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Abstract  Software testing is an essential work to ensure software quality, but at the same time it is very time 
and cost consuming. Test case prioritization is a technique to improve software testing. Although there is a lot of 
work on test case prioritization, only few focus black box testing. Herein a framework is proposed to prioritize 
test cases for black box testing on a new product using the test execution history collected from similar prior 
software. A simulation using two actual products shows the effectiveness and practicality of our framework. 
	 

1.	 はじめに	 

	 テストケースの実行順序はしばしば勘や経験に依存して決定されることがあるが，そのような場合

にはブロッカーバグがテスト実行の後期に発見され，その修正待ちによりテスト実行が遅延するとい

った問題が発生する可能性がある．このような問題に対しては，一般にテスト設計者や実施者の経験

に基づき，「怪しい機能・モジュールからテストを行う」といったテストケースの優先度付けを行って

対処することが多い．しかし，そうした経験に頼った対処法は，優先度付けの判断根拠を明確に示す

ことが難しかったり，新米のテスターが同様の優先度付けを行うことが困難であったりするといった

問題を新たに生じさせてしまう．したがって，定量的な判断に基づき自動的にテストケースの優先度

付けを行うことによって，バグをより早期に発見できるように実行順序を最適化することが望ましい．	 

	 一方で，ソフトウェアテストの外部委託市場は世界的にも拡大が予期されている[1]が，そうした第

三者テストにおいてテストはしばしばブラックボックスに実施される．自動的にテストケースの優先

度付けを行う方法についてはすでに多くの手法が提案されているが，それらはコードカバレッジなど

のソースコードから得られる情報を利用したり[3][4][5]，回帰テストにおいて同一ソフトウェアの過

去バージョンにおけるテスト実行結果を利用したりする[6][7]ものがほとんどであり，ブラックボッ

クスにテストされる新規プロダクトにおいて，始めから優先度付けを行う手法については既存研究に

おいて充分に明らかになっていない．	 

	 そこで我々は，過去の類似プロダクト(以下「類似プロダクト」と呼ぶ)におけるテスト実行結果を

利用して，これからテストを実施しようとしている新規プロダクト(以下「テスト対象プロダクト」と

呼ぶ)のテストケースを，蟻コロニー最適化（ACO）と呼ばれる最適化手法を用いて優先度付けする方
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法を提案する1．	 

	 本研究において我々が設定した Research	 Question（RQ）は以下のとおりである．	 

RQ1 提案手法はテスト対象プロダクトにおいてブラックボックステストの効率を向上させるか？	 

RQ2 提案手法は実用的な時間内で最適化を行うことができるか？	 

	 また，本研究による貢献は以下のとおりである．	 

• ブラックボックステストにおいてテスト実行結果を元にテストケースを優先度付けする最適

化問題を，ACO を用いて解決する枠組みを提案した．	 

• 提案手法を実プロダクトに対して適用し，実用的な時間内で適切に優先度付けができること

を確認した．	 

	 

2.	 背景	 

2.1.	 バグ発見率の重み付き平均(APFD)	 

	 本研究において我々は，「効率的なテスト実行順序」を「より早い段階でバグを多く発見するような

実行順序」であると定義した．このような基準で定量的にテストの実行順序を評価する方法としては，

バグ発見率の重み付き平均(Average	 of	 the	 Percentage	 of	 Faults	 Detected,	 APFD)[3]がよく知られ

ており，本研究でもそれを採用した．	 

	 APFD は下式により算出することができる．	 

	 
ここで，m はバグ数，n はテストケース数，TFiはテストケース群 T の中で i 番目のバグを最初に発見

するテストケースの位置を表す．定義より，APFD は 0 から 1 までの数値を取り，1 に近づくほど早期

にバグを多く発見できていることを表す．	 

	 

2.2.	 蟻コロニー最適化(ACO)	 

	 蟻コロニー最適化(Ant	 Colony	 Optimization,	 ACO)とは，グラフ上でよりよい経路を探索するため

に用いられる探索的最適化アルゴリズムの 1 つであり，以下のような手順からなる[8]．	 

	 

リスト 1.	 蟻コロニー最適化のアルゴリズム	 

1. 頂点と，頂点を結ぶ辺からなるグラフを用意する．	 

2. グラフの上を移動する複数のアリと，各辺の上に分泌されるフェロモンを初期化する．	 

3. 終了条件を満たすまで，以下を繰り返す．	 

a)	 各アリの初期位置として，ランダムな頂点を選択する．	 

b)	 各アリは，辺上のフェロモンと，頂点に関するヒューリスティックな情報に基づいて移動先の

頂点を選択する．	 

c)	 各アリがすべての頂点を 1 度づつ訪れるまで，b)を繰り返す．	 

d)	 最もよい経路を通ったアリが分泌したフェロモンを計算する．	 

e)	 各辺のフェロモンの情報を更新する．	 

4. 最もよい経路を通ったアリの解を出力する．	 

	 

2.3.	 動機付けの例	 

	 ベンダーが自社において開発したソフトウェアに対し，テスト工程の経費削減や第三者による強化

検証を目的として，ソフトウェアテストを専門に請け負うソフトウェアテスト会社へ，テスト業務を

外部委託することを考える．ここで，ソフトウェアテスト会社の 1 つである㈱シフトに所属している

筆者らの経験によれば，外部委託の際には知的財産等を守るためにソースコードを非公開とすること

が多く，ゆえにテストはブラックボックスに実施される割合が高い傾向にある．すなわち，ソフトウ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1本件のアイディアは ICST	 2015 において発表済みである[2]が，それに加え本稿では，手法を評価実験において実

プロダクトへ適用した際の工夫および結果の詳細について報告を行う．	 

(1)	 
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ェアテスト会社は，一定以上の規模を持ち実装が完了した

ソフトウェアに対し，ブラックボックステストのテストケ

ースを作成してテストを実施する．それらテストケースに

は，UI に関するテストやユーザの操作を必要とする機能の

テストなど，手動で実施せざるを得ないテスト項目が含ま

れるため，テストを全て完了するには一般に時間を要する．	 

	 このとき，バグを発見する確率が高いテストケースを優

先的に実行できるようになれば，大部分のバグがテスト実

行の早い段階で見つかり，より早期に開発ベンダーへバグ

情報を伝達できるようになると考えられる．すると，ソフ

トウェア会社としてはソフトウェアの修正待ちに伴うテス

ト業務の遅延が発生する確率が低下し，開発ベンダーとしてもバグ修正スケジュールにゆとりを持つ

ことができるようになるといった効果が見込める．	 

	 このような状況においては，コードカバレッジを用いる[3][4][5]のようなソースコードへのアクセ

スを要求する手法は利用できない．また，テストの初回においては，作成したテストケースに対応す

る実行結果が存在しないため，[6][7]等の回帰テストに対する手法をそのまま用いることもできない．	 

	 

3.	 提案手法	 

	 我々は，節 2.3 で述べた状況においてテストケースの優先度付けを行うための手法を提案する．以

下，節 3.1 において提案手法の概要を示し，節 3.2 から節 3.4 において各技術的手法を選定した理由

や，手法を本問題に適用する際における工夫点といった要素ごとの詳細を述べる．	 

	 

3.1.	 概要	 

	 我々の提案手法の概要を図 1 に示す．ここで，通常のアイコンは類似プロダクトに関する要素を，

影付きのアイコンはテスト対象プロダクトに関する要素を表す．提案手法は以下の手順からなる．	 

	 

リスト 2.	 提案手法の手順	 

1. 類似プロダクトにおいてテストを実行した結果(「テスト実行結果」)をデータとして収集する．

このデータには，テストケース名，発見したバグの深刻度合い(Major,	 Normal,	 Minor,	 Trivial)

が含まれる．	 

2. テスト実行結果をテスト観点単位で分類する．予め統一されたテスト観点を紐つけた状態でテス

トケースを作成している場合は，この手順を省略することができる．	 

3. テスト観点間の順序制約を整理してまとめる．	 

4. テスト観点単位のテスト結果と順序制約を入力として，蟻コロニー最適化を用いて類似プロダク

トのテスト観点に対し優先度付けを自動的に行う．このとき，出力の評価には APFD を用いる．	 

5. 優先度付けされた類似プロダクトのテスト観点リストとテスト対象プロダクトのテスト観点リ

ストとを比較し，類似プロダクトのリストと同じ優先度の割り当てになるよう，テスト対象プロ

ダクトの観点リストを自動的に優先度付けする．	 

	 

3.2.	 テスト実行結果	 

	 我々は，あるテストケースがバグを発見したか否かだけでなく，その重要度を考慮して優先度付け

を行えるようにするため，i)テストケースの説明，ii)テストケースがバグを発見したか否か，iii)バ

グを発見した場合にはその深刻度合い，を「テスト実行結果」と定義した．	 

	 しかしながら，異なるプロダクトでは異なるテストケースが用意されるのが一般的であるから，類

似プロダクトにおけるテスト実行結果とテスト対象プロダクトにおけるテストケース群とを単純に比

較し，優先度付けをすることはできない．そこで我々は，テストケースを一定の尺度で分類するため

に使用される「テスト観点」に着目し，テスト実行結果とテスト対象プロダクトのテストケース群と

	 

図 1.	 提案手法の概要	 
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をテスト観点レベルまで抽象化することにした．したがって，テスト対象プロダクトのテストケース

群はテスト観点の単位で優先度付けされることになる．例えば，抽象化されたテスト実行結果は表 1

のようになり，優先度付けされたテスト対象プロダクトのテスト観点リストは表 2 のようになる．	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 1.	 抽象化されたテスト実行結果の例	 	 	 	 	 表 2.	 優先度付けされたテスト観点リストの例	 

テスト

観点	 

テスト	 

ケース数	 

バグ発見数	 

Major	 Normal	 Minor	 Trivial	 

CRUD	 15	 0	 1	 0	 2	 

認証	 40	 2	 3	 3	 0	 

脆弱性	 25	 0	 2	 0	 0	 

レイア

ウト	 
30	 0	 1	 1	 0	 

検索	 21	 0	 0	 0	 2	 

	 

	 ここで問題となるのは，どのようなドメインのプロダクトに対しても似たようなテスト観点群でテ

ストケースをカバーできるのかという点である．我々が用いた「テスト観点」は，一般的な業務アプ

リケーションを「画面上のレイアウト」「データ入力」「データチェック」「業務ロジック」「データベ

ース」「画面間の遷移」などの抽象的な機能単位に分解したうえで抽出したものであるため，ある程度

ドメインをまたいで汎用的に利用可能であった．したがって，後述する評価実験においても，金融系

と医療系という異なるドメインのプロダクトに対し，有効に手法を適用することができた．一方，こ

のことは提案手法の限界も示している．すなわち，提案手法が適用可能なテストケースは，業務アプ

リケーションがある程度一般的に持っている機能に限定され，特定のソフトウェアに固有のテスト観

点に関しては優先度付けを行うことができない．また，テストのフェーズについても，機能やモジュ

ール単位でテストを行う単体・結合テストに限られ，アプリケーションの詳細な構造や業務フローに

テストケースが依存し，汎用的なテスト観点を割り当てにくいシステムテストや受け入れテストには

適用できない．	 

	 

3.3.	 APFD	 

	 我々の手法は前述の通り，テストケースではなくテストケースの集合であるテスト観点の実行順序

を最適化するものである．一方，式(1)より APFD の計算にはテストケース数を用いるため，そのまま

ではテスト観点の実行順序を評価するために用いる

ことはできない．そこで我々は，あるテスト観点が割

り当てられたテストケース群によって発見されたバ

グは，すべてそのテストケース群の最後のテストケー

スによって発見されたと見なすことにした．	 

	 例えば，3 つのテスト観点を用いて 5 つのバグがあ

るソフトウェアを，25 個のテストケースを用いてテス

トし，個々のテスト観点に属するテストケースが発見

できるバグは表 3 のようであるとする．このとき，

B-D-E-A-C という順番でテストを実行した場合には，

バグ 1を発見するテストケースは 3+4+3+5=15 番目のテ

ストケースとなる．他のバグに対しても同様の計算を

行 う こ と に よ り ， こ の 場 合 の APFD は

と な る ． 同 様 に

A-D-E-C-B という順番でテストを実行した場合には

実行順序	 テスト観点名	 

1	 CRUD	 

2	 認証	 

3	 レイアウト	 

4	 脆弱性	 

5	 検索	 

	 
図 2.	 APFD	 とフォールトカバレッジの変化	 

表 3.	 テスト観点とフォールトカバレッジの例	 

テスト

観点	 

テスト	 

ケース数	 

バグ	 

1	 2	 3	 4	 5	 

A	 5	 X	 	 X	 	 	 

B	 3	 	 	 	 	 	 

C	 10	 	 	 	 X	 	 

D	 4	 	 X	 	 	 X	 

E	 3	 	 	 	 	 	 

	 

ソフトウェア品質シンポジウム2015



APFD は と計算できる．直感的には，APFD はフォールトカバレッジの変化

を折れ線グラフにした場合における，折れ線と横軸が囲む部分の面積が全体に占める割合として理解

することができる．例えば，B-D-E-A-C の順でテストを実行する場合のグラフを図 2 に示す．	 

	 

3.4.ACO	 

	 節 2.2 にて述べた ACO を問題に対して適用する際には，以下の 6項目に関して検討する必要がある．	 

• 対象の問題をグラフ上の最適経路問題に変換する方法	 

• 頂点に関するヒューリスティックな情報の計算方法	 

• フェロモンの計算方法	 

• 経路の評価方法	 

• 終了条件	 

• アリの数	 

我々は，テスト観点の優先度付け問題へ適用するにあたって，それぞれを次のように定めた．	 

	 まず，優先度付け問題をグラフ上の最適経路問題にする方法として，我々は既存研究[9][10]におい

て広く使われている，各テスト観点をグラフの頂点にし，テストの実行順序をグラフ上の経路と考え

る方法を採用した．また，頂点に関するヒューリスティックな情報には，重大なバグをより多く発見

しているテスト観点を優先するという考えから，以下の式によって得られる重み付きバグ発見数

(Weighted	 Number	 of	 Faults	 Detected,	 WNFD)を用いた．	 

	 

ここで，α,β,γ,δは重み係数,	 M,n,m,t は Major,	 Normal,	 Minor,	 Trivial のバグ発見数をそれぞ

れ表す．本研究では，重み係数としてそれぞれ 500，100，10，1 を用いた．	 

	 フェロモンの計算方法については，同じく既存研究[9][10]において広く使われている，初期値とし

て各辺に 1 のフェロモンがおかれており，アリは 1 のフェロモンを分泌し，繰り返しごとに 10%フェロ

モンが蒸発するとする方法を用いた．そして，経路の評価方法には APFD を使用し，終了条件は 10 回

の繰り返しが終了した時点，アリの数は 50 とした．ここで，重み係数の値，フェロモンの計算方法，

終了条件，アリの数については値を変化させることにより発見的に設定する必要がある．本研究では，

既存研究を参考にしながら値を適当に変化させることにより適切な値を設定した．	 

	 我々が最適化手法として蟻コロニー最適化を採用した理由は，順序制約を考慮に入れることが比較

的容易だからである．実際のテスト観点の間には，例えば「デ

ータの新規作成」は「データの更新」よりも先に実行するな

どといった順序制約が存在する．こうした場合には，単純な

ソートによって優先度を割り当てることは困難である．また，

貪欲法，焼きなまし法，遺伝的アルゴリズムといった他の探

索的手法では，繰り返しの過程において常に先頭から末尾ま

での完全な順序のリストが必要であり，順序制約を考慮する

ために特殊な処理を行う必要がある．一方蟻コロニー最適化

では，リスト 1 の手順 3	 b)において，制約条件を満たさない

頂点には遷移しないという処理をすることにより容易に順

序制約を満たした経路を得ることができる．	 

	 以下，具体例として表 1 に示したテスト実行結果と「脆弱

性のテストの前に認証のテストを実施しなければならない」

という順序制約を入力として，類似プロダクトのテスト観点

に優先度付けする様子を示す．なお，本節における「手順」

はリスト 1 の手順を表す．	 

	 まず，手順 1 から手順 3	 a)までが終了した状態を模式的に

表したものを図 3 に示す．ここでは，図が煩雑になるのを避

	 

図 3.	 手順	 3	 a)でのグラフの模式図	 

	 

図 4.	 手順	 3	 b)でのグラフの模式図	 

(2)	 
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けるため 50 匹のアリのうち 1 匹のみを示し，ランダムな初期位置

として CRUD が選ばれたと仮定した．	 

	 次に，手順 3	 b)により次の頂点を選択する様子を図 4 に示す．

吹き出し内の数字は頂点の評価値を，矢印の太さはその頂点が選

ばれる確率の大きさをそれぞれ表している．また，各辺の太さは

辺上に分泌されているフェロモン量を表している．これより，「認

証」が次に選ばれる確率が最も高く，「検索」が選ばれる確率は最

も小さいことがわかる．図 5 は，手順 3	 b)において順序制約を考

慮する様子を表している．もしアリが「認証」をまだ訪れていな

い場合，順序制約から「脆弱性」を次の頂点として選択すること

はできない．	 

	 このような頂点の選択を繰り返し，図 6 のようにアリが移動し

たとすると，このアリが出力する解は表 2 のようになる．このよ

うな移動を 50 匹すべてのアリについて行い，50 通りの実行順序

を生成する．各実行順序に対する APFD を計算し，最も高い APFD

を示したものが，この繰り返しにおける最適な実行順序となる．

このとき，実行回数や APFD の大きさなどによって定められる終

了条件を満たしていれば，最適化の繰り返しを終了し，そうでなければアリが分泌したフェロモンを

計算し，再度アリの移動を行うこととなる．	 

	 

4.	 手法の評価	 

4.1.	 評価実験内容と結果	 

	 我々は提案手法の有効性について，㈱シフトが実際に扱ったプロダクトを用いて検証を行った．実

験対象としては，医療系システムと金融系システムを選択し，医療系システムが類似プロダクト，金

融系システムがテスト対象プロダクトであるとそれぞれ仮定し提案手法を適用した．プロダクトの概

要を表 4 に示す．なお，テストの対象システムは，比較的規模が大きく，テストケースにテスト観点

が適切に割り当てられているシステムかどうかという基準を元に選択された．	 

	 2 つのプロダクトはいずれも同一のテスト観点リストを用いてテストケースが作成されていたが，一

方でそれぞれに特化して細分化された観点や，テスト設計者によるテスト観点の表記ゆれなどが存在

したため，より抽象的で統一された観点に戻す「名寄せ」作業が必要であった．この作業はソフトウ

ェアテストの経験者が 1 人で実施し，1 プロダクトあたり約 10 分を要した．また，金融系システムの

観点のうち3観点は医療系システムにおいてテストされて

いなかったため，「類似プロダクトからの情報が得られな

い観点」と見なして最適化対象から除外した．ここで，類

似プロダクトからの情報が得られない観点は，テスト対象

ソフトウェアに対してテストケースを作成する際に，独自

に設定する必要があったテスト観点に相当すると考えら

れる．したがって，そのようなテストケースは当該ソフト

ウェア固有の機能に関係するテストを表しており，重要度

が高いと言える．ゆえに，実務においてはそれら観点を最

初にまとめてテストを行うのがよいと考えられる．	 

	 次に，テスト観点間の順序制約の洗い出しを行った．こ

の作業はソフトウェアテストの経験者1名を含む2名にて

実施し，約 20 分を要した．洗い出しにあたっては，上述

の作業で得られたテスト観点の一覧を参照しながら，人手

により順序制約を発見する方法を採った．	 

	 続いて我々は，同一条件にて 100 回提案手法を実行し，
	 

図 7.	 提案手法とランダムの APFD 分布	 

	 

図 5.	 順序制約に関する模式図	 

	 
図 6.	 手順	 3	 e)でのグラフの模式図	 

表 4.	 テスト対象プロダクトの概要	 

	 
テストケース数	 観点数	 欠陥数	 

医療系	 30263	 106	 1586	 

金融系	 2952	 50	 76	 
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100 個の優先度付けされた金融系システムのテスト観点リストを生成した．生成した優先度付き観点表

は，金融系システムにおいて優先度に従ってテストを実行した場合の APFD を計算することにより評価

した．さらに，比較実験として同一の順序制約を満たしランダムな優先度付けをした観点表を 100 個

生成した．これは，テスト実行においてなんら工夫をせずにランダムな順序で実行をした場合に相当

する．このランダム優先度付き観点表についても，同様に金融システムにおける APFD を用いて評価し

た．	 

	 図 7 に，提案手法により得られた優先度付き観点リストと，ランダムな優先度付き観点表の APFD の

分布を箱ひげ図で表したものを示す．図から，ランダム生成では APFD の平均値が 0.69 であったのに

対し，提案手法では 0.94 と大きく上昇したことが分かる．	 

	 また，提案手法を用いて最適化が終了するまでにかかった時間は，テスト実行結果の分類(リスト 2	 

-2.)が前節で述べたとおり 1 人で実施して 1 プロダクトあたり 10 分，順序制約の整理(リスト 2-3.)

が 2 人で実施して 20 分，自動的な最適化処理(リスト 2-4,5.)が平均で 9.3 秒であった．	 	 

	 

4.2.	 考察	 

(1)	 RQ1:	 提案手法はテスト対象プロダクトにおいてブラックボックステストの効率を向上させるか？	 

	 実験結果から，提案手法を用いた場合には，ランダムな順序でテストを実行する場合に比べて APFD

を 0.69 から 0.94 まで約 36%向上させており，確かにテスト対象ソフトウェアのテスト実行効率を向上

させることができたと言える．	 

	 

(2)	 RQ2:	 提案手法は実用的な時間内で最適化を行うことができるか？	 

	 実験結果から，提案手法のうち人手を要する部分にはのべ 40 人分かかり，アルゴリズムによる自動

最適化には約 9 秒かかることが分かる．したがって，提案手法の手動部分にはやや時間を要するもの

の，全体としてはおおむね実用的な時間内で最適化を行うことができたと言える．	 

	 なお，類似プロダクトにおけるテスト結果を分類するために要した 20 人分について，この作業はあ

くまでテスト観点がプロダクトやテストケース作成者によって異なる場合や，そもそもテスト観点を

割り当ててテストケースを分類していない場合においてのみ必要な作業であって，テストケース作成

時点で統一されたテスト観点を必ず割り当てているような組織においては，作業自体が発生しないこ

とに言及しておきたい．	 

	 

(3)	 内的妥当性への脅威	 

	 実験において，手動の部分は多数の被験者に対して提案手法を実施し平均をとったわけではなく，

ある特定の被験者による結果に過ぎない．したがって，被験者の経験やスキルが異なる場合には，作

業に要する時間が変化する可能性がある．これは RQ2 に関連する内的妥当性への脅威である．今後，

複数人を被験者としたより大規模な実験を行うことで，影響の有無を確認したい．	 

	 また，順序制約の洗い出しにおいて，人手による発見的な手法を採用しているため，観点間に存在

する順序制約の複雑さや被験者の経験・スキルが異なる場合には，作業に要する時間や発見できる順

序制約の数に影響する可能性がある．これは RQ1 および RQ2 に関連する内的妥当性への脅威である．

今後，被験者や実験対象プロダクトを変化させて実験を行うことで，影響の有無を確認したい．	 

	 

(4)	 外的妥当性への脅威	 

	 実験は 1 つの企業における 2 つのプロダクトに限定して実施したものであり，これは外的妥当性へ

の脅威である．すなわち，本研究で実施した評価実験においては高い効果が得られたものの，ソーシ

ャルゲームと組込み系システムといった，ドメインまたはアーキテクチャが大きく異なるプロダクト

間ではバグの発見傾向が異なり，効果的に優先度付けを行えない可能性がある．また，異なる企業で

はテストケースの粒度といった作成手法が異なり，優先度付けの精度に影響する可能性がある．今後

OSS を含めたより多様なプロダクトに対し本手法を適用することで，優先度付けの精度に影響するファ

クターを調査し，他のドメインやプロダクトにおける有効性を検証したい．	 
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5.	 関連研究	 

	 テストケースを優先度付けすることによりソフトウェアテストを効率化する手法についてはこれま

で多く研究されている．しかし，それらの多くはテストケースのコードカバレッジやコード修正など

の情報に基づくものであり[3][4][5]，本研究が扱うブラックボックステストには適用が困難である．

ソースコード由来の情報を用いない優先度付けの手法は，回帰テストの領域においてよく研究されて

おり，例えば Kim ら[6]や阿萬ら[7]の手法が挙げられる．しかし，回帰テストにおける手法は同一の

テストケースを用いたテスト実行履歴の情報を必要とするため，テスト業務の外部委託において新規

にテストを始める際には適用できない．本論文は，テスト観点単位に実行履歴を抽象化することで，

過去の類似プロダクトにおけるテスト実行履歴を優先度付けに利用できるようにするものである．	 

	 また，本研究ではテスト実行順序の最適化に ACO を用いている．ACO をテスト優先度付けの問題に適

用する研究はいくつか提案されているが[9][10]，いずれも著者らが用意した小規模なテストケース群

に対して実験を行うに留まっている．本研究では実プロダクトのデータを用いて実験を行った点が既

存研究とは異なっている．	 

	 

6.	 まとめ	 

	 我々は，新規プロダクトに対しブラックボックステストを行う場合に，過去の類似プロダクトを用

いて新規プロダクトのテストケースを優先度付けする手法を提案した．さらに，実際のプロダクトを

用いた評価実験により，提案手法の有効性および実用性を確認した．	 	 

	 本研究の今後の展開としては，人手を要する手順について，機械学習などを用いて作業を自動化あ

るいは支援する手法について検討したいと考えている．また，㈱シフトが開発しているソフトウェア

テスト統合支援システム CAT2への組み込みを行い，実務におけるテスト業務改善の度合いを明らかに

し，実務への導入可能性について検討していきたい．	 
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