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工数見積もり精度のベースライン確立に向けた
データセットの特性分析
角田雅照†1

倉本真美†1

概要：本研究では，ソフトウェア開発工数見積もりにおける精度のベースライン確立に向け，見積もりモデル構築に
用いるデータセットの特性と見積もり精度との関係について議論する．

Analyzing Characteristics of Dataset to Establish
the Baseline of Effort Estimation
MASATERU TSUNODA†1

MAMI KURAMOTO†1

Abstract: To establish the baseline of the accuracy on software effort estimation, we discuss the relationship between the
characteristics of the dataset and the estimation accuracy.

1. はじめに
近年，ソフトウェアはより高機能が求められており，そ

見積もりモデルの評価を行う場合，評価対象のモデルが
仮に性能が高いものであっても，評価に用いるデータセッ
トの品質が低い場合，充分高い見積もり精度を得ることは

の要求にこたえるためにソフトウェアの規模が大規模化し

難しいと考えられる．逆に適切なデータセットを用いれば，

ている．大規模なソフトウェアを開発するためには，多く

かなり見積もり精度が改善される場合もあると考えられる．

の工数（コスト）が必要となる．このようなソフトウェア

すなわち，見積もりモデルの性能を評価するためには，デ

を開発するプロジェクトでは，スケジュールやコストに関

ータセットの品質も考慮する必要があるといえる．各デー

する管理を行わずにプロジェクトを成功させることは困難

タセットにおいて，工数見積もり精度に関する何らかのベ

である．よって，大規模な開発プロジェクトにおいてプロ

ースラインを決定することができれば，このベースライン

ジェクトの失敗を避けるためには，スケジュールやコスト

に基づいて，見積もりモデルの性能を適切に評価できると

の管理が必要不可欠となる．ソフトウェア開発工数の見積

考えられる．例えば，あるデータセットを用いる場合，相

もりは，それらの管理の基礎となる．

対誤差 100%がベースラインであるとすると，100%に近い

スケジュールやコスト管理を正確に行うためには，ソフ

モデルは「比較的性能が高く，適切なデータセットを用い

トウェア開発の工数を高い精度で見積もることは非常に重

ることにより，より精度が高まる」などと評価できると期

要であり，そのため，これまでさまざまな定量的工数見積

待される．

もり手法が提案されてきた．定量的工数見積もり方法とし

ベースラインを設定する方法として，広く用いられる見

て，重回帰分析やプロジェクト類似性に基づく工数見積も

積もり方法の精度，例えば重回帰分析を採用することがあ

りなどがあげられる．定量的に工数を見積もるためには，

る．ただし，ベースラインの設定時に重回帰分析が必ずし

過去のプロジェクトで収集されたデータを見積もりの根拠

も適切に構築されているとは限らず，また，どんなデータ

データとし，見積もり対象のプロジェクトにおいて既知の

セットに対しても重回帰分析を適用可能であるとはいえな

データ，例えば開発言語や開発規模などを用いて，開発工

い．

数を見積もる．

そこで本研究では，工数見積もり精度のベースライン確

ソフトウェア開発の工数見積もり精度は，用いる見積も

立に向け，データセットの特性と見積もり精度との関係に

り方法によっても異なるが，データセットによっても異な

ついて分析を試みる．データセットの特性とは，例えばデ

る．これは，データセットによって，含まれるデータの品

ータ件数，説明変数の数，各説明変数と目的変数との相関，

質（データ件数が少ない，必要な説明変数が記録されてい

各変数の分散などが考えられる．その他に，データセット

ない，記録されているデータが不正確であるなど）が異な

の収集年代や収集期間なども特性の候補として挙げられる．

ることが原因である．これまで，いくつかの研究において，
データセットの品質の重要性が指摘されており 1)，品質を
評価する試みもいくつか行われている 2)．

2. 予備分析
予備分析では，工数見積もりの研究において広く用いら
れている，重回帰分析とプロジェクト類似性に基づく見積
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もり方法を用いた．データセットとして，ISBSG データ，

27

ウィンターワークショップ2017・イン・飛騨高山
IPSJ/SIGSE Winter Workshop 2017 in Hida-Takayama (WWS2017)

表 1
見積もり方法
類似性に
基づく手法
重回帰分析

データセットの特性と見積もり精度との関係

データセット
ISBSG
Angel
Kitchenham
ISBSG
Angel
Kitchenham

BRE 平均値

BRE 中央値

258.5%
63.1%
96.6%
158.1%
55.3%
78.8%

Kitchenham データ，Desharnais データを用いた．ISBSG デ
ータは，ISBSG が収集した 20 カ国のソフトウェア開発企

91.8%
47.0%
54.1%
86.0%
37.9%
45.5%

生産性分散
0.076
0.006
0.110
0.076
0.006
0.110

生産性
変動係数
1.43
0.87
1.39
1.43
0.87
1.39

3. おわりに

業のデータである．不正確なデータを除外した 611 件を分

ワークショップでは，工数見積もり精度のベースライン

析に用いた．Kitchenham データは，あるソフトウェア開発

確立に向け，データセットのどのような特性に着目すべき

企業の 1990 年代のデータである．分析では 135 件のプロ

かについて議論したい．

ジェクトを用いた．Desharnais データは，カナダのソフト
ウェア開発企業における 80 年代のデータセットである．デ
ータセットに含まれるプロジェクトのうち，欠損値が含ま
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れるものを除いた 77 件を用いた．
データセットの特性として，予備分析では生産性の分散
と変動係数に着目した．生産性は開発工数と開発規模（FP
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分散に着目した理由は，工数は開発規模との関係が強いた
めである．例えば，単回帰分析で予測する場合，開発規模
は説明変数，工数は目的変数となるが，生産性の分散が低
ければ見積もり精度も高まると考えられる．分散は平均が
大きくなるに従い大きくなるため，生産性の変動係数につ
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いてもデータセットの特性とした．
予測精度評価指標として，BRE (Balanced Relative Error)
の平均値と中央値を用いた．工数の実測値を x，見積もり
値を x̂ とするとき，BRE は以下の式で求める．

  xˆ  x 

 x , xˆ  x  0 
BRE  
x  xˆ  , xˆ  x  0

 xˆ


(1)

BRE の値が小さいほど，工数見積もりの精度が高いこと
を示す．
分析結果を表 1 に示す．見積もり方法に関わらず，ISBSG
データセットの見積もり精度が最も低く，Desharnais デー
タセットの精度が最も高かった．生産性の分散は
Kitchenham データセットが最も高かったことから，見積も
り精度と生産性の分散はあまり関係が強いとはいえない．
生 産 性 の 変 動 係 数 につ い ては ， 差 は わ ず か で はあ る が
ISBSG データセットが最も大きく，Desharnaiss データセッ
トが最も低かった．このことから，生産性の変動係数は見
積もり精度と何らかの関係がある可能性がある．
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