
は じ め に

　私は過去数年にわたり“エキスパート証人”として多くの仕事をこなしてきた．この呼び名
は，失敗したソフトウェアプロジェクトの詳細をあぶり出すために弁護士たちが用いる“用心
棒”の上品な用語である．弁護士たちはソフトウェア開発には謎めいたところがあると考えがち
で，IT分野の人々の使う専門用語に完全に惑わされている．
　私がいわゆる「タイタニック：沈没した巨大なプロジェクト」を検討するとき，最初に尋ねる
ことは，弁護士でも幼稚園の子どもでも理解できる，まことに簡単で明快なものである；どのく
らいそのプロジェクトは続いたのか？　どのくらいの人間が関与したのか？　どのくらい費用が
かかったのか？　どのくらいの量のソフトウェアを提供するはずであったか？　どのくらいの量
の要求があり，プロジェクト期間にどのくらい多くの変更/機能拡張がなされたか？
　これらはいずれも宇宙科学のような難しい話ではない．しかし法的な事後検討においては驚く
ほど少しの答えしか得られない．同時に，プロジェクト遂行時に誰もこれらの質問を――あるい
は関連尺度を収集することを――考えもしないことがはっきりと明らかになることに驚きを禁じ
えない．中～大規模の組織のほとんどの ITプロジェクトは，少なくともコストやスケジュール
についてのいくつかの基本的尺度を保持する必要があるが，それらは超過勤務時間を記録するこ
とに失敗し，誰が実際にプロジェクトに参加したかについてあいまいであることが多い．欠陥，
要求定義，開発範囲の拡大，テストカバレッジ，およびプロジェクトの成功あるいは失敗を説明
する助けになるであろうその他の多くの要因に関しては今さら言うまでもなく，定量的な情報も
定性的な洞察も欠如していることが多い．
　なぜこのようなラグタイト† 的な動きが 30 年から 40 年あるいは 50 年も（産業がプロセスや
製品について，いつ直截的尺度をもつべきであったかによって異なるが）続いたのか？　尺度に
ついての記述文書があいまいにすぎるとか，なかなか見つからないとかの論議があった時代もあ
った．非常に指導的な人々（その人の論文は本書に含まれているが）の教科書的な文書が厚す
ぎ，技術的にすぎ，詳細にすぎると苦情が出た時代もあった．
　仮に，もしそうだとしても，そのような時代はすでに終わった．このすばらしい尺度関連論文
集は，まさしく尺度のあらゆる実務的な視点を明快，簡潔に論じている．もし私が弁護士の友人
に，「無報酬の超過勤務」は失敗したソフトウェアプロジェクトに関連のある課題であることを
説得したい場合，500 ページの文献あるいは学術誌のわかりにくい研究論文を読むように説得す
る必要はない．単に本書の第 19 章を示せば彼らは，報告されない無償の超過勤務が測定を歪ま
せることにつながるという Gene Fellner の説明を理解するであろう．もし，半信半疑の陪審員

† 訳注：19 世紀の産業革命期に機械破壊の暴動を起こした職工団――時代にさからう非論理的な活動．
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に対し，優れたソフトウェア開発チームは彼らの開発した最終システムにどのくらいの数の欠陥
があるかを予見できることを説得しようと思えば，第 11 章のAlex Lubashevsky の論文を指し
示せばよい．もし，要求定義および開発範囲の変化・拡大を測定することの大切さについて裁判
官を確信させるために説得の助けとなるものがほしければ，第 25 章の Joseph Madden の文章
がある，等々，本書に集められたあらゆる論文は有意義，実務的でかつ妥当である．
　おそらく最も重要なのは，上級 IT管理者からの明白な質問に応える第Ⅱ部の５つの章であろ
う．「どのようにしたら，実務的なコスト効果的な測定プログラムを実行できるか？」組織も環
境も著しく多様であるから，そのような疑問に対して単一の“正しい”答えなどはない．しかし
第Ⅱ部の「測定プログラムへのアプローチ」の例にはあらゆる組織にとっての測定プログラムの
基礎となる貴重な実務的な提言がある．
　平均的な IT専門家は，本書にめぐり合えたことを幸運と考えるべきであろう．知的興奮のまま
にすべてのソフトウェア尺度分野についての幅広い理解を得るべく，あらゆる章を読むとよい．し
かし今日我々は皆忙しく時間は限られているから，平均的 IT職業人はソフトウェア尺度それ自
体には情熱を覚えないであろうことも理解できる．したがって，各章について示された簡潔な説
明は重要であり，序文を書くことを志願するにあたりそれにこだわった．幸い，IFPUGの人々は
各部のはじめに１～２ページで全体を要約する立派な仕事をした．これらの導入部は数分で読み
流すことができ，どの部のどの章が自分のニーズに最も合っているかを即断することができる．
　敢えていえば，本書にはたった１つの章が欠けているようにも思える．それは「政略の尺度」
である．我々は IT組織が過去数十年もの間，なぜ適切な仕事をしてこなかったか理解する必要
がある．そして，Howard Rubin 教授が彼の著書の中で指摘しているように，なぜ IT測定プロ
グラムのほぼ 80％が最初の１～２年のうちに失敗するかを理解する必要がある．それは我々が
愚かであるからでも十分な意欲をもっていないからでもない．どのような説明であったとしても
我々はそれをかみしめるべきである．さもなければ「情報技術計測―ソフトウェア開発組織の明
日のために」の著者らのすべての実験的提言も無に帰してしまう．
　我々はそれが何らかの形で「政略」にかかわっていると確信している．特にソフトウェア尺度
は，政治的意志決定者を彼らが直面したがらない厳しい現実に立ち向かわせがちである．タイタ
ニックプロジェクトは，どれほど多くのプログラマを動員しようとも決して完了できない．どの
ようなプロジェクトも 50％もの離職者がおり，要求定義が月ごとに 50％も変わるのでは，安定
した製品を引き渡すことはできない．これらの現実に立ち向かうよりは，多くの管理者，上級経
営者，マーケティングのやり手，絶望的なエンドユーザは，盲目の楽観主義と強情な決意を信ず
ることを好む．大言壮語の管理者は言う．「私がそう命令したのだから，我々は記録的な早さで
それを終了するであろう!!」「つまらぬ尺度など私に見せるな!!」
　残念ながら私は，「政略」の問題を解決する単純な提言を持ち合わせていない．しかし読者が
IT組織の政治的試練に打ち勝つとするならば，本書に示す以上の実務的尺度アプローチを始め
るより良い方法は，想像できない．
　　

Ed Yourdon
2001 年 12 月　ニューヨーク市
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　本書はまさに時を得た書である．ソフトウェア産業が成熟しようとするなかで，技術，手法，
および熟練した人々のもたらす影響を十分理解すべき必要性が増大している．ソフトウェア測定
は進化を効果的に知るために必要な主要な活動の一つである．本書の目的であるソフトウェア計
測は，ソフトウェア開発と保守の分野における定性的および定量的尺度の定義，情報の収集，整
理統合，分析および報告の話題を対象とする．ソフトウェア尺度は，ソフトウェア問題に対して
さまざまな能力，技術，手法を組み合わせて用いた結果実現される，生産性や品質の向上につい
ての洞察を可能にする．
　本書を読み進み実用し始めれば，ソフトウェア計測のさまざまな視点からの論説に接するであ
ろう．筆者のなかには実務者やサービス提供者と並んで，Capers Jones や Howard Rubin のよ
うな産業界の著名な権威者が含まれている．各章は，いずれも現実世界の経験を反映しており，
我々はそこから学ぶことができる．
　本書は，さまざまな計測関連の話題に関して，参考となる実例を提供することを意図したもの
である．本書は非常に幅広い読者を念頭においており，一読者が全体を通してすみからすみまで
読むことは必ずしも期待していない．測定の基礎についての章もあるが，より先進的な洗練され
た実務家を対象とする章もある．
　本書は，IFPUG（International Function Point Users Group：国際ファンクションポイントユ
ーザーズグループ）の下における有志による委員会の努力によって誕生した．しかし，各章は単
にファンクションポイント手法の利用を進展させることに重点をおくものではない．本書の主た
る目的は，ソフトウェア尺度に関する最良の情報の提供にある．
　全体を構成する 13 部にわたる各部の各章は，筆者名のアルファベット順に整理してある．ま
た読者が詳細について直接筆者と交流することができるように，各筆者の略歴を示し，また筆者
の属する企業についても筆者の希望に応じ概要を示した．筆者らは，本書がソフトウェア産業全
体としての発展を意図したものであることを十分に理解して，無償で各章を寄せてくれた．本書
の筆者たちが享受できる見返りはそのような宣伝のみにすぎない．
　本書は，IFPUGのサブコミッティの一つであるMRC（Management Reporting Committee：
マネジメント報告委員会）からの発案によるものであった．MRCの使命は，ソフトウェア尺度
の利用の進展に必要な文書の開発と発刊に関して，IFPUGを支援することである．MRCは，執
行役員会の承認に基づいて各章の執筆依頼を行った．
　筆者らは，著名な産業人，ソフトウェア尺度分野での著名な実務家，および多様なソフトウェ
ア尺度関連組織のさまざまなメンバー企業から選ばれた人々である．対象とする話題ごとに執筆
を依頼した人々からの原稿を一連の一定基準に従いレビューして選択するかどうかを決定した．
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　すべての論文のレビューと各部の紹介もMRCが行った．彼らはすべてのレビューと編集が適
切になされたことを確かめ，発行者と著者の代理人の役割を果たした．本書は彼らの不断の努力
によるものである．以下に示す各メンバーに感謝を捧げる．

David Herron，委員長
Janet Russac，副委員長
Dawn Coley
James Curfman
Barbara Emmons
Joe Schofi eld

　　
　我々はまた，本プロジェクトへの資金提供と本書に貢献してくれた執筆メンバーの選択を是認
してくれた役員会の見識に鑑み，IFPUG組織全体としての努力を銘記しなければならない．
　IFPUG は，ファンクションポイント分析（FPA）およびその他のソフトウェア測定技法の
適用を通して，参加メンバー企業の情報技術環境の効果性を高めることを使命とするメンバ
ーによる非営利組織である．IFPUG はソフトウェア規模決定の標準方法論として FPAを推
奨し，FPAの産業界標準とされているファンクションポイント計測プラクティスマニュアル
（Function Point Counting Practice Manual：FPCPM＊）を保守している．IFPUGはまた，ソフ
トウェア成果物とプロセス尺度の利用を促進し，推進するネットワーキングと情報交換フォーラ
ムを提供している．IFPUGメンバーは以下を含むさまざまなサービスによる利益を享受できる．

・年次会議：IFPUGの年次会議は主導的産業界エキスパート，実務家，技術的ベンダが一堂
に会し，１週間にわたってソフトウェア尺度分野における最新の出来事について情報交換と
発表を行う．
・教育セミナーとワークショップ：会議と連動し，IFPUGは健全なソフトウェア管理プラク
ティスを補完するものとして設計された，さまざまな教育機会を提供する．
・専門家の認証：認証ファンクションポイントスペシャリスト（CFPS）プログラムにより，
IFPUGは FPAの実務家に認証を与える．認証プログラムは最近，FP関連資料およびFPA
作業遂行のためのソフトウェアツールをカバーするよう拡張された．
・委員会：IFPUGメンバーはさまざまな委員会に自発的に参加して，ソフトウェア尺度分野
の発展を支援している．これらの委員会は，計測標準，マネジメント報告ガイドライン，ソ
フトウェア測定プロセスに対する新しい技術の影響について，メンバーにとって重要な情報
を作成する．
・発刊：IFPUGはソフトウェア計測標準とガイドラインに関し，一連のタイムリーな発刊を
行っている．IFPUGの公式ニューズレターであるMETRICVIEWSは，ソフトウェア測定
分野における最新の情報，考え，成功例の先導的情報源である．

　1986 年に創立された IFPUGは，世界で最も急速に拡大したソフトウェア尺度ユーザグループ
の一つである．支部組織の増加により現在 30 カ国以上で 1200 社以上のメンバー企業が参加して

＊ IFPUG：FPCPMリリース 4.1.1　Princeton Junction，NJ : IFPUG Standards, 2000．



序　　文　　v

いる．IFPUG メンバーは航空，自動車，銀行，保険，製造，小売業，テレコミュニケーション
を含むあらゆる主要産業分野に及んでいる．
　IFPUGのより詳しい情報はwww.ifpug.org にアクセスされたい．
 David Herron



監訳者のことば

　計測があらゆる工学分野においてその発展と成熟に大きな役目を果たしてきたことは疑うべく
もないであろう．もちろん，ソフトウェア工学もその例外ではありえない．
　今さらいうまでもないが，「測れるものは進歩できる」．それどころか，ソフトウェア開発と保
守の分野における深刻な問題の一つは，工学としての成熟が遅れている点にあり，この分野こそ
計測の促進が待たれている．
　ここでいう工学の成熟とは，以下を意味している．

• プロセスが確立していて（どのような手法，固有技術を用いようとも）しかるべき訓練を受
けた平均的な技術者が通常の努力を払えば，目的・目標とする成果が高い確率で期待できる
こと
• 技術の体系化がなされ，知識・経験の伝承が組織的に行われていること
• さらにいえば，さまざまなプロセスの改善・向上および進化のメカニズムが存在し，実践さ
れていること

　　
　残念ながら，現状においてはこの分野の定量的な経験的データは極端に少なく，実証的研究が
立ち遅れている．さまざまな理由はあろうが，他の工学分野に比較して開発のあらゆる局面にお
ける現場での測定の実践が遅れている．

風土病の原因

　「納期遅延」，「コスト超過」，および「品質不良」がソフトウェア開発の風土病であるといわれ
てからすでに久しい．そのような状況は，現在に至っても十分な改善がみられているとは言い難
い．逆に，あらゆる個人の生活や社会的活動に情報技術が組み込まれ，公的・私的を問わず，は
たまた営利・非営利にかかわらず，あらゆる組織の活動にソフトウェアと情報システムの重要性
がますます高まるなかでは，風土病の発症は社会に対して著しい悪影響を及ぼす可能性が増大し
ている．
　風土病の発症を抑えるためには，まず何よりも過去の失敗からも成功からも学ぶ姿勢が工学と
しての基本である．そのためには計測に基づく実証的研究を欠かすことができないことはいうま
でもない．それらの発症については，以下に示すようにすでにいくつかの根本原因が明らかにさ
れている．

• あいまいあるいは不完全な要求定義
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• 上記に基づく不適切あるいは極度に楽観的な工数・スケジュール見積り
• 要求定義クリープあるいは拡大に対する不適切な変更管理
• 進捗状況の把握が未熟であることによる実際の遅延，あるいは計画に対する遅延の検出がタ
イムリーにできない．
• さらには，ソフトウェア開発においてはさまざまなリスクの存在が明らかでありながら，い
まだにリスク管理が開発プロセスに適切に組み込まれていない．

要求定義の課題

　なかでも要求定義にかかわる課題については，具体的に以下の要因がある．
１．市場や競合の変化などの理由で開発当初に要求仕様を明確に規定できない，あるいは開発
途上において要求仕様が変化せざるをえない状況があること

２．顧客ないしはシステム利用者が予算，期限との対応あるいは技術的実現可能性を含めて
自己の欲することを明確に伝達できないこと．……結果としてあいまいな要求仕様につなが
り，あるいは開発途上において要求が変化し，そのことはほとんど例外なく要求の拡大とな
る．

３．現状においては要求仕様それ自体は自然言語で書かれるのが常で，必然的にあいまいな表
現を包含するリスクが高い．しかし，その正当性や整合性の確認には多くの時間が必要とな
り，わが国においては特に当該関係者の多忙もあって，顧客あるいはシステム利用者の十分
な確認あるいは承認を得られないまま開発が進行することが多い．……このこともまた２．
と同様の結果を招く．

　　
　これらの問題の解決には，妥当な尺度を用いての計測に基づく定量的データの存在が大きく寄
与するであろうことは明らかである．

規模尺度

　一方ソフトウェア開発における宿命的な問題として，規模の拡大は複雑度の増加を招き，単
位開発機能量あたりのコストが増加することがある．すなわち，10,000 機能のシステムは 1,000
機能のシステムの 10 倍のコストでは開発できない．対価決定面からのみならず，工数やスケジ
ュールの計画時点においてwhat（何を開発するか？）が適切なレベルで決定されていないこと
の負の影響は予想以上に大きい．したがって，開発当初において要求機能を妥当なレベルで明確
化することがプロジェクトの成否を決定づけることが多い．
　現在有効とされる規模尺度の一つはFPである．
　FPは当初 Fagan が以下に示す尺度の要求を満たすことを目的として開発したものである．

• 開発言語，環境を越え，組織を越えて用いることのできる規模尺度
• 開発早期における開発規模の見積りあるいは決定の尺度
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• それに基づく経験的データに基づく適切な見積り尺度
• HOW（どのように開発するか…. 言語，構成など）とは独立にWHATに基づく開発進捗の
追跡と変更管理

組織能力の向上

　さらに別の重要な問題として，組織の開発能力の向上の問題がある．そしてそのためにはプロ
セス群（単一のプロセスではなく，さまざまな関連プロセスから構成されるもので，その方法も
内容も組織によりまた組織の開発する対象によって異なる）の確立を欠かすことができない．
　組織能力を考えるにあたっては，現実問題として組織の現在能力を効果的に向上させるために
は，さまざまな視点からみた出発点における組織能力レベルを知る必要があり，ときとして類似
組織との比較ができることが望ましい．前者はいわゆるベースライン研究であり，後者はベンチ
マーキング研究とよばれる．いずれの場合も前述のソフトウェア特性からしてある規模尺度を基
礎とする必要があることは明らかである．
　また重要な組織能力のもう一つは生産性である．生産性は一定尺度の成果物を作り出すのに必
要なコスト，工数，あるいは時間などで測るのが一般的である．したがって，そこでも規模尺度
が重要な意味をもつ．
　見積りについていえば，前述の宿命的な要求定義の現状を前提として，開発の各段階における
ニーズを満たす，適切な根拠の見積りが必要である．すなわち，要求定義の確実性あるいは欠落
またはあいまい性を明確にできることを前提とした開発早期の段階における規模見積り＊，計画
進捗管理，成果評価の各段階において定量的データに基づいた判断なしにソフトウェア開発プロ
ジェクトを押しなべて成功させることは難しい．すなわち，さまざまな段階における変更管理を
含む適切なプロジェクト管理は，計測された事実データに基づく過去のプロジェクトの実証的研
究結果によってのみ可能である．
　　
　本書は開発現場における情報技術計測についての実務家による報告を集めたものである．加え
て第Ⅰ部においてはこの世界の著名人による将来ビジョンの一端が示されている．第Ⅱ～Ⅷ部の
各章は主として開発実務家による報告であるためその内容はさまざまであるが，いずれも実際の
経験に基づくものである．
　本書はその内容によって 13 部に分かれている．全体量は非常に多く，また類似テーマで重複
する箇所も多いため，ときには思い切って簡潔にした部分があるので了解いただきたい．おそら
く，一般の読者にとって全体を読み通す意味は高くはないと思われる．読者の現実の情報ニーズ
に基づき，取捨選択して読むのがよいであろう．
　本書に接して開発現場における計測についての認識が高まり，手法・尺度は異なろうともソフ

＊ 開発途上における機能規模の当初予測およびそれに対する変化を明らかにできる見積り：前者においては当
然ながらアプリケーション領域あるいは開発環境をに基づく経験データの活用が必要不可欠である．また後
者においては当初見積りと容易に比較できるものでなくてはならない．幸いにしていずれの場合もFPが現
状における有効な手段の一つとして利用できる．



x　　監修者のことば

トウェア開発の実証研究が進展し，事実情報の公表が促進されることを期待して遅まきながら本
書の翻訳を思い立った．
　いつもながら，共立出版の三輪直美氏には多大な労を煩わせた．改めて深く感謝を申し上げた
い．

2007 年２月

富 野　壽・岩尾 俊二


