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■■連載記事■

 

データをビジネスに活用する実践アナリティクス 

<第 15 回> 重要な対数正規分布 

 
梶山昌之 

株式会社ワイハット 

 
前回の連載ではファンクションポイント（FP）に

よる見積りの大家である Capers Jones 氏の示した 
FP と工数の数値例を分析しました． 
その結果，FP の対数と工数の対数には直線的な

関係性があり，以下の式で示すべき乗モデルが得

られました． 
 

 （x:FP, y:工数） 
 
x のべき数 1.361 は 1 より大きい値ですので，

FP 生産性（= FP/工数）は FP が大きいほど低下す

るモデルになっています．この数値をそのまま見

積りに用いることはできませんが，ソフトウェア

開発における規模の依存性をよく表していると言

えます． 
 
1. 生産性のバラツキ 

 
開発案件では規模が大きいほど効率が悪くなるの

で，このことを規模の不経済性と呼ぶ場合もあり

ます．しかしながら，一般に工数は FP のみで表

せる量ではありません． 
なぜならば，工数はソフトウェアの規模（Size）

以外に，複雑度（Complexity）および能力（Capability） 
の影響も反映して変動するためです． 
この場合の複雑度とは開発言語や業務の違いお

よび品質の違いを反映するものです．また，能力

は開発者の経験やスキルおよび業務環境を反映す

るものです． 
従って，Capers Jones 氏の数値例は，これらの要

因が類似している特別な場合を表していると考え

ることができます 
実際は FP と工数の散布図は非常にバラツクも

のです．このことを A 社の事例で示すことにしま

しょう． 
本稿で示す事例は実際のデータに基づくもので

すが，数値は元のデータが持っている関係性を損

なわない程度に多少修正している点はご了承くだ

さい． 
 
2. FP と工数の関係 (A 社の事例） 
 
A 社はユーザーとベンダーの双方の理解が得られ，

FP によって妥当な価格で取引ができる仕組みの

構築を目指して FP の計測を始めました．最初に 
30 プロジェクトのデータが収集された時点で行っ

た回帰分析の結果と散布図を示します（表 1，図 1） 
 
表 1 FP と工数の回帰分析（A 社 30 データ） 

 
 
表 1 には FP と工数の基本測定量と [工数/FP] 

で示す導出測定量に対する基本統計量，および FP
と工数の回帰分析の結果が示されています． 
ここで，基本測定量，導出測定量という用語を

【基本統計量】
特性値 FP 工数 工数/FP

データ数 30 30 30
平均 259.567 19.250 0.116
中央値 75.500 5.350 0.073
標準偏差 440.385 56.737 0.109
ひずみ 2.52 5.21 1.54
とがり 6.37 27.90 2.37

【単回帰分析】 モデル: y=b0+b1*x
統計量 b0 b1

回帰係数 -6.740 0.100
標準誤差 7.734 0.015
t 値 -0.871 6.535
p 値 0.391 4.387E-07

【分散分析】
変動因 平方和 S 自由度 f 分散 V

回帰 R 56388.671 1 56388.671
残差 e 36965.344 28 1320.191
全体 T 93354.015 29
分散比 Fo 42.713

【その他の統計量】

偏差平方和 Sxx 5624231.4

残差標準偏差 se 36.334
寄与率 R^2 60.4%
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用いましたが，基本測定量は FP や工数などのよう

に単一の属性をもつ測定量であり，導出測定量は

基本測定量の関数で定義される測定量です． 
従って，生産性を[FP/工数]と定義する場合，生

産性は導出測定量です．日本では FP 生産性を 
[FP/工数] と定義することが多いのですが，海外で

は [工数/FP] を Productivity（生産性）として定義

する場合も多いようです．後者の生産性の定義で

は，1FP を作成するのに，どれ位の工数がかかっ

たという見方になります．後日の連載で解説する

欠陥系の分析との整合性のため，本連載では [工
数/FP]も生産性の定義として使用します． 
ここで，FP，工数，[工数/FP] のいずれの「ひず

み」「とがり」も ±1.5 の範囲を超えていますので，

分布は正規分布に従っているとはいえないと判断

します． 
また，図 1 で示すようにプロットされた点は非

常にバラついています．また，小規模の部分にデ

ータが集中しているように見えます．さらに，一

部のデータは外れ値に見えます．私も最初はこれ

らの外れ値を除外して分析することを試みました

が，後にそのような分析は無意味であることがわ

かりました． 
 

 
図 1 FP と工数の散布図（A 社 30 データ） 
 
前回の連載では，このような場合には対数変換

を行いました．今回も同様に対数変換を行って関

係性を分析します（表 2 と図 2）． 
Capers Jones 氏の数値例ではプロジェクトを両

対数散布図にプロットすると直線上に並びました

が，図 2 では非常にばらついていることがわかり

ます． 
回帰式で予測された工数に対し，その 1/5 倍～5

倍程度の乖離があります．すなわち生産性も大き

くバラついていることがわかります． 
 

表 2 FP と工数の回帰分析（A 社 対数変換） 

 
 

 
図 2 FP と工数の両対数散布図 

（A 社 30 データ） 
 
3. 生産性の分布 

 
連載の第 6 回では，身長の分布を例として正規分

布の性質を確認しました．正規分布は身長や，成

績など身近なところに現れますので，重要な分布

であることには直感的に理解できると思います． 
プロジェクト数が 30 未満ではその分布型は明確

ではないのですが，数百以上になると次第に分布

型が明確になってきます． 
A 社では FP の計測を継続した結果，そのデータ

数は約 1400 になりました．その生産性の分布を
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【基本統計量】
特性値 LN(FP) LN(工数) LN(工数/FP)

データ数 30 30 30
平均 4.497 1.896 -2.601
中央値 4.322 1.670 -2.625
標準偏差 1.458 1.154 1.043
ひずみ 0.47 1.44 -0.55
とがり -0.57 2.89 0.78

【単回帰分析】 モデル: y=exp(b0)*x^b1
統計量 b0 b1 exp(b0)

回帰係数 -0.609 0.557 0.544
標準誤差 0.502 0.106 1.651
t 値 -1.214 5.242
p 値 2.348E-01 1.432E-05

【分散分析】
変動因 平方和 S 自由度 f 分散 V

回帰 R 19.112 1 19.112
残差 e 19.476 28 0.696
全体 T 38.588 29
分散比 Fo 27.478

【その他の統計量】
偏差平方和 Sxx 61.611
残差標準偏差 se 0.834

寄与率 R^2 49.5%
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ヒストグラムで表示したものを図 3 に示します．

分布は明らかに非対称で，右裾が長い分布になり

ます． 
 

 
図 3 生産性の分布（A 社） 

 
4. 貯蓄現在高階級別世帯分布 

 
ところで，2 人以上の世帯の貯蓄額がどのような

分布になるかご存知でしょうか．図 4 は政府の統

計局が出している二人以上の世帯の貯蓄額ですが，

平均値は 1820 万円（2016 年）と想像以上に高額

となります．これは，少数の貯蓄の多い世帯が全

体の平均を引き上げているためです． 
 

 
図 4 貯蓄現在高階級別世帯分布 

（二人以上の世帯）統計 HP より引用 
 
ここで，生産性の分布の図と貯蓄額の分布を比

べてみると，同じ形状をしていることがわかりま

す．貯蓄額の分布は立ち上がりの部分がないよう

に見えますが，これは 100 万円未満でまとめてい

るためです． 
実は図 3 の生産性と図 4 の貯蓄額はいずれも同

じ型の分布に従っており，この分布は「対数正規

分布」と呼ばれます． 
 
 

5. 正規確率プロットによる検証 
 

ある確率変数の対数が正規分布に従うなら，もと

の値（真数）は対数正規分布に従う確率変数です．

従って，任意の値が対数正規分布に従うかどうか

は，対数の分布が正規分布に従うことを示せばよ

いわけです．図 5 に生産性の対数の分布を示しま

す． 
正規分布に従うことを示す方法として，カイ二

乗検定などの解析的方法もありますが，直感的に

は正規確率プロット図を使うのがよい方法です． 
正規確率プロットはデータが正規分布に従うな

らば，データが直線上の点となるように工夫され

た図です．従って正規確率プロットで直線上に並

んでいると判断できれば，データは正規分布に従

っていると判断します． 
生産性の対数を正規確率プロットに打点したも

のが図 6 ですが，ほぼ直線上にならんでいること

が確認できると思います． 

 
図 5 生産性の対数の分布（Ａ社） 

 

 
図 6 生産性の対数の正規確率プロット（Ａ社） 

 
 
以上は，生産性について分布を確認しましたが，

実は，FP，工数およびコストの分布も対数正規分

布に従う量になります．プロジェクトのコストの

分布が何故対数正規分布に従うのでしょうか． 
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これは，大規模の開発プロジェクトは，大規模

の開発プロジェクトの実績がある会社が受注しや

すいことと関係があります． 
IT プロジェクトでは，ほとんどのメトリクスが

対数正規分布に従うため特に重要な分布です．そ

れはプロジェクトの規模の分布が対数正規分布に

従っていることに起因しています． 
その結果，FP などの様な機能規模と工数規模の

比で計算される生産性，機能規模の大きさに比例

する欠陥数などの量も対数正規分布となります． 
 
6. 分布型の検証 

 
IT メトリクスの分析では，ベル型の分布から左に

歪んだ分布（右裾が長い分布）まで，正規分布と

対数正規分布の両方が現れますので，まずは分布

型の特定を行ってください．検定や推定などの統

計的理論の適用も，分布型が何かによって対処の

仕方が異なるためです． 
しかしながら，データが少ない段階で生産性の

対数のヒストグラムを作成しても，図 5 で見たよ

うな綺麗なベル型の分布になるとは限りません． 
例えば，A 社における 30 のデータの場合は 図

7 に示すように，多少歪んだ分布なります．これ

はデータが正規分布に従っていないということで

はなく正規分布に従っていることを示せるほど，

十分なデータがないという状況です． 
このような場合は，生産性の分布は対数正規分

布に従うという知見を受け入れ，対数変換後の基

本統計量で，その点を確認するのがよいと考えら

れます． 
表 2 の[工数/FP] の統計量で，「ひずみ」「とがり」

の値は±1.5 以内の値になっていますので，生産性

の対数は「正規分布に従っていないとは言えない」

という判断になります． 
 
 

 
 
図 7 生産性の対数の分布（Ａ社，30 データ） 

 

7. 重要な対数正規分布 
 

私達の生活の様々な場面では，正規分布と同様に，

対数正規分布に従う量もしばしば現れます． 
医学の例では，血中成分の分布は正規分布にな

るものと対数正規分布になるものがあることが知

られています．例えば赤血球は正規分布だが，コ

レステロールは対数正規分布になります． 
「世の中にある多くの量は正規分布または対数

正規分布に従うことが多い」というのは経験に基

づく知見です．なぜそうなるかを説明するものが

「0 を超える値をとる確率変数が正規分布に従う

とき，その変数の大きさに比例するゆらぎを受け

ると次第に対数正規分布に近づく」という原理で

す（図 8）． 
 

 
 

図 8 何故，正規分布と対数正規分布か 
 
社会科学では「富者は富み貧者は窮する．」とい

う言葉であらわされる現象があります．ある年に

大学を卒業した学生の初任給の分布は正規分布と

考えられますが，その後のベースアップで給与が

変化し，数十年後の分布を調べると左右対称では

なく，右裾が長い分布になります． 
その理由は，ベースアップが定額で変動するの

ではなく，現在の給与に比例した金額で変動する

ためです．例えば，年収 100 万円の人が 10%のベ

ースアップにより得られる年収の増加分は 10 万

円ですが，年収 1000 万円の場合は，100 万円増加

します．すなわち，年収の増加分は現在の年収の

大きさに依存して変動すると考えられます．その

結果，貯蓄の分布も右裾が長い分布になります． 
生産性の対数はそれ自体が物理的な意味を持つ

量ではありません．そのため，対数を取って考え

ることに抵抗感を持つ方もいます．しかし，対数

を取ることにより変数が従う規則性が明らかにな

る場合があります．対数を取ること自体が目的で

はなく，規則性を発見する手段であると心得まし

ょう． 
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8. 幾何平均と中央値 
 

正規分布を特徴づける統計量は平均と標準偏差で

すが，対数正規分布では，測定量の対数の平均と

標準偏差が分布を特徴づける統計量になります． 
ここで，非常に簡単な例で，平均，幾何平均，

中央値の関係を理解することにします．今，デー

タとして  1,10,100 が得られたとき，中央値は真

ん中の値ですので  10 になります．平均は 
(1+10+100)/3 = 37 です． 

ここで，データ数を n とすると，幾何平均はデ

ータを掛け合せその n 乗根を取って得られる値で

す．すなわち，1x10x100=1000 ですので，1000 の
3 乗根は 10 になります．この場合，幾何平均は

中央値と同じ値になりました． 
幾何平均は，対数の平均から真数を求めること

でも計算できます．対数としては，通常は自然対

数（e を底とする対数）を使いますが，ここでは計

算をわかり易く理解するため，常用対数（10 を底

とする対数）を用いることにします． 
1,10,100 の常用対数は 0,1,2 ですのでその平均

は(0+1+2)/3=1 です．1 を真数に戻すと 10 が得ら

れます． 
対数の平均の真数が幾何平均ですので，対数が

正規分布に従うときには，幾何平均が分布を特徴

づける重要な統計量であることがわかります． 
生産性が対数正規分布に従うなら，その対数は

左右対称の正規分布になります．そのため，分布

を二分する点，すなわち中央値は幾何平均に一致

します． 
ただし，生産性の分布が対数正規分布に従うと

しても，その母集団からサンプリングされたデー

タから得られる幾何平均は，かならずしも中央値

には一致しません．何故なら，幾何平均および中

央値のいずれもバラツキを持つ量であるためです． 
ここで，分布の代表特性値として，中央値と幾

何平均のどちらを使うべきかを考えてみましょう． 
もし，ある測定量が従う分布が対数正規分布に

従うという前提で考えるならば，その対数の平均

が，最もよい分布の特性値ですので，その真数で

ある幾何平均を分布の代表特性値として使うべき

です． 

そのため，本連載では，積極的に幾何平均をつ

かった分析を行います． 
 
9. 身近な対数 
 
工学の分野でも，振動，音，光など人間の感覚と

関係する量を扱う場合は，対数を取るとわかり易

くなります．例えば，音をデシベルで表すと，人

間が感じる音の大きさに比例するようになります．

20db は 10db の 10 倍のエネルギーを持っていま

すが，人間の耳はそれを 2 倍の大きさに感じます．

そのため，小さな音から非常に大きな音までを聞

き分けることができるといえます． 
この様に対数を取ったほうが，変数の全体的な

挙動を捉えやすくなるとも言えます．IT メトリク

スは医学や社会科学と同様に対数が活躍する分野

です． 
次回も，FP，工数，生産性の性質について，さ

らに深く解説する予定ですので，ご期待ください． 
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