
ソフトウェア開発コスト予測研究の動向と課題

野 中 誠�

本稿では，ソフトウェア開発コスト予測研究の動向を俯瞰し，各種法の問題点や，この分野におけ
る研究・調査における留意点などを述べる。
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�� は じ め に

ソフトウェア開発コストの予測は，システム全体に

占めるソフトウェア開発コストの比率が大きくなって

いる今日，実務的な観点から見て重要性の高いテーマ

の � つである。また，学術的な観点から見ても，統

計手法やシミュレーション，機械学習など様々なアプ

ローチから取り組むことができるため，一定の広がり

と深さを持ったテーマである。最も初期の段階では，

システム全体に占めるハードウェアに対するソフト

ウェアのコスト比率に基づいてソフトウェア開発コス

トが大雑把に見積もられていた���。その後 ��年以上

にわたって多様な研究や実務的取り組みがなされてお

り，これまでに相当量の蓄積がある。

しかし，研究により蓄積された知識や知見，提案さ

れた方法論が，実務の場面で有効に活用されているか

といえば必ずしもそうではない。そこには解決すべき

課題が多数ある���。こうした課題は，産業界と学界の

双方が歩み寄って，一つずつ解消していく必要がある。

その際に，これまでの研究動向をおさらいしておくこ

とは，「車輪の再発明」を割けるためにも必要である。

本稿では，課題解決の前段階として，コスト予測研

究ではこれまでにどのような取り組みがなされてきて

いるのか，それぞれの取り組みではどのような課題が

あるのか，この分野の研究にはどのようなトレンドが

あるのかなど，課題解決の出発点となる情報を整理す
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る。また，この分野の研究・調査を行うにあたって留

意すべき事項をいくつか挙げる。加えて，今後取り組

むべき課題について筆者の主観ではあるがいくつか提

示したい。

�� コスト予測研究の動向

��� 手法の分類

「分けることは分かること」という言い回しがある。

コスト予測研究を理解するには，まずは分類すること

から始めるのが正しいやり方である。

コスト予測手法の分類は，著者によって様々��� で

あるが，以下に示す �����	
�	らの分類��� が他の分

類に比べて詳細である。�����	
�	 らは，論文誌☆に

掲載されたソフトウェア開発コスト予測に関する研究

を約 ���件調査し分類している。この調査では，コス

ト予測手法を概ね以下のカテゴリで分類している☆☆。

なお，これらの分類は直交するものではなく，�つの

方法論や研究成果が複数の手法に基づいている場合が

ある。

� 回帰モデルやアルゴリズムモデルに基づく手法

� 類推による手法

� エキスパートの判断に基づく手法

� 作業分割に基づく手法

� 機能規模に基づく手法

� シミュレーションによる手法

� 理論モデルに基づく手法

☆ 国際会議予稿集を除く。情報処理学会論文誌も調査対象に含ま
れている。

☆☆ 筆者が一部を縮約した。



� ニューラルネットやベイジアンネットなど，知能

情報システム技術の応用による手法

� その他

以下に，これらの概要を説明する。

回帰・アルゴリズムモデル このカテゴリにおける

代表的手法は，���� が ���� 年に提示した ���

������� および ���� 年にその後継版として提示し

た������ �����である。国内では，������モ

デルが情報処理技術者試験の出題範囲に含まれるなど，

実務で活用されているかどうかはともかく知識レベル

では普及している。

　 ������ ��の初期モデルおよびポストアーキテ

クチャモデルでは，

����� � �� �����������	��
����  �!

という式に基づいて工数を見積もる。ここで，�"�

"��� は見積り工数  人月!，���� は名目コード行数

 #�$��!☆，��  �%&'� �&%���! および ��  �����

�('��)'���! はコスト誘因，* および � は定数であ

る☆☆。定数の値やコスト誘因の重みは，多変量解析の

結果として導出されている。

　 ������ モデルに限らず，このカテゴリに分類

される多くの見積りモデルは，

����� � �� �����  +!

という関数形で表されている���
���。すなわち，� � �

の場合は，工数が規模の指数乗で増加するという関係

を表している。

類推法 回帰モデルを用いるのではなく，過去の実績

プロジェクトデータベースの中から開発対象プロジェ

クトにもっとも類似したものを抽出し，事例に基づい

て開発コストを予測する手法である。��))��,らは，

プロジェクトの特性を軸とした � 次元空間における

ユークリッド距離を用いて類似性を算出し，開発コス

トを予測する手法を提案している���。��))��,らの

評価では，彼らが用いた +�-プロジェクトデータでは

������ などのアルゴリズムモデルよりも高い精

度で予測できている。

エキスパート判断 デルファイ法や *./  *	&'0��%

.���&�%0 /��%�

! など，エキスパートの判断に基づ

いたシステマティックなコスト予測手法がこのカテゴ

リに含まれる。その他，������ �� モデルをキャ

☆ 新規コード行数の見積り値だけでなく，再利用やその修正比率な
どの要因を考慮して算出された名目上のソフトウェア規模。コー
ド行数の実測値と一致するわけではない

☆☆ ���������� のデータセットでは，������� ������
が導出されている���。

リブレーションする際に，コスト誘因の重みをエキス

パートが判断し，これを事前確率として与えてベイ

ジアンネットによりデータを与えながら学習させると

いった方法論も提案されている��。

作業分割 1��  1��2 ���&2,�3	 ���(%�(��!に基

づいて各作業単位の工数を予測し，これを積み上げる

ことでプロジェクト全体のコストを予測する手法であ

る。������ ��などのモデルでは一連の開発プロ

セスすべてを含んでいる場合が多い。しかし作業分割

による手法では，必要な作業だけを選んでコスト予測

するため，実務的には整合性が高い。また，作業分割

の結果は開発計画や進捗管理などのベースにもなるた

め，有用性も高い。

機能規模 開発コストの主要な説明変数をコード行数

ではなく機能規模を採用し，測定された機能規模に

基づいてコスト予測する手法である。�����	
�	らの

分類では，*'4��%�の �/*手法�� を源流に持つ ���

/56法や ������法�� だけでなく，ユースケース

ポイント法�� もこのカテゴリに含めている���。

シミュレーション 開発プロセスをモデル化してシ

ミュレーションを行い���，その結果に基づいて開発

コスト予測値の平均とばらつきの範囲を示す研究���

や，システムダイナミクスに基づいた手法などがあ

る�。シミュレーションの入力パラメータを妥当な確

率モデルにより表現することで，条件を変えてシミュ

レーションを実施したり，開発計画を変更した場合の

影響を評価できる�� など，意思決定に役立つ情報が

得られる可能性が高い。

理論モデル 理論モデルに基づくコスト予測手法の代

表例は，おそらく/(�	&�らの �$��  ��"�3&�� $�"��

%0%'� ����,�'��07�&	&����	�! であろう���
���。

�$��では，8��,�	79&0'���曲線に基づいて，コー

ド行数，生産性，および工数のあいだに成り立つ関係

式を導出している。�$��が他の手法と大きく異なる

点として，開発期間，要員数，および開発コストを同

時に扱うモデルであることが挙げられる。例えば，指

定された要員数で開発コストを指定した範囲内で抑え

たいとした場合に，必要な開発期間を算出できる。多

くのコスト予測モデルは開発期間を一緒には考えてお

らず，�$��の特徴といえる。

知識情報システム技術の利用 ニューラルネットやベ

イジアンネットなどにより，不確実性を理論的に取り

扱い，問題の構造をネットワークで表現することで機

械学習が可能となる。ベイジアンネットを用いた���

���� �� のコスト誘因の推定�� や，コスト予測で

はないが，ベイジアンネットをプロジェクト成否の予



測�� や品質予測�� に用いた研究などがある。

��� 予測手法のカテゴリ別トレンド

�����	
�	らは，コスト予測手法の各カテゴリにつ

いて，年代別にどのカテゴリに属する研究が多く発表

されているかを示している���。カテゴリ別のトレンド

推移を図 �に示す。�つの手法が複数のカテゴリに分

類されることがあるため，合計が ���:ではない点に

注意されたい。
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図 � コスト予測手法のカテゴリ別トレンド推移 �文献��� をもと
に筆者が作図�

図 �に示した通り，回帰・アルゴリズムモデルに基

づいた手法が年代に関わらずもっとも多く提案されて

いる。理論モデルに基づいた手法は，���� 年代まで

は多数提案されていたが，���� 年代以降は減少の一

途をたどっており，+��� 年代に入ってからは理論モ

デルを扱った研究論文はごく僅かである。機能規模に

基づいた手法はピークが ����年代だが，近年は減少

傾向にある。一方，エキスパート判断，知能情報シス

テム，および類推法は増加傾向にある。作業分割とシ

ミュレーションは年代を通して低い比率である。

作業分割に基づく手法は実務的側面が強く，新規性

を主張しにくいタイプのコスト予測手法であると思わ

れる。実務的には，コスト予測精度やプロジェクト管

理の面で一定の有効性が期待されるが，その反面，論

文誌に掲載される研究論文のテーマとしては扱いにく

いのであろう。

��� 研究トピック別トレンド

�����	
�	らの調査では，それぞれの論文がどのよ

うな目的の論文であるのかについても示している。そ

の結果，約 ;�:の論文は見積り手法の提案または評

価に関する内容であり，最大であったことを示してい

る。特に，����年までは ��:がこのタイプの論文で

ある。研究論文として新しい方法論を提案することが

多いので，この傾向は当然であるといえる。

見積り手法の提案・評価に続いて，規模測定に関す

る論文  +�:!，組織的な課題  �;:! の順に研究テー

マとして取り上げられている頻度が多い。逆に，コス

ト予測に用いるデータセットの特性分析，見積りの不

確実性，見積りモデルのキャリブレーションなどに分

類される論文は，あまり扱われていない。

�� 手法の有効性と問題点

あらゆる状況で適用できる唯一のコスト予測手法は

存在しない。それぞれ得意分野が異なり，適用にあたっ

ては注意が必要である。また，先行研究で示された手

法に対して，さまざまな問題点が指摘されている。こ

れらを包括的に議論することは紙幅の都合から非現実

的だが，ここでは，主なメリットと問題点について議

論する。

回帰・アルゴリズムモデル ������や������

��に代表されるように，複数プロジェクトのデータを

用いて多変量解析を行い，コスト予測モデルを得ると

いうのはオーソドックスなアプローチである。自組織

では不明なパラメータについて，������ ��のコ

スト誘因を用いてコスト予測できるというのはメリッ

トがある。一方で，そのコスト誘因がどれだけ信頼に

足るものなのかは，自組織で評価用データがない場合

には評価のしようがない。

　また，ライフサイクルモデル，開発プロセスに含ま

れるアクティビティ，プロジェクト計画が開発コスト

に与える影響などがモデルと異なった場合は適用にお

いて制限が生じる。モデルを適用する際には，そのモ

デルがライフサイクルプロセスのどこを対象としてい

るのか注意が必要である。規模やアプリケーション領

域によって，典型的に含まれるアクティビティは大き

く異なるためである���。

　������および������ ��は教科書的なモデ

ルとして広く参照されているが，そこで提示されてい

るコスト誘因の係数の妥当性については議論の余地が

ある。統計学の観点からは，コスト要因の係数は ���

件に満たないプロジェクトデータに対して多変量解析

を行った結果であるため，サンプルサイズが不十分で

あるという指摘がなされている。必要なサンプルサイ

ズは採用する分析手法などによっても異なるが，重回

帰分析の場合，有意水準 � � ���-，効果量  効果変動

に対する誤差変動の比率!を社会科学分野で一般に用

いられる �<�-，検出力を一般的な水準である �<�� と

した場合，説明変数が �個のときに必要なサンプルサ

イズは -= 個，� 個のときは �; 個，- 個のときは ��

個など，説明変数の増加につれて必要なサンプルサイ



ズも大きくなる☆。このような観点から，������

��のコスト誘因の妥当性に対して問題視する向きも少

なくない。

　また，回帰モデルは得られたデータの平均的な値を

予測するモデルであるため，平均的傾向から離れたプ

ロジェクトに対しては予測が外れやすい傾向にある。

そのほかにも，回帰分析の特徴として外れ値に弱いな

どの限界もある。

類推法 回帰モデルのデメリットである平均的な値の

予測とは異なり，類推法では，過去プロジェクトのう

ちでもっとも類似したものに基づいて見積りをする。

過去に類似のプロジェクトが存在していて，これを

「探す」のに成功すれば，高い精度でコストを予測で

きる可能性が高い。しかしそのようなデータがなけ

れば，当然ながら類推のしようがない。類推法はプロ

ジェクトデータベースに依存するため，その質によっ

てはメリットとデメリットの両面がもたらされる可能

性がある。

　自組織にデータがない場合は，����6��や �/*7���

の定量データ��� などを参考に類推法を適用できるか

もしれない。しかし，これは類推法に限ったことでは

ないが，企業横断データよりも自組織データを用いて

コスト予測を行った方が一般には精度が高いと考えら

れている��。公開データに基づいてコスト予測するの

は限定的な利用に留めた方が望ましいだろう。

エキスパート判断 エキスパートの判断というと「経

験・勘・度胸」の世界に思われるかもしれないが，エキ

スパートがコスト予測するプロセスをシステマティッ

クにすることで，誤差を減らそうというアプローチで

ある。また，ベイズ統計学の基本的な考え方である「母

集団の特性値  母数!は定数ではなく変数である」と

組み合わせて，データだけでなくエキスパートの判断

も取り入れながら事後確率を評価することができる。

　この手法の最大のデメリットは，エキスパートが身

近にいないというリスクである���。また，客観的根拠

に基づいて説明できないという弱さもある。ただし，

エキスパートの判断は必ずしもコスト予測精度が低い

わけではないという結果が示されている���。また，エ

キスパート判断の妥当性をより高めるための �+のガ

イドラインが，�����	
�	によって示されている���。

作業分割 分割統治の原則に従い，作業をブレークダ

ウンして得られたワークパッケージ単位でコストを見

積り，これらをボトムアップ的に集計することで全体

のコストを予測する。前述の通り，開発計画の立案な

☆ 必要なサンプルサイズを算出できる便利な���サイトがある��。

どにも有効である。しかし，作業を適切にブレークダ

ウンするのは容易ではなく，ライフサイクルの初期段

階で概算見積りをするには不向きである。

機能規模 機能規模は，コード行数が持つ様々なデメ

リットを克服する測定量として，常に一定の期待が寄

せられている。特に，開発プロセスの早い段階で規模

を「測定  見積りではない!」できる手法であるため，

コスト予測の説明変数としてしばしば利用される。

　しかしながら，ツール等による完全な自動計測は本

質的に不可能であり，機能単位の分割などにおいて分

析者の判断を必要とする。機能規模測定の信頼性は残

念ながら高いレベルではなく，開発経験や測定経験と

いった測定者のスキル要因���や，測定ルールの曖昧

性も信頼性低下の原因として指摘されている���。機能

規模の信頼性を低下させる要因を分析し��，これを取

り除くことで測定量としての妥当性を高める努力が求

められる。

　また，���7��� �=�=������ で規程されている機能

規模の定義に従うと，品質要求や技術要求は機能規模

に含まれない。これらを除いても機能規模は依然とし

てコスト予測における主要な説明変数たり得るが，品

質要求や技術要求がコストに与える影響が除外される

ため，その説明力は弱まると考えられる。さらに，流

用開発の際に機能規模をどう評価するかの問題や，流

用元ソフトウェアの理解コスト評価には適用しがたい

など，規模尺度としての基準関連妥当性☆☆に限界があ

ると考えられる。

理論モデル このカテゴリに属する研究は少ないが，

�$��が提案された直後から，その妥当性や予測精度

に関する議論は多数なされてきた。例えば，�$��の

ソフトウェア方程式によって与えられる工数は次元の

ない数値である，8��,�	79&0'���曲線は現実の要員

プロファイルと異なる���
���
���，スケジュール制約の

感度が厳しすぎる���，実データへの適合性が低い���

など，様々な問題が指摘されている。

　図 � に示した通り研究論文としての関心が薄れて

いることからも，理論モデルによるコスト予測という

アプローチは必ずしも有効性が高いとはいえないであ

ろう。

シミュレーションおよび知識情報システム技術 この

カテゴリに属する手法に対する研究コミュニティの評

価は，必ずしも定まっていないと筆者は考えている。

モデルを構成する技術的要素は，他の方法論に比べる

☆☆ 測定結果が外部事象 �例えば開発コスト� の予測に役立つかどう
かを示す。



と複雑になりがちな傾向にある。技術的な新しさに目

を奪われて研究に取り組むと，本来解決すべき現実の

課題が置き去りになってしまう危険性があることを十

分に考慮し，我々は研究に取り組まなければならない。

�� 留 意 事 項

前章では，カテゴリ別にメリットやデメリットを紹

介した。以降では，特定のカテゴリに依存しない範囲

で，コスト予測研究における留意事項を述べる。

��� 正確に誤るか，漠然と正しくあるか

「正確に誤るよりも漠然と正しくありたい」とは，

経済学者であるケインズ  �< �< #�0	�
!の言葉であ

るそうだ��。我々はコスト予測モデルの正確性や妥当

性を，統計的仮説検定や回帰分析のパラメータ推定な

ど，推測統計学に基づいて評価することが多い。しか

しその基本的な前提として，母集団が正規分布に従う

こと，データが母集団から無作為に抽出されているこ

となどの厳密な仮定に基づいている。言い換えると，

推測統計の手法の多くは，厳密な仮定の下で有効性を

発揮する手法群である。

翻って，ソフトウェア開発コスト予測に利用される

データのほとんどは，測定時点における誤差やバイア

スが小さくない。このような質の悪いデータに対して

推測統計の手法を厳密に適用したところで，ケインズ

の言葉を借りるならば「正確に誤る」ことになってし

まうリスクが少なくない。このようなデータに対して

は，記述統計の手法を駆使し，質が悪いデータながら

もそれから得られる有益な情報を最大限抽出するこ

とを考えていく必要がある。データをあるがままに捉

える探索的データ解析  �>)'��&���0 ?&�& *	&'0
�
@

�?*!の思考法を適用することも必要であろう。

��� 統計手法の乱用・誤用の回避

統計手法にも様々な方法論がある。前項で述べた通

り，とかく推測統計の手法が研究手法の評価に用いら

れがちだが，統計手法の背景には前提となる厳密な仮

定が存在する。適用する以上は，そのような仮定も理

解した上で適用しなければならない。

例えば，統計的仮説検定の背後にある基本的考え方

は，少ないデータを通じて母集団の様子を推測するこ

とにある。これは，本質的に小標本に基づく理論であ

る。したがって，大量にデータが得られた場合であっ

ても検定を適用するのは，必ずしも正しいアプローチ

とは言えない。大きなサンプルサイズで検定を行うと

検出力が強くなるため，僅かな差でも統計的有意差が

あると判断されてしまう。そもそも，検定を行う前に，

技術的な観点で検出したい差を特定しておく必要があ

る。その上で適正な有意水準および検出力を設定する

ことで，分析に必要なサンプルサイズが決まり，妥当

な検定が行えるのである。

推測統計の手法は，確率に基づいて一定の判断を下

せるとという魅力的な側面がある。しかし，推測統計

だけが統計手法ではなく，記述統計を通じてデータの

特徴を把握するアプローチも求められる。

�� 取り組むべき課題

以下は，筆者の恣意的な意見ではあるが，今後必要

であると筆者が考える取り組むべき課題について述

べる。

��� 予測精度に影響する要因への着目

コスト予測に関する多くの研究では，その手法を構

成する技術的な新しさに関心が向けられる場合がしば

しばある。しかし，コスト予測の精度を悪化させる要

因に目を向け，影響を与える要因を管理下に置くこと

で精度を向上させるといった，基本的な問題解決プロ

セスを適用することを忘れてはならない。

コスト予測誤差が生じる要因は様々であるが，文

献��� では以下を挙げている。新しい方法論を開発す

るよりも，これらの要因系に目を向けることが，コス

ト予測精度を向上させる近道なのかもしれない。

� 要求の変更・追加・削除

� ユーザ自身が要求を理解していない

� 計画外作業の発生

� 不完全な要求定義・要求仕様

� アプリケーション複雑度の過小評価

� プロジェクトメンバーの経験不足や異動  離職!

� 設計仕様やスコープの変更

� 顧客と開発者間でのコミュニケーション不足

��� コスト削減に寄与する要因への着目

一方で，開発コストを削減することで開発期間を短

縮できる可能性がある。�'&%24(�	らは，ソフトウェ

ア組織の国際比較を通じて，以下の �つが開発期間の

短縮に大きく貢献する要因であると述べている���。

� 良い人材

� プロトタイピングによる要求獲得

� 手戻りの削減

これらのうち，要求獲得と手戻りの削減はレビュー

プロセスの質を向上させることで一定の改善が図れる。

とくに手戻り工数の比率が高い場合は，その影響度は

大きくなる���。コスト予測のパラメータとしてプロセ

スの質も無視できない要因であろう。

��� データの質向上

「正確に誤るよりも漠然と正しくありたい」と先



に紹介したが，残念ながら，多くのソフトウェアプロ

ジェクトのデータは，「漠然と正しくあること」さえ許

さないほどに質が悪い場合がしばしばある。これでは

A6&�4&�� �	B �&�4&�� �(�Cにしかならず，何の有益

な情報も得られない。「漠然と正しくある」ための最

低限の妥当性を持ったデータを収集する仕掛けや取り

組みが必要である。

技術的には，構成管理ツールや開発環境のプラグイ

ンなどを用いて，ある程度の情報を自動計測できる。

また，ソフトウェアタグ技術などにより，自動計測の可

能性は広がると考えられる。一方で，*%��D��0��&
�,

��
��	�または�&	&����	�の観点からすると，開発

プロセスに含まれる意味のあるアクティビティを組織

単位で定義し，これを確実に開発者が入力することが

組織力強化のために必要な取り組みであることを伝え

ることも求められる。このような事例が，ソフトウェ

ア業界ではなく建設業界で報告されている��。

データの精度は，ツール支援とともに組織的課題と

して取り組む必要があろう。

��� コストの区間予測

コスト予測を点予測のみと考えていたのでは，予測

を通じて得られる情報は限定されてしまう。点予測と

ともに区間予測を考える必要がある。予測値に最大・

最小という情報を付加した場合に比べて，確率を伴っ

て区間予測を行った方がプロジェクト管理者にとって

有用性が高いことが研究により示されている���。

筆者は，ソフトウェアプロダクトライン開発におけ

る開発コストの超過リスクをシミュレーションによっ

て予測する研究を行っている���。区間予測の典型的な

方法は推測統計に基づく方法だが，このようにシミュ

レーションも �つの可能性のある方法であると考えて

いる。

��� 予測対象プロジェクトの特性

コスト予測研究では，開発プロセス全体を対象とし

ている場合が多い。また，開発対象ソフトウェアも必

ずしも明確化されていない場合もある。しかし現実に

は，新規開発よりも流用開発が圧倒的に多く，流用対

象ソフトウェアの評価コストが少なからず必要となる。

現実のニーズに即した方法論の開発も求められる。

�� お わ り に

本稿では，ソフトウェア開発コスト予測研究の動向

を俯瞰し，各種法の問題点や，この分野における研

究・調査における留意点などをまとめた。ある程度の

公平性は意識したつもりだが，筆者によるバイアスが

かかっている可能性は否めない。本稿に対する追加や

批評などあれば，大いに歓迎したい。こうした議論を

重ねることが，この分野の研究および活用の促進にな

ることを願う。

謝辞 本稿の執筆にあたり，門田暁人氏  奈良先端

大学院大学!，天嵜聡介氏  岡山県立大学!，大杉直樹

氏   株!8EEデータ!より有益な意見を頂戴した。こ

こに記して謝意を表す。

付 録

��� 予測と見積り

予測  )��,�%���	! と見積り  �
���&���	! の違いに

ついて，補足として少し言及したい。ソフトウェア分

野において，予測と見積りを区別して定義している文

献もいくつかある���!。それらの中では，任意の変数

の値を言い当てるときには予測を用い，工数や規模に

関する量を言い当てることを見積りと呼んでいる場合

もある。しかし，その区別は必ずしも明確ではなく，

混乱を招くわりには意味のある情報が得られないため

にあえて区別しないという立場をとる文献もある���。

本稿では，予測と見積りを特に区別しておらず，主に

予測という用語を用いた。

一方，推測統計においては，予測  )��,�%���	!と推

定  �
���&���	!ではまったく意味が異なる。推定は，

母集団に関する情報を，標本から得られた平均などの

統計量を用いて言い当てることをいう。一方，予測は，

回帰直線などのモデル式において特定の説明変数の値

に対する目的変数の値を求めることを意味する。文脈

によって使い分けが必要である。
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