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1. はじめに
近年のソフトウェア開発では、流用開発や OSS の活用など、開発者は他者が開発した機能を自
身の開発対象に組み込むことが一般化してきている。このような開発方法は、類似機能の多重開
発の抑止や、OSS コミュニティの開発力の活用などにより、開発工数の大幅な削減が期待できる
[1]
。その一方で、他者が開発した機能を取り込むことで、開発対象のソースコードがブラックボ
ックス化・複雑化し、ソースコードの品質劣化による障害の誘発や、障害調査・修正に多くの時
間を要する等の問題が発生している。開発者に開発対象のソースコードの品質情報を提供するこ
とができれば、問題の早期発見や修正時間の短縮化につながると考え、ソースコードの品質状況
をメトリクスにより自動測定し、定量的に把握する仕組みの確立、および開発現場への展開を行
ってきた。しかし、開発現場からは「メトリクスを見ても対応方法が判らない」等の声があがっ
ており、定量的なメトリクス情報に基づいてソースコードの品質を改善するプロセスが現場に根
付かない問題があった[2]。
そこで本稿では、ソースコードの品質劣化を表すメトリクスと、その後のソースコードの修正
回数や修正延べ日数など（品質リスクと呼ぶ）との関係を分析し、これらの間に関連があること
を示す。これにより、開発者に対して、メトリクスを活用したソースコード品質改善の早期対応
への動機づけを行う。あわせて品質リスクへの具体的な対応案を開発現場に提示し、品質劣化を
防止することで、追加コストの発生および納期遅延を未然防止することを狙いとする。
本論文の構成を以下に示す。第 2 節では、ソフトウェア品質向上へのメトリクス活用における
開発現場の課題を示す。第 3 節では、品質リスクとソースコードメトリクスとの関係性の分析方
法について述べる。第 4 節では、提案手法を現場に適用した結果とそれに対する考察を述べる。
第 5 節で関連研究について述べた後、第 6 節にまとめと今後の課題について示す。
2. 開発現場の課題
従来、ソフトウェア開発において、各生産物の品質判断、テスト工程の完了判断、製品をリリ
ースするための品質判断は、テスト・レビューで検出したバグの傾向分析・対策の十分性などの
情報に基づいて行ってきた。この判断の基準は、過去の傾向や開発実績などの値と、開発者のそ
れまでの開発経験に基づいた、定性的かつ推測から導きだされたものであった。しかし近年、過
去に開発されたソースコードを流用した開発（流用開発）が進み、他者が開発した機能を製品に
組み込むことが多くなってきた。このような機能はブラックボックス化する要素が大きいため
に、経験に基づいた従来の品質判断ができない状況になっている。
流用開発においては、少ない工数で多くの機能を実装できるという利点がある反面、ソースコ
ードの可読性の低下や接合部分のソースコードの不調和などの問題が発生しやすい。このような
問題は、製品品質の劣化や障害の誘発、修正日数や修正回数の増加という品質リスクを引き起こ
している。事実、筆者らの経験
においては、修正回数が 3 回以
上、修正日数が 30 日以上のフ
ァイルが複数存在していること
を確認している。しかしこれら
の問題は開発者自身が開発した
ソースコード以外の部分の品質
に起因しているため、開発現場
における対応が困難である。
そこで我々は、他者が開発し
たソースコード全体を把握する
ことができなくても、それらの
図１ ソースコードの品質状況を定量的に把握する仕組み
品質を表すメトリクスが計測・
可視化できれば、ソフトウェアの品質の悪い部分を特定することができ、品質の劣化や障害修正
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の長期化を抑止できると考え、ソースコードメトリクスを自動的に測定し、ソースコードの品質
状況を定量的に可視化[3]する自動化開発基盤を構築した(図１)。この仕組みを現場の開発プロジ
ェクトに適用し、開発者に対してソースコードメトリクスを示すことで、定量的指標に基づくソ
フトウェア品質の改善の提案を行ってきた。しかし、開発現場からは以下のような疑問の声があ
がっており、ソースコードメトリクスの測定結果をソースコード品質改善に活用することのメリ
ットが認識されていないために、メトリクスを活用した品質改善のプロセスを現場で実践できて
いない。
［開発現場に根付かない問題］
・関係性が不明確
ソースコードメトリクスを見ても、どんな品質リスクに影響しているのかわからない。
・具体的対応策が不明確
ソースコードメトリクスを見ても、具体的な対応方法がわからない。
・対応の効果が不明確
ソースコードメトリクスを見てソースコード修正作業等の改善をする有効性がわからない。
これらの問題を解決するためには、以下の情報の特定が必要であり、これを本論文における課
題として定義する。
・関係性の特定：品質リスク（修正日数の増加、修正回数の増加）とソースコードメトリクス
の関係を特定
・具体的対応策の特定：ソースコードメトリクスの値に応じた具体的な品質改善策の提示
・対応効果の提示：提示した改善策の有効性の実証
次節以降では、上記の関係性、具体的対応策、効果の特定方法について述べる。
3. 解決施策
本節では、2.で述べた課題の解決のため、品質リスクとソースコードメトリクスとの相関関係
を分析する。次に、関係が見いだせたソースコードメトリクスを用いた品質リスクに対する具体
的なリスクヘッジ施策を検討し、実施の有効性について評価する。
3.1 品質リスクとソースコードメトリクスとの関係性分析
以下に示す分析対象に対し、品質リスクのメトリクスとソースコードメトリクスの間の関係性
を特定する。
・分析対象
開発から社内評価の期間の２製品、50 ファイ
ル。修正が入るファイルのみ対象。
図２ メトリクス測定のタイミング
・品質リスクのメトリクス
修正日数の増加、修正回数の増加の品質リスクのメトリクスとして、ファイル単位に図２の B
～C の期間で、以下の３種を測定する。これらのメトリクスは、ソース構成管理ツールのコミ
ット履歴から自動で測定可能である。
・修正延べ日数：問題が登録され修正完了となるまでの日数の合計。
・修正回数：問題の修正回数。
・平均修正日数：問題が登録され修正完了となるまでの修正日数の平均。
・ソースコードメトリクス
ソースコードメトリクスには、行数、ネスト数、コメント率などのようにモジュール単位を測
定したものと、インパクトスケール（注１）やクラス結合度などのようにモジュール間の関連
を測定したものがある。これらのうち、開発者にとって把握しにくいものはモジュール間の関
3
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連に関わる性質であることから、本稿では後者に関わるメトリクスのうち、インパクトスケー
ルを分析対象とする。また、ソースコードメトリクスの「絶対値」だけではなく、開発前段階
のソースコードメトリクスがどのように変化したかに着目した「変動値」も分析対象とする。
注１）インパクトスケ
ール[4]とはソフトウェ
アの一部（エンティテ
ィ）を変更した際、そ
の影響が他のどれだけ
の箇所に影響するかを
示す量である「影響波
及量」を表すメトリク
スである。図３のモデ
ルで求める数値となっ
ている。

図３ インパクトスケールのモデル図

3.2 ソースコードメトリクスを用いた品質リスクのリスクヘッジ施策の検討
3.1 で関係が見いだせたソースコードメトリクスに対して、修正日数の増加、修正回数の増加
といった品質リスクの回避を目的として具体的な改善策を検討する。
3.3 リスクヘッジ施策の有効性の評価
3.2 で検討したリスクヘッジ施策に対して、有効性と実現性を調査するために、ソフトウェア
開発者へのアンケートを実施する。
4. 実施結果
4.1 品質リスクとソースコードメトリクスとの関係性分析結果
ソースコードメトリクスを説明変数、品質リスクのメトリクス（修正回数、修正延べ日数、平
均修正日数）を目的変数として、それぞれの品質リスクについて回帰木分析を行った[5]（CARTア
ルゴリズムを使用）。更に、得られたセグメント（Node）間で品質リスクの値に有意な差がある
かを、一元配置分散分析により検定した。
(1) 修正回数は、インパクトスケール(変動値)≧0.827 かつインパクトスケール(絶対値)≧
22.657 のときに多くなる(図 4 の Node7)。
Node7 と Node3 は 0 を跨いでいないので、有意な組み合わせである(図５の Node7-3)。

図４ 修正回数とインパクトスケールの回帰木分析
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Node4-3
Node6-3
Node7-3
Node6-4
Node7-4
Node7-6
０

図５ 修正回数との一元配置分散分析

(2) 修正延べ日数は、インパクトスケール(変動値)≧0.827 かつインパクトスケール(絶対値)≧
23.296 のときに長くなる(図６の Node5)。
Node5 と Node2 は 0 を跨いでいないので、有意な組み合わせである(図７の Node5-2)。

図６ 修正延べ日数とインパクトスケールの回帰木分析

Node4-2

Node5-2

Node5-4

０

図７ 修正延べ日数との一元配置分散分析
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(3) 平均修正日数についてはソースコードメトリクスとの有効な関係は見られなかった。
上記(1)と(2)で示したように、インパクトスケールが開発中に増加し一定値を超えた場合に、
そのファイルで発生する修正回数や修正日数が増加するという傾向が見られた。
また、この分析結果について以下の観点で有効性の検証を行い、有効性を確認できた。これら
の適合率と再現率は、文献[6]のそれと同等の水準であることなどから、一定の有効性が得られ
たものといえる。
・ 上記(1)と(2)から求めたファイルと、開発現場の実プロジェクトが品質担保のためにとっ
た別施策との比較検証を行った。結果として、開発現場の品質向上施策で検出した問題の
修正ファイルは、メトリクスからリスクのあるファイルとして抽出したファイルにすべて
含まれていた。つまり、提案手法により再現率 100%で品質問題が発生するファイルを特
定できたと言える。
・ (1)について「修正回数が 3 回以上のファイル」を高リスクファイルと仮定した場合の適
合率、再現率を求めたところ、適合率 46%(7/15)、再現率 63%(7/11)となり、正解の網羅
性を表す再現率が高かった。
・ (2)について「修正延べ日数が 30 日以上のファイル」を高リスクファイルと仮定した場合
の適合率、再現率を求めたところ、適合率 71%(10/14)、再現率 48%(10/21)となり、ノイ
ズの少なさを表す適合率が高かった。
4.2 ソースコードメトリクスを用いた品質リスクのリスクヘッジ施策
4.1 の分析結果から、インパクトスケールの絶対値、変動値が一定以上を超えると修正回数、
修正延べ日数が増加する品質リスクが高まることが分かった。このことからインパクトスケール
に着目したリスクヘッジ施策について検討を行った。インパクトスケールの特徴からリスクヘッ
ジ施策として検討した施策 No.1 から No.5 を表１に示す。
インパクトスケールの増加を抑止し修正による影響波及を小さくすることで将来の修正回数
および修正延べ日数の増加を抑える方法、影響波及範囲に着目したレビューにより問題を検出す
る方法、インパクトスケールが大きな処理や機能について評価を重点的に実施し早期に問題を検
出し手戻り工数を削減する方法を検討した。
表１ リスクヘッジ施策一覧
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4.3 リスクヘッジ施策の有効性の評価結果
4.2 で示したリスクヘッジ施策について、実プロジェクトでの有効性および実現性を評価する
ため、ソフトウェア開発者 37 名へのアンケートを実施した。各施策の有効性についてのアンケ
ート結果を図８、実現性についてのアンケート結果を図９に示す。有効性についてはどの施策に
ついても大変有効/有効と答えた開発者の合計が全体の 70%前後であり、施策として実施した場
合の有効性は高いと評価する。一方で実現性については No.1、No.2 の施策に対して「できな
い」と答えた人数が「できる」と答えた人数と同程度存在し、これらの施策については実現性に
課題があることがわかった。実施できない主な理由としては、リスクヘッジ施策として実施する
には設計から見直す必要があり再試験も必要であることから実施に大きな工数が発生すること、
再設計を実施するスキルを有した開発者が限られるといった理由が挙げられている。この課題を
解決するために、再設計/再試験の工数を削減し、なおかつ開発者のスキルに依存しない施策の
強化が必要である｡この点はアジャイル型開発で用いられるプラクティスである「自動化された
回帰テスト」を実施することで再試験の工数を下げることや、ソースコード解析ツールを使用し
てソフトウェア構造を容易に把握し再設計の難易度を下げる等、従来の開発プロセス、開発手法
の革新が必要である。

図８ 有効性に関するアンケート結果

図９ 実現性に関するアンケート結果

5. 関連研究
ソフトウェア開発において、卓越したエンジニアがいればできるという時代のコード量は
100K-400K だったのに対して、近年、世界中のエンジニアが実装する OSS の世界、そして車の
自動運転、繋がる世界を実現するソフトウェアのコード量は 10M/50M、100M （LoC）という膨
大な量となっている。この量になると、従来のコードレビューといった属人性の高い手法が適
用できなくなることからコードの静的解析ツールやテスト自動生成などの手法が主流となりつ
つあり、品質に関する研究も多数でている。例えば、コードメトリクスに関して、再利用に関
する研究[7]、コードレビュ―のリファレンスとしての研究[8]、保守・支援に関する研究[9] があ
げられる。 また、アジャイル開発に関するメトリクスの研究も年々進化している[10] 。しかし
ながら、これらはいずれも開発計画時、コードレビュー、保守工程での活用事例であり、ひと
つの開発サイクルの中でテスト工程と連携したコードメトリクスを有効に活用した品質・生産
性の向上を言及しておらず、本稿の課題としてあげた豊富なコードメトリクスという有効なデ
ータがあるにもかかわらず「開発現場に定着しない」という問題を解決するものではなかっ
た。
6. まとめ(効果)と考察
本稿では、修正によるソースコード劣化を複数のメトリクスから求め、これと品質リスク(修
正回数や修正日数)との関係性を分析した。その結果インパクトスケールが開発中に増加し一定
値を超えた場合に、そのファイルで発生する修正回数や修正日数が増加することが分かった。ま
7
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た、品質リスクへの具体的な施策を開発現場に提案し、開発者にアンケートを取ることで有効
性、実現性の検証を実施した。その結果、提示した 5 種類の施策については有効性が高いと判断
された一方、そのうち 2 種類(コードやデータ再設計)については、工数やスキルの観点から実現
に向けての課題が大きいことも判明した。
我々の目標はソースコードメトリクスを監視することでいち早く品質リスクを検出するととも
に、このリスクに対して開発者の対応方法を「リスクヘッジ手法」として明確にすることで、早
期にソースコードの品質改善を行うことである。この目標に向けて今後は、品質リスクの予測を
リスクヘッジが可能なタイミングで提供するために、ソースコードメトリクス測定環境で品質リ
スクと関連するメトリクスの監視、レポート機能を強化していく。またリスクヘッジ手法の確立
に向けて施策の検討、効果測定を継続的に実施する予定である。
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