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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 16 回> ベキ乗モデルと比例モデル 

 
梶山昌之 

株式会社ワイハット 

 
連載第 14 回では，ソフトウェアの開発コスト（ま

たは工数）を表すモデルとしてベキ乗モデルにつ

いて解説しました． 
ここで，ファンクションポイント（FP）を X, 工

数を Y とすると，X の自然対数 LN(X) と Y の
自然対数 LN(Y) には直線で表せる関係がありま

す．しかし，ソフトウェアの生産性はバラツキを

持つ量であり，すべてのプロジェクトがその直線

上にあるとは限りません． 
本連載では，FP と工数の関係を事例として取り

上げ様々な角度で分布しますが，変数が対数正規

分布に従うケースは様々な分野で現れます． 
従って，FP と工数をそれらの量と置き換えて考

えれば，本連載の内容は他の分野においても役に

立つ知見が得られると思います． 
 
1．プロジェクト数と関係式 
 
連載第 15 回では，A 社における 30 プロジェクト

のデータを用いて，X と Y の関係を確認しまし

た．両者には強い相関がありますが，Y は X だ
けでは説明できない他の要因により大きく変動し

ます． 
A 社は FP による見積りと生産性の管理を行う

ため，ある年からすべての業務およびアプリケー

ションを対象として FP の計測を始めました．従

って，そのプロジェクト規模およびプロジェクト

特性は非常に幅広いものになります． 
ここで，プロジェクト特性とは，開発タイプ（新

規・改良），業務領域，プラットフォーム，開発言

語，品質要件，技術要件など，開発工数に影響を

与える特性のことです． 
筆者の経験によれば，このような状況の下で，

工数を FP のみで説明する場合の寄与率は概ね 
50% になります．この場合，同じ FP であっても

工数は 1/5 ～ 5 倍の範囲でばらつくので FP に

よる工数の見積りモデルを作るのは困難と感じる

かと思います． 

A 社において 30 プロジェクトを計測した時点

で，FP x と工数 y の関係は以下の式で示されるも

のでした． 

 
FP のベキ数は 0.557 ですので，1.0 よりかなり

小さな値になっています．また，FP で工数を説明

できる割合を表す数値である寄与率は 49.5%でし

た． 
FP と工数のバラツキは大きく，回帰式で予測し

た工数と実績は大きく乖離しています．この段階

では，データ数は 30 であり，データ収集を継続

すれば，予測精度は向上するのではないかと考え，

データの計測を継続しました． 
収集したデータが 100 となった時の両対数散布

図を示します（図 1）． 
  

 
    図 1  FP と工数（A 社，100 プロジェクト） 
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となり，データ数が 30 の時と大きくは変わりま

せん．また，寄与率が向上することもなく，同じ

程度の値となりました． 
後日，収集したデータが 1000 以上となった時

の分析結果とも大きく変わりませんので，データ

数は 30 で，FP と工数の関係性の概要は把握でき

ていたことになります． 
ここで，30 という数字は，統計学では分析に必

要なデータ数として慣例的に用いられている数字

です．データが正規分布に従う場合，その平均と

分散はデータが 30 あれば，実用上十分な精度で

求めることができるためです． 
さて，データが 100 収集された時点で，FP と工

数の関係性を表す式が求まりましたが，これをそ

のまま，工数の予測式として使用すると大変なこ

とになります．何故なら，得られた式は FP と工数

の真の関係を表している式とは限らないからです． 
FP のベキ数は 0.576 ですので，FP が大きくな

るほど生産性が高くなるという式になっています．

そのため，この式を用いて大規模プロジェクトの

予測を行うと，極端な過少見積りになってしまい

ます． 
 
2．ベキ乗モデルと比例モデル 
 
前章で回帰式が真の関係を表しているとは限らな

いと表現しましたが，このことは，直ちには理解

できないと思います．そこで，以下のようなシミ

ュレーションで示してみましょう． 
 FP と工数の関係式は   
 

      𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦�  

 
のベキ乗モデルになりますが，b=1 の場合は

      𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦  

 
の比例モデルになります． 
今，あるアプリケーションにおける FP と工数の

真の関係は比例モデルに従っているものとします．

比例モデルの場合，生産性は規模に依存せず一定

ですので，この値が 10 [FP/人月]  であったとし

ます．関係式は y=x/10 ですので，1000FP で，工

数は 100[人月] になります．しかしながら，工数

は FP 以外の影響も受けて大きく変動しますので，

その状況をシミュレーションすると図 2 の散布図

が得られます．このシミュレーションでは対数正

規分布に従う FP を実際の分布に近似するように

乱数で生成し，工数は FP/10 で得られる値を中心

として対数正規分布に従うバラツキを持つように

生成しています． 
  図 2 の破線は真の関係式 y=x/10 を示していま

す．人間は真の関係式を直接知ることをできず，

観測したデータから推定することができるだけで

す． 
回帰分析で得られた関係式は 

 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑦��� 

 
となります．これで 1000FP のプロジェクトを予測

すると，工数は 43.5[人月] になります．この値は

真の値の半分以下の過少見積りになっていること

がわかります． 
 

 
図 2 比例モデルとベキ乗モデル 

 
FP と工数の関係では，バラツキが大きい場合は 

b の値が小さくなり，回帰式は寝ます． 
何故バラツキが大きいと b の値が小さくなるか

についてですが，これは b と相関係数 r には以下

の関係があることによって示すことができます． 
 
 
 
ここで，σ X およびσ Y は X=LN(x) と 

Y=LN(y) の標準偏差ですが，ここでは，この値が

一定の場合で考えます．r=1 はデータが完全に直

線上にある状態（バラツキなし）を示し，r=0 は X
と Y に相関がない状況（バラツキが大きい）を示

します．すなわち，バラツキが大きいほど b が小
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さくなります．これは「平均への回帰」として知

られている統計的な現象です． 
逆に，層別を行いバラツキが低減すると，関係

式における b の値は次第に大きい値を示すように

なります． 
例えば，言語（開発言語）を区分せずに分析し

た場合には，言語による生産性の差が工数に影響

し，工数予測のバラツキが大きくなり，通常は b
は 1 より低い値となりますが，言語による層別を

行い，特定の言語について分析すると，b>1 とな

るケースも散見されるようになります． 
このことから，開発工数を予測するモデルの構

築では，回帰式の寄与率が低く，b<1 となる場合

に，それをそのまま使用するのは危険です．何故

なら，FP の中央値（または幾何平均値）よりも大

きい規模のプロジェクトの工数を予測する場合，

平均への回帰の現象によって，本来必要な工数よ

り少ない工数を予測してしまうためです． 
データ解析では，統計解析によって得られた結

果をそのまま使用するのではなく，分析対象の特

性も反映して，実務的な観点から判断します． 
このケースではプロジェクトが過少見積りで失

敗するリスクを回避するためには，実績データか

ら比例モデルを作成するのが次善の策です． 
一方，層別の結果，b>1 となる関係式が得られ

る場合もあります．このケースでは積極的にベキ

乗モデルを使用すべきです．ここで比例モデルを

使用すると，大規模で過少見積りとなってしまい

ます． 
このように工数を予測するモデルの構築は，単

純に回帰分析を適用すればいいというものではあ

りません．小規模のバラツキをどう考えるか，外

れ値の扱いをどうするかといったことについても

検討する必要があります． 
 
3．生産性の分布型 
 
IT メトリクスの場合は，FP，工数，欠陥数などの

基本的な測定値（基本測定量），およびそれらから

計算される生産性，欠陥密度などの値（導出測定

量）は，測定対象とするプロジェクトが多様な場

合には，ほぼ対数正規分布に従う量になります． 
対数正規分布への変化は連続的なものなので，

正規分布に近い対数正規分布もあります．しかし，

データが蓄積されるにつれ，データが対数正規分

布に従う特性が顕著になりますので，早い段階か

ら対数を取って分析することもできる仕組みにす

ることを推奨します． 
ここで，正規分布に従う量に対して対数を取っ

た場合，間違った分析になるのではないかと思う

方もおられると思いますが，そのような場合でも，

実務的には対数正規分布に従うものとして扱って

も問題ないと考えられます．  
何故なら，正規分布に従う量であれば，取り扱

う値の対数変換も直線的な変換に近いものになる

ためです．その結果，対数の分布も正規分布に従

うとみなせる分布になります． 
対数正規分布に従う二つの量の関係を調べるた

めには，両対数散布図を利用するのが，最も有効

な方法です．ところで，FP と工数が対数正規分布

に従う場合に，生産性はどのような分布に従うの

でしょうか． 
 

LN(生産性)=LN(FP/工数)=LN(FP)-LN(工数) 
 
の関係があります．2 つの変数が独立な場合，正

規分布の和（または差）も正規分布に従うことが

知られています（正規分布の再生性）．しかし，

LN(FP)と LN(工数)には相関がありますので，独立

とは言えず，LN(生産性)は正規分布に従うとは言

えないかもしれません． 
そこで，実際のデータで生産性の分布を検証し

てみることにします．A 社の実績データ（100 個）

の基本統計量は表 1 の通りです． 
 
表 1  A 社事例（100 プロジェクト）分析結果 

 
注: 実績を反映していますが，数値は変更しています． 

  
分布の型は本連載の第 6 回で解説した歪度（ひ

ずみ）と尖度（とがり）で判定します．LN(FP)は
2 つの統計量が±1.5 の範囲内ですので，正規分布

とみなすことができます．しかし，LN(工数）の方

はとがりの値が 1.5 を超えています． 
その理由ですが，散布図（図 1）を見ると，小

規模の工数が欠落していることがわかります．A

【基本統計量】
特性値 LN(FP) LN(工数) LN(工数/FP)

データ数 100 100 100
平均 4.379 1.916 -2.462
中央値 4.356 1.628 -2.361
標準偏差 1.290 1.097 0.975
ひずみ 0.50 1.34 -0.52
とがり 0.21 1.93 0.05

特性値 FP 工数 工数/FP
幾何平均 79.727 6.796 0.085
中央値 78.000 5.100 0.094

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

回帰係数 -0.604 0.576 0.547
標準誤差 0.288 0.063 1.334
t 値 -2.093 9.107
p 値 3.889E-02 1.047E-14
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社では，FP の計測はある一定の工数以上の規模の

プロジェクトのみを対象としているためです．そ

の結果，LN(工数)の分布は完全な正規分布ではな

く，片側が切れた正規分布になります． 
ところが，LN(工数）が正規分布ではない場合で

も，LN(生産性）のひずみととがりは，いずれも±

1.5 の範囲内となり正規分布とみなせることがわ

かります． 
幾何平均および中央値は，FP や工数などの対数

正規分布に従う量の代表特性値ですが，詳細につ

いては本連載の第 15 回で解説していますので参

照してください． 
 
4．生産性区分図の活用 
 
図3の両対数散布図で右下の部分はFPが大きいわ

りには工数が低く FP 生産性が高いプロジェクト

が集まっています．反対に，左上の部分は生産性

が低いプロジェクトの集まりです． 
このように，両対数散布図を生産性の分布図と

みることができますが，任意のプロジェクトがど

の程度生産性が高いのか（あるいは低いのか）を

一見して判断するのは困難です． 

図 3  A 社実績（100 プロジェクト）散布図 
 
そこで，両対数散布図上に生産性を表す線（点

線）を追加したものが生産性区分図です．幸いな

ことに両対数散布図上では，同じ生産性の値とな

る線は直線になります．また，異なる生産性を表

す線は平行になります． 
正規分布の場合は，標準偏差を単位として分布

を区切るのが慣例です．例えば，平均から 1 標準

偏差離れた点を±σとし，±2σ，±3σで区切り

ます．これを反映して，両対数散布図に標準偏差

の整数倍に相当する直線を追加します（図 4）． 
このように可視化すると，任意のプロジェクト

の生産性がどの程度高いのか（または低いのか）

を視覚的に判断できるようになります．図 4 の例

では，±2σを超える生産性を持つプロジェクトの

数は 4 (4%) ですが，理論的には 4.6% ですので，

概ね，理論に一致していることが確認できます． 

 
図 4 生産性区分図 

 
次に，生産性区分図に，回帰分析の結果得られ

た回帰直線を重ねて表示してみます．回帰直線は 
FP 規模が大きくなれば，生産性の等高線を低い方

から高い方に横切ることがわかります（図 5）． 
すなわち，FP 規模が大きくなるほど生産性が高

くなるという結論になるのですが，これは既に解

説した通り，生産性がバラツクことによる平均へ

の回帰の現象の影響を受けているとみるべきです． 

 
図 5 生産性区分図と回帰直線 

 
5．CEBoK の見積り関係式 
 
本連載の第 14 回でコスト評価の知識体系である 
CEBoKTM を紹介しましたが，この体系では代表的

なソフトウェア見積りの関係式として COCOMO 
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Ⅱを挙げています 

 
ここで，A は定数 2.94，PM（Person Month) は

工数[人月] ，Size は千単位の SLOC (KSLOC)です．

それに続くΠの式は はソフトウェアの複雑度お

よび能力などの工数の変動要因を反映する乗数で

す．Size の右肩にベキ乗の係数として記載されて

いる E は規模の経済性/不経済性を表すもので，

本連載ではベキ乗の係数 b と記述したものと同

じです． 
規模の経済性とは規模が大きくなるほど生産性

が高くなることですので，b<1 の場合に該当しま

す．筆者の経験では，改良開発または保守では，

b<1 となる傾向があります．しかし，新規開発の

場合，プロジェクト特性による層別を十分に行っ

た場合には，b>1 となります．すなわち規模が大

きくなるほど生産性が低下します． 
しかしながら，第 2 章のシミュレーションで確

認したように，真の値が b=1 の場合でも，プロジ

ェクト特性による変動の影響を受ける時には，b<1 
として観測される場合があることには留意する必

要があります． 
このことは，b>1 の場合にも b<1 として観測さ

れる場合があることを意味しています．従って，

新規開発の場合で，FP による工数の見積りモデル

を作成しようと試みた結果，b<1 となった場合に

は注意が必要で，層別が十分ではないため，得ら

れた関係式はまだ使用できないと判断するのが妥

当と言えます． 
 
6．工数予測モデル構築のポイント 
 
前章までに FP による工数予測モデル構築に関連

して，ベキ乗モデル，平均への回帰について解説

しました． 
FP による工数の予測モデルはベキ乗モデルと

考えるのが基本ですが，そのベキ数の値をどのよ

うに考えるかによって，予測モデルの特性は大き

く異なります． 
予測モデルを作成するにも自社実績が必要です

ので，自社実績の蓄積が不十分な場合は，IPA/SEC
のデータ白書などのベンチマークによる生産性の

値を根拠として，工数を見積もることになります．    

この場合は，必然的に比例モデルとなりますの

で，これを用いて新規開発の大規模プロジェクト

の見積りを行うと過少見積りとなる可能性が高い

ことは，実務的な知見として重要です． 
一方，自社実績がある程度蓄積した場合でも，

まだ層別が不十分な場合には，規模以外の要因に

よる工数変動の影響を受けますので，データを用

いて作成した工数の予測モデルは，新規開発でも 
b<1 となることが多いと考えられます．筆者の経

験でも，b>1 となることはむしろ稀でした． 
これを平均への回帰の現象と捉える知識がない

場合には，そのまま，工数の予測モデルとして受

け入れ，結果的には大規模で過少見積りとなる予

測モデルを使用してしまうことになります． 
以上の様に考えると，ベキ乗モデル，比例モデ

ルのいずれかが優れているというものではなく，

プロジェクト特性と，現時点で活用可能な実績デ

ータの状況に応じて，使い分けるべきものである

と言えます． 
工数の予測モデルは自社実績で作成するのが最

も優れた方法ですが，どのようにすれば適切な工

数予測モデルを構築できるのかという課題に応え

るためには，FP などの機能規模以外の工数変動要

因をまとめて取り扱うための知識が必要になりま

す． 
後日の連載では，この問題についてもわかり易

く解説する予定ですので，ご期待ください． 
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