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 ソフトウェア工学と規模指標 

フトウェア開発の機械化は難しく，そのほとんどを人為的作業に依存してい

一般に，人手によるモノ作りは職人的方法によることが多い。しかし，職人

法によってソフトウェア開発がうまくいくとは考えられない。職人技だけで

るものは比較的規模の小さいモノに限られ，1 人で全製造工程をこなすか，

の職人でかかるとしても少人数で分担することにより可能になる。ソフト

ア開発のように，大規模なモノを職人だけで作る例はほとんどない。 
い寺院や城郭の再現など，1 つの大きなモノを大勢の職人によって長い時間

けて作るような例外がないわけではないが，それは歴史的遺産を細部にわ

て保存する必要があって，そこに近代工法が使えないためである。そのよう

とのないソフトウェア開発においては，職人的方法の必要性は少ないはずで

。いかに人手による作業が多くても，ソフトウェアの開発は工学に基づいた

工業と同じ方法論下で進められるべきである。 
格的なソフトウェア開発は，コンピュータが商用化され始めた 1950 年代末

1960 年代初めの頃から始まった。そして当初から，開発は失敗の経験を繰

してきている。その代表的なプロジェクトが IBMのOS360の開発であった。 
M 社は最新コンピュータ IBM360 シリーズのための初の本格的オペレー

ングシステムの開発に着手したが，当初計画した完成予定は大幅に遅れ，そ

策として開発要員を投入すればするほど混乱して，いわゆる“泥沼状態”に

た。当時 IBM の技術者で，このプロジェクトに関わった Frederick Phillips 
oks Jr. は，その経験を基にして「The mythical man-month」(日本語訳：

月の神話」[1])を著した。この本はソフトウェア開発に関する教訓を書いた
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1. FP 法の目的と特徴 

初めてのものであり，今日でも世界でよく読まれていて，ソフトウェア開発に関

わる書籍としては”古典“といっていい存在である。 
 失敗プロジェクトは，OS360 だけでなく多く続出したため，ソフトウェア開発

に危惧を抱いた人たちから「ソフトウェア危機」が叫ばれ始めた。そのような事

態を背景にして，1968 年の NATO の会議で初めて「ソフトウェア工学」の必要

性が提唱された。つまり，ソフトウェア開発も他の近代工業と同じように「工学」

の下になされなければならないとするものである。 
 それ以降，ソフトウェアは大学や研究所でも研究や教育の対象になり，大学に

“情報学科”のような専門学科が設置されるようになった。しかし，少なくとも

日本の大学の情報学科では当初，“情報理論”“言語理論”“チューリングマシ

ン論”など原理や理論の講座が先行して，なかなかソフトウェア開発現場に実質

的な影響を及ぼすような実践的工学は出てこなかった。もっとも，“建築工学の

2000 年の歴史”は別格としても，ソフトウェア工学が生まれてから 10 年や 20
年で確立することを期待する方が無理な面もあったであろう。 
 ソフトウェア開発を工学として捉えるとき，最も基本であり必須となるのは開

発の定量化計測とその分析・評価であることは論を待たない。工学とは，より良

いものをより良い方法，例えば，より高品質なものをより高い生産性で製造する

方法を目指すものであり，そのためには方法を定量化して分析・評価(比較)する

ことが必須になる。職人的方法では，多分に伝統的・芸術的な観点から評価され

るのに対して，工学では定量的で客観的な観点から評価される。言い換えれば，

定量的に評価できなければ工学の範疇には入らないともいえる。このことは機械

工学，建築工学，電気工学，医学，気象学，宇宙工学などにおける定量測定とそ

の分析・評価のことを思い浮かべれば一目瞭然である。 
 どのような分野の工学でも共通であるが，まず対象(製造対象)とするモノの外

形の大きさ，つまり“規模”を定義して計測することから始まる。例えば，家を

建てるには定量的な高さや広さが必須であるように，あらゆる工業製品には，あ

らかじめ定義された定量的指標が存在している。 
 しかしまた，これまでにない新しいモノには，それを表現する“規模”の定義

は存在していない場合が多い。そのようなモノの規模は，もともとあったのを発

見するのではなく，人為的に定義して創り出ださなければならない。1
けん

間，2 間な

どという長さはもともと存在しなかったが，人間が住むに適切な家を建てるため
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1.1 ソフトウェア工学と規模指標 

の長さの指標として採用されたのだと容易に想像できる。 
 新しいモノとしてのソフトウェアにも，その“大きさ”を表す指標は存在して

いなかった。開発する対象のソフトウェアの機能が大きく複雑になるにつれて，

開発計画が必須となり，そのためにはソフトウェアの“規模”も必須となった。

当初，ソフトウェアに規模の概念はなかったが，ソフトウェアを記述し，直接実

現している“プログラム”の量については具体的に数えることもできたし，ソフ

トウェアの大きさの概念としても感覚的に受け入れられるものであった。それが，

「プログラム行数」または「ステップ数」である。 
 従来の工業生産物は，形があって手で触ってみることができるものであったの

に対して，ソフトウェアは形も重さもないモノである。そのような捉えどころの

ないものの“規模”を定義するには，その前に，そのようなモノの“定義”から

明確にしなければならない。 
 ソフトウェアとは何か。現在の広義の意味での“ソフトウェア”とは，仕組み

(ハードウェア)に対してそれを使って実現することの“内容”を指す。例えば

DVD 再生装置(ハードウェア)に対して，それで再生する映画などの映像情報を

ソフトウェアという。しかし，当然ながら本書で対象とする“ソフトウェア”は，

「コンピュータ(ハードウェア)に対してそれを使って実現する“機能”のこと」

をいう。ソフトウェアにはいろいろの定義があるが，これを本書で扱うソフト

ウェアの定義としたい。 
 その“機能”が機能するためには，あまりにも多くの様々な“準備”が必要に

なるのは周知のとおりである。“プログラム”はそのうちの 1 つである。しかし

プログラムがソフトウェアのすべてではないことは，最終的にコンピュータを動

かしているものは人間が書いたソースプログラムではなく，2 値(便宜上 0 と 1
で表す)を組み合わせた膨大な連なりでしかないことから明らかである。プログ

ラムはそのための“準備(手段)”であって，その大きさをもってソフトウェアの

“規模”とするのは，定義上から適切ではないことは明白である。 
 ただし，当面プログラム量をソフトウェアの規模としたことにはそれだけの理

由があり，必ずしも全く不適切だったということはない。そのことについては「1.3 
KLOC と FP の特徴と比較」で述べる。 
 さて，ファンクションポイント(Function Point，FP)法はソフトウェアの規模

をソフトウェアの定義にある“機能”の量を基本とすることで，より本質的な“規
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模”として誕生した。ソフトウェア工学が提唱されてから約 10 年後になって，

工学のベースとなる本格的な定量化尺度がようやく登場することになった。 
 

1.2 FP 法の目的と概要 

 ファンクションポイント法(以下，FP 法と記す)は，1970 年代の中頃に IBM
の技術者だった Allan J. Albrecht によって考案され，1979 年に発表された。ファ

ンクションポイントは文字通りソフトウェアが持つ“機能”を，計算や評価が可

能な“点数づけ”したものである。 
 一般にモノの大きさ(規模)を表すためには，長さや広さまたは容量，つまり，

“長さ”や“重さ”がベースにあるが，ソフトウェアは触って見られるような形

のあるモノではないので，“長さ”や“重さ”を導入することができない。従来

のプログラムのソースコードは，ソフトウェア全体を代表するモノではないにし

ろ，比較的“触って見られる”形に近い存在だったので，その行数やステップ数

がソフトウェアの“規模”を受け持っていた。事実，1980 年代前半くらいまで

は，プログラムはカードや紙テープにしてコンピュータに読み込ませていたので

形も重さもあった(ただし，それらは便宜上の中間的媒体であるから，その量を

規模とするのは無理がある)。 
 モノの“規模”は，モノそれ自体が目的とする特性に合致していることが望ま

しい。また“規模”は，最初からモノに付随していたのではなく，必要(目的)上，

人間が創造した概念である。したがって，どんなモノの規模も，それに接し，携

わる人間にとって都合の良いようにできている。例えば，1 メートルは人間が両

手を広げて「これくらいの長さ」という規模，1 間は「日本人が寝るに必要十分

な長さ」の規模である。 
 そのような観点からしてソフトウェアの規模も，ソフトウェアに接し，携わる

人間にとって都合の良い規模でなければならない。「ソフトウェアに接し，携わ

る人間」とはどんな人々のことかを考えれば，ソフトウェアの規模のあるべき次

のような特性が浮かび上がってくるだろう。 
 
 ① ソフトウェアを開発する人々に対して，開発に関わる量を表現できる。 
 ② ソフトウェアを利用する人々にとって，利用価値の指標にもなる。 
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1.2  FP 法の目的と概要 

 ③ 一定の計測定義があって，時間や組織を超えて客観的に比較・評価できる。 
 
 このような特性に照らしてみれば，プログラムの行数やステップ数は，特に②

と③において，不適切であることが明らかである。①についても，次節「1.3 KLOC
と FP の特徴と比較」で説明するように必ずしも適切とはいえない。それに対し

てA. J. Albrechtの考え出したFP法は，①②③の特性を一応満足するものであっ

た。特に，②の価値指標にも適応できる点がソフトウェアの規模尺度として画期

的であった。これらの特性①②③は，そのまま FP 法の広義の基本的な目的にも

なっている。 
 FP 法はソフトウェアの持つ“機能”に着目して，その量を計測する尺度であ

る。しかし，コンピュータが対象とする機能の種類は無数にある。アプリケーショ

ンの種類も非常に多くあって，現実の具体的な“機能”を対象にして扱うことは

不可能である。そこで規模計測が対象とする“機能”は非常に抽象化され，限定

したものになっている。例えば，販売管理システムで売上伝票をプリントするこ

とも，交通制御システムで交差点での渋滞情報画面を表示することも，同じ「出

力機能」として扱う。そのように，無数に存在する具体的な機能を 5 つの機能要

素に分類して扱う。それは，次のように単純明快なものである。 
 

• 読み書き更新するデータ(情報)ファイル機能 
• 読んで内容を参照するのみのデータ(情報)ファイル機能 
• データ(情報)を入力して保存する機能 
• データ(情報)を処理して出力する機能 
• データ(情報)を照会しその結果を得る機能 

 
 個々の詳しい説明は第 3 章で説明するが，ここでは，なぜこのわずか 5 つの機

能要素がコンピュータシステムの対象機能を代表する抽象的な機能要素になり

得るのかを簡単に触れておく。 
 もともと現実世界で起こっている問題をコンピュータシステム化して，種々の

解を得ることの間には，大変な“抽象化”の操作がなされるのは周知のとおりで

ある。図 1.1 は，現実世界の問題をコンピュータシステムつまり仮想空間上に実

現する簡単な概念図である。 
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図 1.1 システム化の概念 

 
 コンピュータシステムの対象となる現実世界の問題は，ほとんど無限に存在す

る。分野や問題ごとに区切ったとしても，直接にその規模を測る共通の尺度を考

えることは，ほとんど不可能に近い。したがって，ソフトウェアの規模を測る尺

度をソフトウェアの対象となる現実世界の問題からだけで考えるのは難しい。一

方，コンピュータ上における問題解決のために極端に抽象化された仮想世界では，

要素が単純化されているので，その規模を考えるのはそれほど困難ではない。 
 ソフトウェアを構成する最小単位はマシン命令とデータである。それを数える

ことも，ソフトウェアの規模尺度になり得る。プログラム行数は，マシン命令を

人が理解しやすいように組み合わせたプログラミング言語での行数である。一方，

A. J. Albrecht の考え出した FP 法は，上記の 5 つの機能要素を数えることであっ

た。この 5 つの要素は仮想世界における機能単位であるが，同時に対象とする現

実世界の問題が明らかになれば，仮想世界の物理的な事象(コンピュータ，ソフ

トウェア，およびそれらの技術)に関わりなく数えることができる。このことは，

現実世界の問題の機能だけで，それを実現するソフトウェアの規模を表現する可

能性を示唆している。 
 図 1.1 における「要求定義」は，ソフトウェアの対象機能を現実世界でも通用

する表現で記したものであるが，FP 法は，この「要求定義」(要求仕様書)を対

象にして計測する尺度である。 
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