ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム 2012

開発ドキュメント評価の一手法
～テキストマイニングによる網羅性と詳細度の評価～
篠崎政久†1 加納敏行†1 牧野恭子†1
木村隼人†1 北川貴之†1
開発ドキュメントの品質を向上するための施策は様々なものが開発されている．観点情報（開発ドキュメントに記
述すべき項目が，細部にわたって定義されている表）を用いた確認もその一つである．
しかし，開発ドキュメントが観点情報に沿っているかを人手で確認するのは作業量が大きく，時間が掛かる．この
問題を解決するため，開発ドキュメントが観点情報に沿っているかを網羅性と詳細度により評価し，人手による確認
作業を支援する手法を提案する．また，その手法を実装したプロトタイプを用いて提案手法の有効性の検証を行った．

The method of evaluation of a development document
Evaluation of the comprehensibility and the degree of details
by text mining
MASAHISA SHINOZAKI†1
TOSHIYUKI KANO†1
KYOKO MAKINO†1
HAYATO KIMURA†1 TAKAYUKI KITAGAWA†1
Various measures for improving the quality of development documents have been developed.One of them is that the check
using the viewpoints of the items which should be described in the development documents are defined in detail.
However, it takes a lot of time and effort to confirm manually whether development documents meet the viewpoints required
by visual observation.In order to solve this problem, we propose a technique that evaluates development documents and reduces
human effort.The effectiveness evaluation of this technique was also implemented based on the prototype.

1. はじめに

が可能となっている．
さらに，開発ドキュメントの記述内容の品質を確保する

システム開発では関係者間で共通認識を持ち，開発を効

ため，レビューや WT(Walk Through)が実施されている．し

率化するために開発ドキュメントが作成される[1]．しかし，

かし，大規模プロジェクトでは開発ドキュメントが数百ペ

開発ドキュメントの品質が悪いと，開発者間で質疑応答が

ージを超えることも珍しくない．そのため，全ての開発ド

頻繁に発生したり，誤ったものが開発されたりして，生産

キュメントに一貫した基準で目を通すことは時間的に難し

性を落とす原因となる．

く，開発ドキュメントの記述内容の品質の低下を招いてい

生産性が低下する問題を解決するために，例えばシステ

る．

ム開発標準を定め，それに従ったシステム開発が行われて

本稿では，開発ドキュメントの記述内容を一貫した基準

いる．システム開発標準では工程毎に作成すべき開発ドキ

で評価を行う手法を提案する．また，提案手法の有効性に

ュメントが定められており，各工程の終わりでは開発ドキ

ついて述べる．

ュメントを元にした DR(Design Review)の実施が義務付け
られていることが多い．また，開発プロセスが標準化され

2. 従来の取組み

ることで，作業の漏れや重複を未然に防ぐことが可能とな

開発ドキュメントで特に重要なのは，上流工程で作成さ

り，生産性も向上する．しかし，システム開発標準で開発

れる要件定義書や基本設計書である．これらのドキュメン

ドキュメントが定義されても，作成する組織や人によって

トの品質が低いまま開発が進むと，下流工程でモジュール

その品質はまちまちである．そのため，仕様書を内容（モ

間のインタフェースの整合性が取れなくなる等，後戻りに

デル）と体裁（ビュー）に分けて扱い，モデルを検証する

よる影響が大きい．

ツールや，文書を診断するツールによる開発ドキュメント

要件定義書や基本設計書に記述されている要求の品質

の品質確保への取組みが行われている[2][3]．これらのツー

を評価する指標として，要求の特性がある[4]．要件定義書

ルにより仕様書の形式的検証および表記レベルの品質確保

や基本設計書に記述される要求の特性を維持することで，
下流工程での後戻りを防ぐことが可能となる．この要求の
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検証作成支援ツール（SpecPrince®）や文書診断システムと

観点情報に沿ったドキュメントを作成することで，システ

いったツールの開発が行われている[2][3]．

ムの品質を向上することができる．

2.1 要求の特性の確保

また提案手法の有効性を検証する方法として，提案手法

仕様検証作成支援ツールは仕様書の検証と作成を支援

をシステムとして実現し，システムの出力を検証する方法

するツールであり，要件定義書や基本設計書を内容（モデ

を選んだ．システムとして実現することで，大量のドキュ

ル）と体裁（ビュー）に分けて扱う．体裁は要件定義書や

メントの評価を，一貫した基準で行うことが可能となる．

基本設計書のテンプレートとして利用者に提供される．ま

4. 開発ドキュメントの評価手法

た，モデルはメタモデルとして一般化され，利用者に提供
される．開発者はメタモデルに従ってモデルを作成し，モ

本章では，観点情報を用いた開発ドキュメントの評価手

デルの検証を行い不具合を取り除く．不具合が取り除かれ

法を述べる．

た後，ツール内に組み込まれた生成ルールによりモデルが

4.1 開発ドキュメント評価技術の基本方針

ビューに埋め込まれ，要件定義書や基本設計書が完成する．

観点情報の例を表 1 に示す．開発ドキュメントには観点

モデルの検証では，メタモデルの構成要素の抜けや重複や

情報で定義された観点を網羅的に記述しなければならない．

整合性に関する検証を行うことが可能である．

開発ドキュメントに観点情報が記述されているか目視で確

仕様書検証作成支援ツールを用いることで，要求の特性

認するには，観点情報と開発ドキュメントを見比べる．そ

における完全性の確保が効率化された．

の際，観点情報の用語が開発ドキュメントに記述されてい

2.2 従来の取組みにおける課題

るかを確認すると考えられる．以上より次の特性を導き出

2.1 で述べたモデルの検証では要件の記述の有無のみで

せる．

検証する検証ルールを用いている．そのため，内容に即し

1.開発ドキュメントは観点情報について網羅的に記述されなけ

ていない記述がされていても形式的に検証ルールを満たし

ればならない（網羅性）．

ているので，記述内容の検証が困難であるといった問題が
ある．
この問題を解決するために，レビューや WT の実施が必
要となるが，1 章でも述べたように，レビューや WT では
一人で大量のドキュメントに目を通すことは時間的に困難
である．また，複数人の場合，基準が人により異なるとい
う問題がある．

3. 解決手段
2.2 で述べた問題を解決するために，本稿ではツールに
よる評価をレビュー者の視点に近づけ，ツールの出力を判
断材料にし確認することで，一貫した基準で評価する手法
を提案する．本手法を用いることで従来のモデルの検証で
は不十分であった要求の特性における完全性について，記
述内容に踏み込んだ検証を行うことが可能となる．
評価手法を構築するためには要件定義書や基本設計書
をレビューするための評価基準が必要である．開発ドキュ
メントの評価基準は様々あるが[5]，今回は，システム開発
を行う上で決めなければならない非機能要件の項目を定義
した一覧（以下，観点情報という）を使用する．観点情報
を詳細に定義することで，開発や成果である開発ドキュメ

さらに開発ドキュメントは各々の記述内容が抽象的で
あっては読み手に意図が十分に伝わらない．そのため記述
内容が十分理解できるよう詳細に記述されていなければな
らない．そのため次の特性を導き出せる．
2.開発ドキュメントは各観点について十分な記述がされなけ
ればならない（詳細度）．
以上 2 点が本提案の評価方法の基本方針である．
表 1 観点情報の例
行
No

観点(大）

1 拡張性
2
3
4
5 可用性
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

観点（ 中）
業務処理量
拡張対象
バックアップ

観点（ 小）
通常業務
繁忙期の業務
CPU
メモリ
データ量
時間帯
対象範囲
バックアップ方法
復旧方法
方式
データ復旧範囲
外部データの利用可否
利用範囲
自動化の範囲
開始時間
終了時間

4.2 網羅性の評価方法

ントに抜け漏れや重複が発生しないようにすることが可能

ある観点（中）に関する網羅性を調べるためには，開発

である．観点情報は JIS-X-0129-1 ソフトウェアの品質モデ

ドキュメントに記載されている内容がどの観点（中）につ

ルで定義されているソフトウェアの品質特性や IPA の非機

いて記述されているかを特定する必要がある．特定した後，

能要件グレードの分類[6]などを利用して作成する．非機能

全ての観点（中）について記述されているかを調べること

要件に関する観点情報は全社共通で，業務要件に関する観

で，網羅性を確認することができる．この要件を実現する

点情報はプロジェクト毎に作成すると良い．観点情報はシ

技術の一つにテキストマイニング技術がある．テキストマ

ステム開発において決めなければならない事項であるため，

イニング技術はテキストを辞書を用いて分析し，テキスト
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の内容を評価する技術である．例えば，ある飲食店につい

「その他」にカウントすることとした．

て Web サイトに記述されている内容が良い評判か，悪い評
判かを評価する際に，テキストマイニング技術が利用され
る．その場合，例えば辞書には良い評判を表す用語として
「旨い」，悪い評判を表す用語として「不味い」等の用語が
登録されており，Web サイトにそれぞれの用語が出現する
頻度を求めることで，内容を客観的に評価することができ
る．開発ドキュメントの網羅性の確認においても，テキス
トマイニングの技術を利用して内容を評価し，網羅度を確
認することが可能と考えられる．
提案手法では観点情報を辞書とし，「開発ドキュメント
が観点（中）について記述されている場合，その観点（中）
や観点（小）の用語が含まれていなければならない．」とい
うルールを用いた．例えば図 1 の記述に対し観点（中）
「バ
ックアップ」の用語を実線下線，観点（小）の用語を破線
下線で示した．また今回は，観点（中）の特定には必ずそ
の観点（中）の用語が含まれているべきとした．例えば表 1
の観点（中）
「バックアップ」の観点（小）には「データ量」
や「時間帯」等の用語が定義されている．しかし，図 2 の
記述のように観点（小）の用語のみが開発ドキュメントに
記述されていても何のための「データ量」なのか，何のた
めの「時間帯」なのか読み手が理解するのが困難であり，
何の観点について記述しているのか明確でない．観点（小）
の用語「データ量」や「時間帯」は，観点（中）の用語「バ
ックアップ」と同時に記載されて初めて意味がある．その
為「一つの要件には観点（中）の用語が含まれていなけれ
ばならない」というルールを採用した．観点（小）の用語
はその用語が属する観点（中）の用語が同じ要件の記述に

・本システムのバックアップは，顧客データ，入出金トランザクシ
ョンデータを対象とする．
・本システムのバックアップのデータ復旧範囲は，一部の必要
なデータのみ復旧する．
・本システムのバックアップにおける外部データの利用につい
て，以下に示す．
-外部データの利用可否：一部のデータ復旧に利用できる．
・本システムのバックアップについて，以下に示す．
-利用範囲：障害発生時のデータ損失防止
-自動化の範囲：1 ステップのみ手動で行う（テープ交換のみ）
-バックアップ方法：オンライン
-データ量：顧客データ 500 人分，入出金データ 1 日分
-開始時間：毎日 25 時
-終了時間：毎日 28 時（予定）
-時間帯：25 時から 28 時，通常バックアップ：3 時間
-方式：通常は自動，システム変更時のシステムフルバックア
ップは手動．
計画に基づき実行．システムフルバックアップについては，納
入システムのバックアップを採取するまでを前提とし，計 1 式納
入する．運用開始後についてはお客様にて採取していただくこ
とを前提とする．

図 1

観点（中）バックアップに関する記述

・データ量：顧客データ 500 人分，入出金データ 1 日分
・利用範囲：障害発生時のデータ損失防止
・外部データの利用可否：一部のデータ復旧に利用できる．
・開始時間：毎日 25 時
・終了時間：毎日 28 時（予定）
・時間帯：25 時から 28 時
・方式：通常自動，システム変更時のは手動．
計画に基づき実行．変更時については，納入システムを採取す
るまでを前提とし，計 1 式納入する．運用開始後についてはお客
様にて採取していただくことを前提とする．

図 2

観点（小）の用語のみの記述

5. 開発ドキュメント評価システム

含まれている場合のみ，その観点（中）として特定する．

本章では 4 章で提案した「開発ドキュメント評価の基本

上記の手法に基づいて開発ドキュメントに記述されて

方針」の有効性を検証する方法を述べる．基本方針をシス

いる観点（中）を特定していく．

テムとして実装し，検証データ（開発ドキュメント）を入

4.3 詳細度の評価方法

力し，システムの出力を見ることで，提案した基本方針が

詳細度を評価するには，記述量に基づく必要がある．た

有効かどうか検証する．実装したシステムを「開発ドキュ

だし，無関係な記述が沢山あっても意味が無い．そこで，

メント評価システム」とよぶ．

意味がある記述の量を計るため，開発ドキュメント中の観

5.1 開発ドキュメント評価システムの入出力

点情報の観点（中）の用語，観点（小）の用語をカウント

開発ドキュメント評価システムの入力は評価の指針と

し，その数量を記述量とすることとした．例えば，図 1 の

なる観点情報と評価対象となる開発ドキュメントで，出力

記述には本文中に観点（中）の用語が 8 個，観点（小）の

は 3 種類の成分マトリックスである（図 3）．成分マトリッ

用語が 10 個含まれているので，観点（中）
「バックアップ」

クスとは，提案手法によって得られる出力で，横方向にド

について 18（=8+10）ポイントとする．図 2 の記述には観

キュメントの節番号が，縦方向には観点情報が並び，マス

点（小）の用語が 7 個含まれているが，本文中に観点（中）

目には 6 章のアルゴリズムで求められる値が入る．成分マ

の用語が記述されておらず，どの観点（中）の記述である

トリックスの値を判断基準にして，評価を実施する．3 種

か特定できない．そのため，観点（中）
「その他」に 7 ポイ

類の成分マトリックスはそれぞれ粒度が異なり，成分マト

ントとしてカウントする．提案手法では観点（小）の用語

リックス（大観点）が一番荒く，成分マトリックス（延べ

のみが記述された文章は「意味のない記述」とみなし，
「ど

数）が一番詳細である．それぞれの出力アルゴリズムを 6

の観点（中）ついて記述しているか不明な用語」を観点（中）

章で述べる．
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図 4
図 3

開発ドキュメント評価システムの入出力

6. 開発ドキュメント評価システムのアルゴリ
ズム
開発ドキュメント評価システムは 4 章で述べた基本方針

観点（中）の判定方法

6.2 成分マトリックス（大観点）の作成
成分マトリックス（大観点）は 4.2 で述べた網羅性につ
いて判断するための表であるが，観点（中）より粒度の大
きい観点（大）のレベルの表である．通常のレビューは観
点（中）で十分と思われるが，開発ドキュメントの量が大

に従って，次のアルゴリズムで実現した．

変大きい場合や，レビュー者が開発に直接携わらないよう

（1）開発ドキュメントを読み込む．

な場合に全体を俯瞰するために利用する．成分マトリック

（2）開発ドキュメントの各節と観点（大）のマッチングを

ス（大観点）の各セルの数値は次のアルゴリズムで求める．

行う．

（1）成分マトリックス（中観点）の各観点（中）の要件数

（3）成分マトリックス（中観点）を作成する．

をカウントする．

（4）成分マトリックス（大観点）を作成する．

（2）一番数の多い観点（中）をその節の観点（中）とする．

（5）成分マトリックス（延べ数）を作成する．

（3）
（2）で求めた観点（中）の上位の観点（大）をその節

（6）ユーザに 3 種類の成分マトリックスを提示する．

の観点（大）とする．

本章では（3）～（5）を詳細に説明する．

（4）各節の要件の合計を求め，その値を観点（大）の値と

6.1 成分マトリックス（中観点）の作成

する．

成分マトリックス（中観点）は 4.2 で述べた「開発ドキ
ュメントは観点情報について網羅的に記述されなければな
らない（網羅性）．」を判断するための表である．そのため，
開発ドキュメントの各要件が，どの観点（中）について記
述されているかを判定し，判定した数を合計値として出力
する．判定は次のアルゴリズムで行う．
（1）各要件内の観点（中）の用語を抽出し，用語ごとに数
をカウントする．
（2）一番数の多かった観点（中）の用語をその要件の観点
（中）と判定する．
（3）同数の場合，観点情報の表で上位に現れるものをその

図 5

成分マトリックス（大観点）の作成方法

6.3 成分マトリックス（延べ数）の作成
成分マトリックス（延べ数）は 4.3 で述べた「開発ドキ

要件の観点（中）と判定する．

ュメントは各観点について十分な記述がされなければなら

（4）もし観点（中）の用語が含まれていない場合，その要

ない（詳細度）．」を判断するための表である．そのため，

件は観点（中）「その他」と判定する．

開発ドキュメントの各要件に含まれている観点（中）の用

本アルゴリズムを用いた場合の観点（中）の判定方法を図

語と観点（小）の用語の数をカウントして決定する．その

4 に示す．図 4 のサンプルの観点情報が与えられ，開発ド

カウントは次のアルゴリズムで行う．

キュメントの要件に（a）～（g）の四角内の用語が記述さ

（1）要件内の観点（中）の用語を抽出する．

れていた場合は，矢印の先が要件の判定結果である．

（2）
（1）で抽出した観点（中）の用語をそれぞれの観点（中）
の用語数にカウントする．
（3）要件内の観点（小）の用語を抽出する．
（4）（3）で抽出した観点（小）がそれぞれどの観点（中）
に属するかを判定する．
（5）
（4）で判定した観点（中）の用語が要件内に含まれて
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いた場合，その観点（中）にカウントする．

述されているか不明ということである．また，10.2 節の観

（6）
（4）で判定した観点（中）の用語が要件内に含まれて

点（中）「業務継続」の値が 0 であるため観点（大）「可用

いない場合，観点（中）「その他」にカウントする．

性」について網羅的に記述されていないと判断することが

本アルゴリズムを用いた場合のカウントの判定を図 6

できる．実際に入力データを読み，人手で評価したところ，

に示す．図 6 のサンプルの観点情報が与えられ，開発ドキ

観点（大）
「通常運用」について書くべきことが網羅的に記

ュメントの要件に（a）～（f）の四角内の用語が記述され

述されていなかった．成分マトリックス（延べ数）につい

ていた場合，矢印の右側の観点（中）としてカウントされ

ては観点（中）「バックアップ」の用語が 11 個出現してい

る．

るが，他は 0 個であった．観点（中）
「バックアップ」につ
いて記述されていることは判断できるが，11 個で記述量が
十分かは比較対象がなく判断がつかない．

図 6

カウント方法

7. 提案手法の有効性
検証データを開発ドキュメント評価システムに入力し，
生成された成分マトリックスに基づき提案手法の有効性を
検証した．検証には以下の二つのデータを用いた．
（1）観点情報を考慮せず記述した要件定義書（以下，入力
データ 1 とよぶ）．要件数は 109 件．
（2）
（1）を元に観点情報を意識して要件の記述を追記した
要件定義書（以下，入力データ 2 とよぶ）．要件数は 152
件．
7.1 検証方法
検証データを開発ドキュメント評価システムに入力し，
出力される成分マトリックスを見て判断を行う．入力デー
タ 1 の出力は観点情報に沿っていない，入力データ 2 の出
力は観点情報に沿っていると判断されれば提案手法は有効
であると判断される．
7.2 検証結果
7.2.1 入力データ 1 による有効性の検証
将来，開発ドキュメント評価システムは，節のタイトル
からその節に記述されなければならない観点（大）を特定
し，評価を行うことを考えている．本稿の段階では，各節
の先頭に観点（大）の名称を記述し，対応付けを実施した．
図 7 に入力データ 1 に対する成分マトリックスを示す．成
分マトリックス（中観点）の‐（ハイフン）部分は特定さ
れなかった評価対象外の部分である．
成分マトリックス（中観点）を見ると 10.2 節は観点（中）
「バックアップ」に関して 7 要件記述されていることがわ
かるが，9 要件が観点（中）
「その他」として判定されてい

図 7

入力データ 1 に対する成分マトリックス

7.2.2 入力データ 2 による有効性の検証
図 8 に入力データ 2 に対する成分マトリックスを示す．
成分マトリックス（大観点）を見ると観点（大）につい
て全て値があり網羅的に記述されていることがわかる．成
分マトリックス（中観点）を見ると，観点（大）「拡張性」
に属する観点（中）「業務処理量」，「拡張対象」，「その他」
について 10.7 節で網羅的に記述されていることがわかる．
しかし，観点（中）
「保守運用」については合計数が 0 のた
め記述がなく，全ての観点（中）について網羅的に記述さ
れていないことがわかる．図 8 を見ることでレビュー者は
このような漏れに気付くことができる．また，観点（大）
「可用性」については網羅的に記述されているが 10.2 節と
10.3 節に記述が分散していることがわかる．成分マトリッ
クス（延べ数）を見ると，例えば観点（中）毎の合計数で
は，
「その他」を除いた場合，最小が観点（中）
「前提条件・
制約」の 3 個，最大が観点（中）「バックアップ」の 25 個
と大きな差が見られる．このような偏りが見られる場合，
バックアップに重きを置くシステムの場合は問題ないが，
そうでない場合は平準化すべきであると判断するための材
料となる．

る．観点（中）
「その他」と判定された要件は何について記
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が，観点情報を用意すれば上流工程のドキュメントに適用
可能と考えている．
今後，多様な実プロジェクトのデータを適用し，有効性
を検証していくことで本評価手法をよりレビュー者の視点
に近づけていきたい．例えば，現在は観点情報の用語が記
述されているだけでも高い評価となるが，
「通常業務」とい
う観点情報の用語があった場合，同じ意味の用語である「日
常業務」や「通常時」といった記述でも同じ評価としたい．
これらは同義語辞書やシソーラスを活用することで実現可
能である．さらに，観点情報の用語の有無に基づく評価だ
けでなく，記述してある文章の内容の妥当性の評価に取り
組んでいく．
図 8

入力データ 2 に対する成分マトリックス

また，今回は提案手法の評価のためのシステムであった．
今後は実際のシステム開発におけるレビューや WT で利用

8. 考察

できるように，成分マトリックスによる品質判断の方法や，

観点情報を意識していない開発ドキュメントを入力す
ると 7.2.1 で述べたように，成分マトリックスの値はほと
んど 0 となり，観点情報に沿った記述になっていないとい
う判定となった．これにより，観点情報に沿ってない開発
ドキュメントは提案手法により容易に判別できることがわ
かった．

システムの使い方や運用方法のガイドラインをまとめる必
要がある．
更には，プロジェクトの情報と，成分マトリックスと，
その評価をリポジトリに蓄積し，現在の評価対象のプロジ
ェクトと類似した過去プロジェクトを抽出し，過去の評価
を参照することで，容易に評価を行える仕組を構築してい

また，7.2.2 で述べたように観点情報を意識して記述した
ドキュメントでも，やはり記述の漏れがあった．その記述
の漏れを提案手法により容易に発見できることが確認でき
た．また記述量のバランスの悪さも容易に発見できること
が確認できた．提案手法は，網羅性についての判断材料に
なり，また，詳細度については基準の値を決める必要があ
るが，詳細度を判断する材料になることもわかった．

く．
内容の妥当性による評価を行うことで，システムはレビ
ュー者の視点での評価に近づく．またリポジトリを利用し
た仕組により，成分マトリックスの判断は自動で行われる
ようになる．
それにより，レビュー者の負荷は軽減され，かつ，開発
ドキュメントの品質向上が実現可能となる．

今後，観点情報に従ったテンプレートが作成される場合，
テンプレートは観点情報が網羅的に記述されているかが明
らかに分かるように，例えば図 9 のような形式が考えられ
る．このようなテンプレートを用いることでレビュー者も
開発ドキュメントの作成者も，説明欄が空白か否かを確認
するだけで未記入を容易に発見することが可能となる．し
かし，記述内容が観点情報に沿った記述となっているかの
評価も必要である．そこで，本提案手法によって評価する
ことにより，レビュー者は大量のドキュメントを一貫した
基準で評価することが可能となる．

図 9
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テンプレートの例

9. 今後の課題と展望
開発ドキュメントの評価手法を提案し，提案手法の有効
性を検証した．今回は要件定義書による有効性を検証した
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