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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

本システム構築の考え方・コンセプト 

１．利用してもらう 

  目標数値（KPI） 

＜タブレット利用全体＞ 
・端末起動率 日次80％ 

＜なみえ新聞＞ 
・新聞起動率 日次70％ 他 

＜なみえ写真投稿＞ 
・投稿数 日次平均60件 他 

＜見守り＞ 
・見守る人300人 
・見守られる人600人 

２．もっと利用してもらう 

３．利用し続けてもらう 

★ 

★ 
システム開発 
（平成26年度） 

本事業 
（平成27年度） 

利用率 

現在 

目標 
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昨年度、弊社は「なみえ新聞」「なみえ写真投稿」をはじめとしたアプリケーションの設計・開発
に携わらせていただきましたが、「町民と町民、ふるさととの絆の維持」に向けて、依然として解
決すべき課題が多く残されていると認識しております。 

【本事業に対する弊社の理解】 

昨年度の重点取り組み 

・ユーザーインタビュー/ユーザーテスト等を通じて、 
 高齢者をはじめとした利用者にとっての「本当に 
 使いやすいデザイン」を追及 
 （7回のユーザインタフェース刷新） 

・初心者でも迷わないよう機能面でもシンプルさを重視 

残された課題 

・配布当初の盛り上がりと比較して利用率が低下 

・一部のアプリ（機能）しか使っていない方も多い 

⇒ 「利用をやめない仕組みづくり」、「利用したくなる 
   仕組みづくり」が必要 

企画提案書 P.2 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

１ 

本システム構築の考え方・コンセプト 

【弊社ご提案のコンセプト】 

使いやすさと新たな体験の追及 
 昨年度、町民の方々と交流しながら、徹底的に「誰でも使えること」を追

求したノウハウを土台に、「使いやすさ」を維持したまま機能追加を実施 

【弊社ご提案のポイント】 

昨年度の資産を活かした効率的な機能開発 
 昨年度、判り易さを優先し、敢えて提供しなかった機能を活用 
 現行システムを熟知しているからこそ、本事業で仕様書に示された 

魅力的なアイデアをスピーディに実装可能 

来年度以降の継続的な発展に向けたご支援 
 Code For Namieで公開しているアプリのソースコードの活用を促す 

ハッカソンを開催し、なみえアプリに関する弊社技術ノウハウをオープン化 
 

２ 

３ 

貴町・町民の皆様と一体となって進める開発プロセスを踏襲しながら、昨年度の経験を活かし
て的確かつ効率的に開発することで、町民の方々にとって「もっと使いたくなる」、 「使い続けた
い」タブレットシステムへと進化・発展させます。 
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企画提案書 P.3 
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開発計画 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-1.開発対象 
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No 種別 開発対象 主な開発内容 提供形態 目標KPI 

1 

町民
向け 

なみえ新聞 

・Googleアカウント認証対応 
・ユーザインタフェース（UI）の変更 
・休日の新聞発行実現 
・天気予報 
・音声再生 

・Androidタブレットアプリ 
・Androidスマートフォンアプリ 

新聞起動率 日次で70%以上 
滞留時間 20分 
3000PV級の記事3本 

2 ウィジェット 

・低消費電力化 
・ユーザインタフェース（UI）の変更 
・タップアクション 
・音声再生 

・Androidタブレットアプリ ー 

3 なみえ写真投稿 
・Googleアカウント認証対応 
・動作軽量化 
・写真編集機能 

・Androidタブレットアプリ 
・Androidスマートフォンアプリ 

投稿数 日次で平均60件 
新規ユーザを月次で10人増やす 
継続率 月一回投稿するアクティブユーザ
が300人 

4 
見守りアプリ 
（新規開発） 

・Googleアカウント認証対応 
・新聞利用状況の表示 

・Androidタブレットアプリ 
見守る人 300人 
見守られる人 600人 

5 

管理
向け 

アプリ管理ツール 

・ダッシュボード 
・デバイスデータ収集 
・ウィジェットメッセージ管理 
・新聞プッシュ/利用状況API 

・Webアプリ（HTML5） ー 

6 記事管理ツール 
・アカウントログイン認証機能 
・記事を新規投稿する機能 
・投稿済みの記事を確認・編集 

・Webアプリ（HTML5） ー 

7 
Google 
Analytics 

・ログ生成 
・ログの集約 

・設定 ー 

貴町よりご提示いただいた「仕様書」および「仕様書別添」に示された仕様を開発対象とします。 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-2.開発手法・プロセス －開発の進め方－ 
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昨年度実績のあるScrumベースのアジャイル開発スタイルを、今年度の事業目的を踏まえ、より生産性を
重視した形式で実施していきます。 

 
進捗・課題/バグ・成果物をリアルタイムで共有 

2週間のスプリント単位リズムで実成果物に基づく進捗確認と計画の調整を実施 
 

貴町ご担当者様 

リスク発見 
課題解決案提案 

コスト見積 

プロジェクトマネージャー、 
エンジニア、デザイナー 

アジャイル開発でユーザーヒアリングで得られる知見を積極的に取り入れ、機能充実と使いやすさ確保を両立 
効率性追求のため仕様を極力いじらずに「一定期間集中して作り続ける」考え方も導入 

機能実現・ 
課題解決の 
優先度判断 

 アジャイル開発でリスクコントローラビリティ、計画変更への柔軟性は確保 
 集中開発期間で仕様書記載事項の実装に専念することによりマネジメント工数を抑え、品質を確保しながらより効率

的なものづくりを実現 

２フェーズでの開発 
 

1. 集中開発フェーズ 
       ユーザーヒアリング効果を高めるため、仕様書通りのアプリを集中開発。進捗リスク管理の観点でアジャイル 
    プロセスを実施するが、要件変更は極小化。 
 
2. 改善反映フェーズ 
        一旦完成したアプリ新機能群をユーザヒヤリング結果から知見を得て改善 

企画提案書 P.6 

2 
効率 
開発 

1 
使い 
やすさ 

3 
次年度
支援 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

徹底した町民目線のUIとUD(ユニバーサルデザイン)のために 

ユーザーテスト前提の体制を構築する 

高齢者のタブレット操作における行動は、時に私たちの予想を大きく外れることが 

しばしばあります。「ユーザーのことを解ったつもり」という慢心で制作すれば、 

たちまち町民にとって「使いづらく」、興味を惹く前に離れてしまう危険性があると認識しております。 

機能開発は貴町と共にユーザーテストのエビデンスを基に 

デザインを慎重に検討し、迅速な対応を行います 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-2.開発手法・プロセス －デザインの進め方－ 
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効率 
開発 
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使い 
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3 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-3.開発全体スケジュール 
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2015年 2016年 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

イベント 

開発フェーズ 
概要 
 

 
作業詳細 

アプリ 

インフラ 

▲キックオフ 
 

保守 
テスト 

改善フェーズ 

▲アプリ最終リリース 

テスト/ 
セキュリティ監査 

ヒアリング結果 
機能反映(入れ替え) 

開発環境 

▲最終報告 

集中設計・開発フェーズ 

▲ヒアリング 
 （新聞） 

▲ヒアリング 
 （投稿） 

▲ヒアリング 
 （見守り） 

ご要望機能開発 

7sp(スプリント) 2sp(スプリント) 

記事管理 

アプリ管理 投稿 

新聞 

みまもり 

ウィ 
ジェット 

※sp(スプリント):アジャイル開発における反復開発を行う期間単位 

1月中旬まで集中開発期間を取り、アウトプット量にフォーカスして効率的に開発を行います。効率性だけでなく柔軟性も
担保するため、 ヒアリングの結果等を踏まえて、スプリント計画時に作業入れ替えをすることも可能です。 
また、ヒアリングを早い段階から行い直接ご意見をお聞きすることで、本当の町民にとっての使いやすさを守り抜きます。 

ドキュメント作成 

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ 
対応 
/修正 

1sp(スプリント) 

即座に立ち上げ可能 

▲アプリリリース 
  (１回目) 

適宜入れ替え 
可能 

企画提案書 P.8 

2 
効率 
開発 

3 
次年度
支援 

1 
使い 
やすさ 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-5.システム構成 －全体構成ー 
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ネイティブ（Java） 

WebDAV API 

HTML 
ファイル 

JS 
ファイル 

CSS 
ファイル 

画像 
ファイル 

町民利用アプリケーション(Android) 

HTML5 

プッシュ通知 

ウィジェット 

ユーザー管理 

アクセス制御 

OData API 

SNS記事管理 

町民タブレット利用状況 

各種ログ管理 

認証 
Googleアカウント
認証連携 

Amazon 
SNS/S3 

プッシュ通知 

アプリ管理ツール 
（ダッシュボードなど） 

記事管理ツール 
（新聞ライター） 

サーバサイド（AWS） 

Apache Cordova 

浪江町ホームページ/ 
他事業者サービス 

RSS 

Web
API 

Web View 

なみえ写真投稿 なみえ新聞 みまもりアプリ 

・YouTube 
・福島民報 

・既存ソーシャル 
・行政情報 
・防災情報 

personium.io（OSS BaaS） 

管理者向けアプリケーション(HTML5) 

現行システムベースの構成で、実績に基づき、追加機能を効率的・安定的に開発します。 

ログ集約 

クローラー 

・昨年同様、弊社が提供するオープンソースBaaSソフトウェア「personium.io」を活用することで、サーバ側の開発工数
を大幅節約します 
・BaaS活用によりサーバ機能が多機能で柔軟な活用が可能なWeb APIという形で整備されるため、今後のアプリ機能
変更も柔軟に実施可能となります 
・BaaSソフトウェアに機能追加が必要な際は、ソフトウェア開発元として低工数で改造等も可能なため、BaaS機能に縛
られることのない開発が可能です 

企画提案書 P.12 

2 
効率 
開発 

1 
使い 
やすさ 

3 
次年度
支援 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-2.開発計画 －テスト計画ー 

1-2-1.テスト実施方針 
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アジャイル開発で基本となる「欠陥を作り出さない」開発を実現するため、コーディング時におい
てはテスト駆動開発を基本とし、さらにテスト自動化や、実機を用いたストーリーテスト・ユー
ザーテストなどを実施することで、機能・非機能双方で品質を担保します。 

テスト駆動開発の実施 

多頻度なテストの自動化 

ストーリーテストの実施 

開発する機能に対するテストコードを予め作成し 
コーディングすることで、機能を確実に実装します 

頻度の多いテストを自動化することで、 
開発物の継続的インテグレーションを実施します 

タブレット・スマホ実機によるアプリ挙動を確認します 

実施時期 

ソース 
コミット時 

アプリ 
リリース前 

テスト期間 
（1月中旬 
～2月中旬） 

ユーザーテストの実施 
アプリを町民の皆様が本当に使うことができるか 

実際に確かめる 

全3回 
(11月・12月 

・1月) 

方針 内容 
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効率 
開発 
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3 
次年度
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-3.開発計画 －文書作成計画ー 

1-3-1. 文書作成方針 
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全機能開発を1月中旬に終了、リリース前テストと並行してドキュメント作成を実施します。 

■ オンラインによる作業を実施することで、効率的に文書を作成 
■ 昨年の実績ある文書を有効活用し、スピーディな文書の作成を推進 

10 

主要ドキュメント名称 作成担当 特記事項 

プロダクトバックログ PM Redmineで管理 

API一覧表 エンジニア 

アプリログ設計書 エンジニア 

テーブル設計書 エンジニア 

画面遷移図 デザイナー 

アプリケーション方式・アプリケーション環境関連の
設計書 

エンジニア 

利用ソフトウェア一覧 エンジニア 

アプリケーション品質見解報告書 PM 

機能テスト仕様書 エンジニア テスト実施時に作成 

結合テスト結果報告書 エンジニア テスト実施時に作成 

Googleアカウント移行計画・手順書 エンジニア 

企画提案書 P.18 

2 
効率 
開発 

1 
使い 
やすさ 

3 
次年度
支援 



事業推進体制 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

2.事業実施体制 

2-1.開発体制 
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昨年度の開発メンバーを軸に新しいメンバーを加え、本事業に最適な体制で開発にあたります。 

富士通 

責任者 
ライフ＆コミュニティ部長 

Eyes, JAPAN 

デザイナー 
1名 

営業 
いわき支店 

プロジェクト推進ご担当者様 

プロジェクト管理者様 
復興推進課 様 
[本事業の管理・調整・確認・承認] 

プロジェクトサポート 
Code for Japan様 

通信業者様 

運用業者様 

ポイント 
 開発規模に最適なチーム構成のもと、柔軟性の高い開発を実現します。 
 現行システムの技術を熟知した中心メンバーと、柔軟な発想を持った新規メンバーで構成しています。 
 今年度の開発期間満了日までデザイナーをアサインし、「本当に使いやすいデザイン」を追求し続けます。 

リーダー/デザイナー 

富士通 

エンジニア 
3名 

ライフ＆コミュニティ部 

プロジェクトマネージャ 

エンジニア 
2名 

エンジニアリーダー 

企画提案書 P.21 

2 
効率 
開発 

3 
次年度
支援 

1 
使い 
やすさ 
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改善提案 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

なみえ新聞をより町民目線・主導の持続可能な「ポータル」にする 

なみえ新聞を開けば、浪江のすべてが解る・繋がれるように、なみえ新聞を「ポータル」化いたします。 

2016年度以降を視野に入れた広告枠の機能実装、高齢者により配慮したUIをご提案します。 

全体のなみえ新聞 

UIについて 

高齢者のユーザーテストの実施事例から、全体的な操作面に対して複雑な操作を強要せずタッ

プのみで遷移できるUIが、操作指導の容易さも勘案した上でも望ましいと考えます。 

3.改善提案 

3-1.なみえ新聞 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

企画提案書 P.26 
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効率 
開発 
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やすさ 

3 
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支援 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1.記事への画像リンク 

2.他サイトへの画像リンク 

3.画像広告(リンク無し) 

なみえ新聞に固定の広告・画像バナー枠を設けることで町のイ

ベントや、町民の集まり、地元企業の応援を画像リンクという

形で、出来るようにします。 

 

 

 

 

アプリが将来にわたって保守されていくことで、町民同士の絆の

維持に寄与し続けていくことを期待しています。 

画像リンク枠の追加で今後も様々なイベントや 

新しいアイデアを試せる柔軟性を持たせます 

 2016年度以降のより柔軟な保守のために 

3.改善提案 

3-3.記事投稿アプリ 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

企画提案書 P.30 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

3.改善提案 

3-4.公開アプリソースコード活用ハッカソンの開催 

OSS公開中のアプリを活用し機能追加／改善、他地域／他用途展開等の 
アイディアを持つエンジニアの方に参加いただくハッカソンの開催 

実施の実現性について 

過去4回福島県でEyes, JAPANが開催した

医療ハッカソンに併設し運営することでイベント

運営コストカット、来場者数、エンジニアの来場

を担保します。 

参考：2014年度実績 

3月7,8日 開催 来場者数  64 人 

実施方法 

1. 弊社Webメディアの活用、またCode for Japan様にもご協

力をいただき、町の内外から広く参加エンジニアを募集する    

2. 弊社エンジニアがソースの解説を実施 

3. 機能追加／改善や他地域・他分野への応用など、参加者に

は持ち込んだアイディア実現にその場で取り組んで頂く。 

（弊社エンジニアがお手伝い） 

→浪江町・Code for Japan の皆様、双葉郡他自治体の

皆様にも是非ご来場いただきたく、ご協力をお願いいたします 

  

課題  現行アプリはOSS公開されたが、ソース/情報公開だけでは開発チーム外の 
     エンジニアにとって、活用が広がりにくい。 

ご提案  

本事業での弊社ノウハウを広く皆様にお伝えし、 
来年度以降の本事業のスムーズな実施と、未来へ拡がるきっかけの創出へ 

企画提案書 P.31 

2 
効率 
開発 

1 
使い 
やすさ 

3 
次年度
支援 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-4.プロジェクト管理 －マネジメント計画ー 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

昨年の手法を継承しながら、課題点に関してはその都度手法を改善し、PJを管理します。 

 
・要求仕様やバグなどから、開発物の課題をプロダ
クトバックログとして管理 
 
・スプリント計画時に、開発者が 
バックログから工数を見積り、 
浪江町様にて優先付けを実施 
 
・優先度の高いものから、開発者/ 
デザイナーでタスクを実施 

・スプリントごとの進捗報告で 
リスクについて共有する会議を実施 
 
・リスクへの対策をルール化したり、
タスクとしてチケット化することで、 
リスクを回避 
 
・チームで共有されていないリスク
は、随時Wikiなどに記入すること
でチーム共有する 
 

・報告された異常動作をインシデント 
としてチケット管理 
 
・原因分析でバグと判明した場合は、 
バグの概要と影響度、修正方針案 
をチケットへ記入 
 
・重大性/緊急性に基づいて対処の優先 
付けを行い、順次対応 
 

進捗管理 課題管理 

リスク管理 バグ管理 

プロジェクト管理ツール 
（Redmine） 

・毎日、開発者がバーンダウンチ
ャートを使い、チームの作業進
捗を可視化 

・進捗が停滞しているときは、 
増員、対応相談などの対処を実施 

昨年のマネジメント概要 

・スプリント計画で定めたタスクは、チケ
ットごとに作業し、進捗状況を入力する 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-4.プロジェクト管理 －開発場所ー 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

TV会議・電話会議、画面共有等で、地理的に分散した開発チーム作業においても、業務コ
ミュニケーションの効率は高い水準で維持します。 
ツールの限界も意識し、対面コミュニケーションも実施します。 

貴町ご担当者 

開発者 
デザイナー 

チャット 

PM 
開発者 

ソース管理 
PJ管理 

GitHub 

Slack 

Redmine 

富士通 
東京 蒲田 Eyes, JAPAN 

福島 会津若松 
新潟  

浪江町様 
福島 二本松 

ツールによる密な連携を実現 

Office Lync 
TV会議/電話会議 

優れた分散アジャイル開発ツールを活用し、これらツールの利用に慣れたメンバーでのチーム構成で、 
高いコミュニケーション効率と生産性を実現 

Eyes, JAPAN 
リゾートオフィス 

アルツ磐梯スキー場内 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-4.プロジェクト管理 －コミュニケーション計画ー 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

会議体 参加者 頻度 時間 目的 浪江町様に提示/実施いた
だく文書・作業内容 

朝会・夕会 開発・デザインチーム 毎朝、毎夕 各10分程度 ・プロジェクトで起きている課題や状況
を共有 
・その日の作業内容を確認 

- 

ふりかえり 開発・デザインチーム 
浪江町様 

スプリント毎(ス
プリント初日) 

30分 ・プロジェクト作業の改善 
・チーム間連携での課題共有と改善 

・チーム間連携の課題の共有 

スプリント計画 
（対面・オンライ
ン） 

開発・デザインチーム 
浪江町様 

スプリント毎(ス
プリント初日) 

一日(テスト期間な
ど作業が明確の場
合は3時間程度) 

・スプリント作業内容の計画・決定 ・計画の作業承認 

進捗報告 兼 次ス
プリント作業提案 
（対面・オンライ
ン） 

PM 
エンジニアリーダー 
デザインディレクター 
浪江町様 

スプリント毎(ス
プリント最終日) 

2時間 ・スプリントでの進捗を報告、課題・リ
スクについての共有・対策協議 
・次スプリントの作業内容と作業優先
度の共有 

・進捗報告の確認 
・プロダクトバックログの提示 
・町の予定 
・運用状況のデータ 
・議事録の承認 

リリース判定会 PM 
エンジニアリーダー 
デザインディレクター 
浪江町様 

リリース毎 10分 ・リリース内容について確認し、リリー
ス可能であるかの判定 

・リリースの承認 

ユーザーヒアリング 
（オンサイト） 

浪江町様 
PM 
デザイナー 

3回（11月、
12月、1月） 

6時間 ユーザーへのヒアリングによるアプリ
UXの課題抽出 

・ユーザーヒアリング結果に基
づいた要求の整理 

定例のコミュニケーションはオンラインを基本とし、効率的にプロジェクトを推進します。 
対面での打合せについては、人数・回数を最適化し実開発工数に割り当てます。 

実施予定の会議体 

※オンラインでの会議体の実施に当たっては、Office Lyncを使用する予定（候補）です。 
※昨年実施していたUX会議につきましては、現時点では参加を想定しておりません。 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

Amazon SNS 

既存システム（AWS） 追加システム 

Amazon 
S3 

プッシュ通知 

Google Analytics 
ログ集約 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

1-1-5.システム構成 －インフラ構成－ 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

現行のインフラ構成をベースに、Amazon Web Services（AWS）上に用意されている
サービスを追加することで、効率的に追加機能を実装します。 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-1.開発計画 －設計・開発計画ー 

（ご参考）ミドルウェア一覧 

カテゴリ 名称 
ライセンス 

  
URL 

OS Amazon Linux ※各ソフトウェアのライセンスに従う http://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-ami/ 

プログラム 
実行環境 

JDK   http://www.oracle.com/technetwork/jp/java/ 

Java 
アプリサーバ 

tomcat Apache License, Version 2.0 http://tomcat.apache.org/ 

commons-daemon Apache License, Version 2.0 
http://commons.apache.org/proper/commons-
daemon/ 

WEBサーバ 

nginx 2-clause BSD-like license（独自） http://nginx.org 

Headers More BSD license http://wiki.nginx.org/HttpHeadersMoreModule 

モバイル 
バックエンド 

personium.io 
 
Apache License, Version 2.0 

http://www.personium.io/ 

logback 

logback EPL/LGPL dual-license http://logback.qos.ch/ 

slf4j MIT License http://www.slf4j.org/ 

memcached memcached BSD Lisence http://memcached.org/ 

MySQL 

RDS 

MySQLはCommunity EditionでGPLライセンス 

http://aws.amazon.com/jp/rds/ 

mysql-client 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/pro
grams-client.html 

elasticsearch 

elasticsearch Apache License, Version 2.0 http://www.elasticsearch.org/ 

AWS plugin Apache License, Version 2.0 
https://github.com/elasticsearch/elasticsearch-
cloud-aws 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-2.開発計画 －テスト計画ー 

1-2-2.実施するテスト 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

テスト種類 説明（観点） 対象 自動/手動 実施するタイミング 

単体テスト（PT） 
単一のクラスやメソッドに重点を置いたテスト。
外部とのやりとりがない。 

単一のクラスまた
はメソッド 

自動 機能コミット前後 

結合テスト（IT） 
外部(データベース、ネットワーク、ファイル)との
やりとりをする部分のテスト。 

アプリ全体 自動 
機能コミット後 
スプリント最終日 

総合テスト（ST） 
エンドツーエンドテストといった一気通貫のテス
トを含む。ユニットテストとインテグレーションが
きっちり噛み合っていることを確認する。 

システム全体 手動／自動 
アプリリリース前 
アプリ障害等の
パッチリリース前 

探索的テスト 
想定外のケースや抜け、落とし穴を見つけるた
めのテスト。 

アプリ全体 手動 本番リリース前 

性能テスト・負荷テ
スト 

アプリケーションの性能品質（多重アクセス耐
性）が十分か検証する。 

システム全体 自動 本番リリース前 

ストーリーテスト 
タブレット、スマートフォンの実機を用いて、仕
様通りのUIを実装できているか確認する。 

システム全体 手動 本番リリース前 

開発物の品質を効率的に向上させるため、定常テストは自動テストを実施します。 
また、テスト項目の妥当性を評価することで、無駄なテストの実施を防止します。 

テストの十分性・妥当性についての検証については、以下を実施します。 
・カバレッジを一定レベルに保ち、テストコードの網羅性を保持 
・要因分析表や状態遷移図等を用いた、テストコードの検証、評価 
・指標の合意、計測した指標の振り返り、指標に対する現状の評価や、指標自体の見直し 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-2.開発計画 －テスト計画ー 

1-2-3.テスト手法・ツール 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

頻度の多い自動テストにおいて、弊社でもっとも利用実績のあるツールの使用をご提案します。 

テスト種類 対象言語 ツール名 用途 

PT 

JavaScript 
Karma-Coverage 
(Istanbul) 

コード・カバレッジ取得 

JSHint JavaScriptの書式、変数宣言のチェック。 

Java 

Cobertura コード・カバレッジ取得。 

CheckStyle コーディング規約(主にコードスタイル)のチェック 。 

Findbugs 
コーディング規約(主に欠陥の起こりやすいコードパターン)
のチェック。 

PMD 
コーディング規約(主に最適化されていないコード、潜在的
なエラー)のチェック。 

IT/ST Jenkins テストジョブの自動化（CI） 

性能テスト Jmeter 
クライアント・サーバシステムのパフォーマンス測定および負
荷テストを行う。 

開発チーム 
GitHub 

ソースコミット 

Jenkins 

自動テストイメージ 

開発環境 
連携 

オートビルド 

自動テスト 
実行要求 

カバレッジ/ 
結果の可視化 

アプリ 
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平成27年度「タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）」 

1-3.開発計画 －文書作成計画ー 

1-3-2. 主要な文書の作成 

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED 

①設計書 

②環境構築及び 
導入手順書 

③テスト仕様書 
および 

結果報告書 

・API一覧表 ・環境定義書 ・アプリログ設計書 ・テーブル設計書 

・画面/機能設計書 ・画面遷移図 ・利用ソフトウェア ・Ansibleディレクトリ・ファイル一覧 

・CloudFormation設定一覧 ・cron-バッチ一覧 ・personium.io設定一覧 

・personium.io論理構成 ・アカウント一覧 ・サーバダウン時の動作仕様 ・ネットワーク構成図 

・バックアップ-リストア方式案 ・マスタートークン仕様 ・ミドル一覧 ・ログ一覧動作 ・プロセス一覧 

・アカウント作成手順 ・管理ツールログイン権限付与手順 ・personium.ioモジュール作成手順 

・テナント追加手順 ・開発環境起動手順 ・開発環境セットアップ手順 

昨年度実績を踏まえ、作成文書は以下を想定しております。 

【作成計画】 
・テスト改善フェーズにおいて、エンジニア、PM、デザイナー（文書により異なる）が作成します。 
・Redmineなどのオンラインツールまたは対面にて、浪江町様とレビューを実施し、指摘事項を修正します。 
・昨年度のドキュメントを活用し、文書作成を効率的に実施します。 

・単体テスト仕様書兼報告書 ・結合テスト仕様書兼報告書 

・機能テスト仕様書兼報告書 ・ユーザーテスト仕様書兼報告書 

・性能テスト仕様書兼報告書 ・アプリケーション品質見解報告書 

※設計書、テスト仕様書、手順書のサンプルについては別紙をご参照ください。 
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1.スクロールバー&さらに下の記事を読む 

ドラック&ドロップに近い動きは高齢者のユーザーテストを鑑みて、慎重な実装を

心がけます。上下にボタン型のページ内の画面を大きく遷移できる機能をつける

等の開発も同時に行い、また検証結果を踏まえ実装いたします。また、さらに下

の記事を読むボタンを設置し、 

スクロールに気付かなくとも自然に記事の下方向へ誘導します。 

2.カテゴリ遷移 

高齢者が画面を分割したフレーム調のレイアウトは、ルールを理解できない事象

が高齢者には多く見られたため、仕様のタブ形式の他、ページ左右にカテゴリ遷

移ボタンを設ける等の、ユーザーテストの結果を基に実装いたします。 

3.カラーユニバーサルデザイン 

現状の仕様案のまま実装した場合、色分けしたカテゴリが色弱者に対して理解

し辛くなる可能性があるため、カラーユニバーサルデザイン推奨配色セットに従い

配色を行っています。 

3.改善提案 

3-1.なみえ新聞 
企画提案書 P.27 
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4.写真投稿を「見る」から 

 「使ってもらう」にするために 

なみえ新聞から、写真投稿のアプリへ切り替えて

立ち上げられる導線を確保します。 

同時に「写真投稿してみたら、こんなに面白かった

」という記事コンテンツを掲載し 

より使ってもらえるアプリへデザインします。 

 5.リニューアルによる高齢者の離脱の 

  リスクを勘案 

高齢者ユーザーの場合、急に変わった！壊れた！の思

い込みが懸念されます。 

リニューアル前と、リニューアル後に記事でリニューアルの

周知を促すことで 

高齢者離脱のリスクを回避します。 

3.改善提案 

3-1.なみえ新聞 
企画提案書 P.28 
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3.改善提案 

3-2.うけどんウィジェット 

 消費電力の問題 

 現状のロジックでは1秒に1回の再レンダリング処理が走行しており、これが消費電力を押し上
げていると想像される。 

 この再レンダリング処理は、「うけどん」の動きやセリフの表示切替のためのもの。 

 表示切替のインターバル調整により、利用者の関心が低下することも懸念されるが、「反撃う
けどん」などの追加機能実装による魅力向上でリカバリ可能 

 

 

 

 「音声OFF」ボタンについて 

 うけどん音声のON/OFF切替ボタンを実装する場合、本体ハードウェアボタンと連動した 
音声ON/OFF切替と機能が重複してしまうため、「うけどん音声をONにしたのに音声が 
でない」といった混乱が予想される。 

 

再レンダリング処理頻度を1/10程度にすることで消費電力も大幅に改善できる見込み 

混乱を避けるため、ウィジェットの音声ON/OFF機能は、 
機器のマナーモード設定を切り替えるように実装する（ご提案） 

※ AudioManager#setRingerMode(int ringerMode)で実現可能 

企画提案書 P.29 
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