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Abstract

本論文では, 反復の並行性を認めたインクリメンタル・
イテラティブ開発プロセスを対象に, 設計レビュー以降
に発見された設計欠陥が後続反復へ与える影響を考慮し
た, 最終ソフトウェア製品の提供期間予測モデルを提案
する. まず, 予測モデル構築にあたっての前提条件を整
理し, これに基づいて予測モデルを定式化した. 次に, 仮
想プロジェクトの開発計画を設定し, これに本予測モデ
ルを適用して最終ソフトウェア製品の提供期間を算出し
た. さらに, 設計工程の品質, 設計レビュー工程の品質
および反復の重複率を変動させて感度分析を行い, 仮想
プロジェクトの提供期間の変動を分析した. 本予測モデ
ルを用いることで, 設計工程および設計レビュー工程の
品質に応じて, 提供期間を最短とする反復の並行化方法
を求めることができる.

1 はじめに

近年, スパイラルモデル [1] を源流とするインクリメン
タル・イテラティブ開発プロセスが, 多くのソフトウェ
ア開発プロジェクトに適用されている. インクリメンタ
ル・イテラティブ開発プロセスは, イテレーション（以
降, 反復と呼ぶ）間での統合作業が発生するため, 全体
の作業工数はウォーターフォール型開発プロセスより増
加するといった欠点がある [2][3]. しかし, 開発に伴う潜
在リスクを実行コードにより順次確認できる [4], 反復の
並行化によって最終ソフトウェア製品の提供期間を短縮
できる [5], プロジェクト全体の作業負荷を平準化できる
[5], 仕様変更に対応しやすいなど多くの利点がある.

インクリメンタル・イテラティブ開発プロセスに適用で
きる工数見積りおよび提供期間予測モデルとして, CO-
COMO (Constructive Cost Model) II[6] がある. CO-
COMO II を適用する際には, 反復間の統合による追加
工数を考慮したうえで全体の工数を見積もる. この見積
り工数を, 各反復の計画規模に応じて配分することで, 工
数および最終ソフトウェア製品の提供期間を予測する.
しかしこれは, 次に述べる欠陥修正および仕様変更の影

響を十分に考慮したモデルにはなっていない.

後続反復の開始時刻以降に先行反復で欠陥が発見され,
その欠陥が後続反復に影響を及ぼすものであった場合,
その欠陥に起因する追加の変更作業が後続反復において
必要となる. また, 先行反復終了後のソフトウェア試用
時に仕様変更が生じた場合にも, 同様の変更作業が後続
反復において必要となる. 一般に, 進捗が進んでいるほ
ど手戻りが多くなるため, 変更作業の工数は反復の進捗
度に応じて増大する. その結果, 後続反復の開発期間が
長くなり, その影響が連鎖的にさらに後続の反復へと影
響する. この影響が反復ごとに積み重なり, 最終ソフト
ウェア製品の提供期間は当初の計画よりも長くなる.

本研究の目的は, 以上に述べた変更作業によるリスク要
因を考慮した最終ソフトウェア製品の提供期間を予測す
ることにより, 提供期間を最短とする反復の並行化方法
を求めることである. 本論文では, 反復の並行性を認め
たインクリメンタル・イテラティブ開発プロセスにおい
て, 設計工程で作り込んだ欠陥（設計欠陥と呼ぶ）のう
ち設計レビューで摘出されなかった設計欠陥（潜在設計
欠陥と呼ぶ）が後続反復に与える影響を考慮した, 最終
ソフトウェア製品の提供期間予測モデルを提案する. こ
こで設計欠陥とは, 例えばアーキテクチャの変更や状態
空間の設計漏れなど, 設計工程が終了した後に行われる
設計上の変更を意味する.

以降では, まず, モデル構築にあたっての前提条件を整理
する. この前提条件に基づき, ソフトウェア提供期間の
予測モデルを定式化する. 本予測モデルを仮想プロジェ
クトに適用し, 最終ソフトウェア製品の提供期間を算出
する. また, 予測モデルのパラメータを変動させて感度
分析を行い, パラメータの各組合せに応じて提供期間を
最短とする反復の並行化方法を求める.

2 準備

ここでは, 予測モデルを定式化するうえでの準備として,
本研究が対象としている開発プロセス, 予測モデルの前

1



提条件および記号の定義について述べる.

2.1 インクリメンタル・イテラティブ開発プロセス

インクリメンタル開発とは, システム全体の一部分を少
しずつ追加しながら開発することを意味する. 一方, イ
テラティブ開発とは, 分析から実装およびテストにいた
る一連のプロセス（イテレーション, 反復）を繰り返し
実施しながら開発することを意味する. 両者の特徴を併
せ持った開発プロセスを, 一般に, インクリメンタル・イ
テラティブ開発プロセスと呼ぶ. とくに本研究では, 複
数の反復を並行して実施できる開発プロセスを対象とし
ている.

本研究が対象とするインクリメンタル・イテラティブ開
発プロセスの概略を図 1 に示す. 以下に, その概要を説
明する.

図 1 において, 反復 1 の開始前に, 最終ソフトウェア製
品に対するすべての要求事項を, どの反復で, 何回の反
復で開発するかの開発戦略を立案する. 反復 1 では, 最
終ソフトウェア製品に対する要求に基づいて基本アーキ
テクチャを設計するとともに, 反復 1 に対する要求事項
に基づく設計・実装・テストを行う. 各反復の成果物と
先行反復までの成果物を統合したものを, 本論文では中
間ソフトウェアと呼ぶ. 反復 2 以降では, 依存関係にあ
る先行反復の設計仕様または中間ソフトウェア, ならび
に当該反復に対する要求事項に基づく設計・実装・テス
トを行う. さらに, 先行反復までに作成された中間ソフ
トウェアに対して, 当該反復の増分を統合する.

各反復は, ウォーターフォール型開発プロセスによって
実施されるものとする. 各反復は, 2.2 節で述べる前提条
件を満たしていれば, 並行して実施できる. また, 動作可
能な中間ソフトウェアであれば, 顧客によって試用され
る場合がある. このような複数の反復を経ることによっ
て, 最終ソフトウェア製品が出荷される.

MBASE (Model-Based Architecting and Software
Engineering)[7] や RUP (Rational Uni¯ed Process)[8]
は, 本研究が対象としている開発プロセスであるといえ
る. 軽量開発プロセスと呼ばれるような, 各イテレーショ
ン内に明確な工程を持たない開発プロセスは対象として
いない.

2.2 予測モデルの前提条件

ソフトウェア提供期間予測モデルを作成するにあたって
の, 前提条件を以下に示す.

1. 反復間には, 設計仕様に関して, 先行反復から後続
反復への一方向の依存関係がある. ただし, 依存関
係のない反復が存在してもよい. また, 依存関係に
は強度があり, これを本論文では反復間の依存度と
呼ぶ.

2. 後続反復を開始できるのは, 依存関係にある先行反
復のマイルストーン CDR (Critical Design Review)
終了後である. 反復間に依存関係がない場合は, そ
れらは同時刻に開始してもよい.

3. 潜在設計欠陥は, それが作り込まれた反復内で発見
される.

4. ある反復内で発見された潜在設計欠陥は, その反復
内において修正される. すなわち, 後続の反復にお
いて修正されることはない. またその工数は, あら
かじめ反復の開発期間として見積もられているもの
とする.

5. 先行反復において潜在設計欠陥が発見された場合,
その反復と依存関係にある後続反復において変更作
業が生じる.

6. ある反復内で発見された潜在設計欠陥は, 修正され
ると同時に, 依存関係にある後続反復において変更
作業が直ちに開始される.

7. 変更作業量は, 依存度および反復の進捗度に応じて
増大する.

8. 変更作業によって, 新たな設計欠陥は作り込まれない.
9. 後続反復は, 先行反復よりも後に終了する.

10. 並行して実施される反復には, 異なる資源（要員な
ど）の割り当てが可能である.

11. ある先行反復と依存関係にある後続反復において,
依存度が最大 (100%) と仮定した場合に, 後続反復
の進捗度が最大 (100%) の時点で先行反復の潜在設
計欠陥が発見されたとする. これに起因する変更作
業量を, 本論文では最大変更作業量と呼ぶ. 予測モ
デルでは, 最大変更作業量の平均値をパラメータと
して用いる.

前提条件 11に関して補足する. 例えばオブジェクト指向
ソフトウェア開発において, 先行反復で設計されたクラ
スの潜在設計欠陥が発見された場合を考える. このとき,
その欠陥に対する修正を後続反復の終了直前に行う場合
に, 継承関係にある依存度の強いクラスを修正する場合
と, 集約関係にある依存度の弱いクラスを修正する場合
では, 最大変更作業量は大きく異なる. したがって, 最大
変更作業量を確率変数とみなし, 何らかの分布に従って
いると仮定することができる. しかし本論文では, 予測
モデルの複雑化を回避するために, 最大変更作業量の平
均値を予測モデルのパラメータとしている.

2.3 記号の定義

以下に, 本論文で使用する主な記号を定義する.

² N : 計画された反復数.

² Iteri: 第 i番目の反復.(1 · i · N)

² Duri: Iteri の開発期間の計画値（月）.

² TSi: Iteri の開始時刻の計画値（月）.
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図 1. 対象とするインクリメンタル・イテラティブ開発プロセスの概略

² TEi: Iteri の終了時刻の計画値（月）.

² TCDRi: Iteri の CDR 終了時刻の計画値（月）.

² Sizei: Iteri で実装するソフトウェアの見積り規模
（KSLOC: Kilo Source Lines of Code）.

² DDDi (Design Defects Density): Iteri において
TCDRi までに作り込まれる設計欠陥の密度（設計
欠陥数/KSLOC）.

² DDYi (Design Defects Yield): Iteri における
TCDRi 時点の設計欠陥摘出率（CDR までに除去
した設計欠陥数/全設計欠陥数）.

² UDDi (Unremoved Design Defects): Iteri におけ
る TCDRi 以降の潜在設計欠陥数の推定値.

² Dik: Iteri において TCDRi 以降に発見された第 k
番目の潜在設計欠陥.

² TDik: Dik の発生時刻（月）.

² IDN (Iteration Dependency Network): イテレー
ションの依存関係を表す有向ネットワーク.

² wij : Iteri の Iterj に対する依存度 (0 · wij · 1).

² Ci(t): 時刻 tにおける Iteri の進捗度 (0 · Ci(t) ·
1).

² TWmax ij:: Dik(1 · k · UDDi) の Iterj に対する
最大変更作業量の平均値（月）.

² ¢TWijk: Dik によって生じる Iterj における変更
作業量（月）.

3 提供期間予測モデル

2.2 節の前提条件に基づいて, ソフトウェアの提供期間予
測モデルを以下に定式化する.

3.1 反復の開発期間

Duri を見積もる手法は任意でよいが, ここでは, CO-
COMO II ポストアーキテクチャモデル [6] を用いる方
法を述べる. COCOMO II では, 式 (1) を用いて Duri
を見積もる.

Duri = 3:67£ PM (0:28+0:2£(E¡0:91)) (1)

PMi = 2:94£ SizeiE £
17Y

m=1

EMm (2)

E = 0:91 + 0:01£
5X

n=1

SFn (3)

ここで, PMi (Person Month) は Iteri の見積り工数を
表しており, 単位は人月である. EMm と SFn は, それ
ぞれ COCOMO II に定められた工数乗数と規模要因で
ある.

TSi に関して, TS1＝ 0 とする. TSi(2 · i · N) の初期
値は, プロジェクト計画者が設定する. TEi の初期値は
TEi = TSi +Duri によって与えられる.

TCDRi は, プロジェクト計画者が Duri に基づいて任
意に設定するか, または Duri に工程間の時間比率を乗
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じて設定する. なお, 前提条件 2 より, wij < 0 のとき
TCDRi · TSj(i < j) を満たしていなければならない.

3.7 節で述べる予測モデルにより, Duri, TSi, TEi およ
び TCDRi の初期値は, 潜在設計欠陥の影響によって順
次更新される. 更新後の値をそれぞれ Dur0i, TS

0
i, TE

0
i

および TCDR0i で表す.

3.2 潜在設計欠陥数

UDDi は, ソフトウェアの見積り規模, 設計欠陥密度お
よび CDR での欠陥未摘出率の積, すなわち, 式 (4) によ
り与えられる.

UDDi = Sizei £DDDi £ (1¡DDYi) (4)

DDYi について, 作り込まれた設計欠陥を CDR におい
てすべて除去することは一般に困難である. TSP (Team
Software Process) のような欠陥の早期除去を指向した
プロセスの場合でも, コンパイル前の欠陥摘出率1 の目
標値を 75%以上としている [9]. またDDDi に関連して,
TSP では, 詳細設計における欠陥作込み率2 の目標値を
2.0 個/時以下としている [9]. これらの値を参考に, ある
いは組織の実績データに基づいて, DDYi およびDDDi
の値を設定し, UDDi を求める.

3.3 潜在設計欠陥の発見時刻

前提条件 3 および 4 より, Iteri の潜在設計欠陥は,
TCDRi から TEi の間にすべて発見・修正される. ま
た, 前提条件 6 および 7 より, 変更作業量はある反復の
進捗度による影響を受ける. 進捗度は時刻によって異な
るため, ある反復における変更作業量を算出するために
は, 依存関係にある先行反復における UDDi 個の潜在設
計欠陥について, それぞれが発見される時刻を何らかの
仮定に基づいて与える必要がある.

本論文では, TCDRi 以降の時刻 tにおける潜在設計欠
陥の発見率を, 形状パラメータm > 1 のワイブル分布に
従うものとする. その理由として, ソフトウェア信頼度
成長モデルの研究 [10] から明らかなように, テスト工程
の終盤では欠陥の発見が困難になるためである. また,
ワイブル分布は, 形状パラメータmの値により様々な分
布に適用できることと, 実際のデータからパラメータを
推定することが容易であるため, 実用的な観点から適用
しやすい [11].

TCDRi 以降の時刻 t における潜在設計欠陥の発見率
Fi(t)を, ワイブル分布の累積分布関数を用いて式 (5)に,
そのグラフを図 2 に示す.

1 コンパイル前に作り込んだ欠陥数に対するコンパイル前に除去し
た欠陥数の比率.

2 1 時間あたりに詳細設計工程で作り込んだ設計欠陥数.

図 2. 潜在設計欠陥の発見時刻の与え方

Fi(t) = 1¡ exp
³
¡(t¡ °i)mi

t0¢i

´
(5)

ここで, mi は形状パラメータ, t0¢i は尺度パラメータ, °i
は位置パラメータである.

Iteri における潜在設計欠陥の発見時刻 TDik (1 · k ·
UDDi) は, 図 2に示したように, TCDRi から TEi まで
を区間とした式 (5) の累積分布グラフにおいて, 累積確
率が k=UDDi と等しい値をとる時刻とする. すなわち,

Fi(TDik) =
k

UDDi
(6)

となる TDik を求める. ただし, limt!1 Fi(t) = 1 であ
るため, 例えば Fi(TEi ¡ TCDRi) = 0:995 となるよう
に区間を与える必要がある.

3.4 反復間の依存関係

前提条件 1 に基づき, 反復間の依存関係を有向ネット
ワークを用いて表現できる. すなわち, 反復の集合 V =
fIteri j 1 · i · Ngと, 反復間の依存関係を表す枝 eij
の集合 E = feij j 1 · (i; j) · N; i＜ jgについて, eij
に重み wij を対応させる実数値関数 w : E 7! Rで表す.
この場合, 反復間の依存関係は有向ネットワーク

IDN = (V; E; w) (7)

で表される.

3.5 反復の進捗度

一般に, プロジェクトの進捗状況を追跡する際には,
EVMS (Earned Value Management System)[12]が用い
られる. EVMS では, 計画された個々の作業単位（ワー
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図 3. 開発計画ベースラインと獲得価値

クパッケージ）に対して計画価値 (PV: Planned Value)
をあらかじめ与えておき, 各ワークパッケージの完了時
刻を計画することで, 開発計画ベースラインを立案する.
プロジェクト開始後, ある時刻までに完了したワークパッ
ケージの PVを累積して, 獲得価値 (EV: Earned Value)
を算出する. 同時に, 実コストを追跡することで進捗を
管理する. 図 3 に, 開発計画ベースライン, EV および実
コストとの関係を示す.

開発計画ベースラインおよび EVのグラフが描く形状は,
PV および EV の評価方法によって異なるが, 一般に, S
字曲線を描くといわれている. 文献 [13] では, 機能性の
実現度に着目し進捗を追跡した結果, EV グラフが S 字
曲線を描いた事例が報告されている. このことから, 本
研究では, 開発計画ベースラインのグラフをロジスティッ
ク曲線で表現し, 反復の進捗度の算出に用いる.

時刻 tにおける Iteri の進捗度 Ci(t) は, ロジスティック
曲線を用いると式 (8) によって与えられる.

Ci(t) =
1

1 + ci ¢ exp (¡bit)
(8)

ここで, bi, ci は開発計画ベースラインのグラフを特徴づ
けるパラメータである.

3.6 後続反復における変更作業量

前提条件 7 および 11 に基づき, 後続反復における変更
作業量を, 反復間の依存度, 潜在設計欠陥の発見時にお
ける反復の進捗度および Iterj に対する最大変更作業量
の平均値の積で与える. すなわち,

¢TWijk = TWmax ij: ¢ Cj(TDik) ¢ wij ¢ ²ijk (9)

ここで,

²ijk =

(
1 if TSj < TDik < TEj
0 otherwise

である.

3.7 提供期間予測モデル

以上に基づき, ソフトウェア提供期間予測モデルを定式
化する. 任意の n (2 · n · N) について, 更新後の提供
期間 TE0n を式 (10) から式 (13) により与える.

TE0n = TS0n +Dur0n (10)
TS0n = TCDR0n¡1

+(TSn ¡ TCDRn¡1) (11)
TCDR0n = TS0n + (TCDRn ¡ TSn)

+
n¡1X

i=1

UDDiX

k=1

¢TWijk ¢ ±ink (12)

Dur0n = Durn +
n¡1X

i=1

UDDiX

k=1

¢TWijk (13)

ここで,

±ink =

(
1 if TSn < TDik < TCDRn
0 otherwise

である. また, TCDR01 = TCDR1 である.

式 (11) において, TS0n に TSn¡TCDRn¡1 を加算して
いるのは, 潜在設計欠陥の影響を考慮する前に計画され
た TSn と TCDRn¡1 との差異を, 更新後の TS0n に反
映させるためである. ただし, この値はプロジェクト計
画者が任意に設定し直してもよい.

3.8 提供期間の算出手順

最終ソフトウェア製品の提供期間の算出手順を以下に
示す.

step 1 開発戦略を立案する.
プロジェクト計画者が, N , Sizei を設定する. そ
の後, COCOMO II などを用いて Duri, TSi, TEi,
TCDRi を計画する. すなわち wij を与える. また,
反復間の依存関係を考慮して IDN を設定する. な
お, 提供期間の算出時の都合上, TSi < TSj(i < j)
となるよう反復を並べ替える.
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表 1. 仮想プロジェクトの開発計画

反復 Size TS TE TCDR Dur
1 43.5 0 16.90 13.40 16.90
2 31.7 13.40 22.40 19.20 9.00
3 36.9 19.20 28.60 25.00 9.40

step 2 パラメータを設定する.
プロジェクト計画者が, 設計欠陥に関するパラメー
タDDDi およびDDYi を設定し, UDDi を求める.
また, 式 (5) における m, t0, °, 式 (8) における bi,
ci および式 (9) における TWmax ij: を設定する.

step 3 変更作業量を算出する.
各反復において潜在設計欠陥を式 (5) に基づいて擬
似的に発生させる. 式 (6) を満たす TDik を求め,
これを各欠陥の発生時刻とする. その後, 式 (9) に
より ¢TWijk を求める (1 · (i; j) · N; i < j; 1 ·
k · UDDi).

step 4 ソフトウェア提供期間を算出する.
式 (10) から式 (13) を, nを 2 から N まで変化させ
て順に算出し, 最終ソフトウェア製品の提供期間を
式 (10) により算出する.

4 提供期間の予測例

提案した予測モデルを用いて, ある仮想プロジェクトの
最終ソフトウェア製品の提供期間を予測する. また, 感
度分析を行い, パラメータの組合せに応じて提供期間を
最短とする反復の並行化方法を求める.

4.1 仮想プロジェクトの設定

表 1 は, MBASE の開発プロセスを対象に, COCOMO
IIを用いて開発計画を立案した例を, 文献 [6]から引用し
たものである. この例では反復数が 3となっているが, 本
予測モデルではとくに反復数に制約を設けていない. 表
1のうち, TCDR1 と TCDR2 については, 著者らがそれ
ぞれ TS2 と TS3 と等しい値を設定した. また, TCDR3
は著者らが任意の値を設定したが, これは最終反復の値
であるため, 提供期間を算出するうえで影響はない.

潜在設計欠陥数, 潜在設計欠陥の発見時刻および反復の
進捗度に関するパラメータとして, 表 2の値を与えた. こ
こで Itern における t0¢n の値は, 先行反復で発見された
設計欠陥に起因する変更作業量を加算したうえで, 式 5
において Fn(TEn ¡ TCDRn) = 0:995 となるようにパ
ラメータ推定した値である. また, wij は 0.8, TWmax ij:
は 0.1 に一律に設定した (1 · (i; j) · 3; i < j).

表 2. 仮想プロジェクトのパラメータ

設計欠陥 欠陥発見時刻 進捗度

反復 DDD DDY m t0 ° b c
1 3.0 0.8 1.5 1.24 1.0 0.6 40
2 3.0 0.8 1.5 1.08 1.0 1.0 40
3 3.0 0.8 1.5 1.29 1.0 1.1 40

表 3. 提供期間の算出結果

反復 TS TE TCDR Dur UDD
1 0 16.90 13.40 16.90 25
2 13.40 24.39 21.19 10.99 18
3 21.19 32.03 28.43 10.84 21

4.2 提供期間の算出結果

本仮想プロジェクトを対象に, 最終ソフトウェア製品の
提供期間を算出した. その結果を表 3 に示す. 表 1 の反
復 3 における TE の値は 28.60ヶ月であったが, 本予測
モデルによって算出された提供期間は 32.03ヶ月であり,
3.4ヶ月の遅れが生じると予測している.

ここで, 表 2 に示した初期条件のうち, 各反復の設計欠
陥に関するパラメータを, 一例として (DDD;DDY ) =
(5:0; 0:6) へと変更する. この条件における提供期間の算
出結果を表 4に示す. この条件下では提供期間が 40.39ヶ
月となり, 表 1 の当初計画に比べて 11.8ヶ月, 表 3 に比
べて 8.4ヶ月の遅れが生じると予測している. これは, 設
計工程の品質 (DDD) および設計レビュー工程の品質
(DDY ) が低下して潜在設計欠陥数が多くなることで,
最終ソフトウェア製品の提供期間が大幅に遅くなること
を表している.

4.3 設計欠陥に関する感度分析

4.2 節で一例を示したように, 最終ソフトウェア製品の提
供期間は, 予測モデルのパラメータの値によって大きく
異なる. 以降では, 設計欠陥密度, 設計欠陥摘出率および
反復間の重複率について, それぞれ値を変化させた場合
の提供期間の変化を示す.

表 4. 提供期間の算出結果（設計欠陥の条件を変更）

反復 TS TE TCDR Dur UDD
1 0 16.90 13.40 16.90 86
2 13.40 29.23 26.03 15.83 62
3 26.03 40.39 36.79 14.36 72
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図 4. 設計欠陥に関する感度分析

図 4 に, 設計欠陥密度と設計欠陥摘出率に関する感度分
析の結果を示す. 図 4 より, DDDが増加するにつれて
提供期間は線形に増加しており, DDY が低いほどその
増加率が大きいことがわかる. また, 設計工程の品質と
設計レビュー工程の品質がいずれも高い水準であれば,
開発期間の遅延は比較的小さく抑えられることを示して
いる. 例えば, 図 4 において (DDD; DDY ) = (1:0; 0:9)
の提供期間は 29.2ヶ月であり, 表 1 の初期計画と比べて
0.6ヶ月の遅延に抑えられている.

4.4 反復の重複率に関する感度分析

次に, 反復の重複率を変化させた場合の感度分析を行う.
反復 nの反復 n¡ 1 に対する重複率 OLn(OverLap) を,
式 (14) で与える.

OLn =
TEn¡1 ¡ TSn

TEn¡1 ¡ TCDRn¡1
(14)

ただし, wn¢n¡1 > 0; 2 · n · N とする.

OLn = 1 は, TCDRn¡1 と同時刻に Itern が開始される
ことを表している. また, OLn = 0 は, TEn¡1 と同時刻
に Itern が開始されることを表している. 例えば, 表 1
の開発計画では, Iter2 および Iter3 の重複率はいずれも
1 である.

図 5 と図 6 に, DDD がそれぞれ 3.0 と 10.0 の場合の,
反復の重複率に関する感度分析の結果を示す. ここで,
図中の反復率は OL2 = OL3 としている. DDDおよび
DDY の値の組合せによって描かれる各グラフにおいて,
提供期間を最短とする重複率が, 求める反復の並行化方
法である. この重複率に基づいて反復を並行化すれば,
最短で最終ソフトウェア製品を提供できると予想される.

これらの図は, 本仮想プロジェクトにおいて, DDY が低
い場合に反復の重複率を高めると初期計画よりもかえっ
て提供期間が遅延する場合があるが, DDY が高い場合

図 5. 反復の重複率に関する感度分析 (DDD = 3:0)

図 6. 反復の重複率に関する感度分析 (DDD = 10:0)

には, 反復の重複率を高めることで提供期間が短縮でき
ることを示している. しかし, DDDが高い場合には, 重
複率が高いからといって提供期間が最短にならないこと
も示している. また, 重複率が低い (0.2 以下) 場合は, 後
続反復が開始される前にほとんどの潜在設計欠陥が先行
反復で取り除かれているため, DDY の値による差異が
ほとんど現れていない.

5 考察

一般に, プロセスを改善すれば, プロダクトの品質が向
上するとともに, 提供期間およびコストについても改善
できると考えられている. 本論文では, プロセス改善に
より設計工程の品質および設計レビュー工程の品質を向
上させれば, 提供期間が短縮できることを数理モデルに
より示すことができた. また, 反復を並行化させること
によって, 提供期間をさらに短縮化できる可能性がある
ことを示すことができた.
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設計工程の品質および設計レビュー工程の品質が低い場
合に, 提供期間が遅延することは一般に推測できること
である. 本予測モデルを用いることで, これら工程の品
質がどの程度の場合に, どの程度の遅延が生じるのかを
求めることができる. これは, プロジェクトの開発計画
を立案する際に有益な情報になると考えられる.

本予測モデルで用いるパラメータは, 設計欠陥, 反復間の
依存度および反復の進捗度の 3 つに分類できる. これら
のうち, 設計欠陥に関しては, さらに, 欠陥密度, 設計レ
ビュー時の欠陥摘出率, 設計レビュー以降の欠陥発見時
刻および変更作業量の 4 つのメトリクスに分類できる.
これらの測定値を実プロジェクトで収集することは, メ
トリクスプログラムを導入している組織であれば比較的
容易であると考えられる. 実プロジェクトのデータを用
いてパラメータ推定することにより, 本予測モデルを実
プロジェクトの開発計画時に活用できると考えられる.

設計工程の品質および設計レビュー工程の品質を改善す
るためには, 一般に, それぞれの工程において追加の工
数を伴う. 本予測モデルでは, この追加工数の増加を考
慮したモデルとなっていない. したがって, これらの工
程の品質を改善した場合に, 本論文で示した感度分析の
結果よりも提供期間が長くなる可能性がある. しかし,
生産性の低下を伴わずに品質を向上させることも不可能
ではない [14]. そのようなプロセス改善を行うことがで
きれば, 本予測モデルによる感度分析の結果に近い提供
期間が実現できると考えられる.

本予測モデルの前提条件には, 実プロジェクトに即して
いないものがある. 例えば前提条件 10 について, 実プロ
ジェクトでは投入できる要員数が大きな制約となる. ま
た, 本予測モデルでは各反復に遅延を生じさせるモデル
となっているが, 一般にタイムボックス型と呼ばれるよ
うな, 各反復での遅延を認めない開発プロセスも存在す
る. 今後, これらの条件を本予測モデルに取り込み, より
実情に合った予測モデルへと発展させる必要がある.

6 おわりに

本論文では, 反復の並行性を認めたインクリメンタル・
イテラティブ開発プロセスを対象に, 設計レビュー以降
に発見された設計欠陥が後続反復へ与える影響を考慮し
た, 最終ソフトウェア製品の提供期間予測モデルを提案
した. 本モデルを仮想プロジェクトに適用して提供期間
を予測し, 感度分析を行った. その結果, 設計工程の品質
および設計レビュー工程の品質に応じて, 提供期間を最
短とする反復の並行化方法を求められることを示した.

本予測モデルを構成する分布モデルおよびパラメータは,
いずれも仮説に基づいたものである. 今後, 実プロジェ
クトのデータを収集するなどして, これらの推定を行う
必要がある. また, 対象とする開発プロセスおよび前提
条件を緩和させることで, 様々な開発プロセスモデルに

対する提供期間予測へと発展させたい.
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