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論文紹介 
23-1 Building a Theory of Job Rotation  

in Software Engineering  
from an Instrumental Case Study  

 論文著者 

Ronnie E. S. Santos, Fabio Q. B. da Silva, Cleyton V. C. de Magalhães,  

Cleviton V. F. Monteiro  
 
 

 

紹介者 
奈良先端科学技術大学院大学 尾上紗野 

要約 
ジョブローテーションの有効性について調査・分析した研究． 
ジョブローテションの利点や欠点をインタビュー調査により明らかに
し，ジョブローテーションの理論を構築する． 
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研究概要 

背景 

• ジョブローテーションが盛んに行われているが，その有効性について
調査した研究はない． 
ジョブローテーション：社員の能力向上を目的として，同一企業内で定期的
に職場の異動・業務内容の変更を行い，多くの業務を経験させる制度． 

目的 
• ジョブローテーションの有効性を明らかにし，理論の構築を行う． 

手法 
• 500人規模のソフトウェア会社の社員50名にインタビュー調査を行う． 

• インタビューの結果をグラウンデッド・セオリーによりデータ化し，
理論を構築する． 
グラウンデッド・セオリー：理論の構築を目的として，文章化されたインタ
ビューや観察結果などから特徴的な単語などをコード化しデータを作る手法． 
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結果 

ジョブローテーションには6つのファクターと3つの影響・効果があるこ
とがわかった． 

ファクター 影響・効果 概要 

仕事の多様性 
持続的な利益 

JRによって得られた知識や経験は永続・持続的
的に社員の利益となる． 知識獲得 

知識共有 
一時的な損失 

異動先で必要な知識や技術の共有が必要となり
り作業効率が低下する．また，スキルを身につけ
つけるまで能力が低下する． 能力 

業務完了の達成感 
永久的な損失 

JRの性質上，業務完了前に異動になることがあ
ある．社員は達成感や自身の働きに対するフィー
フィードバックを得る機会を永久に失う． フィードバッグ  

JR：ジョブローテーション 

ジョブローテーションによる損失は，ジョブローテーションを行う 
タイミングを考慮することで改善することができる． 
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所感 

• そこそこ大きな企業に対してこれだけ大規模なインタビューを実施で
きたのはすごい．真似はできない． 

•著者らの根気がすごい． 
• 被験者へのインタビューは一度きりではなく，インタビューから得られた理論
を何度も見せて被験者全員が納得するまで改良している． 

 

•冗長な部分がかなり多い．何回も同じ文章を読んだ． 

•今まで定性的に調査されたことはなかったかもしれないが，それは
そうだろうなぁという結果・考察が多かった． 
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THE CHALLENGES OF 

STAYING TOGETHER WHILE 

MOVING FAST: AN 

EXPLORATORY STUDY (23-2) 

Author : Julia Rubin and Martin Rinard 

紹介者 : NAIST 博士前期課程１年 池田祥平   

困難な問題に直面する現役のエンジニアらの意見から  

”Move Fast, Break Things” のトレンドが続くとわかった． 

開発を短期化した上で品質を保つ方法を今後研究すべき 
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目的と方法 

 目的：トップエンジニアらの直面する問題を把握する 

 貢献：今後彼らに必要な研究を明示した 
 

 研究手法： 

エンジニアに困難な問題についてインタビュー 
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インタビュー内容 

 対象： 

エンジニア 35人 （所属：大手からスタートアップまで） 

開発経験の平均 : 12年  (最短1年 – 最長30年） 

 

 

 

 自由記述で以下の３つの質問 

① 現在のプロジェクトで直面している問題は何か 

② 過去のプロジェクトで直面した問題は何か 

③ どんな研究があれば彼らの助けとなるか 

9人 4人 2人 
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結論と私見 

 トレンド：”Move Fast, Break Things” 

 Pro：市場に対応できる．開発効率が発展する 

 Con：ソフトウェアの脆弱性と品質はおざなり 

 リスクを減らし，速く開発できる方法を研究すべき 

 

 この意見には賛成 

開発短期化の名目で削っていい作業/駄目な作業が
何か調べるべき 
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The Sky is Not the Limit : 

Multitasking Across GitHub Projects(23-3) 

ICSE 
2016 
勉強会 

Authors: 

    Bogdan Vasilescu, Kelly Blincoe, Qi Xuan, Casey Casalnuobo, 

    Daniela Damian, Premkumar Devanbu, Vladmir Filkov 

 

論文紹介担当 : 中川尊雄（奈良先端大） 

概要 
 

複数のプロジェクトに同時に携わる「マルチタスク」が生産性に与える
影響をGitHubデータの分析とアンケートによって多面的に調査し，得
られた大量の結果や知見を報告した． 
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方法・対象 

データ分析 

対象：GitHub上で活発に活動する1255人の開発者 

方法：”生産性”と”マルチタスクの性質を表すメトリクス”の関係を分析 

生産性を表現するメトリクス： 

• 追加行数 

マルチタスクを表現するメトリクス： 

• １日あたりに携わったプロジェクト数の平均 

• 各プロジェクトに対する作業量のばらつき 

• 日ごとのタスク切り替えの反復性 ≒ 予見容易性 
 

 

アンケート調査 

対象：1255人中の851人に送信，128人が回答 

方法：さまざま．複数回答・自由記述・n段階評価など 

内容：「マルチタスク」に対する開発者の認識や行う理由などを問う 
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主要な結果 

• 4Project/日を超えるマルチタスクは生産性を低下させる（逆

に，超えなければ生産性は向上する） 

• ただし，開発者がどう感じているかは人によってまちまち 
 

 

• 多くの開発者は，マルチタスクの限界量についてのカンが 

働いていない． 

• 現在の仕事量に関わらず，もっと働きたいと考えている 
 

 

 

• タスクの切り替えが反復的（≒予測容易）であれば，開発者

の生産性は向上する． 

 

ICSE2016 勉強会/23-3(Collaborative)/NAIST 松本研 



感想 

データ分析とアンケートの結果が比較されるのは面白い 

メトリクス提案，データ分析，アンケートにかかる大きな

手間分の価値 

 

大量の結果に圧倒される 

分析が多いので結果も多く，そのどれもが面白い． 

ただし，トピックごとにアンケートとデータが交互に参照

されたりと，読みにくさも感じた． 
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Quantifying and Mitigating Turnover-Induced 
Knowledge Loss: 

Case Studies of Chrome and a project at Avaya (23-4) 

著者： 
Peter C. Rigby, Yue Cai Zhu, Samuel M. Donadelli, Audris Mockus 

紹介者： 
坂口英司(奈良先端科学技術大学院大学 ソフトウェア工学研究室) 

要旨： 
開発者がソフトウェア開発プロジェクトから離脱することにより生じる
知識の喪失(knowledge loss)とリスクを定量化し，これらを軽減する
ための方法を提案する． 
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背景と目的 

• 背景： 

– ソフトウェアには，開発した人でないと実行困難なタスク・管
理が困難な個所がある． 

– しかし，開発者は様々な理由によりソフトウェア開発プロジェ
クトを離脱する． 

– 開発者が離脱すると，プロジェクトの生産性やプロダクトの品
質に悪影響が出ると考えられる． 

 

• 目的： 

– 開発者が離脱することによって生じる知識の喪失(knowledge 
loss)とリスクを定量化する． 

– Knowledge loss を軽減する策を提案する． 
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方法とデータセット 

• Knowledege loss とリスクの定量化 
– 開発者の離脱後，誰にもメンテナンスされなくなるソースコードの
数をknowledge loss と定義する． 

– Financial Risk Management で用いられる手法を利用し，リス
クを算出する． 

 

• Knowledege loss の軽減策 
– 放置されているソースコードのメンテナンスを引き継ぐ開発者を推
薦する． 

– 既存の手法(Cataldらの手法)を改変して推薦を行う． 
• 放置されているソースコードか，そのソースコードとco-change され
ているソースコードをより多く変更している開発者を推薦する． 

 

• データセット 
– Chrome と Avaya 
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結果 

• Unexpected loss の大きさは，expected past loss
よりも3.6倍から3.8倍大きかった． 

 

• プロジェクトが崩壊するような危機的状況(disaster)は，
基本的には起こりえない． 

 

• 離脱する開発者の後継者は，Avaya と Chrome で
各々48%と34%の精度で予測することができた． 
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