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Abstract  Scripted testing and exploratory testing are widely adopted among developers． It is known that 

exploratory testing can detect bugs more efficiently than scripted testing． However， exploratory testing has the 

problem that it is difficult to agree with third parties on test results and sufficiency． Therefore， only 

performing exploratory testing is not sufficient in projects which require explaining the quality of system under 

test． In this study， we propose a novel testing approach to facilitate efficient testing and quality assurance． 

Furthermore， we propose a tool which records the details of testing activity and visualizes them in multiple 

ways． Our approach realizes efficient testing equivalent to exploratory testing and also auditability equivalent to 

scripted testing． 

1． はじめに

現代のソフトウェア開発プロジェクトでは，頻繁なビジネス環境の変化に追従するため，より

短期間で効率よくソフトウェアを開発することが求められている[1]．そのため，自動テストを採

用するプロジェクトが増えているが，自動テストではソフトウェアの合目的性や使用性などを評

価することが難しいため，手動テストも未だ多く活用されている．多くの場合，手動テストでは

スクリプトテストや探索的テストが採用される [2]．スクリプトテストでは，テスト設計を通じて

テストケース等のドキュメントを作成するため，ソフトウェア開発の発注者や，監査などを行う

第三者に対して，どのようなテストを実施したか説明できる．しかし，テストケース等のドキュ

メントを作成するには，ドキュメントのレビューなども含めると多大な工数が必要となる．一方，

探索的テストは，テスト対象についての学習と，テスト設計および実行を同時に行う手法であり，

事前にテストケースを設計するスクリプトテストに比べ，効率の良いテスト手法として知られて

いる．しかし，具体的にどのようなテストが行われたか確認することが難しい．そこで，当社で

は状況に応じてスクリプトテストと探索的テストを使い分けることを推奨しているが，テストに

費やす工数を比較するとスクリプトテストの比重が非常に大きい．我々は，より効率的な開発を

実現するために，スクリプトテストに係る工数を削減することを目指し，探索的テストの効率と，

スクリプトテストの持つ客観性を両立した新たなテスト手法として SONAR Testing を提案する．

本論文では SONAR Testingの概要と，開発したツールを紹介する．

以降，2章では手動テストの現状や問題点について整理を行う．3章では提案手法と開発したツ

ールの解説を行う．4章では提案手法の検証結果について考察する．5章では先行事例や類似事例
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との違いを整理し，6章で今後の課題について述べる．  

 

2． 手動テストの現状と問題点 

2．1 スクリプトテストの現状と問題点 

International Software Testing Qualification Board(ISTQB)のシラバスでは， 

表 1 のようにソフトウェアテストの目的として，「ステークホルダーが意志決定できる，特に

テスト対象の品質レベルについての十分な情報を提供する」等が挙げられている [3]．スクリプト

テストでは，テストケース等のドキュメントやテスト結果を証跡とし，情報提供を行うことで，

顧客やユーザーとテストの十分性について合意形成することが多い．しかし，テスト設計やその

成果物のレビューには多大な工数を必要とする．こうした問題に対して，形式手法を活用したテ

スト設計の自動化に取り組んでいる事例もあるが，テストベースとなる設計書や仕様書の記述方

法やフォーマットが制限されることで，設計プロセスの工数が増えてしまうこともあり，根本的

な解決には至っていない [4][5]． 

 

表 1．テストの目的 

No テストの目的 

1 要件，ユーザーストーリー，設計，およびコードなどの作業成果物を評価する． 

2 明確にしたすべての要件を満たしていることを検証する． 

3 テスト対象が完成し，ユーザーやその他ステークホルダーの期待通りの動作内容であること

の妥当性確認をする． 

4 テスト対象の品質に対する信頼を積み重ねて，所定のレベルにあることを確証する． 

5 欠陥の作りこみを防ぐ． 

6 故障や欠陥を発見する． 

7 ステークホルダーが意志決定できる，特にテスト対象の品質レベルについての十分な情報を

提供する． 

8 （以前に検出されなかった故障が運用環境で発生するなどの）不適切なソフトウェア品質の

リスクレベルを低減する． 

9 契約上，法律上，または規制上の要件や標準を遵守する，そして／またはテスト対象がその

ような要件や標準に準拠していることを検証する． 

 

2．2 探索的テストの現状と問題点 

 探索的テストは，テストを実施しながら動的にバグを狙い撃つため，スクリプトテストに比べ

て効率的にバグを見つけることができる．探索的テストでは，テストチャーターと呼ばれるドキ

ュメントを作成することがあるが，スクリプトテストで作成するテストケースに比べて記述量が

少なく，テスト設計に要する工数が小さく済む．しかし，探索的テストはテストを実施しながら

動的にバグを探していく作業を繰り返していくため，テスターがどのような確認を行ったかの詳

細をドキュメントなどに記録することが難しい．そのような記録を行うと，バグの探索よりもド

キュメントの作成に時間が浪費されてしまい，探索的テストのメリットが失われてしまう．当社

では Session Based Test Management [6] を活用し，セッション単位にテストチャーターを作成

している．テストの結果については，摘出したバグの概要などは記載するものの，バグが発見さ

れなかったテストの内容については記録していない．そのため，「ステークホルダーが意志決定で

きる，特にテスト対象の品質レベルについての十分な情報を提供する」等といったテストの目的

に対しては効果が期待できない． 

こうした探索的テストの特徴を踏まえた上で，品質保証目的ではない非公式なテストとして探

索的テストを導入するケースがある [7]．探索的テストを早期に実施することで，バグの摘出タイ

ミングのシフトレフトを実現し，バグの対処に必要な工数を低減させ，その後の公式なテストの

進捗を円滑にすることができる．しかし，当社のようなエンタープライズ向けシステム開発を中
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心としたビジネスでは，顧客からはコスト削減の要求が厳しいため，こうした非公式なテストに

必要な工数をあらかじめ見積もり，プロジェクトのコストに反映させることが難しい．非公式な

テストによる工数削減効果を想定し，公式なテストの工数を低く見積もることで，非公式なテス

トに必要な工数を確保する場合もある．しかし，多くのプロジェクトマネージャは公式なテスト

の工数を低く見積もることにリスクを感じてしまうため，やはり非公式なテストに必要なコスト

をあらかじめ確保しておくことが難しい．こうした背景もあり，当社のエンタープライズ向けシ

ステム開発で探索的テストの活用が伸び悩んでいる． 

 

3． 提案手法と開発したツールの解説 

3．1 SONAR Testingの狙い 

 2章で説明した問題点を解決する新たなテスト手法「SONAR Testing」を提案する．SONAR Testing

はスクリプトテストと探索的テストの利点を融合させ，効率的でありながら，テスト結果に客観

性を持たせることで，テストの十分性について説得力を持たせることを目指した． 

 

表 2 SONAR Testing の狙い 

特徴 スクリプトテスト 探索的テスト SONAR Testing 

効率 テストケース等のドキュメ

ントを作成するのに多大な

工数を要する． 

テスト設計に要する工数

が小さく，効率よくバグ

を摘出できる． 

テスト設計に要する工数が

小さく，効率よくバグを摘出

できる． 

客観性 テストケース等のドキュメ

ントや，テスト結果の証跡

を使って，テストの十分性

について合意形成できる． 

バグが見つからなかった

テストの記録が少なく，

テストの十分性について

合意形成しにくい． 

セッションシート等のドキ

ュメントや，テスト結果の証

跡を使って，テストの十分性

について合意形成できる． 

 

3．2 SONAR Testingの概要 

 提案手法は，さながら魚群をソナーで探してから漁を行うように，探索的テストによって大ま

かに特定範囲の検証を行った上で，その結果を元に細部のテストを進めていく．SONAR Testing

では，テストケース表は作らず，テスト観点とテスト対象の組み合わせに対して探索的テストを

行い，その結果をレビュー可能なモデルとして取得する．レビューの結果，テストに抜け漏れが

発見された場合は，テストセッションを追加し，抜け漏れのあった箇所を補うようにテスターに

指示する．このようにテスト実行→モデルのレビュー→追加テストの指示→…と繰り返していく

ことで，スクリプトテストのようにテストケース表などのドキュメントを作成することなく，観

点に対して網羅的であり，客観性が担保されたテストを実現できる．SONAR Testing は，以下よ

り解説する 2つの工夫によって実現されている．SONAR Testingの概要を図 1に示す． 

 

(1) マトリクスによる網羅性の確保 

SONAR Testingでは，テスト計画時に，テスト対象とユーザーが独自に定義するテスト観点

のマトリクスを作成する．テスト観点は，それを網羅することで SONAR Testingを適用するテ

ストレベルの目的が満たされるように設定する．テスト対象とテスト観点の組に対してテスト

チャーターを作成し，テストの指示を行うことで，テスト観点に対するテストの十分性を可視

化できる．また，探索的テストの管理手法には，Session-based Test Managementを採用して

おり，テスト対象とテスト観点の組に対して，要するセッション数を予測し，見積もりを行い，

予実管理を行う．テスト観点，またテスト対象ごとのセッション数や摘出バグ数なども可視化

可能であり，セッション消化数と摘出バグ数を時系列に表示することで，PB曲線を用いた品質

状況も可視化できる． 
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(2) テスター操作の記録とモデル化を行うツール 

SONAR Testing では，レビューを通じて，テスト観点に対して十分にテストが行われた

かを判定する．テスターはセッションで定められた時間枠の中で，様々な行動を取る．そ

の全てを手動で記録していては，バグを探索する時間が短くなってしまい，テストの効率

が悪化する．そこで，テスターの行動やテスト対象アプリケーションの挙動を記録するツ

ールを作成した．ツールは，テスターに特別なスキルや，作業を要求することなく，テス

ト開始時に起動しておくだけで記録を取得することができる．しかし，単純に記録結果を

羅列するだけでは，レビューしづらく，抜け漏れが発生したり，レビュー時間が膨大にな

ってしまったりする可能性がある．そこで，記録したテスターの行動やテスト対象アプリ

ケーションの挙動は，ツールで自動的にレビューしやすいモデルで出力することとした．

具体的には，図 3 に示す画面遷移図や，処理シーケンスなどを出力する．他にも記録した

テスターの行動を検索する機能や，テスト対象アプリケーションの DOM オブジェクトの利

用状況の一覧化を行う機能，テスターがテスト実施中に見つけたバグや気づいた点などを

メモとして記録する機能など，ツールにはレビューを支援するための機能を豊富に盛り込

図 1 SONAR Testing の概要 

図 2 SONAR Testingの構成 

ソフトウェア品質シンポジウム2019



んだ．このツールを利用することで，テスターは負荷なくテストの内容を記録し，レビュ

ーアにレポートすることが可能となる．レビューアはツールから出力されたモデルをチェ

ックすることで，テスト対象とテスト観点の組に対して十分なテストが行われていたかを

確認することができる． 

 

 

 

 
図 3 ツールから自動出力されるモデルの例 
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4． 検証結果と考察 

4．1 提案手法の実現性について 

 まず，提案手法が実現可能について，スクリプトテストのように網羅的なテストが可能か調査

した．調査は，当社および当社グループに属する会社の開発者 14名を被験者として設定し，実施

した．事前にサンプル Web アプリケーションに対して提案手法によるテストを実施し，レビュー

アが確認するモデルを取得した後，モデルのレビューを依頼し，被験者がモデル上でテストの抜

け漏れに気付くことができるかどうか検証した．モデルはテストの抜け漏れの有無で 2 種類用意

した．抜け漏れのあるテストについては，全ての被験者が正しく抜け漏れを指摘することができ

た．一方，抜け漏れのないテストについては，72%(10 名)の被験者が正しく判断ができたが，残

りの 28%(4名)については，不要なテストの追加を判断してしまっていた．不要なテストを実施し

てしまう可能性が残るものの，テストの不足については大多数のレビューアが正しい判断ができ

ており，提案手法によるテストの運用は可能と判断した． 

 

 

 

 

4．2 提案手法の効果について 

次に，提案手法の効果について検証を行った．提案手法では，テストの結果についてスクリプトテ

ストと同等の客観性を持ちつつ，欠陥摘出能力について探索的テストと同等の効率を保つことを目標

としている．客観性については，4．1 の被験者 14名に対して，アンケートを取得し確認を行った．ア

ンケートの質問内容および回答の状況を表 3に示す．提案手法の結果得られるモデルは，スクリプト

テストの成果物に比べて，証跡能力が優れている，もしくは同等と判断した被験者は 85.6%(12名)で

あった．また，提案手法で取得したモデルを使って，プロジェクトマネージャや顧客に，テストの結

果や十分性について説明可能と判断した被験者は 71.4%(10 件)であった．いずれの質問においても，

提案手法によるテスト結果の客観性を裏付けるものとなった． 

表 3 客観性に関する調査結果 

質問内容 回答 

提案手法により取得できるモデル（画面遷移図やシーケンス図，画 

キャプチャなど）は，スクリプトテストの成果物（テストケース表

や画面キャプチャ証跡など）と比較して，証跡能力に優れているか？ 

優れている 11 件(78．5%) 

同程度である 1 件(7．1%) 

劣っている 2 件(14．3%) 

提案手法により取得できるモデルを使ってプロジェクトマネージャ

や顧客に対して，テストの結果や十分性について説明できるか？ 

可能である 10 件(71．4%) 

不可能である 3 件(21．4%) 

未回答 1 件(7．1%) 

図 4 テストの抜け漏れに関する調査結果 
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欠陥摘出の効率については，航空券予約に纏わる Spring Framework を使ったサンプル Web アプリケー

ションを対象に，探索的テストと提案手法でテストを行い，その結果を比較した．その結果を表 4に

示す．欠陥摘出数は探索的テストのほうが 1件多くバグを摘出できていたが，当該バグは，提案手法

を適用した工程より前のテストで摘出すべきバグのすり抜けであるため，手法自体の能力を否定する

ものには当たらないと判断した．テストに係った工数は，提案手法のほうが探索的テストよりも 1．4

時間ほど小さくなった．工数の内訳を確認すると，方針検討およびテスト実施に関する工数について

は提案手法のほうが小さい．提案手法ではテスト対象やテスト観点が明確となるため，自由度の高い

探索的テストよりもバグの探索スコープが確定しやすいことが要因だと想定される．一方，結果報告

に関する工数については，探索的テストのほうが小さい．これは，提案手法の場合はモデルを用いた

テスト結果のレビューが必要であるためと想定される．本検証においては，提案手法は，探索的テス

トと同等の効率で欠陥を摘出できる能力があることがわかる．なお，探索的テストは Session Based 

Test Management を用いて実施している．また，航空券予約システムは被験者全員が市中のサービスを

利用した経験があり，Spring Frameworkを使った Webアプリケーションは当社の主流技術であるため，

被験者全員に知見がある．よって，検証対象の利用技術やビジネスドメインが結果に影響したとは考

えにくい． 

 

表 4 効率に関する調査結果 

比較項目 探索的テスト 

(Session-based) 

提案手法 

(SONAR Testing) 

欠陥摘出数 4件 3件 

テストに係った工数 方針検討 0．6時間 0．2時間 

テスト実施 3．1時間 1．9時間 

結果報告 0．6時間 0．8時間 

合計 4．3時間 2．9時間 

 

5． 先行事例や類似事例との比較 

5．1 提案手法の新規性について 

 本章では，先行事例や類似事例と比較することで，提案手法の新規性について確認する． 

 ある範囲に対し，大まかにテストを実施し，細部のテストを進めていくという点において，平

子らの探針手法と類似する[8] [9]．保田らは，テスト対象の 10%～20%をサンプリングし，サンプリ

ングから検出された不良率から残不良件数を予測している．直前に実施したテストの結果から，

次以降に実施するテストを制御する点において，提案手法と類似している．しかし，提案手法は

サンプリングによるバグ件数の予測でテストを制御するのではなく， ツールによって取得された

モデルをレビューすることで，次以降に実施するテストを制御している点で異なる． 

スクリプトテストと探索的テストの特徴を組み合わせた点として，Syedらの提案手法が挙げら

れる[10]．Syedらの手法では，探索的テストの実施後に報告会を開き，テスター間でテスト内容や

気づきを共有することで，テスト対象についての知識を高めた上でスクリプトテストを行う．探

索的テストの結果を次回以降のテストに活用する点で提案手法と類似しているが，提案手法はフ

ィードバックの獲得方法がツールによって取得されるモデルである点おいて異なる． 

Syed らが探索的テストのプロセスを提案しているのに対し， Miroslav らは探索的テスト実行

時のテスター支援ツールを提案している．探索的テストの実行時に操作を記録し，テスト対象の

モデルを復元するツール Tapirを作成した[11]． Tapirは画面のリンクアクションや入力情報，探

索のレベルについてのモデルを復元し，テスターが次に探索すべき箇所をナビゲーションするこ

とでより効率的な探索的テストを目指している． 探索的テスト実行時にツールを用いて支援を行

う点は類似しているが， Miroslavらのツールと提案手法のツールでは目的が異なる． Miroslav

らのツールの目的はテスターにバグのある個所を示し，より効果的な探索的テストを実施するこ

とに対し，提案手法はテスト結果の証跡を取得し，それらをもとにレビューできるようにするこ
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とで，探索的テストを実施しつつ，スクリプトテストのような網羅性と客観性を担保することを

目的としている． 

 

6． おわりに 

 本書における検証では，提案手法の有効性を確認できたが，検証回数が少ないため，引き続き

検証を重ねていく必要がある．事例を収集し，積極的に情報を公開することで，提案手法がソフ

トウェアテストの一手法として一般的となれば，より高度な手法へと改善されることが期待でき

る．また，提案手法で活用しているツールについては，テスト実施における証跡取得や結果確認

レビューを効率化することや，取得されるデータを使ったバグや品質の分析など，様々な応用が

期待できる．総じて研究の余地が大きく，今後も提案手法に関する取り組みを進めることで，ソ

フトウェアテストを起点とした情報産業の高度化に貢献していきたい． 
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