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ウェブアプリケーション開発においての要求獲得のためのテ
スト記述支援環境の提案
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概要：近年，ゲームやウェブサービスなどの開発現場では，厳密な要求仕様書が作成されずプランナー（プ
ログラミング知識，能力はないがソフトウェアの機能の仕様を提案する人）から開発者へ仕様変更が口頭
で伝えられる事が多い．従って，コミュニケーション齟齬（用語やニュアンスなどの誤解）によって誤った
開発が行われ，開発が最初からやり直しになる可能性がある．我々はこの問題の解決案としてプランナー
が仕様変更を開発者へ伝える際に，システムの入力値とそれに対応する出力値を提示することを考えた．
この仮設の有効性を確認するために，本研究ではコミュニケーション齟齬が発生するかを確認する実験を
行い，その結果を踏まえて，プランナーのテスト記述支援環境を提案する．
キーワード：ウェブアプリケーション， テスト支援， 要求工学
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頭， または数行程度の簡単な文書などでプランナー（プロ
グラミング知識，能力はないがソフトウェアの機能の仕様

近頃，ネットワークの発展によりスマートフォンやウェ

を提案する人）からプログラマーへの要求の伝達が行われ

ブブラウザを用いてインターネットを手軽に使えるように

る事が多い．しかし， 自然言語によるコミュニケーション

なった．従って， スマートフォンやウェブブラウザ向け

にはあいまいさが多いため， 要求を受け取ったプログラ

のゲームやウェブサービスなどのソフトウェアの開発が盛

マーが疑問を抱くことなく誤って理解した仕様の通り実装

んでいる．これらのソフトウェアの開発における問題の 1

し， プランナーによる成果物の確認のときに初めて誤解が

つとして， 開発の手戻り (口頭などの厳格でないコミュニ

発覚し， 開発の手戻りが発生する可能性がある． Ferrari

ケーションによって発生する齟齬が原因で開発されたソフ

ら [4] は口頭インタビューを用いた要求獲得における曖昧

トウェアを最初から直す) が挙げられる．ゲームやウェブ

さ発生のきっかけについて調査し， 仕様書に記載されてい

サービスの開発の現場は， より高速に開発サイクルを回転

る文書とは異なる種類の曖昧さが発生していることを明ら

しサービスの機能などを発展していく必要がある．そのた

かにした．

め， ソフトウェアの仕様が変更された際にも従来のソフト

本研究ではこのようなコミュニケーション齟齬が実際

ウェア開発のように仕様書などを作成することなく， 口

に発生するのかということを確認するために， 予備実験を
行った．予備実験では被験者に対して競技プログラミング
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サイトの簡単な問題を口頭で説明した上で，問題の要件を
満たすプログラムを被験者に作成してもらった．また， 正
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解に至るまでの誤提出数や質問数，その内容を記録した．

インパターンを利用した保守性の高い内部 DSL (Domain

この予備実験の結果から， 実際に口頭のみの要求伝達で齟

Specific Language) [9] 及びそれらを用いテストコードの自

齬が発生することが確認できた． なお， 追加予備実験と

動生成ツール DePoT を提案した．

して口頭での伝達に加えて， 実際の問題文に存在するいく

DePoT はページオブジェクトパターン [5] に基づいて

つかの入出力例を与えたところ， 被験者の正解までの提出

ウェブアプリケーションテストコードを自動生成するフ

回数に大きな減少が見られた． この予備実験と追加予備実

レームワークである．ページオブジェクトパターンとは

験の結果から， コミュニケーション齟齬による誤った開発

ウェブアプリケーションのテストを行うツール Selenium

を防ぐ解決策として，プランナーが直接ソフトウェアの期

[3] の開発者が考案したウェブページ単位でページ操作をモ

待する入出力例を与えるためにテストコードを作成すると

ジュール化し，ページ操作とテストシナリオを分離すると

いうことが考えられる．

いうテストコードのデザインパターンである．DePoT で

本研究と同様にプログラミング能力がない人間のテスト

は各 HTML ページから HTML 要素を変数に，リンクを遷

記述支援というプローチを採用したツールとしては， プ

移を表現するメソッドに変換したクラスファイルを生成す

ログラミング能力を持たない人間でもブラウザの操作を記

る．メソッドチェーン的にページ遷移を表現する内部 DSL

録， 再生することによってテストコード作成をするアプ

によって容易にテストコードを作成することができる．

ローチを提案した中島ら [10] の研究や， アプリケーショ

DePoT で用いられている DSL とはプログラミング言語

ンの対する操作と自然言語フレーズの対応表を作成した上

と比較してより特定のタスクを処理するために特化し，そ

で自然言語を用いてテストを作成するツール Gherkin [1]

の代わりとして構造がより簡単になった言語のことを指す．

がある．しかし， いずれもテスト保守性の問題やプログラ

代表的な DSL としハードウェア記述言語の Verilog HDL

マーの保守工数増加などそれぞれの課題がある．

や，データベースの問い合わせ言語である SQL などがあ

そこで本研究では， 既存研究の課題の解決のため， 自

る．表現力が汎用プログラミング言語に劣る代わりに，文

然言語対応表の自動生成や， 自然言語フレーズで記述さ

法が単純な言語であるため取得が比較的容易であるという

れたテストコードとプログラミング言語で記述されたテス

特徴がある．

トコードの両方の内容を常に同期するというアプローチに

DePoT はあくまでプログラマーがテストコードを記述

よって既存研究の課題の解決を提案する．以降， 2 章では

することを前提にそのコストを削減するという目的のため

テスト記述支援技術および， その関連研究について述べ

に，テストコード自体も JUnit [6] という Java のテストフ

る．３章では実際に高騰による仕様伝達で齟齬が発生する

レームワークに従ったものになっているなど，プログラミ

のか， そのためのアプローチとして入出力の例示が効果を

ング能力が無い人間が記述するには若干複雑なものになっ

発揮するのかという事実を確認するために行った予備実験

ており，本研究の目的であるプランナーのテストを記述を

および追加予備実験の概要と結果を述べる．４章では本研

支援は難しいと思われる．

究において提案するテスト記述支援技術システムについて
の詳しい説明を行い， ５章で想定している実際の利用シナ
リオについて述べる．最後に６章でまとめと今後の課題に
ついて述べる．

2. テスト記述支援技術

2.2 Gherkin:テスト記述フォーマット
次に自然言語を用いたテスト記述 DSL ライブラリであ
る Gherkin [1] について説明する．Gherkin は大きく分け
ると自然言語フレーズとそれに対応するウェブアプリケー
ションに対する操作をまとめた step ファイルと呼ばれる

本章では， 既存のテスト記述支援技術と， それに関連

ファイルと，その自然言語フレーズを用いてテストシナリ

する種々の用語についての解説を行う．以降，2.1 節では

オを記述した feature ファイルと呼ばれるファイルで構成

ウェブアプリケーションテストコード自動生成フレーム

される．図 1 は step ファイルの例を示し，図 2 は feature

ワーク DePoT の解説を，2.2 節では自然言語を用いたテス

ファイルの例を示す．図 1 の例ではテスト対象のウェブア

ト記述支援システムである Gherkin を説明し，最後に 2.3

プリケーションに対する一部の動作の step 及び，その自然

節ではプログラミング以外の手段によってテストコードを

言語表現を定義している．図 2 の例では事前に作成した自

作成するいくつかのツールについて述べる．

然言語フレーズを組み合わせてテストシナリオを表現して
いる．

2.1 DePoT:ウェブアプリケーションテストコード自動
生成フレームワーク

step ファイルで定義した自然言語フレーズとライブラリ
が定義した”When”，”Given”，”And”などのキーワードを

青井ら [11] は頻繁に変更されるウェブ アプリケーショ

組み合わせることによって一見自然言語文章のような形

ンの HTML のコードのテスト保守コストを減らすために，

でテストコードを作成することができる．これにより，プ

ウェブアプリケーションの頻繁な変更に対応可能なデザ

ログラミング能力がない人間でもテストシナリオを理解，
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step ’hoge␣サイトにアクセスする’ do
Capybara.app host = "http://www.hoge.jp/"
3 end

ては最後のアサーション部分を別としてプログラミング言

2

語を記述する必要がないため Programmable 手法よりテス

4

トとしては，テストケース自体を保守することができず，

step ’トップページを表示する’ do
6
visit ’/’
7 end

5

トケースを作成する初期コストが低い．その反面デメリッ

HTML 要素などが変更されるたびに再度ブラウザ操作を
記録する必要があるため，テストケースの保守コストが大
きくなることが挙げられる．

8

step ’画面にようこそと表示されていること’ do
10 # page.should have content(’ようこそ’) # should は
もう古い
11
expect(page).to have content(’ようこそ’)
12 end
9

Programmable 手法とは，プログラミング言語のソース
コードを用いたテスト手法のことを指す．プログラミング
能力がない人間がテストコードを記述することは困難で
あるので，基本的にはプログラマーがテストコードを記
述することが前提になる．Programmable 手法は，テスト

13

step ’id␣と␣password␣を入力する’ do
15
fill in ’session_login’, :with => ’testuser’
16
fill in ’session_password’, :with => ’password’
17 end
14

ケースの作成コストが Capture&Relay 手法と比較して大
きくなる代わりに，テストケースの保守がテストコード
の修正のみで済むので保守コストが大きく抑えられると
いう特徴がある．Maurizio ら [8] は Programmable 手法と

図 1 step ファイルの例

Capture&Replay 手法の中で，3 回以上のリリースが行わ
れるソフトウェアでは Programmable 手法を採用するほう

1 機能: ポータル画面からログイン
2
3
4
5
6
7
8

シナリオ: トップページにアクセスしてログインする
前提 hoge サイトにアクセスする
もしトップページを表示する
ならば 画面にようこそと表示されていること
かつ id と password を入力する
かつ サインインボタンをクリックする
ならば 画面にユーザ名 testuser が表示されること
図 2

feature ファイルの例

がテストにかかる総コストを抑えられると明らかにした．
従ってプランナーがテストを書くという本研究の条件を付
け加える場合には，Programmable 手法の初期コストにプ
ランナーがプログラミング能力を取得するための時間など
も加える必要があると考えられる．

2.3.1 Tellurium
Capture&Replay 手 法 の 初 期 コ ス ト の 低 さ と Programmable 手法の保守コストの低さという双方の手法
のメリットを組み合わせたツールとしては中島ら [10] が開

記述することができる．しかしその一方で，アプリケー

発した Tellurium がある．このツールはウェブブラウザ上

ションのソースコードやテストコードに加えて新たに step

で操作を行うたび，その操作に対応するテストコードを挿

ファイルの作成，保守コストがプログラマーの負荷になる

入する．これにより，プログラミング能力がない人間でも

課題や，自然言語で書かれたテストコードはプログラマー

ブラウザ上の操作でテストコードを作成でき，かつテスト

にとっては逆に理解コストが上がってしまうなどの課題が

はソースコードの形になっているのでプログラマーが保守

ある．

できる．
また，Selenium IDE [3] などの Capture&Replay 手法を

2.3 ウェブアプリケーションテストの関連技術

支援するツールの中にはテストケースをソースコードの形

ウェブアプリケーションのエンドツーエンドのテスト

でエクスポートできる機能をもつものもある．この機能と

（内部動作を確かめることなく表示画面のみを通じて入力

の差別化としてはテストコードの生成単位であると筆者ら

に対する最終的な出力を確認するテスト）技術は大きく分

は述べている．Selenium IDE などのテストケースエクス

けて Capture&Replay 手法と Programmable 手法に分類で

ポート機能はテストケースに相当するソースコード以外に

きる．ここでこれらの 2 手法について詳しく解説する．

も種々の必要な動作（例:モジュールや設定の読み込みな

Capture&Replay 手法とは専用のツールを用いてウェブ

ど）が含まれており無駄があるが，提案手法はあくまでブ

ブラウザ上の操作を記録 (Captrue) し，それを再び再生

ラウザ操作に対応するコード片のみであり無駄がないとい

(Replay) することによって記録した操作を再現し，ウェブ

う点を挙げている．

アプリケーションの挙動をテストする手法のことである．

この手法は Programmbale 手法と Capture&Replay 手法

代表的なツールでは Selenium IDE [3] があるが，Selenium

のメリットを両取りしているが，最終的なテストシナリオ

IDE はブラウザ動作を記録することのみなので，最終的

がソースコードの形になるため，あくまでテストコードの

な出力が正しいことを確認するアサーションなどについて

保守はプログラマーの役割となり，本研究が目指すところ

は自分で書き加える必要がある．この手法のメリットとし

のプランナーのテスト保守という要求は満たされない可能
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性がある．

3. 予備実験
ゲームやウェブサービスの開発現場では，プランナーと

表 1

予備実験結果
被験者 A

被験者 B

被験者 C

正答までの提出回数

3回

2回

2回

質問回数

1回

0回

2回

プログラマーの口頭によるコミュニケーション齟齬によっ
て開発の手戻りが発生する可能性がある．本研究では実際
にそのような問題が起こるのかを確認するための予備実験

3.2 実験に使用した問題
本実験で使用した問題は以下の通りである．

を行った．また予備実験のフィードバックインタビューか

AtCoder 社の社員である青木さんの給料は以下のように

ら得られた仮設を検証するために追加の比較実験として口

決められます．ある月に，青木さんがタスクをこなした数

頭での仕様説明に加えて入出力のサンプルを与えた場合の

を x とします．この月の給料は，1 から x までの整数が 1

実験も行った．本章ではこれらの実験の概要及び結果につ

面ずつに書かれた x 面ダイスを振って出た目 × 1 万円が

いて述べる．

もらえます．ただし，このダイスは，どの面が出る確率も
等しく 1/x です．青木くんは，暮らしていくのに十分な給

3.1 予備実験の概要

料が得られるかどうかが心配で，平均いくら程度給料がも

予備実験では，被験者としてはソフトウェア工学を研究

らえるか調べたいです．毎月，青木くんはちょうど N 個

している修士課程の学生 3 名を対象とした．被験者のプロ

のタスクをこなすこととし，毎月の給料の平均値を求める

グラミング能力については若干のばらつきがあったが，事

プログラムを書いてください．

前に簡単なチュートリアルを受講してもらい被験者が本実

入力入力は以下の形式で標準入力から与えられる．N 1

験に参加するこための十分なプログラムの能力があること

行目には，整数で，青木くんが毎月こなすタスクの数 N (4

を確認した．

≦ N ≦ 100) が与えられる．出力青木くんがもらえる毎月

実験内容は次の手順で実施された．まず，実験実施者

の給料（単位は円）の平均値を 1 行で出力せよ．絶対誤差，

は実験対象の問題として，競技プログラミングサイト At-

または，相対誤差が 10 − 6 以下であれば許容される．ま

corderBeginnerContest(以下 ABC)[2] 第四回の問題 A を実

た，出力の末尾には改行を入れること．

験で使用する仕様として選択した．ABC は初心者向けの
プログラミングコンテストとして有名なサイトであり，提

実験実施者はこの問題をウェブサービスの給料の計算シ
ステムの要求として想定し，被験者に説明を行った．

出するプログラムの言語も多くの種類が認められている．
また，問題 A は簡単な四則演算程度を実装できれば解答

3.3 予備実験の結果と考察

できる程度の難易度の問題であり，予備実験で確認するべ

表１は予備実験に参加した被験者Ａ，Ｂ，Ｃの予備実験

きである「仕様が正確に伝達されたか」を確認するのには

中の正答までの提出回数と質問回数を示す．予備実験で全

適当な難易度であると考えられる．次に，被験者に馴染み

被験者は 1 回以上の誤提出を行い，1 回目の提出で正解を

があるプログラミング言語について簡単な標準入出力につ

した被験者はいなかった．

いてのチュートリアルを行った後，口頭とホワイトボード

予備実験で，いずれの被験者も 1 回目の提出では正解し

による簡単な図を用いた問題の説明を行い，解答とするプ

なかったことから，口頭での要求伝達において齟齬が発

ログラムを作成してもらった．完成したと思った段階で被

生することが確認できた．また，実験後に行ったフィード

験者から実験実施者にプログラムを提出してもらい，実験

バックインタビューで実際の問題文に記述されているサン

実施者が ABC の判定ページに該当プログラムを提出する．

プルを被験者に見せたところ，「これを見ながらなら最初

プログラムが正解であればそこで実験を終了し，フィード

にしたような仕様の誤解をしなかったと思う」という意見

バックインタビューを行った．プログラムが間違っていた

が一部の被験者から得られたので，プランナーが要求と同

際には，誤提出のカウントを 1 つ追加した上でサンプルと

時に入出力の組み合わせのサンプルを提示することが要求

なる入力と出力の例を 1 つ示し，提出されたプログラムの

伝達の齟齬を防ぐ方法になるという仮設を立て，その仮設

該当入力に対する出力との違いのみフィードバックを行

を検証するために追加の予備実験を行った．

い，再び開発に戻ってもらった．実験実施者はプログラミ
ング能力が無いプランナーという設定であるため，実装に

3.4 追加予備実験概要

ついてのフィードバックは一切行わなかった．なお，実験

予備実験と同じ実験条件（口頭での問題説明，ホワイト

中に質問があった場合には質問カウントを 1 つ追加し，質

ボード）に加えて実際の問題文の入出力の例を与える追加

問に解答した．

の予備実験を新たにソフトウェア工学を研究している修士
課程の学生 3 名（最初の実験を行った学生とは異なる人間）
に対して行った．
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表 2

入出力を加えた追加予備実験結果
被験者 D

被験者 E

被験者 F

正答までの提出回数

1回

1回

1回

質問回数

0回

0回

2回

• Step ファイルとテストコード (または自然言語テスト
コード) を入力として自然言語テストコード (またはテ
ストコード) を生成するモジュール
以降，各モジュールの動作について詳しく解説する．

4.2.1 Capture&Replay 手法によるテストコード出力
3.5 追加予備実験の結果と考察
表 2 は追加で行われた予備実験に参加した被験者 D，E，

モジュール

Capture&Replay 手法によるテストコード出力モジュー

F の実験中の正答までの提出回数と質問回数を示す．この

ルはプランナーのブラウザ操作を入力としてそのブラウザ

表に示す通り，すべての追加予備実験の被験者が誤提出

操作にを再現するテストコードを出力する．このモジュー

を行うことなく，1 回目の提出で正解のプログラムを提出

ルには既存の Capture&Replay 手法によるテストコード出

した．

力ツールの 1 つである Katalon Recorder [7] を使用する．

この追加で行われた予備実験の結果から，入出力例の提

このモジュールの大まかな挙動を図 4 に示す．

示が仕様の伝達の齟齬の防止について一定の効果を発揮す

4.2.2 HTML 解析による step ファイル作成モジュール

ることがわかった．また，追加予備実験のフィードバック

HTML 解析による 2.2 節で説明した Gherkin の step ア

インタビューで以下のような意見が得られた．

イル作成モジュールは本研究で新たに実装するものであり，

• 「入出力のサンプルは仕様の伝達に効果はあったか」

プランナーが保守する自然言語テストコード作成のための

「あった．問題文の説明時には一部の意図が不明瞭だっ

step ファイルを作成するモジュールである．このモジュー

たが，サンプルを与えられたことで意図がつかめた」

ルは入力として HTML ファイルを受け取り，受け取った

• 「与えた入出力のサンプルを用いて自らのプログラム

HTML ファイルをパースし，中のリンクなどの要素を読み

を提出前にデバッグしたか」「デバッグを行った」

取り 2.2 節で説明した Gherkins の step ファイルを生成す

• 「入出力のサンプルを与えていなかった場合，自ら入
出力の組を考案し，デバッグしたかと思うか」「面倒
なので，やらなかったと思う」

る．このモジュールの大まかな挙動を図 5 に示す．

4.2.3 自然言語テストコードとプログラミング言語同期
モジュール

この結果より，口頭での要求伝達に齟齬が容易に発生し

自然言語テストコードとプログラミング同期モジュール

うること，またその齟齬はプログラムに対しての理想の入

も本研究で新たに実装するものであり，step ファイルで定

出力例によってある程度防ぐことができるということがわ

義された自然言語フレーズを用いてプランナーに記述され

かった．

た自然言語テストコードとプログラマーが保守するための

4. 提案手法
本章では本研究で提案するプランナーのテスト記述支援
システムの概要について解説する．

プログラミング言語のためのテストコードの内容を同期す
るモジュールである．このモジュールの入力として自然言
語テストコードを受け取った場合にはプログラミング言
語のテストコードを出力し，プログラミング言語のテスト
コードを入力した場合には自然言語テストコードを出力す

4.1 提案システム概要
提案システムの利用者はシステムについての要求を所持
しているがプログラミング能力を持っていないプランナー
と，要求を受け取った後に，ソフトウェアの追加機能を実
装するプログラマーである．本章で提案システム全体の概

る．このモジュールの大まかな挙動を図 6 に示す．

5. 利用シナリオ
本章では 4 章で述べた提案システムの想定利用シナリオ
に従ってシステムの動きを図を用いて説明する．

要と構成モジュールの役割を説明する．図 3 にモジュール
全体の概要を示す．赤い矢印は本研究で新しく実装する予
定部分を表す．

5.1 シナリオ 1:新規テスト作成
図 7 に示す新規テスト作成の際の提案システムの利用シ
ナリオについて述べる．まず，プランナーが存在するウェ

4.2 提案システムモジュール
提案システムを構成する 3 つのモジュールについて解説
する．まず，各モジュールは以下のようなものがある．

• Capture&Replay 機能を持つブラウザ操作を入力とし

ブページに対して，Katalon Recorder を用いてテストコー
ドを作成する．Capture&Replay 手法はプログラミング言
語能力がなくてもテストコードを作成することができるの
でプランナーもテストコードを作成できる．

てテストコードを出力とするモジュール

• HTML ファイルを入力として自然言語テストコード
生成に必要な Step ファイルを生成するモジュール
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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入力
KatalonRecorder

提案
変換モジュール2

自然言語で表記された
テストコード

プログラミング言語
テストコード

ブラウザ操作
入力

提案
変換モジュール1

STEP
Stepファイル

HTMLファイル

本研究で実装予定
図 3

提案手法の概要

Capybara.ho
st=”http://…”
visit “/”
……

KatalonRecorderを
通して操作

提案
変換モジュール2

KatalonRecorder

プランナー
生成

シナリオ:
トップページに
アクセスして
ログインする
前提 hoge
サイトにアクセス
する

自然言語で表記された
テストコード

プログラミング言語
テストコード

開発対象
アプリケーション

Capybara.ho
st=”http://…”
visit “/”
……

STEP

step ’hoge␣サイト
にアクセスする ’
do
Capybara.app host
= "http://……"
end

Stepファイル

プログラミング言語
テストコード

図 4

モジュール 1 の図

図 6

モジュール 3 の図

利用シナリオ1(新規テスト追加)
入力
提案
変換モジュール1

STEP

step ’hoge␣サイト
にアクセスする ’
do
Capybara.app host
= "http://……"
end

ステップ②
事前に生成した
Stepファイルを用いて生成

ステップ①
C&Rによって作成

テストコード

プランナー

HTMLファイル

対応するHTMLをパースし
てる感

自然言語で表記された
テストコード

Stepファイル
自動処理によって
生成
STEP
HTMLファイル

図 5

モジュール 2 の図
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図 7 シナリオ 1 の図
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利用シナリオ2(プランナー テスト保守)
ステップ①
C&Rによって作成

プランナー

利用シナリオ3(プログラマー テスト保守)
ステップ③
加えられた変更を同期

ステップ②
事前に生成した
Stepファイルを用いて生成
自然言語で表記された
テストコード+変更

プログラムで表記された
テストコード+変更

保守

ステップ③:加えられた変更を同期

自然言語表記な で
プランナーも
変更が理解できる

図 8 シナリオ 2 の図

[7] を用いて Ruby 言語によるテストコードとして出力され

変更、新規ケース追加など

19

図 9 シナリオ 3 の図

るかを確認する実験を行う．

用シナリオについて述べる．プランナーによるテストシナ
手法で作成されたテストシナリオはまず Katalon Recorder

ため

自然言語で表記された
テストコード+変更

変更がプログラム テストコードにも
同期される でプログラマー テスト理解と
プログラマー 乖離が生じない

15

プログラマー

リオ修正のシナリオについて解説する．Capture&Replay

プログラムで表記された
テストコード+変更

プランナー

• 既存システムと比較して提案システムがプランナー，
プログラマーの負荷を軽減しているかを検証する
謝辞 本研究は，JSPS 科研費 JP18H04094，JP16K16034
の助成を受けた．

る．その後，出力されたテストコードを元に HTML ファ
イルを解析し生成した step ファイルを用いて自然言語で
表現されたテストコードが作成される．プログラム言語が
記述できないプランナーでも自然言語で定義されたフレー
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