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プロジェクト管理 
プロセス管理 
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7 プロジェクトは成功したが、、、 
出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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ソフトウエアの経年劣化が起きる 

• 保守性が低下した複雑なソフトウエアの問題 
– 可読性が悪い 

 →理解に時間がかかる 
– 影響範囲が分かりにくい 

 →レビューに時間がかかる 
 →テストが多くなる 

– 検証で不具合が多く手戻りが発生する 
– 肥大化した複雑なモジュールの改修は 
エキスパートが必要 
 →次のシステムの基本設計に着手できない 
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製品ライフサイクルに勝つためのソフトウエア 

• 外部品質と内部品質 
– 外部品質とは、不具合抽出状況から製品のリリ
ース判断を行うための管理 

– 内部品質とは、製品開発を繰り返すことで起きる
経年劣化防止のための管理 

• 内部品質が良いとは、良い設計と良いコード 
– 良い設計とは、開発の上流工程（左側）でやるべ
き設計ができている 

– 良いコードとは、読みやすく、設計意図通りに実
装されている＜本日のお話＞ 
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コードの内部品質 
良いコードとは 
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保守性を測定するメトリックスは、従来からある 13 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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コードの内部品質確保の考え方 14 

設計通りで、読みやすいコードは、以下の4つの観点で確認 
ができ、これらは定量化・見える化できる 

複雑な関数が無い 

理解しにくいクラスが無い 

ファイルをコピーしていない 

ソフト構造が設計通り 

設計通りのソフト構造になってい
るか？（Lattixで確認） 

ファイル・モジュールのコピー 
によりロジックが拡散していない
か？（コピーするとメトリックスも
同じ値になる） 

クラスの機能が理解しやすいか？
（凝集度の欠如、他のクラスへの
結合度、クラス内の実行ステップ
数） 

読みやすい関数になっているか？
（ステップ数、複雑度、ネスト） 

コードの複雑さ 

ソフト構造 
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関数の複雑さの判定方法 
 

メトリックスを組み合わせて判定する 

15 



©      

【関数】関数当たりの実コード行（LOC） 16 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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【関数】循環的複雑度（CC） 17 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 



     

【関数】循環的複雑度の例（CC） 18 

CC=5 CC=20 CC=40 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understand blog 
http://understand-jp.blogspot.com/2012/06/ 
blog-post.html 

CC=10 
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【関数】最大ネスト（MN） 19 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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基準値をオーバーしても問題ないケース（関数） 

• 単純な設定（初期化） 
– LOC=170、CC=3、MN=1 

• 設定値の読み込み 
– LOC=411、CC=93、MN=3 

• エラーの確認(エラーがあるとエラーコードを返す) 
– LOC=341、CC=137、MN=1 

• ネストは深いが、短いコード 
– LOC=24、CC=10、MN=9 

• 分岐が少ないがネストが高くなる（C# のusing（）｛｝） 
– LOC=227、CC=2、MN=4 

 

⇒安全値を設定する 
– あるメトリックスが安全値以下の場合は、他のメトリックスが高くても

問題ないようだ。 
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クラスの複雑さの判定方法 
 

メトリックスを組み合わせて判定する 
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【クラス】凝集度の欠如（LCM） 23 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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【クラス】クラス間の結合度（CBO） 25 

出典：テクマトリックス（株） 
 Understandメトリクスユースケース 
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ファイルコピーの抽出方法 
 

複数メトリックスの一致で判定する 
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ファイル・モジュールのコピー 

• コピーコードの罪悪 
– コード量が増加する 

• 見かけの生産性が上がるので、一瞬褒められる 
– 修正が複数個所になり、漏れてしまう 

• テスト漏れも誘発しやすい 
– 実は、設計していない 

• 影響範囲が見切れなく、理解不十分でコードを変更し
ている 

• 元のコードの設計思想が崩れる 
• 理解できていないので、ベースの設計書は、改定され
ない 

⇒やがて、だれも理解できなくなる 
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コピーファイルの抽出 

• コピー関数の検出 
– 主要メトリックスが同じならコピーした関数と判断 

• CountLineCode、CountStmt、CountOutput、Cyclomatic、Essential、
MaxNesting 

• 30ステップ以下は、関数名の一致も条件に加える 

• コピーファイルの検出 
– 1つのファイル中で、検出したコピー関数のステップ数の合計とファイ

ルのステップ数の合計から割合を求める 
– 一定（50%）以上をリストアップする 

 
• この方式の特徴 

– 長所：高速である。関数内で使用しているクラス名・変数名だけ変わ
っても、ロジックが同じであれば、検出できる 

– 短所：一行でもロジックの追加削除があれば、検出されない 
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ソフト構造の見える化 
 

Lattixで設計通りか確認する 
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ソフト構造の見える化に必要なこと 41 

ソフトウエア構造図（モジュール図）が必要。 
ソフトウエア構造とフォルダ構造を一致させることが必要。 
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まとめ 
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コードの内部品質確保のに必要なこと（復習） 44 

設計通りで、読みやすいコードは、以下の4つの観点で定量
化・見える化して、コントロールする。 

複雑な関数が無い 

理解しにくいクラスが無い 

ファイルをコピーしていない 

ソフト構造が設計通り 

コードの複雑さ 

ソフト構造 






