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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。
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　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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2.  IPv４/IPv６混在環境の
     ソフトウェア・テストケース
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名前解決中
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表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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(S0,E0,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E2,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E2,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-0,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-2,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E5-1,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-1,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)
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図１　従来環境の状態遷移図
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表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。

1

2

3

4

(S0,E0,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E2,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E4,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E5,S3)

テストケース
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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。

大石　光　　　　廣海　緑里　　　　永見　健一

　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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2.  IPv４/IPv６混在環境の
     ソフトウェア・テストケース
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表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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27
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(S0,E0,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E2,S0)
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(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)
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(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-0,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-2,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)
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(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-1,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)
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図１　従来環境の状態遷移図

通信不能 (E0)

通信可能 (E1)
/名前解決

S1
名前解決中

名前解決失敗 (E2)

名前解決成功 (E3)
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接続成功
(E5)

S2
接続中

S3
通信中

接続失敗 (E4)

S0
待機中

表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。

1

2

3

4

(S0,E0,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E2,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E4,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E5,S3)

テストケース
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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。
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　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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     ソフトウェア・テストケース
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表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。
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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。
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　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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2.  IPv４/IPv６混在環境の
     ソフトウェア・テストケース
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表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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(S0,E0,S0)
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(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-2,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-0,S2-0)(S2-0,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E4,S0)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-0,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E4,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-2,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-0,S3)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-1,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)
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(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-0,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-1,S3)

(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E5-2,S3)
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(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-1,S2-2)(S2-2,E5-2,S3)

(S0,E1-2,S1-2)(S1-2,E3-2,S2-2)(S2-2,E5-0,S0)
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図１　従来環境の状態遷移図

通信不能 (E0)

通信可能 (E1)
/名前解決

S1
名前解決中

名前解決失敗 (E2)

名前解決成功 (E3)
/ 接続開始

接続成功
(E5)

S2
接続中

S3
通信中

接続失敗 (E4)

S0
待機中

表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。

1

2

3

4

(S0,E0,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E2,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E4,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E5,S3)

テストケース
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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。

大石　光　　　　廣海　緑里　　　　永見　健一

　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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2.  IPv４/IPv６混在環境の
     ソフトウェア・テストケース
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表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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図１　従来環境の状態遷移図

通信不能 (E0)

通信可能 (E1)
/名前解決

S1
名前解決中

名前解決失敗 (E2)

名前解決成功 (E3)
/ 接続開始

接続成功
(E5)

S2
接続中

S3
通信中

接続失敗 (E4)

S0
待機中

表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。

1

2

3

4

(S0,E0,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E2,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E4,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E5,S3)
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IPv4/IPv6混在環境におけるソフトウェアテストを簡単にする
ネットワーク環境・制御システム

1.  はじめに

概要
　本稿では、IPv4（Internet Protocol Version 4）と IPv6（Internet Protocol Version 6）が混在するネット

ワーク環境（以下、IPv4/IPv6 混在環境）におけるソフトウェアテストを支援するネットワーク環境・制御システム

（以下、本システム）を紹介する。このシステムは、IPv4/IPv6 混在環境におけるIPネットワークを利用したソフト

ウェアの接続動作に着目したテストを行える。

　IPv4/IPv6混在環境のテストでは、従来の IPv4のみのネットワーク環境（以下、従来環境）に比べ、テストする

ネットワーク環境の数が増える。このため、ネットワークに関連した次の二つの作業で手間が増えるという課題が

ある。一つ目は、テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境の設定作業である。二つ目は、テストを行う

際の、ネットワークテスト環境の切り替え作業である。本システムでは、ネットワークテスト環境の設定と切り替え

を支援することによって、これら二つの課題解決をはかる。

　これからのソフトウェア開発では、IPv４/IPv６混在環境を

意識する必要がある。２０１２年６月６日に始まった、世界規模の

IPv６普及イベント「World IPv６ Launch」では、Google、 

Yahoo などの大手のWebサイトが参加して、恒久的に IPv６

に対応した [1]。今後、インターネットのWebサイトは IPv６対

応になっていく。しかし、IPv４から IPv６への移行が完了する

時期を明言できる段階ではない。インターネットは、当面の間、

IPv４/ IPv６混在時代となる。

　これを踏まえ、IP ネットワークを利用したソフトウェアにつ

いて、IPv４/IPv６混在時代のテストケースを提示する。ネット

ワークを構成する機器の設定やネットワークの仕様（以下、ネッ

トワーク環境条件）の違いは、端末 OSや開発言語などの実装

により、ソフトウェアの接続動作に影響を与える。たとえば、特

定のネットワーク環境条件では、接続できなくなったり、遅延が

発生したりする場合がある。ここに、プロダクトリスク [２] が潜

むと考える。一方、提示するテストケースは、必ずしも網羅的に

実施される必要はない。ソフトウェアの制約条件などの事情に

応じて、テストケースは取捨選択したり追加したりできる。

大石　光　　　　廣海　緑里　　　　永見　健一

　本章では、本システムが取り扱うテストケースについて説明

する。テストケースは、ソフトウェアの接続動作をブラックボッ

クスとして考え、状態遷移法 [３] により導き出すことにした。ソ

フトウェアが接続する手順は、次のとおりである。ソフトウェア

の動作する端末が、待機中に通信可能であれば、名前解決で取

得した IPアドレスに接続し、通信中になる。この過程において、

①待機中、②名前解決中、③接続中および④通信中の四つの状

態が存在し、ネットワーク環境条件の影響を受ける。

　それぞれの状態で発生する遷移について説明する。状態が

遷移する原因 ( 以下、状態遷移イベント )として、利用できる IP

アドレスの有無がある。従来環境における IP アドレスは IPv４

アドレスのみである。つまり、状態遷移イベントは IPv４アドレ

スがある場合とない場合の２種類である。一方、IPv４/IPv６混

在環境で扱う IP アドレスは、IPv４アドレスと IPv６アドレスの
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たとえば、利用者がソフトウェアを使うネットワーク環境条件

を優先してテストするなどのアプローチがある。

組み合わせによって、次の四つの状態遷移イベントとなる。

(1) IPv４アドレスのみがある場合

(２) IPv４アドレスと IPv６アドレスがある場合

(３) IPv６アドレスのみがある場合

(４) IP アドレスがない場合

2.1  従来環境とIPv４/IPv６混在環境の状態遷移図
　図１に、従来環境の状態遷移を示す。S０、S１、S２、およびS３は

状態を表し、E０、E1、E２、E３、E４、およびE５がそれに関連する

状態遷移イベントである。状態遷移イベントに応じて、ソフトウェ

アの接続状態は遷移する。三つの状態において、それぞれ２種類

の状態遷移イベントがあるので、次の６種類の状態遷移がある。

(1)「待機中 (S０)」で、端末に設定する IP アドレスがない場合

　  は、「通信不能 (E０)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(２)「待機中 (S０)」で端末に設定する IPアドレスがある場合 は、

　  「通信可能 (E1)」となり、「名前解決中 (S1)」に遷移する。

(３)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がない場合は、「名前解決失敗(E２)」であり、「待機中(S０)」

　  に遷移する。

(４)「名前解決中 (S1)」で、名前に対応する接続先 IP アドレス

　  がある場合は、「名前解決成功(E３)」となり、「接続中(S２)」

　  に遷移する。

(５)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がない場

　  合は、「接続失敗 (E４)」であり、「待機中 (S０)」に遷移する。

(６)「接続中 (S２)」で、接続先 IP アドレスへの接続性がある場

　  合は、「接続成功 (E５)」となり、「通信中 (S３)」に遷移する。

　そこで、IPv４/IPv６混在環境における状態遷移イベントに

は枝番を付けた。この枝番について、「通信可能 (E1)」を例に

とって説明する。「通信可能 (E1)」には、０から２の三つの枝番

を付与した。E1-０は、IPv４のみで通信可能な場合を示す。E1-1

は、IPv４および IPv６で通信可能な場合を示す。E1-２は、IPv

６のみで通信可能な場合である。「名前解決成功 (E３)」および

「接続成功(E５)」における枝番の意味も同様である。表1に、これ

らの状態遷移イベントとネットワーク環境条件の関係を示す。

　「名前解決中 (S1)」と「接続中 (S２)」の中にある三つの状態

にも、０から２の枝番を付けた。この枝番が示す状態は、次のと

おりである。S1-０および S２-０は、IPv４アドレスのみで接続可

能な状態である。S1-1および S２-1は、IPv４アドレスおよび

IPv６アドレスで接続可能な状態である。S1-２および S２-２は、

IPv６アドレスのみで接続可能な状態である。

図２　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図

表２　従来環境のテストケース

　続いて、IPv４/IPv６混在環境におけるネットワークテスト環

境の数の算出過程を示す。IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図

( 図２)で示した状態遷移イベントについて、同じ状態を起点と

する状態遷移イベントにまとめると、次の三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1-０,E1-1,

　　E1-２)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３-０,

　　E３-1,E３-２)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」

この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える状

態遷移イベントを除外すると、９個のネットワークテスト環境

が必要になる。除外について具体的に説明する。「名前解決 (E２,

E３-０,E３-1,E３-２)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

四つの名前を準備すればよいから、除外できる。準備する四つ

の名前は、IP アドレスを取得できない名前、IPv４アドレスのみ

取得できる名前、IPv４アドレスと IPv６アドレスを取得できる

名前および IPv６アドレスのみ取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信不能 (E０)」

と「接続失敗 (E４)」は、従来環境と同様に、テストを行うには、

手動でケーブルを抜けばよいから、除外できる。残った「通信可

能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」は、

除外できない。この結果、テストを行うには、「通信可能 (E1-０,

E1-1,E1-２)」と「接続成功 (E５-０,E５-1,E５-２)」の組み合わせ

が必要となる。

2.4  ネットワークテスト環境の課題
　準備するネットワークテスト環境の数が増えると、ソフトウェア

テストでは、次の二つの作業で手間が増えるという課題がある。

(1) テスト環境を準備する際の、ネットワークテスト環境を設定

　  する作業

(２)テストを行う際の、ネットワークテスト環境を切り替える作業

　前者について、IPv４/ IPv６混在環境では、９個のネットワー

クテスト環境を設定する。手作業で設定を準備すると、ネット

ワークテスト環境に、誤った設定が混入するリスクがある。

　後者について、IPv４/IPv６混在環境では、従来環境にはな

いネットワークテスト環境を切り替える作業がある。この作業

について説明する。従来環境では、一つのネットワークテスト環

境なので、ネットワークテスト環境を切り替える作業はない。し

かし、IPv４/IPv６混在環境では、ネットワーク環境条件に応じ

てネットワークテスト環境を、切り替える必要がある。ネット

ワークテスト環境を切り替える手法は、次の２通りがある。

● ネットワーク環境条件毎に用意したネットワークテスト環境

　を手動で切り替える。

● ネットワークテスト環境の機器の設定を手動で変更する。

このように、手作業に頼ることになる。

　ネットワークコントローラの役割は、図４に示すように、テス

ト実行ツールとネットワーク機器の間を仲介することである。

なお、テスト実行ツールを使わない場合、ネットワークコント

ローラは、Webブラウザからアクセスすることで、手動で操作

できる。ネットワークコントローラは、次のような仲介をする。

(1) テスト実行ツールは、ネットワークコントローラにネット

　   ワークテスト環境の変更を要求する。

(２) ネットワークコントローラは、ネットワーク機器とのコマン

　  ド群のやりとりに変換する。

(３) ネットワークコントローラは、テスト実行ツールに変更完了

　  を応答する。

図４　ネットワークコントローラの役割

　テスト実行の流れは、図５のようになる。次の①～⑨の手順

でテストできる。

①テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境への変更を要求する。

②ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

変更し、テスト実行ツールに変更完了を応答する。

③テスト実行ツールは、ネットワークコントローラに、テスト

したいネットワークテスト環境になったか確認する。

④ネットワークコントローラは、ネットワーク機器の設定を

確認し、テスト対象端末に現在のネットワークテスト環境

が何かを応答する。

⑤テスト実行ツールは、テスト対象端末に、IP アドレスの設

定を取得する操作をする。

⑥テスト対象端末は、IP アドレスの設定を、ネットワーク機

器から取得する。

⑦テスト実行ツールは、テスト対象端末がテストしたい IP ア

ドレスになったか確認する。

⑧テスト実行ツールは、テスト対象端末で、テスト対象ソフト 

ウェアのテストを実行する。

⑨テスト対象ソフトウェアは、IP 通信に関するテストをする。

図５　テスト実行の流れ

3.2  ネットワーク環境・制御システムの効果
　本システムは、ネットワークテスト環境の「設定」と「切り替

え」を支援する。

　前者について、本システムは、「テスト環境を準備する際の、

ネットワークテスト環境を設定する作業」を簡単にする。本シス

テムは、ネットワークテスト環境の設定を支援する機能を持っ

ている。この機能を利用するには、「IPv４および IPv６で通信

可能」と「IPv４および IPv６で接続成功」を組み合わせた設定

だけを用意すればよい。本システムは、用意した設定を基に、他

の組み合わせのネットワークテスト環境を自動的に作成する。

　後者について、本システムは、「テストを行う際の、ネットワー

クテスト環境を切り替える作業」を簡単にする。本システムは、

ネットワークテスト環境の切り替えを支援する機能を持ってい

る。この機能は、テスト実行ツールからネットワークコントロー

ラにネットワークテスト環境の変更を要求し、必要なネット

ワークテスト環境に切り替える。つまり、テスト担当者がテスト

を行う時は、ネットワーク機器のコマンドを知る必要がない。そ

して、手動で行っていた「通信不能 (E０)」や「接続失敗 (E４)」な

どのネットワーク環境条件について、本システムで、ネットワー

クテスト環境を用意すれば、手作業を減らすことができる。さら

に、テスト実行ツールを利用することで、ネットワーク環境条件

の違いを網羅したテストを自動化できる。

　なお、本システムは、プロトタイプを開発し社内で評価中であ

る。プロトタイプでは、「通信不能 (E０)」のネットワークテスト

環境、および「通信可能 (E1-０,E1-1,E1-２)」と「接続 (E４,E５-０,

E５-1,E５-２)」を組み合わせたネットワークテスト環境を提供で

きる。あるソフトウェアでは、「IPv４および IPv６で通信可能

4.  おわりに
　本システムを利用することで、評価対象のソフトウェアが動

かない場合があることが分かった。このような問題による事故

を未然に防ぐため、IPv４/IPv６混在環境で利用するソフトウェ

アは、どのようなネットワーク環境条件で、どのような挙動にな

るのかを把握しておく必要がある。

　本システムのプロトタイプの評価では、テスト実行ツールを

使ってテストをする際に、課題があることが分かった。たとえ

ば、OS の問題で予期しないテスト結果になった場合、OS の

IPv６実装に関する特徴に対応したテスト・スクリプトにする

必要がある。この件については、何かしらの仕組みで補助でき

ないかを検討したい。
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2.  IPv４/IPv６混在環境の
     ソフトウェア・テストケース
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接続成功
(E5)S2

接続中

接続失敗 (E4)

S3
通信中

通信不能 (E0)

　通信可能 (E1)
　/名前解決S0

待機中
E1-0

E1-1

E1-2

E3-0,E3-1

E3-0

E3-1

E3-2

E3-1,E3-2

E3-2(S1-0)
E3-0(S1-2) E5-2(S2-0)

E5-0(S2-2)

E5-0,E5-1

E5-0
E5-1,E5-2

E5-1,E5-2

S1-0

S1-1

S1-2

S2-0

S2-1

S2-2

表３　IPv４/IPv６混在環境のテストケース
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(S0,E0,S0)

(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E2,S0)
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(S0,E1-1,S1-1)(S1-1,E3-1,S2-1)(S2-1,E4,S0)
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(S0,E1-0,S1-0)(S1-0,E3-0,S2-0)(S2-0,E5-1,S3)
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図１　従来環境の状態遷移図
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S1
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S2
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表1　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移イベント詳細

通信

可能

名前

解決

成功

接続

成功

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

IPv4のみ

IPv4およびIPv6

IPv6のみ

E1-0

E1-1

E1-2

E3-0

E3-1

E3-2

E5-0

E5-1

E5-2

端末にIPv4アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

端末にIPv4アドレスおよびIPv6アドレスを
設定するネットワーク環境条件

端末にIPv6アドレスのみを設定する
ネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv4アドレスおよび
IPv6アドレスを取得できるネットワーク環境条件

接続先の名前からIPv6アドレスのみを
取得できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスのみに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスに
接続できるネットワーク環境条件

接続先のIPv6アドレスのみに接続できる
ネットワーク環境条件

　IPv４/IPv６混在環境の状態遷移を図２に示す。IP アドレス

がない場合と IP アドレスがある場合で、違う状態に遷移する

点については、従来環境と同様である。従来環境との違いは、二

つある。一つ目は、状態の遷移を示す線が、従来環境の２本に対

して、IPv４/IPv６混在環境では４本または６本になることであ

る。二つ目は、「名前解決中 (S1)」と、「接続中 (S２)」の中に三つ

の状態があることである。

3.  ネットワーク環境・制御システム
　本章では、本システムについて説明する。本システムは、テス

トする IPv４/IPv６混在環境を模擬したネットワーク環境を制

御するシステムである。このシステムは、前章で提示した IPv４

/ IPv６混在環境でのテストケースを行える。そして、ネットワー

クテスト環境の課題を軽減する。

3.1  ネットワーク環境・制御システムの仕組み
　本システムの構成は図３のようになる。この構成要素につい

て説明する。本システムは、テスト対象端末と接続先端末の間

に導入する。本システムには、ネットワークテスト環境を模擬す

るためのネットワーク機器と、ネットワーク機器を制御するた

めのネットワークコントローラがある。テスト対象端末のテス

ト実行ツールは、テスト対象ソフトウェアのテスト実行を自動

化する。また、テスト実行ツールは、ネットワークコントローラ

を使って、ネットワークテスト環境を切り替える。テスト対象ソ

フトウェアは、ネットワーク機器を通して、接続先ソフトウェア

に接続する。

図３ 　ネットワーク環境・制御システムの構成
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いから、除外できる。準備する二つの名前は、IP アドレスを取得

できない名前と、IP アドレスを取得できる名前であり、一つの

ネットワークテスト環境で準備できる。そして、「通信可否 (E０,

E1)」と「接続 (E４,E５)」は、テストを行うには、手動でケーブル

を抜き挿しすればよいため除外できる。

2.2  状態遷移図の全パスを網羅するテストケース
　従来環境と IPv４/ IPv６混在環境の状態遷移図の全パスを

網羅する場合のテストケース ( すべての遷移パスを通るテスト

ケース ) を検討する。テストケースは、(S０,E1,S1)(S1,E２,S０)

のように表記する。括弧で囲んだ (S０,E1,S1) は、一つの状態

遷移を示している。これは、状態 S０で状態遷移イベント E1が

発生して状態 S1に遷移することを意味する。同様に (S1,E２,

S０) は、状態 S1で状態遷移イベント E２が発生して状態 S０

に遷移することを意味する。この表記は、括弧で囲んだ状態遷

移を数珠つなぎにすることで、一連の状態遷移を表現してい

る。これを一つのテストケースとする。

　従来環境のテストケースは４通りである。これは、従来環境の

状態遷移図(図1)から、全パスを網羅するテストケースである。

このテストケースの内訳は、表２のようになる。

　IPv４ /IPv６混在環境のテストケースは３４通りである。これ

は、IPv４/IPv６混在環境の状態遷移図 ( 図２) から、全パスを

2.3  ネットワークテスト環境の準備
　さて、テストケースの増加に伴い、IPv４/IPv６混在環境のテ

ストでは、従来環境に比べ準備するネットワークテスト環境の

数が増えることを説明する。まず、本稿で提示するテストケース

を行うために準備が必要なネットワークテスト環境の数を示

す。以下で説明するように、従来環境では一つのネットワークテ

スト環境を準備する。これに対し、IPv４/IPv６混在環境では

９個のネットワークテスト環境を準備する。

　従来環境におけるネットワークテスト環境の数の算出過程

を示す。従来環境の状態遷移図 ( 図１) で示した状態遷移イベ

ントについて、同じ状態を起点とする状態遷移イベントにまと

めると、次に示す三つになる。

　①通信可否：「通信不能 (E０)」と「通信可能 (E1)」

　②名前解決：「名前解決失敗 (E２)」と「名前解決成功 (E３)」

　③接続：「接続失敗 (E４)」と「接続成功 (E５)」

　この中で、一つのネットワークテスト環境でテストを行える

状態遷移イベントを除外すると、一つのネットワークテスト環

境でテストを行える。除外について具体的に説明する。「名前解

決 (E２,E３)」は、テストを行うには、二つの名前を準備すればよ

(E1-1)」かつ「IPv６のみで接続成功(E５-２)」といったテストケー

スで、接続できないという結果になった。本システムを用いて、

IPv４/I Pv６混在環境で、評価対象のソフトウェアが動かない場

合があることを検出でき、本システムの有効性を確認できた。

網羅するテストケースである。このテストケースの内訳は、表３

のようになる。

1

2

3

4

(S0,E0,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E2,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E4,S0)

(S0,E1,S1)(S1,E3,S2)(S2,E5,S3)

テストケース


