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ソフトウェア開発プロセスの並列作業に基づく
プロセスの複雑さの提案
尾花 将輝 花川 典子 飯田 元
ソフトウェア開発プロジェクトでは想定していた開発計画とプロジェクト終了後の開発実績には大きな隔たりがある．
例えば，顧客の要望で機能要件が変更され，それに伴い変更作業のプロセスが当初の計画に追加される等である．予
期せず追加されたプロセス (フラグメントプロセス) は開発プロセス全体を複雑化する．複雑になったプロセスはプ
ロダクト品質に影響すると予想されるが，従来の研究ではプロセスの複雑さとプロダクト品質の関係が明確に示され
ていない．そこで，本稿ではソフトウェア開発プロジェクトの並行作業に着目したプロセスの複雑さを提案し，プロ
ダクト品質との関係を明確にする．プロセスの複雑さはフラグメントプロセスによって開発プロセスがどのように複
雑化するかを定量的数値で示す．本提案を産業界における 8 つのプロジェクトを用いてプロセスの複雑さとプロダク
トの品質の関係を調査した．結果，PC 値と致命的障害には相関係数 0.786 を確認した．更に，プロジェクトのプロ
セスの複雑さを用いてリリース後のプロダクト品質を予測した結果，実測値に近い品質を予測することができた．

In software development projects, large gaps between planned development process and actual development
exist. For example, the process of the requirement repeated deﬁnition by the demand of a sudden customer
in the design process. We call the added process a fragment process. Although complicated development
processes may inﬂuence product quality, conventional researches did not clarify relationships between process
quality and product quality. Therefore, we propose a metric of process complexity focusing on concurrent
processes in order to clarify relationships between process quality and product quality. Process complexity
is a value that can quantitatively measure modiﬁcations of an original development process. In 8 industrial
projects, we investigated relationships between values of the process complexities and product qualities. As
a result, correlation coeﬃcient between process complexities and important failure is 0.786. In addition, we
show a case study of process complexity in order to predict post-release product quality.

れる等が挙げられる．このような開発計画に新たな作

1 はじめに

業が追加される事は開発現場では問題視されている．

ソフトウェア開発プロジェクトにおいて，想定して

急な追加作業が発生することで作業が円滑に進まなく

いた開発計画と実際の開発実績には大きな隔たりがあ

なり，結果としてプロダクト品質に影響する場合もあ

る [1]．例えば，顧客の急な要望による計画にない作

る．しかし，急な顧客要望による追加作業を割愛する

業の追加や，インクリメンタル開発プロセスで計画さ

と顧客にとって有益なシステムにならない．追加作業

れたサブシステムの機能が全く異なる機能へと変更さ

や計画変更を少なくするため，要件定義を確実にする
研究も行われているが [2] [3] [4]，顧客の満足度を向上
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させるために開発現場では細かな計画変更や追加作
業が頻繁に発生する．追加作業や計画変更は避けられ
ない事象だとしても，無節操に変更するのではなく，
最終プロダクトに与える影響を考慮して慎重に計画を
変更して新しい開発プロセスを構築する必要がある．
そこで，本研究では追加作業やプロジェクト途中で
の計画の変更等がどのようにプロセスに影響を与え
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るかを示す新たな尺度，プロセスの複雑さ (Process

工程管理表から作業期間，並列実行プロセス数，特に

Complexity) を提案する．プロセスの複雑さは同時

他の並列実行プロセスとの間の関連を考慮してプロ

実行プロセス数，各プロセスに関わる開発者数，及び

セスの複雑さを計測する点が異なる.

プロセスの実行期間の値の 3 つのパラメータから求

プロセスモデリングについての研究も多く提案さ

める．プロセスの複雑さは計画されたプロセスと予定

れている．Cugola らは容易にタスクを追加するこ

外の追加プロセスの間に発生する相互作用が開発プ

とができるプロセスモデル言語を提案している [9]．

ロセスに影響を与えるというコンセプトを基に提案

Fuggetta らはソフトウェア開発環境における問題点

する．相互作用とは設計書変更等によって発生するプ

や様々な開発プロセスにおける問題を解決するための

ロセス間の調整等のコミュニケーションを意味する．

ツールを提案している [10]．さらに，Garcia らはプロ

相互作用がプロセスを複雑にすると仮定し，開発プロ

セスモデルの保守性や変更容易性などを，GQM ベー

セスの複雑さを定量的に計測する尺度を本稿では提

スのメトリクスで評価している [11]．これらにおいて，

案する．また，プロセスの複雑さの 3 つのパラメー

修正作業の追加を変更容易性として着目している点は

タは，産業界のプロジェクトで一般的に利用されてい

我々の提案するフラグメントプロセスと似ているが，

る工程管理表 [5] から抽出する．構成管理された工程

これらのプロセスモデリングはプロジェクトをシミュ

管理表からプロジェクトの進捗に伴い追加された作業

レートすることでプロセスの評価や改善をすること

や変更された作業を追跡し，プロセスの複雑さの変化

が目的である．我々の研究は，1 つのプロジェクト内

を逐次計測する．

でプロセスの複雑さの変化を計測し，プロセスとプロ

2 章ではプロセスメトリクスとプロジェクトリスク

ダクト品質との関係を明確にすることを目的として

管理の関連研究を示し，3 章ではプロセスの複雑さを

おり，これらのモデリング言語を用いたプロセス評価

提案する．4 章では 8 つの実プロジェクトへの適用事

や改善のための研究とは目的が異なる．

例を示し，5 章でプロセスの複雑さの利用例について
考察し，6 章でまとめと今後の課題を述べる．

一方，ベストプラクティスに基づく，複数のプロセ
スを統合して成長した実践的なラショナル統一プロセ
スが提案されている [12]．反復型開発，ユースケース

2 関連研究

駆動，リスク駆動等の考え方を取り入れ，アジャイル

ソフトウェア開発プロセスのメトリクスを計測する

や.NET 等の最新技術テーマにも対応した実践的な統

研究は多く実施されている．CMM はハンフリーが

合プロセスである．管理や規模の問題もあるが，体系

示すプロセス成熟度モデルであり，組織におけるプロ

的なプロセスの実践には有益である [13]．1 つのプロ

セスの成熟に関する 5 レベルを提案している [6]．レ

ジェクトに複数のプロセスが混在するという考え方は

ベルを決定する際に様々なメトリクス (総合試験欠陥

我々のプロセスの複雑さの考えに似ている．しかし，

率，試験密度，レビュー密度等) 値が収集される．坂

プロセス体系としてラショナル統一プロセスと，プロ

本らは企業内でウォータフォール開発のプロセス改善

ジェクト実行中に細かなプロセスが発生するフラグメ

を実施したが，その際にプロセス改善度合いを計測

ントプロセスは根本的に異なる発想である．さらに本

するメトリクスを用いた [7]．これらのメトリクス値

提案ではプロセスとプロダクト品質の関係まで言及

の計測目的はプロセスの成熟度を計測しプロセスを

する点が異なる．

組織的に改善することである．レビュー実施回数や

プロセスとプロダクト品質の関係に言及した研究と

指摘事項数がメトリクスとして取り上げられている．

しては，青木らがアジャイル開発の実証データにてプ

また，条件分岐や制御構造等のプロセスコントロール

ロセスとプロダクトの関係を導いた例があり [14]，レ

フローのわかりやすさからプロセスの複雑さを提案

ビュー回数やテストケース数等のプロセスメトリクス

している [8]．プロセスの複雑さを計測するという目

値とシステムテスト工程のフォールト数の関係を重回

的は同じであるが，我々の手法では条件分岐等がない

帰式にて求めている．本研究はプロセスとプロダクト
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の関係を明確にするという点で目的を同じくするが，
青木らがプロジェクトが終了した時点で確定するメ
トリクス値を用いるのに対し，我々は日々変化する工
程管理表を用いてプロセスの複雑さを計測するため，
プロジェクト前半や中盤でプロセスの複雑さからリ
リース後のプロダクト品質を予測できる．

3 プロセスの複雑さの提案
プロセスの複雑さはプロセスがプロダクトにどの
ように影響を与えるかを明確にすることで，将来的に
はプロセスから最終的なプロダクト品質を予測する
ことを目的としたメトリクスである．本章では，プロ
セスの複雑さはプロジェクト当初に計画されたプロセ
スに対して予期せず追加されたプロセス (以下フラグ
メントプロセス) を抽出することで計測される．本章
ではまず，フラグメントプロセスについて述べ，プロ
セスの複雑さについて説明する．
図1

フラグメントプロセスの概念図

3. 1 フラグメントプロセス
ソフトウェア開発において，開発全体を 1 つのプ

計画時にはシステムに関する情報が少ない (分析され

ロセスとして計画して実行することが多い．しかし，

ていない) ため，相対的に大まかなプロセス (マクロ

実際のプロジェクトにおいて計画工程で予定した開発

プロセス) [15] で計画することが多い．しかし，プロ

プロセスがそのままプロジェクト終了まで継続する

ジェクトが進行すると情報量が多くなり，プロセスも

ことは稀である．例えばウォータフォール開発プロセ

複雑に変化する．図 1 の場合，分析時に，当初予定し

スで開発計画を作成したとしても，顧客の要望によ

ていなかったプロトタイプ開発が顧客の要望により追

るプロトタイプの作成や，仕様変更，またテスト工程

加された．また，分析結果から期間とコスト制約によ

中のプログラム変更等により追加作業が随時発生し，

り全ての機能の実装が難しいことが分かり，一部の機

プロジェクト全体としての開発プロセスは複雑化す

能を次バージョンへ移行した．さらに，設計フェーズ

る．また，インクリメンタル開発プロセスのように複

では要件定義ミスの発見による要件定義のやり直しプ

数リリースがある場合，前バージョンの障害発生によ

ロセスの追加や，他システムの連携設計では他システ

る改修プロセスと予定されていた新機能開発プロセ

ム開発進捗の遅れにより連携部分の実装を後にする，

スを並行実行する場合がある．本稿ではプロジェクト

といったように計画が変更された．実装フェーズでは

実行途中で発生した計画外のプロセスをフラグメン

要件定義ミスや設計ミスの発見によるやり直しプロ

トプロセスと呼ぶ．フラグメントとは「断片」という

セスが発生し，テストフェーズでは性能テスト結果に

意味があり，小さなプロセスが突発的に発生し，断片

基づき設計のやり直しプロセスが発生した例が示さ

的に追加され並行実行される様からフラグメントプ

れている．このように顧客の要望変更，他システム関

ロセスと命名した．

連などの外部要因，テスト結果により新たに発生した

過去の事例の一部を用いたフラグメントプロセスの
概念を図 1 に示す．計画フェーズでは分析，設計，実
装，テストの単純なプロセスであった．多くの場合，

プロセスがフラグメントプロセスである．
最後に本稿で述べるプロセスの定義について述べ
る．本稿では計画されたプロセス，フラグメントプロ
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セスの 2 つが存在する．計画されたプロセスには計
画段階に存在した多数のプロセスを 1 つのプロセス
として考える．これによってフラグメントプロセス
による開発プロセスへの影響の大きさを明確化する．
一方でフラグメントプロセスには簡単な仕様書の修
正作業から，1 つの機能に対する設計・実装・テスト
など一連の作業を含むものなど様々な粒度が存在する
が，ここでは計画されたプロセスに無い全ての一連の
作業をフラグメントプロセスとする．また本稿で扱う

図2

プロセスの複雑さの概念図

「プロセス」は SLCP(Software Life Cycle Process)
の定義に準じている．つまり，アクティビティやタス

る影響に着目し，それを定量化するものである．図 2

クと言った意味を持つ事も可能であるが，本稿ではプ

の例を用いて説明する．まず，プロジェクト当初に計

ロセスの複雑さの計測時にプロセス単位での計測を

画されたすべてのプロセスを 1 つの「計画されたプ

行うために一連の作業群をプロセスと呼ぶ．

ロセス」として扱う．図 2 では要件定義プロセス，設
計プロセス，実装プロセス，テストプロセスの黒矢印

3. 2 プロセスの複雑さの概念と特徴

を四角で囲っているのがこれに相当する．次に，
「計画

まず，本稿で提案するプロセスの複雑さの概念を簡

されたプロセス」にフラグメントプロセス 1，2(図中

単に示す．本稿におけるプロセスの複雑さとはフラグ

黒色で表記) を追加することを考える．このとき，プ

メントプロセスの追加に起因する開発プロセスへの

ロジェクト全体では，追加されたフラグメントプロセ

影響を定量化したものである．

スの工数のみならず，フラグメントプロセス間，およ

システム開発における細かなプロセスの多くは互

び，
「計画されたプロセス」とフラグメントプロセス

いに依存関係を持つ．例えば，データベース構築，ア

の間で発生するコミュニケーション分の工数が余計に

プリケーション開発，インフラ構築等のプロセスが存

必要となる (図中，模式的に斜線で表記)．このよう

在した場合，これらは一見，単独で実施できる独立し

に，後から追加されるプロセスが現在実行中もしくは

たプロセスであるが，実際には複数プロセスに影響を

すでに計画されたプロセスに与える影響を定式化し，

受けるプロダクトに関する打ち合わせや，結合テスト

計測可能としたものが本稿におけるプロセスの複雑

実施方法の相談等の調整作業が発生する．ここでは，

さである．

このようにプロセス間で発生する打合せや相談，設計

次に，上記のようなプロセスの複雑さの概念を具体

書変更作業等，複数プロセス間の影響を調整する活動

的に構成するための方針を述べる．提案するプロセス

全般をコミュニケーションと呼ぶ．

複雑さの概念は，その適用可能範囲を可能な限り広め

開発計画の作成時には，個々のプロセスに要する労

るために，産業界で標準的に用いられている工程管理

力だけではなくコミュニケーションの負荷を考慮する

表を対象に容易に抽出可能な基本要素を基に求められ

必要がある．さらに注意すべきは，計画当初のスケ

る．すなわち，従来の定量的プロセス管理手法等 [16]

ジュールは予め計画にあるプロセス間のコミュニケー

[17] [18] の多くの提案が前提としている CMM レベル

ションを考慮した上で作成されるが，後からプロセス

4 の成熟度を達成していない組織でも本概念を活用す

を追加，変更する際には，その結果必要となるコミュ

ることができることを目指した．具体的には，プロセ

ニケーションの負荷が見過ごされがちなことである．

スの複雑さに影響する基本要素として「プロセス実行

本稿で提案するプロセスの複雑さとは，プロジェク

期間」，
「開発者数」，
「同時実行プロセス数」の 3 要素

ト当初に計画されたプロセス対して追加されたプロ

に焦点を絞った．
「プロセス実行期間」はプロセスの

セス，すなわちフラグメントプロセスが計画に与え

規模を意味し，プロセスの規模はコミュニケーション
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量に影響する．
「開発者数」はコミュニケーションが
成立するルート数に影響し，人数が多いと会話数が多
くなると考える．
「同時実行プロセス数」は同時実行
するプロセス間のコミュニケーションルート数に影響
し，同時実行プロセスが多いと同時に配慮すべき事柄
が増えることを示す．これら 3 要素に基づいて個々の
プロセスの持つ複雑さを定め，それらの総和をプロセ
スの複雑さとした．より正確な定義は 3.4 節に示す．
最後に，本稿で提案するプロセスの複雑さの概念の
汎用性について述べる．我々の基本目的はプロセス品
質とプロダクト品質との関係を明確にすることであ
る．そのために，まず，プロセス品質を示す指標の 1

図3

フラグメントプロセスと他のプロセスとの相互作用

つとしてプロセスの複雑さに着目し，開発現場で幅広

わち，
「追加要望」の実施期間や開発者数等の値には，

く用いられる工程管理表を用いて計測する汎用的な

過去のプロセスから及ぶ因果関係をプロジェクト管理

手法を提案している．例えば，アプリケーション開発

者が考慮した結果が反映されていると捉えるべきで

プロジェクトとインフラ整備のプロジェクトでは性質

ある．同様に，将来実施予定のフラグメントプロセス

の全く異なるプロダクトを開発するため，プロダクト

を追加する場合，図 3 において，未実施の「実装」と

品質自体を直接管理するためには，異なるメトリクス

「テスト」プロセスに関しては，
「追加要望」フラグメ

や評価尺度の適用が必要となる．一方，我々の提案す

ントプロセスが追加された影響に基づいて，
「追加テ

るプロセスの複雑さは，どのような性質のプロダクト

スト」のフラグメントプロセスが工程管理表に追加さ

を開発するプロジェクトであっても工程管理表から同

れ，現在実施中，あるいは完了したプロセスの実施内

じ方法で計測することができる．汎用性の高い計測手

容に基づいた値が設定される．このように，完了プロ

段を提供することで，プロダクトの構造や性質に依存

セスからの情報伝達に関するコストはフラグメント

せずにプロダクト品質を議論することが可能になる．

プロセスの追加時点で見積もられており，因果関係に
由来する複雑さはここに間接的に反映されている．

3. 3 プロセスの複雑さ概念の妥当性

一方で，同時実行中であるプロセス間のコミュニ

フラグメントプロセスが実行済みのプロセスから影

ケーションはその時点での実行プロセス数により変動

響を受けることや，今後実行される予定のプロセスに

するため，事前の評価が困難である (より正確にはフ

影響を与えることは十分考えられる．しかし，提案す

ラグメントプロセスを追加する毎に並列するプロセ

るプロセスの複雑さは，追加されたフラグメントプロ

スの見積りをすべてやり直すことは現実的に行なわ

セス群の同時実行数，つまり，並列性のみを用いて定

れない)．このため，各時点の同時実行プロセスに基

義されており，因果関係 (あるいは依存関係) を直接

づいて近似的計算を行なっているが，この部分が複雑

表した要素は含まれていない．この理由について図 3

さの定義式内で直接表現している内容に相当する．

の例を用いて述べる．
図 3 には「計画されたプロセス」として，
「要件定
義」，
「設計」，
「実装」，
「テスト」等が存在し，設計工

3. 4 プロセスの複雑さの計測式
プロセスの複雑さの計測式 (以下 PC 値) を以下に

程で「追加要望」というフラグメントプロセスが追加

示す．

された状態が示されている．ここでフラグメントプ

P C(t) =

ロセス「追加要望」はすでに完了した「要件定義プロ
セス」等の影響をうけて作成されたものである．すな

N(t)


i=1

((N um dev(t)i ∗ term(t)i ) ∗ Concurrent(t)i )
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ことを示し，その同期の重みが m(t)i であり，0 から

Concurrent(t)i = 1 + L(t)i ∗ m(t)i

(1)

1 の範囲で表す．例えば，あるプロセスが全く他の同
時実行するプロセスと関係のない単独で実施できるプ

P C(t)

:

N(t)

:

N um dev(t)i
term(t)i

L(t)i

m(t)i

:
:

:

:

時刻 t のプロセスの複雑さ (時刻

ロセスは m(t)i=0 となる．反対に他のプロセスと非常

0〜t までの終了プロセスも含む)

に関連が大きく頻繁に同期をとる必要があるプロセス

時刻 t の全プロセス総数 (時刻 0〜t

は m(t)i=1 となる．同期をとる必要のあるプロセス数

までの終了プロセスも含む)

とその重みにて Concurrent(t)i の値が決まる．但し，

時刻 t の i 番目のプロセスに関わ

m(t)i の値は組織毎に異なる可能性が高いため厳密な

る開発者数

抽出方法は今後の課題とし，本稿では m(t)i=1 とす

時刻 t の i 番目のプロセスの実行

る．これらによって，時刻 t の i 番目のプロセスの工

期間の全体開発期間に対する割合．

数 (Num dev(t)i × term(t)i) に Concurrent(t) を乗算

1.0 に近い場合はプロセスの実行

し，当プロセスの本来の工数に並列プロセス間の関連

期間がほぼ開発期間全体にわたる

に関する作業工数の増分 (L(t)i × m(t)i) を加えた工数

時刻 t の i 番目のプロセスの同時

を求める．Concurrent(t) の (1+L(t)i × m(t)i) の式の

実行プロセス数 (ただし自身は含

“1” は時刻 t の i 番目のプロセスの本来の工数を意味

まない)

する．これらによって，1 つのプロセスの工数である

時刻 t の i 番目のプロセスと他の

(Num dev(t)i × term(t)i) に同時実行の他プロセスと

同時実行プロセスとの関連の重み

の同期の負荷を Concurrent(t)i で重みづけした値を 1
つのプロセスの複雑さとした．

提案する PC 値は，計画されたプロセスとフラグメ
ントプロセスの複雑さの総和となる．但し，各フラグ

3. 5 PC 値の制約と限界

メントプロセスの複雑さに対して同時実行される他

PC 値の導出に利用するパラメータのうち，m(t)i 以

のプロセスからの影響を考慮する．この時，計画され

外は工程管理表の構成管理から容易に抽出できる値

たプロセス内には複数のプロセスが存在したとして

である．本節では提案する PC 値の測定に際して考慮

も，1 つのプロセスとする．各プロセスの複雑さは，

すべき制約や限界について述べる．

Num dev(t)i と term(t)i と Concurrent(t)i の値で決ま

3. 5. 1 PC 値の制約

る．Num dev(t)i は時刻 t の i 番目のプロセスにかか

本提案は汎用性を高めるため，産業界で一般的に

わる開発者数であり，term(t)i は時刻 t の i 番目のプ

利用されている工程管理表から機械的に抽出できる 3

ロセスのプロジェクト全体の開発期間に対する実行期

つのパラメータのみを利用している．しかし，複数プ

間の割合を示す．まず，Num dev(t)i × term(t)i の計

ロジェクトで PC 値を比較する際，工程管理表の管理

算によって 1 つのプロセスの複雑さを求める．この

項目の粒度を統一する必要がある．CMM のレベル 3

計算は人×時間で工数を意味するが，多くの人が関わ

以上の企業や組織には標準の工程管理表テンプレート

り，作業時間が長い作業の方が一般的に複雑であると

や管理標準が存在し工程管理方法が規定されている．

いう考え方に基づく [19]．また，Concurrent(t)i は同

したがって，統一された粒度の工程管理が行われるの

時実行するプロセス間の関係を示す値である．同時実

で PC 値を求める際も統一された粒度の値が抽出で

行によるプロセスはお互いに作業の同期やプロセス

きる．CMM レベル 2 以下の組織では，統一された工

間の関連が発生する [20] [21]．その同期や関連の重み

程管理が行われていない可能性が高い．そこで，工程

づけをする変数が Concurrent(t)i である．

管理表の管理単位において，管理項目がプロセス，ア

Concurrent(t)i は時刻 t の i 番目のプロセスが同時
実行する L(t)i 個のプロセスと同期をとる必要がある

クティビティ，タスクと分類し，時間管理を日毎，週
毎，月毎と分類，人管理を個人毎，作業グループ毎，
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課毎，部毎に分類して，時間管理と人管理のそれぞれ

いと考える．

の粒度ごとに工程管理表を分類し，統一された粒度の

続いて計測における限界について述べる．PC 値は

工程管理表を使ったプロジェクト間で PC 値の比較が

工程管理表から機械的に抽出できる 3 つのパラメー

できると考える．

タを用いて計測される．そのため，PC 値からプロセ

また，PC 値はフラグメントプロセスによるコミュ

スが複雑になった具体的要因を知ることはできない．

ニケーションの量を平均的に求めてプロセスの複雑さ

例えば，新規開発や，既存システムのバージョンアッ

を表現する．もちろん，個々の具体的な作業内容やそ

プや更にウォータフォールプロセスでの開発のような

の難易度，開発者のスキルや経験，もしくはプロジェ

プロジェクトの特徴と PC 値の関係を述べる事は困

クトの特徴等によってもフラグメントプロセスによる

難である．しかし，本提案は並列プロセスがプロダク

コミュニケーションの内容や量も異なる．しかし，本

トへどのように悪影響を与えるかを明確にするもの

提案では工程管理表から機械的に取得できない具体

である．つまり，計測対象のプロジェクトに致命的な

的な作業内容や難易度等を含めずに，機械的に取得で

障害発生が潜在しているかを示す尺度として PC 値

きる 3 要素のみでコミュニケーション量を決定する．

が十分活用可能と考える．

これによって，PC 値は多くのプロジェクトで利用で
きる汎用性の高いプロセスの複雑さの尺度が実現で
きる．

3. 5. 2 PC 値の限界
PC 値を計測する際の限界について述べる．まず，

3. 6 フラグメントプロセスの抽出方法と
PC 値の計測例
PC 値は工程管理表にて記載された計画されたプロ
セスとフラグメントプロセスに基づき計測する．図 4

m(t)i は同時実行するプロセス間の関連や同期の強さ

に工程管理表の例からフラグメントプロセスの抽出方

を示す重みであるが，この値は工程管理表の記載事項

法を示す．表の横軸は日付，縦軸はプロセスを示す．

から単純に抽出することができない．そのため，計測

図 4 の左の表は計画されたプロセスだけを示し，右

対象であるプロジェクトの厳密なプロセスの複雑さを

の表は 5 月 1 日に予期せぬ要件が追加され，3 つのフ

求める事が困難である．過去の研究では，同時実行さ

ラグメントプロセスが追加された工程管理表を示す．

れる作業のコミュニケーション量を求められており，

つまり，図 4 の A，B，C は計画されたプロセスであ

各作業量の 1 割から 3 割が他作業からの影響がある

り，D，E，F はフラグメントプロセスを示している．

と提示されている [20] [22]．しかし，このような値は

この時に関わっている開発者の粒度はグループ単位

組織やプロジェクト毎によって値が異なるため安易に

とし SE，PG，顧客の 3 グループであり，フラグメ

決められない．ただし，複数プロジェクト間で PC 値

ントプロセスは PG のみが関わっていたとする．図 4

を比較する際は，統一された m(t)i の値が使われるな

の工程管理表から 6 月 1 日には計画されたプロセス

らば，PC 値の比較においてほとんど影響はない．つ

と 3 つのフラグメントプロセスが同時実行すること

まり，プロジェクト A の PC 値がプロジェクト B の

となる．つまり，プロジェクト開始時と現段階の工程

PC 値より高いか低いかに焦点を絞って議論するなら

管理表の差分からフラグメントプロセスの抽出や PC

ば，m(t)i の値が統一される限りプロジェクト A とプ

値のパラメータの値を抽出することができる．本提案

ロジェクト B の PC 値の大小関係に影響を及ぼさな

は工程管理表さえ存在すればアジャイル開発プロセス

い．したがって，過去のプロジェクトの PC 値と比較

等の様々な開発プロジェクトでも利用可能である．

して現在の PC 値の大小を議論する本稿の 4 章では

次に PC 値の計測例を示す．プロジェクトの進行に

m(t)i の値を 1 として PC 値を計算する．正確なプロ

伴い図 4 のように，当初予定されていなかった 3 つの

セスの複雑さの値としての PC 値ではないが，複数プ

フラグメントプロセスが追加される．図 4 の例では，

ロジェクト間でのプロダクト品質と PC 値の関係の

180 日のウォータフォールプロセスがあったとする．

比較において，設定された m(t)i の値による影響はな

このプロセスに追加プロセスとして，フラグメント
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る．

4 プロセスの複雑さの適用
産業界における 8 プロジェクトにてプロセスの複
雑さを適用した．適用結果を本章で述べる．

4. 1 プロジェクトへ適用する際の前提
図4

工程管理表からのフラグメントプロセス抽出例

本節ではプロジェクトへ適用する際の前提について
述べる．まず，8 つのプロジェクトからフラグメント

プロセス D が 30 日，フラグメントプロセス E が 45

プロセスが発生することにより，リリース後の障害に

日，フラグメントプロセス F が 60 日が発生したと仮

関係があるかを調査する．また，複数のプロジェクト

定する．計画されたプロセスが 1 つ，フラグメント

間で PC 値とプロダクト品質を比較するため，3 章の

プロセスが 3 つ発生するため，N(t)=4 とする．計画

PC 値の制約と限界で述べた m(t)i の値を今回の適用

されたプロセスを i=1，追加されたフラグメントプロ

するプロジェクトでは m(t)i=1 とする．また，プロダ

セスを i=2, 3, 4 とすると，時刻 t が 6 月 1 日 (60 日

クト品質は障害管理表 (リリース後の障害管理) にて

目) の PC 値は以下の計算となる．ただし，m(t)i=1

記載される障害レベルとその件数を用いる．障害レ

と統一して計算する．

ベルは最も高いレベルの障害を SS，逆に運用に支障

(1) i=1(図 4 中の計画されたプロセス A, B, C)
1. Num dev(60)1=3
2. L(60)1=3

が無いレベルの障害を C とする 5 段階のレベルから
なる．
本稿のようにプロセスの複雑さとプロダクト品質

3. term(60)1=180/180=1

の関係を比較する際にはプロジェクト間の工程管理表

4. Concurrent(60)1=1+3 × 1=4.0

と障害管理表の管理粒度を合わせる必要がある．そこ

(2) i=2(図 4 中の D のフラグメントプロセス)

で，本稿で適用する 8 プロジェクトでは，工程管理

1. Num dev(60)2=1

表のプロセス実行期間が週単位だったものを全て日

2. L(60)2=3

単位へと変更し統一している．同時に開発者数はグ

3. term(60)2=30/180=0.166

ループ単位とし，管理項目の粒度はプロセス単位と

4. Concurrent(60)2=1+3 × 1=4.0

なっている．また障害管理表では障害レベルを SS か

(3) i=3(図 4 中の E のフラグメントプロセス)
1. Num dev(60)3=1

ら C ランクの 5 段階で管理しており，各障害は発生
した全てのエラーが記載されている．

2. L(60)3=3
3. term(60)3=45/180=0.25

4. 2 8 プロジェクトの適用結果

4. Concurrent(60)3=1+3 × 1=4.0

図 5 に 8 プロジェクトの PC 値の推移を示す．グ

(4) i=4(図 4 中の F のフラグメントプロセス)

ラフ中の数値は最終 PC 値である．最も高い PC 値

1. Num dev(60)4=1

はプロジェクト D の 49.5 であり，最も低い値はプロ

2. L(60)4=3

ジェクト F の 11.6 である．したがって，プロジェク

3. term(60)4=60/180=0.333

ト D は多くのフラグメントプロセスを含む複雑なプ

4. Concurrent(60)4=1+3 × 1=4.0

ロセスであることがわかり，プロジェクト F はフラ

従って，3 つのフラグメントプロセスが追加された
プロセス複雑さは，

PC(60)=12.000+0.664+1.000+1.332=14.996 とな

グメントプロセスが少ないシンプルなプロセスであ
ることがわかる．また，各プロジェクトの障害レベル
の件数を表 1 に示す．表 1 から PC 値が高いプロジェ
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図5

表1

8 プロジェクトの PC 値の推移

8 プロジェクトの PC 値と障害件数の詳細

理表から，それぞれの障害の原因となったプロセスを
実施した工程を特定した．調査結果を図 6 に示す．
図 6 では SS レベルと S レベルの障害の原因となっ
たプロセスの実行期間を斜線の四角で示した．たとえ
ば，プロジェクト A では 18 週目から 23 週目に致命
的な障害である SS レベルの障害 4 件の原因がプロセ
スに埋め込まれた．実際の SS レベルの 4 件の障害は
リリース後に発生したが，原因は 18 週目から 23 週

表2

8 プロジェクトの PC 値と障害件数の相関係数

目のプロセスで埋め込まれたことを意味する．同プロ
セスでは S レベルの 2 件の障害の原因も埋め込んだ
ことを示す．ただし，特定されたプロセスには実施期

クトは障害レベル SS の件数も多い傾向となった．そ

間が数週間あり，数週間のどの時点で埋め込んだかは

こで，各プロジェクトの PC 値と障害件数の関係に

明確にできなかった．

ついて分析を行った．まず，PC 値と障害発生件数を

図 6 において全てのプロジェクトに共通の点とし

ピアソンの積率相関係数で分析したところ，0.402 と

て，PC 値が著しく増加した後のプロセスに SS レベ

弱い相関であり，PC 値と障害件数にはあまり関係が

ルの障害の原因が多く含まれている．最もわかりやす

無いと言える．そこで，PC 値と各障害件数を積率相

い例はプロジェクト D であり，19 週目に著しく PC

関係数で分析したものを表 2 にまとめた．表 2 より，

値が増加した．このあとのプロセスにおいてプロジェ

PC 値と致命的な障害である SS レベルの障害には相

クト D で発生した SS レベルの障害件数の半数以上

関係数 0.786 となり，PC 値と SS レベルの障害には

である 6 件の障害の原因を埋め込んでいる．同様に，

相関が認められた．つまり，PC 値はシステム開発に

プロジェクト E でも 17 週目の追加されたプロセスに

おける致命的障害をプロセスの観点から発見できる

よって，全ての SS レベルの障害の原因がそのプロセ

可能性が確認できた．

ス実行中に埋め込まれた．
このように，フラグメントプロセスの発生により

4. 3 PC 値の上昇と障害の関係

PC 値が増加し，致命的な障害を引き起こす原因をプ

本節では PC 値が上昇すると致命的な障害が発生

ロセスに埋め込む可能性が高いことがわかった．つま

するかの調査を行った点について述べる．調査対象は

り，PC 値が上昇すると致命的な障害を引き起こす可

プロジェクト A, D, E であり，障害管理表と工程管

能性が高くなる事を顧客に示し，プロジェクト全体の
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3 プロジェクトの障害発生プロセスと障害件数の関係

工程見直しの必要性を顧客に示唆する上で有益であ

ロジェクト D で本来実施すべき開発作業の同時進行

ると考える．

が行われた．つまり，計画された新規機能の開発を行
いながら，多くの障害対応のためのフラグメントプロ

4. 4 PC 値とリリース後の障害の関係

セスが発生した結果として，プロジェクト D の PC

8 つのプロジェクトのうち 6 プロジェクトに関して

値は常に高い値を示した．プロジェクト E は母体シ

開発者のインタビューを行い，その結果から PC 値

ステムのリファクタリングが主な開発内容であった．

とプロジェクトの特徴について考察を述べる．まず，

したがって，新たな機能開発を行わずリファクタリン

プロジェクト A は新規システム開発であり，比較的

グに集中したため，PC 値が比較的低くなったと考え

PC 値が高いプロジェクトである．開発者へのインタ

られる．その後のプロジェクト F はプロジェクト E

ビューによると，顧客が新しいシステムを早期にイ

で未実装機能の開発のため，開発者が機能内容や顧客

メージすることが難しく，顧客の要求が頻繁に変更さ

の意思を熟知しており，また母体システムも安定して

れ，追加要望が多数発生した．つまり，要求変更によ

いたため全体を通して PC 値は低い値を維持した．

り追加要望が多くなり，フラグメントプロセスの増加

インタビュー結果から，PC 値が比較的高いプロ

につながったと考えられる．同様にプロジェクト C

ジェクトはプロジェクト自身に何らかの問題を抱える

も新規システム開発であり，顧客はシンプルな GUI

ためフラグメントプロセスが発生し，結果リリース

を要望したが，開発者がそれをイメージできず，結果

後の障害も多くなる傾向にあった．つまり，PC 値に

として，プロトタイプを作成するフラグメントプロセ

はプロジェクトの特徴を考慮せず計測したにも関わ

スが発生した．また，テスト工程ではネットワークエ

らず，プロジェクトの特徴が並行プロセス数に表れた

ラーによるネットワークチューニングのためのフラグ

と考えることができ，並行プロセス数を計測する PC

メントプロセスが発生した等により PC 値が増加し

値とリリース後の障害には密接な関係があることが

た．それに対して，プロジェクト B はすでに稼働し

わかった．

ている母体システムのバージョンアップであった．顧
客も母体システムを熟知し，追加する機能のイメージ

4. 5 PC 値とシステム開発規模の関係

も把握しているため，要求変更が頻繁にされることは

8 つのプロジェクトの PC 値と開発規模の関係につ

なかった．しかしプロジェクト後半のテスト工程で仕

いて述べる．本稿の提案する PC 値は工程管理表に記

様ミスが発覚し，再設計，再実装，再テストと 15 週

載される全ての作業を含む．そのため，ソフトウェア

目以降に PC 値が増加した．また，プロジェクト D

開発の他にもネットワーク設定やサーバ設定等のイン

は母体システムのバージョンアップであったが，PC

フラ構築の作業も含まれている．インフラ等の作業が

値は開発期間を通して常に高かった．開発者へのイン

含まれるためシステム開発の規模をソースコード量等

タビューによれば，プロジェクト D は前バージョン

では計測できない．そこで，本稿では全作業の工数を

のシステムに多くの障害が発生し，その障害対応とプ

開発規模として計測した．ソフトウェア開発以外の工
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程も含んだ PC 値を計測する理由として，ネットワー

スが多いが，並行プロセス数が多いため設定ミスが

クの設定ミス等のインフラ構築によるシステム障害

発生し，結果多くの致命的障害が発生した．つまり，

の比率が高くなっている [23]．つまり，近年のシステ

提案する PC 値では工数等の開発規模では測れない

ム開発はソフトウェア開発だけではなく，ソフトウェ

短期間で無理に遂行するプロジェクトも正確に計測で

アを利用するためのネットワーク環境のインフラ構築

きることがわかった．

もシステムを開発する上で重要な品質要素となるた
め，本稿ではインフラ等の作業を含んだ工程管理表

4. 6 PC 値の利用方法

を用いている．同時に PC 値はインフラ構築プロジェ

本節では PC 値の利用方法について述べる．提案

クトでも利用可能であるため，クラウド化が進む近年

する PC 値は工程管理表へ追加される並行プロセス

のシステム開発プロジェクトへの適用も可能である．

数 (L(t)i 値) を制御することによりリリース後のプロ

8 つのプロジェクトの開発規模を表 3 に示す．8 つ

ダクト品質を高くする試みである．図 7 の左がフラ

のプロジェクトの内，最も工数が多いプロジェクトは

グメントプロセスによって複雑化した工程管理表 (図

プロジェクト D であり，最も工数が少ないプロジェ

中点線矢印がフラグメントプロセス) を示し，右側が

クトはプロジェクト F であった．プロジェクト D は

並行プロセス数を制御した工程管理表の例である．

前節でも述べたとおり，新規機能の開発と母体システ

図 7 左の工程ではプロジェクト開始時に顧客から

ムの障害対応のため大きな工数となり，かつ，致命的

前システムの改善と，改善に伴う新たな機能の追加要

障害も多く発生した．同時に最も工数が少ないプロ

望が発生したとする．顧客は容易な修正程度の気持ち

ジェクト F はフラグメントプロセスの発生しない安

で要求したが，開発者の工程は前システムの改善や追

定したプロジェクトだった．この 2 つのプロジェクト

加機能による再設計や，新たなテストケースの作成

を見ると PC 値と工数には密接な関係があると考え

等，様々な工程が追加される．結果として，並行プロ

られる．そこで，8 つのプロジェクトの工数と SS レ

セス数が増加し，プロセスが複雑化することで致命

ベルの障害をピアソンの積率相関係数を分析した結

的な障害の原因を含むプロセスとなる可能性がある．

果 0.267 となった．同時に工数と障害発生件数を積率

そこで，PC 値を利用し，顧客と共に複雑化したプロ

相関係数にて分析した結果 0.368 となり，共に本提案

セスを改善し，プロセスに致命的な障害の原因を混入

の PC 値よりも小さい相関となった．この理由とし

することを避ける．

て，工数では計測できない並行プロセス数という点を

さらに，顧客と開発者で実現機能の優先順位等を決

PC 値は計測できる点にある．例えば，プロジェクト

めて，次バージョンへの移行など，並行プロセス数を

H は工数が 720 と比較的小さいが，SS レベルの障害

減らすプロセス改善を行う．図 7 の場合は，顧客との

件数は 12 件であり，致命的障害が多く発生した．こ

話し合いによって，フラグメントプロセスである前シ

の理由として納期が非常に短く，かつ，並行プロセス

ステムの改善，機能 D の開発，インフラ再構築，追

数が多いプロジェクトであったことが考えられる．1

加テストが従来の計画である機能 A, C の開発よりも

つのプロセス自体は比較的に短期間で終わるプロセ

優先順位が高いという結論となり，10 月 1 日迄に実

表3

8 プロジェクトの工数と障害件数

現する要望を整理した結果，図 7 の右の新しい計画
へと変更された．さらに PC 値は 30 に抑えることが
でき，プロダクト品質の安定も期待できるプロセス改
善が実現できた例である．
類似のプロセス改善が前述のプロジェクト E，F に
て実際に実施された．プロジェクト E は母体システ
ムのバージョンアップであり，プロジェクト F はプ
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ロジェクト E の機能追加バージョンアップのシステ

プロダクト品質に及ぼす影響を予測することである．

ム開発である．しかし，母体システムの品質が低いた

本章ではプロダクト品質への影響を予測するための

めにプロジェクト E では母体のリファクタリングと

PC 値活用方法について概略を述べる．

新規機能の実装を行う必要があった．顧客と開発者の
話し合いにより，プロジェクト E ではリファクタリ

5. 1 PC 値活用のための方針

ングを中心に行い，新規機能をプロジェクト F にて

はじめに，本稿で提案する PC 値を活用するために

実装する事で並行プロセス数を減らした．同時にプロ

はプロダクト品質を示す必要がある．プロダクト品質

ジェクト E，F で実装する機能を再度見直すことで，

を表すメトリクスには ISO/IEC9126 をはじめとし，

必要性の低い機能の実装を見送った．結果，プロジェ

これまでに様々な提案が行なわれているが，本節では

クト E，F 共に他のプロジェクトと比較しても少ない

プロダクト品質に及ぼすリスクの概念として，リリー

障害件数となった．ただし，このプロセス改善は開発

ス後の障害レベルとその件数に基づいた「障害比重」

者，顧客の経験に基づいて実施された．そこで，経験

と呼ぶ指標を仮定する．障害比重を利用する理由とし

の代わりに定量的な PC 値を用いることで，プロダク

て，過去に提案されるプロダクト品質を示す提案は組

ト品質と機能の実現をトレードオフしながら，顧客の

織によって利用できないものや，別途データ収集を必

要望を反映したシステムを提供するためのプロセス

要とする可能性がある．そこで，今回はどの組織でも

改善を実現できる．

発生した障害を管理した障害管理表から指標を求め

また，PC 値を定量的に計測することで開発者が追

る障害比重とした．

加要望を渋ることも考えられる．しかし，PC 値を利

障害管理表には致命的な障害である障害レベル SS

用したプロセス改善は，追加要望を単に容認するので

から軽微な障害である障害レベル C までが記載され

はなく，並列プロセスの多発による開発者の混乱を避

ているものとする．このとき，障害比重は，障害管理

けるために，計画されているプロセスの削除も含むプ

表に記載された障害の加重和を求めたもの，すなわ

ロセス改善である．つまり，開発者にとっても開発が

ち，各障害レベルの障害件数と障害レベル別に定め

スムーズに進むプロセスへ改善される可能性が高く

た重みの積の総和である．本章の例では，障害レベル

なる．顧客にとっても最終的なプロダクトの品質の保

SS の 5 ポイントから障害レベル C の 1 ポイントまで

証され，両者にとってメリットがあるプロセス改善が

各レベルに 1 ポイントずつ重みの差をつけている．

実現できる．

障害レベルは順序尺度に相当する概念であるため，
各障害レベルの重みに 1 ポイントから 5 ポイントの

5 考察

ような比例値を設定し，加重和とする妥当性について

本提案の最終目的はプロセスの複雑さが将来的な

は慎重に検討すべきだが，障害レベル別に所要コスト
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表4

の平均等の実績値を求め，それを基に各レベルの重

8 プロジェクトの PC 値と障害比重

みを定めた場合には，障害比重はコスト増大等のリ
スクを表現する指標として有望である．そこで，障害
レベル別の重み付けについては今後の課題としつつ，
以下では，単純な比例値 (ポイント) に基づいた障害
比重を用いて，PC 値活用の一案を示す．

5. 2 PC 値を活用したプロダクト予測モデルの
一例
前節で述べた障害比重を利用した PC 値の利用例
について述べる．例えば，過去のプロジェクトにおけ
る PC 値 (プロセスの複雑さ) と障害比重 (リリース
後の障害発生コスト指標) との間に相関の高い予測モ
デルが得られた場合には，新規のプロジェクト進行途
中に，定期的に PC 値を求める，あるいは，計画さ
れた将来のプロセスからの予測値として PC 値を求
めることで，リリース後の障害の発生リスクの増大を
指標として示すことができる．

図8

8 プロジェクトの PC 値と障害比重の関係

表 4 は 8 プロジェクトに対して求めた PC 値 (プロ
ジェクト完了時の PC 値) と障害比重である．PC 値
と障害比重の間ではピアソンの積率相関係数は 0.801
と高い値を示している．このように PC 値と障害比
重に何らかの因果関係があると前提できた場合に PC
値から障害比重への予測式を求める．図 8 は 8 プロ
ジェクトのデータを基に近似線 (線形近似) で求めた
例である．具体的な予測式の求め方は今後の課題とす
るが，この例では R 値を参考に単純に予測式を求め
ており，これを用いて新たなプロジェクト I について
の予測を試みた．

図9

プロジェクト I は母体のあるシステムの改修プロ

プロジェクト I の PC 値の推移

ジェクトである．プロジェクト I の PC 値の推移を図

値は 34.9 であり，図 8 にて求めた式より障害比重は

9 に示す．プロジェクト I は開発期間が 20 週のプロ

68.2 と予測された．事後における障害比重の実測値は

ジェクトであったが，プロジェクト I は前半から PC

60(図 8 に＊のマーク) であり，予測値との間に 14%

値が上昇した．作業内容を確認するとデータ移行や

程度差異を含むものの，比較的精度の高い予測がで

データ連携のフラグメントプロセスが追加され，プ

きた．

ロジェクト当初からの本来計画されるはずのプロセ

構築した予測モデルの利用例を示す．プロジェクト

スがプロジェクト途中で追加されていた．プロジェク

I の例では 9 週目のフラグメントプロセス発生により，

ト I の障害比重値は 60(障害件数は SS レベル 7 件，

PC 値が 23.6 から 34.9 に増大した．この結果，障害

A レベル 7 件，C レベル 4 件) となった．そこでプ

比重の予測値は 51.8 から 68.2 に増大し，品質の低下

ロジェクト I の 9 週目の PC 値を計測したところ PC

が懸念されるため，追加人員の要請や，顧客や関係者
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等との調整を早期に実施することでプロダクト品質
の低下を未然に回避できたと考えられる．

6 おわりに
本稿では，プロセスとプロダクト品質の関係を明確
にするためのプロセスの複雑さを提案した．プロセス
の複雑さはフラグメントプロセスによるコミュニケー
ションの発生に着目し，3 つのパラメータを工程管理
表から抽出することで計測される．3 つのパラメータ
は開発者数，同時実行プロセス数，プロセス実行期間
であり，これらを個々のプロセスに計測した総和でプ
ロセスの複雑さとなる．作業内容やその難易度，開発
者のスキルのパラメータを利用しないので，具体的な
プロセスの複雑さや，複雑になった要因を調査するこ
とは困難となるが，工程管理表が存在するならばプ
ロダクトの種類の異なるプロジェクトにも適用する
ことができる汎用的な尺度である．提案したプロセ
スの複雑さとリリース後の障害との関係を産業界の 8
つのプロジェクトで検証した結果，PC 値と致命的な
障害件数には積率相関係数で相関が確認された．これ
により，プロセスの複雑さの値が大きくなった場合，
リリース後の障害に何らかの影響を与える可能性が
あることを確認できた．またプロセスの複雑さを用い
たプロダクト品質予測モデルを考察した．プロダクト
品質予測モデルは過去の複数プロジェクトの最終的
な PC 値と障害比重の値を用意し，それらを X 軸と

Y 軸上にプロットする事でモデルを構築する．プロ
セスの複雑さとプロダクト品質の関係が確認された 8
つのプロジェクトを用いてプロダクト品質予測モデル
を構築し，新たなプロジェクトを予測した結果，実測
値に近い予測を行う事ができた．今後の課題として，
より具体的なプロセスの複雑さを計測することがで
きる手法を提案し，精度の高いプロダクト品質予測モ
デルを構築する予定である．
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