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テストプロセスは、開発したソフトウェアの品質を最終的に

保証するために、運用に支障がないことを確認し、サービスイ

ンの可否を判断する工程である。テスト実施には、業務知識・

プログラミング知識・検証技術など様々なスキルが必要であ

る。昨今の技術者は技術の進歩や要求の多様化・高度化に追随

することに追われ、検証技術を身につける余裕がなくなってい

る。また、ソフトウェア開発の期間は短くなり、設計・製造の

遅れがテスト工程のスケジュールを圧迫することが多くなって

いる。信頼性の高いソフトウェアを適正な価格でお客さまに提

供し続けるためには、テスト工程を必要最小限のコストで確実

に実施できる仕組みを作る必要がある。

2.1 テストプロセス改善の課題
品質を保証する仕組みを作るにあたり、ソフトウェアのテス

トプロセスに関して３つの課題をもっていた。

（1）テスト方法の標準化

プロセスを標準化することである。当時、テスト項目

の設計、テスト完了の基準などについてバラツキがあり、

マネージャから品質や進捗が見えにくい状態にあった。

1. はじめに

2. テストプロセス改善活動

概要
当社で実施したテストプロセス改善活動の概要と成果について報告する。

テスト方法の標準化、テストに関する研修やガイドの整備、テストノウハウの蓄積を実現するために

テストプロセスの改善活動を実施した。活動内容は、外部講師による研修の実施、当社の実情にあった

研修コースの企画・実施、CFD実践ワークショップの開催、CFD実践ガイドの作成、普及活動の支援で

ある。CFD実践ガイドでは、テスト設計技法である「CFD技法」、プログラムの設計・製造とテスト設

計を並行して実施する「複式設計」の2つの考え方を取り入れてプロセスを改善した。その結果、品質

および工数に改善効果を得られた。

ソフトウェアテストプロセスの改善
Software Test Process Improvement
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「単体テスト１００%完了」という報告を受けて、レビュー

するとバグが判明し、解決まで１週間以上を要した、とい

う例もあった。単体テスト中のプロセス、成果物、進捗

が見えないことが課題となっていた。

（2）テストに関する研修やガイドの整備

適切に研修を行い、テストの設計・実施・レビューの

よりどころとなる基礎知識を身につけることである。テ

スト工程はプロジェクトの終盤にあり、納期に追われ、

時間が限られた中で実施せざるをえない。このため、プ

ロジェクト期間内に若手の研修時間を確保するのは難し

くなってきている。特に、仕様変更や設計変更が開発期

間の終盤になって発生すると、テストは人海戦術で実施

されるようになり、ノウハウを持っていない若手が投入

されることも多い。

（3）テストノウハウの蓄積

属人化してしまっているスキルを体系化することであ

る。ベテランは、テストに必要なノウハウを過去の経験

より身につけており、テストの勘所をしっかりと押さえ

ている。ところが、若手はそうとも限らない。このよう

なスキルの異なる担当者がテストを実施すると、品質に

バラツキがでてしまい、製品の品質が低いレベルに抑え

られてしまう。このバラツキをなくすためには、新人か

ら初級システムエンジニアの誰もが上級システムエンジ

特集2 プロセス改善
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③各本部主催のデバッグ工学研修

開発した研修コースを各本部で実施し、リーダクラス

約４００名が受講した。研修のなかで以下の意見があがった。

実践向きでない

概念的すぎる。

簡単な問題ならば解けるが現場では使えない

④CFD実践ワークショップ

より実践的なケーススタディを作り、現場で使ってもらえ

るようにするため、CFD実践ワークショップを開催した。

ワークショップでは「効率的なテストの実施と品質の追求」

を旗印として以下の作業をおこなった。

実プロジェクトへのCFD適用、経験の蓄積・共有

実践的な立場からCFD技法の適用方法や課題の討議

実践に役立つアウトプットの作成

たとえば、効率的テストと品質追求のためのテスト設

計標準、事例集やテスト研修教材（実践編）など。

ワークショップは全社展開を前提とした取り組みである

ため、その活動状況や成果物を公開し、議論の輪を拡大。

⑤CFD実践ガイドの作成

ワークショップの成果をもとにCFD技法と複式設計とを

組み合わせたガイド「CFD実践ガイド」を作成し、現場の

テストに適用することにした。（複式設計の概要については

補足説明Bを参照。）

3.1 プロセスの改善
今回、CFD技法を適用するにあたって、テストプロセスに

２つの工夫を行った。CFD技法を適用した新しいプロセスは

図３のとおりである。

（1）プログラム作成前のCFD作成

CFD技法を適用した新しいプロセスでは、デバッグモ

ニアと同じようなスキルを身につけることができるよう

にスキルを体系的にまとめる必要がある。

改善活動を開始するにあたり、上記３つの課題を意識し、プ

ロジェクトのリーダー、サブリーダークラスに対して研修を実

施し、そのノウハウを新人～５年目の若手に展開する手法を採

用した。

2.2 テストプロセス改善への取り組み
テストプロセス改善は組織的な取り組みが必要である。そこ

で、品質を改善するために当社がおこなっている品質改善活動

（ iQi 活動: INTEC Quality Improvement Initiative）のなか

で取り組むことにした。iQi 活動は技術・営業統括本部の iQi

推進担当、各地区本部・事業本部の本部 iQi 担当や各部所の部

所 iQi 担当、部所メンバーが協同し、図１に示す体制で実施し

ている。

テストプロセス改善では図２に示す活動を実施した。時系列

にそって活動内容と結果を簡単に説明する。

①テスト&レビュー研修

２００２年３月～６月、外部講師による研修を実施し、約１００

名が受講した。数ヵ月後に追跡調査を行ったところ、知識を

得ただけで実践している者が少なかった。実践していない理

由は以下のとおりであった。

実務に適用しにくい

ひとりでは実践しにくい

研修だけでは理解が不足している

②研修コース開発

テストケースを設計するCFD技法を社内に広めるため、

講師（２０名、キーマン）の育成と研修の本格展開とを目的

として研修コースの開発に着手した。（CFD技法の概要につ

いては補足説明Aを参照。）

社長 

技術・営業統括本部 iQi推進担当 

地区本部・事業本部 

○○部 

本部 iQi 担当 

◎◎部 

マネージャ 

部所 iQi 担当 

メンバー 

生産技術 
品質管理 
PMO
技術研修 

日々の報告・連絡・相談 
年 2回の定期ミーティング 

日々の報告・連絡・相談 
月1回の定期ミーティング 

図１　iQi活動の推進体制
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図２　テストプロセス改善活動の歩み

3. テストプロセスの改善内容
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図３　CFD技法と複式設計を採用した開発プロセス（一部）

所を洗い出し、詳細設計にフィードバックした。

さらに、毎週１回、CFDの合同レビュー会を実施した。

このレビュー会では、CFD作成時の課題を相談しながら

解決した。たとえば、次のようなことを実施した。

図の描き方の標準化

仕様書をその場で分析して描いた図の正しさを検証

プログラミング方法の指導

プログラムとCFDの関係の明確化

品質保証のあり方の確認（例：プログラミング規約、

プログラムレビューの位置づけなど）

デルの基本形である「複式設計」を採用している。今回、

プログラマはシステムエンジニアから詳細設計を受け

取った段階で、仕様を分析してCFDを作成し、テスト項

目を設計することで二重化した。

（2）CFDレビューの実施

新しいプロセスでは、レビュー会も組み込んだ。レ

ビューでは作成したCFDを利用して、詳細設計の作成者

であるシステムエンジニアとCFDの作成者であるプログ

ラマとで認識をあわせることとした。システムエンジニ

アがCFD作成基準を明確にし、プログラマはその基準に

沿ってCFDを作成し、作成したCFDの妥当性を判断する

こととした。レビューでは、設計仕様の漏れや曖昧な箇

3.2 テスト技法適用ガイドの整備
CFD技法を適用するにあたり、全社的に１日コースの「デ

バッグ工学研修」を実施した。デバッグ工学研修の目的は技法

の普及であり、テストの概念や目的を理解し、技法への取り組

みのきっかけを与えることにあった。

その後、CFD技法に興味をもつメンバーと半年かけて

「CFD実践ワークショップ」を開催した。ワークショップは毎

月１日実施し、全６回でCFD技法の適用方法を検討した。午前

中はテスト技法についての理解を深めるために松尾谷氏（デバッ

グ工学研究所）から講義していただいた。午後は実際のプロ

ジェクトで作成した仕様書をもとにCFD技法を利用したテスト

項目の洗い出し方を検討した。最終的には、適用に向けて事例

を１０パターンほど作成し、CFD技法を理解した適用推進者が

各部に２名以上いる状態にした。

ワークショップでの検討結果は「テスト技法適用ガイド」と

してまとめた。ガイドの目次を図４に示す。「VRM

（Variation Rank Matrix）技法」は業務間の組み合わせや連

動を分析し、テストの漏れや重なりを防ぐ技法である。ガイド

の第１部では技法を適用するプロジェクトやフェーズの範囲と

条件を説明している。第２部では技法の効果・実施手順・表記

法などを説明している。第３部では実際の仕様書から作成した

CFDを例示している。ガイドには、技法の位置づけ、技法の

導入によるねらい・効果、図の描き方、適用検討した事例、適

用する際の手順など、検討結果のノウハウを盛り込んだ。作成

したガイドは、部門長向けに説明会を開催し、テスト技法の実

践に向けての合意を得た。

10 SE

詳細設計 

60 PG 5

コーディング 

70 PG 0.5

テスト仕様書作成 

80 PG 2

単体テスト実施 

90 SE 0.5

単体テスト 
結果レビュー 

20 PG 0.5

プログラム仕様理解 
40 PG 0.5

同値分割・CFD・ 
ディシジョンテーブル作成 

50 SE 0.5

CFD 
ディシジョンテーブルD

30 SE

テスト構造設計 

Start

詳細設計書 

基本チェック 
リスト 

テスト仕様書 
テストデータ 
説明書 

単体テスト 
結果報告書 

単体テスト 
結果報告書 

プログラム仕様書作成含む 

CFD技法の適用範囲を明確にする 

TR済み 

※SE=システムエンジニア 
　PG=プログラマ 

本タスクでSEの了解を 
もらってから次の工程に入る 

A

An

テスト仕様書 
テストデータ 
説明書 

CFD 
ディシジョン 
テーブル 

End

テストデータは、 
限界値・境界値を 
考慮して作成する。 

TR済み 

曖味な仕様、仕様漏れの発見と 
フィードバック 

CFD 
ディシジョン 
テーブル 

CFD 
ディシジョン 
テーブル 

作業No. 担当 

作業名 

1機能あたりの目安期間（日） 
（事例6を実施した場合の参考値） 

凡例 

複式設計の 
考え方を 
採用 

CFD 
レビューを 
実施 

プログラム 
仕様メモ 

テスト構造図 

Al

プログラム 
仕様メモ 

テスト構造図 

Al

ソースコード 



60

効果検証を目的として２００４年２月～９月におこなわれた３つ

のプロジェクトで開発したプログラムの一部に複式設計と

CFD技法を適用した。プロジェクトの特徴および適用したプ

ログラムは以下のとおりである。

（1）プロジェクトA：２００４年３月～８月に行われた１０人月程

度のプロジェクト。ERPパッケージソフトにアドオンす

るプログラムに適用。

（2）プロジェクトB：２００４年５月～９月に行われた５０人月程

度のプロジェクト。生産管理パッケージソフトに対して

アドオンするプログラムの新規開発部分に適用。

（3）プロジェクトC：２００４年２月～９月に行われた３０人月程

度のプロジェクト。カスタムメイドの業務専用ソフトの

バッチプログラムと状態遷移のあるプログラムに適用。

各プロジェクトの成果物の品質と工数とを表１に示す。プロ

グラマが１つの機能を開発するとき、CFDを作成して仕様理解

と単体テストケースの洗い出しに１日かけると、平均で、３日

の手戻りをなくし、３件のバグと１件の仕様漏れを防ぐことが

できるという結果となった。

4. テストプロセス改善効果

それ以外に以下の定性的な効果があった。

（1）テストケース設計基準の統一

テスト技法適用ガイドとそれにもとづくデバッグ工学

研修の実施、およびテストレビューによりテスト設計の

基準を高いレベルにそろえることができた。これにより、

テストケースの削減、単体テストの工数・品質を予測す

ることが可能となった。

（2）コミュニケーションの促進

CFD技法という共通の表記法、テストレビューやレ

ビュー会によりメンバー間の意思疎通がとれた。

（3）仕様漏れ、曖昧箇所の早期発見

テストレビューという形でシステムエンジニアとプロ

グラマがコミュニケーションをとることにより、仕様の

曖昧な箇所、仕様漏れを早期に発見でき詳細設計にフィー

ドバックすることができた。これにより詳細設計書の品

質を向上でき、無駄な手戻りを防ぐことができた。

（4）技術交流

若手とベテラン、部所間の技術交流が活発になり、相

互に刺激を受けた。これにより、自己啓発のきっかけが

生まれた。

ライン部門とスタッフ部門が協力して新しい技法を取り入

れ、仕事のやり方を改善した。今回の活動では、以下の4つの

点に気付かされた。

（1）作成中の仕様書でCFDを作ってもらい、相談に乗る形式

がよい。

（2）忙しくて作ってもらえない場合、支援者が途中まで作り、

ヒントにしてもらう。

（3）週１回の相談会でフォローする。

（4）工数のムダを避けるため、簡単なフローはできるだけ描

かない。

この活動の中でライン部門とスタッフ部門とが協力して業

務プロセスの改善を「成功させるための四箇条」といえるも

のが見えてきた。

現場の実例を

自分でやって

フォローする

適用 [する/しない] は現場の事情を最優先

観点 
品　質 

（プログラム） 
品　質 

（ 仕 様 ） 
工　数 

（ 開 発 ） 
工　数 

（バグ対応） 
工　数 

（トータル） 

総合テスト以降の残存バグ数 2件 

0.5件 

6人日 

0.6人日 

6.6人日 

5件 

2.0件 

5人日 

4.2人日 

9.2人日 

40％減少 

75％減少 

20％増加 

86％減少 

28％減少 

結合以降の残存バグのうち 
原因工程が基本設計、詳細設計の数 

単体開発の工数 

バグ収束までの実績工数 

工数（開発＋バグ対応） 

計算方法（1機能あたり） CFD適用 従来のやり方 効果 

表１　複式設計とCFD技法の適用効果

5. おわりに

■第１部　開発プロセスとテスト技法の適用範囲 
第１部では、開発プロセスの概要を説明した上で、各テスト技法の適用範囲を明確にする。 

□開発プロセスの概要……………………………………………３ 
□テスト技法の適用範囲と条件…………………………………６ 
■第２部　ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の実践に向けて 
第２部では、テスト技法のうち、ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の実践に必要な内容を説明する。 

□ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の特徴と導入効果…………………１２ 
□ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の実施手順…………………………１７ 
□ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の表記法……………………………２２ 
□キーワード解説…………………………………………………３５ 
□ＦＡＱ……………………………………………………………３８ 
■第３部　ＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法の実践例とその評価 
第３部では、参考となるよう、実際の仕様書をもとにしたＣＦＤ技法・ＶＲＭ技法のサンプルを例示する。 

□適用事例…………………………………………………………別冊 
□参考資料…………………………………………………………別冊 

図４　テスト技法適用ガイドの目次
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よりよいサービスをお客さまに提供できるよう、スタッフ

としてこの四箇条にしたがって当社の業務プロセスを改善し

ていきたいと考えている。
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CFD技法と複式設計について簡単に説明する。詳細につい

ては参考文献（４）を参照のこと。

補足説明A. CFD技法
CFD技法は１９８８年に松尾谷徹氏（当時NEC社）が開発し

たテスト設計技法であり、Case Flow Diagram（原因流れ

図）の頭文字をとっている。同値分割、原因流れ図、デシジョ

ンテーブルといった伝統的なテスト技法を実践の立場で体系

化したブラックボックスのテスト設計技法であり、仕様から

テストケースを洗い出す。論理や機能を中心としたテストを

対象とした単体・結合テスト向けの技法である。

CFD技法では、次の３つの考え方を利用してテスト項目を合

理的に削減する。

（1）プログラムの誤りは条件分岐や条件の境界値で起こりや

すいという特徴をもっている。そこで、プログラムへの

入力を同値類の集合として扱い、テストすべきサンプル

を選定することによりテスト項目を減らす。境界値で機

能が正しく実行されることを重点的に確認するようにテ

ストケースを作成する。

（2）出力の同値類を次の処理につながる有効系と次の処理に

つながらない無効系とに分け、有効系の組み合わせを中

心にテストし、無効系同士の組み合わせのテスト項目を

減らす。

（3）探索理論を応用してプログラムの検証範囲を狭め、各担

当者の検証粒度を揃えることで、項目の重複や漏れをな

くし、テスト項目を減らす。

単体テストという言葉を使ったときに、「単体」の範囲を明

確に定義するのは難しい。CFDの作成はプログラム（実行単

位）やモジュール（コンパイル単位）という単位ではなく、

いくつかの条件の組み合わせで表現できる範囲である。プロ

グラムやモジュールは複数のCFDで表現し、テストを設計す

ることが一般的である。

また、CFD技法はブラックボックス手法であるため仕様に

明記されていない機能はテストできない。このため、プログ

ラムのウォークスルーやチェックリストなどと組み合わせて

品質を保証する必要がある。

図５に示した仕様からCFD技法により単体テスト仕様を作成

する手順を簡単に説明する。

補足説明
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（1） CFDを作成する（図６）。

（1.1）仕様から原因と結果を取り出す。

（1.2）原因を同値集合に分ける。

（1.3）結果を同値集合に分け、有効系・無効系を決める。

（1.4）幹線（有効系に流れる）のフローを結ぶ。

（1.5）支線（無効系に流れる）のフローを結ぶ。

（2） デシジョンテーブルを作成する（図７）。

（2.1）原因と結果を記入する。

（2.2）フローをたどり、原因と結果に「１」を記入する。

（2.3）原因同値の境界値を記入する。

（2.4）すべての原因同値がテストされることを確認する。

（3） 単体テスト仕様を作成する（図８）。

（3.1）デシジョンテーブルの列ごとにテストケースとする。

（3.2）具体的なテスト入力を設計する。

（3.3）予想結果を記入する。

（3.4）経験やチェックリストからテストケースを追加する。

結合テストでは組み合わせの爆発を防ぐため、結果をまと

める（ズームアウト）。特に、次の処理につながらない無効系

の結果はひとつにまとめられるようにモジュールを設計する。

会員情報の登録・変更・抹消、パスワード再通知の結合テス

ト仕様を設計するときのCFDを図９に示す。

：原因 ：結果 

パスワードの登録時に利用者から入力されたパス
ワードが正しいか否かを判定する部品（CHKPSW）を
作成せよ。パスワードの仕様は次のとおりである。 

1. パスワードは、6文字以上、12文字以下でな
ければいけない。 

2. 文字種は、英数字から構成される。 
　（記号が含まれていないこと） 
3. 数字のみから構成されてはいけない。 
4. 英字のみから構成されてはいけない。 

関数  CHKPSW（str）のstrはチェックする文字列である。 
妥当なパスワードであれば1を返却し、誤りならば-1
を返却する。 

図５　与えられた仕様

結果（有効系） 

結果（無効系） 

原因同値 

原因 
幹線 

支線 

図６　単体テストのCFD

1本のフロー（幹線）に対応 

図７　単体テストのデシジョンテーブル

ディシジョン 
テーブルの 

1列目から作成 

経験から追加 

2列目から作成 

3列目から作成 

経験から追加 

4列目から作成 

5列目から作成 

6列目から作成 

文字数の境界
値が複数あり、
同時にテストで
きない。そのた
めテストケース
も複数設計し
た。 

予想結果は 
事前に記入 
する。 

図８　単体テスト仕様

ズームアウト 
結果をまとめて組み合わせ
の爆発を防ぐ。特に、無効
系の結果はひとつにまとめら
れるようにモジュールを作成
する。（プログラミングの掟） 

論理単体テスト済みのモジュール、 
他のモジュールも論理単体テスト済み 

図９　結合テストのCFD
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CFDを編集するエディタをJava言語で開発している。現在

のバージョンは０.１（プロトタイプ）であり、CFDの作成・編

集が可能である。つぎのバージョンではデシジョンテーブル

を作成する機能などを追加したい。なお、本稿のCFDはこの

ツールにより作成した。

補足説明B. 複式設計
詳細設計書をもとに、プログラムを作成するプログラム設

計・製造と、テスト仕様を作成するテスト設計とは同等であ

り、並行して実施するという考え方を「複式設計」と呼んで

いる（図１０）。会計で使われている複式簿記ではおなじ項目を

「貸方」と「借方」の両方につけ、最後に検算することにより

誤りを少なくしてきた。これとおなじように、ソフトウェア

開発でも検算が重要である。プログラム設計・製造と並行し

てテスト設計し、両者を検算することにより誤りを少なくす

ることができる。①テスト設計では、機能を定義した詳細設

計書をもとにテスト入力と予想出力とを設計する。②つぎに、

テスト入力からテストデータを作成する。③つぎに、プログ

ラムを実行して実行結果を得る。④最後に、予想出力と実行

結果とを比較してプログラムの正誤を判定する。

同じ仕様に対して、異なったチ－ムが異なった言語で開発

したN個のソフトウェアシステムを同時に動かし、出力が異なっ

た場合にはシステムを止めたり、出力を多数決で決めたりす

るN-バージョンプログラミングという考え方がある。N-バー

ジョンプログラミングでは通常の開発方法と比べると数倍の

コストがかかる。複式設計ではコストをおさえて誤り率を小

さくできる。

また、TDD（Test Driven Development）と呼ばれるテ

スト設計を意識した開発手法がある。TDDはストレスが増加

するとテストの実行が減少し、プログラムの誤りが増加する。

誤りが増加するとストレスがさらに増加するというデススパ

イラルに陥る。これを防ぐためには、（自動）テストを先に考

えないといけないと主張している（文献５）。複式設計では、

プログラム設計・製造とテスト設計とを並行し、検算するこ

とによりプログラムの誤りが少なくなると主張している。

テスト実施 

実行結果 

詳細設計 

プログラム 
設計・製造 

テスト設計 
テスト仕様書 
（テスト入力＋ 
予想出力） 

テスト報告書 

詳細設計書 

実行結果 テストデータ 

プログラム 

比較 
① 

② 

③ 

④ 

図１０ 複式設計


