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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。
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● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。
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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。

IIZUKA Ayano
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● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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● テスト設計手法
● テスト環境

テストタイプ  テストカテゴリ　テスト条件　テスト設計方針　テストケース

品質要求に対するテストの種類を記載
したもの

基本設計書や詳細設計書に書かれて
いる機能を分解（細分化）し、再度テ
スト用に分類し直したもの

因子・水準で構成される、テスト対象
となるパラメータ、とその取りうる値

因子・水準を抽出した粒度・基準、
因子・水準の組合せ方法（テスト技法）

　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。
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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。

IIZUKA Ayano

飯塚　彩乃

● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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01.計画と
コントロール

02.分析と設計 03.実行と実装 04.
評価とレポート

05.終了作業 01～05 01～05

自動テスト

標準化

手動テスト

● テストプロセス
● テスト設計手法
● テスト環境

テストタイプ  テストカテゴリ　テスト条件　テスト設計方針　テストケース

品質要求に対するテストの種類を記載
したもの

基本設計書や詳細設計書に書かれて
いる機能を分解（細分化）し、再度テ
スト用に分類し直したもの

因子・水準で構成される、テスト対象
となるパラメータ、とその取りうる値

因子・水準を抽出した粒度・基準、
因子・水準の組合せ方法（テスト技法）

　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。
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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。

IIZUKA Ayano
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● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。
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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。

IIZUKA Ayano
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● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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因子・水準の組合せ方法（テスト技法）

　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。
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再利用可能なテスト環境の構築を目指して

1.  はじめに

概要
　近年、ソフトウェアのサービス化の拡大、ユーザーインターフェースのマルチデバイス化が進むにつれ、テストに

関わる工数は増加の一途をたどっている。限られた工数、納期で高い品質を維持するための効果的で効率的な

テストを行うために、自動化は重要な手段である。繰り返し行われる作業を自動化する取り組みは、他のソフト

ウェア開発企業でもテストの効率化の手段として真っ先に取り組まれることが多い。しかし、自動化に取り組んで

生産性の向上に成功した事例はあまり聞かない。このことから、テスト環境の整備にあたり、自動化は重要な取り

組みとして位置付ける一方、自動化に関わる、設計手法、プロセス、環境といった周辺技術の整備を進め、再利

用性を高めることによって、テストの自動化を推進する。本稿では、テスト観点に着目した、テスト仕様の再利用

が可能なテスト手法の構築について紹介する。

　ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開発を取り巻

く環境も大きく変化している。特にソフトウェア開発ライフサ

イクルの終盤に位置付けられるテストを取り巻く環境は厳しさ

を増している。ソフトウェアのサービス化(SaaS)の拡大等に

よりソフトウェアの再利用が進む一方、ソフトウェアの組み合

わせが及ぼす影響を確認するテストの必要性は増加する。ソフ
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2.  自動化でテストは効率化するか
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3.2  テスト設計手法の標準化
　全社標準のテスト仕様書の項目やテンプレートをプロジェク

トで再利用することはあっても、テスト仕様の内容自体はプロ

ジェクトごとに異なるため、再利用することは難しかった。その

ため、今回はテスト仕様の再利用性を高める手段として、「テス

ト観点」の考えを取り入れた。ある特定のプロジェクトで要求さ

れる全てのテスト観点を抽出し、新たなテスト仕様書のテンプ

レートを作成した。テスト観点とは以下の特徴を持つ。

　  ●テスト対象が達成すべき性質を示す。

　  ●テスト対象（およびテスト対象を含む世界）を、”テスト”の

　  立場からモデリングしている。

　  ●抽象的で、階層構造である。

4.  おわりに
　クラウド化やスマートデバイスの普及により、テストを取り巻

く環境は今後さらに厳しくなることが予想される。自動化への

取り組みは必須であり、特に各プロジェクトでの導入をスムー

ズに行うことが求められる。当社では、自動化ツールそのもの

の導入のために、これまで培われてきたノウハウや技術資産を

ベースとして、テスト設計やプロセスを見直し、テストの自動化

という新たな技術の導入をスムーズに行うための標準化を進

めている。今後は「再利用」および「自動化」をキーワードに、

より一層のテストの効率化を進めていきたい。

IIZUKA Ayano
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● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の品質・生産性向上業務に従事

　テストを効率化する重要な手段として「自動化」がある。開

発プロセスの中で実施されるテストは複数あるが、ここでは機

能テストの自動化について取り上げる。一般的な機能テスト自

動化ツールは、テスト実行時の人の操作をツールのユーザーイ

ンターフェースで指定したり、ツール専用のスクリプトで記述し

たりして、自動的にテストを実行し、期待結果との差異を表示

する。自動化のメリットとして一般的に言われるのは、テスト実

行工数の削減である。通常、手動でテストを行う場合、テスト

ケースが記載されたテスト仕様書を担当者が見ながら、順番に

テストを実施し、その結果が期待どおりか否かの○×を記録し

ていく。こうした一連の作業を自動化すれば、その実行スピード

が向上しテストが効率化されると想像できる。しかし、ソフトウェ

ア開発業界において、利用率の最も高い単体テストフェーズでも

テスト自動化に取り組んでいるプロジェクトは、３割にも満たな

い[１]。自動化がテスト効率化に十分に貢献するならば、もっと多

くのプロジェクトで導入が進んでいてもよいはずである。

　当社においても、テストの自動化は一部のプロジェクトでは

導入が進んでいるが、全社的な展開が十分には進んでいない

状況である。その原因として、手動で行ってきたテストを自動

化に切り替える際に、以下のような課題や考慮すべき点がある

ことがわかってきた。

　  ●既存のテストケースの曖昧さ、属人性

　テスト仕様書のテンプレートや項目はプロジェクトごと

に決められているが、記載する粒度についての取り決めが

曖昧なため、その内容は担当者によってばらつきがある。

自動テストの場合、テストの手順を詳細にスクリプトとし

て記述する必要があり、曖昧に書かれていた手動テストの

テスト仕様よりも詳細に設計する必要がある。

図２  繰り返し実行した場合のテスト工数推移

　このように、テストスクリプト作成に多くの工数がかか

るため、そのスクリプトを再利用する回数が少ないと、自

動化によって工数の削減は図れないことがわかる。テスト

スクリプト作成工数を最小限におさるための工夫や、スク

リプトの再利用回数を増やすための工夫が必要である。

　上記のことから、テストツールを使いこなす技術や、スクリ

プトの作成技術のみに注目するのではなく、機能テスト全体の

効率化達成を考えるべきである。そこで当社では、インプット

となるテスト仕様書やテストプロセスについて十分に検討し、

回帰テストを含めたテスト計画～テスト結果報告までの一連

の作業を見直すべきと考えた。

3.  テスト効率化への取り組み
　自動化がテストの効率化に必要であることは十分に認識で

きる。しかし２章で挙げたとおり、従来の手動テストから自動

テストに切り替えようとした際には、いくつかの課題に直面す

ることがわかる。このことからテスト自動化ツールの導入だけ

でなく、図３に示すとおり、自動テストに取り組む際に必要な

周辺技術の標準化を進めることとした。

図３  テスト効率化への取り組み

　当社の標準化活動として、ソフトウェアファクトリ構想に基

づいて[２]、業務プロセス標準IP３（アイ ピー スリー）や、全

社共通開発基盤ezPlatformの整備を進めている[３]。また、

TaaS（Test as a Service）としてテスト環境の再利用性を

高める施策も進めている[４]。これまでの全社標準は、品質向

上・生産性向上を目的として、国内外の標準・規格や、ITのデ

ファクトスタンダードを取り入れつつも、多くの自社ノウハウが

集約されている。今回、テスト自動化にスムーズに移行するた

めに、「自動化」を考慮して全社標準をブラッシュアップする取

り組みである。テストの標準化は、単に効率化を目指した自動

化推進活動ではなく、テスト技術の高度化によって資産の「再

利用」を進め、システムの品質向上を目指すものである。

　本稿では特に、テスト観点をベースにした、テスト仕様の再

利用が可能なテスト設計手法について述べる。テスト工程にお

いて、再利用する対象はテスト環境やテスト資産があるが、こ

こでは、テスト仕様の再利用を対象とする。テスト仕様の再利

用を可能にすることで、テスト仕様書のばらつきを抑えること

ができる。

3.1  テスト設計プロセスの整備
　当社では、かねてからプロセスやドキュメントの標準化を進

めており、全社・本部標準をベースとして各プロジェクトにおい

てテーラリングを行い、プロジェクト標準プロセスを作成する

ことは文化として根付いている。全社プロセス標準は従来のテ

スト方法であるため、手動で行うテストを前提として作成され

ており、自動テストや新たなテスト設計手法に基づくものでは

ない。このため、テストに関わるプロセスを新たに三階層に定

義した。

　  ●第一階層：ソフトウェア開発ライフサイクル（全社標準）

　  ●第二階層：テストプロセス標準（全社標準）

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの、プロジェクトにて

　　　　  　  カスタマイズする

図４  テストプロセス

　第二階層レベルは、ソフトウェアテスト技術者資格認定の運

営組織であるJSTQB（Japan Software Testing Qualifi-

cations Board）のFoundation Levelシラバス[５]に基づく

テストプロセスとした。第三階層は、プロジェクトごとにカスタ

マイズすることを前提とした標準プロセスを整備した。このう

ち、「分析と設計」のプロセスはテスト仕様の再利用にあたり、

特に重要なプロセスであることから、詳細に検討を行った。具

体的には、３.２章で述べるテスト手法とテスト仕様書のテンプ

レートに基づくプロセスとし、テスト仕様書の項目を記入する

手順、考え方までを詳細に記載している。

図５  テスト仕様書テンプレート

　図５に示したテストタイプ～テストケースはテスト仕様書の

項目になっている。一般的に、テスト仕様書は、テストケースだ

けを書くことが多いが、ここではテストケースに至った“経緯”

を記載している。特にテストケースで「何を確認するのか（何が

確認できればテスト成功か）」を明確にするため、テストカテゴ

リを三つに階層化した。

　  ●第一階層：全社標準として固定。

　  ●第二階層：プロジェクト標準として各プロジェクトでカス

　　　　　　　タマイズする。プロジェクトが要求するテスト

　　　　　　　観点を網羅する。テスト担当者は、テスト対象に

　　　　　　　応じて取捨選択する（内容の変更はしない）。

　  ●第三階層：第二階層を詳細化したもの。テスト担当者が、

　　　　　　　機能をベースに変更・記入する。

　テスト仕様書テンプレートは、プロジェクト標準として、テス

ト観点を網羅させて作成しておく。テスト担当者は設計書に記

載された機能仕様をベースにしてテストカテゴリとテスト条件

を記入していく。テスト条件を導き出すうえで考慮すべきテス

トの粒度や基準があれば、あらかじめテンプレートに記入して

おき、テスト担当者はテンプレートを参考にしながら記入して

いく。同様に、テスト条件で導き出された因子・水準の組み合

わせ方、つまりテスト技法もテンプレートをもとにしてテスト

設計方針として記入していく。従来、テスト技術を高めるために

テスト技法の導入が行われてきたが、必ずしも十分に活用され

ているとは言えなかった。テスト設計方針として、使用するテス

ト技法をテンプレートに記入しておくことで、テスト技法の具

体的な活用場面を明らかにしている。

3.3  テスト環境の整備
　従来、テスト資産はMicrosoft Excel の表で管理されてい

た。テストケースが増加した場合、要求・要件の優先度に従い

テストケースにも優先度を付けて実施する場合がある。別々の

Microsoft Excelのシートで管理された要求・要件とテスト

ケースではその対応付け（トレーサビリティ）が取れず、優先度

の高いテストケースを抽出することが難しくなる。また、複数

の表で構成されたテスト仕様書では、再利用することや、再利

用できるものを検索することが難しい。テスト資産を再利用す

る場合、その資産を再利用しやすい形で蓄積できている必要

がある。このため、３.２章で述べたテストケースがどのような

基準、理由で導出されたのかを明確にするのと併せて、テスト

管理ツールの導入を進めている。これにより、テスト観点と併

せてテストケース導出の考え方を再利用できるだけでなく、テ

ストケースの再利用も可能な環境が実現できる。

3.4  適用と効果
　社内プロジェクトで新たなテスト仕様書を導入した結果、以

下の効果があった。

（１）品質効果

　　   ●可読性向上

　テスト仕様書の項目ごとに内容、作成手順を定義した

ため、作業の標準化により属人性が低下した。また、テス

ト観点に着目したテスト設計を行うことで、「何を確認す

るテストなのか」「何が確認できれば成功なのか」が明確

になり、レビューが容易になった。テストを自動化する場

合は、「何が確認できれば成功なのか」をテストスクリプ

トとして組み込むため、自動化に取り組むうえでも重要

になる。自動化導入の障壁となる、曖昧性の排除の効果

もあった。

　　   ●テストの網羅性向上

　プロジェクトが要求するテストすべき観点（テストの範

囲、テストの深さ）があらかじめプロジェクト標準として

定められているため、テストの抜け・漏れが減少した。同

時に、過度・重複するテストが減少した。

　　   ●再利用性向上

　機能をベースにテストケースを作成する従来の方法で

は、特定の機能に依存するためテストケースの再利用が

難しかった。新しいテスト仕様書ではテスト観点の単位を

ベースにテストケースを作成するため、機能間での再利用

が可能になった。

（２）生産性効果

　　   ●再利用性向上

　明確に定義されたテンプレートをベースにテスト仕様

書を作成するため、テスト担当者が一から考える必要がな

くなり、効率的にテスト仕様書が作成できるようになった。

　　   ●作業の効率化

　若手・新規参入者でも、ある程度のスピード・品質で

作成できるようになり、レビューによる手戻りが削減さ

れた。

3.5  今後の展開
　今回、自動テストへの移行に必要な周辺技術の標準化を進

めることで、自動化導入をスムーズに進められる環境を構築し

た。このテスト手法を効果的に利用し、全社標準をベースとした

各プロジェクトでのカスタマイズが容易になるよう、テストの

基礎技術の向上にも取り組んでいる。社内教育の一環として研

修コースを整備し、特に若手技術者を中心に多くの技術者を受

講させている。

　一方、自動化には、自動化そのものの効率化も必要になる。効

率化の観点として以下を今後も進めていく予定である。

　   ●テストスクリプト作成工数の削減

　特に初回導入時のテストスクリプト作成にかかる工数は

大きな課題になる。テストスクリプトの部品化・モジュー

ル化に必要な考え方・手順・技術を整備し、テストスクリ

プトの再利用を促進していく。

　   ●テストスクリプトの品質向上

　テストスクリプト自体のバグ防止、保守性・拡張性の向

上などの品質向上活動や標準化を進める。

　   ●テストしやすいテストケース作成方法の検討

　今回の活動成果であるテスト仕様書の標準化（再利用性

の向上）をさらに進め、自動テストがしやすいテスト設計手

法について検討する。

　   ●自動テスト実行環境の共同利用

　マルチプラットフォームに対応したクロスブラウザテス

トの実行環境を共同利用する。

図１  手動テストと自動テストのプロセス比較
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　  ●自動テストにおける工数削減効果

　図１のとおり、手作業でテストを行う場合、テスト設計時

に作成されたテスト仕様書をもとにそのままテストを実施

すればよいが、自動化する場合、テスト実施の前にテスト

スクリプト作成の作業が必要になる。

　特に初めて自動テストに取り組む場合は、テスト設計～

テスト実行までの工数は、手動に比べて１.５～３倍の工数

が必要になる（当社の実績より）。テストの実行が一度だ

けである場合は、手動でテスト実行した方が効率的であ

る。しかし、システムに改修はつきものである。改修が、既

存システムの改修していない部分に影響を与えていないか

を、以前行ったテストを再度実行することで確認する必要

がある（回帰テスト）。この時、図２のとおり、スクリプト

を再利用することによって２回目以降のテスト実行にかか

る工数は手動に比べて大幅に削減できる。

トウェアが複雑に絡み合い、その規模も拡大している中、機能

の変更や追加を行った際に既存の機能に不具合を起こしてい

ないか、繰り返しテストを行う必要がある。また、ソフトウェア

が動作するスマートデバイス等のプラットフォームが多様化

し、さまざまな異なる環境で類似するテストを繰り返し実施す

ることが必要になっている。一方、開発工数は削減、期間も短

縮傾向にある中で、高い品質を維持するためにはテストの効率

化が必須である。


