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1. はじめに 

ソフトウェアテストシンポジウム(JaSST)は来年 2012 年 1 月で開催 10 周年、また

Developers Summit(デブサミ)も同じく 2月で 10周年を迎えるそうです。2000年に入って

組織の壁を越えたソフトウェア技術者のコミュニティ活動が活発になり、この数年さらに

活発になってきたように感じます。Blog、各種 SNS、twitterなどコミュニケーション手段

の進化も活動の活発化を促進しているのでしょう。 

日本のコンピュータ産業の歴史において、業界横断の活動としては、国家主導すなわち

通商産業省のコンピュータ産業育成政策の推進の一環で1958年に発足した日本電子工業振

興協会(電子協)によるものが最初だと思われます。電子協はコンピュータメーカを目指す会

社を会員とし、各社のコンピュータを集めた計算機センターの設置、各種の調査活動、さ

らにソフトウェアの共同開発なども推進しました。トップダウンによるものではあります

が、この分野のコミュニティ活動の嚆矢と言えるのではないでしょうか。 

ソフトウェア品質技術の歴史においても、いろいろなコミュニティの活動が技術の発展

に寄与してきました。今回はソフトウェアの品質やテストに関するコミュニティの歴史を

紹介します。 

2. ソフトウェア品質技術コミュニティ事始め 

(1) 日本電子工業振興協会(電子協) 

電子協ではソフトウェアの品質技術に関する調査活動も実施されています。国内の図

書館の目録の検索結果から1970年代に以下のソフトウェアの信頼性に関する調査報告書

が発行されていることが分かりました(残念ながら私は内容未確認)。 

1974年「ソフトウェアの信頼性に関する調査」(国際動向専門委員会報告書) 

1976年「ソフトウェア信頼性に関する調査－設計・製造技術と測定評価技術－」(ソ

フトウェア信頼性専門委員会報告書) 

1977 年「ソフトウェア信頼性に関する調査－保守技術とプロジェクト管理技術－」

(ソフトウェア信頼性専門委員会報告書) 

1977 年にはソフトウェアエンジニアリング専門委員会が設置され、各社の委員が協力

して米欧の技術調査を行い「ソフトウェアエンジニアリングに関する調査」の発行を開

始しています。ソフトウェアの品質技術に関しては、1978 年度にテスト支援ツールの調

査(これも私は内容未確認)、1979 年度に米欧の当時の最新文献に基づいてソフトウェア

の生産性の定量的評価、品質特性ごとの定量的評価の定義や尺度がまとめられています

[1] 。これらの報告書は書籍ではないので国会図書館でも所蔵されておらず現在は内容を

確認することができないのが非常に残念です(1979 年度の報告書は筆者所属企業で所蔵)。

私は特に 1978 年度のテスト支援ツールの調査報告を閲覧したいと思っているのですが、

所蔵されている企業などありましたら情報提供いただけると幸いです。 



(2) 情報処理学会 

1960年に情報処理学会が設立されたことは前回ご紹介しました。その後、1970年代に

入ってソフトウェア工学が注目されるようになり1977年に学会内にソフトウェア工学研

究会が設置されています。この研究会では産学の研究者や技術者からソフトウェア工学

に関する研究報告が行われており(研究報告論文は情報処理学会の Web サイト[2]で閲覧

できます)、テスト技術に関しては 1980 年代に原因結果グラフや直交表によるテストな

どが報告されています。 

(3) 日本科学技術連盟(日科技連)[3][4] 

日科技連は 1946年に発足し 1951 年にデミング賞を制定するなど日本の品質管理技術

向上の推進役となっています。ソフトウェアに関する取り組みは 1970年代後半から始ま

り、1980 年にソフトウェア生産管理(SPC)研究委員会が発足しました。[5]によると「こ

れをもって、日本の産業界におけるソフトウェア品質管理の活動が開始されたといって

よい。委員会設立に尽力したのは、菅野文友(東京理科大学＝以下いずれも当時)、水野幸

男(NEC)、吉澤正(筑波大学)、森口繁一(東京大学)、石井康雄(富士通)、花田収悦(NTT)

などそうそうたる顔ぶれであった。」とのことです。 以来、産学官の品質管理推進の専

門家の協力により、SPCシンポジウム(ソフトウェア生産における品質管理シンポジウム)、

セミナー、研究会の開催、ソフトウェアの品質に関する書籍の出版などの活動が進めら

れています。なお、SPC研究委員会は 2007年 9月に SQiPソフトウェア品質委員会と改

称されました。 

(4) 日本品質管理学会 

日本品質管理学会は1971年に設立されました。ソフトウェアに関する活動を学会誌「品

質」の論文掲載状況でみると、ソフトウェアに関する論文の最初は 1981 年 4 月の"ソフ

トウェア生産と TQC"[6]です。1982年 4月にはソフトウェアの品質管理と生産性の特集

[7]が組まれており、日科技連 SPC研究委員会とほぼ同時期に日本品質管理学会でもソフ

トウェア品質への取り組みが開始されています。 

(5) ソフトウェア技術者協会(SEA)[8] 

1980 年 12 月に第 1 回のソフトウェアシンポジウムが開催されました。当時はソフト

ウェア産業振興協会の技術委員会の主催で開催されましたが、1985 年のソフトウェア技

術者協会(SEA)の設立後は SEA主催の技術シンポジウムとして毎年開催されています。 

(6) ソフトウェアテスト技術者交流会(TEF)[9] 

1998年 9月にソフトウェアテスト技術者交流会(TEF:Testing Engineer's Forum)が発

足しメーリングリストをつかった技術交流が始まりました。その後、2003 年 3 月に第 1

回ソフトウェアテストシンポジウム(JaSST)を開催するなど活動の枠を広げ、日本におけ

るソフトウェアテスト技術向上活動の中心となっています。 

3. 日科技連コミュニティと直交表テスト 

実験計画法で用いられる直交表を利用してソフトウェアのテストケースを作成する技法

「直交表テスト」は日本では 1980 年代前半に考案され、米国においては 1990年代に普及

が始まっていますが、この直交表によるテスト技術開発や普及に日科技連コミュニティが

(結果として)一役買っていたことをご紹介します。 

ソフトウェアテストへの直交表の利用は 1983 年頃に富士通で開始され、1984 年の日科



技連の第 4 回 SPC シンポジウムで"実験計画法を用いたソフトウェアのテスト項目設定法

"[10]が報告されました。その後、1980年代後半に他社での適用報告がありましたが大きく

は広がりませんでした。現在のようにわが国の多くの企業で直交表テストが実施されるよ

うになったのは、2003 年になって富士ゼロックスの HAYST 法が発表されてからのことで

す。 

一方、米国では 1992年に AT&T社が直交表を利用したツール(OATS: Orthogonal Array 

Test System)の適用成果を発表[11]して以降、多くの研究者や技術者により直交表や

Pairwiseテストの技法が研究開発され広く活用されるようになりました。AT&T社は 1980

年代初めから田口玄一博士を招いて品質工学(タグチメソッド)の導入に取り組んでいまし

たが、[12]によるとソフトウェアテストへ直交表を適用することは富士通の取り組みを知っ

たのがきっかけのようです。1989 年に日科技連 SPC 研究委員会は第 1 次ソフトウェア製

品品質管理調査団(1SPCT)を組織して初の海外視察を行いましたが、その視察途中、事前に

富士通に説明要請があった AT&T 社 Bellcore を訪問し、富士通の視察メンバー2 名と実験

計画法に暁通されていた視察団長の菅野先生から技術紹介を行ったそうです。私はこの技

術紹介が AT&T社での OATSの開発につながったのではないかと考えています。 

ところで、筆者はソフトウェアテストへの直交表の適用が書かれた最初の文献は富士通

のもの[10]だと思っていたのですが、数年前に 1979年発刊の菅野先生の"ソフトウェア・エ

ンジニアリング" [13]にソフトウェアテストへ実験計画法を適用する旨の記述があることを

知りました。この記述を見たとき、お釈迦様の手のひらの上の孫悟空の心境になりました

が、私はこの実験計画法の適用のアイデアが日科技連 SPCコミュニティで共有され、1983

年～84年にかけて富士通が具体化したということではないかと推測しています。 

直交表テストは日科技連コミュニティで生まれたものと考えてよいと思いますが、その

後は米国で発展・成長したということになります。当時は技術を成長させる点においてコ

ミュニティの力に差があったということかもしれません。現在の日本のコミュニティでは

このようなことはないと信じています。 

 

次回の最終回はソフトウェア品質技術の歴史の辿り方についてお話しします。 
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