
緒言：
見積りの氷山の水面下で

ソフトウェア見積りモデルを手に入れようとする多くの人々は，わずかなプロ

ジェクトパラメータを与えるだけでモデルが利用できて，その結果を提案書やプ

ロジェクト計画，WBS訳者注），予算およびスケジュールに組み込むことができる

と想定している．

しかし，ソフトウェア見積りについての経験が深い人々は，モデルを実行する

のは単に，見積り，プロジェクトおよび企業の成功にとっての必須の活動のほん

の一部，すなわち氷山の一角にすぎないことを知っている．それらの活動には以

下のようなものがある．

■何が，なぜ見積もられているかを特定する．

■プロジェクト要求と設計を可能性も併せて定義する．製品機能が，新規開発

あるいは既存ソフトウェアの修正によって満たされるのか，はたまた市販の

ソフトウェアを利用することで満たされるのかどうかを知らなければ，誤っ

た前提の上で見積りをすることになり，結果は実際と大きくかけはなれたも

のになる．

■ソフトウェア規模，コスト，スケジュールの見積りをいくつかの視点から考

える．

■プロジェクトパラメータの不確実性の範囲を特定する．与えられた予算ある

訳者注） WBS: Work Breakdown Structure：作業分解構造とも呼ばれ，ソフトウェアプロジェク
トを構成するさまざまな作業を明らかにするものである．もともとはプロジェクト経理を分類
する上で用いられた．
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いはスケジュール内でプロジェクトを終了できる可能性を判断するためにモ

ンテカルロ分析のような技法を用いる．「最も可能性が高い」一点だけにし

ぼった見積りでは，ほぼ５０％の確率で超過が起こるであろう．

■見積りコストを見積り利益と投資効果に関連づけるビジネスケースを検討す

る．

■コスト，スケジュール，品質，性能，機能間のトレードオフを考える．これ

らのパラメータの１つを他のパラメータを犠牲にして最適化したことが，多

くの失敗プロジェクトの原因となった．

■利用可能な予算，スケジュール，熟練した要員についての望ましい調和をは

かる．この活動を省略したことにより，多くのプロジェクトにおけるコスト

あるいはスケジュール超過の原因が生じた．

■当初のコストおよびスケジュール見積りに対するコストと進捗を追跡するだ

けでなく，コストに影響を与えるパラメータの変化を追跡する．すでに役に

立たなくなった見積りに対しての追跡が多くの手痛い突発事件の原因を生ん

だ．

本書の著者であるDaniel GalorathとMichael Evansは，両者とも，豊富な見

積りとプロジェクト経験をもつ管理者である．本書の多くの部分は，読者が「見

積りという氷山の水面下の部分に隠された活動」を認識し適用することを支援す

るために書かれた．彼らが示しているソフトウェア見積りの１０段階のアプロー

チは，プロジェクトの超過や失敗の原因となる事柄を避けることに役立つ見積活

動の論理的な展開を助けるものである．

本書は当然ながら，ソフトウェア見積りに対してGalorath Inc.の SEER−SEM

ソフトウェアコストモデルの利用に焦点をあて，他では得難い多くの価値のある

情報を提供している．しかし前提として，規模，コスト，スケジュール見積りに

ついては複数の視点を用いるべきことを提言している．本書はまた，見積りとプ

ロジェクト追跡データを，見積りの精度の改善とソフトウェア開発の生産性向上

およびサイクルタイム改善の最善の投資を特定することにどう用いるかについて

も示している．本書の提言を守れば，読者はその投資に対する十分な見返りを得

ることができるであろう．

Barry Boehm

氷山の水面下の部分を無視した経験をもつ老練の一人
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序文

今日のスピード重視のソフトウェア開発のプレッシャーの中で生き続けるため

には，すべてのソフトウェア専門家は見積りを作成する必要がある．プロジェク

ト管理者は，スケジュールと予算を決めるために見積りが必要である．プロジェ

クトに働く技術者は，現実的な期待と自らの仕事のスピードを合わせるために見

積りが必要である．顧客は，プロジェクトの価値が予想コストに見合うものであ

るかどうかを判断するために見積りが必要である．しかし，時間と金額にかかわ

る多くの予測と同じように，見積もられた値はさまざまな理由によって取捨選択

がなされる．数値は，それ自体があたかも妥当性を表すように認識され，一人歩

きすることが多いので危険なものである．

私の経験からすれば，見積りの作成を好む者などはいない．なぜだろうか？

なぜなら，単純に，ほとんどの場合それが間違っているからである．さらに悪い

ことには，あなたの上司はまさにあなたがその言葉を聞きたくないときに，あな

たが間違ったことを思い出させる．なぜあなたは間違っているのだろうか？ 貧

弱な見積りにはさまざまな理由がある．おそらく最大の原因は，知識の不足であ

ろう．適切に見積もるためには見積りの仕方を知らなければならず，見積もって

いる対象について詳しく知らなければならない．本書は，まず１０段階の見積り

プロセスから始まる．プロセスを進めるに従い，仕事をより正確に見積もるため

に集めなければならない情報を明らかにする．

本書はまた，SEER−SEMモデルを用いてのソフトウェア工数と期間について

の見積りを示している．私はいかなる単一モデルも推奨しようとは考えていない

が，見積りにはモデルを利用すべきである．SEER−SEMのようなコストモデル

は，ソフトウェア製品の開発とサービスに必要な資源のより正確な見積りを作成
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するために用いることのできる共有の経験知識ベースを保有しているので，貴重

なツールである．そのようなツールはまた，ユーザがプロジェクトを計画して実

行する際に発生する多くのトレードオフについての洞察を提供してくれる．

本書は，ソフトウェア工学の現在と将来の両面から見積りに目を向ける．計画

と管理への見積りの利用に焦点をあて，ソフトウェア規模の測定量としてのソー

スコード行数およびファンクションポイントの強点と弱点について触れる．本書

はまた，従来的なプロジェクトとオブジェクト指向を用いるプロジェクトの資源

見積りの方法，体系的な再利用の概念および市販の COTSパッケージについて

の手引きを提供する．さらに，将来の規模の測定量としてユースケースとWeb

オブジェクトについても触れている．最も重要なことは，本書が見積りのリスク

管理と成果管理および監視への利用の仕方に的を絞っている点である．私は，

人々から見積りをしたと聞くたびにいつも「だからなんだというのだ．スケ

ジュールや予算がすでに決まっている中で，それをどう利用しようとするの

か？」と皮肉ってきた．

私と２人の著者とはずいぶん長い間のつきあいである．２人ともソフトウェア

開発の戦いの前線の中で育った．私は彼らとともに働き，成長を見てきた．２人

とも多くの職位につき戦いを経験してきた．私は彼らの緊張のときもリラックス

のときも知っている．彼らは，実務家であり，その提言は有用であり，実行でき

るものである．彼らが本書のところどころで示している助言に注意されたい．そ

れらは本書から得られる貴重なものである．本書の「珠玉の助言」の利用を追い

求めるなら，読者は本書に出会えたことを感謝するであろう．

Donald J. Reifer

著述家，実務家そして友人として
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はじめに

本書は，ソフトウェアプロジェクト／コストのエキスパート（Dan Galorath）

とソフトウェアリスクのエキスパート（Mike Evans）の合作によるものであ

る．本書は，ソフトウェア管理の長年の経験を通してソフトウェアコスト，スケ

ジュール，リスクの理解と管理のためのツールを構築し，適用した経験に基づく

ものである．Galorathのプロジェクト計画と管理の分野における知見と経験

は，Evansのリスク管理およびプロジェクトアセスメントのアプローチときわめ

てよく調和する．

Galorathの視点からみた本書の拠って立つところ

Galorathの視点からすれば，本書はよりよいソフトウェア計画の策定と管理

を約束するものである．何年も前のあるプロジェクトは，著者の現実的な，しか

し政治的には誤った見積りのために開発に入れなかった．私は，見積りとしては

会社の望む期間よりも長くかかるにもかかわらず，達成可能なプロジェクト計画

と現実的な見積りを提供しようとしたが，それが正しいことだったかどうかわか

らない．しかし，何年か後に SEER−SEMを用いて再度見積りを行い，私がプ

ロジェクトを著しく過小評価していたことを発見した．結果として，私は失敗し

たのではなく，私が部門長のプレッシャーに従うことを拒否したことは企業に

とって最善であったことを理解できた．

この経験は，私が自らの使命として「ソフトウェア開発はどのくらい長くかか

るべきで，どのくらいの人々が必要かについて理解する」ことを掲げる始まりと

なった．
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何年か後，Don Reiferと私は，ソフトウェア見積りの概念を NASA JPLのた

めに開発する仕事についた．この研究の結果は「JPL Softcost見積りモデル＊」

の開発を促進することになった．

１９８１年，Barry Boehm博士の古典的な「Software Engineering Economics」が

発刊されたとき，私は失敗したプロジェクトについて評価するコンサルティング

ビジネスを行っていた．私は自動化された早期の Softcostモデルをまだ用いてお

り，リスクとトレードオフの分析を行っていた．１９８４年にComputer Economics,

Inc.へのコンサルティングを始め，Randall Jensenに会い「Jensenモデル」を紹

介された．このモデルは JS−２として実装された．私は JS−２の不確実性の見積

りと最小時間の見積りを行う能力の強みを理解したが，製品の視点からすれば問

題があった．再設計の後，CEI System−３としてリリースされ，その結果ソフト

ウェア開発の難しい質問に答えることに役立ち比較的成功を収めた．

１９８８年Galorath Inc.はマイクロソフトのWindows２．０３の下で SEER−SEM

の開発を始めた．当初の製品は，約２２，０００行あった．我々はWindowsバージョ

ンをフロッピーで出荷した．DOSはその当時広く普及していて人々の中にはマ

イクロソフトのWindowsを用いることについて不満をいう人もいたが，この判

断が SEEM−SEMの初期の成功に重要な役割を果たした．ある時点では SEER−

SEMにはMacintoshと Sun Solaris版があったが，両者ともWindowsのコード

を基本としていた．

ソフトウェア開発の発展につれ，またユーザがより洗練するにつれ，SEER−

SEMにはより強固な先進的な数学的処理とユーザの直面する状況に対処する

SEER−SEM改良知識ベースの提供が継続的に求められた．ユーザは例えば，

“現実の要員制約の中でどのように計画したらよいか？”；“COTSソフトウェア

をどう見積もったらよいか？”；“リスクと不確実性は工数とは別個にスケジュー

ルにどう影響するか？”；“どうやって特別な状況にあるいは特定の環境に対応し

たらよいか？”などの答えを知りたがり，さまざまな問いを投げかけてきた．

SEER−SEMは，唯一の規模入力としてのソースコード行数から，ファンクショ

ンポイントによる入力を受け入れるように発展し，固有の機能ベースの規模決定

と，オブジェクト，Webページ，ユースケース，クラス，およびその他の規模

決定手法を適用する能力を備えるまでに発展した．

ほとんどのソフトウェア見積りモデルは共通の先祖をもっているが，SEER−

SEMも同じである．Hughes Aircraft社で開発された Jensenモデルに基づいた

* Tausworth, R. Softcost. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory, 1981.
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SEER−SEMは，１９９０年の初めに著しく発展した．Doty Associatesは，早い頃，

開発環境の影響をパラメータを通じて取り込もうと試みた．Barry BoehmのCO-

COMOの仕事は当初の Jensenモデルの技術パラメータに寄与し，SEERの貴重

なクロスチェックになった．NASAの Softcostモデルの成果に刺激を与えたDon

Reiferの研究もまた，Halsteadの「ソフトウェア科学尺度」やMcCabeの「複

雑度尺度」と同じように，SEER−SEMにも影響を与えた．今日 SEER−SEM

は，Galorath Inc.の継続的な製品開発により，ほぼ２０万行に成長した．その中

でGalorath Inc.の技術者たちはソフトウェア産業の傾向の分析を行い，それら

が主流の中で顕在化する前に対応し始める．SEERモデルは，データ収集，応

用，研究および開発により継続的に発展している．

概観的に言えば，ソフトウェア規模決定と見積りのリスクは数多くのプロジェ

クトの失敗の根本原因である；すなわち，不正確なコスト，スケジュール，資源

の予測に基づいて行われたプロジェクトの達成不可能なコミットメントはリスク

に他ならない．

本書は，さまざまなソフトウェア規模決定技法について，コストとスケジュー

ルの予測に規模見積りはどのように用いられるか？ プロジェクトはそれらの制

約に対し，どのように管理でき，非現実的な制約からどのようなリスクが生ずる

か？ について探究する．本書は，リスクがどのように管理され，ツール，モデ

ル，およびその他の自動化機能がよりよい見積りとプロジェクトリスクを低減す

るためにいかに用いられるかについても触れる．

各章では，ソフトウェア規模決定尺度およびその他のソフトウェア見積り要因

を議論しているが，ソフトウェア見積りの最前線についてもカバーし，ソフト

ウェア規模決定技術の傾向とプラクティスについても示す．

ソフトウェア規模は，見積りに最も大きな影響をもつが，技術，環境，複雑性

要因，スケジューリング，リスク，確率などの他要因も重要である．本書では

Galorath Inc.の提供する SEERツールのコスト，スケジュールリスク，信頼性

モデルの技法に焦点をあてているが，同時にソフトウェアプロジェクト管理ライ

フサイクルを簡単に眺め，いかにソフトウェア見積りが完全な管理ツールとなる

かについて触れている．

本書は，規模決定と見積りプロセスの記述に留まることなく，中核的なリスク

について示しているところが他とは異なる点であり，それらのリスクの管理，軽

減，およびプロジェクトを成功裏に終了させる具体的な手法を提供する．

はじめに ■ vii



対象読者

本書は，ソフトウェアを管理，開発，保証する人々と見積技法と尺度を理解す

る必要がある人々を対象として書かれており，いかにリスクとそれらのプロジェ

クトに対する影響を特定，管理，軽減するかについても明らかにしている．本書

は以下のような人々にとって重要な価値をもつであろう．

■上級管理者――見積りプロセスに対する洞察を提供する；マネジメントと企

業の判断，姿勢，文化が見積りの妥当性に与える影響；それらの見積りから

生ずるシステムおよびソフトウェア集約的プロジェクトを危険にさらすリス

クについての洞察．

■顧客とユーザ――顧客とユーザに対して，見積りがどのように作成されるか

について基本的な洞察を提供する；見積りの妥当性とその結果生ずるリスク

に影響を与える文化的な要因とマネジメントの姿勢についての洞察．

■利害関係者――ソフトウェア見積りと手法にかかわるプロセスとリスクにつ

いての洞察を提供する．それらはプロジェクトの進捗を監視し，コストとス

ケジュールの制約の下にユーザのニーズと期待に合った開発製品を受け取る

ことにかかわるリスクを判断することに役立つ．

■技術管理者――見積りプロセスおよび，いかに工学的判断，ショートカッ

ト，トレードオフ，その他の工学的な要因が，見積りの健全性とプロジェク

トに対するリスクに影響を与えるかについての技術管理的洞察を提供する．

■プロジェクト管理者――どのように見積りが作成されるかを理解し，初期の

見積りとそれに見合った生産性を実現する必要性との間の必須の関係につい

て理解するため特定の要因を提供する．

■システム技術者――見積りに影響し，計画を達成するリスクを増大させる基

本的なシステム関係および運用的仕様の確立を行う場合に考慮すべき特定の

要因を提供する．

■ソフトウェア技術者――ソフトウェア技術者が，より正確な見積り，プロ

ジェクト資源要求とスケジュール，ソフトウェアの妥当性，品質，システム

の効果性に対する潜在的な脅威を判断するために利用することができる幅広

い情報を提供する．

■品質保証要員――製品に対するさまざまな品質要因によって生ずるコスト，

および製品の品質保証のコストあるいは用いられるプロセスの効果性にかか

わる具体的な情報を提供する．
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■テスト要員――テスト計画の実装あるいは評価，および欠陥の混入と除去の

見積りにおいて考えなければならないコスト要因を特定する．

■リスク管理要員――見積りに関連する具体的なリスクを特定し，その影響を

特定し制御するために用いることのできるリスク管理戦略を特定する．

■学生――学生が，見積りとリスク管理がソフトウェア製品とシステムの管

理，工学，保証，監視にかかわるコストの完全な理解にいかに重要かを理解

することを助ける．

本書の構成

本書の構成は以下のとおりである．

第１部：見積り課題 第１章では，見積りの妥当性とプロセスの難しさに影

響を与える具体的な課題を議論する．

第２部：見積りプロセス 第２～第４章では，見積りの作成と確認にかかわ

るさまざまな段階を議論する．

第３部：尺度と特別な見積りのケース 第５～第９章では，さまざまな規模

尺度および特別な見積りケースについて示す．

第４部：リスク管理と見積ツールおよび技法 第１０～第１２章では，リスク

管理プロセスについて論じ，見積りプロセスの実践を促進し，よ

り正確な見積りを作成するために SEERツールファミリーがど

のように用いられるかを示す．

読者は本書から何を得るか？

本書に何が期待できるかを議論する前に，何は期待できないかを明らかにする

ことが重要であろう．本書は，見積りの理論や概念を示す学術書ではないが，見

積りに影響を与える重要な要素についての配慮，プロジェクトと文書の規模につ

いての適切な尺度の選択と適用の仕方，およびリスクの特定と管理について議論

する実務書である．著者のMike EvansとDan Galorathは，見積り，プロセス

工学，リスク管理のエキスパートとして認められている．本書は，見積りを有効

でなくするあるいは高リスクにする多くの難しい問題に対する実際的ソリュー

ションを提供してきた彼らのユニークな経験に基づくものである．情報は，不適

切な見積りによって妥当でない見積りあるいは高リスクプロジェクトを生む行動

や姿勢を読者が理解して，それらに対処することを助けるように示したつもりで

ある．本書の内容は，他からは容易には得られないものであり，不適切な見積り

によって組織がこうむるマイナスの影響を理解し避けることを助けるはずであ
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る．

地図がなければ，どちらに向かってよいのか，目指すところに到達するまでに

どのくらい長くかかるのかわからない．本書は，ソフトウェアプロジェクトの計

画と制御を成功させるための地図を提供する――開発者がどの道を辿るか計画

し，目的地までどのくらいかかるか知ることを助け，また脇道や回り道をできる

だけなくすことを助ける．本書を書くにあたってのモットーは，「準備は成果に

勝る．成果が測定されれば成果は向上する」であった．

謝辞

本書を著すにあたっては，多くの人々から応援を頂いた．

まず，Mikeの妻である Charlotteに対し，本書を完成させるまでの厳しいプ

ロセスにおいてムードを盛り上げることを含めたさまざまな支援に感謝したい．

Carl Blitzの初期の案に対する徹底したレビューと正直なコメントにより，我々

は向かう方向を再考することになり，そしてそのことが本書の価値を高めた．共

同執筆者に名を掲げるべきだったDanの妻である Judy Galorathに対しては，

ジャマイカでの休暇を含めて，何ヵ月にも渡り，本書を読み，書き，編集にたず

さわってくれた熱心な活動に御礼を言いたい．すべての部分に Judyの多くのア

イデアがしみわたっている．機能的な規模決定についての Ian Brounのレビュー

は，本書の今日と明日を保障する価値あるものであった．Karen McRitchieの全

プロセスに渡っての支援とレビューもまた，価値あるものであった．いくつかの

章の Evin Stumpのレビューおよび Chris Hutchinと Corinne Seguraのリスク関

連分野についてのレビューに対しても感謝を捧げたい．Brian Glauserの読み合

わせにも御礼を言いたい．本書を書くことを薦めてくれ，レビューにコメントを

くれたDon Reiferにも感謝する．Ph.D.の取得の努力をする中で多くのコメント

と提案をくれたDr. Ricardo Valerdiに，そして機能規模およびオブジェクト規

模の章の編集に対して Lee Fischmanに，また図や表などの作成における協力に

ついて Cheryl Kungに感謝を捧げる．

最後に，本書に強力な基盤を提供してくれた以下の人々の業績と出版に御礼を

述べたい．Barry Boehm，Fredrick Brooks，Tom DeMarco，Lee Fischman，David

Gaumus，Randy Jensen，Capers Jones，Tim Lister，Karen McRitchie，Bob

Park，Larry Putnam，Don Reifer，Richard Stutzke，Mike Ross，およびその他

の豊かな知識を確立してくれた方々に深い敬意を捧げる．

x ■ ソフトウェアの規模決定，見積り，リスク管理



著者について

Daniel D. Galorathは，ソフトウェア産業における３５年余の経験をもち，さ

まざまなマネジメント，コスト，システムやソフトウェアの問題を解決してき

た．Mr. Galorathは SEER見積りツールシリーズの開発者であるGalorath Inc.

の創業者である．

Galorath Inc.はソフトウェアコスト，スケジュール，リスク分析およびマネジ

メントの意志決定支援にかかわるツール，手法や教育訓練を開発してきている．

Mr. Galorathは SEER−SEMTMソフトウェア見積りモデルの主開発者の一人で

SEERモデルの概念と展開にかかわってきた．また，それらを用いて多くのソ

フトウェア規模の決定やコストの研究に従事してきた．

Mr. Galorathの強みは，問題の発生したソフトウェアプロジェクトについて，

進捗評価その他の手法を適用してプロジェクトの立て直しを実現してきたところ

にある．その中で彼は本書で議論されている出来高管理，コスト・スケジュール

管理および欠陥追跡技法を駆使してきた．

Mr. Galorathはまた，ソフトウェアコストやスケジュールおよびリスク分析；

ソフトウェア管理；ソフトウェア工学；アーキテクチャ；その他の分野で教育に

携わってきた経験を有しているが，その活動は国際分野にも及んでおり多くの論

文を出している．それらの論文はソフトウェアコストのモデリング，テスト理

論，ソフトウェアライフサイクルでの欠陥予測とその削減および要求定義などの

分野にわたっている．

Mr.Galorathはカリフォルニア州立大学でMBAを取得しており，International

Society of Parametric Analysis（ISPA），Society of Cost Estimation and Analysis

（SCEA）, IEEE, the International Function Point Users Group（IFPUG），お よ

びAssociation of Computing Machinery（ACM）のメンバである．

彼はまたパラメトリック分析の分野における長年の貢献により Freiman Award

を受賞している．

Michael W. Evansは，American Systems Corporationの副社長でソフトウェ

アとソフトウェアリスク管理の担当である．彼は Integrated Computer Engineer-

ing, Inc.（ICE）を創業し，社長としてソフトウェアリスク管理やリスクプロジェ

クトのアセスメントの実績を重ねた．彼の情報技術とソフトウェアに関しての経

験は，１９６３年の米国陸軍とUnivacにおけるコンパイラの開発と改良にさかのぼ

る．彼は IBM, Litton Industries, Ford Aerospaceおよびその他の企業で開発，
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文書化プロセス改善などにも携わってきた．その傍らで定量的，客観的アセスメ

ントプロセスの開発も行ってきた．

Mr.Evansはまた，Expertware Inc.を創始し，中でも４年余にわたってSoftware

Management and Productivity Councilを支援して，NASAと協働した．

彼は Software Program Managers Network（SPMN）の創立メンバであった．

彼は，プロジェクト改善やコスト・スケジュール，品質，およびユーザ満足度の

改善に焦点をあてたプラクティスについて，米国国防省にアドバイスするグルー

プであるAirlie Councilのメンバである．

Mr. Evansは，ソフトウェア工学手法とプロセス，ソフトウェア標準，品質保

証および構成管理やテストについて直接の技術的なサービスや支援の経験を積ん

でいる．彼は，Principles of Productive Software Management, Productive Test

Management, Software Quality Assurance and Management および The Software

Factory などに代表される２５０もの論文を出している．
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監訳者のことば

ソフトウェア規模の見積りは，開発見積りの基礎となる非常に重要な仕事であ

る．

ソフトウェア開発プロジェクトのコストやスケジュールがソフトウェア規模に

大きく影響されるのは明らかである．もとより，技術的な難しさや複雑度，開発

環境などの制約，そして何よりも要員あるいは開発チームの技術レベルなどの影

響要因を軽視することはできないが，それらの要因が概ね類似しているのであれ

ば，規模こそが最大の影響要因のはずである．

一方，我が国における受注開発ソフトウェアビジネスの規模が９兆円（注１）とも

いわれるほどに拡大している現在，プロジェクトの納期・品質・コストにかかわ

る問題もまた拡大しており，社団法人情報サービス産業（JISA）の近年の調

査（注２）でも厳しい実態が繰り返し明らかにされている．納期遅延や品質不良の問

題の背景には，不正確あるいは不適切な見積りがあることはよく知られている．

我々は，残念ながら，過去のプロジェクトの成功も失敗も含めた経験を十分見積

りにフィードバックできていない．独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のソ

フトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）では業界データ収集の努力を

続けているが，それにもかかわらず開発現場で得られた経験データはまだ著しく

不足しており，業界としての共有と利用が遅れている．

率直に言って，ソフトウェアプロジェクトの成功と失敗は見積りの正しさと著

しい相関があり，良い見積りなくしては良いプロジェクト計画は策定できず，プ

ロジェクトの成功は覚束ない．また正しいベースラインの見積りなくしては，プ

（注１） 経済産業省 平成１８年度 特定サービス産業実態調査
（注２） 受注ソフトウェア開発の実態アンケート調査：JISA，平成１７～１９年
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ロジェクトの進捗を適切に追跡することはできず，問題発生の兆候に気づくのが

遅れるだけでなく，仮に問題発生に気づいてもタイムリーに是正行動をとること

ができない．

正しい規模の見積りに基づく再現可能な正しい開発見積りが重要であるゆえん

である．

さらに，現実問題として，見積りはプロジェクトについてまだ十分内容の詳細

がわかっていない時点で求められる宿命にある．ソフトウェア発注組織は，社内

開発であろうと外部委託の開発であろうと，予算の獲得・スケジュールの決定お

よび発注先の決定などのためにプロジェクトの早期に見積りを必要とする．受託

開発組織においても同様に，一般に受注に先立ち，コスト・スケジュールの見積

りが求められる．他方，そのような見積りに際しては，当然ながら，何が未知・

未定かを含めさまざまな前提条件が設定されることとなる．したがって，プロ

ジェクトの進行とともにそれらの前提条件の妥当性が次第に明らかになり，状況

が予想とは異なってくるリスクが常に存在する．さらに加えて，「要求のクリー

プ」は多くのソフトウェアプロジェクトでは，おそらく今後とも避けて通ること

ができない現実である．

実は，ソフトウェア組織にとって見積行為は２つの面で重要な意味をもってい

る．１つは対外的に正当な対価を要求するベースであり，もう１つは開発組織の

価値を継続的に高めていくための評価のベースである．適切な見積りなしに正当

な対価は得られず，正当な対価なしに企業の発展は望めない．また，生産性向上

や品質向上がインセンティブとして機能しないような見積り，すなわち人月単価

あるいはコストベースでしか対価が要求できないようでは産業としてのソフト

ウェア開発の発展は難しい．定量化をベースとして開発実績の評価を推進し，

個々のプロジェクトだけではなく，組織としての開発行為の質を高めていく基盤

をしっかりと作ることこそが，産業とそこに働く人々の価値を高め，人々に報い

る道であることは明らかである．

あらゆる開発組織は，見積りのベースラインを明確に保ち，前提の変化だけで

なく，プロジェクト規模の増大を定量的に追跡して要求の変化を管理し，必要に

応じて計画の変更あるいは追加される要求の次のリリースへの先送りを交渉しな

ければならない．ここでも再現可能・検証可能なソフトウェア規模決定手法およ
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び見積りプラクティスの重要性は明らかである．

不明な事柄の多い時点での規模決定，さらにはスケジュール・コストの見積り

には過去のプロジェクトにおける実績データが強力な武器になる．しかし，過去

のプロジェクトデータの拠り所が明らかでなく，明確なルールに則っていなけれ

ばそれらのプロジェクトデータは使い物にならない．

ソースコード行数，ファンクションポイント，ユースケースポイントなど，ど

のような尺度を用いようとも，組織はまず，過去・現在のプロジェクトを組織横

断的に比較することができる規模決定プラクティスを確立する必要がある．

本書は，現在広く用いられている規模見積りおよび決定手法を網羅しているだ

けでなく，見積りにかかわるリスク管理に強い光をあて，見積りの確率の問題を

取り上げている点が特徴的である．本書では，Galorath Inc.の開発したパラメ

トリック手法による SEERツールの利用についても詳しく述べているが，残念

ながら同ツールの日本語版はまだ存在しておらず，我が国では現在一般には用い

られていない．しかし，要員能力と経験，プラクティス・ツールの利用などを含

む開発支援環境，要求定義の変動性，品質保証レベル，プロセス改善などの，同

ツールにおいて過去のプロジェクトデータをベースとして配慮がなされているさ

まざまな要因についての情報は，我々自身の見積りシステムを充実させる上で十

分参考となる情報であるといえよう．

我が国のみならず社会全体におけるソフトウェアの重要性への認識の高まりに

伴い，ソフトウェア開発における短納期・高品質・コスト削減の圧力はますます

高まっている．ソフトウェア組織は，もはやいたずらに失敗プロジェクトを繰り

返す贅沢は許されないのである．各ソフトウェア開発組織は，首尾一貫していて

信頼できる規模決定・見積りプロセスの確立をベースに，高い確率で顧客のニー

ズ・期待を満たす開発組織能力を培うことが喫緊の課題であると認識すべきであ

ろう．

いつもながら，共立出版の横田穂波氏には多大な苦労を煩わせた．改めて深く

感謝を申し上げたい．

２００８年４月

富野 壽・荒木 貞雄
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