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 お話の概要

はじめに

いまなぜ、『ソフトウェア経済学』なのか

『ソフトウェア経済学』の研究パラダイム

いくつかのトピックス

むすび
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 はじめに
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ソフトウェア、ITの分野で未だに蔓延している人月積上げ方式から脱却するためには、
プロジェクトを経済・経営的な視点で捉えなくてはなりません。ものづくりからサービ
スへ、ビジネスとシステムとの一体化も進んでいる中で、社会・経済的な活動を扱う新
しい実践的な知識体系が望まれています。本講演では、アジャイルプロセス、セル生
産、インクリメンタル開発といった新しい開発パラダイムにおける価値算定、資産評
価、価格交渉等の場面を想定した実践的理論構築の方法について紹介いたします。

発表者の業務：
ITシステムの見積り評価、コスト分析等、その他もろもろのアドバイザ

発表テーマに関連した発表者のコミュニティ活動：
✓電子情報技術産業協会(JEITA)/ソフトウェアエンジニアリング技術専門委員会
✓情報処理推進機構(IPA)/ソフトウェアエンジニアリングセンタ(SEC)/見積手法部会
✓アジャイルプロセス協議会/見積り•契約WG, 

               アジャイル•ソフトウェアセル生産WG, 
               アジャイルTOC-WG

✓正しいCOCOMO普及推進委員会（仮称）



いまなぜ、『ソフトウェア経済学』なのか
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 出発点 = 素朴な疑問
未だにソフトウェア開発の見積り書が人月ベースなのはなぜだろう？

インフラ、ミドル層の費用の妥当性はどのように判断したらよい
のだろう？

保守•改修費用が経年変化•劣化によって増大する情況から、シス
テムの寿命を判定できないだろうか？

段階的開発のフェーズ分けの分割の方法はどうしたらよいのか、
また、その効果はどのように見積ればよいのだろう？

アジャイルプロセスにおけるペアプログラミングやチームの役割
分担•人数の適正を経済的な観点で分析できないか？
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???
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??? 役割分担、契約、見積り（人月？）
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???

プロジェクトデータの蓄積項目？
標準的（一般的）データとの融合？

???

リスクの算定？
交渉の論拠？



ITシステム構築•運用のコスト構造
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???

インフラ、ミドル層
の見積り？

???初期構築と保守•改修（ランニング）
との関係？



ソフトウェアの価値、価格、費用の関係
（情報システムの場合）
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システム企業

システム
モジュール

所有

サービス企業

所有

ビジネス
モジュール

サービス企業

所有

ビジネスモジュール

システム
モジュール

調達

対価

価値＝ビジネス＋モジュールが生み出す効用
費用＝ビジネスモジュールを構築する投入資源

費用＝システムモジュールを構築する投入資源

費用＝システムモジュールを調達•導入•
　　　運用する投入資源

価格＝市場

???

〔アジャイルプロセス協議会/見積り•契約WG 2005年7月札幌合宿資料より〕

pricevalue cost



費用対効果
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構築フェーズ

運用フェー
ズ

（ウォータフォール型開発の場合）

??? 経年変化•劣化の把握？
寿命判定？



費用対効果
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（インクリメンタル型開発の場合）
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効果

費用
時間インクリメン

タル開発

??? フェーズやインクリメンタルの
期間の妥当性？

??? 開発プロセス（インクリメンタル）
そのものの効果？
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プロジェクト数と開発方式の選択
費用

プロジェクト数

•売り上げ
•アドホックな開発方式の費用
•セル生産ソフトウェアファクトリ方式の費用
•アジャイルセル生産方式の費用

セル生産ソフトウェアファクトリ方式の

セル生産ソフトウェアファクトリが
アドホックな開発方式よりも有利になる

アジャイルよりも厳密な
ソフトウェアファクトリ方式

が有利になる

過去の経験を元にプロセスを
徐々に洗練させることでプロジェ
クトの限界利益率を高めていく

アジャイルプロセスにおける経済的視点

栗田洋輔氏（東工大）の分析⇒

濱勝巳氏（アッズーリ社）の分析↓

濱勝巳氏の見積•契約WGでの分析⇒

〔第１回　アジャイル・セル　オープンフォーラム, 2006年10月 発表資料より〕
???



 潮流（1970年代以降）

連続的と不連続的との発展がある

年代ごとに社会的な要請が異なる

本質的な課題に焦点があてられている

提唱から実用まで長期間を要する
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歴史観
1970 1980 1990 2000 2010

●
Garmisch-Partenkirchen

NATO会合
（ソフトウェア工学発祥）

●
ライフサイクル論争

●
SEI設立

●
CMM

W. S. Humphrey

●
SLCP

(ISO/IEC12207)

●
IPA/SEC設立

●
PMBOK

PMI

●
SWEBOK

IEEE Computer Sciety

●
モジュール化
C. Y. Baldwin
K. B. Clark

M. Aoki

●
EA

J. Zachman●
COBIT
ESACA●

ITIL
itSMF(OGC)

●
BSC

R. S. Caplan
D. P. Norton

●
オプション理論

F. Black
M. Scholes

●
情報隠蔽モジュール

D. L. Parnas

●
人月の神話

F. P. Brooks, Jr.

●
ファンクションポイント

A. J. Albrecht

●
COCOMO

Software Engineering Economics
B. Boehm

●
COCOMO II

●ソフトウェア定量化
C. Jones

●
JSD

M. Jackson

●
Problem Frame

M. Jackson

規模対応の時代 方法論の時代 可視化の時代 変化対応の時代

BSC:Balanced Score Card   CMM:Capability Maturity Model COBIT:Control Objectives for Information and related Technology
COCOMO:Constructive Cost Model EA:Enterprise Architecture  IPA:Information technology Promotion Agency 
ISACA:Information Systems Audit and Control Association   ITIL:Information Technology Infrastructure Library 
itSMF:IT Service Management Forum JSD:Jackson System Development NATO:North Atlantic Treaty Organization 
OGC:Office of Goverment Commerce PMBOK:Project Management Body of Knowledge  PMI:Project Management Institute 
SEI:Software Engineering Institute SEC:Software Engineering Center SLCP:Software Life Cycle Process 
SWEBOK:Software Engineering Body of Knowledge

●
サービスサイエンス

Jim Spohrer 
(IBM)

●
Software Product Line

P. Clements
L. Northrop

●オブジェクト指向開発技術
G. Booch等

●
Agile Manifesto

●
Software Factories

J. Greenfield, K. Short
(Microsoft)

14



ソフトウェアの本質
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Frederick P. Brooks Jr.
The Mythical man-month: essays on software engineering, Addison-Wesley, 1975; Anniversary edition, 1995
（滝沢他訳，「人月の神話：狼人間を撃つ銀の弾丸はない」，星雲社，1996）

1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

規模対応の時代 方法論の時代 可視化の時代 変化対応の時代

複雑性
(Complexity)

同調性
(Conformity)

不可視性
(Invisibility)

可変性
(Changeability)

大きいこと、複雑
であること、それ
自体が本質的な問
題である

単純な原理は存在せ
ず、人間の世界に順応
させなくてはならない
質的な問題である

物理的な世界では
なく、概念の世界
でしか捉えること
ができない

システムが社会に組
み込まれるが故に、
絶えず変化し続けな
くてはならない

業務効率化
量的拡大・生産性向上

業務改善・連携
品質向上

業務統廃合
説明責任・透明性確保

構造改革・ビジネス創造
多層コミュニティ

大衆化・構造化 プロジェクトマネジメント
組織化

調達・受発注取引
コンポーネント化

価値・リスク算定
自由市場、モジュール化

時代

本質的困難

社会的要請

視点
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連続と不連続的発展



 サービスサイエンスの台頭
サービス産業の台頭

サービ産業従事者比率の激増

Web サービス、SOA（Service Oriented Architecture)
等の展開

『サービス』の特質

                                生産と消費が同時に起こる

                                蓄えがきかない

                                見えない，触れない

                                誰が，誰に，いつ，どこで
17

同時性
(Simultaneous)

消滅性
(Perishable)

無形性
(Intangible)

変動性
(Heterogeneous)



 いまなぜ、『ソフトウェア経済学』なのか
産業のパラダイムシフト

知識集約型、知識創造型産業の時代

ものづくりから、サービスへ

グローバル化、自由市場の浸透

システム、ソフトウェアの社会/経済活動での一体化

理論整備の遅れ

システムをとりまく社会/経済現象を説明できていない

IT調達、ソフトウェア開発、保守•運用の現場で意思決定
の拠り所がない

18



『ソフトウェア経済学』の研究パラダイム
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 『ソフトウェア経済学』が
       明らかにしようとしていること

ソフトウェア、システム、サービス等の無形財の利用、開
発、保守、運用、破棄の総合的な社会/経済的な振舞い

市場、組織、部門、プロジェクト、チーム、個人の一貫した
社会/経済的な振舞い

価値、価格、費用（コスト）の定式化と、これ間の関係

20
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経済学 経営学

ソフトウェアエンジニアリング

バランススコアカード

ファンクションポイント

COCOMO

均衡理論

モジュール化

ビジネスプロセス

開発プロセス

アーキテクチャ

問題フレーム

競争戦略論

アジャイルプロセス

企業価値評価
管理会計

市場理論

オプション理論

ゲーム理論

メトリクス

運用論
要件定義

ソフトウェア経済学
初期構築コストモデル

保守•運用コストモデル

ライフサイクルコストモデル

ソフトウェア価格決定法

IT(不良)資産評価法

投資対効果算定法

システムリスクモデル

システム価値評価法

ビジネスリスクモデルソフトウェア戦略論

スキル判定/人材評価法

プロジェクト/プロセス評価法

アーキテクチャ評価法 スループット分析法



 研究パラダイム
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人月積上げ 価値•価格•コストの統一理論

個別手法
アーキテクチャ、プロセス、
組織制度の複合的視点

技術主導
科学的アプローチ
本質的特性

《従来》 《ソフトウェア経済学》



 基底となる考え方

『モジュール』という概念装置の導入

ソフトウェアの構成単位～産業/組織アーキテクチャとし
て広範囲に適用できる概念

観測、測定、評価、分析の対象

メトリクスの導入

規模、時間、工数、金額等の客観的な指標が必要

時間の概念の導入

開発プロセスにおける段階的拡充、作業のスループット分
析等では、時間とともに変化する現象を対象にしている
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 『モジュール』とは何か
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産業アーキテクチャにおける『モジュール』 

『モジュール』とは、半自動的なサブシステム、他の同様なサブシス
テムと一定のルールに基づいて互いに連結することにより、より複
雑なシステムまたはプロセスを構成するものである。（青木昌彦）

ソフトウェアにおける『モジュール』
記述を組織化、構造化し、作成されたソフトウェアは、（無形の）
「機械」である。（Michael Jackson)

実行可能な抽象機械、および、それ等の総体
ソフトウェアエンジニアリングにおける『モジュール』

「ソフトウェア生産セル」とは、ソフトウェアプロジェクトに与え
られた問題に対する、ひとつの視点から見た解を、その視点に必要
な適切な知識•スキルおよび経験をもった、ひとりまたは複数のメン
バから構成されるチームが、その視点解に相当する成果物を開発、
または保守するように設定された、平行して実行可能なソフトウェ
ア生産ライン上の区切りのことである。（松本吉弘）



見積り技術の種類
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主観的 客観的

内部

外部

作業展開(WBS)積上げ

構成要素積上げ

デルファイ法

COCOMO

アナロジー事例推論

コード行数ベース
単純推論

３点見積り
(PERT)法

ファンクションポイント
ベース単純推論

第三者の納
得性が高い

属人性が高い

調達側、開発領
域外から見える

開発側の内部
情報に基づく

開発プロジェクトデータを
回帰的に分析して作成した
モデル式に基づく算出

システムの外部観測可能な機
能仕様から規模を計測しそれ
を調整して線形式で算出

複数の専門家の予測を集計

 同種のシステム開発
データを適用して推定

リスクを勘案して見積っ
た悲観•楽観•最可能値を
もとに加重平均

システムの構成要
素のコストを集積

開発作業を分割•展開し、それ
ぞれの個別作業のコストを集積

予測コード行数か
ら線形式で算出



COCOMO(COnstructive COst MOdel)
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f

変動要因
（規模要因、コスト要因）

規模
（記述量）

工数

期間
母体規模

ソフトウェア開発が人間による「記述」の活動であるという普遍的な考え方に基づいている
記述の規模から、工数、および、開発期間を算出する関数（算術式）を提示している
規模が大きくなるとマネジメントオーバヘッドを生じ、コストが増大することを考慮している
開発に関する変動要因を２２種（規模要因５種、コスト要因１７種）を定義しており、的確に
コスト分析に反映できる

大きなもの程、工数と期間がかかる！
とりわけ、母体規模が大きくて、複雑なものは大変



コストモデルの拡張
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　V　規模、E　工数、Q　品質（コスト要因）、P　期間、f　コスト関数　　　　
とした場合、COCOMOは、次のように定式化できます。

( )QVfE E ,= ( )QVfP P ,=

　これを母体がある場合に拡張すると、
　VB　母体規模、　VN　新規（拡張）規模、 ER　理解工数、　ED　開発工数
　ET　全体調整（統合テスト）工数、

NB VVV +=

€ 

E = ER + ED + ET

    = fE
R VB ,Q( ) + fE

D VN ,Q( ) + fE
T V ,Q( )

《規模の世界》 《工数の世界》

母体

新規（拡張）

V
BV

NV
ERE

DE
TE



コストモデルの拡張 続き
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さらに、インクリメンタル開発プロセスへ拡張してみましょう。
　Vi　　母体規模
　　　　（第iインクリメンタル）
　ΔV　　新規（拡張）規模

VVV ii Δ+=+1

€ 

Ei+1 = ER + ΔED + ET

    = fE
R Vi,Q( ) + fE

D ΔV ,Q( ) + fE
T Vi + ΔV ,Q( )

《規模の世界》 《工数の世界》

母体

新規（拡張）

1+iERE

DEΔ
TE1+iV

iV

VΔ

連続的な時間 t を導入すると次のようになります。
　Vt　母体規模（時刻t での母体規模）、ΔV　新規（拡張）規模、　v　開発速度

VVV ttt Δ+=Δ+

€ 

Et+Δt = ER + ΔED + ET

    = fE
R Vt ,Q( ) + fE

D ΔV ,Q( ) + fE
T Vt + ΔV ,Q( )

tVVv ΔΔ== /'



ファンクションポイント法の活用
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 内部論理
ファイル

外部入力

ユーザ

外部出力

外部照会

外部入力

外部出力

外部照会

 外部
インタフェース
ファイル

計測対象システム 外部システム

アプリケーションドメイン

システム（マシン）

インタフェース

FPはユーザと開発者と
の合意手段として好適
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 ゲーム理論の適用
社会•経済は、個人や企業、組織、政府など、多くのプレー
ヤーがルールに従って目的を達成しようと活動している。
プレーヤーの意思決定の相互依存関係を研究する学問が
『ゲーム理論』

ゲームのパターン

戦略形ゲーム

展開形ゲーム

情報不完全ゲーム

繰返しゲーム

交渉ゲーム

31

均衡理論

期待効用理論



一括開発
開始確率

停止確率

開発成功確率

開発失敗確率

段階開発
開始確率１

停止確率１

開発成功確率１

開発失敗確率１
第１段階 第２段階

開始確率２

停止確率２

開発成功確率２

開発失敗確率２

撤退オプション

ユーザ 開発者交渉

｛効用, 費用｝

｛ビジネス効用（ビジネスリスク）, 投下資本｝

｛ビジネス効用, 開発費用｝

｛開発効用（開発リスク）, 開発費用｝

32



いくつかのトピックス
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 ソフトウェア開発における施策

良構造化：不良資産を破棄し、ソフトウェア資産（母
体）を良構造に変換・保持すること

自動化：ツール活用やプロセスの最適化によって、誤り
を減らし、作業を効率化すること

抽象化：人間の知的活動に使う言語や開発環境の抽象度
を上げること

34



 IT不良資産とは
不良資産の種類
不利用資産：ユーザが利用していないもの
無価値資産：投資金額に見合った効果がないもの
不必要費用：不利用資産、無価値資産を維持するための費用
削除可能費用：低減できる費用、無駄、余剰人件費

不良資産化の原因
経営層の戦略•ビジョンの欠如
経営層とシステム部門ととの乖離
予算消化型の投資
システム部門とユーザ部門との乖離
ベンダー、システム子会社との癒着

35



IT不良資産の実態

製造業

全体

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12%

13%

6%

6%

6%

7%

11%

10%

10%

10%

55%

54%

良資産 不利用資産 無価値資産 不必要費用 削除可能費用 有効費用

森 秀明，「IT不良資産」，ダイヤモンド社，2003
36

無駄！



不良資産への対処

37

良資産

不良資産

良資産
（良構造）

×廃棄

最適化

不利用•無価値
（不必要費用）

保守•運用費低減

NB VVV +=

€ 

E = ER + ED + ET

    = fE
R VB ,Q( ) + fE

D VN ,Q( ) + fE
T V ,Q( )

《規模の世界》 《工数の世界》

母体

新規（拡張）

V
BV

NV
ERE

DE
TE

保守•改変時のボトルネック！



リファクタリング手順
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全体資産•品質の把握

再構成箇所の特定

事前評価（ソースコード解析）

再構成（リファクタリング）

事後評価（ソースコード解析）

　計測方法の設定
　ソースコード解析ツールの整備と測定
　目標値（品質目標）の設定
　再構成コスト（工数）算定

　ソースコード解析ツールによる測定
　目標値（品質目標）との乖離分析
　再構成コスト（工数）の事後評価

全体再構成と評価



ソースコード解析による品質測定
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内部品質特性 ソースコード指標
特性名 特性の説明 典型的指標 説明
一貫性 設計，製造の技法や表記法，用語などが統一されていること 表現順守率 コーディング規則などで規定される命名規則や文法に従っている文の比率
自己記述性 機能および機能間の関連が完結していること コメント率 ヘッダー部の仕様記述に関する記述のコメント文の比率
データ共通性 データを内外のシステムと共通に使用できること データ参照・被参照数 共通データの数，およびデータへの参照数
通信手順共通性 通信手順やインタフェースが共通化していること モジュール参照・被参照数 通信やインタフェース・モジュールに対する参照・被参照数
アクセス可能性 プログラムの機能や関連装置を選択して自由に使用できること 特定モジュール参照数 プログラム機能や装置に関するモジュールの参照数
アクセス制御性 ソフトウエアやデータへのアクセスを制御できること 特定モジュール参照数 アクセス制御モジュールに対する参照数
アクセス監査性 ソフトウエアやデータへのアクセス記録を残せること 特定モジュール参照数 アクセス記録モジュールに対する参照数
堅固性 誤って操作しても，データやプログラムが破壊されないこと 前提条件充足率 入出力モジュールに対する前提条件の充足率
整合性 異常が発生してもデータやプログラムが破壊されないこと 実行条件充足率 モジュール全体に対する前提条件の充足率
モジュール性 ソフトウエアが構造化され，変更・修正などが局所的に済むこと 結合度 モジュール間の依存の度合い
単純性 仕様の実現方法が簡単であること 規模，複雑度 規模はコード行数（LOC)とHalsteadのメトリクス，複雑度はMcCabeのメトリクス
計測性 プログラムの動作状況を観察，観測できること 特定モジュール参照数 観測するモジュールに関するモジュール参照数
自己包含性 他のプログラムに依存しないで機能を満たせること 凝集度 モジュールが機能，情報を一元的にカプセル化している度合い
統一性 意味，表現，手順が一義的，同一的であること 表現順守率 コーディング規則などで規定される命名規則や文法に従っている文の比率
簡潔性 表現が短く，明解なこと 不要コード率,クローン率 論理的に実行されないか，利用条件によって実行されないコード行数率、コピー/重複のある比率
動的効率性 動作の応答時間，処理時間，スループットがよいこと ダイナミックステップ数 実行時に実行されるステップ数
資源使用性 実行する際に，使用する資源量や時間が少なくて済むこと メモリー占有量 実行時に実行されるローディングされるモジュール，データの占有量
拡張性 仕様の追加，変更に対して，容易に対応できること 結合度，凝集度 モジュール性と自己包含性を参照
ソフトウエアシステム独立性 特定のＯＳ，コンパイラなどに依存しないこと ＯＳ非依存モジュール率 OSモジュールを参照しないモジュール比率
マシン独立性 特定の機種，装置，端末などに依存しないこと 機種非依存モジュール率 機種依存モジュールを参照しないモジュール比率
データ独立性 特定のデータ，データベース管理システムなどに依存しないこと DB非依存モジュール率 DBモジュールを参照しないモジュール比率
伝達性 プログラムの入出力形式や内容が使いやすく統一されていること メッセージ表現順守率 メッセージに関する規則に順守しているメッセージ定義の比率

市販、オープンソースツールで解析可能な指標
クラスあたりの重み付けしたメソッド（WMC)
クラスの応答数（RFC)
オブジェクトクラス間の結合度（CBO）
メソッド中のソースコードの行数（LOC)
McCabeの循環的複雑度(VG)
コードクローン含有率(CVR)
•••

〔 永井昌子（CIJ社）, 大槻繁, システム改善を目的としたクローン
　分析ツールの適用, ソフトウェア工学工房, 2007 資料より〕



リファクタリングの効果
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 アジャイルプロセス
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方法論名称 概　　要
エクストリーム プログラミング：XP
 (Extreme Programming)

提唱者：Kent Beck。コーディング、テストファースト、
リファクタリング等、技術プロセスが中心。

スクラム：Scrum 提唱者：Ken Schwaber, Jeff Sutherland。マネジメン
トにフォーカスした方法論。

クリスタル（ファミリー）：
Crystal (family)

提唱者：Alistair Cockburn。ワイドスペクトラムな方法
（小規模～大規模）。継続的なプロセス改善。

フィーチャ駆動型開発：FDD
 (Feature Driven Development)

提唱者：Jeff De Luca, Peter Coad。モデル中心の古典的
な繰り返し型開発プロセスで、かつ、軽量。

適応的ソフトウェア開発：ASD
 (Adaptive Software Development)

提唱者：Jim Highsmith。RADを発展させ、カオス適用
理論(CAS)を用いたフレームワーク。

動的システム開発方法論：DSDM
 (Dynamic Systems Development Method)

RAD、JADをベースとして、プロトタイプを多用する。

リーン ソフトウェア開発：LSD
 (Lean Software Development)

提唱者：Mary Poppendiek。トヨタのカンバン方式（最
小在庫＝ドキュメント）の原理応用。

エクストリーム モデリング：xtUML
 (Executable and Translatable UML)

提唱者：OMG-MDA等。検証実行可能なモデリング（ツー
ル）を利用。マネジメント的側面はない。

2005年8月より「アジャイル•ソフトウェアセル生産WG」を設立（アジャイ
ルプロセス協議会）：ソフトウェアファクトリー, プロダクトライン等の検討

〔山田正樹氏（メタボリクス社）資料より〕



ビジネスプロセスと開発プロセスとの協調

開発側内部プロセス重視

狭義のアジャイルプロセス

• 開発者側中心の視点

• 顧客側とのコミュニケーション
や確認を重視してはいるもの
の、あくまでも受動的
広義のアジャイルプロセス

• 顧客側と開発側との同期

• 全体での最適化、ビジネスプロ
セスを能動的に考慮

ビジネスプロセス 開発プロセス

同期／協調
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⇒上記ビジネスプロセスとの同期に積極的
　に取組む『サービスウェア理論』を相馬
　純平氏（ケペル）が提唱しています。



プラクティスの効用
プラクティスの効用を整理
• ステークホールダごとに整理
• 定量的な局面でなく定性的な効用も把握したい
バランススコアカードの観点を適用

財務の視点
内部業務•プロセスの視点顧客の視点

学習•成長の視点
●オンサイトの顧客(On-Site Customer)

●計画ゲーム(The Planning Game) 
●メタファ（比喩）(Metaphor) 

●テストファースト(Testing)

●共同所有(Collective Ownership) 

●コーディング規約(Coding Standards)

●ペアプログラミング(Pair Programming)

●短期リリース(Small Releases)

●継続した結合(Continuous Integration)

●シンプルな設計(Simple Design) 

●リファクタリング (Refactoring)

●40時間労働 (40-Hour Week)
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プロジェクトマネジメントの変遷
〔JEITA情報技術シンポジウム2005「ソフトウェア工学の10年後」資料より〕



むすび
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 まとめ

統一的アプローチ：
ソフトウェアエンジニアリング、経済学、
経営学に総合的に取組み、新しい統一的
な領域を構築

本質的研究対象：
ソフトウェア、サービス等の本質的特性
を明らかにし、問題設定を行う

社会的インパクト：
企業、組織活動の構造改革にインパクト
を与える知識体系の構築を目指す
みんなが幸せになる拠り所を提供
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経営学

ソフトウェア
エンジニアリング

経済学

複雑性
(Complexity)

同調性
(Conformity)

不可視性
(Invisibility)

可変性
(Changeability)

同時性
(Simultaneous)

消滅性
(Perishable)

無形性
(Intangible)

変動性
(Heterogeneous)

♥



おさえておきたい重要な書籍

Frederick P. Brooks Jr., The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, 
Addison-Wesley, 1995.
人月の神話―狼人間を撃つ銀の弾はない, ピアソンエデュケーション, 2002

Barry W. Boehm, et.al., Software Cost Estimation with COCOMO II, Prentice-Hall Inc., 2000

Michael Jackson, Problem Frames: Analyzing and structuring software development 
problems, Addison-Wesley, 2001
プロブレムフレーム：ソフトウェア開発問題の分析と構造化, 翔泳社, 2006

ソフトウェア経済学の筆者の発表

大槻繁, ソフトウェア経済学の概要, Zipc Watchers Vol.10, CATS社, 2006.

大槻繁, アジャイル・セル生産のためのソフトウェア経済学, アジャイルプロセス協議会/アジャイ
ル・ソフトウェア・セルオープンフォーラム, 2006.

大槻繁, ITプロジェクト見積りの勘と度胸からの脱却:価格・コスト・価値を取り巻く新視点「ソフ
トウェア経済学」, ソフトウェアPMI東京支部主催プロジェクトマネジメント2006年第8回月例テ
クニカルセミナー, 2006.

大槻繁, ソフトウェア経済学の概要:コスト分析•資産評価への科学的アプローチ, JEITA情報システ
ム技術シンポジウム, 2006.

永井昌子, 大槻繁, システム改善を目的としたクローン分析ツールの適用, ソフトウェア工学工房, 
2007.

関連コミュニティ（問い合わせ先）

電子協(JEITA)/ソフトウェア技術専門委員会（2007年度以降は、ソフトウェアエンジニアリング
技術分科会）：http://www.jeita.or.jp/

アジャイルプロセス協議会：http://www.agileprocess.jp/

http://www.jeita.or.jp
http://www.jeita.or.jp
http://www.agileprocess.jp
http://www.agileprocess.jp


Good Luck!

otsuki.s@1corp.co.jp
http://www.1corp.co.jp/
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