
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пご挨拶п 

 

WACATE-Magazineをご覧の皆様、こんにちは。 

WACATE-Magazine編集部です。 

 

今回は幅広い「組合せテスト」を扱うだけあって 

セッション目白押しですね！ 

 

しかも日本で「組合せテスト」といえばこの方！ 

という方が二人も揃うというこの豪華さ！ 

 

今から楽しみですね♪ 

 

 
 

先日発行したばかりですが、 

今回は直前メッセージをお届けします！ 

 

ではでは、熱い夏に向けての 

WACATE-Magazine vol.40、 

はじまるよー！ 

 

 

 

 

 

пお品書きп 

 

【特集】 

WACATE2012 夏！ 

もうすぐだよ！直・前！メッセージ！ 

 

【特集】 

第二回 Android テスト祭り Report！ 

 

【雑談すぺしゃる】 

てすバナ語るっ cha! 

 

【告知】 

熱い 2日間を打ち上げよう！ 

WACATE2012 夏 後夜祭 

 

【リレーコラム】 

WACATE-Blog出張所 

 

【連載】 

源太郎のソフトウェアテスト占い 

 

【あとがき】 

 

 

пWACATE Topicsп 

 

 

★WACATE2012 夏・前夜祭★ 

受付中♪ 

 

★WACATE2012 夏・後夜祭★ 

受付中♪ 

 

 

WACATE2012 夏！ 

詳しくはWebで！ 

 

 

★初めての方はvol.39を見てネ★ 



 

 

 

 

 

おぉぉぉ♪WACATE2012夏が直前っすよ、直前っ

すよ！！！！！ 

今回の「夏」も、とってもアツくなりそぅじゃ

ー！！！！ 

 
参加者のみなさん、参考書籍を購入して、予習や

ってますかー？？ 

がっつり予習をして、組合せにそなえましょー、

二日間を全力で楽しみましょー＾＾ 

 

実行委員は実行委員で、充実した１泊 2日にすべ

く、日夜会議を重ねて、セッションの作り込みや

ってますよー！！！！！ 

さてさてさてさて、そんな WACATE2012夏の各セ

ッションから、参加者の皆様へメッセージを頂き

ましたの!！！ 

 

 

■オープニング 

WACATEは実行委員や講師だけでなく、参加者の

方々にも大きく支えられています。 

今回も一緒に盛り上げていきましょう！ 

(かわにし) 

 

 

■ポジションペーパーセッション 

2日間の WACATEを

過ごすため、まず

は自己紹介から。 

 

みなさんに書いて

いただいた PPを

盛大に披露してく

ださい! 

(なかさや) 

 

 

 

 

 

 

■BPPセッション「WACATE３６５日徹底活用術」

～組み合わせて一歩前へ、そして世界へ～」 

１日目の最初なので、そこからの２日間がワクワ

クするようなセッションになったらいいな、と思

います。 

みんなで力を合わせて加速していきましょう！ 

(藤崎) 

 

 

■セッション 2「組合せテスト設計はじめの一

歩」 

組合せテストは奥深く、現場でも悩みがつきませ

ん。今回の WACATEではセッションや議論を通し

て、現場での組合せテストをどうして行くべきか

一緒に学んでいければと考えています。よろしく

お願い致します。(いせり) 

 
 

 

■セッション 3「組合せテスト技法はじめの一歩 

― デシジョンテーブル、ペアワイズ、直交表の

第一歩」 

デシジョンテーブル、ペアワイズ、直交表という

3つのテスト技法のはじめの一歩に触れます。 

それぞれの使い方やポイントについて、一緒に考

えていきましょう☆ 

みなさんの WACATE終了後の勉強やおさらいのき

っかけになれば幸いです。 

また、どんな予習をすればよいか迷っている方は、

プログラムに掲載している参考文献もご参考に

してください。 

プログラム：

http://wacate.jp/2012/summer/program.html 

(おうみ) 

 

 

■セッション 4「実践！組合せテスト設計」 

基本は学んだ！ 技法もわかった！ じゃあ次

は実践してみましょう♪ 

ここでは、講義だけではなく、ミニワークで実際

に皆さんに組合せテストに取り組んでいただく

時間を設けています。 



 

実際に手を動かすと、自分がわかっているところ、

あと一歩のところ、沢山見えてくるはずです。 

 

可能であれば、当日は以下 2点を持参されること

を推奨します。 

もちろん、2点とも準備できない場合、そもそも

PC持ち込みができない場合でも問題なく参加で

きます（＾－＾） 

・PCに PictMasterをインストールして当日お持

ちください：PictMaster 

http://sourceforge.jp/projects/pictmaster/ 

・右記サイトの「オリジナルな表」リンクから直

交表をダウンロードしてお持ちください。： 

http://www.hayst.com/Pages/default.aspx 

・組合せテスト技法はじめの一歩 ― デシジョン

テーブル、ペアワイズ、直交表の第一歩 

(いせり・おうみ) 

 
 

■招待講演「ICST 2012 組み合わせテストワーク

ショップに参加して」 

参加のきっかけは当日お話ししますが、自らの英

語力のなさをかえりみず「第 1回のワークショッ

プなので是非参加したい」という一心でモントリ

オールに行ってきました。結果は大正解。ブロー

クン以前の英語でしたが「テストが共通語」「み

んなテストの仲間」と信じて交流できました。同

行の S塾長に「辰巳さんのイメージが 180度変わ

った」と言われるほどテンションが高かったよう

です。WACATEのみなさんが外の世界に踏み出し

ていくように背中を押すお話しができればと思

っています。 

(辰巳) 

 

■ディナーセッショ

ン 

一日目のセッション

が終わったところで、

ディナーセッション

で盛り上がりましょ

♪♪♪ 

組合せ最高なおいしい料理とお酒に舌鼓を打ち

つつ、大いに楽しんで、交流を深めていってくだ

さいね♪♪ 

さて、今回はどんな企画で実行委員のみなさんは

楽しませてくれるんでしょーか？ 

それは、当日のお楽しみ♪♪♪ 

 

 

■夜の分科会 

WACATE伝統の夜の分科会。今回も一日目の夜に

開催します。いくつかのテーマの中から、興味の

ある分科会を選んで参加。あとは、お酒を飲むひ 

ともあり、お菓子をつまむひともあり、ゆるりと、

ただ熱くテストについて語り合いましょう！テ

ーマは当日発表しますので、こうご期待☆ 

まずは分科会にこよう、話はそれからだ。 

 

 

■ワークショップ１、２「やってみよう！組合せ

テスト」 

一日目に組合せテストについて、基本から応用ま

でしっかり頭に叩き込まれましたねっ 

「学んだことを実際の開発やリアリティのある

もんで、試してみたいなーーー」って思いません

か？思いますよね？ 

二日目のグループワークは、リアリティのある設

計書を使って、組合せを考えてもらうワークに仕

立ててます。 

グループで考えて、議論して、まとめて、みんな

に成果を発表してみましょー。 

(うえだ) 

 
乞うご期待！！！  

 

■おまけ 

本当に直前！！！ということで、 

セッション担当からの「直・前！メッセージ！」

をお届けいたしました！ 

 

今回も熱い夏が過ごせそうな予感が満載です♪ 

 

初めての方も常連さんも、実行委員も、全力で学

び、全力で楽しみましょう！е 

 

(WACATE-Magazine編集部) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Androidテスト祭り！ 

さる 4月 28日、東海大

学の新しいキャンパ

ス・高輪キャンパスで

開催された「第二回

Androidテスト祭り！」 

 

第一回はレポートでき

なかったのですが、、、

今回は運営の方から

「メディアスポンサー

として来ていただきた

い」と招待を受けたた

め、ここぞとばかりに

潜入してまいりました！ 

 

Androidテスト祭りと言えば受付嬢！というこ

とで今回の受付嬢のテーマは「大正浪漫」♪ 

みなさん凛としていらっしゃいました。 

 

 
 

なんと 400人以上が集まるという大きなイベン

トになりました。いかに、モバイルの需要が高ま

ってきているかがよくわかりますね。 

 

テストのイベントとしては JaSST Tokyoに次ぐ規

模の大きさです。 

また、モバイルというジャンル特有なのか、参加

者の方もさまざまな職業の方がいらっしゃるの

も印象が強かったです。 

 

それでは早速レポートいってみま SHOW!(もこみ

ち風に 

 

 

 

 

 

◆開会挨拶 

長谷川 孝二様(Androidテスト部) 

 
・テスト部について 

現在 Androidテスト部は 487名いるそうです。 

会場にも来てくださっているテスト部の方は多

いが、本日終了した際には 500名を超えると嬉し

いです。 

という挨拶から始まり、テスト部の webサイト 

Googlegroupの紹介がありました。 

興味のある方は是非！ 

 

・テスト祭りについて 

前回は下層で今回は上層ということを言ってい

ますが、これはテストレベルの話である、という

ことを V字モデルを用いて説明されていました。 

第一回：下層。 

設計工程の作りこみが重要 

第二回：上層。 

セキュリティ、受け入れ、CI、リモートテスト、

フラグメント対策 

 

講演者の皆様にご快諾いただき、聴き応えのある

セッションが揃えられた。受け身のテストではな

く、要求・仕様段階で品質を作りこむということ

が伝えられれば、と。 

 

熱いメッセージの開会が告げられました。 

 



 

次は会場を提供してくださった、東海大学の浜本

先生。 

東海大学の紹介をしながら、最新のセキュリティ

を施した施設の紹介と非常階段等注意事項の説

明をされました。 

そして産学連携というコンセプトを説明すると

ともに、是非強化をしていきたいと語りました。 

施設は普通のコンピュータと違いかなり特殊な

ものもあるようで、東海大学の本気が伺えました。 

 

 

◆◆◆招待講演 

「Android のセキュリティと品質保証の問題に

ついて」 

谷口 岳様(タオソフトウェア株式会社 代表取

締役) 

 
スポンサーのいないイベントとして 400名はす

ばらしい思ったとおり皆さん私服ですね。浜本先

生だけスーツでしょうか。。 

私はスーツを着ておくと、家を出るときに家族が

「あ。仕事いくんだな」とわかってくれるので今

日もスーツですｗ 

…というアイスブレイクから入りました。 

 

会社はタオソフトウェア株式会社。ソフトハウス

です。※この呼称が好きだそうです 

Android初期から遊んでいて、流れに乗って、主

に Android中心に受託開発をしている。 

お客様と一緒に何かを作るのが好きです 

 

ブログにて開発者向け情報を発信しています。 

ぜひブログをご覧ください。 

PDFをダウンロードできるようになっておりま

すので、是非ご覧ください。 

 

twitterもやっています。@tao_gakuです。あま

り有意義な発言はしていませんが。。 

 

1月に「Android Security」という本を出しまし

た。 

あまり Security については詳しい本が無かった。 

書きたいことはたくさんあるが専門的すぎてあ

まり売れないですｗ 

良ければ購入していただければ。 

 

tSpyCheckerというアプリをリリースしていま

す。怪しいものを探すソフトです。 

 

テスト部からお話があって、どうしようと考えま

した。上層って難しい。 

要件定義から絡まないと難しいので、テストとつ

なげるのは難しいと考えました。 

 

他の方が作られたソフトも見ますが、セキュリテ

ィ上まずそうなものが多い。 

数年前はすぐ落ちるようなものも多かった。 

このあたりが重要になってきた。 

そろそろバッテリーの持ちも出てくるでしょう。 

 

セキュリティは設計から入ることが多い。 

全部話しをすることはできないが、後ほど勉強し

ていただければ。 

 

また、本講演の資料は以下にあります。 

http://www.taosoftware.co.jp/android/androi

d_security/ 

 

◆何を守るのか？ 

ウィルスやマルウェア：これはユーザが注意する

セキュリティ。今回は開発者にとって必要な知識。 

 

○どれぐらい守るのか？ 

ここがぶれると、守らなくていいものも守ること

になる。 

・このソフトは１００％安全です、と保証するこ

とは不可能。 

※Hello Worldは除く。 

・ソフト開発は、開発するものによっていろいろ

変わる。 

 命に関わること、お金に関わること、有料、無

料のソフト… 

 

○何を守るのか？ 

守る必要のないものを守っても意味がない 

1.アプリケーション内の著作物データ 

 音声、画像、動画、文字列 

2.アプリケーションの不正利用 

（ライセンス違反） 

3.アプリケーション機能の悪用 

4.使用者の個人データ、プライバシーデータ 

※3、4が設計するうえで気をつける 

 

 



 

○1.アプリ内の著作データ 

基本的にはアプリケーション内のデータは全て

簡単に抜き取り可能 

・PCと接続して APKファイルの吸出し 

・Android端末上で Androidアプリによるリソー

スの吸出し 

―アプリ Aからアプリ Bのものを抜き出す。 

 これがわかりにくい。それを見れるアプリを作

りました。 

 tPackageExplorer 

 ただ、有料ですｗ 

 

 tPackageExplorerは基本無料で、機能制限解

除アドオンが 1000円になります。 

 ニッチなアプリなので…と思ったのですが、結

構売れています。興味のある方は是非。 

 

・ソースコード解析 

 Javaで書かれている Androidアプリはソース

コード解析が簡単。ツールも出まわっており、解

析を防ぐことはできない 

 

・アプリ内の著作権データを守る 

どのくらいのレベルでデータを守るかによって

実装方法が異なる。厳密にするほどお金がかかる 

 

○2.アプリの不正利用 

A)コピー防止インストール 

B)Google Play Licensing Service 

 使うときにユーザ認証を行う仕組み。 

Bの方が良い気がしています。 

 

○3.アプリの機能の悪用 

第三者アプリが悪さをしてユーザに迷惑がかか

る。 

例えば、電話をかけるロジックが外部から使用可

能（チェック機能なし） 

他のアプリから権限なしで電話をかけ放題（ダイ

アル Q2など） 

※実際のアプリの事例を交えて危険性の説明。 

 

対策 

・Androidのセキュリティモデルに従って実装 

・外部から呼び出し禁止 

 呼び出すときは権限を確認、呼び出し元のアプ

リを確認する仕組みを入れる 

 

○4.使用者の個人データ、プライバシーデータ 

原因は人の意識やヒューマンエラーの要素。 

 

・対策 

Androidのセキュリティモデルの理解が必要 

ファイルパーミッション、Androidのパーミッシ

ョン、証明書 

◆Androidのセキュリティ構造 

ソフトを作る人がどう考える必要があるか？ 

Androidコンポーネント図。アプリのセキュリテ

ィは一番上の階層。 

 

基本構造 

・署名 

・ファイルパーミッション 

・パーミッション 

 

Androidパーミッション 

AppSandBoxで守られている 

カメラやネットワーク、電話やセンサを使う際に

は、証明書を使う 

 

ファイルパーミッション 

ファイルにアクセスする際にも証明書を使う 

 

○ファイルパーミッション 

skypeの事例 

Android版 Skypeに個人情報を取得できる脆弱性

発見。 

→登録した個人情報、コンタクト、チャット履歴

が閲覧可能な状態になっていた。 

4月 21日に修正完了 

 

原因 

設定ファイル、データベースのアクセス権限ミス 

Windowsからの移植 

※Windowsだと同じユーザがアクセスしたとき

に見れるようになっている 

 

Androidのファイル操作で留意すべきこと 

・Androidで作成されるファイル 

・ファイルを作成する場所 

・ファイルアクセス 

 

ファイルパーミッションとファイル共有方法に

留意。 

 

アプリケーションデータディレクトリ 

・data/data/パッケージ名ディレクトリ 

アプリが作成するファイル、ディレクトリに対し

て他のアプリからのアクセスは制限される 

ディレクトリの所有者読み込み、書き込み、実行 

※しかし、Rootを取ると見れるので注意が必要 

 

外部記憶装置 

・Androidスマートフォンの場合、SDカードであ

ることが多い。 

SDカードに入れると取られ放題。読むときにパ

ーミッションは不要。 



 

 

対策 

特殊なことはしない 

SDカードに書き込むデータは抜き取られてもよ

いデータのみにする。 

 

○Androidのパーミッション 

DropBoxの事例 

他のアプリケーションからデータベースに変更

を加え Dropboxの公開用フォルダである Public

フォルダに Dropboxのアカウント情報が含まれ

ている設定ファイルをアップロードさせたりす

ることが可能。※修正済 

 

原因 

ContentProviderは外部にデータを公開する仕

組みなので、みんなに公開する 

android:exported="false"を指定する必要があ

る 

 

○パーミッションの利用宣言 

OSまたは他のアプリが提供する機能を使用する

ためにはパーミッションの宣言が必要 

・アプリがどのような機能を使用しているのかが

静的に把握できる 

 

インストール時にユーザはアプリ内の機能をイ

ンストールするか否か選択することができる。 

 

○パーミッションによるコンポーネントへの利

用制限 

・外部から使用されないように守る仕組み 

・Activity 

・Service 

・Broadcast Receiver 

など 

 

呼ぶ人、使う人がお互いにチェックする仕組みが

ある。 

 

自分用のパーミッションを定義する。 

パーミッションのプロテクションレベル 

・normal 

・dengerous 

・signature：同じ署名のみ 

・signatureOrSystem 

…詳しい話は本を読んでいただければ。 

 

独自に定義したパーミッションの注意 

 

パーミッションは AndroidManifest.xmlに記載

される 

AndroidManifest.xmlは誰にでも見れる 

他のアプリが勝手に使うことができる 

独自パーミッションはインストール時に表示さ

れない制限をかけるには signature設定する必

要がある 

 

3つの Permission頭に入れていると便利です 

・permission name 

・users-permission 

・activity permission 

 
○避けたいパーミッションの組み合わせ 

tSpyCheckerで検出できます。 

 

READ_CONTACTS+INTERNET 

 友達の名前と電話番号が収集される 

 

READ_PHONE_STATE+INTERNET 

 IMEIの取得に多く使われる 

 端末の電話番号を取得できる 

 実はかかってきた電話番号もわかる 

 安易に使わない方がよい 

 

他にもある。 

広告の掲載には INTERNETパーミッションが必要

だがスパイウェアと間違われる可能性がある。 

 

○インテント 

インテント使用時の注意 

ActivityManagerログに注意。勝手に Logを出す。 

LogCatを監視するプログラムを常駐させること

でアプリケーションがアクティビティの起動に

使用しているインテント内容を簡単に取得でき

る 

 

・Android標準アプリと連携する際の注意点 

インテント内のデータは他のアプリから取得可

能と考える。 

 

対策 

インテントにはセキュアなデータは含めない 

インテントデータの暗号化 



 

 

○アクティビティ、サービス、ブロードキャスト

レシーバ 

AndroidManifest.xmlセキュリティ設定 

・android:enabled 

・android:exported 

 IntentFilterが設定されている場合、指定し

ない場合は true 

 IntentFilterが設定されていない場合で指定

しない場合は false 

・android:permission 

 

○コンテントプロバイダ 

コンテントプロバイダの EXPORTEDに注意 

2.2だと、falseにしても外部からのアクセスが

できる 

 

1.6-2.2：可能 

2.3.1以降：不可 

 

パーミッション指定 

・android:permission 

・android:path-permission 

・android:grantUripermission 

・grant-uri-permission 

一時的に特定のアプリケーションに対して 

コンテントプロバイダへのアクセスを許可する

ときに使用 

 

○最後に 

作った無料ソフトの紹介 

tPacketCapture 

root なし端末でパケットをキャプチャできます。 

テストに使ってみてください。 

 

完全無料です。 

あまりダウンロードされないので、是非ｗ 

 

◆感想 

とても盛り沢山の講演でした。Android関連のセ

キュリティが問題になるケースが 

沢山あり、今後注目されていくであろうというこ

とがひしひしと伝わりました。 

文中の内容は講演資料の一部なので、是非皆さん

も講演資料をご覧ください。 

http://www.taosoftware.co.jp/android/androi

d_security/ 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ユーザとベンダで生討論！ 

みんなでつくる「受け入れテストガイドライン」 

ユーザサイド：株式会社 電通プラットフォーム

ビジネス局 開発部様 

ベンダサイド：生路 茂太様、松木 晋祐様

(Androidテスト部) 

 
主旨：ガイドラインを作ってきたがユーザの声が

あまり無い。。 

ということでユーザサイドの開発部の方に部署

ごと来ていただきました！ 

 

動かない＋売れない＝儲からない 

 

◆あらすじ 

ユーザ意見をガイドライン化すればいいんじゃ

あないか？ 

リリース後のサポートをサービスガイドライン

化すればいいんじゃあないか？ 

→実際に聞いてみよう！ 

 

◆問題は２つ。 

・動かない。 

 端末依存の問題など 

 ドイツ語のクレームなどが来る。 

 その端末ではテストもできない 

 

・売れない 

 見向きもされない 

 

動かない＝差別化という商売の原則と標準化 

 

売れない＝B2C アプリのマーケティングコスト

と開発コスト 

・Run Anywhereでも売れるとはかぎらない 

→マーケティングが必要。 

 

今、現場の「受け入れテスト」に求められている

こととは 

どこでも動くこと、たくさん売れること 

 



 

◆Androidプラットフォーム環境 

Androidはプラットフォームの制約が緩い 

ゆえに実行環境がぶれている。 

 

環境追従対応は不可避。 

特定プラットフォーム向けアプリ開発というよ

り比較的広い対応範囲のカスタムメイドシステ

ム開発 

 

現実として Android開発とは 

プラットフォーム変化の追従対応運用（サポー

ト）を伴うサービス開発ではないだろうか？ 

 

◆Android開発で考慮するサービス・サポート要

素 

キャリアのネットワークを何つかっているのか 

どのようなサードパーティをつかっているか 

 

そもそもクラウド連携した瞬間に運用サービス

となる 

SaaS,SLA要件 

 

・Android受け入れテストに求められること 

 

◆AndroidSLAガイドラインの作り方 

・SLA(Service Level Agreement) 

・まずは運用仕様の前提となる 

・既存の規約 

 

具体的な SLA項目の作成実験 

・App Store Review Guidline 

 

取り組みのまとめ 

 

 

◆ユーザ企業様へ質問 

・Android 開発はどんなに頑張っても「全ての/

未来の機種差分」を防ぐことはできません 

 サポートサービスを考慮した運用契約でビジ

ネスしましょう 

 

・株式会社電通 

プラットフォームビジネス局開発部 

千代 裕介様 

徳田 哲司様 

上原 拓真様 

廣田 周作様 

 

まずは千代様より、お仕事の紹介がありました。 

 

 

 
なぜ電通が Android案件に携わっているのか、と

いった点を説明します。 

私たちの仕事は人の心を動かす仕事。 

基本的には人が資産。 

 

実は技術を重視する会社 

「その手があったか」と言われるアイデアがある 

「そこまでやるか」と言われる技術 

「そんなことまで」と言われる企業化精神 

ABCでもシルバースポンサーをしています。 

 

アプリ開発 

ソーシャルのちからを借りて、テレビを盛り上げ

るアプリを開発中。 

テレビ離れが進む中で、テレビとスマホを結ぶも

のを考えている 

「ミテレ」というアプリを出しています。 

「MobileClip」も。 

 

Q.ミテレはどうやって儲けているのでしょう

か？ 

A.儲からないです。 

クライアントさんが興味を持っている方の情報

を提供している、という形です。 

 

Q.どのくらい儲けるから、こういう価値にしたい

と考えると思うのですが、 

 どうなんでしょうか。 

A.どちらかというと、投資という形にしています。 

 

 

◆質問 1. 

Android開発はどんなにがんばっても「全ての・

未来の機種差分」を埋めることはむずかしい 

サポートサービスを込にした運用込契約でビジ

ネスすることは可能ですか？ 

 

 

 

 



 

◆意見 

Androidの OS/端末は劇的に増加している 

端末のスクリーンサイズ・解像度別のシェアもあ

る。世界中の Android端末を検索するアプリも登

場している 

 
どうやってどこでも動くアプリを作るか？ 

タブレットは若干小型化。携帯は大きく。 

 

現状は端末に依存しない技術で対応するしかな

い。技術こそ、開発パートナーに求める条件 

→運用 SLAの普及には時間が必要 

 

CSS3 など、なんとかするしかないのかな、と考

えています。 

 

俯瞰してみてみると 

今までは分業していたようなものが重なってき

たように見える。 

領域の近接化と技術の深化 

※電通イーマーケティングワン HP のイメージを

表示 

Xmarketing 

 

・データ領域 

基幹システムの設計・DB構築 

 

・分析・戦略領域 

ビッグデータ処理 

行動データ分析 

 

・コミュニケーション領域 

マルチデバイス化 

O2O施策 

 

課題：どうやって売れるアプリを作るか？ 

いくつかアプローチの方法を持っています 

 

・ユーザビリティからのアプローチ 

HCDプロセス 

 

ISO13407：インタラクティブシステムの人間中心

設計プロセス 

各プロセスで HCDを着実にすすめるための、各種

手法が開発されている。 

インターフェースは、ヒューマンエラーなどを低

減するために必要 

 

人間の近くに関わる要素は、要件として定量化で

きない 

→個体差があるため。 

 

それをどう改善するか 

最近ではアジャイル UX という手法が取られてい

る。 

 

パートナーシップとビジネスモデル 

 

ビジネスモデル→担保責任→パートナーシップ 

ストックビジネス→納品物→作業者 

フィービジネス→技術・知見→コンサルタント 

レベニューシェア→成果→パートナー 

 

・パートナーシップの構築の一例 

KAYAC：カヤックブログ 

職種ごとにブログを立ち上げ、技術的な課題や作

品を共有して、エンジニアの情報共有の場に技術

力のアピールの場所にもなり、企画側も最新のア

プローチに触れられる 

 

こういったことを発信しあっていければいいと

思っている。 

 

・松木さんの感想 

アジャイル開発で何が大切か、というと、 

お客様と開発側がチームになって一緒に考える

といい成果が出る。 

なので、電通さんが一緒にやってくれるのはいい

ですねー 

 

Q.Android では端末と個人をつなぐものを

Reject するようになっているがこういった個人

情報を取得するのがかなり厳しくなっている現

状を理解されていますか？ 

 

A.データについてはクライアントのほうで

Closeしたものを求めている。 

 ただ、ある人がどのような行動をとっているか、

といったパターンが欲しいとは思っている。 

 アプリの方で個人情報を取るのが難しくなっ

ているのはよくわかりますが 

 どちらかというと、人間の行動データがあると

嬉しい。 

 



 

Q.個人一人一人のデータ欲しいわけでなくて、あ

る程度の層に区切って 

 行動パターンがとれればよいのですよね？ 

 それがわかると、開発側からも何かできるかも

知れません。 

A.そうですね。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

◆質問２ 

発注側の Androidアプリ受け入れ現場には、そも

そもどんな問題意識があるのでしょうか。 

受注側からすると、押し付け…。 

僕らの見えないところで、どんな仕事をされてい

ますか？ 

 
前提の話を。 

発注側じゃないのでは、という twitterの書き込

みを見たのですが… 

私達は発注も受注もしています 

 

クライアント→広告代理店→外部制作会社とい

うこともある。 

※業務のワークフローの紹介 

このあたりをデジタルでやっています。 

 

○2011冬、スマホをどう使うかという調査 

・iPhone 

→アプリ系機能が多い 

 有料アプリも iPhoneの方が多い 

・Android 

→検索など 

 

やはり iPhone ユーザって年齢問わずアクティビ

ティ高い。Androidがシェア過半数だけどデバイ

スごとに不具合起きてクライアントに説明しに

くい。 

クライアントはどっちも同じ（iPhone/Android）

って思っていることが多い 

両方とも一回で作れるでしょ、と思っていること

が多い。 

 

電通はデジタル以外でもいろいろやってます。 

 

例えば Webサイトですとどうしたいのか、がよく

わかる。それがスマホアプリだと、「何をやるべ

きか、何ができるか」といったことを提案するこ

とが重要。 

試しながら本番なのでずっと火を吹いている 

 

Q.スマホのアプリ発注クライアントにどう説明

しています？ 

A.最初に「こんなことができますよ！」と夢物語

を説明して気持よくなっていただいて、もってい

く。 

 

Q.こちら側から提案するのはわかりました。で、

打率(提案が通る割合)ってどうですか？ 

A.実は受託が多くてあまりよくわかってないで

す。 

 Webサイトとかですと 100案の中から。という

こともありますがスマホのアプリでは「○○がで

きる！」といえば通りやすいです。 

 自主的に話をすると割と通りやすいと思いま

す。 

 

○質問 3 

これまで、受け入れ試験や、その基となる RFP・

機能・非機能要件の定義はどのようにされていた

のでしょうか？そもそも開発プロセスって回っ

ていますか？ 

一緒に仕事をした際にもめました。これを是非教

えていただきたい。 

 
コミュニケーションプランナー 

２つツッコミがあってそれに少し応えたいかな、

と。 

・要件定義 

・技術・テストの話をしてほしい 

 

僕らはそもそもマーケターです。 

今はマーケターがアプリを作らなければならな

くなっている。 



 

 

やりたいイメージがあっても、エンジニアの方に

伝わる言葉を知らず、曖昧な表現しかできない 

技術とクリエイティブの垣根がなくなっている 

分業から変わってきている。 

 

広告のコピーと印刷技術があったがインタラク

ションデザインになっている 

テクノロジー自体がクリエイティブになってい

る。エンジニアの方にもクリエイティブなところ

を求めてしまっている。 

 

インタラクションのイメージが暗黙知である。 

暗黙知としてアプリの気持ちよさが「わかってい

る」クリエータにのみ仕事が集中する。 

 

僕らの「ふわっ」とした要件を理解できる方に仕

事が集中するようになっている。 

 

例えばテトリスが無い世界でどうテトリスをエ

ンジニアに説明すればいいのか？ 

「画面の上から棒やブロックが落ちてきて、それ

を上手く組み合わせると消えるんです」 

→これでうまくいきますか？ 

テトリスを面白くしている要素を理解すること

が必要。 

 

システムの業界の魅力性については参考となる

指標が無い 

 

JIS X 0129-1(ソフトウェア品質特性) 

JUAS研究成果「非機能要求仕様定義ガイドライ

ン」 

※一番下の言葉で、割愛する、とされている部分。 

 

―だから難しい。 

なので、提案：魅力性を定義してみませんか 

 

フランスで芸術関連のものが多いのは批評家が

多いから。と言われている。 

「○○だから優れている」ときちんと言える。 

 

これをテスト部で作っていっていただきたい。と

考えている。アプリの難易度やクリエイティビテ

ィを定義できるといいと考えている。 

 

インタラクションのイメージが顕在化すると、齟

齬がなくなる。 

ただし、その難度は○○だから工数が�0のよう

な指標にできればいいな、と考えている 

アプリができて、それを開発した人の名前を残す

ような世界にできればいいな、と。 

 

 

○テストの話から外れているんじゃないのか？ 

という話がありますが、今、この状態がその距離

を表しているのではないか、と思う。 

 

Q.発注側からしたときに「魅力性」を定義するの

は難しいということだと思うのですが 

 ポスターなどの場合はどうしているのでしょ

うか？ 

A.日本の広告については、芸能人だといくら、と

いったことや 

 テレビの CMの枠でいくら、といった形。人の

アイデアに支払ったりします。 

 今のところは工数というところになっている。 

 その定義を一緒に作っていたりする必要があ

りそうだな、とは考えています。 

 

 

◆◆◆CI導入ライブ 

h.suehiro様(Androidテスト部) 

 
テスト部の h.suehiro 氏より、CI(Cotinuous 

Integration)について Jenkins を使ったライブ

形式で解説が行われた。 

CI には開発中のバグの早期発見やフルリグレッ

ションテスト自動化などのメリットがあるが、端

末バリエーションが多く OS バージョンアップの

早い Androidでは、さらに CIの重要性が高まっ

ているとのことである。 

 

本セッションでは、Jenkinsで Androidアプリケ

ーションを CIするための 3つのポイントが、実

演を交えながら解説された。 

3つのポイントの 1つ目は Jenkinsへの Android 

SDKの導入、 

2つ目は Antがない Androidプロジェクトの取り

扱い、 

3 つ目は複数デバイスを接続する場合の Jenkins

ジョブの設定である。 

 

 



 

◆感想 

講演を見て感じたことは、Jenkinsの導入は非常

に容易なので、現場へ積極的に導入できるのでは

ないかということだ。 

また、複数の Androidデバイスを同時にテスト実

行でき、設定次第でエミュレータと実機を切り替

えてテスト実行可能なことも、Androidアプリケ

ーション開発での Jenkins 導入の魅力を伺わせ

た。 

(pocketberserker) 

 

----- 

また、導入ライブ途中の質疑応答は以下のような

ものでした。 

 

Q.テスト結果を綺麗に出せますか？ 

A.TestRunnerを入れるとできます。 

現時点ではテキストしかできません。 

 

Q.画面が後ろで走っているようですが、キャプチ

ャは取れますか？ 

A.XVFBというものを入れたあとに Monkey Runner

で取ることができます。 

※ただ、たくさんのコマンドを扱うので、サクッ

とできるわけではないです 

 

Q.library や複数プロジェクトを扱うことはで

きますか？ 

A.一度に処理をして、いっぺんにやる？僕はライ

ブラリ・プロジェクトをやったことがないので 

 追いきれていないので、わかりません。 

 

Q.USBでつなげた端末に対してできますか？ 

A.この後実施デモする予定です 

 

講演資料は以下です。 

http://www.slideshare.net/HiasyoshiSuehiro/

jenkins-12733467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆LT 

ドラ娘：鈴木 香澄様(ACCESS) 

 

◆「Androidアプリリリース作業の効率化」 

神原 健一様(@korodroid) 

 
18種類くらいアプリをあげてます。 

 

プライベートなアプリ開発は 

平日夜中と休日 

開発にかかわる作業 

→ビルド、テスト、デバッグ 

→面倒、しかも楽しくない 

→なるべく楽にして新機能追加に時間を 

 

いきなり全フェーズは無理 

前回はビルドを効率化：Jenkins 

 

今回はテストを効率化 

何を目的として、効率化したいのか？ 

目的によって、最適解は異なる 

・対応したい Androidのバージョンは？ 

・アプリのバージョンアップ頻度は？ 

・アプリの画面数・試験項目数は？ 

→数件�0数万なのか？ 

・アプリの複雑度？UIと UI以外の規模は？ 

→対象の市場などでも変わる 

 

テスト効率化を実現するツール 

→多数あるが、どんなときにどれ使う？ 

JUnit,Robotium,Roboletric,NativeDriver 

 

JUnit 

主にビジネスロジックの試験に。はじめの一歩。 

Robotium 

UI系の試験に。 

Roboletric 

エミュレータなくても OK 

Monkey Runner 

UI操作の自動化：座標指定 

 



 

Scirocco 

Robotium の拡張版：画面キャプチャ＋レポート

機能 

 

自分のアプリの場合 

→アプリをどう絞って、どのツール使う？ 

※まだ適用はしてないです。考え方だけ。 

 

そもそも VerUpする？ 

自動化対象は、VerUpするもののみ 

 

テストの自動化出来る？ 

→NFCを使うものや ADK、SmartWatchがあるので 

 実機が必要。それは難しいかも？ 

 

試験工数が非常に大きい、多端末対応？ 

→多端末対応と特定端末のみ、などで変える 

 

個人的検討 

・第一段階 

ビジネスロジック 

画面に関する試験 

 

・第二段階 

その他不便な箇所への補完 

 

テストは常に改善しなければならないので、適宜

やっていきたい。 

 

おすすめ情報 

@ITの連載記事 

Androidテスト部 

 

なお、テスト戦略は本来、開発前にあるべきです。 

 

講演資料は以下にアップされています。 

http://www.slideshare.net/mobile/kanbara/an

droid2-12725297 

 
少し嬉しそうな松木さんをパシャり。 

 

◆「Hello,CI. Jenkins met gerrit.」 

テスト部 gerrit導入 進捗報告 

Kazushige TAKEUCHI様(@myb1126) 

 
趣味 

Androidアプリ開発 

Webアプリ開発：検索 

開発の”仕組み”が好きです 

 

大規模・長期に渡る SW開発においては 

開発手法やツールによる効率化が大きく影響を

及ぼすことになる。 

 

Jenkins/gerritとは？ 

連携の進捗状況は？ 

 

○何が嬉しいのか？ 

テスター・レビュアーが一人増えます 

 

Hello,CI 

CIは毎日、ビルドを成功させる事によりいい結

果が得られる。 

 

CIは XPの手法。 

最新のソースが入手可能 

 SCM(git,SubVersion等)、ファイルサーバ 

コマンド一つでビルド可能 

 Make,Maven,Ant 

テストの自動化、コマンド一つで実行可能 

 テストフレームワーク(xUnit) 

 

○Jenkinsとは 

・cronの監視プログラムのようなもの 

・実行結果を通知 

 

○Gerritとは 

Google謹製レビュー管理システム 

・gitレポジトリ管理、コードレビュー、ワーク

フロー 

 

 



 

大規模プロジェクト向け gitレポジトリ管理機

能。複数の gitレポジトリが柔軟に扱える 

独特のレビューシステム 

・コミットに対して「(・∀・)ｲｲﾈ!!」が付けら

れる 

・レビューとコードを検証したか？承認等の権限

が分離 

便利なクライアント 

Egitがサポート。 

 

で、何が嬉しいの？ 

CIの三大要素が満たせます。 

 

コミット忘れやデグレに気づきやすい 

コミット忘れしてたビルドが通らないのでチー

ム間のコミュニケションが減る 

デグレしてたらテストが通らないのでバグが早

期発見 

連携するとこれが可視化される 

コードレビュアは上記のようなものに付き合わ

なくとも良くなる 

 

ビルドマシンへのリソースの集中 

 

管理者も嬉しい 

簡単インストールで試用もらくらく 

1コマンド＋選択肢だけでとりあえず OK 

 

大規模管理スキームにも対応 

LDAP,ActiveDirectory 

複数の gitプロジェクトの扱いもｄけいる 

 

○進捗報告 

ローカルの仮想マシンの中で閉じています。 

以下の内容を検証した。 

ActiveDirectory 

ユーザ：Egit,repo 

 

今後の予定 

・資料・マニュアル整備 

 ユーザ視点 

 管理者視点 

・環境構築 

 

講演資料は以下にアップされていました。 

https://docs.google.com/presentation/pub?id

=1cx1gUPmpzgFOq_ULRnZeQ4YbdDcvqSdgCmcdpn3jv

dg&start=false&loop=false&delayms=3000&pli=

1#slide=id.p21 

 

 

 

 

◆◆◆三大リモートテストサービス 東海の大

決闘！ 

金原 正明様(NTTドコモ スマートコミュニケ

ーションサービス部 コンテンツ推進室 コン

テンツ支援担当) 

立花 優人様(株式会社ソニックス ファウンダ

ー/スマートデバイスソリューション事業部アー

キテクト) 

久納 孝治様(株式会社 カトマック代表取締

役) 

東 大輔様(Androidテスト部) 

 

なんと、Androidのリモートテストサービスを提

供している三社によりプレゼン合戦＋質疑応答

という豪華なプログラムでした！ 

 
こころなしか各社の皆様の表情にも緊張の色が

見えます。 

 

◆NTTドコモ：金原様 

@docomo_dev_infoの 

かねやんです。 

テストの前段階の定義どうするのか 

ひどい目にあったりしていますｗ 

 

docomoから出している Android端末の数は 51端

末ほど出しています。OS の VersionUp も増えて

います。テストも大変ですよね、と。 



 

そこで、リモートテストです。 

 

リモートテストの概念としては、ADBコマンドを

ネットワークに送り、Server に接続された端末

に接続し、テストをします。 

結果はフラッシュなどで見ます。 

下りの回線は 1.5MBあれば充分です。 

Web カメラでとっている画像を送っているだけ

です。 

 

どこをクリックしているか見ることもできます。 

もちろん、端末はアンテナバリ３のところに置い

てあります。 

 

アプリのインストールは、ローカルから呼び出し

できます。 

もう少し回線が早いと表示も早いのですが 

マウスでさわると、クリックしているようになり

ます。 

モアレ等が気になる際にはスクリーンショット

が取れます。 

ローカルに保存することもできます。LogCat も

しっかり取れます。 

 

動かしている様子も他人と共有できます。 

URL を都度ユニークに発行します(googledoc の

動画共有版のような形)。 

メールか何かで送れば共有も簡単にできます。 

＝これにより見せたい人にも動作を見せること

ができる。 

ちなみに日本語入力等も苦労したのですが、でき

るようにしました。 

 

端末は固定しています(写真)。 

振ったり回したり、動かしたり、ペアリングした

り 

ビーム飛ばしたり(=赤外線など)するのは苦手で

す。 

 

使い所としては以下を想定しています。 

狭く深く＝実機テスト 

広く浅く＝リモートテスト 

 

自動走行も用意しています。スクリプト組んで自

動化可能。 

今、このサービスは先行トライアルという形で叩

いていただいています。 

 

現在サービスブラッシュアップ中です。 

 

 

 

 

◆ソニックス：立花様 

株式会社 Sonixは、Androidアプリ開発がメイン

である 11名のエンジニアの会社です 

 

電子書籍用 Android 版ビューワ開発などを開発

しています。 

開発効率を上げるツールやミドルウェア開発を

しています。 

 

Androidアプリ開発での課題 

UIテストの負荷が大きくなってきた。 

・テスト項目数、対応端末数、OS Version… 

 

クラウドベースの UI自動化サービス 

実機が無くても可能です。 

ブラウザだけで利用できます。 

デベロッパーが appをアップロードします 

端末は Scirocco Cloud の方で用意している端末

を使います。 

タッチして操作して、といったことができます。 

 

テストコードの実行もできます。 

・Native Driver 

・Android Driver 

・Monkey Runner 

 

専用のエディタを書いて、実行ボタンを押すと実

行される 

テスト実行レポートの自動生成可能 

 

デモ 

・TestRecorder 

Seleniumのようなことができる 

 

一般的なテストレコーダーですと、座標が多い。 

それらは他の端末で実行したときやレイアウト

変更があった場合はコードを作り直しになる。 

Scirocco Cloud では、ID で管理をするので流用

ができる 

 



 

ベネフィット 

・コスト削減 

・時間の短縮 

テストの流用や環境構築の手間がありません。 

・品質の向上 

開発の初期段階から作れます。モックを作った時

点で可能。 

 

Scirocco Cloud補足情報 

現状できないテスト 

・3G回線 

・電話をかけるテスト 

・電源をオンオフするテスト 

 

今後追加予定の機能 

マルチデバイス対応 

 

Native Driver,Android Driver をサポートした

オープンソースライブラリ Scirocco2 を近日公

開予定です。 

 

◆カトマック：久納様 

 
4/2より会社を設立しました。 

 

・Skype4Java(Skype 社公認のオフィシャル API

に選定されました) 

・PureJavaによる Dalvik VMインタープリタ 

・Dalvik VMの JITコンパイラ 

・MIDP→iアプリ変換ツール(Opera Miniの iア

プリ版で採用) 

 

リモート・スマホ・レンタル 

必要なときに必要な分だけレンタル 

Android2.3は 30分 500円。Android2.2前は 300

円。 

 

アカウントを作っていただく。 

レンタルボタンを押すと、操作可能。 

画面の更新速度が早いのが特徴です。 

 

公開しているバージョンでは有効になっていな

いが、サウンドの出力もサポート 

1secに最大 15回更新しています。 

ダイレクトに画面情報を端末から取り込んでい

る。 

 

adb機能で、リモートでのデバッグも行える 

サーバは長野にあります 

 

端末の細かい情報を見て端末を選べる 

GPUごとに見たりといったことができる 

ADT,DDMS,adbシェルで状態を調べられる 

Eclipseのデバッガをそのままできる。 

 

データの完全消去も可能。 

レンタル前はデータゼロ、レンタル後の完全消去 

Google アカウントを設定等した課金部分のテス

トなども可能。 

 

クリップボード連携。 

スキンを含めてコピー＆ペーストが可能 

表示しているサイズそのままでコピー＆ペース

トできる 

 

自動画面回転、手動画面回転も可能 

 

枠消し 

関連サイト表示機能 

テストを行なっている際に取り扱い説明書を見

れる 

 

講演資料は以下です。 

http://www.slideshare.net/katomakku/2-andro

id-12732062 

 

 

◆質問タイム！ 

・他社の話を聞いて、「まずい」と思ったことあ

りますか？ 

 

NTTドコモ： 

docomo から出しているもの以外はやはり対応が

難しいのでどうしたもんかと。 

開発環境との統合というのはなかなか難しいの

かな、と。 

開発とテストが分かれているところに活用いた

だけるのかな、と。 

特に他社キャリアさんのデバイスについては大

人の解決方法を模索しています。 

 

ソニックス： 

バリ３環境ではできないので、なんとかしたいで

すね。 



 

Eclipseとの連携を高めるのは、やっていく必要

があるかな、と。 

 

カトマック： 

テスト機能については弱いかな、と思っています。 

adbコマンドは使えるのですが、支援を考えてい

きたい。 

 

 

・将来の予定として、カメラ撮影をリモートでで

きるようになりますでしょうか？ 

 

NTTドコモ： 

可能ではあります。ただし、サーバラックにある

ので映るものは殺風景です。 

大正浪漫を撮影したい場合というのは少し難し

いです 

 

ソニックス： 

技術的には画像の取得はできないことがありま

すので 

対応はしたいと考えています。 

 

カトマック： 

カメラにカバーをかけていますので、真っ黒です。 

２つ対策を考えていて 

ディスプレイを用意する。カメラ API関連を別の

モックに置き換えてやろうかな、と。 

以前同じようなことをしたので、できる算段はあ

ります。 

 

 

・セキュリティについて特にデータ等についてど

のようにお考えでしょうか。 

 

NTTドコモ： 

セキュリティはかなり重く捉えています。 

実際はあの画面に遷移する前に利用権を取得し

ます。予約処理。 

実際に使った後のデータの消しこみは、基本的に

データを残さないようにします。 

消す方法は手で色々消していく方法もあります

し、アプリで消す。 

なるべく大勢の方に使っていただきたいので 

端末をリリースしてから、リードタイムを短くす

るためにやる 

それでも消せないものは中の人が頑張ります。 

 

ソニックス： 

Android 端末については LogCat についてはフィ

ルタリングをかけたものを 

出すようにしています。 

データの削除関連は弊社では工場出荷に戻すと、

人を派遣する 

アプリケーションでデータをクリアするように

しています。 

 

 

カトマック： 

データを残さないのは基本方針としてある 

ファクトリーリセットをしています。 

Google アカウント等などは通常のやり方では消

去できないので、ファクトリーリセットを行って

います。 

 

 

・マイナーなバージョンについての対応はどのよ

うなかたちでしょうか？ 

 

NTTドコモ： 

docomo から出ている端末はいくらでもできます

ｗ 

大人の事情ばかりではなんですが、メジャーバー

ジョンは全対応。 

マイナーバージョン対応は基本的にやめたいと

考えています。 

メジャーバージョンであれば対応です。 

 

ソニックス： 

基本的には最新バージョンに対応します。 

ニーズがあれば対応します。 

 

カトマック： 

方針としては一番使われているバージョンに合

わせています。 

Xperia の Android4.0 への VersionUp は PC 経由

なので、少ないのかな、と。 

そういった場合は最新版に対応しないとしてい

ます。 

バランスを考えながら調整していきたいと考え

ています。 

→ファクトリーリセットをすると戻ったりしま

せんか？ 

 →戻ります。必要に応じて対応します。 

 

 
東さんの軽快な進行も手伝って、会場からの質問

がやみません。 



 

・電話自体に制限は特にないのでしょうか？※質

問内容が若干違うかも知れません 

 

NTTドコモ： 

特段問題ありません。 

基本的に、買ってそのままの状態で並べています。 

バリ３と Wifiを用意しています。 

アクセスした際にどのようなデータを置くかは、

自己責任でお願いします。 

 

ソニックス： 

うちは少し制約があるので、フィードバックをい

ただければ問題ありません。 

 

カトマック： 

SIMが入っていない状態で提供しているので、い

くつかの機能はできません。 

SIMが入れた状態ですると、法律面で運用が難し

いためです。 

→電話をする場合には SIMを入れる必要がある。 

 

 

・テストのサービスに多数のユーザが応募すると

スケジュールが遅れる事態になりそうなのです

が新機種が出た際に一時的に筐体を増やしたり

といった対応はできますか？ 

 

NTTドコモ： 

docomo の端末であれば調達は可能ですが、サー

バラックがネックです。 

予約の画面がありますよ、ということを申し上げ

ましたが自動車教習所の方式とお考えいただけ

れば幸いです。 

毎日利用状況をモニタしますので、あまりに一つ

のものの人気が高ければ調整をします。 

ストレスの無いように提供することを考えてい

ます 

 

ソニックス： 

基本的には取ったもん勝ちの状況です。 

現在提供していないサービスでは、ある程度の期

間を専有するといった 

プランを準備する予定です。 

 

カトマック： 

早いものがちの状況ですが、必要に応じて専用の

サーバを作ることはできます。 

→小さな会社ですので、フットワーク軽く、すぐ

対応します。 

 

 

 

 

・既に利用可能なのでしょうか？料金体系も聞き

たいです。 

 

NTTドコモ： 

現在クローズドな状況です。オープンにするのは

今のところは確固たる日程が調整できていませ

ん。お値段については無料でというわけにはいか

ないので、いくばくか頂戴します。 

他社の方からは具体的なお値段が提示がありま

したので価格設定については考えます。 

 

ソニックス： 

3月で正式版をリリースしています。 

料金についてはフリープラン、プロフェッショナ

ルプラン、プレミアムプラン 

の３つを準備中です。 

フリーでは Galaxy Tabが無料です。 

プロフェッショナルは 16000円/月程度です。 

 

カトマック： 

すぐ使えます。 

料金は 500円/30minです。 

 

・開発者としては使い勝手が気になるのですが、

無料プランもあるということなのですが、ドコモ

さんやカトマックさんはどうお考えでしょうか。 

 

NTTドコモ： 

環境確認的なところは実際に触る前に予約シス

テムで確認できるようにしています。 

使ってみたところ使い物にならないやんけ、を防

ぐのは 

具体的に煮詰まっていない状況です。 

クローズドβでやらせている状態では、お代をい

ただいていない状況です。 

 

カトマック： 

現状は試用の仕組みはありません。 

明日くらいまでに登録していただければ、ポイン

トをチャージしてお使いいただける 

形にします。連休中にプログラム書いてチャージ

できるようにしたいです。 

 

最後に目をつぶっていただき、うちが一番！と思

う方は挙手！ 

→全員挙手にて終了！ 

 

◆感想 

甲乙つけがたいベンダーのプレゼンでした。 

私も職場で若干 Android 端末の問題がありまし

たので、是非試してみたいと思いました。 

用途に応じて契約するのが良さそうでした。 

 



 

◆◆◆閉会 

松木 晋祐様(Androidテスト部) 

 
○twitterのトレンドで（瞬間的に）ニコニコ超

会議を超えました！ 

 

○業界には５つの世界があります。 

パッケージ・使い捨て・ゲーム・組込み・インタ

ーナル。 

ここに加えてモバイルというコンテキストが増

えているように思います。 

 

先生、デスクトップ君が息していません！ 

今、女子高生や小学生はほぼモバイルです。 

彼らがやりたいことはすべてモバイルでできる

ので PCを使いません。 

 

モバイルは超垂直統合からオープンイノベーシ

ョンへ。→キャリアさんが垂直統合から頑張った。 

置き去りにされたのは「わからなさ」 

 

フィーチャーフォンからスマホへといったこと。 

開発者自身も昔は部品のひとつひとつまで理解

していたがオープンイノベーションになると、部

品がどうなっているのかわからない。 

ソフトウェアテストは知るための技術です。 

 

チェック＝予め知っているものを 

「確認する作業」 

テスト＝知らないものを 

「わかる」ための知る技術 

 

では、僕らは何を知りたいのか、を理解する必要

がある。ソフトウェアは僕らが知ろうと思わない

限り教えてくれない 

 

ホビーとビジネスのキャズムを乗り越えるため

のキー。解決すべき課題はまだまだ山積み 

 

・セキュリティ 

・端末フラグメント 

・SDKフラグメント 

・センサーデバイステスト 

・P/F並行開発 

・スローテスト 

・ユーザビリティ標準 

・受け入れテスト標準 

・短納期 

 

HTMLのサポートについても、ばらつきがありま

す。…やればわかりますｗ 

第一回は下層に焦点。第二回は上層に焦点。 

テストレベルという言葉を聞いたことが無い方

は是非持ち帰ってください。 

 

第三回はどこを攻めようかと考えてみます。 

まだまだ Androidテスト部を活発にしたいです。 

引き続きよろしくお願いいたします！ 

 

◆そして情報交換会… 

 

 
◆感想 

Androidのコミュニティはさまざまな職種の方、

業界の方が来訪されていて非常に面白かったで

す。特に電通さんの話が聞けたこと、本職のプレ

ゼンテーションの技術に吃驚しました。 

これからも Androidテスト部から目が離せませ

んね。 

(WACATE-Magazine編集部) 



 

  

  

  

  

  

■「そういえば、投稿戦士以外に 

WACATE ファンの発信方法ってないよね・・・」 

「ないなら創ってしまえばいいじゃない！」 

↑ということでっ☆ 

だいたい月 1 回の割合で、チャットルームを開設していま

～す♪ 

 

投稿戦士以外のカタチで読者など WACATE ファンが関われ

るイベントとかできないかなぁ？・・・という案から、チ

ャットで座談会(分科会出張所的なもの)を開催したらいい

んじゃないかなぁ・・・という話になりました。 

その都度テーマを決めてみんなで語り合おう！という企画

です。チャットの内容は Magazine に掲載します！ 

 

□ルールは今のところ以下のとおりだよ！ 

(実はすこしずつ加えられているらしいｗ) 

其の壱： 

チャットの内容は WACATE-Magazine に掲載される前提で

す。したがってログを保存させていただきます。 

掲載可能な名前で Skype にログインしてくださいね＾＾ 

もしオフレコの発言がありましたら、その際に明確にし

てください！なお、全部オフレコっていうのは受け付け

ませんっ！！ｗｗｗ 

掲載ハンドルネームは申し込み時に予め宣言してくださ

い。なお、ハンドルネームにしても誰だかわかってしま

う発言があります。掲載において配慮しきれないことも

ありますので、その点はご了承ください。 

其の弐： 

テーマに沿った発言をしよう！(できるだけ・・・) 

毎回テーマを決めます。そのテーマから大きく外れない

ようにご協力願います。 

オーナーが沈黙し始めたらそれは脱線復旧のチャンスを

狙っていると察しましょうｗｗｗ 

其の参： 

悪口や誹謗中傷の類はダメよ！(冗談は、明らかにネタっ

てわかるようにね♪) 

其の肆： 

対話とか論議を楽しみましょう。ROM だけ、ひたすら語

り続ける、といった一方通行にならないように心がけま

しょう♪ 

其の伍： 

読む人は WACATE 参加経験があるとは限りません。あまり

内輪ネタに走らないようにしましょう！(一応解説は入

れますがー) 

 

次回の開催日時(まぁ夜です。パジャマパーティですから

ｗ)、テーマ、申し込み方法はこのコーナーの 後に記

載・・・するつもりでいますが、予定がただず Blog で Check！

ということもあります。スミマセン； 

オンラインという特性を生かして、各地のテスト大好きな

仲間と繋がりたいと思います。皆様の参加をお待ちしてお

りま～す！！ 

 

今回のテーマは、「WACATE12 夏への意気込み」組み合わせ

テストに関連した話にしようとも思ったのですが、やはり

直前なので意気込みや思いを聴いちゃいましょう！！とい

うことになりました。参加者だけでなく、実行委員の意気

込みも語ってもらっちゃいましたよー＾＾ 

■第 11 回♪ 

 

本題突入時刻[2012/06/02 22:18:09] 

 

ほぼスタート時にいたメンバー 

しんすく(け)さん、Masao、Yuka.E 

実行委員：なかさや、softest、KEN-san 

管理人：うえだ、コヤマン、ばんばん 
 

ばんばん: ではまず Masao くんからお話していただきまし

ょうか＾＾ 

Masao: はい、了解です (^^ゞ 

Masao: WACATE2012 年夏の意気込みは、「探索的テストを発

展するため、加速しちゃうぞー」という感じでしょうか？ 

しんすく(け)さん: おおー！！ 

コヤマン: おおー＾＾ 

コヤマン: イイネ！ 

Masao: 恐れ入ります m(_ _)m 

なかさや: 探索的テストに今回のテーマの組合せテストが、

どう絡んでいくかが気になります 

ばんばん: そう、私もそう思いました。組み合わせテスト

と探索的テストってどう絡めていくのかな？ 

Masao: 昨年、探索的テストをたった 2 名のテスター(※私

含む)で実施したのですが、[操作-動作]や[操作-操作]とい

う組み合わせで何をテストしようか考えておりました。そ

れが、テストチャータ(※某経験発表ではテスト実行マトリ

クス)という形になっていました。 

Masao: まずは、全体像を把握するために、ざっくりとした

操作、動作、出力の要素を組み合わせして、バグの匂いが

したら、突撃しますっ！ 

しんすく(け)さん: なるほど、先に地図作る感じですね 

Masao: はい。 

しんすく(け)さん: 僕地図作らず突進するです^^;ｗでも、

頭の中にはモザイク掛かった地図がばぁーって拡がるんで

すけどね。 

Masao: すごく勇敢ｗ 

KEN-san: テストする住所まで書いてあったら探索箇所な

いよな。 

しんすく(け)さん: YES。 

Masao: 激しく同意 

しんすく(け)さん: 探索的テストに一番ちかいのは、ピン

ポンダッシュ、です。 



 

Yuka.E: 町ぐらいまで絞り込んで、番地以降は探索します

な感じですかね…？ 

しんすく(け)さん: まさおさんはそうっぽいですね＞Yuka

さん 

Masao: イメージとしては近いかも＞Yuka さん 

しんすく(け)さん: でも、探索的テストもいろいろ流派あ

るっぽいので、どれがどう、ってことはないかと。 

Masao: 様々なバリエーションがあるような気がしますね 

 

ちょこっと前から yumiko さん参戦 

yumiko: 突然参戦しますが、探索的テストって組合せのイ

メージです 

しんすく(け)さん: うそーん^^;超速の仮説検証ってかん

じなので、どこかにむかって組み合わせが検討できる時点

でスクリプトテストなイメージでした。安直ですが。 

yumiko: 今までの会話知らずに話してしまいますが、観点

とか、マサオさんの言うように操作とか、あと状態とか、

関係しそうないろんなものを頭の中からサーチしてぶつけ

に行きます。 

しんすく(け)さん: 組み合わせテストって、全数が出来な

いからせめて 2機能間とかで、「網羅」することに意義があ

るのかなーて。探索的テストだと、バグの影見つけたら他

の組み合わせ放っといてそっちに突き進む感じします^^; 

しんすく(け)さん: 偏見ですが^^; 僕は影に関連しそうな

組以外は放っておく派です^^; 

softest: しんすくさんと同じイメージです 

しんすく(け)さん: 1 票 THX＞softest さん 

softest: 僕は「違う重さのオモリが○個あって、天秤を使

って見つけろ」みたいな問題に近いかも 

しんすく(け)さん: ああああ。そっちに鞍替えします＞か

せさん 

KEN-san: 探索というか、ドメイン知識や過去のバグ知識か

らテストを選択してるようにみえるんだよね 

しんすく(け)さん: う。激しく同意^^; 

Yuka.E: 私も 1票！あと、データモデルや構造とかも。 

しんすく(け)さん: 先日、永田さんに「製品知識なしで”

効果的な”探索的テストって出来なくないですか？」とき

いたところ、YES でした。 

KEN-san: ういうい>snsk yuka 

Masao: 探索的テスト実行に至る情報源で、過去バグ情報も

ですが、開発者のクセも取り込んだりしています。 

ばんばん: ある程度知識が無いとダメである、というのに

は同意です。はい。効果的であるためにはっていうのはし

っくりきます。 

Masao: ないより、あったほうが、おいしくテストができる

ような気がします。ある意味、調味料に近いかも 

しんすく(け)さん: 知識ゼロの製品ってバグが定義できな

いような。 

ばんばん: 間違った方向にテストする可能性はありますね。 

Masao: ある意味、アドホックというか、モンキーオペレー

ションになりかねないので、諸刃の剣だったり・・・ 

ばんばん: そういう点では組み合わせテストも、組み合わ

せることに必死になると間違った方向にいく可能性がある

かもしれません。 

KEN-san: 探索することでテスト対象を学んで行くっての

はだめ？>snsk 

しんすく(け)さん: ひとりでは出来ないですよね、それ。 

yumiko: ひとりでもできますよぉ。。。 

しんすく(け)さん: これバグですか？って誰かに聞かない

といけなくない？＞ゆみちゃん 

yumiko: ものによりますー。 

ばんばん: あ、学ぶときに同時に探索テストするというの

もあると思います。そう、ただ、見極めが難しいかな、と

思います。 

しんすく(け)さん: あ。うん、もちろん＞ものによる ＜で、

いまは知識ゼロの製品の話 

コヤマン: 触っていく過程で学習はするから、知識はゼロ

のままではないのでは？ 

しんすく(け)さん: 学習って、フィードバックなしには成

り立たなくない？？ 

コヤマン: それは、人からのフィードバックである必要が

あるかな？ 

yumiko: どういうプログラムが組まれてるかは見えなくて

もできるもの、例えばビジネスルール上その仕様ではまず

い、とか。 

 

KEN-san:参加の意気込みに戻ろうよ>all 

コヤマン: 同意＞KEN さん 

しんすく(け)さん: i see 

Masao: ぼちぼち、他の方の意気込みを 

なかさや: ゆかちゃんの聞きたい。 

ばんばん: はい。では、次、初参加の Yuka ちゃん 

Yuka.E: Σ 

じゃあいきまーす！ 

イケてるテスト仕様とはなんなのー！？」っていうのを探

れたらと思っています。 

うちのプロジェクト、テスト仕様がイケてなさすぎという

のを、勉強会でひしひしと感じる今日この頃なのです。ど

んな感じにイケてないかと言いますと、 

1）保証項目は、外部仕様をほぼ完コピ 

2）経験豊富なうちの PM がいないと、観点漏れまくり 

3）テスト仕様を修正しようってなったときに、修正範囲の

特定が難しい 

4）っていうか、テスト仕様書が作りにくい 

だめだめなんですー××× 

しんすく(け)さん: す、すさまじく得るもの多そうですね

今回のテーマ^^; 特に 3に対して。 

Yuka.E: そうなんですー><; 

なかさや: ２は教育の話かしらん？ 

しんすく(け)さん: 観点を明示、共有できていないプロセ

スの問題かもですね＞さやさん 

ばんばん: ワークの中だけではなく、2 日間を通していろ

んな仲間と話すのがよさそう＾＾テスト仕様書って何よ？

て話から盛り上がっちゃいますから。 

Masao: 知見と知見との化学変化ですな 

Yuka.E: はい！人見知りの克服とともに、がんばってこよ

うと思ってます>< 

yumiko: (「イケてるテスト仕様とはなんなのー！？」って

いうのを探れたらと思っています に対して)これ、探れた

らどうしたいですか？ 



 

Masao: イケてるテスト仕様って、どんなイメージでしょう

か？ 

Yuka.E: とりあえず、そのうちある新しい案件で実際に書

いてみたいと思っています。そっからプロジェクトなりの

改良を加えて行きたいなぁと。プロジェクトメンバ全員、

よくない事は自覚しているのですが、どうすればいいのか

がわかっていない状態なので、ちょっとでも打開できれ

ば！！！という感じです。 

イケてるテスト仕様は、つくりやすい（つくる手順が確立

してるっていうのもあるかもしれませんが。）、修正範囲の

特定が容易で、網羅できている事が、誰が見てもわかる感

じです。正直、テスト項目が並んでいるだけの状態では、

レビューでパターン漏れが見つかるとは思えません。。。 

Masao: なるほど。 

しんすく(け)さん: や、すげー。と思いました。僕もそう

いうのにしたいです！！ 

うえだ: 「イケてるテスト仕様」というより「イケてるテ

ストをしよう」みたいな感じですね。 

なかさや: んと。話が逆流するかもですが、テスト仕様書

だけの問題でしょうか。テスト仕様の元となる設計書なの

か要件定義書なのか、仕様書なのか、はイケてる感じ？ 

Yuka.E: 上位文書の不備も、見つけられないようなテスト

仕様の作り方なんです。。。 

しんすく(け)さん: ゆみちゃんは現場にガンガン実践する

先輩としてすんげえ参考になると思いますよー＞Yuka さん 

Yuka.E: おおおおおっ！ 

Masao: BPP セッション、楽しみ(^^ゞ 

しんすく(け)さん: 負けてらんねえーorz 

Masao: おらも負けとれんわ 

yumiko: 加速って、一度いきおいがつくと、こわい部分も

ありますよー。どんどん加速度がついて、だんだん自分で

制御できなくなりそうなこわさ、みたいな 

 

ばんばん: さて、そしたら流れから、ゆみこさんの意気込

みを聴くようかしら？ 

yumiko: らじゃ w 

yumiko: たくさん受け取ったものを、自分のフィルタ通し

てみて、今度は還元したいなあ、と。ワークは純粋に勉強

しにいきます。 

ばんばん: 今回は、夏としては久しぶりにテスト技法を扱

うワークですからねー♪ 

Masao: (ガチな夏になりそうｗ 

yumiko: とっても期待してます。自分の中ではタイミング

ばっちり！ 

softest: サブテーマは何か元ネタがあるんでしょうか？

「～にときめけ」とか 

ばんばん: えー、サブテーマを話しているときに、まちが

いなく softest さんは禁則にときめくだろう！という話が

出たというこぼれ話はありますｗ 

softest: あー。禁則と制約の違いとか、もう少し自分の中

で整理したいですね。 

ばんばん: 私もそこらへんは自信ないですね。禁則と制約

の違い。 

 

softest: 今回の分科会への意気込みは？！＞yumiko さん 

ばんばん: 分科会、前回盛り上がっていましたね＾＾ 

yumiko: 今回はマリオチャートの分科会は予定していない

です。。今回もしやるなら、加速するためのいろんな要素の

話してみたいなあ、と。 

ばんばん: 加速するための要素、面白そうですね＾＾いろ

いろ浮かんできそう。 

yumiko: 社内でなくて、社外のこういうコミュニティだか

らこそ、っていう部分を BPP で話そうかと思っていて、そ

のつづきのディスカッションができたらいいかなあ、と。 

Masao: (探索的テストの分科会、やってみようかな… 

ばんばん: 今回も分科会はいろいろ盛り上がると思います

＾＾ 

Masao: (前回は、某部屋で午前 3 時までやったなぁ・・・

正確には午前 2時過ぎ 

ばんばん: あ、そうそう、遅くなりすぎないようにね♪ 

Masao: (す、すみません。<(_ _)> 

ばんばん: ちなみに、上の階に声が通るんですよ、実はｗ

前回盛り上がっていた部屋の上の階がちょうど実行委員の

部屋でしてｗ 

 

このあと深イイ話があったけど教えませーんｗ・・・参加

者特典♪ 

 

ばんばん: さて、あとですね、実行委員でないのはしんす

くさんなわけですが、 

しんすく(け)さん: どき 

Masao: (ｗｋｔｋ 

ばんばん: 意気込み・・・でいいのかしら？ 

しんすく(け)さん: や、いけないので、、いきごめない、、

です^^; 

yumiko: そこをなんとか w 

しんすく(け)さん: 冬は！いきます！←いきごみ 

ばんばん: ｗｗｗ 

yumiko: BPP とる！ですよねー？ 

しんすく(け)さん: 冬はまかしとけ 

Masao: しんすくさんの BPP セッション聞きたいｗ 

しんすく(け)さん: あ、はい。いつでも。もう、好きなだ

けｗスライド無視することで有名ですからね(社内 

Masao: (とことんね(はぁと)  

Yuka.E: （冬も行けるといいなぁ。。。 

ばんばん: 話を聴きたい、というのであれば、BPP セッシ

ョンでなくてもよいのではないかと。 

yumiko: たしかに 

しんすく(け)さん: たしかに 

softest: 今回も、辰巳さんのセッションがそれにあたりま

すよね。 

しんすく(け)さん: おおおおお 辰巳さんのお話ツボすぎ

てたまらん←テスト界のヒストリアン 

なかさや: softest さんのセッションはそれにあたらない

のでしょうか？ｗ 

softest: 僕のところは、JaSST12Tokyo チュートリアルの

内容に近いかも。 

しんすく(け)さん: 前回の WACATE の夜、softest さんと「生

産性のない空中戦をしよう！」で超楽しかったです。ニコ

ニコしながらやってきて、「生産性のない話しません？」て



 

ｗ 

softest: 酒の肴、みたいな話でしたねー。飲めないですが。 

しんすく(け)さん: ちなみにその時のテーマは、視座、視

点、視野の定義、でした。酔っ払ってする話ですねｗ 

ばんばん: まぁそこも WACATE の醍醐味ですね。宿泊ならで

はの＾＾ 

しんすく(け)さん: まさしく 

Masao: 視座、視点、視野で混乱していたアカウントはこち

らになりますｗ 

しんすく(け)さん: まさおの探索的テスト授業をひとりで

どっぷり受けたおいしいアカウントがこちらになりますｗ 

Masao: 濃い話ができるのもイイですよね。深夜の分科会… 

なかさや: でも、遅くなり過ぎないようにしてくださいね

ｗ 

しんすく(け)さん: でーすーよーねーw 

ばんばん: 次の日うとうとしてたら窓から投げちゃうよっ

ｗ 

Masao: (ぁぅぁぅ 

なかさや: 翌日辛いよ？って本人にと、同じ部屋の人（会

場となった部屋の人や、一緒に行動してる人）への配慮も

お忘れなく。 

Masao: (心得ておきます 

しんすく(け)さん: あれはあの部屋(どこでもほいと座れ

る VIP ルーム)だから醸成できる空気な気もします。 

しんすく(け)さん: かつ、昼間のワークや班の仲間感を踏

まえて、のあの盛り上がりですね。 

ばんばん: そうなんですよね。WACATE では相部屋ならでは

の楽しさもあり、一方で配慮を学ぶところでもありますね。

テストに関することだけでなく、様々なことを持ち帰れる

と思います。 

なかさや: 次の日うとうとしてたら耳元でゴング鳴らして

あげますｗ 

ばんばん: あー、そしてハンマーを持ち歩くわけですね。

はい。皆さんたたかれないように気をつけましょうｗ(解

説：2011 冬のセッションで、モデレータなかさやがゴング

のハンマー持ちながら各テーブルを見回ってました。) 

なかさや: ｗｗｗ＜ハンマー 

softest: KEN さんは朝食の塩辛があるから、起きれるはず。 

KEN-san: あの塩辛マジうまいですよ。俺毎回楽しみだもん。 

なかさや: 朝食の楽しみはフルーツとヨーグルト！ 

Masao: 私は、三崎のマグロ！ 

しんすく(け)さん: ひたすら塩鮭食べてるアカウントがこ

ちらになります＠朝食 

softest: ワークも大事ですが、温泉とごはんもみんな楽し

んでほしいですね。 

しんすく(け)さん: カレーが絶望的に美味い！アレ食った

らもう俗世のカレーくえねえ 

softest: カレーバイキングは諸刃の剣＞睡魔 

KEN-san: カレーバイキング大好評だなｗｗ 

yumiko: 朝の海岸と地層たちも。。。w 

なかさや: 早起きして、早朝の露天風呂に入るの、気持ち

いいですよー 

ばんばん: はい。温泉も是非。そういうゆったりした部分

も味わってほしいというのもあります。。。結構スケジュー

ルが密ながら。 

 

ここで、Yuka.E さん離脱。 

ご自身の都合に合わせて途中から参戦したり中抜けしたり

早抜けしたり・・・気軽なところがチャットルームの醍醐

味かもしれません。 

(といってみんなに抜けられるとそれはそれで淋しいんで

すけどｗｗｗ) 

 

yumiko: あ！次の BPP とった人に地球儀(でしたっけ？)渡

すのが楽しみです。これも自分の中では気持ち的に大きな

イベントのひとつです。 

コヤマン: イイネ！ 

yumiko: ありがとうございます！ 

しんすく(け)さん: いいね！！ 

yumiko: 次へのバトンタッチ、みたいなのがこみあげてき

そうです。BPP、ほんと、とってからスタートする部分とか、

たーっくさんあるので。ほんとにほんとにおめでとう！！

って渡したいです。私みたいに外慣れしてない人には特に、

がんばれーっていう気持ちもあります。 

ばんばん: あれ、欲しいです。地球儀のトロフィー。綺麗

ですよね♪今回は皆さんポジぺにどんな想いをこめている

のか・・・楽しみです♪ 

Masao: (ポジペにかける想いを伝えるのって、難しい・・・ 

yumiko: 地球儀のトロフィー、毎日みてから出社してます。 

なかさや: イイネ！ 

しんすく(け)さん: いいね！ 

Masao: いいね！ 

yumiko: トロフィーは宝物です☆ 

 

ばんばん: さて、実行委員側で、意気込みを伝えたいって

方いますか？ 

 

なかさや: ゴングを鳴らすｗ 

しんすく(け)さん: さやさん！いきごみ！ 

ばんばん: つまり、ポジぺセッションのモデレータを頑張

ると言いたいのですね＾＾； 

Masao: ファシリテーション役に期待 

なかさや: あ、あれ？ｗｗいや、前回は鳴らし方に失敗し

たので、上手に鳴らしたいなぁとｗｗ 

ばんばん: はい。鳴らし方は学んでますよね？縦じゃない

ですよ、横ね。。。ポジぺセッションは放っておいても皆さ

ん賑やかに語り合いますが、流れや雰囲気をつくる役目も

重要ですよね。みなさんポジぺセッションのモデレートぶ

りにも期待ください♪ 

コヤマン: おおｗハードルが上がったｗ 

ばんばん: ワークについてはどうですかね？その他セッシ

ョンは？ 

うえだ: はい、うえだは今回二日目のメインワークを担当

しますー♪よろしくお願いいたします。 

いままでの夏は、一日目からぶっ通しでワークをやってい

くって流れでしたが、今回は、二日目からとなりますー。

一日目は、がっつり組み合わせテストの講義やワークです

ね。 

で、今回の意気込みとしては、ざっくり言うと「実践で役

立つワーク」を考えてますー 



 

ばんばん: 実践で役立つってところが気になりますねー。

結構実践に役立てるためにどうしよう？！って悩みをもち

ますからね。勉強会で技術を学んだときに、どうやって実

務に活かそう？って。 

 

タイミング良く実行委員 hiroise 参戦ｗ 

 

ばんばん: えーと、入ってきたてですが、hiroise さん、

そして softest さんの意気込みはいかが？ 

softest: 僕のセッションも実践に役立てるように～、とい

った内容を目指します。イブニングセッション、というの

は今回が初めてなので、夕方参加者の皆さんの頭に入って

くるような話ができるように準備します～。 

hiroise: 自分は考えたり行動したりするきっかけになれ

ば、なんて思ってますー 

softest: WACATE はきっかけにすぎないといっても過言で

はないですね。 

ばんばん: あぁ、それはきっとそうなのだと思います。き

っかけ。そこから始まるのかな、と。WACATE に限らないで

すが。すくなくともそこで終わることはないですもの。 

Masao: 私もそう思います。(JaSST でポスターセッション

や経験発表&TEF 東海合宿実施に至ったきっかけが WACATE

でした) 

コヤマン: ＾＾ 

Masao: WACATE Magazine へネタ執筆という形でも、考える

きっかけとなってになっているので、継続したいものです

ね。 

ばんばん: はい。また是非＾＾ 

コヤマン: 是非！＾＾ 

ばんばん: そういえば私もいろいろなことが始まりました。

いろんな経験をさせていただけました。。。という内容はポ

ジぺにもちょこっと書きましたが。 

ばんばん: えーと残りは雑用係な人達？！（こら（自分含

めてｗ 

コヤマン: 雑用頑張りまっす！ｗ 

今日のポジペと同じｗ(解説：この日コヤマンのポジぺが

Blog で公開されました) 

KEN-san: 雑用係ですｗｗ 

ばんばん: 毎回言ってますが、極力たくさんの方とお話し

たいです！ 

あと、鶴巻さんのセッション、ものすごく楽しみにしてい

ます。本当に願いが叶って良かったです！！ 

なかさや: 鶴巻さん、私もすごく楽しみ！ 

ばんばん: 辰巳さんのお話も、また楽しみです＾＾組み合

わせテストといったら！！な方々がお話して下さるのは本

当に貴重なことです。 

Masao: 鶴巻さんのセッションがあるとのことで、 近

PictMaster を使い始めております。 

なかさや: イイネ！ 

なかさや: 頭で考えてわからないことが、ツールを使って

みてわかることがあったりします。 

ばんばん: うー、ペアワイズの使いどころをマスターして

いないのでそこが悔しいです。修行が足りないっ＞＜ 

なかさや: とりあえず充ててみたら、あれ、いけんじゃん？

コレってことが・・・（ぉ 

KEN-san: 組み合わせテストに限らずですが、”使い所”を

掴んでいるかどうかって重要ですよね 

ばんばん: はい。そう思います。難しいです。本当に・・・

私にとっては。 

コヤマン: そもそも、組み合わせる必要があるのだっけ？

ということもありますしねー。 

なかさや: そうそう、ツールに充ててみたら、組み合わせ

ではないって気付いたり。順番違うかもしれないですけど。 

KEN-san: そういうのもありますよね、”組み合わせ”での

バグがどれだけあるの？って話ですよね？ 

コヤマン: はい。まず、それがその使いどころに合った対

象かどうか、というところを判断する必要があると思いま

す 

Masao: 現場での問題点をそしゃくして、どのような技術で

解決するかという永遠の課題かなと。 

うえだ: 二日目のメインセッションは、その「使いどころ」

のようなものを考えれるようなものを考えてますー 

コヤマン: イイネ！ 

なかさや: イイネ！私も受けたいｗ 

うえだ: せっかく、いろんな方がきているので、いろんな

意見や議論などをしたいですね 

ばんばん: さて、時間も時間ですし、ここらへんでお開き

にしようかな。と思います。いろんな人のいろんな想いが

つまった 2 日間になると嬉しいです。そしてそこからいろ

んなことが始まりますよう・・・私もなにか始まるといい

なぁ♪というか、始められるようにしたいなぁ♪かな 

コヤマン: イイネ！ 

Masao: 「やろまいか！」ですな 

KEN-san: イイね！ 

ばんばん: あーそれぴったりだねｗ 

コヤマン: TEF 東海のまわしものかっｗ 

yumiko: じゃあ私も。「やるべさ！」 

ばんばん: 北海道きたーｗ 

コヤマン: TEF 道のまわしものかっｗ 

ばんばん: 東京神奈川はなんもなくてつまんなーい 

なかさや: 「やるっきゃないっ！」とか？（古ｗ 

yumiko: 「やってしまいましょう」とか？ww 

KEN-san: やるっきゃ騎士 

Masao: 「やってしまおう、ホトトギス」とか 

yumiko: 「やっておしまい」とか w 

KEN-san: あらほらさっさー 

Masao: ほいさっさー 

ばんばん: ・・・＾＾お疲れさまでしたー（いきなりしめ

るｗ 

なかさや: おつかれさまでしたーｗｗ 

yumiko: ありがとうございました！ 

コヤマン: ｗｗ 

Masao: お疲れさまでした＆当日はよろしくお願いいたし

ます！(前夜祭もね) 

コヤマン: お疲れ様でした―ｗ 

softest: おやすみなさいー 

うえだ: おやすみなさーい 

うえだ: 当日お会いしましょー 

コヤマン: おやすみなさーい＾＾ 

KEN-san: おやすみなさーい 



 

 

[0:55:27]撤退ｗ 

 

実は実行委員が意気込みを語っている 中に、いつも参加

してくださるきょんさんが訪れてくださったのですが、ク

ローズに向けて進めていたのでゴメンナサイしました。 

きょんさん、是非また次回,アツいお話をきかせてください

ね＾＾ 

 

そして、本記事を読んでくださったアナタ！WACATE2012 夏

で知り合った仲間とこのチャットルームで再会してみたり

♪残念ながら参加できなかったのでこのチャットルームで

雰囲気を味わったり・・・あなたなりの利用方法で、次回、

チャットルームに語りに来てくださることを、楽しみにし

ていまーす☆ 

 

 

■参加方法と次回予告だよ 

 

□チャットに関する要件は以下の通りです♪ 

・Skype のチャット機能を利用します(ボイス通信は使いま

せん！) 

・グループに参加していただきますので、コンタクトリス

トにない人が含まれるチャットに参加できるように設定し

てください 

・チャットに表示される名前を、Magazine に掲載してよい

ハンドルネームに設定してください 

 

次回開催は・・・ 

 

7/28(土) 21:00～ chat 開始！ 
 

20:55 にはパジャマに着替えて skype 前集合♪ 

テストのお話しましょう♪ 

 

テーマ募集します＾＾ 

WACATE2012 夏から 1ヶ月が経つ頃なので、WACATE で得たこ

とをどのように活用してるのかなー？なんて話をするのも

楽しいかしら？と思っています。 

 

■参加申し込みは以下の方法で！ 

======================================= 

WACATE-Magazine 編集部のチャット窓口 

（magazine-chat@wacate.jp）に 

「てすバナ参加希望」という件名で 

以下の情報を添えてメールしてください。 

・名前 

・Skype 名(アカウント名もしくは登録アドレス) 

・チャットで語りたいこと 

======================================= 

皆さんのお申し込みをお待ちしております☆ 

 

 今回のチャットルームオーナー：ばんばん 



 

  
 
いつも盛り上がる後夜祭。それがないと 2日間は終われない。 
そんな単純な動機から、後夜祭をやりますよぉ！！ 
 
WACATE 2012 夏の終了後、横浜へ移動して参加者による打ち上げを行います。  
外も暑いけど、もっと熱い 2日間を振り返ると共に、 班や部屋の関係で交流できなかった方々と交流をしましょう♪  
 
 
前回も多くの方が参加されましたので、ぜひ、いまのうちに打ち上げの時間を予定にいれておいてくださいね。 
皆で盛り上がりましょう！  
 
 
なお，予約の都合上で申し訳ございませんが、事前に参加者を募らせていただきます．  
また，申し込み期限を 2012年 6月 25日 00時 00分 までとさせていただきます．  
 
 
＜＜ 開催概要 ＞＞ 
日時            2012年 07月 01日(18:30～) 
 
開催場所      横浜駅周辺 
 
参加費       3,500円～4,000円くらいで現在調整中です。 
 
定員       48名 
 
申し込み終了 2012年 06月 25日 00時 00分まで 
 
主催者        WACATE2012夏 後夜祭幹事～ず（いのみ、やまだ、すぎた） 
 
 
<< 申し込み方法 >> 
ATNDよりお願いします。 
http://atnd.org/events/29970 
 
 
＜＜ 07月 01日 当日の内容（予定）＞＞  
16:30 WACATE 2012 夏 終了後、横浜へ仲良く京急に乗って移動開始  
 
18:30 横浜の会場にて打ち上げ開始 
 
20:30 終了、有志は二次会へ移動 すきなだけどうぞ♪ 
 
 
＜＜ 参加資格 ＞＞  
・WACATE 2012 夏の参加者 
・ドタキャンされない方．（幹事の自腹になってしまいます） 
 
 
＜＜ 参加をお断りする方 ＞＞  
・参加資格や注意事項に了解いただけない方． 
 
 
＜＜ 撮影に関しての注意事項 ＞＞  
当日の様子は Magazine でレポートを行います。つきましては当日撮影 OK、レポートへの掲載 OK の方のみご参加ください。 
また、会費については、残金が出た場合は WACATE実行委員会への寄付とさせていただきます． 
 
 
＜＜全般的な注意事項＞＞ 
自ら学び交流する態度でご参加ください。教えてもらうのが当たり前と考える方や、評論家を気取る方は参加をご遠慮くだ
さい。後夜祭は WACATE2012夏参加者有志によるものです。WACATE実行委員会とは関係はない点をご注意ください。 
 
 
＜＜参加にあたってお持ちいただくもの＞＞  
・打ち上げ代： 5,000円。 
・名刺（あれば交流に役立ちます）  
・マインド 
 
※ご質問がある方は、WACATE2012夏後夜祭幹事～ず（いのみ、やまだ、すぎた）までご連絡ください。 
SNSの WACATE2012夏コミュニティにてトピックスがありますので、そちらまでよろしくお願いします！ 
 
 



 

  

◆WACATE実行委員会リハーサル敢行！ 

 

WACATE2012 夏の準備が着々と行われています！ 

 
皆真剣に取り組んでいますね。 

 

 
リハーサルでの一コマ。 

 

色々考えて試行錯誤ながら、皆さんの前でプレゼ

ンテーションができるのですｗ 

実際に近い形でのリハーサルや事前の練習があ

るから、慣れているように見えるのですよね。 

 

 

実行委員もこの練習で、感覚などを再確認します。 

 
 

みなさんが取り組まれるワークについても、こう

いった形で実際に試してみることで、バランスの

調整等をしています！ 

色々なことを想定して作りこんでいく。 

今日も実行委員はこうして加速していくのです。 

 

◆次の WACATEに向けての近況 

現在の次の WACATEに向けての活動は以下です。 

 

◆実行委員会ネタ 

・WACATE2012 夏に向けてリハ敢行！ 

・WACATE2012 夏のプログラム公開中！ 

・WACATE2012 夏に豪華ゲストが！ 

・WACATE2012 夏のモロモロ対応中！ 

 

◆WACATEネタ 

・WACATE2012 夏 前夜祭開催決定！ 

・WACATE2012 夏 後夜祭開催決定！ 

 

…とこんなカンジです！  

 

See You Next WACATE! 

書いた人：コヤマン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 生まれ年 6 月の運勢（6 月 6 日～7 月 7 日） 

一白水星 S38/S47/S56/H2 

本月は中宮に会し年盤の中宮と相生のため、運気は上昇傾向なり。周囲から注目さ

れ、信用・信頼も高まり諸事順調に進むであろう。ただし中宮に会しているために、

自分からは動かず、何事も冷静かつ慎重に進むことが吉なり。 

二黒土星 S37/S46/S55/H1 

年盤・定位盤で同会している星が相生なれど、月盤中宮と相克なため、運気は低迷

気味であろう。乾宮に会しているために、勢いに任せて進むのは禁物なり。頑固・

強引・独断・即断は避け、じっくりと話し合うことが吉なり。 

三碧木星 S36/S45/S54/S63 

月盤中宮と相生なれど、年盤中宮と相克なために、運気は本調子ではない。兌宮に

会しているために、小さな喜び事が重なる方もいるであろう。ただし喜び事に浮か

れると思わぬ災いを呼ぶであろう、一喜一憂しないことが肝要なり。 

四緑木星 S35/S44/S53/S62 

本月は月盤中宮と相生ななれど、艮宮に会しているために運気は低迷気味なり。 

艮宮の特徴である「山」のごとく動かざることが吉なり。むやみやたらに動き回る

と、「雪崩」のごとき災いを招くので注意すべし！ 

五黄土星 S34/S43/S52/S61 

離宮に会しているために、運気の起伏が激しい月なり。調子に乗りすぎると思わね

災いを招くであろう。本命星と相剋なため、「酒」「異性」関係の誘惑には注意すべ

し。派手なものは、内実が伴わない時期なり、慎重に進むことが肝要なり。 

六白金星 S33/S42/S51/S60 

月盤中宮と相剋で坎宮に会し暗剣殺を受けているため、本月は今年もっとも注意す

べき月なり！何をしてもうまくいかない月になるであろう。無理に進めようとする

と、災いを呼ぶであろう。今は地力を強化することが重要なり。 

七赤金星 S32/S41/S50/S59 

本月は月盤・年盤中宮とともに相性となり、坤宮に会しているため、運気は好調な

り。しかし坤宮の卦象である「遅い」影響を受けて、進展が遅い月になり。ただし

「努力」「勤勉」で運気が向上し、幸運に恵まれる月になるであろう。 

八白土星 S31/S40/S49/S58 

月盤中宮と年盤・定位盤で同会している星が、ことごとく相剋なり、運気は低迷す

るであろう。震宮に会しているために、スピード感のある月になるが、できるだけ

スピードを控えることが吉と心得よ！勢いに任せて動くのは、大怪我のもとなり。 

九紫火星 S30/S39/S48/S57 

巽宮に会しているが年盤・月盤中宮と相剋なため、運気はまだまだ本調子にほど遠

い月なり。すぐに結果に結びつかないことが多いであろう、しかし巽宮の卦象「縁」

を結ぶことになるであろう。１つ１つ正確さを忘れず、真摯に対応することが吉！ 

月盤一白水星 年盤六白金星 

 南   南  

 五黄殺  五黄殺   
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 暗剣殺    暗剣殺 

 北   北  

◆今月のチェックポイント！ 
今月は「一白水星」が中宮となり、卦象である【水】の影響により「潤し」「育む」面がでる月です。 

事業・業務の進捗が無理に進めず、1つ 1つ丁寧に真摯をもって対応し、地力を「育む」ことが将来的に

は大きな前進となるでしょう。ただし年盤の影響で「独断的」「強引」に進めると、すべてが「流され」

しまう傾向があるので注意すべし。焦っても物事は好転しないので、「潤い」のあるチームづくりを心掛

けよ。今月は「急がば回れ」という月であると、心得よ！！ また「酒」と「異性」には、要注意！！ 

★今月のラッキーテストアイテム 
一白は「水」の特徴がある星です。「水滴石穿(わずかな水滴でも長く続けば石にも穴をあける)」絶え間

ない努力があれば事を成就できるといいます。日々の努力の繰り返しが、将来大きな財産になるであろ

う！ 繰り返しと言えば「ドリル」です！ テスト業界でドリルと言えば！！ 推して知るべし！！ 

※「ソフトウェアテスト占い」とは… 

日本の伝統的な暦で知られる気学(九気性)を

もとに、日本古来の統計学とソフトウェアテス

トで培った時代の統計学を組み合わせて考察さ

れた占いである！(笑) 



 

 

 

 

 

┼お知らせ┼ 
7月 31日(火)に WACATE-Magazine vol.41発行します！(たぶん) 

次回はやっぱり「WACATE2012 夏 レポート！」かな？ 

 

 

 
WACATE-Magazineでは“ソフトウェアテストや品質に関する記事”を常に募集中です． 

来たれ！投・稿・戦・士！！！ 

 WACATE-Magazineはボランティアベースで発行されています．したがって原稿料は出ません．※ノーギャラです． 

投稿いただいた原稿の掲載可否，掲載時期については編集部で決定させていただきます． 

特定の商用ツールやサポートなど営利色が強い原稿は原則として掲載いたしません． 

レイアウトなどは全て編集部で行います．また，特に戻り確認などは行いません． 

単なる論文は掲載しません．紙面の雰囲気を読んだ，イイ感じな文体や内容でお願いします． 

公序良俗に反すると思われるものについても掲載しません．  
 

以上を了解した上で，覚悟完了！な方は WACATE-Magazine編集部「magazine@wacate.jp」まで、是非ご連絡ください． 

折り返し，担当より要綱をご連絡いたします． 

楽しい，そして役に立つ紙面にするため，是非ご協力いただければ幸いです♪ 

 

☆その他、WACATE-Magazineでは以下の情報をお待ちしています☆ 
●書籍情報(オススメ書籍情報も可)            ●イベント情報(ソフトウェア/品質/テスト関連) 

●勉強会情報(ソフトウェア/品質/テスト関連ならなんでも) ●オフ会情報(ソフトウェア/品質/テスト関連) 

●デザート情報(甘いものならなんでも。イカス！やつで。) 

などなど、お待ちしています♪ 

 

★★★ WACATE実行委員募集中 ★★★ 

うえだ★WA～CA～TE～がもうすぐ直前だすっ！！！今回もアツい「夏」にしょー 

コヤマン★今回も WACATEの夏は熱い予感満載！！！！当日お会いしましょう！ 
ばんばん★みなさん来月の JaSSTは申し込んだかなー？！四国も関西もオススメだよん♪ 

むらかみ★6月と言えば【占い】的には「夏越しの祓い」「茅の輪くぐり」の月です。皆さ

んが今年後半健康でありますように！！ 

★おくづけ★ 

2012/06/18(mon)はっこう 

WACATE-Magazine へんしゅうぶ 

┤magazine@wacate.jp 

http://wacate.jp/magazine/ 

編集後記 


