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1. はじめに 

1.1 適用範囲 

   本テスト計画書は、話題沸騰ポット開発における「コンポーネントテスト」、「統合テスト」、「システムテ

スト」のマスターテスト計画として適用する。 

 

1.2 文書管理 

本テスト計画書の管理情報は以下の通りである。 

 

管理 No:POT-TP-****** 

Version：1.01 版 

   機密レベル：社外秘 

     発行日付：2012/12/21 

     発行責任者：のなか 

    発行部門名：たからづかてすと団 

 

1.3 管理責任 

  本テスト計画書について、作成及び改訂の責任者は以下の通りである。 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

1.4 文書改訂 

  本テスト計画書は、次の場合に改訂される。 

 

 本テスト計画書における未決定事項が決定した場合 

 量産日程/出荷日程等のスケジュールが変更になった場合 

 開発スケジュール、テストスケジュールが大幅に変更になった場合 

 テスト上流設計を大幅に変更する必要が発生した場合 

 

代表：のなか 

E-Mail：XXX@xxx.co.jp 

胡麻印まほうびん株式会社 
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1.5 改訂履歴 

本テスト計画書の改訂履歴は以下の通りである。 

 
 

1.6 関連文書 

   本テスト計画書のインプット情報は以下の通りである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION 日付 変更者 変更内容 

Ver.0.1 2012/10/21 のなか Draft版の作成 

Ver.1.0 2012/10/24 のなか レビュー指摘を反映し正式リリース版の作成 

Ver.1.1 2012/12/21 のなか 開発状況のフィードバック、テスト設計部の切り離しを実施 

資料名 内容 入手先 入手日 

商品開発企画書（Pot-PRJ A 版） ドキュメント 企画部 2012/5/30 

GOMA1015 話題沸騰ポット仕様書（Pot-SPEC 第 8 版） ドキュメント 企画部 2012/5/30 

システム構成及びプロジェクト定義書（Pot-PRJ B 版） 一式 開発部 2012/5/30 

話題沸騰ポット GOMA-1015 型 

ユーザー分析及びユーザビリティ評価書（Pot-USAN A 版） 

ドキュメント 企画部 2012/11/1 

話題沸騰ポット GOMA-1015 型 

テスト上流分析結果報告書（Pot-TEST-ARCH A 版） 

ドキュメント 企画部 2012/11/15 
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2. テスト上流設計概要 

 

2.1 開発目的 

 
 
 

 

現在のラインナップで、下位機種及び上位機種では、特徴を持たせた機器を展開できているが、中位機種

（GOMA-10 シリーズ）の展開が他社に比べ遅れている。営業、生産、品質保証部門の改良要望対応、他社

比較で劣る部分の改良、マーケティングで浮き彫りとなった顧客要望である性能の向上を行い、さらに「乳

幼児のいる家庭向け」という特色を加えた機器を展開し、中位機種のラインナップに厚みを持たせる。 
 
 

2.2 ターゲット 

■乳幼児のいる家庭の主婦 

 

・毎日、乳児用ミルク作りをしている。 

現在は、湯沸し、保温機能のみを搭載している GOMA-10 シリーズを使用しており、 

現在、同値段位でミルクモードが付いたポットに買い替えを検討している、 

 

2.3 コンセプト 

 

 
 
 
 
 

  【セールスポイント】 

 新規ヒーターユニット採用による設定温度への到達の高速化 

 ユーザインタフェースの改善による操作性の向上 

 ミルク機能の搭載 

 軽量化 

 
 
 

乳幼児のいる家庭で、安全・使いやすい電気ボット 

話題沸騰ポット(GOMA-1015) 

一般家庭向けに発売中の、電気ポット GOMA-10 シリーズにラインナップ拡充開発を行う。 
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2.4 概略スペック 

  話題沸騰ポット(GOMA-1015)概略スペックは以下の通りである。 

  参照：********.doc  

基本機能 項目 スペック 

基本機能 保温機能 3 モード（98℃、90℃、60℃） 

沸騰機能 sw 押下、湯温低下 

容量 3 リットル 

給湯機能 電動給湯 

安全機能 ロック機能 ロック sw による給湯ロック、蓋検知による給湯ロック・沸騰停止 

エラー検知 水量超過、空焚き、ヒーター異常、湯温異常 

便利機能 タイマー機能 あり（1 分刻み ～60 分） 

節電タイマー機能 なし 

カルキ抜き あり（沸騰後、自動で行う） 

メンテナンス 洗浄機能 なし 

通知希望（表示）‘ 湯温表示 液晶表示 

モード表示 液晶表示（▼表示） 

沸騰表示 LED 表示 

保温表示 LED 表示 

ロック表示 LED 表示（ロック時点灯） 

沸くまでの残時間表示 なし 

タイマー時間表示 液晶表示（専用表示部あり） 

節電タイマー表示 なし 

エラー表示 液晶表示（エラーコード）（ブザー鳴動） 

水量表示 液晶表示 

通知希望（音声） 音声出力 ブザー鳴動 

（通電時、キー操作時、湯沸完了時、タイマー終了時、エラー時） 
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3. テスト計画 

上記までの商品概要及び前モデルの経験を元に以下のテストを計画する。 

 

3.1 概要 

 

話題沸騰ポット(GOMA-1015)は電子ポット（電子制御式電気ポット）であり、胡麻印まほうびん（株）

の製品ラインナップにおけるミドルクラスの位置づけである。基本となる沸騰させる機能の他に保温設定

として高温モード、節約モード、およびミルクモードの３種類を有する。また、タイマーを内蔵し、ユー

ザが設定した時間がきたらブザーを鳴らして通知する機能を有する。 

 

 話題沸騰ボットは、乳幼児を持つ一般家庭の 20 代～30 代女性をメインターゲットとしており、ミルク

モードやキッチンタイマー機能を搭載し、買い換えを推進するため、価格帯も前回のモデルと同等にして

いる。また、上記以外の使用者へも満足して貰えるように使用性に関して十分に検討しユーザの使い易さ

に関して重視した商品となっている。 

 

 今回、開発コストを抑える為に、部品等に関しては前モデルの部品等を流用しているが、 

湯沸し時間を短縮するために、ヒーターのみ新規ヒーターユニットを採用しており湯沸し機能及び保温機

能に関して重点的に機能性、安全性の検証する必要がある。また、操作パネルの開発が遅れておりテスト

への影響について検討する必要がある。 

 

上記の内容から、話題沸騰ポットの商品コンセプト、ターゲットユーザ／既存ユーザへの操作性及び、

新規ヒーターを採用した事で影響を受ける機能に対して、詳細部から全体を機能とユーザ視点で確認、ま

た、市場クレーム/失敗事例からの操作性改善が出来ている事の確認をするテストが必要になる。その他

にも開発に措けるプロダクト/プロジェクトリスクに関して予測可能な内容を検討し対応できるテスト計

画/戦略/体制/管理を行う。 

 
 
 

3.2 テスト対象 

  テスト対象の検討は、テスト上流分析結果報告書（POT-TEST-ARCH）を参照すること。 
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3.3 テスト目的 

テスト目的の検討は、テスト上流分析結果報告書（POT -TEST-ARCH）を参照すること 

 
 

3.4 テスト方針 

テスト方針の検討は、テスト上流分析結果報告書（POT -TEST-ARCH）を参照すること 

 

3.5 テスト範囲 

テスト範囲の検討は、テスト上流分析結果報告書（POT -TEST-ARCH）を参照すること 

 
 
 

3.6 テスト戦略 

話題沸騰ポットのテストとしては、「単体、コンポーネントテスト」、「統合テスト」、「システムテスト」を

それぞれ実施する。各テストについては、表 3.6-1 に記載の確認を実施する。 

 

表 3.6-1 テストレベルに対する基準 

 
 

統合テスト、及びシステムテストについては、テスト上流設計の検討結果とあわせる必要性がある。 

あわせこんだ結果については、3.7.1 章を参照のこと。 

 

テストフェーズ 説明 備考 

単体、コンポーネン

トテスト 

xUnit を用いた単体試験（関数やメソッドの詳細仕様の

テスト）と、モジュール統合テストを実施する。同値分

割、境界値分析を実施して、関数レベルのホワイトボッ

クステスト及びカバレッジテストを行う。 

本テスト設計コンテスト（及びテスト計

画書の範囲）からは対象外とする。 

統合テスト S/W とデバイスとの I/F の確認を実施する。 

機能テストの一部として、本書内で定義した内容にて、

テストを実施すること。 

 

システムテスト システムとして統合したテストを実施する。 

本書内で定義した内容にて、テストを実施すること。 

JSTQB で定義されている「システムテ

スト」と「受入テスト」の 2 つに対応 
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3.7 テスト分析 

テスト分析の検討は、テスト上流分析結果報告書（Pot-TEST-ARCH A 版）を参照すること 

本計画書では、テスト上流分析結果からの、全体のリスク、テストフェーズ割り当ての検討結果につい

て展開する。 

なお、今回実施するテストの組合せ（範囲）は以下１３種類のフレームにて実施すること。 

カッコ内に記載の内容は、テスト詳細設計を行う際に参照するテスト対象（テストベース）とする。 

・安全性テスト（×ＦＴＡ） 

・機能テスト（×HW I/F、機能） 

・構造テスト（×シナリオ） 

・構造テスト（×状態遷移） 

・構造テスト（×競合表） 

・機器性能評価（×機能：給湯、温度制御） 

・機器性能評価（×スペック比較表） 

・ユーザビリティテスト（×シナリオ） 

・ユーザビリティテスト（×ユースケース） 

・取説、シナリオテスト（×ユースケース） 

・連続テスト（×シナリオ） 

・機能、状態、環境組合せ（×シナリオ） 

・タイミング、状態信頼性テスト（×シナリオ） 
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3.7.1 テスト一覧及び方法、網羅基準 

   組合せで決めた範囲に対して、テストの検討方法及び網羅基準の検討を実施する。 

検討結果を表 3.7.1-1～表 3.7.1-2 に記載する。 

本検討では、各テストの組合せ範囲、テストの検討方針、網羅性確認方法、テストの重要度（リソース不足時にテストを断念する際の判断基準に使

用）、検討時に適用する技法、実施するテストフェーズをそれぞれ記載して検討を行う方針とする。 

 

表 3.7.1-1 テスト組合せ（範囲）一覧：ユーザ項目 

テスト組合せ（範囲）一覧 試験ID 定義 検討、テスト整理方針 網羅性確認方法
適用する
技法

テスト
重要度

テスト重要度理由
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

実施
実施するテストフェーズ 備考

システム/ユーザ視点

安全性テスト（ユーザ）
U-Sa(F-Saに統
合)

ユーザーが使用する際における無意識の問題、
故意で発生する可能性のある問題について、
ユーザが安全であることを確認する

FTAで可能性を抽出して確認、および対策を行
う。

FTAでの検討結果のレビュー - 4
ユーザがけが、やけどをしない安全
性の確認は直接メーカとしての責任
につながるため重要。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

ユーザビリティ×ユースケース U-SC-Us
操作パネルの動作に対して、画面及び画面遷移
の理解性、操作のしやすさ、を妥当性確認する

操作ベースで項目が確定する。
妥当性確認では、シミュレータに対する操作レ
ポートを作成する

企画書記載のターゲット＋
少々広い範囲の網羅

- 4
操作パネルはこの段階で確定した
ものが製品化されるので、プロトライ
ピングを重要視する

○
操作パネル妥当性確認
システムテスト②
（ユーザ系テスト）

GAKUJI対応
テストケースの代わりにアン
ケートと被験者のコメントベー
ス・
本来の狙い通りの人の意見が
もらえるか？という妥当性確
認。

ユーザビリティ×使用シナリオ U-SC-Us
使用シナリオに沿って担当者（一般ユーザ相当を
含む）に対して、操作してもらい、シナリオの正し
さと使い勝手の角印を行う。

シナリオベースで項目が確定する。
アンケート表にて、確認を行う。
ターゲットとなる対象者一覧

企画書記載のターゲット＋
少々広い範囲の網羅

- 2
ユーザに対してアンケートを用意し
て使い勝手、感想を確認する。

操作パネル妥当性確認
システムテスト②
（ユーザ系テスト）

テストケースの代わりにアン
ケートと被験者のコメントベー
ス・

機器性能評価×比較表 U-SP
比較表記載のスペックが満たされているかどうか
を確認する

比較表ベースで項目確認 比較表の全項目を確認する。 - 3

スペックを満たさない場合には出荷
できないので確認は必要。
事前にリスクは減らしているので、
問題は起きない見込み。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

取説・シナリオテスト×ユースケース U-UC-Sc
ユースケースに記載の動作であることを確認する
また、事前にシミュレータで確認をした動作、理解
性と変わりがないことを確認する。

テストカテゴリを決めて、マトリクスで確認する
or シナリオ順の確認項目（後者はハッピーパステ
スト＋簡単な特殊操作的に実施）でテストする。
シミュレータに対して、著しい遅れが発生していな
いこと。

ユースケースに記載の動作
であることを確認する
また、事前にシミュレータで確
認をした動作、理解性と変わ
りがないことを確認する。

- 5

（操作パネル到着後の）操作を確認
することから、システム全体での機
能を確認することにもつながる。ま
た、自動試験のベースにもなるので
重要。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

ユースケースに対するユーザ
ビリティの確認を統合した。
※問題と感じた場合にインシデ
ント報告してもらうことにする。

構造テスト×使用シナリオ U-SC-St
シナリオにてユーザ向けに想定されるポットの状
態の網羅を確認する。

シナリオベースで構築した状態遷移図を元に網
羅性を確認する。

定義した状態の網羅。 - 2
機器レベルでの状態遷移も確認し
ているので、重要度は下げても良
い。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

使用シナリオ×連続テスト U-SC-Co
使用シナリオ（正常系）の操作を繰り返して、動作
及びリソース状態を確認する。
※自動化環境の活用を想定

シナリオに対して実施対象を抜粋して連続試験項
目を決める。

シナリオ正常系×基準の繰り
返し回数を網羅する。

- 3

信頼性は、派生開発で前の製品で
確認が出来ているので、重要度は
少々下げている。実施は必要。
本試験の項目が自動化され、量産
出荷前の試験として使われる。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）
量産における出荷前確認(全数
テスト)

1200回。信頼性テストにもつな
がるので、加速試験扱いにも
ある。
1200回の基準。1日1回平均で
湯を沸かす×3年分

機能、状態、環境組合せ（無則のテス
ト）×使用シナリオ

U-SC-FuStEm
各シナリオに対して、関連する因子組合せを抽出
して動作を確認する。

ワンプレート図にて静的因子の解析を行う。
FV表で因子をまとめてAllPairテストを行う。

因子の抽出をレビューで確認
2因子網羅

All Pair法 3
想定外の組合せの使用で課題に
なったケースが過去にあることか
ら、試験は実施が必要。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

メモ：方針の粒度がばらつき易
いので表現が難しい
環境因子は、シナリオに出てく
るものだけでも良い

タイミング状態信頼性×使用シナリオ Ｕ-ＳC-TimSt
各シナリオに対して、動的な状態に関連したタイミ
ング、割り込みの問題の可能性を抽出して動作を
確認する。

ワンプレート図にてシナリオベースで時系列の状
態を整理して、因子の解析を行う。
導出した因子と状態の組合せで試験を実施す
る。

導出した因子で考えられる範
囲を網羅確認

- 4
タイミングを狙って実施するテストと
なるため、怪しい部分の導出を行い
実施する本テストは有効と考える。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）
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表 3.7.1-2 テスト組合せ（範囲）一覧：機器項目及びその他項目 

 
テスト組合せ（範囲）一覧 試験ID 定義 検討、テスト整理方針 網羅性確認方法

適用する
技法

テスト
重要度

テスト重要度理由
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

実施
実施するテストフェーズ 備考

ソフトウェア/機器視点

安全性テスト（機器）×FTA F-Sa
機器における故障、劣化で発生する可能性のあ
る問題について、ユーザが安全であることを確認
する

FTAで可能性を抽出して確認、および対策を行
う。

FTAでの検討のレビュー - 4
ユーザがけが、やけどをしない安全
性の確認は直接メーカとしての責任
につながるため重要。

システムテスト①
（機能テスト、構造テスト）

機能テスト×HW I/F 5
デバイスとのI/Fが無いと他試験が
不可能であるため、最重要

機能テスト×機能（タイマ） 1
タイマ機能自体は派生元と変わらな
い機能を用いているため、リスク、重
要度は低い

機能テスト×機能（給湯） 3
給湯機能は、派生元と変わらない
が、重要機能と判断。

機能テスト×機能（温度制御） 5

温度制御は、新規になるためリスク
及び重要度を最も高く設定。
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟによるテストの実施するこ
と。

○

機能テスト×機能（ロック、解除） 2
ロック/解除は、派生元と変わらない
が、重要度は低い。

機能テスト×機能（保温モード） 4
保温モードは温度制御と関連する機
能であるため、重要と判断。

機器性能評価×給湯 給湯における水量の評価を実施する。 給湯量の確認 該当性能の確認 - 2
給湯系は、派生元と変わらないた
め、重要度を下げている。

統合テスト①（機能テスト：デバ
イス層、センサI/F確認）

機器性能評価×温度制御
新規開発のヒータ、サーミスタの性能と温度制御
の妥当性評価を行う

実機を用いた温度制御の確認 該当性能の確認 - 5

今回のプロジェクトリスクとして、ヒー
タ及びサーミスタの変更がある。事
前に確認する本試験は重要。
プロトタイプで性能評価は行ってい
るが、完成品の確認も重要。

○

温度制御、ヒータユニット、サー
ミスタ検証
統合テスト①（機能テスト：デバ
イス層、センサI/F確認）

プロトタイピングでは、開発中
のプログラムの一部を用いて
先行評価を行う。

構造テスト×状態遷移 F-ST-St 定義された状態遷移モデルの確認を行う。 状態遷移表で確認する 状態網羅
状態遷移
Nスイッチ

5

状態遷移の組合せで過去多数問題
が発生していた。また、機能テスト
の一部をこちらで受け持っているた
め、テストとしては重要。

システムテスト①
（機能テスト、構造テスト）

状態遷移モデルは、昨年あま
がさきベース

構造テスト×競合表 F-CF-St 定義された競合表の確認を行う。 競合表の各項目に対して試験を実施する。 競合表項目網羅 - 3
競合での課題も多数あったが、派生
元からは不具合発生が減ったため、
現状の重要度の判断。

システムテスト①
（機能テスト、構造テスト）

競合表は、昨年あまがさき
ベース

その他

過去不具合検証テスト O-Bug
過去不具合一覧表に記載の内容の課題が発生
しないことを検証する

過去不具合リストに対する試験項目に対して確
認を行う。

過去不具合リスト確認事項
の網羅

- 2
過去不具合は、派生元から確認を
行っているので、実施は必要だが重
要度は低く設定している。

システムテスト②
（ユーザ系テスト）

H/Wテスト（今回の検討からは対象外とします）

センサ受入れ確認 H-Sens
購入したセンサに対して、受け入れ確認を実施す
る。

社内基準に従い項目を確認する。 社内基準確認項目の網羅 - 2
新規センサについては先行評価を
行っているため、その他変更の無い
センサは重要度を下げる。

センサ受入れ確認 今回は対象外

H/Wテスト H-Hw
H/Wに対して、環境、熱、電圧、振動、耐久試験
を実施する。

社内基準に従い項目を全て確認する。 社内基準確認項目の網羅 - 5
H/Wの確認は、システムの信頼性を
確認するために重要と判断して確実
に実施を行う。

H/Wテスト（環境、温度、震度、
耐久）

今回は対象外

F-FU-Fu-Main
F-FU-Fu-Sub
F-FU-Fu-Dev

F-FU-Sp

操作パネル完成後に、操作パ
ネルよりのI/F試験を実施する
こと。それまでは、操作パネル
シミュレータを活用してテストを
行う。

各機能テストを実施する。
※機能テストは重要かつ範囲が広いため、別途
機能試験詳細設計書にて分析を実施する。

以下、4つのテストに分けて実施を行う
　機能テスト：メイン機能層
　機能テスト：サブ機能、サポート機能層
　機能テスト：デバイス層（操作パネル以外）
　機能テスト：デバイス層（操作パネル）

機能関連図とマトリクスによるパラメータ、条件抽
出を用いる。別途詳細は機能試験詳細設計書に
記載する。
デバイス層、サブ機能層、メイン機能層の三層に
分けて試験を検討する

別途詳細設計書を参考
デバイス層は境界値まで確
認
メイン、サブ機能層は、ドメイ
ン分析の1つ1つの同値組合
せが確認できれば良いものと
考える。

温度制御、ヒータユニット、サー
ミスタ検証

デバイス層のテスト：
　統合テスト①（機能テスト：デ
バイス層、センサI/F確認）
　統合テスト②（機能テスト：操
作パネルI/F）
メイン機能、サブ機能層のテス
ト：
　システムテスト①（機能テス
ト、構造テスト）

状態遷移
CFD法
（同値分割
境界値分析）
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3.8 テスト設計/詳細設計/実装 

  本テストでは、各テスト組合せ（範囲）に対して、実施するテストの特徴にあわせてテスト詳細設計を実

施する。テスト詳細設計に向けたテストの検討方針については、表 3.7.1-1～表 3.7.1-2 テスト組合せ（範囲）

一覧表を参照のこと。テスト詳細設計は、「テスト詳細設計書（POT-TEST-DES）」に記載する。 

 

3.9 テスト実施 

テスト実施に関しては、ソフトウェアの開発状況、各フェーズで求められる品質レベル及び早期に実施が

必要な機能（不具合が発生し際に修正に時間を要する）をリスクが高いものから実施する。 

現実では、開発遅延にて予定通りにテスト開始出来ない可能性の方が高い。 

 

 

3.9.1 テストフェーズ概要（統合テスト、システムテスト） 

    統合テスト、システムテストを実際に具体化、実現するテストフェーズとしては、以下 4 つとする。 

 

   【統合テストにおけるテストフェーズ】 

 統合テスト①（機能テスト：デバイス層、センサ I/F 確認） 

 統合テスト②（機能テスト：操作パネル I/F） 

 

  【システムテストにおけるテストフェーズ】 

 システムテスト①（機能テスト、構造テスト） 

 システムテスト②（ユーザ系テスト） 

  

 それぞれのテストフェーズ定義については、表 3.9.2 を参照すること。 

 
 

3.9.2 テストフェーズ 

 

今回のテスト全体におけるフェーズ定義を以下に記載する。各テストフェーズを割り当てたスケジュー

ルについては、別途テストスケジュールの節を参考とすること。 
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表   3.9.2   テストフェーズ一覧 

 

テスト実施フェーズ項目 定義 実施するテスト組合せ（範囲） 

妥当性確認 

操作パネル妥当性確認 早期に操作パネルの妥当性確認を実施 

操作パネルシミュレータを用いて実施する。 

・ユーザビリティテスト（×ユースケース） 

 ※プロトタイプを用いてテストを実施する 

温度制御、ヒーターユニット、 

サーミスタ検証 

新規開発するヒーターユニット、機種変更するサー

ミスタを含めて変更する温度制御の妥当性を確認

する。 

・機能テスト（×機能：温度制御） 

・機器性能評価（×機能：温度制御） 

 ※プロトタイプを用いてテストを実施する 

統合テスト 

(スモークテストによる確認) テストとしての定義はなし。 

エキスパートにより機能確認を行うことにより、試

験の開始基準を満たしているかを判断する。満たし

ていない場合には、量産開始および販売予定日の変

更を実施する。 

なし。 

※ベースは取説、シナリオテスト（×ユースケー

ス）。あわせてエキスパートによる探索的テスト（今

回は定義なし）を実施する。 

統合テスト① 

(機能テスト：デバイス層、セ

ンサ I/F 確認） 

操作パネルを除くデバイス/ソフトウェアの I/F 確

認を実施する。ソフトウェアにより、デバイスの入

出力が正しく行われていることを確認する。 

・機能テスト：デバイス層（操作パネル以外） 

・機器性能評価（×機能：給湯、温度制御） 

 

統合テスト② 

(機能テスト：操作パネル I/F) 

操作パネルとソフトウェアの I/F 確認を実施する。

操作パネルの到着タイミングが遅くなることから、

テスト実施フェーズを分割している。 

・機能テスト：デバイス層（操作パネル） 

システムテスト 

システムテスト① 

(機能テスト、構造テスト) 

機器系テスト組合せで検討された機能及び構造関

連のテストを実施する。 

・安全性テスト（×ＦＴＡ） 

・機能テスト：メイン機能層 

・機能テスト：サブ機能、サポート機能層 

・構造テスト（×状態遷移） 

・構造テスト（×競合表） 

システムテスト② 

(ユーザ系テスト) 

ユーザ系テスト組合せで検討されたユースケース

及びシナリオ関連のテストを実施する。 

・ユーザビリティテスト（×シナリオ） 

・ユーザビリティテスト（×ユースケース） 

・取説、シナリオテスト（×ユースケース） 

・連続テスト（×シナリオ） 

・機能、状態、環境組合せ（×シナリオ） 

・タイミング、状態信頼性テスト（×シナリオ） 

・機器性能評価×スペック確認 

・過去不具合検証テスト 

H/W 系テスト（本テスト計画書のスコープ外） 

センサ受入確認 購入したセンサに対して、受け入れ確認を実施す

る。 

・センサ受入れ確認 

H/W テスト 

(環境、温度、震度、耐久) 

H/W に対して、環境、熱、電圧、振動、耐久試験

を実施する。 

・H/W テスト 

出荷前確認 

量産における出荷前確認 

(全数テスト) 

量産時における出荷前確認として全数に対して実

施する機能確認を実施する。本テストは自動化する

ことで人的負担を減らすこと。 

以下の検討項目をベースに、自動テストを 

構築する。 

・ユースケース×取説・シナリオテスト 

・使用シナリオ×取説・シナリオテス 
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3.10 テスト管理 

 

3.10.1 メトリクスデータの取得 

   以下のメトリクスデータを獲得すること。 

 

・テスト中に発見されたバグ検出数 

・テストケース消化率（テスト実施カバレッジ） 

 

また、不具合密度だけでは判断しづらい情報を「品質モデル」を 

用いた分類を活用して、情報を強化する 

品質モデルには、以下のように FURPS を用いること。 

 

表   3.10.1.1   FURPS を用いた不具合分類方針 

Functionality 機能の確認にて発見される不具合 

Usability 
ユーザビリティの指摘、使用性の 

改善提案で分類されるもの 

Reliability 
想定される可能性の低い操作にて発生した不具合 

連続操作で確認された再現性の無い不具合 

Performance 
性能面でのスペックを満たさない場合もの 

ユーザに対するレスポンスで課題と判断されたもの 

Supportability 保守性やテスト容易性により指摘、提案されたもの 

 

なお、以下のように円グラフを用いた結果を管理して確認可能とすること。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.10.1 不具合分類管理方法（例） 
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3.10.2 進捗管理 

 

進捗管理に関しては、エクセルで作成した管理表にて行う。 

章：3.10.1 メトリクスデータの取得に記載されている内容は必ず組み込む事とする。 

 

3.10.3 テストケース管理 

テストケース管理に関しては、エクセルにて行う。 

   また、現在、パイロットプロジェクト中の TestLink の導入が決まれば移行する可能性もある。 

 

TestLink：http://mahoubin.com/pj/TestLink（仮想） 

 

 

3.10.4 ソフト不具合管理 

   ソフト不具合管理に関しては、Redmine システムにて管理を行う。 

 

Redmaine：http://mahoubin.com/pj/redmine（仮想） 

 

     重複及び指摘ミスを防止する為、第三者による起票内容の確認、再現確認、重複確認、 

その他情報不足の有無を確認し Redmine に登録する流れを検討し指摘ミス及び 

情報不足による手間を削減すること 

 

3.10.5 仕様不具合管理 

   仕様不具合管理に関しては、Redmine システムにて管理を行う。 

  

Redmaine：http://mahoubin.com/pj/redmine（仮想） 

 

 

http://mahoubin.com/pj/TestLink
http://mahoubin.com/pj/redmine
http://mahoubin.com/pj/redmine
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3.10.6 質問管理 

 

■テストケースへの質問管理 

   テストケースの質問管理に関してはエクセルでの運用を行う。 

 

■仕様書への質問管理 

Redmine を使用して管理する。 

※Redmine が使用出来ない場合はエクセルでの運用を行う。 

 

■開発への質問管理 

Redmine を使用して管理する。 

※Redmine が使用出来ない場合はエクセルでの運用を行う。 

 
 
 

3.10.7 不具合の重要度定義 

    

■ソフト不具合の優先度 

ソフト不具合の起票ランク（重要度）に関しては、標準規定に従う。 

  

■仕様不具合の優先度 

仕様不具合の起票ランク（重要度）に関しては、標準規定に従う。 

 
 

3.10.8 構成管理 

   別途定義する構成管理プロセスに従い、テスト対象のソフトウェアおよび関連ドキュメントのバージョ

ンを管理すること。 
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実施内容 担当課

-

S/W課

S/W課
ﾃﾞﾊﾞｲｽ1課
-

ﾃﾞﾊﾞｲｽ1課

機構1課

-

S/W課

S/W課

S/W課

S/W課　システムテスト②（ユーザ系テス
ト）

　操作パネル妥当性確認

妥当性確認、検証

統合、システムテスト

　統合テスト①（機能テスト：デバイス層、センサI/F確認）

H/Wテスト

　H/Wテスト（環境、温度、震度、耐久）

　スモークテストによる確認

　センサ受入確認

2013年2月

　システムテスト①（機能テスト、構造テスト）

2012年11月 2012年12月 2013年1月
テスト実施スケジュールのみ抜粋

　温度制御、ヒータユニット、
　サーミスタ検証

　統合テスト②（機能テスト：操作パネルI/F）

出荷前確認

　量産における出荷前確認(全数テスト)

統合テスト①

テスト計画、分析

システムテスト②

妥当性検証

温度制御系
検証

H/Wテスト

ｽﾓｰｸ
テスト

システムテスト①

センサ受入確
認

統合テスト②

準備

準備

出荷前確認

 

3.11 テスト日程 

以下のスケジュールにて計画している。 

 各テストフェーズとの関連性は、「3.9 テスト実施」にて確認を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.11-1 テストスケジュール 

 

 

3.12 テスト環境 

 

3.12.1 システムテストに必要な機器（H/W） 

   本テスト実施において必要なハードウェアを以下に記載する。 

 

 自動テスト用 PC(OS：Windows7) 

 ポット開発用デバッガ 

 デバッガ通信ケーブル 

 デバッグ用 I/F 基板 

 H/W 改造済(注水用注入口)開発用ポット 

 電源制御用 PLC(Programmable Logic Controller) 

 注水制御用 PLC 

 水道用電磁弁 
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3.12.2 システムテストに必要なソフトウェア 

本テスト実施において必要なソフトウェアを以下に記載する。 

 

 UWSC(自動実行プログラム) 

 ポット開発用統合開発環境(デバッガ) 

 操作パネルシミュレータ 

 話題沸騰モニタ（ポット状態監視ツール） 

 電源制御用 PLC プログラム 

 注水制御用 PLC プログラム 

 
 

3.12.3 システム試験自動化試験環境 

本テスト実施におけるシステム試験自動試験環境について以下に記載する。 

システム試験自動化試験環境は、図 3.12.3-1 のシステム全体像、図 3.12.3-2 をベースに構築し、 

表 3.9.2 テストフェーズ一覧の「連続テスト（×シナリオ）」、及び「量産における出荷前確認」で自動

試験を行う。 

また、「操作パネル妥当性確認」をサポートするため、図 3.12.3-1 からロボットアームを除外した環

境で検証できるように自動試験環境を設計すること。 

 

UWSC
自動制御用

アプリ

自動
制御

ポット
制御

監視状態
の通知

話題沸騰
モニタ

（監視ツール）

温度
80℃

ふた
OFF

… … …

データ
判定

OK

NG

確認

操作パネルシミュレータ

  

図 3.12.3-1 システム試験テスト自動化環境（全体像） 
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話題沸騰ポット

自動テストシステム：操作パネルシミュレータでの検証(機器側のテスト)

ポット制御 水道制御

通信 I/F

流量

流量制御量

水温センサ

ポット操作ポット状態 水道状態

通信 I/F

水道操作

状態データ

結果表示

テストケース一式データ

結果判定

自動テストシステム I/F

操作指令
データ

状態
表示

操作モニタ表示

水道センサ
データ判定データ

操作パネルシミュレータ

サーミスタ
(水温)

水位

蓋

タイマ

ロック/解除

ポンプ

ブザー

LED

保温設定

沸騰

外部PC

I/O

PLC(*)

コンセント

ノンヒューズ

ブレーカー

電源

水道

ポット

センサー
コントローラ

PLC(*)

*Programmable
Logic Controller

 

図 3.12.3-2 システム試験テスト自動化環境（詳細） 

 

3.13 テスト体制 

  テスト体制は以下の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GOMA1015 プロジェクト 

プロジェクトマネージャ 

 

QA 課テストチーム S/W 課テストチーム 

プロジェクトリーダー 

 

テストリーダー テストリーダー 
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3.14 人員計画 

  以下の人員計画にて人員アのサインと教育を実施する。 

 

3.14.1 人員計画 

      人員のアサインは以下のメンバーを予定している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役割 氏名 

評価経験 

その他 

年数 モデル 

PL たからづか やっくん 10 年 
GOMA-1013 

GOMA-1014 

ソフト開発 2 課（課長） 

JSTQB 認定技術者（AL） 

TL たからづか てすお 5 年 
GOMA-1013 

GOMA-1014 
 

TL たからづか てすこ 5 年 
GOMA-1013 

GOMA-1014 
 

設計者 あまがさき つばさ 4 年 GOMA-1014 
 

JSTQB 認定技術者（FL） 

設計者 あまがさき みさき 4 年 GOMA-1014 JSTQB 認定技術者（FL） 

設計者 てすと たろう 3 年 GOMA-1014 JSTQB 認定技術者（FL） 

設計者 てすと じろう 2 年 GOMA-1014  

実施者 てすと はなこ 2 年 GOMA-1014  

実施者 けんしょう えん 1 年 -  

実施者 けんしょう あい 1 年 - 新人 

実施者 けんしょう する 1 年 - 新人 
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3.14.2 責任範囲 

   このプロジェクトにおけるメンバーの役割は以下の通りである。 

 

■プロジェクトリーダー（PL） 

 ソフトウェアテスト業務に関して全ての責任を負う。 

          その中には、調整、進捗、結果、人員、報告などがある。 

 

■テストリーダー（TL）  

 各テストレベルのソフトウェアテスト業務に関してテスト成果物に対して責任を負う。 

         具体的には、質問表、テスト計画書、テスト仕様書、バグレポート等がある。 

 

■テスト設計/実施者 

 テストを実際に遂行する任務を負う。 

具体的には、テスト設計すること、テスト手順の作成、テストデータの作成及び 

テストを実行すること、バグレポートを作成すること等の作業がある。 

 

3.14.3 トレーニング 

   GOMA-1015 ソフトウェアテストのメンバーは、以下のトレーニングを受ける事を必須とする。 

   また、トレーニング資料は既存の内容を更新して使用し、実施結果は記録に残し管理する事とする。 

 

      
 

トレーニング 内容 対象者 対応者 期限 

プロジェクト説明 テスト計画書をベースに商品コンセプト、テスト目的、方針、

戦略、体制及び各自の役割等について説明する。 

全員 PL 2012/11/12 

テスト管理 各拠点間のテストケース/質問票/バグ管等の管理及び運用方

法について説明する。 

全員 PL 2012/12/21 

テスト設計 テスト設計範囲、テスト設計プロセス及び中間成果物、フォ

ーマット、テスト設計粒度等の説明をする。 

設計者 TL 2012/11/16 

テスト実施 テスト仕様書の各シート説明及びテスト実施に関して、実施

結果、名前、日付、コメント等の記載規定等を説明する。 

実施者 TL 2013/01/09 

不具合管理 バグ、質問、仕様書指摘等の登録手順、バグランクの定義説

明、また、起票から CLOSE までの一連のプロセスを説明す

る。 

全員 TL 2013/01/09 

モデル注意事項 注意事項、禁止事項の説明 全員 TL 2012/12/21 

GOMAKAKI ソフト書換えツール使用方法の説明 新人 TL 2012/12/21 
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3.15 会議体制 

  以下は定例の会議について規定しております。 

しかし、会議が必要と判断した場合は、以下以外にも実施する。 

 

3.15.1 進捗会議 

    １日の始まりと終わりに進捗確認、情報共有及び問題点の早期吸上げを行う為、MTG を行う。 

    プロジェクトリーダー中心に MTG を行う。 

 

    【詳細】 

     進捗会議の詳細は以下の通りである。 

 

 

3.15.2 全体会議 

 毎週金曜日の朝(9:30-12:00)に全体 MTG を行う。 

    全体での進捗状況確認及び課題等の有無に対して情報共有する。 

    プロジェクトマネージャが中心に MTG を行う。 

 

【詳細】 

     全体会議の詳細は以下の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 

日付 毎日 

時間 AM9:00～9:15   / PM 17:30～17:45  

参加 プロジェクトリーダー、テストリーダー（ソフト/品質保証） 

目的 テスト進捗状況の確認、情報共有、問題点と対策確認 

議事録 あり 

日付 毎週金曜日 

時間 9:00～12:00  

参加 企画、営業、開発、QA、製造部門の責任者 

目的 全体進捗状況の確認、情報共有、問題点と対策確認 

議事録 あり 
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3.16 テスト成果物 

GOMA-1015 ソフトウェアテストの成果物は以下の通りです。 

サーバー：¥¥POT¥GOMA-1015¥成果物¥ 

Redmaine：http://mahoubin.com/pj/redmine 

 

 フェーズ 成果物 提出日 格納場所 

テスト計画/分析 テスト計画書 2012/10/24 サーバー 

 

テスト計画/分析 テスト日程表 2012/10/24 サーバー 

 

テスト計画/分析 メトリクス計画書 2012/10/24 サーバー 

 

テスト計画/分析 品質リスク分析表 

 

2012/10/24 サーバー 

 

テスト設計/実装 テスト設計書 2012/10/24 サーバー 

 

テスト設計/実装 テスト仕様書 2012/10/24 サーバー 

 

テスト実施 テスト仕様書 

（結果） 

毎日 

 

サーバー 

 

テスト実施 不具合レポート 毎日 

 

Redmine 

 

テスト実施 不具合ログ 毎日 

 

Redmine 

テスト管理 作業報告 毎日 メール 

テスト管理 進捗管理表 毎日 

 

メール 

 

テスト管理 質問表 毎日 サーバー 

 

テスト管理 リスク管理表 毎日 サーバー 

 

テスト管理 テスト結果報告書 2013/5/27 サーバー 

 

テスト管理 不具合分析結果 

報告書 

2013/5/27 サーバー 

 

file://POT/GOMA-1015/成果物/
http://mahoubin.com/pj/redmine
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3.17 テストアイテム合否判定 

  本章では、テストアイテム合否判定の基準について記載する。 

  

 【判定】 

OK：判定条件を満たしている。 

NG：判定条件を満たしていない。 

条件付き：判定条件を満たしていないが条件付きで OK とする。 

対象外：テストレベルでは判定基準として適用されない。 

 

  【判定基準】 

    以下の判定基準が満たれている場合にテスト終了とする。 

 

判定 ID 判定基準 判定 

POT-E001 ■テストケースが全て実行されテスト仕様書の結果が Pass であること 

【条件付き】 

(１) テスト仕様書に実行されていないテストケースがある場合、 

PL に報告し今後の実施計画、方針について同意していること。 

(２) テスト仕様書に NG/保留がある場合、 

PL に報告し今後の取扱いや方針について同意していること。 

 

OK 

NG 

条件付き OK 

対象外 

POT-E002 ■重要度「高」のバグが存在しないこと 

【条件付き】 

（１）重要度「高」の不具合が残っている場合、 

開発側が原因を特定し発生頻度、影響度を含め分析が完了しており、 

各部門で方針について同意していること。 

 

OK 

NG 

条件付き OK 

対象外 

POT-E003 ■単体テストにおいては、C0、C1 カバレッジが 100%、C2 カバレッジが 80%

以上であること。 

【条件付き】 

なし 

 

 

 

OK 

NG 

条件付き OK 

対象外 

POT-E004 ■機能テスト、システムテストにおいては、リスク「大」と考えられる試験消化

率が 100%、リスク「中」の試験消化率 95%、リスク「小」の試験消化率が 90%

以上であること 

【条件付き】 

なし 

 

OK 

NG 

条件付き OK 

対象外 
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3.18 テスト中断/再開判断基準 

   本章では、テスト実施蒔の開始/中断/再開の判断基準について記載する。 

   なお、本条件における開始及び中止条件については目安と考え、現実的なスケジュール及びプロジェク

ト全体の状況を考慮して最終判断を行うこと。 

   また、統合テスト/システムテストの開始時は、スモークテスト及びエキスパートにより探索的テスト

を実施する。本テストで課題ありの場合には、量産開始ならびに出荷日程の変更を検討する必要がある。 

 
 

3.18.1 テスト開始 

   以下をテスト開始条件とする。 

 

(１) テスト体制/環境が構築済みであること。 

(２) 前テストレベルにおいてテストケース消化率が９０％以上であること。 

 

(３) 対象テストレベルのテスト仕様書が全てドキュメント化されレビューが完了していること。 

(４) テスト開始判断向けのスモークテストをパスしていること。 

(５) テストエキスパートによる探索的テストにて重大な不具合が検出されないこと 

 

※テスト開始時には、スモークテストを行いテスト実施可能なソフトウェアか判断を行う。 

※完成度が低いソフトにてテスト実施を開始すると手戻りが発生する為、注意する。 

 その場合は、AdhocTest を実施し致命的な不具合のみ報告し完成度を上げる対応が必要 

 

3.18.2 テスト中断 

   以下をテスト中断条件とする。 

 

（１） テスト実施中に致命的な不具合があった場合 

（２） 大幅な仕様変更がありテストを実施不可となった場合 

 ※テスト中断する場合、その後の対応等も含めて決めてから中断すること。 

 

3.18.3 テスト再開 

   以下をテスト再開条件とする。 

 

（１） テスト中断理由が解消された場合 

 致命的な不具合が改修されテスト実行が可能になる。 

 仕様変更に対してのテストケースの見直しが完了しテスト実行が可能になる。 
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3.19 課題と対策 

 

3.19.1 各テストにおける重要度検討 

各テスト組合せ（範囲）には重要度を定め、リソース不足、作業予定を満たさない場合にテストを削

減する検討を行う際に活用を行う。テスト重要度は 5 段階で表現を行い、5 が最も重要と定義する。 

リスクの高いテストの一部は、プロトタイプテストを実施することで、リスク対策を実施する方針と

する。 

 

表 3.19.1-1 テスト組合せ（範囲）項目単位でのリスク検討 

テスト組合せ（範囲）一覧
テスト
重要度

テスト重要度理由
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

実施

システム/ユーザ視点

安全性テスト（ユーザ） 4
ユーザがけが、やけどをしない安全性の確認は直接メーカとしての責任につな
がるため重要。

ユーザビリティ×ユースケース 4
操作パネルはこの段階で確定したものが製品化されるので、プロトライピング
を重要視する

○

ユーザビリティ×使用シナリオ 2 ユーザに対してアンケートを用意して使い勝手、感想を確認する。

機器性能評価×比較表 3
スペックを満たさない場合には出荷できないので確認は必要。
事前にリスクは減らしているので、問題は起きない見込み。

取説・シナリオテスト×ユースケース 5
（操作パネル到着後の）操作を確認することから、システム全体での機能を確
認することにもつながる。また、自動試験のベースにもなるので重要。

構造テスト×使用シナリオ 2 機器レベルでの状態遷移も確認しているので、重要度は下げても良い。

使用シナリオ×連続テスト 3
信頼性は、派生開発で前の製品で確認が出来ているので、重要度は少々下
げている。実施は必要。
本試験の項目が自動化され、量産出荷前の試験として使われる。

機能、状態、環境組合せ（無則のテス
ト）×使用シナリオ

3
想定外の組合せの使用で課題になったケースが過去にあることから、試験は
実施が必要。

タイミング状態信頼性×使用シナリオ 4
タイミングを狙って実施するテストとなるため、怪しい部分の導出を行い実施す
る本テストは有効と考える。

ソフトウェア/機器視点

安全性テスト（機器）×FTA 4
ユーザがけが、やけどをしない安全性の確認は直接メーカとしての責任につな
がるため重要。

機能テスト×HW I/F 5 デバイスとのI/Fが無いと他試験が不可能であるため、最重要

機能テスト×機能（タイマ） 1
タイマ機能自体は派生元と変わらない機能を用いているため、リスク、重要度
は低い

機能テスト×機能（給湯） 3 給湯機能は、派生元と変わらないが、重要機能と判断。

機能テスト×機能（温度制御） 5
温度制御は、新規になるためリスク及び重要度を最も高く設定。
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟによるテストの実施すること。

○

機能テスト×機能（ロック、解除） 2 ロック/解除は、派生元と変わらないが、重要度は低い。
機能テスト×機能（保温モード） 4 保温モードは温度制御と関連する機能であるため、重要と判断。
機器性能評価×給湯 2 給湯系は、派生元と変わらないため、重要度を下げている。

機器性能評価×温度制御 5
今回のプロジェクトリスクとして、ヒータ及びサーミスタの変更がある。事前に確
認する本試験は重要。
プロトタイプで性能評価は行っているが、完成品の確認も重要。

○

構造テスト×状態遷移 5
状態遷移の組合せで過去多数問題が発生していた。また、機能テストの一部
をこちらで受け持っているため、テストとしては重要。

構造テスト×競合表 3
競合での課題も多数あったが、派生元からは不具合発生が減ったため、現状
の重要度の判断。

その他

過去不具合検証テスト 2
過去不具合は、派生元から確認を行っているので、実施は必要だが重要度は
低く設定している。

H/Wテスト（今回の検討からは対象外とします）

センサ受入れ確認 2
新規センサについては先行評価を行っているため、その他変更の無いセンサ
は重要度を下げる。

H/Wテスト 5
H/Wの確認は、システムの信頼性を確認するために重要と判断して確実に実
施を行う。  
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3.19.1 プロジェクトにおけるリスク 

プロジェクトにおけるリスクについては、別途「システム構成及びプロジェクト計画書」を参考のこと。 

 

4. その他 

 

4.1 用語集 

本提案に記載されている用語を以下に説明する。 

 

4.2 参考文献 

本テスト計画書は以下の資料を参考にしている。 

 

(１) 高橋 寿一、湯本 剛(2006)『現場の仕事がバリバリ進むソフトウェアテスト手法』 技術評論社 208p. 

(２) 池田 暁, 鈴木 三紀夫 (2007) 『マインドマップから始めるソフトウェアテスト』 技術評論社 220p. 

(３) 『ソフトウェア・テスト PRESS Vol.10』 技術評論社(ソフトウェア・テスト PRESS 編集部) 152p. 

(４) IEEE829 『Software Test Docmentation』 

(５) JaSST’06 東京 テスト設計におけるモデリングのための記法の提案

http://jasst.jp/archives/jasst06e/pdf/E2-3.pdf 

(６) JaSST’09 東京 テスト観点に着目したテスト開発プロセス(VSTeP)の概要 

http://www.jasst.jp/archives/jasst09e/pdf/A7-6.pdf 

 

4.3 承認 

 

 

以上 

用語 説明 

用語集は省略 別途資料を確認のこと 
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