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クラウドソーシングを前提としたソフトウェアの分解方法の
提案と評価
碓氷 裕紀1

森崎 修司1

概要：クラウドソーシングを活用したソフトウェア開発の際に重要となるソフトウェア分割の方法を提案
する．本稿で前提とするクラウドソーシングでは分散環境において個々の開発者が非同期型のコミュニ
ケーションをとるため，コミュニケーション量をなるべく小さくすることにより，効率化が期待できる．
本稿で提案する分割方法では，コミュニケーション量を減らすことを目的とし，開発者間で相互に更新，参
照されるデータの定義を事前に決めておく方法，及び，相互に更新，参照されるデータの参照，更新 API
を定義しておく方法，である．提案方法を演習問題として実際に動作させたことのあるオンラインショッ
ピングサイトのソフトウェアに適用し，適切な分割ができるかを試行した．また，分割方法と試行をオン
ラインショッピングサイトの構築に携わっているソフトウェア開発の熟練者から意見をもらった．
キーワード：クラウドソーシング，ソフトウェア分割

1. はじめに
商用ソフトウェアの開発はプログラマが同じ時間に同じ
場所で開発を進めることが多い. このような開発方法とは

いても開発するソフトウェアの規模を考慮し，ソフトウェ
アの分割が必要になる場合がある．本稿ではクラウドソー
シングをソフトウェア開発に適用するためのソフトウェア
の分割方法を述べる．

別にプログラマ自身が仕事を選び，個別に作業ができるよ

本研究の関連事項として 2006 年に AOL 社がクラウド

うな開発方法を生み出すことで雇用の幅も広がり，プログ

ソーシングを利用してソフトウェアの拡張を行った事例

ラマ自身も規定の労働時間に縛られることなく仕事をする

がある．彼らは自社が持つメールソフトの機能拡張を Top

ことができる．またプログラマが規定の場所や時間に縛ら

Coder から選抜されたチームに依頼した．Top coder とは

れず個人ごとに分散的に開発を進められれば開発効率の向

オンライン上でプログラミングコンテストを行う web サー

上も見込める．我々はこのような開発を実現する方法とし

ビスである．AOL 社は Top coder から選抜されたチーム

て，クラウドソーシングを活用したソフトウェア開発の概

に設計からテストまでを委託した．

要を文献 [1] に示した．本稿では文献 [1] におけるソフト
ウェアの分割方法を述べる．

この事例はチーム単位で開発を進められるようなソフト
ウェア分割を行なっているが，本研究ではプログラマが個

クラウドソーシングとは様々な課題解決のために多数の

人ごと開発を進められるソフトウェア分割を提案する．従

人々から手助けを得るものである．過去 10 年間，クラウ

来のソフトウェア分割は機能単位ごとにサブシステムに分

ドソーシングを利用した多数のサービスがインターネット

割し，さらにモジュール単位に分割するというものが一般

上に登場してきた．実例としてはウィキペディア，Linux

的であった．本研究では開発を任されたプログラマ同士が

の開発，Yahoo!知恵袋などがあり，現在も多くのクラウド

密接なやり取りをせず個人ごとに分散して開発でき，また

ソーシングサービスの開発が進められている．[2] 本研究で

ソフトウェアを詳細に設計せずに分割できる方法を提案す

はクラウドソーシングをソフトウェア開発へ適用する．通

る．このような方法として本稿ではユースケースシナリオ

常のソフトウェア開発では開発するソフトウェアが大規模

を用いたソフトウェアの分割方法を提案する．

になる場合ソフトウェア分割をし，複数人で開発を担当す
る．クラウドソーシングを活用したソフトウェア開発にお

2. 前提
クラウドソーシングの定義，クラウドソーシングを活用
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してソフトウェア開発を行う手順，また開発対象のソフト
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2.2 クラウドソーシングを活用したソフトウェア開発の

O

手順

2.1 節で述べたとおり従来のクラウドソーシングは受託
者全員が委託者から提示された課題に対して成果物を提出
するというものが一般的であった．本研究では受託者を募

投稿
Yahoo!知恵袋

集し，その中から実際にソフトウェアの開発を委託する開
発者を決定するという方法を用いたソフトウェア開発を提
課題

案する．図 2 にクラウドソーシングをソフトウェア開発に
適用する際の手順を示す．図 2 中 (1)〜(3) の流れに従い手
S1

S2

S3

S4

順を説明する．

( 1 ) 委託者は作成予定のソフトウェアを受託者が個人ごと
・・・・
I1
I2

I3

I4

O:委託者
I:個人
S:課題に対する解決策

に作成できるよう複数の部分に分割する．また委託者
は分割した部分について仕様と必要に応じてテスト
ケースを作成する．委託者はネットワークを通じて作
成予定のソフトウェア概要とソフトウェアの分割部分

図 1

Yahoo!知恵袋によるクラウドソーシング例

Fig. 1 An example of crowdsourcing according to Yahoo! Answers

を提示する．

( 2 ) 受託者は作成するソフトウェア概要を確認し，分割さ
れたソフトウェアのどの部分を担当するのか選択す
る．受託者はどの部分を担当するか選択した後，委託

ウェアをどの程度まで定義しておくかを述べる．

者に自身のプログラミング経験や過去の開発事例，ま

本稿ではクラウドソーシングを活用してソフトウェア開

た可能であれば追加できる仕様やテストケースを考え

発を委託する側を「委託者」
，また開発を受託する側を「受

委託者に伝える．委託者は受託者から伝えられた情報

託者」と呼ぶ．本稿での「委託者」とは個人ではなく，ユー

を基にどの部分をどの受託者に委託するのか最終決定

ザ企業などの組織を想定している．また「受託者」とはプ

を行う．
1

ログラミング経験のある個人を想定している．また本研究

( 3 ) 受託者は委託されたそれぞれの部分について作成を行

ではクラウドソーシングを活用した開発対象のソフトウェ

う．受託者は作成完了後，自身が作成した部分を委託

アとして WEB 画面とデータベースを含んだソフトウェア

者に渡す．委託者は受託者により作成された部分を集

を想定しており，ゲームや組み込み系のソフトウェアは含

め，正確に動作するか結合テストを行い確認をする．

まないこととする．

2.1 クラウドソーシングとは
クラウドソーシングとは様々な課題解決のために多数の

2.3 作成予定のソフトウェアの定義
2.2 節で示した手順の中で「作成予定のソフトウェア」

人々から手助けを得るものである．過去 10 年間，クラウ

を，委託者がどの程度まで定義するかを述べる．本研究で

ドソーシングを利用した多数のサービスがインターネット

は，委託者は対象ソフトウェアとして以下を定義する．

上に登場してきた．実例としてはウィキペディア，Linux
の開発，Yahoo!知恵袋などがあり，現在も多くのクラウド

• 仕様，テストケース，ユースケース等

ソーシングサービスの開発が進められている．[2] クラウ

委託者はソフトウェア開発の委託を確定する前に，分

ドソーシングでは委託者は問題解決や作業の委託のために

割したソフトウェアの各部分ごとの仕様と必要に応じ

ネットワーク上に存在する多くの個人に助力を求める．ク

たテストケース，受け入れテストケース，ユースケー

ラウドソーシングの概要を Yahoo!知恵袋の例を用いて図

スを用意する．また手戻りを少なくソフトウェアの分

１に示す．Yahoo!知恵袋では委託者から投稿された課題に

割をするためにも要件からソフトウェアとして実現可

対してネットワーク上の多くの個人が解決策を提案する．

能な機能を決めておく必要がある．委託者は要件から

このようにクラウドソーシングには従来のように特定の個

ソフトウェアに必要な機能を定義する．表 1 に機能の

人を指定して委託を行うのではなく，ネットワーク上の不

例を示す．機能には名称と内容を含め，ソフトウェア

特定多数の個人から労力や解決策を募集するという特徴が

として実現可能なことを機能名ごとにまとめる．

ある．また委託された個人同士でのやり取りなども行われ
ない．

• その他の定義
委託者はクラウドソーシングを活用してソフトウェア
開発を行うために，ソフトウェアの定義だけではなく，
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表 1

スケジュール管理機能における機能定義例

Table 1 Example of functional defnition according to scheduling management
機能

機能の内容

登録，削除，修正，参照機能

・管理者は従業員の予定を登録，削除，修正，参照できる．
・管理者は登録した作業員の予定を公開，非公開どちらかを選択できる．

検索機能

・全従業員は「従業員名」から対象従業員のスケジュールを検索し表示できる．
・全従業員は日付から，該当日の従業員スケジュールを検索し表示できる

ファイル取得機能

・全従業員は従業員のスケジュールを個人ごとに Excel，CSV 形式の
ファイルで出力できる．

O
DB

Aテーブル フィールド名

ユースケースシナリオ
番号

F1

F2

U1

更新

更新

U2

参照

参照

Bテーブル
Cテーブル

(1)
Aテーブル

ソフトウェアの分割
作成予定のソフトウェア
P1

P2

・・・・

U1

U2

U：ユースケースシナリオ
F：データベースフィールド

Pm
図 3

異なるユースケースシナリオ同士で同じデータにアクセスす
る場合

選択

(2)

分担

Fig. 3 A case to access the same data among diﬀerent use case

I1

I2

P1

P2

Im

scenarios

ベースを定義をしなければ，各ユースケースシナリオが

・・・・
Pm

データベースのどのデータへアクセスするのか不明確にな
(3)

同じデータにアクセスするという問題も生じる．（図 3）本

P：ソフトウェアの分割部分

稿で用いるデータへのアクセスとはデータベースへのデー

I：受託者

タの登録，削除，更新，参照を行う操作である．

ソフトウェア

図 2

る場合がある．さらに異なるユースケースシナリオ同士で

O：委託者

結合

クラウドソーシングを活用してソフトウェア開発を行う手順

Fig. 2 Procedure of crowdsourcing software development

図 3 の場合，U1 で更新したデータを U2 で参照してお
り，データベースを定義しない場合，U2 はどのテーブル
のどのデータを参照するのか不明確になる．本研究ではこ

「受託者の作業内容」や「開発報酬」
，また「開発に必

れらの問題を解決するものとして，委託者の作業量を考慮

要なスキル」についても必要に応じて定義できる．開

し，
「データ定義による分割方法」と「メソッド定義による

発に必要なスキルは表 2 のような項目をスキルとして

分割方法」の 2 つを提案する．

定義する．

3. ソフトウェアの分割方法

3.1 データ定義による分割方法
データ定義による分割方法では委託者がユースケースシ

提案する．委託者に負担が掛からず，また受託者が個人で

ナリオによる分割を行い，データベースのテーブル，フィー
1
ルド，データ型までを定義し，それぞれのユースケースシ

作業できるよう細かい分割方法を提案する．本稿ではユー

ナリオがどのデータにアクセスするのか定義する方法であ

スケースシナリオを用いた分割方法を提案する．本稿で提

る．この方法を用いることでどのユースケースシナリオが

案する方法ではプログラムの動作に関するユースケースシ

どのデータにアクセスするのか明確にすることができ，異

ナリオを組み合わせてソフトウェアを作成する．そのため

なるユースケースシナリオ同士で同じデータにアクセスす

ユースケースシナリオのプログラムの動作を分割の基準と

る問題も解決できる．分割の手順を以下に示す．

し，アクターの動作は考慮するが分割の基準には含めない

( 1 ) 委託者は 2.3 節で定義したソフトウェアの情報から

事とする．本稿の分割方法として用いるユースケースシナ

ユースケースシナリオを抽出する．抽出したユース

リオの例を表 3 に示す．

ケースシナリオを分割の基準とする．

2.2 節で示した手順においてソフトウェアの分割方法を

分割方法としてユースケースシナリオのみを考えデータ
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表 2

開発に必要なスキル例

Table 2 Example of the necessary conditions for software development
・java での web アプリケーション開発の経験がある．
開発に必要なスキル

201

・実務で医療システムの開発経験がある．
・ruby での実務経験が２年以上

表 3

図書館システムにおけるユースケースシナリオ例

Table 3 Example of use case scenarios according to library system
ユースケースシナリオ番号

ユースケースシナリオ

U1

システムは蔵書一覧を表示する

U2

システムは本の詳細情報を表示する

U3

システムはデータベースの蔵書情報を貸出中にする

U4

システムは貸出日と返却期限を表示する

ル，フィールド，データ型を定義する．また各ユース
ケースシナリオがデータベースのどのデータにアクセ

M1

スするのかを定義し，ユースケースシナリオごとに受

U1

メソッドを使用し
DBにアクセスす
る

託者を募集する

DB
Aテーブル
Cテーブル

M2

( 3 ) 受託者は実装したいユースケースシナリオを選択し，

Bテーブル

自身の開発経験や可能であれば追加の仕様とテスト

U2

ケースを委託者に提出する

( 4 ) 委託者は提出された情報を基に開発を委託する受託者

ユースケース
メソッド番号 メソッド内容
シナリオ番号

を決定する．

( 5 ) 委託者は個々のユースケースシナリオがデータベー
スのどのデータにアクセスするのか確認して，ユース

U1

M1

AテーブルのF1フィールドのデータ一覧を参照するメソッド

U2

M2

BテーブルのF2フィールドにデータを登録するメソッド

ケースシナリオごとにプログラムを実装していく．

U：ユースケースシナリオ
M：メソッド

3.2 メソッド定義による分割方法
メソッド定義による分割方法では委託者がユースケース

図 4 メソッド定義による分割方法の概要

Fig. 4 Overview of method difinition divide

シナリオによる分割を行い，メソッドを定義する．この方
法ではデータベースへアクセスする処理などをメソッド

て定義する．また「メソッド担当者」と「ユースケー

として定義する．委託者はメソッドの中身の作成とデータ

スシナリオ担当者」の両者を募集する．

ベースの定義は行わない．
委託者は受託者として「メソッドを担当する受託者（以下
メソッド担当者）
」と「メソッドを使用しユースケースシナ
リオごとにプログラムを実装する受託者（以下ユースケー
スシナリオ担当者）」の 2 種類の人材を募集する．メソッ

( 3 ) 受託者は実装したいメソッドまたはユースケースシナ
リオを選択し，自身の開発経験や可能であれば追加の
仕様とテストケースを委託者に提出する．

( 4 ) 委託者は提出された情報を基に開発を委託する受託者
を決定する．

ド担当者はメソッドの中身の作成とデータベースのテーブ

( 5 ) メソッド担当者は委託者が定義したメソッドが機能

ル，フィールド，データ型の定義を行う．ユースケースシ

するようメソッドの中身を実装する．またデータベー

ナリオ担当者はメソッド担当者が完成させたメソッドを使

スのテーブル，フィールド，データ型の定義を行う．

い，ユースケースシナリオごとにプログラムを実装する．

ユースケースシナリオ担当者は完成されたメソッドを

データベースへアクセスする処理をメソッドとして定義す

使ってユースケースシナリオごとにプログラムを実装

ることで，データベースの構造が不明確でも，データへア

していく．メソッド定義による分割方法の委託概要を

クセスすることができる．
（図 4) 分割の手順を以下に示す．

図 5 に示す．

( 1 ) 委託者はデータ定義による分割方法と同じくユース
ケースシナリオを抽出し，抽出されたユースケースシ
ナリオを分割の基準とする．

( 2 ) 委託者はデータアクセスに関する処理をメソッドとし

3.3 分割に関連したテストケースの作成
ソフトウェアに複雑な計算ロジックがある場合，データ
定義による分割方法のユースケースシナリオとメソッド定
義による分割方法のユースケースシナリオ，メソッドに関

c 2012 Information Processing Society of Japan

4

Vol.2012-SE-177 No.8
2012/7/20

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
表6
作成予定のソフトウェア

U1

U2

・・・・

M1

M2

・・・・

選択

Um
Mn

分担

T1

I1

・・・

機能

機能の内容

ショッピング機能

ユーザが商品を購入する機能

商品発送機能

管理者が商品を発送する機能

商品情報管理機能

商品情報の登録，削除，変更，確認を行う機能

顧客情報管理機能

顧客情報の登録，削除，変更，確認を行う機能

テムのユースケースを表 5 にオンラインショッピングサイ
定義

U1

対象としたオンラインショッピングサイトシステムの機能一覧

Table 6 List of functions in online shopping site system

M1

DB

トシステムの機能一覧を表 6 に示す．このシステムの仕様

テーブル,フィール
ド,データ型

書を用いてデータ定義による分割方法，メソッド定義によ

・・・

る分割方法を試行した手順と結果を述べる．
U：ユースケースシナリオ
M：メソッド

メソッドを使って各ユースケースシナリ
オごとにプログラムを実装する

I：ユースケースシナリオ担当者
T：メソッド担当者

図 5

メソッド定義による分割方法の委託概要

Fig. 5 Procedure of method difinition divide

4.2 データ定義による分割方法
データ定義による分割方法を試行した手順と結果を述
べる．

( 1 ) 仕様書に記載されたシステム全体のユースケース，ソ
フトウェアの機能情報等から 40 個のユースケースシ

して，委託者がテストケースを作成する．テストケースの

ナリオを抽出した．抽出したシナリオの一部を表 7 に

作成は委託者が負担を軽減するためにツール用いてもよ

示す．

い．テストの効率化には様々なツールが存在するが，委託

( 2 ) データベース定義については顧客情報，商品情報，伝

者はユースケースシナリオによりユーザ側から見たプログ

票情報，明細情報，カート情報それぞれを格納する

ラムの動作を抽出できるため，ユーザ側からみた外部設計

テーブル，フィールド，データ型を定義した．

に関してテストケースを作成できるツールを選択する．た
とえば，Cucumber は自然言語でユーザ側から見たソフト
ウェアの動作シナリオを記述できる．自然言語で記述でき

4.3 メソッド定義による分割方法
メソッド定義による分割方法を試行した手順と結果を述
1

るため非エンジニアでも読むことが可能である．このツー

べる．

ルのように外部設計のテストを行えるツールをテストケー

( 1 ) 仕様書に記載されたシステム全体のユースケース，ソ

スの作成ツールとして選択すれば委託者は効率的にテスト

フトウェアの機能情報等から 40 個のユースケースシ

ケースを作成することができる．

4. 分割の試行

ナリオを抽出した．

( 2 ) 抽出したユースケースシナリオにおいてデータベース
へデータの登録，削除，更新を行う処理をメソッドと

3 章で提案した 2 つの方法について試行を行い，熟練者

して定義した．今回のシステムではデータベースへの

から意見を頂いた．試行したソフトウェアの概要と 2 つの

登録，削除，更新を行う処理として 18 個のメソッド

方法を試行した手順と結果を述べる．

を抽出した．メソッド一覧を表 8 に示す．

4.1 試行に用いたソフトウェアの概要

4.4 熟練者からの意見

本稿で提案した 2 つの分割方法をオンラインショッピン

試行した 2 つの分割方法とテストケースの作成，クラウ

グサイトシステムの仕様書を用いて試行を行った．このシ

ドソーシングを活用してソフトウェア開発を行う際の考慮

ステムは大学の演習課題として開発されたシステムであ

点について熟練者から意見を頂いた．

り，実際のシステムとして実現できる仕様書に基づき開発
された．
システムの利用者は「ユーザ」と「管理者」に分かれる．
ユーザはシステムを利用して「買い物」をすることができ
る．管理者はシステムを利用して「商品の管理」
，
「発送」
，
「顧客情報の管理」などを行うことができる．
対象としたオンラインショッピングサイトシステムの概
要を表 4 に示す．またオンラインショッピングサイトシス
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4.4.1 試行した分割方法
試行した２つの分割方法について熟練者からの意見を
示す．

• データ定義による分割方法
データ定義による分割方法はウォーターフォール開発
に似た側面をもち，委託者がデータベースのテーブル，
フィールド，データ型まで定義する．そのためデータ
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表 4

対象としたオンラインショッピングサイトシステムの概要

Table 4 Overview of online shopping site system
サーバ上で動作する Web アプリケーション
内容

ユーザはシステムから商品の購入を行える
管理者はシステムから顧客，商品の管理を行える

開発言語

Java

ステップ数

約 3000 行 (空白行，コメント行を除く）

開発プロセス

ウォーターフォール開発

データベーステーブル数

5 テーブル

画面数

約 30 画面

表 5 対象としたオンラインショッピングサイトシステムのユースケース一覧

Table 5 List of use cases in online shopping site system
ユースケース名

アクタ

目的

商品の購入を行う

ユーザ

ユーザがインターネットでショッピングをする

商品の発送を行う

管理者

管理者が商品の発送を行う

商品情報を管理する

管理者

管理者が商品情報を管理する

顧客情報を管理する

管理者

管理者が顧客情報を管理する

定義による分割方法は委託者と受託者の間でデータ

4.5 その他の意見

ベースの構造などアーキテクチャの合意を取ることが

テストケースの作成やクラウドソーシングを活用してソ

難しくなる．クラウドソーシングをソフトウェア開発

フトウェア開発をする際の考慮点，その他に得られた意見

に適用する場合，委託者と受託者は離れて開発を行う

を示す．

ため，委託者がデータベース設計などを修正した場合

4.5.1 テストケースの作成

に，受託者との合意に時間がかかってしまう可能性が

本稿ではテストケースの作成について Cucumber を例示

あるという意見を頂いた．

したが，Cucumber は要件やユースケースに対してテスト

• メソッド定義による分割方法

ケースを作成する場合に向いているツールであり，結果が

メソッド定義による分割方法はアジャイル開発に似た

自然言語で出力されるため委託者も結果を理解しやすいと

側面を持ち，比較的規模が小さい web アプリケーショ

いう意見を頂いた．

ンの開発などに適しているという意見を頂いた．バグ

4.5.2 クラウドソーシングを活用してソフトウェアを開

を厳しく追求しないソフトウェアならばメソッド定義

発する場合の限界点

による分割方法でも開発は可能であるが，テストケー

クラウドソーシングを活用してソフトウェア開発をする

スをどこまで細かく作成できるかが重要であり，メ

場合，作成するソフトウェアの計算ロジックがどこまで複

ソッドを定義するだけでなくメソッドに何を入れたら

雑になるかという点で開発が可能になるか不可能になるか

何が返ってくるかという具体例も定義したほうが良い

分かれる可能性があり，その点についても考慮したほうが

という意見を頂いた．

良いという意見を頂いた．

• ２つの方法の使い分け

4.5.3 動作環境など

作成しようとしているソフトウェアの規模や，バグを

クラウドソーシングを活用してソフトウェア開発をする

どれだけ厳しく追求する必要があるかによってデータ

場合には，ソフトウェアの分割方法だけでなく，動作環境

定義による分割方法とメソッド定義による分割方法の

など，インフラまでを考える必要がある．仮に動作環境を

使い分けが考えられる．データ定義による分割方法は

クラウドとするならば，後はソフトウェアの機能を満たす

委託者がデータベースのテーブル，フィールド，デー

だけでよくなるという意見を頂いた．また開発方法だけで

タ型まで定義する．そのため正確な動作を求め，規模

なく，開発費用の決め方や合意のとり方について考えるべ

が大きいソフトウェアを作成するならばデータ定義に

きだという意見を頂いた．

よる分割方法が適している．またメソッド定義による
分割方法では，作成するソフトウェアの規模が大きく
なればなるほど実際に適用することが難しくなるので
ないかという意見を頂いた

5. まとめ
本稿ではクラウドソーシングを活用したソフトウェア開
発の概要を示し，ソフトウェアの分割方法を提案した．本
稿で前提とするクラウドソーシングでは分散環境において
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表 7

オンラインショッピングサイトシステムにおけるユースケースシナリオの一部

Table 7 Part of use case scenarios in online shopping site system
シナリオ番号

ユースケースシナリオ

U1

システムは商品一覧を表示する

U2

システムは商品詳細を表示する

U3

システムはカートに商品を追加する

U4

システムはカートの情報を表示する

U5

システムは DB に合計金額と購入商品登録し，表示する

・・・
表 8

・・・

オンラインショッピングサイトシステムにおけるメソッドの一覧

Table 8 List of method in online shopping site system
メソッド番号

メソッド名

メソッド内容

M1

get-itemlist

商品情報一覧を取り出す

M2

get-iteminfo

商品の詳細情報を取り出す

M3

ins-itemlist

新規商品を登録する

M4

update-item

1 つの商品情報を更新する

M5

delete-item

1 つの商品を削除する

M6

get-sql-customerlist

顧客情報一覧を取り出す

M7

get-customerinfo

顧客の詳細情報を取り出す

M8

ins-customer

新規顧客を登録する

M9

update-customer

一人の顧客情報を更新する

M10

delete-customer

一人の顧客情報を削除する

M11

get-cart-info

カートの中身を取り出す

M12

ins-cart

カートに商品を登録する

M13

delete-cart

カートの中の一つの商品を削除する

M14

get-buytable

伝票情報一覧を取り出す

M15

ins-buytable

新規伝票を登録する

M16

update-send-data

商品の発送情報を更新する

M17

get-detailtable

明細情報一覧を取り出す

M18

ins-detail

新規明細を登録する

個々の開発者が非同期的に作業を進めていくため，定義，

境や，テストケースについても検討し，提案方法を実証的

決定，相談のためのコミュニケーションが増えると，開発

に評価する予定である．

時間が長くなる場合がある．本稿で提案するソフトウェア
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