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テスト開発方法論有害説？ 

～品質評価の視点から発想するテスト設計の提案～ 

Software Testing Methodology Considered Harmful? / Keizo TATSUMI 

辰巳 敬三 

1111．．．． はじめにはじめにはじめにはじめに    

JaSST/智美塾を起点としてテスト開発方法論の議論が進んでいます。この議論

を通じてテストアーキテクチャなどの新しい概念が提案されつつあり、テストコ

ミュニティで更に議論が深められることが期待されます。また、ここから日本発

のテスト技術が世界に提案されることも大いに期待したいところです。 

一方、30数年前にソフトウェア検査部門に配属されソフトウェア製品の検査や

テストに関わってきた人間から見ると、テスト開発方法論の議論に少し危惧を感

じるところがありますので、このSoftware Testing Maniaxの場をお借りして考

えをまとめてみたいと思います。今後の検討の参考になれば幸いです。 

なお、本稿のタイトルはManiaxの場ということもあり過激に「テスト開発方

法論有害説？(Software Testing Methodology Considered Harmful?)」としまし

た。もちろん、ダイクストラ(Edsger W. Dijkstra)のGo To文有害説のレター"Go 

To Statement Considered Harmful"のもじりです(本稿はまだ自信がもてていな

いので？マーク付き)。決して悪意はないのでご容赦ください。 

2222．．．． 問題意識問題意識問題意識問題意識((((感感感感じているじているじているじている危惧危惧危惧危惧))))    

ある打合せの場で「機能テスト」と「機能性テスト」は別物であるという発言

をして議論になったことがあります。その時には出席の方々の納得が得られるよ

うな説明がうまくできなかったのですが、言いたかったことは次の二つのテスト 

• ある要求を実現する目的で開発された機能に対するテスト(機能仕様に沿っ

て動作を確認するテスト、いわゆる「機能テスト」) 

• それらの機能により、その要求(品質目標)が達成できているか否かを確認す

るテスト(「機能性テスト」などのＸＸ性テスト) 

は異なるものであるということでした。 

このような発言をした背景として、以下のような問題意識があります。 

ソフトウェアテストの目的は大きくは以下の2つであると言ってもあまり異論

は出ないと思います。 

 (1)ソフトウェアのバグや仕様上の問題をみつける 

 (2)ソフトウェアの品質を評価する 

テストを設計する場合、この2つの目的が達成できるように検討する必要があ

りますが、テスト開発方法論の議論の中で後者(2)の議論があまり見られないよう
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に感じています(少なくとも、議論が品質評価から出発していない)。テスト開発

方法論の議論は「バグ／問題をみつける」目的の比重が大きく、またテスト設計

が機能仕様を出発点として発想されることが多いので、結局は機能仕様どおりに

動くか否かのテスト(機能テスト)になってしまう恐れがあります。このことは、

特にシステムテストの議論で感じることが多いように思います。 

これはつぎの原因によるのではないかと考えています。 

• テスト開発方法論という語感から「テストする」という意識が強くなり、「品

質を評価する」意識が不十分になる、あるいは事前に品質評価方法が考えら

れておらず後付けの評価になっている。このためバグ／問題を見つけること

が議論の中心になってしまい、体系的な品質評価の議論にならない。 

• コンポーネントテスト(単体テスト)、統合テスト、システムテストの3つの

テストレベルで考えた場合、全体を組み上げたシステム上での機能のテスト

がシステムテスト工程で行われることになり、システム要件が満足されてい

るか否かを確認する品質評価のためのテストが薄くなってしまう。 

どうも「テスト」というキーワードから議論を始めるところに問題があるので

はないかというのが私の問題意識であり、本稿のタイトルを「テスト開発方法論

有害説？」としたのはこのような危惧の警鐘としたかったからです。 

3333．．．． 機能機能機能機能テストテストテストテスト vs.  vs.  vs.  vs. ＸＸＸＸＸＸＸＸ性性性性テストテストテストテスト    

もう少しこの二種のテストの違いを具体的に考えてみます。 

１） リカバリ機能に関するテスト 

信頼性(回復性)を高めるために開発されたリカバリ機能が、いろいろな条件

できちんと動作できるか否かを確認するのはリカバリ機能に対する「機能テス

ト」です。この機能の開発目的(要件)から考えて、「回復時間」や「復元の有

効性」といったものが目標どおり実現、達成できているか否かを評価するのが

「信頼性(回復性)テスト」です。 

２） 画面操作(GUI)に関するテスト 

利用者の操作を簡便に分かりやすくするためのGUIベースの機能の場合、

GUIの操作に対してきちんと動作するか否かを確認するのは「機能テスト」で

す。GUIベースの機能により、操作ミスが減少したか、操作の問い合わせが少

なくなっているか否かを評価するのが「使用性(理解性、習得性)テスト」です。 

３） トレース機能に関するテスト 

保守性を高めるためにソフトウェア内部のトレース機能を開発した場合、ト

レース情報がきちんと記録されているか否かを確認するのは「機能テスト」で

す。その機能により、ある障害が発生したときに、このトレース機能により問

題解決時間が早まったか否かを評価するのが「保守性(解析性)テスト」です。 
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このように二種のテストは目的が違うので、自ずとテストの内容や方法が異な

ってきます。テスト開発方法論の検討においても、このように分けて考えないと、 

• 運用プロファイルによるテスト 

• SRET (Software Reliability Engineered Testing) 

• ユーザビリティテスト (製品利用者の行動を観察して問題点をみつける) 

• 加速試験 (Fujiフィルムに100年プリントという製品がありましたが、開発

者は経年劣化状況を短時間に凝縮して試験をしたはず。そのソフトウェア版) 

のような品質評価から発想するテスト技術が生まれて来ないと思います。 

4444．．．． 提案提案提案提案    

１） 「テストする」から「評価する」意識への転換 ～品質評価の視点から発想す

るテスト設計～ 

品質モデル、例えばISO/IEC 9126-1(JIS X0129-1)では漠然とした「品質」

という概念を6つの品質特性と各々の副特性に分解して定義しています。テス

トに課せられた使命は、これら品質特性に対して評価結果を出し、その実現度

合いを提示することです。ソフトウェアやプロジェクトの性格によっては、評

価を割愛する品質特性があってもよいと思います。 

これらの品質特性の目標達成度合いを評価する方法として、品質特性に関す

る測定法(メトリクス)が考案されています。ISO/IEC 9126シリーズでは、TR 

9126-2、3、4の3つのTechnical Reportに測定法がまとめられており、日本

ではこれを翻訳した以下の標準仕様書TSが発行されています。 

TS X0111-2 ｿﾌﾄｳｪｱ製品の品質－第2部：JIS X0129-1による外部測定法 

TS X0111-3 ｿﾌﾄｳｪｱ製品の品質－第3部：JIS X0129-1による内部測定法 

TS X0111-4 ｿﾌﾄｳｪｱ製品の品質－第4部：JIS X0129-1による利用時の品

質測定 

テストとは、このような測定法に照らして実際にソフトウェアを動作させて

測定値を得ることであり、テスト設計はこの「ソフトウェアの動作のさせ方」

を考えることです。メトリクスによっては、新たにテスト設計するのではなく、

機能テストの結果を流用してメトリクスを算出するものもあるでしょう。 

テスト設計のポイントは、どの品質特性に関してどのように測定評価するか

(＝メトリクス)を考え、そのメトリクス値の信憑性を高めるためにどのように

ソフトウェアを動作させるか(テストするか)を考えるところです。ここでは、

機能テストは機能性の中の一部の副特性を確認する手段にすぎません。 

前述の「運用プロファイルによるテスト」や「SRET(Software Reliability 

Engineered Testing)」は、まさに信頼性に関するメトリクスの測定値の信憑

性を高めるためのテスト技法と言えると思います。 
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２） 上位概念(V&Vアーキテクチャ)からのテスト開発方法論の展開 

品質特性の実現度の確認手段としては、テストだけでなく当然レビューも含

まれるので、前述１）の提案は「テスト設計」というより「品質評価設計」と

いうことになります。また、テスト設計以前に品質評価の計画がなければなら

ず、テストアーキテクチャはその品質評価計画を実行するために構築されると

いう順番となる筈です。 

すなわち、テストアーキテクチャ(及びレビューアーキテクチャ)以前に品質

評価がきちんと計画されるべきであり、これをV&Vアーキテクチャの設計と

呼びたいと思います。V&Vアーキテクチャの設計では、開発プロセスのどの

フェーズで、どの品質特性を、どういう手段(テスト、レビューなど)で、どう

いう基準で評価するのかを検討することになります。 

３） テストレベルの分割(システムテスト工程の分割) 

規模の大きなシステムの場合、開発部門のテスト工程をコンポーネントテス

ト(単体テスト)、統合テスト、システムテストの3つのテストレベルで分ける

と、システムテスト工程で全体的な機能テストを実施せざるを得なくなると思

います。この場合、システムテスト工程を機能テスト中心の前段フェーズとシ

ステム要件(品質目標)を満足しているか否かの評価テストを行う後段のフェー

ズに分けるのがよいと思います。これにより「バグ／問題をみつける」「品質

を評価する」の二つの目的の両立も図れることになります。 

5555．．．． 参考資料参考資料参考資料参考資料    

(1) 岡崎毅久，ソフトウェア品質特性に基づいたシステム・テスト設計，情報処理学

会研究報告. ソフトウェア工学研究会報告 96(71), 25-30, 1996-07-25，1996 

http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003299637 

※この論文は議論した方から教えていただいたものですが、ほぼ私が思っていたこ

とが書かれていました。 

(2) TS X0111-2 ソフトウェア製品の品質－第２部：JIS X0129-1による外部測定法 

(3) TS X0111-3 ソフトウェア製品の品質－第３部：JIS X0129-1による内部測定法 

(4) TS X0111-4 ソフトウェア製品の品質－第４部：JIS X0129-1による利用時の品

質測定法 

※(2)(3)(4)は、日本工業標準調査会：データベース検索-TS-TR検索 

http://www.jisc.go.jp/app/TPS/TPSO0020.html 

のページで「TS/TR番号からTS/TRを検索」に X0111 を検索して閲覧可能。 

表ー1にTS X0111-2の外部測定法の名称を抜粋したものを示します。 
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表－１ 外部測定法   注)XX性標準適合性は割愛 
測定法の名称

合目的性 機能適切性、機能実装の完全性、機能実装の網羅性、機能仕様の安定性
正確性 期待に対する正確性、計算の正確性、精度
相互運用性 (データ形式に基づく)データ交換性、(利用者による試みが成功する頻度に

基づく)データ交換性

セキュリティ アクセス監査性、アクセス制御性、データ損傷の予防性
成熟性 推定潜在障害密度、試験ケースに対する故障密度、故障解決、障害密

度、障害除去、平均故障間隔(MTBF)、試験網羅性(仕様化した運用シナリ
オ試験の網羅性)、試験成熟性

障害許容性 機能停止回避性、故障回避、誤操作回避
回復性 可用性、平均ダウン時間、平均回復時間、再開能力、復元能力、復元の有

効性

理解性 記述完全性、実演説明アクセス可能性、利用時の実演説明アクセス可能
性、実演説明有効性、機能明確性、機能理解度、理解可能な入出力

習得性 機能の習得容易性、利用時の作業実行のための習得容易性、利用者文
書及び／又はヘルプシステムの有効性、ヘルプアクセス容易性、ヘルプ利
用頻度

運用性 利用時の運用の一貫性、エラー修正容易性、利用時のエラー修正容易
性、利用時のデフォルト値可用性、利用時のメッセージ理解性、エラーメッ
セージ自明性、利用時の運用エラー回復性、利用時の人為的エラー操作
発生間隔、操作取り消し(Undo)可能性(利用者エラー補正)、カスタマイズ可
能性、操作手順削減、身体的アクセス容易性

魅力性 魅力的相互作用、インタフェース外見のカスタマイズ可能性
時間効率性 応答時間、応答時間(応答までの平均時間)、応答時間(最悪の場合の応答

時間比率)、スループット、平均スループット、最大負荷時スループット、ター
ンアラウンド時間、ターンアラウンド時間(ターンアラウンド平均時間)、ター
ンアラウンド時間(最悪の場合のターンアラウンド時間比率)、待ち時間

資源効率性 入出力装置の使用率、入出力装置の負荷限度、エラーに関連する入出
力、平均I/O達成率、入出力装置の使用率の利用者待ち時間、メモリの最
大使用率、メモリエラーの平均発生回数、時間当たりのメモリエラー率、伝
送系の最大使用率、媒体装置の使用のバランス、平均伝送系エラー発生
率、時間当たりの伝送エラーの平均件数、伝送容量使用率

解析性 追跡監査能力、診断機能支援、故障解析能力、故障解析効率性、状態監
視能力

変更性 変更サイクル効率性、変更実施経過時間、修正複雑性、パラメタ利用によ
る修正可能性、ソフトウェア変更制御能力

安定性 変更成功率、修正影響局所化度(変更後故障出現度)
試験性 組込み試験機能の有用性、再試験効率性、試験再開性
環境適応性 データ構造の適応性、ハードウェア環境適応性(ハードウェア装置及びネッ

トワーク設備に対する適応性)、組織環境適応性(組織の基盤に対する組
織適応性)、移植しようとする利用者への利便性、システムソフトウェア環境
適応性(OS、ネットワークソフトウェア及び協力業務ソフトウェアへの適応
性)

設置性 実装の容易さ、設定の再試行の容易さ
共存性 利用可能な共存性
置換性 データの継続使用、機能包含性、利用者支援機能一貫性

品質特性

機能性

移植性

保守性

効率性

使用性

信頼性

 


