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Abstract  When we start software quality control using defect density, one of the most important points is to 

define control limits. It is believed that more project data you collect, more precise control limit you obtain. It 

may be true, but we are not able to start controlling a project density without knowing when we should start. It 

has not been discussed well that how much data should be collected. To solve this, one procedure which is based 

on u control chart is proposed. 

 

1. はじめに 

 ソフトウェアの品質管理メトリクスの 1 つに欠陥密度がある。欠陥密度とは開発規模あたりの

欠陥数であり開発ごとに開発規模が異なるソフトウェアの欠陥の多寡を比較評価するために用い

られるものである。この比較評価方法の 1 つに予め設定した上部下部の管理限界を基に管理対象

となるソフトウェアの欠陥密度がこの両管理限界の範囲内外いずれにあるかをみることで行う方

法がある。この方法を適切に行うには予め設定する管理限界をいかに定めるかが重要になる。上

部下部の管理限界が適切でなければその管理限界内にあるからといって欠陥密度が妥当であると

安心することはできない。本稿では欠陥は規模に対し離散的に発生すると考え欠陥数と開発規模

の関係はポアソン分布に従うものとし、管理には u 管理図を用いる場合を考える。また欠陥密度

の開発規模に LOC数を用いる。 

u 管理図では管理限界は予め収集したサンプルデータの総欠陥数を総 LOC 数で割った合算欠陥

密度のみで計算することができる【1】【2】。しかしソフトウェアの欠陥は離散的に発生するものであ

るのでこの合算欠陥密度はデータを蓄積するにつれ変化していく。合算欠陥密度の変化は管理限

界の変化につながるが管理限界がサンプルデータの蓄積につれ大きく変化する場合、管理対象と

なるソフトウェアの欠陥密度がある時点では管理限界内とされてもその後の見直しで管理対象外

となる可能性が高くなる。これは管理の実務上不都合である。一方で合算欠陥密度が変化するか

ら管理は開始できないと言い続けるだけでは現実的な管理は開始できない。このためどれだけの

規模のサンプルデータを収集すれば適切な管理を行うことができるかの客観的基準が必要となる。

しかしこの基準については定量的管理の啓蒙書においてもあまり議論されていないか経験に頼る

方法を挙げるにとどまることが多い【3】【4】。本稿ではこの客観的基準の１方法について議論する。 

2. 提案手法  

2.1 概要 

 提案手法は、サンプルデータをある程度収集した時点における合算欠陥密度のみからこの後更

にデータを収集していくにつれ合算欠陥密度がどのように変化していくかを u 管理図における管

理限界の算出式を用いて予測し、その変化の程度が十分小さいと考えられる場合にサンプルデー

タの収集が十分で管理限界を用いた管理を始めることが可能な状態であると判断するものである。 

なお、本稿で検討するのは妥当な管理限界を定めるために妥当な程度にサンプルデータが収集

できたか否かを判断することであり、u管理図を用いた具体的な管理方法ではない。 
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このため本稿で検討する内容は、過去プロジェクトの実績値から設定した管理限界を使って新

たに開発するソフトウェアの管理を行う場合や評価対象のプロジェクト中の個々のサンプルに対

し当該プロジェクトの母集団全体の実績から設定した管理限界を用いて管理する場合、もしくは

その他の管理を行う場合のいずれであるかを問わず適用できる。なぜならこれら u 管理図の具体

的な管理は本稿で検討する管理限界の定め方の問題ではなく u 管理図の使い方の問題であるから

である。但し本稿における実測データへのあてはめにおいては、評価対象のプロジェクト中の個々

のサンプルに対し当該プロジェクトの母集団全体の実績から設定した管理限界を用いて管理する

場合について検討している。 

2.2 u管理図について 

(1) 本稿における u管理図について 

u管理図は the International Organization for Standardization（ISO）により Control 

charts —Part 2:Shewhart control charts(ISO 7870-2:2013)として標準化されており、

本稿での u管理図もこれに準じる。 

(2) 欠陥密度管理における u管理図の活用 

u 管理図は、サンプルサイズが一定でない場合の単位当たり欠陥数を管理するための

管理図【5】であり、サンプルサイズに対する欠陥数はポアソン分布に基づく【6】。これを

ソフトウェアの欠陥密度についてみると、管理対象となるプログラム規模は一定ではな

く、かつ欠陥の発生はソフトウェアの開発規模に対し離散的でありポアソン分布に従う

と考えられる。よってソフトウェア開発の欠陥密度管理に u 管理図を活用することは有

効であると考えられる。 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）ソフトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）

編の「続 定量的品質予測のススメ～IT システム開発における定量的品質管理の導入ノ

ウハウと上流工程へのアプローチ～」【7】においても、 

“欠陥密度の場合は u 管理図を用いることで管理精度を上げることができる。ｕ管

理図は、管理対象の規模が一定でない場合の、単位あたりの欠陥数などを管理する

のに適している。それは、管理限界の幅が規模に応じて変化するため、管理精度が

向上するからである” 

と書かれておりソフトウェア開発における欠陥密度の u管理図適用が推奨されている。 

尚、本稿では新規開発ソフトウェアの場合で、サンプルの単位をモジュール単位とし

た場合を議論する。 

(3) u管理図の例 

欠陥密度を管理する u 管理図の例を図１に挙げる。上部下部の管理限界は各サンプル

の開発規模により変化するので直線にはならず階段状になる。 
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図１ u管理図の例 

上部管理限界 

収集データ全体の欠陥密度 

下部管理限界 

サンプル実績値 



(4) 理論的おさらい 

本稿では以下、数式等での議論において用いる文字として ISO 7870-2:2013に従い、 

c：個々のサンプルデータに含まれる欠陥数 

n：個々のサンプルデータのサイズ 

u：個々のサンプルデータの単位当たり欠陥数 

u̅：uの平均値 

とする。 

しかし、この uの平均値であるu̅は ISOでは式 1のように算出される【1】。 

u̅ =
∑ｃ

∑ｎ
  （式 1） 

 式 1 から分かるとおりｕ管理図における欠陥密度の平均値とはそれまでに収集したサ

ンプルデータの総欠陥数を総 LOC 数で割ったものであり、平均値と呼ぶ際に通常考えら

れることが多いサンプルデータ毎に算出した欠陥密度の総和をサンプル数で割ったもの

であるという意味ではないことに注意が必要である。本稿ではこの混乱を避けるため、

以下、 

u̅：合算欠陥密度 

と呼ぶこととする。 

u管理図の管理限界は合算欠陥密度のみから算出でき、その算出式は次のようになる【2】。 

u = u̅ + 3√u̅/n  （式 2） 

u = u̅ − 3√u̅/n  （式 3） 

式 2および式 3をグラフに表すと図 2となる【2】。 

 
図 2 は、式 2 および式 3 と合算欠陥密度をグラフ化したものであり u 管理図ではない

が u 管理図の上下限値算出の基になるもので、モジュール毎に計測した LOC 数を横軸に

欠陥密度が縦軸となる点を図 2 にプロットすることで、当該モジュールの欠陥密度が管

理限界内に収まっているか否かを評価することができる。 

式１は収集したサンプルデータの総欠陥数と総 LOC 数が同じであれば、サンプルデー

タ個々の欠陥密度の内訳やサンプルデータの数を問わず合算欠陥密度は同じであること

を意味する。これと式 2、式 3 を合わせ考えると、単一のサンプルデータの欠陥密度も

1000個のサンプルデータを合算した欠陥密度もその総欠陥数と総 LOC数が同じであれば
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図２ u管理図における規模と管理限界の関係  

式2 (上部管理限界) 

合算欠陥密度 

式3 (下部管理限界) 



ｕ管理図の管理限界算出に用いる合算欠陥密度は同じ値となる。これは管理限界算出時

のみではなく u 管理図を用いて上下限値を評価する場合にも言える。つまり評価対象と

なるデータは単一のサンプルデータであっても複数のサンプルデータの値を合算したも

のであっても総 LOC数が同じであれば評価の指標となる上下限値は同じとなる。 

このことから、図 2 は個別モジュールの評価のみではなく、合算欠陥密度自体が管理

限界内に収まっているか否かの評価にも使用することができることになる。本稿では合

算欠陥密度がサンプルデータの蓄積につれてどのように推移するかに着目することで妥

当な欠陥密度管理の開始時期を判定しようとするものである。 

2.3 提案手法の考え方 

図 2からは、同じ合算欠陥密度であってもその時点までに蓄積された LOC数が大きい場合ほど

欠陥密度の許容範囲である上部管理限界と下部管理限界の差が小さいことがわかる。また、デー

タ蓄積初期の小さい LOC数の場合ほどその後のデータ蓄積に伴う上部管理限界と下部管理限界の

差の変動が大きいことが分かる。 

提案手法はこの特徴を管理限界算出用データ蓄積の十分性確認に用いる。 

ある程度の蓄積データが得られたと考えるとき、その時点の蓄積データから得られる合算欠陥

密度を式 2、式 3に当てはめた上部下部の管理限界の曲線を考える（図 3）。図 3では合算欠陥密

度は点で表され、式 2、式 3によって得られる上部下部の管理限界の曲線はそれぞれ上部下部の

曲線で表されている。2つの曲線はこの時点の蓄積データから得られる合算欠陥密度のまま変わ

らず LOC数のみが変化した場合に上部下部の管理限界がどのように変化するかを表す。 

 

 

しかし現実には管理限界を算出するために用いた合算欠陥密度は引き続きデータを蓄積してい

くにともない変化していく。例えば図 4のように変化していく。 

 

 

このため、ある時点の合算欠陥密度を用いて管理を開始したとしても、その後も合算欠陥密度

は変動していくことに注意しなければならない。蓄積データの合算欠陥密度を元に行う欠陥密度

管理はこの変動に影響を受けるので管理可能な程度に合算欠陥密度の変動が収まった段階に至る

までは欠陥密度を用いた管理を開始すべきではない。合算欠陥密度を元に今後どのように合算欠
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図３ ある時点における上下管理限界 

図４ データ蓄積に伴い合算欠陥密度が変化する例 



陥密度が推移するかを予測しこれ以降変動が管理可能な範囲に収まると評価できる段階に至って

初めて管理を開始すべきである。 

具体的にはどのようにすればよいのであろうか。 

これまで合算欠陥密度を上部下部の管理限界を定める基準となるものとしてとらえてきたが、

逆の発想をする。現時点の合算欠陥密度は引き続きデータを蓄積するにつれ変化していくもので

あるが、この変化は最終的に定まるであろう本来の合算欠陥密度に近づいていくものと考える。 

U管理図の管理限界設定の元となる考えから、現時点の合算欠陥密度は 3σ(＝99.7%)の確率で本

来の合算欠陥密度から算出される管理限界の範囲内にあるはずである。管理限界は上部下部の幅

をもつので現時点の合算欠陥密度を含むような本来の合算欠陥密度は 1つの点ではなく幅で表現

されることになる。この本来の合算欠陥密度の幅は、現時点の合算欠陥密度を上部管理限界にも

つ合算欠陥密度と、現時点の合算欠陥密度を下部管理限界にもつ合算欠陥密度の間に挟まれた区

間に存在することになる。 

これを図解すると、現時点の合算欠陥密度を上部管理限界にもつケースは図 5となり、同様に

現時点の合算欠陥密度を下部管理限界にもつケースは図 6となる。 

 

 

 

 

図 5と図 6を合わせて考えることにより、現時点の合算欠陥密度を範囲内に含むすべての上部下

部管理限界は図 7の範囲に収まるであろうことが予想できる。 

u管理図での管理においては、合算欠陥密度が与えられれば欠陥密度の管理限界と規模との関

係は式 2、式 3で表されることから、逆に上部下部の管理限界のいずれかの値と蓄積データの規

模が分かればその場合の合算欠陥密度が算出できる。式 2および式 3を変形すると、式 4、式 5

のようになる。 

u̅ =
(2nu+9)+√36nu+81

2n
  （式 4） 

u̅ =
(2nu+9)−√36nu+81

2n
  （式 5） 

ここで現時点の合算欠陥密度を uとすれば、式 4、式 5で表されるu̅は本来の合算欠陥密度が含

まれると予測される範囲の上下限となる。言い換えればこの上下限の値の幅は、将来データ蓄積

を継続するにあたって推移しうる合算欠陥密度の範囲である。式 4、式 5は図 8のようになる。 
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図５上部管理限界が蓄積データの 

  現時点の合算欠陥密度と一致 

する管理限界線 

図６下部管理限界が蓄積データの 

  現時点の合算欠陥密度と一致 

する管理限界線 

図７ 図５と図６を組み合わせて 

   得られる管理限界線 



 

 

図 8からは、LOC数の増加につれ本来の合算欠陥密度の上下限値の幅は小さくなっていくとと

もに LOC数の増加に対する幅の減少割合も小さくなっていることが分かる。 

ある LOC数の値における上下限の幅が図 8のグラフのどの位置にあるのか確認し、グラフの傾

向からそれ以上データを蓄積しても幅の変動が管理上問題ない程度に小さいと予測できれば、十

分データは蓄積されるに至ったと評価して u管理図を用いた欠陥密度の管理を始めることができ

る。  

逆に未だに上下限の幅の変化が管理に影響を与えるほど大きいと判断されれば引き続きデータ

蓄積を継続すべきことになる。 

以上の考え方を用いることで欠陥密度の管理限界策定にはどの程度の規模のデータを集めれば

十分といえるかが評価できる。 

2.4 手順 

 管理限界策定の手順は以下の通り。 

(1) 管理に十分な程度のデータが蓄積できたか否か評価するサンプルデータを用意する。 

(2) サンプルデータの総 LOC数、総欠陥数をもとに現時点の合算欠陥密度を算出する。 

(3) 現時点の合算欠陥密度が上部下部の管理限界となるような本来の合算欠陥密度の上下限

をそれぞれ算出する。 

(4) データサイズが今後大きくなっても現時点の合算欠陥密度がそのまま変わらないとした

場合の(3)を試行的に算出する。 

(5) (3)で算出した値と(4)での値との変化を評価して本来の合算欠陥密度の上下限の推移が

管理に使用するに十分な程度か否かを評価する。 

(6) (5)により十分な程度であると判断されたら、(1)のサンプルデータを用いた u 管理図の

管理を開始する。未だ不十分と判断されたら、引き続きサンプルデータを収集し(1)から

繰り返す。 

 

3. 実測データへのあてはめと評価 

3.1 使用するデータ 

公開されているオープンソースソフトウェア開発のデータである Apache Camel1.6 のメトリク

スデータを用いて提案手法の有効性を検証する。 

Camel OO defect data ： https://code.google.com/p/promisedata/wiki/camel 

 

表 1：使用するデータの基本情報  

総サンプル数（個） 965 

総 LOC数（LOC） 113055 

総欠陥数（個） 500 

欠陥密度（総欠陥数／総 LOC数） 0.0044 
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図８現時点の合算欠陥密度を元に予測される合算欠陥密度の推移 

https://code.google.com/p/promisedata/wiki/camel


3.2 合算欠陥密度が上部下部の管理限界となるような本来の合算欠陥密度の範囲 

 公開されたデータのモジュール別の LOC数と発見された欠陥数の組をランダムに並べ替える。 

並べ替えた順に頭から累積欠陥数と累積 LOC数および両者の割り算である欠陥密度を算出してい

く。得られた結果を横軸に累積 LOC数、縦軸に欠陥密度のグラフにプロットする（図 9）。 

  

 

 

 

評価の例としてデータが 20KLOC収集できた段階を考える。実測データからは、欠陥密度は

0.0051であり本来の合算欠陥密度の上下限は図 10のようになる。この時の本来の合算欠陥密度

の幅は 0.0037である。このまま計測が続いたとした場合に予測される本来の合算欠陥密度の幅は

表 2のようになる。 

 

表 2：予測される本来の合算欠陥密度の幅 

LOC数(KLOC) 20 30 40 60 80 100 

予測される本来の合算欠陥

密度の上限 

0.006857 0.006496 0.006290 0.006053 0.005916 0.005824 

予測される本来の合算欠陥

密度の下限 

0.003793 0.004004 0.004135 0.004297 0.004397 0.004466 

予測される本来の合算欠陥

密度の幅(A) 

0.003063 0.002492 0.002154 0.001756 0.001519 0.001358 

1つ前の(A)との差 - 0.000571 0.000338 0.000399 0.000237 0.000161 

本来の合算欠陥密度の幅／

実測欠陥密度(B) 

60% 49% 42% 34% 30% 27% 

20KLOC時の(B)との差 0% 11% 18% 26% 30% 33% 

1つ前の(B)との差 - 11% 7% 8% 4% 3% 

 

表 2からは現在の 20KLOCから 30KLOCまで計測した場合、本来の合算欠陥密度の幅は 0.000571

変化しこれは実測欠陥密度の 11%に相当することがわかる。これをどう評価するかは組織による

が、60KLOCまで計測すれば更に 80KLOCまで計測しても変化は 4%にとどまるので組織方針として

60KLOCまで計測するということも考えられる。 

60KLOCまで計測すると判断した場合も、60KLOCまで計測した段階で再度本稿で提案する方法で

評価を行って十分蓄積できたと判断されて初めて密度管理を始めることとなる。 

 

4. おわりに 

Apache Camel1.6プロジェクトのメトリクスデータによる検証結果から、提案する欠陥密度の

管理限界策定に収集すべき十分な LOC数の判断手法は有効であると評価できる。また、本手法は
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図９公開データをランダムに並べ変えた場合の 

累積 LOC数とその時の欠陥密度の推移 

図１０特定時点での合算欠陥密度から予測される本来

の合算欠陥密度の範囲と実データの推移 



管理を開始したいと考えた時点で蓄積された LOC数と欠陥数の組があれば実行できるので、汎用

性も高いと考えられる。 

尚、Apache Camel1.6のデータは今回の検証で用いたデータの並び順における累積 LOC、累積欠

陥数の相関係数は 0.997と非常に高い値のものである。現実のプロジェクトにおいてはこれより

低い相関係数のサンプルしか集まらないことも考えられ、相関係数の違いが提案手法における管

理にどのような影響を与えるかについても検討する必要があると思われる。 

実際のプロジェクトデータにおいては欠陥の混入がそもそもポアソン分布にうまく合わない場

合も考えられるが、この場合は本手法が適用できないというよりも欠陥密度による管理が妥当か

否かを検討すべきものであると思われる。 
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