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タスクボードとオンラインストレージを用いたソフトウェア
開発 PBL のためのタスク記録支援環境の構築
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概要：高度なソフトウェア技術者や高度 ICT（Information and Communication Technology）人材の育成
を目的として，ソフトウェア開発をテーマとした PBL（Project Based Learning）と呼ばれる教育・学習
手法が様々な形態で行われている．PBL では，振り返りと呼ばれるプロジェクト中にあった問題の発見，
原因の分析，対策の考案といった，プロジェクトを継続的に改善することを目的とした活動が重要視され
ている．ここで，問題の発見や原因の定量的で客観的な分析を行うためには，プロジェクト中に誰がどの
ようなタスクをいつ実施したかといった正確なタスク記録が必要不可欠である．しかしながら PBL では，
タスク記録時に記述漏れや入力誤りが発生することがある．実際に過去に行われた研究では，記録された
全タスクのうち約 40%ものチケットに何らかの誤りが存在していた．この問題の原因としては，タスク記
録時の入力コストや，作業時間の計測コストの大きさがあげられる．そこで本研究では，タスク記録時の
入力コストの削減と作業時間の自動計測を目的として，タスクボードとオンラインストレージを用いたタ
スク記録支援システム「TixRec」を提案する．タスクボードによってより直感的なタスクの変更や記録を
実現し，オンラインストレージに保存された編集履歴を用いることで，チケットに記録されたタスクに対
応するファイル情報を用いて，作業時間の自動計測を実現する．TixRec を用いた 4 人の被験者を対象とし
た評価実験により，タスク記録に要する時間が 76%〜93%削減され，ユーザビリティ評価においても，既
存のチケットシステムより優位であることが確認された．作業時間の計測においても，誤差が平均 26 秒，
最大でも 146 秒に収まっていた．
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Abstract: In order to cultivate ICT (Information and Communication Technology) human resources, teaching activities called SDPBL (Software Development Project Based Learning) are widely performed. SDPBL
is the educational technique which lets students acquire knowledge and skill spontaneously through practical
software development. In SDPBL, a retrospective is regarded as important. It is intended to improve the
project continuously through problem ﬁnding and root cause analysis. Moreover, this kind of analysis needs
an accurate history of the project. However, such kinds of development history often include input errors
and omissions. In a study made in the past, fourty percent of all recorded tickets included some errors like
input omissions of start time or end time and measurement errors of working time. Therefore, we propose
a system “TixRec” for the purpose of recording tasks and working time at a low cost, using online storage
and task board UI. TixRec enables users to record tasks more intuitively. In addition, the online storage
automatically preserves change logs of ﬁles on the user’s PC. By using the change logs, TixRec calculates
working time automatically. We implemented TixRec as a web application and conducted experiments on
four subjects. As a result, we conﬁrmed that time to record tasks is reduced about 84% and working time
could be calculated with an error of less than 146 seconds per one ticket.
Keywords: PBL, retrospective, Ticket Driven Development, software engineering education
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1. はじめに

とのファイル単位の開発記録を保持するオンラインスト
レージ，タスク記録を保持するチケットシステムの組合せ

近年，家電や携帯電話といった身近な製品から，交通や金

として構成される．タスクボードとチケットシステムを組

融等の社会基盤に至る幅広いシステムまで，ソフトウェア

み合わせることによって受講生らの UI 操作にともなう入

の不具合を起因としたトラブルが増加し，深刻な社会問題

力コストを削減し，オンラインストレージに保存された編

となりつつある．その原因としてソフトウェアを構築する

集履歴を用いて作業時間の自動計測を目指す．

ための人材が質，量ともに不足していることが指摘されて

以降，2 章において PBL とその振り返り活動およびそ

おり，高度なソフトウェア技術者や高度 ICT（Information

の課題について述べる．3 章では提案する TixRec の詳細

and Communication Technology）人材の育成が求められ

について説明し，4 章で実装について詳述する．さらに，

ている．高度 ICT 人材の育成には，技術的能力に加え，マ

5 章では評価実験について記述し，6 章で考察を行い，7 章

ネジメント能力やコミュニケーション能力，問題発見・解

で本研究のまとめと今後の課題について示す．

決力等，総合的な能力についての教育が重要である [17]．
このような総合的な能力は従来の講義形式の教育体系
では十分な教育が難しいといわれている．その中で，情報

2. 準備
2.1 ソフトウェア開発 PBL

系の大学では実際のソフトウェア開発を対象とした PBL

ソフトウェア開発 PBL（以降 SDPBL と呼ぶ）とはソ

（Project Based Learning）[5] と呼ばれる教育・学習手法が

フトウェア開発プロジェクトをテーマとし，実践的なソフ

様々な形態で行われており，すでに高い教育効果が確認さ

トウェア開発プロセスやプロジェクトマネジメントを受講

れつつある [19]．PBL について厳密な定義は存在しない

生に体験させることを目的とした PBL 形式の演習である．

が，一般的に少人数の受講生からなるグループで課題解決

PBL 形式による教育は，通常の座学による講義や演習だけ

型のタスクをプロジェクトの枠組みで実施することが共通

では習得の難しいプロジェクトの運用に必要なスキルを，

した要素として考えられている．受講生らは PBL によっ

主体的なプロジェクト運営を通じて受講生に獲得させるこ

て，既存の講義や演習では得ることの難しいコミュニケー

とを目指して実施されている [2]．

ションやプロジェクトマネジメント等の学習機会を得るこ
とができる．また，PBL においては受講生らの開発プロセ

2.2 ソフトウェア開発 PBL における振り返り

スを継続的に改善することをその教育目標とすることが多

既存の多くのソフトウェア開発 PBL において，受講生ら

く，振り返り [4] と呼ばれる活動がその目標のために実施

によるプロジェクトの継続的な改善手法を指導することを

されている．

目的とした振り返り [4] と呼ばれる活動が実施されている．

振り返りはプロジェクトメンバ全員で行うプロジェクト

振り返りではプロジェクト中の良かったことの再確認や問

の改善活動で，プロジェクト中もしくはプロジェクトの終

題点の発見，その原因の分析，分析結果をもとにした対策

了後に受講生グループの全員が参加するミーティングの形

の考案が受講生主導のもとで行われる．振り返りの実施に

式で取り組まれる．このような振り返り活動では，受講生

おいては受講生らの主観的な分析だけでなく，プロジェク

らの主観的な判断による問題点の発見や対策の考案だけで

トにおける各受講生の活動（タスク）内容に基づいた客観

なく，プロジェクト中で実施されたタスク記録に基づく客

的で定量的な分析が求められる．そのためソフトウェア開

観的で定量的な判断基準による分析が非常に重要である．

発 PBL では，日報，月報等様々な形式で受講生らによる

そのため，既存の多くの PBL において，受講生らによるタ

タスク記録が行われている．たとえば，松澤ら [12] は，プ

スク記録とその記録に基づく振り返りが実施されている．

ロジェクト中のすべてのタスクについて分単位の作業時間

一方で，受講生らによるタスク記録には記録漏れや記録

を受講生に入力させることで，プロジェクトの進捗と予定

間違いといった誤った記録が多く含まれる．特に短期間に

されたスケジュールとの乖離を分析する手法を SDPBL で

実施されるような PBL では記録すべきタスクの粒度が細

行っている．

かくなるため，誤った記録が行われることが多い．実際に，

我々が実施している SDPBL では，チケット駆動開発と

眞鍋らの提案中で行われた実験では，記録されたタスクの

呼ばれる開発手法 [20] に基づき，受講生ごとのタスク記録

約 40%に記述漏れや入力間違いがあったという結果が確認

が行われている．チケット駆動開発は，1 人の開発者が特

されている [21]．

定の成果物を対象として行う 1 種類のタスクを，チケット

これらの誤ったタスク記録は，タスク記録時の入力コス

としてチケットシステムと呼ばれるタスク記録ツールに登

トや作業時間といった入力情報の計測コストに起因するこ

録し，開発者の割当てやタスク開始の宣言といったチケッ

とが多い．そこで本研究では，ソフトウェア開発 PBL に

トに対する操作と実際の開発を連動させることによりプロ

おけるタスク記録支援環境「TixRec」を提案する．TixRec

ジェクトを管理する開発手法である．代表的なチケットシ

はタスクボードと呼ばれる入力インタフェースと受講生ご

ステムとして Trac [7] や Redmine [15] 等が知られている．
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我々の PBL では，1 人の受講生が 1 つの成果物を対象と

業時間のような記録時に計測が必要な種類のデータについ

して 1 度に行う活動という粒度で受講生自身がタスクをチ

ては，計測コストが必要となることもあり，入力漏れが多

ケットシステムに記録する．タスクごとにチケットとして

くなる傾向が確認されている．

記録される主要な情報は下記に示すとおりである．

本研究において我々は，このような UI 操作に関するコ

a. 着手時刻：タスクに着手した日時

ストやデータ計測コストの軽減を目的としたタスク記録支

b. 終了時刻：タスクを終了した日時

援環境を提案する．

c. 担当者：タスクの担当者名
d. 見積時間：タスク実施に必要と見積もられた時間
e. 総時間（作業時間）：着手時刻から終了時刻までの時間
のうち，休憩時間等を除いたタスク完了にかかったと
開発者が判断した時間

3. タスクボードとオンラインストレージを用
いたタスク記録支援環境 TixRec
図 1 に我々が提案するタスク記録支援環境 TixRec の
全体像を示す．本論文で提案する TixRec はタスクボード

f. 成果物：タスクで作成・編集される対象物

とオンラインストレージ，チケットシステムから構成され

g. 種類：テストや実装，レビューといったタスクの種類

る．この環境においてユーザは，オンラインストレージに

h. 状態：着手や完了等のタスク実施状態．タスクの開始・

開発対象となる成果物を保存し，タスクボードを通じてタ

終了等の際にユーザによって変更される．

スク記録作業を行う．チケットシステムはユーザのタスク

受講生は自らがチケットシステムに入力したこれらのタ

ボード上でのタスク記録操作と連動してタスク情報を格納

スク記録を利用することで，プロジェクトの継続的な改善

する．以降ではタスクボードとチケットシステムによるタ

を目的とした振り返りを客観的かつ定量的な観点で行うこ

スク記録手法とオンラインストレージに保存された編集履

とが可能となる．たとえば，納期遅れという問題とその原

歴を用いた作業時間計測手法について詳述する．

因を調査するためには，特に時間のかかったタスクが何で
あるかという情報が必要となる．また，タスクの割当てに

3.1 タスクボードとタスク記録システムの連携

無駄がなかったかどうかを調べるためには，ガントチャー

タスクボードはプロジェクト中に実施すべきタスクの状

トのような形式で，誰がいつ何をやっていたのかといった

態を可視化・共有する目的で，Scrum [14] 等のアジャイル

記録が求められる．受講生らは自身が記録した見積り時間

ソフトウェア開発において利用されているツールである．

や総時間，担当者といった主要なタスク記録情報に基づい

通常タスクボードは ToDo，Doing，Done という 3 つの小

て，これらの振り返りを実施する．

領域に分かれており，ユーザはプロジェクトで実施するタ
スクを各領域のいずれかに配置する．これらの小領域はそ

2.3 振り返りにおける課題
SDPBL における振り返りの課題として，前章で述べたタ
スク記録の正確さの問題があげられる．特に短期間で実施

れぞれ未着手，着手中，完了といったタスクの状態を表し，
タスクがどの小領域に存在するかを見ることで，各タスク
の状態をユーザが知ることができる．

される SDPBL では，タスク記録の粒度が細かくなること
が多い．タスクの着手時刻や終了時刻，作業時間といった
時間に関する情報は，タスクの粒度が細かくなればなるほど
正確な記録が難しくなる．また，受講生にタスク記録を正
確に行うよう指導するためには，講師自身が正確な値を認識
していなければならないが，そのためにはプロジェクトの継
続的な監視等非常に大きなコストが講師にかかってしまう．
実際に眞鍋らが行った実験 [21] では，記録されたタスク
のうち，約 40.1%に誤りがあったことが示されている．ま
た誤りのうち，タスク開始・終了時刻やタスク見積り時間，
休憩時間等も考慮した実作業時間といった時間情報に関す
る誤りが非常に多かったことも報告されている．
これらの時間情報に関する誤りは主として入力時のコス
トが要因と考えられる．通常，受講生がタスク記録を行う
際には前章で述べたようなタスク記録のためのツールが利
用される．そのツールにおいてタスク記録に要する時間や
手順が多くかかるほど，受講生にとってのタスク記録のた
めの UI 操作に関する入力コストが大きくなる．また，作
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図 1

TixRec の全体像

Fig. 1 An architecture of TixRec.
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図 2 タスクボード UI

Fig. 2 An example of Task Board UI.

図 2 に本論文で提案するタスクボードの UI を示す．

以上のようなタスクボード UI とチケットシステムの連

我々が提案するタスクボードは画面左上の青い破線で囲ま

携により，開発者は着手時刻/終了時刻/タスク状態といっ

れた「チケット状態表示領域」
，左下の緑の破線で囲まれた

た入力項目をドラッグアンドロップのような簡易な操作の

「チケット作成領域」
，右上の赤い破線で囲まれた「チケッ

みで記録することが可能となる．コンポーネントの入力や

ト詳細表示領域」から構成される．
チケット作成領域では，ユーザはまずタスクの対象と

タスクの種類の入力は既存のチケットシステムでも必要で
あるため，開発者が準備に要するコストはこれまでと変わ

なるコンポーネントを選択する．コンポーネント選択後，

らず，プロジェクト進行中のタスク記録に要する UI 操作

ユーザはソースコード作成，ソースコードレビュー等のタ

コストは軽減されると考えられる．

スクの種類を選択する．これらの操作によって，チケット
状態表示領域にチケットが作成されて表示される．ここ

3.2 オンラインストレージを用いたタスク遂行時間計測

で，コンポーネントやタスクの種類はチケットシステムに

オンラインストレージとはインターネット上に確保され

登録されたものがタスクボードによって読み込まれて表示

たディスクスペースをユーザに貸し出すサービスである．

される．タスクボード上でチケットが作成された時点で，

オンラインストレージサービスには多様な種類のものが存

チケットシステムにも同じチケットが自動的に生成される．

在するが，本論文では下記の条件を満たすものを想定して

このとき，チケット作成の際にユーザが選択したコンポー

いる．

ネントやタスクの種類，タスクの概要，チケット作成者と

O1：サービス中でのファイルの保存はユーザのクライア

してユーザ自身の情報が自動的にチケットに入力される．
チケット状態表示領域は既存のタスクボード同様 ToDo，

Doing，Done という 3 つの小領域に分かれており，新た
に作成されたチケットは ToDo に配置される．作成したチ

ント PC のものと同期をとる形で実施される．

O2：過去に保存されたファイルにアクセスできる API が
公開されている．
実際に O1，O2 の条件を満たすオンラインストレージ

ケットに記述されているタスクをユーザが開始する際は，

サービスは複数存在する [3], [6]．これらのサービスでは事

ToDo に置かれているチケットを Doing にマウスで移動す

前に設定したフォルダ内でユーザがファイルを更新する

る．マウスによるドラッグアンドドロップを実行すること

と，自動的にインターネット上のディスクスペースと同期

で，対象となるチケットの着手時刻の入力や状態の変更

がとられる．また，オンラインストレージ上のファイルに

（この例の場合，着手状態に設定される）が行われ，チケッ

アクセスするための API が公開されており，現在のファイ

トシステムにも連動して入力が行われる．タスク終了時も

ルだけでなく，過去に保存されたファイルに対してもプロ

同様に，Doing に配置されているチケットを Done に移動

グラムから容易にアクセスすることができる．

することで，タスク終了時刻の入力やタスク状態の変更が
自動的に行われる．
チケット詳細表示領域はユーザがチケット状態表示領域
で選択したチケットの詳細情報や変更履歴を表示する．
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TixRec ではこのようなオンラインストレージサービス
を用いて，タスクごとの作業時間を自動的に計測する仕組
みを実現する．作業時間計測は 3.1 節で述べたタスク終了
操作が行われた直後にタスクごとに実施される．自動計測
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のステップを以下に述べる．
前提条件 1：チケットには開発対象コンポーネントとタス
クごとの担当者が正しく登録されている．
前提条件 2：タスクごとの開発対象コンポーネントがオン
ラインストレージサービスによって保存される．
前提条件 3：チケットにはタスク着手時刻とタスク終了時

図 3

作業時間計測の例

Fig. 3 An example of calculating real working hours.

刻としてユーザが実際に開発を行った時刻が登録され
ている．
前提条件 4：開発対象コンポーネントは開発中に定期的に
保存されている．

Step1：チケットに登録されたコンポーネント名と担当者
を取得する．

Step2：Step1 で取得したコンポーネントが担当者によっ
て更新された日時のリストをオンラインストレージ

日時リスト t1 , t2 , . . . , tn がある．このとき，t1 , . . . , tn の間
の連続した更新日時間の長さ（Step4 で計測）が図のよう
になっており，しきい値が 30 分であるものとする．する
と，Step5 で計測される作業時間はこの図の例では t2 と t3
の間の作業時間を除いた 15 + 5 + 20 + 18 = 58 min. と計
算される．
このようにオンラインストレージサービスを利用するこ

サービスの API を利用して取得する．

Step3：チケットから着手時刻と終了時刻を取得し，Step2
の更新日時リストから着手時刻と終了時刻の範囲内に

とで，ユーザが計測コストをかけずに作業時間の計測が可
能となる．
次章では我々が開発した TixRec の実装内容について説

あるものを抽出する．

Step4：Step3 で抽出された更新日時リストにおいて，す
べての連続した更新日時間の長さを計算する．

Step5：Step4 で抽出された連続した更新日時間の長さの

明を行う．

4. 実装
本論文で提案する TixRec の実装内容および想定する利

うち，指定したしきい値以下のものを合計し，作業時
間とする．

用時の流れについて述べる．

作業時間の自動計測では，チケットに登録されたコン
ポーネント，担当者，着手時刻，終了時刻が利用される．そ

4.1 開発環境

のため，これらの情報がチケットに正しく入力されている

TixRec の開発・実行環境は以下のとおりである．

必要がある．また，コンポーネントの更新日時情報を利用

• OS：Linux，Ubuntu 12.04 LTS

するため，コンポーネントがオンラインストレージサービ

• 仮想マシンスペック：CPU 2 コア（1 コア 2 GHz），メ
モリ 4 GB

スによって管理されており，かつ開発者によって定期的に
保存されている必要がある．ここでコンポーネントが定期

• 言語：JavaScript

的に保存されている必要がある理由はオンラインストレー

• ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム：Node.js *1
v0.8.11

ジサービスがクライアント PC とサービスの間でファイル
の同期をとるタイミングが，保存が行われたときだからで

• JavaScript ライブラリ：jQuery *2 バージョン 1.5.1

ある．すなわち，コンポーネントの保存がいっさい行われ

• データベース：Redis *3

なければ，オンラインストレージサービスにコンポーネン

• タスクボード UI：Scrumblr *4

トの更新日時情報が残らない．結果として，いつ開発作業

• オンラインストレージ：Dropbox [6]

が行われたか分からなくなり，作業時間計測が困難になる．

• チケットシステム：Trac [7]

また，開発中の休憩時間等も考慮した作業時間の計測を行

タスクボードについては，Scrumblr と呼ばれる複数人で

うためには，開発者が休憩を終えて作業を再開した際にす

ブラウザを介して電子的な付箋を共有するオープンソース

ぐコンポーネントが保存されて記録が残るように，コン

ソフトウェアを改良して実装を行った．

ポーネント保存周期はある程度短いほうが望ましい．その
ため，本論文では IDE（統合開発環境）の自動保存機能を

4.2 利用時の流れ
我々が利用するユーザ側の環境として，以下の例に示す

利用してコンポーネントの開発を行うことを前提とする．

TixRec は，チケットに登録された誰が何を開発してい
るかという情報に基づいてオンラインストレージサービス
にアクセスし，Step2 以降の処理を実現する．Step4 およ
び 5 の更新日時リストから作業時間計測を行う際の処理に
ついて詳細に説明する．図 3 に Step3 で抽出された更新
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ようなものを想定している．

• IDE（統合開発環境）：eclipse
*1
*2
*3
*4

http://nodejs.jp/
http://jquery.com/
http://redis.io/
http://scrumblr.ca/
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• 自動保存機能：Save dirty Editor Eclipse Plugin *5

ザ側環境と Dropbox を導入し，被験者に利用してもらっ

Save Dirty Editor は，ユーザがファイルに編集作業を

た．必要なユーザアカウントや TixRec は著者らが事前に

行っている間，指定した周期ごとに自動保存を行う機能を

用意しておいた．

持った eclipse プラグインである．このプラグインは，指

被験者には 50 行程度のプログラム X と Y の 2 種類の

定した周期ごとに現在のファイルとそれ以前に保存された

仕様書を提示し，それぞれ異なるタスク記録環境（Trac，

ファイルを比較し，更新が行われていれば自動的に保存す

TixRec）を利用して開発してもらった．タスクの種類は

るという機能を持っている．そのため，このプラグインに

ソースコード作成，ソースコードレビュー，単体テスト，バ

よってファイルが新たに保存されたということは，保存さ

グ修正の 4 種類である．タスクの種類ごとにソースコード

れた時刻から 1 周期前の時刻との間にユーザがファイルに

X，レビュー報告書 X，テストケース X といったコンポー

対して何らかの編集作業を行ったことを示す．同様の機能

ネントが登録されている．開発はソースコード作成，ソー

は eclipse 以外の多くの IDE に存在している．また，IDE

スコードレビュー，単体テスト，バグ修正が実施されるこ

ではなくてもテキストエディタ等においても同様の機能は

とで完了したものと見なした．また，単体テストについて

存在する．本論文ではこの機能を利用し，タスク遂行時間

は分岐カバレッジが 100%であること，ソースコードの作

の計測を行った．

成や修正後には必ずソースコードレビューが実施されるこ

ユーザが TixRec 利用開始前（開発開始前）に行う準備内

とも完了の条件として提示している．なお，X と Y はそれ

容は次に示すとおりである．まずユーザは上記開発環境を

ぞれ異なるタスク記録環境を利用して別々に開発を行って

導入し，Trac と Dropbox のアカウントを作成する．TixRec

もらった．慣れによる影響を極力排除するために，被験者

管理者はユーザごとに trac のアカウントと DropboxAPI

によって Trac と TixRec どちらを先に使って開発を進めて

へのアクセス権を TixRec に登録する．

もらうかを変えている．

開発が開始されると，これまでのチケット駆動開発と同

本実験では，eclipse における自動保存は 1 分ごとに，作業

様，プロジェクトマネジャがチケットシステムにコンポー

時間計測のためのしきい値は 3 分とした．また，開発作業

ネントやタスクの種類等の情報を登録する．TixRec は登録

中，TixRec とは別に誰がいつどのタスクを実施しているか

された情報に基づいてタスクボード画面をユーザに提示す

のモニタリングを行った．モニタリングは，アプリケーショ

る．ユーザはタスクボードを用いてタスク記録を行う．開

ンの起動開始・終了時刻の計測が可能な ManicTime [11] と

発に際してはコンポーネントを Dropbox の同期対象フォル

いうソフトウェアと著者らによる観察および実験終了時の

ダ内に作成する必要がある．上記のような環境で TixRec

被験者へのインタビュを併用して実施した．

を実装し，ユーザが利用可能であることを確認した．以降
の章では TixRec を用いた評価実験について述べる．

5. 評価実験
TixRec を利用することで，既存のチケットシステムを

ManicTime では，アプリケーションの起動・終了時刻
やどのアプリケーションウィンドウがいつアクティブに
されたかを記録することが可能である．そのため，たとえ
ば eclipse の起動・終了時刻や eclipse 上でどのファイルを
いつエディタで開いたか，いつ別のファイルに切り替え

利用する場合と比較して，タスク記録時の UI 操作におけ

たかといった情報を収集することができる．本実験では，

るコストや作業時間の計測コストが軽減される可能性があ

ManicTime による記録だけでなく，実験中の被験者の状

る．本実験では，4 人の被験者に TixRec とチケットシス

況を著者らが観察し，タスク記録作業や開発作業（ソース

テムの両方を利用してもらい，タスク記録に要する時間や

コード作成，単体テスト等）
，休憩やメールチェック等の実

作業時間の誤差，ユーザビリティの比較を行った．

験と無関係な作業をいつ行っていたか手動で記録した．さ

5.1 準備

による被験者の観察記録を突き合わせて，被験者がいつか

らに実験終了後に，ManicTime で収集した情報と著者ら

TixRec が PBL におけるチケット駆動開発を前提として

らいつまで何を行っていたかを行動履歴として細かく書き

いるため，チケットシステム（Trac）およびチケット駆動

出し，その情報に問題がないかを被験者インタビュによっ

開発に基づく PBL について 2 カ月以上の経験を持つ大学

て確認してもらい，モニタ値として記録した．

院の学生 4 人（以降 A，B，C，D と呼ぶ）を被験者として

以降では，TixRec で記録したと明示があるものを除い

実験を行った．全被験者の開発環境を統一するため，CPU

たすべての作業記録について，上記手法を用いてモニタ値

2 コア（1 コア 2 GHz），メモリ 4 GB が割り当てられた仮

として記録されたものとなっている．

想マシンを 4 つ用意した．その仮想マシン上に OS として

Windows 7 をインストールし，そこに 4.2 節で述べたユー

5.2 実験結果
5.2.1 タスク記録に要した時間

*5

http://sourceforge.net/projects/savedirtyeditor/
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表 1

被験者 A の作業内容（1 回目：TixRec）

Table 1 1st experimental result of subject A (TixRec).

表 2

被験者 A の作業内容（2 回目：Trac）

Table 2 2nd experimental result of subject A (Trac).

の結果を，表 2 に同じく被験者 A が Trac を用いて Y を

ケットとして記録するための作業を指し，開発作業とは

開発したときの結果を示している．各表にある要した時間

ソースコード作成，レビュー，単体テストといった，指定

はすべて TixRec ではなくモニタ値として記録されたもの

されたプログラムを完成させるために必要な作業を指して

であり，それぞれタスク記録作業に要した時間，開発作業

いる．

に要した時間を表している．なお，ここでタスク記録作業

たとえば表 1 のタスク記録作業では 1 行目において，被

とは TixRec あるいは Trac において，チケットの移動や

験者が#1（ソースコード作成）という名前のチケットを

チケットへのデータ入力等，被験者がいつ何をしたかをチ

37 秒かけて「作成」したことを示している．同様に 2 行目
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表 3

タスク記録操作内容ごとの平均作業時間（秒）比較

Table 3 Comparison among average working time for every kinds of task recording
operation.
A

B

C

D

TixRec

Trac

TixRec

Trac

TixRec

Trac

TixRec

Trac

作成

14.8

18.4

18

12

7

40.7

3.3

49.6

作業開始

1.3

33.3

3

20.7

10.6

28.7

1.3

13.1

作業終了

1.3

29.3

1

35.7

5.6

31

1.7

22.2

表 4

作業時間計測精度比較結果

Table 4 Comparison between calculated working hours and
real working hours.

図 4

チケット 1 枚あたりのタスク記録時間

Fig. 4 Task recording time per ticket.

では，同名のチケットを対象として「作業開始」というタ

を除いて，モニタ値と TixRec 計測値の間の誤差は平均 26

スク記録作業を 1 秒で行っている．この「作業開始」とい

秒，最大でも 146 秒に収まった．なお，入力誤りは被験者

うタスク記録作業を具体的に述べると，TixRec のタスク

A の#3 の 1 例のみであった．このケースでは，被験者 A

ボードにおいて対象チケットを ToDo から Doing に移動す

がタスクの着手処理を忘れており，タスク終了時に手作業

る作業を示している．

でタスク着手時刻を修正していた．その際に入力を誤り，

また，同様に表 1 より，開発作業として，ソースコード
作成，ソースコードレビュー，単体テストといった開発に

タスク終了時刻よりも後の日時を着手時刻として入力して
しまっていたことが原因であった．

関連する作業をそれぞれ 215 秒，103 秒，755 秒かけて被
験者 A が実施していることが分かる．

5.3 ユーザビリティ評価

全被験者について同様の分析を行い，TixRec と Trac の

インタフェースの満足度等を質問紙ベースで行う手法の

タスク記録に要する時間の比較を行った．表 3 に全被験者

1 つに SUS（System Usablity Scale）[1] と呼ばれる手法が

のタスク記録にともなう操作内容（作成，作業開始，作業

ある．SUS において被験者は特定のユーザインタフェース

終了）ごとの平均実施時間を TixRec，Trac それぞれにつ

を対象として，有効性，効率性，満足度といった 10 項目そ

いて示した．この表から，作業開始/作業終了時のタスク

れぞれについて 1（まったくそう思わない）〜5（まったく

記録にともなう操作に要する時間については全被験者につ

そう思う）の 5 段階で評価する．その後，被験者の回答結

いて，作成作業に要する時間は一部被験者を除いて，大き

果を総合した SUS スコアを算出することで，特定の被験者

く削減されていることが分かる．また，作成から作業終了

が異なるインタフェースを利用したときにどのように評価

に至るチケット 1 枚あたりに要した全被験者のタスク記録

が変わったかを相対的に知ることができる．以下に 10 の

作業時間を図 4 に示す．これにより，TixRec を用いるこ

質問項目の内容を記す．

とでチケット 1 枚あたりのタスク記録時間が 76%〜93%削

( 1 ) このシステムをしばしば使いたいと思う．

減されていることが確認できる．

( 2 ) このシステムは不必要なほど複雑であると感じた．

5.2.2 作業時間計測精度

( 3 ) このシステムは容易に使えると思った．

表 1 に示したモニタリングによる実際の作業時間計測
結果と TixRec による作業時間計測結果を比較した．表 4
に全被験者のタスクごとの作業時間計測結果を示す．本実
験における TixRec の作業時間計測では，入力誤りの事例
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( 4 ) このシステムを使うのに技術専門家のサポートを必要
とするかもしれない．

( 5 ) このシステムにあるさまざまな機能がよくまとまって
いると感じた．
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表 5

SUS スコア

Table 5 Score of system usability scale.

あることは否定できない．一方で，2.3 節でも述べた眞鍋ら
の実験 [21] では，記録されたタスクにおける誤りの多くは
時刻に関する情報であり，コンポーネントや担当者といっ
た情報の誤りは非常に少なかったことが示されている．
そのため，今後はコンポーネントと担当者のみが正しい
という前提のもとでオンラインストレージサービスにおけ
る更新日時情報を利用し，時刻等のその他のタスク情報に
誤りがあった場合でも，作業時間や着手/終了時刻を正し

( 6 ) このシステムでは，一貫性のないところが多くあった
と思った．

( 7 ) たいていのユーザは，このシステムの使用方法につい
て，素早く学べるだろう．

( 8 ) このシステムはとても扱いにくいと思った．

く推定する仕組みを構築することを検討している．着手時
刻と終了時刻の順序関係が逆になっていないかといったタ
スク情報入力時の誤りチェック機構等の導入と組み合わせ
ることで，ユーザに負担を強いることなくより正確なタス
ク記録を行うことが可能になると考えている．

( 9 ) このシステムを使うのに自信があると感じた．
( 10 )このシステムを使い始める前に多くのことを学ぶ必要

6.2 関連研究
本論文で提案する TixRec と類似のものとして，Change

があった．
上記の指標のうち，奇数番号の項目はポジティブな指

Vision 社の TRICHORD *6 と呼ばれるプロジェクトマネジ

標，偶数番号の項目はネガティブな指標となっている．そ

メントツールがある．TRICHORD が提供するタスクかん

のため，奇数番号の指標は回答から 1 を引いた値，偶数番

ばんと呼ばれる機能では，タスクをタスクカードと呼ばれ

号の指標は 5 から回答を引いた値として 0〜4 の値に変換

るカード状のオブジェクトで管理することが可能となって

し，これらの値の合計に 2.5 をかけた値を評価値として利

おり，そのカードの位置をドラッグアンドドロップで移動

用する．表 5 に SUS スコアの算出結果を示す．表から分

することができる．ユーザはカードの配置箇所を未着手/

かるとおり全被験者について，評価値が提案システムであ

作業中/完了のどこにするかによって，どのタスクがどの

る TixRec のほうが高くなった．

状態にあるかを把握することができる．さらにこのツー

6. 考察
6.1 利点と限界

ルには，TixRec と同様に Trac に登録されたチケットを

TRICHORD のタスクカードとして取り込む機能も備わっ
ている．

図 4 が示すように，TixRec を導入することでタスク記

一方で TRICHORD では，タスクカードに対するドラッ

録に要する時間的なコストは大幅に削減された．特に着手

グアンドドロップ操作と Trac でのチケット状態が必ずし

や終了といったタスク状態の変更時の UI 操作にかかる時

も対応づいていない．たとえば，TRICHORD 上で Trac

間が大幅に削減されている．また，SUS スコアの ( 2 ) や

から取り込んだチケット（タスクカード）を未着手から作

( 3 ) の項目について，TixRec のほうがより高い評価を全

業中にドラッグアンドドロップで移動したとしても，Trac

体的に得られていることからも，TixRec の利用が Trac と

上のチケット状態は変更されない．また，作業時間を自動

比較して簡単で，より早く入力が可能であると被験者が感

計測する仕組みも備わっていないため，TRICHORD を用

じていると判断できる．

いて 2.2 節で述べたような振り返りを実施するためには，

さらに表 4 から，TixRec の作業時間計測では 30 分程

既存の Trac や Redmine 等を利用する際と同様に，着手時

度までのタスクであれば最大 146 秒程度の誤差で計測が可

刻や終了時刻，作業時間といった情報をユーザが手作業で

能であることが分かった．一方で，着手時刻/終了時刻に

入力しなければならない．

PBL において，開発プロセスの振り返りを目的とした

ついて誤った値が入力されていた場合に，計測誤りが発生
する可能性があることも実験によって顕在化した．また，

ドキュメントの作成は様々な形式で行われている．最も

3.2 節でも述べたとおり，TixRec について作業時間計測を

典型的なものとしては一定期間ごとの週報と呼ばれる活

行う際には，コンポーネント，担当者，着手時刻，終了時

動内容の報告書がある [13]．それ以外にも田中らは成果物

刻が正しく入力されている必要がある．本論文で提案した

間の関係に基づいてプロセスをモデル化する PReP モデ

タスクボードを利用することで誤りが減ることが期待され

ル [18] を提案し，PBL に適用している．中鉢らは WBS や

るが，本実験においてはタスクごとの誤り回数は Trac で 2

ガントチャートを活用し，PBL の見える化や振り返りの

件，TixRec で 1 件存在した．UI 操作にかかるコストの削

支援を行っている [16]．さらに開発者単位でのタスク記録

減により，誤りが少なくなる可能性はあると思われるが，
本実験のみでは依然として誤った入力が行われる可能性が
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を行う開発手法として，チケット駆動開発以外にも TSP
（Team Software Process）[9] や PSP（Personal Software

[5]

Process）[8] も提案されており，実際に PBL においても活
用されている．これらの手法はすべてタスクを記録し，振
り返りに利用するという観点では本論文の提案手法と同様

[6]
[7]

である．一方で，受講生によって記録されたタスクにおけ
る誤りを想定し，コンポーネントの更新日時等を利用して

[8]

減らすという試みは見られない．
また，受講生の開発活動の記録を行うシステムとしては，

[9]

本論文でも利用した ManicTime [11] や PSP のツールとし
て有名な HackyStat [10]，OperationRecorder [22] 等が存在

[10]

する．これらのツールはすべて開発者ごとの振舞いを記録
し，再現する用途では利用できるが，PBL におけるタス
クとの関連付けは必ずしも想定されていない．しかしなが
ら，これらのツールと TixRec を組み合わせることでより
正確に受講生がどのタスクをいつからいつまで行ったかを
推定することが可能になると考えている．

[11]
[12]

7. おわりに
本研究では，チケット駆動開発におけるタスク記録時の

UI 操作コストと作業時間計測にかかるコストの削減を目的

[13]

として，タスクボード，チケットシステム，オンラインス
トレージを用いたタスク記録支援システム「TixRec」を提
案した．また，実際に TixRec を Web アプリケーションと

[14]

して実装し，4 人の被験者を対象に評価実験を行った．結
果として，タスク記録に要する時間が 76%〜93%削減され，
ユーザビリティにおいても既存のチケットシステムより学
習コストと利用時における操作の容易さにおいて優位であ

[15]
[16]

ることが確認された．オンラインストレージに保存された
編集履歴を用いて自動計測された作業時間に関しても，タ
スク記録計測時の誤差は最大でも 146 秒に収まった．

[17]

今後の課題としては，オンラインストレージによるコン
ポーネントの更新記録やユーザの開発記録を活用し，ユー
ザによる誤ったタスク記録の自動検出・修正の実現を目指

[18]

していきたい．
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