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モバイルアプリの自動テストにおける強化学習の利用

村瀬 渓太　高田 眞吾

モバイルアプリの開発において, テストはコストが高い工程の一つであり, 自動化によるコスト削減は重要となる.

モバイルアプリの自動テストに用いられる手法の一つとして強化学習がある. 強化学習を用いてモバイルアプリをテ
ストする手法はいくつか提案されているが, 先行研究では状態数が爆発する, 遷移に対する報酬が固定されている, 学
習が収束しにくいといった課題が存在する. 本研究ではこれらの課題に対応することを目指し, UI情報を用いた状態
及び動的な報酬の定義を行い, 過去の状態遷移を用いて繰り返し学習を行うことを提案する.

1 はじめに
近年, スマートフォンの普及が進み, モバイルアプ
リは生活の一部となりつつある.アプリの開発におい
てテストによる品質保証は重要とであるが,自動化に
関してはまだ課題が多い. Androidはスマートフォン
の OSの中でも最もシェアが大きく, Androidアプリ
の自動テストに関する様々な手法が提案されている.

Androidアプリの自動テストにおいては, Androidの
画面に対して,タッチやスワイプといったアクション
を行っていく. アクションの結果として Android 画
面の状態が遷移していくが, この遷移によって様々な
状態を訪れ,バグを探すことが基本となる.

Androidアプリの自動テストの手法としてよく使わ
れるものとしてランダムテストがある. ランダムテス
トはタッチやスワイプなどのアクション及びアクショ
ンの対象をランダムに選択するというものである. 広
く普及しているMonkey [4] という自動テストツール
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においても, ランダムテストが用いられている. しか
し, アクションの選択がランダムであるため, 探索の
効率面や安定性に問題がある. また, アプリ内で多く
の操作が必要な状態へ到達ができないことも多い.

探索効率の改善を図った手法として,モデルベース
の手法がある. モデルベースの手法では, コードの静
的解析などを用いてあらかじめ各状態において利用
可能なアクションおよびアクションによってたどり
着ける状態を求め, 状態遷移図などの形式で表してお
き, 効率の良いルートで探索を行うものである. しか
し,Android アプリの正確な解析は難しく, 状態遷移
図を正しく構築できないことがしばしばある.

ゲームの自動プレイなどにおいて有名な手法とし
て強化学習が存在するが,近年 Androidの自動テスト
においていくつかの強化学習を利用した研究が行わ
れている [5] [6] [7]. 強化学習では状態遷移に対して報
酬を与え, 得られる報酬が大きくなるように探索戦略
の学習を行う. 実際の状態遷移の結果に基づいて戦略
を決めるため,モデルの正確性などに依存しないこと
が利点となる. しかし, ゲームの自動プレイと違って
目的が曖昧であったり, 時間経過によって変化するた
め, そのまま適用することは難しい.

本研究では, 強化学習の報酬を探索状況に応じて与
えることで, テストの網羅率の向上を促す手法を提案
する. また, このような報酬関数は時間経過によって



変化するために, 学習結果が収束しにくいという問題
が発生する. 本研究では今までの遷移履歴を保存し,

直近の遷移を中心に学習を繰り返すことで収束に関
する問題に対応することを提案する.

2 Q学習について
強化学習は, 環境とエージェントが相互作用を行う
ことで進行する. 基本的な流れは以下のようになる.

1. エージェントがある戦略に基づき, 行動を行う.

2. エージェントの行動に基づいて, 環境が現在の
状態を変化させる.

3. 環境が行動の結果としてエージェントに対し,

報酬を与える.

4. エージェントは報酬に基づいて,戦略を改善する.

強化学習のアルゴリズムには様々なものが存在する
が, 本研究では Q学習 [9]というアルゴリズムを用い
る. Q 学習は戦略を Q 関数という形で表し, Q 関数
の学習を行うアルゴリズムである. Q関数 Q(s, a) と
は, 状態 s における行動 a の価値であり, この値が正
しいものとなれば, 状態ごとに Q 関数の大きい行動
を選択することで得られる報酬を大きくすることがで
きる. 仮に状態 st において行動 at を行ったところ,

状態 st+1 に遷移し, 報酬 rt が得られた場合, Q学習
では Q(st, at) の値は以下のように推測する. ここで
γ は割引率であり, 将来的に得られる報酬をどの程度
考慮するかを表している.

Q(st, at) = rt + γmaxQ(st+1, at+1)

学習率を α とすれば, Q 関数の値を以下のように
学習できる.

Q(st, at) = Q(st, at) +

α(rt + γmaxQ(st+1, at+1)−Q(st, at))

Ｑ関数を状態と行動のペアごとにテーブルに保存
しておき, 状態遷移の際にこの更新式に基づいて学習
を進めるのが Q学習という手法である.

3 先行研究と問題点
強化学習を用いて Androidの自動テストを行った
先行研究はいくつかあるが, 状況によらず同じ遷移に
は同じ報酬を与えるといったものが多い. Qdroid [7]

は Deep Q-Networkという強化学習アルゴリズムを

用いた自動テストツールであり, GUI 構成要素を意
味に応じてグループ分けし, どのグループの GUI構
成要素に対してアクションを行うかを決めている. 報
酬は遷移によって画面が切り替わった場合に大きい報
酬を与えており, この報酬を用いて学習した場合, 画
面に全く影響を与えない無意味な行動を回避しやす
くなるだろう. しかし, このような時間経過によって
変化しない報酬を与えた場合, やがて学習が終了し,

Q 関数は一定値に収束した場合に各状態においてと
られる行動が一定になってしまう. この状態では同じ
ような遷移を繰り返すため, 様々な遷移を行いたいと
いうテストの目的と反する. ARES [6] も Qdroidの
ように画面の変化が生じた場合に大きい報酬を与え
ており, 加えてバグを発見した場合にも報酬を与えて
いる. しかし, Qdroidと同様に, 学習が収束した後に
最終的に高い報酬を得られる同じ遷移を繰り返して
しまう可能性が高い.

一方, Q-testing [5] のように時間経過により変化
する報酬を導入している研究もある. Q-testingでは
Siamese Network により既に訪れた画面と類似して
いるかを判定し, 類似している画面を訪れていない場
合に高い報酬を与えている. しかし, 時間経過により
報酬を変化させた場合, 学習が収束しにくいという問
題が発生する.

4 提案手法
本研究では先行研究の問題点を踏まえ, 状態定義,

報酬の与え方, 学習方法の 3点を提案する.

4. 1 状態定義
状態定義は UIAutomator [8] というツールから得
られる情報をもとに行う. 図 1 は Hot Death [3] と
いう UNO に似たカードゲームで遊ぶことができる
アプリの初期画面である. 実際にはもう少し多い
が, 画面内に 5個の UIがあることがわかる. UIAu-

tomator によって, これらの UI の Resource ID や
クリック可能かなどといった情報を得ることができ
る. Resource ID は UI 要素ごとに割り振られてい
る名前であり, 主に開発者によって決められる. 例
えば, 図 1に表示されている NEW GAMEボタンに



は, com.smorgasbork.hotdeath:idbtn new game と
いうResource IDが割り振られている. 図 1の画面で
は 5つのボタンに別々の Resource IDが割り振られ
ているが, 実際には同じ Resource ID の UI要素が画
面内に複数存在することもある. また, UIAutomator

によって各 UI要素がクリック可能か, 長押し可能か,

スクロール可能かといった可能な操作に関する情報
も得ることができる. 本研究ではこれらを踏まえて,

Resource ID 及び可能な操作が等しいものをまとめ
て, それぞれの個数をベクトルの成分として状態定義
を行っている. 例えば図 1 であれば, 最初の 5つの成
分に 5つのボタンを割り当てたとすると, ベクトルは
(1, 1, 1, 1, 1, 0) となる. 一方, 図 2 では新たに CON-

TINUE ボタンが追加されているため, 最後の成分が
それに対応するとすればベクトルは (1, 1, 1, 1, 1, 1)と
なる. 現在画面内にない UI要素についても大きさ 0

として成分に含まれるため, 例えば Hot Death では
次元数は 100程度必要となる. 各 UI要素の座標も取
得することができるが, これは連続値であるため, 状
態数の爆発を防ぐために省いている.

図 1 画面 1 図 2 画面 2

4. 2 報酬の与え方
ここでは画面内の各 UI要素を操作することをそれ
ぞれ 1つのアクションとしている. まず,状態 stにおい
てアクション atを行う際のペナルティpenalty(st, at)

を以下のように定義する.

penalty(st, at) =
∑

s
count(s,at)

distance(st,s)+1

ここで count(s, at) は過去に状態 s においてアク

ション atを行った回数であり, distance(st, s)は状態
st と状態 sのベクトルの L1距離である. つまり, 過
去に同じアクションを行っていた場合, その回数が多
く, アクションを行った状態と st が似ているほど, ペ
ナルティは大きくなる.

このペナルティを用いて, 状態 st におけるアクショ
ン at の報酬 r(st, at) を以下のように定義する.

r(st, at) =

Xhigh (penalty(st, at) < P )

Xlow
penalty(st,at)

(penalty(st, at) ≥ P )

ペナルティが閾値 P 未満であれば大きい定数の報酬
Xhigh を与えており, 閾値以上であれば小さい報酬を
ペナルティに応じてさらに下げた報酬を与えている.

閾値に応じて分けているのは, テストにおいて大きい
意味を持つ初回の遷移を重視するためである. 上記の
報酬定義では探索の状況に応じて報酬が変化してい
くため, 同じ状態でも状況に応じた行動を選択するこ
とができる.

図 1において, HELPボタンを選択する場合のペナ
ルティを考える. 図 1の状態との距離は当然 0であるた
め, 過去に図 1においてHELPボタンを 3回選択して
いた場合,ペナルティには 3

1
加算される. 図 2の状態と

の距離は distance((1, 1, 1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1, 1, 1)) =

1 であるため, 過去に図 2 において HELP ボタンを
3回選択していた場合, ペナルティは 3

2
となる. 二つ

の画面で HELPボタンを 3回ずつ選択していた場合,

ペナルティは 4.5となり, これを閾値 P 以上とすれば
報酬は Xlow

4.5
となる.

4. 3 学習方法
Q関数については各行を状態, 各列を行動とした表
形式で保持する. 各セルの値は行に対応する状態で列
に対応する行動を行った場合の行動価値である. 新た
な状態を訪れた際は新たな行を追加, 報酬を前述の定
義に基づいて初期化しておく.

状態遷移のたびに Q学習の更新式に基づいて学習
するだけでは Q 関数が収束しにくいため, 定期的に
以下の流れで繰り返し学習を行う.

1. 今までの遷移履歴について, 報酬を再計算する.

2. 直近 N 個の遷移を新しい順に取り出し, Q 関



数を更新することを繰り返す.

3. 今までの遷移をランダムに取り出し, Q関数を
更新することを繰り返す.

まず, 今までの遷移はその遷移が起きた時に比べて報
酬が変わっている可能性が高いため, 再計算を行う.

次に, まだあまり反映されていないだろう最近の遷移
を用いて, 繰り返し学習を行う. 遷移を新しいものか
ら取り出すことで, 辿ってきたルートに直近の結果を
効率よく伝搬させることを図っている. 最後に, 今ま
での遷移すべての中からランダムに選択して学習を
繰り返すことで, 全体の Q 関数を正しい値に近づけ
ることを目指している.

5 実装
提案手法をツールとして実装した. アーキテクチャ
を図 3に示す.

図 3 アーキテクチャ

5. 1 Interactor

Interactor は Qdroid をベースに実装しており,

UIAutomator を利用し Android との相互作用を行
う. UIAutomatorは Android画面の UI要素の取得
および, UI 要素への操作を行うことができるフレー
ムワークである. Interactorは UIAutomatorから受
け取った XML形式の画面データを UI要素の配列へ
と分離し, Agentへ UI情報を伝達する. また, Agent

から選択する UI 要素を受け取り, 該当する UI 要素
に対して UIAutomatorを通してクリックなどの操作
を行う.

また, UIAutomatorから得られた元の Android画
面の UI情報に対して追加で以下の UI要素を加えて
いる.

• Menuボタン
• Backボタン
• ランダムな位置のクリック可能なボタン

Menuボタンや Backボタンに関しては操作可能な状
況であっても画面内に存在しないアプリもあるため,

仮想的な UI要素として追加することで扱えるように
している. ランダムな位置へのボタン追加に関しては,

UIAutomator に認識されない UI要素の影響を軽減
するために追加している.

5. 2 Agent

Agent は Interactor から受け取った UI 情報をも
とに, 操作する UI要素を以下のような流れで決めて
いる.

1. 操作前の状態, 前回の操作, 受け取った状態の組
み合わせを遷移の履歴として保存する.

2. 新たな状態に訪れた場合, Q関数のテーブルを
拡張する.

3. 遷移履歴に基づき, Q関数のテーブルの値を更
新する.

4. 現在の状態において, Q関数の値が高い行動を
選択する. 低確率でランダムな行動を選択する.

5. 選択した行動を Interactorに伝達する.

6 評価
6. 1 評価方法
初期評価として, 本研究の実装にも利用しており,

強化学習を利用した自動テストツールの一つである
Qdroid との比較を行った. AndroTest [1] というフ
レームワークを用いて, 仮想マシン上でアプリを実行
し, メソッド網羅率を計測した. 対象とするアプリは
AndroTest内で提供されており, Qdroid の評価に用
いられた 12 個を対象とした. 各アプリについて, それ
ぞれのツールで 2時間の実行を 3回ずつ行い, メソッ
ド網羅率の平均値を算出している. 網羅率は Emma

[2]というフレームワークを用いて取得している.

6. 2 結果と考察
結果は表 1に示す. 提案手法は Qdroidに比べて高
いメソッド網羅率を達成している. まず, MunchLife,



WeightChart, Multi SMS Sender, Anymemoは網羅
率が改善されているが, これは仮想的な UI要素の追
加により, アクションの選択肢を増やした影響が大き
いと考えられる. 例えばMunchLifeはMenuボタン
による画面遷移が可能な状況でもMenuボタンが画面
上に UI として現れないため, UIAutomator で認識
することができない. 本研究の実装ではMenuボタン
を仮想的な UIとして追加しているため, Menuボタ
ンからのみたどり着ける状態にたどり着くことができ
た. Tippy Tipper, Mileage, Hot Death などは強化
学習がうまく動作したと考えている. 例えば, Tippy

Tipperでは, 最終的に行き着く画面から抜ける方法が
Backボタンと再起動であり, Backボタンをうまく利
用しないと効率が落ちてしまうと考えられる. Dalvik

ExplorerやWho has my stuffs, Mini Note Viewer,

My Expenses では網羅率が落ちていた. これらは例
えば Menuボタンが必要ないなど, UI要素の追加に
より増えた選択肢が余計なものであったために, 効率
が落ちたと考えられる. 強化学習により意味のない選
択肢を選択する頻度はある程度抑えることができた
と考えている. Random Music Player に関しては現
在のアクションの選択肢において探索できる部分はほ
ぼ尽くされており, 網羅率の向上には適切な URLの
自動入力などが必要になると考えられる.

表 1 網羅率の比較
アプリ名 Qdroidの網羅率 (%) 提案手法の網羅率 (%)

Any Memo 31.3 39.2

Dalvik Explorer 79.8 78.2

Hot Death 63.5 78.3

Mileage 36.5 44.3

Mini Note Viewer 59.1 49.4

Multi SMS Sender 38.3 59.5

Munch Life 47.9 68.8

My Expenses 63.5 62.1

Random Music Player 54.1 54.1

Tippy Tipper 74.3 83.1

Weight Chart 35.3 65.6

Who has my stuffs 81.0 78.1

平均 53.5 63.4

7 まとめと今後の課題
現状の強化学習の課題を解決するために, 状態数が
爆発しない状態定義, 状況に応じて変化する報酬及び
それらを十分に生かすための学習方法を提案した. 結
果として, 実装のベースとした Qdroidに比べて網羅
率の改善を行うことができた. 今後の課題としては,

パフォーマンスの向上のために各種パラメータや状
態, 報酬の調整, アクションの選択肢の拡張などを考
えている. また, さらなる評価として, Qdroid以外と
の最新のツールとの比較や, 網羅率だけではなくバグ
検知の観点で性能を評価することを予定している.
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