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Abstract 

We will present “The W inspection method” to detect parts in which there can be communication errors in a 

document. The W inspection method can be performed both while creating the document or at the end. This 

method combines with VDM formal method, which strictly describes the specification, and detects ambiguities 

in the document. 

In this thesis, we confirmed that “The W inspection method” can be used by a writer with an elementary VDM 

knowledge to detect ambiguities in a real business document. 

 

 

概要 

本論文では，文章と図や表で構成された情報伝達型文書の曖昧さの問題に対して，書き手が主

体的にコミュニケーションエラーになりうる箇所を検知するための「Ｗ検法」を提案する．Ｗ検

法は文書作成の最後，あるいは途中の段階で，厳密に仕様を記述するための形式仕様記述 VDM を

組み合わせることで，文書の曖昧さを検知する手法である． 

本論文では，実際の業務説明文書を題材として，Ｗ検法を行うことで形式仕様記述の初学者で

も，書き手が自律的に曖昧さを検知できることを確認した． 

 

1. はじめに 

ソフトウェアの開発現場では，要求や仕様を伝える文書や，プロジェクトのメンバや外部に向

けて業務の流れを説明する資料（以下，「業務説明文書」と呼ぶ）を用いている．要求や仕様，業

務処理を文書で伝達する際に，認識のずれや記述不足があると，誤解や処理の抜けなど，コミュ

ニケーションエラーによる手戻りが発生する．たとえば，我々の議論では，以下のような課題が

あがった． 

・要求仕様書に用語のゆれなど曖昧な箇所があり，認識のずれが原因でテストのやり直しが発生

した 

・業務説明文書の内容が曖昧で，複数の解釈ができ，手順が正しく伝わらなかった 
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・書き手が暗黙知を省略して記述していたことで，読み手が理解できず，問い合わせが何度も発

生した 

このような情報伝達時のコミュニケーションエラーは，我々の開発現場のみで起きていること

ではなく，様々な開発現場に共通する課題である．情報伝達型文書は，文章のみで伝えようとす

ると，記述量が多くなり可読性が低下するため，図や表を追加することで，全体の見通しをよく

したり，理解しやすくしたりしている．しかし，図や表を追加するだけでは，コミュニケーショ

ンエラー自体を無くすには至っていない．それは，UML (Unified Modeling Language) に，OCL 

(Object Constraint Language) という制約言語が必要となったことからも見て取れる． 

我々の議論では，コミュニケーションエラーは，書き手と読み手との文章読解力の差や，ドメ

イン知識の有無，経験の有無によって起きているものが多いという意見もあった．一方で，書き

手の曖昧な表現が，コミュニケーションエラーの根本原因であるという意見もでた．祖ら [1] は，

「文理解の容易さは，読者の知識，能力，読書目的などの外部環境に関連する要因（読者要因）

と文書内の記述内容に関連する要因（文書要因）に依存する」と分類している． 

本研究の目的は，書き手側でできる限り誤解を招くような曖昧な表現を残さないようにするこ

とであるため，文書要因に着目した．読み手側の理解力向上に期待するのではなく，書き手が自

らの文書に存在する曖昧さを検知し，厳密に記述するための訓練をしない限り，いくらレビュー

で指摘されても曖昧な文書が減ることはないと考えたからである． 

なお，自然言語の文章と図や表で書かれた要求仕様書の曖昧さは，システム開発における重要

な問題であるため，これまでにいくつもの手法が提案されている．とくに，厳密な仕様記述に関

しては，国内では形式手法の一種である，VDM (Vienna Development Method) が有効な手段とし

て，既に活用されている[2]． 

我々は，書き手のみで厳密に記述するための方法として，VDM を用いたＷ検法を提案する． 

本論文の構成は次の通りである．2 章で課題解決のための提案について，3 章で実験方法につ

いて，4 章で結果ならびに考察について，5 章で結論と今後の展望を述べる． 

 

2. 課題解決のための提案 

本章では，Ｗ検法について説明する．Ｗ検法は，書き手が主体的に文章中のコミュニケーショ

ンエラーになりうる箇所を特定し，厳密に記述するための手法である．従来型の文書を読み返し

て確認する方法に対して，形式仕様記述 VDM を組み合わせることで，認識のずれが発生する可能

性のある曖昧な箇所を機械的支援によって検知しやすくし，文書の厳密性を高めることを目的と

したものである． 

 

 

ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．従来の文書確認方法とＷ検法の違い 
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2.1 形式仕様記述とは 

形式手法とは，数理論理学に基づく科学的な裏付けを持つ言語を用いて設計対象の機能や性質

を表現することにより，ある側面の仕様を厳密に記述し，開発工程で利用する手段の総称である．

形式的な仕様の記述を行うことで曖昧さを取り除くと同時に，仕様書の機械処理が可能となり，

システムの信頼性や安全性の確保等に向けた様々な可能性が開ける． 

VDM は，1970 年代の前半に IBM のウィーン研究所で，プログラミング言語 PL/I の仕様記述

やコンパイラの検証のために開発された手法が基になっており，1996 年に，汎用的な仕様記述言

語として VDM-SL (VDM Specification Language) が ISO の標準となった．更に，VDM++ 言語 は，

VDM-SL に対して，主にオブジェクト指向の拡張を行った言語であり，これにより，様々な抽象度

で，モデリングから仕様記述までを，大規模，広範囲に行うことができる [3]． 

 

2.2 Ｗ検法とは 

Ｗ検法とは，図 1 に示すように，文書作成後あるいは作成中に，VDM で形式仕様記述を行うこ

とで，文書の曖昧さを検知するための手法である． 

具体的な手順は，以下の通りである． 

 

1. 文章と図や表を用いた，従来型の文書を準備する 

2. 従来型の文書を基に，VDM で形式仕様記述を行い，曖昧な箇所やドメイン知識の省略がある

箇所を検知する 

3. 2 で検知した箇所について，文書や図が厳密になるよう，加筆・訂正する 

 

Ｗ検法では 2 のプロセスで，書き手が形式仕様記述を行うことにより，文書の曖昧な箇所に自

分自身で気づき，文書を自律的に改善していく． 

Ｗ検法の「Ｗ」は，Writing (記述) による検証であること．および，文書と VDM で 2 度記述

すること，ドメイン知識と形式仕様記述の 2 つの知識が必要であることを示している． 

 

3. 実験方法 

本章では，Ｗ検法の効果を確かめるために行った，実験方法について述べる． 

 

3.1 研究課題 

実験の研究課題は以下の通りである． 

研究課題 1: Ｗ検法によって，曖昧さに気づくことができるか 

研究課題 2: Ｗ検法を行うにあたり，形式仕様記述 VDM の習熟度は関係するか 

研究課題 3: 対象とする業務文書のドメイン知識の有無は関係するか 

研究課題 1 は，本提案手法によって，どの程度曖昧さに気づくことが出来るかを確かめるもの

である． 

研究課題 2 は，提案手法を行うにあたり VDM の習熟度が関与するかを調べるものである．VDM 

に熟達しておく必要がある場合には，要員育成に時間とコストがかかり，導入の障壁となりう

るため，VDM の初学者でも効果がでるかを確認する． 

研究課題 3 は，業務のドメイン知識の有無によって，結果に差異がでるかを確認するものであ

る．ドメイン知識のある被験者と，ドメイン知識のほとんどない被験者の結果を比較することで，

書き手以外のドメイン知識のない者が仕様記述を実施する場合の効果について考察する．これは，

書き手以外が形式仕様記述を担当する場合を考え，ドメイン知識の制約について検討するための

ものである． 

上記の研究課題に対して行った実験について，以下で詳細を述べる． 

 

3.2  実験の内容 

ここでは，実験の被験者および手順について述べる． 

ソフトウェア品質シンポジウム2015



【実験の被験者】 

A さん: 実験に用いる業務のドメイン知識を有する．VDM は初学者である．VDM の学習時間は 

20 時間程度 

B さん: 実験に用いる業務のドメイン知識は無い．VDM を人に教えられるレベル．VDM の経験

年数 4 年 

C さん: 実験に用いる業務のドメイン知識は無い．VDM は初学者である．VDM の学習時間は 20 

時間程度 

 

【実験の手順】 

今回，実験対象としたのは，ある広告誌を作成するための業務システムである． 

下記の手順で実験を行った． 

(1) システムの概略を理解するために，ドメイン知識のある A さん指導のもと，文章と図表を

組み合わせた業務説明文書を被験者 3人で作成した．ドメイン知識のない，B さん C さんにも文

書の書き手として，文書の全体構成を理解してもらうためである 

(2) (1) で作成した文書を基に，被験者それぞれが VDM で形式仕様記述を行い，曖昧さを指摘

した 

(3) (2) 曖昧さが指摘された点を踏まえて，研究課題 1，2，3 について議論を実施した 

 

なお，VDM の初学者である A さんと C さんは，オブジェクト指向に対する経験が無かったた

め，VDM-SL を使用した．これは VDM++ を使用した場合，VDM が難しいのか，オブジェクト指向

が難しいのか判断できなくなるためである．VDM の習熟度が高い B さんは，オブジェクト指向も

理解していたため，VDM++ を使用し，かつ VDM のテストケースを用いた妥当性検証まで行った（図 

2）． 

 

Ａさん

ドメイン知識：有り

形式仕様記述：初学者

Ｂさん

ドメイン知識：無し

形式仕様記述：経験年数4年

Ｃさん

ドメイン知識：無し

形式仕様記述：初学者

業務説明文書

記載（書き手）

VDM-SL

で記述

VDM++

で記述

VDM-SL

で記述

結果共有
業務説明文書

記載（書き手）

業務説明文書

記載（書き手）

 
図 2．実験の手順 

 

4. 結果と考察 

4.1 (1)の結果：文章と図，表を組み合わせた業務説明文書の作成 

ドメイン知識のある A さんにヒアリングしながら，皆で作成した業務フロー図の抜粋を図 3 と

して下記に示す． 
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お店の経営者 原稿制作担当 審査担当 システム
（クライアント・CL） （営業）

広告原稿の初稿

提案処理
商談

確認結果（承諾）

広告原稿の初稿

作成処理

広告原稿データ

セールス

ポイント
画像

広告原稿

広告原稿

広告原稿

の提案内

容の確認

承諾書（未記入）

承諾回答

承諾書

承諾書（未記入）

申込書（未記入）

START

「原稿内容がこれでよい」

原稿

内容

が良く

ない」

 

図 3．業務説明文書の抜粋 

 

4.2 (2)の結果：VDM を記述し，業務説明文書の曖昧さを指摘 

手順 (2) では，(1)で作成した業務説明文書を基に，VDMで形式仕様記述を行った．その結果，

業務説明文書の上記の業務フロー図に対して，A さんは 4 件，B さんは 8 件，C さんは 4 件の

曖昧さがあることを指摘した．指摘結果 8件を下記の表にまとめる．形式仕様記述初学者である A 

さん C さんも下記のうち，3，4，5，6 を指摘することができた． 

 

表 1．手順 (2) の指摘結果 
項
番 

指摘箇所 分類 業務フロー図作成時を振り返って なぜ気づけたのか 

1 「お店の経営者」「（クライアント・CL）」
の記述 

用語の
ゆれ 

お店の経営者が実際のクライアン
トという意味での記述だったが，
説明もないので誤解される可能性

がある． 

文章，図・表では，例えば 1 ページ目経
営者，2ページ目にクライアントなど用語
がぶれてしまうことがある． 

VDMで記述した場合は，型チェックするこ
とで用語のゆれに気づいた． 

2 広告原稿の初稿作成処理の，書類（要素）

として，セールスポイントと画像が記述
されているが，すべてなのか，例示なの
かが判別できない． 

記述漏

れ 

イメージしやすいように例示して

いたつもりだった．しかし全ての
要素を明示していなかった． 

VDMで記述しようとした際に，初稿作成処

理に必要な要素を検討するため，気づい
た． 

3 「初稿提案処理」で，「広告原稿データ」

のユニークとなるキーは何か 

記述漏

れ 

業務フロー図では，そこまで記述

する必要はないと思っていた． 

文章や図では省略していた．項番４以降

の指摘にも関連するため，VDMでは初稿提
案処理を検討する際に，ユニークなキー
の必要性に気づいた． 

4 「初稿提案処理」で，「お店の経営者」ひ
とつに対して，複数の店舗や業態がある
場合（例えばＡ地区とＢ地区で広告を分

けたい），どのように「広告原稿データ」
を区別しているか 

記述漏
れ 

業務フロー図作成時には考慮でき
ていなかった． 

文章や図では読み流していた．VDM では
広告原稿データの処理を考える際に，具
体例で複数の店舗がありうることに気づ

いた． 

5 「初稿提案処理」で，ある店舗が同時期
を含む複数回広告を出す場合，どのよう
に「広告原稿データ」を区別しているか 

記述漏
れ 

業務フロー図作成時には考慮でき
ていなかった． 

VDMで初稿作成を記述する際に，広告対象
店舗と広告原稿との関係が不明確である
ことに気づいた 

6 新規顧客と既存顧客の場合では，「初稿作
成処理」の処理内容は同一か？ 

記述漏
れ 

業務フロー図作成時には考慮でき
ていなかった． 

VDMで初稿作成を記述する際に，新規顧客
と既存顧客の違いに気づいた． 

7 "店舗"に関する情報が何も記述されてい
ない 

記述漏
れ 

業務フロー図作成時には考慮でき
ていなかった． 

項番 3～5の指摘にも関連して，”店舗”
の情報がないと VDM を書きすすめられな

かった． 
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8 顧客 ID とお店 ID に違いはあるか．同じ
意味か？ 

曖昧 似た用語なので同じ意味だと考え
ていた． 

VDMで「広告原稿データ」を区別しようと
した際に，同じ意味ではなさそうだと気

づいた 

 

また，手順 (2)の結果の例として，図 4 に，B さんの VDM++ の記述を抜粋する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．VDM++の記述抜粋 

 

4.3  考察 

上記，実験結果をもとに研究課題 1，2，3 について考察を行った． 

 

研究課題 １: Ｗ検法によって，曖昧さに気づくことができるか 

A さん B さん C さん三者とも業務フロー図作成時には気づけなかった曖昧さについて，形式

仕様記述で指摘ができた．今回のケースでは，複数の用語を 1 つの意味合いで使用している「用

class 原稿制作担当 is subclass of CommonType 

instance variables --インスタンス変数定義 

  public i 管理システム : 管理システム; 

operations --操作定義 

  --構成子 

  public 原稿制作担当 : 管理システム ==> 原稿制作担当 

  原稿制作担当(a 管理システム) == i 管理システム := a 管理システム; 

   

  public 初稿作成処理 : 顧客名 * セールスポイント * 画像 ==> () 

  初稿作成処理( a 顧客名,a セールスポイント, a 画像 ) ==  

    i 管理システム.初稿作成( a 顧客名, a セールスポイント, a 画像 ); 

 

  public 初稿提案処理 :( 顧客名 | 原稿 NO ) ==> 管理システム`広告原稿マップ 

  初稿提案処理( a 検索キー ) ==  

    i 管理システム.初稿検索( a 検索キー ); 

     

  public 確認結果の反映処理 :( 顧客名 | 原稿 NO ) ==> 管理システム`広告原稿マップ 

  確認結果の反映処理( a 検索キー )  ==  

    i 管理システム.原稿状態更新( a 検索キー, <内容承諾> ); 

end 原稿制作担当 

class 管理システム is subclass of CommonType 

types 

  public 顧客情報マップ = inmap 顧客 ID to 顧客名; 

  public 広告原稿マップ = inmap 原稿 NO to 広告原稿; 

instance variables --インスタンス変数定義 

  private i 顧客情報マップ : 顧客情報マップ := {|->}; 

  private i 広告原稿データ : 広告原稿マップ := {|->}; 

  private i 発行済顧客 ID : 顧客 ID := 0; 

  private i 発行済原稿 NO : 原稿 NO := 0; 

operations --操作定義 

  public 初稿作成 : 顧客名 * セールスポイント * 画像 ==> () 

  初稿作成( a 顧客名, a セールスポイント, a 画像 ) ==  

  ( 

    dcl x 顧客 ID : [顧客 ID] := 顧客 ID を得る(a 顧客名);  

    dcl x 広告原稿 : 広告原稿; 

    if x 顧客 ID = nil--顧客名が未登録の場合 

    then 

      x 広告原稿 := new 広告原稿(i 発行済原稿 NO,a 顧客名, 

顧客登録(a 顧客名),a セールスポイント,a 画像) 

    else 

      x 広告原稿 := new 広告原稿(i 発行済原稿 NO,a 顧客名, x 顧客 ID,  

a セールスポイント, a 画像); 

    i 広告原稿データ := i 広告原稿データ munion 

 {i 発行済原稿 NO |-> x 広告原稿}; 

    i 発行済原稿 NO := i 発行済原稿 NO + 1; 

  ) 

  post 

  -- 広告原稿データの数が１増えていること 

    card dom i 広告原稿データ = card dom i 広告原稿データ~ + 1; 

: 

end 管理システム 
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語のゆれ」や記述が足りていない「記述漏れ」を指摘できた．また，VDM を書こうとすると「顧

客 ID」と「お店 ID」という似た用語を区別する必要性に気づいた．A さん C さんによると，「明

確だと思っていたことが，いざ記述しようとすると記述できずに手が止まってしまい，明確にな

っていないことに気づかされた．」とのことだった． 

 

研究課題 2: Ｗ検法を行うにあたり，形式仕様記述 VDM の習熟度は関係するか 

指摘件数は，初学者である A さん C さんが 4 件であり，経験者である B さんが 8 件であっ

たため，習熟度は関係すると考えられるが，データ数が少ないため，今後さらに確認する必要が

ある． 

 

研究課題 3: 対象とする業務文書のドメイン知識の有無は関係するか 

結果から見ると，ドメイン知識のない B さん C さんでも，ドメイン知識のある A さんと同様，

もしくはその倍の件数の曖昧さに気づくことができた．しかし，A さん指導のもと業務フロー図

作成した際に得た事前知識だけでは，VDM を記述しようとすると不明点が多く，記述が進まなく

なった．そのため，今回のケースでは，ドメイン知識のある A さんに対して，対面で質問する機

会を設けた．その結果，ドメイン知識がない人でも，質疑応答でドメイン知識を補いながら形式

仕様記述を行う事で，ドメイン知識のある書き手と同じ(指摘内容も件数も等しく 4 件)か，それ

を上回る指摘(8件)ができた． 

 

5. 結論と今後の展望 

我々は，要求や仕様を伝える際の認識のずれという問題を解決するため，読み手に曖昧さの検

知を委ねるのではなく，書き手が主体的に検知できるように形式仕様記述を組み合わせたＷ検法

を提案し，その実効性について実験を行った． 

今回の実験により，Ｗ検法は，形式仕様記述 VDM の習熟度が初学者レベルでも曖昧さの指摘が

可能であることを示した．また，ドメイン知識を持たない人でも，有識者に質問し，ドメイン知

識を補うことで，ドメイン知識のある書き手と同じか，より多くの指摘ができることを確認した．

その結果，今回の実験においては，VDM の基礎知識と，対象とするドメインの知識があれば，書

き手自身でＷ検法を進められるという結論に至った． 

なお，今回の実験では，文書の曖昧さに対する指摘に限定したが，仕様書や業務説明文書は，

一見問題がなさそうな明確な記述であっても，実は内容に誤りを含む場合もある．たとえば， VDM 

でテストケースを記述し，内容の具体的な妥当性確認を行うことによって，文書の誤りも検知で

きる可能性が高いので，Ｗ検法の拡張も考えられるだろう． 

今回は，ひとつの事例のみで，被験者も 3 人のみで実施したものであるため，今後，複数の事

例や，より多くの被験者による実験を行い，Ｗ検法の有効性を確認したい． 
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