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本書をソフトウェアに経済性の測定をもたらした先駆者である
Allan Albrecht に捧げる。

　Allan と彼の同僚は，
初めてファンクションポイント尺度を開発し，

広く一般的に用いることができるソフトウェア経済性の
測定を可能にした。

　本書はまた，ソフトウェア経済性の測定を促進し続けている
International Function Point Users Group （IFPUG）

の役員と会員に捧げる。

　ファンクションポイントの存在と
IFPUG 組織の活動は，オーストラリア，オランダ，

日本およびブラジルのソフトウェア尺度組織などの多くの国際的な
関連グループによる研究と併せて，International Software 

Benchmark Standards Group （ISBSG）の Peter Hill
とその同僚によるさらなる測定研究をもたらした。
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何年か前，Bill Gates とその友人が Microsoft を設立した。1604 年，シェイク
スピアは正義と慈悲についての鋭い瞑想録「Measure for Measure」（邦訳：『尺
には尺を』）を著した。それは，断固としたモラル，未熟な人間への権限委譲，
誤ったアイデンティティ，無実の裏切り，堕落，比類のない欲望を持つ尊大な人
物についての複雑な物語である。今や誰もシェイクスピアが天才であったことは
疑わないが，彼はどうして 40 年後のソフトウェア開発環境をそれほどまで完全
に描写できたのだろうか？

シェイクスピアが，正義と慈悲の程よいバランスが必要だと信じたように，
我々 IT 分野の活動も，さまざまな観察でき測定できるものの中で，またしばし
ば矛盾する動機と影響要因の中で，バランスを求めなければならない。ファンク
ションポイントから McCabe の複雑度尺度，Putnam の生産性指標から直交欠陥
分類，シックスシグマから CMMI のプロセス改善まで，測定やアセスメントの
手段は数限りない。ソフトウェア測定はもちろん，プロジェクト見積り，プロジ
ェクト管理，製品開発，品質保証，顧客対応およびアウトソーシングなどで重要
ではあるが，組織はどの測定手法をいつ用い，どう解釈したらよいか，またどの
ようにしたら有効な意志決定ができるのであろうか？

ソフトウェア開発の不幸な歴史の中で明らかになったのは，ともすれば測定を
無駄と考え，測定で明らかになる実態についての懸念から，そのような質問に答
えることを恐れ，避けてきたことである。もちろん，ソフトウェア尺度や測定手
法が，いつも有用であることを裏付けられることができるほど信頼性が高かった
わけではない。いずれにせよ，先端的な成果を挙げている IT 組織は，恐れるこ
となくソフトウェア尺度の収集，研究，および活用に励んできたリーダ達である。

シェイクスピアは，「真実はどこまでも真実である」と言った。尺度に責任を



ii　第 3版によせて

負わせ，測定することを恐れていたのでは，IT 組織の現実は永久に変わらない
であろう。端的に言って，優れた業績を挙げている組織はあらゆる職人がそうで
なければならないように，持てる測定手段を活かすことを学んでいる。その結果，
彼らには，その専門的な仕事において何ができ何ができないかについて，より良
い理解をもたらす多くの知識と洞察がある。

1991 年，友人であり同僚でもあるCapers Jonesは，『Applied Software Measure
ment』の初版を発刊した。同書は，この分野について広範囲に調査して，産業
横断的な現在の成果レベルと併せて IT 組織の取り得る選択肢を明らかにした。
そうする中で Capers は，多くの人々がソフトウェア測定のバイブルとして畏敬
するものを創り上げた。改訂された第 2 版（1996 年）は，さらに多くをカバー
し，さらに多くの信奉者を得た。彼は何十年も前に IBM で最初にプログラミン
グ言語の生産性比較研究に携わった。彼はその数多い著書の中で，何よりも従来
的な考え方に正面から取り組み，IT 組織とそのリーダ達が自らの活動の理解と
改善を明らかにすることができる測定を最重要の要件に据えた。
『Applied Software Measurement』の初版および第 2 版が世界的に与えた多大

な影響については，いかに評価しても評価し過ぎることはないであろう。私自身
の経験についてのエピソードがひとつの説明になるはずである。

1994 年，私は Electronic Data Systems のソフトウェア評価部門の部長であっ
た。当時，私は他国にまたがる多角化した組織の買収にかかわっていた。我々の
チームの任務は，第三者の評価による企業のソフトウェア資産価値の決定を適切
な尺度を用いて支援することであった。買収交渉はこの評価にかかっていた。

最初の関係者の会合は，同じ年の遅くにテキサスで開かれ，いままで見たこと
がないほど大勢の弁護士が出席した。すべての人々が懸念を持ち，危惧している
ことは明白であった。評価はどうなるのだろうか？　買収は成立するだろう
か？　すべては第三者の評価者の見方にかかっていた。

評価者はオーストラリアのシドニーから来た魅力的な男で，びっくりするほど
薄いブリーフケースを持って部屋に入ってきた。対照的に，会議室の大勢の弁護
士は，大変な量の文書と関連資料の鞄を持った助手を従えていた。評価者は，
我々に規模，複雑度，変更率，および基本技術などを含むソフトウェア測定の情
報があるかどうかを尋ねた。弁護士達がそれほどに目を丸くして驚いている状況
を初めて目にした。しかし，1 つの言葉「測定」が彼らの胸に突き刺さった。彼
らは皆，そのことなら隅に座っている私の責任であると気がついて私のほうに一
斉に目を向けた。私は評価者にそれらの情報はすべてここにあり，さらに多くの
情報もあると山ほどの報告書とプリントアウトをかざした。
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「では，皆さん，我々の問題は実際上，解決されました」とオーストラリア人
は言い，皆は息が止まった。
「私の自信の根拠が知りたいでしょう」と彼はブリーフケースを開いて，「ここ

にあります」と言って 1991 年版の『Applied Software Measurement』を取り出
した。本にはいっぱいの付箋が付けられており，アンダーラインや書き込みに溢
れていた。「皆さん，これが私のバイブルです」「あなたたちが行った厳格な測定
があれば，私はそのソフトウェアについてほとんどすべてのことを話すことがで
きます。――それはすべて Capers Jones の技法と提言によるものです」

ため息は笑みに変わり，まもなく弁護士達は早めの昼食を取ることを決めた。
これが私と『Applied Software Measurement』との最初の出会いであった。

この会議での勝利をもってしても誰も役員にはなれなかったが，ソフトウェア測
定とその広範な利用の重要性を確認できた。（実は，そのことで私は Capers と
親しくなることができ，結局彼の会社のパートナーとなった）

その後，多くの似たようなことが起きたが，最も印象深かったのは世界最大の
食品・飲料複合企業の CIO に署名入りの『Applied Software Measurement』の
1996 年版を謹呈してひどく喜ばれたことであった。しかし，そういうドラマチ
ックな話は別にして，この第 3 版は前 2 版と並んで間違いなく重要な地位を占め
るであろう。Software Productivity Research では，本書の随所で明らかな，シ
ェイクスピアではなく Jones による以下の箴言をモットーにしている。

知るために測り
変わるために知り
先んずるために変わる

― Doug Brindley
President and CEO

Software Productivity Research, LLC
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本書の初版は 1991 年，第 2 版は 1996 年に発刊された。したがって原データが
最初に収集され書籍として公表されてから約 18 年が過ぎたことになる。

1991 年から 2008 年の間にソフトウェア産業では多くの変化が起きた。1991 年
にはパーソナルコンピュータはまだ揺籃期で，World Wide Web はヨーロッパ
から米国に渡り，初期バージョンが Stanford Linear Accelerator（SLAC：線形
加速器センタ）にインストールされた。

1991 年には，LOC 尺度に代わってファンクションポイント尺度がソフトウェ
アの生産性と品質の測定の業界標準となり始めた。1991 年時点では，Software 
Engineering Institute（SEI）はまだ創立 6 年にすぎず，ソフトウェア開発手法
の洗練度を評価する最初のアプローチであった能力成熟度モデル（CMM）の公
表により国中に知られ始めたところであった。

1991 年の初版でのデータは，主として筆者と Software Productivity Research
（SPR）の同僚による数千のプロジェクトの研究からのものであった。

1996 年の第 2 版では，SPR が検討した数千のプロジェクトだけでなく Web も
十分に洗練され，他社にもデータを照会して分析対象のプロジェクトが増えた。
今日，第 3 版の書かれた 2008 年時点では，Web はあらゆる分野の科学者にとっ
ての主要な研究ツールとなった。したがって，何十人もの専門家と何百もの
Web サイトに容易に接触できる。

しかしながら，ソフトウェア計測はまだ，測定技法の面と公表されたデータの
量と信頼性の両面においてあるべき最善のレベルまでには至っていない。

一方，ソフトウェアの生産性と品質についての情報を収集する目的で，
1997 年 非 営 利 組 織 の International Software Benchmarking Standards Group

（ISBSG）が設立された。それはベンチマークデータの公開された最初の情報源
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であって，データ自体もそのデータによる書籍や報告も購入することができる。
2008 年，ISBSG はプロジェクトの数においてもまた結果の統計分析の面でも

拡大し続けている。ソフトウェアの生産性と品質データについて統括する場があ
るのは，産業にとって喜ばしいことである。

しかし，ISBSG は何百もの個別の企業で集められ報告されたデータを用いて
いる。多くの企業や政府組織ではコストや工数の追跡システムにもれがあり，ま
た実際の工数のある部分は省略されていることは既知の事実であるから，ISBSG
のデータ収集には，2008 年時点では，あいまいさがつきまとっている。ISBSG
のデータは，追跡システムのもれにより，実際よりも高い生産性レベルを示す可
能性が高い。

企業での測定の通常のプラクティスでは，特別な注意が払われない限り「も
れ」が生ずるので，ISBSG のプロジェクトの 25 ％程度は完全であろうが，残り
のプロジェクトにはアクティビティの「もれ」があろう。何が含まれていて何が
もれているかを見つけるためには，開発現場に出かけて開発チームにインタビュ
ーする必要がある。

一般的に，質問票を通してあるいは e メールによる調査で報告されるデータは，
対面のインタビューで収集されるデータよりは正確性において劣る。このことは
ISBSG の質問票に対する批判というわけではない。開発プロジェクトに対する
主要な質問は 38 ページにものぼりそのカバレージはきわめて完全であるといっ
てよいであろう。ISBSG データの精度の不確実性は，質問票に答える側が実際
に完全かつ正確に答えるのに十分確かなデータを保有しているかどうかによるも
のである。

ISBSG データの精度は 2008 年時点ではやや不確実とはいえ，組織自体は成長
と発展を続けており，将来は精度も向上することは疑いがない。本書の書かれて
いる 2008 年時点では，ISBSG データはほぼ 4,000 のプロジェクトからなっており，
急速に数を増やしている。さまざまな ISBSG 報告とデータ収集は産業にとって
価値あるものとなっている。

SEI もまた相当量のデータの収集と分析を行っている。さらに SEI は CMMI
（能力成熟度─統合型モデル）と呼ばれる新しいプロセス改善手法を開発した。
この新しいモデルは古い CMM の成功をもとに構築されたもので機能を追加し
ている。CMM も CMMI も 10,000FP かそれ以上の大規模ソフトウェアプロジェ
クトでは明らかな改善を示してきている。

CMM の概念を元に Watts Humphrey は，生産性と品質において素晴らしい
成果をあげている Team Software Process（TSP）と Personal Software Process



序　　文　vii

（PSP）を開発した。これらの新しいアプローチもまた特別の尺度と測定量を用
いており，本書で後に議論する。

SEIの収集データのあるものとISBSG の収集データおよび Software Productivity 
Research（SPR）， David Consulting Group, Quantitative Software Management

（QSM）などの他のベンチマーキンググループのデータを統合できれば産業界に
とって価値があろう。しかし，ビジネスで競合する組織もあり，データは価値が
高く自らが所有するものと考えている組織もあるので，統合は近い将来には起こ
りそうもない。

2003 年頃から，Maryland 大学の Dr. Victor Basili はアプリケーションのビジ
ネスゴールに合った特別にカスタマイズされた尺度を用いる「ゴール・質問・尺
度」と呼ばれるソフトウェア尺度を開発した。この手法は広まっており現在利用
が進んでいる。

2004年頃，Computer Aid Inc.（CAI）の社長であるTony Salvaggioは，Information 
Technology Metrics and Productivity Institute（ITMPI）と称する興味深い研究
組織を設立した。この新しいグループはソフトウェア工学とソフトウェアマネジ
メントについての参考資料を集め始めた。また ITMPI は，世界の一流のソフト
ウェアエキスパートと一連のセミナーと Web によるセミナーを組織した。

今日，ITMPI はソフトウェア方法論とプロセス改善に関する産業界の主要な
情報源の１つとなった。数年のうちに，もし ITMPI が実際のベンチマークデー
タを追加すれば，同組織はさらに価値ある情報源となろう。

第 2 版以後に発展したさらに興味深い技術は「アジャイル開発」である。この
表現はエクストリームプログラミング（XP），適応型ソフトウェア開発，ユーザ
機能駆動開発および Crystal Clear などの数々の異なった開発アプローチを包括
した言い方である。

それらのアジャイル手法は，従来的な要求定義や設計アプローチは時間がかか
り効果的でないとの見方で共通している。要求を文書化する代わりにアジャイル
手法はユーザの代表にチームの一員として参画してもらい，できる限り早く機能
するモデルあるいは主要機能のプロトタイプを開発する。頻繁なチームミーティ
ングあるいは「スクラム」セッションはアジャイルアプローチの重要な要素であ
る。

アジャイル手法はまた固有の測定（と見積り）手法を生んだが，それらについ
ては本文で触れる。

アジャイル手法は 1,000FP 以下の小規模プロジェクトあるいは主として大規模
プロジェクトを対象とする SEI の CMM とは対極にあるようなプロジェクトで
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始まった。
本書の書かれた時点では数多くのソフトウェア開発手法がある。第 2 版でも多

くあったが，CASE や RAD のようにアジャイルや XP にとって代わられている
ものもある。2008 年時点での興味深い傾向は，「プロセスの融合」つまりいくつ
かの方法論の有用な部分の融合である。事実このアプローチは極めて一般的にな
り，コンサルタントの Gary Gack が「Process Fusion」という会社を設立したほ
どである。今後サービス指向のアプリケーション（SOA）が発展するだろうし，
さらに新しいエージェントベース開発などの新しい手法も議論されている。

補完的な機能を持った方法論として，シックス・シグマと CMMI，シック
ス・シグマと TSP，アジャイル開発と「簡易シックス・シグマ」およびラショ
ナル統一プロセス（RUP）と融合した CMMI などが挙げられる。

アジャイルアプローチがソフトウェア開発に集中しているのに対し，
Information Technology Infrastructure Library（ITIL）は保守，サービスおよ
び顧客支援に注力する。本書では ITIL アプローチの下でのサービス管理にかか
わる尺度のあるものについて議論する。

1991 からと 1996 年からの主な産業界の変化は，ファンクションポイント尺度
自体の発展である。本書の初版の時点では，ファンクションポイントは主として
情報技術プロジェクトで用いられていた。今日では Web プロジェクト，システ
ムソフトウェア，組込みソフトウェアおよび軍の兵器システムを含むあらゆる形
式のソフトウェアで用いられている。

1996 年時点では，International Function Point Users Group（IFPUG）が米
国および世界の多くで支配的なファンクションポイントデータの情報源であった。

英国では，Mark Ⅱファンクションポイント尺度が広く用いられていて，フィ
ーチャポイントのユーザもいた。

何年もの間に IFPUG の計測標準は，新しい種類のソフトウェアや新しい話題
を含める必要が生ずるにつれ更新され修正されてきた。本書が書かれている時点
では IFPUG の計測標準はバージョン 4.2 である。初版の時点ではバージョン 2.0，
1996 年ではバージョン 4.0 が用いられていた。すなわち，現在の版のデータには
軽微な再較正が必要である。

2008 年時点では，ファンクションポイント尺度の派生的なものには少なくと
も以下に示す 22 のものがある。

■　3D ファンクションポイント
■　逆算法（ソースコード行数からの変換）
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■　COSMIC ファンクションポイント
■　Bang 尺度（DeMarco ファンクションポイント）
■　エンジニアリングファンクションポイント
■　フィーチャポイント
■　フルファンクションポイント
■　類推によるファンクションポイント
■　ファンクションポイント “ ライト ”
■　IFPUG ファンクションポイント
■　機能規模決定のための ISO 規格 19761
■　Mark Ⅱファンクションポイント
■　非常に小さいプロジェクト用のマイクロファンクションポイント
■　NESMA（Netherlands Software Metrics Association）ファンクションポ

イント
■　オブジェクトポイント
■　部分的ファンクションポイント（欠落要素の再構築）
■　Quick Sizer ファンクションポイント
■　SPR ファンクションポイント
■　ストーリーポイント
■　未調整ファンクションポイント
■　ユースケースポイント
■　Web オブジェクトポイント

残念ながら，ある派生的なファンクションポイントから他への変換のルールは
少ない。多くの派生的な尺度は，標準の IFPUG ファンクションポイントがリア
ルタイムや組込みソフトウェアなどの，ある種のソフトウェアについては過少な
値になるとの想定から開発されたものである。そのために，それらの派生的な尺
度を用いた場合には，同じアプリケーションでもプロジェクト規模が IFPUG の
場合よりも 15 ％も大きくなることもある。

フィーチャポイント，SPR ファンクションポイントおよび Quick Sizer ファン
クションポイントは例外で，IFPUG 標準と近い結果となることを目指している。

標準 IFPUG ファンクションポイントは，約 15 ファンクションポイント以下
では調整要因の下限を越えるために実用的ではない。長い間小規模の保守プロジ
ェクトはファンクションポイント尺度を用いては評価できなかった。本版で取り
上げた新しい「マイクロファンクションポイント」は通常の計測レベル以下の小
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規模プロジェクトで適用でき，0.001 ファンクションポイントから約 20 ファンク
ションポイントまでの範囲まで計測できる。この手法については本文で触れる。

ファンクションポイントタイプの尺度の爆発的広がりによって興味深い技術的
課題が生まれた。ある種のソフトウェアプロジェクトは複雑なロジック，複雑な
アルゴリズム，および複雑なデータ構造ゆえに他のものよりもはるかに開発が難
しい。それらについては標準 IFPUG ファンクションポイントと低い生産性を用
いるのがよいのか，それともより複雑なアプリケーションでは大きな値となる特
別なファンクションポイント尺度を開発すべきなのか。

言い換えれば，A アプリケーションが B よりも 2 倍難しいとすれば，難しさ
を開発生産性の 50 ％の低下で表現すべきか？　ファンクションポイント規模の
100 ％の増大で表現すべきか，という問題である。

経済的な立場からは低い生産性で難しさの増大を表現する方が妥当のように見
える。そうすれば複雑なアプリケーションのコストは，単純なアプリケーション
との比較において適切な見方ができる。

対象が住宅のような目に見えるものであれば状況はもう少し理解しやすい。住
宅 A は 3,000ft2 で建築が難しくコストのかかる離れた山岳地域に建設されるとし
よう。類似の 3,000ft2 の住宅 B は普通の市街地に建てられるとする。単位面積当
たりの建築コストは A が 500 ドル/ft2 で B は 250 ドル/ft2 になるとする。住宅で
あれば建設の複雑さと難しさにより単位面積当たりのコストが高くなることは明
らかである。それは生産性の差であって，住宅面積の差で表現するのはおかしい。

しかし，ソフトウェアの機能と要求は無形であり，難しさと複雑さの増大は生
産性で測られるべきかファンクションポイント値の大きさで測られるべきかの問
題となる。ソフトウェア産業にとっては，1 つの特定のファンクションポイント
を用い複雑度と構築の難しさは生産性およびファンクションポイント当たりのコ
ストの調整によって扱うほうがよいようにみえる。

最近，多くのファンクションポイントのクローンが開発されているが，ある種
の機能的尺度が適用されるべき多くの重要なソフトウェアの話題があり，研究は
まだ十分にはなされていない。例えば 2008 年時点では，データベースやリポジ
トリの規模やデータ量を測る効果的な尺度はない。その結果，データ品質，デー
タコスト，あるいはデータにかかわるその他の経済的な課題について確かな実証
的な情報がない。ファンクションポイントに似た「データポイント」尺度のよう
なものがあれば産業にとって極めて役に立とう。

また，ソフトウェアアプリケーションがもたらす価値を全面的に扱える効果的
な尺度もない。財務的な価値は比較的よく測れるが，単純な財務的な側面からで
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は測れない多くの価値がある。人の命を扱う医療アプリケーション，防衛のため
の軍需アプリケーション，Hubble 宇宙望遠鏡のような科学的アプリケーション
などの非財務的価値については，ファンクションポイント尺度的な形式による

「価値ポイント」は測定に重要な意味をもたらそう。
ソフトウェア産業がサービス指向の提供やサービス指向のアーキテクチャに移

行するにつれ，新しい課題に対応する「サービスポイント」尺度も必要になる。
今日でもソフトウェアプロジェクト周辺での顧客の支援などの多くのサービスが
ある。それらはソフトウェアの経済的測定量に含める必要がある。

ソフトウェア産業が本当に必要とするものは 22 ものファンクションポイント
的尺度ではなく，ソフトウェアコスト，データコスト，サービスコスト，および
ソフトウェアとデータの価値を統合した形で扱うことのできる，一連の関連ファ
ンクションポイント尺度である。本書では，それらの拡張ファンクションポイン
ト尺度についても議論する。

ソフトウェアの経済的問題になじみのない読者は，経済的な研究においてなぜ
「LOC」尺度がファンクションポイント尺度にとって代わられたか疑問に思うか
もしれない。ファンクションポイントはある意味で難しく計測に費用がかかる。
それらは LOC が提供できないどのような価値を提供できるのであろうか。

LOC 尺度の明らかな問題は，2008 年時点で 700 以上もの言語や方言が用いら
れていることにある。そのうち正式のコード行計算ルールのあるものは 100 以下
にすぎない。Visual Basic など少なくとも 50 の言語には，「プログラミング」が
手続き的コードではなくプルダウンメニューやボタンなどの代わりの方法で行わ
れるために，ソースコードの規模を確定する有効な計算ルールがない。

さらに加えて，コード行の計算方法にはあいまいさがつきまとっているので，
LOC 尺度を経済的研究に用いるのは基本的に間違っている。高級言語は不利と
なり，低級言語を本来よりも生産性が高いようにみせる。

LOC 尺度が誤った結果を示すのは，昔からよく知られているビジネス問題，
すなわち固定コストである。いまやコーディング工数自体はソフトウェア開発の
全体工数のほんの一部にすぎない。計画，仕様書，ユーザ用文書などの文書作成
作業により多くのコストがかかることが多い。文書作成コストは固定コストのよ
うに作用し，製造業でよく知られているルールが登場する。「製造プロセスが高
い比率の固定費を含む場合には，製造単位数が減少すれば単位あたりのコストは
増大する。」

例えば，アセンブラと C++ の 2 つの言語で同一アプリケーションを開発した
場合の結果を，LOC 尺度とファンクションポイント尺度で示してみよう。
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アセンブラプログラムは 10,000LOC 必要とし，さまざまな文書は計 100 ペー
ジ必要だとする。コーディングとテストに 10 人月，文書作成に 5 人月必要だと
する。全工数は 15 人月であるから生産性は 666LOC/人月となる。簡単のために
1 万ドル/1 人月とすれば全体コストは 15,000 ドル，15 ドル/LOC となる。

C++ では同一アプリケーションが 1,000LOC であるとする。設計文書は OO
言語を用いるためにやや少なくなるが，ユーザ文書はほとんど変わらないはずで
ある。全体で 75 ページが必要だとしよう。コーディングとテストに 1 人月，文
書作成に 4 人月かかったとする。全体工数は 5 人月で 50,000 ドルかかったとす
れば，本来 C++ を用いた場合のほうが全体コストは 1/3 となるが，ソースコー
ドあたりのコストは 50 ドルにはね上がる。

コーディングのみを測定しても高級言語の価値はわからない。この場合 C++
では 1 人月しかかからないが，アセンブラも C++ も 1,000LOC/人月の生産性と
なる。

今このアプリケーションは 50 ファンクションポイントであったとしよう。フ
ァンクションポイントで表した生産性はアセンブラの場合 3.33FP/人月（3,000
ドル/FP），C++ では 10FP/人月（1,000 ドル/FP）である。ファンクションポイ
ント尺度は，明らかに，生産性を単位労働あるいは単位費用あたりに製造される
製品あるいは提供されるサービスと定義する標準的な経済的前提とよく合う。

他方，LOC 尺度は標準的な経済的前提に合わず，事実上逆の結果を示す。
LOC 尺度は真の経済的状況を歪めるので，経済的研究への LOC 尺度の利用は職
業的不当行為といってもよいほどである。

もちろん，使用言語が同一の場合には LOC 尺度も妥当な結果を示す。
多くの分野では同じ現象について，例えば華氏と摂氏など，複数の尺度がある。

ソフトウェアにおいても，おそらくファンクションポイント尺度と少数の派生的
ファンクションポイント尺度およびいくつかの LOC 計測手法を使い続けるであ
ろう。ソフトウェア産業に必要なものは以下の 3 つである。

■　 派生的なものを含めてすべてのファンクションポイント間の正確な変換
ルール

■　 物理行数で測られた規模と論理コードステートメントで測られた規模の
正確な変換ルール

■　 ソースコードの測定とファンクションポイント測定間の正確な変換ルー
ル
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ソースコード行計算方式には少なくとも 5 つの手法があり，ファンクションポ
イントに前述のように多くの派生的手法がある。産業としてはそれらをもっと絞
り込みたいのは明らかである。

本書には予備的な変換ルールも含めているが，2008 年時点では厳格な変換ル
ールを定義する十分なデータがない。厳格なルールを定義するためにはさまざま
な尺度について認証を受けた計測者が，同一のアプリケーションの値を計測する
必要があろう。例えば，同一のアプリケーションが IFPUG ファンクションポイ
ントの認証を受けた計測者，COSMIC ファンクションポイントの認証を受けた
計測者，また他の尺度についての認証を受けた計測者などによって計測されなけ
ればならない。

本書のデータはすべて IFPUG 計測ルールバージョン 4.2 によっている。その
実際的な理由は，COSMIC ファンクションポイントの利用が欧州において拡が
りを見せてはいるものの，2008 年時点では他のいずれの派生的なものを合わせ
たよりも IFPUG ファンクションポイントによる経験データが多いためである。

本書はソフトウェア産業の歴史 20 年をカバーし，筆者自身もこの世界に 40 年
以上関与してきているが，2008 年時点では，ソフトウェア産業にはいくつかの
厄介な問題がある。

■　 国レベルでは，従来的なシステムおよび情報システムのソフトウェア生
産性は過去 20 年間向上していない。

■　国レベルでは，ソフトウェア品質レベルは過去 20 年間でやや改善しただ
けである。

■　 多くのソフトウェア訴訟に専門家証人として参加した経験からは，
2008 年における訴訟に至った問題は基本的に 1987 年時点と変わりない。

■　 コスト超過，スケジュール遅延あるいはソフトウェアプロジェクトの全
体的失敗は，2008 年時点で減少ではなく増大している。

■　ソフトウェア生産性および品質の面で最良の企業は，米国平均よりも約 3
倍良い成果をあげている。

■　ソフトウェア生産性と品質が向上している企業の数は 2008 年時点で全企
業中 15 ％程度のようである。逆に低下している企業も約 15 ％ある。残り
の 70 ％の企業は，向上も低下もせずにそのままの状況に留まっている。

■　 ポートフォリオが時間を経て劣化するにつれ，保守活動はソフトウェア
開発活動よりも早い勢いで増え続けている。
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最も問題なのは国レベルで生産性も品質も過去 20 年間変わっていないという
事実──多くの企業は退行したが，向上した企業もあり，全体として──である。

実際には，ソフトウェア生産性の向上の主たる理由は，アジャイル手法を用い
ることにより高い生産性が得られている Web アプリケーションの発展にある。
SEI CMM および Watts Humphrey の TSP や PSP の恩恵もある。

このことについては本書中で触れるが，プロセス改善に関して現実に起きてい
ることとして，初期のプロセス改善の成功の後，当初のチームや管理者が仕事を
変わったり昇進してしまうという事実がある。新しい管理者や経営者は自分たち
の好む手法を持ち込みたがり，それ以前の手法ほど成功しないことがしばしば起
こる。

このことはソフトウェア産業の隠された弱点を露わにするもので，本書の主テ
ーマでもある。良い測定は持続する価値を有し，成功ソフトウェアプロセスを永
続させることができる。

なぜ成功プロセス改善の活動が捨てられがちかといえば，新しい管理者が改善
標準手法やソフトウェア保守についても，その代替的な手段についても，経済的
価値についての確かなデータを持っていないところに主な原因がある。したがっ
てソフトウェア手法の変更は，経済的価値よりも社会学的な課題とみなされがち
である。

本書第 3 版の主たる目的は，ソフトウェア経済学を健全な実証的ベースの上に
築く測定と尺度を示すことにある。本書では以下の 8 つの主要な話題について最
も効果的な定量的測定アプローチを議論する。

■　ソフトウェアアプリケーション規模
■　ソフトウェア開発スケジュール
■　ソフトウェア開発要員
■　ソフトウェア開発生産性
■　ソフトウェア保守生産性
■　ソフトウェアコスト
■　ソフトウェア品質
■　ソフトウェア価値

しかしながら，良い定量的データも成功を保証するには十分ではない。以下に
示すような他の定性的データも収集する必要がある。
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■　開発および保守チームの能力
■　要求の安定性と変化
■　ソフトウェア開発および保守を助けるスペシャリスト
■　大規模アプリケーション開発チームの組織構成
■　法的拘束や規制などの制約
■　プロジェクトが順守する必要がある標準あるいは規約
■　翻訳や世界的地域にまたがる開発などの国際的問題
■　出来高尺度

本書のタイトルは，ソフトウェア管理者，経営者，開発者および顧客に，あい
まいでない経済的な情報を提供できる測定を意味しており，高いレベルの専門家
の仕事を保証する定量的データの活用を意味している。言い換えればソフトウェ
アプロジェクトは最先端の開発手法だけでなく最先端の測定を用いる必要がある。

良い測定がなければ，良い開発手法の結果は目に見えず説得力のないものとな
る。良い開発手法を用いなければ，良い測定もスケジュールの遅れとコスト超過
を示すだけにすぎない。測定手法は，ソフトウェアプロジェクトの経済的価値を
最適化するためにまた開発の失敗のリスクを最小化するために，計画的に選択し
適用すべきである。

2008 年時点では多くのソフトウェア組織は測定をほとんどしていない。おそ
らくソフトウェア組織の 20 ％が機能的尺度を用いて何らかの形での品質測定と
生産性測定を行っているにすぎない。10 ％の組織はまだ LOC を用いようとして
いて，全く誤った経済的結果しか得ていない。このことはとても満足できる状況
とは言い難く，貧弱な測定プラクティスはソフトウェアプロジェクトの失敗と多
くのプロジェクトの遅延や予算超過の原因の１つとなっている。

測定に基づく確かな実証的データがなければ，ソフトウェア産業の進展は期待
できない。願わくば，本書が開発，保守およびサービスプロセスを確かな実証的
ベースの上に築くために収集・分析されるべき情報を読者に示しているようであ
ってほしい。

測定それ自体もコストがかかるから，本書では良い測定の価値についても議論
する。良い測定はプロセス改善の成功のために必要不可欠であるから，測定計画
の実際の投資効果（ROI）は重要である。

良い測定計画は，プロセス改善，新しいツール，より良い組織，およびその他
のソフトウェア活動にかかわる多くのビジネス行動の価値を示すための効果的な
手法である。
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監訳者のことば

今さら言うまでもなくソフトウェア開発の工学としての発展には定量化が欠か
せない。

社会活動においても個人生活においてもますます重要性を増しているソフトウ
ェアの品質および信頼性の問題は，最近特に大きくクローズアップされてきてい
る。

また，2008 年に米国に端を発した世界的不況の中で，ソフトウェア開発の合
理化に厳しい経営者の目が向けられている。さらには，SaaS（Software as a 
Service）などの考え方やクラウドコンピューティングといったビジネスモデル
が現れてきて，ソフトウェアを取り巻く環境は大幅に変化している。ソフトウェ
ア開発および保守の経済的研究はますます重要になってきているが，現実のソフ
トウェアプロジェクトの測定はいまだ十分広範には行われておらず，筆者の言う
がごとく，ソフトウェアコミュニティには定量的プロジェクトデータが大幅に不
足している。

2010 年現在，ソフトウェア開発および保守の工学としての確立は依然として
急務である。

1995 年の原著第 2 版の発行から既に 15 年が過ぎた。その間ソフトウェア開発
に関しては，Web アプリケーションの爆発的発展やアジャイル開発手法の広が
りなど，いくつかの世界的に大きな変化が起きた。またソフトウェア資産の蓄積
は着実に進み，既存ソフトウェアの保守あるいは機能拡張の業務が新規開発の業
務を量的に越えつつある。

定量化にかかわる変化としては，我が国においても独立行政法人情報処理推進
機構（IPA）内にソフトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）が 2004
年に設立され，ソフトウェア開発の強化に取り組むとともにその成果の実践・検
証を推進している。

一方，本書の正規化尺度としているファンクションポイント（FP）について
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も，この間の我が国における利用はさらに進展し，上記 IPA･SEC 編の「ソフト
ウェア開発見積りガイドブック（オーム社，2006 年 4 月発行）」によれば，大手
ソフトウェア開発企業では 8 社中 5 社が FP 法をベースにしており，2 社が
COCOMO 法をベースにしている。

筆者曰く，「本書の第 3 版は，ソフトウェア経済学を実証的ベースの上に築く
測定と尺度を示すことを目指している」。多様なソフトウェアプロジェクトのデ
ータが全体的にいまだ不十分とはいえ，本書のような膨大な実データに基づいて，
ソフトウェアの開発および保守をさまざまな角度から定量的に分析し解説した書
物は少ない。それを行うためにはまず，膨大なデータをどこからどのように集め
るかという「社会学的」な問題がある。次に，それをどのような視点で整理し評
価すればよいかという「洞察力と分析力」の問題がある。さらにその結果の中か
ら有効なものを選び出して，どのような形で表現し，実際に役立つものにするか
という「経験データの活用の促進」の問題がある。これらの問題を全てクリアし
てはじめて，ソフトウェア定量化の優れた書物になりうるのであろう。

本書はまさにそれを行って多くの読者の高い評価を得て，版を重ねてきた。第
3 版では膨大なデータを分析し，その結果をもとに米国におけるソフトウェア開
発の幅広い実態とその多様性および問題点を示しており，そのことが本書を非常
に説得力に富んだものにしている。

さらに本書においては，随所にみられる我々を驚かせるような鋭い指摘が，裏
付けとなるデータとともに示されているだけでなく，定量化・測定の将来につい
ても見識高い主張が述べられている。その意味で，ソフトウェアの定量化の専門
家だけでなく，ソフトウェア工学の研究者，技術者，さらにはソフトウェア開発
の「品質と生産性への取組み」に悩んでいるソフトウェアプロジェクトの管理者，
企業の経営者に必読の書であると言っても良いであろう。とはいえ，本書でソフ
トウェアの定量化の問題やあるべき姿が完全に浮き彫りにされたわけではない。
筆者も述べているように，ソフトウェア開発の工学としての成熟のために，そし
てそれを支えるソフトウェア開発の測定と定量化のためにさらに多くの関係者か
らの協力が待たれるところである。

なお，翻訳にあたっては用語の使い方で大いに悩まされた。本文の中でも触れ
られているが，ソフトウェア工学の分野での用語は英語も日本語もまだまだ不統
一で，歴史的に定義が変化しているように見えるものもあれば，あいまいな定義
のまま用いられている用語も少なくない。例えば，「metrics」という用語は「ソ
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フトウェア製品品質」の国際規格の中で定義されていて，JIS 規格では「測定法」
と 訳 さ れ て い る。「 測 定 法 」 に は「 測 定 量（measure）」 と「 測 定 方 法

（measurement method）」の 2 つの要素が含まれている。原著の「metrics」も
ほぼ同じ意味で使われているが，本書ではあえて通俗的に使われていて読者にも
馴染みのある「尺度」という訳語を多用した。JIS 規格で定義されている「尺度

（scale）」とは意味が異なることに注意されたい。なお，邦訳にあたっては，な
るべくカタカナ表現は避け，他の出版物で多用されていると思われる日本語用語
を用いようとしたが，measurement の訳語は「計測」と「測定」を同義に用い
ている。

最後に，今回も多大な労をわずらわせた共立出版株式会社の島田誠氏，横田穂
波氏に改めて深く感謝の意を表したい。

2010 年 6 月
富野　壽・小坂恭一
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