納期に間に合わせるために開発を急ぎ，

ている．

その結果リリース後に多くのバグが見つかったことを挙げた．
「開発者の観点からみてプロ

Sarma らは，モジュール依存関係などの「技術的な依存関係」と，開発者同士の関係性

ジェクトは成功であったか」という設問に対して「成功」と答えた被験者は一人もおらず，

を表す「ソーシャルな依存関係」を時系列に沿って可視化するツール Tesseract を開発し

「どちらかといえば失敗」と判断した被験者が半数である．一方，被験者の多くは成果物や

た9) ． これまで，技術的な依存関係とソーシャルな依存関係は，それぞれ別個のツール，ま

期間の観点からみると，どちらかといえば成功であると判定している．成功であると判定し

たは手法を用いて可視化されてきた．Tesseract は，それら 2 つの関係を関連づけて，複数

た理由の多くが「リリース日に開発を終えているから」いうものであった．これは，現在，

のビューを用いて同時に提示することができる．例えば，あるモジュールに着目し，そのモ

本ツールで提示できる情報がファイルの編集回数などに限られているため思われる．開発

ジュールと依存関係にある他のモジュールはどれか，またそれらのモジュールの開発に携

が終了したということとプロジェクトが成功したこととは必ずしも一致しないので，今後，

わっている人間は誰か，といった分析が容易となる．

開発者の作業量，テストの網羅率，その他各種のメトリクスから成果物の品質を示す必要が

D’Ambros らはバージョン管理システムから取得したロジカルカップリングを用いた Evo-

ある．被験者がツールを利用した感想からも，ツールで表示できる情報量をもっと増やして

lution Radar を開発した10) ．このツールは，円の中心に注目するモジュールを配置し，そ

欲しいという意見が多く寄せられた．

の他のモジュールに含まれるクラスは円の外側に配置される．注目しているモジュールに

5.2 被験者による本ツールの利用方法

含まれるクラスとのロジカルカップリングの値が高いクラスは円の中心に表示され，反対

被験者が記録したツールの利用記録を分析した結果，本ツールが提供する機能のうち，

にロジカルカップリングの値が低いクラスは円の外周に表示される．中心寄りのクラスは

「ビューサイズの変更」が分析において最も利用されていた．ほとんどの利用者が分析の端

他のモジュールに属しながら，注目モジュールとの依存関係が非常に高いことを意味する．

緒としてビューサイズを極小に切り替え，開発全体の傾向を確認していた．その後，変更回

モジュール間の依存度は低ければ低いほどよく，このクラスはモジュールの移動を含めたリ

数によって色分けされたイベントビューの中で，極端に色の薄い区間と濃い区間にそれぞれ

ファクタリングの対象と見なすことができる．

着目して分析を行っていた．また，特に編集回数の多いファイルに対しては詳細ビューを見

これら既存のツールは，プログラミング工程やテスト工程といった下流工程の可視化に重
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点を置いたもので，分析対象はオープンソースソフトウェアのソースコードである．上流工

謝

程の可視化が行われていない理由として，要件定義や設計といった上流工程から下流工程ま
での開発情報を総合的に扱う基盤が存在しないことがあげられる．そのため，下流工程を対

辞
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象とした既存の可視化ツールを上流工程への可視化へ適用したという例は報告されていな

行われた．

い．一方，ソフトウェアタグは上流工程を含めた開発全体を網羅しているため，ソフトウェ

参

アタグの可視化を行う本ツールは，初期段階から上流工程の情報を可視化することをふまえ
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て開発を行っている．加えて，実際の現場で発生した事例に対応できることも検証された．

7. ま と め
本研究では実開発プロジェクトにおけるソフトウェアタグの運用例の 1 つとして挙げら
れている，プロジェクトの進捗把握や納品時の事後分析での利用に焦点を絞った可視化ツー
ルの開発を行った．本ツールではファイルの変更履歴を縦軸にファイル名，横軸に日付を
とった表形式で表し，各セルにはファイルがその日に変更された回数を表示した．各セルを
マウス等で選択することにより，誰がその変更を加えたかの詳細な情報を表示することがで
きる．またツール利用者が容易に情報を収集できるようにビューの拡大縮小，編集回数によ
るセルの色分け，期間やパッケージによるフィルタリング機能を設けた．実際のソフトウェ
ア開発で発生した問題点をもとにした可視化ツールの利用シナリオを用いて，現実のプロ
ジェクトを分析可能か検証を行った．その結果，提案ツールが実プロジェクトの問題に対応
できることが確認できた．さらに，6 人の被験者に小規模な開発プロジェクトの分析を行っ
てもらった結果，指摘事項のうち 50 ％が実際の開発で発生していた事象と一致した．また，
被験者が本ツールで設計した機能を十分に活用しながら分析を行っていることを確認するこ
とができた．
今後の課題として，ツールに表示できる情報を増やすことが挙げられる．現在はファイル
の編集回数のみしか表示することができず，被験者によるアンケートでもソースコードの変
更量や開発者ごとの作業量を把握したいという要望があった．また，本稿で述べた実験は学
生による小規模な開発プロジェクトの分析であり，その結果を一般化して実際のソフトウェ
ア開発に適用することはできない．現在，我々は StagE プロジェクトおよびその協力組織
と連携して，実ソフトウェア開発プロジェクトのデータを対象とした適用実験の準備を進め
ている．今後は，実プロジェクトデータを対象とし，ツールの適用実験を通して，その評価
を行っていく予定である．
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