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ねらい 介護ロボットなど、あまり前例がなく、かつ、リスクも存在すると予想される新しいシステムに対
しては、そのシステムを導入する顧客にとっても、要求が明確に定義できなかったり、その要求に基づく受け
入れテストの妥当性の判断が困難であったりすることが予想される。本発表では、受け入れテストの妥当性に
ついて、顧客にも判断可能な説明文書を構築する手法を提案する。説明文書はゴール構造化表記法を応用して
構築し、自動受け入れテストが可能なオープンソースツールも活用することにより、構築した説明資料に対し
て、自動的なテスト結果の反映も可能であることを示す。
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Target: For innovative systems such that there is no precedent for a customer and its risk is considerable, such as a nursing
robot in nursing-care facility or at home, it is expected for a customer that the stakeholder requirement cannot be clearly
defined and determined, and also the validity of test scenarios, based on the stakeholder requirement, for the acceptance test
can hardly evaluated. In this presentation, we propose a method to construct a document explaining a set of test scenarios
for acceptance testing so that a customer can judge its validity. Obtained documents are expressed by a goal structuring
notation. The proposed method uses an open source tool for automating acceptance testing in order to automatically attach
results of an acceptance test to an explanation document.
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１．想定する読者・聴衆

テムも含めた品質保証や安全性の確保が寄り重要にな
る。しかし、システムを導入する側が、システムの技術

サービスロボットなどの従来類似のシステムがあま

的な性能や仕様、さらには、リスクまで系統立てて把握

りなく、かつ、それを受け入れる顧客や運用者、利用す

するのは困難であると予想される。そのような状況に

る消費者が、そのシステムの性能や仕様について、技術

おいても、システムの受け入れテストは、原則的には、

的に系統化して把握するのが困難な場合の、顧客や運

受け入れ側である顧客や運用者、利用者が主体となっ

用者を想定する。例えば、介護支援ロボットが介護施設

て作成しなければならない。

に導入される場合の、介護施設責任者や介護者である。

受け入れテストを効率化する試みは、ソフトウェア

さらに、システムの受け入れテストを実施する技術

の受け入れテスト駆動開発[2]のなかに見られる。例え

者、及び、受け入れテストの意味や妥当性について、シ

ば、代表的な受け入れテスト駆動開発の支援ツールで

ステムを受け入れる顧客に対して、説明したり、確認し

ある Cucumber[3]は、次のような自然言語風の受け入れ

たりして、顧客が行う受け入れテストとテストシナリ

テストのテストシナリオを記述可能な記述形式である

オの記述を支援する立場の技術者も想定する。

Gherkin を入力とする。

2．背景
生活支援ロボットに関する国際規格「ISO 13482:2014
ロボット及びロボットデバイス—生活支援ロボットの
安全要求事項」が発行されるなど、ロボットと人が協調

図 1 Cucumber の入力例

して活動するようなシステムが社会に導入されつつあ

「フィーチャ」は、関係する機能、
「シナリオ」は、こ

る。このようなシステムにおいては、従来システムのよ

の文書が表現するテストシナリオの名前、「前提」は、

うに、システムの出荷時における一律の品質保証より

テストシナリオ開始時の前提、
「もし」はテストシナリ

も、それを導入する運用手続きなどマネジメントシス

オにおけるアクション、
「ならば」は、期待する観察結
果をあらわす。Cucumber は、入力された Gherkin によ
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る記述を解釈し、ソフトウェアのソースコードと結び

2. 非技術者による習得が容易である、又は必要ない。

つけるスクリプトを用意しておくことにより、自動で

3. 受け入れテストのコストは上昇しない、又は、省

受け入れテストを実行する環境を提供することができ
る。

力化につながる。
ただし、課題の解決策を検討するにあたり、本研究で

一方で、自動車や航空機、鉄道、医療などの安全性に
係わるシステムの分野の国際規格では、アシュアラン
スケースやセーフティケースと呼ばれる、安全性に関
する論証を記述した文書の提出を求めることが多くな
ってきている[4]。アシュアランスケースにおける論証
を構造的に記述する表記法として、ゴール構造化表記

は受け入れテストの自動化自体はスコープの範囲外
とする。

4．提案
論証の構造的な記述法であるゴール構造化表現を活
用する。提案の全体像を次の図に示す。

法（Goal Structuring notation, GSN）が産業界でも注目さ
れている[1]。システムの安全性に対するハザード分析
やセキュリティに対する脅威分析の効率化[5]やソフト
ウェアレビュープロセスの改善[6]などへの活用が報告
されている。さらに、航空宇宙分野のソフトウェアに関
する汎用的な安全要求に基づく安全審査を想定した、
ゴール構造化表記法によるシステムの受け入れプロセ
スの可視化とその効果についても実験により確かめら
れている[7]。本発表での提案も、ゴール構造化表記法

図 2 提案の全体像

によるシステムやソフトウェアの受け入れプロセスの
改善を目指す。

3．課題

提案1. フローチャートによりテストシナリオ候補と、
それらとテスト観点との関係を記述
まず、受け入れ者により、受け入れテストのテストシ

介護ロボットなど、従来類似のシステムが存在しな

ナリオ候補とテスト観点を記述する。ここで、テストシ

かったような場合に導入するシステムは、それを受け

ナリオ候補は、図 1 のような Cucumber の入力記述と

入れる側もどのような受け入れテストをすればよいの

ともに、下の図 3 のようなフローチャートも許すこと

か系統的な説明をするのが難しいことが予想される。

とする。場合によっては、Cucumber の入力記述形式で

具体的には、対象システムの技術的な性質に詳しくな

ある Gherkin のような構造的な自然言語の文書よりも、

い、システムの受け入れ先である顧客や、運用者、利用

受け入れ者にとって記述しやすい現場もあると考えら

者などの非技術者が、受け入れテストのテストシナリ

れるとともに、複数のテストシナリオが効率的に記述

オについて、納得感を伴うものを作成するのが難しい。

できるためである。

この課題は次の部分課題からなると考える。
a) 受け入れテストのテストシナリオに対して、要求
全体から見た位置づけを説明するのが難しい
b) 受け入れテストのテストシナリオセットに対して、
要求全体から見た妥当性を判断するのが難しい
c) 受け入れテストの受け入れ側がもつ知見を受け入
れテストのテストシナリオに反映するのが難しい

図 3 フローチャートによる受け入れテストの

例えば、現在の受け入れテスト駆動開発の支援ツー

テストシナリオ記述例

ルでも、ロボットの安全性に関する受け入れテストを
図 1 のような形式で記述することはできるが、そのテ

次に、受け入れ者により、自らが与えたテストシナリオ

ストシナリオを成功することがロボットの安全性にど

の意図を記述する。具体的には与えたテストシナリオ

のように貢献するのかといった、そのテストシナリオ

の背景にあるテスト観点をそれぞれのテストシナリオ

の位置付けや妥当性については、別の手段で説明した

に結びつける。テストシナリオは例えば次のようなも

り、判断したりしなければならない。

のがある。

これらの課題を解決する際には、次のような制約も
考慮する必要がある。
1. システムの受け入れ側の非技術者でも、判断、及

テスト観点識別子

テスト観点の内容

c1

典型的な利用シナリオ例

c2

過去の事故事例の発生シナリオ

び記述可能な記述形式を持つ。
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c3

プライバシーが懸念されるシナリオ

受け入れ者は、それらサブゴールのうち、テストシナ

c4

新たに導入される機能に関するもの

リオとテスト観点との関係を示すサブゴール（図 6 で

これらとテストシナリオの対応付けを記述する。

はサブゴール G11）を説明する文書や証拠資料をゴー
ル構造化表記法のソリューションとして与える。さら
に、実際各シナリオでテストを実施し、成功した場合
は、そのテスト結果をソリューションとしてゴール構
造化表記法に反映する。これらの更新を図 6 のサブゴ
ール部分に反映したものを次の図に示す。

図 4 受け入れテストのテストシナリオ
とテスト観点との対応付け例
図 4 の情報に基づき、ゴール構造化表記法により、
テストシナリオとテスト観点との対応関係を説明する
説明文書の骨組みを自動的に構築する。
図 7 図 6 のサブゴールの更新例
これらの更新をすべてのテスト観点に関するサブゴー
ルに適応し、さらに、各ゴールの受け入れ状態を評価
することができるゴール構造化表記法の拡張である撤
回可能ゴール構造化表記法[8]を応用することにより、
例えば、受け入れテストが成功しなかったテストシナ
図 5 図 4 のテストシナリオとテスト観点との
関係情報から自動生成された説明文書

リオがあった場合に、それがどのテスト観点に影響す
るのかが把握しやすくなると期待される（図 8）。

ここで、ゴール構造化表記法のトップゴールは「対象
システムは、c1, c2, c3, c4 のすべての観点について、
受け入れテストによって確認されている」であり、ト
ップゴール以下のゴール分解は、なるべく多くのテス
トシナリオを共有するテスト観点をまとめる方針で構
築されている。最終的に、観点毎に、その観点に結び
つくテストシナリオのテスト結果を表すサブゴール
と、それらのテストシナリオでテスト観点が確認でき
ることを示すサブゴールとで説明される（図 6）。
図 8 撤回可能ゴール構造化表記法による、テストが
失敗したテストシナリオに対する影響の可視化例
また、受け入れ者の知識や知見については、受け入れ
テストのテストシナリオに結びつきやすいと予想され
る。例えば、介護施設においては、介助者が新人の場
合とベテラン職員の場合とでは、事故のタイプが異な
ることが予想されたり、病院や家族との連携において
図 6 観点毎のサブゴール例

は、伝達される情報のタイプ毎に確認作業が異なった
りすることが予想される。それらの知識や知見を受け
3

入れテストのテストシナリオに容易に反映できるよ
う、本手法ではフローチャートに対して、そのアクタ
ーや分岐、やりとりされるデータの種類に関するバリ
エーションに対してもテスト観点を対応付けられるよ
うにしている。例えば、次のようなバリエーションと
テスト観点との対応関係を考える。

図 11 Cucumber の入力記述表現による
テストシナリオの位置付けの記述例
具体的には、図 1 の「被介護者がベッドにいる状況
で安全機能 SF_αが適切に働く」というシナリオは、よ
り上位の「安全機能 SF_αによりハザード H2 による残
存リスクを A に軽減できる」という目的を支える証拠
の一部として位置付けられることが表現されている。
これらの文書の集合として、受け入れテストのテスト
シナリオのセット、およびそれらの位置付けについて

図 9 テストシナリオにおける様々なバリエーショ
ンとそのテスト観点との対応関係との記述例

表現する。文書の集合の全体像は、ゴール構造化表記法
で視覚化する。テストシナリオを表す文書については、
「前提」はコンテキストに、それ以降の「もし」と「な

このような対応付けについても、それを説明するゴー

らば」からなる部分を主張と解釈して、ゴールとする。

ル構造化表記法を前述と同様の方針で自動構築する。

例えば、図 1 のシナリオは次のように変換する。

図 12 図 1 のテストシナリオの
ゴール構造化表現による表現例
ここで、この受け入れテストのテスト結果はゴール
に対する証拠であると考えられるため、受け入れテス
トが成功した場合には、次のように更新できる。ここ
ではテスト結果をゴール構造化表現のソリューション
図 10 図 9 のテストシナリオとそのバリエーション

として表現している。

と、テスト観点との対応関係から
自動構築されたゴール構造化表記法にソリューション
を追加したもの
提案2. ゴール構造化表現と受け入れテスト駆動開発の
支援ツールの入力形式の相互変換の提案
Cucumber の入力記述言語である Gherkin は、自動化
が可能で、かつ、非技術者にも記述が可能なテストシナ
リオの記述形式である（図 1 参照）。この記述形式によ

図 13 図 1 のテストシナリオの
ゴール構造化表現による表現例（テスト結果付き）

り、テストシナリオだけでなく、テストシナリオの位置
付けを説明することを試みる．例えば、図 1 のテスト
シナリオは、あるハザードに関する対応策に関する受

一方で、図 11 で示したようなテストシナリオを位
置付ける文書に対する変換は次のようになる。

け入れテストの一部の場合を想定すると、その位置付
けは次のように記述できる。
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5．効果
提案 1, 2 により、次のような効果が期待できる。
•

システムの受け入れ側の顧客や運用者、利用者自
身が記述可能な形で、受け入れテストのテストシ
ナリオの位置づけが記述できるため、受け入れテ
ストのテストシナリオの必要性や妥当性、テスト
シナリオセットの十分性などについて評価が容易

図 14 図 11 でのテストシナリオの位置付けを表す
文書のゴール構造化表現による表現例
ここでは、シナリオ名はストラテジ、
「ならば」の前半
部が下位ゴール、後半部が上位ゴールと対応している。

になる。
•

について、全体像をゴール構造化表現で表現でき
るため、全体の把握が容易になる。
•

受け入れテストのテストシナリオのテスト結果に
ついて、ゴール構造化表現のソリューションとし

テストシナリオの位置付けを表す文書に対しては、さ

て表現しているため、テスト結果が成功している

らにその位置付けを説明する文書も必要に応じて用意

場合と失敗している場合について、その全体に対

する。例えば、図 11 の内容の位置付けを説明する文書
は次のようなものになる。

受け入れテストのテストシナリオとその位置付け

する影響範囲把握が容易になる。
•

ゴール構造化表現を入力として、それを変換する
ことにより、テストシナリオの文書及びその位置
付けの文書を得ることもできるため、全体のステ
ークホルダー要求の構造が既に明確になっている
場合には、それに基づく受け入れテストのテスト
シナリオの集合を得ることが容易になる。

以上のような効果が期待できつつ、前節で示した制約
は満たしていると考えられる。ただし、効果及び制約の
満足の実際の評価については今後の課題である。
図 15 図 11 でのテストシナリオの位置付けを表す
文書のより上位の要求から見た位置付けを表す記述例
このように、テストシナリオを著す文書、及びテストシ
ナリオの位置づけを表す文書の集合を記述し、それら
の構造をゴール構造化表現で表現する。これまでの文
書を含む文書集合から変換されたゴール構造化表現の
例を示す。

6．考察とまとめ
本発表では、ゴール構造化表現を用いて、受け入れテ
ストのテストシナリオの位置付けを説明する手法を提
案した。
今後は、評価実験などを通じた効果の確認とともに、
ある程度の説明文書の自動構築を目指していきたい。
例えば、ゴール構造化表現で表現できるような系統的
な要求の説明とテストシナリオの紐付けを最初からで
きる場合は想像が難しく、実際は、経験者が直感的に過
去の事故事例や最も典型的な日常業務を考慮しながら、
テストシナリオがまず作成されると予想される。その
ような特定のシナリオに対する説明から、他に必要な
テストシナリオのバリエーションや、それらに対する
全体の要求から見た説明文書を構築することを今後試
みたい。

図 16 文書集合全体から変換された
ゴール構造化表現例

本研究は、平成 28 年度福井県産学官金連携技術革新
推進事業「介護ロボットや自動運転を制御するソフト
ウェアの安全性を評価・論証するツールの開発」の一
部として実施されました。

また、入力として、文書集合ではなく、ゴール構造化
表現によって、テストシナリオの位置づけを記述し、
それを文書に変換することも考えられる。
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