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卒業論文 要旨 
 

 現代は情報通信技術の発達により人々にとって IT がより身近なものとなっている。ソフ

トウェア産業においても市場は活性化しており、今後もソフトウェアビジネスが増えるこ

とが予測される。ソフトウェアビジネスが浸透するにつれ、見積もりの重要性も高くなり、

また見積もり方法も多様化する。 

では教育の場ではどうだろうか。静岡大学情報学部の学生においても講義や課外活動の

場でソフトウェアビジネスを提案として挙げていることが増えている。しかし、学生の提

案において見積もりは重要視されておらず、その根拠も不明瞭なものとなる。そこで、学

生のソフトウェアビジネスの提案のコスト見積もりで算出する値を、一定の根拠に基づい

て算出できるようにするための簡便な見積もり方法を提示することにした。 

ソフトウェア開発の見積もりは、規模見積もり、工数見積もり、コスト見積もりの順で

行われる。本研究の提案する見積もりでは、規模見積もりでは客観的に数値が算出される

ことから FPをメトリクスとし、IFPUG 法を使用した。FPとは機能用件に複雑さを重み付け

し、点数をつけたものである。その総計を規模とする。また FP数を計測する際にシステム

間のデータの流れを示す DFDを作成する必要がある。 

工数見積もりでは、規定された式を使い工数を算出する COCOMOⅡと規模見積もりで算出

した総 FP数をデータに基づいた生産性で割ることで工数を算出する方法の二つを提示した。

またこの算出ではシステムの一部の工数しかでないため、WBSを使い、全体の工数を測るこ

ととした。 

精度が確保され、学生が使えてはじめてこの方法が学生の見積もりとして適切なものと

なる。そのため、この手法を実際に自分で使用し、手法として精度が確保されているのか、

また学生が使用できるものかを文献を参考にしつつ調査した。また過去に講義でプロジェ

クトを提案したことのある静岡大学の学生へのアンケートで、学生がこの手法を使用する

ことができるのかを調査した。それらの結果、この提案のメリット・デメリットが明確化

し、本研究の目標である、学生が一定の根拠に基づいてコストを算出できるようにするた

めの簡便な見積もり方法として適切な手法か否かが判明した。検討すべき課題についても

考察した。 
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第１章 序論 
 

1.1 研究の背景 

 
情報通信技術(IT)の発達により、私たちの生活の利便性は向上した。現代の私たちにとっ

て IT はなくてはならないものとなっている。産業においても IT 分野の発展は著しい。1990
年代は、コンピュータ・ハードウェアの製造業のような第二次産業が中心であった。しか

し 21 世紀に入ると、都市部の発展とともにサービスやソフトウェア関連のような第三次産

業の IT 産業における生産・売上高の割合が大きくなった。現在もその傾向は続いているた

め、IT 産業の高度産業化が進んでいるといえる。サービス・ソフトウェア産業の市場は活

性化しており、今後もソフトウェアビジネスが増えることが予測される。 
 ソフトウェアの発展、大規模化と複雑化に伴い「見積もり」もまた複雑化した。それに

よりソフトウェア開発プロジェクトにおける「見積もり」の重要性が注目された。「見積も

り」とは、規模・費用・期間・作業数を推定するものである。一般的にプロジェクトの見

積もりをする際は過去の実績データを用いて、開発期間や作業数を算出する。しかし、新

規プロジェクト開発や既存のプロジェクトであっても過去の実績データがない場合は、「見

積もり」は困難なものとなる。 
 現在は企業によるビジネスだけでなく、次世代の IT 人材育成のために大学の授業で学生

にビジネス提案をさせる機会も増えた。学生のビジネス提案においてもコストの計画は重

要である。その中のソフトウェア開発の見積もりも主要な要素として登場する。しかし、

過去の実績データがないことが多く、企業ほどのノウハウを得ていないことから見積もり

は困難を極める。結果的に計画を立てる中で出される値は、学生の経験則に基づいた予想

の数値となる。実際、報告者自身が静岡大学でプロジェクトマネジメントの講義や静岡大

学で行われたビジネスコンテストにおいても、プロジェクトのコストの見積もりの算出に

苦労をした経験がある。そこで、数値の算出に当たり、一定の根拠に基づいた値を出せる

ようにするための学生向きの簡便な手法を提案する。 
 
 

1.2 研究の目的 

 
 本研究では前述したように、静岡大学の情報学部の学生(以下.学生)のソフトウェア開発プ

ロジェクトに当たりコスト見積もりにおいて算出する値を、一定の根拠に基づいて算出で

きるようにするための簡便な見積もり方法の提案をする。見積もり方法は多岐に亘る。規
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模見積もり、工数見積もりにおいて学生のビジネス提案に適した手法を選定する。そして

それらを組み合わせることで最終的にコストの見積もりをする。 
 
 

1.3 研究の構成 

 
本論文は全 5 章で構成している。 

第 1 章では、序論として本研究の背景および目的を述べる。 
第 2 章では、本研究の前提となるコストの見積もりおよびソフトウェア開発に関する知識

を述べる。まず「コストの見積もり」という言葉の意味とその重要性につい

て述べ、それを踏まえた上でソフトウェア開発における見積もりの難しさを

述べ、現在使われている見積もり方法を紹介する。 
第 3 章では、本研究の見積もり手法を述べ、測定までの手順を述べる。 
第 4 章では、実験方法、結果および評価を述べる。 
第 5 章では、結論と今後の課題について述べる。 

なお、参考にした文献、WEB サイトは文末脚注の形で巻末に示した。  
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第２章 ソフトウェア開発における 

コスト見積もり 
 

2.1  授業でのシステム提案におけるコスト見積もり 

 
   静岡大学情報学部の授業に「プロジェクトマネジメント」の講義がある。プロジェクト

マネジメントは学生がチームを作り、プロジェクト提案をするというものだ。講義の中で

学生たちは、企画から WBS の作成、見積もり(人的資源計画、所要期間)、リスクマネジメ

ントを行う。また提案は、システムから地域支援活動・イベントの提案まで多岐に亘るが、

本研究ではソフトウェア開発の見積もり提案をすることを目的とするため、システム提案

以外は研究の対象外とする。システム提案に着目すると、「新規システム型」と「既存シス

テム改良型」の２つに区分することができる。 
 
新規システム型     自分たちが新たにシステムを提案し、新たなサービスを 

生むことを目指す。既存システムと違い、発案者が自身で 
決定する要項が多いため、相対的に計画に時間がかかる。 
(食堂利用促進システム案、図書館の Web 化案等) 

 
既存システム改良型   現在自分たちが利用しているシステムに新しく機能を加え、 

改良することで利便性を高めることを目指す。実際に使用 
しているため、改善点の抽出や計画はしやすい。 

             (学務情報システムの改善案等) 
 
そしてどちらにも共通して言えることがコストの見積もりの根拠の曖昧さである。図 

2.1-1 と図 2.1-2, 図 2.1-3, 図 2.1-4 に現状を示す。 
まず、新規システム型の一例として「食堂利用システム提案(図 2.1-1)」を挙げる。この

グループのプロジェクトのコストの項目にはそれぞれ費用が記載されている。しかし、pptx
全体を通してその数値の算出方法は記載されていなかった。このことからこれらの金額が

企画者の経験則であることが予想される。ここでの問題は、実際のシステム開発プロジェ

クトに携わった経験のない学生の予測値であることだ。そのため見積もりの精度は低くな

ってしまうことが懸念される。 
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出典：参考文献[1] 参照 

 
次に、既存システム型の一例として「学務情報システムの改善提案(図 2.1-2)」を挙げる。

このグループでは、経済産業省による組み込みソフトウェア産業実態調査報告書と年収ラ

ボのシステムエンジニアの平均年収を参考に費用を算出している。実際のデータ、特に経

済産業省のような信頼性の高いソースを参考に費用を算出している分、前者に比べ精度は

上回っていると考えられる。ただし問題もある。このグループの費用は、あくまで平均値

をそれぞれの項目に当てはめたものである。したがって、このプロジェクトの規模が平均

的なプロジェクトと同じであればよいが、規模が異なる場合見積もりも平均的なプロジェ

クトと自分たちのプロジェクトの規模の比較によって変える必要がある。しかし、自分た

ちのプロジェクトの規模、工数が示されていないため、比較することは難しい。 
以上のことからコストの見積もりの精度が甘いことがわかる。 
 
 

 
 
 

 

図 2.1-1 食堂利用システム提案(コスト見積もり) 
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図 2.1-2 学務情報システムの改善提案(コスト見積もり) 
出典：参考文献[1] 参照 

 

 
図 2.1-3 学務情報システムの改善提案(参考資料) 

出典：参考文献[1] 参照 
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図 2.1-4 学務情報システムの改善提案(参考資料) 

出典：参考文献[1] 参照 
 
 

2.2 見積もり 

 見積もりとは 2.2.1

 
 1.1 に前述したように、見積もりとは規模・費用・期間・作業数を推定するものである。

定義としては、1. 暫定的な評価または粗い査定 2.プロジェクト費用の予備的な算定(The 
American heritage Dictionary, Second Edition, 1985 参照)とあるが、見積もりを暫定的な

算出としてとらえてはいけないと考える。なぜなら見積もりとはプロジェクトの段階が進

み、状況がわかるにつれて適宜数値の修正を行うものではないからだ。身の周りの事例で

考えると、引っ越しや家を建てるときに見積もりを出されたことはないだろうか。その際

に費用などが示されるが、その数字が契約後に変更されればトラブルになるだろう。つま

り見積もりで出した数字が実際の費用と一致していなければならない。したがって、見積

もりを作成する際は、過去のデータを分析し、綿密な計算のもと精度の高い計画を練る必

要がある。では見積もりにおけるメリットを挙げる。 
まず、金額と規模の把握ができることが挙げられる。見積もりを書面やデータ化するこ

とで、全体だけでなく項目ごとの金額やその内容まで視覚的に確認できる点である。もち

ろん精度が高いほどその見積もりに対する信頼は高まる。 
次に、依頼主の立場からのメリットだが契約相手の比較ができることが挙げられる。同

じ要件に対し契約相手それぞれに見積もりを出してもらうことで、依頼主は金額や内容の
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比較をし、費用をより安くしたいというような自身のニーズに合わせた契約相手を選択す

ることができる。また見積もりが粗悪であることや見積もり自体を出せないような信頼性

の低い契約相手をあぶりだすこともできるようになる。 
このように一般的にも見積もりが有用であることがわかる。 
 
 

 見積もりの重要性 2.2.2

 
 見積もりの重要性をプロジェクトの実行と経営の観点から述べる。 
2015 年の株式会社三菱総合研究所の石谷靖の「ソフトウェア開発見積りの基本的な考え方 
～見積り手法の課題・歴史と CoBRA 法～」[2]によればソフトウェア見積もりの重要性と

して以下のことを示している。 
 
プロジェクトにおける見積りの重要性 
・プロジェクトにとって見積りは、成功を目指して計画を立て、状況を把握し、必要に

応じてコントロールするための基準 
・コスト、工数、スケジュール等の見積りは、プロジェクトの必須要素であり、その正

確さはプロジェクトの成否に大きな影響を及ぼす。 
最も影響の大きい制約条件 

 
 

経営における見積りの重要性の拡大 
・IT ユーザにとっても、今日ソフトウェアなくしてビジネスが成り立たたない。ソフト

ウェアを期限通り、予算以内に収めて、リリースしビジネスを実現することは、企業

の成果、競争力及び評価にとって重要な要素 
実現できないとビジネスに大きな損失 

・ガバナンスの観点から IT に関する説明責任（アカウンタビリティ）が問われている。 
・さらに、昨今の厳しい事業環境の中で、コスト削減圧力は強く、妥当なソフトウェア

コストが問われている。 
 
では、上記の大きな影響、大きな損失とは具体的にどのようなことがあるか。「本当に使

える見積もり技術」[3]では見積もりの甘さがもたらす被害について以下のように述べてい

る。 
  
 こうした進ちょくの遅れは、大幅なコストの超過や納期遅延を引き起こすと同時に、ベ

ンダーやユーザー企業の経営に深刻な影響をもたらす。ベンダーにとっては企業収益の悪
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化や信用失墜を招き、ユーザー企業にとってはサービス・インの遅れによる機会損失や信

用失墜を招くことになる。 
サービス・インとは、新たなサービスを始めることを指す。見積もりの甘さによるプロ

ジェクトの失敗は、単なるプロジェクトの失敗ではなく企業の存続、さらにはユーザー企

業の存続にまで危害を加えるのだ。そのため、見積もりはただの計画ではなくプロジェク

トの根幹として考える必要がある。 
見積もりの重要性を踏まえた上で現代のソフトウェア開発の環境について考察する。 

 
 

2.3 ソフトウェア開発 

 ソフトウェア 2.3.1

  
 ソフトウェア産業は他の産業に比べ歴史が浅い。ソフトウェアの歴史は Speed Code が

1950 年代前半に開発されたことが始まりだ。高級言語が生み出されてからまだ半世紀しか

たっていない。また、ソフトウェアがビジネスとして売り出されてから 20‐30 年しか経っ

ていない。しかし、技術の進歩は急激で現在の我々が使用している Android や iOS に至る

までとなり、更なる発展もし続けている。 
 
私たち情報学部の学生の周りには、そのような発展した技術が溢れている。プログラミ

ングにおいても、アセンブリ言語や C 言語、JavaScript といった様々な言語が研究・学習

に使われている。またハードにおいても Windows だけでなく Mac も設備され、学生が触

れることができる環境となっている。したがって、多様な提案や開発が行うことができる

環境づくりが進んでいるといえる。 
 
 

 ソフトウェア開発での見積もりの難しさ 2.3.2

 
 2.3.1 ではソフトウェアの発展について述べた。その一方、技術の急成長による見積もり

の難化が問題となっている。「本当に使える見積もり技術」[3]では、90 年代以降、製品や

技術の多様化によって、たとえ同じ要件を満たすためのソフトウェア開発であっても、製

品や技術の組み合わせが多様化・複雑化していることを述べている。そしてそれを背景に

見積もりを難化させているのには 4 つの要因があると以下のように主張している。 
  
1)要求仕様があいまい 
 ユーザー企業のビジネススピードのアップに伴い、見積もりに費やせる時間はどんどん
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短くなりつつある。数週間、場合によっては数日以内に見積書の提出を求められるケース

も珍しくない。これを容認するわけではないが、こうした状況で、成果物の最終形をイメ

ージしてソフトウエアの規模を見積もるには、高いスキルと経験が要求される。 
 ところが、ソフトウエアの見積もりは通常、要求仕様があいまいな計画の早い段階で算

出しなければならない。これが見積もりを難しくしている 1 つ目の要因だ。見積もりの最

も重要な見積もり情報となる「要求仕様」、つまり「何を作りたいのか」や「どういうソフ

トウエアが欲しいのか」がはっきりしていない。その状態で見積もることが非常に困難で

あることは自明だろう。 
 
2)人的要素(ヒューマンファクタ)の影響が大きい 
 ソフトウエア開発のコストは、大部分が人件費であり、知的労働の工数を定量的に見積

もることは非常に難しい。担当するエンジニアによって想定する中間成果物や完成系が非

常に異なる場合もある。 
 
3)見積もりに関するノウハウが蓄積されていない 
 見積もりの根拠となるのは通常、過去の実績値や経験則である。しかし、新しい技術・

製品を使ったり、経験のない分野での利用が増えるにつれて、過去の延長線上では考えら

れないプロジェクトが増加している。その結果、過去の経験則に従った見積もりが行えず、

ギャンブルに近い状態で見積もらなければならない状況になった。 
 
4)ソフトウエアビジネス環境が未成熟 
 日本国内でソフトウエアのアンバンドル化(ハードウエアと切り離してソフトウエアの価

格を設定すること)が表明されたのは 1970 年だが、それ以降も長らくソフトウエアはハー

ドウエアの”おまけ”程度の扱いしかされなかった。 
 ようやくソフトウエアが商品として認識され始めたのは、1980 年代になってからである。

銀行の 3 次オンラインをはじめ、社会性・公共性の高い分野や、戦略性の高い分野でソフ

トウェア開発が増加し、ハードウエアからソフトウエアへと開発の主軸は変革していった。

その後、IT 業界では、パッケージ・ソフトの導入コンサルティング、APS サービス、アウ

トソーシングなど、様々なビジネスモデルが登場し、進化を続けている。ビジネス環境が

まだまだ流動的なため、見積もりの方法も揺れ動いている。 
 
 4 つの要因の中で学生のプロジェクトにおいての見積もりの難化の要因ともなるものも

ある。まずは 1 の要求仕様。学生にとって「何を作りたいのか」はイメージがしやすく話

し合いも進むが、「どういうソフトウェアが欲しいのか」という部分にはあまり触れていな

い。ことが多い。具体的には欲しい機能をあげることはできているが、その機能を使うま

でにログインからどのような経路を進むのか、または画面遷移には触れていないというこ
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とである。新規システム型のプロジェクトは既存システム改良型のプロジェクトよりも 
ソフトウェアについて自分たちで考えなければならないことが多く、難化の要因となりや

すいので注意が必要である。 
次に見積もりに関するノウハウが蓄積されていないことだ。しかし学生はそのノウハウ

を学んでいる状態のため、蓄積されていないことを問題とはしない。 
 
 

 ソフトウェア開発での見積もり方法 2.3.3

 
ソフトウェア開発での見積もりでは、規模見積もりと工数見積もりがある。 

 
規模見積もり－ ソフトウェアの大きさ・規模を算出する 

 
工数見積もり－ 作業にかかる工数・時間やコストを算出する 

 
 
ソフトウェア開発見積もりでは、規模見積もりをし、算出された規模から工数見積もり

をする。まず規模見積もりの代表的な 5 つのメトリクスを挙げる。 
 
LOC － 開発対象のソフトウェアの規模をソースコードの行数(Line Of Code)で見積も

る方法。手順としては、開発するソフトウェアを小さいモジュールに分割し、

各モジュールのステップ数を合計する。そして KLOC を一人あたりの生産性で

割り出すことで人月を算出し、コスト・必要人数を割り出す。 
 
FP 数 － ソフトウェア開発における機能用件のみを対象とし、データ・ファンクション 
     とトランザクション・ファンクションを抽出し、総 FP 数を算出する。それを

1 人当たりの生産性で割り人月をだし、コストを割り出す方法 
 
画面・帳票数 － 画面・帳票数の合計を 1 人当たりの生産性で割り人月を算出する方法 
 
ユースケース・ポイント数 － ユースケース図を作成し、アクター(インタフェース)と 
              ユースケースに分解して複雑度を設定する。その後、算

出した数値の合計に段階的に係数をかけてユースケー

スポイント(UCP)を算出する。それに 1UCP の開発に要

する 1 時間当たりの人数を算出し工数を、その工数に単

価をかけてコストを算出する方法 
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ドキュメント・ページ数 － ドキュメント・ページ数の合計を 1 人当たりの生産性で割 
り、人月を算出する方法 

 
 

次に工数見積もりでは、規模見積もりで選択したメトリクスを使用するという前提で大

きく 3 つに分類できる。 
  
類推見積もり(トップダウン見積もり) － 過去の事例から類推して全体工数を見積もり、

全体工数から個々の作業単位に分割する 
 
係数モデル見積もり － 基準値や数式などの「見積もりモデル」を用いて算出する 
 
ボトムアップ見積もり － 作業を分解し、分解した作業ごとの見積もりを積み上げて 

全体の見積もりを算出する 
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第３章 学生向け開発コスト見積もり方法の提案 

 

3.1 学生のビジネス提案におけるソフト開発コストの見積もり 

 
 情報学部の学生のプロジェクトマネジメントでのビジネス提案に焦点を当てる。この講

義の中で学生は、ロジックツリーでのプロジェクトの立案→リーンキャンバスで立案の特

徴の明確化→PMBOK でのプロジェクト計画、という手順でビジネス提案を行っている。 
本研究におけるコスト見積もりは、PMBOK のプロジェクト計画のコストに該当する。(図 
3.1-1) 
 

 
図 3.1-1 プロジェクトマネジメントの授業でのコスト見積もりの位置づけ 

 
 一概にコストと言っても様々なものがある。本研究の提案ではソフトウェアの開発コス

トとして最も大きな割合を占める「工数」を見積もることに焦点を絞る。 
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3.2 見積もり手順 

 
 まず、見積もりには WBS を使用する。WBS とは計画を立てる際に用いられる手法の一

つで、プロジェクト全体を細かい作業に分割した構成図。WBS は粒度があり、作業を細か

くしていくほど作業の詳細化が図られレベルも上がる。 
 本研究では、ソフトウェア開発に焦点をあて、図 3.2-1 のテンプレートを作成した。 
ここでは「プロジェクトマネジメント」「システム」「マニュアル」の 3 つの基本作業に分

けた。学生が使用するに当たり、作業を詳細化しすぎても過去のデータや経験を反映でき

ないため、細かくするメリットが少ないと考えこの形とした。また、シンプルで理解しや

すいことがこの形のメリットである。 
 

 
図 3.2-1 ソフトウェア開発の WBS テンプレート 

 
 まずは、「設計」から「テスト」までの工数を算出する。その値を設計からテストに対す

る要求、導入の比率に当てはめて要求と導入の値を算出する。そしてそれらの合計がシス

テムの工数となり、システムに対するプロジェクトマネジメントとマニュアルの比からプ

ロジェクトマネジメントとマニュアルの比率を算出する。そうして全体の工数を算出する。 
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 そこで重要となるのが元となる「設計」から「テスト」までの工数の算出であり、この

算出に規模見積もり、工数見積もりの手法を用いる。 
 

 
図 3.2-2 立案から開発コストの見積もりまでの手順 

 
まず規模見積もり→工数見積もり→コスト見積もりの順で行う。 

規模見積もりでは学生の提案するソフトウェアの機能を DFD で書き表し、FP 法の IFPUG
法を使い FP 数を算出する。IFPUG 法では DFD を元にデータ・ファンクションを抽出し、

複雑さを評価し点数をつける。同様に DFD からトランザクション・ファンクションが含ま

れる処理を抽出し、画面図からトランザクション・ファンクションを抽出し、複雑さを評

価し点数をつける。そうして FP 数を算出する。 
 工数見積もりでは、規模見積もりで算出した FP 数を COCOMOⅡに当てはめる、または

データに基づく見積もりをすることで基本設計からテストまでの工数を算出することがで

きる。そしてソフトウェア開発の簡易テンプレート WBS の「システム」の工数を入れるこ

とでプロジェクト全体の工数を算出する。 
 
 

3.3 規模見積もり 

 DFD(データフロー図) 3.3.1

 
 システム間のデータの流れを示す図。データを発生・吸収・処理・蓄積するシステムの

間を、データの流れを示す矢印で繋いで作成する。システム設計段階の初期に描かれるこ

とが多い。ただし処理のタイミングや逐次性あるいは並行性を示すものではない。 
 データフロー図の 4 つの構成要素は以下の 4 つであり、図 3.3-1 に例を載せる。 
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図 3.3-1 DFD 例 

 
・プロセス・処理（円または角を丸めた多角形で表される） 
入力データを処理して何らかの加工を加え、結果となるデータを出力するもの。 
 

・データストア(ファイル) 
（2 本の平行線で表されるが、それを垂直な線で繋いだ形にすることもある） 
データの保管場所を表現したもの。DFD では処理タイミングに関する前提は全く記述し

ない。従ってデータストアに年度決算用のデータを蓄えるために一年以上に渡ってデー

タが蓄積されることもある。 
 

・外部実体/ターミネータ/情報源/情報出口(データの発生源)（四角形または楕円で表される） 
モデル化されるシステム外部に存在するものである。ターミネータとは外部の情報源や

外部への情報の出力先を意味する。システム設計では、ターミネータが具体的に何をど

のようにするのかは考慮しない。 
 

・データフロー（矢印線で表される） 
 他の部品間のデータの移動経路を描いたもの。データの流れ 
 
またルールとしては、 
・プロセスには最低１つずつ、入力と出力のデータフローと結ばれている必要がある。 
・プロセスは、データに何らかの変更を加え出力しなければならない。 
・データストアには最低１つのデータフローと結ばれている必要がある。 
・外部実体は、最低１つのデータフローと結ばれている必要がある。 
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・データフローは最低１つのプロセスと結ばれている必要がある。 
という５つのものがある。 
 
 

 FP 数計測 3.3.2

 
一概にFP数といってもFPを算出する方法は多々ある。その代表となるのが IFPUG法。

そしてそれを元に編み出された NESMA の FP 概算法、FP 試算法の 2 つであり、今回はそ

の 3 種類から学生に適した手法を選ぶ。精度は IFPUG 法＞FP 概算法＞FP 試算法 の順で

高くなり、容易さはその逆である。今回は NESMA の方法を使用する。 
 
IFPUG 法－ データ・ファンクション( ILF, EIF)とトランザクション・ファンクション(EI, 
EO, EQ)をそれぞれ抽出し、それぞれの複雑さを、評価テーブルを元に評価をし、算出テー

ブルを用いて点数をつける。 
 

FP 概算法－ファンクション(EI, EO, EQ, ILF, EIF)を抽出した後、IFPUG 法と同様に複

雑さを評価する。基本的に複雑さはトランザクション・ファンクションを

「中」、データ・ファンクションを「低」とする。算出テーブルを用いてそ

れを点数付けする。 
 

FP 試算法－ データ・ファンクションを ILF と ELF に分解し 
       「 35 × ILF の数 ＋ 15 × EIF の数 」 

の数式に当てはめて算出する。 
       1 つの ILF には平均して 3 つの EI, 2 つの EO, 1 つの EQ が伴う。 
       1 つの EIF には 1 つの EO, 1 つの EQ が伴うと仮定。 
       それを元に 100 件以上の実績データから得た係数を用いて補正している。 
       試算法では要件定義からテストまでの FP 数を見積もる 
 
 本研究では精度を上げるため、IFPUG 法を推奨する。 
 
 IFPUG 法での計測を行う。本研究の FP 計測では、本当に使える見積もり技術[3]が示す

方法を用いることとする。 
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<データ・ファンクション> 
 
 FP 数の測定には DFD を使う。まずは DFD からデータ・ファンクションの抽出を行う。 
 
データ・ファンクションとは、利用者 が認識できるマスターファイルに相当するデータ

のまとまりである。データ・ファンクションは、計測対象のアプリケーションによって維

持・管理、すなわち更新(生成、追加、変更、削除)される「内部倫理ファイル(ILF)」と、

計測対象のアプリケーションによって参照しかされない「外部インターフェースファイル

(EIF)」の 2 種類がある。(本当に使える見積もり技術[3]) 
 
 上記の利用者とは、人とは限らずモノである場合もある。また、ワークファイルや『ソ

ートファイルのように処理の都合上、一時的に作られ、処理が終わった後は保持されない

ような中間ファイルは、データ・ファンクションではない。とも記載されている。 
それでは、具体的にはどのようなものがデータ・ファンクションに相当するか。データ・

ファンクションの候補としては、ファイルのみとなる。 
データ・ファンクションの抽出が完了したら、次にファンクション・タイプの決定をす

る。ファンクション・タイプは ILF と EIF の 2 種類がある。ILF と EIF の違いは、それぞ

れのファイルが計測対象のアプリケーションによって更新されるか、それとも参照しかさ

れないかを見ればよい。更新の規模や更新頻度は、ファンクション・タイプの決定には関

係しない。 
 
ILF － 1 回以上更新される 
 
EIF － 参照しかされない 
 
次にデータ・ファンクションの複雑さを評価し、その評価から FP 数を算出する。 
 
では新規会員登録をする例(図 3.3-2)を使い、手順を説明する。 
まず、データ・ファンクションの候補の抽出を行う。候補となるのは「会員情報」「パス

ワード情報」の 2 つとなる。2 つともマスターファイルとなるためデータ・ファンクション

となる。 
ではファンクション・タイプを検討する。「会員情報」は、新規会員登録から矢印が向い

ており、また「パスワード情報」も新規会員登録から矢印が向いていることから、この 2
つは ILF となる。 
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図 3.3-2 新規会員登録システムの DFD 

出典：参考文献[3] 
 

次にデータ・ファンクションの複雑さを「データ項目数(DET)」と「レコード種類数(RET)」
で評価し、「低」「中」「高」を決定する。 

 
データ項目数 － ・データ・ファンクションを構成する倫理的なデータ項目の数 

計測対象のアプリケーションが更新するデータ項目のみ数える 
         
        ・繰り返し発生するデータ項目は、最初の１回のみ数える 

 
         ・設計の都合上で分割したデータ項目はまとめて数える 

 
レコード種類数 － １つのデータ・ファンクションの中に混在している、異なる意味合

いを持つデータのまとまりの数を指す。 
         例) オブジェクト指向でのサブクラス 
           COBOL でのレコード定義で REDEFINES 句を使うこと 

 
例の「パスワード情報」「会員情報」については図 3.3-3 のようになる。 
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図 3.3-3 会員管理システムのファイル 

出典：参考文献[3]  
 
最後に複雑さの評価テーブルを使い、FP 数算出テーブル(図 3.3-4)でデータ・ファンク

ションの点数付けを行う。 
 
パスワード情報ファイル(ILF)－ DET=2, RET=1 より「低」 
会員情報ファイル(ILF) － DET=5, RET=1 より「低」 
 
よって FP 数算出テーブル(図 3.3-5)に当てはめると、 
 ILF : 2 × 7 = 14  
となり、データ・ファンクションの FP 数は 14 となる。 
 

 
図 3.3-4 データ・ファンクションの複雑さの評価テーブル 

 
 

複雑さの評価テーブル

1~19 20~50 51~
1 低 低 中

2~5 低 中 高
6~ 中 高 高

データ項目数(DET)

レコード種類数(RET)
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図 3.3-5 FP 数算出テーブル 

 
<トランザクション・ファンンクション> 

 
トランザクション・ファンクションの抽出には DFD と画面遷移が必要となる。本当に使

える見積もり技術[3]ではトランザクション・ファンクションを以下のような説明をしてい

る。 
 
トランザクションとは、計測対象のアプリケーションに対するデータの出入りを伴う処

理のことだ。具体的には、「画面からのデータ入力」や「帳票印刷」、「データ検索」や「バ

ッチ処理におけるファイルの更新(生成、追加、変更、削除)」などが該当する。 
 
トランザクション・ファンクションは、大きく「外部入力(EI : External Input)」,「外部

出力(EO : External Output)」,「外部照会(EQ : External inQuiry)」の３つに分かれる。 
 
外部入力(EI) － 画面やほかのアプリケーションなどからデータ入力によって、データ・

ファンクションを更新(生成、追加、変更、削除)する処理。バッチによ

ってデータを更新する処理も含む 
 
外部出力(EO) － 画面や帳票、ほかのアプリケーションなどにデータを出力する処理。

ただし、出力データに計算や派生データ(合計値や平均値、グラフなど

の加工データ)を含むもの 
 
外部照会(EQ) － 内部倫理ファイル(ILF)を更新せず、画面や記帳、ほかのアプリケーシ

ョンなどにデータを出力する処理。ただし、出力データに計算や派生

データを含まないもの 
 

トランザクションはデータ入力からデータの表示完了までの処理単位である。ファンク

ションはあくまで利用者とのやり取りの中で切り出される処理であり、プログラムや SQL

FP数算出テーブル

低 中 高
外部入力(EI) ×3 ×4 ×6
外部出力(EO) ×4 ×5 ×7
外部照会(EQ) ×3 ×4 ×6
内部論理ファイル(ILF) ×7 ×10 ×15
外部インターフェースファイル(EIF) ×5 ×7 ×10

合計値

ファンクション
複雑さ

合計
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文で記述する READ/WRITE 命令や INPUT/OUTPUT 命令も、ファンクションには該当

しない。またデータ・ファンクションの更新や参照が伴わない処理も、トランザクション

には該当しない。 
 

 
図 3.3-6 退会システムの画面 

出典：参考文献[3] 
 

ではトランザクションを見つける。今回は退会処理を例に挙げる。トランザクションで

は画面遷移図を利用し抽出することが多く、図 3.3-6 がその例である。システムを作成し

たという仮定の画面遷移となっている。「退会手続き」は出力のみであり、計算や派生デー

タを含まないため EQ。「退会する」のボタンでは会員情報の更新を行うため EI となる。 
 

 
図 3.3-7 EI の複雑さの評価テーブル 

 
 

複雑さの評価テーブル（EI）

1~4 5~15 16~
0~1 低 低 中

2 低 中 高
3~ 中 高 高

データ項目数(DET)

レコード種類数(RET)
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図 3.3-8 EO/EQ の複雑さの評価テーブル 

 
 そして抽出後は、データ・ファンクション同様複雑さを評価する。ここでは DET と FTR
を計測する。DET はデータ・ファンクションで使われた軸だが、トランザクションでは計

測境界を出入りするデータ項目の個数をカウントする。その際、実行ボタンなどの実行の

きっかけは 2 種類以上あったとしてもまとめて１DET とする。画面上の処理ならば、必ず

この１DET は加わると考えてよい。またエラーや確認メッセ－ジもまとめて１DET とする。

それに加え繰り返しのデータ項目は初回のみ数える、画面設計上の都合で分割したデータ

項目はまとめて数えるといったルールもある。 
 FTR は関連ファイル数を指し、トランザクション・ファンクションが処理を実行する際

にデータ更新あるいは参照するデータ・ファンクションの個数を指す。 
 そしてそれらを計測したら図 3.3-7 図 3.3-8 の複雑さの評価テーブルで評価をし、デー

タ・ファンクション同様 FP 数算出テーブルで FP 数を出す。 
 

 
図 3.3-9 退会時のトランザクションの処理の流れ 

出典：参考文献[3] 
 

複雑さの評価テーブル（EO/EQ）

1~5 6~19 20~
0~1 低 低 中
2~3 低 中 高
4~ 中 高 高

データ項目数(DET)

レコード種類数(RET)
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 では先ほどの画面遷移の例を使用し DET と FTR の数え方を説明する。(図 3.3-9) 
「退会手続き」に着目する。退会手続きは先ほど EQ と述べた。EQ の DET については、

アプリケーション境界を出入りするデータ項目は、アプリケーション境界を出入りする入

力側と出力側のデータ項目数をカウントし、それに実行のきっかけやメッセージ軍となる

DET を足す。 
 まず入力側でアプリケーション境界を出入りするデータ項目は、画面保護フィールドと

してセットされている「会員 ID」(会員#nnnnnnnn)のみだ。「会員名」も保護フィールド

に表示されているが、入力側は検索キーとなる「会員番号」のみを数える。よって 1DET
となる。 
 一方出力側のデータ項目は、「氏名」「会員番号」の 2DET となる。 
ただし、EQ の場合、入力側と出力側の両方に出てくるデータの項目は、重複カウントし

ないというルールがある。これに従うと「会員番号」は出力側ではカウントしないことに

なり、出力側の DET は 1 となる。これに実行のきっかけとなる「退会手続き」のボタンを

加える。この結果、入力側の１DET と出力側の 1DET、きっかけ(ボタン)の 1DET を足し

て合計で 3DET となる。 
関連ファイル数は、図の円柱形で表されている「会員情報」のみなので、FTR は 1 だけ

となる。評価テーブルに当てはめると、この EQ の複雑さは「低」となる。 
 
EI の場合についても説明する。例の「変更する」のボタンがそれに当てはまる。EI の場

合、入力されるデータ項目は、キーとして渡される「会員 ID」(1DET)と、退会にあたりす

べてのデータを削除するため、更新データとして渡される「名前」「生年月日」「性別」「電

話番号」「パスワード」の 5DET, これに実行のきっかけとなる「退会する」ボタン(1DET), 
そしてエラーメッセージ群(1DET)が加わり、全部で 8DET となる。関連ファイル数は、会

員情報ファイルとパスワード情報ファイルなので、FTR は 2 となる。評価テーブルに当て

はめると、この EI も複雑さは「低」となる。 
 
そしてデータ・ファンクション同様、今までに抽出し評価したものを FP 数算出テーブル

に入れ、合計値を算出したらトランザクション・ファンクションの FP 数が求まる。 
最後にデータ・ファンクションとトランザクション・ファンクションの FP 数を合計して

未調整 FP 数を導き出せたところで FP 数計測が終了となる。 
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3.4 工数見積もり 

 COCOMOⅡ 3.4.1

 
 工数見積もりでは手法の候補を 2 つ挙げる。その 1 つ目が COCOMOⅡである。 
 工数見積もりでは、2.3.3 で示された中ではボトムアップ見積もりが最も精度が高いが、

非常に手間がかかり開発の経験のない学生が作業を分解し、工数を当てはめていくのは困

難であると考える。したがって次点に精度の高い係数モデル見積もりを選択した。そのモ

デルとして有名なものが COCOMOⅡである。 
COCOMOⅡはアメリカのバリー・ベーム氏が 1995 年に考案した、ソフトウェア開発の

工数、開発期間の見積もり手法である。原型は1981年に同者が考案したCOCOMOであり、

様々な開発方法やFP法といった考えを取り入れて新たに作られたのがCOCOMOⅡである。 
COCOMOⅡのモデルは大きく 3 つあり、「アプリケーション組立モデル」,「初期設定モデ

ル」,「ポスト・アーキテクチャモデル」となる。 
 アプリケーション組立モデルは開発初期にリスクを軽減するために行うプロトタイピン

グの工数算出に使うため、今回は対象としない。それでは他の 2 種類について説明する。

また図 3.2 に工数見積もり範囲とモデル適用時期を載せる。 
 
初期設定モデル － システムやソフトウェアのアーキテクチャを決定する際に利用する 
         また Early Design モデルを指す。 
          
ポスト・アーキテクチャモデル － アーキテクチャモデルが決定した後の、実際の開発

に入るフェーズで利用する。 
 
両モデルの主な違いは、 コスト要因の違いである。ポスト・アーキテクチャモデルでは

17 個のコスト要因を用いるが、Early Design モデルでは、それら 17 個のコスト要因を縮

退した（統合した）5 個のコスト要因を用いる。本研究はポスト・アーキテクチャモデルを

用いることとする。 
 工数を導き出す式は 
          
  工数 =  2.94 × 規模^E × EM1 × EM2 × … × EM17 
 
    規模 ＝ FP 数 × ソフトウェア規模換算係数(1FP あたりの KLOC) 

ソフトウェア規模換算係数を COCOMOⅡ 2000 では 
Java = 0.053   COBOL = 0.091  

       E   = 0.91 + (0.01 × スケールファクタの総計) 
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工数：単位は人月。対象とする工程は, 「基本設計」から「総合テスト（ベンダ確認）」

までとなる。 
規模：ソフトウェアの規模。規模を KLOC 数で表すため、FP 数に補正値をかけたも

のを規模とする。 
E：スケール要因の総和に補正値をかけたもの 
 
EM：コストに影響を与える要因で、合計 17 項目ある 

 
となる(参考文献[3]、参考文献[4])。E および EM の数値は図 3.4-1 の中位を既定値とす

る。各項目の具体的な基準は図 3.4-2 ~ 図 3.4-6 となる。 
 

 
図 3.4-1 COCOMOⅡ 規模要因・コスト要因一覧表 

出典：参考文献[4] 
 

 
図 3.4-2 規模要因の説明 

出典：参考文献[5] 
 

6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 0.00
5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0.00
7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0.00
5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 0.00
7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 0.00

0.82 0.92 1.00 1.10 1.26
0.87 1.00 1.14 1.28

0.73 0.95 1.00 1.17 1.34 1.74
0.91 1.00 1.07 1.15 1.24

0.81 1.00 1.11 1.23

1.00 1.11 1.29
1.00 1.05 1.17

0.87 1.00 1.15 1.30

1.42 1.19 1.00 0.85 0.71
1.34 1.15 1.00 0.88 0.76
1.29 1.12 1.00 0.90 0.81
1.22 1.10 1.00 0.88 0.81
1.19 1.09 1.00 0.91 0.85
1.20 1.09 1.00 0.91 0.84

1.17 1.09 1.00 0.90 0.78
1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 0.80
1.43 1.14 1.00 1.00 1.00

複数拠点開発(SITE)
開発期間の要求(SCED)

COCOMOⅡ　規模要因・コスト一覧表

プログラマの能力(PCAP)
要員の継続性(PCON)

アプリケーションの経験(APEX)
プラットフォームの経験(PLEX)
言語およびツールの経験(LTEX)

ソフトウェアツールの使用(TOOL)

再利用の要求(RUSE)
文書化の要求(DOCU)

実行時間の制約(TIME)
主記憶容量の制約(STOR)

プラットフォームのバージョンの変更頻度(PVOL)

分析者の能力(ACAP)

非常に高
い

極めて高
い

プロダクト要因

プラットホーム要因

要員の要因

プロジェクト要因

プロダクト先例性(PREC)
開発の柔軟性(FLEX)

アーキテクチャ/リスクの早期解決の必要性(RESL)
チーム凝集度(TEAM)

コスト要因
(コストドライバ)

規模要因
(スケールファクタ)

非常に低い
VL

低い
L

中位
N

高い
H

プロセス成熟度(PMAT)

信頼性の要求(RELY)
データベースの規模(DATA)
プロダクトの複雑性(CPLX)

概要

開発組織が開発対象システムと同様の
システムを開発した経験及び知識の量

ソフトウェアに対する要件、外部とのインターフェース仕様等
に対する制約からの自由度

リスク管理のためのさまざまな活動の実行頻度

利害関係者(ユーザ、開発者、発注者、保守担当者等)間の
協力と開発ビジョンの共有の程度

SEIの成熟度モデル(CMM)でのレベル

規模要因
(スケールファクタ)

略号

PREC

FLEX

RESL

TEAM

PMAT
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図 3.4-3 プロダクト要因の説明 

出典：参考文献[5] 
 

 
図 3.4-4 プラットフォーム要因の説明 

出典：参考文献[5] 

 

図 3.4-5 要員の要因の説明 
出典：参考文献[5] 

 

概要

一定期間に渡って意図した機能を実行し続けることに対する
要求度合い。失敗が起きた時の影響度合い

データベースの大きさ。プログラムサイズに対する比率

制御、数値計算、機器依存性、データ管理、
ユーザインタフェース等への複雑さ

プロジェクトで開発するソフトウェアがプロジェクト以降に
再利用できる(再利用される見込みの)範囲-レベル

ライフサイクル上で要求される文書作成量

プロダクト要因

略号

RELY

DATA

CPLX

RUSE

DOCU

プラットフォーム要因

略号 概要

TME
システムが使用可能な時間のうち、予想される使用時間
予想する使用時間 ÷ 使用可能な実行時間 × 100

STOR
メモリ全体に対するソフトウェアのメモリ使用量の割合

使用する主記憶量 ÷ 利用可能な主記憶量 × 100

PVOL
開発するソフトウェアに対するプラットフォーム(ハードウェア、

OS、データベース等)の変更の頻度

プログラミング言語とソフトウェアツール(要件分析、
設計作図、構成管理、ライブラリ管理、
一貫性チェック等を行う)の経験年数

要員の要因

LTEX

PCON
プロジェクトの参加者が継続して従事している割合

APEX
開発対象のソフトウェアシステムと類似の

アプリケーションの経験年数

PLEX
プラットフォーム(インタフェース、データベース、

ネットワーク等を含む)に関する経験年数

略号 概要

ACAP
分析者の分析・設計能力、コミュニケーション能力、

協調性

PCAP
プログラマの能力、コミュニケーション能力、

協調性
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図 3.4-6 プロジェクト要因の説明 

出典：参考文献[5] 
 

 COCOMO II による工数見積値 PM は、いわゆる、基本設計から総合テスト（ベンダ確

認）までの工数であり、 ラショナル統一プロセス（Rational Unified Process；RUP）が

定義するところの推敲（Elaboration）と作成（Construction）の工数である。 
 また規模要因の PMAT のそれぞれのレベルについては、 
 
  レベル 1：プロセスが確立されていない初期段階 

レベル 2：特定のプロジェクトリーダーや技術者に依存している状態 
レベル 3：首尾一貫したプロセスを標準として持っている段階 
レベル 4：標準化されたプロセスを定量的に測定し、洗練化していく状態 
レベル 5 は技術・要件環境の違いによって標準プロセスを最適化して用いられる段階 

 という基準となっている。 
 
 

 データに基づく工数の算出 3.4.2

  
工数見積もりの工数の算出においてもう一つの候補となるのがデータに基づく工数の算

出である。方法は単純であり、財団法人経済調査会経済調査研究所のソフトウェア開発デ

ータリポジトリ[5]のデータから生産性(FP/人月)の中央値を割り出し、それを基準の生産性

とする。そして規模見積もりで算出した数値から割り工数を見積もるという方法だ。 
 具体的な数値としては、データ件数 288 件、そのうち新規開発ではプロジェクト規模の

中央値が621FPとなり、改造開発ではプロジェクト規模の中央値が249FPとなっている(図 
3.4-7)。そしてそれらのデータの FP 生産性は新規開発で 15.7 (FP/人月)、改造開発で 15.2 
(FP/人月)となっている(図 3.4-8)。 
 

プロジェクト要因
SITE

標準的な開発期間に対する、求められる
開発期間の割合

略号 概要

TOOL
利用するソフトウェアツールのサポートする機能の

重視都度と、複数ツールの統合の度合い

開発拠点の地理的な分散の度合い

開発拠点のコミュニケーション手段のレベル

SCED
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図 3.4-7 FP 規模の基本統計量 

出典：参考文献[5] 
 

 
図 3.4-8 FP 生産性の基本統計量 

出典：参考文献[5] 
 

 

3.5 全体の測定 

 
 今までの過程で WBS の「システム」の「設計」～「テスト」までの見積もりをした。ま

ずはそれから要件定義と導入のコストを見積もる。全体の測定における比率の設定はソフ

トウェア開発経験している指導教員の湯浦克彦教授との協議の結果決定した。 
ここでは、提案するシステムが新規型か改良型かで比率が変わる。図 3.5-1 に示した％

が WBS の「システム」の「設計」～「テスト」までのコストに対する比率である。新規開

発では要件定義が多くなり、その他の比率は同じである。 
 

 
図 3.5-1 設計から運用までのコストに対する比率 

 
次に「プロジェクトマネジメント」と「マニュアル」のコストを「システム」を基準と

して見積もる。全体の比率は以下のようになる。(図 3.5-2) グラフにすると図 3.5-3 のよ

うになる。新規システムではプロジェクトマネジメントおよびマニュアルの作業数が増え、

既存システム改良ではプロジェクトマネジメントおよびマニュアルの作業数は小さくなる。 
新規開発の場合、算出したシステムの工数を 55%とし、プロジェクトマネジメントを 30%、

件数 最少 中央 平均 最大 標準偏差

288 4.0 572.0 1,203.2 19,000.0 1,994.2

265 4.0 621.0 1,244.4 19,000.0 2,034.9

23 7.4 249.0 728.6 6,581.0 1,347.9

FP規模の基本統計量

全体

新規開発

改造開発

単位：FP

件数 最少 中央 平均 最大 標準偏差

288 0.4 15.6 20.8 189.5 22.7

265 0.4 15.7 20.6 189.5 22.3

23 3.3 15.2 23.6 118.5 26.9

全体

新規開発

改造開発

FP生産性の基本統計量 単位：FP/人月

＜設計から運用までのコストに対する比率＞

新規開発 既存改良開発

要件定義 20% 15%
導入 15% 15%
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マニュアルを 15%として工数を割り出す。 
 

 
図 3.5-2 システムのコストに対する比率 

 

 
図 3.5-3 各開発の工程ごとの工数の比率のグラフ 

 
 

 

  

＜システムのコストに対する比率＞

新規開発 既存改良開発

プロジェクトマネジメン 30% 20%
システム 55% 70%
マニュアル 15% 10%
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第４章 見積もり方法の利用実験と評価 
 

4.1 実験 1 報告者による実証実験 

 実験 1 実証実験方法 4.1.1

 
 本研究の提案手順をシステム例に当てはめ、コスト見積りを行う。そして問題点の抽出

を行う。コスト見積もりを行うのは報告者であり、報告者は本研究の対象である静岡大学

情報学部の学生であり、既に WBS の知識は講義で取得している。DFD、IFPUG 法、

COCOMOⅡについては研究で知識を得た。 
 
<会員管理システム> 

 これは 3 章の 3.4.2 の FP 数計測で例として挙げたシステムである。 
また新規開発プロジェクトとする。 

 
  

規模見積もり 
 

 規模見積もりでは、DFD→IFPUG 法(データ・ファンクションの計測→トランザクショ

ン・ファンクションの計測)の順に行う。 
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DFD 
 
 図 4.1-1 のような DFD を示した。パスワードファイルと会員情報ファイルは更新が行わ

れるため ILF となる。 
 新規会員登録ではパスワードファイルと会員情報ファイルを更新する。 
 ログインでは、入力した会員 ID とパスワードをファイルから参照する。 

会員情報変更では会員情報ファイルを参照し、また変更後更新するので両方向からの矢

印となる。 
退会では会員情報とパスワードを参照し、会員情報を更新するため両方向の矢印となる。 

 

 

図 4.1-1 会員管理システムの DFD 
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FP 数計測 
 
＜データ・ファンクション＞ 
 
DFD で抽出した 2 つのファイルについて考察する。3.3.2 で用いた図を使用する。 
パスワード情報ファイルのデータは会員 ID とパスワードの 2 つで 2DET、会員情報ファ

イルのデータは会員 ID と名前、生年月日、性別、電話番号の 5 つとなり 5DET。RET は

どちらも 1 となり、複雑さの評価テーブルに当てはめるとどちらも「低」となる。そして

それらを、FP 数算出テーブルを使い計測すると 7 となり FP 数は合計 14 となった。 
 
 

 

 会員管理システムのファイルの中のデータ 
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＜トランザクション・ファンクション＞ 
 
会員管理システムのトランザクション・ファンクションの FP 数を計測する。 
新規会員登録(図 4.1-2)では、「登録する」がトランザクション・ファンクションとなり、

データ項目は、4 項目(「氏名」「生年月日」「性別」「電話番号」)とパスワード、登録ボタン、

記入不備によるエラー、それに登録後に自動生成される会員 ID で DET = 8 となり、FTR
は会員情報とパスワード情報の２つとなるので、FTR = 2 となる。また更新を行っている

ため EI。評価テーブルに当てはめると「中」となった。 
 

 
図 4.1-2 トランザクション測定過程での 

新規会員登録システムの画面 
 

 ログイン認証では「認証ボタン」がトランザクションとなり、会員番号とパスワードの

照会のみのためEQ。データ項目数はきっかけの1DETと「会員番号」「パスワード」の2DET、
エラー画面の 1DET で計 4DET となる。FTR はパスワード情報のファイルのみのため 1。
したがって複雑さの評価は「低」 
 
 会員情報の変更(図 4.1-3)では「会員情報変更」と「変更する」がトランザクションとな

る。まず「会員情報変更」は会員情報を呼び出しているので EQ。入力側は検索キーとなる

会員 ID で 1DET。出力側は名前と電話番号で 2DET(会員番号は重複により除く)。これに
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実行の会員情報変更ボタンを加え 1DET となり計 4DET となる。FTR は会員情報ファイル

のみとなり 1。結果複雑さは「低」 
 「変更する」では会員情報の更新をするため EI。入力されるデータ項目がキーとなる会

員 ID、更新データとして渡される名前、電話番号の 3DET、きっかけとなる変更するボタ

ンで 1DET、エラーメッセージ群で 1DET となり、計 4DET となる。FTR は会員情報ファ

イルのみのため 1。結果テーブルに照らすと、この EI の複雑さは「低」となる。 
 

 

図 4.1-3 トランザクション測定過程での 
会員情報変更画面 

 
 退会の処理(図 4.1-4)では、2 つあり、退会手続きボタンが EQ となり、入力側のデータ

項目はキーとなる「会員番号」、出力側のデータ項目は重複を除き、会員名のみとなる。そ

れらの 2DET ときっかけの「退会手続き」ボタンで計 3DET となり FRT は会員情報ファ

イルのみとなり 1。したがってこの EQ の複雑さは「低」となる。 
そして退会するボタンの処理は EI となり、入力されるデータ項目は、キーとして利用す

る会員番号で 1DET、出力されるデータはパスワード 1DET となる。それと退会時に会員

自身の会員情報を削除するので更新されるデータは会員情報ファイルのすべてとなり、重

複する会員番号を除いて 4DET、それにきっかけのボタン 1DET とエラーメッセージ 1DET
を加え、結果 DET = 8、FTR は会員情報とパスワード情報で 2。結果、複雑さのテーブル

に当てはめると「中」となる。 
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図 4.1-4 トランザクション測定過程での 

退会画面 
 
これらを FP 数算出テーブルに当てはめると、EI が「中」が 2 つ、「低」が一つ。EQ は

「低」が 3 つとなり合計は、(4×2) + (3×2) + (3×3) = 23 
 もともと算出していたデータ・ファンクションの FP 数とトランザクション・ファンクシ

ョンの FP 数とあわせると、14 + 23 = 37 となる。 
 

  
工数見積もり 
 
ここから COCOMOⅡを使用した工数の算出とデータに基づいた工数の算出に分岐する。 
 
COCOMOⅡ 
 
 まず COCOMOⅡを使った工数の算出を行う。 
 算出した FP 数(37)を COCOMOⅡの公式に当てはめる。数値はすべて既定値(中位)とし

言語を Java と仮定すると、 
  
   工数 =  2.94 × 規模^E × 1 × 1 × … × 1 

規模 ＝ 37 × 0.053 
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         E   = 0.91 + ( 0.01 × 18.97 ) 
工数 = 6.17….(人月) 

 という結果となった。 
 
データに基づく工数の算出 

 
 では財団法人経済調査会経済調査研究所のソフトウェア開発データリポジトリ[5]の生

産性(FP/人月)に基づいて計算を行う。今回のシステム例を新規開発と仮定した場合、算出

した FP 数 37 を生産性(15.7)で割ると、2.35….(人月)という結果となった。 
 
 COCOMOⅡと財団法人経済調査会経済調査研究所のソフトウェア開発データリポジト

リ[5]の生産性に基づいた算出では、同じシステムにも関わらずおよそ 3.82 人月の差ができ

た。 
 

WBS 
  
 最終的にどこまで差が開くのかを調べる。 

COCOMOⅡでの算出の最終工数は、図 4.1-5 のようになった。 
 

 
図 4.1-5 二つの工数見積もりの手法によるプロジェクト全体の工数の比較 

 
 2 つの手法による差は 10 人月となった。全体の工数を算出するにつれ、工数の差が広が

ってしまった結果となる。 
 
 

 実験 1 評価・分析 4.1.2

 
 今回実験を行った結果、見積もりの算出することに 2 時間程度を要した。画面の設計を

して、そこからファンクションを抽出しなければならないため、ファンクションが最も手

間がかかり時間を割くこととなった。また COCOMO は今回すべて既定値で行ったが、実

際にパラメータを選択していくには実際の経験と知識が必要であると感じた。 
 それでは 2 つの工数の値の差の原因となった工数見積もりの 2 つの手法について考察す

COCOMOⅡ 単位:FP数 データから算出

6.17 設計-テスト工数 2.35
8.3295 システムの工数 3.1725

15.14454545 全体 5.768181818
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る。まず COCOMOⅡを使用して工数を算出すると、37FP で 6.17 人月かかるという結果

となった。総 FP 数を人月で割ると生産性は約 5.99 ( FP/人月)となる。  
 一方で財団法人経済調査会経済調査研究所のソフトウェア開発データリポジトリ[5]で

は、288 件のデータから FP 生産性を新規開発で 15.7 (FP/人月)、改造開発で 15.2 (FP/人

月)と出している。生産性が大きく異なった理由として以下の点が考えられる。 

 

①COCOMOⅡのパラメータをすべて既定値で計算したこと 

②COCOMOⅡが小規模で簡易なプロジェクトに対して有用ではないこと 

 

 では、COCOMOⅡのパラメータを最高効率(最小)にした場合はどうなるのか。 

規模要因がすべて０となり、コスト要因が 0.052677652 となる。その結果、工数は 0.28人

月となり、既定値で算出した 6.17....人月に比べ大幅に減少した。逆に、最低効率にした場

合、工数は大幅に増加するだろう。 

したがって COCOMOⅡの生産性と財団法人経済調査会経済調査研究所のソフトウェア開発

データリポジトリ[5]の生産性との差は、小規模で簡易なプロジェクトに対しても、きちん

とパラメータを設定できていれば見積もりができることがわかったことから、②COCOMOⅡ

のパラメータをすべて既定値で計算したこと、が原因であることがわかる。 

 

これらのことを踏まえた上で、工数の見積もり方法を以下のようにする。 

 

・提案するシステムが委託または経験者による構築の場合、データに基づく工数の算出

を使用する。 

 

・学生が自分たちでシステムを作成する提案の場合は COCOMOⅡによる算出が望ましいが、

パラメータの設定が難しい、理解度が低いことから、あらかじめ既定値を用意する(図 
4.1-6)。ソフトウェア開発経験のある指導教員との協議により数値の決定をした。また

学生がソフトウェア開発の未経験者であるという前提であり、学生たちが決定するの

は TEAM と要員の要因のパラメータのみとする。要員の要員については「非常に低い」

「低い」の二択とする。 
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図 4.1-6 学生によるシステム作成のパラメータ 

 

  

4.2 実験 2 学生への本研究の手法に対する理解度調査 

 実験 2 学生への本研究の手法に対する理解度調査 実験方法 4.2.1

 

  本研究で提案するコスト見積もりは、システム提案を行う学生を対象とするものである。

そこで本研究が提案した見積もり方法が、目的として掲げる「一定の根拠に基づいた簡便

な方法」と言えるのかを検証する。具体的には以下の方法で行う。 
 
 この実験は被験者 6 人を対象に行う。被験者については全員、静岡大学情報学部のプロ

ジェクトマネジメントの講義を受け、単位を取った学生たちである。 
 
 ①見積もり方法に関するアンケート 
  付録 1 に示したアンケートに答えてもらい、現在の見積もりの状況を把握する。 
 
 ②例題を出し、本研究の方法を使わずに被験者がそのコストを予測する 
  被験者の本研究の方法を使わずに出した見積もりが、どの程度の値となるのかを確認

する。今回は 3 章に挙げた「会員管理システムの新規登録～退会」のコストを算出し

てもらう。この例とした理由は、様々なシステムサービスに共通する基本のシステム

であるためである。 
 
③例題を本研究の方法・手順で見積もりをする 

  私自身が説明をしながら見積もりを行う手法をとる被験者に手順ごとの理解度をアン

6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 0.00
5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0.00
7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0.00
5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 0.00
7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 0.00

0.82 0.92 1.00 1.10 1.26
0.87 1.00 1.14 1.28

0.73 0.95 1.00 1.17 1.34 1.74
0.91 1.00 1.07 1.15 1.24

0.81 1.00 1.11 1.23

1.00 1.11 1.29
1.00 1.05 1.17

0.87 1.00 1.15 1.30

1.42 1.19 1.00 0.85 0.71
1.34 1.15 1.00 0.88 0.76
1.29 1.12 1.00 0.90 0.81
1.22 1.10 1.00 0.88 0.81
1.19 1.09 1.00 0.91 0.85
1.20 1.09 1.00 0.91 0.84

1.17 1.09 1.00 0.90 0.78
1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 0.80
1.43 1.14 1.00 1.00 1.00

COCOMOⅡ　規模要因・コスト一覧表
非常に低

い
低い
L

中位
N

高い
H

非常に高
い

極めて高
い

規模要因
(スケールファクタ)

プロダクト先例性(PREC)
開発の柔軟性(FLEX)

アーキテクチャ/リスクの早期解決の必要性(RESL)
チーム凝集度(TEAM)
プロセス成熟度(PMAT)

コスト要因
(コストドライバ)

プロダクト要因

信頼性の要求(RELY)
データベースの規模(DATA)
プロダクトの複雑性(CPLX)

再利用の要求(RUSE)
文書化の要求(DOCU)

プラットホーム要因
実行時間の制約(TIME)

主記憶容量の制約(STOR)
プラットフォームのバージョンの変更頻度(PVOL)

要員の要因

分析者の能力(ACAP)
プログラマの能力(PCAP)
要員の継続性(PCON)

アプリケーションの経験(APEX)
プラットフォームの経験(PLEX)
言語およびツールの経験(LTEX)

プロジェクト要因
ソフトウェアツールの使用(TOOL)

複数拠点開発(SITE)
開発期間の要求(SCED)
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ケートし、全体を通して学生にとって有用であるかどうか、また難しいと感じ、躓き

やすい箇所がどこであるかを調べる。 
  
④被験者に本研究の提案に対する評価・意見をしてもらう。 
手法における生かすべき点や改善すべき点を抽出する。 

 
 

 実験 2 結果・評価 4.2.2

 
 アンケートの結果は以下のようになった。 
 
 ①現在の被験者自身の見積もりについて 
  被験者の現在提案の見積もり方法(図 4.6)とその自信の度合い(図 4.7)をアンケートした。 
 

 
図 4.2-1 自身の見積もり法 

 

0

1

2

3

4

5

6

自分の経験則 インターネット、本 専門家の意見 その他 

自身の見積もり法 

人数 
(総数6名) 
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図 4.2-2 自身の見積もりへの自身の度合い 

 
インターネットや文献で調べる方法が多く、的中度はインターネットの情報を使用してい

ることから、近からず遠からずという評価となった。インターネットを使う理由としては、

身近で楽に探せる、ある程度の信頼性はある、との意見が多かった。 
 
 

  

0

1

2

3

自信なし やや自信なし 普通 やや自信あり 自信あり 

自身の見積もりへの自信の度合い 

人数 
(総数6名) 
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②3 章の会員管理システムを例に作成にシステム作成にどれほどの費用が掛かるのかをア

ンケートしたところ、 
 
「2 万円」 「2 万円」 「3 万円」 「10 万円」 「90 万円」 「100 万円」 
 
という結果となった。しかし、これを例として挙げた初田氏(著者)によると，同案件は過

去の実績に照らすと 2 人月，200 万円ぐらいが妥当だと言う。学生の見積もりコストの感

覚が実際のシステムに掛かる費用と大きく食い違っていることがわかる。したがって被

験者自身の的中度は、過大評価の可能性が高い。 
  
 
③被験者に手順ごとの理解度を 5 段階で評価した結果である。報告者が手順の説明を行い、

理解度を答えてもらった。理解度は以下のようになる。 
 

5．よく理解した 
4．だいたい理解した 
3．普通 
2．あまり理解していない 
1．まったく理解していない 

 
規模見積もり 

 
規模見積もりプロセスの理解度については、本手法においてメトリクスを FP としている 

DFD への理解度、FP 計測方法の 1 つである IFPUG 法のデータ・ファンクションへの理 
解度およびトランザクションへの理解度に分けて調査した。 
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DFD への理解度 
 

 
図 4.2-3 被験者の DFD への理解度 

 
DFD の理解度は良好であった。DFD に関しての意見は 

・例が簡単で理解しやすかった。 
・基本ルールが簡単でやろうと思えばやれそう 

という意見が寄せられた。一方で 
・結果物が学生のスキルに依存している 
・提案によっては難化するのでは？またそれが不安 

という意見もあった。 
 
  

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

DFDへの理解度 

人数 
(総数6名) 

高 低 
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データ・ファンクションへの理解度 
 

 

図 4.2-4 学生のデータ・ファンクションへの理解度 
 
データ・ファンクションもまた理解度は良好であった。意見はまとまっていて、 

・DET は簡単だが RET が難しい。 
・RET であるかどうか学生に判断できる？ 

といった DET に比べ RET が難しいと感じる人が多いことがわかった。また 
・「低」「中」「高」の複雑さの概念がわかりにくいという人もいた 
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 トランザクション・ファンクションへの理解度 
 

 
図 4.2-5 学生のトランザクション・ファンクションへの理解度 

 
トランザクションは最も理解度が低いものとなった。特に 

・DET の数え方が難しい 
という意見に集中した。また 
・同じものを作るにしても画面を作る人次第で動くデータの数が変わるのでややこしい 
という指摘もあった。実際 IFPUG 法に基づく FP 法の計測手順の中で最も難しいと著者

も述べている。したがって学生に学習を促す際には、グラフの結果も踏まえた上で最も丁

寧に教える必要がある。 
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工数見積もり 
 

工数見積もりプロセスの理解度については、本研究が掲げた COCOMOⅡによるシステム

の設計からテストまでの工数見積もりの理解度および財団法人経済調査会経済調査研究所

のソフトウェア開発データリポジトリ[5]のデータから算出した生産性による設計からテス

トまでの工数の見積もりの理解度の2つとWBSによる全体の工数の見積もりの理解度につ

いて調査した。 
 

COCOMOⅡへの理解度 
 

 
図 4.2-6 学生の COCOMOⅡへの理解度 

 
COCOMOⅡの理解度は低かった。その理由として 

・仕組みはわかったが、要因が自分には把握できない。 
・項目自体の意味も分かりにくい。 
・パッと見の式が嫌 

という意見が挙がった。良い意見としては 
・一見難しそうだが、代入するだけだから簡単に数字が出せそう 
・グループの特徴ごとに工数を計算できるのはすごい 

という意見が挙がった。パラメータで特徴によって算出する工数の値を変化させることが

できる一方で、それが学生にとっては難しく感じる要因となっていることがわかった。 
また、数字の出すこと自体は簡単と感じていることがわかった。 
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生産性の実証データからの工数割り出しへの理解度 
 

 

図 4.2-7 学生の生産性の実証データからの工数割り出しへの理解度 
 

最も理解度が高かった。その理由として 
・FP 数を決められた数字(15.7 or 15.2)で割るだけなので楽。 
・専門知識もいらない。誰でも出来そう。 

ということが挙げられる。高い理解度が得られた反面、 
・学生がシステムの作成を委託するものも、自分たちでシステムを作成するもの 

も仕事効率が異なるのに同じ数字でいいのか 
という指摘も受けた。 
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WBS への理解度 
 

 
図 4.2-8 学生の WBS への理解度 

 
WBS はプロジェクトマネジメントの講義で説明を受け、実際に作ったことのある被験者

が多かったことから理解度は高く、 
・計算が簡単 

 ・ソフトの設計から全体を見積もることができるのは効率的 
という意見があった。 
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④本研究におけるコスト見積もり法について 
 

 
図 4.2-9 手順の流れの理解度 

 

 
図 4.2-10 学習への有用度の評価 
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手順全体の評価(図 4.14)は、流れを理解した人が多くわかりやすいという評価を得られた。

また学生の情報学部の専門教育や課外活動であるビジネスコンテストにおける見積もり手

法としての有用度(図 4.15)を良好・普通とする意見に集中した。 
良い意見としては、 
・いろいろな授業で得た知識や新たな知識がリンクできた 
・学んだ学生は伸びる 

 ・資格の勉強にもなりそう 
といったものがあった。一方で 
・1 か所でも躓くと見積もりができなくなるのが不安 
・簡単な例だけでなく、いろいろな例を見せる必要がある 
・理論や知識は学べるが、実践や体感には向かないのでは？ 
という意見も寄せられた。特に「1 か所でも躓くと見積もりができなくなるのが不安」と

いう意見は、「トランザクション・ファンクション」「COCOMOⅡ」の理解度が低かったこ

とを踏まえると大きな課題となる。 
 

 

図 4.2-11 今後のコスト見積もり方法 
 
 今後どの方法を見積もりに使うか？という質問に対しては、全体の理解度・学習への有

用性が高かったのにも関わらず、今回の提案を使うという意見が少なかった。(図 4.16)その
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理由として、 
 ・手続きが面倒くさい。分担作業なら可 
 ・全部 PC でできるようになってから今回の手法を使ってみたい。 
といった、不満を挙げた。手間の多さや正答がなく自問自答しながら作業を続けなければ

ならない煩わしさが被験者の不満を生んだと考える。一方で 
 ・IFPUG 法や COCOMOⅡが実際に使われている手法のため信頼性があり使いたい 
という意見や、その他の手法を選らんだ人の中にも 
 ・基本はネットを使用するが COCOMOⅡは使用したい。パラメータにより見えない部分

を数値化することに魅力を感じた。 
といった今回提案した手法を部分的に使用したいという意見もあった。 
 
本研究の提案の提案では精度を高めようとした結果、手間が多くなり学生が有用である

と思っても使用したいと思えない手法となってしまった。 
 
 

4.3 専門家による評価 

 
NEC ソリューションイノベータの中村氏と[3] 「本当に使える見積もり技術」の著者で

ある日立製作所の初田氏に本研究での見積もり法への御意見を頂いた。 
 
中村氏からは、「プロが行っている見積もり方法との違い」と「簡便な方法でも若い時期

に経験する意義はあるか」ということについてを伺った。 
 

①プロが行っている見積もりの例 
 パッケージ導入提案とスクラッチ開発提案がある。 
 
－パッケージ導入提案の場合 
官庁、自治体、医療などの分野で多く、一定規模以下の顧客に対しては、カスタマイズ

作業以外に標準導入工数が設定されている。これにカスタマイズ作業工数を見積もり、合

わせて全体見積もりとしている。 
標準導入工数は、サブシステムごとに要件定義～データ移行、本番稼働までフェーズご

とに標準工数が設定されている。もちろんプロジェクトマネジメントも設定されている。

この標準工数はベテラン SE が先行 PJ 実績や経験から算出している。このことから類似法

の一種と思われる。 
カスタマイズ工数は、RFP や顧客ヒアリングからパッケージの標準機能、画面、帳票で
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は実現できない要求をボトムアップ見積りで算出する。ここでは WBS 法等が使われる。 
全体としては、 
システム規模 ＝ パッケージ規模 ＋ カスタマイズ規模  
総工数    ＝ 標準導入工数  ＋ カスタマイズ工数 

 
となる。但し、顧客の規模が大きい場合、標準工数もそのまま適用できず、カスタマイズ

工数も大きくなりがちであり、かつ規模のリスクが増大し、必ずしも万能ではない。 
 

－スクラッチ開発提案の場合 
FP 法やボトムアップ法を併用して見積りをしますが、スクラッチ開発といえども多くの

場合、よく似たシステムの事例システムを参考にし、見積りの妥当性を確認する。スクラ

ッチ開発の場合、非常に見積りリスクを伴うので、できる限り複数の見積り手法を用いて

見積りすることが推奨される。 
 
本研究の手法では、スクラッチ開発提案の場合に使うこととなる。ただし、学生向きに

WBS や工数の算出が簡略化されていること、授業ではよく似た事例システムのデータがな

いこと、また本研究の提案する手法は 1 通りである点がプロの見積もり手法との差と言え

る。 
 
②簡便な方法でも、若い時期に経験することの意義はあるか 
「大いに意義がある」という意見を頂いた。理由として、簡便な方法でも見積りをする

過程を経験しておくことが重要であり、この過程の中で、結局は簡易な ER 図や DFD を作

成し見積もりをするが、これはシステム分析・設計をしていることにつながり、システム

そのものの理解につながる。さらには、作業工数、工期、コストを算出しプロジェクトチ

ームの創設をするなど、プロジェクトマネジメントの理解にもつながる。ということを挙

げられた。他に以下の理由を挙げられた。 
 

－将来システム開発コスト見積もりのプロになる場合 
開発経験を積めば、たいていの SE はある程度のコスト見積りができるようになる。しか

し若い時期に見積りの仕組みやプロセスを理解しておくことは早期に見積りができるよう

になるばかりでなく、どうしたら予算内に抑えることができるかを創意工夫するようにな

る。このことは、システム開発やプロジェクトマネジメントの進化を推進していることに

なるので、大いに意義があるといえる。 
 
－システム開発以外のコストの見積もりやマネジメントを行う場合 

WBS の考え方はシステム開発以外のプロジェクトでも、そのスコープを明確にし、コス
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ト見積りの精度を高めるので、大いに役に立つ。 
 
またビジネスの企画を行うのに、見積もりがキー技術の一つになることについて、 

企画を行う場合、企画内容と同時にそのコスト見積りも重要なファクタとになる。若い時

期に見積り経験をしておき、常にその視点でプロジェクトを推進していれば、なにか企画

しようとする場合でも最小コストで最大限の効果を発揮する企画を目指すことが自然なこ

とになるだろう。と仰っていた。 
 
 
初田氏からは、実験 1 の COCOMOⅡとデータリポジトリとの比較について指摘された。

COCOMOⅡと経済調査会のデータリポジトリの差には 4.1.2 で述べたことに加え、日米差

を原因としている。日本はベンダー企業が開発の多くを担っていることが多く、経済調査

会のデータもベンダー企業から集めたものである。一方、米国の企業は日本の企業の企業

に比べ、ユーザー側で開発を行うことが多く、COCOMOⅡはベンダーだけでなくユーザー

側の開発も加味している。よって生産性はベンダー企業の方が高い傾向となることから

COCOMOⅡとデータリポジトリの差に繋がるとしている。 
 
初田氏の指摘を受け、私は、学生が開発を外部に委託するプロジェクトを考案するので

あれば経済調査会のデータリポジトリを使い、学生たちが自ら開発を行うのであればユー

ザー企業で開発をすることに近いと考えると COCOMOⅡを使うのが良いと判断する。 
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第５章 結論 

5.1 結論 

 
  本研究ではソフトウェアを提案する学生が増える中で、現代のソフトウェア開発の見

積もり手法を選定し、学生のコスト見積もりの技術を向上させる方法を考察した。精度の

向上のため、IFPUG 法や COCOMOⅡを提案の中で取り入れたが、アンケートにより理解

度や使用感を聞いたところかえって学生のニーズから遠ざかる結果となった。また手順の

中の学生のニーズに合う手法と合わない手法を明確化し、学生の提案においてシステムを

学生自身が作るものか、委託するものかで工数の見積もり手法を変えることでそれぞれに

適した生産性で工数を見積もることができる。 
 今後、学生がソフトウェア開発のコスト見積もりにおいて使いたいと思える手法となる

ためには、見積もり手順の中で難化に繋がるトランザクション・ファンクションや

COCOMOⅡのパラメータの設定を除く必要がある。一方で、トランザクション・ファンク

ションや COCOMOⅡのパラメータの設定以外の理解度は高かったため学生のシステム提

案の見積もり手法として有用であるといえる。 
改善点すべき点はあるが、専門家の意見として若いうちに簡便な方法であっても見積も

りの手順を経験することには大きな意義があるという意見を頂いたことから、やはり学生

が体系化された方法で見積もりを行うことは重要である。 
 

5.2 今後の課題 

 
 課題を 3 つ挙げる。 
まず、結論で述べたトランザクション・ファンクションや COCOMOⅡのパラメータを使

わない手法を選定する必要がある。トランザクション・ファンクションの計測を行わずに

FP 数計測ができる方法として FP 試算法がある。また COCOMOⅡのパラメータを使わな

い工数の見積もり手法として、あらかじめ学生自身がソフトウェアの作成をするという前

提のパラメータを設定しておくことで、学生たちが難しく感じるパラメータの設定を行わ

なくて済むようにすることが適切であると考える。そしてこの手法が適切かどうかをアン

ケート調査し、また 1 人月当たりに処理できる FP 数の設定方法を調査する必要がある。 

 次に実際に学生に授業やビジネス提案の中でこの手法を試してもらうことを挙げる。本

研究の実験では、報告者がシステム例を用意し、そのシステムに当てはめ手順の説明を行

い、理解度の調査をした。しかし、実際のソフトウェア開発提案に取り入れてもらい、様々

なシステム提案における使用感を調査する必要がある。また学生の提案は多岐にわたると
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考えられるため、説明の中の例も多く挙げる必要がある。 

 これらの学生からのフィードバックを受けて、修正していくことで学生のニーズに応じ

ることのできる簡便な見積もり方法として検討していきたい。 

 最後に、本研究では対象としなかった工期である。ビジネス提案にはスケジュール管理

も重要となるため、工数の次のステップとしてスケジュールの算出ができる方法を加える

ことを目標としていきたい。 
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