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機械学習サービスシステム開発プロジェクトにおける

危険な匂いと実践に基づく収集

竹内 広宜　今崎 耕太　本橋 洋介　久野 倫義　土肥 拓生

機械学習 (Machine Learning: ML) を活用したサービスシステムの開発が近年盛んに行われている．一方，サービ
スシステムの開発ではプロジェクトを進める上で遭遇する技術的な課題を解決するため，様々な知見を蓄積し，別の
プロジェクトの実施において活用している．ML サービスシステムの開発プロジェクト (ML プロジェクト) の実施
においても，様々な知見が収集されており，ベストプラクティスやパターンとして整備されつつある．しかしなが
ら，整備されたベストプラクティスやパターンはどういった場面で利用できるのかが不明確であるため，これらの体
系化された知識の活用はプロジェクト担当者の経験やスキルに依存する状態にある．本研究では，既存のベストプラ
クティス (解決策) から，それを適用すべきプロジェクトの状態を危険な匂いとして収集することを検討した．そし
て，オンラインワークショップを通して実務家から危険な匂いを収集した結果を報告する．

In this study, we consider projects where we develop service systems using machine learning (ML) tech-

niques. In various domains, ML techniques are introduced and as a result there is a reusable knowledge on

the ML projects for conducting such projects effectively. In the reusable knowledge such as best practices

or patterns, it is not clearly described when we can utilize such knowledge during the project. In this study,

we conduct a practice that we collect collecting ominous signs in the ML projects relating to existing best

practices as bad smells and report the results.

1 はじめに

社会の様々な領域で機械学習 (Machine Learning:

ML)を用いたMLサービスシステムの開発プロジェ

クト (ML プロジェクト) が行われており，プロジェ

クトの実践を通して，別のプロジェクトでも適用可能

な経験が得られている．一方，MLサービスシステム

の開発では，従来のシステム開発以上に，開発者以外

のプロジェクト関係者が要求からテスト，サービスイ
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ン後の運用までに関わる必要がある．よって，再利用

可能なノウハウや経験を活用し，開発をどのように効

果的に進めていくかについてプロジェクト関係者の間

で共通理解を得ることはプロジェクトを効果的に実施

する上で有効であると考えられている．

再利用可能と思われるプロジェクトでの経験はベス

トプラクティスやパターンと呼ばれる形式の知識とし

て整備される．これらには典型的な課題に対する解決

策が記載されていることが多い．このような解決策の

中には，課題が明確になってから適用可能なものもあ

るが，予防的な解決策の場合，課題につながる兆候を

検知した上で解決策を適用するものもある．通常のソ

フトウェアサービスシステムの開発では，課題につな

がる兆候は仕様書やプログラムコード中に埋め込ま

れていることが多い．実装やテストの工程に入る前

に，そういった兆候を検出することができれば解決策

を適用することができる．一方，MLサービスシステ

ムの開発は，MLを使って解きたい予測問題や効果測

定の指標に関する議論や，訓練に利用するデータの収



集や受け渡しといった活動の中に課題につながる兆候

が含まれていることもある．こういった兆候は文書な

どの形で明示されることは少ないため，後から検知す

ることは難しい．またそういった活動の場にデータサ

イエンティストがいない場合も多い．そのため課題に

つながる兆候があることにプロジェクト関係者が気が

つかず，知識として共有された解決策を適用する機会

を失うことがある．結果として，MLプロジェクトに

関して再利用可能な知識を整備しても，プロジェクト

実践の場で有効に活用できない状況が生じている．

そこで，本研究では ML サービスシステムの開発

において，データサイエンティスト以外のプロジェク

ト担当者であっても利用できる形式で知見を整備す

ることを考える．具体的には，MLプロジェクトにお

ける課題につながる兆候を危険な匂いとし，それを

解決策と結びつけた形式で知見を整備する．すでに，

収集されたベストプラクティスを解決策をもとに，そ

れに関連する危険な匂いを実務家より収集し，知見と

して整備する．そして，収集の実践をワークショップ

を通して行い，危険な匂いを収集ができることを確認

する．また，整備した知見やその活用方法についても

考察する．

本論文の構成は以下のとおりである．2節で関連研

究を述べた後，3節で研究対象と研究仮説について述

べる．そして，4節で提案手法を説明し，5節で実践

例とその結果を述べる．6節で考察をした後，7節で

まとめを行う．

2 関連研究

文献調査や実プロジェクトへのヒアリングなどを

通して，機械学習を活用したシステムを開発するML

プロジェクトにはソフトウェア工学上の課題が多くあ

ることが示されている [4] [6] ．課題解決の 1つとして，

MLプロジェクトを効果的に実施するための知識の外

在化が重要であり，例えば，開発プロセスに関して

は，汎用的なワークフローが示されている [1]．また，

MLプロジェクトにおけるデータサイエンティストの

役割についても [3]で体系化されている．そして，こ

れら組み合わせMLプロジェクトにおける各活動と，

プロジェクト関係者およびプロジェクトのゴールを関

連づけたプロジェクトモデルも提案されている [8]．

一方，プロジェクトを進める上での知見としてベ

ストプラクティスがある．MLプロジェクトについて

も文献調査を通してベストプラクティスを収集・整理

し，それらの採用度合いや重要性を調査する試みがあ

る [7]．また，システムアーキテクチャに関する知識と

して，ソフトウェアパターンがある [17]．機械学習を

用いたシステムの開発に対してもパターンの検討が

始まっており，体系的な文献収集を通じた ML サー

ビスシステムのアーキテクチャ・デザインパターンの

整備が進められ [12] [13]，プロジェクト実践における

パターンの利用状況も調査されている [11]．

3 研究対象と研究仮説

3. 1 MLサービスシステム

機械学習 (ML)は，説明変数 (特徴)を入力として

目的変数 (結果)を予測する技術である．この時，説

明変数と目的変数のペアからなるデータを訓練データ

として集め，予測に用いるモデルを求める．つまり，

ML サービスシステムは訓練データを ML アルゴリ

ズムに投入し訓練済みモデル (MLモデル)を作成す

る部分 (ML訓練エンジン)と，MLモデルに対して

入力データを投入し，予測結果を出力として得る部分

(MLランタイムエンジン)に分かれる．MLサービス

システムを開発する場合，対象業務のデータから訓練

データを準備し，そこから訓練によって ML モデル

を作るプロセスと，ML モデルを利用する ML ラン

タイムエンジンを使った業務アプリケーション (ML

アプリケーション)を開発し，それをユーザーが利用

するプロセスがある．これらの要素をエンタープライ

ズアーキテクチャ(Enterprise Architecture: EA)の

代表的なモデリング言語である ArchiMate [9] で表現

すると図 1となる．

3. 2 MLプロジェクトにおけるベストプラクティス

MLサービスシステムに関するベストプラクティス

[7]やアーキテクチャ・デザインパターン [12] [13]は文

献収集に基づき整備されている．これらは，様々な粒

度で書かれた文献からソフトウェア開発および機械学

習に精通した専門家によって整備されている．また，



図 1 ArchiMate で表現したML サービスシステム

プロジェクト実践で得られた知見は，それが文献とし

て公開されない限り，ベストプラクティスやパターン

として組織外にわたって整備・共有されることは難し

い．様々な ML サービスシステムの開発を実施して

いる大きな開発組織がそこで得られた知見をパターン

として公開している [5]が，パターンを作成する過程

は明確にされていない．また，設計や実装以外にもプ

ロジェクトの運営に関する知見が考えられるが，ML

プロジェクトについて，こういった知見は特に上流工

程を中心に十分には収集・整理が行われていない．そ

こで，MLプロジェクトの上流工程が詳細化されてい

る参照モデルを利用し，プロジェクト実践から得られ

た様々な解決策をベストプラクティスとして収集し，

パターンなどの知識として体系化する方法が提案さ

れている [15]．図 2に，その全体像を示す．このベス

ML
プロジェクト

開発モデル ベストプラクティス

体系化された知識

実践

参照 導出

利⽤

プロジェクト担当者

図 2 モデル参照に基づいたベストプラクティスの収集

トプラクティスの収集および知識の体系化の手法は以

下のステップからなる．

1. MLプロジェクトの実践に共通する開発の活動

を抽出し，開発モデルを作成する

2. 開発モデルを参照し，プロジェクト実践で得ら

れたベストプラクティスを収集する

3. 収集されたベストプラクティスに記載された解

決策をもとにパターンを整備する

本手法をもとにプロジェクト担当者より収集したベス

トプラクティスの一部を以下に示す．

• システムの評価指標の検討においては，精度と
同時に信頼性，安全性，公平性といった特性に関

しても考える

• 計算資源についてプロジェクト内で確保する，も
しくは合意をする

• データが収集される過程や方法を確認する

3. 3 研究仮説

前節で述べたベストプラクティスの収集では，プロ

ジェクト担当者は自身のプロジェクト実践で得られた

ベストプラクティスを提示する．その内容は，「開発に

おけるステージ」と「そのステージにおいて実施すべ

きこと」といった要素から構成されており，主に解決

策が記載されている．このようなベストプラクティス

にはガイドライン的なものもあり，それらはプロジェ

クト実施の際に常に適用されるべきものである．一

方，何らかの技術的な課題に対する解決策が書かれて

いた場合，その解決策を適用する課題がどういった場

面で発生するのかはベストプラクティス中に明記され

ていないことが多い．そのため，そういった解決策の

みが記載されたベストプラクティスの活用はプロジェ

クト担当者の経験やスキルに依存することになる．結

果，十分な経験のない実務家が多いプロジェクトでは

蓄積された知見が有効に活用されないという状況が

生じている．

そこで，本研究では以下を取り組むべき研究課題

(RQ)とする．� �
RQ ML プロジェクトの課題をプロジェク

ト担当者の経験に依存することなく解決す

ることができる知見を整備することができ

るか� �
この RQ に対して，本研究では既存のベストプラク



ティスをもとに ML プロジェクトにおける危険な兆

候を危険な匂いとして実務家より収集し，それらをベ

ストプラクティスと紐付け知見として整備する手法を

検討する．そして，実践を通して，知見を整備できる

ことを確認するとともに，整備された知見について考

察する．

4 ML プロジェクトにおける危険な匂いの

収集

4. 1 MLプロジェクトにおける危険な匂い

サービスシステムの開発を「開発者の作業」「変換

処理」「稼働するシステム」の三段階で表現すると，

従来のソフトウェアサービスシステムの開発と ML

サービスシステムの開発は図 3 のように表される．

開発者の作業の状況において，稼働するシステムに

• APIの仕様を決める
• コーディングをする

• 予測することを決める
• モデルを選択する
• 訓練データを収集する

コンパイル

訓練

通常のソフトウェア
サービスシステム

MLサービスシステム

開発者の作業 稼働するシステム変換処理

図 3 サービスシステムの開発

課題が生じることがある．開発者の作業によって埋

め込まれる課題の発生につながる兆候は危険な匂い

(bad smell)とも呼ばれる．危険な匂いのうち，コー

ドに埋め込まれたものは code smellと呼ばれ，その

検出が行われている．検出された code smellに対し，

適切な解決策を適用することで稼働後に発生しうる

課題を回避できるようになる．

MLプロジェクトにおいても，MLサービスシステ

ムを構成する予測アプリケーションや訓練やその準

備 (データ洗練など) に関するコードに埋もれた code

smell が整理されている [14]．一方，ML サービスシ

ステムでは訓練に用いるデータにも潜在的な課題が

埋まっている可能性があり，それが稼働するシステム

の品質に大きな影響を与える．そのようなデータに埋

まっている課題を data smellとして整理する試みも

実施されている [2]．これらの危険な匂いは，データ

やコードを直接観測することで検知することができ

る．そのため，訓練前やシステムの稼働前に解決策が

適用できる可能性が高い．

一方，MLプロジェクトにおける開発者の作業には

顧客との間の議論（予測方法の決定やモデルの選択）

や訓練データの収集や洗練といったものもある．この

時，危険な匂いは「データの数が少ない」といった顧

客から提供されたデータから観測できるもの以外に，

議論の中での顧客の反応や発言といったような後の工

程では検出が困難なものもある．そのような，成果物

などから検出できないプロジェクト実施上の特徴を危

険な匂いとして共有することができれば，プロジェク

トの遂行中に担当者は危険な兆候を検知できると考

えられる．

4. 2 危険な匂いの収集

本研究では，問題解決プロセスモデル [10]に基づき

危険な匂いを収集する．この問題解決プロセスモデル

をサービスシステムの開発の文脈で表すと次のよう

になる．

1. 兆候に気づく

2. 起こり得る問題とその影響を把握する

3. 解決策を判断する

4. 解決策を適用する

この問題解決プロセスモデルを用いて知見を収集す

るためのフレームが表 1 として提案されている [16]．

既存研究 [16]では表 1の Cに解決策を埋め，A，B

表 1 知見収集のフレーム

観測されるプロジェクト
の状態

起こり得る課題 解決策

A B C

にそれぞれに対応する，観測されるプロジェクトの状

態とそれによって引き起こされる可能性がある課題を

埋める．

本研究では，このフレームの一部を活用して危険

な匂いの収集を行い，知見を整備する．具体的には，

以下に手順で行う．　



1. 既存のベストプラクティスを解決策として実務

家に提示する (C)

2. 各ベストプラクティスについて，どういった状

況が観測されたら適用すべきかを危険な匂いと

して洗い出し，対応づけを行う (A)

3. 2の他に危険な匂いがあれば適用する解決策と

ともに提示する (A, C)

これにより，既存のベストプラクティスに対して危険

な匂いと紐付けし，知見として整備することができ，

さらに新たな知見を危険な匂いと解決策の組み合わ

せという形式で得ることを目指す．

5 収集の実践例

本節では，提案手法を用いて危険な匂いを収集し，

ベストプラクティスを対応づけ，知見として整備した

実践結果について述べる．本実践では，2021年 7月

に実務家からのヒアリングを通して収集した MLプ

ロジェクトのベストプラクティス [15]を利用する．そ

のベストプラクティスの内訳を Serbanらが文献から

収集したベストプラクティス [7]と比較すると表 2と

なる．プロジェクトの企画・設計段階におけるベスト

プラクティスが多く含まれ，顧客との議論の中に潜む

危険な匂いを収集できることが期待される．

表 2 本研究で用いるベストプラクティス

計画・設計 データ 訓練 システム開発 デプロイ・運⽤ 体制 ガバナンス 合計
本研究で使⽤する
ベストプラクティス

8 4 7 2 3 4 0 28

Serbanらによるベ
ストプラクティス

0 5 11 3 6 3 1 29

28のベストプラクティスをMuralを呼ばれるオン

ライン上の壁画ツールに付箋としてはり，ワークショッ

プ †1 をオンライン形式で実施した．ワークショップ
では，MLプロジェクトを担当した経験のある 6人の

実務家がオンラインで議論をし，既存のベストプラ

クティスに対して，それを適用すべき危険な匂いを

Mural 上に提示した．また同時に，新たな危険な匂

いとそれに関連するベストプラクティスを提示した．

Mural上で危険な匂いを収集し，ベストプラクティス

†1 第 5 回機械学習工学研究会の企画セッション (2022

年 7 月 1 日実施)

と紐付けた様子の一部を図 4に示す．

あらかじめ提示した既存のベストプラクティスに

対して収集された危険な匂い，そして，新たに収集さ

れた危険な匂い付きベストプラクティスの内訳を表 3

に示す． 既存のベストプラクティスの 53.6%に対し

表 3 危険な匂いの収集結果

計画・設計 データ 訓練 システム開発 デプロイ・運⽤ 体制 合計

既存のベストプラクティス 8 4 7 2 3 4 28
既存のベストプラクティスの内
危険な匂いが付与されたもの

5 3 5 0 0 2 15

新たに追加された危険な匂い
付きベストプラクティス

7 1 1 0 0 0 9

て危険な匂いが収集され紐付けられた．MLプロジェ

クトでは，計画・設計から訓練までは開発側が顧客と

のやりとりが多く発生するため，そこに危険な匂い

が集中していることがわかる．また，新たに 9 個の

ベストプラクティスが危険な匂いとともに収集され，

その多くがプロジェクトの計画・設計に関わるもので

あった．これらから，既存のベストプラクティスとし

て，計画・設計に関するものを多く含むものを準備し

たことが妥当であったと確認できた．また，既存のベ

ストプラクティスを参照しながら該当する危険な匂い

を検討することが，新たな知見を見出すことにつなが

る可能性があると考えられる．

Mural上に付箋として提示された，危険な匂いは，

1つのベストプラクティスに複数紐付けられることも

あった．また，ベストプラクティスを適用すべきプロ

ジェクトの状況が具体的に記載されているものもあっ

た．そこで，そのようなケースについては付箋に書か

れた内容をまとめ，危険な匂いのタイトルを作り，そ

れをベストプラクティスと紐づけて整理した．整理し

た結果の例を以下に示す．� �
• 危険な匂い：過度な期待と不明確な目的

– 顧客がMLに対して過度な期待を持っ

ている

– 顧客が「AI が・・・」「ML が・・・」と

AIやMLを主語にした発言をする

• 解決策：ビジネス課題をMLの課題に落と

し込み，合意を得る� �



図 4 危険な匂い (bad smell) をMural 上で収集した結果 (一部)

6 考察

提案手法の実践により，ベストプラクティスに危険

な匂いを紐づけた形で ML プロジェクトに関する知

見を整備することができた．これにより，提案手法が

RQ(MLプロジェクトの課題をプロジェクト担当者の

経験に依存することなく解決することができる知見

を整備することができるか)を解決する一手段となる

ことが確認できた．また，既存のベストプラクティス

について，関連する危険な匂いを検討することで，新

たな知見が想起されることも確認された．提案手法

は，プロジェクト実践から網羅的に知見を整備してい

く上で有効な手段となり得ると期待される．

危険な匂いの例として「過度な期待と不明確な目

的」が収集されたが，これは「ビジネス課題をMLの

課題に落とし込み，合意を得る」というベストプラク

ティスだけでなく，「予測のサンプルの提示する」と

いうベストプラクティスにも紐付けられた．このこ

とから，危険な匂いとベストプラクティスは多対多

(M : N) の関係にあることがわかる．また，共通す

る危険な匂いを通してベストプラクティス同士の関連

性を調べることも可能となると期待できる．

本研究では，危険な匂いとベストプラクティスの組

み合わせで ML プロジェクトに関する知見を表現し

た．これは，ソフトウェア開発パターンにおけるアン

チパターンと捉えることができる．今回収集された

24の危険な匂いとベストプラクティスの組み合わせ

をアンチパターンとして整備することは重要であり，

今後の課題である．一方，収集された危険な匂いに

はプロジェクトの具体的な状況を記載したものもあっ

た．今回の収集では，それらを抽象化した記述を危険

な匂いのタイトルとした．しかし，危険な匂いを抽象

化した記述で表現することは，経験の浅いプロジェク

ト担当者にとって具体的な状況が想像できない，ま

た，自身の経験と適切に結びつけられない可能性があ

る．これは，プロジェクト実施時に担当者が危険な匂

いに相当する事象に遭遇しても気がつかないことを

意味する．収集した危険な匂いをプロジェクト実践で

役立てるため，どのような記載の粒度でモデル化する

のが適切かどうかの調査が必要であり，これも今後の

課題である．



7 まとめ

本研究では ML技術を活用したサービスシステム

の開発するMLプロジェクトを対象とした．近年，数

多くのMLプロジェクトが行われており，プロジェク

トを実施する上での様々な課題に対する解決策がベス

トプラクティスやパターンといった形の知識として蓄

積されつつある．しかしながら，整備されたベストプ

ラクティスがどういった状況の元で利用すべきかが不

明確であるため，これらの蓄積された知識の活用はプ

ロジェクト担当者の経験やスキルに依存する状態に

あった．

そこで本研究では，MLプロジェクトについて課題

を引き起こす可能性がある状況を危険な兆候として

とらえ，既存のベストプラクティスをもとに収集する

手法を提案し，実践した．結果，28の既存のベスト

プラクティスのうち 15について危険な匂いを紐づけ

ることができ，あらたに 9 組の危険な匂いとベスト

プラクティスの組み合わせを収集することができた．

実践を通して得られた 24組の危険な匂いとベストプ

ラクティスの組み合わせをアンチパターンとして整備

することや，危険な匂いをプロジェクト担当者にとっ

てどのような粒度で記載すべきかの調査と検討が今

後の課題である．
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