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Macchinettaフレームワークを主軸としたソフトウェア開発の生産性向上

ソフトウェアテスト支援の重要性

ソフトウェア開発は図 １のように行
われます．テストで摘出できなかった
ソフトウェアの不具合はそのままユー
ザの元へリリースされてしまうため，
ソフトウェアの品質確保においてテス
トは欠くことのできない大事なプロセ
スですが，これらを手動ですべて行お
うとすると大きなコストがかかってし
まいます．また，近年ではユーザのニー
ズの変化や，動作環境となるソフト
ウェア，ハードウェアの進化のスピー
ドが早いため，必要に応じて素早くソ

フトウェアを改良し短期で繰り返して
リリースすることも求められています
（図 ２）．しかし，一定の品質を確保し
ながらソフトウェアのリリースを繰り
返し行うためには，小規模な改良で
あっても，新規部分のテストに加えて，
新規機能追加や新たな動作環境への対
応などの影響による既存機能の劣化が
引き起こされていないかを確認するた
めのテスト（回帰テスト）を，リリー
スのたびに旧機能全体に対して行う必
要があり，これにも大きなコストがか
かります．
NTTソフトウェアイノベーション
センタでは，このようなソフトウェア
開発のQCD（Quality, Cost, Delivery）
を改善するため，これまで手動で行っ
ていた作業を機械で置き換える「テス
ト自動化」というアプローチでテスト
支援に取り組み，Macchinettaツール

スイート(1)におけるテスト自動化ツー
ル群に資する技術の研究開発を行って
います．

ソフトウェアテスト支援の現状

ソフトウェアテストの目的は，ソフ
トウェアが正常に振る舞うことを確認
したり，不具合の抽出・修正によりソ
フトウェアの不具合数を減らしたりす
ることです．テスト工程は大まかにテ
スト計画，テスト設計，テスト実施，
テスト結果確認，テスト管理という５
つのタスクで構成されています（図
３）．テスト計画では開発全体の計画
に基づき，テストを行う期間やリソー
ス配分の策定を行います．テスト設計
では，行うべきテストのバリエーショ
ンの洗い出しを行い，テストケースを
網羅的に設計し，各テストケースそれ
ぞれについて具体的にテスト実施可能
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ソフトウェアを低コストで早期にリリースするこ
とをめざしたテスト自動化技術
ユーザニーズの変化に対応したサービスを素早く提供するため，コスト
を抑えながらソフトウェアを早期にリリースすることへの要求が増してい
ます．そのため，開発全体のコストに占める割合が大きくソフトウェアの
一定の品質を確保するうえでも要となるソフトウェアテストを支援する技
術への関心が高まっています．本稿ではソフトウェアテストにおけるテス
ト設計，テスト結果確認をどのように支援していくのか，NTTの具体的な
取り組みを紹介します．
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な手順への詳細化や，自動実施用のス
クリプト作成を行います．そしてテス
ト実施では，テストケースごとに，入
力データを与え，ソフトウェアを動作
させ，それぞれのテストケースでソフ
トウェアの振る舞いをテスト結果とし
て記録し，テスト結果確認で記録を参
照しソフトウェアが期待どおりの振る
舞いをするか確認します．テスト管理
では，テストの実施状況などの管理を
随時行い，必要であれば計画の見直し
などを行います．
すべてのテストの実施が完了する
と，その結果をまとめ，テスト報告を
行い，完了となります．この中で，「テ
スト設計」「テスト実施」「テスト結果
確認」の₃つは，テスト工程における
主要なタスクです．一度テスト設計し
て作成したテストケースは，新規テス
トのみならずソフトウェアを改良した
場合の回帰テストでも繰り返し使われ
るため，漏れなくきちんと設計してお
くことはとても重要です．テスト実施，
テスト結果確認はソフトウェアの改良
や，新たな動作環境への対応を行うた
びに旧機能全体に対して繰り返し行う
必要があり，ソフトウェアの規模が大
きくなるにつれてその負担が大きくな

ります．そのため，この₃つのタスク
はソフトウェアの品質確保，コスト削
減，そして短期繰り返しリリースをめ
ざすうえで自動化の効果が大きい領域
です．
ソフトウェアを構成する小さな部品
の機能の動作を確認する単体テストに
ついては自動化が進んできています
が，画面などのユーザインタフェース
を含めた複数のモジュールを組み合わ
せてソフトウェアの動作を確認する結
合テストや，システム全体の動作を確
認する総合テストに関してはまだ自動
化は十分ではないというのが現状で
す．結合テスト，総合テストにおける
テスト自動実施のツールとしては，例
えば，用意したテストスクリプトに基
づきWebアプリケーションテストを
自動実施するSeleniumWebDriverな
どのツールがあり，開発現場での普及
が進んでいます．しかしながら，テス
ト設計，テスト結果確認については，
まだ手動で行っている部分が多いのが
現状です．一部の機能性テストに関す
るテスト設計を支援するツールはあり
ますが，使用するには特別な知識が必
要であったり，馴染みのない記法で記
述する必要があったりと，開発現場へ

の導入障壁が高いという問題がありま
す．また，テスト結果確認はアプリケー
ションの画面が正しく表示されている
かなど，人が目視で判断する必要があ
る部分も多く，大量のテスト証跡を1
つひとつ手動で確認していくことには
大きなコストがかかります．

めざす世界

私たちは，テスト工程における
QCD改善を目的とし，結合テスト以
降のテストを対象として，テスト設計
からテスト結果確認までが自動化され
た世界をめざしています（図 ₄）．私
たちのアプローチの特長は以下の₂点
です．
①　設計ドキュメント，ソースコー
ド，実行ファイルなど，ソフト
ウェア開発現場に一般的に存在
するさまざまな資材を活用して
テスト設計を自動で行い，テスト
実施で必要となるテスト項目表，
テスト用データ，実行用スクリプ
トファイルをすべて自動で生成
します．これによって，漏れのな
いテストを低コストで生成する
ことができます．
②　テスト実施で取得した各テスト
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項目のテスト結果（アプリケー
ション画面のスクリーンショット
など）において問題があった個所
を自動で抽出します．これにより，
これまで目視で確認していた稼働
を大きく削減すると同時に，間違
いの見落としも防ぎ，アプリケー
ションの品質を向上させます．
本稿ではテスト設計，テスト結果確
認を自動化する取り組みである「機能
テスト設計支援ツールTesMa」と「UI
レ イ アウトテスト支援ツール
ULTDiff」の ₂つについて紹介しま
す．ここでは，Macchinettaフレーム
ワークでつくられるようなWebアプ
リケーションをフロントエンドとして
持つ業務アプリケーションのテストを
例にとり，説明します．

機能テスト設計支援ツール
TesMa

Webアプリケーションでは，エンド
ユーザが画面のフィールドへ直接入力
を行うため，どのような入力が行われ
ても設計どおりに正しく動作すること
を確認する必要があります．例えば
“1₀文字の数字であること”が正しい
入力として定められていた場合，
“₀1₂₃₄５₆₇₈₉”といった正常な値のほ

かに，“₀1₂₃₄５₆₇₈a”（数字に違反），
“₀1₂₃₄５₆₇₈₉₀”（1₀文 字 に 違 反 ），
“₀1₂₃₄５₆₇₈₉₀a”（数字と1₀文字に違
反）といったさまざまな異常値のバリ
エーションを網羅的に洗い出しテスト
設計を行わなければなりません．この
ようなテスト設計を漏れなく行うこと
はテストの高スキル者であっても難し
く，大きなコストがかかります．
このような課題を解決するため，私
たちは業務アプリケーションの結合テ
ストで必要となるテスト項目，テスト
用データの生成機能をソフトウェアの
設計ドキュメントから生成する「機能
テスト設計支援ツールTesMa」(₂)の開
発を進めてきました（図 ₅）．TesMa
の最新機能では，テスト項目，テスト
用データに加え，これらを自動実行す
る実行用スクリプトの自動生成も可能
になっています．
TesMaには以下のような特長があ
ります．
①　本ツールの入力はある程度の記
述ルールを定めた設計書です．こ
れらは既存の開発プロセスの設
計工程の成果物に含まれるため，
開発現場への導入が容易という
利点があります．

②　本ツールでは，処理のパターン

や入力値のバリエーションに基
づいて網羅的なテスト項目生成，
テスト用データ生成(₃)，実行用ス
クリプトファイル生成(₄)を行いま
す．これにより，手動によるテス
ト設計の漏れを防ぎ，かつ各テス
ト項目にはテスト実施で必要と
なるテスト用データと既存テス
ト自動実施ツールで実行可能な
実行用スクリプトファイルも用
意されているため，テスト実施ま
で一気通貫で自動化することが
可能です．
これらの特長により，本ツールを使
うことで，結合テスト工程におけるコ
スト削減と，網羅的なテスト設計によ
るソフトウェアの品質確保を図ること
が可能となります．

UIレイアウトテスト支援ツール
ULTDiff 

Webアプリケーションのテストで
は，OS，ブラウザなどのバリエーショ
ンがあるさまざまな端末（スマホ・タ
ブレット・ PC）上で，正しく画面が
表示されることをテストし，そのテス
ト結果確認をする必要があります．例
えば，ある端末では正しく画面表示さ
れていても，ある端末ではボタンが画
面からはみ出し押せなくなってしまう
といったことが起こり得るためです．
端末のバリエーション数は非常に多
く，スマホの新機種登場や，OSのバー
ジョンアップも頻繁にあるため，テス
ト結果確認において，アプリケーショ
ン画面の間違いをすべて目視で確認す
ることは大きな手間となります．
ULTDiffは，アプリケーション画面
におけるボタンなど画面要素の消失や
位置ずれといった差異（間違い）を自
動検出することで，このような課題の
解決をめざしています（図 ₆）．これ
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図 ₅ 　機能テスト設計支援ツール
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により，多数のバリエーションのアプ
リケーション画面の間違いを目視で確
認する稼働を大きく削減すると同時
に，間違いの見落としも防ぎ，アプリ
ケーションの品質を向上させます．
ULTDiffには以下のような特長があ
ります．
①　全自動で正しい画面と多数の比
較対象画面を比較し，ボタンなど
画面要素の単位で間違い個所を
漏れなく探し出すことができる
ため，手動の間違い探し作業にお
ける見落としをなくし，稼働も大
きく削減可能です．
②　探し出した間違いをどのように
間違っていたかの情報とともに，
アプリケーションの画面でハイ
ライト表示することができるた
め，開発者はその間違いが修正す
べきアプリケーションのバグで
あるかを効率良く確認可能です．
③　アプリケーション画面の画像の
みから間違いを自動で探し出す
ことができるため，現場への導入
障壁が低く，かつ検証対象のアプ
リケーションの実装技術に依存
せず利用可能です．
これらの特長により，さまざまな端

末上で開発中のアプリケーションをテ
ストしたい場合や，新機種でリリース
済みアプリケーションのテストをした
い場合にアプリケーション画面の間違
いを探し出す稼働を大きく削減可能で
す．また，アプリケーションを修正・
機能追加したときに，改造前のアプリ
ケーション画面に対して改造後のアプ
リケーション画面で間違いが発生して
いないかを確認する回帰テストでも活
用できます．これにより，リリースご
とに大きな負担となっていた回帰テス
トの工数を削減し，短期繰り返しリ
リースの実現も可能となります．

今後の展開

TesMaの技術は，すでにNTTグルー
プ内において国内外1₀₀以上の案件で
適用が進んでおり，網羅的なテスト設
計による品質確保や，コスト削減の効
果により開発現場から好評を得ていま
す．また，ULTDiffについてもグルー
プ内の複数社への提供をしており，開
発現場のフィードバックを得ながら改
良を行い，展開を進めていく予定です．
今後は，ウォータフォール開発向け
の重厚長大な設計書からだけではな
く，ソースコードなど，どのような開

発プロセスにおいても存在する資材か
らのテスト設計支援などの検討も進
め，特定の開発プロセスに依存せず，
さまざまな開発現場で役立つ研究開発
にも積極的に取り組んでいきます．さ
らなるQCD改善をめざし，着実に一
歩一歩研究開発を進めていきたいと考
えています．
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図 ₆ 　UIレイアウトテスト支援ツール

（左から） 夏川  勝行/ 丹野  治門/
 生沼  守英

私たちはテスト設計からテスト結果確認
までが自動化された世界をめざし，テスト
項目，テスト用データを設計書から生成す
る技術や，アプリケーション画面における
間違いを自動検出する技術を開発していま
す．今後はさらなるソフト開発のQCD改善
をめざし，事業会社で役立つ技術の研究開
発を進めていきます．
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