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プロセス改善の自己観測による
仕様記述手法有効性体験コースの実施
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であるという実体験がないため、他の授業では教えら

学生はプログラミング教育において、最終的に提出

れた方法よりも自己流の方法で課題を解いてしまう。

するプログラムにばかり注目している。授業でレビュー

また、教えられた方法の効果が客観的に示されないた

の大切さや、プログラムを書く前に仕様を書くことが

め、自身の開発手順を改善しずらい。

重要であると教えても、授業のプログラム課題で実践

3

実験の概要

されることは少ない。むしろ、レビューや仕様作成を
学部 3 年生の 2003 年度後期後半の授業で実施した。

することで効率が落ちると考えている学生もいる。し
かし、個人レベルの開発でもレビューや仕様記述等の
手法を適用することで、プログラムの品質、開発効率
の改善が開発手順の自己観測記録から示せすことが出
来る [2]。授業で教える手法の有効性を示せれば、学生
も教えた手法を使うのではないかと考え、我々は手法
の重要性を体験するためのコースを提案した [3] 。本
稿では、提案したコースの実施を通して効率・品質が
改善された自己観測データが得られるか否か、実施に

法、レビューを段階的に教えた。課題は毎回出し、原
則として講師陣の指示にしたがってウォーターフォー
ルプロセスで開発してもらい、その中で仕様記述が効
果的になるように開発手順上で仕様記述を書く時を指
示した。仕様書、最終成果物であるプログラムと自己
観測結果を原則 1 週間の期限で提出してもらった。授
業に掛けれるのは 6 週間あり、最後の 1 回は分析した
データを学生に提示した。4 回目と 5 回目に冬休みを

際しての問題点は何かを明らかにした。
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一週間に一回の授業で、開発の自己観測法、仕様記述

挟んだ。38 人が受講した。

従来型課題の問題点

4

仕様記述

講師がプログラミングや仕様化の手法を教え、課題
を出し、提出された成果物のみで理解度を評価する方
法は以下の問題点がある。

• 学生は自分の開発能力を客観的に知る事ができな
いため、教えられた方法を適切に使うための改善
を行いにくい

• 教えられた方法を他の演習でどう適用すれば効果
的かわからない、適用したところで有効であると
いう確信が持てない

提案したコース [3] では形式的仕様記述の一つである
VDM-SL[1] の利用を想定しているが、受講者は形式
記述の訓練を十分には受けていない。そこで VDM-SL
や Z 等に共通的に見られる記述要素を形式に拘らず利
用した。具体的には抽象的なデータ型、データ型の不
変条件、関数とその引数・返り値の定義、事前事後条
件の記述である。
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課題を通して教えられたプログラミングや仕様化の手
法は覚えることは可能である。しかし、それらが有効
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作業手順と自己観測支援ツール
図 1 に各課題で記録するべきデータと作業手順を

データフロー図で示す。自己観測記録は紙と鉛筆、ス
トップウォッチがあれば可能だが、そのように記録を
取るのは開発者にとって大きな負担となるため、記録
の支援ツールを提供した。既存のツールも多々存在す
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6.2

problem statement
(requirements)
design
design
document

design review

本コースの有効性

time log

表 2: 今回行った計測活動について手法の有効性を知

time log

るためには?

人数

design defect log

必要である

coding
source codes

time log

code review

あっても良い

time log

compile

いらない
むしろ邪魔

time log

executable

1
0

データ提示後、データを全課題を通して記録できた

time log
test
count

10
10

学生にアンケートを行った。表 2 に示されるように否

size

図 1: 作業手順と作業記録の流れ

定的な意見は少ない。少なからず仕様化技法によって

るが、本実験で利用するには機能が多すぎ、利用目的

品質・効率が改善した学生は存在する。コメントとし

も異なるため本実験では利用しなかった。又、ツール

て、「ドキュメントを書くことが良いと授業で聞いた

で記録すれば紙に比べ記録データの解析が容易である。

が、面倒で書いていなかった。しかし、今回書いてみ

図 1 の右の BOX の中が作業記録である。自己観測支援

て初めて有効性が分かった」等、開発の中で手法を体

ツールはその右の BOX を学生自身が開発環境とは独

験させる行為が有効であると取れるコメントを頂いた。

立したツールを使い記録する。ツールが提供する機能
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は次の 2 つである。作業時間を測定する。欠陥を記録す

おわりに
本実験で、有効性を実体験させることは 6.2 節から

る。二つとも動かすトリガーとなるのは利用者である。
作業時間記録は作業する工程を選び、ストップウォッ

完全ではないにしろ効果は表れた。データの質の悪さ

チ∗ を動作させる。作業を止める時、ストップウォッチ

から、客観的に開発活動の変化を示せないケースが多

を止める。欠陥記録は利用者が欠陥を発見したとき、

かった。但し、一部では改善される様が見て取れた。6.1

どの工程で作りこんだかを判断し記録する、ストップ

節のデータの質の問題はこの実験だけでなく、PSP[2]

ウォッチを使い削除出来るまでの時間を測る。

でも同様の問題がある。自己観測記録データの質に関

6

する研究が勧められており、マニュアルで記録するこ

結果と評価

6.1

とはデータの質に問題があることが分かっている。最
近の研究では自己観測記録のためのツールは完全自動

データ記録の問題

表 1: 全課題を通してデータが欠落・矛盾無く記録さ

化の方向に進んでいる。我々も記録を完全自動化した
観測ツールを開発した。2004 年度はそのツールの運用

れたか

実験を実施している。

人数
全課題を通し記録された

21

何らかの欠落、矛盾があった

17
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∗ ストップウォッチは作業時間記録用と欠陥記録用と

2 つある
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