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「ソフトウェア発注側の“品質戦略”と“テスティング”に対する期待」 
 

ソフトウェア発注側が本音で語る！ 
 

 

「テスティングの価値」
パネル 

 
JaSST 2014 

JaSST2014Tokyo 
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パネリストのご紹介 

• パネリスト 

• 杉田秀則 （ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社） 

• 北富夫 （株式会社ディー・エヌ・エー） 

• 西垣哲也  （株式会社ワークスアプリケーションズ） 

• 丹下大  （株式会社SHIFT 代表取締役社長） 

 

• モデレータ 

• 湯本剛 （NPO法人ASTER） 

• 藤田克史 （JaSST実行委員会） 

JaSST2014Tokyo 

セッションの流れ 
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セッションの流れ 

 

16:50~17:00 10min セッション概要説明  

17:00~17:20 20min ポジショントーク  各社様5分 

17:20~18:10 50min ディスカッション 

 ~17:45   テーマ1 

 ~18:10   テーマ2 

18:10~18:20 10min まとめ、セッションクローズ 

 

JaSST2014Tokyo 

JaSSTﾊﾟﾈﾙｾｯｼｮﾝ 
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JaSSTパネルセッション 

 

2013 

テスト会社の社長様にご登壇いただき、 

「グローバルソーシング」をキーワードに語っていただき、好評を得る。 

 

2014 

大手クライアントのマネジメントの方々をお呼びし、 

「品質戦略」「テストへの期待」を軸に、本音で熱く語っていただきます！！ 

JaSST2014Tokyo 

T1：品質戦略とは 
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テーマ１ ～品質戦略とは～ 

JaSST2014Tokyo 

品質特性 品質副特性 主な内容

合目的性
正確性

相互運用性
標準適合性
セキュリティ
成熟性

障害許容性
回復性
理解性
習得性
運用性

時間効率性
資源効率性
解析性
変更性
安定性
試験性

環境適用性
設置性

規格適合性
置換性

効率性
目的達成のために使
用する資源の度合い

保守性

保守（改訂）作業に
必要な努力の度合い

移植性

別環境へ移した際そ
のまま動作する度合
い

機能性

目的から求められる
必要な機能の実装の
度合い

信頼性
機能が正常動作し続
ける度合い

使用性
分かりやすさ、使いや
すさの度合い

品質を向上，品質を確保，品質を保証…これらのために 
各社は何を重視して、どのような手段を選んでいるのか？ 

T1：品質戦略とは 
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テーマ１ ～品質戦略の中でのテストの位置づけ～ 

重要視する品質 

・魅力的な機能 
・常に性能をキープ 
・度重なる仕様変更への対処 
・ユーザエクスペリエンス 
などなど 

リソース/環境 

・開発者 
・開発環境/フレームワーク 
・テスト担当者 
・テスト環境/ツール 
・サポート体制 
・バージョンアップの方法 
などなど 

費やしている時間 

人員数 

システムテスト 

開発者
テスト 

サポート 

レビュー 

ゴールとハンドから、 
どのような品質戦略を取っているのか？ 
その中でテストの占める価値とは？ 

JaSST2014Tokyo 

T2：テストへの期待 
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テーマ２ ～テストに期待するモノ～ 

JaSST2014Tokyo 

テストに期待するモノは何でしょうか？ 
リソースの柔軟性？ 実績？ ツール？ 

ポジショントーク 
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ポジショントーク 

JaSST2014Tokyo 
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ポジショントーク 

杉田秀則 様（ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社） 

 

北富夫 様 （株式会社ディー・エヌ・エー） 

 

西垣哲也 様（株式会社ワークスアプリケーションズ） 

 

丹下大 様 （株式会社SHIFT 代表取締役社長） 

 

JaSST2014Tokyo 

ディスカッション 
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ディスカッション スタート！！ 
 

   テーマ1 ～品質戦略と、その中でのテストの位置づけ～ 

   テーマ２ ～テストに期待するモノ～ 

JaSST2014Tokyo 
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テーマ１ ～品質戦略と、その中でのテストの位置づけ～ 

重要視する品質 

・魅力的な機能 
・常に性能をキープ 
・度重なる仕様変更への対処 
・ユーザエクスペリエンス 
などなど 

リソース/環境 

・開発者 
・開発環境/フレームワーク 
・テスト担当者 
・テスト環境/ツール 
・サポート体制 
・バージョンアップの方法 
などなど 

費やしている時間 

人員数 

システムテスト 

開発者
テスト 

サポート 

レビュー 

ゴールとハンドから、 
どのような品質戦略を取っているのか？ 
その中でテストの占める価値とは？ 

JaSST2014Tokyo 
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テーマ２ ～テストに期待するモノ～ 

JaSST2014Tokyo 

テストに期待するモノは何でしょうか？ 
リソースの柔軟性？ 実績？ ツール？ 
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まとめ 

• 品質戦略...品質を確保することに対してテストはお金がかかり過ぎていないか？ 

• 既に今は，昔のようにテストをただ沢山やればよいとはなっていない．そういう意味ではテストにコスト
はかけなくなっている． 

• 単なるコストダウンの話ではない．バランスを持ったテストのやり方が大事 

• 意思を持ったテストが重要．いくらテストしても意思を持ったテストをしていないと、大丈夫だということ
を説明できない 

• 自動テストはたとえコストがかかっても安心感を得るために必須 
（同じことを手動でやることを考えれば十分にコストダウンしている） 

• テストケース一件実行する単価と，バグ単価（狙ったテストの単価） 
を分けて提示できるとリーズナブルになる 

• これからのテストに求めるものはなにか 

• 自分たちで今何をしなければいけないか考えてテストをすることが必要 

• ピンポイントでいいからそこに秀でた人/ツール。単なるコストの話ではない。 

• 業務知識/専門知識などをベースにしたテストが必要 

JaSST2014Tokyo 
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ご清聴ありがとうございました 

JaSST2014Tokyo 


