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SilkCentral Test Manager 12.0
SilkCentral® Test Manager™ (Test Manager) は、強力で包括的なソフトウェア テスト管理ツールです。
Test Manager を使用してユーザーのテスト プロセスの品質および生産性を高めることにより、アプリケ
ーション障害のリスクを低減しつつ、良好なソフトウェア プロジェクトをより迅速に提供できます。 本製
品は、あらゆる重要なソフトウェア テスト フェーズを、スケーラブルな Web ベースの単一テスト システ
ム上に統合しています。これにより、ローカルそして各地に分散したソフトウェア開発チームは、経験や
リソース、そして重要な情報を共有することができます。

入門
Test Manager は、開発サイクル全体を通して製品の品質向上を促進します。
今日の e ビジネス システムはますます複雑化しており、信頼性はかつてないほど重要になっています。 そ
のため、開発サイクル全体を通して製品の品質を保証することが、成功の重要な鍵を握っています。 製品
の品質を絶えずチェックする最もよい方法は、主要なテストを日常的に実行することです。 Test Manager
では、自由に設定できるスケジュールに従ってテストを自動的に実行できるので、製品の開発中も配置後
も役に立ちます。 また、さまざまな詳細レベルのレポートが提供されるので、開発中の製品のステータス
をチェックすると言っても、Web ブラウザで HTML レポートをチェックする程度の簡単な作業になりま
す。
複雑なソフトウェア プロジェクトでは、新しいビルドの徹底的なテストが非常に重要です。 Test
Manager では、そのプロセスが自動化されるので、時間と工数が節約されます。

ユーザー インターフェイス (UI) の概要
このトピックでは、Test Manager のユーザー インターフェイスの概要を説明します。
 

 

UI の基本構造
Test Manager の UI には、次の項目があります。
• メニュー：ユーザー インターフェイスの上部にあります。 Test Manager の機能ユニットに簡単にアク

セスできます。
• ワークスペース：この例では、ワークスペース はタブ化された領域で、現在選択している Test Manager

ユニットの機能作業領域が表示されています。 このビューはユーザーの作業ユニットにより変わりま
す。
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Test Manager のユニット
メニュー から Test Manager の機能ユニットに簡単にアクセスできます。 次の主なセクションがありま
す。

ホーム
ユーザーの個人用開始領域となる、ダッシュボードが表示されます。 日常作業に必要な情報を提供するさ
まざまなパネルを追加し、並べ替えることによりダッシュボードをカスタマイズできます。

要件
プロジェクト要件を表示し、開発中に絶えずプロジェクト要件を管理できます。 以下のタスクを実行でき
ます。
• 要件の作成、変更、削除。
• テストと要件の関連付け。
• 要件の変更履歴の追跡。
• 要件リストからのテスト計画の生成。
さらに、次の項目にもアクセスと管理ができます。
• 要件のプロパティ。
• 統合された外部要件管理ツール。
• 要件フィルタ。
• 要件の変更を知らせる通知。

テスト
自動テストや手動テストの作成、管理を行うことができます。 さらに、次の項目にもアクセスと管理がで
きます。
• 共有ステップ ライブラリ。共有ライブラリにある一般に使用される手動テストおよびテスト ステップ

を再利用できます。
• 手動テストの各テスト ステップのプロパティ。
• テスト属性。
• テストに使用できるデータ ソース。
• これらのテストが保存されるソース管理プロファイル。
• テスト フィルタ。
• テストの変更を知らせる通知。
• 特定のテストでテストされる製品のバージョン/ビルド番号。

実行計画
テストを実行する実行を表示し、管理できます。 以下のタスクを実行できます。
• 実行計画の構成。
• 実行計画へのテストの割り当て。
• 実行計画間の依存関係のセットアップ。
• テストが実行される実行サーバーを含む実行サーバー配置の構成。
• テストの手動実行の計画および管理を行います。
さらに、次の項目にもアクセスと管理ができます。
• 実行フィルタ。
• 実行スケジュール。
• テストの特定の実行でテストされる製品のバージョン/ビルド番号。
• 実行プロセスに関連する変更について知らせる通知。
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追跡
アクティビティ ページ、全プロジェクト アクティビティ ページ、プロジェクト概要レポート、品質目標
が表示されます。
アクティビティ ページには、実行計画のアクティビティが、最近の実行、現在の実行、および今後の実行
に分類され、プロジェクト単位で表示されます。

問題
アクティブ プロジェクトに関係する問題を表示し、管理できます。
さらに、次の項目にもアクセスと管理ができます。
• Issue Manager のプロジェクト (問題が Issue Manager 内にある場合)。
• 外部問題追跡プロファイル (問題が外部問題追跡システムにある場合)。

レポート
要件、テスト、実行計画の情報を示すレポートを表示し、管理できます。 以下のタスクを実行できます。
• レポートの生成。
• レポート テンプレートをダウンロード。
• レポート パラメータの編集。
• インストール済みのテンプレートに基づく新規レポートの作成。
さらに、コード分析機能の情報にアクセスすることもできます。これらを使用すると、テスト対象のアプ
リケーション (AUT) のコードがテスト ケースでカバーされている割合を評価できます。 特定のコード変
更に伴う労力、コスト、リスクを十分な情報に基づいて見積もりできます。

プロジェクト
Test Manager インストール内のすべてのプロジェクトについて、テスト管理の観点からの概要が表示さ
れ、それらを管理できます。 さらに、プロジェクト間の移動、プロジェクト設定の管理が可能となります。

ユーザー
ユーザー設定を表示し、管理できます。 さらに、次の項目が実行できます。
• Test Manager からログアウトします。
• 現在の Test Manager ページを印刷します。
• 現在の、Test Manager ページをブックマークします。 レポートをブックマークすると、現在のパラメ

ータがブックマークされた URL に保存されるため、特に便利です。

管理
管理設定を表示し、管理できます。 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してく
ださい。

ヘルプ
クリックすると、現在のページの状況依存ヘルプが表示されます。 さらに次の項目にアクセスできます。
• Test Manager ドキュメント。
• Test Manager に同梱されているツール。
• Test Manager のバージョン情報。 バージョンおよびライセンス情報が表示されます。

コンテキスト メニュー コマンド
Test Manager では、多くのテスト管理要素 (テスト、要件、実行計画、フォルダ、コンテナ、レポートな
ど) で Windows 方式のコンテキスト メニューをサポートします。 マウスの右クリックで利用できる、コ
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ンテキスト メニュー コマンドには通常、各ユニット ツールバーから利用できるコマンドが含まれます。
ツリー ビューにリストされている要素の場合は、コンテキスト メニューにはツリー ビュー要素の展開と折
りたたみコマンドがあります。 選択した要素で利用できないコマンドは無効になっています。

SilkCentral Test Manager 12.0 の新機能
SilkCentral Test Manager 12.0（Test Manager）では、大幅な機能拡張と変更が導入されました。

手動実行計画
新しい手動実行計画アプローチは、手動テストの選択、配分、実行を支援し、限られた時間とリソースの
もとで最大限の品質目標を達成するのに役立ちます。 時間とリソースは、テスト サイクルのコンテキスト
において同時に管理されます。 テスト サイクル は、手動テスト担当者と各担当者に割り当てられたテスト
群が指定された期間を表します。 テスト サイクルの手動テスト担当者ごとに最大利用可能時間を指定で
きます。最大利用可能時間とは、テスト担当者がそのテスト サイクルで利用可能な総テスト時間を指しま
す。
テスト管理者にとって、新しい 手動実行計画 ページは、テスト全体の進捗を効果的に計画立てるために利
用できます。この新しいページの情報から、以下のような質問の回答を読み取ることで、非常に重要な質
問である「手動テストを期限内に完了できるだろうか?」への回答が得られます。
• どの手動テストが実行されるか？
• いつ手動テストが実行されるか？
• 誰が手動テストを実行するか？
• どこで手動テストが実行されるか？
• 現在のテスト サイクルにおけるテストの進捗状況はどの程度か？
手動テスト担当者にとって、新しい 手動実行計画 ページは、特定の期間で完了する必要のあるテストが正
確に表示されるため、自分の作業を効率的に優先付けするのに役立ちます。
新しい手動実行計画のアプローチは、新しいダッシュボードと密接に連携します。

マイ ダッシュボード
Test Manager のダッシュボードは、ユーザー個人用の開始領域です。 日常作業に必要な情報を提供する
さまざまなパネルを追加し、並べ替えることによりカスタマイズできます。
ダッシュボードに追加できるパネルは以下のとおりです。
パネル 説明
カスタム情報 このパネルには、プロジェクトのカスタム情報が表示されます。 ユーザーは、ニュー

スや説明などあらゆる種類の関連する内容をパネルに追加できます。
はじめに このパネルには、Test Manager に関する簡単な説明が表示されます。
問題のライフ サ
イクル

このパネルには、定義済みの問題追跡プロファイルに対する問題およびそのステータ
ス (対応開始、解決、検証終了、対応完了、先送り) が表示されます。

テスト担当者ご
との作成済み問
題数

このパネルは、テスト担当者ごとの作成済み問題数を棒グラフで表示します。

ユーザーに割り
当てられた手動
テスト

このパネルは、ユーザーが実行するよう割り当てられた特定のプロジェクトのテスト
をすべて表示します。 このパネルを使用すると、すばやくテスト作業を継続でき、全
テストに関する詳細情報を取得できます。

品質目標の進捗
状況

このパネルは、品質目標を達成するために実行する必要のあるテスト数を、実際に実
行したテスト数と関連付けて表示します。 実行したテストは、合格、失敗、未実行お
よび N/A (利用不可) に分類されます。
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パネル 説明
要件カバレッジ
ステータス

このパネルは、手動テストまたは自動テストにより要件がカバーされているかを表示
します。

テスト サイクル
の進捗状況

このパネルは、定義されたテスト サイクルの合格、失敗、実行中および未実行テスト
のバーンアップ チャートを表示します。

テスト サイクル
結果の概要

このパネルには、選択したテスト サイクルのステータスおよびテスト サイクルに割り
当てられている各テスト担当者の進捗ステータスが表示されます。

全テスト サイク
ルにわたるテス
トの進捗状況

このパネルは、予定されたテスト、実行中のテストおよび完了したテストの時間 (単位
は時間) を表示します。 このパネルは、テスト チームが時間内にテストを完了させる
ことができるかどうかをテスト管理者が予測するのに役立ちます。

不安定なテスト このパネルには、定義した期間内にテストのステータスが変更された回数が表示され
ます。 これは、安定しないテストの特定に役立ちます。

システム診断
ヘルプ > バージョン情報 の新しい システム診断 機能により、ユーザーは関連するシステム設定とログを
すばやく確認し、ダウンロードすることができます。

計算プロパティ
計算プロパティは、内部プロパティやカスタム プロパティの値を使って定義した数式から計算された 1 つ
の値を作成するために使用されます。 計算された値は、分類 と呼ばれるラベル付けされた範囲に分けられ
ます。 計算プロパティの例として、 リスク について考えます。リスク は、他の 2 つのプロパティを基に
計算されます（たとえば、 優先度 * 影響）。 この計算の結果は、それぞれの要件ごとに 低、 中、 高 のよ
うな分類にマップされます。 これらの分類は、 SilkCentral Test Manager のさまざまな場所で表示され
使用できます。

手動テスト用の Web UI でのビデオ キャプチャ
手動テスト実行で Web UI を使用する手動テスト担当者が実行ビデオをキャプチャできるようになりまし
た。 このようなビデオは後で結果ファイルとして使用できます。

手動テスト ステップに問題を割り当てる
この新しい機能により、手動テスト ステップに問題を直接割り当てることができるようになります。 作成
した問題には、リンクとして作成されたステップに関する情報が含まれます。 このリンクをクリックする
と、ユーザーは SilkCentral Test Manager のステップに直接移動できます

削除アクセス許可
SilkCentral Test Manager のほぼすべての資産に対して、従来の管理アクセス許可から削除アクセス許可
が独立しました。 問題が発生しないよう、カスタマイズしたロールを確認してください。

データ駆動型プロパティを削除する
データ駆動型テストを使用していて、テスト ツリーの特定のテストに対してデータ駆動型プロパティを割
り当てている場合、そのプロパティが不要になったら削除できるようになりました。 SilkCentral Test
Manager のこれまでのバージョンでは、データ駆動型プロパティを非アクティブにできましたが、完全に
削除することはできませんでした。

電子メール ハイパーリンク
オンライン ヘルプの各トピックの一番下に、このトピックについてフィードバックを送信する というハイ
パーリンクが表示されるようになりました（英語のみ）。
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リンクをクリックして、このヘルプのページに関するフィードバックを送信してください。

ユーザビリティ機能の強化
このセクションでは、Test Manager 全体で行われたユーザビリティ機能の強化の一覧を提供します。

フィルタをコピーする
既存のフィルタを再利用して新しいフィルタを作成できるようになりました。 新しい機能は 要件、テス
ト、または 実行計画 領域のツールバーで使用できます。 既存のフィルタから新しいフィルタを作成するに
は、既存のフィルタをコピーし、フィルタのプロパティを編集し、編集済みのフィルタを別の名前で新し
いフィルタとして保存します。

実行計画の実行のコメント
実行計画の実行 ページで実行計画の実行にコメントを追加できるようになりました。 既存のコメントを
編集するには、実行計画の実行を右クリックし、実行コメントの編集 を選択します。

結果ファイルを削除する
手動テストの 現在の実行 ページの テストの詳細 領域で、結果ファイルを削除できるようになりました。

統合の強化
このセクションは、Test Manager で行った統合の強化の一覧を提供します。

IBM Rational DOORS バージョン 9.3
Test Manager で、IBM Rational DOORS バージョン 9.3 がサポートされるようになりました。

Oracle 10g (バージョン 10.2.0.5)
Test Manager で Oracle 10g (バージョン 10.2.0.5) がサポートされるようになりました。

Oracle 11g (バージョン 11.2.0.2)
Test Manager で Oracle 11g (バージョン 11.2.0.2) がサポートされるようになりました。

VMware vCenter Lab Manager 4.0.4
Test Manager が VMware vCenter Lab Manager 4.0.4 をサポートするようになりました。

Changepoint 2010 SP1
Test Manager が Changepoint 2010 SP1 を使用した Compuware Quality Manager をサポートするよ
うになりました。

Bugzilla 4.0
Test Manager が Bugzilla 4.0 をサポートするようになりました。

Microsoft Office Word 2007 .docx のインポート
Test Manager が Microsoft Office Word 2007 .docx ファイル形式をサポートするようになりました。
以下の改善によって、.docx は .doc と同じの機能を果たします。
• 画像とその他の埋め込みオブジェクト (OLE) (PDF、Excel など) が要件の添付ファイルとして検出さ

れ、インポートされます。
• 説明にハイパーリンクを含めることができます。
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MSTest
Test Manager は、Visual Studio 2010/Test Agent 2010 と共に配布されている MSTest をサポートする
ようになりました。

Web サービスの機能拡張
このセクションは、Test Manager Web サービスに行われた機能拡張の一覧を提供します。

プロジェクトのコピー API
Web サービス API を使用して、プロジェクトをコピーできるようになりました。 ユーザー インターフェ
イスで指定できる設定と同じ設定を指定できます。

Test Manager のインストールとライセンス
Test Manager のインストールとライセンスの詳細については、『Test Manager インストール ヘルプ』を
参照してください。このドキュメントは、Test Manager のインストール CD および Test Manager ダウ
ンロード サイトから入手できます。

SilkCentral Issue Manager
SilkCentral の問題追跡ツールである SilkCentral Issue Manager (Issue Manager) は、Test Manager と
完全に統合されており、問題をシステム要件および実行されたテストと相互に関連付けることができます。
テスト問題は、テスト > 詳細ビュー > 問題のメニューで、追加および管理できます。 さらなる情報につ
いては、『Issue Manager ドキュメント』を参照してください。

注: StarTeam と IBM Rational ClearQuest も Test Manager でサポートされており、特別な設定を
せずにそのまま使用できます。 カスタム プラグインをインストールすることにより、その他の問題追
跡システムを構成することができます。 詳細については、『Test Manager API ヘルプ』を参照して
ください。

ブラウザ設定
Test Manager の機能とパフォーマンスを最適化するには、ブラウザで以下の設定を調整します。
• ブラウザのキャッシュが有効になっていることを確認してください。
• ブラウザから Test Manager にアクセスする際に問題が生じる場合は、Test Manager サーバーをブラ

ウザの信頼済みサイトに追加します。
サポートされているブラウザのリストについては、リリース ノートを参照してください。

Test Manager にログイン/ログアウトする
このセクションの手順では、Test Manager のログインおよびログアウトの方法について説明します。

Test Manager にログインする
Test Manager にログインするには：
1. インストールされている Test Manager の IP アドレスまたは URL にアクセスします。

注: システム管理者に連絡して、Test Manager へのログインに使用する URL、ユーザー名、パス
ワードを入手します。

2. Test Manager ログイン ページで、ユーザー名 と パスワード を入力します。
3. ユーザー名の入力を始めるときに、Test Manager にユーザー名を自動補完させ、パスワードを再利用

する場合は、ログイン情報を保存する チェック ボックスをオンにします。
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4. ログイン をクリックします。
個人の ダッシュボード に移動します。 ダッシュボード ページの上部にあるこのリンクをクリックする
と、前回作業していた領域が開きます にすばやく移動できます。

Test Manager からログアウトする
Test Manager からログアウトするには：
1. メニューで、ユーザー:<ユーザー名> に移動します。
2. ログアウト をクリックします。

SilkPerformer プロジェクトで作業する
SilkPerformer は Test Manager のテストおよび実行機能と完全に統合されています。 SilkPerformer プ
ロジェクトは、Test Manager のテストに統合し、Test Manager を通じて直接実行することができます。
これにより、強力なテスト結果分析とレポート作成が可能になります。 また、無人テスト（あらかじめ構
成されたスケジュールに基づいて Test Manager で自動的に実行されるテスト）も可能です。
SilkPerformer と Test Manager のインテグレーションの設定に関する詳細については、『SilkPerformer
ヘルプ』を参照してください。
Test Manager から SilkPerformer プロジェクト ファイルを SilkPerformer で直接開き、スクリプトや設
定を編集することができます。 編集された SilkPerformer プロジェクトをその後 Test Manager に再び
チェックインして、以後のテスト実行に利用できるようにすることが可能です。
Test Manager は、SilkPerformer テスト実行中に、実行計画の実行プロパティに関する情報を提供しま
す。 SilkPerformer スクリプトで AttributeGet メソッドを使用して、実行計画の実行プロパティにアクセ
スしてください。 スクリプトでは次のプロパティにアクセスできます。
• #sctm_execdef_id
• #sctm_execdef_name
• #sctm_product
• #sctm_version
• #sctm_build
• #sctm_keywords

注: "プロジェクト" という用語の使い方は、SilkPerformer と Test Manager では異なります。
SilkPerformer プロジェクトは、Test Manager にアップロードされると、Test Manager テストの中
核的な要素になります。 Test Manager プロジェクトは、複数の SilkPerformer プロジェクト、テス
ト、実行計画、要件を含むことができる上位レベルのエンティティです。

Silk Performance Explorer を使用する
Silk Performance Explorer (Performance Explorer) は、テスト実行の詳細な分析に使用します。
Performance Explorer の結果分析は、Test Manager の 実行 領域と テスト 領域から 実行 ページの実行
を通じて直接起動できます。また、Performance Explorer 自体から起動することもできます。
Performance Explorer と Test Manager のインテグレーションの詳細については、Performance
Explorer のドキュメントを参照してください。
また、SilkPerformer での負荷テストの実行結果を Test Manager にアップロードし、テストに関連付け
ることもできます。 詳細については、『SilkPerformer ヘルプ』を参照してください。
Test Manager と SilkPerformer のインテグレーションの詳細については、『SilkPerformer ヘルプ』およ
び『Performance Explorer ユーザー ガイド』を参照してください。
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SilkCentral 管理モジュール
SilkCentral 製品群は、Web ベース製品の共通管理を可能にする SilkCentral アーキテクチャ（SCA）に基
づいて構築されています。 これらの管理作業は SilkCentral 管理モジュール を通じて行います。

SilkCentral のアーキテクチャ
SilkCentral 製品群は、Web ベース製品の共通管理を可能にする SilkCentral アーキテクチャ（SCA）に基
づいて構築されています。
以下の各セクションでは、SilkCentral のコンポーネントについて説明します。
• 概要
• フロントエンド サーバー
• アプリケーション サーバー
• 実行サーバー
• チャート サーバー
• データベース サーバー
• SilkMeter ライセンス サーバー
• Manual Testing Client

概要

フロントエンド サーバー
フロントエンド サーバーは、グラフィカル ユーザー インターフェイスを担当するものです。 このサーバ
ーは HTML をベースにしているので、Internet Explorer や Firefox など、任意の Web ブラウザからアク
セスすることができます。 ユーザーが適切な HTTP 要求をフロントエンド サーバーに送信すると、認証用
のログイン ページが表示されます。 ログインに成功すると、ユーザーは、それぞれのユーザー権限に応じ
たアプリケーションを使用できます。 フロントエンド サーバーは、スタンドアロンの HTTP サーバーとし
て動作することも、Web サーバー（たとえば、ISAPI フィルタを介した IIS など）に接続することもでき
ます。 フロントエンド サーバーはポート 19120 を使用します。 SSL を使用したセキュアな接続では、ポ
ート 443 も使用します。

アプリケーション サーバー
アプリケーション サーバーは、スケジュールの配布、実行サーバーの制御、データベース構成の管理など
のタスクを同期させる働きをします。 これらのタスクには、アプリケーション動作の一貫性と信頼性を確
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保するための仲介役が中央に必要です。 また、アプリケーション サーバーは、結果を評価して、それをデ
ータベースに保存し、成功条件に基づいて警告を送信することも行います。 アプリケーション サーバー
は、ポート 19122 を使用します。

実行サーバー
実行サーバーは、権限のあるユーザーによってスケジュールされた自動テストを実行します。 ユーザーは、
テスト実行に必要な実行サーバーと追加リソースを適切に設定しなければなりません。 互いに独立に動作
する複数の実行サーバーをインストールし設定することも可能です。 実行サーバーはポート 19124 を使
用します。 SSL を使用したセキュアな接続では、ポート 19125 も使用します。

チャート サーバー
チャート サーバーは、レポートに掲載するグラフの生成に使用されます。 チャート サーバーのプールを設
定することができます。 組み込みの負荷分散メカニズムでは、このプールを使用してグラフ生成処理を分
散させます。 チャート サーバーはまた、レポートの生成とエンドユーザーへの直接配信にも使用され、エ
ンド ユーザーは配信されたレポートをブラウザで閲覧することができます。 チャート サーバーは、ポー
ト 19126 を使用します。

データベース サーバー
システムの永続性は、RDBMS（リレーショナル データベース管理システム）を使って実装されています。
データベース サーバーは、ポート 1433 と 1521 を使用します。

SilkMeter ライセンス サーバー
ユーザーがアクセス可能な SilkCentral アプリケーション機能は、Silk 製品に付属するライセンス管理ソフ
トウェアである SilkMeter により決定されます。 ライセンス管理の詳細については、製品のインストール
ガイドを参照してください。 SilkMeter はポート 5461 を使用します。

Manual Testing Client
Manual Testing Client を利用することにより、テスト担当者はインターネット接続しなくても自分のテス
トを管理し、その結果を追跡することができます。 Manual Testing Client は、Test Manager が提供する
主な手動テスト実行機能を、Windows ベースのクライアント ツールの形で提供します。

エージェント コンピュータ
SilkPerformer と SilkTest Classic のエージェント コンピュータは、コントローラ コンピュータで使用で
きるエージェント コンピュータのプールから、特定の SilkPerformer または SilkTest Classic プロジェク
トに割り当てられます。 Test Manager と組み合わせると、コントローラ コンピュータは実行サーバーの
機能を果たします。
SilkPerformer エー
ジェント

SilkPerformer エージェント コンピュータは、負荷テスト時に実行される仮想ユ
ーザーのホストになります。 必要な数の仮想ユーザーを実行できるように、エー
ジェント コンピュータをいくつでも必要なだけ SilkPerformer プロジェクトに
追加できます。 エージェントの構成は、SilkPerformer を通じて行います。 エー
ジェントの設定の詳細については、SilkPerformer のドキュメントを参照してく
ださい。

SilkTest Classic エ
ージェント

SilkTest Classic エージェントが SilkTest Classic テストのホストとなる以外は、
SilkTest Classic エージェントにも、SilkPerformer エージェントと同じルールが
適用されます。

アクセスとライセンス
ユーザーがアクセス可能な SilkCentral アプリケーション機能は、Silk 製品に付属するライセンス管理ソフ
トウェアである SilkMeter により決定されます。 ライセンスの詳細については、それぞれの製品のインス
トール手順を参照してください。
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Test Manager、リスク ベース テスト、および品質目標
ソフトウェアの開発中には、テスト範囲、時間、およびコストの間で頻繁に均衡をとる必要があります。
この均衡を決定するために一般に使用される方法がリスク ベース テストです。
リスク ベース テストの主なプロセスは、品質およびアプリケーションのエンド ユーザーにとって重要な要
因に基づいてテスト資産を分類することです。
この分類プロセスに基づき、品質担当者が利用可能な時間および目的とする品質プロセス目標に応じた、
適切なテストのセットを決定できます。 テストのサブセットの実行には、一定のリスクが含まれます。 こ
のリスクを適切な方法で定量化することによって、関係者にプロセス全体が周知されます。このことは、
リスク ベース テスト実施の成功に不可欠です。
Test Manager では、リスク ベース テストに使用される要素は、品質目標 を使用して完全にカスタマイズ
可能です。 任意のリストタイプのカスタム属性または要件プロパティに対して、テスト資産の分類に使用
される品質目標を作成できます。 これにより、ユーザーは、プロジェクトが特定の品質基準を満たすため
に実施する必要があるテストのサブセットを定義できます。 品質目標レポートによって、ユーザーは、テ
スト資産に関するテスト計画と実行プロセス、関連範囲、時間、および品質指標を関係者に通知できます。

品質目標を使用したリスク ベース テスト アプローチの実装
指定されたプロジェクトで、テストの範囲と時間との間でバランスをとりながら、アプリケーションの品
質を受け入れ可能なものにすると想定します。 次のステップで、リスク ベース テスト アプローチを実装
するために、品質目標を使用するワークフローの概要について説明します。
このプロジェクトで、関係者は、十分なテスト シナリオが実行されると同時に、最も重要な要件が十分に
テストされるようにしたいと考えています。 以下の例のデータは、Test Manager の新規バージョンに含
まれている デモ プロジェクトにも含まれています。
1. プロジェクトを選択します。
2. 要件プロパティ リスト を作成し、要件の重要性をキャプチャします。

この例では、値を指定して要件プロパティ Business Value を作成します。
• Low
• Medium
• High

3. テスト属性 リスト タイプを作成し、このテストの目的のタイプをキャプチャします。
この例では、値を指定してテスト属性 Level を作成します。
• Full
• Regression
• Smoke

4. レポート > 品質目標 をクリックします。
5. 新しい品質目標を作成します。

この例では、次の 目標 (%) を要件プロパティに指定して、品質目標 Business Value を作成します。
• High-100%
• Medium-75%
• Low-50%

6. 新しい品質目標を作成します。
この例では、次の 目標 (%) をテスト属性に指定して、品質目標 Test Objectives を作成します。
• Full-80%
• Regression-50%
• Smoke-100%

7. テスト資産の開発後、属性/プロパティを要件およびテストに割り当てます。
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8. テスト範囲を決定し、テスト範囲について関係者間で合意するには、レポート > 詳細ビュー をクリッ
クします。

9. テスト > ステータス レポート > 品質目標計画レポート をクリックします。
このレポートでは、品質目標値ごとのテストの数とパーセンテージ、手動テストの合計計画時間、およ
び、プロジェクトで使用可能なテスト数に対する目標を満たすために 必要なテスト数を示します。

10.計画について合意を形成し、テスト実行を介してプロジェクトが進行すると、品質目標のテスト ステー
タスは、品質目標実行レポート を使用して簡単に評価できます。

11.テスト > ステータス レポート > 品質目標実行レポート をクリックします。
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クイック スタート タスク
このセクションでは、Test Manager で使用できるクイック スタート タスクについて説明します。 クイッ
ク スタート タスクは、ユーザーが Test Manager を使用して実行する必要があると想定される主要なタス
クの概要です。 これらのタスクは、チュートリアルとしての役割を果たし、Test Manager のコア機能を
ベスト プラクティスに従って使用する方法をステップごとに示しています。

共有ステップ ライブラリの管理 - クイック スタート タスク
共有ステップ ライブラリを管理するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

共有ステップ ライブラリを作成する
1. メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックします。
2. ライブラリ ツリーで、共有ステップ ライブラリ と呼ばれるルート ノードを選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

注: また、ルート ノードを右クリックして、ライブラリの新規作成 をクリックしてもかまいませ
ん。

共有ステップ オブジェクトを作成する
手動テストまたは共有ステップ オブジェクトの ステップ ページで、共有ステップ オブジェクトを作成で
きます。
共有ステップ オブジェクトを作成するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有するステップを含む手動テストまたは共有ステップ オブジェクトの ステップ ページに移動しま

す。
3. CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、ステップを選択します。
4.  をクリックします。 共有ステップの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 名前 テキスト ボックスに、新しい共有ステップ オブジェクトの名前を入力します。
6. ライブラリ ツリーでの新しい共有ステップ オブジェクトの配置場所を選択します。
7. OK をクリックします。 共有ステップ オブジェクトが作成され、選択したステップが共有ステップ オ

ブジェクトの呼び出しにより置き換えられます。

共有ステップへの呼び出しを追加する
共有ステップ オブジェクトへの呼び出しを追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックして共有ステップをテストに追加するか、テスト > 共有ス
テップ ライブラリ をクリックして共有ステップを別の共有ステップ オブジェクトに追加します。

2. 対応するツリーで、共有ステップの追加先となるノードをクリックします。
3. ステップ タブをクリックします。
4. ステップ リストの最後に共有ステップを追加するには、  をクリックします。 選択したステップの上

に共有ステップを挿入するには、  をクリックします。 共有ステップへの呼び出し ダイアログ ボック
スが開きます。

5. 追加するステップの共有ステップ ノードをツリーから選択します。
注: テストの場合、ツリーにはアクティブなプロジェクトに表示されるライブラリのみ表示されま
す。 詳細については、「[表示設定] ページ」を参照してください。
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6. OK をクリックします。

手動テスト ステップを編集する
テストまたは共有ステップ オブジェクトの手動テスト ステップは、ステップ ページで編集します。
手動テストのステップを編集するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト または ライブラリ ツリーで、ステップを編集するノードを選択します。
3. ステップ タブをクリックします。
4. 編集するテスト ステップをクリックます。 テスト ステップの詳細が、ステップの編集 ビューに表示さ

れます。
5. テスト ステップの名前、アクションの説明、期待される結果、およびステップ プロパティを、対応す

るテキスト ボックスで編集します。
注: データ ソースからの値は、パラメータの形式で手動テスト ステップに挿入できます。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

6. 次のいずれかの操作を実行して、テスト ステップの編集を完了します。
• 適用して次のステップへ をクリックして、変更を保存し、現在のステップの後に新しいステップを

追加します。
• OK をクリックして、変更を保存します。
• キャンセル をクリックして、変更を破棄します。

バージョンを作成する
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの変更を元に戻せるようにするには、要素のバージョンを作
成します。
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストのバージョンを作成するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. ツールバーの  をクリックします。

このアクションが有効になるのは、共有ステップ オブジェクトまたは手動テストが変更された場合だけ
です。
バージョンの作成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 省略可能：バージョンに関するコメントを コメント テキスト ボックスを入力します。
5. OK をクリックします。 新しいバージョンが 履歴 ページに表示されます。

バージョンを比較する
2 つのバージョンの共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの違いを表示するには、バージョンの比
較を実行します。
2 つのバージョンの共有ステップ オブジェクトまたは手動テストを比較するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
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3. 履歴 タブをクリックします。
4. Ctrl + クリック を使用して、比較する 2 つのバージョンを選択します。
5. 選択したバージョンを右クリックします。
6. バージョンの比較 を選択します。 バージョンの比較 ダイアログ ボックスが表示され、追加、変更、お

よび削除された内容がすべて表示されます。
注: 矢印を使用して、バージョン番号を変更し、追加のバージョンを比較します。

以前のバージョンの復元
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの変更を元に戻すには、以前のバージョンを復元します。
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストを以前のバージョンに戻すには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. 履歴 タブをクリックします。
4. 復元する共有ステップ オブジェクトのバージョンを右クリックします。
5. バージョン <ID> の復元 をクリックします。
6. 共有ステップ オブジェクトまたは手動テストは、選択したバージョンに復元され、新しいバージョン

が 履歴 ページに作成されます。 手動テストの場合、添付ファイル、パラメータ、およびデータ セット
は復元されません。

プロジェクトの設定 - クイック スタート タスク
プロジェクトを設定するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

プロジェクトを設定する
プロジェクト設定をカスタマイズするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. プロジェクト設定 タブを選択して、現在の設定を表示します。 プロジェクト設定 ページが開きます。
3. 現在のプロジェクト設定を変更する場合は、編集 をクリックします。
4. プロジェクト設定の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。 次の情報を指定できます。

ビルド情報ファ
イル名

ビルド情報ファイルには、ビルド番号、ビルド ログの場所、エラー ログの場所、
ビルドの場所などのプロジェクト情報が記載されています。 このテキスト ボック
スにプロジェクトのビルド情報ファイルの名前を入力します。 テスト実行ではす
べて、指定されたこのファイルからビルド情報を読み取ります。

プロジェクト リ
リース日

プロジェクトの予定されているリリース日を指定します。

結果で無視する
ファイル拡張子

テスト実行の結果として保存しないファイルのタイプを指定します。

注: ファイル拡張子はカンマで区切る必要があります（xlg, *_, res など）。 ビルド情報ファイル
名 や 結果で無視するファイル拡張子 を変更しても、スケジュール設定されたテストには影響あり
ません。 タスクを実行サーバーに再割り当てするには、テストのスケジュールを定義し直すか、
データベースとの接続をいったん解除してから接続し直す必要があります。

5. 保存 をクリックして、プロジェクト設定を保存します。
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カスタム属性を作成する
カスタム属性を作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 属性 タブをクリックして、現在の属性のリストを表示します。
3. 属性の新規作成 をクリックします。 属性の新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しい属性の名前を 名前 フィールドに入力します。 属性が利用可能になったときに、この名前がリス

ト ボックスに表示されることになります。
5. 新しい属性の説明を 説明 フィールドに入力します。
6. 属性の タイプ を選択します。 属性の各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパティの

タイプ」を参照してください。
7. OK をクリックします。

フィルタを作成する
フィルタを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しいフィルタの名前を 名前 フィールドに入力します。

フィルタが選択可能なときに、この名前がリスト ボックスに表示されることになります。
5. 新しいフィルタのカテゴリを カテゴリ リスト ボックスから選択して、このフィルタを以下の特定の

Test Manager 領域で利用できるようにします。
カテゴリ 領域
要件 要件
テスト テスト
実行 実行

6. 新しいプロファイルの説明を 説明 フィールドに入力します。
7. 省略可能：他のユーザーに対してフィルタを表示できるようにするには、他のユーザーが表示可能 チェ

ック ボックスをオンにします。
8. 省略可能：他のユーザーがフィルタを編集できるようにするには、他のユーザーが編集可能 チェック ボ

ックスをオンにします。
注: 他のユーザーが表示可能 および 他のユーザーが編集可能 のチェックがオンになっている場
合、フィルタは公開されます。 非公開フィルタを削除するには、フィルタの所有者となるか、他
のユーザーの非公開フィルタの削除 許可が必要となります。

9. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、
選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。

注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

10.フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
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プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

11.省略可能：新しいフィルタに複数の選択条件を追加する場合は、1 つ追加 をクリックします。 この手
順を繰り返して、新しい選択条件を定義します。

注: 複数の選択条件を定義する場合は、既存の条件に加えてさらに条件を満たす必要があるのかど
うか (AND 関係)、あるいは選択条件のいずれかが満たされたときにフィルタリングの結果が真に
なるのか (OR 関係) を指定する必要があります。 AND か OR のいずれかを選択して、選択条件
間の関係を定義します。 入れ子になった AND/OR 関係は定義できません。

12.省略可能：選択条件を減らすには 1 つ削除 をクリックします。 その結果、最後に追加された選択条件
が削除されます。

13.OK をクリックして新しいフィルタを保存します。この操作を中止する場合は、キャンセル をクリック
します。

変更通知を有効にする
変更通知を有効にするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 通知 タブをクリックします。
3. 通知の設定 をクリックして、変更通知の設定 ダイアログ ボックスを開きます。
4. 現在選択されているプロジェクトで要件が変更されたときに電子メールによる通知を受ける場合は、要
件の変更 チェック ボックスをオンにします。

5. 現在選択されているプロジェクトでテストが変更されたときに電子メールによる通知を受ける場合は、
テストの変更 チェック ボックスをオンにします。

6. 通知設定を保存する場合は OK をクリックし、変更内容を保存せずに操作を中止する場合は キャンセ
ル をクリックします。

有効にした通知に加えられた変更に関して、電子メールで通知されます。

ステップ プロパティを作成する
ステップ プロパティを新規作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。
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注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ステップ プロパティ タブをクリックします。
3. プロパティの新規作成 をクリックします。 ステップ プロパティの新規作成 ダイアログ ボックスが開

きます。
4. 新しいプロパティの名前を 名前 テキスト ボックスに入力します。

注: ステップ プロパティ フィールドは常に文字列型として宣言されます。

5. OK をクリックすると、選択した Test Manager プロジェクトで扱われているすべての手動テスト ステ
ップでプロパティを使用できるようになります。

注: ライブラリに対してステップ プロパティを作成するには、ライブラリ ツリーでライブラリ ノ
ードを選択し、2 番目の手順から続行します。

テスト結果の分析 - クイック スタート タスク
テスト結果を分析するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

新しいレポートを作成する
新しいレポートを作成するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、新しいレポートを追加するフォルダを選択します。

これにより、ディレクトリ ツリー内でレポートが保存される場所が決まります。
3. ツールバーの  をクリックします。 レポートの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
4. 新しいレポートの名前を入力します。

この名前は、レポート ツリーに表示されます。
5. 他のユーザーもこのレポートを使用できるようにする場合は、このレポートを他のユーザーと共有す
る チェック ボックスをオンにします。

6. タイムアウト [秒] フィールドに、Test Manager が SQL クエリが完了するまで待機する最長時間を秒
数で指定します。

7. デフォルト タブ リスト ボックスから、状況依存のレポート リストからレポートを選択した場合に移動
するタブを選択します。

8. 結果カテゴリ リスト ボックスから、対応する結果の種類を選択します。
この設定では、レポート作成時にフィルタ対象になるデータベース テーブルおよびビューを指定しま
す。 選択できる結果の種類は次のとおりです。
結果の種類 説明
要件 要件 モジュールで使用できる要件のうち、照会条件を満たすものを返します。
テスト テスト 領域で使用できるテストのうち、照会条件を満たすものを返します。
テストの実行 実行 領域から、照会条件を満たす実行済みテスト結果を返します。
実行計画 実行領域から実行計画を返します。
問題 問題を返します（インポートされた問題を含む）。
要件進捗 (ビルド単
位)

ビルドごとの要件の進捗に関する情報が含まれます。ビルド間での要件の開発
状況がわかります。

要件進捗 (日単位) [要件進捗 (ビルド単位)] と同じですが、日ベースで開発状況を示します。
テスト進捗 (ビルド
単位)

ビルド間でのテストの開発状況を示します。
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結果の種類 説明
テスト進捗 (日単位) [テスト定義進捗 (ビルド単位)] と同じですが、日ベースで開発状況を示します。
結果種別ごとに一連の選択基準が提供されています。 選択した結果カテゴリに合わせて、レポートで使
用する 選択基準 を指定します。 通常、これらの選択基準では、ビューやその他の直感的なグループ化

（カスタム プロパティなど）によって、プロパティが分類されます。
9. プロパティ リスト ボックスから、フィルタを適用するプロパティを選択します。

選択基準の中には、プロパティが動的なものもあります。
10.クエリの 演算子 を選択します。

選択可能な演算子はプロパティによって異なります。 演算子の例としては、=、不一致、部分一致、部
分不一致 などがあります。 文字列の比較は常に小文字で行われます。 文字列で利用できるワイルド
カードは * と ? です。* は任意の数の文字に、? は 必ず 1 つの文字に一致します。

11.クエリの絞り込み対象となる 値 を選択または指定します。
日付に基づくプロパティの場合は、値 フィールドは特定の日付を選択するために使用するカレンダー
ツールに置き換えられます。

12.省略可能：レポートにクエリ文字列を追加するには、1 つ追加 をクリックします。 既存のクエリ文字
列は、文字列の 削除 ボタンをクリックすると削除できます。 複数のクエリ文字列が定義されている場
合には、1 つ追加 ボタンの横に AND と OR のオプション ボタンが表示されます。 このオプション ボ
タンを使用して、累積的にクエリを行うのか、クエリ文字列の基準の 1 つだけを満たせばよいのかを定
義します。

13.次へ をクリックし、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスでレポートの列を構成します。
14.列の追加 をクリックします。 列の追加 ダイアログ ボックスに、使用できるレポートの列がすべて表示

されます。
15.レポートに含める列を選択し、OK をクリックします。
CTRL + クリック を使用すると、複数の列を選択できます。

注: テスト計画レポートの場合、使用できる列名のリストが、LQM_v_tests テーブルの列名で拡
張されています。 詳細については、『Test Manager データベース モデル ヘルプ』を参照してく
ださい。

選択した列が、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスに表形式で表示されます。
16.省略可能：各レポート列の表示方法を設定します。 列ごとに、ソート 列の上下の矢印を使って、ソー

トの方向（昇順、降順、ソートなし）を指定します。
17.複数の列をソート対象に選択すると、ソート順序 の列にリスト ボックスが表示されるので、それを使

用して列のソート順をさらに簡単に指定できます。 必要に応じて番号を設定します。
18.各列に エイリアス を指定します。

これは、生成されたレポートで列のラベルとなる名前です。
19.グループ化することで、SQL の集約機能を利用できます（複数の要素の選択、合計値の問い合わせな

ど）。 グループ化 チェック ボックスをオンにし、SQL の GROUP BY 機能を適用することを指定しま
す。

20.SQL の GROUP BY 機能の対象に選択されていない列は、デフォルトにより集約に設定されます（つま
り、合計値が 1 つ計算されます）。 集約 リスト ボックスから、適切な集約タイプを選択します。
利用可能なタイプは、
• 件数
• 合計値
• 平均値
• 最小値
• 最大値

21.アクション 列では、ビューの中で列のリストを上下に移動したり、列を削除したりできます。 上へ移
動 および 下へ移動 の機能を使ってもレポートの結果には影響しません。

22.完了 をクリックして、レポートの新規作成を終了します。

24 | SilkCentral Test Manager 12.0



レポートのプロパティを編集する
レポートのプロパティを編集するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. プロパティ タブをクリックします。
5. 編集 をクリックします。 レポートの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
6. 必要に応じて、レポートの 名前 や 説明 を編集します。
7. このレポートを他のユーザーと共有する場合は、このレポートを他のユーザーと共有する チェック ボ

ックスをオンにします。
8. デフォルト タブ リスト ボックスから、状況依存のレポート リストからレポートを選択した場合に移動

するタブを選択します。
9. 次のいずれかのオプションを選択して、レポートがどのように編集されるかを指定します。

オプショ
ン

説明

簡易レポ
ート

選択基準を変更（つまり選択したレポートの結果を変更）したり、詳細クエリ モード を
クリックして SQL クエリ コードを変更したりできます。

詳細レポ
ート

SQL を使い慣れている場合は、レポート データ クエリ テキスト ボックスでクエリのコ
ードを編集できます。 SQL クエリを編集するときの補助として、関数のプレースホルダ

（"変数" など）のリスト ボックスを使用できます。 あらかじめ定義された関数のいずれか
を挿入するには、プレースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレースホルダを
選択します。

• 詳細レポート：SQL を使い慣れている場合は、レポート データ クエリ フィールドでクエリのコー
ドを編集できます。 SQL クエリを編集するときの補助として、関数のプレースホルダ（"変数" な
ど）のリスト ボックスを使用できます。 あらかじめ定義された関数のいずれかを挿入するには、プ
レースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレースホルダを選択します。
注: クエリの SQL コードを手作業で編集する場合は、編集後に SQL のチェック をクリックして作
業を確認してください。

10.完了 をクリックして変更を保存します。

レポートのパラメータを編集する
レポートのパラメータを編集するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。 レポートにパラメータが定義されている場合には、そのパラメー

タのリストが表示されます。
4. パラメータの編集 をクリックします。 パラメータの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 必要に応じて、一覧表示されたパラメータの ラベル や 値 を編集します。
6. 使用方法 リスト ボックスから、パラメータの使用方法の種類を選択します。

• 定数値
• 開始日
• 終了日

7. OK をクリックして、変更を保存します。
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SQL で高度なクエリを作成する
手作業で SQL をコーディングすると、高度なレポートを作成することができます。 データベース スキー
マがわかっている場合には、ほとんどどのようなレポートでも作成できます。 詳細クエリ モード をクリッ
クすると、クエリ文字列のリスト ボックスが消え、レポート データ クエリ テキスト ボックスが表示され
ます。このテキスト ボックスで、既存のコードを挿入したり、新しい SQL コードを作成したりできます。
1 つの方法としては、「新しいレポートを作成する」で説明したようにリスト ボックスを使用してクエリ文
字列を作成します。 レポート基準が有効であれば、それに相当する SQL 文が生成されて表示され、詳細ク
エリ モードに移動してさらに修正を行います。

注: 詳細クエリ モードから簡易モードに戻ることはできません。

SQL で高度なクエリを直接記述するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、新しいレポートを追加するフォルダを選択します。

これにより、ディレクトリ ツリー内でレポートが保存される場所が決まります。
3. ツールバーの  をクリックします。 レポートの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
4. 新しいレポートの名前を入力します。

この名前は、レポート ツリーに表示されます。
5. 他のユーザーもこのレポートを使用できるようにする場合は、このレポートを他のユーザーと共有す
る チェック ボックスをオンにします。

6. 説明 テキスト ボックスにレポートの説明を入力します。
7. 詳細クエリ モード をクリックすると、レポート データ クエリ テキスト ボックスが開きます。 必要に

応じて、既に記述したコードをこのテキスト ボックスに挿入するか、新しいコードを直接書き込みま
す。
SQL クエリを記述する際の補助として、Test Manager 関数のプレースホルダのリスト ボックスを利用
できます。 詳細については、「カスタム レポート用の SQL 関数」を参照してください。 あらかじめ定
義された関数のいずれかを挿入するには、プレースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレー
スホルダを選択します。

注: クエリの SQL コードを手作業で編集する場合は、SQL のチェック をクリックして作業を確認
します。

8. レポートのプロパティの編集が終了したら、完了 をクリックして設定を保存します。

BIRT レポート テンプレートをカスタマイズする
BIRT RCP Designer (BIRT) を使用すると、Test Manager にあらかじめ組み込まれたレポート テンプレ
ートをカスタマイズしたり、カスタム レポート テンプレートを作成したりできます。 BIRT の使用の詳細
については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』および BIRT RCP Designer のドキュメントを参照し
てください。
編集用に既存のテンプレートをダウンロードするには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. BIRT レポート テンプレートを利用するレポートを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. BIRT レポート テンプレートのダウンロード をクリックします。 空の汎用 BIRT レポート テンプレ

ートとしてレポート データを受け取ります。 データソースはすでに構成済みです。
5. ローカル システムにテンプレートを保存した後、必要に応じて変更を加えます。

BIRT レポート テンプレート設定の構成については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照して
ください。

6. 管理 > レポート > レポート テンプレート の アップロード リンクを使用して、変更したレポート テン
プレートをアップロードします。
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サブレポートを追加する
複数のレポートの結果を現在選択しているレポートに集計するために、サブレポートを追加することがで
きます。 レポートをサブレポートとして追加すると、サブレポートの結果の列と行は、選択したレポート
の結果に連結されます。
レポートをサブレポートとして追加するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. サブレポートの追加 をクリックします。
サブレポートの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. レポート ツリーから、現在のレポートに追加するサブレポートを選択します。
6. OK をクリックして、サブレポートの追加を完了します。 関連するレポートの プロパティ ページの サ
ブレポート セクションに、サブレポートが表示されます。

レポートを表示する
それぞれのテンプレートでは役に立つグラフを作成するために特定のデータ形式を想定しているため、す
べてのテンプレートをすべてのレポート クエリに適用できるわけではありません。 互換性のないレポー
ト テンプレートを使ってレポートを生成しようとすると、エラー メッセージが返されます。 たとえば、1
行 4 値（横棒グラフ表示） テンプレートを選択して 要件ステータス概要 レポートを表示できるのは、レ
ポート クエリによって返される 4 つの値（[失敗]、[成功]、[未実行]、[未カバー]）が、この Microsoft
Excel のテンプレートによって厳密に要求されるためです。
レポートを生成するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、生成するレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. レポート テンプレートの選択 アイコンをクリックします。 レポート テンプレートの選択 ダイアログ

ボックスが表示されます。
5. 使用するテンプレートを選択します。
6. OK をクリックしてレポートを表示します。
7. 省略可能：必要に応じて、リスト ボックスからレポートの別の表示拡大率を選択します。

デフォルトは 100% です。 他に、50%、75%、150%、200% の選択肢があります。

グラフを表示する
グラフを表示するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、グラフを表示するレポートを選択します。
3. グラフ タブをクリックして、デフォルトのグラフを表示します。
4. 必要なグラフの種類を選択するには、  をクリックします。
5. グラフの種類の選択 ダイアログ ボックスで、リスト ボックスからグラフの種類を選択します。
6. グラフに適用する表示プロパティをオンにします。

• 三次元表示
• 横のグリッド線を表示
• 縦のグリッド線を表示
• 凡例を表示

7. グラフ オプションを保存する方法を指定します。
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• 現在のユーザーのみ オプション ボタンをクリックすると、現在のユーザーがこのグラフを表示する
ときには常に、このグラフ設定がレポートの標準設定より優先されます。

• レポートの標準とする オプション ボタンをクリックすると、優先するユーザー設定を定義していな
いすべてのユーザーに対し、このグラフ設定が表示されます。 この設定は、個々のユーザーの設定
には影響しません。

8. OK をクリックすると、新しいグラフの種類が表示されます。
注: ここで定義したグラフ設定は、このレポートのデフォルトになります。 標準のグラフでは必要
なデータが得られない場合、または必要な形式でデータを表示できない場合は、Test Manager の
レポート機能を使用して、問い合わせたデータの表示をカスタマイズできます。 現在のグラフを
別のブラウザ ウィンドウで開くには、グラフ ページの一番上にある  をクリックします。

コード変更影響度レポートを生成する
コード変更影響度レポートを生成するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. コード カバレッジ データを分析するプロジェクトを選択します。
3. メニューで レポート > コード分析 をクリックします。
4. ツールバーの コード変更影響度レポートの作成 をクリックします。 レポート対象クラスの選択 ダイ

アログ ボックスが表示されます。
5. 選択済みの値を変更する場合は、製品 と バージョン を選択します。
追加 をクリックして、選択したクラス 選択リストにクラス ファイルを追加します。
選択したクラス 選択リストのクラスを削除するには、エントリを選択して、削除 をクリックします。
すべて削除 をクリックすると、選択したクラス 選択リストからすべての選択済みクラスが削除されま
す。

6. フィルタ テキスト ボックスに、パッケージ/名前空間をフィルタ処理する条件を入力します。 たとえ
ば、「published」という文字列を入力すると、名前に「published」という文字列が含まれるパッケー
ジ/名前空間のみ表示されます。

7. パッケージ/名前空間 リスト ボックスからパッケージを選択します。
複数のパッケージ/名前空間を選択するには、CTRL + クリック を使用します。
選択したパッケージ/名前空間で使用可能なクラスが、クラス リスト ボックスに表示されます。

8. クラス リスト ボックスで、レポートにソースとして含めるクラスを選択します。
複数のクラスを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

9. 追加 をクリックします。 選択したクラスが 選択したクラス リスト ボックスに追加されます。
10.必要なすべてのクラスを 選択したクラス リストに追加するまで、前のステップを繰り返して、クラス

ファイルを 選択したクラス リスト ボックスに追加します。
11.レポートの選択 リスト ボックスから、レポートを選択します。
12.OK をクリックしてレポートを生成します。

要件を管理する - クイック スタート タスク
Test Manager で要件を管理するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

要件を作成する
注: 新規に作成された Test Manager プロジェクトには要件は含まれていません。

新しい要件を作成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの 要件の新規作成 をクリックします。

28 | SilkCentral Test Manager 12.0



注: 作業中のプロジェクトに関連付けられている要件がまだ存在しない場合は、要件 ツリーで <こ
こをクリックすると、要件を追加できます> リンクをクリックし、要件の新規作成 ダイアログ ボ
ックスを開きます。

要件の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. 名前 と 説明 フィールドに、内容を表す名前と説明をそれぞれ入力します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

4. リスト ボックスで、優先度、リスク、および レビュー済み から適切なステータスを選択します。
5. カスタム要件が定義されている場合は、レビュー済み リスト ボックスの下に表示されます。 該当する

テキスト ボックスに、この要件と一緒に追跡するカスタム プロパティのデータを入力します。
注: 優先度、リスク、レビュー済み、およびすべての カスタム プロパティ フィールドは、これら
のプロパティの 親から継承 チェック ボックスがオンになっている場合は、親要件の対応するプロ
パティから自動的に設定されます。

6. OK をクリックして、最上位の新規要件を作成します。 または、適用して新しい要件へ をクリックし
て、新規に作成した要件を保存した後で、別の最上位要件を作成するために 要件の新規作成 ダイアロ
グ ボックスを開くこともできます。 あるいは、適用して新しい子要件へ をクリックして、新規の最上
位要件を作成した後で、子要件の新規作成 ダイアログ ボックスを開くこともできます。

要件タイプを設定する
設定済みの要件タイプを持たない要件は、要件管理システム（RMS）にアップロードできません。 RMS か
ら要件をインポートすると、適切な要件タイプが自動的に設定されます。

注: CaliberRM、Requisite Pro、および DOORS タイプの要件では、最上位の要素（プロジェクト ノ
ードの直下にある要件）に対してのみ要件を設定できます。 その他のすべての要件は、親の要件タイ
プを共有します。

要件タイプを設定するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 要件のマップ をクリックして、リストから要件タイプを選択します。 要件タイプは、CaliberRM、

Requisite Pro、および DOORS で使用される分類で、同期のために必要です。
注: 要件のマップ は、プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 の 要件管理 ページ
で外部要件のインテグレーションが有効になっており、要件が外部要件管理ツールにアップロード
されていない場合にのみ有効です。 また、オプション ...への要件のアップロードを有効にする を
有効にする必要があります。

5. 設定を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。

要件にファイルを添付する
要件にファイルを添付するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

4. ファイルのアップロード をクリックします。 ファイルのアップロード ダイアログ ボックスが開きま
す。
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5. 参照 をクリックして、添付するファイルをローカル ファイル システムから選択します。
6. 説明 フィールドに、添付ファイルの説明を入力します。
7. OK をクリックします。 添付ファイルがサーバーにアップロードされ、選択した要件に関連付けられま

す。
注: 要件へのファイルの添付は、Mozilla Firefox では動作しない場合があります。 Firefox では、フ
ァイル リンクの場合、file:/// のようにスラッシュを 3 つ記述する必要があります。他のブラウザで
は、file:// のように 2 つのみを記述します。 さらに Firefox では、リモート ファイルからローカル
ファイルまたはディレクトリへのリンクをブロックするセキュリティ機能があります。 詳細につい
ては、http://kb.mozillazine.org/Firefox_:_Issues_:_Links_to_Local_Pages_Don't_Work を参
照してください。

要件にリンクを添付する
要件にリンクを添付するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件 ツリー から要件を選択します。
4. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

5. リンクの添付 をクリックします。 リンクの添付 ダイアログ ボックスが開きます。
6. リンク テキスト ボックスに URL を入力します。
7. 説明 フィールドに、添付するリンクの説明を入力します。
8. OK をクリックします。 選択した要件にリンクが関連付けられます。

詳細ビューからテストを生成する
要件 ツリーからテストを直接生成して、テストを特定の要件に割り当てることができます。 要件 ツリー
は、新しい テスト ツリーのテスト フォルダ/テスト構造のテンプレートとなります。
詳細ビュー から新しいテストを生成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. テストに変換する要件またはプロジェクトのノードを右クリックし、テストの生成 を選択します。 要
件からのテストの生成 ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスを利用して、選
択した要件サブツリーのリーフ ノード (最下位ノード) をテストに変換するか、テスト フォルダに変換
するかを指定できます。また、このツリーを新しいテスト コンテナ内に生成するか、既存のコンテナ内
に生成するかも指定できます。

3. 名前の入力 テキスト ボックスに新しいテスト コンテナの名前を入力し、製品の選択 リスト ボックスか
ら製品を選択して、アクティブな Test Manager プロジェクト内にコンテナを作成します。
製品の選択 リスト ボックスには、プロジェクト マネージャによって構成された製品がインポートされ
ています。 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照するか、プロジェクト マネ
ージャに問い合わせてください。

4. ソース管理プロファイルを定義している場合は、ソース管理プロファイルの選択 リスト ボックスから、
テストのソースを管理するために使用するソース管理プロファイルを選択します。
ソース管理プロファイルの詳細については、「ソース管理プロファイル」を参照するか、Test Manager
管理者に問い合わせてください。

5. テストで選択した要件の子要件をすべて含めるには、子要件を含める チェック ボックスをオンにしま
す。
このチェック ボックスは、デフォルトでオンになっています。
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6. 新規のテストを、その作成元となった要件に自動的に割り当てるには、新規に生成したテストを要件に
割り当てる チェック ボックスをオンにします。
このオプションをオフにした場合は、テストを手動で要件に割り当てる必要があります。

注: 生成方法として 要件ツリーのリーフ ノードからテスト フォルダを生成する がオンになって
いる場合には、このオプションは利用できません。

7. OK をクリックして、テストを作成します。
新しいテストは、要件 ツリーと同じ構造になります。

8. テスト 領域に直接切り替えるかどうかを尋ねるメッセージ ボックスが表示されます。 はい をクリッ
クして テスト 領域にテスト計画を表示するか、いいえ をクリックして、要件 領域のままにします。

フィルタを作成する
フィルタを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しいフィルタの名前を 名前 フィールドに入力します。

フィルタが選択可能なときに、この名前がリスト ボックスに表示されることになります。
5. 新しいフィルタのカテゴリを カテゴリ リスト ボックスから選択して、このフィルタを以下の特定の

Test Manager 領域で利用できるようにします。
カテゴリ 領域
要件 要件
テスト テスト
実行 実行

6. 新しいプロファイルの説明を 説明 フィールドに入力します。
7. 省略可能：他のユーザーに対してフィルタを表示できるようにするには、他のユーザーが表示可能 チェ

ック ボックスをオンにします。
8. 省略可能：他のユーザーがフィルタを編集できるようにするには、他のユーザーが編集可能 チェック ボ

ックスをオンにします。
注: 他のユーザーが表示可能 および 他のユーザーが編集可能 のチェックがオンになっている場
合、フィルタは公開されます。 非公開フィルタを削除するには、フィルタの所有者となるか、他
のユーザーの非公開フィルタの削除 許可が必要となります。

9. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、
選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。

注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

10.フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。
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演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

11.省略可能：新しいフィルタに複数の選択条件を追加する場合は、1 つ追加 をクリックします。 この手
順を繰り返して、新しい選択条件を定義します。

注: 複数の選択条件を定義する場合は、既存の条件に加えてさらに条件を満たす必要があるのかど
うか (AND 関係)、あるいは選択条件のいずれかが満たされたときにフィルタリングの結果が真に
なるのか (OR 関係) を指定する必要があります。 AND か OR のいずれかを選択して、選択条件
間の関係を定義します。 入れ子になった AND/OR 関係は定義できません。

12.省略可能：選択条件を減らすには 1 つ削除 をクリックします。 その結果、最後に追加された選択条件
が削除されます。

13.OK をクリックして新しいフィルタを保存します。この操作を中止する場合は、キャンセル をクリック
します。

詳細フィルタを作成する
詳細カスタム フィルタを利用すると、サンプル フィルタを組み合わせて、複数のフィルタ条件を同時に適
用する複雑なフィルタを作成できます。
詳細カスタム フィルタを作成するには：
1. メニューで、適切な領域、実行計画、要件、または テスト を選択します。
2. 新規カスタム フィルタを作成します。

詳細については、「フィルタを作成する」を参照してください。
3. さらに表示 をクリックして、2 つ目のフィルタ パラメータ セットを定義するためのフィールドを表示

します。
4. フィルタ クエリの適用に使用する論理演算子を選択します。 たとえば、論理演算子 AND でフィルタさ

れる要素は両方の条件セットを満たす必要があり、論理演算子 OR でフィルタされる要素は条件セット
の一方または両方を満たす必要があります。

5. フィルタ パラメータ文字列を削除するには、  をクリックします。
6. 追加のフィルタ パラメータ フィールドを表示して、フィルタ クエリを追加するには、さらに表示 をク

リックします。 余分なフィルタ パラメータ セットを削除するには、1 つ削除 をクリックします。

詳細ビューからテストを生成する
要件 ツリーからテストを直接生成して、テストを特定の要件に割り当てることができます。 要件 ツリー
は、新しい テスト ツリーのテスト フォルダ/テスト構造のテンプレートとなります。
詳細ビュー から新しいテストを生成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. テストに変換する要件またはプロジェクトのノードを右クリックし、テストの生成 を選択します。 要
件からのテストの生成 ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスを利用して、選
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択した要件サブツリーのリーフ ノード (最下位ノード) をテストに変換するか、テスト フォルダに変換
するかを指定できます。また、このツリーを新しいテスト コンテナ内に生成するか、既存のコンテナ内
に生成するかも指定できます。

3. 名前の入力 テキスト ボックスに新しいテスト コンテナの名前を入力し、製品の選択 リスト ボックスか
ら製品を選択して、アクティブな Test Manager プロジェクト内にコンテナを作成します。
製品の選択 リスト ボックスには、プロジェクト マネージャによって構成された製品がインポートされ
ています。 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照するか、プロジェクト マネ
ージャに問い合わせてください。

4. ソース管理プロファイルを定義している場合は、ソース管理プロファイルの選択 リスト ボックスから、
テストのソースを管理するために使用するソース管理プロファイルを選択します。
ソース管理プロファイルの詳細については、「ソース管理プロファイル」を参照するか、Test Manager
管理者に問い合わせてください。

5. テストで選択した要件の子要件をすべて含めるには、子要件を含める チェック ボックスをオンにしま
す。
このチェック ボックスは、デフォルトでオンになっています。

6. 新規のテストを、その作成元となった要件に自動的に割り当てるには、新規に生成したテストを要件に
割り当てる チェック ボックスをオンにします。
このオプションをオフにした場合は、テストを手動で要件に割り当てる必要があります。

注: 生成方法として 要件ツリーのリーフ ノードからテスト フォルダを生成する がオンになって
いる場合には、このオプションは利用できません。

7. OK をクリックして、テストを作成します。
新しいテストは、要件 ツリーと同じ構造になります。

8. テスト 領域に直接切り替えるかどうかを尋ねるメッセージ ボックスが表示されます。 はい をクリッ
クして テスト 領域にテスト計画を表示するか、いいえ をクリックして、要件 領域のままにします。

テストの実行の管理 - クイック スタート タスク
テストの実行を管理するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

実行計画を作成する
実行計画を作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーのテスト サイクルから既存のフォルダを選択するか、プロジェクト ノードを選択しま

す。
3. ツールバーの  をクリックするか、選択されたノードを右クリックして 子実行計画の新規作成 を選択

します。 実行計画の新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行計画の名前と説明を入力します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. テスト コンテナ リスト ボックスからテスト コンテナを選択します。
1 つのテスト実行には、1 つのテスト コンテナしか関連付けることはできません。また、この 1 つのテ
スト コンテナからのみ、テストを実行できます。
このコンテナが属する製品で定義されている最新のバージョンとビルドが、バージョン リスト ボック
スと ビルド リスト ボックスに自動的にインポートされます。

6. バージョン リスト ボックスと ビルド リスト ボックスから、製品のバージョンとビルドをそれぞれ選択
します。
この実行計画の新規実行の開始時には、これらが使用されます。 また、各実行の開始時に、ビルド情報
ファイルからの読み込み チェック ボックスをオンにすると、アプリケーション サーバーのビルド情報
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ファイルから、バージョンとビルドが読み込まれます。 実行サーバー上でビルド情報ファイルが使用で
きる場合は、テスト実行時に、デフォルトでこのファイルが使用され、実行計画の新規作成 ダイアロ
グ ボックスの設定が上書きされます。

7. 優先度 リスト ボックスから、実行計画の優先度を選択します。
優先度パラメータは、データで考慮の対象となる最低の優先度を指定するものです。

8. 省略可能：自動化ファイルの最新バージョンの代わりに、前のバージョンがソース管理システムから取
得されるよう、ソース管理ラベル テキスト ボックスに指定できます。

注: ソース管理ラベル プロパティが有効になるのは、関連付けられているテスト コンテナでバー
ジョン管理をサポートするソース管理プロファイルが使用される場合のみです。

9. OK をクリックして 実行 ツリーを更新すると、新規に作成した実行計画が表示されます。
注: データ駆動型テストを作成する場合は、テストには、1 つのテストごとに各データ行があり、
実行計画には、データ行ごとに別々のテストが用意されます。 データ駆動型テストのみ含まれた
実行計画を作成するには、フィルタ オプションを使ってテストを割り当てる必要があります。

手動で実行計画に割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
テストを手動で実行計画に割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 選択したテストを割り当てたい実行計画を選択します。
3. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
4. 手動割り当て オプション ボタンをクリックします。 選択した実行に関連するテスト コンテナのすべ

てのテストは、テスト ツリーに表示されます。 テスト フィルタを作成した場合は、テスト ツリーの上
にあるフィルタ リストから選択できます。 新しいテスト フィルタを作成するには、テスト 領域に移動
し、ツールバーの フィルタの新規作成 をクリックします。

5. ツリーで、現在選択されている実行計画に割り当てるテストの左にある  をクリックします。
フォルダまたはトップレベル コンテナの割り当て矢印をクリックした場合は、それを親とするすべての
子テスト定義が、選択されている実行計画に割り当てられます。

グリッド ビューから実行計画にテストを割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
グリッド ビュー から 1 つまたは複数のテストを、1 つまたは複数の実行計画に割り当てるには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 実行計画に割り当てるテストを選択します。

一般的なブラウザの複数選択機能である Ctrl + クリック または Shift + クリック を使用して、複数の
テストを選択します。

3. 選択したテストを右クリックし、選択の保存 を選択します。
4. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
5. 選択したテストを割り当てたい実行計画を選択します。
6. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
7. 保存された選択の割り当て をクリックします。

注: 実行計画のテスト コンテナに存在するテストのみ、挿入されます。 選択したテストは、1 つ以
上の実行計画に挿入することができます。 これらは、別のプロジェクトの要件に割り当てること
はできません。 選択内容は、ユーザーが別の選択を保存するか Test Manager を閉じるまで保持
されます。
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フィルタを使用してテストを実行計画に割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
フィルタを利用して、1 つまたは複数のテストを実行計画に割り当てるには：
1. テスト 領域でフィルタを作成します。

詳細については、「フィルタを作成する」を参照してください。 フィルタがすでにある場合には、この
ステップをとばしてください。

2. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
3. テストを割り当てる実行計画を選択します。
4. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
5. テストの割り当てタイプから、フィルタによる割り当て を選択します。
6. リスト ボックスからフィルタを選択します。

注: テスト > グリッド ビュー でテストを実行計画に割り当てた場合は、テストの割り当てタイプは、
自動的に 手動割り当て に設定されますが、その前にフィルタリングされたテストは、割り当て済みテ
スト ページでそのままになります。

カスタム スケジュールを作成する
選択されている実行計画、フォルダ、または構成スイートに対してカスタム スケジュールを作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. カスタム スケジュールを設定する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。

注: グローバル スケジュールを編集してカスタム スケジュールとして保存するには、リスト ボッ
クスからグローバル スケジュールを選択して、編集 をクリックします。 これによって、グローバ
ル スケジュールを編集して、その結果をカスタム スケジュールとして保存できます。

3. スケジュール タブをクリックします。
4. カスタム オプション ボタンをクリックして、スケジュールの制御を有効にします。
5. 編集 をクリックします。
6. 開始時間 フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して、実行スケジュールの

開始日時を指定します。
7. テストの実行 間隔 を指定します。
8. 実行 セクションで、スケジュールの終了日時を指定します。

以下のいずれかのオプションを選択します。
• 終了日時のないスケジュールを定義するには、期限なし をクリックします。
• n 回 をクリックします。
• 期限あり フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して、実行スケジュー

ルの終了日時を指定します。
9. 省略可能：除外期間の追加 をクリックして、スケジュールされた要素が実行されない期間を定義しま

す。
10.省略可能：限定実行の追加 をクリックして、スケジュールされていない実行定義を実行する期間を定義

します。
11.保存 をクリックして、カスタム スケジュールを保存します。

セットアップ実行とクリーンアップ実行を設定する
テストをセットアップ用またはクリーンアップ用のテストとして定義するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. セットアップ用またはクリーンアップ用テストを設定する実行計画をクリックします。
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3. セットアップ/クリーンアップ タブをクリックします。
• セットアップ用テストを定義する場合は、次のステップを続行します。
• クリーンアップ用テストを定義する場合は、ステップ 5 に進みます。

4. 省略可能：セットアップ用テストを定義するには、セットアップ用テスト セクションにある 編集 をク
リックします。 セットアップ用テストの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. クリーンアップ用テストを定義するには、クリーンアップ用テスト セクションにある 編集 をクリック
します。 クリーンアップ用テストの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

6. テスト ツリーで、設定するテストを選択します。
7. OK をクリックします。
設定されたテストが、セットアップ/クリーンアップ ページの対応するセクションに表示されます。

依存実行計画を追加する
依存実行計画を追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. マスタ実行計画として動作する実行計画を選択します。
3. 依存関係 タブをクリックします。
4. 依存実行計画の追加 をクリックします。 依存実行計画の追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 条件 ドロップダウン リストから、依存実行計画のトリガとなる条件を選択します。

• 合格
• 失敗
• 未実行
• 任意
任意 は、直前のテスト実行のステータスに関係なく、依存テスト実行がトリガされることを意味しま
す。

6. ツリー メニューから、依存する実行計画を選択します。
7. この依存実行計画を配置する場所を指定します。

オプション 説明
依存実行計画で指
定されているとお
り

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページで依存実行計
画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てら
れている手動テストは、配置 ページで依存実行計画に指定されたユーザーに割り
当てられます。

<選択されている
実行計画の実行サ
ーバー> と同じ

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページでマスタ実行
計画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当て
られている手動テストは、配置 ページでマスタ実行計画に指定されたユーザーに
割り当てられます。

個別指定：実行サ
ーバー/手動テス
ト担当者

リスト ボックスから定義済みの実行サーバーと手動テスト担当者のいずれか、ま
たは両方を選択します。 この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、
指定の実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てられている
手動テストは、指定の手動テスト担当者に割り当てられます。 手動テスト担当者
のみが指定されていて、サーバーの指定がない場合は、手動テストのみが実行され
ます。 実行サーバーのみが指定されていて、手動テスト担当者の指定がない場合
は、自動テストのみが実行されます。

8. OK をクリックして依存関係を作成します。
注: Test Manager では、循環する実行依存関係は作成できません。 手動テストを満たすための条
件を選択することができます。 たとえば、選択されている条件が [失敗] の場合に、すべての手動
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テストが合格で、一部の自動テストが失敗ならば、この依存実行計画に割り当てられている自動テ
ストのみが実行されます。

実行計画にキーワードを割り当てる
実行計画にキーワードを割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. このページの 実行環境 セクションにある 編集 をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ

ボックスが表示されます。 ユーザーの実行環境に対して定義されているすべてのキーワードが、そこに
一覧表示されます。

注: 各実行サーバーに対してデフォルトで予約されるキーワード #<execution
name>@<location name> がそのリストに含まれています。

5. キーワードの選択または入力 リスト ボックスで、実行環境の要件を反映するキーワードを選択しま
す。
一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のキーワードを選択します。

ヒント: キーワードの入力 テキスト ボックスでは、オートコンプリート機能が有効になっていま
す。 このフィールドに英文字を入力すると、フィールドはその入力された文字に一致する既存の
キーワードで動的に更新されます。 複数のキーワードが キーワードの選択または入力 または 割
り当て済みキーワード リスト ボックスで選択されている場合、このテキスト ボックスは無効にな
ります。
ヒント: 数台の実行サーバーしかなく、ハードウェア プロビジョニングが必要ないときは、実行サ
ーバーごとに作成されるデフォルトの予約済みキーワードを使用するだけで十分である可能性が
あります。 その場合、新たにキーワードを選択する必要はありません。

6. > をクリックして、キーワードを 割り当て済みキーワード リスト ボックスに移動します。
注: 割り当てられたキーワードに一致する実行サーバーが、下の動的に更新される キーワードに一
致した実行時に配置可能な実行サーバー リスト ボックスに表示されます。 この一覧は、キーワー
ドを追加/削除するたびに更新されます。 実行サーバーにアクセスするには、管理 > 実行サーバ
ー で、一覧の実行サーバーの名前をクリックします。

7. OK をクリックしてキーワードを保存し、キーワードの割り当て ダイアログ ボックスを閉じます。

実行計画を実行する
スケジュールから独立して実行計画を実行するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、実行する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. ツールバーの 実行 をクリックします。 実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行 ダイアログ ボックスで実行するテストを定義します。
5. 実行計画に進行中の手動テストが含まれていない場合は、アクティビティへの移動 ダイアログ ボック

スが表示されます。 アクティビティ ページの実行計画の実行の詳細を表示するには、はい をクリック
します。現在の Web ページのままにする場合は、いいえ をクリックします。

注: 今後 アクティビティ ページへの切り替えを選択するダイアログを表示する必要がない場合
は、このダイアログを再び表示しない（このログイン セッション中のみ） チェック ボックスをオ
ンにします。 この設定は、Test Manager をログアウトするときに破棄されます。

テストの実行詳細を表示する
テストの実行詳細を表示するには：
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1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 詳細を表示する実行の 実行 ID をクリックします。 テスト実行の結果 ダイアログ ボックスが表示さ

れます。
5. 詳細 タブをクリックします。

テストを管理する - クイック スタート タスク
テストを体系的に整理するには、以下のタスクの一部または全部を実行する必要があります。

テストを作成する
テストを新規作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 新規のテストの挿入先となるコンテナまたはフォルダを、テスト ツリーから選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、ツリー内を右クリックし、子テストの新規作成 を選択します。

新規のテスト ノードがツリー ビューに追加され、テストの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
4. [名前] フィールドと [説明] フィールドに、テストの名前と説明をそれぞれ入力します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. タイプ リスト ボックスからテスト タイプを選択します。
6. 次へ をクリックして、「テストのプロパティを設定する」の、選択したテスト タイプに該当するトピッ

クに進みます。
注: Test Manager の洗練されたパブリック API により、ユーザー固有の自動化テストのニーズに見
合ったソリューションを実装することができます。 Test Manager は、オープンであり、Java 実装
またはコマンドライン呼び出しから呼び出すことのできる外部ツールに対して拡張することができま
す。
注: テスト設定プロセスの全体を通して、すべてのテスト タイプには 親から継承 チェック ボックス
があります。これによって、既存の任意の親エンティティの設定を継承できます。

テストを編集する
テストを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象のテストまたはテスト パッケージを選択します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

3. ツールバーの 編集 をクリックします。
または、プロパティ タブをクリックして、編集 をクリックするか、テストまたはテスト パッケージを
右クリックして、編集 を選択します。
テストの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

4. 選択したテストの名前と説明を編集します。
選択したテストがテスト パッケージの場合、パッケージ構造を結果で更新 チェック ボックスが有効に
なります。 テスト パッケージの構造を、テスト実行の実行結果に基づいて更新する場合は、パッケー
ジ構造を結果で更新 チェック ボックスをオンにします。

5.「テストのプロパティを設定する」で説明されているテストタイプに応じて、テストまたはテスト パッ
ケージのプロパティを構成します。
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テスト パッケージを作成する
サードパーティのテストから新しいテスト パッケージを作成するには：
1. output.xml ファイルを作成するために、いったんテストを実行します。このファイルには、テスト パ

ッケージの構造が含まれています。
テストの実行の詳細については、「個別テストを実行する」を参照してください。

2. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
3. テスト ツリーでテストを右クリックし、そのコンテキスト メニューから テスト パッケージに変換 を選

択します。 選択されていたテストが、最近の実行結果の構造を表現した階層へと変換されます。

データ駆動型テストを作成する
データ駆動型テストを作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テストを新規作成します。

テストの作成の詳細については、「テストを作成する」を参照してください。
3. 新規に作成したテストの プロパティ タブをクリックします。
編集 アイコンを選択し、データ駆動型プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

4. プロパティ タブの データ駆動型プロパティ セクションまで下にスクロールして、  をクリックしま
す。 データ駆動型プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

5. データ ソース リスト ボックスから構成済みのデータ ソースを選択します。
データ ソースの構成の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

6. 次へ をクリックし、続行します。
7. データ セット リスト ボックスから、データ セットを選択します。

Excel のデータ ソースの場合は、ワークシート名になります。 データベースのデータ ソースの場合は、
テーブル名になります。

8. データ セット内の各行を、別々のテストと見なす場合は、各データ行を単一のテストにする チェック
ボックスをオンにします。データ セットのすべてのデータ行に対して単一のテストを作成する場合は、
このチェック ボックスをオンにしません。

9. 省略可能：フィルタ クエリ テキスト ボックスに SQL クエリを入力して、SQL 構文のクエリに基づい
てデータ セットをフィルタ処理することもできます。

注: 単純な WHERE 節のクエリのみがサポートされます。

10.データ駆動型プロパティを有効にする チェック ボックスをオンにして、データ駆動型機能を有効にし
ます。

11.完了 をクリックして、設定を保存します。
注: データ駆動型プロパティの設定は、各テストの プロパティ ページの下部に表示されます。

注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応
する SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッド
と共に使用する必要があります。

テストに属性を割り当てる
テストに属性を割り当てるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 属性を割り当てるテストを選択します。
3. 属性 タブをクリックします。
4. 属性の追加 をクリックして 属性の追加 ダイアログ ボックスを開きます。
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5. 割り当てる属性の 追加 列のプラス記号（+）をクリックします。 選択した属性のタイプに応じて、属
性の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。ここでは、テストに割り当てる属性値を利用可能な属
性値の中から指定できます。

6. 属性値を選択して OK をクリックし、属性をテストに割り当てます。

テストに定義済みパラメータを追加する
テストに定義済みパラメータを追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、定義済みパラメータを追加するテスト ノードを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 定義済みパラメータの追加 をクリックします。

注: SilkPerformer テストの場合、定義済みパラメータの追加 ボタンは、プロジェクト のプロパテ
ィが既に定義されているテストに対してのみ利用できます。

定義済みパラメータの追加 ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクト ファイルで利用可能なすべ
てのプロジェクト属性が一覧表示されます。

5. 一覧表示されたパラメータのいずれかを追加するには、そのパラメータに対応する [追加] アイコンをク
リックします。

6. ダイアログ ボックスが表示されるので、そのパラメータの実際の値を指定します。
7. 保存 をクリックして、アクティブな テスト ツリー ノードにパラメータを追加します。

フィルタを作成する
フィルタを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しいフィルタの名前を 名前 フィールドに入力します。

フィルタが選択可能なときに、この名前がリスト ボックスに表示されることになります。
5. 新しいフィルタのカテゴリを カテゴリ リスト ボックスから選択して、このフィルタを以下の特定の

Test Manager 領域で利用できるようにします。
カテゴリ 領域
要件 要件
テスト テスト
実行 実行

6. 新しいプロファイルの説明を 説明 フィールドに入力します。
7. 省略可能：他のユーザーに対してフィルタを表示できるようにするには、他のユーザーが表示可能 チェ

ック ボックスをオンにします。
8. 省略可能：他のユーザーがフィルタを編集できるようにするには、他のユーザーが編集可能 チェック ボ

ックスをオンにします。
注: 他のユーザーが表示可能 および 他のユーザーが編集可能 のチェックがオンになっている場
合、フィルタは公開されます。 非公開フィルタを削除するには、フィルタの所有者となるか、他
のユーザーの非公開フィルタの削除 許可が必要となります。

9. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、
選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。
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注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

10.フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

11.省略可能：新しいフィルタに複数の選択条件を追加する場合は、1 つ追加 をクリックします。 この手
順を繰り返して、新しい選択条件を定義します。

注: 複数の選択条件を定義する場合は、既存の条件に加えてさらに条件を満たす必要があるのかど
うか (AND 関係)、あるいは選択条件のいずれかが満たされたときにフィルタリングの結果が真に
なるのか (OR 関係) を指定する必要があります。 AND か OR のいずれかを選択して、選択条件
間の関係を定義します。 入れ子になった AND/OR 関係は定義できません。

12.省略可能：選択条件を減らすには 1 つ削除 をクリックします。 その結果、最後に追加された選択条件
が削除されます。

13.OK をクリックして新しいフィルタを保存します。この操作を中止する場合は、キャンセル をクリック
します。

テストに要件を割り当てる
要件を手動でテストに割り当てるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、要件を割り当てるテストを選択します。
3. 割り当て済み要件 タブをクリックします。

注: 要件フィルタを作成した場合は、割り当て可能な要件 ツリーの上にあるフィルタ リストから
要件フィルタを選択できます。 新しい要件フィルタを作成するには、要件 > 詳細ビュー に移動
し、ツールバーの  をクリックします。

割り当て可能なすべての要件が、割り当て可能な要件 ツリーに表示されます。
4. 要件の左側にある  をクリックするか、要件をダブルクリックして、選択されているテストに割り当

てます。
注: 要件からのテストの生成 ダイアログ ボックスで 新規に生成したテストを要件に割り当てる
チェック ボックスをオンにすると、新規に生成したテストを生成元となった要件に自動的に割り
当てることができます。 これは、デフォルトの動作です。
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テスト要素にファイルを添付する
テスト要素にファイルを添付するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. ファイルのアップロード をクリックします。 ファイルのアップロード ダイアログ ボックスが開きま

す。
5. 参照 をクリックして、ローカルのファイル システムからファイルを選択します。
6. [説明] フィールドに添付ファイルに対する説明を入力します。
7. OK をクリックして、添付ファイルをサーバーにアップロードし、選択されている要素にそれを関連付

けます。
注: テスト要素に添付されたファイルは、Mozilla Firefox では動作しない場合があります。 Firefox
では、ファイル リンクの場合、file:/// のようにスラッシュを 3 つ記述する必要があります。他のブ
ラウザでは、file:// のように 2 つのみを記述します。 さらに Firefox では、リモート ファイルから
ローカル ファイルまたはディレクトリへのリンクをブロックするセキュリティ機能があります。 詳
細については、http://kb.mozillazine.org/
Firefox_:_Issues_:_Links_to_Local_Pages_Don't_Work を参照してください。

テスト要素にリンクを添付する
テスト要素にリンクを添付するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. リンクの添付 をクリックします。 リンクの添付 ダイアログ ボックスが開きます。
5. URL テキスト ボックスに URL を入力します。
6. 説明フィールドに、添付するリンクの説明を入力します。
7. リンクの添付 をクリックして、選択中の要素にリンクを関連付けます。

マイ ダッシュボード
Test Manager のダッシュボードはユーザー個人用の開始領域です。 日常作業に必要な情報を提供するさ
まざまなパネルを追加し、並べ替えることによりカスタマイズできます。
Test Manager に初めてログインしたときに、ダッシュボードには はじめに パネルのみ表示されます。 マ
イ ダッシュボードの上部には、前回のログイン日時が表示されます。 また、ここをクリックすると前回作
業していた領域が開きます リンクが表示されている場合は、このリンクをクリックすることで前回作業し
ていた領域にすばやく移動できます。
上部にある該当ボタンをクリックして、以下のアクションを実行します。
• パネルの追加 をクリックしてダッシュボードにパネルを追加します。
• レイアウトの変更 をクリックしてダッシュボードのレイアウトを変更します。
• ダッシュボードのリセット をクリックしてダッシュボードの表示をデフォルト設定に戻します。 追加

したパネルとカスタマイズした設定がすべて削除されます。
パネルを並べ替えるには、パネルのヘッダーをクリックして、希望する位置にドラッグします。
パネルのヘッダーにある該当ボタンをクリックして、以下のアクションを実行します。
•  をクリックしてダッシュボードからパネルを削除します。
•  をクリックしてパネルの設定を構成します。
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•  をクリックしてパネルの内容を PDF として保存します。
•  をクリックしてパネルの内容を印刷します。
異なるパネルの内容を表示または編集するには、特定のアクセス許可が必要になります。

パネルをダッシュボードに追加する
パネルをダッシュボードに追加するには：
1. メニューで ホーム > マイ ダッシュボード をクリックします。
2. 左上にある パネルの追加 をクリックします。 パネルの追加 ダイアログ ボックスが開き、利用可能なパ

ネルが各パネルの簡単な説明と共に一覧表示されます。
3. パネルを選択します。
4. OK をクリックします。
5. 必要に応じて、パネルのプロジェクトと期間を選択します。
6. OK をクリックします。
パネルには特定のプロジェクトのデータのみが表示されるため、ほとんどの場合でパネルにプロジェクト
を設定する必要があります。 複数のパネルを追加し、他のプロジェクトに該当するデータを表示すること
もできます。 パネルのヘッダーにある  をクリックして、異なるプロジェクトを設定します。 異なるパ
ネルの内容を表示または編集するには、特定のアクセス許可が必要になります。

ダッシュボードのパネル
パネルには特定のプロジェクトのデータのみが表示されるため、ほとんどの場合でパネルにプロジェクト
を設定する必要があります。 パネルのヘッダーの  をクリックし、プロジェクトを設定します。 複数の
パネルを追加し、他のプロジェクトに該当するデータを表示することもできます。 パネルの内容を表示す
るには、パネル毎の特定のアクセス許可が必要です。
ダッシュボードに追加可能なパネルは以下のとおりです。
パネル 説明
カスタム情報 このパネルには、特定のプロジェクトに関するカスタマイ

ズ可能な情報が表示されます。 プロジェクトの管理 許可
を持つユーザーは、パネルにテキスト、画像、ハイパーリ
ンクといった内容を追加できます。 内容の編集 をクリッ
クして、HTML エディタを開きます。 プロジェクトの管
理 許可を持たないユーザーは、内容の表示のみが可能で
す。 パネルは、ニュース、説明、プロジェクトに関連す
るその他の情報を表示させるのに使用できます。

はじめに このパネルには、Test Manager に関する簡単な説明が表
示されます。 新機能 の下のリンクをクリックすると、
Test Manager の最新機能についての追加情報が表示さ
れます。 また、Micro Focus Community に参加した
り、Micro Focus SupportLine に問い合わせすること
もできます。

問題のライフ サイクル このパネルは、定義された問題追跡プロファイルの 対応
開始、解決、検証終了、対応完了 および 先送り の問題の
数を表示します。 製品 リストで製品を選択し、期間 リス
トで 30 日、90 日、180 日、360 日のいずれかの期間を
選択します。 問題追跡プロファイルを定義するには、メ
ニューで 問題 をクリックし、問題追跡インテグレーショ
ン および プロファイルの新規作成 をクリックします。
プロファイルが定義されている場合、パネルにはデータの
みが表示されます。
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パネル 説明
テスト担当者ごとの作成済み問題数 このパネルは、テスト担当者ごとの作成済み問題数を棒グ

ラフで表示します。 印刷するか PDF としてダウンロー
ドすると、問題の数は表形式でも表示されます。 リスト
から 1 ～ 4 週間の間の期間を選択します。

ユーザーに割り当てられた手動テスト このパネルは、ユーザーに割り当てられた特定のプロジェ
クトのテストをすべて表示します。

 をクリックすると、そのテストの作業をすぐに続行で
きます。

 をクリックすると、Manual Testing Client が開き
ます。

 をクリックすると、テスト、実行計画 または 実行計
画の親 についての詳細情報が表示されます。

品質目標の進捗状況 このパネルは、選択した品質目標のそれぞれの値を 2 つ
の棒で示したグラフを表示します。 上の棒は、品質目標
を満たすために実行する必要のあるテストの数を示しま
す。 下の棒は、 テストの品質目標値と共に、合格、失敗、
未実行、および N/A (適用不可) のテストの数を示しま
す。 下の棒の方が上の棒よりも短い場合、実行計画に割
り当てられたテストの数が少なすぎます。 これは、品質
目標を達成できないことを意味します。 リストから品質
目標を選択します。

要件カバレッジ ステータス このパネルは、手動テストまたは自動テストにより要件が
カバーされているかを表示します。  をクリックする
と、要件ドキュメント ビュー に進みます。

テスト サイクルの進捗状況 このパネルは、定義されたテスト サイクルの 合格、失敗、
実行中 および 未実行 テストのバーンアップ チャートを
表示します。 リストからテスト サイクルを選択します。

テスト サイクル結果の概要 このパネルには、選択したテスト サイクルのステータス
およびテスト サイクルに割り当てられている各テスト担
当者の進捗ステータスが表示されます。 バーには順番
に、失敗したテスト の数、残りのテスト の数、合格した
テスト の数が表示されます。 失敗したテストの数が最も
多いテスト担当者がリストの最上部に表示されます。 バ
ーの右側の数は、完了したテスト数 (左の数字) と 割り当
て済みテスト (右の数字) を表します。 テスト担当者な
し も他のすべてのテスト担当者と同様に処理され、並べ
られます。  をクリックすると、手動実行計画 ページ
の テストの割り当て ビューに移動します。

全テスト サイクルにわたるテストの進捗状況 このパネルには、予定された テストの時間 (単位は時間、
折れ線で表示)、実行中 および 完了した テストの時間 (積
み重ね面グラフで表示) が表示されます。 このパネルは、
テスト チームが時間内にテストを完了させることができ
るかどうかをテスト管理者が予測するのに役立ちます。
グラフの開始日は最初のテスト サイクルの開始日です。
グラフの終了日は最後のテスト サイクルの終了日です。
パネルには、テスト チームがテストを実行するのに実際
にかかった時間は表示されません。

不安定なテスト このパネルには、ある実行計画でテストのステータスが変
更された回数が表示されます。 ステータス変更のなかっ
たテストおよびテスト パッケージはパネルには表示され
ません。 選択したプロジェクトおよびテスト期間に応じ
てテストが表示されます。 このパネルで不安定なテスト
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パネル 説明
を確認することにより、テスト管理者はテストが安定して
いないか、またはバグが頻発するテスト領域に気付くこと
ができます。

ダッシュボード パネルのアクセス許可
特定のダッシュボード パネルの内容を表示、編集するには、次のアクセス許可が必要です。
パネル アクセス許可
カスタム情報 編集には プロジェクトの管理 が必要です。

表示にはアクセス許可は不要です。
はじめに アクセス許可は不要です。
問題のライフ サイクル プロジェクト設定の表示。
テスト担当者ごとの作成済み問題数 テストと実行の表示。
ユーザーに割り当てられた手動テスト テストと実行の管理。
品質目標の進捗状況 品質目標の表示。
要件カバレッジ ステータス 要件の表示。
テスト サイクルの進捗状況 テスト サイクルと構成の表示。
テスト サイクル結果の概要 テスト サイクルと構成の表示。
全テスト サイクルにわたるテストの進捗状況 テスト サイクルと構成の表示。
不安定なテスト テストと実行の表示。

プロジェクト
このセクションでは、Test Manager におけるプロジェクトの管理方法について説明します。 プロジェク
ト 領域では、アクティブに設定した最新のプロジェクトのリストを含む、お使いの Test Manager インス
トールのすべてのプロジェクトの高レベルの Test Manager のビューを提供し、プロジェクト間を移動で
きるようにします。 また、この領域では、プロジェクトとその設定を管理し、高レベルのプロジェクト ス
テータスの詳細を表示し、現在の実行統計情報を表示できます。

ビルド情報
ビルド情報ファイルには、テスト実行に使用されるバージョン情報とビルド情報が記載されています。 ビ
ルド情報ファイルは、一般的に、実行が行われる実行サーバー上に格納され、そこで検索されます。 実行
サーバー上でビルド情報ファイルが見つからない場合は、アプリケーション サーバー上でファイルが検索
されます。 この動作は、実行サーバーが複数あり、それらすべての実行サーバーで単一のビルド情報ファ
イルを共用する場合に役立ちます。 アプリケーション サーバー上のただ 1 つのビルド情報ファイルを管
理するだけで十分です。 実行サーバーが割り当てられていない自動テスト用のビルド情報ファイル、およ
びすべての手動テスト用のビルド情報ファイルは、アプリケーション サーバー上で直ちに検索されます。
Test Manager では、テスト結果とビルド情報を照合し、特定のビルド番号に対応するテスト結果を表示す
ることができます。

ビルド情報の更新
ビルド情報ファイルは手動で作成および設定する必要があります。 実行サーバー上で新しいビルドがテス
トに使用できるようになるたびに、ビルド情報を更新して新しいビルド番号を反映してください。
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ビルド情報は、2 とおりの方法で更新できます。
• 手動：新しいビルドがインストールされるたびにファイルを編集します。
• 自動：自動ビルド更新プロセス（VBScript などによる）を用いて、ビルド情報ファイルを更新します。

ビルド情報ファイルを作成する
ビルド情報ファイルを作成するには：
1. アプリケーション サーバーと実行サーバーの両方で、C:\Documents and Settings\All Users

\Application Data\SilkCentral\BuildInfos に移動します。
2. テンプレート ファイル BuildInfoExample.xml に基づいて、プロジェクト用のビルド情報ファイルを

作成します。 テンプレート ファイルには、以下のコードが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProjectBuildInfo>
  <BuildEntryList>      
       <BuildEntry name="Demo Product">
            <Version>3.1</Version>
            <BuildNr>350</BuildNr>
    </BuildEntry>
       <BuildEntry name="Product2">
            <Version>4.2</Version>
            <BuildNr>613</BuildNr>
    </BuildEntry>
  </BuildEntryList>
</ProjectBuildInfo>

注: ビルド情報ファイルの構造を改善するため、BuildEntry 要素のリストを含む BuildEntryList
という名前の要素が作成されました。 BuildEntry タグは、BuildEntry 要素の name 属性で定義さ
れている特定の製品を参照します。

3. 実際の環境に合わせて、ファイルの内容を変更します。
Version アプリケーション サーバーと実行サーバーの両方で使用されます。 現在、テストに使用で

きるバージョン番号です。 この番号は、各実行サーバーと同じである必要はありません。
BuildNr アプリケーション サーバーと実行サーバーの両方で使用されます。 現在、テストに使用で

きるビルド番号です。 この番号は、各実行サーバーと同じである必要はありません。
4. ビルド情報ファイルを実行サーバーの C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

\SilkCentral\BuildInfos に置きます。
注: ビルド情報ファイルをアプリケーション サーバーと実行サーバーの両方に置く場合は、名前が
正確に一致している必要があります。

5. アプリケーション サーバーと各実行サーバーにビルド情報ファイルを作成したなら、対応するプロジェ
クトの設定でファイル名を指定する必要があります。 プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェク
ト リスト をクリックして、自分に割り当てられているプロジェクトのリストを表示します。 ビルド情
報をリンクするプロジェクトを選択します。

注: プロジェクトに対してテストをスケジュールする前に、これを行う必要があります。 リンクを
設定する前にスケジュールしたテストは、更新されません。

6. プロジェクト設定 タブをクリックします。
7. 編集 をクリックし、選択したプロジェクトのプロジェクト設定を編集します。 プロジェクト設定の編
集 ダイアログ ボックスが表示されます。

8. ビルド情報ファイル名 テキスト ボックスで、作成済みの XML ファイルの名前を指定します。
9. OK をクリックして情報を更新します。 これ以降に実行するすべてのテストでは、Test Manager は対

応するファイルからビルド情報を読み取り、テスト結果とその情報を対応させます。
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プロジェクトとベースラインを比較する
ベースライン化されたプロジェクトの場合、ベースラインの比較レポートを使用して、プロジェクトがベ
ースライン化されてからプロジェクトのテストに加えられたすべての変更を確認できます。
レポートを表示するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. Ctrl + クリック を使用して、比較するプロジェクトとプロジェクトのベースラインを選択します。

ヒント: 複数のベースラインを選択する場合は、ベースラインの名前をクリックしないでくださ
い。 その代わりに別の列をクリックします。

3. 選択したバージョンを右クリックします。
4. レポート > ベースラインの比較 を選択します。

注: ベースラインの比較レポートをコンテキスト メニューに表示するには、レポートを 1 回実行す
る必要があります。 レポートがグレー表示されている場合は、レポート 領域でレポートを 1 回実
行します。

プロジェクトを選択する
プロジェクトを選択するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. プロジェクトの名前をクリックして選択します。

注: 選択できるのは、アクティブなプロジェクトだけです。

プロジェクト リスト
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト リスト
プロジェクト リスト ページでは、お使いの Test Manager インストールに関連付けられているすべてのプ
ロジェクトとプロジェクト ベースラインがアルファベット順に表示されます。 このページでは、フィルタ
処理はサポートされていますが、ソートはサポートされていません。 表示されるプロジェクトは、名前別
にソートされます。 非アクティブなプロジェクトと非アクティブなプロジェクト ベースラインは、灰色表
示されます。
プロジェクト ベースラインは、作成日別にソートされ、特別なアイコンが付き、元のプロジェクトのサブ
ノードとして表示されます。 ベースラインの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参
照してください。
プロジェクトおよびプロジェクト ベースラインごとに、以下の列が表示されます。
列 説明
アクション • 削除

• 編集
• プロジェクトのコピー
• プロジェクトのベースライン化

プロジェク
ト

プロジェクトの名前。 クリックして、プロジェクトをアクティブなプロジェクトとして設定します。

プロジェク
ト ID

プロジェクトの識別子。
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列 説明
ステータス [アクティブ] または [非アクティブ]。 クリックしてステータスを切り替えます。
説明 プロジェクトの説明。
作成日時 プロジェクトが作成された日付と時刻。
作成者 このプロジェクトを作成したユーザー。
変更日時 プロジェクトが最後に変更された日付と時刻。
変更者 プロジェクトを最後に変更したユーザー。

注: 新しいプロジェクトをセットアップする権限を持っているのは、システム管理者だけです。

最近アクセスしたプロジェクトに切り替える
最近アクセスした 5 つの Test Manager プロジェクトをすばやく切り替えることができます。
最近開いた 5 つのプロジェクトのうち 1 つを開くには：
1. メニューの プロジェクト をクリックします。
2. 最近使ったプロジェクト リストで、アクセスするプロジェクトの名前をクリックします。 選択したプ

ロジェクトで引き続き作業できます。

設定
このセクションでは、Test Manager の設定方法について説明します。
ユーザーにスーパーユーザー、システム管理者、または、プロジェクト マネージャの権限がある場合、Test
Manager プロジェクトのプロジェクト全体の設定を指定できます。 グローバル プロジェクト設定を定義
すると、そのプロジェクトへのアクセス権を持つすべてのユーザーで設定が有効になります。 グローバル
プロジェクト設定には、フィルタ、属性、外部製品との統合、変更通知、ビルド情報、ソース ファイル、
ファイル拡張子などの定義が含まれます。

プロジェクト設定
プロジェクト設定とは、プロジェクト リリース日などのプロジェクトに固有の設定のことです。

プロジェクトを設定する
プロジェクト設定をカスタマイズするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. プロジェクト設定 タブを選択して、現在の設定を表示します。 プロジェクト設定 ページが開きます。
3. 現在のプロジェクト設定を変更する場合は、編集 をクリックします。
4. プロジェクト設定の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。 次の情報を指定できます。

ビルド情報ファ
イル名

ビルド情報ファイルには、ビルド番号、ビルド ログの場所、エラー ログの場所、
ビルドの場所などのプロジェクト情報が記載されています。 このテキスト ボック
スにプロジェクトのビルド情報ファイルの名前を入力します。 テスト実行ではす
べて、指定されたこのファイルからビルド情報を読み取ります。

プロジェクト リ
リース日

プロジェクトの予定されているリリース日を指定します。

48 | SilkCentral Test Manager 12.0



結果で無視する
ファイル拡張子

テスト実行の結果として保存しないファイルのタイプを指定します。

注: ファイル拡張子はカンマで区切る必要があります（xlg, *_, res など）。 ビルド情報ファイル
名 や 結果で無視するファイル拡張子 を変更しても、スケジュール設定されたテストには影響あり
ません。 タスクを実行サーバーに再割り当てするには、テストのスケジュールを定義し直すか、
データベースとの接続をいったん解除してから接続し直す必要があります。

5. 保存 をクリックして、プロジェクト設定を保存します。

[プロジェクト設定] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > プロジェクト設定
プロジェクト設定 ページには、アクティブ プロジェクトの全般的な詳細情報が一覧表示されます。
項目 説明
ビルド情報ファイル名 ビルド情報ファイルには、ビルド番号、ビルド ログの場

所、エラー ログの場所、ビルドの場所などのプロジェク
ト情報が記載されています。 このフィールドには、アク
ティブ プロジェクトのビルド情報ファイルの名前を入力
します。 テスト実行ではすべて、指定されたこのファイ
ルからビルド情報を読み取ります。

プロジェクト リリース日 アクティブ プロジェクトのリリース予定日（MM/DD/
YYYY 形式）。

結果で無視するファイル拡張子 テスト実行の結果として保存しないファイルのタイプ。

フィルタ
フィルタは、こまごました無関係な情報を除外しつつ必要な情報を正確に見つけるための効率的な手段と
なります。 フィルタを利用すると、自分のニーズに関係のある要素だけを強調表示し、テストの要素と実
行計画をすばやくソートすることができます。 グローバル フィルタを定義することで、Test Manager 全
体を通して利用可能な複雑なフィルタ条件を作成できるので、リストをフィルタリングする必要があるた
びにフィルタ条件を定義しなくても済みます。
独自のニーズに応じて、新規フィルタの作成、既存フィルタの編集、フィルタの選択、フィルタの削除、
フィルタリングの無効化をプロジェクト レベルで行うことができます。 プロジェクトには、デフォルト フ
ィルタは含まれません。 フィルタへのアクセスおよび編集は、Test Manager ユニットのツールバーおよ
び プロジェクト設定 ユニットから行うことができます。

注: フィルタはレポートには適用されません。 最近の変更点 フィルタを使用すると、ユーザーが最後
に変更を承認してから他のユーザーがプロジェクト全体でテストに対して行った変更や追加の内容
を、表示したり承認することができます。 テスト 領域にある 変更点のみ表示/すべて表示 トグル ボ
タンと 承認 ボタンは、他のユーザーがどのような変更を行ったかを調べるのに役立ちます。 システ
ム管理者は、テストの設定が変更されたときにそれを警告するように、電子メール通知を設定するこ
とができます。 電子メールによる警告には、最近の変更点を直接表示できるリンクが付いています。

フィルタを作成する
フィルタを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しいフィルタの名前を 名前 フィールドに入力します。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 49



フィルタが選択可能なときに、この名前がリスト ボックスに表示されることになります。
5. 新しいフィルタのカテゴリを カテゴリ リスト ボックスから選択して、このフィルタを以下の特定の

Test Manager 領域で利用できるようにします。
カテゴリ 領域
要件 要件
テスト テスト
実行 実行

6. 新しいプロファイルの説明を 説明 フィールドに入力します。
7. 省略可能：他のユーザーに対してフィルタを表示できるようにするには、他のユーザーが表示可能 チェ

ック ボックスをオンにします。
8. 省略可能：他のユーザーがフィルタを編集できるようにするには、他のユーザーが編集可能 チェック ボ

ックスをオンにします。
注: 他のユーザーが表示可能 および 他のユーザーが編集可能 のチェックがオンになっている場
合、フィルタは公開されます。 非公開フィルタを削除するには、フィルタの所有者となるか、他
のユーザーの非公開フィルタの削除 許可が必要となります。

9. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、
選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。

注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

10.フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

11.省略可能：新しいフィルタに複数の選択条件を追加する場合は、1 つ追加 をクリックします。 この手
順を繰り返して、新しい選択条件を定義します。

注: 複数の選択条件を定義する場合は、既存の条件に加えてさらに条件を満たす必要があるのかど
うか (AND 関係)、あるいは選択条件のいずれかが満たされたときにフィルタリングの結果が真に
なるのか (OR 関係) を指定する必要があります。 AND か OR のいずれかを選択して、選択条件
間の関係を定義します。 入れ子になった AND/OR 関係は定義できません。

12.省略可能：選択条件を減らすには 1 つ削除 をクリックします。 その結果、最後に追加された選択条件
が削除されます。

13.OK をクリックして新しいフィルタを保存します。この操作を中止する場合は、キャンセル をクリック
します。
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フィルタを編集する
フィルタを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. 編集対象のフィルタの名前をクリックします。 フィルタの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. プロファイルの 名前 と 説明 を編集します。
5. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、

選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。
注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

6. フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

7. OK をクリックして、編集したフィルタ定義を保存します。

フィルタを削除する
フィルタを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. 削除するフィルタの フィルタの削除 をクリックします。 削除の確認を求めるメッセージが確認ダイア

ログ ボックスに表示されます。
4. はい をクリックすると選択したフィルタは削除され、いいえ をクリックすると削除は中止されます。
はい をクリックした場合は、フィルタ リストに戻ります。削除したフィルタは表示されません。

[フィルタ] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > フィルタ
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フィルタ ページには、アクティブ プロジェクトで使用できるフィルタが一覧表示されます。 フィルタ ペ
ージには、フィルタごとに以下の列が表示されます。
項目 説明
アクション フィルタに対して実行できるアクション。 現在は 削除 のみです。
名前 このフィルタの名前。
タイプ フィルタ カテゴリ。 要件、テスト、実行。
作成日時 このフィルタが作成された日時。
作成者 このフィルタを作成したユーザー。
変更日時 このフィルタが最後に変更された日時。
変更者 このフィルタを最後に変更したユーザー。

属性
カスタム属性を使用して、テスト 領域でテスト情報をカスタマイズすることができます。 Test Manager
の統合機能により、優先度、コンポーネント、プラットフォームなどいくつかの属性が利用可能になって
いますが、カスタム属性を定義して、自分のニーズに合うようにテストを分類したり、テストを特定のテ
スト ケースと互換性のあるものにすることもできます。

カスタム属性を作成する
カスタム属性を作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 属性 タブをクリックして、現在の属性のリストを表示します。
3. 属性の新規作成 をクリックします。 属性の新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しい属性の名前を 名前 フィールドに入力します。 属性が利用可能になったときに、この名前がリス

ト ボックスに表示されることになります。
5. 新しい属性の説明を 説明 フィールドに入力します。
6. 属性の タイプ を選択します。 属性の各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパティの

タイプ」を参照してください。
7. OK をクリックします。

テスト属性および要件プロパティのタイプ
Test Manager では、次のタイプのテスト属性および要件プロパティがサポートされています。
日付 日付 タイプでは、日付値がサポートされています。
リス
ト リスト タイプでは、単一選択リストまたは複数選択リストがサポートされています。 このタイプ

には、以下のコントロールがあります。
• 項目の新規作成：リストにエントリを作成できます。 クリックすると、項目の新規作成 ダイア

ログ ボックスが表示されます。 リスト項目の 名前 と 加重数値 を入力して、OK をクリックし
ます。

注: 加重数値 フィールドの値は、フィルタ条件で >、>=、<、または <= の演算子が
使用されている場合にフィルタリングで使用されます。 フィルタ条件で = または 不一
致 の演算子が使用されている場合は、名前 フィールドの値が比較に使用されます。
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• 複数選択を許可する：このチェック ボックスをオンにすると、リストから複数の値を選択でき
ます。

• アクション：この行のアイコンを使用して、リスト内の各項目を削除、上方に移動、下方に移
動、または編集します。

数値 数値 タイプでは、整数値または小数値がサポートされています。 次のフィールドがあります。
• 最小値：フィールドに入力できる最小値を表します。
• 最大値：フィールドに入力できる最大値を表します。
• 小数点以下の桁数：小数点以下の有効桁数を定義するために使用します。 整数値の場合は 0 を

選択し、小数値の場合は 1、2、3、または 4 を選択します。
注: 定義が更新された場合でも、カスタムの属性および要件プロパティには現在の値が表示
されます（たとえば 最小値 や 最大値 が変更された場合）。 新しい定義を適用するには、資
産を開いて保存します。

テキ
スト テキスト タイプでは、すべての英数値がサポートされています。 次のフィールドがあります。

• 最大の長さ：フィールドに入力できる最大文字数を表します。

カスタム属性を編集する
カスタム属性を編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 属性 タブをクリックして、現在の属性のリストを表示します。
3. 編集する属性の名前をクリックします。 属性の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 属性 名前 を編集します。

属性を使用できる場合は、フィルタとテストのリスト ボックスに名前が表示されます。 属性は、テス
トに適用でき、テスト属性によってフィルタリングするために、グローバル フィルタに使用できます。

5. 属性の 説明 を編集します。
6. 属性の各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパティのタイプ」を参照してくださ

い。 属性のデータ タイプに応じて、異なる編集オプションがあります。
7. OK をクリックします。
属性 リストに戻ります。

カスタム属性を削除する
カスタム属性を削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 属性 タブをクリックして、現在の属性のリストを表示します。
3. 属性を削除するには、まず、それを無効にする必要があります。 ステータス 列で アクティブ リンクま

たはアイコンをクリックし、確認ダイアログ ボックスで はい をクリックしてその属性を無効にします。
4. 属性が非アクティブになったら、属性の削除 をクリックして削除します。 削除の確認を求めるメッセ

ージが確認ダイアログ ボックスに表示されます。
5. はい をクリックすると選択した属性が削除され、いいえ をクリックすると削除が中止されます。 はい

をクリックした場合は、属性 ページに戻ります。削除した属性は表示されません。
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6. エラーが表示された場合は、選択した属性がどのテストにも適用されておらず、どのグローバル フィル
タでも使用されていないことを確認してください。 削除できるのは、使用されていない属性だけです。

[属性] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 属性
属性 ページには、現在のプロジェクトに作成されている属性が一覧表示されます。 属性ごとに、次の列
が 属性 ページに表示されます。
列 説明
アクション この属性に対して実行できるアクション。
名前 属性の名前。 属性を使用できる場合は、フィルタとテストのリスト ボックスに名

前が表示されます。 属性は、テストに適用でき、テスト属性によってフィルタリ
ングするために、グローバル フィルタに使用できます。
属性名を編集するには、編集 アイコンをクリックします。

タイプ 属性のタイプ。 属性の各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパ
ティのタイプ」を参照してください。

ステータス 属性のステータス（[アクティブ] または [非アクティブ]）。
列 LQM Reporting テーブルでの属性の列名。 この列名を使用して、選択した属性

を LQM Reporting テーブルから検索します。 詳細については、データベース
モデルのドキュメントを参照してください。

作成日時 この属性が作成された日時。
作成者 この属性を作成したユーザー。
変更日時 この属性が最後に変更された日時。
変更者 この属性を最後に変更したユーザー。

要件プロパティ
次のセクションでは、利用可能な 2 つのタイプの要件プロパティを説明します。

[要件プロパティ] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 要件プロパティ
要件プロパティ ページには、アクティブ プロジェクトで使用できるカスタム要件プロパティと計算プロパ
ティのリストが表示されます。

計算プロパティ
列 説明
名前 計算プロパティの名前。
説明 計算プロパティの説明。
数式 計算プロパティの実際の数式の名前を表示。
分類 計算プロパティの分類のリストを表示。
計算プロパティの作成/編
集

クリックすると 計算プロパティの編集 ダイアログ ボックスが開き、計算プロパティを
編集できます。
プロパティがない場合、ボタンの名前は 計算プロパティの作成 となります。
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列 説明
計算プロパティの削除 クリックすると計算プロパティを削除します。

カスタム プロパティ
列 説明
アクション カスタム プロパティに対して実行できるアクション。
名前 要件プロパティの名前。

要件プロパティ名を編集するには、編集 アイコンをクリックします。
タイプ プロパティのタイプ。 属性の各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパ

ティのタイプ」を参照してください。
作成日時 このプロパティが作成された日時。
作成者 このプロパティを作成したユーザー。
変更日時 このプロパティが最後に変更された日時。
変更者 このプロパティを最後に変更したユーザー。

計算プロパティ
計算プロパティは、内部プロパティやカスタム プロパティの値を使って定義した数式から計算された 1 つ
の値を作成するために使用されます。 計算された値は、分類 と呼ばれるラベル付けされた範囲に分けられ
ます。 計算プロパティを使用すると、グリッドに分類の 名前 が表示されます。 計算プロパティの値は、
カスタム プロパティの値が表示される場所すべてに表示されます (ドキュメント ビューなど)。 また、他
の内部またはカスタム要件プロパティと同様に、計算プロパティをフィルタや品質目標に使用できます。
それぞれの計算プロパティは、下限値のないデフォルトの分類を持ちます。 他の分類にはすべて下限値が
必要です。 分類を使用すると、計算プロパティの値に対して名前と範囲を設定できます。 分類の名前は、
グリッドに値がどのように表示されるかを表します。 数式に使用されているプロパティに値が設定されて
いないものがある場合、または数式の評価に失敗した場合 (0 で除算など)、計算プロパティの値に --- が
表示されます。
計算プロパティの数式には、プロジェクト内の内部プロパティまたはカスタム プロパティを使用できま
す。 内部プロパティまたはカスタム プロパティは、数値、テキスト 、または単一選択 リスト 型である必
要があります。 数式には、+ - * / () 演算子を使用できます。

注: 計算プロパティは、1 プロジェクトにつき 1 つのみ使用できます。

計算プロパティを作成する
計算プロパティは、値の範囲に基づくプロパティを作成するのに使用します。 この手順では、3 つに分類
(低、中、高) される カスタム リスク という計算プロパティの作成を例に、計算プロパティの作成方法に
ついて説明します。 内部プロパティの リスク、および 数値 タイプ の 影響 という名のカスタム プロパテ
ィ (このカスタム プロパティは前もって作成しておく必要があります) を使用します。
1. プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 要件プロパティをクリックします。
2. 計算プロパティの作成 をクリックします。
3. 名前 フィールドに、タイプ カスタム リスク と入力します。
4. 説明 フィールドに、リスクと影響を使用した計算プロパティ (低、中、高) と入力します。
5. プロパティの挿入 リストから 影響 を選択します。 ${影響} が 数式 フィールドに追加されます。
6. 演算子の挿入 リストから * を選択します。 ${影響}* が 数式 フィールドに追加されます。
7. プロパティの挿入 リストから リスク を選択します。 ${影響}*${リスク} が 数式 フィールドに追加

されます。
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8. 分類 グリッドのデフォルトの行で、低 のエントリの名前を変更します。 すべての計算プロパティには、
下限値を持たないデフォルトの分類を含める必要があるため、この分類が使用されます。

9. 分類の追加 をクリックします。 分類 グリッドに新しい行が追加されます。
10.分類の名前を 中 とし、10 の 下限値 を追加します。
11.分類の追加 をクリックします。 分類 グリッドに新しい行が追加されます。
12.分類の名前を 高 とし、20 の 下限値 を追加します。
13.OK をクリックします。
以上で、影響 プロパティと リスク プロパティの両方を要件に設定すると、低、中、高 の値が設定される
計算プロパティが作成されました。

[計算プロパティ] ページ
計算プロパティ ページは、計算プロパティをプロジェクトに追加したり、編集するのに使用します。 この
ページにアクセスするには、プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 要件プロパティ と
クリックし、計算プロパティが存在する場合は 計算プロパティの編集 を、存在しない場合は 計算プロパテ
ィの作成 をクリックします。
名前 計算プロパティの名前が表示されます。
説明 数式または分類のように、計算プロパティの内容を表す説明を入力します。
数式 計算プロパティの数式が表示されます。 数式は手入力できる他、プロパティの挿入 リストおよ

び 演算子の挿入 リストを使用して入力することもできます。 数式を手入力する場合は、フィー
ルド名を ${} の構造内に記入する必要があります。 演算子はこの構造の間に入ります。

プロパ
ティの
挿入

数式 フィールド内でプロパティを入力する場所にカーソルを移動させ、リストからシステム プ
ロパティまたはカスタム プロパティを 1 つ選択して追加します。

演算子
の挿入

数式 フィールド内で演算子を入力する場所にカーソルを移動させ、演算子を選択します。

分類グ
リッド

分類 グリッドは、計算プロパティの値にさまざまな範囲を設定するのに使用します。 分類の追
加 をクリックし、グリッドに新しい行を作成します。 名前 フィールドは分類の特定に、下限
値 フィールドは計算プロパティの下限値を決定するのに使用します。 分類を使用する際は、グ
リッドに表示されるのは計算プロパティの値ではなく、分類の 名前 であることに注意してくだ
さい。 たとえば、分類の 名前 が 中 (下限値 は 5) で、計算プロパティの値が 7 の場合、次の
分類の下限値が 7 よりも大きい限り、計算値には 中 と表示されます。

内部プロパティの値
複数の内部プロパティの一部の値は、計算プロパティの数式で使用できます。 サポートされるプロパティ
の値は下記のとおりです。

リスク
値名 内部値
低 1
中 2
高 3
最重要 4
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優先度
値名 内部値
低 1
中 2
高 3
最重要 4

レビュー済み
値名 内部値
いいえ 0
はい 1

カスタム プロパティ
要件 > 要件プロパティ で、選択したプロジェクトで扱われているすべての要件にカスタム プロパティ フ
ィールドを追加することができます。 カスタム プロパティはその後、要件の編集 ダイアログ ボックスで
デフォルト プロパティと共に編集することができます。 カスタム プロパティは、要件 > 詳細ビュー > プ
ロパティ に表示されます。

カスタム要件プロパティを作成する
新規のカスタム要件プロパティを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件プロパティ タブをクリックします。
3. プロパティの新規作成 をクリックして、要件プロパティの新規作成 ダイアログ ボックスを表示します。
4. 新しいプロパティの名前を 名前 フィールドに入力します。
5. タイプ リストから新しいプロパティのデータ タイプ を選択します。 属性の各タイプの説明について

は、「テスト属性および要件プロパティのタイプ」を参照してください。
6. OK をクリックします。
カスタム プロパティは、アクティブなプロジェクト内のすべての要件で使用できます。

テスト属性および要件プロパティのタイプ
Test Manager では、次のタイプのテスト属性および要件プロパティがサポートされています。
日付 日付 タイプでは、日付値がサポートされています。
リス
ト リスト タイプでは、単一選択リストまたは複数選択リストがサポートされています。 このタイプ

には、以下のコントロールがあります。
• 項目の新規作成：リストにエントリを作成できます。 クリックすると、項目の新規作成 ダイア

ログ ボックスが表示されます。 リスト項目の 名前 と 加重数値 を入力して、OK をクリックし
ます。

注: 加重数値 フィールドの値は、フィルタ条件で >、>=、<、または <= の演算子が
使用されている場合にフィルタリングで使用されます。 フィルタ条件で = または 不一
致 の演算子が使用されている場合は、名前 フィールドの値が比較に使用されます。
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• 複数選択を許可する：このチェック ボックスをオンにすると、リストから複数の値を選択でき
ます。

• アクション：この行のアイコンを使用して、リスト内の各項目を削除、上方に移動、下方に移
動、または編集します。

数値 数値 タイプでは、整数値または小数値がサポートされています。 次のフィールドがあります。
• 最小値：フィールドに入力できる最小値を表します。
• 最大値：フィールドに入力できる最大値を表します。
• 小数点以下の桁数：小数点以下の有効桁数を定義するために使用します。 整数値の場合は 0 を

選択し、小数値の場合は 1、2、3、または 4 を選択します。
注: 定義が更新された場合でも、カスタムの属性および要件プロパティには現在の値が表示
されます（たとえば 最小値 や 最大値 が変更された場合）。 新しい定義を適用するには、資
産を開いて保存します。

テキ
スト テキスト タイプでは、すべての英数値がサポートされています。 次のフィールドがあります。

• 最大の長さ：フィールドに入力できる最大文字数を表します。

カスタム要件プロパティを編集する
以前作成したカスタム要件プロパティを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件プロパティ タブをクリックします。
3. 編集対象のプロパティの名前をクリックします。 要件プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示さ

れます。
4. 名前 フィールドに入力されているプロパティ名を編集します。

プロパティを使用できる場合は、フィルタと要件のリストに名前が表示されます。 プロパティは、要件
に適用でき、要件プロパティによってフィルタリングするためにグローバル フィルタで使用できます。

5. プロパティの 説明 を編集します。
6. 要件プロパティの各タイプの説明については、「テスト属性および要件プロパティのタイプ」を参照し

てください。 プロパティのデータ タイプに応じて、異なる編集オプションがあります。
7. OK をクリックして、変更を保存します。

カスタム要件プロパティを削除する
以前作成したカスタム要件プロパティを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件プロパティ タブをクリックします。
3.  をクリックします。 確認ダイアログ ボックスが表示されます。
4. はい をクリックして、削除を確定します。

ステップ プロパティ
プロパティを追加して手動テストのステップを拡張するには、ステップ プロパティを使用します。 プロジ
ェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 でカスタム ステップ プロパティをプロジェクトに追加し
て、プロジェクト内のすべての手動テスト ステップにプロパティを追加します。 ライブラリ ツリーでカス
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タム ステップ プロパティをライブラリに追加して、ライブラリ内のすべての手動テスト ステップにカスタ
ム ステップ プロパティを追加します。 ステップ プロパティはその後、手動テストのステップの編集 ダイ
アログ ボックスでデフォルト プロパティと共に編集することができます。

ステップ プロパティを作成する
ステップ プロパティを新規作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ステップ プロパティ タブをクリックします。
3. プロパティの新規作成 をクリックします。 ステップ プロパティの新規作成 ダイアログ ボックスが開

きます。
4. 新しいプロパティの名前を 名前 テキスト ボックスに入力します。

注: ステップ プロパティ フィールドは常に文字列型として宣言されます。

5. OK をクリックすると、選択した Test Manager プロジェクトで扱われているすべての手動テスト ステ
ップでプロパティを使用できるようになります。

注: ライブラリに対してステップ プロパティを作成するには、ライブラリ ツリーでライブラリ ノ
ードを選択し、2 番目の手順から続行します。

ステップ プロパティを編集する
作成済みのステップ プロパティを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ステップ プロパティ タブをクリックします。
3. 編集するプロパティの名前をクリックします。 ステップ プロパティの編集 ダイアログ ボックスが開

きます。
4. 名前 テキスト ボックスに入力されているプロパティ名を編集します。
5. OK をクリックして変更内容を保存します。変更内容を保存せずに編集を中止する場合は、キャンセル

をクリックします。

ステップ プロパティを削除する
作成済みのステップ プロパティを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ステップ プロパティ タブをクリックします。
3. 削除するプロパティの アクション 列で プロパティの削除 をクリックします。 削除の確認を求めるメ

ッセージが確認ダイアログ ボックスに表示されます。
4. はい をクリックして操作を完了するか、いいえ をクリックして中止します。

[ステップ プロパティ] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > ステップ プロパティ
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ステップ プロパティ ページには、アクティブ プロジェクトで扱う手動テスト ステップに設定可能なプロ
パティがすべて一覧表示されます。 ステップ プロパティ ページには、カスタム ステップ プロパティごと
に以下の列が表示されます。
列 説明
名前 ステップ プロパティの名前。
アクション プロパティに対して、以下のアクションを実行できます。

• プロパティの削除
• 上へ移動
• 下へ移動

変更通知
Test Manager では、要件やテストが他のユーザーによって変更されたときに電子メールでユーザーに通知
することができます。 各ユーザーは、変更通知を有効にするかどうかを選択できます。 通知がいったん有
効になると、最後の確認以降に発生した変更を確認することができます。 通知が大量に送られるのを回避
するため、変更が 1 つ行われると、最後の確認以降、他のユーザーがどれほど変更を行ったかにかかわら
ず、ユーザーには電子メール警告が 1 通だけ送信されます。 電子メールによる警告には、最近の変更点を
直接表示できるリンクが付いています。
要件やテストの変更通知を有効にする前に、Test Manager のユーザー設定で電子メール アドレスを構成
する必要があります。 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

注: 変更通知が機能するのは、電子メール サーバーが管理者によって設定されている場合だけです。
変更通知が有効になっていない場合は、SilkCentral 管理者に連絡してください。

変更通知を有効にする
変更通知を有効にするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 通知 タブをクリックします。
3. 通知の設定 をクリックして、変更通知の設定 ダイアログ ボックスを開きます。
4. 現在選択されているプロジェクトで要件が変更されたときに電子メールによる通知を受ける場合は、要
件の変更 チェック ボックスをオンにします。

5. 現在選択されているプロジェクトでテストが変更されたときに電子メールによる通知を受ける場合は、
テストの変更 チェック ボックスをオンにします。

6. 通知設定を保存する場合は OK をクリックし、変更内容を保存せずに操作を中止する場合は キャンセ
ル をクリックします。

有効にした通知に加えられた変更に関して、電子メールで通知されます。

変更通知を無効にする
変更通知を無効にするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 通知 タブをクリックします。
3. 通知の設定 をクリックして、変更通知の設定 ダイアログ ボックスを開きます。
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4. 現在選択されているプロジェクトで要件が変更されても電子メールによる通知を受けない場合は、要件
の変更 チェック ボックスをオフにします。

5. 現在選択されているプロジェクトでテストが変更されても電子メールによる通知を受けない場合は、テ
ストの変更 チェック ボックスをオフにします。

6. 通知設定を保存する場合は OK をクリックし、変更内容を保存せずに操作を中止する場合は キャンセ
ル をクリックします。

変更通知のトリガとなる変更
要件またはテストに変更が加えられたことを示す変更通知をアクティブにすると、ログアウト後に電子メ
ールによる警告が送信されます。 電子メールによる警告は、以下の 1 つまたは複数の設定が変更された場
合に送信されます。
領域 変更
要件 • 要件が作成または削除される。

• 要件の名前または説明が編集される。
• システム プロパティが編集される。
• 要件に廃止マークが付けられる。
• 要件が復元される。
• テストが要件に割り当てられる、または削除される。
• 要件のカスタム プロパティが作成、編集、または削除

される。

テスト • コンテナが作成または編集される。
• 製品が編集される。
• ソース管理プロファイルが編集される。
• "作業フォルダのクリア" が編集される。
• ルート ノードが編集される。
• カスタム データ ディレクトリが編集される。
• インクルード ディレクトリが編集される。
• 非表示テスト プロパティが編集される。
• SilkTest Classic インターフェイスが編集される。
• テスト フォルダが作成、編集、または削除される。
• テストが作成、編集、または削除される。
• 予定時間が編集される。
• テスト ステップが追加または編集される。

[通知] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 通知
通知 ページには、アクティブ プロジェクトの通知イベントが一覧表示されます。 通知 ページには、通知
イベントごとに以下の列が表示されます。
列 説明
通知イベント アクティブ プロジェクトにセットアップされている通知

イベントの名前。
ステータス 通知イベントのステータス。 [アクティブ] または [非ア

クティブ]。

各セクションの 設定... ボタンをクリックして、値を編集します。
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電子メール
電子メール通知イベントが有効になっていると、指定された設定のいずれかが最初に変更された際に、電
子メール通知がそのイベントを有効にしたユーザーに送られます。

注: 電子メール通知を受信するには、電子メール アドレスを指定する必要があります。 電子メール ア
ドレスを指定するには、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

要件のフラグ付け
内部要件と外部要件では、異なる通知設定を指定できます。 デフォルトでは、要件のフラグ付けがすべて
有効になっています。 詳細については、「フラグ」を参照してください。

外部要件管理ツール
このセクションでは、外部要件管理ツールの扱い方について説明します。

要件管理の設定
外部要件管理を統合することによって、Test Manager の要件管理機能と既に使用している他のツールを連
携させることができます。 統合は、プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 の 要件管理 ペ
ージで設定します。 このページは、インストールされているプラグインごとに別個のセクションに分かれ
ています。 最初は、あらかじめインストールされている要件管理ツールごとに、ビューが 4 つのセクショ
ンに分かれています。
サポート バージョンについては、『Test Manager リリース ノート』を参照してください。 Rational
RequisitePro および Telelogic DOORS のアドインは、ヘルプ の ツール ユニットからダウンロードできま
す。 これらのアドインは、適切なサーバー コンピュータとクライアント コンピュータにインストールでき
ます。 詳細については、ダウンロード可能なアーカイブに含まれている ReadMe ファイルを参照してくだ
さい。
Test Manager では、オープン インターフェイスを通じて、外部の要件管理システム (RMS) との統合をサ
ポートしています。 プラグインを作成して Test Manager に統合すると、任意の RMS を統合できます。
外部 RMS を適切に統合できるインターフェイスの詳細については、『Test Manager API ヘルプ』を参照
してください。
CaliberRM インテグレーションを設定する前に、SilkCentral アプリケーション サーバーとフロントエン
ド サーバーに CaliberRM クライアントをインストールする必要があります。 また、CaliberRM で MPX サ
ポートが有効になっていることを確認してください。
RequisitePro の統合を構成するには、まず、SilkCentral フロントエンド サーバーに IBM Rational
RequisitePro クライアントをインストールする必要があります。
また、DOORS 統合を構成するには、SilkCentral フロントエンド サーバーに Telelogic DOORS クライア
ントをインストールする必要があります。
• RequisitePro のアドインにより、Test Manager フロントエンド サーバーのプロジェクト選択へのリ

ンクを提供するエントリが RequisitePro メニューに付加されます。
• Add-In for DOORS をインストールすると、Test Manager から DOORS と通信できるようになりま

す。 このアドインは、SilkCentral フロントエンド サーバー上の DOORS クライアントにインストール
する必要があります。
注: CaliberRM とのインテグレーションを設定するには、CaliberRM ログイン認証情報の定義が必要
です。 Test Manager と CaliberRM の間で要件が同期化されると、これらの認証情報は、Test
Manager にログインし、Test Manager ライセンスをチェックアウトするために常に使用されます。
このライセンスは同期プロセスが完了するとすぐに解放されます。 同期専用の Test Manager ユー
ザー (すべての Test Manager 要件統合で使用される) を作成することを推奨します。 これにより単
一の CaliberRM ライセンスのみが同期プロセスに対して使用されることが保証されます。
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[要件管理] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 要件の管理
要件の管理 ページには、現在のプロジェクトに対して構成されている要件管理のインテグレーションが一
覧表示されます。

注: 統合が有効ではない場合は、ステータス プロパティのみ表示されます。

CaliberRM インテグレーション
このセクションには、CaliberRM 要件管理システムとの統合に関連する詳細が一覧表示されます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
ホスト名 外部サーバーがインストールされているコンピュータ。
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクト。
ベースライン Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトのベースライン。
要件タイプ 内部でプロジェクトが統合される要件タイプ。
スケジュール 要件を CaliberRM と自動的に同期するためのスケジュール。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 CaliberRM との統合が構成されている Test Manager プロジェクトでマップ
されていない要件の編集や作成を有効にします。

要件のアップロード CaliberRM への要件のアップロードを有効にする オプションが有効になっている
かどうかを示します。 マップされていないまたは割り当てられていない要件の Test
Manager から CaliberRM へのアップロードを有効にします。 これによって、マップ
されていない要件ツリーを CaliberRM にアップロードした後で、Test Manager 内で
それらの要件をマップすることができます。 このオプションを有効にすると、要件 >
プロパティ の 要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベル
の要件を構成できます。この構成は、マップされていない要件をアップロードする際
に必要です。

プロパティ マッピング 内部と外部の要件管理システム間で定義されている外部から内部へのプロパティの
マッピングをすべて一覧表示します。

アクション • 設定の編集
• プロパティ マッピングの編集
• スケジュールの編集
• 通知の編集
• 設定の無効化
• 設定の削除

CaliberRDM
このセクションには、CaliberRDM 要件管理システムとの統合に関連する詳細が一覧表示されます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
ホスト名 外部サーバーがインストールされているコンピュータ。
ポート 外部サーバーがリスンするポート。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 63



項目 説明
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
パスワード 要件管理サーバーの認証情報。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトと同期する外部プロジェクト。
スケジュール 要件をツールと自動的に同期するためのスケジュール。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 ツールとの統合が構成されている Test Manager プロジェクトでマップされ
ていない要件の編集や作成を有効にします。

アクション • 設定の編集
• スケジュールの編集
• 通知の編集
• 設定の無効化
• 設定の削除

IBM® Rational® RequisitePro® インテグレーション
このセクションには、IBM Rational RequisitePro 要件管理システムとのインテグレーションに関連した詳
細がリストされます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
プロジェクト パス (UNC) 外部サーバーがインストールされているコンピュータ。
UNC ユーザー名 IBM Rational RequisitePro との統合で必要となる UNC ファイルパスの認証情報。
UNC パスワード IBM Rational RequisitePro との統合で必要となる UNC ファイルパスの認証情報。
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
パスワード 要件管理サーバーの認証情報。
パッケージ Test Manager プロジェクトと統合されている外部プロジェクトからの要件パッケ

ージ。
要件タイプ 内部でパッケージが統合される要件タイプ。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 IBM Rational RequisitePro との統合が構成されている Test Manager プロ
ジェクトでマップされていない要件の編集や作成を有効にします。

要件のアップロード RequisitePro への要件のアップロードを有効にする オプションが有効になってい
るかどうかを示します。 マップされていないまたは割り当てられていない要件の
Test Manager から RequisitePro へのアップロードを有効にします。 これによっ
て、マップされていない要件ツリーを RequisitePro にアップロードした後で、Test
Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 このオプションを有効
にすると、要件 > プロパティ の 要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイ
プ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成は、マップされていない要件
をアップロードする際に必要です。

プロパティ マッピング 内部と外部の要件管理システム間で定義されている外部から内部へのプロパティの
マッピングをすべて一覧表示します。

アクション • 設定の編集
• プロパティ マッピングの編集
• スケジュールの編集
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項目 説明

• 通知の編集
• 設定の無効化
• 設定の削除

SAP Solution Manager
このセクションには、SAP Solution Manager 要件管理システムとの統合に関連する詳細が一覧表示され
ます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
URL SAP Solution Manager の URL。
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
パスワード 要件管理サーバーの認証情報。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトと同期する外部プロジェクト。
スケジュール 要件をツールと自動的に同期するためのスケジュール。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 ツールとの統合が構成されている Test Manager プロジェクトでマップされ
ていない要件の編集や作成を有効にします。

アクション • 設定の編集
• スケジュールの編集
• 通知の編集
• 設定の無効化
• 設定の削除

Rally
このセクションには、Rally 要件管理システムとの統合に関連する詳細が一覧表示されます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
URL Rally の URL。
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
パスワード 要件管理サーバーの認証情報。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトと同期する外部プロジェクト。
スケジュール 要件をツールと自動的に同期するためのスケジュール。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 ツールとの統合が構成されている Test Manager プロジェクトでマップさ
れていない要件の編集や作成を有効にします。

アクション • 設定の編集
• スケジュールの編集
• 通知の編集
• 設定の無効化
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項目 説明

• 設定の削除

Telelogic DOORS® インテグレーション
このセクションには、Telelogic DOORS 要件管理システムとのインテグレーションに関連した詳細がリス
トされます。
項目 説明
ステータス インテグレーションのステータス ([有効] または [無効])。
RM サービスの URL Test Manager の Telelogic DOORS 要件用 Web サービスの URL。 通常、正しい

値がデフォルトで設定されます。
ユーザー名 要件管理サーバーの認証情報。
パスワード 要件管理サーバーの認証情報。
DOORS インストール パス フロントエンド サーバーのディレクトリ構造内にあるクライアント インストール

パス。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトと同期する外部プロジェクト。
要件タイプ 内部でプロジェクトが同期される要件タイプ。
スケジュール 任意の定義された同期スケジュール。
要件の作成 未割り当て要件の作成を有効にする オプションが有効になっているかどうかを示し

ます。 Telelogic DOORS との統合が構成されている Test Manager プロジェクト
でマップされていない要件の編集や作成を有効にします。

要件のアップロード Telelogic DOORS への要件のアップロードを有効にする オプションが有効にな
っているかどうかを示します。 マップされていないまたは割り当てられていない要
件の Test Manager から Telelogic DOORS へのアップロードを有効にします。 こ
れによって、マップされていない要件ツリーを DOORS にアップロードした後で、
Test Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 このオプションを
有効にすると、要件 > プロパティ の 要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件
タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成は、マップされていない
要件をアップロードする際に必要です。

プロパティ マッピング 内部と外部の要件管理システム間で定義されている外部から内部へのプロパティの
マッピングをすべて一覧表示します。

アクション • 設定の編集
• プロパティ マッピングの編集
• スケジュールの編集
• 通知の編集
• 設定の無効化
• 設定の削除

問題追跡プロファイル
問題追跡プロファイルにより、Test Manager は外部の問題追跡システムを統合することができます。
Test Manager で現在サポートされており、特別な設定をせずにそのまま使用できる問題追跡ソフトウェ
ア パッケージは、以下のとおりです。
• SilkCentral Issue Manager
• Borland StarTeam
• IBM Rational® ClearQuest®

66 | SilkCentral Test Manager 12.0



• 問題追跡 Web サービス。 その他の情報については、『Test Manager API ヘルプ』を参照してくださ
い。

• Bugzilla
• Atlassian JIRA
• Microsoft Team Foundation Server
• Compuware Changepoint
カスタム プラグインをインストールすることにより、その他の問題追跡システムを構成することができま
す。 その他の情報については、『SilkCentral Issue Manager API ヘルプ』を参照してください。 問題追跡
プロファイルを定義することにより、テスト 領域内のテストを、サードパーティの問題追跡システム内に
ある問題へ、リンク付けすることができます。 リンクされている問題の状態は、サードパーティ製の問題
追跡システムによって定期的に更新されます。

問題の状態をマップする
新しい問題追跡プロファイルを定義した後は、外部の問題追跡システムに既にある問題状態を Test
Manager の問題の状態にマップする必要があります。 これを行うことで、内部と外部の両方の問題にクエ
リをかけた際、Test Manager が正しい問題リストを表示できるようになります。
問題の状態をマップするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 編集する問題追跡プロファイルの アクション 列で、問題追跡プロファイルのマッピングを編集... をク
リックします。 ステータス マッピングの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

4. 内部の問題の状態を対応する外部の問題の状態にマップします。リスト ボックスから対応するエント
リを選択します。
外部の問題追跡ソフトウェアの既存の問題の状態は、外部 列に一覧表示されます。 Test Manager の内
部の問題の状態は、内部 列のリスト ボックスで利用できます。

5. 外部の問題の状態を内部の問題の状態にそれぞれマップしたら、OK をクリックして設定内容を保存し
ます。キャンセル をクリックすると、処理が中止されます。

SilkCentral Issue Manager
SilkCentral Issue Manager と統合するために Test Manager の問題追跡プロファイルを構成する方法に
ついて説明します。
SilkCentral Issue Manager は、会社のソフトウェア プロジェクトに関連するバグ修正および機能拡張の
問題を管理する堅牢な問題追跡ツールです。 SilkCentral Issue Manager は完全にカスタマイズ可能であ
り、個々のビジネス環境の課題を満たすことができ、さまざまな製品、リリース、およびロケーションに
わたって機能します。 SilkCentral Issue Manager の柔軟な欠陥追跡ワークフローにより開発および品質
保証はさらに密接に連携するため、生産性が向上し、開発プロセスが改善されることになります。
Test Manager との統合でサポートされる SilkCentral Issue Manager のバージョンについては、『Test
Manager リリース ノート』を参照してください。

SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを追加する
SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。
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2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Issue Manager を タイプ リスト ボックスから選択します。また Issue Manager 3.3 を選択する

と Issue Manager バージョン 3.3 に接続します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. Issue Manager の URL にユーザーの Issue Manager の URL を入力します。 これは Issue

Manager にログインするために使う URL ですが、login を最後に付けません。
例：ユーザーの標準 Issue Manager の URL が http://IssueManager/login の場合、正しいサービス
の URL は http://IssueManager です。

9. Issue Manager 3.3 を タイプ リスト ボックスから選択した場合は、続いて次のステップを実行しま
す。
Issue Manager を タイプ リスト ボックスから選択した場合、次を実行します。
1. プロジェクトの読み込み をクリックします。 これにより プロジェクト リスト ボックスに、指定ユ

ーザーがアクセスできるすべての初期化済み Issue Manager プロジェクトが表示されます。 Issue
Manager のユーザー グループが定義したプロジェクトのみが表示され、定義ユーザーが少なくと
も 1 つのユーザー グループのメンバであることに注意してください。

2. プロジェクト を選択します。ここで Issue Manager の問題が管理されます。
注意: Issue Manager と Test Manager で同じプロジェクトを使わないことをお勧めします。将
来別のプロジェクトで両方のツールを使う場合に柔軟性がなくなるためです。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Issue Manager の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。
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5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. Issue Manager のインストール場所が変わった場合、Issue Manager の URL を必要に応じて編集し

ます。
これは Issue Manager にログインするために使う URL ですが、login を最後に付けません。 例：ユー
ザーの標準 Issue Manager の URL が http://IssueManager/login の場合、正しいサービスの URL は
http://IssueManager です。

9. StarTeam プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからす
べてのプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リス
ト ボックスからプロジェクトを選択します。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

StarTeam 問題追跡プロファイル
StarTeam と統合するために Test Manager の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明しま
す。
ソフトウェア変更管理および構成管理ツールである StarTeam により、ソフトウェア納品プロセスの調整
および管理が可能になります。
StarTeam プロファイルを操作し、StarTeam における変更要求に対する移動リンク機能を使用するには、
ブラウザを実行するコンピュータに StarTeam クロスプラットフォーム クライアント ソフトウェアをイ
ンストールしておく必要があります。
Test Manager との統合でサポートされる StarTeam のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。

StarTeam の問題追跡プロファイルを追加する
StarTeam の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. StarTeam を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
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8. ホスト名 に StarTeam サーバーのホスト名を、ポート にサーバーと接続するために使用するポート番
号を入力します。 この設定が変更されていない場合、デフォルト ポート 49201 を使用します。

9. プロファイルがサポートする 暗号化 のタイプを指定します。
10.プロジェクトの読み込み をクリックすると、サーバーからすべてのプロジェクトがロードされ、プロジ
ェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボックスからプロジェクトを選択しま
す。

11.ビューの読み込み をクリックすると、選択したプロジェクトのすべてのビューがロードされ、ビュー リ
スト ボックスに表示されます。続いて、ビュー リスト ボックスからビューを選択します。

12.ステータス フィールドの読み込み をクリックすると、変更要求に付随するすべてのフィールドがロー
ドされ、ステータス フィールド リスト ボックスに表示されます。続いて、ステータス フィールド リス
ト ボックスからステータス フィールドを選択します。
StarTeam でカスタム ワークフローを使用している場合には、このフィールドは StarTeam でワーク
フロー駆動型フィールドとなり、Test Manager の問題の状態にマッピングされます。

13.リンク タイプ リスト ボックスからリンクのタイプを選択します。
starteam:// 問題 タブの 外部 ID リンクがクロス プラットフォーム クライアントを開きます。
http:// 問題 タブの 外部 ID リンクが StarTeam Web UI の問題を開きます。

14.http:// (リンク タイプ リスト ボックスにあります) を選択した場合、StarTeam Web UI の Web サー
バーのアドレスを Web サーバー フィールドに入力します。

15.はい または いいえ を ワークフロー フィールドで選択します。 はい を選択して、選択済みの ビュー
のワークフローに指定する必須フィールドを表示します。

16.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

StarTeam の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の StarTeam の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
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8. StarTeam サーバーの ホスト名 と、 サーバーと接続するために使用する ポート を編集します。
9. プロファイルがサポートする 暗号化 のタイプを変更します。
10.StarTeam プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからす

べてのプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リス
ト ボックスからプロジェクトを選択します。

11.ビューを変更する場合、ビューの読み込み をクリックすると、選択したプロジェクトのすべてのビュー
がロードされ、ビュー リスト ボックスに表示されます。続いて、ビュー リスト ボックスからビューを
選択します。

12.ワークフロー駆動型フィールドを変更する場合、ステータス フィールドの読み込み をクリックすると、
変更された要求に付随するすべてのフィールドがロードされ、ステータス フィールド リスト ボックス
に表示されます。続いて、ステータス フィールド リスト ボックスからステータス フィールドを選択し
ます。
StarTeam でカスタム ワークフローを使用している場合には、このフィールドは StarTeam でワーク
フロー駆動型フィールドとなり、Test Manager の問題の状態にマッピングされます。

13.リンク タイプ リスト ボックスからリンクのタイプを選択します。
starteam:// 問題 タブの 外部 ID リンクがクロス プラットフォーム クライアントを開きます。
http:// 問題 タブの 外部 ID リンクが StarTeam Web UI の問題を開きます。

14.http:// (リンク タイプ リスト ボックスにあります) を選択した場合、StarTeam Web UI の Web サー
バーのアドレスを Web サーバー フィールドに入力します。

15.はい または いいえ を ワークフロー フィールドで選択します。 はい を選択して、選択済みの ビュー
のワークフローに指定する必須フィールドを表示します。

16.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Atlassian JIRA
このセクションでは、Test Manager と統合するために Atlassian JIRA（JIRA）の問題追跡プロファイル
を構成する方法について説明します。
JIRA プラグインは、SilkCentral の統合用 Java API に依存しています。 Test Manager は、Apache Axis
ライブラリを使用して、JIRA Web サービスを介して JIRA と通信します。

注: これらの要素がどのように連携しているかについては、パッケージ
com.borland.sctm.issuetracking.jira のソースを参照してください。

Test Manager との統合でサポートされる JIRA のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを追加する
Test Manager を JIRA と統合するには、JIRA で System Soap Services プラグインを有効にします。 詳
細については、JIRA のドキュメントを参照してください。
JIRA の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。
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注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Atlassian JIRA を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. エンドポイント フィールドに JIRA サーバーのホスト名と、サーバーへの接続に使用するポートを入力

します。
9. プロジェクトの読み込み をクリックすると、サーバーからすべてのプロジェクトがロードされ、プロジ
ェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボックスからプロジェクトを選択しま
す。

10.省略可能：カスタム フィールドの表示 リストから true を選択すると、問題のダイアログにカスタム
JIRA フィールドが表示されます。 true を選択する場合、問題追跡プロファイルに定義する JIRA ユー
ザーには管理用のアクセス許可を付与する必要があります。

11.省略可能：多数の JIRA がインストールされている環境でパフォーマンスの問題が生じる場合は、毎日
の問題統計の更新 リストから false を選択します。 毎日の問題統計が更新されなくなります。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

13.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。
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これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. エンドポイント フィールドで、JIRA サーバーのホスト名とサーバーと接続するために使用するポート

を編集します。
9. JIRA プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからすべて

のプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボ
ックスからプロジェクトを選択します。

10.省略可能：カスタム フィールドの表示 リストから true を選択すると、問題のダイアログにカスタム
JIRA フィールドが表示されます。 true を選択する場合、問題追跡プロファイルに定義する JIRA ユー
ザーには管理用のアクセス許可を付与する必要があります。

11.省略可能：多数の JIRA がインストールされている環境でパフォーマンスの問題が生じる場合は、毎日
の問題統計の更新 リストから false を選択します。 毎日の問題統計が更新されなくなります。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

13.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Bugzilla
Test Manager と統合するために Bugzilla の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明します。
Bugzilla プラグインは、統合する SilkCentral Java API に依存します。 Test Manager は、Redstone
XML-RPC ライブラリを使用して、Bugzilla 3.0 で提供されている XML-RPC Bugzilla の Web サービスを
介して Bugzilla と通信します。 Bugzilla の統合を有効にするには、Web サーバー用に SOAP::Lite パッ
ケージがインストールされていることを確認してください。 たとえば、Debian の配布では libsoap-lite-
perl パッケージがインストールされます。
Test Manager との統合でサポートされる Bugzilla のバージョンについては、『Test Manager リリース ノ
ート』を参照してください。

Bugzilla 問題追跡プロファイルを追加する
Bugzilla の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Bugzilla を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. インストールした Bugzilla プログラムの URL を入力します （例：http://bugzillaserver/cgi-bin/

bugzilla3）。
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9. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

10.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Bugzilla 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Bugzilla 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. インストールした Bugzilla プログラムの URL を編集します
9. OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

10.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

IBM Rational ClearQuest
Test Manager と統合するために IBM Rational ClearQuest の問題追跡プロファイルを構成する方法につ
いて説明します。
IBM Rational ClearQuest 製品により、欠陥および変更追跡を柔軟に行い、ワークフローのサポートを自
動化します。 主要製品には、IBM Rational ClearQuest（ClearQuest）と IBM Rational ClearQuest
MultiSite（ClearQuest Multisite）の 2 つがあります。 ClearQuest プロファイルを操作するには、
SilkCentral フロントエンド サーバーを実行するコンピュータに ClearQuest のクライアント ソフトウェ
アをインストールしておく必要があります。 ClearQuest のインストールの詳細については、ClearQuest
のドキュメントを参照してください。
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Test Manager との統合でサポートされる ClearQuest のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。

ClearQuest 問題追跡プロファイルを追加する
ClearQuest の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. IBM Rational ClearQuest を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. ユーザーの ClearQuest の リポジトリ情報 を入力します。

これは ClearQuest のクライアント ソフトウェアで定義したデータベース名です。
9. レコード タイプ（ClearQuest の問題タイプ）を指定します。

Test Manager に問題を入力すると、ClearQuest によりこのテキスト ボックスで定義した問題タイプ
で問題が保存されます。 デフォルトの問題タイプは Defect です。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

ClearQuest 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の ClearQuest 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
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6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. ユーザーの ClearQuest の リポジトリ情報 を編集します。

これは ClearQuest のクライアント ソフトウェアで定義したデータベース名です。
9. レコード タイプ（ClearQuest の問題タイプ）を変更します。

Test Manager に問題を入力したとき、ClearQuest によりこのフィールドで定義した問題タイプで問
題が保存されます。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Team Foundation Server
このセクションでは、Test Manager と統合するために Team Foundation Server（TFS）の問題追跡プ
ロファイルを構成する方法について説明します。
Test Manager との統合でサポートされる TFS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

Team Foundation Server Web サービス プロキシをインストールする
TFS と通信するには、TFS へのインターフェイスとして Team Foundation Server Web サービス プロキ
シをインストールする必要があります。
TFS プロキシ サービスをインストールするには：
1. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fe4f9904-0480-4c9d-

a264-02fedd78ab38 から Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010 をインストールします。
2. http://www.microsoft.com/web/downloads/default.aspx から Web プラットフォーム インストー

ラなどを使用して、IIS と Web 配置ツールをインストールします。
3. Team Foundation Server Web サービス プロキシを ヘルプ > ツール からダウンロードします。
4. ダウンロードされたパッケージを解凍します。
5. コマンド シェルを開き、DotNetTfsWebServiceProxy.deploy.cmd /Y と入力して、プロキシ サービ

スをインストールします。 ASP.NET 4 が必要であることを示すエラー メッセージ ボックスが表示さ
れた場合は、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h.aspx を参照してください。

6. IIS マネージャを開きます。
7. 新しい Web サイトが存在することを確認します。
8. 仮想ディレクトリのルート フォルダで、Web.config ファイルを開きます。
9. ファイルの appSettings セクションで、キー WorkItemTrackingCacheRoot の値をローカル ディレク

トリに変更します。
例：
<appSettings>
  <add key="WorkItemTrackingCacheRoot" value="C:\temp" />
</appSettings>

10.指定したディレクトリが存在しない場合は、作成します。
11.指定したディレクトリで、Everyone にすべての権限を付与します。
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ASP.NET Web アプリケーションの配置の詳細については、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
ee942158.aspx を参照してください。

TFS 問題追跡プロファイルを追加する
Test Manager が TFS の問題にアクセスできるようにするには、Micro Focus から提供されている Team
Foundation Server Web サービス プロキシを設定する必要があります。

重要: これは Microsoft から提供されている Team Foundation Server プロキシではありません。

TFS 問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Team Foundation Server 2010 を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. TFS ユーザーの ドメイン を入力します。
9. インストールした TFS の URL を入力します

たとえば、http://tfsserver:8080/tfs などです。
10.プロジェクトが属している コレクション を入力します。

たとえば、DefaultCollection などです。
コレクション内のすべてのプロジェクトが、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。

11.リスト ボックスから プロジェクト を選択します。
12.TFS プロキシの URL を入力します。 たとえば、http://tfsproxyserver/

DotNetTfsWebServiceProxy_deploy/TfsWebServiceProxy.asmx などです。
13.作業項目の種類の読み込み をクリックします。 使用可能な作業項目の種類が、作業項目の種類 リスト

ボックスに表示されます。
14.作業項目の種類 をリスト ボックスから選択します。
15.初期状態の読み込み をクリックします。 初期状態 リスト ボックスには、選択した作業項目タイプで使

用可能な状態が表示されます。
16.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。
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TFS 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の TFS 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. TFS ユーザーの ドメイン を編集します。
9. TFS インストールの URL と コレクション を編集します。
10.異なる プロジェクト を選択します。
11.TFS プロキシの URL とポートを編集します。
12.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

Changepoint
このセクションでは、Changepoint の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明します。
Changepoint は、プロジェクト、アプリケーション、インフラストラクチャなどの IT ポートフォリオ全
体のビジネス価値を組織で最大限に活用できるようにするための、IT 管理ツールです。
この統合により、Test Manager を Changepoint に接続して問題を保存することができます。

重要: Changepoint 環境には、Changepoint API がインストールされ、CPWebService が設定され
ている必要があります。

既知の問題
ワー
クフ
ロー

Test Manager で要求を送信した後、要求の Changepoint ワークフローを変更しないでくださ
い。 外部の問題を割り当てる場合、要求で異なるワークフローを使用しないでください。 ワーク
フローで使用するフィルタ条件は、Test Manager 問題追跡プロファイル で使用するフィールド
に基づいている必要があります。 このようにしないと、予期しない状態が Test Manager で要求
に割り当てられることがあります。

Changepoint サーバー と Test Manager サーバーの時刻を同期する
このセクションでは、Changepoint サーバーと Test Manager サーバーを正しく通信させる方法について
説明します。
1. ../Changepoint/CP Web Services ディレクトリにある web.config ファイルを開きます。
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2. security セクションに以下のキーを追加します。
<timeToleranceInSeconds>86400</timeToleranceInSeconds>

3. ファイルを保存します。

Changepoint の問題をコンテキストで開く
Test Manager の問題を Changepoint システムで開くには、以下の手順に従って Changepoint サーバー
で接続ファイルをインストールする必要があります。
1. Test Manager で SilkCentral > ヘルプ > ツール をクリックして、ダウンロード可能なクライアント
ツール ページを表示します。

2. Changepoint Request Form リンクをクリックします。
3. プロンプトが表示されたら、選択して、ChangepointRequestForm.zip ファイルをディスクに保存し

ます。
4. ChangepointRequestForm.zip から CPRequestForm.html を抽出します。

Changepoint 2010 を使用している場合、必要なファイルは Changepoint 2010 フォルダにありま
す。 それは CPRequestForm2010.html というものです。 このファイルを抽出して、名前を
CPRequestForm.html に手作業で変更します。

5. CPRequestForm.html を Changepoint サーバーに手作業でコピーして、Changepoint が実行されて
いる仮想ディレクトリに配置します。

Changepoint 問題追跡プロファイルを作成する
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Compuware Changepoint を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に、問題追跡システムの有効なユーザー名とパスワードを入力します。

注: プロジェクトを選択し、新しい問題を送信するには、プロジェクトの Edit Project Plan 権限
を持つ Changepoint ユーザーが ユーザー名 フィールドに含まれている必要があります。

8. インストールされている Changepoint の URL を Changepoint Server URL フィールドに入力しま
す。

9. Changepoint Web サービス サーバーの URL を Changepoint WebService URL フィールドに入力
します。

10.Initiator の読み込み をクリックして、Changepoint イニシエータを読み込みます。
11.Initiator リスト ボックスからイニシエータを選択します。
12.Client の読み込み をクリックして、Changepoint クライアントを読み込みます。
13.Client リスト ボックスからクライアントを選択します。
14.Initiative の読み込み をクリックして、Changepoint イニシアティブを読み込みます。
15.Initiative リスト ボックスからイニシアティブを選択します。
16.Project の読み込み をクリックして、Changepoint プロジェクトを読み込みます。
17.Project リスト ボックスからプロジェクトを選択します。
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18.Request Type の読み込み をクリックして、Changepoint 要求タイプを読み込みます。
19.Request Type リスト ボックスから要求タイプを選択します。
20.Application の読み込み をクリックして、Changepoint アプリケーションを読み込みます。
Application リスト ボックスからアプリケーションを選択します。

21.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

22.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

問題追跡プロファイルを削除する
問題追跡プロファイルを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 削除する問題追跡プロファイルの アクション 列で、問題追跡プロファイルを削除... をクリックしま
す。 確認ダイアログ ボックスが表示されます。

4. はい をクリックします。

[問題追跡プロファイル] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 問題追跡
このページは、外部の問題追跡システムを Test Manager に統合するためのプロファイル構成に使用しま
す。 プロファイルの新規作成 をクリックして、新しい問題追跡プロファイルを作成します。 問題追跡プロ
ファイルごとに、以下の列がページに表示されます。
列 説明
名前 SilkCentral GUI およびレポートに表示されるプロファ

イルの名前。 名前をクリックしてプロファイルを編集し
ます。

タイプ 外部の問題追跡システム。
ログイン SilkCentral が接続する問題追跡システムのログイン名。
リポジトリ情報 問題追跡システムの物理的ロケーション。 ホスト名また

は URL。
作成日時 問題追跡プロファイルが作成された日時。
作成者 この問題追跡プロファイルを作成したユーザー。
アクション 問題追跡プロファイルでは、以下のアクションを実行でき

ます。
• 問題追跡プロファイルの削除
• 問題追跡プロファイルのマッピングの編集
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ソース管理プロファイル
ソース管理プロファイルにより、Test Manager を外部のソース管理システムと統合できます。 ソース管
理プロファイルを定義することで、Test Manager の実行サーバーがテスト実行用のプログラム ソースを
取得する場所を定義できます。
SilkCentral はソース管理ツリーをチェックアウトし、実行可能なソース ファイルで作業ディレクトリを生
成するので、実行サーバーにはソース ファイルを格納するためにソース ファイルの 2 倍の空きディスク領
域が必要です。
現在、以下のソース管理システムは Test Manager で特別な設定をせずにサポートされています。
• Borland StarTeam
• SilkTest Workbench
• Serena® Version Manager™ (PVCS®)
• Concurrent Version System (CVS)
• Microsoft® Visual SourceSafe® (MSVSS)
• Universal Naming Convention (UNC) (ファイル-システム アクセス)
• Subversion
• Apache Commons Virtual File System (VFS)
• TestPartner
カスタム プラグインをインストールすることにより、その他のソース管理システムを構成することができ
ます。 詳細については、『Test Manager API ヘルプ』を参照してください。

TestPartner
このセクションでは、TestPartner ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
TestPartner は、Microsoft 技術を使用する Web ベースおよび Microsoft Windows ベースのアプリケー
ションをテストする Micro Focus の製品です。 TestPartner は、ユーザー アクションを記録して、強力な
テストをすばやく作成します。 記録された各テストは、一連のアクションが明確で簡潔なステップとして
表示され、初心者から熟練者までのすべてのテスト担当者が簡単に理解できます。 アプリケーションとユ
ーザー セッションの記録、検証関数の追加、および後でセッションの生成を行うことにより、アプリケー
ションが期待どおりに動作するようにできます。

TestPartner のソース管理プロファイルを追加する
TestPartner ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. TestPartner を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
注: TestPartner Oracle データベースに接続する場合、TNS 名がホスト サーバー名と同一である
必要があるという TestPartner 要件があります。

6. データベースの種類 リスト ボックスから、SQL Server または Oracle のいずれかのデータベースを選
択します。

7. データベース サーバー テキスト ボックスに、データベース サーバーの名前を入力します。
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8. データベース名 テキスト ボックスに、データベースの名前を入力します。
9. データベース ポート テキスト ボックスに、データベース サーバーのポート番号を入力します。
10.データベース スキーマ/所有者名 テキスト ボックスに、データベース スキーマまたは所有者名を入力

します。
11.データベース ユーザー テキスト ボックスに、データベース ユーザーの名前を入力します。
12.データベース パスワード テキスト ボックスに、データベース ユーザーのパスワードを入力します。
13.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。
14.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

15.テストに使用できるスクリプトをデータベースからフィルタ処理するには、プロジェクト パス テキス
ト ボックスを使用します。 参照 をクリックして、プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスを開
きます。
プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスには、選択可能な 3 レベルのツリーが表示されます。
第 1 レベル TestPartner データベース全体です。 このレベルを選択すると、プロジェクト パス テキ

スト ボックスは空のままになります。
第 2 レベル TestPartner プロジェクトです。
第 3 レベル 指定された TestPartner プロジェクト内のスクリプト タイプです。
上記のいずれかのオプションを選択して、OK をクリックします。 パスが プロジェクト パス テキスト
ボックスに追加されます。

16.OK をクリックします。

TestPartner のソース管理プロファイルを編集する
TestPartner ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• TestPartner データベースの種類 を編集します。
• TestPartner データベース サーバー を編集します。
• TestPartner データベース名 を編集します。
• TestPartner データベース サーバーの TestPartner 番号を編集します。
• TestPartner データベース スキーマ/所有者名 を編集します。
• TestPartner データベース ユーザー を編集します。
• TestPartner データベース パスワード を編集します。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

7. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
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8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. OK をクリックします。

Serena Version Manager（PVCS）
このセクションでは、Serena Version Manager（PVCS）ソース管理プロファイルを設定する方法につい
て説明します。
PVCS のメーカーが提供する Serena Version Manager は、ソフトウェア プロジェクトにおけるバージョ
ン統制とバージョン管理のためのあらゆる機能を備えたソリューションです。 Version Manager は、コー
ドのバージョンを保管するだけではなく、分散チームのためのセキュリティと高パフォーマンスとさまざ
まなサポート レベルを備えた、堅牢でフル機能のソリューションです。 サポート バージョンについては、

『Test Manager リリース ノート』を参照してください。

PVCS ソース管理プロファイルを追加する
PVCS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. PVCS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする PVCS リポジトリ の UNC パスを入力します。

リポジトリの UNC パスが不明な場合は、PVCS の管理者にお問い合わせください。
7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。
8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. 実行パス にパスを入力します。 インストールされた PVCS のローカル パスで、コマンドライン ツー
ル pcli.exe がある場所です。 デフォルト パスは C:\Program Files\Serena\vm\win32\bin です。

注: PVCS クライアント ソフトウェアをフロントエンド サーバーと各実行サーバーにインストー
ルする必要があります。 PVCS は、各マシンで同じパスにインストールする必要があります。 た
とえば、PVCS を TestPartner フロントエンド サーバー上の C:\Program Files\Serena\ にイ
ンストールする場合、実行サーバー上でも PVCS を同じパスにインストールする必要があります。

10.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
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注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

PVCS ソース管理プロファイルを編集する
PVCS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. PVCS リポジトリ の UNC パスを編集します。 リポジトリの UNC パスが不明な場合は、PVCS の管理
者にお問い合わせください。

6. 必要に応じて、UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。 これらの認証情報は、前に指定し
たリポジトリの UNC パスにアクセスするために必要です。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. 実行パス を編集します。 インストールされた PVCS のローカル パスで、コマンドライン ツール
pcli.exe がある場所です。 デフォルト パスは C:\Program Files\Merant\vm\win32\bin です。

注: PVCS クライアント ソフトウェアをフロントエンド サーバーと各実行サーバーにインストー
ルする必要があります。 PVCS は、各マシンで同じパスにインストールする必要があります。 た
とえば、PVCS を Test Manager フロントエンド サーバー上の C:\Program Files\Serena\ にイ
ンストールする場合、実行サーバー上でも PVCS を同じパスにインストールする必要があります。

9. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
11.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

StarTeam ソース管理プロファイル
このセクションでは、StarTeam ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
StarTeam は、すべてのプロジェクト資産を集中制御することで、チームのコミュニケーションとコラボ
レーションを促進します。 保護されつつも柔軟であるアクセスにより、チームのメンバは、Web、デスク
トップ、IDE、コマンドラインから自由に選択できる各種クライアントを通じて、いつでもどこでも作業で
きます。 StarTeam は、ユニークでしかも総合的なソリューションを提供しています。これには、統合さ
れた要件管理や変更管理、欠陥追跡、ファイルのバージョン管理、スレッド化対応ディスカッション、プ
ロジェクトやタスクの管理などがあります。
Test Manager との統合でサポートされる StarTeam のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。
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StarTeam のソース管理プロファイルを追加する
StarTeam ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. StarTeam を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. ホスト名 にユーザーの StarTeam サーバーを入力します。
7. ポート に StarTeam サーバーと接続するために使用するポート番号を入力します。

ポートが変更されていない場合、デフォルト ポート 49201 を使用します。
8. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。
9. プロファイルで 暗号化 をサポートするかどうかを指定します。
10.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

StarTeam のソース管理プロファイルを編集する
StarTeam ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• StarTeam サーバーの ホスト名 を編集します。
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• StarTeam サーバーに接続するために使用するポートを編集します。 ポートが変更されていない場
合、デフォルト ポート 49201 を使用します。

• プロファイルで 暗号化 をサポートするかどうかを指定します。
6. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。
8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Concurrent Version System (CVS)
このセクションでは、CVS ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
CVS は、複雑なソース コード ツリーを扱う強力なソース管理ツールです。 PERL や Korn などのスクリプ
ト言語を使用してカスタマイズできます。 CVS は分散管理されるので、ユーザーは独自のソース ディレク
トリ ツリーを保持できます。 また、同時ファイル編集も可能です。
Test Manager との統合でサポートされる CVS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

CVS ソース管理プロファイルを追加する
CVS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. CVS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. ホスト名 テキスト ボックスに、CVS サーバー名または IP アドレスを入力します。
7. 接続先のポートを、ポート テキスト ボックスに入力します。
8. 接続方法を、メソッド テキスト ボックスに指定します。

現時点では、ext、pserver、および local の接続メソッドがサポートされています。
これにより、ポート 設定を省略できます。

9. アクセスする CVS リポジトリ の URL を指定します。
たとえば、/var/lib/cvs などです。 リポジトリの URL が不明な場合は、CVS の管理者に問い合わせて
ください。

10.ユーザー名 と パスワード に CVS の有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、ユーザーの CVS リポジトリにアクセスするために使われます。
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注: ext 接続メソッドを使用する場合、これらの設定は省略可能です。

11.使用する CVS モジュール を指定します。
12.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

13.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

14.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

CVS ソース管理プロファイルを編集する
CVS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• CVS サーバー名または IP アドレスを、ホスト名 テキスト ボックスで編集します。
• 接続する先のポートを、ポート テキスト ボックスで編集します。
• アクセスする CVS リポジトリ の URL を編集します。 リポジトリの URL が不明な場合は、CVS の

管理者にお問い合わせください。
• 使用する CVS モジュール を編集します。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。

注: ext 接続メソッドを使用する場合、これらの設定は省略可能です。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. 接続方法を、メソッド テキスト ボックスに指定します。
現時点では、ext、pserver、および local の接続メソッドがサポートされています。
これにより、ポート 設定を省略できます。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
10.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
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注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Microsoft Visual SourceSafe
このセクションでは、Microsoft Visual SourceSafe（MSVSS）ソース管理プロファイルを構成する方法に
ついて説明します。
MSVSS は、ソフトウェアと Web サイトの開発を管理するためのバージョン管理システムです。 Visual
Basic、Visual C++、Visual J++、Visual InterDev、および Visual FoxPro の開発環境および Microsoft
Office アプリケーションと完全に統合された MSVSS は、使いやすいプロジェクト指向のバージョン管理
を提供します。 MSVSS では、任意の開発言語、オーサリング ツール、またはアプリケーションで開発さ
れたファイルを使用できます。 ユーザーは、ファイル レベルとプロジェクト レベルのどちらでも作業で
き、ファイルの再利用が促進されます。
Test Manager との統合でサポートされる MSVSS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノ
ート』を参照してください。

MSVSS ソース管理プロファイルを追加する
ヒント: SourceSafe クライアントは、すべてのフロントエンド サーバー、アプリケーション サーバ
ー、および実行サーバーにインストールする必要があります。

MSVSS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. MSVSS または MSVSS (コマンドライン) を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
MSVSS (コマンドライン) では MSVSS のコマンドライン プラグインを使用します。これは MSVSS
と同様に動作しますが、SilkCentral のユーザーが SilkCentral からログアウトしたとき、自動的に
MSVSS からログアウトされる点が異なります。 MSVSS を選択すると、SilkCentral ユーザーは
MSVSS にログインしたままになります。

6. MSVSS (コマンドライン) を選択した場合、SourceSafe 実行可能ファイル ss.exe の場所を指定しま
す。
SourceSafe は、すべての実行サーバーとフロントエンド サーバーに同様にインストールされなければ
なりません。 これにより、限定されたパスを指定できるようになります。 たとえば、C:\Program
Files\Microsoft Visual Studio\VSS\win32\ss.exe などです。 SourceSafe を別の場所にインスト
ールする場合は、「SourceSafe クライアントの場所を設定する」を参照してください。

7. SourceSafe データベース (srcsafe.ini) テキスト ボックスに、アクセスする SourceSafe 設定ファ
イルの名前と UNC パスを入力するか、参照 をクリックして SourceSafe 設定ファイルを見つけます。

注: SourceSafe 設定ファイルの名前は、srcsafe.ini です。

8. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
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作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

MSVSS ソース管理プロファイルを編集する
MSVSS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. MSVSS (コマンドライン) を選択した場合、SourceSafe 実行可能ファイル ss.exe の場所を指定しま
す。
SourceSafe は、すべての実行サーバーとフロントエンド サーバーに同様にインストールされなければ
なりません。 これにより、限定されたパスを指定できるようになります。 たとえば、C:\Program
Files\Microsoft Visual Studio\VSS\win32\ss.exe などです。 SourceSafe を別の場所にインスト
ールする場合は、「SourceSafe クライアントの場所を設定する」を参照してください。

6. SourceSafe データベース (srcsafe.ini) テキスト ボックスで、SourceSafe 設定ファイルの名前と
UNC パスを必要に応じて変更するか、参照 をクリックしてファイルを見つけます。
設定ファイルの場所が不明な場合は、SourceSafe の管理者にお問い合わせください。

注: SourceSafe 設定ファイルの名前は、srcsafe.ini です。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
11.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
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注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

SourceSafe クライアントの場所を設定する
SourceSafe クライアントの場所を設定するには：
1. SourceSafe 実行可能ファイル テキスト ボックスに、ss.exe（パス情報はなし）を入力します。
2. 各実行サーバーやフロントエンド サーバーで、SourceSafe 実行可能ファイル（ss.exe）のローカル パ

スを Windows のシステム パスに入力します。 これを実行するには、スタート > 設定 > コントロー
ル パネル > システム をクリックします。 システムのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されま
す。

3. 詳細設定 タブを選択し、環境変数 をクリックします。 環境変数 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. システム環境変数 セクションの Path 変数を選択し、編集 をクリックします。
5. 既存の 変数値 のリストに SourceSafe 実行可能ファイルのローカル パスを追加します。 セミコロン

（;）に続いてパス情報を入力することで、既存の値に新しい変数値を追加することができます。
6. この手順を各実行サーバーとフロントエンド サーバーに対して繰り返します。

Subversion
このセクションでは、SubVersion（SVN）ソース管理プロファイルを設定する方法について説明します。
Subversion（SVN）は、Concurrent Versions System（CVS）から派生したものです。 Subversion は、
トランザクション番号を使用してバージョン管理を行います。 コミットするたびに、トランザクション番
号が増加していきます。
他のソース管理システムが ラベル と呼んでいるものは、Subversion では タグ と称されています。 これ
らのタグは、Subversion URL 内にエンコードされます。 たとえば、http://MyHost/svn/MyApp/trunk
は Subversion URL であり、http://MyHost/svn/MyApp/tags/build1012 は Subversion タグです。
Test Manager は、Subversion タグをサポートしています。 Subversion URL に trunk ディレクトリが含
まれている場合、ユーザーはラベル tags/build1012 を定義できます。 このラベルが、SubVersion URL
の trunk と置き換えられます。

注: Subversion URL に trunk が含まれていない場合にラベルを定義すると、Test Manager でエラ
ーとなります。

Subversion ソース管理プロファイルを追加する
Subversion ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. Subversion を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする Subversion リポジトリ の URL を入力します。

リポジトリの URL が不明な場合は、Subversion の管理者にお問い合わせください。
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注: SSH を使用するには、svn+ssh://<hostname>:<port> のように URL に ssh を追加しま
す。

7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

8. 有効な SSH ユーザー名 および SSH パスワード または SSH キーファイル を入力します。
これらの認証情報は、SSH サーバーにアクセスするために使用されます。 キーファイルよりもパスワ
ードが優先されるため、キーファイルのみを持っている場合には、SSH パスワード テキスト ボックス
を空のままにします。 キーファイルを使用する場合は、ソース管理プロファイルを使用するすべての実
行サーバー上でキーファイルへのパスが有効である必要があります。

9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

11.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Subversion ソース管理プロファイルを編集する
Subversion ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする Subversion リポジトリの URL を編集します。
リポジトリの URL が不明な場合は、Subversion の管理者にお問い合わせください。

注: Subversion リポジトリ の URL を編集しようとする際、ファイルをチェックアウトできない場
合には、実行サーバー上にあるソース管理ミラー ディレクトリを削除してください。 たとえば、
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Silk\SCC35\SrcCtrlMirrors な
どです。
注: SSH を使用するには、svn+ssh://<hostname>:<port> のように URL に ssh を追加しま
す。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

7. 有効な SSH ユーザー名 および SSH パスワード または SSH キーファイル を入力します。
これらの認証情報は、SSH サーバーにアクセスするために使用されます。 キーファイルよりもパスワ
ードが優先されるため、キーファイルのみを持っている場合には、SSH パスワード テキスト ボックス
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を空のままにします。 キーファイルを使用する場合は、ソース管理プロファイルを使用するすべての実
行サーバー上でキーファイルへのパスが有効である必要があります。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
10.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Universal Naming Convention
このセクションでは、Universal Naming Convention（UNC）ソース管理プロファイルを構成する方法に
ついて説明します。
Universal Naming Convention または Uniform Naming Convention の頭文字である UNC は、LAN （ロ
ーカル エリア ネットワーク）上のリソースの場所を指定するための PC 形式です。 UNC では、以下の形
式が使用されます：\\server-name\shared-resource-pathname。
たとえば、共有サーバー silo 上のディレクトリ examples にあるファイル test.txt にアクセスするには、
\\silo\examples\test.txt と記述します。
また、UNC を使用して、プリンタなどの共有周辺装置を識別することもできます。 UNC の基になってい
る考え方は、各共有リソースを固有のアドレスで識別できるような形式を提供することです。
UNC は、Microsoft Windows オペレーティング システムでのみサポートされています。 非 Windows 実
行サーバーの利用を計画している場合には、代わりに、Apache Commons VFS ソース管理プロファイル
を利用することができます。

UNC ソース管理プロファイルを追加する
UNC ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. UNC を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする UNC パス を入力します。

これは、テスト ソースが配置される場所へのパスです。
7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

9. OK をクリックします。
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Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

UNC ソース管理プロファイルを編集する
UNC ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. UNC パス を編集します。
これは、テスト ソースが配置されるパスです。

6. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

8. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Apache Commons Virtual File System
このセクションでは、仮想ファイル システム（VFS）のソース管理プロファイルを構成する方法について
説明します。
VFS とは、実際のファイル システムの上に位置する抽象化層です。 VFS は、クライアント アプリケーシ
ョンが様々なファイル システムに同じ方法でアクセスできるようにすることを目的としています。
Apache Commons VFS は、多様なファイル システムへアクセスするための、単一の API を提供していま
す。 これにより、様々なソースからのファイル群を、単一のビューで表すことができます。 Test Manager
が VFS に対して現在サポートしているプロトコルは、以下のとおりです。
プロト
コル

説明

http 指定されたファイルをコピー。 また、このプロトコル タイプでは、ZIP、JAR、およびその他
の ZIP したファイルのコピーと解凍がサポートされています。 .zip ファイルは http サーバー
に対して指定する必要があります。 たとえば、zip:http://myTestServer/myTests.zip のよう
になります。 .zip ファイルは、実行サーバー上で抽出されます。

ftp 指定されたファイルをコピー。 また、このプロトコル タイプでは、ZIP、JAR、およびその他
の ZIP したファイルのコピーと解凍がサポートされています。
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プロト
コル

説明

smb サーバー メッセージ ブロック (smb) は、すべてのファイルおよびフォルダをコピーします。
このプロトコルは、UNC プロファイルの代わりに使用できます。 たとえば、VFS smb パス
smb://server-name/shared-resource-path は、UNC パス \\server-name\shared-
resource-path に相当します。

注: ソース管理に VFS を使用する新しい ProcessExecutor テストを作成する場合は、実行可能ファ
イル名 テキスト ボックスで実行可能ファイルの完全パスを指定する必要があります。

VFS ソース管理プロファイルを追加する
VFS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. VFS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする VFS リポジトリ の URL を入力します。

適切なプロトコル タイプを URL に指定します。
FTP ftp://<ftp サーバーの URL>
HTTP http://<http サーバーの URL>
SMB smb://<Samba サーバーの URL>

注: このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

注: HTTP、FTP、および SMB が、また ZIP ファイルに対してもサポートされています。 ZIP フ
ァイルの指定には、<ZIP ファイル タイプ>:<プロトコル>://<ZIP ファイルをポイントするサ
ーバーの URL> のように、ZIP ファイルのタイプを含むように URL を次のように調整する必要が
あります。 たとえば次のようになります。zip:http://193.80.200.135/<パス>/archive.zip ま
たは jar:http://193.80.200.135/<パス>/archive.jar。

7. ユーザー名 と パスワード に VFS の有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、ユーザーの VFS リポジトリにアクセスするために使われます。 SMB プロトコル
では、domain/username の形式でユーザー名にドメイン名を含めることができます。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
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注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

VFS ソース管理プロファイルを編集する
VFS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする VFS リポジトリ の URL を編集します。
注: このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
9. OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

SilkTest Workbench
このセクションでは、SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
SilkTest Workbench は、複雑なアプリケーションの機能テストを推進するための自動テスト ツールで
す。 SilkTest Workbench は、Java、.NET、ブラウザベースの Web アプリケーション、COM コンポー
ネント（ActiveX コントロールと自動オブジェクトの両方を含む）などのさまざまな開発ツールを使って
開発されたアプリケーションのテストをサポートします。 SilkTest Workbench を使用することで、アプ
リケーションでユーザー セッションを記録して、テストの作成、検証およびテストのロジックの追加によ
るテストの拡張、およびテストの再生を行うことで、アプリケーションが期待どおりに機能することを確
認できます。

SilkTest Workbench のソース管理プロファイルを追加する
SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。
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2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. SilkTest Workbench テスト を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. データベースの種類 リスト ボックスから、SQL Server または Oracle のいずれかのデータベースを選

択します。
注: Microsoft Office Access のデータベース タイプはサポートされていません。 SilkTest
Workbench Oracle データベースに接続する場合、TNS 名がホスト サーバー名と同一である必要
があるという SilkTest Workbench 要件があります。

7. データベース サーバー テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース サーバーの名前を入
力します。

8. データベース名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベースの名前を入力します。
9. データベース ポート テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース サーバーのポート番号

を入力します。
10.データベース スキーマ/所有者名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース スキーマ

または所有者名を入力します。
11.データベース ユーザー テキスト ボックスに、データベース ユーザーの名前を入力します。
12.データベース パスワード テキスト ボックスに、データベース ユーザーのパスワードを入力します。
13.SilkTest Workbench ユーザー名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench の有効なユーザー名を

入力します。
14.SilkTest Workbench パスワード テキスト ボックスに、SilkTest Workbench ユーザーのパスワード

を入力します。
15.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

16.取得 をクリックします。 すべてのプロジェクトが、プロジェクト リストに一覧表示されます。
17.1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。
18.OK をクリックします。

SilkTest Workbench のソース管理プロファイルを編集する
SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. SilkTest Workbench データベースの種類 を編集します。
注: Microsoft Office Access のデータベース タイプはサポートされていません。

6. 次のことを行うことができます。
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• SilkTest Workbench データベース サーバー を編集します。
• SilkTest Workbench データベース名 を編集します。
• SilkTest Workbench データベース サーバーの データベース ポート 番号を編集します。
• SilkTest Workbench データベース スキーマ/所有者名 を編集します。
• SilkTest Workbench データベース ユーザー を編集します。
• SilkTest Workbench データベース パスワード を編集します。
• SilkTest Workbench ユーザー名 を編集します。
• SilkTest Workbench パスワード を編集します。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. プロジェクト リストから 1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。
9. OK をクリックします。

Microsoft Team Foundation Server 2010
このセクションでは、Team Foundation Server（TFS）ソース管理プロファイルを構成する方法について
説明します。
Test Manager との統合でサポートされる TFS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

TFS ソース管理プロファイルを追加する
TFS ソース管理プロファイルを追加するには、Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere
2010 コマンドライン クライアントが、フロントエンド サーバーとユーザーがソース管理プロファイルを
使用する各実行サーバーにインストールされる必要があります。 CLC は Microsoft Download Center か
らダウンロードできます。
TFS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. Team Foundation Server 2010 を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. インストールした TFS の URL を入力します

たとえば、http://tfsserver:8080/tfs などです。
7. TFS ユーザーの ドメイン を入力します。
8. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。
9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
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す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

11.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

TFS ソース管理プロファイルを編集する
TFS ソース管理プロファイルを追加するには、Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere
2010 コマンドライン クライアントが、フロントエンド サーバーとユーザーがソース管理プロファイルを
使用する各実行サーバーにインストールされる必要があります。 CLC は Microsoft Download Center か
らダウンロードできます。
TFS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする TFS リポジトリ の URL を編集します。
6. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。
7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
9. OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

ソース管理プロファイルを削除する
ソース管理プロファイルを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. 削除するソース管理プロファイルの アクション 列で、ソース管理プロファイルの削除... をクリックし
ます。 確認ダイアログ ボックスが表示されます。
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4. はい をクリックします。 ソース管理 ページに戻ります。

[ソース管理プロファイル] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > ソース管理
このページは、外部ソース管理システムと Test Manager を統合するためのプロファイルを構成するため
に使用されます。 プロファイルの新規作成 をクリックして、新しいソース管理プロファイルを作成しま
す。 ソース管理プロファイルごとに、以下の列がページに表示されます。
項目 説明
名前 SilkCentral GUI およびレポートに表示されるプロファ

イルの名前。 名前をクリックしてプロファイルを編集し
ます。

タイプ 外部ソース管理システム。
作業フォルダ 一時ソースのチェックアウト先である、ローカルまたはマ

ップされた作業フォルダ。
作成日時 ソース管理プロファイルが作成された日時。
作成者 このソース管理プロファイルを作成したユーザー。
変更日時 ソース管理プロファイルが最後に変更された日時。
変更者 このソース管理プロファイルを最後に変更したユーザー。
アクション ソース管理プロファイルの削除

データ駆動型テスト向けのデータ ソース
データ駆動型テストとは、スプレッドシートやデータベースなど、既存のデータ ソースに含まれる値を元
に行うテストのことです。 データ ソースは、プロジェクトごとの範囲で管理されます。

ヒント: Test Manager にデータ ソースの変更を認識させるには、データ ソースを更新または変更す
るたびに、データ ソース プロファイルとデータ ソースを同期する必要があります。

JDBC データ ソースを設定する
注意: JDBC データ ソースでは、すべての主キーを連結した長さが 255 文字を超えることはできませ
ん。

JDBC データ ソースを設定するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. データ ソースの新規作成 をクリックし、データ ソースの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。
4. データ ソースの 名前 を入力します。
5. データ ソース タイプ リスト ボックスから、JDBC を選択します。

注: ODBC データ ソースを設定している場合は、ODBC ドライバ クラス と URL を手動で挿入す
る必要があります。 例：ドライバ クラス：sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver、URL：
jdbc:odbc:MyDatabaseName。 また、MS Windows の 管理ツール で、ODBC データ ソースを
設定する必要もあります。 詳細については、Microsoft Windows のヘルプを参照してください。
フロントエンド サーバーとアプリケーション サーバーが異なるコンピュータ上にある場合は、
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Microsoft Windows で設定されているシステム データ ソースの名前が、ODBC データ ソースと
同じであることを確認します。 これらの名前は、大文字小文字が区別されます。

6. データ ソース タイプ として JDBC を選択すると、ドライバ クラス テキスト ボックスが自動的に設定
されます。 URL テキスト ボックスで、ホスト名の値（<ホスト名>）を、データ ソースをホストして
いるコンピュータの名前に置き換え、データベース名の値（<データベース名>）を、ターゲット デー
タベースの名前に置き換えます。

7. ユーザー名 テキスト ボックスと パスワード テキスト ボックスに、データベースの有効な認証情報を入
力します。

8. 省略可能：複数のテーブルを含むデータベースを使用しており、データ ソースを特定のテーブルに絞り
込む必要がある場合は、含める特定のテーブルを参照して選択できます。
1. テーブル フィルタ テキスト ボックスの隣の [...] をクリックします。
2. テーブル フィルタ の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。 データ ソースとして含めるテー

ブルを選択します。
3. OK をクリックします。

9. 省略可能：キー列 の選択は、データ ソース内のワークシート列で主キーとして使用するものを定義す
るために、テストによって使用されます。 これは、データ ソースを編集する場合に役に立ちます。た
とえば、ワークシート内に行を追加または削除する場合などです。 データ ソースが編集中であっても、
テストは使用する列または行を識別できます。 データ駆動型データ ソースから作成されたテストは、
列番号ではなくキー列の値を名前で使用します。
キー列を設定するには：
1. キー列 テキスト ボックスの隣の [...] をクリックします。
2. "キー列" の選択 ダイアログ ボックスが開きます。 キー列として機能する列を、列のリストから選

択します。
3. OK をクリックします。

10.データ ソースの新規作成 ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

Microsoft Excel または CSV データ ソースを設定する
注意: パスワード保護を使用する Excel のワークシートは、Test Manager のデータ ソースとして設
定できません。 データ駆動型テストのデータ ソースとして使用する場合は、ワークシートのパスワー
ド保護をオフにしてください。 Excel または CSV データ ソースのセル内の値は、長さが 255 文字を
超えることはできません。 また、Excel と CSV では、すべての主キーを連結した長さが 255 文字を
超えることはできません。

Microsoft Excel または CSV データ ソースを設定するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. データ ソースの新規作成 をクリックし、データ ソースの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。
4. データ ソースの 名前 を入力します。
5. データ ソース タイプ リスト ボックスで、Microsoft Excel データ ソースを設定する場合は MS Excel

を選択し、CSV データ ソースを設定する場合は CSV を選択します。
6. ソース管理プロファイル リスト ボックスから、データ ファイルをホストする設定済みのソース管理プ

ロファイルを選択します。 ソース管理プロファイルの設定の詳細については、「ソース管理プロファイ
ル」を参照してください。

7. 参照 をクリックして、ソース管理パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 選択した種類のデー
タ ソース ファイルを、ソース管理パスで参照して選択します。
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8. 省略可能：MS Excel のみ。 複数のワークシートを含む Excel スプレッドシートを使用しており、デー
タ ソースを特定のワークシートに絞り込む必要がある場合は、含める特定のワークシートを参照して選
択できます。 そのためには次のようにします。
1. ワークシート フィルタ テキスト ボックスの隣の [...] をクリックします。
2. ワークシート フィルタ の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。 データ ソースとして含める

ワークシートを選択します。
3. OK をクリックします。

9. 省略可能：キー列 の選択は、データ ソース内のワークシート列で主キーとして使用するものを定義す
るために、テストによって使用されます。 これは、データ ソースを編集する場合に役に立ちます。た
とえば、ワークシート内に行を追加または削除する場合などです。 データ ソースが編集中であっても、
テストは使用する列または行を識別できます。 データ駆動型データ ソースから作成されたテストは、
列番号ではなくキー列の値を名前で使用します。

注: MS Excel のみ：データ ソースに複数のワークシートが含まれる場合は、同じ名前の列のみを、
キー列としての定義に使用できます。

キー列を設定するには：
1. キー列 テキスト ボックスの隣の [...] をクリックします。
2. "キー列" の選択 ダイアログ ボックスが開きます。 キー列として機能する列を、列のリストから選

択します。
3. OK をクリックします。

10.データ ソースの新規作成 ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

データ ソースから Excel ファイルをダウンロードする
注: JDBC および ODBC のデータ ソースからはファイルをダウンロードできません。

データ ソースから Excel ファイルをダウンロードするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. ダウンロード元となるデータ ソースの アクション 列で ダウンロード アイコンをクリックします。 フ
ァイルのダウンロード ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 直ちにファイルを開く場合は 開く をクリックし、ファイルを保存するローカル システム上の場所を指
定する場合は 保存 をクリックします。

データ ソースを同期する
SilkCentral でデータ ソースの変化を認識する場合は、データ ソースを変更または更新するたびに、デー
タ ソースを同期させる必要があります。 データ ソースを同期させると、最近の変更が関連するテストに反
映されます。
更新されたデータ ソースを同期するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. 更新されたファイルを関連するテストに反映するデータ ソースに対応する アクション 列で、同期 アイ
コンをクリックします。
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4. 同期の確認を求めるメッセージが確認ダイアログ ボックスに表示されます。 すべてのテストと更新さ
れたデータ ソースを同期する場合は はい をクリックし、同期を中止する場合は いいえ をクリックしま
す。

注意: データ ソースを同期する場合、このデータ ソースに依存する実行中のすべての実行が中止
されます。 これらの実行で完了していないテストの結果は失われます。

5. 成功メッセージのダイアログ ボックスで OK をクリックします。

更新された Excel ファイルをデータ ソースにアップロードする
注: JDBC および ODBC のデータ ソースにはファイルをアップロードできません。

更新された Excel ファイルをデータ ソースにアップロードするには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. アップロード元となるデータ ソースの アクション 列で、アップロード アイコンをクリックします。
4. ファイルのアップロード ダイアログ ボックスの 参照... をクリックます。
5. 現在アップロードされている Excel ファイルと置き換える、更新された Excel ファイルを選択します。
開く をクリックします。

6. ファイルのアップロード ダイアログ ボックスの OK をクリックます。
7. 既存ファイルの上書きの確認を求めるメッセージが確認ダイアログ ボックスに表示されます。 はい を

クリックして続行します。
8. 更新されたデータ ソース ファイルのアップロードが終了すると、別のダイアログ ボックスが表示され、

テストと更新されたデータ ソースを同期させるかどうかの指定を求められます。 直ちに同期させる場
合は はい をクリックし、後で同期を行う場合は いいえ をクリックします。

注: 更新されたデータ ソース ファイルをアップロードした後は、データ ソースを同期させて、関
連付けられたテストを更新する必要があります。

データ ソースを削除する
注: テストで使用中のデータ ソースは削除できません。

データ ソースを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. データ ソース タブをクリックします。 データ ソース ページが表示され、システムで作成されているす
べてのデータ ソースが一覧表示されます。

3. 削除するデータ ソースの アクション 列で 削除 アイコンをクリックします。
4. 確認ダイアログ ボックスが表示されます。 はい をクリックするとデータ ソースが削除され、いいえ を

クリックすると削除が中止されます。

[データ ソース設定] ページ
プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > データ ソース
データ ソース ページには、データ駆動型テストを Test Manager に統合するために設定されたすべてのデ
ータ ソースが一覧表示されます。 データ ソースの新規作成 をクリックして、新しいデータ ソースを作成
します。 データ ソースごとに、以下の列がページに表示されます。
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列 説明
名前 SilkCentral GUI およびレポートに表示されるデータ ソ

ースの名前。 名前をクリックして、データ ソースの設定
を変更します。

タイプ データ ソースのタイプ。
• CSV
• JDBC
• MS Excel

作成日時 データ ソースが作成された日時。
作成者 このデータ ソースを作成したユーザー。
変更日時 データ ソースが最後に変更された日時。
変更者 このデータ ソースを最後に変更したユーザー。
アクション データ ソースに対して、以下のアクションを実行できま

す。
• 削除
• ダウンロード
• アップロード
• 同期

要件
このセクションでは、Test Manager で要件を管理する方法について説明します。
要件 領域を利用すると、開発中に絶えずシステム要件を管理できます。 要件の作成、変更、削除の管理、
テストと要件の関連付け、変更履歴の追跡、要件リストからのテスト計画の直接生成を行うことができま
す。 Test Manager の他のすべての機能と同様に、要件 領域は 100% Web に対応しており、Web ブラウ
ザからアクセスすることができます。

要件を管理する
このセクションでは、Test Manager の要件で実行できるタスクについて説明します。

要件を作成する
注: 新規に作成された Test Manager プロジェクトには要件は含まれていません。

新しい要件を作成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの 要件の新規作成 をクリックします。

注: 作業中のプロジェクトに関連付けられている要件がまだ存在しない場合は、要件 ツリーで <こ
こをクリックすると、要件を追加できます> リンクをクリックし、要件の新規作成 ダイアログ ボ
ックスを開きます。

要件の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. 名前 と 説明 フィールドに、内容を表す名前と説明をそれぞれ入力します。
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注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

4. リスト ボックスで、優先度、リスク、および レビュー済み から適切なステータスを選択します。
5. カスタム要件が定義されている場合は、レビュー済み リスト ボックスの下に表示されます。 該当する

テキスト ボックスに、この要件と一緒に追跡するカスタム プロパティのデータを入力します。
注: 優先度、リスク、レビュー済み、およびすべての カスタム プロパティ フィールドは、これら
のプロパティの 親から継承 チェック ボックスがオンになっている場合は、親要件の対応するプロ
パティから自動的に設定されます。

6. OK をクリックして、最上位の新規要件を作成します。 または、適用して新しい要件へ をクリックし
て、新規に作成した要件を保存した後で、別の最上位要件を作成するために 要件の新規作成 ダイアロ
グ ボックスを開くこともできます。 あるいは、適用して新しい子要件へ をクリックして、新規の最上
位要件を作成した後で、子要件の新規作成 ダイアログ ボックスを開くこともできます。

子要件を作成する
階層的な 要件 ツリーでは、最上位レベルの要件と子要件（上位レベルの要件のサブ要件）の両方を作成で
きます。 子要件を作成する場合、親要件のプロパティを子要件が継承するかどうかを指定できます。
子要件を作成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 作成する子要件の親となる要件を選択します。
3. ツールバーの 子要件の新規作成 をクリックします。 子要件の新規作成 ダイアログ ボックスが開きま

す。
4. 名前 と 説明 フィールドに、内容を表す名前と説明をそれぞれ入力します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. 利用可能な要件プロパティ フィールドごとに、子要件が親の値を継承するかどうかを定義します。
デフォルトでは、親から継承 チェック ボックスがすべてオンになっており、親の値がすべて継承され
ます。 親と異なるプロパティ値を指定するには、該当する 親から継承 チェック ボックスをオフにし、
そのプロパティのリスト ボックスまたはテキスト ボックスのロックを解除します。 次に、子要件に持
たせる特定の値を選択します。 詳細ビュー では、親要件から継承した値を持つ要件プロパティの横に
アスタリスク (*) が表示されます。

注: 子要件は、ツリー ビュー階層の最上位レベル以外の任意のレベルに作成できます。 事実上、1
つの階層レベルに挿入できる子要件の数に制限はありません。

要件を編集する
要件のプロパティを編集するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件 ツリー から要件を選択します。
4. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
5. プロパティの編集 をクリックします。 要件の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

注: 要件の編集 ダイアログ ボックスには、ツールバーの 編集 アイコンをクリックするか、要件 ツ
リーで要件を右クリックして 編集 を選択してアクセスすることもできます。

6. 必要に応じて、要件の編集 ダイアログ ボックスに表示された値を編集します。 デフォルトでは、親要
件から値が継承されます。 値の継承を無効にするには、親から継承 チェック ボックスをオフにします。

7. OK をクリックして、変更を保存します。
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注: カスタム要件プロパティの作成、編集、および削除の詳細については、「カスタム要件プロパテ
ィ」を参照してください。

要件タイプを設定する
設定済みの要件タイプを持たない要件は、要件管理システム（RMS）にアップロードできません。 RMS か
ら要件をインポートすると、適切な要件タイプが自動的に設定されます。

注: CaliberRM、Requisite Pro、および DOORS タイプの要件では、最上位の要素（プロジェクト ノ
ードの直下にある要件）に対してのみ要件を設定できます。 その他のすべての要件は、親の要件タイ
プを共有します。

要件タイプを設定するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 要件のマップ をクリックして、リストから要件タイプを選択します。 要件タイプは、CaliberRM、

Requisite Pro、および DOORS で使用される分類で、同期のために必要です。
注: 要件のマップ は、プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 の 要件管理 ページ
で外部要件のインテグレーションが有効になっており、要件が外部要件管理ツールにアップロード
されていない場合にのみ有効です。 また、オプション ...への要件のアップロードを有効にする を
有効にする必要があります。

5. 設定を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。

要件に廃止マークを付ける
要件を削除する（完全に破棄する）のではなく、要件に廃止マークを付けることが適切な場合がありま
す。 廃止された要件は、表示と非表示を選択できます。
要件に廃止マークを付けるには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、要件を右クリックして、削除 を選択します。
4. 完全に破棄 チェック ボックスをオフにして、はい をクリックします。

注: 廃止された要件は、要件 ツリーに斜体で表示されます。

廃止された要件をアクティブにする
廃止した要件をアクティブ ステータスに変更するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリーで廃止された要件を右クリックし、回復 を選択します。

注: 廃止された要件は、要件 ツリーに斜体で表示されます。

廃止された要件を完全に削除する
廃止した要件を完全に削除するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、要件を右クリックして、削除 を選択します。
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4. 完全に破棄 チェック ボックスをオンにして、はい をクリックします。
5. 要件の削除 ダイアログ ボックスで はい をクリックします。

[要件] ツールバーの機能
要件 > 詳細ビュー
要件 > ドキュメント ビュー
要件ツールバーには、要件を管理するための重要なコマンドがあります。

注: 要件ツールバーのコマンドの一部は、要件 ツリーのコンテキスト メニューからも利用できます。

要件ツールバーには、以下のコマンドが含まれています。
コマンド アイコン 説明
ドキュメント ビュー すべての要件の選択したプロパティが単一のビューで示される、ドキュメン

ト ビュー を表示します。
詳細ビュー 単一の要件のプロパティを詳しく表示できる、詳細ビュー を表示します。

要件の新規作成 アクティブ プロジェクトに新しい要件を追加します。

子要件の新規作成 選択した要件に新しい子要件を追加します。

編集 選択した要件を開いて編集します。

削除 ツリーで選択した要件に廃止マークを付けます。 プロジェクト ノードで右
クリックして、廃止した要件の表示 を選択すると、マークを付けた要件が
斜体で表示されます。 要件の削除 ダイアログ ボックスで 完全に破棄 チェ
ック ボックスをオンにすると、要件がシステムから完全に削除されます。

切り取り 要件 ツリーから要件の要素を切り取り、クリップボードに保存します。

コピー 要件 ツリーからクリップボードに、要件の要素をコピーします。

貼り付け クリップボードから 要件 ツリーに、要件の要素を貼り付けます。

子として貼り付け クリップボードから現在選択されている要件に、要件を子要件として貼り付
けます。

上へ移動 要件 ツリーで要件を上へ移動します。

下へ移動 要件 ツリーで要件を下へ移動します。

検索 構成可能なパラメータに基づいてアクティブ プロジェクトのすべての要件
を検索します。

置換 検出された値のインスタンスを新しい値で置き換えます。

フィルタの新規作成 要件 ツリーに対して、新しいカスタム フィルタを作成します。

フィルタ 要件 ツリーに使用できるフィルタを一覧表示します。
フィルタの編集 現在選択されているカスタム フィルタを編集します。

フィルタの削除 現在選択されているカスタム フィルタを削除します。

フィルタのコピー 現在選択されているカスタム フィルタをコピーします。

106 | SilkCentral Test Manager 12.0



コマンド アイコン 説明
変更点のみ表示 要件 ツリーに加えた最近の変更点を表示します。

承認 要件 ツリーに加えた変更を承認します。

直接カバレッジの表示
完全カバレッジの表示

完全カバレッジ モードと直接カバレッジ モードを切り替えます。 完全カ
バレッジ モードでは、すべての子要件のカバレッジ ステータスが考慮され
た、テストによる要件の累積カバレッジが表示されます。 一方、直接カバ
レッジ モードでは、要件のステータスは、要件に直接割り当てられている
テストに基づいて計算されます。

PDF としてダウンロード この機能は、ドキュメント ビュー でのみ有効になります。 アクションによ
って、要件 ツリーで現在表示されているすべてのノードが含まれる PDF が
生成されます。

要件ツリー
要件は、要件 ツリーという階層ツリー構造で表示、編成、および維持管理されます。 要件 ツリーの各ノー
ドは 1 つの要件を表します。 各要件には、子要件をいくつでも関連付けることができます。 要件 ツリー
では、任意の数の階層レベルで要件を体系的に整理することができます。

注: 要件 ツリーに、一度に表示した場合に応答に影響がでるほど要素がある場合は、要素は順に表示
されます。 ツリーの一番下にあるページ番号のリンクにより、タブに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクを選択しま
す。

要件ツリーを折りたたんだり展開する
要件 ツリーを折りたたんだり展開するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリーで要件フォルダを選択し、次のいずれかのオプションで操作を続行します。

• 要件フォルダ名の左にある  をクリックして、フォルダを展開します。
• 要件フォルダ名の左にある  をクリックして、フォルダを折りたたみます。
• フォルダを右クリックして、展開 または 折りたたみ を選択します。

要件ツリーのフィルタリング
次の手順に従い、選択されたノードおよび子ノードのみが表示されるよう、要件ツリーをフィルタしま
す。 これは、要件のサブセットを PDF に印刷する場合などに便利です。
1. 表示する要件を定義するカスタム フィルタを作成します。
2. ツリー ビューから、サブツリーのフィルタ表示 を右クリックして選択します。

要件ドキュメント ビュー
要件 > ドキュメント ビュー
ドキュメント ビュー には、[合格]、[失敗]、[未実行]、[未カバー] のテストの数と割合を含め、アクティ
ブなプロジェクトに割り当てられているすべてのテストのステータスが表示されます。 ドキュメント ビ
ュー には、このカバレッジ ステータス情報が以下の色で「温度分布」グラフで表示されます。
色 説明
緑色 合格したテスト。
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色 説明
赤色 失敗したテスト。
オレンジ色 まだ実行されていないテスト。
灰色 他のステータスのテスト。

テストでカバーされていない要件は [未カバー] と表示されます。
注: テストの合計は、現在表示されているすべてのテストに関して親レベルになります。 要件 ツリー
にフィルタを適用した場合、テストの合計はフィルタリングされた要件にのみ基づきます。 たとえ
ば、要件の合計にはフィルタによって選択されるすべての子要件からのテストが含まれ、プロジェク
トの合計にはフィルタによって選択されるすべての要件からのテストが含まれます。

要件プロパティ
要件 > 要件プロパティ で、選択したプロジェクトで扱われているすべての要件にカスタム プロパティ フ
ィールドを追加することができます。 カスタム プロパティはその後、要件の編集 ダイアログ ボックスで
デフォルト プロパティと共に編集することができます。 カスタム プロパティは、要件 > 詳細ビュー > プ
ロパティ に表示されます。
カスタム要件プロパティの詳細については、「カスタム要件プロパティ」を参照してください。

要件プロパティを置換する
要件 領域では、検索 コマンドを使用して、特定の検索条件に一致する要件を見つけることができます。 ま
た、置換 コマンドを使用して、見つかったプロパティ データを、指定の別データに置き換えることができ
ます。 いずれのコマンドにも 次を検索 機能と 前を検索 機能があるため、見つかったすべてのプロパティ
を順に確認できます。
要件プロパティを置換するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

注: このコマンドは、要件を右クリックして 置換 を選択することによっても実行できます。

置換 ダイアログ ボックスが開きます。
4. 検索範囲 リスト ボックスから、検索対象の要件プロパティを選択します。

すべての標準プロパティ フィールドと、ユーザーが作成したカスタム プロパティ フィールドが、この
リストに自動的に表示されます。

5. ダイアログ ボックスの 検索文字列 部分で検索条件を定義します。
ダイアログ ボックスの 検索文字列 部分のフィールドとリスト ボックスには、上の 検索範囲 リスト ボ
ックスで選択したプロパティに基づいて、事前に取り込まれた値が入ります。 ダイアログ ボックスの
検索文字列 部分に表示される UI コントロールも、検索範囲 リスト ボックスで選択したプロパティ タ
イプによって異なります。 たとえば、カスタム日付タイプのプロパティを選択すると、1 つ以上の日付
フィールドが有効になります。 正確な日付を指定するには、検索範囲 リスト ボックスから 正確に を選
択します。 その後、日付フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して日付を
指定します。 あるいは、リスト ボックスから 前 または 後 を選択できます。 日付の範囲を選択するに
は、リスト ボックスから 中間 を選択します。 その後、日付フィールドの横にある  をクリックし、
開始および終了の日付を指定します。 レビュー済み プロパティを選択すると、リスト ボックスが表示
され、そこで はい または いいえ を選択できます。 要件名 または 説明 プロパティを選択すると、テキ
スト文字列を入力できるテキスト ボックスが表示されます。

6. 置換文字列 テキスト ボックスに、検索されたデータと置換する別のプロパティ データを入力します。
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7. OK をクリックして、置換対象のプロパティの最初の出現箇所を検索します。 検索条件に一致する最初
の要件が、ツリー ビューで強調表示されます。

8. 選択された場所のプロパティ データのみを置換するには 置換 をクリックします。 プロジェクト内の
すべての要件を検索して、そのプロパティ データのすべての出現箇所を置換するには すべて置換 を選
択します。

注: すべて置換 オプションを使用すると、親から継承した要件プロパティは新しい値で上書きされ
ます。したがって、子要件の継承設定は解除されます。 子要件に新しい値が継承されるようにす
るには、親オプションに対してのみ 置換 オプションを使用します。

9. 検索条件に一致する要件リストの次の要件に進むには、検索 ダイアログ ボックスの 次を検索 をクリッ
クします。 検索条件に一致する要件リストの前の要件に戻るには、検索 ダイアログ ボックスの 前を検
索 をクリックします。

要件プロパティを検索する
要件 領域では、検索 コマンドを使用して、特定の検索条件に一致する要件を見つけることができます。 ま
た、置換 コマンドを使用して、見つかったプロパティ データを、指定の別データに置き換えることができ
ます。 いずれのコマンドにも 次を検索 機能と 前を検索 機能があるため、見つかったすべてのプロパティ
を順に確認できます。
要件を検索するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  を選択して、検索 ダイアログ ボックスを開きます。

注: このコマンドは、要件を右クリックして 検索 を選択することによっても実行できます。

3. 検索範囲 リスト ボックスから、検索対象の要件プロパティを選択します。
すべての標準プロパティ フィールドと、ユーザーが作成したカスタム プロパティ フィールドが、この
リストに自動的に表示されます。

4. ダイアログ ボックスの 検索文字列 部分で検索条件を定義します。
ダイアログ ボックスの 検索文字列 部分のフィールドとリスト ボックスには、上の 検索範囲 リスト ボ
ックスで選択したプロパティに基づいて、事前に取り込まれた値が入ります。 ダイアログ ボックスの
検索文字列 部分に表示される UI コントロールも、検索範囲 リスト ボックスで選択したプロパティ タ
イプによって異なります。 たとえば、カスタム日付タイプのプロパティを選択すると、1 つ以上の日付
フィールドが有効になります。 正確な日付を指定するには、検索範囲 リスト ボックスから 正確に を選
択します。 その後、日付フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して日付を
指定します。 あるいは、リスト ボックスから 前 または 後 を選択できます。 日付の範囲を選択するに
は、リスト ボックスから 中間 を選択します。 その後、日付フィールドの横にある  をクリックし、
開始および終了の日付を指定します。 レビュー済み プロパティを選択すると、リスト ボックスが表示
され、そこで はい または いいえ を選択できます。 要件名 または 説明 プロパティを選択すると、テキ
スト文字列を入力できるテキスト ボックスが表示されます。

5. OK をクリックして、検索を開始します。 検索条件に一致する最初の要件が、ツリー ビューで強調表示
されます。 検索条件に一致する最初の要件が、ツリー ビューで強調表示されます。

6. 検索条件に一致する要件リストの次の要件に進むには、検索 ダイアログ ボックスの 次を検索 をクリッ
クします。 検索条件に一致する要件リストの前の要件に戻るには、検索 ダイアログ ボックスの 前を検
索 をクリックします。

注: 検索条件に一致する要件リストの最後または先頭に到達し、次を検索 または 前を検索 をそれ
ぞれクリックすると、検索が最初から開始します。

[要件] の [プロパティ] ページ
要件 > 詳細ビュー > 要件プロパティ
要件プロパティ ページには、選択した要件またはプロジェクトに関する概要が表示されます。
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要件が外部の要件管理システムと同期しているときは、項目に感嘆符（!）が付くことがあります。 これは
感嘆符の付いたフィールドが外部の要件管理システムにマップされていないことを示します。 プロパティ
マッピング機能を使用して、プロパティ フィールドをマップします。 プロパティ マッピング機能を使用し
ないと、要件の名前と説明だけがマップされます。 詳細については、「プロパティ マッピングを編集する」
を参照してください。
アスタリスク（*）が付いた項目の値は、親の要件から継承した値です。
プロパティの編集 をクリックして、表示されたプロパティを編集します。
以下の表は、フラグが設定されている要件にのみ適用されます。
項目 説明
フラグ設定者 フラグの設定者と設定日を示します。
コメント フラグのコメントを示します。
フラグのクリア クリックしてフラグを削除します。

以下の表に、プロパティ ページに表示される、選択した要件またはプロジェクトのプロパティを示します。
プロパティ 説明
要件名 要件の名前。
要件 ID 要件の識別子。
説明 要件の説明。
優先度 要件に設定されている優先度。
リスク 要件に設定されているリスク。
レビュー済み 要件の現在のレビュー ステータス。 はい または いい

え。
カスタム プロパティ 要件にカスタム プロパティが設定されている場合は、こ

こに表示されます。
ソース文書 この要件の元になったソース文書（存在する場合）。
作成日時 この要件が作成された日時。
作成者 この要件を作成したユーザーの名前。
変更日時 この要件が最後に変更された日時。
変更者 この要件を最後に変更したユーザーの名前。

要件への添付
複数のファイルやリンクを要件への添付情報としてアップロードしたり、添付情報を削除したりできま
す。 添付情報の付いた要件をカット＆ペーストすると、その添付情報も自動的に一緒にコピーされます。
選択できる添付情報のタイプは以下のとおりです。
• アップロードされるファイル（.gif、.png、.jpg、.doc、.rtf、.txt、.zip、.xls、.csv、他）
• UNC パスへの参照
• URL への参照（StarTeam URL を含む）

要件にファイルを添付する
要件にファイルを添付するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
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2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

4. ファイルのアップロード をクリックします。 ファイルのアップロード ダイアログ ボックスが開きま
す。

5. 参照 をクリックして、添付するファイルをローカル ファイル システムから選択します。
6. 説明 フィールドに、添付ファイルの説明を入力します。
7. OK をクリックします。 添付ファイルがサーバーにアップロードされ、選択した要件に関連付けられま

す。
注: 要件へのファイルの添付は、Mozilla Firefox では動作しない場合があります。 Firefox では、フ
ァイル リンクの場合、file:/// のようにスラッシュを 3 つ記述する必要があります。他のブラウザで
は、file:// のように 2 つのみを記述します。 さらに Firefox では、リモート ファイルからローカル
ファイルまたはディレクトリへのリンクをブロックするセキュリティ機能があります。 詳細につい
ては、http://kb.mozillazine.org/Firefox_:_Issues_:_Links_to_Local_Pages_Don't_Work を参
照してください。

要件にリンクを添付する
要件にリンクを添付するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件 ツリー から要件を選択します。
4. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

5. リンクの添付 をクリックします。 リンクの添付 ダイアログ ボックスが開きます。
6. リンク テキスト ボックスに URL を入力します。
7. 説明 フィールドに、添付するリンクの説明を入力します。
8. OK をクリックします。 選択した要件にリンクが関連付けられます。

要件への添付を表示する
要件への添付を表示するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

要件に関連付けられているすべての追加情報のリストが開きます。 各添付の名前はリンクとして機能しま
す。 ファイル添付のリンクをクリックすると 名前を付けて保存 ダイアログ ボックスが開き、添付ファイ
ルをローカルのファイル システムにダウンロードできます。 リンク添付のリンクをクリックすると、新し
いブラウザ ウィンドウが開き、直接リンク先が表示されます。
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要件への添付を削除する
要件への添付を削除するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。

Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっていると、
添付情報 ページに CaliberRM を開く ボタンが表示され、要件の添付を CaliberRM で直接管理できま
す。

4. 削除する添付情報の アクション 列で、  をクリックします。
5. 確認ダイアログで はい をクリックして、プロジェクトから添付情報を削除します。

注: 1 度に 1 つの添付情報しか削除できません。

[要件] の [添付情報] ページ
要件 > 詳細ビュー > 添付情報
添付情報 ページには、選択した要件に添付されているファイルおよびリンクが一覧表示されます。 添付情
報はアップロードされた順に表示されますが、名前、作成日時、作成者 の各プロパティでリストをソート
することができます。

注: 選択した要件の子要件に関連付けられた添付情報を表示するには、子要素の添付情報を含める チ
ェック ボックスをオンにします。
注: 文書が選択した要件に直接添付されているのか、または選択した要件の子要件に添付されている
のかは、ファイル アイコンを見るとわかります。
一重のアイコン ファイルは選択した要件に直接添付されています。
二重のアイコン ファイルは選択した要件の子要件に添付されています。

添付情報 ページには、表示された添付情報ごとに以下の列が表示されます。
列 説明
アクション  をクリックして添付情報を削除します。
添付アイコン 添付情報のタイプによって異なります。
名前 添付ファイルの名前。
サイズ 添付情報のサイズ。
説明 添付情報の説明。
作成日時 この情報が添付された日時。
作成者 この情報を添付したユーザー。

テストで作業する
このセクションでは、要件 領域でテストを使用する方法について説明します。

グリッド ビューから要件にテストを割り当てる
テスト領域の グリッド ビュー から、1 つまたは複数のテストを、1 つまたは複数の要件に割り当てるに
は：
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1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件に割り当てるテストを選択します。

キーボードの Ctrl または Shift キーを使用すると、標準ブラウザの複数選択機能を使用して、複数のテ
ストを選択することができます。

4. 選択したテストを右クリックし、選択の保存 を選択します。
5. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
6. 選択したテストを割り当てる要件を選択します。
7. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
8. 保存された選択の割り当て をクリックします。

注: 要件テスト コンテナに存在するテストのみ、割り当てられます。 選択したテストは、1 つ以上
の要件に割り当てることはできますが、別のプロジェクトの要件に割り当てることはできません。
選択内容は、ユーザーが別の選択を保存するか Test Manager を閉じるまで保持されます。

テストを要件に手動で割り当てる
テストを要件に手動で割り当てるには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 割り当て済みテスト タブをクリックします。 割り当て可能なすべてのテストが、テスト ウィンドウに

表示されます。
4. テスト フィルタを作成した場合は、テスト ウィンドウの上にあるフィルタ リストから選択できます。

新しいテスト フィルタを作成するには、テスト 領域に移動し、ツールバーの フィルタの新規作成 をク
リックします。

5. 現在選択されている要件に割り当てるテストの左にある  をクリックします。
テスト コンテナまたはテスト フォルダの左にある  をクリックすると、これらのコンテナまたはフォ
ルダ内に存在するテストが、選択した要件に割り当てられます。 また、これらのコンテナまたはフォル
ダのサブフォルダ内に存在するテストも割り当てられます。

テスト ツリーでの割り当て済みのテストの検索
テスト ツリーで割り当て済みのテストを検索するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件 ツリーから、テストが少なくとも 1 つ割り当てられている要件を選択します。
4. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
5. テストの アクション 列で  をクリックして、そのテストが保存されているテスト フォルダまたはコン

テナを検索します。 対応するテスト フォルダまたはコンテナが、テスト ウィンドウで強調表示されま
す。

テストの割り当てを削除する
テストの割り当てを削除するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
3. 要件 ツリーから、テストが少なくとも 1 つ割り当てられている要件を選択します。
4. 削除する割り当て済みテストの アクション 列で、  をクリックします。
5. 確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、割り当ての削除を確定します。
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注: 選択されている要件からすべてのテスト割り当てを削除するには、すべて削除 をクリックしま
す。

詳細ビューからテストを生成する
要件 ツリーからテストを直接生成して、テストを特定の要件に割り当てることができます。 要件 ツリー
は、新しい テスト ツリーのテスト フォルダ/テスト構造のテンプレートとなります。
詳細ビュー から新しいテストを生成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. テストに変換する要件またはプロジェクトのノードを右クリックし、テストの生成 を選択します。 要
件からのテストの生成 ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスを利用して、選
択した要件サブツリーのリーフ ノード (最下位ノード) をテストに変換するか、テスト フォルダに変換
するかを指定できます。また、このツリーを新しいテスト コンテナ内に生成するか、既存のコンテナ内
に生成するかも指定できます。

3. 名前の入力 テキスト ボックスに新しいテスト コンテナの名前を入力し、製品の選択 リスト ボックスか
ら製品を選択して、アクティブな Test Manager プロジェクト内にコンテナを作成します。
製品の選択 リスト ボックスには、プロジェクト マネージャによって構成された製品がインポートされ
ています。 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照するか、プロジェクト マネ
ージャに問い合わせてください。

4. ソース管理プロファイルを定義している場合は、ソース管理プロファイルの選択 リスト ボックスから、
テストのソースを管理するために使用するソース管理プロファイルを選択します。
ソース管理プロファイルの詳細については、「ソース管理プロファイル」を参照するか、Test Manager
管理者に問い合わせてください。

5. テストで選択した要件の子要件をすべて含めるには、子要件を含める チェック ボックスをオンにしま
す。
このチェック ボックスは、デフォルトでオンになっています。

6. 新規のテストを、その作成元となった要件に自動的に割り当てるには、新規に生成したテストを要件に
割り当てる チェック ボックスをオンにします。
このオプションをオフにした場合は、テストを手動で要件に割り当てる必要があります。

注: 生成方法として 要件ツリーのリーフ ノードからテスト フォルダを生成する がオンになって
いる場合には、このオプションは利用できません。

7. OK をクリックして、テストを作成します。
新しいテストは、要件 ツリーと同じ構造になります。

8. テスト 領域に直接切り替えるかどうかを尋ねるメッセージ ボックスが表示されます。 はい をクリッ
クして テスト 領域にテスト計画を表示するか、いいえ をクリックして、要件 領域のままにします。

[割り当て済みテスト] ページ
要件 > 詳細ビュー > 割り当て済みテスト
割り当て済みテスト ページには、選択した要件に割り当てられているテストがすべて一覧表示されます。
テストが複数の実行計画に割り当てられており、実行コンテキストで表示する チェック ボックスがオンの
場合、テストは、実行計画ごとにグリッドの異なる行として表示されます。
割り当て可能なテストはすべて、右側の テスト ツリーに表示されます。 選択した要件にテストを割り当て
るには、ツリー内のエントリをダブルクリックするか、エントリの左にある  をクリックします。
テスト フィルタを作成した場合は、テスト ツリーの上にあるフィルタ リストから選択できます。 新しい
テスト フィルタを作成するには、テスト 領域に移動し、ツールバーの フィルタの新規作成 をクリックし
ます。
新しく生成したテストを生成元となった要件に自動的に割り当てるには、要件からのテストの生成 ダイア
ログ ボックスで 新規に生成したテストを要件に割り当てる チェック ボックスをオンにします。

114 | SilkCentral Test Manager 12.0



デフォルトのビューでは、選択した要件に直接割り当てられたテストのみが表示されます。 選択した要件
の子要件に割り当てられたテストもすべて表示するには、完全カバレッジ チェック ボックスをオンにしま
す。 完全カバレッジ チェック ボックスがオンの場合、選択した要件に割り当てられておらず、かつ、その
要件の子要件に割り当てられているテストのテスト タイプ アイコンにはオーバーレイが表示されます。
一連のテストを テスト > グリッド ビュー からクリップボードにコピーした場合は、保存された選択の割
り当て をクリックして、選択した要件にセット全体を割り当てます。 要件から割り当て済みテストをすべ
て削除するには、すべて削除 をクリックします。
割り当て済みテスト ページには、表示されたテストごとに以下の列が表示されます。
列 説明
アクション 割り当て済みテストでは、以下のアクションを実行できます。

•  をクリックして、割り当て済みテストを要件から削除します。
•  をクリックして、右側の テスト ツリーで割り当て済みテストを検索します。

テスト 割り当てられているテストの名前。 クリックすると、テストを表示および編集できま
す。 構成テストでは、各構成に対してテストが別々に表示されます。

実行計画 この列は、実行コンテキストで表示する チェック ボックスがオンの場合にのみ表示さ
れます。 割り当てられているテストを含む実行計画の名前です。 これは、構成テスト
用です。

実行計画の親 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイートまたはフォルダ。 クリック
すると、実行計画 ツリー内のスイートまたはフォルダにアクセスできます。 構成スイ
ートまたはフォルダに実行計画が含まれていない場合は、何も表示されません。

ステータス テストが割り当てられている各実行計画における、割り当て済みテストのステータ
ス。 各実行計画における割り当て済みテストの、すべての実行のステータスを表示す
るには、実行コンテキストで表示する チェック ボックスをオンにします。
• 合格
• 失敗
• 未実行
• N/A
構成スイートに含まれているテストまたはテスト パッケージでは、ステータスは、そ
のスイート内のすべての構成の、すべてのステータスを集約したものとなります。
• 構成スイートにのみ割り当てられているテストは、すべての構成で合格となった場

合にのみ、ステータスが 合格 になります。 すべての構成でステータスが 合格 で
ない場合、最も低い実行のステータスが反映されます。反映の優先度は次に示す順
序 (上から下へ) となります。
1. N/A
2. 未実行
3. 失敗
4. 合格
テストに割り当てられた要件のステータスは、そのテストが 1 つ以上の構成で失敗
すると、失敗 になります。

• 構成スイートと 1 つ以上の単純な実行計画にテストを割り当てることはお勧めし
ません。 ただし、この場合は、1 つのステータスが構成ステータスの集約ステータ
スに、もう 1 つのステータスが実行計画の前回のステータスとなります。 前回実
行されたステータスがテストの前回のステータスとなります。

• テストが単純な実行計画にのみ割り当てられている場合、ステータスは前回のテス
ト実行のステータスに応じて更新されます。
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列 説明
前回の実行 テストが前回実行された日時。
問題 この列は、実行コンテキストで表示する チェック ボックスがオフの場合にのみ表示さ

れます。 このテストに関連付けられた問題。

カバレッジ
このセクションでは、テストで要件をカバーする方法について説明します。

カバレッジ モード
Test Manager には、2 種類のカバレッジ モードがあります。 これらのカバレッジ モードは、完全カバレ
ッジと直接カバレッジです。 完全カバレッジ モードの要件のステータスでは子要件のステータスが考慮
され、テストの累積カバレッジを確認できます。 少なくとも 1 つの子要件のステータスが [未カバー] の
場合は、要件のカバレッジ ステータスが [カバー] であっても、選択された要件の完全カバレッジ ステー
タスは [未カバー] になります。 完全カバレッジ モードでは、テストで要件がカバーされているかどうか
を簡単に評価することができます。
直接カバレッジ モードの要件のステータスは、要件に直接割り当てられたテストのステータスのみに基づ
いて計算されます。 子要件は、計算に考慮されません。

カバレッジ モードを切り替える
完全カバレッジ モードと直接カバレッジ モードを切り替えるには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. /  をクリックして、直接カバレッジまたは完全カバレッジをそれぞれ表示します。

[カバレッジ] ページ
要件 > 詳細ビュー > カバレッジ
詳細ビュー でのみアクセスできる カバレッジ ページには、選択した要件またはプロジェクトの基本プロパ
ティが表示されます。 また、[合格]、[失敗]、[未実行]、[未カバー] の状態にあるテストの数と割合を含
め、要件に割り当てられているすべてのテストのステータスも表示されます。 割り当てられているすべて
のテストの集計は、総計 に表示されます。 テストでカバーされていない要件は [未カバー] と表示されま
す。
詳細ビュー ページには、同じカバレッジ ステータス情報が「温度分布」グラフで表示されます。
選択した要件に直接割り当てられているすべてのテストのステータスだけでなく、その要件の子要件に割
り当てられているすべてのテストのステータスも表示するには、完全カバレッジ チェック ボックスをオン
にします。

注: 詳細ビュー および カバレッジ ページでは、テストの総計は親レベルにまとめられます。 たとえ
ば、要件の総計には子要件のテストが、プロジェクトの総計には全要件のテストが、それぞれ含まれ
ます。

カバレッジ ページには、選択した要件またはプロジェクトごとに以下のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明

要件名
プロジェクト名

選択した要件またはプロジェクトの名前。

優先度 選択した要件に割り当てられた優先度。
リスク 選択した要件に割り当てられたリスク。
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プロパティ 説明
要件数 (計算値) カバーされた全要件の総数。 カバーされていない要件やテストが割り当て

られていないフォルダは、この数には含まれません。 たとえば、子要件の
カバレッジは継承していても、それ自体が要件ではないフォルダは含まれま
せん。

要件数 (総計) 選択したエンティティ以下の全要件の総数。 フォルダを含む。

要件ステータス
プロジェクト ステータス

選択した要件またはプロジェクトのステータス。
• 合格
• 失敗
• 未実行
• 未カバー

合格要件数 プロジェクト内の要件の中で、テストが合格しているものの総計と割合。
失敗要件数 プロジェクト内の要件の中で、テストが失敗しているものの総計と割合。
未実行要件数 プロジェクト内の要件の中で、テストが未実行のものの総計と割合。
未カバー要件数 プロジェクト内の要件の中で、テストでカバーされていないものの総計と割

合。
合計 プロジェクト内の要件の総数。

要件履歴
Test Manager では、要件に加えられたすべての変更の完全な履歴が提供されます。 履歴情報は読み取り
専用で、編集したり完全に削除することはできません。
ツールバーの  をクリックすることによりアクセスできる 最近の変更点 フィルタを使用すると、要件に
対して行われた最近の変更と追加の内容を効率的に表示および承認できます。

注: 完全に破棄 オプションを使用して要件を削除すると、廃止としてマークされた要件が削除されま
す。最近の変更をすべて承認した場合には、要件が属するプロジェクトの履歴ファイルに変更履歴の
新しいエントリが追加されます。

最近の変更点を表示する
要件に対する最近の変更点を表示するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2.  をクリックして、最後の変更承認以降に変更された要件を除くすべての要件を除外します。

注: 最近の変更点フィルタが、フィルタ リスト ボックスで自動的に選択されます。

3. 変更内容を確認したら、  をクリックして、変更を承認できます。
[承認] 機能によって、"最近の変更点" フィルタはリセットされます。

4.  を再びクリックすると、フィルタが解除され、すべての要件が表示されます。

要件の履歴を追跡する
要件の履歴を表示するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 履歴 タブをクリックします。
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4. 省略可能：Test Manager プロジェクトと CaliberRM プロジェクトの間で要件管理の統合が有効になっ
ている場合は、履歴 ページの CaliberRM を開く をクリックして、同期された要件の履歴を CaliberRM
で直接表示することができます。

Test Manager がログを取ったすべてのリビジョンのプロパティが表形式で表示されます。

[要件] の [履歴] ページ
要件 > 詳細ビュー > <要件> > 履歴
履歴 ページには、選択した要件またはプロジェクトの改訂履歴が詳しく表示されます。 以下の作業を行う
と、要件履歴に新たな記載が追加されます。
• 新しい要件を追加する
• 要件を編集する
• 要件に廃止マークを付ける
• 要件に添付情報を追加する
• 要件から添付情報を削除する
• MS Word または MS Excel から要件をインポートまたは更新する
変更ごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
リビジョン リビジョン番号。 1 ～ n。
変更日時 変更の日付と時刻。
変更者 変更を行ったユーザー。
メモ 自動生成される変更の説明。 例：「削除されました」また

は「作成されました」など。

注: ページに、一度に表示した場合に応答に影響が出るほど多くの要素がある場合、要素は順に表示
されます。 ページの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

要件の変更通知
指定されたプロジェクトの要件の設定が変更されたことを警告する電子メール通知を設定することができ
ます。 変更通知の詳細については、「変更通知」を参照してください。

要件レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されている要件関連のレポートについて説明します。 要件レ
ポートは、開発中に達成すべき機能的な要件（互換性要件、GUI 要件、機能要件など）のステータスの詳
細を示します。 要件は、信頼性、スケーラビリティ、パフォーマンスなどの製品管理の目的にも関係しま
す。 要件管理レポートは、開発期間中にシステム要件を満たしていることを確認するため、適切なテスト
カバレッジが設定されているかを管理者が判断するのに役立ちます。 レポートが HTML 形式のコンテン
ツを含む要件を参照するときには、そのコンテンツはレポート内でレンダリングされます。

ステータス レポート
以下のステータス レポートは、要件 領域で使用できます。
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レポート 説明
要件ステータ
ス概要

すべての要件を現在の要件カバレッジ別にまとめて表します。 カバレッジは、[合格]、
[失敗]、[未実行]、[未カバー] という 4 つのステータスで表現されます。

最上位要件カ
バレッジ

すべての最上位要件の一覧を表します。 要件ごとに、子要件の数が、テストでカバーさ
れているものとカバーされていないものに分けて表示されます。

優先度が 'X'
より高い要件
のステータス

優先度が指定値より高いすべての要件を現在の要件カバレッジ別に集計して表します。
返される要件グループは Priority パラメータで限定されます。このパラメータは、データ
で考慮の対象となる最低の要件優先度を指定するものです。

要件影響度分
析レポート

テストの詳細を、要件に関連付けられた実行計画にグループ化して表示します。 このレ
ポートを使用すると、ユーザーは、要件の変更によって影響を受ける可能性のあるテスト
資産について把握することができます。 レポートには、名前、ステータス、前回の実行
日時、手動テスト担当者、予定時間、各テストの問題が含まれます。 以下のステータス
が使用されます。
ステータス 説明
合格 テストが合格しました。
失敗 テストが失敗しました。
N/A テストは要件に関連付けられていますが、実行に指定されていません。
未実行 テストは要件に関連付けられ、実行に指定されていますが、まだ実行され

ていません。

プロジェクト
要件トレーサ
ビリティ レポ
ート

プロジェクト内のすべての要件が、関連するテストおよび問題と共に表示されます。 以
下のステータスが使用されます。
ステータス 説明
合格 テストが合格しました。
失敗 テストが失敗しました。
N/A テストは要件に関連付けられていますが、実行に指定されていません。
未実行 テストは要件に関連付けられ、実行に指定されていますが、まだ実行され

ていません。

進捗レポート
以下の進捗レポートは、要件 領域で使用できます。
レポート 説明
ビルド 'X' から 'Y' まで
の要件カバレッジ

優先度が指定値より高いすべての要件を現在の要件カバレッジ別に集計して表
します。 返される要件グループは Priority パラメータで限定されます。この
パラメータは、データで考慮の対象となる最低の要件優先度を指定するもので
す。

過去 'X' 日間の要件カバ
レッジ

'X' 日間の要件カバレッジ全体を見たときの、要件カバレッジの動きを表しま
す。

過去 'X' 日間の特定の要
件カバレッジ

'X' 日間の特定のカバレッジを見たときの、要件カバレッジの動きを表します。

文書レポート
以下の文書レポートは、要件で使用できます。
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レポート 説明
すべての要件 すべての要件について、完全な要件情報が記述されます。
要件と子要件 選択した要件がその要件 ID と共に表示されます。 その要件の子要件に関する詳細が表示

されます。

すべての関連する問題レポート
すべての関連する問題レポートでは、要件に割り当てたテストに関連するすべての問題が詳細リストで表
示され、要件、割り当てられたテスト、発生した問題間の関係の説明も表示されます。

入力パラメータ
すべての関連する問題 レポートの入力パラメータは、要件の識別子です。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

要件情報
このセクションでは、要件についての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
ID 要件の識別子。
名前 要件の名前。
説明 要件の説明。
問題の 数 要件、または要件のサブ要件に関連づけられている問題の数。

関連する問題
要件、または要件のサブ要件に関連付けられているすべての問題が表形式で表示されます。 表には、各問
題について以下の情報が表示されます。
列 説明
ID 問題の識別子。 識別子は、その外部識別子が使用されている問題追跡システムから提供され

ます。 問題に対して外部リンクが定義されている場合には、識別子がクリック可能になりま
す。

概要 問題の分かりやすい簡潔な説明。
ステータス 問題の現在のステータス。 ステータスは、その外部ステータスが使用されている問題追跡シ

ステムから提供されます。
割り当て者 テストに問題を割り当てる者。
テスト ID 問題が発見されたテストの識別子。
テスト 問題が発見されたテストの名前。
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フラグ
フラグを使用することで、要件が変更されたこと、または要件のレビューが必要なことを知らせることが
できます。 フラグの付いた要件は、要件ツリーでフラグ アイコンが表示されます。 要件プロパティには、
フラグ情報を表示するためのセクションもあります。
フラグは必要に応じて追加および削除できます。他のユーザーは要件を確認するときにフラグを確認でき
ます。 フラグは要件とそのすべての子要素に付けることができます。 1 つの項目に同時に付けられるフ
ラグは 1 つだけです。既にフラグの付いた項目にフラグを設定すると、前のフラグは上書きされます。 要
件フラグの変更は、要件変更履歴で管理されます。
外部要件管理ツールと統合している場合、新しい外部要件や更新された外部要件によるフラグも表示され
ます。 統合された要件に対して、どのようにフラグが適用されるかに関するシナリオを次に示します。
• 要件管理ツールに初回同期の後で要件を追加してから、それ以降の同期を実行する場合、Test Manager

に要件が新しく追加されると、その要件には (新規) フラグが表示され、更新時に作成されたことを示し
ます。

• Test Manager と同期済みの要件を編集すると、Test Manager ではその要件に (更新) フラグが付けら
れ、更新されたことを示します。

フラグの設定
要件にフラグを設定するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 要件を右クリックして、フラグ > フラグの設定 を選択します。 フラグの設定 ダイアログ ボックスが

開きます。
4. フラグのコメントを コメント テキスト ボックスに入力します。
5. 現在選択されている要件のすべての子要素にフラグを設定するには、子の要件にフラグを設定する チェ

ック ボックスをオンにします。
6. OK をクリックします。

注: フラグ情報は、要件の プロパティ ページで使用できます。

フラグのクリア
要件からフラグをクリアするには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリー から要件を選択します。
3. 単一フラグをクリアするには：要件を右クリックして、フラグ > フラグのクリア を選択します。
4. 選択した要件のすべての子要素のフラグをクリアするには：要件を右クリックして、フラグ > フラグの
クリア - 子を含める を選択します。 フラグ情報が、要件の プロパティ ページから削除されます。
注: 要件の プロパティ ページで フラグのクリア をクリックして、フラグをクリアすることもできま
す。

フラグが付けられた要件にフィルタを作成する
フラグが付けられた要件にフィルタを作成するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. 選択基準 リストから 要件プロパティ を選択します。
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4. プロパティ リストから 要件の状態 を選択します。
5. 演算子 リストから = を選択します。
6. 値 リストから以下のいずれかの値を選択します。

なし フラグが選択されていません。
フラグ設定 (手動) ユーザーが要件にフラグを手動で追加しました。
フラグ設定 (新規) 要件が作成されました。
フラグ設定 (更新) 要件が更新されました。
廃止 要件が廃止としてマークされています。

7. 保存 および 適用 をクリックします。
注: 子要件にフラグが付けられ、1 つまたは複数の親要件にフラグが付いていない場合は、フラグ
が付けられた子要件の完全パスは表示されますが、親要件は無効になります。 この状態の親要件
に対しては、フラグの設定またはクリアはできません。

要件のインポート
Test Manager では、要件を Microsoft Word (Word) から Test Manager にインポートできます。 要件
を 要件 領域にインポートして、Test Manager に含まれているすべての要件を管理できます。 手動テスト
のインポートは、1 回限りのイベントです。

注: 要件をインポートする前に、Word で要件ファイルを作成する必要があります。 詳細については、
「要件ファイル」を参照してください。

Test Manager は Word ファイルとマッピング ファイルに保存されている情報を使用して、保存するデー
タを判断し、特定のスタイルにマップされている情報のみを取得します。 Test Manager はマッピング フ
ァイルを使用して、Word ファイルでの要件を Test Manager の要件にマップします。
RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml という名前のデフォルトのマッピング ファイルが、イン
ポートのためにあらかじめ選択されます。 独自にカスタマイズしたマッピング ファイルを選択して、要件
をマップできます。 マッピング ファイルの詳細については、「要件マッピング ファイル」を参照してくだ
さい。 これまでのバージョンの Test Manager の Office Import Tool で使用した要件 Word 文書が既に
ある場合は、マッピング ファイル OITCompatibleRequirementsMapping.xml を使用します。

.DOCX 機能
以下の改善によって、.docx は .doc と同じの機能を果たします。
• 画像とその他の埋め込みオブジェクト (OLE) (PDF、Excel など) が要件の添付ファイルとして検出さ

れ、インポートされます。
• 説明にハイパーリンクを含めることができます。

Word ファイルから要件をインポートする
Word ファイルから 要件 ユニットに要件をインポートするには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. インポートした要件の親ノードとして使用する要件を右クリックし、Word からインポート... を選択し

ます。 Word ファイルから要件のインポート ダイアログ ボックスが表示されます。
3. マッピング ファイルの選択 リスト ボックスから、マッピング ファイルを選択します。

デフォルトのマッピング ファイルは RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml です。 Test
Manager のこれまでのバージョンの Office Import Tool で使用した Word 文書から要件をインポー
トする場合は、マッピング ファイル OITCompatibleRequirementsMapping.xml を使用します。

4. 省略可能：要件マッピング ファイルを編集します。
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5. 要件ファイルの完全修飾パスを 要件ファイル テキスト ボックスに入力するか、参照 をクリックして要
件ファイルを検索します。

6. OK をクリックします。 インポートに成功した場合は、メッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、メッセージを閉じます。

要件の更新
Test Manager では、Microsoft Word (Word) からインポートされた要件を更新できます。 Word 文書で
要件を変更し、それを 要件 領域で更新できます。
また、マッピング ファイルを変更して、要件 領域で要件のマッピングを変更することもできます。

注: 一意の外部 ID がマッピング ファイルに定義されている場合のみ、要件を更新できます。

Word ファイルから要件を更新する
Microsoft Word ファイルから要件を更新するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 更新した要件の親ノードとして使用する要件を右クリックし、Word から更新... を選択します。

注: Word から更新... は、選択した要件が Test Manager にインポートされている場合にのみア
クティブになります。

Word ファイルから要件を更新 ダイアログ ボックスが開きます。
3. マッピング ファイルの選択 リスト ボックスから、マッピング ファイルを選択します。

注: 一意の外部 ID がマッピング ファイルに定義されている場合のみ、要件を更新できます。

デフォルトのマッピング ファイルは RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml です。 Test
Manager のこれまでのバージョンの Office Import Tool で使用した Word 文書から要件をインポー
トする場合は、マッピング ファイル OITCompatibleRequirementsMapping.xml を使用します。

4. 要件ファイルの完全修飾パスを 要件ファイル テキスト ボックスに入力するか、参照 をクリックして要
件ファイルを検索します。

5. OK をクリックします。 インポートに成功した場合は、メッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、メッセージを閉じます。

要件ファイル
要件ファイルを Word で作成し、Test Manager に要件をインポートできます。 要件ファイルには、要件
とその階層に加えて、プロパティ、リスク、レビュー ステータス、およびカスタム プロパティを定義でき
ます。
要件ファイル内の要件を Test Manager の要件にマップするには、XML マッピング ファイルを使用しま
す。 マッピング ファイルは、Word 文書のスタイルを Test Manager の要件プロパティにマップします。
マッピング ファイルで適切にマップしていれば、Word スタイルには任意の名前を付けられます。
要件を更新できるようにするには、外部 ID のスタイルをマッピング ファイルで定義し、一意の外部 ID を
要件ファイルの各要件に割り当てる必要があります。 次の例では、サンプル要件、2 つのサブ要件、およ
び対応する外部 ID を示しています。
MyRequirement_1
  MyExternalID_1
MyRequirement_1.1
  MyExternalID_1.1
MyRequirement_1.2
  MyExternalID_1.2
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要件マッピング ファイル
XML マッピング ファイルによって、Test Manager は Word 要件ファイルに含まれている情報を Test
Manager の要件に変換できます。 デフォルトのマッピング ファイルは、フロントエンド サーバーの C:
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Silk\SCC35\OfficeImportMappingFiles
\requirements\RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml にあります。
以下のタグによって、Word スタイルが Test Manager の要件プロパティにマップされます。
Title 要件と階層内でのレベルを定義します。 Style name="Heading 1" level="0"

は最上位要件、Style name="Heading 2" level="1" は第 2 レベルの要件とい
うように定義します。

省略可能：
Description Word スタイルがこのタグに対して定義された場合、定義されたスタイルのすべて

のコンテンツが要件の説明として使用されます。 スタイルが定義されていない場
合、他のタグに定義されていないスタイルのすべてのコンテンツが、要件の説明に
連結されます。 Description タグは、表を含む基本的な Word テキスト書式を備
えています。 説明に含まれている各画像は、要件に添付情報として添付されます。

ExternalID 要件の外部 ID を定義します。要件を要件ツリーで見つけたり、更新することがで
きます。

Priority 要件の優先度を定義します。 以下の値を指定できます。
• 低
• 中
• 高
• 最重要

Risk 要件のリスクを定義します。 以下の値を指定できます。
• 低
• 中
• 高
• 最重要

Reviewed 要件がレビュー済みであるかどうかを定義します。 有効な値は、[はい] または
[いいえ] です。

CustomProperty カスタム プロパティを Test Manager で定義したように定義します。 プロパテ
ィは、number、text、date、および list データ型で定義できます。 ソース文書で
の日付形式は、dd.mm.yyyy にする必要があります。
リスト項目を複数選択する場合、スペースのないセミコロンを使用して項目を区切
ります。 数字タイプの項目の場合、精度は プロジェクト:<プロジェクト名> > プ
ロジェクト設定 でのカスタム プロパティ定義で定義された精度と一致する必要が
あります。
RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml は、MyInteger、MyString、およ
び MyDate のサンプル カスタム プロパティのマッピングを定義します。

以下のコード サンプルは、RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml の内容を示します。
  <Title>
    <Style name="Heading 1" level="0"/>
    <Style name="Heading 2" level="1"/>
    <Style name="Heading 3" level="2"/>
    <Style name="Heading 4" level="3"/>
    <Style name="Heading 5" level="4"/>
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  </Title>
  <ExternalId>
    <Style name="ExternalID"/>
  </ExternalId>
  <Priority>
    <Style name="Priority" />
  </Priority>
  <Risk>
    <Style name="Risk" />
  </Risk>
  <Reviewed>
    <Style name="Reviewed" />
  </Reviewed>
  <CustomProperty propertyName="MyInteger" type="integer">
    <Style name="MyInteger"/>
  </CustomProperty>
  <CustomProperty propertyName="MyString" type="string">
    <Style name="MyString"/>
  </CustomProperty>
  <CustomProperty propertyName="MyDate" type="date">
    <Style name="MyDate"/>
  </CustomProperty>
</Mapping>

要件マッピング ファイルを編集する
要件マッピング ファイルを編集するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリーから要件を選択します。
3. インポートした要件の親ノードとして使用する要件を右クリックし、Word からインポート... を選択し

ます。 Word ファイルから要件のインポート ダイアログ ボックスが表示されます。
4. マッピングの編集 をクリックします。
マッピングの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

5. テキスト ボックスで、要件の変数を編集します。
注: 要件ファイルに含まれる変数の詳細については、「要件ファイル」を参照してください。

6. 省略可能：マッピング ファイルの名前を編集します。
7. OK をクリックして変更内容を保存します。変更内容を取り消す場合は、キャンセル をクリックしま

す。

外部要件管理ツール
このセクションでは、外部要件管理ツールの扱い方について説明します。

要件の同期化
Test Manager と外部 RMS の間で要件の同期を有効にすると、同期を実行するたびに外部 RMS での変更
を Test Manager が受信できます。 プロジェクトで外部 RMS インテグレーションを有効にした場合、要
件のマスタ システムは自動的に外部システムになります。 つまり、同期は常に外部 RMS ツールから Test
Manager に実行されます。 要件は Test Manager で編集できなくなります。 外部ツールにない要件を新
規作成した場合は例外です。要件のアップロードを有効にする オプションが 設定 > 要件管理 で有効であ
る場合にのみ、外部 (マスタ) システムにアップロードできます。
プロパティ マッピング機能により、Test Manager と外部要件管理ツールの間でプロパティ フィールドを
マッピングできます。 たとえば、User という Test Manager 内のカスタム フィールドを Field_2 という
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CaliberRM 内のプロパティ フィールドと等価にすることができます。 プロパティ マッピング機能のおか
げで、要件プロパティ フィールドの変更がプロジェクト間で必ず正確に反映されるようになります。 プロ
パティ マッピング機能を使用しないと、要件の名前と説明だけがマップされます。 詳細については、「プ
ロパティ マッピングを編集する」を参照してください。
要件の同期には、以下のようにいくつかの方法があります。
手動同期 プロパティ ページのルート フォルダ レベルで 変更の同期 をクリックすると、最後の同期以

降に変更された要件のみが同期されます。 このオプションは、IBM Rational RequisitePro で
は利用できません。

強制手動
同期

プロパティ ページのルート フォルダ レベルで すべて同期 をクリックすると、すべての要件
の強制同期が行われます。

自動予定
同期

Test Manager で定義されたグローバル スケジュールに基づいて行われます。

自動オン
ライン同
期

要件の変更はツール間で自動的に反映されます。 このオプションは、CaliberRM の場合にの
み使用できます。 これには、CaliberRM クライアントがアプリケーション サーバーにインス
トールされており、MPX が有効になっている必要があります。 CaliberRM と Test Manager
の間で自動同期を有効にするには、ファイル ss.jar をアプリケーション サーバーの Program
Files\Silk\SC Test Manager <バージョン>\lib に追加し、アプリケーション サーバーを
再起動します。 ファイルを入手するには、カスタマー ケアに問い合わせてください。
CaliberRM で変更が行われると、Test Manager で要件データが自動的に更新され、Test
Manager でテスト割り当てが変更されると、CaliberRM でのトレースが更新されます。 この
タイプのオンライン同期は、プロジェクトが現在のベースラインで設定される場合にのみ利用
可能です。

Test Manager と外部要件管理ツールの間で要件がグローバル スケジュールに基づいて自動的に同期され
るように構成できます。 グローバル スケジュールの設定の詳細については、『SilkCentral 管理モジュー
ル ヘルプ』を参照してください。

注: CaliberRM を開く ボタンをクリックすると、.crm という拡張子のファイルを開くデフォルト プ
ログラムとして登録されているプログラムが開きます。 一部のマシンでは、これは CaliberRM では
なく要件ビューアである場合があります。 この動作はシステム管理者が変更できます。 クライアン
ト プログラムは caliberrm.exe というものです。 適切に構成すると、このプログラムは Test
Manager で選択されている要件に対して開きます。

要件 ツリーのプロジェクト ノードに表示されるバインダ アイコンは、プロジェクトの RM インテグレー
ションのステータスを示します。
未設定 RM インテグレーションは利用できません。
手動設定 要件のインポート、アップロード、同期化は、要件 >  > プロパティ のプロジェクト ノード

で対応するボタンをクリックすることでのみ実行できます。
プロジェクト レベルの プロパティ ページには、以下のプロパティが用意されています。
プロパティ 説明
システム インテグレーションが有効になっている外部ツール。
ステータス インテグレーションが有効になっているかどうか。
プロジェクト名 Test Manager プロジェクトが関連付けられている外部プロジェクトの名前
要件タイプ プロジェクト間で共有される要件タイプ。
前回の同期 前回の同期の日付と時刻。
前回の同期のステータス 作成、更新、削除された項目の数を含む、前回の同期のステータス。

注: CaliberRM と Test Manager との自動オンライン同期を使用したインテグレーションが有効にな
ると、プロジェクト ノードに、オンライン要件変更リスナの現在のステータスが表示されます。 この
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ようなプロジェクトのステータスは、[接続済み] (同期済み)、[再接続] (同期を推奨)、および [接続
解除] の 3 つです。

ツール間で要件を同期する
注: プロパティ マッピング機能を使用して、プロパティ フィールドをマップします。 プロパティ マ
ッピング機能を使用しないと、要件の名前と説明だけがマップされます。 詳細については、「プロパ
ティ マッピングを編集する」を参照してください。

Test Manager と外部に構成されている要件管理ツールとの間で要件を同期するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリーでプロジェクト ノードを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 変更の同期 をクリックします。
5. 確認用の 要件の同期 ダイアログ ボックスで はい をクリックして、同期を開始します。 同期が完了す

るとダイアログ ボックスが開かれ、そこに作成、更新、および削除された要件数などの同期の統計が表
示されます。

6. OK をクリックして、同期を完了します。 外部に構成されている要件管理ツールでマップされている要
件に対して行われた更新が、要件 ツリーに反映されます。

スケジュールに基づいた要件の同期
グローバル スケジュールを設定して、Test Manager と外部に構成されている要件管理ツールとの間で要
件を自動的に同期することができます。 CaliberRM と Test Manager の間で自動同期を有効にするには、
ファイル ss.jar を Program Files\Silk\SC Test Manager <バージョン>\lib でアプリケーション サ
ーバーに追加し、アプリケーション サーバーを再起動します。 ファイルを入手するには、カスタマ ケアに
問い合わせてください。
グローバルに定義されたスケジュールに基づいて、要件を同期するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件管理 タブをクリックします。
3. スケジュールの編集 をクリックします。 スケジュールの編集 ダイアログ ボックスが開きます。
4. グローバル オプション ボタンをクリックします。
5. リスト ボックスから定義済みのグローバル スケジュールを選択します。

注: グローバル スケジュールの設定の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を
参照してください。

6. OK をクリックします。

自動同期イベントの電子メール通知を定義する
電子メール通知を定義して、Test Manager と外部要件管理ツールとの間の要件の自動同期中にエラーが発
生したときに、ユーザーに警告することができます。 通知の受信者はすべて、同期化ログ ファイルのコピ
ーを受け取ります。
自動同期イベントの電子メール通知を定義するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件管理 タブをクリックします。
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3. 通知の編集 をクリックします。 通知の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 通知の有効化 チェック ボックスをオンにします。
5. ユーザー名 リスト ボックスからユーザー名を選択します。

注: ユーザーの定義の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してくださ
い。

6. 必要に応じて、その他の電子メール アドレス テキスト ボックスに他の受信者の電子メール アドレスを
追加します。 複数の電子メール アドレスは、セミコロンで区切ります。

7. OK をクリックします。

CaliberRM インテグレーション
このセクションでは、CaliberRM を Test Manager と統合する方法について説明します。

注: CaliberRM のユーザー定義属性 複数選択ユーザー リスト および 複数選択グループ リスト は、リ
スト タイプではなく、Test Manager テキスト属性タイプにマップする必要があります。

CaliberRM とのインテグレーションを有効にする
CaliberRM とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. Borland® CaliberRM インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定の編集 ダイ

アログ ボックスが開きます。
6. ホスト名 に、外部サーバーがインストールされているマシンの名前を入力します。
7. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
8. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。
参照 をクリックし、プロジェクトの参照 ダイアログ ボックスに進みます。
設定が正しければ、接続のテストに成功しました というダイアログ ボックスが表示されます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

9. OK をクリックします。
10.プロジェクト リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクトを選

択します。 選択したプロジェクトで利用可能な要件タイプは、要件タイプ フィールドに自動的にイン
ポートされます。 選択したプロジェクトで利用可能なベースラインは、ベースライン フィールドに自
動的にインポートされます。

11.Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、ベースライン を選択します。
選択結果が 設定の編集 ダイアログ ボックスに表示されます。

12.OK をクリックします。
13.Test Manager プロジェクトに統合する外部プロジェクトから、要件タイプを 1 つ以上選択します。

複数の要件タイプを選択するには、CTRL + クリック を使用します。
14.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を CaliberRM とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編
集できるようにします。

15.省略可能：CaliberRM への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにして、マップ
されていない/未割り当ての要件を Test Manager から CaliberRM へアップロードできるようにしま
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す。 これによって、マップされていない要件ツリーを CaliberRM にアップロードした後で、Test
Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパティ の
要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成
は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

16.設定を保存するには、OK をクリックします。

CaliberRM インテグレーションのベースライン サポート
CaliberRM インテグレーション用に現在のベースラインまたは既存のユーザー定義ベースラインを選択す
ることができます。 ユーザー定義ベースラインを選択する場合、要件 > 詳細ビュー > <要件> > プロパ
ティ の 要件のマップ ボタンは無効になり、要件は統合された CaliberRM プロジェクトで更新されません。
変更したベースライン要件を Test Manager にインポートできません。 現在のベースラインにない要件
を CaliberRM で変更できるのは、そのベースラインに使用されている要件のバージョンを変更する場合の
みです。 そのような変更内容は、同期化が手動で、あるいはスケジュールに従って実行されるときにのみ、
Test Manager 要件内で更新されます。
ベースライン を Test Manager にインポートした後は、変更を加えることができます。 設定済みのベース
ラインを別のユーザー定義ベースラインや現在のベースラインに変更することができます。 このような変
更を行うと、手動で、あるいはスケジュールに従ってベースラインの同期化を次回に実行したときに、Test
Manager プロジェクトが更新され、要件の更新、作成、削除が必要に応じて行われます。 ベースラインを
変更すると、変更内容が次回に同期化を実行した後に有効になるというメッセージが表示されます。 また、
ベースラインを現在のベースラインからユーザー定義ベースラインに変更すると、ユーザー定義ベースラ
インの場合は要件のアップロードができないというメッセージが表示されます。

注: ユーザー定義ベースラインの場合は、CaliberRM プロジェクトの同じ要件タイプを何度も使用で
きます。 現在のベースラインの場合は、CaliberRM プロジェクトの要件タイプは 1 回しか使用でき
ません。

CaliberRM でテスト割り当てを処理する
割り当てられたテストは、CaliberRM で同期された要件のトレース (「トレース先」) として表示、管理、作
成されます。
同期された要件が Test Manager でテストに割り当てられると、そのテスト割り当ては CaliberRM に伝達
され、その中で表示されます。 逆に、CaliberRM でテストが同期された要件に割り当てられると、その割
り当ては Test Manager に伝達され、その中で表示されます。

CaliberRM に統合されたプロジェクトをコピーする
Test Manager プロジェクトをコピーする際に CaliberRM のベースラインを管理するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件管理 タブをクリックします。
3. 保存するベースラインが選択されていることを確認します。

注: ベースラインが変更されている場合は、関連する Test Manager プロジェクトをコピーする前
に、同期を実行してベースラインの変更内容で更新する必要があります。 現在のベースライン以
外のベースラインが選択されている場合にのみ、インテグレーション設定がコピーされます。 現
在のベースラインを選択されている場合は、インテグレーション設定を元のプロジェクトに残す
か、コピー先のプロジェクトに移動するかを指定する必要があります。

4. 保存するベースラインが選択されていない場合は、設定の編集 をクリックします。 設定の編集 ダイア
ログ ボックスが表示されます。

5. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックします。 プロジェクトの参照 ダイアロ
グ ボックスが表示されます。

6. 保存するベースラインを選択して、選択を確定します。
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7. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。 プロジェクト ページに、既存の
すべてのプロジェクトとプロジェクト ベースラインが一覧表示されます。

8. コピー元のプロジェクトの アクション 列で  をクリックします。
注: プロジェクトのコピーの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してく
ださい。

プロジェクトのコピー ダイアログ ボックスが表示されます。
9. 新規プロジェクトにコピーする項目を選択して、選択を確定します。
10.作業で継続して使用するベースラインを、Test Manager プロジェクトに適用します。

注: プロジェクトのコピー後は、元のプロジェクトとコピーされたプロジェクトは同じになりま
す。 対応するベースラインを適用して、どちらで作業を継続するかを定義します。

CaliberRM に統合されたプロジェクトのベースラインを作成する
CaliberRM に統合された Test Manager プロジェクトのベースラインを作成するには：
1. Test Manager プロジェクトのベースラインを作成します。

ベースラインの作成の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
新しいベースラインに対して CaliberRM の統合を有効にするかどうかを尋ねる SilkCentral メッセー
ジ ボックスが、処理中に表示されます。

2. はい をクリックします。 新しいベースラインが作成されると、プロジェクトのベースライン化 - プロ
ジェクト設定の適用 ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 編集 をクリックして、要件インテグレーションの設定を変更します。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

4. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックします。 プロジェクトの参照 ダイアロ
グ ボックスが表示されます。

5. CaliberRM プロジェクト、ベースライン、および同期の要件タイプを選択します。
6. OK をクリックして、プロジェクトの参照 ダイアログ ボックスを閉じます。
7. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログ ボックスを閉じます。
8. 完了 をクリックして、プロジェクトのベースライン化 - プロジェクト設定の適用 ダイアログ ボックス

を閉じます。

IBM Rational RequisitePro とのインテグレーションを有効にする
IBM Rational RequisitePro とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. IBM® Rational® RequisitePro® インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定
の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

6. プロジェクト パス (UNC) に、外部サーバーがインストールされているマシンへの UNC プロジェクト
パスを入力します。 または 参照 をクリックしてパスを選択します。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に、外部サーバーがインストールされているマシンの UNC ユー
ザー名と UNC パスワードをそれぞれ入力します。

8. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
9. 接続のテスト をクリックし、ホストとユーザー情報が正しいことを確認します。 設定が正しければ、
接続のテストに成功しました というメッセージが表示されます。
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10.OK をクリックします。
注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

11.パッケージと要件タイプの編集 をクリックします。
選択結果が 設定の編集 ダイアログに表示されます。

注: 同期されるのは、明示的に選択されたパッケージの要件だけです。 親パッケージを選択して
も、その親の子パッケージは選択されません。

パッケージと要件タイプの参照 ダイアログ ボックスが開きます。 選択したプロジェクトで利用可能な
パッケージと要件タイプは、パッケージ リスト ボックスと 要件タイプ リスト ボックスに自動的にイン
ポートされます。

12.パッケージ リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、パッケ
ージを 1 つ以上選択します。
複数のパッケージを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

13.要件タイプ リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、要件タ
イプを 1 つ以上選択します。
複数の要件タイプを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

14.OK をクリックします。パッケージと要件タイプの参照 ダイアログ ボックスが閉じます。
15.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を RequisitePro とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および
編集できるようにします。

16.省略可能：RequisitePro への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにして、マ
ップされていない/未割り当ての要件を Test Manager から RequisitePro へアップロードできるよう
にします。これによって、マップされていない要件ツリーを RequisitePro にアップロードした後で、
Test Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパテ
ィ の 要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。こ
の構成は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

17.設定を保存するには、OK をクリックします。

Telelogic DOORS との統合
このセクションでは、Test Manager と Telelogic DOORS®（DOORS）を統合する方法について説明しま
す。

フロントエンド サーバーで Telelogic DOORS をインストールする
Test Manager と Telelogic DOORS を統合するには、Test Manager のフロントエンド サーバー マシン
で DOORS クライアントをインストールします。 複数のフロントエンド サーバー マシンを使用する場合
は、DOORS クライアントを各マシンの同じディレクトリにインストールする必要があります。
Test Manager フロントエンド サーバー マシンに DOORS クライアントをインストールするには：
1. メニューで ヘルプ > ツール をクリックします。
2. Test Manager Add-In for Telelogic DOORS をクリックして、DOORS プラグイン パッケージをダ

ウンロードします。
パッケージには、以下の 2 つの ZIP アーカイブが含まれています。
• DoorsRM.zip
• DoorsClientLibs.zip

3. testmanager という名前の新しいフォルダを、Telelogic DOORS クライアントのインストール フォル
ダにある、…\lib\dxl フォルダの下に作成します。
このフォルダのデフォルト パスは C:\Program Files\Telelogic\DOORS_8.20\lib\dxl
\testmanager になります。
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4. すべての DOORS スクリプト ファイルを DoorsClientLibs.zip からこのフォルダに抽出します。
プラグイン パッケージ DoorsRMPlugin.zip は、セットアップの処理中に、Test Manager アプリケーショ
ン サーバーのインストール フォルダ内の Plugins フォルダに自動的にインストールされます。 アプリケ
ーション サーバーの起動時に、このプラグインはすべてのフロントエンド サーバーに配信されます。

DOORS とのインテグレーション用にプロジェクトを設定する
DOORS との要件インテグレーション用にプロジェクトを設定するには：
1. 統合を確立する Test Manager プロジェクトから、 プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト
設定 > 要件管理 をクリックします。

2. Telelogic DOORS® インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

3. RM サービスの URL テキスト ボックスに、Test Manager の DOORS 要件用 Web サービスの URL を
入力します。
通常、正しい値がデフォルトで設定されます。 例：http://MySCTMHost:19120/services/
doorsrequirementsmanagement。

4. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
5. デフォルトの DOORS クライアント インストール パスが、DOORS インストール パス テキスト ボッ

クスに表示されます。 このパスが正しくない場合は、参照 をクリックして、フロントエンド サーバー
ディレクトリ構造内の正しい場所を選択します。

6. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。
設定が正しければ、接続のテスト に成功したことを示すメッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、先に進みます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

7. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックして、要件タイプの参照 ダイアログ ボ
ックスを開きます。 プロジェクト テキスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと同期する外部
プロジェクトを選択します。
選択したプロジェクトで利用可能な要件タイプは、要件タイプ テキスト ボックスに自動的にインポー
トされます。 同期する要件タイプを選択し、OK をクリックします。 複数の要件タイプを選択するに
は、CTRL + クリック を使用します。

8. これで、選択結果が 設定の編集 ダイアログ ボックスに表示されます。 OK をクリックします。
9. 省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を Telelogic DOORS とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成お
よび編集できるようにします。

10.省略可能：Telelogic DOORS® への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにし
て、マップされていない/未割り当ての要件を Test Manager から DOORS へアップロードできるよう
にします。これによって、マップされていない要件ツリーを DOORS にアップロードした後で、Test
Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパティ の
要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成
は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

11.設定を保存するには、OK をクリックします。
注意: DOORS アプリケーション オブジェクトは通信に使用され、このオブジェクトがログイン デ
ータをサポートしておらず、DOORS クライアントの起動を必要とするため、Test Manager は、
各 DOORS クライアント プロセスを、提供されたログイン データと共に起動し、それに続くすべ
てのアプリケーション オブジェクトに同じデータを使用します。 このため、一度に 1 セットの
DOORS ログイン認証情報のみが通信でサポートされます。 ユーザーが同じ DOORS 認証情報を
すべての構成に対して使用することを推奨します。これにより、フロントエンド サーバー上から、
すべてのプロジェクトに対して一度に統合を実行できます。 2 セット目の認証情報を使用する場
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合、最初の認証セットを利用したセッションがすべてタイムアウトしてはじめて 2 セット目が有
効になります。

CaliberRDM とのインテグレーションを有効にする
CaliberRDM とのインテグレーションを有効にするには：
1. 統合を確立する Test Manager プロジェクトから、 プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト
設定 > 要件管理 をクリックします。

2. CaliberRDM インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

3. ホスト名 に、外部サーバーがインストールされているマシンの名前を入力します。
4. 外部サーバーがリスンする ポート 番号を入力します。
5. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
6. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。

設定が正しければ、接続のテスト に成功したことを示すメッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、先に進みます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

7. プロジェクト名 テキスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクト
を選択します。

8. 未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない要件を
CaliberRDM とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編集で
きるようにします。

9. 設定を保存するには、OK をクリックします。

Rally インテグレーション
プロジェクト管理ツールである Rally を統合すると、Test Manager で要件として使用できるユーザー ス
トーリーを定義できます。 次に、Test Manager でテストを作成し、これらの要件をカバーできます。 作
成したテストを更新し、Rally にある該当するユーザー ストーリーに変更を加えるには、要件の同期をと
ります。
以下のユーザー ストーリーのプロパティは、Rally REST Service から同期化されます。 これらのプロパテ
ィを使用して、ユーザー ストーリーのフィルタリングと分類に役立てることができます。
プロパティ 説明
Name Rally でのユーザー ストーリーの名前
Rally ID Rally でのユーザー ストーリーの識別子。 このプロパティは、Test Manager での

要件の External ID です。
Description Rally でのユーザー ストーリーの説明
Iteration ユーザー ストーリーが含まれている Rally のイテレーション
Project ユーザー ストーリーが含まれている Rally のプロジェクト
Release ユーザー ストーリーが含まれているプロジェクト リリース
State Rally でのユーザー ストーリーの進捗状態。 以下の状態を利用できます。

• Defined
• In-Progress
• Completed
• Accepted
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プロパティ 説明
Plan Estimate
(Story Points)

ユーザー ストーリーが完了するための Rally での見積もり時間。 時間はストーリ
ー ポイントで見積もられます。

Rally とのインテグレーションを有効にする
Rally とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. Rally インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定の編集 ダイアログ ボックスが

開きます。
6. URL に、Rally REST Service がインストールされているマシンの名前を入力します。

この URL は、デフォルトで https://rally1.rallydev.com/slm/webservice/1.22/ に設定されていま
す。

7. ユーザー名 と パスワード に、Rally REST Service 用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力しま
す。

8. 省略可能：インターネットへの直接アクセスが制限されている場合で、Rally REST Service が内部ネッ
トワークの範囲外のマシンに配置されている場合は、プロキシ ホスト と プロキシ ポート テキスト ボ
ックスを使用して Test Manager が Rally に接続できるプロキシを指定します。

注: プロキシを使用して Rally に接続するには、プロキシ ホスト と プロキシ ポート の両方のテキ
スト ボックスを入力する必要があります。

9. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。 設定が
正しければ、接続のテストに成功しました というダイアログ ボックスが表示されます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

10.OK をクリックします。
11.読み込み をクリックします。 プロジェクト リスト ボックスには、アクセスが許可されている Rally の

すべてのワークスペースから、すべてのプロジェクトが表示されます。
12.プロジェクト リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクトを選

択します。
13.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を Rally とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編集で
きるようにします。

14.設定を保存するには、OK をクリックします。

外部要件からテストを生成する
現在 Test Manager に同梱されている RMS のうち、CaliberRDM のみがテストの生成をサポートしていま
す。 別の RMS を使用してテストを生成するには、RMS でテストを生成できる必要があります。 Test
Manager プラグイン API には、RMS でテストを作成できるかどうかを検証するメソッドが含まれていま
す。 詳細については、「要件プラグイン API のインターフェイス」を参照してください。
外部要件からテストを生成するには：
1. 外部の要件システムとのインテグレーションを確立します。

詳細については、「CaliberRDM とのインテグレーションの有効化」を参照してください。
2. 要件 ツリーで、テストの生成元となる要件を選択します。
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注: テストが生成可能であるには、RMS プラグインを RMTestProvider インターフェイスに実装
し、選択した要件に対してインターフェイス メソッド isTestGenerationSupported から true が
返される必要があります。

3. テストの生成 をクリックします。 テストの生成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. SHIFT + クリック または CTRL + クリック を使用して、生成するテストを選択することができます。
5. すべて生成 をクリックしてすべてのテストを生成するか、選択項目の生成 をクリックして選択された

テストを生成します。 テスト ツリーが表示されます。
6. 生成されたテストを追加するフォルダを選択します。

注: 選択した追加先フォルダに既に存在するテストは、作成されず、更新されます。 フォルダ内の
どのテストも削除されません。

7. OK をクリックします。

外部プロパティで作業する
このセクションでは、Test Manager における外部プロパティで作業する方法について説明します。

外部プロパティを編集する
外部プロパティを編集するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 外部プロパティを編集する要件を選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 外部プロパティの編集 をクリックします。
外部プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。 この外部要件のすべてのプロパティが表
示されます。 必要なプロパティをすべて編集します。

注: このダイアログ ボックスで編集可能なプロパティには、入力フィールドとコントロールが示さ
れ、それを使用してプロパティを編集できます。 プロパティにマッピング規則が存在する場合は、
そのプロパティの末尾にアスタリスク（*）が表示されます。

5. 変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。

外部プロパティを表示する
外部プロパティを表示するには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件を選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 外部プロパティの表示 をクリックします。 外部プロパティの表示 ダイアログ ボックスが表示されま

す。 この外部要件のすべてのプロパティが表示されます。
5. ダイアログ ボックスを閉じます。

プロパティ マッピングを編集する
プロパティ マッピング機能を利用すると、Test Manager と外部要件管理ツールとの間のプロパティ フィ
ールドをマップできます。 たとえば、User という Test Manager 内のカスタム要件プロパティを
User_ID という CaliberRM 内のカスタム プロパティと等価にすることができます。 プロパティ マッピ
ング機能によって、要件のアップロードやインポートの際に、プロジェクト間で要件プロパティ フィール
ドが正確にインポートされるようになります。 要求のタイプが複数ある場合は、それぞれのタイプごとに
マップする必要があります。
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注: プロパティ マッピング機能を使用しないと、要件の名前と説明だけがマップされます。

プロパティ マッピングを編集するには：
注: 論理値のプロパティを同期する場合は、次のマッピングが使用されます。Test Manager では論理
データ型はサポートされていないため、次の 2 つのリスト項目を持つ単一の選択リストを作成する必
要があります。
• 名前 = はい、加重数値 = 1
• 名前 = いいえ、加重数値 = 0
注: リストをマップする場合は、両方の製品について、要件プロパティの各リスト項目に同じ名前の
オプションが存在する必要があります。名前では、大文字/小文字が区別されます。

1. プロジェクトを選択します。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 要件管理 タブをクリックします。
4. 設定されている外部ツール用の プロパティ マッピングの編集 をクリックします。 プロパティ マッピ
ングの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

5. 要件タイプ リスト ボックスから外部要件のタイプを選択します。 そのタイプのカスタム要件が、すべ
て下の選択ボックスに表示されます。

6. マッピングを設定するカスタム要件プロパティを選択します。
7. 右側のリスト ボックスから、選択された外部カスタム プロパティへのマッピングを作成する Test

Manager カスタム プロパティを選択します。
8. マッピングの追加 をクリックして、要件をマップします。 その結果が、カスタム プロパティ マッピン
グ ボックスに表示されます。

9. システム プロパティ マッピング ボックスには、要件名と説明に対する設定済みのマッピングが 2 つ表
示されます。これらを削除することはできません。

10.OK をクリックして、変更を保存します。

プロパティ-マッピング値ペアを削除する
プロパティ-マッピング値ペアを削除するには：
1. プロジェクトを選択します。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 要件管理 タブをクリックします。
4. 設定されている外部ツール用の プロパティ マッピングの編集 をクリックします。 プロパティ マッピ
ングの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

5. カスタム プロパティ マッピング 選択ボックスで、プロパティ-マッピング値ペアを選択します。
6. マッピングの削除 をクリックします。
7. OK をクリックして、変更を保存します。

要件管理のインテグレーション設定を無効にする
要件管理のインテグレーション設定を無効にするには：
1. プロジェクトを選択します。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。
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注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 要件管理 タブをクリックします。
4. インテグレーションを無効にする要件管理ツールの 設定の無効化 ボタンをクリックします。
すべてのインテグレーション データと機能が無効になります。ただし、プロジェクトから削除されるわけ
ではありません。

要件管理のインテグレーション設定を削除する
要件管理のインテグレーションを削除するには：
1. プロジェクトを選択します。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 要件管理 タブをクリックします。
4. インテグレーションを削除する要件管理ツールの 設定の削除 をクリックします。

このボタンは、設定が無効になっている場合にのみ有効になります。
外部関連付けの削除 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. はい をクリックします。
すべての関連データがデータベースから削除されます。

テスト
このセクションでは、Test Manager でテストを管理する方法について説明します。
テスト 領域を使用すると、システム開発ライフサイクル全体にわたって絶えずテストを管理できます。 自
動テストや手動テストの作成、スケジュールおよび管理を行うことができます。 ファイルやリンクを添付
情報としてアップロードし、テスト コンテナやテストに関連付けることができます。 見つかった問題とそ
の発見につながったテストを簡単に関連付けできます。 また、領域内のテストのすべての変更の履歴も追
跡できます。

テスト ドキュメント ビュー
テスト > ドキュメント ビュー
ドキュメント ビュー には、選択したプロジェクトで扱われているすべてのテストの重要情報、ステータ
ス、および前回の実行が一覧表示されます。
テスト コンテナ、テスト フォルダ、およびテストごとに、次の列が ドキュメント ビュー に表示されま
す。
項目 説明
ステータス 前回のテスト実行のステータス。

• 合格
• 失敗
• 未実行
• N/A
テスト コンテナとテスト フォルダの場合、ステータス バーには、対応するステー
タスを持つテストの数が表示されます。
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項目 説明
テスト テスト数。
予定時間 手動テストの合計 予定時間。
割り当て済み問題 テストに割り当てられている問題の数。
前回の実行 選択されたテストまたはプロジェクトの前回の実行の日時。
最終ビルド 前回の実行が行われたビルド。
変更日時 選択されたテスト要素が最後に変更された日時。
変更者 選択されたテスト要素を最後に変更したユーザー。

テスト ツリーで作業する
テスト > 詳細ビュー
要件と同様に、各テストは テスト ツリーという階層ツリー構造で表示、整理、および維持管理します。 テ
スト ツリーでは、任意の数の階層レベルで、テストを体系的に整理することができます。 ツリーの各ノー
ドは、テスト、テスト フォルダ、テスト コンテナのいずれかを表します。
内容 ページでは、選択しているテスト要素の子要素の表示、切り取り、コピー、および貼り付けを実行で
きます。 このページでは、Windows Explorer スタイル標準の複数選択機能がサポートされます。

注: テスト ツリーに、一度に表示した場合に応答に影響が出るほど要素がある場合は、要素は順に表
示されます。 タブの一番下にあるページ番号のリンクにより、タブに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

テスト ツリーの展開と折りたたみ
表示上の必要性に応じて、テスト ツリーのレベルを折りたたんだり、すべてのレベルを表示したりするこ
とができます。
テスト ツリーのレベルの折りたたみや展開を行うには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーでテスト コンテナまたはテスト フォルダを選択して、以下のオプションのいずれかを行

います。
• テスト要素名の左側にある  をクリックして、要素を展開します。
• テスト要素名の左側にある  をクリックして、要素を折りたたみます。
• 要素を右クリックして、展開 または 折りたたみ を選択します。

テスト要素を切り取り、コピー、貼り付け、または削除する
テスト ユニットのツールバーを使用すると、現在のプロジェクトやプロジェクト間の テスト ツリー内で、
テスト要素を簡単に切り取り、コピー、貼り付け、または削除できます。 これらの編集機能によって、プ
ロジェクトのテストの作成と管理のプロセスが簡単になります。
テストやテスト フォルダと一緒にコピーされるデータ タイプは、プロパティ、属性、パラメータ、および
添付です。 割り当て、問題、実行、および履歴はコピーされません。

ヒント: 内容 ページで、選択しているテスト要素の子要素の表示、切り取り、コピー、および貼り付
けを実行できます。 このページでは、Windows Explorer スタイル標準の複数選択機能がサポートさ
れます。 内容 ページにテスト要素を貼り付ける前に、アプリケーションのフォーカスを得るためにペ
ージ内で要素を明示的に選択する必要があります。
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注: コンテナはコピーまたは貼り付けできません。

テスト要素を切り取り、コピー、貼り付け、または削除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、編集するコンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. 適切なツールバー ボタンをクリックします。

ボタン 説明
選択されている要素をツリーから削除します。
選択されている要素をツリーから切り取り、クリップボードに移動します。
選択されている要素をクリップボードにコピーします。
クリップボードに保存されている要素のコピーを、現在選択されている要素と同じレベルに貼
り付けます。
クリップボードに保存されている要素のコピーを、現在選択されている要素のサブノードとし
て貼り付けます。

注: コマンドは、テスト ツリーのコンテキスト メニューからも利用できます。

プロジェクト間でテスト要素をコピーまたは貼り付けする
テスト フォルダやテストをプロジェクト間でコピーして貼り付けるには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. ソース プロジェクトを選択します。
3. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
4.  をクリックして、要素をクリップボードに切り取るか、 をクリックして、要素をクリップボード

にコピーします。
5. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
6. 貼り付け先のプロジェクトを選択します。
7. 貼り付け先のコンテナおよびフォルダを選択します。
8.  をクリックします。

注: コマンドは、テスト ツリーのコンテキスト メニューからも利用できます。

テスト要素の順序を変更する
テスト、テスト フォルダ、またはテスト コンテナの順序を変更するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、順序を変更するテスト要素を選択します。
3.  をクリックして、テスト要素を 1 ステップ上に移動するか、  をクリックして、テスト要素を 1 ス

テップ下に移動します。

テスト ノードを外部アジャイル計画ツールのインテグレーション デフォル
ト ノードとして設定する
外部アジャイル計画ツールを介して、Test Manager 内にテストを作成するために、Web サービスの呼び
出しを使用するには、テスト ツリー内のフォルダやコンテナを、Web サービスがテストを作成する場所と
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なるインテグレーション デフォルト ノードとして設定します。 このインテグレーション デフォルト ノ
ードを指定しないと、エラー メッセージ ボックスが表示されます。
インテグレーション デフォルト ノードをテスト ツリー内に指定するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、インテグレーション デフォルト ノードとして設定するフォルダまたはコンテナを選

択します。
3. フォルダまたはコンテナを右クリックして、インテグレーションのデフォルトとして設定 を選択しま

す。 

注: インテグレーション デフォルト ノードがすでに存在する場合には、デフォルト ノードが新し
いノードへ変更されます。

4. インテグレーション デフォルト ノードが選択されたノードに設定され、アジャイル計画ツールがこの
場所へテストを作成できるようになります。

注: インテグレーション デフォルト ノードは、そのノードがあるプロジェクトの プロパティ ペー
ジに表示されます。

インテグレーション デフォルト ノードが選択されたノードに設定され、アジャイル計画ツールがこの場所
へテストを作成できるようになります。

注: インテグレーション デフォルト ノードは、そのノードがあるプロジェクトの プロパティ ページ
に表示されます。

フォルダまたはコンテナをフィルタする
フォルダまたはコンテナをフィルタするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツリーでフィルタするフォルダまたはコンテナを右クリックして、サブツリーのフィルタ表示 を選択し

ます。 選択されたフォルダまたはコンテナの内容、およびツリーのルート ノードまでの階層のみがツ
リーに表示されます。
注: フィルタ処理を削除して、すべての要素を表示するには、ツールバーの フィルタ リスト ボックス
から <フィルタなし> を選択します。 空のフォルダは、フィルタが適用されたサブツリーには表示さ
れません。

[テスト] の [プロパティ] ページ
テスト > 詳細ビュー > プロパティ
プロパティ ページには、選択したテスト、テスト フォルダ、テスト パッケージ、またはテスト コンテナ
の全プロパティと関連情報が詳しく表示されます。 テスト ノードの場合、以下のプロパティはテストの作
成時に設定されます。
プロパティ 説明
テスト名 このテストの名前。
テスト ID テストのデータベース識別子。
説明 テストの説明。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサ
ポートしており、説明 テキスト ボックスの HTML
コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

ステータス 構成スイートに含まれているテストまたはテスト パッケ
ージでは、ステータスは、そのスイート内のすべての構成
の、すべてのステータスを集約したものとなります。
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プロパティ 説明

• 構成スイートにのみ割り当てられているテストは、す
べての構成で合格となった場合にのみ、ステータスが
合格 になります。 すべての構成でステータスが 合
格 でない場合、最も低い実行のステータスが反映され
ます。反映の優先度は次に示す順序 (上から下へ) と
なります。
1. N/A
2. 未実行
3. 失敗
4. 合格
テストに割り当てられた要件のステータスは、そのテ
ストが 1 つ以上の構成で失敗すると、失敗 になりま
す。

• 構成スイートと 1 つ以上の単純な実行計画にテスト
を割り当てることはお勧めしません。 ただし、この場
合は、1 つのステータスが構成ステータスの集約ステ
ータスに、もう 1 つのステータスが実行計画の前回の
ステータスとなります。 前回実行されたステータス
がテストの前回のステータスとなります。

• テストが単純な実行計画にのみ割り当てられている場
合、ステータスは前回のテスト実行のステータスに応
じて更新されます。

前回の実行 このテストが最後に実行された日時。 実行中の実行計画
の一部であるテストについては、前回の実行は、現在のテ
スト実行をベースに更新されます。

割り当て済み実行 選択されたテストが割り当てられているすべての実行計
画を一覧表示します。 リスト内の実行計画ごとに、次の
列がグリッドに表示されます。

列 説明
実行 実行計画の名前。 クリックすると、実行計画を

表示または編集できます。
ステ
ータ
ス

実行計画における、テストの前回の実行のステ
ータス。 実行計画の前回の実行でテストが実
行されなかった場合、ステータスは未実行とな
ります。 データ駆動型のテストまたはテスト
パッケージでは、すべての前回の実行のステー
タスが棒グラフで表示されます。

前回
の実
行

実行計画の一部としてテストが最後に実行され
た日時。

実行
計画
の親

実行計画が実行されるコンテキスト内にある構
成スイートまたはフォルダ。 クリックすると、
実行計画 ツリー内のスイートまたはフォルダ
にアクセスできます。 構成スイートまたはフ
ォルダに実行計画が含まれていない場合は、何
も表示されません。
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プロパティ 説明
作成日時 テストが作成された日付と時刻。
作成者 テストを作成したユーザーの名前。
変更日時 テストが最後に変更された日付と時刻。
変更者 テストを最後に変更したユーザーの名前。
予定時間 [hh:mm] このテストの予定実行時刻。 手動テストの場合のみで

す。
テスト プロパティ テスト タイプに固有のテスト プロパティ。
成功条件 テストに設定されているすべての成功条件。 テスト パッ

ケージ ノードでは、すべての成功条件（実行タイムアウ
トを除く）が無効になり非表示となっています。

インテグレーション デフォルト フォルダ 外部 RMS からのテストが作成される、デフォルトのコン
テナまたはフォルダの名前を表示します。

[テスト] の [内容] ページ
テスト > 詳細ビュー > 内容
内容 ページには、テスト ツリー内の選択されたプロジェクト、テスト コンテナ、またはフォルダの子要素
が表示されます。 このページでは、Windows Explorer スタイル標準の複数選択機能がサポートされます。

ヒント: 選択したフォルダまたはコンテナの中を掘り下げていくには、Enter を押すか、選択してい
るそのアイテムをダブルクリックします。 Backspace を押すか、ツールバーの  をクリックする
と、一階層上へ移動します。
注: テスト コンテナのコピーまたは貼り付けはできません。

選択されたプロジェクト、テスト コンテナ、またはフォルダの子要素ごとに、次の列が 内容 ページに表示
されます。
列 説明
名前 テスト要素の名前
変更日時 テスト要素が最後に編集された日時
変更者 テスト要素を最後に編集したユーザー

ヒント: テスト ツリーにリストされたテスト要素と同様に、内容 ページにリストされた要素を右クリ
ックして、コンテキスト メニューからコンテキストに対応したコマンドを選択できます。 利用できな
いコマンドは無効になっています（薄いグレー表示）。 内容 ページにテスト要素を貼り付ける前に、
アプリケーションのフォーカスを得るためにページ内で要素を明示的に選択する必要があります。
注: 内容 ページに、一度に表示した場合に応答に影響がでるほど要素がある場合は、要素は順に表示
されます。 ページの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

内容 ページでは、テスト要素に対して、以下のキーボード機能 (ショートカット) がサポートされます。
キー 通常 SHIFT CTRL
Up 選択部分を上に移動 選択部分を上に拡張 上へ移動
Down 選択部分を下に移動 選択部分を下に拡張 下へ移動
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キー 通常 SHIFT CTRL
Left 選択を解除
Right 選択を解除
A すべて選択
X 切り取り
C コピー
V 貼り付け
Pos1 1 番目の項目を選択 1 番目の項目まで選択
End 最後の項目を選択 最後の項目まで選択
Ins 挿入
Del 削除
F2 編集

テスト要素のキーボード機能
次のマウスとキーボードの組み合わせ機能を利用できます。 これらの機能に続いて、切り取り、コピー、
貼り付けなどの操作を選択ノードに対して実行できます。
キーボード機能 説明
クリック 行を選択して、現在の行として記憶します。
Ctrl + クリック クリックした行の選択ステータスを切り替え、現在の行として記憶します。
Shift + クリック 現在の選択行から新規選択行までの範囲を選択します。
Ctrl + Shift + ク
リック

行が既に選択されている場合、この機能は、現在の行からクリックされた行までの
範囲を選択内容に追加します。 現在、行が選択されていない場合は、この機能は現
在の行からクリックした行の範囲を選択から除外し、クリックした行を選択します。

注: コンテナはコピーまたは貼り付けできません。

[テスト] ツールバーの機能
テスト > 詳細ビュー
テスト ツールバーには、テストを管理するための重要なコマンドがあります。

注: テスト ツールバーのコマンドは、テスト ツリーのコンテキスト メニューからも利用できます。

テスト ツールバーには、以下のコマンドが含まれています。
コマンド アイコン 説明
ドキュメント ビュー ドキュメント ビュー が表示されます。すべてのテスト要素の選択したプ

ロパティが単一のビューに表示されます。
詳細ビュー 単一のテストのプロパティを詳しく表示できる、詳細ビュー を表示します。

グリッド ビュー グリッド ビュー が表示されます。グリッド内のすべてのテストが表示さ
れます。

上へ 現在のカーソルのフォーカス場所に関係なく、ナビゲーション ツリーの階
層を一階層上へ移動します。
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コマンド アイコン 説明
テスト コンテナの新
規作成

新しいテスト コンテナを作成できます。

子テスト フォルダの
新規作成

選択したフォルダまたはコンテナのサブノードとして新しいテスト フォル
ダを作成できます。

子テストの新規作成 選択したフォルダまたはコンテナのサブノードとして新しいテストを作成
できます。

編集 選択したテストの要素を編集します。

バージョンの作成 選択した手動テストの新しいバージョンを作成します。

削除 選択したテストの要素を削除します。

切り取り テスト ツリーからテストの要素を切り取り、クリップボードに保存します。

コピー テスト ツリーからクリップボードに、テストの要素をコピーします。

貼り付け クリップボードから テスト ツリーに、テストの要素を貼り付けます。

子として貼り付け テストの要素を、クリップボードから現在選択されているテストの要素に
子要素として貼り付けます。

上へ移動 テスト ツリー内で、テストの要素を上に移動します。

下へ移動 テスト ツリー内で、テストの要素下に移動します。

検索 設定可能なパラメータに基づいてアクティブ プロジェクトのすべてのテス
トの要素を検索します。

置換 検出された値のインスタンスを新しい値で置き換えます。

フィルタの新規作成 テスト ツリーに対して、新しいカスタム フィルタを作成します。

フィルタ テスト ツリーに使用できるフィルタを一覧表示します。
フィルタの編集 現在選択されているカスタム フィルタを編集します。

フィルタの削除 現在選択されているカスタム フィルタを削除します。

フィルタのコピー 現在選択されているカスタム フィルタをコピーします。

変更点のみ表示 テストの最近の変更点を表示します。

承認 テストへの変更を承認します。

テスト レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されているテスト関連のレポートについて説明します。 テス
ト レポートは、一定期間または一定の範囲のビルドにおける、テストの進捗や問題のステータスの概要を
示します。

ステータス レポート
以下のステータス レポートは、テスト 領域で使用できます。
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レポート 説明
テスト ステータス概要 すべてのテストのステータス概要を、[合格]、[失敗]、[未実行]、[N/A] と

いう 4 つのステータスに分けて表します。
テスト ステータス概要 (テ
スト コンテナ単位)

特定のテスト コンテナに含まれるすべてのテストのステータス概要を、[合
格]、[失敗]、[未実行]、[N/A] という 4 つのステータスに分けて表します。

コンポーネントごとのテス
ト

コンポーネントのカバレッジの概要をテスト数で表します。テスト作業が
必要な部分を特定しやすくなります。

テスト (テスト コンテナ単
位)

テスト コンテナごとの成功率を、合格したテストの数で表します。

実装済みテスト (コンポー
ネント単位)

コンポーネントのカバレッジの概要を、実装済み 属性が はい に設定されて
いるテストの数で表します。

失敗したテスト (コンポー
ネント単位)

失敗したテストをコンポーネントごとに表します。環境内で最も危機的な
コンポーネントを特定しやすくなります。

進捗レポート
以下の進捗レポートは、テスト 領域で使用できます。
レポート 説明
ビルド 'X' から 'Y' まで
のテストの進捗

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときのテストの進捗の傾向
を表します。 ユーザーは、開始ビルドと終了ビルドでビルドの範囲を指定す
る必要があります。

ビルド <x> 以降の手動
テスト カバレッジ (累
積)

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときの、すべての自動テスト
を除く、手動テストの進捗傾向を表します。 ユーザーは、累積進捗を計算す
るためのベースとして使用される開始ビルド番号を指定する必要があります。

ビルドごとの自動テスト
カバレッジ (非累積)

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときの、自動テストのカバレ
ッジを表します。 ユーザーはバージョンおよび製品を指定する必要があり、
レポートには自動テストで達成可能なテスト カバレッジがビルドごとに表示
されます。

今月のテスト進捗 今月のテストのステータスを見たときの、テストの進捗傾向を表します。
過去 'X' 日間の特定テス
ト ノードの進捗

過去 'X' 日間の特定のテスト ノードを見たときの、要件のカバレッジ傾向を表
します。

過去 'X' 日間に作成され
たテスト (コンポーネン
ト単位)

過去 'X' 日間に新規作成されたテストの一覧をコンポーネントごとに表しま
す。 テスト作業が足りないコンポーネントを特定するのに役立ちます。

過去 'X' 日間のテスト進
捗

過去 'X' 日間にわたるテストのステータスを見たときの、テストの進捗傾向を
表します。

過去 'X' 日間のテスト合
格率（コンポーネント単
位）

過去 'X' 日間のテストの合格率をコンポーネントごとにパーセントで表しま
す。環境内で最も危機的なコンポーネントを特定するのに役立ちます。

手動テスト レポート
テスト 領域で使用できる手動テスト レポートは、次のとおりです。
レポート 説明
実行時間の 実行時間の計画
値と実績値 (サマリー)

手動テストの実行時間の計画値と実績値の差異の概要を日単位で表しま
す。
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レポート 説明
実行時間の計画値と 実績値
の履歴 (ユーザー単位)

手動テストの完了に要した実行時間の計画値と実績値の概要を、特定の期
間にわたってユーザーごとに表します。

実行時間の 計画値と実績値
(ユーザーごとのステータ
ス)

まだ完了していない手動テスト定義について、 ユーザーごとに計画時間と
実績時間で進捗を表します。 手動テストは、試験結果がユーザーによって
入力され、結果を入力したユーザーに割り当てられた場合にのみ考慮され
ます。

手動テスト結果文書 簡単に印刷できる 1 つのテストに関する手動テスト ケース結果レポート。
手動テスト文書 簡単に印刷できる 1 つのテストに関する手動テスト ケース レポート。

ベースラインの比較レポート
レポート > 詳細ビュー > <アクティブ プロジェクト> > テスト > ベースラインの比較 > ベースライン
の比較
ベースラインの比較レポートは、ベースライン化されたプロジェクトとベースラインを比較し、変更、削
除、および作成されたテストの数を表示します。

入力パラメータ
ベースラインの比較 レポートの入力パラメータは、プロジェクトおよびベースラインの識別子です。

レポートの一般情報
このセクションには、レポートの説明およびレポートを実行したユーザーの名前が表示されます。

プロジェクトとベースラインの情報
このセクションには、ベースラインの作成に関連するデータなど、プロジェクトとベースラインに関する
情報が表示されます。

プロジェクトとベースラインの概要
このセクションには、ベースラインおよびプロジェクトで作成、変更、および削除されたテストの数が表
形式とグラフ形式で表示されます。

変更
このセクションには、プロジェクトとベースラインで変更されたすべてのテストの詳細がテストへのリン
クとともに表示されます。

テストの実行の比較レポート
テストの実行の比較レポートは、あるテストの 2 つの実行の結果を比較し、概要を提示します。

注: 実行の比較レポートは、手動テストを自動テストに対して比較するのには向いていません。 レポ
ートの名前に「(前回と前々回の実行)」が含まれている場合、実行計画またはテストの、最新の 2 つ
の実行のみの比較となります。

テストの実行の比較レポートでは、以下の情報が表示されます。
• テストのステータスに対する変更
• エラーの数
• 警告の数
• テストが実行されたコンテキスト
• 割り当てられたテストの実行時間
• テストの属性とプロパティ
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• テストのパラメータ
• テストの成功条件

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

テスト情報
このセクションでは、テストについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
ID テストの識別子。
名前 このテストの名前。
説明 テストの説明。

実行情報
このセクションでは、実行定義についての次のような情報が提供されます。
要素 説明
実行 ID 各実行計画の ID。
実行名 各実行計画の名前。
実行 ID 各実行計画の実行の ID。
製品 製品の名前。
バージョン 製品のバージョン。
ビルド 製品のビルド番号。

テスト実行の比較
このセクションでは、2 つの実行間にある次のような差分を示します。
要素 説明
ステータス 各実行のステータス。
実行タイムスタンプ 各実行のタイムスタンプ。
実行時間 各実行にかかった時間。
エラー 各テストの実行時に発生したエラー数。
警告 各テストの実行時に発生した警告数。
前のステータス 最後に手動で変更する以前の各実行のステータス。
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要素 説明
変更者 このステータスに最後に手動で変更したユーザー。
変更コメント 手動ステータス変更の理由説明。

属性とプロパティ
このセクションでは、テストの 2 つの実行の、実行時における属性とプロパティを示します。

パラメータ
このセクションでは、テストの 2 つの実行の、パラメータを一覧表示します。

成功条件
このセクションでは、テスト定義の 2 つの実行がそれぞれ「成功」と見なされるための、実行時における
条件を示します。 条件が 1 つでも満たされないと、そのテストの実行は「失敗」と見なされます。 満たさ
れた条件は緑、満たされなかった条件は赤で記されます。

成功条件
成功条件を使用して、テストが成功したかどうかを判別します。 テスト 領域の各テスト ノードまたはスイ
ート ノードには、1 つ以上の成功条件を割り当てることができます。 ある成功条件が、割り当てられてい
るテストの実行中に満たされなかった場合、そのテストの実行は、[失敗] と記されます。実行タイムアウ
ト成功条件の場合は例外で、テスト実行は [未実行] と記されます。 テスト パッケージでは、すべての成
功条件（実行タイムアウトを除く）が無効になり非表示となっています。
詳細ビュー の テスト ツリーでノードを選択すると、そのノードの プロパティ ページの 成功条件 テーブ
ルに、選択されたノードに構成されているすべての成功条件が表示されます。 テーブルには、各条件の名
前、条件がアクティブであるかどうか、条件の最大値、および条件が継承されたものであるかどうかが含
まれています。
成功条件は、それがアクティブになっている場合にのみ評価されます。 成功条件をアクティブまたは非ア
クティブにする方法については、「成功条件を編集する」を参照してください。 利用できる成功条件のタイ
プは、テストのタイプによって変わります。 現在 Test Manager で利用可能な成功条件は以下のとおりで
す。
成功条件 説明
許容されるエラー数 そのテストで許容されるエラーの最大数。 この成功条件は、デ

フォルトでアクティブになります。
許容される警告数 そのテストで許容される警告の最大数。
実行タイムアウト [秒] そのテストで許容されるタイムアウトまでの最大時間（秒単

位）。
ページ時間：平均 ページ時間 [秒] ページを読み込むのに許容される平均時間の最大数。
ページ時間：最大 ページ時間 [秒] ページを読み込むのに許容される最大時間の最大数。
トランザクション レスポンス時間：平
均 トランザクション（ビジー）OK [秒]

テストでの 1 トランザクションに許容される平均応答時間の最
大数。

トランザクション レスポンス時間：最
大 トランザクション（ビジー）OK [秒]

テストでの 1 トランザクションに許容される最大応答時間の最
大数。

成功条件の継承については、プロパティの継承と同様です。 親ノードに割り当てられている成功条件は、
すべてのサブフォルダや子テストにくまなく継承されます。
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成功条件を編集する
詳細ビュー の テスト ツリーでノードを選択すると、ノードの プロパティ ページに、そのノードに関連付
けられた成功条件が表示されます。 成功条件 テーブルには、各条件の名前、条件がアクティブであるかど
うか、条件の最大値、および条件が継承されたものであるかどうかが含まれています。

注: テスト パッケージ ノードでは、すべての成功条件（実行タイムアウトを除く）が無効になり非表
示となっています。

テストの成功条件を編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、テスト コンテナ、テスト フォルダ、またはテストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。 プロパティ ページには、選択したツリー要素のプロパティが表示

されます。
4. 成功条件 の右側にある  をクリックします。 成功条件の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 編集対象の成功条件の 親から継承 チェック ボックスをオフにします。
6. 必要に応じて値を編集します。
7. アクティブ チェック ボックスをオンまたはオフにすることにより、条件をアクティブにするかどうか

を指定します。
8. 設定を保存するには、OK をクリックします。

テスト コンテナ
このセクションでは、テスト コンテナを使用する方法について説明します。

テスト コンテナを追加する
注: テスト コンテナによって製品がソース管理プロファイルにバインドされるため、テスト コンテナ
は注意して使用することをお勧めします。

テスト コンテナを新規に追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、新しいコンテナをサブノードとして追加するルート ノードまたはコンテナを選択し

ます。
3. ツールバーの  をクリックするか、ノードを右クリックし、テスト コンテナの新規作成 を選択しま

す。
ノードを右クリックして、テスト コンテナの新規作成 を選択することもできます。
新しいコンテナ ルート ノードが テスト ツリーに追加され、テスト コンテナの新規作成 ダイアログ ボ
ックスが表示されます。

4. コンテナの 名前 と 説明 を入力します。
注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. 製品 リスト ボックスから、このテスト コンテナに関連付ける定義済みの製品を選択します。 製品プロ
ファイルの追加の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

6. ソース管理プロファイル リスト ボックスから、定義済みのソース管理プロファイルを選択します。
テスト コンテナのテスト ソースをチェックアウトしない場合（手動テストのみの場合など）は、--- を
選択します。
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注: Test Manager 実行サーバーは、コンテナに含まれているテストのプログラム ソースを、定義
済みのソース管理プロファイルから取得します。 ソース管理プロファイルのルート ノードは、テ
スト コンテナのルート ノードで設定されます。

7. 省略可能：テストを実行する前に作業フォルダをクリアする チェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにすると、テストが実行される前に、ソース管理プロファイルの作業フォ
ルダがクリアされます。 たとえば、各実行の前にソースがチェックアウトされます。 このチェック ボ
ックスは、デフォルトでオフになっています。

注: 外部のソース管理システムを使用している場合、MS VSS で テストを実行する前に作業フォル
ダをクリアする オプションを使用すると、CVS や Subversion でこのオプションを使用した場合
よりも待ち時間が長くなることがあります。

8. コンテナの保存先となるデフォルトのルート パスを指定するには、参照... をクリックして、その場所
に移動します。

9. 省略可能：Test Manager が SilkPerformer® 7.1 以降と統合されている場合は、カスタム データ ディ
レクトリ と カスタム インクルード ディレクトリ を定義できます。
SilkPerformer では、インクルード ディレクトリは、システム インクルード ディレクトリと カスタ
ム インクルード ディレクトリに分かれています。 データ ディレクトリは、システム データ ディレク
トリと カスタム データ ディレクトリに分かれています。 その他の情報については、SilkPerformer の
ドキュメントを参照してください。

10.このダイアログ ボックスの プロパティを表示しないテスト タイプ フィールドを利用して、テスト コン
テナの プロパティ ページ、およびこのコンテナ内のすべてのテスト フォルダの プロパティ ページに表
示するテスト プロパティ タイプを指定できます。
これらの設定は、個々のテストの表示には影響を与えません。

11.編集 をクリックして、非表示のテスト プロパティ設定を調整します。 プロパティを表示しないテスト
タイプ ダイアログ ボックスが表示されます。

12.プロパティを表示するテスト タイプのチェック ボックスをすべてオフにします。
13.設定を保存して プロパティを表示しないテスト タイプ ダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリ

ックします。
14.保存 をクリックして設定を保存します。

新しいコンテナが、テスト ツリーに追加されます。

コンテナにリンクを追加する
テスト ツリーに、同じプロジェクト内のテスト コンテナへのリンクを追加できます。 リンクされたテス
ト コンテナは、ツリー内のリンクが挿入された位置に、読み取り専用モードで表示されます。
テスト コンテナへのリンクを追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、リンクされたテスト コンテナを下に追加するノードを右クリックします。
3. 選択したノードの階層レベルでテスト コンテナをリンクする場合は、リンクの新規作成 を選択します。

選択したノードより下位の階層でテスト コンテナをリンクする場合は、子リンクの新規作成 を選択し
ます。 リンクするテスト コンテナの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 参照するテスト コンテナを選択します。
注: 参照されるテスト コンテナおよびリンクを追加したコンテナで使用されるソース管理プロフ
ァイルが異なる場合、リンクを本当に作成するかどうかを確認するダイアログ ボックスが表示さ
れます。 別のソース管理プロファイルを持つ別のテスト コンテナをテスト コンテナの内部にリ
ンクすると、リンクされたコンテナ内にテストをダウンロードまたは実行した場合に、問題が発生
することがあります。 いずれかのコンテナのカスタム インクルード ディレクトリをまず変更す
る場合は、いいえ をクリックします。変更せずにリンクを作成する場合は、はい をクリックしま
す。

5. OK をクリックし、選択内容を確定します。
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リンクされたコンテナは、選択したコンテナ内に読み取り専用エンティティとして配置されます。 元のテ
スト コンテナへの変更はすべて、リンクされたコンテナにも反映されます。

テスト コンテナを編集する
テスト コンテナのプロパティを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、編集するテスト コンテナを選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

テスト コンテナを右クリックして、編集 を選択することもできます。
テスト コンテナの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. テスト コンテナのプロパティを編集します。
5. OK をクリックして変更を適用します。

テスト フォルダ
このセクションでは、テスト フォルダを使用してテストを整理する方法について説明します。

テスト フォルダを追加する
テスト フォルダを新規に追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、新しいフォルダが下に追加されるテスト要素を選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

要素を右クリックし、テスト フォルダの新規作成 を選択して、選択した要素の下に新しいフォルダを
追加するか、子テスト フォルダの新規作成 を選択して、選択された要素のサブノードとして追加しま
す。

注: テスト コンテナの場合、テスト フォルダはサブノードとしてのみ追加できます。

新規フォルダ ノードが テスト ツリーに追加され、フォルダの新規作成 ダイアログ ボックスが表示され
ます。

4. [名前] フィールドと [説明] フィールドに、フォルダの名前と説明をそれぞれ入力します。
注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. 設定を保存するには、OK をクリックします。
新しいフォルダが、テスト ツリーに追加されます。

テストフォルダを編集する
テスト フォルダのプロパティを変更するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツリーでフォルダを選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

また、テスト フォルダを右クリックして、編集 を選択することもできます。
テスト フォルダの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 必要に応じて [名前] と [説明] を編集します。
5. OK をクリックして変更を受け入れます。
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テスト フォルダをソートする
テスト ツリーで、フォルダを上または下に移動するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツリーでフォルダを選択します。
3. ツールバーの  をクリックして、フォルダを 1 つ上に動かすか、  をクリックして、フォルダを 1

つ下に動かします。

テスト パッケージ
テスト パッケージは、Test Manager 内からのサードパーティ テスト タイプの構造に対するサポートを提
供するもので、パッケージ ルートと、スイート ノードおよびテスト ノードの任意の階層から構成されま
す。 テスト パッケージは、ユーザーに、遂行されるテスト実行に関する詳細な情報も提供します。 テス
ト パッケージ、スイート ノード、およびテスト ノードは、固有の問題や添付ファイルと共に、個々に要件
に割り当てることができます。 その機能は、その他すべてのテストの機能と同様です。 サードパーティの
テスト タイプが変換をサポートしている場合、サードパーティ テストをテスト パッケージに変換した後、
そのパッケージに含まれるテストはすべて個々に実行することができます。 テスト パッケージに含まれ
るテスト ノードおよびスイート ノードには、補足プロパティの 外部 ID が付いています。
テスト パッケージの利点は、構造がすべてのテスト実行それぞれに対して自動的に保持される点です。 テ
スト パッケージの構造は、実行の結果に基づいて更新することができます。 ファイル <Test Manager
installation folder>￥ wwwroot ￥ silkroot ￥ xsl ￥ output.xsd には、テスト パッケージの出力 XML
ファイルの構造のための XML スキーマが記述されています。
テスト パッケージでは、個々のテストの全機能が可能ですが、次のような例外があります。
• テスト パッケージを含むテスト コンテナにはリンクできません。
• テスト パッケージは、データ駆動型プロパティを保持することができないため、データ駆動型にするこ

とはできません。
• テスト パッケージ ノードでは、すべての成功条件 (実行タイムアウトを除く) が無効になり非表示とな

っています。
注: SilkPerformer テスト、SilkTest Classic テスト、および手動テストは、テスト パッケージに変換
できません。これらのテストの構造が、デフォルトでは Test Manager でサポートされていないため
です。

テスト パッケージの内部構造を提供する情報は固有のものであり、テスト パッケージをコピーすると一貫
性がなくなります。 テスト パッケージを再利用するには、テスト パッケージをコピーし、コピーしたパッ
ケージを親テストに復元して、ニーズに合わせてそのテストを適用し、変更されたテストをテスト パッケ
ージに変換する必要があります。

テスト パッケージを作成する
サードパーティのテストから新しいテスト パッケージを作成するには：
1. output.xml ファイルを作成するために、いったんテストを実行します。このファイルには、テスト パ

ッケージの構造が含まれています。
テストの実行の詳細については、「個別テストを実行する」を参照してください。

2. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
3. テスト ツリーでテストを右クリックし、そのコンテキスト メニューから テスト パッケージに変換 を選

択します。 選択されていたテストが、最近の実行結果の構造を表現した階層へと変換されます。

外部 ID の使用
外部 ID を使用すると、テスト パッケージ内のテスト ノードやスイート ノードを一意に識別できます。
外部 ID は、各テスト ノードおよび各スイート ノードに対して 1 つのプロパティという形で提供されま
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す。 この自動的に生成される 外部 ID は、「~」が前に付いたクラスおよびメソッドの完全修飾名で、テ
スト メソッドを一意に識別します。
JUnit テストの場合、自動的に生成される 外部 ID では、~<package name>.<class
name>#<method name> の形式が使用されます。
JUnit テスト クラスをリファクタリングする場合、外部 ID の自動生成は利用できません。これは、リフ
ァクタリング以前のテストの結果情報が、新しいテストを作成する際に失われてしまうためです。 この場
合、テストに対する 外部 ID は手動で定義する必要があります。 リファクタリングされたメソッドを再度
識別することは可能です。これは、JUnit テストが移動されたり、その名前が変更される間、外部 ID は
変更されずそのままであるためです。 外部 ID は、ソース コード内の注釈として手動で設定することが可
能です。
以下のコード例は、JUnit テストのための注釈を表しています。
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface ExternalId {
  String externalId();
}
この注釈は、以下のように、JUnit テスト内でクラスおよびテスト メソッドに注釈を付けるために使用さ
れます。
import static org.junit.Assert.*;        
import org.junit.Test;

import com.borland.runner.ExternalId;

@ExternalId(externalId="JUnit4test")
public class JUnit4test {
  
  @Test
  @ExternalId(externalId="MyExtId1")
  public void test1() {
    ...
  }
  
  @Test
  @ExternalId(externalId="MyExtId2")
  public void test2() {
    ...
  }
}
テスト メソッドに対して、JUnit ランナー「org.junit.runners.Parameterized」と共に 外部 ID を使用
することは、サポートされていない点に注意してください。これは、1 つのメソッドを、異なるパラメー
タで繰り返し実行した場合、外部 ID が一意でなくなるためです。 回避策としては、外部 ID を、メソッ
ド レベルでは省略し、クラス レベルで指定することができます。 例は次のようになります。
@RunWith(Parameterized.class)
@ExternalId(externalId="parameterizedWithExtId")
public class TestCaseParameterizedWithExternalId {

  @Parameters
  public static Collection<Object[]> parameterFeeder() {
    return Arrays.asList(new Object[][] {
        { "param_name1", "param_value1" }, // set of parameters per run, type 
matching constructor must exist!
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        { "param_name3", "param_value3" },
        { "param_name2", "param_value2" },
      }
    );
  }

  private String paramName;
  private String paramValue;
  
  public TestCaseParameterizedWithExternalId(String paramName, String paramValue) {
    this.paramName = paramName;
    this.paramValue = paramValue;
  }
  
  @Test
  public void testWithParams() {
    System.out.println(String.format("run with parameter: name='%s', value='%s'", 
paramName, paramValue));
  }
 
}

注: JUnit テスト用の 外部 ID の設定は、JUnit 4.4 以降を使用したテストに対してのみ可能です。

テスト パッケージを再利用する
テスト パッケージの内部構造を提供する情報は固有のものであり、テスト パッケージをコピーすると一貫
性がなくなります。 テスト パッケージを再利用するには、テスト パッケージをコピーし、コピーしたパッ
ケージを親テストに復元して、ニーズに合わせてそのテストを適用し、変更されたテストをテスト パッケ
ージに変換する必要があります。
テスト パッケージの情報を再利用するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで再利用するテスト パッケージを右クリックして、コピー を選択します。
3. テスト ツリーで、コピーしたテスト パッケージを追加するノードを選択します。
4. 選択したノードを右クリックし、貼り付け を選択して、コピーしたパッケージをツリーの同じレベルに

追加するか、子として貼り付け を選択して、コピーしたパッケージを選択したノードのサブノードとし
て追加します。

注意: コピーされたテスト パッケージに現在含まれている情報には、一貫性がありません。

5. コピーされたパッケージを右クリックして、パッケージをテスト定義に戻す を選択します。 パッケー
ジ情報が、親テストから削除されます。

6. ニーズに会わせて適用できるように、テストを編集します。
詳細については、「テストを編集する」を参照してください。

7. 編集したテストを右クリックして、テスト パッケージに変換 を選択します。
元のテスト パッケージの、異なるプロパティを持つコピーが作成されました。

テスト パッケージをテストに復元する
テスト パッケージを元のテストに復元するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーでテスト パッケージを右クリックします。
3. パッケージをテスト定義に戻す をクリックします。
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テスト パッケージが元のテストに復元されます。

テスト パッケージをクリーンアップする
テスト パッケージをクリーンアップするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーでテスト パッケージを右クリックします。
3. テスト パッケージのクリーンアップ をクリックします。
テスト パッケージの前回の実行で実行されなかったすべてのテストがテスト パッケージから削除されま
す。

テストの履歴
Test Manager では、テストに加えられたすべての変更の完全な履歴が提供されます。 履歴情報は読み取
り専用で、編集したり完全に削除することはできません。
ツールバーの  をクリックすることによりアクセスできる 最近の変更点 フィルタを使用すると、テスト
に対して行われた最近の変更と追加の内容を効率的に表示および承認できます。

注: テスト要素を削除すると、テスト要素が属するプロジェクトの履歴ファイルに変更エントリが追
加されます。

最近の変更点を表示する
テストに対する最近の変更点を表示するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2.  をクリックして、最後に変更を承認してから変更されたものを除く、すべてのテスト要素をフィル

タします。
注: 最近の変更点フィルタが、フィルタ リスト ボックスで自動的に選択されます。

3. 変更内容を確認したら、  をクリックして、変更を承認できます。
[承認] 機能によって、"最近の変更点" フィルタはリセットされます。

4.  を再びクリックすると、フィルタが解除され、すべてのテストが表示されます。
注: テストが変更されると、テスト履歴にタイムスタンプ付きのエントリが生成されます。

テストの履歴を追跡する
テスト要素の履歴を追跡するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーでテストを選択します。
3. 履歴 タブをクリックします。
テストのプロパティが表形式で表示されます。

[テスト] の [履歴] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > 履歴
履歴 ページには、選択したテスト、テスト コンテナ、フォルダ、あるいはプロジェクトの改訂履歴が詳し
く表示されます。 また、選択した要素を含むすべてのプロジェクト ベースラインのエントリも、ベースラ
インへのリンクおよびベースライン内の対応する要素と共に表示されます。 選択した要素をプロジェクト
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ベースラインの一部として作成した場合には、履歴 ページの最初のエントリに、元のプロジェクトへのリ
ンクおよび元のプロジェクト内の対応する要素が含まれます。 このリンクを使用できるのは、アクティブ
プロジェクトまたはベースラインにアクセスする場合のみです。 プロジェクトのベースラインの詳細につ
いては、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
手動テストの場合、履歴 ページには、選択した手動テストの各バージョンのエントリも表示されます。こ
のページでは、新規バージョンの作成、以前のバージョンの復元、および 2 つのバージョン間の変更点の
表示ができます。
変更ごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション バージョン エントリの場合のみ。 手動テストのバージョ

ンの場合、実行できるアクションは バージョンの表示、
バージョン X に戻す、および バージョンの削除 です。

バージョン バージョン エントリの場合のみ。 手動テストのバージョ
ン。

コメント 変更についてのコメント。
作成日時 変更の日付と時刻。
作成者 変更を行ったユーザー。

注: ページに、一度に表示した場合に応答に影響が出るほど多くの要素がある場合、要素は順に表示
されます。 ページの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

Upload Manager
SilkCentral の Upload Manager は、SilkCentral ファイル プールにファイル（主にテスト スクリプト）
をアップロードして、Test Manager からアクセスできるようにするための便利な手段です。
ファイルを Issue Manager にアップロードする方法については、『SilkCentral Issue Manager ヘルプ』
を参照してください。 Issue Manager は TechSmith の SnagIt 画面キャプチャ ユーティリティと統合
されているため、Issue Manager ユーザーは、簡単にエラー状況の画面イメージをキャプチャし、Issue
Manager にアップロードして、既存の問題に添付したり、新しい問題のベースとして使用できます。
一度ローカル システムにダウンロードすると、Upload Manager は、スタンドアロンのアプリケーション
として、Test Manager から独立して直接起動できます。
Upload Manager にアクセスするには、2 つの方法があります。
• インストールされたプログラム ディレクトリから Upload Manager の実行可能ファイルを起動する。

たとえば、C:\Program Files\Silk\SC Test Manager <バージョン>\Upload Manager
\UploadManager.exe など。

• Issue Manager ユーザーのみ：キーボード ホットキーの組み合わせを使用する。 たとえば、Ctrl +
Print Screen など。 この方法は、SnagIt 画面キャプチャ ユーティリティを Issue Manager 用に構成
すると有効になります。 詳細については、『SilkCentral Issue Manager ヘルプ』を参照してください。

Upload Manager をダウンロードしてインストールする
Upload Manager をダウンロードしてインストールするには：
1. メニューで ヘルプ > ツール をクリックします。
2. Upload Manager リンクをクリックし、ユーザーのブラウザのダウンロード ダイアログ ボックスを利

用して SetupUploadManager.exe をローカル システムに保存します。
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3. SetupUploadManager.exe ファイルをダブルクリックし、Upload Manager の InstallShield ウィザー
ドを起動します。

4. InstallShield ウィザードの指示に従って、自分の名前、会社名、インストール先の場所を入力します。
5. Finish をクリックしてインストールを完了させます。

SilkCentral ファイル プールにファイルをアップロードする
SilkCentral ファイル プールにファイルをアップロードするには：
1. アプリケーションの実行可能ファイル（UploadManager.exe）をダブルクリックして Upload Manager

を起動します。 アップロード先の選択 ダイアログ ボックスが開きます。
2. SilkCentral（サーバー ファイル プール） オプション ボタンをクリックします。
3. 次へ をクリックします。アップロードするファイルの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. アップロードするファイルが ファイル名 フィールドに表示されていない場合は、追加 をクリックして

ファイルを参照および選択します。
注: ファイルをファイル プールへアップロードするときにファイルの説明を追加できません。

5. アップロードするファイルが ファイル名 フィールドに表示されたら、次へ をクリックします。 接続パ
ラメータの指定 ダイアログ ボックスが表示されます。

6. インストールされた SilkCentral の接続パラメータを入力します。パラメータは、Test Manager をホ
ストするコンピュータの ホスト名 で開始します。
名前にプロトコル指定を含めることはできません。 たとえば、10.3.2.62 のようになります。

7. ポート を入力します。
たとえば、19120 のようになります。

8. セキュアな接続（HTTPS など）を使用する場合は、セキュア チェック ボックスをオンにします。
9. SilkCentral サーバーで必要な ユーザー名 と パスワード のログイン認証情報を入力します。
10.省略可能：Upload Manager を実行したときに、これらのパラメータが自動的に入力されるようにする

には、デフォルトとして設定 をクリックします。
11.省略可能：接続用のインターネット設定（プロキシ サーバーの設定など）を行うには、インターネッ
ト オプション をクリックします。

12.次へ をクリックします。
ファイルのアップロード フィールドで、入力した情報を確認します。 変更が必要な場合には、戻る を
クリックします。
アップロードが完了したらこのウィンドウを閉じる チェック ボックスのデフォルト設定をそのまま使
用します。

13.完了 をクリックするとアップロード処理が始まります。
アップロードが完了すると Upload Manager が閉じ、アップロードされたファイルが SilkCentral のファ
イル プールで使用できるようになります。

Upload Manager のコマンドライン オプション
Upload Manager の設定をコマンドライン オプションを使用して定義できます。 コマンドライン オプシ
ョンを定義すると、通常ならファイルのアップロードのたびに手作業が必要な形式指定や構成の操作を自
動化でき、SnagIt と SilkCentral の統合を最大限に利用できます。

注: コマンドライン オプションで行った設定は、SnagIt の GUI から手作業で行った同様の設定より
も優先されます。

以下の形式を使用してコマンドラインを指定します。
UploadManager.exe {options} {UploadFileNameList}
• オプション設定を指定する順序は、アプリケーションの動作に影響しません。
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• オプションの解析では、大文字と小文字が区別されません。
• オプション パラメータを空白で区切る必要はありません。
Upload Manager では、以下のコマンドライン オプションがサポートされます。
オプション 説明
-HOSTNAME:<ホスト
名> アップロード先のサーバー。 たとえば、-HOSTNAME:tm.mycompany.com

のようになります。
注: サーバー名の前にプロトコルを付けないことに注意してください。

-USERNAME:<ユーザ
ー名> サーバーへのログインに使用するユーザー名 たとえば、-USERNAME:admin

のようになります。
-PASSWORD:<パスワ
ード> サーバーへのログインに使用するパスワード たとえば、-PASSWORD:secret

のようになります。
-PORT:<ポート番号> アップロード先のサーバーのポート。 デフォルトの http:// のポートは 80 で

す。 デフォルトの https:// のポートは 443 です。 デフォルトのテスト サー
バーのポートは 19120 です。たとえば、-PORT:19120 のようになります。

-SECURE:<0 または
1>

https://myhost:myport/ に接続する場合：
• 0 は標準の HTTP 接続を設定します。
• 1 はセキュアな HTTPS 接続を設定します。
たとえば、-SECURE:1 のようになります。

-CONFIG:<設定 ID> アップロード先サーバーの構成 ID。Issue Manager と SilkCentral にファイ
ルをアップロードするときに使用します。
• 2 は Issue Manager にファイルをアップロードするために使用します。
• 3 は SilkCentral サーバーのファイル プールにファイルをアップロードす

るために使用します。
たとえば、CONFIG:2 のようになります。

-PROJECT:<プロジェ
クト ID>

Issue Manager の ID を確認するには、Issue Manager の プロジェクト ペー
ジで、アクティブなプロジェクト名の上にカーソルを置きます。 その状態でブ
ラウザのステータス バーの文字列 imPrj=<プロジェクト ID 番号> を確認
します。 0 は Issue Manager のデフォルト デモ プロジェクトです。 たとえ
ば、-PROJECT:0 のようになります。

-DEFID:<欠陥 ID> ファイルを添付する対象で、Issue Manager にある特定の問題の ID。 0 を指
定すると新しい問題が作成されます。 たとえば、DEFID:156 のようになりま
す。

-DESC:<添付ファイル
の説明>

Issue Manager のみ：添付ファイルの説明。 たとえば、-DESC:Screen Shot
Attachment のようになります。

-AUTOCLOSE アップロードが無事に終わった後で Upload Manager を閉じるかどうかを示
す、Upload Manager ダイアログ ボックスのチェック ボックスをオンにしま
す。

-AUTOUPLOAD:<ウ
ィザード ステップ イン
デックス>

ウィザードの指定したステップ番号（WizardStepIndex）まで、自動的にファ
イルのアップロードを進めるよう Upload Manager に指示します。 Upload
Manager は指定されたウィザード ステップで停止します。ここでユーザー入
力が必要です。 途中のステップで設定エラーが検出されると、ファイルの自動
アップロードはそのステップで中断します。 たとえば、-AUTOUPLOAD:10 の
ようになります。
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オプション 説明
-VERBOSE 依存先のコンポーネントが見つからない場合（たとえば、SilkPerformer プロ

ジェクトを SilkPerformer にアップロードしようとして SilkCentral コンパイ
ラが見つからない場合）にダイアログ ボックスが表示されます。

<アップロードするファ
イル名のリスト>

複数のファイルを SilkCentral ファイル プールにアップロードするには、パス
を使用します。 Upload Manager に渡すパラメータで先頭にダッシュ（-）が
付いていないものは、絶対ファイル パスだとみなされます。 たとえば、C:
\TEMP\MyScreenShot.jpg のようになります。

テスト
このセクションでは、Test Manager でテストを使用する方法について説明します。

テストを作成する
テストを新規作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 新規のテストの挿入先となるコンテナまたはフォルダを、テスト ツリーから選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、ツリー内を右クリックし、子テストの新規作成 を選択します。

新規のテスト ノードがツリー ビューに追加され、テストの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
4. [名前] フィールドと [説明] フィールドに、テストの名前と説明をそれぞれ入力します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. タイプ リスト ボックスからテスト タイプを選択します。
6. 次へ をクリックして、「テストのプロパティを設定する」の、選択したテスト タイプに該当するトピッ

クに進みます。
注: Test Manager の洗練されたパブリック API により、ユーザー固有の自動化テストのニーズに見
合ったソリューションを実装することができます。 Test Manager は、オープンであり、Java 実装
またはコマンドライン呼び出しから呼び出すことのできる外部ツールに対して拡張することができま
す。
注: テスト設定プロセスの全体を通して、すべてのテスト タイプには 親から継承 チェック ボックス
があります。これによって、既存の任意の親エンティティの設定を継承できます。

テストを編集する
テストを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象のテストまたはテスト パッケージを選択します。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

3. ツールバーの 編集 をクリックします。
または、プロパティ タブをクリックして、編集 をクリックするか、テストまたはテスト パッケージを
右クリックして、編集 を選択します。
テストの編集 ダイアログ ボックスが開きます。

4. 選択したテストの名前と説明を編集します。
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選択したテストがテスト パッケージの場合、パッケージ構造を結果で更新 チェック ボックスが有効に
なります。 テスト パッケージの構造を、テスト実行の実行結果に基づいて更新する場合は、パッケー
ジ構造を結果で更新 チェック ボックスをオンにします。

5.「テストのプロパティを設定する」で説明されているテストタイプに応じて、テストまたはテスト パッ
ケージのプロパティを構成します。

テストを試験実行する
テストを試験実行して、テストが意図したとおりに動作するかどうかを確認できます。
テストを試験実行するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、試験実行するテストを右クリックします。
3. テストの試験実行 を選択します。
4. アクティビティへの移動 ダイアログ ボックスが表示されます。 アクティビティ ページの結果を分析

するには、はい をクリックします。現在の Web ページのままでよい場合は、いいえ をクリックしま
す。
その他の情報については、「アクティビティ」を参照してください。

注: 今後 アクティビティ ページへの切り替えを選択するダイアログを表示する必要がない場合
は、このダイアログを再び表示しない（このログイン セッション中のみ） チェック ボックスをオ
ンにします。 この設定は、Test Manager をログアウトするときに破棄されます。

テスト プロパティを設定する
このセクションでは、利用可能な各テスト タイプのテスト プロパティを設定する方法について説明しま
す。

テスト プロパティ値を見つける
テスト 領域の 検索 コマンドを使用すると、指定した検索条件を満たすテストのプロパティ値を検索できま
す。 次へ、前へ、先頭へ、および 最後へ の各機能を利用して、指定したプロパティ値に対する検索の結果
をたどっていくことができます。 検索 は、すべての Test Manager プラグインと機能カテゴリで利用でき
ます。

注: 検索 コマンドを使用すると、データ駆動型テスト プロパティ値を検索できます。

注: テスト ツリーにフィルタが適用されている場合、検索 はフィルタ処理後に テスト ツリーに表示
されているテストに対してのみ実行されます。

特定のテスト プロパティ値を見つけるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。 検索 ダイアログ ボックスが開きます。
3. カテゴリ リスト ボックスから、検索する Test Manager プラグインまたは機能カテゴリを選択しま

す。
ヒント: カスタムのプラグイン プロパティを定義すると、リストに自動的に追加されます。

4. 検索範囲 リスト ボックスから、クエリで値を検索する範囲のプロパティを選択します。
このリストで利用できるプロパティは選択したカテゴリにより変わります。

5. 検索文字列 テキスト ボックスに、クエリで検索する英数字の文字列を入力します。
オプション設定はクエリを制限するために利用できます。 以下の該当するチェック ボックスとオプシ
ョン ボタンを設定します。

6. テスト ツリーで、検索を開始する場所を選択します。
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以下のオプションを利用できます。
オプション ボタン 説明
選択位置から開始 現在選択しているテスト要素から検索を開始するように指定します。
先頭から開始 テスト ツリーのルートから検索を開始するように指定します。
サブツリー内のみを検
索

テスト ツリーで現在選択されている要素をルート ノードとして持つサブツ
リーでのみ検索を実行するように指定します。

7. 適切なチェック ボックスをオンにして、さらにクエリを限定します。
以下のチェック ボックスを利用できます。
チェック ボッ
クス

説明

大文字/小文字
を区別

文字列検索時に大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。
注: 大文字/小文字を区別する SQL Server を利用する場合、大文字/小文字を
区別しない検索は、次のフィールドに対してはサポートされません。
• テストの説明
• 手動ステップの説明
• 手動ステップ アクションの説明
• 手動ステップの期待される結果

完全に一致する
ものを検索

検索結果にはクエリ文字列の完全に一致するインスタンスのみ含めることを指定し
ます。

読み取り専用の
値を含める

検索結果に直接編集できないテキスト文字列を含めることを指定します。対象が、別
のテストからの継承、リンクされたテスト コンテナからの参照、またはデータ駆動
型テストの実行中のデータ ソースからの呼び出しである場合です。

8. 検索 をクリックして、検索を開始し、クエリによって返された最初のテスト コンテナ、テスト フォル
ダ、またはテストに進みます。

9. クエリが複数のテスト要素を返す場合、要素を順番に表示するオプションが提供されます。
注: 検索 コマンドでは、検索文字列として継承値を指定してテスト要素を検索できます。

テスト プロパティの置換
置換 コマンドを使用すると、特定されたプロパティ値を新しい値で置換できます。 置換 は、すべての Test
Manager プラグインと機能カテゴリで利用できます。

注: データ駆動型テスト プロパティ値は、置換 コマンドを使用して置換できません。

注: テスト ツリーにフィルタが適用されている場合、置換 はフィルタ処理後に テスト ツリーに表示
されているテストに対してのみ実行されます。

特定されたテスト プロパティ値を置換するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. ツールバーの  をクリックします。
置換 ダイアログ ボックスが開きます。

3. カテゴリ リスト ボックスから、検索する Test Manager プラグインまたは機能カテゴリを選択しま
す。

ヒント: カスタムのプラグイン プロパティを定義すると、リストに自動的に追加されます。

4. 検索範囲 リスト ボックスから、クエリで値を検索する範囲のプロパティを選択します。
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このリストで利用できるプロパティは選択したカテゴリにより変わります。
5. 検索文字列 テキスト ボックスに、クエリで検索する英数字の文字列を入力します。

オプション設定はクエリを制限するために利用できます。 以下の該当するチェック ボックスとオプシ
ョン ボタンを設定します。

6. 置換文字列 テキスト ボックスに、検索された値を置換する英数字の文字列を入力します。
7. 検索 をクリックして、検索を開始し、クエリによって返された最初のテスト コンテナ、テスト フォル

ダ、またはテストに進みます。 または すべて置換 をクリックしてクエリ文字列のすべてのインスタン
スを置換文字列で置換します。

8. クエリが複数のテスト要素を返す場合、要素を順番に表示するオプションが提供されます。
注: 置換 コマンドでは、検索文字列として継承値を指定してテスト要素を検索することはできませ
ん。

SilkTest Classic 計画テストのプロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkTest Classic 計画テストのプロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、SilkTest Classic 計画 を タイプ リスト ボックスから選択

し、次へ をクリックします。
計画プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. 計画ファイル テキスト ボックスに、実行されるテスト計画ファイルの完全修飾名を入力します。
参照 をクリックして、ファイルを参照します。

3. SilkTest Classic プロジェクト ファイル テキスト ボックスに、ファイルと環境設定が含まれている
SilkTest Classic プロジェクトの名前を入力します。
参照 をクリックして、プロジェクト ファイルを参照します。

4. オプション セット テキスト ボックスに、環境設定が含まれているオプション セット ファイルの完全修
飾名を入力します。
参照 をクリックして、オプション セット ファイルを参照します。

5. 属性とクエリのためのデータ ファイル テキスト ボックスに、テスト計画初期化ファイルのデフォルト
パスを入力します。
参照 をクリックして、テスト計画初期化ファイルを参照します。

6. テスト計画クエリ名 テキスト ボックスに、保存されたテスト計画クエリの完全修飾名を入力します。
7. 完了 をクリックします。

TestPartner のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
TestPartner テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、TestPartner テスト を タイプ リスト ボックスから選択し

ます。
2. 次へ をクリックします。 テスト プロパティ - テスト スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きま

す。
3. 参照 をクリックします。
ファイルの選択 ダイアログ ボックスが開きます。 このダイアログ ボックスで使用できる資産は、関連
する TestPartner ソース管理プロファイルで定義された プロジェクト パス に基づいています。

4. リストからスクリプトを選択して、OK をクリックします。
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注: 複数の TestPartner テストを追加するには、「複数の TestPartner テストを追加する」を参照
してください。

5. 定義済みの TestPartner 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力するか、デ
フォルト値であるシステム デフォルトのままにします。

6. 完了 をクリックします。

複数の TestPartner テストを追加する
複数の TestPartner テストを追加するには、まず、「テストを作成する」で説明されている手順を実行する
必要があります。
複数の TestPartner テストを追加するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、TestPartner テスト を タイプ リスト ボックスから選択し

ます。
2. 次へ をクリックします。 テスト プロパティ - テスト スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きま

す。
3. 参照 をクリックします。
ファイルの選択 ダイアログ ボックスが開きます。 このダイアログ ボックスで使用できる資産は、関連
する TestPartner ソース管理プロファイルで定義された プロジェクト パス に基づいています。

4. 定義済みの TestPartner 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力するか、デ
フォルト値であるシステム デフォルトのままにします。

注: インポートでは、インポートされたすべてのスクリプトに対して、定義済みの再生オプション
が与えられます。 スクリプトの再生オプションを変更する必要がある場合は、インポートの後、
テストを編集します。

5. 次へ をクリックします。
テスト プロパティ - スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きます。

6. TestPartner スクリプト テキスト ボックスで Ctrl + クリック をクリックして、インポートするスク
リプトを選択します。

7. 完了 をクリックします。

.Net Explorer のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
.NET Explorer テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、.NET Explorer テスト を タイプ リスト ボックスから選択

し、次へ をクリックします。
.NET Explorer テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. テストに適用する .NET Explorer スクリプトを参照し、選択します。
このスクリプトは .nef ファイルです。

3. 選択したスクリプト ファイルを実行する NetExplorer.exe 実行可能ファイルを参照して選択します。
たとえば、C:\Program Files\MyCustomSPFolder\DotNET Explorer\NetExplorer.exe などです。

4. テスト ケース テキスト ボックスには、実行する .NET Explorer スクリプトの名前を入力します。
このテキスト ボックスが空のままにされた場合、そのスクリプト内のすべてのテスト ケースが実行さ
れます。

注: InitTestCase テスト ケースと EndTestCase テスト ケースについては常に実行されます。

5. 完了 をクリックします。
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JUnit のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
JUnit テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、JUnit テスト を タイプ リスト ボックスから選択し、次へ

をクリックします。
JUnit テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. テスト クラス テキスト ボックスには、JUnit テスト クラスの完全修飾名を入力します。
3. テスト メソッド テキスト ボックスに、適切なテスト メソッドの名前を入力します。

このメソッドは、指定したテスト クラス内で利用可能なものでなければなりません。 テスト メソッド
テキスト ボックスが空欄の場合、そのスイート内にあるすべてのテストが実行されます。

4. Java ホーム ディレクトリ には、Java Runtime Environment (JRE) のインストール パスを設定しま
す。
このパスは、テストを実行する実行サーバー上で有効でなければなりません。

5. 実行サーバー上で使用する有効な Java クラスパス を指定します。
相対パスを使用することを推奨します。 相対パスは、のちに実行サーバー上で完全クラスパスに展開さ
れます。 相対クラスパスを使用することで、ソース管理プロファイルの場所が変更されても、クラスパ
スへの追加変更が必要なくなります。
相対クラスパスは、JUnit テストを保持しているテスト コンテナのルート ノード (例、JUnit_tests) を
指している必要があります。 その後、実行サーバー上の相対クラスパスは、ソース管理プロファイルの
作業フォルダ (例、C:￥ temp) と、テスト ファイル名 (例、JUnit4Test.jar) を含むように展開されま
す。
以前のバージョンの JUnit を使用するために、junit.jar への相対クラスパスを該当する JUnit バージョ
ンのクラスパスに追加することもできます。 Test Manager は JUnit 4.4 以降をサポートします。 た
とえば、ソース管理プロファイルの作業フォルダが C:￥ temp の場合、指定された相対パス
junit-4.4.jar;JUnit4Test.jar は、実行サーバーの C:￥ temp ￥ JUnit_tests ￥ junit-4.4.jar;C:
￥ temp ￥ JUnit_tests ￥ JUnit4Test.jar に展開されます。 デフォルトでは、junit.jar への相対クラ
スパスを指定しないと、Test Manager は JUnit 4.8.1 を使用します。
ユーザーは、完全修飾クラスパスを使用することもできます。 クラスパスは、このテスト クラスが存
在するアーカイブまたはフォルダを指していなければなりません (完全修飾パス)。 さらに次の例に示
すように、junit.jar を適切な JUnit バージョンのクラスパスに追加する必要があります。
• C:￥ Java ￥ junit4.4 ￥ junit.jar;C:￥ MyApps ￥ main.jar;C:￥ MyApps ￥ utils.jar
• ${junit_home}￥ junit.jar;${apps_home}￥ main.jar;${apps_home}￥ utils.jar

6. 省略可能：JVM オプション テキスト ボックスでは、JVM のパフォーマンスに影響を与える可能性のあ
るコマンドライン オプションと環境変数を指定できます。 複数のオプションを指定できますが、正し
い順序で入力する必要があります。 たとえば、クライアント VM を使用し、ヒープの最大サイズを 512
MB に設定するには、-client -Xmx512m と入力します。

7. カバレッジ パス テキスト ボックスには、コード カバレッジ情報を監視するための完全修飾 JAR ライ
ブラリまたは特定のクラス ファイルを、完全修飾パスで入力します。
後から実行サーバー上で適切に展開される、テスト コンテナ ルート ノードからの相対カバレッジ パス
を使用することを推奨します。 ユーザーは、完全修飾パスを使用することもできます。 複数の jar ファ
イルがある場合には、次の例に示すように、セミコロンを区切り文字に使用します。
• C:￥ MyApps ￥ main.jar;C:￥ MyApps ￥ utils.jar
• ${apps_home}￥ main.jar;${apps_home}￥ utils.jar

注: カバレッジ パス設定は、外部 AUT カバレッジの記録 チェック ボックスがオンになっている
場合は無視されます。
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8. 外部 AUT カバレッジの記録 チェック ボックスをオンにすると、コード分析設定 セクション (Test
Manager > 実行計画 > コード分析) 内の実行計画に対して定義されている、テスト対象アプリケーシ
ョン (AUT) のコード カバレッジを取得します。
チェック ボックスがオンになっていない場合、コード カバレッジは、実行されている仮想マシンから
記録されます。 デフォルトでは、このチェック ボックスはオンではありません。

9. 完了 をクリックします。
注: パラメータは、Java プロセスにシステム プロパティとして渡されます (例、-
Dhost_under_test=10.5.2.133)。 このシステム プロパティにアクセスするには、
System.getProperty() メソッドを使用します。 たとえば、前に渡された host_under_test
property にアクセスするには、System.getProperty(“host_under_test”); を使用します。

手動テスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
手動テストのプロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、手動テスト を タイプ リスト ボックスから選択します。
2. 予定時間 テキスト ボックスには、この手動ステップの実行に予定されている時間の長さを入力し、次
へ をクリックします。
手動テスト ステップの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

注: 手動テストのステップは、実行を開始した時点から秒単位で自動的に測定されます。 この値
は、テスト ステップ詳細ビュー ではなく、詳細 ビューに表示されます。

3. その手動テストの最初のステップに対する、名前、アクションの説明、期待される結果を指定します。
注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

4. OK をクリックします。
5. 省略可能：手動テストへさらにステップを追加するには、適用して次のステップへ をクリックします。

NUnit のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。

注: NUnit インストールの .\bin フォルダを、システム パスに追加することをお勧めします。 スター
ト > コントロール パネル > システム > 詳細設定 > 環境変数... をクリックして、C:\Program
Files\NUnit 2.2\bin などのパスをシステム環境変数 PATH に追加します。

NUnit テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、NUnit テスト を タイプ リスト ボックスから選択し、次
へ をクリックします。
NUnit テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. 参照 をクリックし、テストを抽出する NUnit アセンブリを探して選択します。
3. NUnit ディレクトリ テキスト ボックスに作業ディレクトリを入力します。

このディレクトリは、ファイル nunit-console.exe へのローカル パスです（例、C:\Program Files
\NUnit 2.2\bin）。

4. NUnit オプション テキスト ボックスに、1 つ以上の NUnit コンソール コマンドライン オプションを
入力し、NUnit テストを指定する方法を指定します。
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たとえば、SilkTest.Ntf.Test.Flex にある Flex4TestApp NUnit テストを実行するように定義するには、
以下のように fixture オプションを設定します。
/fixture:SilkTest.Flex.Flex4TestApp

注: 複数のオプションを追加する場合は、テキスト ボックスの各行に 1 つのオプションを記述する
ことによって、オプションを区切る必要があります。

5. 完了 をクリックします。

SilkPerformer のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkPerformer テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、SilkPerformer テスト を タイプ リスト ボックスから選択

し、次へ をクリックします。
テスト プロパティ - プロジェクトの選択 ダイアログ ボックスが開きます。

2. テスト ケースを取り出す SilkPerformer プロジェクトを定義するには、次のステップのいずれかを実行
します。
• 参照 をクリックし、ローカルのファイル システムに保存する SilkPerformer プロジェクトを選択し

ます。
• インポート をクリックし、ファイル プールに保存する SilkPerformer プロジェクトを選択します。

ファイル プールのファイルは、テスト ツリーのどこからでも利用することができます。
3. ファイル プールからのプロジェクトのインポート ダイアログ ボックスで、保存した .ltz

SilkPerformer プロジェクト パッケージを ファイル プール エントリ リスト ボックスから選択する
か、参照 をクリックして、ソース管理システムに保存されている SilkPerformer プロジェクト パッケ
ージを選択します。
完了 をクリックする前に ファイル プールからファイルを削除する チェック ボックスをオンにした場
合は、選択されている SilkPerformer ファイルがファイル プールから削除されます。

4. SilkPerformer プロジェクトをファイル プールへアップロードするには、次のステップのいずれかを実
行します。
• 管理 > ファイル から、アップロード をクリックして、適切な LTZ ファイルを参照します。 詳細に

ついては、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
• SilkPerformer で提供されているアップロード機能を使用
• SilkCentral の Upload Manager を使用
• UNC パスで、既存のプロジェクト ディレクトリを使用 新しいテストを作成するには、参照 をクリ

ックし、適切な LTP ファイルを選択してから、ワークロードを選択します。
5. テスト プロパティ - プロジェクトの選択 ダイアログ ボックスで、次へ をクリックします。
6. テスト プロパティ - ワークロードの選択 ダイアログ ボックスで、ワークロード リスト ボックスからプ

ロジェクトに対して定義されているワークロード プロファイルを 1 つ選択します。
7. 完了 をクリックして、テスト ケースを作成します。

Test Manager は、SilkPerformer と完全に統合されています。

SilkTest Classic のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkTest Classic テスト プロパティを設定するには：
1. テスト プロパティ - テスト スクリプトの選択 ダイアログ ボックスで 参照 をクリックし、定義されて

いる SilkTest Classic プロジェクトまたはソース管理ディレクトリからテスト スクリプト ファイルを
選択します。
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ソース管理ディレクトリは、テスト コンテナで定義されているルート ノードへの相対パスで表します。
2. 次へ をクリックします。
テスト プロパティ - テスト ケースの選択 ダイアログ ボックスが開きます。

注: SilkTest Classic スクリプトがデータ駆動型 .g.t ファイルだった場合 (例、
SilkTestScript1.g.t)、データ ソースはこのスクリプト ファイルで完全に制御され、Test Manager
のプロパティは使用されません。 データ駆動型スクリプト ファイルを使用する場合は、データ駆
動型 チェック ボックスがデフォルトでオンになっています。 データ駆動型 SilkTest Classic テ
ストについてのさらなる情報については、SilkTest Classic ドキュメントを参照してください。

3. テスト ケースを、定義したスクリプト ファイル内の利用可能なテスト ケースから選択するか、カスタ
ム テスト ケースを指定します。

4. 省略可能：テスト データ テキスト ボックスに追加の実行引数を入力します。
これらの引数は、テストの実行中に SilkTest Classic によって処理されます。

5. テストで TrueLog を出力するかどうかを定義します。
注: この設定は、オープン エージェントには適用されません。 さらなる情報については、SilkTest
Classic ドキュメントを参照してください。

6. 必要であれば、オプション セット ファイルを指定します。
7. 完了 をクリックして、SilkTest Classic テスト定義を作成します。

注: 完了するまでの所要時間が 1 時間を超える SilkTest Classic テスト ケースがある場合は、Test
Manager のタイムアウト設定を調整する必要があります。 そうしないと、Test Manager は、実
行時に問題が発生したと見なして実行を終了します。 タイムアウト設定の詳細については、

『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
8. 複数の SilkTest Classic テスト ケースを同時にインポートするには、テストの新規作成 ダイアログ ボ

ックスの タイプ リスト ボックスで SilkTest Classic マルチテストケースのインポート を選択して、
次へ をクリックします。 上記に記載されている手順に従い、作業を完了させます。

SilkTest Workbench のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkTest Workbench テスト プロパティを設定するには：
1. テスト プロパティ - スクリプトの選択 ダイアログ ボックスで、SilkTest Workbench テスト リスト

ボックスから 1 つ以上のスクリプトを選択します。
2. 定義済みの SilkTest Workbench 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力す

るか、デフォルト値であるシステム デフォルトのままにします。
注: SilkTest Workbench テスト定義に対して再生オプションを設定する必要があります。
SilkTest Workbench テストで削除オプションを使用すると、再生オプションが、デフォルト値の
システム デフォルトにリセットされます。

3. 完了 をクリックします。

Windows Scripting のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
Windows Scripting テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、Windows Scripting テスト を タイプ リスト ボックスか

ら選択し、次へ をクリックします。
Windows Scripting プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. 参照 をクリックして、Windows Scripting テスト スクリプトを選択します。
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3. スイッチ テキスト ボックスで、必要な追加パラメータの場所を指定します。
注: このスクリプトに渡すその他のスイッチを追加することもできます。 使用可能なスイッチの
詳細については、「Windows Script Host テスト」、および MS Scripting Host のドキュメントを
参照してください。

4. 完了 をクリックします。

process executor テスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
process executor テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、ProcessExecutor テスト を タイプ リスト ボックスから

選択し、次へ をクリックします。 ProcessExecutor テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. 実行可能ファイル名 テキスト ボックスに、実行可能ファイルの完全修飾名を入力します。
3. 引数リスト テキスト ボックスに、process executor テスト メソッドのすべての引数を入力します。

注: 複数の引数を入力する場合は、テキスト ボックス内に個別の行として入力します。

4. 作業フォルダ を設定します。 これは、実行可能ファイルが実行されるフォルダです。
実行可能ファイルの実行中に、次の 2 つの環境変数を使用できます。
環境変数 説明
SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER このフォルダ内のすべてのファイルは、Test Manager の結果ファ

イルとして保存されます。 実行中にこのディレクトリに
output.xml ファイルが作成されると、このファイルは Test
Manager によって処理されます。

SCTM_EXEC_SOURCESFOLDER これは、実行中に使用されるすべてのソース ファイルがあるフォル
ダです。

例
次の例は、/c スイッチと 2 つのパラメータを使用してコマンドラインから Windows
Script Host を実行する ProcessExecutor テスト タイプを示しています。

• /c：実行後にコマンドラインを終了することを指定するコマンド。
• cscript：Windows Script Host。
• parareadwrite.js：parareadwrite.js という名前の JScript ファイル。
• %SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER%：実行サーバー マシン上の Result フォルダの

場所を含む Test Manager 変数。 この場所に保存されたファイルは自動的に Test
Manager にアップロードされて、テスト実行 の ファイル タブで使用できます。 こ
の例では、parareadwrite.js スクリプトによって Result フォルダに output.xml フ
ァイルが作成されて、Test Manager にアップロードされます。
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FitNesse のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
FitNesse テストのプロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、FitNesse を タイプ リスト ボックスから選択し、次へ をク

リックします。
FitNesse テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. FitNesse インストールの完全修飾 URL を指定するには、次のいずれかを実行します。
• FitNesse ホスト、FitNesse との通信に使用するポート、および FitNesse テスト スイートの値を、

対応する ホスト、ポート、および テスト スイート テキスト ボックスに入力します。 たとえば、
localhost、8080、FitNesse.SuiteAcceptanceTests と入力します。

• FitNesse URL テキスト ボックスに、FitNesse インストールの完全修飾 URL を入力します。 たと
えば、localhost:8080/FitNesse.SuiteAcceptanceTests と入力します。

3. スイート フィルタ テキスト ボックスに、FitNesse テスト スイートをフィルタリングするために使用
するフィルタの名前を入力します。

4. FitNesse がテスト出力を HTML 形式と XML 形式のいずれで生成するかを指定するには、実行メソッ
ド (html|xml) テキスト ボックスに html または xml を入力します。

5. 省略可能：FitNesse URL テキスト ボックスに、FitNesse がインストールされているコンピュータの
URL を入力します。
ホスト、ポート、および テスト スイート テキスト ボックスの値を使用して URL を生成できるため、
このテキスト ボックスを空のままにしてもテストは実行されます。

6. 完了 をクリックします。

MSTest のプロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。

注: MSTest プラグインは、単体テストのみのテスト タイプをサポートします。 他のテスト タイプの
結果は無視されます。

MSTest プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、MSTest テスト を タイプ リストから選択します。
2. 次へ をクリックします。 MSTest テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。
3. 次の手順を実行することで、テスト コンテナ、テスト リスト、テスト クラス、単一のテストのメソッ

ドを実行できます。
• テスト コンテナを実行するには、テスト ファイル フィールドの横にある 参照 をクリックして .dll

ファイルを選択します。 テスト クラス のみ、または テスト クラス と テスト メソッド の両方を入
力することで、実行を制限できます。

• テスト リストを実行するには、テスト ファイル フィールドの横にある 参照 をクリックして .vsmdi
ファイル (Visual Studio Test Meta Data) を選択します。 テスト リスト名 フィールドに名前を入
力します。 テスト クラス および テスト メソッド の両方を入力することで、実行を制限できます。

4. 完了 をクリックします。
注: 実行サーバーで MSTest を実行するには、Visual Studio Distribution または Visual Studio Test
Agent のインストールが必要です。 MSTest.exe を含むフォルダをパス変数に追加し、実行サーバー
を再起動します。 Visual Studio 2010 がインストールされている場合、デフォルトのパスは C:
￥ Program Files (x86)￥ Microsoft Visual Studio 10.0 ￥ Common7 ￥ IDE となります。 現
在、Visual Studio 2010/Test Agent 2010 と共に配布されている MSTest がサポートされています。
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[グリッド ビュー] でテストを使用する
テスト 領域の グリッド ビュー は、ドキュメント ビュー と 詳細ビュー を補完するもので、多数のテスト
のフィルタリング、ソート、およびグループ化を簡単に行えるようになっています。 グリッド ビュー を使
用すると、テスト間の一致点の識別や特定のテスト情報の検索が容易になります。 また、Windows の標
準キーボード ショートカットが使えるため、グリッド ビュー 内で複数のテストをたやすく選択したり操作
することができます。 グリッド ビュー から、テストの試験実行を行ったり、テストにアクセスすることが
できます。 さらに、グリッド ビュー 内で、複数選択したテストから実行計画を作成することもできます。
グリッド ビュー には、多数のテストをより適切に管理するうえで役に立つ数々のビュー カスタマイズ機能
が用意されています。 列の表示や非表示、列幅の調整、ドラッグ アンド ドロップによる列の移動が行えま
す。 多数のテストがある場合にパフォーマンスを向上させるため、ページ ビューは、それぞれ 50 件のテ
ストを表示するビューに分割されます。 最初のページ、最後のページ、次のページ、および 前のページ を
使って、ページ間を移動することができます。 または、ページ テキスト ボックスにページ番号を入力し、
Enter を押して、特定のページにアクセスできます。 ソート、グループ化、フィルタリングの各機能はコ
ンテキスト メニュー コマンドを通じて利用でき、それぞれ、テストの体系的な整理、テストの分類、テス
ト間の一致点の特定に役立ちます。 ビュー カスタマイズの設定はすべてプロジェクトと一緒に保存され、
次回 グリッド ビュー を表示したときに利用できます。

グリッド ビュー からテストにアクセスする
グリッド ビュー から直接、テスト ビュー内のテストにアクセスすることができます。
グリッド ビュー からテストの プロパティ ページにアクセスするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. アクセスするテストの 名前 をクリックします。

または、テストの行を右クリックして、テストへ移動 を選択します。

グリッド ビュー で実行計画を作成する
グリッド ビュー で実行計画を作成するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. グリッド ビュー の複数選択機能を使用して、実行計画に割り当てるテストを選択します。
3. テストを右クリックして、実行計画の作成 を選択します。 実行計画の新規作成 ダイアログ ボックスが

表示されます。
4. 新たに作成する実行計画の仕様を入力します。

注: 選択されたテストはすべて同じコンテナ内になければなりません。 そうでない場合、実行計画は
作成されず、エラー メッセージが表示されます。 テスト コンテナは 実行計画の新規作成 ダイアロ
グ ボックスであらかじめ選択されており、変更できないようになっています。

複数のテストのプロパティと属性の変更
複数のテストのプロパティまたは属性値を変更するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. プロパティまたは属性を編集するテストを選択します。
3. 右クリックして、一括編集 を選択します。 一括編集 ダイアログ ボックスが開きます。 このダイアログ

で、選択したすべてのテストの選択したプロパティまたは属性の値を同じ値に設定できます。
ヒント: 特定のプロパティまたは属性列のセルを右クリックすると、一括編集 ダイアログでこのプ
ロパティまたは属性があらかじめ選択されます。

4. カテゴリ リストから プロパティ または 属性 を選択します。
5. 変更するプロパティまたは属性の 名前 を選択します。
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6. 選択したすべてのテストに適用するプロパティまたは属性の 値 を選択します。
7. OK をクリックします。 選択したすべてのテストに選択したプロパティまたは属性値が適用されます。

グリッド ビュー で列を表示する/非表示にする
グリッド ビュー で列を表示する/非表示にするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 列見出しを右クリックします。
3. カラム サブメニューを展開して、プロジェクトで使用可能な列をすべて表示します。
4. グリッド ビュー に表示する列のすべてのチェック ボックスをオンにします。 列表示の設定は保存さ

れ、アクティブ プロジェクトを開くたびにその設定で表示されます。

グリッド ビューでテストをグループ化する
単に列でソートするだけでなく、テストをいくつかのグループにまとめて見やすくすることができます。
グループ化の基準になる列の値が共通するものが 1 つのグループになります。
グリッド ビュー でテストをグループ化するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. ソートの基準となる列の見出しを右クリックして、このカラムでグルーピング を選択します。 選択し

た列の値が共通するテストが、グループにまとめられます。

グリッド ビュー のテストのグループ化の解除
グリッド ビュー のテストのグループ化を解除するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 任意の列見出しを右クリックします。
3. グルーピング チェック ボックスをオフにします。

グリッド ビュー でテストをソートする
グリッド ビュー でテストをソートするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. テストのソートの基準になる列の見出しを右クリックします。
3. 昇順 を選択すると、テストは昇順でソートされ、降順 を選択すると、テストは降順でソートされま

す。 ソートの設定は保存され、アクティブ プロジェクトを開くたびにその設定で表示されます。

グリッド ビュー で列の順序を変更する
グリッド ビュー で列の順序を変更するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 移動する列の見出しを選択します。
3. その列を希望する位置までドラッグして放します。 列順序の設定は保存され、アクティブ プロジェク

トを開くたびにその設定で表示されます。

グリッド ビュー で列のサイズを変更する
グリッド ビュー で列の幅を調整するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 調整する列の見出しの仕切り線を選択します。
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3. 列の境界を希望する位置までドラッグして放します。 列幅の設定は保存され、アクティブ プロジェク
トを開くたびにその設定で表示されます。

グリッド ビュー でテストをフィルタする
列の値に基づいてテスト リストをフィルタすることができます。 次のフィルタを指定できます。
• テキスト データ フィールドに適用されるフィルタ文字列。
• 日付フィールドのカレンダー フィルタ（指定の値より前、指定の値より後、または 指定の値に等しい

演算子を使用）。
• 数値フィールドの数値演算子 （>、<、または =）。

グリッド ビュー でテキスト値をフィルタする
グリッド ビュー でテキスト値をフィルタするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタリング対象のテキスト列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、フィルタ テキスト ボックスを表示しま

す。
4. テキスト ボックスにテキスト文字列を入力します。
5. Enter を押します。 フィルタ条件に一致するすべてのテスト (たとえば、テスト名の場合は、指定され

た文字列を含むすべてのテスト名) がフィルタ済みリストに動的に表示されます。

グリッド ビュー で日付値をフィルタする
グリッド ビュー で日付値をフィルタするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタリング対象の日付列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ にカーソルを合わせると、指定の値より前、指定の値より後、指定
の値に等しい の各サブメニューが表示されます。

4. 指定の値より後 にカーソルを合わせ、それ以前の日付 (その日を含む) のすべてのテストを除外する場
合の基準となる日付を定義します。 指定の値より前 にカーソルを合わせ、それ以降の日付 (その日を含
む) のすべてのテストを除外する場合の基準となる日付を定義できます。 指定の値に等しい にカーソ
ルを合わせ、指定した日付のものを除くすべてのテストを除外できます。 カレンダー ツールが表示さ
れます。

5. カレンダー ツールを使用して日付を選択します。または、今日 をクリックして今日の日付を指定しま
す。

ヒント: 日付に基づくフィルタリングの変更を有効にするには、カレンダー ツールで日付を明示的
にクリックするか、Enter を押す必要があります。

フィルタ条件に一致するすべてのテストがフィルタ済みリストに動的に表示されます。

グリッド ビュー で数値をフィルタする
グリッド ビュー で数値をフィルタするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタリング対象の数値列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、>、<、および = 演算子を表示します。
4. > テキスト ボックスに数値を入力すると、その値以下のテストをすべて除外することを定義できます。
< テキスト ボックスに数値を入力すると、その値以上のテストをすべて除外することを定義できます。
= テキスト ボックスに数値を入力すると、指定した数値のエントリを除くすべてのテストを除外できま
す。
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注: 数値は小数点以下 2 桁に丸められます。

5. Enter を押します。 フィルタ条件に一致するすべてのテストがフィルタ済みリストに動的に表示され
ます。

グリッド ビュー で論理値をフィルタする
グリッド ビュー で論理値をフィルタするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタリングの基準にする論理値列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、選択可能な値を表示します。
4. はい か いいえ のどちらかのオプション ボタンを選択します。 フィルタ条件に一致するすべてのテス

トがフィルタ済みリストに動的に表示されます。

グリッド ビュー で定義済みリストを使って値をフィルタする
グリッド ビュー で定義済みリストを使って値をフィルタするには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタの基になる定義済みのフィルタ値を持つ列（ノード タイプ など）の見出しを右クリックしま

す。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、選択可能な値を表示します。
4. 対象となるフィルタ値のチェック ボックスをオンにします。 選択した条件を 1 つでも持つテストはす

べて表示されます。

グリッド ビュー の特定のフィルタを解除する
注: フィルタされている列は、タイトルが太字の斜体で表示されるので、タイトルで見分けることが
できます。 列を非表示にすると、その列に適用されているフィルタはすべて解除されます。

特定の グリッド ビュー フィルタを解除するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. フィルタを解除する列の見出しを右クリックします。
3. フィルタ チェック ボックスをオフにします。

グリッド ビュー のすべてのフィルタを削除する
注: フィルタされている列は、タイトルが太字の斜体で表示されるので、タイトルで見分けることが
できます。 列を非表示にすると、その列に適用されているフィルタはすべて解除されます。

すべての グリッド ビュー フィルタを解除するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 任意の列見出しを右クリックして、フィルタのリセット を選択します。

グリッド ビュー のデフォルト設定を復元する
グリッド ビュー のデフォルト設定を復元すると、現在のプロジェクトのすべてのユーザー定義設定がリセ
ットされます。 ユーザー定義設定は以下のとおりです。
• 列の順序
• 列の幅
• 列の表示/非表示
• 適用されるフィルタ
• ソート
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• グループ化
グリッド ビュー のデフォルト設定を復元するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 任意の列見出しを右クリックして、表示のリセット を選択します。

手動テストで作業する
[ステップ] ページ
テスト > 詳細ビュー > <手動テスト> > ステップ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > <共有ステップ オブジェクト> > ステップ
ステップ ページには、選択したテストまたは 共有ステップ オブジェクトに含まれている手動テスト ステ
ップがすべて一覧表示されます。 このページでは、Windows Explorer スタイル標準の複数選択機能がサ
ポートされます。
新しい共有ステップ オブジェクトを作成するには、共有するステップを選択し、  をクリックします。
このページには、次のツールバー項目があります。
ツールバー項目 説明

リストの最後に新しいテスト ステップを追加します。

選択したステップの前に新しいテスト ステップを挿入し
ます。
共有ステップ オブジェクトの呼び出しをリストの最後に
追加します。
ライブラリからの共有ステップの呼び出しを選択したス
テップの前に挿入します。
選択したテスト ステップをリストから削除します。

選択したテスト ステップをリストから切り取り、クリッ
プボードに保存します。
選択したテスト ステップをクリップボードにコピーしま
す。
クリップボードに保存されているテスト ステップのコピ
ーをリストで選択した行の上の行に貼り付けます。
選択したテスト ステップをリストの 1 つ上に移動しま
す。
選択したテスト ステップをリストの 1 つ下に移動しま
す。
添付情報 ダイアログ ボックスを開き、次のアクションを
行うことができます。

ファイルの
アップロー
ド

選択したテスト ステップにファイルを
アップロードして添付します。

リンクの添
付

選択したテスト ステップにリンクを添
付します。

削除 ファイルまたはリンクを削除します。
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ツールバー項目 説明
テストまたは共有ステップ オブジェクトのステップがラ
イブラリ内の共有ステップ オブジェクトを呼び出す場
合、ここをクリックすると、元のステップが表示されま
す。 解決されたステップには矢印が付き、ステップ名を
クリックしてアクセスできます。 このビューが有効であ
る間は、ステップを編集できません。
ライブラリ内の共有ステップ オブジェクトから呼び出さ
れたステップを単一のステップとして表示します。 テス
ト ステップを編集するには、このビューを有効にします。
選択したステップから共有ステップ オブジェクトを作成
します。
他の共有ステップ オブジェクトから呼び出しをデタッチ
します。 グリッドで選択した呼び出しのすべてのステッ
プを手動テストまたは共有ステップ オブジェクトにコピ
ーします。

ステップ ページでは、テスト要素用に以下のキーボード機能 (ショートカット) がサポートされています。
キー 通常 SHIFT CTRL
- 上へ移動
+ 下へ移動
A すべて選択
X 切り取り
C コピー
V 貼り付け
N 新規
Ins 挿入
Del 削除

ステップには、次の列がグリッドに表示されます。
列 説明
順序 実行の流れにおける、このステップの番号。
名前 このテスト ステップの名前。
アクションの説明 このテスト ステップを実行するために行わなければなら

ないアクション。
期待される結果 テスト ステップで期待される結果。
添付情報 テスト ステップに添付されているリンク数。

ステップの編集 ビューには、選択したテスト ステップの詳細が表示され、テスト ステップの名前、アクシ
ョンの説明、期待される結果、およびステップ プロパティを編集できます。
ステップの編集 ビューには、次のボタンがあります。
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ボタン 説明
適用して次のステップへ 現在のステップの編集が完了し、変更を保存して、現在の

ステップの後に新しいステップを追加する場合にクリッ
クします。

OK 現在のステップの編集が完了し、変更を保存する場合にク
リックします。

キャンセル 変更を破棄する場合にクリックします。

手動テスト ステップを編集する
テストまたは共有ステップ オブジェクトの手動テスト ステップは、ステップ ページで編集します。
手動テストのステップを編集するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト または ライブラリ ツリーで、ステップを編集するノードを選択します。
3. ステップ タブをクリックします。
4. 編集するテスト ステップをクリックます。 テスト ステップの詳細が、ステップの編集 ビューに表示さ

れます。
5. テスト ステップの名前、アクションの説明、期待される結果、およびステップ プロパティを、対応す

るテキスト ボックスで編集します。
注: データ ソースからの値は、パラメータの形式で手動テスト ステップに挿入できます。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

6. 次のいずれかの操作を実行して、テスト ステップの編集を完了します。
• 適用して次のステップへ をクリックして、変更を保存し、現在のステップの後に新しいステップを

追加します。
• OK をクリックして、変更を保存します。
• キャンセル をクリックして、変更を破棄します。

手動テスト ステップに問題を割り当てる
実行の実行中、または実行後に、内部の問題や外部の問題を、テスト自体、あるいはテスト内のステップ
に割り当てることができます。 最も一般的な方法では、テストの実行中にこれを行います。
1. ホーム > マイ ダッシュボード をクリックします。
2. ユーザーに割り当てられた手動テスト パネルで、実行するテストを 手動テストの続行 アイコンをクリ

ックして選択します。 実行の詳細 画面が開きます。
3. そのステップに従って手動テストを実行します。
4. テスト ステップが失敗した場合、または問題を認めるステータスにある場合、テスト ステップ ペイン

で、問題の新規作成 または 外部の問題の割り当て アイコンを希望するステップの行で選択します。 新
しい問題 または 外部の問題を割り当てる ダイアログ ボックスが開きます。

5. 問題を作成し、OK をクリックします。 OK をクリックすると、ステップの詳細 ペインにリンクが表示
され、問題が割り当てられたことを示します。 このリンクをクリックすると、問題 タブに直接アクセ
スできます。
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外部ツールを使った手動テストの作成
Test Manager のオープン インターフェイスを使用すると、Test Manager のユーザー インターフェイス
以外から、手動テストを作成できます。 Test Manager の Web サービス呼び出しを使用して、独自のソ
リューションを作成したり、手動テスト自動的に作成することができます。
手動テストを作成する際には、tmplanning の Web サービスの以下の呼び出しが役立ちます。
• getTestContainers
• addManualTest
• getCustomStepPropertyNames
• getChildNodes
• getNodeDetails
• addNode
• updateNode
• startExecution
これらの Web サービス呼び出しの詳細については、「利用可能な Web サービス」を参照してください。

手動テストから自動テストへの変換
サポートされている自動テスト タイプ (SilkPerformer、SilkTest Classic、NUnit、JUnit、およびすべて
のインストールされているプラグイン) のいずれかに手動テストを変換することができます。 処理によ
り、手動テストのパラメータが自動テストに引き継がれると共に、自動パラメータがその新しい自動テス
トに追加されます。
自動テストに引き継がれる手動テスト パラメータには以下のものがあります。
• 名前
• 説明
• 割り当て済み要件
• 割り当て済み実行計画
• 割り当て済み問題
• 添付情報
• テスト ステップ

手動テストから自動テストへの変換
手動テストを自動テストに変換するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで手動テストを右クリックし、自動化... を選択します。
3. リストから自動テスト タイプを選択します。
4. このダイアログの入力に関する情報については、「テストのプロパティを設定する」の該当するトピッ

クを参照してください。

手動テストの印刷
手動テストを印刷するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. Ctrl + クリック または Shift + クリック を使用して、印刷する手動テストを選択します。
3. 選択内容を右クリックして、印刷 を選択します。 手動テスト文書 ダイアログ ボックスが開きます。
4. 印刷 をクリックします。

ヒント: 単一の手動テストを印刷するには、テスト ツリーでテストを右クリックして、印刷 を選択し
ます。
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SilkTest Classic テスト
アクティビティ ページで、実行中の SilkTest Classic の実行を確認すると、現在実行中の実行計画には 詳
細ビュー を開くハイパーリンクがあります。 このビューを使って、現在実行中の実行計画の状態を詳しく
監視することができます。 SilkTest Classic のテスト実行の場合、このビューの中央のコンポーネントは 2
つに分かれており、上部には、テスト、スクリプト、テスト ケース、およびテスト データに関する一般情
報が表示されます。 下部には、SilkTest Classic が生成する出力メッセージ (深刻度を含む) がすべて表示
されます。
Test Manager の SilkTest Classic インターフェイスは、ユーザーに、SilkTest Classic を自動化する信頼
性の高い手段を提供します。 SilkTest Classic スクリプトの各テストケースは、それぞれのテスト実行の
中で実行され、それぞれに結果を作成します。
Test Manager のこれまでのバージョンでは、SilkTest Classic の呼び出しはコマンドライン インターフェ
イスとして実装されていました。 新しいインターフェイスはプロセス間通信で動作します。 Test
Manager の SilkTest Classic インターフェイスを使うかどうかは、テスト コンテナの設定で指定すること
ができます。
Test Manager GUI で SilkTest Classic テスト プロパティとして定義されていないすべての SilkTest
Classic テスト パラメータについては、SilkTest Classic のデフォルト設定が使用されます (partner.ini の
設定など)。
以下の SilkTest Classic のテスト プロパティを定義できます。
テスト
プロパ
ティ

説明

テスト
スクリ
プト

ファイル拡張子 .t または .g.t を持つテスト スクリプトは、ソース管理プロファイルでテスト
コンテナのルート ノードから相対的に定義します。 この設定は、すべての SilkTest Classic テ
ストに必要です。

テスト
ケース

テスト ケースは、リスト ボックスから選択するか、手動で入力できます。 テストがデータ駆動
型として定義されているのでない場合には、テスト ケースは必須です。

テスト
データ

省略可能：SilkTest Classic に複数の引数を渡すときには、カンマ (,) で区切ります。 String 引
数を SilkTest Classic に渡す場合は、引数を二重引用符 (") で囲む必要があります。 テスト デ
ータが複雑な場合には、テスト データ中で ${ParameterName} などのパラメータを使うこと
をお勧めします。 パラメータは、テスト実行中に自動的に置き換えられます。

注目: フィールドの最大長は 2000 文字です。

データ
駆動型

SilkTest Classic テストで外部データ ソースに含まれる入力データが必要な場合には、このフラ
グを有効にする必要があります。 データ駆動型テストの実行モードのデフォルトは計画ベース
です。 データ駆動型テストでスクリプト ベースの実行モードを使う場合には、
SccExecServerBootConf.xml の SilkTest Classic 要素で DataDrivenScriptMode の設定を変
更してください。

オプシ
ョン セ
ット

省略可能：デフォルトでは、Test Manager は開いている SilkTest Classic オプション セット
ファイルをすべて閉じます。 オプション セット ファイルを指定するには、 ソース管理プロフ
ァイル内で、テスト コンテナのルート ノードに対する相対パスで、そのファイル名を指定しま
す。

カスタム テストケースのフィールドに既に値が入っている場合には、SilkTest Classic テストは自動的に
生成されています (SilkTest Classic のエクスポート機能によって)。 カスタム フィールドを使用してテス
ト ケースを指定する場合は、テストケース名の最後に括弧「()」を付けることができます。 括弧の中に
は、テスト データ (パラメータを含む) を指定することができます。

注: カスタム フィールドにデータを指定すると、テスト データ プロパティの値が上書きされます。
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テスト属性
属性とは、テストに適用できる特性のことで、管理者が作成したものです。 テストのテスト領域を特定の
属性でフィルタして、それらすべてのテストを実行計画に割り当てることができます。 たとえば、製品コ
ンポーネントに適用できる [プラットフォーム] 属性や、テストに適用できる [優先度] 属性などがありま
す。

テストに属性を割り当てる
テストに属性を割り当てるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 属性を割り当てるテストを選択します。
3. 属性 タブをクリックします。
4. 属性の追加 をクリックして 属性の追加 ダイアログ ボックスを開きます。
5. 割り当てる属性の 追加 列のプラス記号（+）をクリックします。 選択した属性のタイプに応じて、属
性の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。ここでは、テストに割り当てる属性値を利用可能な属
性値の中から指定できます。

6. 属性値を選択して OK をクリックし、属性をテストに割り当てます。

テスト属性を編集する
テスト属性を編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象の属性が割り当てられているテストを選択します。
3. 属性 タブをクリックします。
4. 編集対象の属性の 属性の編集 ボタンをクリックします。 属性の編集 ダイアログ ボックスが表示され

ます。 属性の編集 ダイアログ ボックスで利用可能なオプションは、選択した属性タイプによって異な
ります。

5. 必要な値を選択し、OK をクリックして設定を保存します。

テストから属性を削除する
テストから属性を削除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 削除対象の属性が割り当てられているテストを選択します。
3. 属性 タブをクリックします。
4. 削除対象の属性の [削除] アイコンをクリックします。 属性の削除 確認ダイアログ ボックスが表示さ

れます。
5. はい をクリックして、属性を削除します。

注: 親から継承した属性は削除できません。

[テスト] の [属性] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > 属性
詳細ビュー の 属性 ページには、選択されたテストに割り当てられているすべてのプロジェクト属性が表示
されます。 属性ごとに、次の列が 属性 ページに表示されます。
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列 説明
アクション 属性に対して実行できるアクション。 削除 または 編集。
属性 属性の名前。
値 テストに割り当てられている属性値。
タイプ 属性のタイプ。
親から継承 属性が親から継承されたかどうか。

注: 属性の継承は、プロパティや成功条件の継承と似ています。 親ノードに割り当てられている属性
は、すべてのサブフォルダや子テストにくまなく継承されます。

テスト パラメータ
パラメータとは、さまざまなテスト タイプに割り当ててさまざまな方法で使うことができる、自由に設定
可能な入力値のことです。 パラメータを使うことで、テスト データを定義し、それを使ってテストを設定
することができます。
たとえば、SilkPerformer のテストでは、選択した SilkPerformer テストで定義されているプロジェクト
属性を表す定義済みパラメータを使用することができます。
JUnit のテストでは、任意の JUnit テスト クラスから、Java のシステム プロパティとして、元のテストの
カスタム パラメータにアクセスすることができます。ランチャは、-D という VM 引数を使って、実行する
仮想マシンにこのパラメータを渡します。
SilkTest Classic のテストでは、パラメータはテスト データ プロパティ内のシンボルの役割を果たしま
す。 また、パラメータを使用して、手動テスト ステップにおける入力データをパラメータ化することもで
きます。
カスタム テスト タイプの詳細については、『Test Manager API ヘルプ』を参照してください。

注: その他すべてのテスト タイプ (カスタム テスト タイプを含む) の場合、カスタム パラメータのみ
がサポートされます。 カスタム パラメータは、ユーザーが自由に定義できます。 テスト タイプごと
にパラメータがどのように適用されるかは、そのテスト タイプ (外部テスト タイプの場合はプラグイ
ン) がどのように実装されているかによって変わります。 組み込みの外部テスト タイプは、現在のと
ころ、JUnit に関するものだけです。 JUnit のテスト タイプは、すべてのパラメータを Java のシス
テム プロパティとして、実行する Java VM に渡します。

構成テストの場合、テスト パラメータを実行計画で上書きできます。 その他の情報については、「実行計
画パラメータ」を参照してください。

カスタム パラメータを作成する
カスタム パラメータを作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 新規パラメータの作成先となるテスト ノードを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. カスタム パラメータの追加 をクリックします。 カスタム パラメータの設定 ダイアログ ボックスが表

示されます。
5. パラメータの名前を定義します。
6. タイプ リスト ボックスで、パラメータのタイプを選択します。

• 文字列
• 数値
• 浮動小数点数
• 論理値
• パスワード
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• 文字
7. 選択したテストに割り当てるパラメータ値を定義します。

注: 文字列型のパラメータを SilkTest Classic 実行で使用する場合は、その値を引用符 (") で囲ん
で設定する必要があります。

8. OK をクリックします。
注: パラメータは、そのパラメータが割り当てられたノードのすべてのサブフォルダと子テストに
自動的に割り当てられます。

選択されているノードの パラメータ ページに、このパラメータが表示されます。

テストに定義済みパラメータを追加する
テストに定義済みパラメータを追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、定義済みパラメータを追加するテスト ノードを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 定義済みパラメータの追加 をクリックします。

注: SilkPerformer テストの場合、定義済みパラメータの追加 ボタンは、プロジェクト のプロパテ
ィが既に定義されているテストに対してのみ利用できます。

定義済みパラメータの追加 ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクト ファイルで利用可能なすべ
てのプロジェクト属性が一覧表示されます。

5. 一覧表示されたパラメータのいずれかを追加するには、そのパラメータに対応する [追加] アイコンをク
リックします。

6. ダイアログ ボックスが表示されるので、そのパラメータの実際の値を指定します。
7. 保存 をクリックして、アクティブな テスト ツリー ノードにパラメータを追加します。

定義済みパラメータを編集する
定義済みパラメータを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象の既存パラメータを含むテスト ノードを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 編集するパラメータで、編集 をクリックします。 カスタム パラメータの設定 ダイアログ ボックスが表

示されます。
5. 必要に応じて、パラメータ値を編集します。

注: 親から継承したパラメータは編集できません。 親から継承 チェック ボックスをオフにする
と、パラメータの 値 を編集できるようになります。 パラメータの 名前 と タイプ の設定は編集で
きません。

定義済みパラメータの割り当てを解除する
定義済みパラメータの割り当てを解除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、既存のパラメータの割り当てを解除するテスト ノードを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 削除するパラメータの アクション 列で 削除 をクリックします。

注: 親から継承したパラメータは削除できません。 パラメータの設定 ダイアログ ボックスで 親
から継承 チェック ボックスをオフにすると、親から継承したパラメータの削除が可能になります。
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5. パラメータの削除 ダイアログ ボックスで はい をクリックして、パラメータを削除します。

パラメータ値の中のパラメータ
パラメータを含むパラメータ値を使うことができます。 そういったパラメータ値の評価結果は、GUI 上で
太字で表示されます。 以下の例に、そのようなパラメータの使用方法を示します。
parameterA := aaa
parameterB := bbb + ${parameterA}
評価結果：
parameterA = aaa
parameterB = bbb + aaa

パラメータ表記
以下のパラメータ表記がサポートされています。
すべてのテストの場合：
${<parameter>}
パラメータ名には、$、{、}、# を除くすべての文字を使うことができます。
手動テストで推奨されない表記：
#<parameter>#
手動テストの場合、次の文字をパラメータ名に使用できます：0-9、a-z、A-Z、および _。
SilkTest Classic テストでの追加表記：
$<parameter>
SilkTest Classic テストの場合、次の文字をパラメータ名に使用できます：0-9、a-z、A-Z、および _。

実行時のパラメータ トークンの置き換え
テストのプロパティに対する文字列の入力には、${parametername} の形式のプレースホルダを使用で
きます。 parametername は、このテストで定義または継承したパラメータの名前と同じである必要があ
ります。 このプレースホルダは、実行時に、その名前のパラメータに対して入力された値に置き換えられ
ます。 これによって、プロパティ中で繰り返し現れる文字列をカスタマイズしやすくなり、共通の定義も
編集しやすくなります。
Test Manager で ${<parameter>} 表記のパラメータが見つかると、まず、そのパラメータが定義済み
パラメータの中にあるかどうかを確認し、ない場合には、そのパラメータが環境変数の中にあるかどうか
を確認します。
たとえば、JUnit クラスパス プロパティの値が junit.jar;${MyWorkingDir}/myclasses で、パラメータ
MyWorkingDir の値が C:/Temp/MyWorking である場合、置き換えられた後の有効なプロパティ値は、
junit.jar;C:/Temp/MyWorking/myclasses となります。

注: パラメータの値にも別のパラメータ プレースホルダを含むことができます。 そのため、同じ原理
でネストが可能になります。

[テスト] の パラメータ ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > パラメータ
詳細ビュー の パラメータ ページには、選択されたテストに割り当てられているテスト パラメータが表示
されます。 パラメータごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション パラメータに対して実行できるアクション。 削除 および 編集。
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列 説明
パラメータ 割り当てられているパラメータの名前。
値 このテスト用に選択されたパラメータ値。
タイプ • 文字列

• 数値
• 浮動小数点数
• 論理値
• パスワード
• 文字

親から継承 このパラメータが親から継承されたものかどうかを示します。

注: テストのプロパティ内に格納されているテスト パラメータ (たとえば、SilkTest Classic テスト
の test-data) が、パラメータ ページの最上部に一覧表示されます。 使用されていないパラメータは
リストの最後に付加され、薄いグレーで表示されます（無効状態に似ています）。
注: パラメータ ページに、一度に表示した場合に応答に影響がでるほど要素がある場合は、要素は順
に表示されます。 タブの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1
ページ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクを選択
します。

[テスト] の [パラメータ] ページ - SilkTest Workbench
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > データ セット
Test Manager のテストから SilkTest Workbench のビジュアル テストにパラメータを渡す場合は、以下
のデータ型を使用する必要があります。
Test Manager SilkTest Workbench
文字列 テキスト
数値 数値（Long）
数値 数値（Long Long）
数値 列挙型
浮動小数点数 数値（Double）
論理値 論理値（True/False）

要件とテストを関連付ける
このセクションでは、テストに要件を割り当てる方法について説明します。

テストに要件を割り当てる
要件を手動でテストに割り当てるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、要件を割り当てるテストを選択します。
3. 割り当て済み要件 タブをクリックします。

注: 要件フィルタを作成した場合は、割り当て可能な要件 ツリーの上にあるフィルタ リストから
要件フィルタを選択できます。 新しい要件フィルタを作成するには、要件 > 詳細ビュー に移動
し、ツールバーの  をクリックします。

割り当て可能なすべての要件が、割り当て可能な要件 ツリーに表示されます。
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4. 要件の左側にある  をクリックするか、要件をダブルクリックして、選択されているテストに割り当
てます。

注: 要件からのテストの生成 ダイアログ ボックスで 新規に生成したテストを要件に割り当てる
チェック ボックスをオンにすると、新規に生成したテストを生成元となった要件に自動的に割り
当てることができます。 これは、デフォルトの動作です。

割り当て済み要件をソートする
割り当て済み要件をソートするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、テストを選択します。
3. 割り当て済み要件 タブをクリックします。
4. 要件をソートする際のキーにするプロパティの列ヘッダーをクリックします。

小さな上矢印または下矢印は、その列がソート キーに利用されていることと、ソートの方向（昇順また
は降順）の両方を表します。

5. 列ヘッダーを再度クリックすると、ソートの方法が逆になります。

割り当て済み要件の場所を検索する
割り当て可能な要件 ツリーで割り当て済み要件の場所を見つけるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、テストを選択します。
3. 割り当て済み要件 タブをクリックします。
4. 要件の アクション 列で、  をクリックして、その要件が保存されている 割り当て可能な要件 ツリーの

ノードを検索します。
該当する親要件ノードが展開されて、割り当て済み要件が強調表示されます。

要件割り当てを削除する
要件割り当てを削除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、少なくとも 1 つの要件が割り当てられているテストを選択します。
3. 割り当て済み要件 タブをクリックします。
4. 割り当て済みの要件の アクション 列で、  をクリックします。
5. 確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、割り当ての削除を確定します。

注: 選択されているテストからすべての要件割り当てを削除するには、すべて削除 をクリックしま
す。

[テスト] の 割り当て済み要件 ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > 割り当て済み要件
割り当て済み要件 ページには、選択されたテストまたはプロジェクトに割り当てられている要件が一覧表
示されます。また、追加の要件を割り当てることもできます。 割り当て可能な要件 ツリーには、割り当て
可能なすべての要件が一覧表示されます。

注: 要件フィルタを作成した場合は、割り当て可能な要件 ツリーの上にあるフィルタ リストから要件
フィルタを選択できます。 新しい要件フィルタを作成するには、要件 > 詳細ビュー に移動し、ツー
ルバーの  をクリックします。

割り当て済み要件ごとに、次の列がページに表示されます。
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列 説明
アクション 選択した要件に対して行うことができるアクション。 要件の削除、要件の検索、および

説明の表示。
要件 割り当てられている要件の名前。 クリックすると、要件 > プロパティ ページが開きま

す。
優先度 要件の優先度。
リスク 要件に関連する潜在的なリスク。
レビュー済み 要件のレビュー ステータス。

テストの添付情報を使用する
このセクションでは、テスト 領域内の添付情報を使用する方法について説明します。

テスト要素にファイルを添付する
テスト要素にファイルを添付するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. ファイルのアップロード をクリックします。 ファイルのアップロード ダイアログ ボックスが開きま

す。
5. 参照 をクリックして、ローカルのファイル システムからファイルを選択します。
6. [説明] フィールドに添付ファイルに対する説明を入力します。
7. OK をクリックして、添付ファイルをサーバーにアップロードし、選択されている要素にそれを関連付

けます。
注: テスト要素に添付されたファイルは、Mozilla Firefox では動作しない場合があります。 Firefox
では、ファイル リンクの場合、file:/// のようにスラッシュを 3 つ記述する必要があります。他のブ
ラウザでは、file:// のように 2 つのみを記述します。 さらに Firefox では、リモート ファイルから
ローカル ファイルまたはディレクトリへのリンクをブロックするセキュリティ機能があります。 詳
細については、http://kb.mozillazine.org/
Firefox_:_Issues_:_Links_to_Local_Pages_Don't_Work を参照してください。

テスト要素にリンクを添付する
テスト要素にリンクを添付するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. リンクの添付 をクリックします。 リンクの添付 ダイアログ ボックスが開きます。
5. URL テキスト ボックスに URL を入力します。
6. 説明フィールドに、添付するリンクの説明を入力します。
7. リンクの添付 をクリックして、選択中の要素にリンクを関連付けます。

テストの添付情報を表示する
添付情報 ページには、選択したテスト要素の添付ファイルとリンクが一覧表示されます。 添付情報は、デ
フォルトではアップロードされた順序で表示されますが、列によってソートできます。 選択されている要
素の子要素に関連付けられた添付情報を表示するには、子要素の添付情報を含める チェック ボックスをオ
ンにします。
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テストの添付情報を表示するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、添付情報を表示する要素を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. 添付情報の名前をクリックします。

一覧された各添付情報の名前はリンクとして使用できます。 ファイル添付のリンクをクリックすると
名前を付けて保存 ダイアログ ボックスが開き、添付ファイルをローカルのファイル システムにダウン
ロードできます。 リンク添付のリンクをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウが開き、直接リ
ンク先が表示されます。

テスト要素から添付を削除する
テスト要素から添付情報を削除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、添付情報を削除する要素を選択します。
3. 添付情報 タブをクリックします。
4. 削除する添付情報の アクション 列で、  をクリックします。
5. 確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、プロジェクトから添付情報を削除します。

注: 1 度に 1 つの添付情報しか削除できません。

[テスト] の [添付情報] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > 添付情報
添付情報 ページには、選択されたテスト コンテナ、フォルダ、およびテストへの添付情報としてアップロ
ードされているすべてのファイルやリンクが一覧表示されます。 子要素の添付情報を含める チェック ボ
ックスをオンにすると、選択したノードの子テスト、フォルダ、およびテスト コンテナのすべての添付情
報が追加で表示されます。 リストに表示されている添付情報ごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション 添付情報に対して実行できるアクション。 削除。
名前 添付ファイルの名前。
サイズ 添付ファイルのサイズ。
説明 添付ファイルに対して定義されている説明。
作成日時 添付ファイルやリンクがアップロードされた日時。
作成者 その添付情報をアップロードしたユーザー。

割り当て済み実行
割り当て済みの実行を表示する
テストに割り当てられている実行を表示するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 割り当て済みの実行を表示するテストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。 選択したテストに割り当てられているすべての実行の一覧は、割
り当て済み実行 グリッドに表示されます。
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[テスト] の [実行] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト> > 実行
実行 ページは、詳細ビュー のテスト ノードから利用可能となり、選択したテストのテスト実行結果が一覧
表示されます。
実行 ページのデータのグリッド表現を使用すると、多数のテストのフィルタリング、ソート、およびグル
ープ化を簡単に行うことができます。
2 つのテストの実行を比較するには、Ctrl + Shift を使用して、2 つの実行を選択します。 選択したもの
を右クリックし、レポート > テスト実行の比較 をクリックします。
実行ごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション テストの実行に対して行うことができるアクション。

問題の新規作成 クリックすると 問題の新規作成 ダイアログ ボックスが開き、そのテス
トに対して新しい問題を作成できます。

外部の問題の割
り当て

外部に構成されている問題追跡システムから問題をテストに割り当て
ます。

実行 ID テストの実行の ID。 クリックすると、テスト実行の結果 ダイアログ ボックスが開きます。
テストが実行中の場合には、クリックすると実行の詳細が表示されます。

実行タイプ 実行タイプ 列には、各実行中のテストのタイプが表示されます。 テストのタイプは、たとえ
ばテストを手動から自動へ変換したときなど、2 つの実行の間で変わる場合があります。

開始日時 実行を開始した時間。 テストが手動テストで現在実行されている場合には、Test Manager
は、日時の後ろに (実行中) の文字を追加します。

実行時間 テスト実行を行った実行時間 (h/mm/ss)。
実行計画名 割り当てられている実行計画の名前。または、試験実行の場合や結果がアップロードされた

場合は 未割り当てテスト と表示されます。 クリックすると、実行計画が開きます。
ステータス 実行のステータス。 実行中の実行計画の一部であるテストについては、テスト実行の現在の

ステータスに応じて、ステータスが更新されます。 現在の実行が中止された場合には、ステ
ータスは実行の前のステータスにリセットされます。

見つかった問題 テストの実行に割り当てられている問題の数を表示します。 テストの実行に割り当てられ
ている問題がない場合、この列は空で表示されます。 リンクをクリックすると、テスト > 詳
細ビュー の 問題 ページにある問題にアクセスできます。

実行者 テストが実行された実行サーバー。
エラー 実行中に発生したエラーの数。
警告 実行中に発生した警告の数。
バージョン テストの実行対象となったバージョン。
ビルド テストの実行対象となったビルド番号。
実行計画の親 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイートまたはフォルダ。 クリックする

と、実行計画 ツリー内のスイートまたはフォルダにアクセスできます。 構成スイートまたは
フォルダに実行計画が含まれていない場合は、何も表示されません。

実行コメント SilkPerformer のテスト実行では、結果が読み込まれる際に、SilkPerformer によってこの列
が使用され、テスト実行に情報が追加されます。 その他のすべてのテスト タイプでは、この
列を使用して実行に情報を追加できます。
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[テスト] の [問題] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > 問題
問題 ページでは、選択したテスト、コンテナ、またはフォルダに関係する問題の入力や追跡を行うことが
できます。
問題の新規作成 をクリックして、選択されたテストに新しい問題を割り当てます。 このボタンは、現在選
択されているオブジェクトがテストである場合にのみ、表示されます。
外部の問題の割り当て をクリックして、外部の問題追跡システムからの問題を選択されたテストに割り当
てます。 このボタンは、現在選択されているオブジェクトがテストである場合にのみ、表示されます。
問題ごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション この問題に対して実行できるアクション。 削除。
問題 ID この問題に自動的に割り当てられた ID。
割り当て済みテスト この問題に割り当てられているテスト。 この列は、現在

選択されているオブジェクトがコンテナもしくはフォル
ダである場合にのみ、表示されます。

概要 この問題の概要。
ステータス この問題のステータス。
外部 ID この問題が外部の問題追跡システムで追跡されているか

どうかを示します。 外部問題番号をクリックして、外部
の問題追跡システムに直接リンクすることもできます。

テスト実行 問題が割り当てられるテストの実行の ID です。 ID をク
リックすると、実行 領域にある テスト実行の結果 ダイア
ログ ボックスの 詳細 ページへアクセスできます。

作成日時 この問題が作成された日時。
作成者 この問題を作成したユーザー。
プロファイル 問題追跡プロファイルの名前。 Test Manager > 設定

> 問題追跡 で定義される。
問題の新規作成 選択されているテストに対して、新しい問題を割り当てま

す。 このボタンは、現在選択されているオブジェクトが
テストである場合にのみ、表示されます。

外部の問題の割り当て 問題を、外部の問題追跡システムから選択したテストへ割
り当てます。 このボタンは、現在選択されているオブジ
ェクトがテストである場合にのみ、表示されます。

データ駆動型テスト
データ駆動型テストとは、スプレッドシートやデータベースなど、既存のデータ ソースに含まれる値を元
に行うテストのことです。 データ駆動型テストを扱うには、まずデータ ソースを設定する必要がありま
す。 データ ソースの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

データ駆動型テストを作成する
データ駆動型テストを作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テストを新規作成します。
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テストの作成の詳細については、「テストを作成する」を参照してください。
3. 新規に作成したテストの プロパティ タブをクリックします。
編集 アイコンを選択し、データ駆動型プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

4. プロパティ タブの データ駆動型プロパティ セクションまで下にスクロールして、  をクリックしま
す。 データ駆動型プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

5. データ ソース リスト ボックスから構成済みのデータ ソースを選択します。
データ ソースの構成の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

6. 次へ をクリックし、続行します。
7. データ セット リスト ボックスから、データ セットを選択します。

Excel のデータ ソースの場合は、ワークシート名になります。 データベースのデータ ソースの場合は、
テーブル名になります。

8. データ セット内の各行を、別々のテストと見なす場合は、各データ行を単一のテストにする チェック
ボックスをオンにします。データ セットのすべてのデータ行に対して単一のテストを作成する場合は、
このチェック ボックスをオンにしません。

9. 省略可能：フィルタ クエリ テキスト ボックスに SQL クエリを入力して、SQL 構文のクエリに基づい
てデータ セットをフィルタ処理することもできます。

注: 単純な WHERE 節のクエリのみがサポートされます。

10.データ駆動型プロパティを有効にする チェック ボックスをオンにして、データ駆動型機能を有効にし
ます。

11.完了 をクリックして、設定を保存します。
注: データ駆動型プロパティの設定は、各テストの プロパティ ページの下部に表示されます。

注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応
する SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッド
と共に使用する必要があります。

手動テスト ステップにデータ ソース値を追加する
手動テスト ステップにデータ ソース値を追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 新しいデータ駆動型テストを作成します。

テスト タイプとして 手動 を選択し、テスト ステップを構成します。
注: データ ソースに含まれる値を参照するには、そのテストの データ セット タブをクリックしま
す。

3. ステップ タブをクリックします。
4. データ ソース値を参照するテスト ステップを選択します。
5. アクションの説明 テキスト ボックスに、${<列名>} という構文で、データ ソース内の適切な列を参

照するパラメータを入力します。
たとえば、テスト ステップで、Password という名前の列を含むスプレッドシートからパスワード パ
ラメータを取得する場合は、${Password} というパラメータを記述します。 この手動テスト ステップ
を実行する際、このパラメータは、対応するデータ駆動型データ ソース内の実際の値に置き換えられま
す。

データ ソースから CSV データをダウンロードする
データ ソースから CSV データをダウンロードするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. データのダウンロード元となるデータ ソースに依存するテストを選択します。
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3. プロパティ タブをクリックします。
4. ダウンロード対象のデータを含むエンティティに応じて、データ ソースまたはデータ セットのいずれ

かの アクション 列で、ダウンロード をクリックします。
5. データのダウンロード先となるローカル システム上の場所を指定します。
6. OK をクリックして、CSV 形式でデータをダウンロードします。

データ駆動型プロパティを編集する
データ駆動型プロパティを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象のプロパティを含むテストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. 編集しているプロパティの アクション 列で、  をクリックします。
5. 必要に応じてプロパティを編集します。
6. OK をクリックして、変更を保存します。

データ駆動型プロパティを削除する
データ駆動型プロパティの関連性が失われた場合、およびデータ ソースを削除する場合は、データ駆動型
プロパティをすべて削除します。
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、データ駆動型プロパティを削除するノードを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. データ駆動型プロパティ セクションの アクション 列で、  をクリックします。 すべてのデータ駆動

型プロパティがノードから削除されます。
注: データ駆動型プロパティは、ノードのプロパティを継承するすべてのサブノードからも削除さ
れます。

単一/多重データ駆動型テスト インスタンス
データ駆動型テストを計画するときには、まず、Test Manager では以下の 2 種類のデータ駆動型テスト
があることを知っておく必要があります。
単一データ駆動
型テスト イン
スタンス

データ ソースのすべてのデータ行から 1 つのテスト結果が生成されます。 つまり、各
データ行の実行がすべて成功した場合にしか、テストは成功になりません。 1 つのデー
タ行の実行が失敗になると、テスト全体が失敗とされます。

多重データ駆動
型テスト イン
スタンス

データ ソースの各データ行が独立したテストとして表されます。 つまり、データ行ご
とに合格または失敗というテスト結果が出ることになります。 たとえば、データ ソー
スが 4 行からなるスプレッドシートだとすると、親テストとして作成した元のテストの
他に、4 つの子 (データ行ごとに 1 つずつ) が新たに作成されます。

注: このプロセスで作成された親テストには、パラメータは関連付けられません。親テストは、子テ
ストの構造を表すインスタンスとなるだけであり、実際のテストとしては機能しないからです。 デー
タ ソース内のすべての値は、親テストの データ セット ページに一覧表示されます。
注: 親テストを要件に割り当てるときに、要件に対するリンクが継承されるのは、単一データ駆動型
テスト インスタンスを使用する場合だけです。
注: 多重データ駆動型テスト インスタンスの親テストを、セットアップ用またはクリーンアップ用の
テスト実行に割り当てることはできません。このような親ノードはフォルダとして扱われるからで
す。 ただし、子ノードのいずれかを割り当てることは可能ですし、単一データ駆動型テスト インスタ
ンスをセットアップ用またはクリーンアップ用のテスト実行に割り当てることもできます。
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ワークシートの扱い
データ ソースが Microsoft Excel のワークシートである場合、保守しやすいようにうまくデータ駆動型テ
ストをセットアップするには、以下のガイドラインを守ってください。
• 列にはそれだけで意味がわかる名前を付けます。 そうすることで、Test Manager におけるデータ ソー

スのセットアップが維持管理しやすくなります。
• 複数のワークシートを使用する場合には、全ワークシートで一貫した列名を使います。 そうすると、デ

ータ ソースのセットアップで列を選択する際に、フィルタを適用しやすくなります。
• 特定の列を「キー」列として使用します。 キー列を導入するとデータ ソース ファイルを保守すること

ができます。また、Test Manager では、行の順序が変わった場合にもキー列の値を元に特定のデータ
行を特定することができます。 キー列の値は一意でなければなりません。

データのインポートに関する留意事項
Test Manager は、外部データ ソースからデータ行をインポートするときに、外部データ ソースで使用さ
れていた行のソート機能を考慮しません。 そのため、Test Manager でのデータ行の順序は、外部データ
ソースでの行の順序と異なる可能性があります。また、 Test Manager は外部データ ソースで適用されて
いた書式設定も無視します。 たとえば、Excel ワークシートで、特定の書式で日付を表示するようにデー
タ セルを設定していたとしても、Test Manager はその設定を無視し、どのデータ値も「YYYY.MM.DD
HH:MM:SS.M」という基本の書式でインポートします。

[テスト] の [データ セット] ページ
テスト > 詳細ビュー > <テスト> > データ セット
データ セット ページには、選択されたテストを持つデータ駆動型テストに定義されているすべてのデータ
が一覧表示されます。
リストの最上部にある フィルタ クエリ 行には、このデータ セットに定義されているフィルタ値が表示さ
れます。 設定されているデータ セットの値が、この行の下に表示されます。
データ セットごとに、次の列がページに表示されます。
列 説明
アクション データ セットまたはフィルタに対し

て実行できるアクション。 編集 およ
び 削除。

プロパティ データ セットまたはフィルタの名前。
値 選択されたテストのフィルタまたは

データ セットの値。
親から継承 データ セットまたはフィルタが親テ

スト コンテナまたは親テストから継
承されたものかどうかを示します。

注: ページに、一度に表示した場合に応答に影響が出るほど多くの要素がある場合、要素は順に表示
されます。 ページの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

ライブラリ
このセクションでは、Test Manager でのライブラリの使用に関する情報を提供します。
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共有ステップ ライブラリ
共有ステップ ライブラリ (ライブラリ) は、複数のプロジェクトのテスト間で共有されるテスト ステップ
のコレクションです。 ステップを共有すると、テスト技術者が管理する必要があるステップの数を削減で
きます。
ライブラリは、ライブラリ ツリーという階層ツリー構造で表示、編成、および維持管理されます。 ライブ
ラリ ツリーでは、任意の数の階層レベルで、共有ステップを体系的に整理することができます。 ツリー内
の任意のノードを編集または削除できます。 ツリー内のノードを右クリックし、切り取りまたはコピーし
て別の場所に貼り付けます。 表示設定 ページで、選択したライブラリを表示するプロジェクトを定義しま
す。 ライブラリに表示されるプロジェクトから共有ステップ オブジェクトへの呼び出しを新規に作成す
ると、ライブラリが 共有ステップへの呼び出し ダイアログ ボックスに表示されます。
ライブラリ ツリー内のノードのプロパティを表示するには、ノードを選択して プロパティ をクリックしま
す。 ライブラリ ツリー内のライブラリ ノードのステップ プロパティを作成、編集、または表示するには、
ノードを選択して ステップ プロパティ タブをクリックします。 ライブラリ ツリー内の共有ステップ ノ
ードに含まれている共有ステップを作成、編集、または表示するには、ノードを選択して ステップ タブを
クリックします。 ツリー リストのテストにある各共有ステップ オブジェクトおよび選択されたオブジェ
クトを呼び出す他の共有ステップ オブジェクトの 利用状況 ページでは、オブジェクトに加える変更の影響
を見積もることができます。
プロジェクトのベースラインを作成すると、ベースライン化されたテストは元のテストと同じ共有ステッ
プ オブジェクトを呼び出します。
ライブラリ ツリーのルート ノードは、共有ステップ ライブラリ と呼ばれ、編集できません。

注: ライブラリ ユニット内のオブジェクトは、テスト管理者、テスト担当者、およびスーパーユーザ
ーの各ロールを持つユーザーが作成、編集、および表示できます。 テスト管理者とスーパーユーザー
のロールを持つユーザーは、ライブラリ ユニットからオブジェクトを削除することもできます。 プロ
ジェクト マネージャ、アナリスト、または報告者のロールを持つユーザーは、ライブラリ ユニットの
オブジェクトを表示できます。

共有ステップ ライブラリを作成する
1. メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックします。
2. ライブラリ ツリーで、共有ステップ ライブラリ と呼ばれるルート ノードを選択します。
3. ツールバーの  をクリックします。

注: また、ルート ノードを右クリックして、ライブラリの新規作成 をクリックしてもかまいませ
ん。

[ライブラリ] の [プロパティ] ページ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > プロパティ
プロパティ ページには、ライブラリ ツリーで選択したノードの、次のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
名前 ノードの名前。
ID ノードの識別子。
説明 ノードの内容の説明。
作成日時 このノードを作成した日時。
作成者 このノードを作成したユーザーの名

前。
変更日時 このノードを最後に変更した日時。
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プロパティ 説明
変更者 このノードを最後に変更したユーザ

ーの名前。
予定時間 [hh:mm] 推定実行時間。 共有ステップ オブジ

ェクト専用。

[ステップ プロパティ] ページ
テスト > テスト ステップ プロパティ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > <ライブラリ> > ステップ プロパティ
ステップ プロパティ ページには、アクティブ プロジェクトで扱う手動テスト ステップに設定可能なプロ
パティがすべて一覧表示されます。 新しいステップ プロパティを作成するには、プロパティの新規作成 を
クリックします。
ステップ プロパティ 説明
アクション このプロパティに対して実行できるアクションは、削除、

上へ移動、下へ移動 です。
名前 ステップ プロパティの名前。

[ライブラリ] の [表示設定] ページ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > 表示設定
プロジェクトに対する選択したライブラリの表示設定は、アクティブ ユーザーの権限によって定義されま
す。 また、表示設定 ページでは、特定プロジェクトでの選択したライブラリの表示設定を有効または無効
にできます。 プロジェクトに対する選択したライブラリの表示設定を変更するには、表示設定の編集 をク
リックします。
共有ステップ オブジェクトを呼び出すプロジェクトのベースラインが作成されると、共有ステップ オブジ
ェクトが含まれたライブラリは、デフォルトでプロジェクト ベースラインに表示されます。 プロジェクト
のベースラインの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
プロジェクトごとに、次のプロパティがページに表示されます。
プロパティ 説明
プロジェクト プロジェクトの名前。
ID プロジェクトの識別子。
説明 プロジェクトの説明です。
アクティブ プロジェクトがアクティブであるか

どうか。
利用中 選択したライブラリのオブジェクト

をプロジェクトで使用しているかど
うか。

[表示設定の編集] ダイアログ ボックス
表示設定の編集 ダイアログ ボックスには、現在のユーザーがライブラリに割り当てできるプロジェクトが
表示されます。
このダイアログ ボックスには、次の項目が含まれます。
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項目 説明
すべてのプロジェクト このオプション ボタンをクリックす

ると、すべてのプロジェクトがライブ
ラリに割り当てられます。

選択したプロジェクト このオプション ボタンをクリックす
ると、選択したプロジェクトがライブ
ラリに割り当てられます。

すべて選択 クリックすると、一覧表示されている
すべてのプロジェクトがライブラリ
に割り当てられます。

すべて選択解除 クリックすると、一覧表示されている
すべてのプロジェクトがライブラリ
から割り当て解除されます。

注: 現在ライブラリを使用しているプロジェクトは薄いグレー表示になり、ライブラリから割り当て
解除できません。

共有ステップ オブジェクト
共有ステップ オブジェクトは、ライブラリに含まれる手動テスト ステップのコレクションであり、複数の
プロジェクトで複数のテストで使用できます。

共有ステップの呼び出し
複数のテストおよびプロジェクトで、同じテスト ステップを管理する作業を軽減するために、ライブラリ
から共有ステップを単一ステップとしてテストまたは共有ステップ オブジェクトに追加できます。
共有ステップ オブジェクトのすべてのステップ（ステップは選択できません）への呼び出しのみ追加でき
ます。 共有ステップ オブジェクトへの呼び出しが追加されると、すべての共有ステップは単一ステップと
して呼び出し元テストまたは共有ステップ オブジェクトに表示されます。追加のステップを呼び出し先ス
テップの前後に追加できます。 共有ステップの最初の部分のみが、参照元テストの実行中に表示されま
す。 共有ステップ オブジェクトは削除できません。 共有ステップ オブジェクトを削除するには、最初に
すべての呼び出しを削除する必要があります。
ステップが呼び出される共有ステップ オブジェクトの名前は、ステップの名前として ステップ ページに表
示されます。 呼び出し先共有ステップ オブジェクトにアクセスするには、名前をクリックします。

共有ステップへの呼び出しを追加する
共有ステップ オブジェクトへの呼び出しを追加するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックして共有ステップをテストに追加するか、テスト > 共有ス
テップ ライブラリ をクリックして共有ステップを別の共有ステップ オブジェクトに追加します。

2. 対応するツリーで、共有ステップの追加先となるノードをクリックします。
3. ステップ タブをクリックします。
4. ステップ リストの最後に共有ステップを追加するには、  をクリックします。 選択したステップの上

に共有ステップを挿入するには、  をクリックします。 共有ステップへの呼び出し ダイアログ ボック
スが開きます。

5. 追加するステップの共有ステップ ノードをツリーから選択します。
注: テストの場合、ツリーにはアクティブなプロジェクトに表示されるライブラリのみ表示されま
す。 詳細については、「[表示設定] ページ」を参照してください。

6. OK をクリックします。
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[共有ステップへの呼び出し] ダイアログ ボックス
共有ステップへの呼び出し ダイアログ ボックスでは、ライブラリ ツリーで共有ステップ オブジェクトを
参照できます。 ダイアログ ボックスを開くには、テスト ツリーで手動テストを選択するか、ライブラリ
ツリーで共有ステップ オブジェクトを選択し、ステップ タブをクリックして、  をクリックします。
ライブラリ ツリーで既存のライブラリ、フォルダ、および共有ステップ オブジェクトを検索するには、ダ
イアログ ボックスの 検索 テキスト ボックスに検索する名前を入力して、Enter キーを押します。 検索で
は、大文字/小文字が区別され、単語全体には限定されません。 検索で返されるライブラリおよびフォルダ
は、全体のサブツリーと共に表示されます。

共有ステップ オブジェクトを作成する
手動テストまたは共有ステップ オブジェクトの ステップ ページで、共有ステップ オブジェクトを作成で
きます。
共有ステップ オブジェクトを作成するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有するステップを含む手動テストまたは共有ステップ オブジェクトの ステップ ページに移動しま

す。
3. CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、ステップを選択します。
4.  をクリックします。 共有ステップの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 名前 テキスト ボックスに、新しい共有ステップ オブジェクトの名前を入力します。
6. ライブラリ ツリーでの新しい共有ステップ オブジェクトの配置場所を選択します。
7. OK をクリックします。 共有ステップ オブジェクトが作成され、選択したステップが共有ステップ オ

ブジェクトの呼び出しにより置き換えられます。

ライブラリから共有ステップをデタッチする
手動テストまたは共有ステップ オブジェクトを他の共有ステップ オブジェクトから独立したものにする
には、共有ステップ オブジェクトが含まれているライブラリからステップをデタッチします。 これによ
り、呼び出されたすべてのステップは手動テストまたは共有ステップ オブジェクトにコピーされます。
手動テストまたは共有ステップ オブジェクトに含まれている共有ステップをデタッチするには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 対応するツリーで、共有ステップを解決するノードをクリックします。
3. ステップ タブをクリックします。
4. CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、解決する呼び出しをグリッドで選択しま

す。
5.  をクリックし、メッセージ ボックスに表示される解決策を確認します。

手動テスト ステップを編集する
テストまたは共有ステップ オブジェクトの手動テスト ステップは、ステップ ページで編集します。
手動テストのステップを編集するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト または ライブラリ ツリーで、ステップを編集するノードを選択します。
3. ステップ タブをクリックします。
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4. 編集するテスト ステップをクリックます。 テスト ステップの詳細が、ステップの編集 ビューに表示さ
れます。

5. テスト ステップの名前、アクションの説明、期待される結果、およびステップ プロパティを、対応す
るテキスト ボックスで編集します。

注: データ ソースからの値は、パラメータの形式で手動テスト ステップに挿入できます。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

6. 次のいずれかの操作を実行して、テスト ステップの編集を完了します。
• 適用して次のステップへ をクリックして、変更を保存し、現在のステップの後に新しいステップを

追加します。
• OK をクリックして、変更を保存します。
• キャンセル をクリックして、変更を破棄します。

[ステップ] ページ
テスト > 詳細ビュー > <手動テスト> > ステップ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > <共有ステップ オブジェクト> > ステップ
ステップ ページには、選択したテストまたは 共有ステップ オブジェクトに含まれている手動テスト ステ
ップがすべて一覧表示されます。 このページでは、Windows Explorer スタイル標準の複数選択機能がサ
ポートされます。
新しい共有ステップ オブジェクトを作成するには、共有するステップを選択し、  をクリックします。
このページには、次のツールバー項目があります。
ツールバー項目 説明

リストの最後に新しいテスト ステップを追加します。

選択したステップの前に新しいテスト ステップを挿入し
ます。
共有ステップ オブジェクトの呼び出しをリストの最後に
追加します。
ライブラリからの共有ステップの呼び出しを選択したス
テップの前に挿入します。
選択したテスト ステップをリストから削除します。

選択したテスト ステップをリストから切り取り、クリッ
プボードに保存します。
選択したテスト ステップをクリップボードにコピーしま
す。
クリップボードに保存されているテスト ステップのコピ
ーをリストで選択した行の上の行に貼り付けます。
選択したテスト ステップをリストの 1 つ上に移動しま
す。
選択したテスト ステップをリストの 1 つ下に移動しま
す。
添付情報 ダイアログ ボックスを開き、次のアクションを
行うことができます。
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ツールバー項目 説明

ファイルの
アップロー
ド

選択したテスト ステップにファイルを
アップロードして添付します。

リンクの添
付

選択したテスト ステップにリンクを添
付します。

削除 ファイルまたはリンクを削除します。

テストまたは共有ステップ オブジェクトのステップがラ
イブラリ内の共有ステップ オブジェクトを呼び出す場
合、ここをクリックすると、元のステップが表示されま
す。 解決されたステップには矢印が付き、ステップ名を
クリックしてアクセスできます。 このビューが有効であ
る間は、ステップを編集できません。
ライブラリ内の共有ステップ オブジェクトから呼び出さ
れたステップを単一のステップとして表示します。 テス
ト ステップを編集するには、このビューを有効にします。
選択したステップから共有ステップ オブジェクトを作成
します。
他の共有ステップ オブジェクトから呼び出しをデタッチ
します。 グリッドで選択した呼び出しのすべてのステッ
プを手動テストまたは共有ステップ オブジェクトにコピ
ーします。

ステップ ページでは、テスト要素用に以下のキーボード機能 (ショートカット) がサポートされています。
キー 通常 SHIFT CTRL
- 上へ移動
+ 下へ移動
A すべて選択
X 切り取り
C コピー
V 貼り付け
N 新規
Ins 挿入
Del 削除

ステップには、次の列がグリッドに表示されます。
列 説明
順序 実行の流れにおける、このステップの番号。
名前 このテスト ステップの名前。
アクションの説明 このテスト ステップを実行するために行わなければなら

ないアクション。
期待される結果 テスト ステップで期待される結果。
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列 説明
添付情報 テスト ステップに添付されているリンク数。

ステップの編集 ビューには、選択したテスト ステップの詳細が表示され、テスト ステップの名前、アクシ
ョンの説明、期待される結果、およびステップ プロパティを編集できます。
ステップの編集 ビューには、次のボタンがあります。
ボタン 説明
適用して次のステップへ 現在のステップの編集が完了し、変更を保存して、現在の

ステップの後に新しいステップを追加する場合にクリッ
クします。

OK 現在のステップの編集が完了し、変更を保存する場合にク
リックします。

キャンセル 変更を破棄する場合にクリックします。

[利用状況] ページ
テスト > 共有ステップ ライブラリ > <共有ステップ オブジェクト> > 利用状況
利用状況 ページには、選択された共有ステップ オブジェクトを使用するテストおよび共有ステップ オブジ
ェクトが表示されます。
共有ステップ オブジェクトの [利用状況] ページにアクセスするには、ライブラリ ツリーで共有ステップ
オブジェクトを選択し、利用状況 タブをクリックします。
選択した共有ステップ オブジェクトを呼び出すたびに、利用状況 ページに次のプロパティが表示されま
す。
ID 呼び出すテストまたは共有ステップ オブジェクトの識別

子。 デフォルトでは非表示です。
名前 呼び出すテストまたは共有ステップ オブジェクトの名

前。 テストまたは共有ステップ オブジェクトにアクセス
するには、名前をクリックします。 名前の前にあるアイ
コンは、呼び出すオブジェクトがテストまたは別の共有ス
テップ オブジェクトのどちらであるかを示します。

作成日時 呼び出すテストまたは共有ステップ オブジェクトを作成
した日時。

作成者 呼び出すテストまたは共有ステップ オブジェクトを作成
したユーザーの名前。

プロジェクト ID 呼び出すテストが存在するプロジェクトの識別子。 デフ
ォルトでは非表示です。 呼び出すオブジェクトが別の共
有ステップ オブジェクトの場合は、空になります。

プロジェクト名 呼び出すテストが存在するプロジェクトの名前。 呼び出
すオブジェクトが別の共有ステップ オブジェクトの場合
は、空になります。

バージョン
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストのバージョンは、特定の状態の要素のバージョンです。 バー
ジョンには、要素の内容およびバージョン作成時の要素の個別ステップが含まれます。 手動テストの場合、
添付ファイル、パラメータ、およびデータ セットはバージョンには含まれません。
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共有ステップ オブジェクトまたは手動テストのバージョンを手動で作成するか、以前のバージョンに戻す
ことができます。 共有ステップ オブジェクトおよび手動テストのすべてのバージョン一覧は、要素の 履
歴 ページに表示されます。 プロジェクトをコピーすると、バージョンもコピーされます。

バージョンを作成する
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの変更を元に戻せるようにするには、要素のバージョンを作
成します。
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストのバージョンを作成するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. ツールバーの  をクリックします。

このアクションが有効になるのは、共有ステップ オブジェクトまたは手動テストが変更された場合だけ
です。
バージョンの作成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 省略可能：バージョンに関するコメントを コメント テキスト ボックスを入力します。
5. OK をクリックします。 新しいバージョンが 履歴 ページに表示されます。

バージョンの表示
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの特定バージョンをテストのニーズに適用するかどうかを確
認するために、バージョンの詳細を表示します。
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストのバージョンを表示するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. 履歴 タブをクリックします。
4. 詳細を表示するバージョンを右クリックします。
5. バージョン <ID> の表示 をクリックします。
6. バージョンの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。 バージョンに添付ファイルが含まれている場

合、ステップ セクションの 添付ファイル 列で番号をクリックすると、添付ファイルを表示できます。
注: 矢印を使用して、バージョン番号を変更し、追加のバージョンを表示します。

バージョンを比較する
2 つのバージョンの共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの違いを表示するには、バージョンの比
較を実行します。
2 つのバージョンの共有ステップ オブジェクトまたは手動テストを比較するには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. 履歴 タブをクリックします。
4. Ctrl + クリック を使用して、比較する 2 つのバージョンを選択します。
5. 選択したバージョンを右クリックします。
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6. バージョンの比較 を選択します。 バージョンの比較 ダイアログ ボックスが表示され、追加、変更、お
よび削除された内容がすべて表示されます。

注: 矢印を使用して、バージョン番号を変更し、追加のバージョンを比較します。

以前のバージョンの復元
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストの変更を元に戻すには、以前のバージョンを復元します。
共有ステップ オブジェクトまたは手動テストを以前のバージョンに戻すには：
1. 共有ステップ オブジェクトの場合は、メニューで テスト > 共有ステップ ライブラリ をクリックしま

す。 手動テストの場合は、メニューの テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 共有ステップ オブジェクトを ライブラリ ツリーで選択するか、手動テストを テスト ツリーで選択しま

す。
3. 履歴 タブをクリックします。
4. 復元する共有ステップ オブジェクトのバージョンを右クリックします。
5. バージョン <ID> の復元 をクリックします。
6. 共有ステップ オブジェクトまたは手動テストは、選択したバージョンに復元され、新しいバージョン

が 履歴 ページに作成されます。 手動テストの場合、添付ファイル、パラメータ、およびデータ セット
は復元されません。

[ライブラリ] の [履歴] ページ
履歴 ページには、選択した共有ステップ オブジェクトの履歴が表示されます。
履歴 ページには、選択した共有ステップ オブジェクトの各バージョンのエントリが表示されます。このペ
ージでは、新規バージョンの作成、バージョン詳細の表示、以前のバージョンの復元、および 2 つのバー
ジョンの比較ができます。
履歴 ページにバージョンのみを表示するには、バージョン 列を右クリックして フィルタ を選択し、> テ
キスト ボックスに 0 を入力します。
ページには、各エントリについて次の項目が表示されます。
項目 説明
アクション バージョン エントリの場合のみ。 選択したバージョンに

対して実行できるアクションは、バージョンの表示、バー
ジョンの削除、および バージョン X に戻す です。

バージョン バージョン エントリの場合のみ。 共有ステップ オブジ
ェクトのバージョン。

コメント 変更についてのコメント。
作成日時 この履歴の作成日時。
作成者 この履歴エントリを作成したユーザーの名前。

Windows Script Host テスト
Windows Script Host（WSH）は、Windows プラットフォームに含まれるもので、ホストとしてスクリ
プトを動かすための環境を作成します。 実行サーバーでスクリプトを動かす場合、WSH がホストの役割
を果たします。 WSH は、スクリプトがオブジェクトやサービスを利用できるようにし、スクリプト実行
のためのガイドラインも提供します。 何よりも、WSH はセキュリティを管理し、適切なスクリプト エン
ジンを呼び出します。
以下のオンラインの WSH リソースを参考にしてください。
• http://labmice.techtarget.com/scripting/WSH.htm
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• http://www.winguides.com/links.php?guide=scripting
• ダウンロード可能なスクリプト インタプリタ：http://aspn.activestate.com/ASPN/

サポートされているスクリプト言語
WSH は、WSH 準拠のスクリプト エンジンについては、言語を気にせずに使うことができます。 Windows
プラットフォームは、ネイティブで、Visual Basic Scripts（ファイル拡張子 .vbs）と Java Script 言語で
書かれたスクリプト（ファイル拡張子 .js）をサポートしています。
それ以外のスクリプト言語については、実行サーバー上に専用のスクリプト インタプリタをインストール
する必要があります。 たとえば、実行サーバーに Perl インタプリタをインストールすると、WSH 環境
で .pls という拡張子用に Perl スクリプト エンジンが登録されます。 WSH ツール（実行可能ファイル
cscript.exe）に拡張子が .pls のファイルを渡すと、ファイル拡張子に基づいて適切なインタプリタが呼び
出されます。 そのため、WSH のクライアント（この場合は SilkCentral 実行サーバー）は、Perl インタプ
リタのインストールについて意識する必要がありません。

注: スクリプト インタプリタ（Active Perl など）をインストールした後、Test Manager でスクリプ
トを実行する前に、WSH コマンドライン ツールでサンプル スクリプトを呼び出して、実行サーバー
のローカルでスクリプトを実行してみてください。 そのためには、まず実行サーバーでコマンド シェ
ルを開き、cscript <somescript> と入力します。ここで、<somescript> は実行サーバー上で利用
可能な、選択したスクリプトへのパスです。 これは、実行サーバー上で WSH テストを実行したとき
に、まさに Test Manager が呼び出すものです。 スクリプトが動いたら、スクリプト エンジンは正
しく登録されています。

以下のスクリプト言語は、WSH との互換性があります。
スクリプト言語 ファイル拡張子
Perl .pls
Python .py、.pyw
REXX .REXX
TCL .tcl

WSH テスト プロパティ
プロパティ 説明
スクリプト ファイルで使用しているスクリプト言語のスクリプト エンジンが登録されている任意のフ

ァイルを定義することができます。 ソース管理下にあるスクリプト ファイルは、自動的に
実行サーバーに配置されます (他の種類のテストのテスト ソースに相当します)。

スイッチ テストの実行中に、以下の設定を入力して cscript.exe に渡すことができます。
//B バッチ モードは、スクリプトからのコマンドライン以外のコンソール UI

リクエストをすべて抑制します。 実行サーバーが無人で動いている場合に
は、スクリプトがユーザー入力を待つことがないよう、このオプションを
指定することをお勧めします。

//U コンソールからリダイレクトされる I/O には Unicode を使用することを
お勧めします。

//T:nn タイムアウト（秒単位）。 スクリプトを実行することができる最大の時間
（デフォルトは制限なし）。 このオプションは、スクリプトが必要以上に実
行されることを防ぐために使用されます。 タイマがセットされます。 実
行時間が指定された値を超えると、Cscript は
IActiveScript::InterruptThread メソッドを使ってスクリプト エンジ
ンを中断し、プロセスを終了します。 コールバック フックが存在します。
タイムアウトが呼び出されると、クリーンアップのための OnTimeOut
関数が呼び出されます。 この機能を使うと無限ループになる可能性はあり
ますが、その害を考えても有益な場合が多いでしょう。
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プロパティ 説明

//logo 実行時に実行バナーを表示します。これは log.txt ログ ファイルの先頭に
含められます。 デフォルトの設定です。

//nologo 実行時に実行バナーを表示しません。
//D アクティブ デバッグを有効にします。
//
E:engine

スクリプトを実行するのに指定したエンジンを使用します。

//
Job:xxxx

WSF ジョブを実行します。

//X スクリプトをデバッガで実行します。

WSH テストでのパラメータの使用
WSH テストにパラメータを定義すると、追加の引数として名前と値のペアがコマンドラインに自動的に追
加され、そのパラメータは呼び出されたプロセスの環境変数として設定されます。 この機能によって、テ
ストに定義したすべてのパラメータに WSH スクリプトからアクセスすることができます。
たとえば、WSH テストは、myscript.js をスクリプト、//B をスイッチとして定義されます。 また、テス
トには、IPAddress というパラメータに値 192.168.1.5 を、Port という別のパラメータに値 1492 を指
定する必要があります。 この例では、WSH 実行のためのコマンド ラインは結果として次のようになりま
す。
csript myscript.js //B IPAddress=192.168.1.5 Port=1492

WSH から返される情報の表示
WSH 実行結果を知りたい場合には、WSH スクリプトで WSH テストの現在の作業ディレクトリに
output.xml というファイルを生成する必要があります。 このディレクトリに含まれるすべてのファイル
はデータベースに格納されるので、テスト実行のファイル一覧からダウンロードできます。 プロジェクト
領域の [結果で無視するファイル拡張子] プロパティに拡張子が定義されている場合、ファイルは格納対象
外になります。

注: 現在の作業ディレクトリは、WSH を実行するたびに動的に作成されます。 ファイルを作成する
ときに絶対パスは使わないでください。 相対パスを使うと、現在の作業ディレクトリを正しく指すよ
うになります。

スクリプトが WSH 標準出力に書き出した情報はすべて、現在の作業ディレクトリにある log.txt というテ
キスト ファイルに入れられます。 このファイルはデータベースに格納され、テスト実行のファイル一覧に
含められるので、そこから表示することができます。
以下の例は、スクリプトからのログ情報を出力する方法を示しています。

 WScript.Echo "This info will be written to the log.txt file"
output.xml の XML 構造は ResultElement という名前の要素から始まります。この要素には TestItem
という名前の属性が定義されており、そこで ResultElement の名前を指定します。
ResultElement には、ErrorCount という要素（必須）、WarningCount という要素（省略可能）、および
Incident 要素のリストが含まれています。
ErrorCount 要素および WarningCount 要素には、ゼロまたは正の数が含まれている必要があります。 最
上位の ResultElement の ErrorCount と WarningCount を元に成功条件を評価し、その結果によってテ
ストの合否が判定されます。 XML ファイルには Test Manager GUI に表示されない要素が含まれている
可能性があります。 ただし、出力された output.xml ファイルはデータベースに格納されており、実行さ
れたテストのファイル一覧に含まれているため、見ることが可能です。
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Incident 要素は WSH テストの実行時に発生したイベントを表します。 Message と Severity は Test
Manager GUI のテスト実行のメッセージ一覧に表示されます。 Incident 要素には Message と Severity
の要素が 1 つずつ含まれます。
Severity 要素は以下の値のいずれかを持ちます。
• Info
• Warning
• Error（または Exception）
• Failure
結果ファイルには追加情報を格納できます。 ResultElement には、任意の数のサブ ResultElement を含
めることができるので、情報を簡単にグループ化できます。 サブ ResultElement を作成すると、結果ファ
イルが読みやすくなります。 ユニット テスト（JUnit、NUnit）に関して互換性を保つため、ResultElement
には TestSuite または Test という名前を付けることができます。
ResultElement には、以下の追加要素を含めることができます。
• FailureCount（エラー カウントと同様の扱い）
• RunCount（テストが複数回実行された場合）
• Timer（テストにかかった時間のためなど）
• WasSuccess（NUnit 結果ファイルとの互換性のため）
• Asserts（NUnit 結果ファイルとの互換性のため）
Incident 要素には Detail 要素のリストが含まれることがあります。
Detail 要素は Incident に関する詳細情報を表します。 この要素では、TestName と Info の要素を定義す
る必要があります。 TestName は、どこで Incident が発生したかの詳細情報を示すのに使用します。
Info 要素は Incident についての詳細情報を持ちます（スタック トレースなど）。

注: Test Manager 8.1 までは、Message と Info 要素の値は URL エンコード (ISO-8859-1) されて
いる必要がありました。 バージョン 8.1.1 以降では、URL エンコードは許可されていません。

結果ファイルのサンプル

<ResultElement TestItem="WshOutputTest">
  <ErrorCount>1</ErrorCount> 
  <WarningCount>1</WarningCount>
  <Incident>
    <Message>some unexpected result</Message>
    <Severity>Error</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
  <Incident>
    <Message>some warning message</Message>
    <Severity>Warning</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
</ResultElement>
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Java Script のサンプル
以下のスクリプトは、結果ファイルのサンプルを生成するために使用したものです。 こ
のスクリプトを動かしてみるには、.js という拡張子を付けて保存してください。

function dumpOutput(dumpFile)
{
  dumpFile.WriteLine("<ResultElement TestItem=\"WshOutputTest\">");
  dumpFile.WriteLine("  <ErrorCount>1</ErrorCount>");
  dumpFile.WriteLine("  <WarningCount>1</WarningCount>");
    dumpFile.WriteLine("  <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("    <Message>some unexpected result</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("    <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("      <TestName>function main()</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. 
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("    </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("  </Incident>");
    dumpFile.WriteLine("  <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("    <Message>some warning message</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("    <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("      <TestName>function main()</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. 
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("    </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("  </Incident>");
  dumpFile.WriteLine("</ResultElement>");
}

function main()
{
  var outFile;
  var fso;
  fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
  outFile = fso.CreateTextFile("output.xml", true, true); 
  outFile.WriteLine("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?>");
  
  dumpOutput(outFile);
  outFile.Close();
  WScript.Echo("Test is completed");    
}

main();
WScript.Quit(0);
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Visual Basic Script のサンプル
以下の Visual Basic スクリプトもサンプル結果ファイルを生成し、Output.xml として
保存します。 このスクリプトを動かしてみるには、.vbs という拡張子を付けて保存し
てください。

WScript.Echo "starting"

Dim outFile
Dim errCnt
Dim warningCnt

outFile = "output.xml"
errCnt = 1 ' retrieve that from your test results
warningCnt = 1 ' retrieve that from your test results

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oTX = FSO.OpenTextFile(outFile, 2, True, -1) ' args: file, 8=append/
2=overwrite, create, ASCII

oTX.WriteLine("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-16""?>") 
oTX.WriteLine("<ResultElement TestItem=""PerlTest"">")
oTX.WriteLine("  <ErrorCount>" & errCnt & "</ErrorCount>")
oTX.WriteLine("  <WarningCount>" & warningCnt & "</WarningCount>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some unexpected result</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some warning message</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("</ResultElement>")

テストのエクスポート更新とインポート
Test Manager と Excel の統合により、テストを変更するための 2 つのオプションを利用できます。 次の
設定が含まれます。
• エクスポート更新：このオプションでは、テストを Test Manager で作成し、Excel にエクスポートし

て変更を行い、Test Manager に戻して更新します。
• インポート：このオプションでは、テストを Excel で作成してから Test Manager にインポートしま

す。
いずれの場合も、Test Manager と Excel の列を同期するためにマッピング ファイルが必要です。

注: Test Manager では、現時点でインポート用に Microsoft Excel 2007 (.xlsx) ファイルのみがサポ
ートされており、インポートは手動テストに制限されています。
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ルールをエクスポート更新、およびインポートする
エクスポート更新およびインポートプロセスの間は、次のビジネス ルールが適用されます。

一般ルール
• Excel のテスト行に TestID または ParentNodeID がない場合、新しいテストとみなされ、インポート

機能が実行された、テストコンテナの下の新しいフォルダに作成されます。
• 既存の TestID を追加して、更新時にテストを更新できます。また、既存の SharedStepID を追加し

て、インポート/更新時に新しい共有ステップを追加できます。
• データ駆動型テストは、エクスポート更新およびインポート機能ではサポートされません。 有効化され

たデータ駆動型テストは、エクスポートされません。
• インポートおよび更新時に、新しい自動テストは追加されません。既存のテストは、更新時に変更され

ます。
• Excel の別のフォルダ階層にテストを移動した場合、その移動は更新時に無視されます。
• Excel 内にテストが見つからない (テストが削除された) 場合、そのテストは更新時に削除されません。
• エクスポート後にテストを Test Manager コンテナから移動した場合、更新時に変更は発生しません。
• インポートは、(新しい) フォルダ名に Parent 列を使用します。
• 更新は、新しいテストのフォルダに ParentID 列を使用します (または、指定されない場合、date/

time シンタックスを使用してフォルダを作成します)。
• カスタマイズされた列の名前として、A-Z は使用できません。これらは、Excel の A-Z として予約され

ており、マッピングに使用されます。
• Excel に空白の行は含められません。

共有ステップ
• インポートおよび更新時に追加されます。
• 更新時に削除または順序が変更されます。
• 更新されません。
• Excel SharedStepID が Test Manager に存在しない場合、追加されません。

テストのエクスポートと更新
このセクションでは、Microsoft Excel から Test Manager にテストをエクスポートし、更新する方法につ
いて説明します。
既存のテストに対して一括編集を行う場合は、Excel へのエクスポート更新機能を使用します。

注: Excel では、Status、TestType、StepID、および StepOrder のフィールドは編集できませ
ん。

エクスポートと更新の概要
エクスポートと更新の概要を次に示します。
• コンテナまたはフォルダを選択する。
• Excel にエクスポートする。
• Excel で変更する。
• マッピング ファイルを確認/作成する。
• Test Manager で更新する。

Excel にテストをエクスポートする
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. エクスポートするテストが含まれるコンテナまたはテスト フォルダを右クリックします。

206 | SilkCentral Test Manager 12.0



3. Excel にエクスポート... を選択します。 Excel ファイルにテストをエクスポート ダイアログ ボック
スが表示されます。

4. マッピング ファイルの選択 リスト ボックスから、マッピング ファイルを選択します。
デフォルトのマッピング ファイルは TestPropertiesDefaultMapping.xml です。 カスタマイズしたマ
ッピング ファイルの作成の詳細については、「テスト マッピング ファイル」を参照してください。

5. 省略可能：マッピングの編集 をクリックして、テストのマッピング ファイルを編集します。
6. OK をクリックします。
7. ファイルのダウンロード ダイアログ ボックスで、保存 をクリックして、ファイルを保存します。
テスト情報が Excel ファイルに保存されますので、編集します。

テストを Excel ファイルから更新する
Excel からテストを更新する前に、まず、テストを Test Manager からエクスポートする必要があります。
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 更新するテストが含まれるコンテナまたはフォルダを右クリックします。
3. Excel から更新...を選択します。 Excel ファイルからテストを更新 ダイアログ ボックスが開きます。

4. マッピング ファイルの選択... リスト ボックスから、使用するマッピング ファイルを選択します。
5. マッピング ファイルを編集するには、マッピングの編集 をクリックします。
6. 参照 をクリックしてテスト ファイル (.xlsx) フィールドの Excel ファイルを選択します。
7. OK をクリックします。

テストのインポート
このセクションでは、Microsoft Excel から Test Manager にテストをインポートする方法について説明し
ます。
Test Manager を使用すると、Microsoft Excel (Excel) から テスト 領域のコンテナまたはフォルダにテス
トをインポートし、Test Manager に含まれているすべてのテストを管理および実行できます。 手動テス
トのインポートは、1 回限りのイベントです。
テストをインポートする前に、Excel でテスト ファイルを作成する必要があります。 詳細については、「テ
スト ファイル」を参照してください。
Test Manager は Excel ファイルとマッピング ファイルに格納されている情報を使用して、格納するデー
タを判別します。 Test Manager はマッピング ファイルを使用して、Excel ファイル内のテストを テス
ト 領域のテストにマップします。 TestPropertiesDefaultMapping.xml という名前のデフォルトのマッ
ピング ファイルが、インポートのためにあらかじめ選択されます。 独自にカスタマイズしたマッピング フ
ァイルを選択して、テストをマップできます。 マッピング ファイルの詳細については、「テスト マッピン
グ ファイル」を参照してください。

テストを Excel ファイルからインポートする
テストを Excel ファイルから テスト 領域にインポートするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、インポートしたテストの親ノードとして使用するフォルダまたはコンテナを右クリッ

クし、Excel からインポート を選択します。 Excel ファイルからテストをインポート ダイアログ ボッ
クスが開きます。

3. マッピング ファイルの選択 リスト ボックスから、マッピング ファイルを選択します。
デフォルトのマッピング ファイルは TestPropertiesDefaultMapping.xml です。 カスタマイズしたマ
ッピング ファイルの作成の詳細については、「テスト マッピング ファイル」を参照してください。

4. 省略可能：マッピングの編集 をクリックして、テストのマッピング ファイルを編集します。
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5. テスト ファイルの完全修飾パスを テスト ファイル テキスト ボックスに入力するか、参照 をクリック
してテスト ファイルを検索します。

6. OK をクリックします。 インポートに成功した場合は、メッセージが表示されます。
7. OK をクリックして、メッセージを閉じます。

テスト ファイル
Excel でテスト ファイルを作成して、テストを Test Manager にインポートできます。 テスト ファイルに
は、すべてのテストおよびテスト ステップに加えて、プロパティ、属性、およびパラメータを定義できま
す。
テスト ファイル内のテストを Test Manager のテストにマップするには、XML マッピング ファイルを使
用します。 マッピング ファイルは、テスト ファイルの要素の場所を Test Manager に定義します。 テス
ト ファイルに含まれている項目は、マッピング ファイルで適切にマップしている限り、任意の名前を付け
ることができます。 マッピング ファイルの詳細については、「テスト マッピング ファイル」を参照してく
ださい。
テスト ファイル内のテストおよびテスト ステップの以下の項目を定義します。
項目 説明
テスト テスト名を定義します。 必要に応じて、テストの説明と見積もり実行時間、およびルート フォ

ルダからテストへのパスも定義できます。 パスを定義しない場合、テストは直接ルート フォル
ダに追加されます。 さらに、テストのプロパティ、属性、およびパラメータを定義できます。

テスト
ステッ
プ

テスト ステップ名を定義します。 必要に応じて、テスト ステップで実行されるアクション、お
よびテスト ステップの予想結果も定義できます。 さらに、テスト ステップのテスト ステップ
プロパティを定義できます。

注: Test Manager では、現時点でインポート用に Microsoft Excel 2007 (.xlsx) ファイルのみがサポ
ートされており、インポートは手動テストに制限されています。

マッピング ファイル
マッピング ファイルは、エクスポート更新の更新プロセス中、およびデータを Excel から Test Manager
に移行するインポート プロセス中に使用します。

テスト マッピング ファイルの内容
XML マッピング ファイルによって、Test Manager は Excel のテスト ファイルに含まれている情報を実際
のテストに変換できます。 XML ファイル内のタグによって、Excel テスト ファイル内のテスト要素の場所
が Test Manager に指し示されます。 デフォルトのマッピング ファイルは、C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\SilkCentral\OfficeImportMappingFiles\testplan
\TestPropertiesDefaultMapping.xml にあります。

注: XML マッピング ファイルでタグ付けされる列名は、Excel の標準の列名またはカスタム名にする
ことができます。

管理
以下の管理タグが必要となります。
タグ名 説明
HeaderRow Test Manager が列見出しを検索する Excel スプレッドシート内の行。
FirstDataRow Test Manager が最初のテスト データを探す Excel スプレッドシート内の行。 その行が空

の場合、Test Manager はデータがある次の行をインポートします。
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タグ名 説明
MultiValueSeparator
Characters

複数値属性用の区切り文字を一覧で示します。

テスト
以下のテスト タグが使用できます。
タグ名 必須 説明
Path はい テスト ツリーのルート ノードからテスト要素へのパスを定義する Excel スプレッドシ

ート内の列を示します。
TestName はい テスト名を定義する Excel スプレッドシート内の列を示します。
PlannedTime いいえ 手動テストの予想実行時間を定義する Excel スプレッドシート内の列を示します。
TestDescriptio
n

いいえ テストの説明を定義する列を示します。

テスト ステップ タグ
テストにテスト ステップが含まれている場合、以下のテスト ステップ タグが利用できますが、必要ではあ
りません。
タグ名 必須 説明
StepName はい (テストにステッ

プが含まれている場
合)。

テスト ステップ名を定義する列を示します。

StepActionDes
cription

いいえ テスト ステップによって実行されるアクションを定義する列を示します。

StepResultDes
cription

いいえ テスト ステップの結果を定義する列を示します。

オプション タグ
必要に応じて、以下のタグを定義することもできます。
タグ名 説明
CustomStepPropert
y

テスト ステップに定義するカスタム プロパティ。

Attribute テスト ステップに定義するカスタム属性。 属性は複数の値を保持できます。 たとえば、
<MappingDef columnID="Level"> <Attribute multiValue="true">Level</
Attribute> は Level という名前の列を定義し、複数値属性 Level に割り当てます。

Parameter テスト ステップに定義するカスタム パラメータ。

例
デフォルトでは、すべてのタグは Excel の列 ID ではなく名前でマップされます。 Excel の列 ID と名前の
組合せを独自のマッピング ファイルで使用できます。 Excel の列 ID（columnID="C" など）と名前

（columnID="TestDefinitionName" など）を使用した典型的なマッピング ファイルの例を次に示します。
<HeaderRow>1</HeaderRow>
<FirstDataRow>2</FirstDataRow>
<MultiValueSeparatorCharacters>,;</MultiValueSeparatorCharacters>
<Path columnID="A"/>
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<TestName columnID="TestDefinitionName"/>
<PlannedTime columnID="C"/>
<TestDescription columnID="D"/>
<StepName columnID="StepName"/>
<StepActionDescription columnID="F"/>
<StepResultDescription columnID="G"/> 
  
<MappingDef columnID="H"><CustomStepProperty>StepProp1</CustomStepProperty></
MappingDef>
<MappingDef columnID="StepProperty2"><CustomStepProperty>StepProp2</
CustomStepProperty></MappingDef>
  
<MappingDef columnID="J"><Attribute>Browser</Attribute></MappingDef>
<MappingDef columnID="Level"><Attribute multiValue="true">Level</Attribute></
MappingDef>

<MappingDef columnID="Parameter1"><Parameter type="string">Para1</Parameter></
MappingDef>
<MappingDef columnID="Parameter2"><Parameter type="password">Para2</Parameter></
MappingDef>

テストのマッピング ファイルを編集する
テストのマッピング ファイルを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、インポートしたテストの親ノードとして使用するフォルダまたはコンテナを右クリッ

クし、Excel からインポート を選択します。 Excel ファイルからテストをインポート ダイアログ ボッ
クスが開きます。

3. マッピングの編集 をクリックします。 マッピングの編集 ダイアログ ボックスが開きます。
4. テキスト ボックスで、テスト ファイルの変数を編集します。

注: テスト ファイルに含まれる変数の詳細については、「テスト ファイル」を参照してください。

5. 省略可能：マッピング ファイルの名前を編集します。
6. OK をクリックして変更内容を保存します。変更内容を取り消す場合は、キャンセル をクリックしま

す。

テストのバージョン化
Test Manager では、インポートおよび更新プロセス中にテストの新しいバージョンが作成されます。
更新または Excel から Test Manager へのインポートを実行すると、テスト ツリーの新しいバージョン
が 2 つ作成されます。 バージョン化プロセスでは、インポート/更新プロセスの前後のスナップショット
が記録されます。

エクスポート更新
エクスポート更新プロセス中のバージョン化オプションには、次の 2 つがあります。
• テストが追加または変更されると、Excel から更新されたことを示すデフォルト コメントがテストに含

まれます。
• 更新中に Excel ファイルからテストを更新 ダイアログ ボックスに独自のコメントを手動で入力するこ

ともできます。 これはすべてのテストの場合に適用されます。

インポート
「作成されました。」というデフォルトコメントがテストに含まれます。
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Test Manager を Rally に統合する
プロジェクト管理ツール Rally を Test Manager と使用するには、Test Manager を Rally に統合する必要
があります。
マッシュアップは Test Manager と同梱されており、Test Manager からのユーザー ストーリーに関連す
るテストカバレッジ情報を Rally で表示できます。 Test Manager の各テストを Rally の 1 つ以上のユー
ザー ストーリーにリンクできます。 テストをユーザー ストーリーにリンクするには、Rally の書式整形さ
れたユーザー ストーリー ID 値を持つ属性を各テストに割り当てます。

Rally で マッシュアップ タブを作成する
ユーザー ストーリー関連のテスト カバレッジ情報を表示するために、Rally で HTML または JavaScript
のマッシュアップ タブを作成します。
マッシュアップ タブを作成するには：
1. Rally で、マッシュアップ タブの保存場所となるタブに移動します。
2. New Custom Tab をクリックします。
3. 新しいタブの名前を Name テキスト ボックスに入力します （Iteration Status など）。
4. 省略可能：他のユーザーに対してマッシュアップを表示できるようにするには、Share with all Users

チェック ボックスをオンにします。
5. マッシュアップのタイプとして Custom Mashup を選択します。
6. メニューで ヘルプ > ツール をクリックします。
7. Rally イテレーション ステータス マッシュアップ をダウンロードします。
8. Rally イテレーション ステータス マッシュアップ のコンテンツを HTML テキスト ボックスに貼り付

けます。
9. Test Manager 環境に合わせて、テキスト ボックスでスクリプトを構成します。

• 有効なスクリプト ソース（<script type="text/javascript" src="http://localhost:19120/
silkroot/script/sctm-toolkit.js"></script> など）が設定されているかどうかを確認します。

• Test Manager の有効な URL（var SCTM_URL = "http://localhost:19120/" など）が設定され
ているかどうかを確認します。

• 有効な Test Manager のプロジェクト ID（var SCTM_PROJECT_ID = 0 など）が設定されてい
るかどうかを確認します。

• 有効な属性名（var SCTM_ATTRIBUTE_FOR_RALLY_US = "rallyattr" など）が設定されている
かどうかを確認します。

• Rally で FormattedID の使用が有効（var USE_FORMATTED_ID = true）になっていることを
確認します。

10.Save & Close をクリックします。 マッシュアップ テーブルが作成されます。

Rally ユーザーストーリーをテストへリンクする
Test Manager で、Rally ユーザー ストーリーをテストにリンクします。
Rally ユーザー ストーリーを Test Manager テストにリンクするには：
1. Test Manager で、Rally ユーザー ストーリーのリンク先となるテストを含むプロジェクトを選択しま

す。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 属性 タブをクリックします。
4. 属性の新規作成 をクリックします。 属性の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
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5. 名前 テキスト ボックスに rallyattr と入力します。
6. 属性タイプ ラジオ ボックスから 編集 を選択します。
7. OK をクリックして、新しい属性を作成します。
8. Rally ユーザー ストーリーのリンク先となる各テストに、新しい属性を割り当てます。
9. 各テストに対して、適切な Rally ユーザー ストーリーの FormattedID の値となる、属性の値を設定

します。 複数のストーリーを 1 つのテストに割り当てる場合は、ID をカンマで区切ります(間に空白は
含めない)。 例：US10,US12,US14。

実行計画
このセクションでは、テストの割り当て、テスト実行のスケジュール、依存関係のセットアップ、キーワ
ードによる動的なハードウェア プロビジョニングの設定、および配置環境の設定などを含む、実行計画を
管理する方法について説明します。
実行計画 領域を利用すると、開発とテストの期間中、絶えずテスト実行を管理することができます。 この
領域を利用すると、実行計画の構成、実行計画のスケジュール、実行計画へのテストの割り当て、実行計
画の依存関係のセットアップ、および実行サーバー配置の構成、キーワードによる動的なハードウェア プ
ロビジョニングの構成などを行うことができます。 実行は、実行計画 ツリーという階層ツリー構造で表
示、編成、および維持管理されます。 各実行には、子テストをいくつでも関連付けることができます。 実
行計画 ツリーでは、任意の数の階層レベルで、実行をフォルダに体系的に整理することができます。

[実行計画] ツールバーの機能
実行計画 > 詳細ビュー
実行計画 > ドキュメント ビュー
実行ツールバーには、実行計画を管理するための重要なコマンドがあります。

注: 実行計画ツールバーの一部のコマンドは、実行計画 ツリーのコンテキスト メニューからも利用で
きます。

以下のコマンドが、[実行計画] ツールバーに含まれています。
コマンド アイコン 説明
ドキュメント ビュー すべての実行の選択したプロパティが単一のビューで示される、ドキ

ュメント ビュー を表示します。
詳細ビュー 実行計画 ツリーの単一の要素のプロパティを詳しく表示できる、詳細

ビュー を表示します。
子フォルダの新規作成 新しいフォルダを選択したプロジェクトまたはフォルダに追加しま

す。 このコマンドは、テスト サイクルに割り当てられている実行計
画では表示されません。

子構成スイートの新規作成 新しい構成スイートを選択したプロジェクトまたはフォルダに追加
します。 このコマンドは、テスト サイクルに割り当てられている実
行計画では表示されません。

子実行計画の新規作成 新しい実行計画を選択したプロジェクト、フォルダ、または構成スイ
ートに追加します。 このコマンドは、テスト サイクルに割り当てら
れている実行計画では表示されません。

編集 実行計画 ツリーの選択した要素を開いて編集します。

削除 実行計画 ツリーの選択した要素を削除します。 このコマンドは、テ
スト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。
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コマンド アイコン 説明
切り取り 実行計画 ツリーの要素を切り取り、クリップボードに保存します。

このコマンドは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では
表示されません。

コピー 実行計画 ツリーの要素をクリップボードにコピーします。 このコマ
ンドは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示され
ません。

貼り付け クリップボードから 実行計画 ツリーに、要素を貼り付けます。 この
コマンドは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示
されません。

子として貼り付け クリップボードから 実行計画 ツリーで現在選択されている要素に、
子として要素を貼り付けます。 このコマンドは、テスト サイクルに
割り当てられている実行計画では表示されません。

実行 実行計画に割り当てられているテストの実行を開始します。 このコ
マンドは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示さ
れません。

フィルタの新規作成 実行計画 ツリーに新しいカスタム フィルタを作成します。

フィルタ 実行計画 ツリーで利用可能なフィルタを一覧表示します。
フィルタの編集 現在選択されているカスタム フィルタを編集します。

フィルタの削除 現在選択されているカスタム フィルタを削除します。

フィルタのコピー 現在選択されているカスタム フィルタをコピーします。

PDF としてダウンロード この機能は、ドキュメント ビュー でのみ有効になります。 アクショ
ンによって、実行計画 ツリーで現在表示されているすべてのノードが
含まれる PDF が生成されます。

手動実行計画
このページにアクセスするには、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。
手動テストを計画する際の一般的な課題は、テストが多すぎる一方で、リソースが不足していることで
す。 最も効果の高いテストを実行することが重要です。 手動実行計画 ページは 2 つのビューに分かれて
いるため、分かりやすい操作が可能です。
テストの選択 手動テストを選択し、テスト サイクルにスケジューリングします。
テストの割り当
て

手動テストの実行計画を詳細に立てます。 特定のテスト サイクルでどの手動テスト担
当者がどのテストを実行するか決定します。

テストの選択 ビューにアクセスするには、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。
テストの割り当て ビューにアクセスするには、手動実行計画 ページの右上にある テストの割り当て をク
リックします。 テストの選択ビューに戻るには、左上にあるテストの選択をクリックします。

テストの選択
テストの選択 ビューは、手動実行計画 ページにアクセスして始めに表示されるビューです。 ここでは、フ
ィルタと品質目標を使用した手動テストの一覧の絞り込み、テスト サイクルの作成と編集、フィルタ処理
した手動テストのテスト サイクルへの割り当てを行えます。
テストの選択 ビューは以下の 3 つの領域に分かれています。
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• 左側の フィルタ条件 領域。 フィルタ機能により、次の領域に表示するテストを絞り込むことができま
す。

• 中央の 一致したテスト 領域。 このリストには、使用可能なテストがすべて表示されます。 フィルタを
適用すると、フィルタ処理されたテストだけが表示されます。

• 右側の テスト サイクル 領域。 ここでは、中央のリストからテストをテスト サイクルに割り当てること
ができます。

フィルタ条件
フィルタ条件 領域には次の 3 つのボックスがあります。
フィルタの
概要 そのページに適用されたすべてのフィルタを一覧表示します。

一覧からフィルタを削除するには、フィルタの横にある  をクリックします。
テスト フィ
ルタ 現在のプロジェクトのすべてのテスト フィルタの一覧が含まれています。

テスト フィルタを選択します。 フィルタ処理されたテストが 一致したテスト 領域に表示
されます。

品質目標/割
り当ての進
捗状況

プロジェクトの品質目標の一覧と品質目標の値が表示されます。
1 つ以上の品質目標値を選択します。 フィルタ処理されたテストが 一致したテスト 領域
に表示されます。
各品質目標値が 割り当ての進捗状況 バーを備えています。 このバーは、実行計画に割り当
て済みのテスト数と、要割り当てテスト数を表示します。

注目: これらの数には、手動テストと自動テストの数が含まれています。

マウスをバーの上に移動すると、以下が表示されます。
• 一致したテストの合計 の数。
• 目標達成テスト の数。
• 割り当て済みテスト の数。
• 要割り当てテスト の数。
割り当て済みテスト の数が 目標達成テスト の数よりも多い場合、感嘆符が表示されます。
これは、テストが必要数以上に割り当てられていることを意味します。

注目: これらの数には、手動テストと自動テストの数が含まれています。

注: 品質目標ごとに 1 つのテスト フィルタと 1 つの目標値のみ選択することができます。

複数の品質目標値(異なる品質目標から) を選択したり、 品質目標値とテスト フィルタを同時に選択した場
合、すべての条件に一致するテストだけが一致したテスト領域に表示されます。

一致したテスト
一致したテスト 領域は、選択したフィルタ条件に一致する手動テストを表示します。 デフォルトでは品質
目標やフィルタは選択されていませんので、すべての手動テストがグリッドに表示されます。
フィルタ条件 領域でフィルタと品質目標値を選択し、手動テストの一覧を絞り込みます。
一致したテスト グリッドのキャプションには以下が表示されます。
• 現在選択しているテストの数。
• 現在選択しているテストの合計予定時間。
このグリッドでは、以下のアクションを実行できます。
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• 手動テストをテスト サイクルに割り当てるには、テストをテスト サイクルのヘッダーにドラッグしま
す。

• 手動テストを手動テスト担当者に割り当てるには、テストをテスト サイクルのテスト担当者にドラッグ
します。

• 列を右クリックすると、手動テストのソート、グループ化、フィルタ設定、列の追加と削除、フィルタ
または表示のリセットが行えます。

• 手動テストを右クリックして、テストの詳細を表示したり、手動テストを印刷したりします。
• CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
• 複数のテスト サイクル/テスト担当者に同じテストを割り当てることができます。テストが少なくとも

1 回割り当てられると、割り当て済み 列に緑色のチェック マークが付きます。
•  をクリックすると、テストの詳細が表示されます。
• をクリックすると、テスト の 詳細ビューでテストが表示されます。

テスト サイクル
現在のプロジェクトのすべてのテスト サイクルの一覧を提供する テスト サイクル 領域について説明しま
す。 これは 手動実行計画 ページの中核となる領域であり、テストの選択 ビューと テストの割り当て ビュ
ーの両方で表示されます。 テスト サイクルは時間順に表示されます。
新しいテスト サイクルを作成するには、テスト サイクル 領域の上にある テスト サイクルの新規作成 をク
リックします。
テスト サイクルのヘッダーで、  をクリックして以下のアクションを実行します。
• テスト サイクルの編集
• 割り当て済みテスト担当者の編集
• 実行計画からテストをインポート
• テスト サイクルの複製
• テスト サイクルの削除
• テスト サイクルの開始
• テスト サイクルの完了
テスト サイクルで手動テスト担当者をクリックすると、 割り当てられているテストが 割り当て済みテス
ト 領域に表示されます。
テスト サイクルを選択するには、テスト サイクルのヘッダーをクリックします。 テスト サイクル (特定の
手動テスト担当者ではない) に割り当てられているテストが 割り当て済みテスト 領域に一覧表示されま
す。
割り当て済みテスト 領域が表示されない場合は、右上の テストの割り当て をクリックします。
テスト サイクルのボックスには、次の項目が表示されます。
• テスト サイクルの名前。
• 開始日と終了日。
• テストの進捗状況を視覚化するバーンダウン チャート。 テスト サイクルの終了までに、すべてのテス

トが完了する可能性を示します。 バーの上にマウスを移動すると、未完了テスト数が表示されます。
• カバー済みの最大利用可能時間の割合 (%)。 この割合 (%) は、割り当て済みテストの予定時間の合計

を、手動テスト担当者の最大利用可能時間の合計で除算することで計算しています。 この割合 (%) は、
テスト サイクルと個々のテスト担当者のどちらにも表示されます。 テスト サイクルまたは手動テスト
担当者にテストの負荷がかかりすぎると、緑色のボックスが赤に変ります。 詳細情報を表示するには、
この割合 (%) の上にマウスを移動します。

• テスト サイクルと個々のテスト担当者の両方の割り当て済みテストと完了したテストの数。 詳細情報
を表示するには、これらの数値の上にマウスを移動します。

• 各テスト サイクルに割り当てられている手動テスト担当者。 詳細情報を展開したり、折りたたんだり
するには、割り当て済みテスト担当者の数をクリックします。
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テスト サイクルを作成する
注: 実行計画 の 詳細ビュー および ドキュメント ビュー で新しいテスト サイクルを作成することも
できます。

テスト サイクルを作成するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクル 領域で、テスト サイクルの新規作成 をクリックします。 テスト サイクルの新規作成

ダイアログ ボックスが表示されます。
3. テスト サイクルの 名前 を入力します。
4. オプションで 説明 を入力します。
5. 開始日 の横にある  をクリックし、テスト サイクルの開始日時を設定します。
6. 終了日 の横にある  をクリックし、テスト サイクルの終了日時を設定します。
7. hh:mm 形式で、このテスト サイクルに必要な時間 (最大利用可能時間) を入力します。

この最大利用可能時間は、テスト担当者をテスト サイクルに追加するとすぐに、各テスト担当者の最大
利用可能時間の合計に置換されます。

8. OK をクリックします。 テスト サイクルが テスト サイクル 領域に追加されます。

手動テスト担当者をテスト サイクルに追加する
テスト サイクルを作成すると、手動テスト担当者とその最大利用可能時間を追加できます。
手動テスト担当者は 実行計画 の 詳細ビュー でも追加できます。 メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をク
リックします。 左側のテスト サイクルをクリックし、プロパティ ページで テスト担当者の追加/削除 を
クリックします。
手動テスト担当者をテスト サイクルに追加するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクル 領域のテスト サイクルのヘッダーで、  > 割り当て済みテスト担当者の編集 をクリ

ックします。 割り当て済みテスト担当者の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. テスト担当者の追加/削除 をクリックします。 テスト担当者の追加/削除 ダイアログ ボックスが表示

されます。
4. 選択可能 リストから使用するユーザー グループを選択します。
5. 選択可能 リストから 1 つ以上のユーザーを選択します。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のユーザーを選択できます。

6. 追加 または すべて追加 をクリックして、ユーザーを 選択済み リストに追加します。
7. OK をクリックします。 ユーザーが 割り当て済み手動テスト担当者 リストに追加されました。
8. テスト サイクルの各ユーザーの最大利用可能時間を 最大利用可能時間 フィールドに hh:mm 形式で

定義します。
9. 閉じる をクリックします。 テスト サイクルの 最大利用可能時間 は、各手動テスト担当者の最大利用可

能時間の累積値によって更新されます。

割り当て済みテスト担当者を編集する
手動テスト担当者をテスト サイクルとの間で追加/削除することができ、個々のテスト担当者の最大利用可
能時間を定義することができます。
割り当て済みテスト担当者を編集するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルのヘッダーにある テスト サイクル 領域で、  > 割り当て済みテスト担当者の編集 を

クリックします。 割り当て済みテスト担当者の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
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3. テスト担当者の追加/削除 をクリックします。 テスト担当者の追加/削除 ダイアログ ボックスが表示
されます。

4. 選択可能 リストから使用するユーザー グループを選択します。
5. テスト担当者を追加/削除するには：

• 選択可能 リストで 1 つ以上のユーザーを選択し、追加 または すべて追加 をクリックします。
• 選択済み リストで 1 つ以上のユーザーを選択し、削除 または すべて削除 をクリックします。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のユーザーを選択できます。

6. OK をクリックします。 ユーザーが 割り当て済みテスト担当者 リストに追加され、またはリストから
削除されました。

7. テスト サイクルの各ユーザーの最大利用可能時間を 最大利用可能時間 フィールドに hh:mm 形式で
定義します。

8. 閉じる をクリックします。 テスト サイクルの 最大利用可能時間 は、各手動テスト担当者の最大利用可
能時間の累積値によって更新されます。

割り当て済みテスト担当者を 詳細ビュー で編集することもできます。 メニューで 実行計画 > 詳細ビュ
ー をクリックします。 左側のテスト サイクルをクリックし、プロパティ ページで テスト担当者の追加/
削除 をクリックします。

テスト サイクルにテストを割り当てる
テスト サイクルにテストを割り当てるには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 一致したテスト 領域でテストをクリックし、テスト サイクルのヘッダーにドラッグします。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
テスト サイクルにテストが追加されます。
注: テストは、異なるテスト サイクルやテスト担当者に何度も割り当てることができます。 テストが
少なくとも 1 回割り当てられると、一致したテスト 領域の 割り当て済み 列に緑色のチェック マーク
が付きます。

手動テスト担当者にテストを割り当てる
注: テストを手動テスト担当者に割り当てる前に、手動テスト担当者をテスト サイクルに追加する必
要があります。

テストを手動テスト担当者に割り当て、テスト担当者間のワークロードを配分します。
テストは、異なるテスト サイクルやテスト担当者に何度も割り当てることができます。 テストが少なくと
も 1 回割り当てられると、一致したテスト 領域の 割り当て済み 列に緑色のチェック マークが付きます。
テストの割り当て ビューでテストを手動テスト担当者に割り当てることもできます。 右上にある テスト
の割り当て をクリックします。 割り当て済みテスト 領域でテストをクリックし、テスト サイクルの手動
テスト担当者にドラッグします。
手動テスト担当者にテストを割り当てるには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルで、<num> 人のテスト担当者が割り当てられています をクリックし、手動テスト担

当者のリストを展開します。
3. 一致したテスト 領域でテストをクリックし、テスト サイクルの手動テスト担当者にドラッグします。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
テストが手動テスト担当者に追加されます。
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実行計画からテストをインポートする
実行計画からテストをインポートするには、テスト サイクルと構成の管理 アクセス許可が必要です。
実行計画からテストをインポートするには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルのヘッダーにある テスト サイクル 領域で、  > 実行計画からテストをインポート を

クリックします。 実行計画の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. 実行計画を選択して OK をクリックします。 実行計画のすべてのテストが、テスト サイクルの テスト
担当者なし に割り当てられます。

テスト サイクルを複製する
テスト サイクルを複製するには、テスト サイクルと構成の管理 アクセス許可が必要です。
テスト サイクルを複製するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルのヘッダーにある テスト サイクル 領域で、  > テスト サイクルの複製 をクリックし

ます。 テスト サイクルの編集 ダイアログ ボックスが開きます。 プロパティ (名前、説明、開始日、終
了日 および 最大利用可能時間) が複製され、フィールドに入力されます。

3. オプションでプロパティを調整します。
4. OK をクリックします。 すべての割り当てられたテストおよびテスト担当者を持つテスト サイクルが

複製されます。

テスト サイクルを開始する
注: テスト サイクルを開始する前に、テスト サイクルの開始日が現在の日付と一致していることを確
認します。 一致しない場合は、テスト サイクルを別の日に開始できることを確認してください。

テスト サイクルを開始するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルのヘッダーにある テスト サイクル 領域で、  > テスト サイクルの開始 をクリックし

ます。
テスト サイクルを開始できるのは一度だけです。 テスト サイクルが既に開始されている場合、このア
クションは無効になります。 実行中のテスト サイクルには、開始日と終了日の間に テストの進捗状況
が表示されます。 まだ開始されていないテスト サイクルには、まだ開始していません と表示されま
す。 終了したテスト サイクルには、完了しました と表示されます。

割り当てられた手動テストは、手動テスト担当者に配布されます。テスト担当者には電子メールで通知さ
れ、ダッシュボードの ユーザーに割り当てられた手動テスト パネルに通知されたテストが表示されます。
テスト サイクルが開始した後でも、実行中のテストの変更、追加のテストの割り当て、テストの削除、テ
スト担当者間のテストの移動を行えます。

テスト サイクルを完了する
注: テスト サイクルを完了する前に、テスト サイクルの終了日が現在の日付と一致していることを確
認します。 一致しない場合は、テスト サイクルを別の日に完了できることを確認してください。

テスト サイクルを完了するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクルのヘッダーにある テスト サイクル 領域で、  > テスト サイクルの完了 をクリックし

ます。
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まだテスト サイクルが開始されていない場合、このアクションは無効になります。 実行されていない
テスト サイクルには、開始日と終了日の間に まだ開始していません と表示されます。 実行中のテス
ト サイクルには、テストの進捗状況 が表示されます。 完了したテスト サイクルには、完了しました と
表示されます。

3. テスト サイクルの完了 ダイアログ ボックスが開きます。 未実行のテストを実行するアクションを選
択し、完了 をクリックします。
注: 完了したテスト サイクルがロックされます。 完了したテスト サイクルに対しては、テストまたは
テスト担当者の追加、テストまたはテスト担当者の削除はできません。 完了したテスト サイクルから
テストをコピーするには、テストを別のテスト サイクルまたはテスト担当者にドラッグします。

テスト サイクルを削除する
注: 実行計画 の 詳細ビュー および ドキュメント ビュー でテスト サイクルを削除することもできま
す。 テスト サイクルを右クリックし、削除 をクリックします。

テスト サイクルを削除するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. テスト サイクル 領域のテスト サイクルのヘッダーで、  > テスト サイクルの削除 をクリックしま

す。
3. 削除確認 ダイアログ ボックスで、はい をクリックします。

テストの割り当て
このページにアクセスするには、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 右上にある テストの割り
当て をクリックします。
テストの割り当て ビューは、手動実行計画 ページの 2 番目のビューです。 ここで、選択したテスト サイ
クルに割り当てられた手動テストを整理することができます。

テスト サイクル
現在のプロジェクトのすべてのテスト サイクルの一覧を提供する テスト サイクル 領域について説明しま
す。 これは 手動実行計画 ページの中核となる領域であり、テストの選択 ビューと テストの割り当て ビュ
ーの両方で表示されます。 テスト サイクルは時間順に表示されます。
新しいテスト サイクルを作成するには、テスト サイクル 領域の上にある テスト サイクルの新規作成 をク
リックします。
テスト サイクルのヘッダーで、  をクリックして以下のアクションを実行します。
• テスト サイクルの編集
• 割り当て済みテスト担当者の編集
• 実行計画からテストをインポート
• テスト サイクルの複製
• テスト サイクルの削除
• テスト サイクルの開始
• テスト サイクルの完了
テスト サイクルで手動テスト担当者をクリックすると、 割り当てられているテストが 割り当て済みテス
ト 領域に表示されます。
テスト サイクルを選択するには、テスト サイクルのヘッダーをクリックします。 テスト サイクル (特定の
手動テスト担当者ではない) に割り当てられているテストが 割り当て済みテスト 領域に一覧表示されま
す。
割り当て済みテスト 領域が表示されない場合は、右上の テストの割り当て をクリックします。
テスト サイクルのボックスには、次の項目が表示されます。
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• テスト サイクルの名前。
• 開始日と終了日。
• テストの進捗状況を視覚化するバーンダウン チャート。 テスト サイクルの終了までに、すべてのテス

トが完了する可能性を示します。 バーの上にマウスを移動すると、未完了テスト数が表示されます。
• カバー済みの最大利用可能時間の割合 (%)。 この割合 (%) は、割り当て済みテストの予定時間の合計

を、手動テスト担当者の最大利用可能時間の合計で除算することで計算しています。 この割合 (%) は、
テスト サイクルと個々のテスト担当者のどちらにも表示されます。 テスト サイクルまたは手動テスト
担当者にテストの負荷がかかりすぎると、緑色のボックスが赤に変ります。 詳細情報を表示するには、
この割合 (%) の上にマウスを移動します。

• テスト サイクルと個々のテスト担当者の両方の割り当て済みテストと完了したテストの数。 詳細情報
を表示するには、これらの数値の上にマウスを移動します。

• 各テスト サイクルに割り当てられている手動テスト担当者。 詳細情報を展開したり、折りたたんだり
するには、割り当て済みテスト担当者の数をクリックします。

あるテスト サイクルから別のテスト サイクルにテストを移動する
あるテスト サイクルから別のテスト サイクルにテストを移動することができます。 これは、すべてのテス
トを時間内に完了できなかったために、これらのテストを次のテスト サイクルに持ち越す場合に便利です。
あるテスト サイクルから別のテスト サイクルにテストを移動するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 右上にある テストの割り当て をクリックします。 手動実行計画 ページが テストの割り当て ビューに

切り替わります。
3. 左側の テスト サイクル 領域で、テスト サイクルのヘッダーをクリックします。
4. 割り当て済みテスト 領域で、移動するテストをクリックして、別のテスト サイクルにドラッグしま

す。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
注目: 完了しているテストは移動できません。 実行中のテストを別のテスト サイクルに移動する場
合、中間結果は削除されます。 もう一度テストを開始しなければなりません。
注: 完了したテスト サイクルからのテストの移動、完了したテスト サイクルへのテストの移動は禁止
されています。 ドラッグすることで、別のテスト サイクルまたはテスト担当者に、完了したテスト
サイクルからテストをコピーできます。

あるテスト担当者から別のテスト担当者にテストを移動する
テスト サイクル内でワークロードを配分するために、ある手動テスト担当者から最大利用可能時間に制限
のない別のテスト担当者にテストを移動することができます。
ある手動テスト担当者から別の手動テスト担当者にテストを移動するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 右上にある テストの割り当て をクリックします。 手動実行計画 ページが テストの割り当て ビューに

切り替わります。
3. 左側の テスト サイクル 領域で、手動テスト担当者をクリックします。 手動テスト担当者に割り当てら

れているテストが 割り当て済みテスト 領域に一覧表示されます。
4. 移動するテストをクリックして、別の手動テスト担当者にドラッグします。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
注目: 完了しているテストは移動できません。 実行中のテストを別のテスト担当者に移動する場合、
中間結果は削除されます。 テスト担当者はテストを改めて開始する必要があります。
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注: 完了したテスト サイクルに割り当てられているテスト担当者に対して、またはそのテスト担当者
からテストを移動させることはできません。 ドラッグすることで、別のテスト サイクルまたはテスト
担当者に、完了したテスト サイクルからテストをコピーできます。

テスト サイクルからテストを削除する
テスト サイクルからテストを削除するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 右上にある テストの割り当て をクリックします。 手動実行計画 ページが テストの割り当て ビューに

切り替わります。
3. 左側の テスト サイクル 領域で、テスト サイクルのヘッダーをクリックします。 テスト サイクルに割

り当てられているテストが 割り当て済みテスト 領域に一覧表示されます。
4.

 をクリックして、テスト サイクルからテストを削除します。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
注: 完了したテスト サイクルからテストを削除することはできません。 ドラッグすることで、別のテ
スト サイクルまたはテスト担当者に、完了したテスト サイクルからテストをコピーできます。

手動テスト担当者からテストを削除する
手動テスト担当者からテストを削除するには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 右上にある テストの割り当て をクリックします。 手動実行計画 ページが テストの割り当て ビューに

切り替わります。
3. 左側の テスト サイクル 領域で、手動テスト担当者をクリックします。 手動テスト担当者に割り当てら

れているテストが 割り当て済みテスト 領域に一覧表示されます。
4. テスト サイクルからテストを削除したり、テスト サイクルにテストを残したまま、手動テスト担当者

からテストを削除したりできます。
• 手動テスト担当者とテスト サイクルからテストを削除するには、  をクリックします。
• テスト サイクルにはテストを残したまま、手動テスト担当者からテストを削除するには：割り当て
済みテスト 領域でテストをクリックし、テスト サイクル 領域の テスト担当者なし にドラッグしま
す。

CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
注: 完了したテスト サイクルに割り当てられている手動テスト担当者からテストを削除することはで
きません。 ドラッグすることで、別のテスト サイクルまたはテスト担当者に、完了したテスト サイ
クルからテストをコピーできます。

割り当て済みテスト
割り当て済みテスト 領域には、現在選択しているテスト サイクルまたは手動テスト担当者に割り当てられ
たテストが表示されます。
割り当て済みテスト グリッドのキャプションには以下が表示されます。
• 現在選択しているテスト サイクルの名前。
• 現在選択しているテスト担当者の名前。
グリッドでは、以下のアクションを実行できます。
• 手動テストを別のテスト サイクルに割り当てるには、テストをテスト サイクルのヘッダーにドラッグ

します。
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• 手動テストを (別の) 手動テスト担当者に割り当てるには、テストをテスト サイクルのテスト担当者に
ドラッグします。

• 列を右クリックすると、手動テストのソート、グループ化、フィルタ設定、列の追加と削除、フィルタ
または表示のリセットが行えます。

• 手動テストを右クリックすると、テストの詳細の表示、テスト構成の指定、テスト サイクルからのテス
トの削除が行えます。

• CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。
•  をクリックして、テスト サイクルからテストを削除します。
•  をクリックして、テストの詳細を表示します
•  をクリックして、手動テスト結果を表示します。
•  をクリックして、テスト の 詳細ビュー でテストを表示します。
• テスト サイクルからではなく、手動テスト担当者からテストを削除するには、テスト サイクル内のテ

ストを テスト担当者なし にドラッグします。
• 実行順序を変更するには、順序 フィールドをクリックし、順番を示す番号を入力して Enter を押しま

す。
注: テストをテスト サイクルに割り当てる際は、割り当て元となるテスト コンテナを 1 つに限定
してください。 複数を使用した場合、順番を示す番号が一意でなくなります。 複数のテスト コン
テナのテストを割り当てる場合、テストを テスト コンテナ 列でグループ化することができます。

注: フィルタ条件 領域にフィルタまたは品質目標値を適用すると、割り当て済みテスト グリッド内の
フィルタに一致しないテストが無効になります。

手動構成テスト
さまざまなソフトウェアおよびハードウェア構成で手動テストを実行することができます。
手動テストに構成を割り当てるには：
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。 手動実行計画 ページが表示されます。
2. 右上にある テストの割り当て をクリックします。 手動実行計画 ページが テストの割り当て ビューに

切り替わります。
3. 割り当て済みテスト 領域でテストを右クリックします。
CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して複数のテストを選択できます。

4. 構成の指定 をクリックします。 構成の指定 ダイアログ ボックスが開きます。
5. オプションで 構成の新規作成 をクリックして、名前を入力します。

構成をより詳細に編集し、整理するには、実行計画 > 構成 を選択します。
6. 1 つまたは複数の構成にチェックを付けます。 テスト/構成の組み合わせごとに、テストのインスタン

スが 割り当て済みテスト グリッドに追加されます。
注: 構成のチェックを外すと、このテスト/構成の組み合わせのインスタンスが現在選択されている
テスト担当者から削除されます。 ただし、別のテスト担当者に割り当てられたインスタンスは削
除されません。

7. OK をクリックします。
新しいテストのインスタンスを、さまざまな手動テスト担当者およびテスト サイクルに割り当てることが
できます。

ウォークスルー
このウォークスルーでは、手動実行計画 の機能を例を使って示します。 例は以下の仮説を使用していま
す。
• 要件は完全に文書化され、リスク プロパティによって分類されています。
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• 575 の手動テストが完全に文書化され、要件に割り当てられ、特定のテストの実行の必要性を定義す
る Importance 属性によって分類されています。

• プロジェクト終了条件 とも呼ばれる品質目標は要件プロパティ リスク とテスト属性 Importance に
基づいて定義されています。 これらの品質目標は必要なテストのレベルです。

• 計画するテストは品質目標を最もよく達成できるテストのみです。

概要 (ウォークスルー)
手動実行計画 ページは 4 つの領域で構成され、2 つの画面に表示されます。 最初の画面の テストの選択
画面では、テスト サイクルのテストを選択し、スケジュールすることができます。 2 番目の画面の テスト
の割り当て 画面では、選択したテスト サイクルのテストを、実行するテスト担当者に割り当てることがで
きます。
テストの選択 画面は以下の 3 つの領域に分かれています。
• 左側の フィルタ条件 領域。 フィルタ機能により、次の領域に表示するテストを絞り込むことができま

す。
• 中央の 一致したテスト 領域。 このリストには、使用可能なテストがすべて表示されます。 フィルタを

適用すると、フィルタ処理されたテストだけが表示されます。
• 右側の テスト サイクル 領域。 中央のリストからこの領域内の定義した期間を表すテスト サイクルに

テストを割り当てることができます。

テストの割り当て 画面にアクセスするには、右上にある テストの割り当て >>> をクリックします。 こ
の画面は以下の 2 つの領域に分かれています。
• 左側の テスト サイクル 領域。 この領域は テストの選択 画面上の領域と同じです。つまり、両方の画

面に表示されます。
• 左側の 割り当て済みテスト 領域。 このリストには、現在選択しているテスト サイクルに追加されたテ

ストが表示されます。 この領域のリストから テスト サイクル 領域にテストをドラッグし、テスト担当
者にドロップすることができます。
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テスト サイクルを作成する (ウォークスルー)
最初のステップでは、テスト サイクルを作成します。 テスト サイクルとは、開始日時、終了日時、および
手動テスト担当者のリストで構成される定義済みの期間です。 テスト サイクルに 週 21 という名前を付
けます。
1. メニューで、実行計画 > 手動実行計画 をクリックします。
2. 右側の テスト サイクル 領域で、テスト サイクルの新規作成 をクリックします。 テスト サイクルの新
規作成 ボックスが表示されます。

3. テスト サイクルの名前を入力します。ここでは、週 21 と入力しました。
4. オプションで説明を入力します。
5. 開始日 の横にある  をクリックし、テスト サイクルの開始日時を設定します。
6. 終了日 の横にある  をクリックし、テスト サイクルの終了日時を設定します。
7. hh:mm 形式で、このテスト サイクルに必要な時間 (最大利用可能時間) を入力します。ここでは、

35:00 と入力しました。
8. OK をクリックします。
テスト サイクル 領域にテスト サイクルが表示されます。 現時点では、テスト担当者は割り当てられてい
ません。 次のステップでは、テスト担当者を割り当てます。
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手動テスト担当者を追加する (ウォークスルー)
次のステップでは、手動テスト担当者をテスト サイクルに追加します。 各手動テスト担当者がこのテス
ト サイクルで使用する最大利用可能時間も定義します。
1. テスト サイクル 週 21 のヘッダーで、  > 割り当て済みテスト担当者の編集 をクリックします。 割り
当て済みテスト担当者の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

2. テスト担当者の追加/削除 をクリックします。 テスト担当者の追加/削除 ダイアログ ボックスが表示
されます。

3. 選択可能 リストからユーザー グループを選択します。
4. 選択可能 リストのユーザー グループから 1 つ以上のユーザーを選択します。
5. 追加 または すべて追加 をクリックして、ユーザーを 選択済み リストに追加します。
6. OK をクリックします。 ユーザーが 割り当て済みテスト担当者の編集 ダイアログ ボックスのリストに

追加されました。
7. 追加された各ユーザーに対して、テスト サイクルの最大利用可能時間を 最大利用可能時間 フィールド

に hh:mm 形式で設定します。
8. 閉じる をクリックします。
テスト サイクル全体および各手動テスト担当者の両方の利用可能なリソースがテスト サイクルに表示さ
れます。 未完了の割り当て済みテストがバーンダウン チャートに表示されます。 テスト サイクルを作成
し、手動テスト担当者を追加したら、実行するテストを次のステップで決定します。
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テストを選択してスケジューリングする (ウォークスルー)
このトピックでは、テストをテスト サイクルに割り当てる方法について説明します。 目標は、定義された
品質目標を最もよくカバーするテストを選択することです。 品質目標は要件のリスクに基づく場合があり
ます。 一般的には、高リスクを持つ状態をまず最初にテストします。
1. 左側の フィルタ条件 の 品質目標 で、Requirement Risk チェック ボックスをオンにします。 一致し
たテスト のリストを重要なテストに絞り込みます。

2. 一致したテスト 領域で、列を右クリックし、テストをソート、フィルタ、またはグループ化します。 こ
れにより、スケジュールが必要なテストを選択しやすくなります。

3. 1 つまたは複数のテストを選択し、右側の テスト サイクル 領域にドラッグして、テスト サイクルにド
ロップします。 テスト サイクルにテストを追加すると、既に使用されているリソースのインジケータ
が更新されます。 このインジケータの上にマウスを移動すると、総最大利用可能時間、予定時間、残り
時間に関する詳細情報が表示されます。

4. 最重要リスクを持つすべてのテストをスケジューリングしたら、高リスクを持つテストをスケジューリ
ングします。 その後、中リスクを持つテストをスケジューリングし、以下同様の手順を繰り返します。

テスト サイクルに割り当てられたテストが テスト担当者なし 行に移動しました。 次のステップでは、手
動テスト担当者を割り当てます。
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手動テスト担当者にテストを割り当てる (ウォークスルー)
ここでテスト サイクルのテストを手動テスト担当者に割り当てます。
1. 右上にある テストの割り当て >>> をクリックします。 テストの割り当て 画面が表示されます。
2. 左側の テスト サイクル 領域で、テスト サイクルの テスト担当者なし 行をクリックします。 テスト担

当者に割り当てられていないすべてのテストが、右側の 割り当て済みテスト 領域に表示されます。
3. 1 つまたは複数のテストを選択し、左側の テスト サイクル 領域にドラッグして、手動テスト担当者に

ドロップします。 手動テスト担当者にテストを割り当てると、リソース インジケータが更新されま
す。 このインジケータの上にマウスを移動すると、最大利用可能時間、予定時間、残り時間に関する詳
細情報が表示されます。

4. 手動テスト担当者へのテストの割り当てが完了したら、  > テスト サイクルの開始 をクリックしてテ
ストを開始します。

テスト サイクルを開始すると、テストが割り当てられたことを示す電子メールが各手動テスト担当者に送
信されます。 テスト用受信トレイ (ユーザーに割り当てられた手動テスト) を個人のダッシュボードに追
加することができます。 ユーザーに割り当てられたすべてのテストがここに一覧表示されます。

構成テスト
構成テストは、サポートされる各ソフトウェア構成とハードウェア構成に関するシステムのテストを行う
処理です。
実行 領域では、割り当て済みテストの再利用を有効にすることによって構成テストをサポートしていま
す。 構成スイートは、割り当て済みの一連のテストと共に作成できます。構成スイートに追加するすべて
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の実行計画にも、一連のテストが割り当てられます。 既存の実行計画から構成スイートを作成し、実行 ツ
リー内の実行計画を構成スイートにコピーするかまたは切り取って貼り付けることもできます。 Test
Manager を使用すると、パラメータ、キーワード、および手動テスト担当者を構成に追加したり、これら
を構成から削除したりできます。 既存の実行計画から構成スイートを作成すると、すべての実行計画の結
果が構成スイートに保持されます。 実行計画をコピーして既存の構成スイートに貼り付けた場合、これら
の結果は保持されません。
構成スイートの各実行計画は、編集可能 グリッドに表示されます。 特定のテストを含む実行計画または構
成は、テストの プロパティ タブで表示できます。 また、特定の要件に関連付けられた実行計画または構成
は、要件の 割り当て済みテスト タブで表示できます。
自動テストの構成を定義するには、構成スイートの設定 ページを使用します。 手動テストの構成を定義す
るには、構成 ページを使用します。

構成スイートを作成する
構成スイートを作成するには：
1. メニューで、実行計画 > 詳細ビュー または 実行計画 > ドキュメント ビュー をクリックします。
2. ルート ノードまたは 実行 ツリーのフォルダを右クリックして 子構成スイートの新規作成 を選択する

か、ツールバーの  をクリックします。 構成スイートの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されま
す。

3. 新しい構成スイートの 名前 と 説明 を入力します。
4. リスト ボックスから テスト コンテナ を選択します。
5. リスト ボックスから バージョン と ビルド を選択するか、ビルド情報ファイルからの読み込み チェッ

ク ボックスをオンにしてバージョンとビルドをファイルから読み込みます。
6. 省略可能：自動化ファイルの最新バージョンの代わりに、前のバージョンがソース管理システムから取

得されるよう、ソース管理ラベル テキスト ボックスに指定できます。
注: ソース管理ラベル プロパティが有効になるのは、関連付けられているテスト コンテナでバー
ジョン管理をサポートするソース管理プロファイルが使用される場合のみです。

7. OK をクリックします。

実行計画から構成スイートを作成する
既存の実行計画から構成スイートを作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、構成スイートの作成元にする実行計画を右クリックして、構成スイートに変換 を選択

します。 Test Manager は、選択した実行計画と同じ名前の新しい構成スイート ノードを 実行 ツリー
に作成し、実行計画を構成サブノードとして構成スイートに追加します。

既存の実行計画から構成スイートを作成すると、すべての実行計画の結果が構成スイートに保持されま
す。 実行計画をコピーして既存の構成スイートに貼り付けた場合、これらの結果は保持されません。

パラメータを構成に追加する
構成に定義済みパラメータを追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、パラメータを追加する構成ノードを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. パラメータの追加/削除 をクリックします。 パラメータの追加/削除 ダイアログ ボックスが開きます。

ダイアログ ボックスの右側にある 割り当て済みパラメータ リスト ボックスに、構成に対して定義され
ているすべてのパラメータが一覧表示されます。

5. パラメータの選択または入力 リスト ボックスで、実行環境の要件を反映するパラメータを選択しま
す。
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一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のパラメータを選択します。

6. パラメータの選択または入力 リスト ボックスに一覧表示されたパラメータのいずれかを追加するに
は、パラメータを選択して > をクリックします。

7. 新規パラメータを作成するには、パラメータの入力 テキスト ボックスにパラメータ名を入力して、
Enter を押すか > をクリックします。

ヒント: パラメータの入力 テキスト ボックスでは、オートコンプリート機能が有効になっていま
す。 このフィールドに英文字を入力すると、フィールドはその入力された文字に一致する既存の
パラメータで動的に更新されます。 複数のパラメータが パラメータの選択 または 割り当て済み
パラメータ リスト ボックスで選択されている場合、このテキスト ボックスは無効になります。

8. OK をクリックします。 パラメータの追加/削除 ダイアログ ボックスが閉じ、新規パラメータごとに新
しい列がグリッドに追加されます。

構成からパラメータを削除する
定義済みパラメータを構成から削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、パラメータを削除する構成ノードを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. パラメータの追加/削除 をクリックします。 パラメータの追加/削除 ダイアログ ボックスが開きます。

ダイアログ ボックスの右側にあるリスト ボックスに、構成に対して定義されているパラメータがすべ
て一覧表示されます。

5. リスト ボックスからパラメータを削除するには、パラメータを選択して < をクリックします。
6. OK をクリックします。 パラメータの追加/削除 ダイアログ ボックスが閉じ、削除されたパラメータの

列がグリッドから削除されます。

キーワードを構成に割り当てる
キーワードを構成に割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する構成スイートを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. キーワードを追加する構成の キーワード 列をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ ボ

ックスが開きます。
5. キーワードの選択または入力 リスト ボックスで、実行環境の要件を反映するキーワードを選択しま

す。
一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のキーワードを選択します。

ヒント: キーワードの入力 テキスト ボックスでは、オートコンプリート機能が有効になっていま
す。 このフィールドに英文字を入力すると、フィールドはその入力された文字に一致する既存の
キーワードで動的に更新されます。 複数のキーワードが キーワードの選択または入力 または 割
り当て済みキーワード リスト ボックスで選択されている場合、このテキスト ボックスは無効にな
ります。
ヒント: 自動実行計画の場合、数台の実行サーバーしかなく、ハードウェア プロビジョニングが必
要ないときは、実行サーバーごとに作成されるデフォルトの予約済みキーワードを使用するだけで
十分である可能性があります。 その場合、新たにキーワードを選択する必要はありません。

6. > をクリックして、キーワードを 割り当て済みキーワード リスト ボックスに移動します。
注: 自動実行計画の場合、割り当てられたキーワードに一致する実行サーバーが、下の動的に更新
される キーワードに一致した実行時に配置可能な実行サーバー リスト ボックスに表示されます。
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この一覧は、キーワードを追加/削除するたびに更新されます。 実行サーバーにアクセスするに
は、管理 > 実行サーバー で、一覧の実行サーバーの名前をクリックします。

7. OK をクリックしてキーワードを保存し、キーワードの割り当て ダイアログ ボックスを閉じます。

構成からキーワードを削除する
構成からキーワードの割り当てを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する構成スイートを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. キーワードを削除する構成の キーワード 列をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ ボ

ックスが開きます。
5. 割り当て済みキーワード リスト ボックスで、必要ではなくなったキーワードを選択します。

一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のキーワードを選択します。

6. < をクリックして、キーワードの割り当てを削除します。
7. OK をクリックしてキーワードを保存し、キーワードの割り当て ダイアログ ボックスを閉じます。

注: 使われなくなったキーワードは、システムから自動的に削除されます。

構成に手動テスト担当者を追加する
手動テストを含む構成の場合は、設定 ページで、選択されている構成にユーザーを手動テスト担当者とし
て割り当てることができます。 複数の手動テスト担当者を構成に割り当てることができます。
手動テスト担当者を構成に割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する構成スイートを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. 手動テスト担当者を追加する構成の 手動テスト担当者 列をクリックします。 手動テスト担当者 ダイ

アログ ボックスが開きます。
5. 選択可能 リスト ボックスで、テスト担当者が所属するユーザー グループを選択します。 そのユーザ

ー グループのすべてのメンバがリスト ボックスに表示されます。
6. 手動テスト担当者として割り当てるユーザーの名前を選択します。
7. 追加 をクリックして、ユーザーを 選択済み リスト ボックスに追加します。または、すべて追加 をクリ

ックして、グループのすべてのメンバとテスト担当者を追加します。
8. OK をクリックして、手動テスト担当者 ダイアログ ボックスを閉じます。

構成からテスト担当者の割り当てを削除する
構成からテスト担当者の割り当てを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト担当者の割り当てを削除する構成ノードを選択します。
3. 設定 タブをクリックします。
4. 手動テスト担当者を削除する構成の 手動テスト担当者 列をクリックします。 手動テスト担当者 ダイ

アログ ボックスが開きます。
5. 選択済み リスト ボックスから、削除する割り当て済みユーザーの名前を選択します。
6. 削除 をクリックして、選択済み リストからユーザーを削除するか、すべて削除 をクリックして、テス

ト担当者の割り当てをすべて削除します。
7. OK をクリックして、手動テスト担当者 ダイアログ ボックスを閉じます。
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[構成スイートの設定] ページ
このページにアクセスするには、実行計画 > 詳細ビュー > <構成スイート> > 構成 をクリックします。
構成 タブには、構成スイートに含まれる構成が表示されます。 グリッドには、子実行計画の自動生成デー
タが表示されます。
グリッドに各構成を追加すると、構成スイートで実行される新しい実行計画が作成されます。
新しい構成を定義する場合は、構成の新規作成 をクリックします。 パラメータを追加/削除するには、パ
ラメータの追加/削除 をクリックします。
一覧表示される構成ごとに、ページに次の列が表示されます。
列 説明
アクション • 構成を削除するには、  をクリックします。

• 構成を複製するには、  をクリックします。

名前 構成の名前。 変更するには、名前をクリックします。
キーワード 構成に割り当てられた実行キーワードのリスト。 リストを変更するには、リ

ンクをクリックします。
手動テスト担当者 構成に割り当てられた手動テスト担当者のリスト。 リストを変更するには、

リンクをクリックします。
パラメータ グリッドに複数のパラメータ列を指定できます。 グリッドにパラメータを

追加したり、グリッドからパラメータを削除するには、パラメータの追加/削
除 をクリックします。 パラメータに値を追加するには、フィールドをクリッ
クし、値を入力します。

[構成] ページ
このページにアクセスするには、実行計画 > 構成 をクリックします。
構成 ページには、定義された構成の一覧がグリッドで表示されます。 手動テストでのみこれらの構成を使
用することができます。 自動テストの構成の定義については、構成スイートの設定 ページを参照してくだ
さい。
新しい構成を定義する場合は、構成の新規作成 をクリックします。 パラメータを追加/削除するには、パ
ラメータの追加/削除 をクリックします。
一覧表示される構成ごとに、ページに次の列が表示されます。
列 説明
アクション • 構成を削除するには、  をクリックします。

• 構成を複製するには、  をクリックします。

名前 構成の名前。 変更するには、名前をクリックします。
キーワード 構成に割り当てられた実行キーワードのリスト。 リスト

を変更するには、リンクをクリックします。
パラメータ グリッドに複数のパラメータ列を指定できます。 グリッ

ドにパラメータを追加したり、グリッドからパラメータを
削除するには、パラメータの追加/削除 をクリックしま
す。 パラメータに値を追加するには、フィールドをクリ
ックし、値を入力します。
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実行計画 ドキュメント ビュー
実行計画 > ドキュメント ビュー
実行計画 領域における実行プロパティの表示には、ドキュメント ビュー と 詳細ビュー の 2 種類がありま
す。 ドキュメント ビュー では、選択したプロジェクトで扱われているすべての実行計画、フォルダ、およ
び構成スイートの最新実行で定義されたプロパティおよび特性が、読み取り専用情報として一覧表示され
ます。 ドキュメント ビュー を使用して、実行計画の実行を計画します。 フィルタを使用すると、フィル
タが適用された実行計画サブセットの実行時間の見積もりを取得できます。
この ドキュメント ビュー には、選択された要素の次の列が 実行計画 ツリーで表示されます。
列 説明
ステータス フォルダまたは構成スイートに対して、実行計画の最新実行で累積さ

れたテスト ステータス、または含まれるすべての実行計画で累積さ
れたテスト ステータス。 実行計画 ツリーにフィルタを適用した場
合、テスト ステータスの合計はフィルタが適用された実行計画にの
み基づきます。

割り当て済みテスト 割り当て済みテストの総数。 実行計画 ツリーにフィルタを適用した
場合、割り当て済みテストの量はフィルタが適用された実行計画にの
み基づきます。

ビルド 実行計画の実行時に使用されるビルド。
バージョン 実行計画の実行時に使用されるバージョン。
製品 関連テスト コンテナが基づいている製品。
優先度 自動実行計画の場合、複数の実行計画がキューに入れられたが、1 台

の実行サーバーのみが使用可能な場合、優先度 によって、最初に実
行される実行計画が決定されます。

前回の実行 実行計画が最後に開始された日時。
予定時間 すべての手動テストの予定時間の合計。 実行計画 ツリーにフィルタ

を適用した場合、予定時間はフィルタが適用された実行計画にのみ基
づきます。

実行時間 実行計画の最新実行の期間。または、フォルダか構成スイートの場合
は、含まれているすべての実行計画の最新実行で累積された期間。
実行計画 ツリーにフィルタを適用した場合、実行時間はフィルタが
適用された実行計画にのみ基づきます。

次回の実行 次に予定されている実行。
テスト コンテナ この実行計画に割り当てることができるテストが含まれているテス

ト コンテナ。

注: 実行計画の合計は、現在表示されているすべての実行計画に関して親レベルになります。 実行計
画 ツリーにフィルタを適用した場合、実行計画の合計はフィルタが適用された実行計画にのみ基づき
ます。 たとえば、実行計画の合計にはフィルタによって選択されるすべての子実行計画からの実行が
含まれ、プロジェクトの合計にはフィルタによって選択されるすべての実行計画からの実行が含まれ
ます。

実行計画 ツリーで作業する
実行計画 > 詳細ビュー
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フォルダ、実行計画および構成スイーツは、実行計画 ツリーという階層ツリー構造で表示、編成、および
維持管理されます。 実行計画 ツリーでは、任意の数の階層レベルで、フォルダ、実行および構成スイーツ
をフォルダに体系的に整理することができます。

注: 実行計画 ツリーに、一度に表示したときに応答に影響が出るほど要素がある場合、要素は順に表
示されます。 ツリーの下部にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素 (一度に 1 ペー
ジ) を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

実行計画ツリーの展開と折りたたみ
表示上の必要性に応じて、実行計画 ツリーの階層レベルを折りたたんだり、すべての階層レベルを表示し
たりすることができます。
実行計画 ツリーのレベルの折りたたみや展開を行うには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーでフォルダを選択し、引き続き次のいずれかのオプションを実行します。

• フォルダ名の左にある  をクリックして、フォルダを展開します。
• フォルダ名の左にある  をクリックして、フォルダを折りたたみます。
• フォルダを右クリックして、展開 または 折りたたみ を選択します。

実行計画ツリーの要素の編集
既存の実行計画要素を編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、編集する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、要素を右クリックして 編集 を選択します。 ダイアログ ボックス

が表示されます。
4. ダイアログ ボックスの基準を変更し、要素を編集します。

実行計画では、実行もテストも実行計画に割り当てられていない場合、実行計画に対して代わりのテス
ト コンテナを、テスト コンテナ リスト ボックスから選択することができます。

5. OK をクリックして、編集した要素を保存します。

実行計画ツリーの要素のコピー
実行計画、フォルダ、構成スイートをコピーして貼り付けるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、コピーする要素を選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、要素を右クリックし、コピー を選択します。
4. 要素の貼り付け先のフォルダを選択します。
5. ツールバーの  をクリックするか、対象ノードを右クリックして 貼り付け を選択します。 実行計画

ツリーが更新され、貼り付けた要素のコピーが表示されます。 すべての割り当て済みテスト、フィル
タ、スケジュール パラメータが、要素と一緒にコピーされます。

実行計画ツリーの要素の削除
実行計画、フォルダ、構成スイートを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、削除する要素を選択します。
3. ツールバーの  をクリックするか、要素ノードを右クリックして 削除 を選択します。
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4. 削除確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、実行計画 ツリーから要素を削除します。
実行計画 ツリーの要素を削除する際、割り当て済みテストの実行結果も、一緒に削除されます。 テストの
実行結果が、その後もレポートに表示される場合がありますが、それは、データベースに保存されており、
要素の削除後すぐに更新されていないためです。

実行計画ツリーにフィルタを適用する
次の手順に従い、選択されたノードおよび子ノードのみが表示されるよう、実行計画 ツリーをフィルタし
ます。 これは、実行計画のサブセットを PDF に印刷する場合などに便利です。
1. 表示する実行計画を定義するカスタム フィルタを作成します。
2. ツリー ビューからフォルダまたは構成スイートを選択し、サブツリーのフィルタ表示 を右クリックし

て選択します。

[実行計画] の [プロパティ] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行ツリー要素> > プロパティ
プロパティ ページには、選択したプロジェクト、フォルダ、実行計画、構成スイートに関係する基本プロ
パティが一覧表示されます。
プロパティ 説明
実行計画名/構成スイート名/フォルダ名 実行計画 ツリーの要素の名前。
実行計画 ID/構成スイート ID/フォルダ ID 要素のデータベース識別子。
説明 要素の説明。

注: Test Manager では、HTML フォーマットをサ
ポートしており、説明 テキスト ボックスの HTML
コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

テスト コンテナ 実行計画または構成スイートが関連付けられているテス
ト コンテナ。 クリックすると、テスト 領域内のテスト
コンテナにアクセスすることができます。

バージョン 実行計画の実行時に使用されるバージョン。
ビルド 実行計画の実行時に使用されるビルド。
優先度 自動実行計画の場合、複数の実行計画がキューに入れられ

たが、1 台の実行サーバーのみが使用可能な場合、優先
度 によって、最初に実行される実行計画が決定されます。

SilkTest Classic AUT ホスト名 テスト対象のアプリケーションのホスト名。 SilkTest
Classic の実行計画専用。

テスト この実行計画または構成スイートが関連付けられている
テスト。

ソース管理ラベル 構成スイートには存在しません。 オプションとして、実
行計画を最新バージョンよりも前のバージョンにするよ
うに、ソース管理ラベル テキスト ボックスに指定するこ
とができます。 このラベルは、ソース管理システムで管
理されている特定のバージョン (テスト コンテナが関連
付けられているもの) を指す必要があります。 このテキ
スト ボックスに何も指定されていない場合、実行計画の
最新バージョンが取得されます。
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プロパティ 説明

ソース管理ラベル プロパティが有効になるのは、関連付
けられているテスト コンテナでバージョン管理をサポー
トするソース管理プロファイルが使用される場合のみで
す。
ソース ファイルの複数のバージョンを扱う場合には、実
行サーバーに十分な空きディスク領域があることを確認
してください。 どの実行サーバーでも各バージョンが専
用のフォルダに保存されます。

前回の実行のステータス フォルダまたは構成スイートに対して、実行計画の最新実
行で累積されたテスト ステータス、または含まれるすべ
ての実行計画で累積されたテスト ステータス。

前回の実行 要素の実行が最後に開始された日時。
実行時間 実行計画の最新実行の期間。または、フォルダか構成スイ

ートの場合は、含まれているすべての実行計画の最新実行
で累積された期間。
最も単純なケース (単一実行サーバーでの自動テストの
場合や手動テストのみの場合) では、実行時間は 実行 ペ
ージに表示されている最新実行の時間になります。 最新
の実行で自動テストと手動テストが両方とも実行された
場合は、テストが後で実行されるかどうかで、自動テスト
のみあるいは手動テストのみが考慮されます。 実行計画
に複数のテストが含まれている場合は、最初のテストの実
行開始時点から最後のテストの実行完了時点までが実行
時間になります。 これにはオーバーヘッド時間、すなわ
ち実行の合間にテストの停止/開始に必要な時間も含まれ
ます。

次回の実行 この要素の次回の実行。
作成日時 要素が作成された日付と時刻。
作成者 要素を作成したユーザーの名前。
変更日時 要素が最後に変更された日付と時刻。
変更者 要素を最後に変更したユーザーの名前。

[テスト サイクル] の [プロパティ] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <テスト サイクル> > プロパティ
テスト サイクルのプロパティ ページは、実行計画 ツリーからテスト サイクルを選択して プロパティ をク
リックすると表示されます。
プロパティの編集 をクリックして テスト サイクルの編集 ダイアログ ボックスを表示して、テスト サイク
ルの 名前、説明、および 予定時間 を編集することができます。
以下の表に、使用可能なテスト サイクルのプロパティを示します。
プロパティ 説明
テスト サイクル名 テスト サイクルの名前。 テスト サイクルの編集 ダイアログ ボックスでこの値を編集し

ます。
テスト サイクル ID テスト サイクルの一意の ID。
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プロパティ 説明
説明 テスト サイクルの説明。 テスト サイクルの編集 ダイアログ ボックスでこの値を編集し

ます。
前回の実行のステータス テスト サイクルの実行計画内にあるすべてのテストの前回の実行ステータスを集約した

ステータスであり、次の値を取ります：合格、失敗、未実行、または N/A。
前回の実行の開始時間 前回の実行の開始時間。
テスト サイクル開始日 テスト サイクルのスケジュールされた開始日。
テスト サイクル終了日 テスト サイクルのスケジュールされた終了日。
最大利用可能時間
(hh:mm)

テスト サイクルにかかると予想される時間。 テスト サイクルの編集 ダイアログ ボック
スでこの値を編集します。
テスト サイクルに手動テスト担当者を割り当てる場合、最大利用可能時間 の値は各手動テ
スト担当者の 最大利用可能時間 の合計となります。

予定時間 (hh:mm) テスト サイクルのすべての割り当て済み実行計画内のすべての手動テストの累積予定時
間。

残り時間 (hh:mm) 最大利用可能時間から予定時間を差し引いた残りの利用可能時間です。
作成日時 テスト サイクルが作成された日時。
作成者 テスト サイクルを作成したユーザー。
変更日時 テスト サイクルが最後に変更された日時。
変更者 最後にテスト サイクルを変更したユーザー。

割り当て済み手動テスト担当者
このセクションでは、サイクルに含まれるすべての手動テスト担当者を一覧で示します。
プロパティ 説明
テスト担当者 テスト担当者のユーザー名。
最大利用可能時間 このテスト担当者がテスト サイクルに利用可能な時間を hh:mm 形式で入力します。 各

テスト担当者のすべての最大利用可能時間値の合計がテスト サイクルの 最大利用可能時
間 の値となります。

テスト担当者の追加/削
除

クリックすると 手動テスト担当者 ダイアログ ボックスが開き、テスト担当者をテスト サ
イクルに追加できます。

実行計画、フォルダ、構成スイートを管理する
実行計画は、単一のテスト コンテナに格納されている割り当て済みテストの集まりです。 実行計画は、設
定可能なスケジュールで実行することができるほか、指定した実行サーバーに配置することができます。
実行計画の追加や編集の手順は、自動実行計画の場合も手動実行計画の場合も同じです。

実行計画を作成する
実行計画を作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーのテスト サイクルから既存のフォルダを選択するか、プロジェクト ノードを選択しま

す。
3. ツールバーの  をクリックするか、選択されたノードを右クリックして 子実行計画の新規作成 を選択

します。 実行計画の新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行計画の名前と説明を入力します。

236 | SilkCentral Test Manager 12.0



注: Test Manager では、HTML フォーマットをサポートしており、説明 テキスト ボックスの
HTML コンテンツの切り取り/貼り付けが可能です。

5. テスト コンテナ リスト ボックスからテスト コンテナを選択します。
1 つのテスト実行には、1 つのテスト コンテナしか関連付けることはできません。また、この 1 つのテ
スト コンテナからのみ、テストを実行できます。
このコンテナが属する製品で定義されている最新のバージョンとビルドが、バージョン リスト ボック
スと ビルド リスト ボックスに自動的にインポートされます。

6. バージョン リスト ボックスと ビルド リスト ボックスから、製品のバージョンとビルドをそれぞれ選択
します。
この実行計画の新規実行の開始時には、これらが使用されます。 また、各実行の開始時に、ビルド情報
ファイルからの読み込み チェック ボックスをオンにすると、アプリケーション サーバーのビルド情報
ファイルから、バージョンとビルドが読み込まれます。 実行サーバー上でビルド情報ファイルが使用で
きる場合は、テスト実行時に、デフォルトでこのファイルが使用され、実行計画の新規作成 ダイアロ
グ ボックスの設定が上書きされます。

7. 優先度 リスト ボックスから、実行計画の優先度を選択します。
優先度パラメータは、データで考慮の対象となる最低の優先度を指定するものです。

8. 省略可能：自動化ファイルの最新バージョンの代わりに、前のバージョンがソース管理システムから取
得されるよう、ソース管理ラベル テキスト ボックスに指定できます。

注: ソース管理ラベル プロパティが有効になるのは、関連付けられているテスト コンテナでバー
ジョン管理をサポートするソース管理プロファイルが使用される場合のみです。

9. OK をクリックして 実行 ツリーを更新すると、新規に作成した実行計画が表示されます。
注: データ駆動型テストを作成する場合は、テストには、1 つのテストごとに各データ行があり、
実行計画には、データ行ごとに別々のテストが用意されます。 データ駆動型テストのみ含まれた
実行計画を作成するには、フィルタ オプションを使ってテストを割り当てる必要があります。

グリッド ビュー で実行計画を作成する
グリッド ビュー で実行計画を作成するには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. グリッド ビュー の複数選択機能を使用して、実行計画に割り当てるテストを選択します。
3. テストを右クリックして、実行計画の作成 を選択します。 実行計画の新規作成 ダイアログ ボックスが

表示されます。
4. 新たに作成する実行計画の仕様を入力します。

注: 選択されたテストはすべて同じコンテナ内になければなりません。 そうでない場合、実行計画は
作成されず、エラー メッセージが表示されます。 テスト コンテナは 実行計画の新規作成 ダイアロ
グ ボックスであらかじめ選択されており、変更できないようになっています。

テスト ステータスの計算
各実行計画のステータスは次のいずれかです。
ステータス 条件
合格 検討されたテスト実行計画はすべて [合格] ステータスです。
失敗 検討されたテスト実行計画の少なくとも 1 つが [失敗] ステータスですが、[未実行] ステー

タスの実行計画はありません。
未実行 検討されたテストの少なくとも 1 つが [未実行] ステータスです。
テストのステータスは、最新の実行計画の実行結果に基づいています。 最新の実行計画の実行のステータ
スを手動で変更すると、テストのステータスも変更されます。
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注: 最近の実行計画の実行結果が削除された場合、テストのステータスも、最近の実行計画の実行結
果に存在するステータスにリセットされます。 削除された実行計画の実行結果が唯一存在する実行
計画の実行結果だった場合、テストのステータスは、新しく作成されたときのように [N/A] に設定さ
れます。

実行計画パラメータ
特定の設定を実行計画に割り当てるため、実行計画の パラメータ ページでテストに割り当てたパラメータ
を上書きすることができます。 テスト パラメータの詳細については、「テスト パラメータ」を参照してく
ださい。

実行計画パラメータを作成する
実行計画に新しいパラメータを追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、新しいパラメータを追加する実行計画を選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 実行計画パラメータの新規作成 をクリックします。 実行計画パラメータの新規作成 ダイアログ ボッ

クスが表示されます。
5. 新しいパラメータの 名前 と 値 を対応するテキスト ボックスに入力します。
6. 保存 をクリックして、パラメータを実行計画に追加します。

注: 実行計画に含まれている既存のテストパラメータと同じ名前を使用して、実行計画パラメータ
を作成することはできません。

テスト パラメータを上書きする
名前が同じでタイプが異なる複数のパラメータがテストに存在する場合は、いずれか 1 つのみを上書きす
ることができます。 実行中に、名前とタイプが同じパラメータの値のみが、上書きする値に置き換えられ
ます。
実行計画のテスト パラメータを上書きするには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、テスト パラメータを上書きする実行計画を選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. 上書きするパラメータの アクション 列で、  をクリックします。 実行計画のパラメータ値の設定 ダ

イアログ ボックスが表示されます。
5. 値 テキスト ボックスに新しい値を入力します。
6. OK をクリックします。

注: 上書きを元に戻すには、パラメータの アクション 列で  をクリックします。

実行計画パラメータを削除する
注: 実行計画のテスト パラメータは削除できません。 削除できるのは、実行計画パラメータのみで
す。

実行計画パラメータ削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、新しいパラメータの追加元となる実行計画を選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4.  をクリックします。
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[実行] の [パラメータ] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > パラメータ
パラメータ ページには、実行計画に割り当てられているすべてのテストのパラメータが表示されます。 実
行計画に対して、テストのパラメータを上書きすることができます。 構成のテストでは、同じテストを含
む複数の実行計画を作成してから、パラメータ ページで異なる構成を定義することができます。 異なるテ
ストに含まれ、名前とタイプが同じパラメータは、ページに 1 回しか表示されません。 異なるテストの複
数パラメータが同じ名前である場合は、いずれか 1 つのパラメータのみを上書きできます。
実行計画に含まれるすべてのテストに使用する新しい実行計画パラメータを定義するには、実行計画パラ
メータの新規作成 をクリックします。 新しい実行計画パラメータは常に文字列型となり、異なるタイプは
定義できません。
このページには、パラメータごとに次の列が表示されます。
列 説明
アクション パラメータで実行できるアクション。  をクリックし

てパラメータ値を編集するか、  をクリックして変更を
元に戻します。

名前 パラメータの名前。
タイプ パラメータに有効なタイプは、次のとおりです。

• 文字列
• 数値
• 浮動小数点数
• 論理値
• パスワード
• 文字

値 パラメータの値。

セットアップおよびクリーンアップ用テスト
Test Manager のテスト前セットアップおよびテスト後クリーンアップ機能により、実行計画ごとにセット
アップ用テストとクリーンアップ用テストを定義することができます。 セットアップ用テストは通常、テ
ストに備えてテスト環境を準備するスクリプトや手動手順に基づいて作成されます。 一方、クリーンアッ
プ用テストは通常、テスト終了後にテスト環境を元の状態に戻すスクリプトや手動手順で構成されます。
セットアップ用テストの実行が中止されると、通常のテストは実行されませんが、クリーンアップ用テス
トは実行され、テスト環境が元の状態に戻ります。
セットアップ用やクリーンアップ用のテストを実行計画に割り当てるには、まず、それらを作成する必要
があります。 多重データ駆動型テスト インスタンスの親テストを除けば、どのようなテストでも、セット
アップ用またはクリーンアップ用のテストとして使用できます。 特別な設定は要らず、自動テスト定義で
も手動テスト定義でもかまいません。 唯一の要件は、必要なセットアップ処理やクリーンアップ処理をテ
スト環境内で実行することです。 自動テストの場合、これらは必要なセットアップ作業とクリーンアップ
作業を実行するスクリプトです。 一方、手動テストの場合、これらは手動で行うセットアップ作業とクリ
ーンアップ作業です。

注: セットアップ用およびクリーンアップ用テストを実行する上での課題は、それらの実行結果が、
通常のテストの実行結果と一緒にされないようにすることです。 Test Manager では、セットアップ
用およびクリーンアップ用テスト (自動と手動の両方) を独立した実行計画で実行し、それによって、
実際のテスト結果を、セットアップ用およびクリーンアップ用テストの結果生じるおそれのある偶発
的なパフォーマンス変動から切り離すことで、この懸念に対処しています。

自動テストと手動テストを組み合わせる
Test Manager では、自動テストと手動テストを組み合わせた実行計画がサポートされます。 このような
実行計画の場合、Test Manager では、セットアップ用テストが完了するまで、通常のテスト (自動と手動
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の両方) を実行しません。 また、Test Manager では、必ず通常のテストがすべて完了してからクリーンア
ップ用テストが実行されます。
手動テストが自動テストと組み合わされると、すべての実行サーバー上の自動テストはセットアップ処理
が完了するまでは開始されません。 手動のセットアップ用テストの場合は、必ず手動のセットアップ作業
が完了してから通常の自動テストが開始されます。

セットアップ実行とクリーンアップ実行を設定する
テストをセットアップ用またはクリーンアップ用のテストとして定義するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. セットアップ用またはクリーンアップ用テストを設定する実行計画をクリックします。
3. セットアップ/クリーンアップ タブをクリックします。

• セットアップ用テストを定義する場合は、次のステップを続行します。
• クリーンアップ用テストを定義する場合は、ステップ 5 に進みます。

4. 省略可能：セットアップ用テストを定義するには、セットアップ用テスト セクションにある 編集 をク
リックします。 セットアップ用テストの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. クリーンアップ用テストを定義するには、クリーンアップ用テスト セクションにある 編集 をクリック
します。 クリーンアップ用テストの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

6. テスト ツリーで、設定するテストを選択します。
7. OK をクリックします。
設定されたテストが、セットアップ/クリーンアップ ページの対応するセクションに表示されます。

[実行] の [セットアップ/クリーンアップ] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > セットアップ/クリーンアップ

注: このページは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

セットアップ/クリーンアップ ページには、この実行計画に対して定義されたセットアップおよびクリー
ンアップ用テストが一覧表示されます。

注: 失敗したテストを再実行すると、それに対応するセットアップ/クリーンアップ ルーチンも再実行
されます。 セットアップ/クリーンアップ用テストは実行計画に基づいていないため、テストの 試験
実行 では実行されません。

セットアップ用テスト
ページの セットアップ用テスト セクションには、次の項目が表示されます。
項目 説明
アクション 削除 と 説明の表示。
テスト 設定されているセットアップ用テス

トのタイプと名前。
編集 セットアップ用テストの編集 ダイア

ログ ボックスが開かれ、そこでセット
アップ用テストを選択することがで
きます。 セットアップ用のテストお
よび通常またはクリーンアップ用の
テストの両方として、同じ実行計画に
テストを割り当てることはできませ
ん。 割り当てられるテストは、プロジ
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項目 説明
ェクト内の任意のテスト コンテナか
ら得ることができます。 そのため、ホ
スト実行計画と異なる製品およびソ
ース管理プロファイルと関連付けら
れているテストを割り当てることが
できます。

クリーンアップ用テスト
ページの クリーンアップ用テスト セクションには、次の項目が表示されます。
項目 説明
アクション 削除 と 説明の表示。
テスト 設定されているクリーンアップ用テ

ストのタイプと名前。
編集 クリーンアップ用テストの編集 ダイ

アログ ボックスが開かれ、そこでクリ
ーンアップ用テストを選択すること
ができます。 セットアップ用のテス
トおよび通常またはクリーンアップ
用のテストの両方として、同じ実行計
画にテストを割り当てることはでき
ません。 割り当てられるテストは、プ
ロジェクト内の任意のテスト コンテ
ナから得ることができます。 そのた
め、ホスト実行計画と異なる製品およ
びソース管理プロファイルと関連付
けられているテストを割り当てるこ
とができます。

配置環境を設定する

SilkTest Classic AUT ホストを追加する
SilkTest Classic テストを実行する実行計画の場合は、SilkTest Classic エージェントを実行サーバーとは
異なるコンピュータ上に配置するように設定できます。 その場合は、SilkTest Classic エージェントの場
所 (SilkTest Classic AUT (テスト対象エージェント) ホスト名) を定義できます。
選択されている実行計画に SilkTest Classic AUT ホストを追加するか、ホストを編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. SilkTest Classic AUT ホストを割り当てる実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. SilkTest Classic AUT ホスト名 セクションで、編集 をクリックします。 SilkTest Classic AUT ホス
ト名の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. ホスト名 テキスト ボックスに、SilkTest Classic エージェントを実行するコンピュータ名を入力しま
す。
ここで、オプション ファイルの適切な設定が必要になります。 コマンドライン オプション -m の詳細
については、SilkTest Classic のドキュメントを参照してください。

6. OK をクリックして、選択されている実行計画に SilkTest Classic AUT ホストを追加します。
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手動テスト担当者を追加する
手動テストを含む実行計画の場合は、配置 ページで、選択されている実行計画にユーザーを手動テスト担
当者として割り当てることができます。 複数の手動テスト担当者を実行計画に割り当てることができま
す。
実行計画に手動テスト担当者を割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. 手動テスト担当者 セクションにある 編集 をクリックします。 手動テスト担当者 ダイアログ ボックス

が表示されます。
5. 選択可能 リスト ボックスで、テスト担当者が所属するユーザー グループを選択します。 そのユーザ

ー グループのすべてのメンバがリスト ボックスに表示されます。
6. 手動テスト担当者として割り当てるユーザーの名前を選択します。
7. 追加 をクリックして、ユーザーを 選択済み リスト ボックスに追加します。または、すべて追加 をクリ

ックして、グループのすべてのメンバとテスト担当者を追加します。
8. OK をクリックして、手動テスト担当者 ダイアログ ボックスを閉じます。

実行計画からテスト担当者割り当てを削除する
選択されている実行計画からテスト担当者の割り当てを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト担当者の割り当てを削除する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. 手動テスト担当者 セクションにある 編集 をクリックします。 手動テスト担当者 ダイアログ ボックス

が表示されます。
5. 選択済み リスト ボックスから、削除する割り当て済みユーザーの名前を選択します。
6. 削除 をクリックして、選択済み リストからユーザーを削除するか、すべて削除 をクリックして、テス

ト担当者の割り当てをすべて削除します。
7. OK をクリックして、手動テスト担当者 ダイアログ ボックスを閉じます。

キーワードを用いた動的ハードウェア プロビジョニング
Test Manager のハードウェア プロビジョニング技術は、多数の実行サーバーが含まれているテスト環境
の管理に役立ちます。 各自動実行計画に対して実行サーバーを 1 対 1 で静的に割り当てなくても、キーワ
ードによって Test Manager は各実行計画に最適な実行サーバーを自動的に選択することができます。
これは、各実行計画のキーワード リストとすべてのアクティブな実行サーバーのキーワード リストを動的
に比較することで実現されます。
キーワードには通常、実行環境の要件（たとえば、プラットフォーム、オペレーティング システム、イン
ストール済みのアプリケーションなど）を記述します。 実行計画を自動で実行するか、手動で実行するか
によって、キーワードの利用方法は異なってきます。
自動実行
計画

自動実行計画を実行すると、Test Manager はその実行計画のキーワードと使用可能なすべて
の実行サーバーのキーワードを比較します。 そして、一致するキーワード リストを持つ実行
サーバーのうち、最初に見つかったサーバーの上で実行を行います。

手動実行
計画

手動実行計画の場合、手動テスト担当者がキーワードを利用して、それをテスト環境に反映さ
せます。

ある自動実行計画を複数の実行サーバー上で実行する必要がある場合には、実行計画のコピーを作成し、
他の実行サーバーと一致するキーワードをその実行計画に追加で割り当ててください。
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予約済みのデフォルト キーワード
自動実行計画を実行するのにハードウェア プロビジョニングが必要でない場合は、実行サーバーごとに自
動的に生成される予約済みキーワードを利用することができます。 そのような場合は、実行サーバーにキ
ーワードを手動で割り当てる必要はありません。 その代わりに、各実行計画に実行サーバーを 1 対 1 で静
的に割り当てることができます。
新規作成された各実行サーバーには予約済みキーワードが自動的に割り当てられます。 予約済みキーワー
ドは、次の形式で構成されます。#<execution server name>@<location name>
予約済みキーワードを利用できるのは実行計画にキーワードを割り当てるときだけです。 実行サーバーに
キーワードを割り当てる際には利用も適用もできません。
定義済みの実行サーバーごとに自動的にセットアップされる予約済みキーワードの他に、実行サーバーの
種類ごとに以下の予約済みキーワードもセットアップされます。
#PHYSICAL 実行サーバー プロビジョニングを物理実行サーバーに限定します。
#VIRTUAL 実行サーバー プロビジョニングを仮想実行サーバーに限定します。

キーワードと仮想実行サーバー
仮想実行サーバーへのキーワードの割り当ては、物理実行サーバーへの割り当てと同様です。 仮想実行サ
ーバーを少なくとも 1 つ構成すると、#VIRTUAL キーワードが動的に生成され、どの実行計画にも割り当
てられるようになります。 実行が仮想マシンで行われるようにする場合、その実行計画には #VIRTUAL
キーワードを選択します。 実行計画に #VIRTUAL キーワードも #PHYSICAL キーワードも割り当てられ
ていない場合、実行環境の設定が同じであれば、その実行は仮想実行サーバーと物理実行サーバーのどち
らで行われる可能性もあります。 テストのキーワードが複数の仮想実行サーバーに一致する場合は、一致
する仮想実行サーバーの中で最初に見つかったものが選択されます。

フォルダの実行
実行計画は実行フォルダにまとめることができます (フォルダは実行サブフォルダと実行計画を含むこと
ができます)。 実行計画の実行に対するオプションは、実行フォルダの実行に対しても利用できます。
フォルダを実行する場合、そこに含まれるサブフォルダと実行計画は次のように扱われます。
実行されるフォルダのキーワード 含まれる実行計画/サブフォルダのキ

ーワード
含まれる実行計画/サブフォルダの実
行

キーワードなし キーワードなし キーワードのない実行計画は、実行
後、[未実行] のステータスになりま
す。

キーワードなし キーワードあり 実行計画/サブフォルダのキーワード
に基づいて実行サーバーが割り当て
られます。

キーワードあり キーワードなし フォルダのキーワードに基づいて実
行サーバーが割り当てられます。

キーワードあり キーワードあり フォルダのキーワードに基づいて実
行サーバーが割り当てられます。

注: フォルダを手動で実行する際に、キーワードを割り当てられていない、もしくは、割り当てられ
たキーワードに合う実行サーバーがない場合、デフォルトの実行サーバーが実行で利用されます。 デ
フォルト実行サーバーが利用できない場合、それらの実行計画は 未実行 と記されます。

新しいキーワードを作成する
新しいキーワードを作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
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2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. このページの 実行環境 セクションにある 編集 をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ

ボックスが表示されます。 ユーザーの実行環境に対して定義されているすべてのキーワードが、そこに
一覧表示されます。

注: 各実行サーバーに対してデフォルトで予約されるキーワード #<execution
name>@<location name> がそのリストに含まれています。

5. 実効計画に必要な環境を表す英数字のキーワードを キーワード テキスト ボックスに入力します。
たとえば、プラットフォーム、オペレーティング システム、インストール済みのアプリケーションの名
前などをキーワードに指定できます。 次の文字は、キーワードに使用できません：#$?*\,;'"。

注: キーワードでは、大文字/小文字は区別されません。 たとえば、「Vista」および「vista」は同
じキーワードとして扱われます。

6. Enter を押します。
これで新しいキーワードが、割り当てに利用できるようになりました。

実行計画にキーワードを割り当てる
実行計画にキーワードを割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. このページの 実行環境 セクションにある 編集 をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ

ボックスが表示されます。 ユーザーの実行環境に対して定義されているすべてのキーワードが、そこに
一覧表示されます。

注: 各実行サーバーに対してデフォルトで予約されるキーワード #<execution
name>@<location name> がそのリストに含まれています。

5. キーワードの選択または入力 リスト ボックスで、実行環境の要件を反映するキーワードを選択しま
す。
一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のキーワードを選択します。

ヒント: キーワードの入力 テキスト ボックスでは、オートコンプリート機能が有効になっていま
す。 このフィールドに英文字を入力すると、フィールドはその入力された文字に一致する既存の
キーワードで動的に更新されます。 複数のキーワードが キーワードの選択または入力 または 割
り当て済みキーワード リスト ボックスで選択されている場合、このテキスト ボックスは無効にな
ります。
ヒント: 数台の実行サーバーしかなく、ハードウェア プロビジョニングが必要ないときは、実行サ
ーバーごとに作成されるデフォルトの予約済みキーワードを使用するだけで十分である可能性が
あります。 その場合、新たにキーワードを選択する必要はありません。

6. > をクリックして、キーワードを 割り当て済みキーワード リスト ボックスに移動します。
注: 割り当てられたキーワードに一致する実行サーバーが、下の動的に更新される キーワードに一
致した実行時に配置可能な実行サーバー リスト ボックスに表示されます。 この一覧は、キーワー
ドを追加/削除するたびに更新されます。 実行サーバーにアクセスするには、管理 > 実行サーバ
ー で、一覧の実行サーバーの名前をクリックします。

7. OK をクリックしてキーワードを保存し、キーワードの割り当て ダイアログ ボックスを閉じます。

実行計画からキーワードを削除する
実行計画のキーワード割り当てを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
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2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. このページの 実行環境 セクションにある 編集 をクリックします。 キーワードの割り当て ダイアログ

ボックスが表示されます。 ユーザーの実行環境に対して定義されているすべてのキーワードが、そこに
一覧表示されます。

注: 各実行サーバーに対してデフォルトで予約されるキーワード #<execution
name>@<location name> がそのリストに含まれています。

5. 割り当て済みキーワード リスト ボックスで、必要ではなくなったキーワードを選択します。
一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使用して、複
数のキーワードを選択します。

6. < をクリックして、キーワードの割り当てを削除します。
7. OK をクリックしてキーワードを保存し、キーワードの割り当て ダイアログ ボックスを閉じます。

注: 使われなくなったキーワードは、システムから自動的に削除されます。

[実行] の [配置] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > 配置
配置 ページには、この実行計画に対して定義されているハードウェア プロビジョニング キーワードがすべ
て表示されます。 これらのキーワードは、実行計画に対する実行環境要件を記述するために使用されま
す。 実行サーバーは、実行計画が要求するキーワードをすべて割り当てられている場合にのみ、選択され
ている自動実行計画にマッチします。 また、配置 ページには、手動テストの実行を割り当てられているユ
ーザー以外に、SilkTest Classic テストの実行を割り当てられている SilkTest Classic AUT ホストも表示さ
れます。

注: 新しい実行サーバーのセットアップは、管理 > 実行サーバー で行います。 実行サーバーのセッ
トアップ方法、および Test Manager と VMware Lab Manager とのインテグレーションの構成の詳
細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

実行環境
注: このセクションは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

配置 ページの 実行環境 セクションには、次の項目が表示されます。
項目 説明
割り当て済みキーワード 実行計画に割り当てられたキーワードが一覧表示されま

す。

自動実行
計画

キーワードは、各テスト実行に適切な実行サ
ーバーを自動的に判断するために使用され
ます。

手動実行
計画

キーワードは、手動テスト担当者によって、
テスト環境に反映するために使用されます。

編集 クリックして実行計画のキーワードを編集します。
キーワードに一致した実行時に配置可能な実行サーバー この実行計画のキーワード リストと一致するキーワード

リストを持っている、アクティブな実行サーバーを一覧表
示します。 この実行計画のキーワード リストにあるキー
ワードはすべて、実行サーバーのキーワード リストに含
まれていなければなりません。 実行サーバーのリストに

SilkCentral Test Manager 12.0 | 245



項目 説明
アクセスするには、管理 > 実行サーバー で、一覧で実行
サーバーの名前をクリックします。

キャプチャ オプション
注: このセクションは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

注: VMware Lab Manager 構成のみがキャプチャされます。 実行計画結果には、メッセージ ページ
に示されるリンクとして、また、LiveLinks を含む個別の html ファイルとして LiveLink URL が添付
されます。

VMware Lab Manager 構成では、次の VMware LiveLink キャプチャ オプションが使用できます。
オプション 説明
行わない 構成のキャプチャはしません。
エラー時に直ちに行う 失敗したテストが完了すると、それ以上テストは実行されず、構成がキャプ

チャされます。
すべてのテストの実行が完
了してから行う

エラー条件が発生しても、テスト実行を続行し、その実行計画のすべてのテ
ストを実行した後で構成をキャプチャします。

常に行う テスト実行を行うたびに構成をキャプチャします。

手動テスト担当者
この実行計画またはフォルダに割り当てられている手動テスト担当者をすべてリストします。 手動テスト
担当者のリストを編集するには、編集 をクリックします。

SilkTest Classic AUT ホスト名
この実行計画に対して定義されている SilkTest Classic AUT ホストをすべてリストします。 SilkTest
Classic AUT ホストのリストを編集するには、編集 をクリックします。

コード分析設定
この実行計画に対して定義されているコード分析設定の詳細を指定します。 この実行計画に対してコード
分析を有効または無効にするには、アクティブ と 非アクティブ を切り替えます。
VMware Lab Manager 構成での仮想実行については、その構成内で影響を受けるマシンの内部 IP をここ
で設定する必要があります。

ビデオ録画
注: このセクションは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

実行計画の実行中にビデオを録画するかどうかを定義します。 この設定は、実行計画に割り当て済みの個
別テストのビデオ録画設定を上書きします。 次の値の 1 つを選択できます。
値 説明
--- recordVideo が設定されている割り当て済みテストを除き、ビデオ録画は無効です。
行わない recordVideo が設定されている割り当て済みテストでも、ビデオ録画は常に無効です。
常に行う 実行計画を実行するたびに結果ファイルにビデオを録画します。
エラー時のみ 実行計画の実行中にエラーが発生すると、ビデオを録画します。
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スクリーン キャプチャ
注: このセクションは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

実行計画の実行中にスクリーンショットをキャプチャするかどうかを定義します。 この設定は、実行計画
に割り当て済みの個別テストのスクリーン キャプチャ設定を上書きします。 次の値の 1 つを選択できま
す。
値 説明
--- captureScreen パラメータが設定されている割り当て済みテストを除き、スクリーン キャ

プチャは無効です。
行わない captureScreen パラメータが設定されている割り当て済みテストでも、スクリーン録画は常

に無効です。
エラー時の
み

実行計画の実行中にエラーが発生すると、スクリーンショットをキャプチャします。

実行の依存関係を設定する
実行の依存関係を利用すると、ある実行計画を別の実行計画の結果に基づいて自動的に実行するように設
定することができます。 たとえば、実行計画 A が失敗したら、実行計画 B を自動的に実行するなどのよう
に設定することができます。

依存実行計画を追加する
依存実行計画を追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. マスタ実行計画として動作する実行計画を選択します。
3. 依存関係 タブをクリックします。
4. 依存実行計画の追加 をクリックします。 依存実行計画の追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 条件 ドロップダウン リストから、依存実行計画のトリガとなる条件を選択します。

• 合格
• 失敗
• 未実行
• 任意
任意 は、直前のテスト実行のステータスに関係なく、依存テスト実行がトリガされることを意味しま
す。

6. ツリー メニューから、依存する実行計画を選択します。
7. この依存実行計画を配置する場所を指定します。

オプション 説明
依存実行計画で指
定されているとお
り

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページで依存実行計
画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てら
れている手動テストは、配置 ページで依存実行計画に指定されたユーザーに割り
当てられます。

<選択されている
実行計画の実行サ
ーバー> と同じ

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページでマスタ実行
計画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当て
られている手動テストは、配置 ページでマスタ実行計画に指定されたユーザーに
割り当てられます。
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オプション 説明
個別指定：実行サ
ーバー/手動テス
ト担当者

リスト ボックスから定義済みの実行サーバーと手動テスト担当者のいずれか、ま
たは両方を選択します。 この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、
指定の実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てられている
手動テストは、指定の手動テスト担当者に割り当てられます。 手動テスト担当者
のみが指定されていて、サーバーの指定がない場合は、手動テストのみが実行され
ます。 実行サーバーのみが指定されていて、手動テスト担当者の指定がない場合
は、自動テストのみが実行されます。

8. OK をクリックして依存関係を作成します。
注: Test Manager では、循環する実行依存関係は作成できません。 手動テストを満たすための条
件を選択することができます。 たとえば、選択されている条件が [失敗] の場合に、すべての手動
テストが合格で、一部の自動テストが失敗ならば、この依存実行計画に割り当てられている自動テ
ストのみが実行されます。

依存関係を編集する
注: 既存の依存関係を編集するには、マスタ実行計画 (特定の条件のときに、依存実行計画の実行をト
リガする実行定義) を選択する必要があります。 依存実行計画から、依存関係の設定を編集すること
はできません。

以前設定した依存関係を編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 依存関係 タブをクリックします。
4. 依存実行計画 セクションで、依存実行計画の アクション 列にある  をクリックします。 依存関係の
編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. 条件 ドロップダウン リストから、依存実行計画のトリガとなる条件を選択します。
• 合格
• 失敗
• 未実行
• 任意
任意 は、直前のテスト実行のステータスに関係なく、依存テスト実行がトリガされることを意味しま
す。

6. この依存実行計画を配置する場所を指定します。
オプション 説明
依存実行計画で指
定されているとお
り

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページで依存実行計
画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てら
れている手動テストは、配置 ページで依存実行計画に指定されたユーザーに割り
当てられます。

<選択されている
実行計画の実行サ
ーバー> と同じ

この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、配置 ページでマスタ実行
計画に指定された実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当て
られている手動テストは、配置 ページでマスタ実行計画に指定されたユーザーに
割り当てられます。

個別指定：実行サ
ーバー/手動テス
ト担当者

リスト ボックスから定義済みの実行サーバーと手動テスト担当者のいずれか、ま
たは両方を選択します。 この依存実行計画に割り当てられている自動テストは、
指定の実行サーバー上で実行されます。 この依存実行計画に割り当てられている
手動テストは、指定の手動テスト担当者に割り当てられます。 手動テスト担当者
のみが指定されていて、サーバーの指定がない場合は、手動テストのみが実行され
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オプション 説明
ます。 実行サーバーのみが指定されていて、手動テスト担当者の指定がない場合
は、自動テストのみが実行されます。

依存関係を削除する
依存関係を削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 削除対象の依存関係を含むマスタ実行計画を選択します。
3. 依存関係 タブをクリックします。
4. 依存実行計画 セクションで、依存実行計画の アクション 列にある  をクリックします。
5. 依存関係の削除 ダイアログ ボックスで はい をクリックして、依存関係を削除します。

[実行] の [依存関係] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > 依存関係

注: このページは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

依存関係 ページには、選択した実行計画の依存実行計画とマスタ実行計画が一覧表示されます。
このページは、2 つの部分に分かれています。 ページには、選択した実行計画の マスタ実行計画 (特定の
状態になった結果、選択した実行計画をトリガする実行計画) と 依存実行計画 (選択した実行計画が特定の
状態になった場合にトリガされる実行計画) の両方が表示されます。

マスタ実行計画
リスト内の実行計画ごとに、以下の列がこのページに表示されます。
列 説明
名前 選択した実行計画の前提となるマスタ実行計画の名前。
条件 選択した実行計画がトリガされるためには、マスタ実行計

画がどのような状態になる必要があるかを示します。

依存実行計画
リスト内の実行計画ごとに、以下の列がこのページに表示されます。
列 説明
名前 選択した実行計画をマスタとする依存実行計画の名前。
条件 依存実行計画がトリガされるためには、選択した実行計画

がどのような状態になる必要があるかを示します。
実行サーバー/ユーザー 依存実行計画が実行される実行サーバー、あるいは、手動

テスト実行の場合には、手動テストを実行する手動テスト
担当者。

アクション 選択した依存関係に対して実行できるアクション。 設定
の編集 と 依存関係の削除。

[実行] の [通知] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行要素> > 通知
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通知 ページには、実行の結果に基づいた通知が必要かどうかを指定するためのチェック ボックスがありま
す。
変更が機能するのは、電子メール サーバーが管理者によって設定されている場合だけです。 アカウントの
電子メール アドレスも、 ユーザー:<ユーザー名> > ユーザー設定 で指定する必要があります。 通知が有
効になっていない場合には、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照するか、管理者までお問い合わ
せください。
チェック ボックス 説明
実行計画の実行が正常に終了した時 これにチェックをすると、実行が正常に終了するたびに、

通知 E メールを受信します。
実行計画の実行に合格しなかったテストが存在する時 オンにすると、実行がステータス [未実行] または [失

敗] で終わるたびに、通知電子メールを受信します。
実行計画の実行で合格しなかったテストの数が変化した
時

これにチェックを付けると、実行が終了した際に、前の実
行と比較して、「失敗」または「未実行」のテストの数が
変わるたびに、通知 E メールを受信します。

割り当て済みテスト
このセクションでは、実行計画にテストを割り当てる方法について説明します。

グリッド ビューから実行計画にテストを割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
グリッド ビュー から 1 つまたは複数のテストを、1 つまたは複数の実行計画に割り当てるには：
1. メニューで テスト > グリッド ビュー をクリックします。
2. 実行計画に割り当てるテストを選択します。

一般的なブラウザの複数選択機能である Ctrl + クリック または Shift + クリック を使用して、複数の
テストを選択します。

3. 選択したテストを右クリックし、選択の保存 を選択します。
4. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
5. 選択したテストを割り当てたい実行計画を選択します。
6. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
7. 保存された選択の割り当て をクリックします。

注: 実行計画のテスト コンテナに存在するテストのみ、挿入されます。 選択したテストは、1 つ以
上の実行計画に挿入することができます。 これらは、別のプロジェクトの要件に割り当てること
はできません。 選択内容は、ユーザーが別の選択を保存するか Test Manager を閉じるまで保持
されます。

手動で実行計画に割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
テストを手動で実行計画に割り当てるには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 選択したテストを割り当てたい実行計画を選択します。
3. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
4. 手動割り当て オプション ボタンをクリックします。 選択した実行に関連するテスト コンテナのすべ

てのテストは、テスト ツリーに表示されます。 テスト フィルタを作成した場合は、テスト ツリーの上
にあるフィルタ リストから選択できます。 新しいテスト フィルタを作成するには、テスト 領域に移動
し、ツールバーの フィルタの新規作成 をクリックします。
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5. ツリーで、現在選択されている実行計画に割り当てるテストの左にある  をクリックします。
フォルダまたはトップレベル コンテナの割り当て矢印をクリックした場合は、それを親とするすべての
子テスト定義が、選択されている実行計画に割り当てられます。

フィルタを使用してテストを実行計画に割り当てる
選択されている実行計画に割り当てられているテストは、割り当て済みテスト ページに一覧表示されます。
フィルタを利用して、1 つまたは複数のテストを実行計画に割り当てるには：
1. テスト 領域でフィルタを作成します。

詳細については、「フィルタを作成する」を参照してください。 フィルタがすでにある場合には、この
ステップをとばしてください。

2. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
3. テストを割り当てる実行計画を選択します。
4. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
5. テストの割り当てタイプから、フィルタによる割り当て を選択します。
6. リスト ボックスからフィルタを選択します。

注: テスト > グリッド ビュー でテストを実行計画に割り当てた場合は、テストの割り当てタイプは、
自動的に 手動割り当て に設定されますが、その前にフィルタリングされたテストは、割り当て済みテ
スト ページでそのままになります。

実行計画に割り当てられたテストの検索
テスト ツリーで手動で割り当てられたテストを検索するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 割り当てられたテストを検索する実行計画を選択します。
3. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
4. 省略可能：手動割り当て が選択されていない場合は、選択します。
5. テストの アクション 列で  をクリックして、そのテストが保存されているテスト フォルダまたはコン

テナを検索します。
対応する親フォルダがテスト ツリーで展開され、割り当て済みテストがブルーで強調表示されます。

テストの割り当てを削除する
手動で割り当てたテストを削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 割り当てを削除する実行計画を選択します。
3. 割り当て済みテスト タブをクリックします。
4. 割り当て済みテストの アクション 列で、  をクリックします。

このステップを、削除したいすべての割り当てに対して繰り返します。
ヒント: 割り当てたテストすべてを削除するには、すべて削除 をクリックします。

[実行] の [割り当て済みテスト] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行要素> > 割り当て済みテスト

注: このページは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

割り当て済みテスト ページには、選択した実行計画または構成スイートに割り当てられているテストがす
べて一覧表示されます。 このページを利用することにより、実行計画または構成スイートに対する他のテ
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ストの割り当て、実行計画または構成スイートからのテストの削除、あるいは割り当てられたテスト定義
の実行順の変更などを行うことができます。
テスト フィルタを作成した場合は、テスト ツリーの上にあるフィルタ リストから選択できます。 新しい
テスト フィルタを作成するには、テスト 領域に移動し、ツールバーの フィルタの新規作成 をクリックし
ます。

注: このページで行われたすべての変更は、直ちに適用されます。

注: 構成スイートのサブ要素からページにアクセスすると、ページが読み取り専用になります。

このページには、次の項目があります。
項目 説明
手動割り当て テストを手動で実行計画または構成スイートに割り当てる場合にクリックしま

す。
ツリーの順序を使用する 割り当てられたテストの実行順を、テスト 領域上の実行順どおりになるように

設定する場合にオンにします。
保存された選択の割り当て テストの選択を テスト > グリッド ビュー から割り当てる場合にクリックしま

す。
フィルタによる割り当て 定義済みのフィルタに基づいて、テストを実行計画または構成スイートに自動

的に割り当てる場合にクリックします。 利用可能なフィルタは、リスト ボック
スに表示されています。

割り当て済みテスト 実行計画または構成スイートに割り当てられるテストの数量。
テスト サイクルの残り時間
(hh:mm)

このフィールドは実行計画がテスト サイクル内にある場合に有効になります。
テスト サイクルの 稼働時間 からすべてのテストの予定時間を一括して減算し
たテスト サイクルの残り時間を示します。

注: 予定時間 は、手動テスト用のみです。

予定時間 実行計画または構成スイートですべてのテストが実行される見積もり時間。 構
成スイートの場合、予定時間 は、スイートにあるすべての構成の予定時間の合
計です。

注: 予定時間 は、手動テスト用のみです。

割り当て済みテストの一覧表示 割り当て済みテストごとに、ページに次の列が表示されます。

順序 テストの実行順序。 実行順を変更する場合には、ツリーの順序を使用
する チェック ボックスをオフにします。 このテキスト ボックスを
クリックし、テストの新しい順番を入力したら、Enter を押して変更
を確定します。 各テキスト ボックスの変更は、それぞれに Enter を
押して確定する必要があります。 複数のテストの順番を、それぞれ
Enter を押さないで変更した場合、Enter を押す前の最後の変更のみ
が確定されます。

アク
ショ
ン

手動割り当て オプション ボタンがクリックされている場合、割り当て
済みテストに対して次のアクションを実行できます。

アクション 説明
選択したテストをリストから削除します。

テスト ツリー内で選択したテストを検索します。
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項目 説明

テス
ト

このテストの名前。 クリックすると、テスト 領域内のテストにアクセ
スすることができます。

ステ
ータ
ス

実行計画または構成スイートのコンテキスト内にある、テストの最後
の実行のステータス。 テストが実行計画または構成スイートのコン
テキスト外で実行されている場合、表示されるステータスは変わりま
せん。 テストが実行計画または構成スイートのコンテキスト内でま
だ実行されていない場合、ステータスは N/A となります。
構成スイートに含まれているテストまたはテスト パッケージでは、ス
テータスは、そのスイート内のすべての構成の、すべてのステータス
を集約したものとなります。
• 構成スイートにのみ割り当てられているテストは、すべての構成

で合格となった場合にのみ、ステータスが 合格 になります。 す
べての構成でステータスが 合格 でない場合、最も低い実行のステ
ータスが反映されます。反映の優先度は次に示す順序 (上から下
へ) となります。
1. N/A
2. 未実行
3. 失敗
4. 合格
テストに割り当てられた要件のステータスは、そのテストが 1 つ
以上の構成で失敗すると、失敗 になります。

• 構成スイートと 1 つ以上の単純な実行計画にテストを割り当てる
ことはお勧めしません。 ただし、この場合は、1 つのステータス
が構成ステータスの集約ステータスに、もう 1 つのステータスが
実行計画の前回のステータスとなります。 前回実行されたステー
タスがテストの前回のステータスとなります。

• テストが単純な実行計画にのみ割り当てられている場合、ステー
タスは前回のテスト実行のステータスに応じて更新されます。

前回
の実
行

実行計画または構成スイートのコンテキスト内にある、テストの最後
の実行の日時。 テストが実行計画または構成スイートのコンテキス
ト外で実行されている場合、表示される日時は変わりません。

予定
時間

このテストの見積もり実行時刻。
注: [予定時間] は、手動テスト用のみです。

テスト 選択した実行計画または構成スイートへの割り当てに利用できるすべてのテス
トを、テスト ツリーに表示します。 テストをダブルクリックするか、  を使
用して、テストを実行計画または構成スイートに割り当てます。 複数のテスト
を テスト 領域から実行計画または構成スイートに挿入する方法については、

「実行計画にグリッド ビューからテストを割り当てる」を参照してください。

スケジュール
実行計画、フォルダ、または構成スイートに含めるテストを定義したら、スケジュール ページで、その実
行計画、フォルダ、または構成スイートの実行スケジュールを定義することができます。
以下の 3 つのスケジューリング オプションが選択可能です。
• なし
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• グローバル
• カスタム

注: 実行計画、フォルダ、または構成スイートのスケジュールを定義できます。 スケジュールをフォ
ルダまたは構成スイートに定義する場合、選択されたフォルダまたは構成スイートに含まれている実
行計画はすべて、指定されたスケジュールで実行されます。 キーワードが割り当てられていないすべ
ての実行計画、フォルダ、または構成スイートには、実行がスケジューリングされた時点で、未実行
のステータスが与えられます。 前回の実行ステータスが失われることを回避するために、プロジェク
トのコピーまたはベースラインの部分に対するスケジュール オプションが「なし」に設定されます。
プロジェクトのコピーおよびベースラインの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』
を参照してください。

限定実行
限定実行 により、構成されたスケジュールに関係なく、テスト定義を実行する時間を定義できます。

カスタム スケジュールを作成する
選択されている実行計画、フォルダ、または構成スイートに対してカスタム スケジュールを作成するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. カスタム スケジュールを設定する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。

注: グローバル スケジュールを編集してカスタム スケジュールとして保存するには、リスト ボッ
クスからグローバル スケジュールを選択して、編集 をクリックします。 これによって、グローバ
ル スケジュールを編集して、その結果をカスタム スケジュールとして保存できます。

3. スケジュール タブをクリックします。
4. カスタム オプション ボタンをクリックして、スケジュールの制御を有効にします。
5. 編集 をクリックします。
6. 開始時間 フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して、実行スケジュールの

開始日時を指定します。
7. テストの実行 間隔 を指定します。
8. 実行 セクションで、スケジュールの終了日時を指定します。

以下のいずれかのオプションを選択します。
• 終了日時のないスケジュールを定義するには、期限なし をクリックします。
• n 回 をクリックします。
• 期限あり フィールドの横にある  をクリックし、カレンダー ツールを使用して、実行スケジュー

ルの終了日時を指定します。
9. 省略可能：除外期間の追加 をクリックして、スケジュールされた要素が実行されない期間を定義しま

す。
10.省略可能：限定実行の追加 をクリックして、スケジュールされていない実行定義を実行する期間を定義

します。
11.保存 をクリックして、カスタム スケジュールを保存します。

グローバル スケジュールを指定する
Test Manager には、グローバル スケジュールを定義する機能があります。グローバル スケジュールは、
テストのスケジュールを定義する際に Test Manager で再利用できます。 グローバル スケジュールを利
用すると、テストのスケジューリング プロセスをスピードアップできます。テストごとに個別のスケジュ
ールを定義するのは、特殊なスケジューリングを必要とするテストのみに限定できるからです。
Test Manager を使用してグローバルに利用できる定義済みのスケジュールを選択するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. スケジュールを設定する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
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3. スケジュール タブをクリックします。
4. グローバル オプション ボタンをクリックします。
5. リスト ボックスから、必要な定義済みのスケジュールを選択します。

定義済みのスケジュールの詳細は、読み取り専用のカレンダー ビューに表示されます。 グローバル ス
ケジュールを編集して、カスタム スケジュールとして保存するには、編集 をクリックします。

注: グローバル スケジュールは、管理 > スケジュール で設定できます。

スケジュールなしを指定する
実行計画、フォルダ、または構成スイートに対してスケジュールを定義しないように指定するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. スケジュールに基づいて実行しないように定義する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択し

ます。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. なし オプション ボタンをクリックします。

除外期間
スケジュールの除外期間とは、定期的に実行を一時停止する期間（週 1 回予定されているシステム ダウン
タイムや週末など）のことです。 除外期間は、スケジュールに必要なだけ追加できます。 [除外期間] で
は、スケジュールの構成の有無にかかわらず、テストを実行しない曜日や時間帯を定義することができま
す。 たとえば、週末はテストを実行したくない、といった場合が挙げられます。

除外期間を追加する
注: グローバル スケジュールを編集するには、管理者権限が必要です。 グローバル スケジュール用の
除外期間を定義するには、管理 > スケジュール に移動します。

除外期間をカスタム スケジュールに追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 除外期間を追加する実行計画、フォルダ、構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. カスタム オプション ボタンをクリックして、スケジュールの制御を有効にします。
5. 除外期間の追加 をクリックします。
6. スケジュールの除外期間の設定 ページで、テストを実行しない曜日を選択します。
7. これらの曜日で、テスト定義を実行しない時間帯を定義します。
8. OK をクリックします。 除外期間の設定が スケジュール ページに一覧表示されます。
9. 保存 をクリックして除外期間を現在のスケジュールに追加するか、除外期間の追加を続行します。

除外期間を編集する
除外期間を編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象の以前設定した除外期間を含む 実行計画、フォルダ、構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. 除外期間の アクション 列で、  をクリックします。
5. 必要に応じて除外期間を編集し、OK をクリックします。
6. 保存 をクリックします。
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除外期間を削除する
除外期間を削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 削除対象の以前設定した除外期間を含む実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. 除外期間の アクション 列で、  をクリックします。

限定実行
限定実行とは、実行計画、フォルダ、または構成スイートに設定されているスケジュールとは関係なく特
定の時間に予定される実行計画、フォルダ、または構成スイートのことです。 限定実行は、必要なだけ追
加できます。

限定実行を追加する
注: グローバル スケジュールを編集するには、管理者権限が必要です。 グローバル スケジュール用の
限定実行を定義するには、管理 > スケジュール に移動します。

限定実行をカスタム スケジュールに追加するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 限定実行を追加する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. カスタム オプション ボタンをクリックして、スケジュールの制御を有効にします。
5. 限定実行の追加 をクリックします。
6. 限定実行の設定 ページで  をクリックし、実行計画、フォルダ、または構成スイートを限定実行する

日時を選択します。
7. OK をクリックします。 限定実行の設定が スケジュール ページに一覧表示されます。
8. 保存 をクリックして現在のスケジュールに限定実行を追加するか、限定実行の追加を続行します。

限定実行を編集する
限定実行を編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 編集対象の以前設定した限定実行を含む実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. 限定実行の アクション 列で、  をクリックします。
5. 必要に応じて限定実行の条件を編集して、保存 をクリックします。

限定実行を削除する
限定実行を削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 削除対象の以前設定した限定実行を含む実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. スケジュール タブをクリックします。
4. 限定実行の アクション 列で、  をクリックします。

[スケジュール] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行要素> > スケジュール
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注: このページは、テスト サイクルに割り当てられている実行計画では表示されません。

スケジュール ページは、実行計画、スケジュール、および構成スイートのスケジュールを定義するために
使用します。
ページには、次のスケジュール タイプが表示されます。
スケジュール タイプ 説明
なし 実行計画、フォルダ、または構成スイートがスケジュール

に基づいて実行されないように定義する場合は、このオプ
ション ボタンをクリックします。 プロジェクトのコピー
またはベースラインに含まれているスケジュールはすべ
て、最初は「なし」に設定されます。

グローバル 実行計画、フォルダ、または構成スイートのスケジュール
としてリスト ボックスから定義済みのスケジュールを選
択する場合は、このオプション ボタンをクリックしま
す。 グローバル スケジュールを選択すると、グローバル
スケジュールに定義されているスケジュールの除外期間
や限定実行が含まれます。 グローバル スケジュールの定
義の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘル
プ』を参照してください。 グローバル スケジュールを選
択すると、カスタム オプション ボタンの下にスケジュー
ルの詳細が表示されます。

カスタム 実行計画、フォルダ、または構成スイートのカスタム ス
ケジュールを定義する場合は、このオプション ボタンを
クリックします。 編集 をクリックして、下の各フィール
ドにあるカスタム スケジュールを編集します。

選択したスケジュール タイプごとに、ページに詳細が表示されます。 カスタム スケジュールの場合、詳細
は編集可能です。

注意: 実行計画、フォルダ、または構成スイートに割り当てられているテストが実行されない場合、
その理由は、以前のスケジュールか、スケジュールの間隔が実行期間よりも短いため、実行計画、フ
ォルダ、または構成スイートが、まだ実行中である可能性があります。 この場合は、スケジュールの
間隔を長くするか、実行されるテストのパフォーマンスを改善するか、または実行計画からテストを
削除します。 アプリケーション サーバーのログファイルを表示するには、管理 > ログ ファイル にあ
る アプリケーション サーバー ログ タブをクリックします。

スケジュールの詳細
このページには、選択したスケジュール タイプの詳細が表示され、カスタム スケジュールの場合は編集可
能です。
項目 説明
開始日時 実行スケジュールの開始時期を指定します。 指定した日

付の横の  をクリックして、日付と時刻を変更します。
間隔 テストの実行間隔を指定します。
サマータイムを補正する このチェック ボックスをオンにすると、自動的にスケジ

ュールでサマータイムが補正されます。
注: 1 時間戻したときに重複して実行されるのを
避けるため、サマータイムの補正は 2 時間の倍数
の間隔でのみ機能します。
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項目 説明
実行 実行の終了時期を指定します。

期限
なし

実行を停止しないよう指定する場合は、このオ
プション ボタンをクリックします。

回 特定の実行回数を定義する場合は、このオプシ
ョン ボタンをクリックし、リスト ボックスから
回数を選択します。

期限
あり

テスト実行が終了する特定の日時を指定する場
合は、このオプション ボタンをクリックしま
す。 指定した日付の横の  をクリックして、
日付と時刻を変更します。

除外期間 スケジュールに対して定義された除外期間。 除外期間を
追加するには、除外期間の追加 をクリックします。

限定実行 スケジュールに対して定義された限定実行。 限定実行を
追加するには、限定実行の追加 をクリックします。 選択
された限定実行の [アクション] 列にある  をクリック
して、カレンダー ツールにアクセスし、限定実行を行う
時期を指定します。

実行計画に割り当てられたテストを実行する
このセクションでは、Test Manager によって、実行計画に割り当てられたテストを実行する方法について
説明します。
個々の実行計画、フォルダ、および構成スイートを実行できます。 すべての場合において、割り当てられ
たすべてのテストを実行するか、または特定のステータス基準に合致するテストだけを実行するかのいず
れかを定義できます。 自動テストを含む実行計画の開始後、中央実行キューに入れられ、テストの自動実
行完遂に適切な実行サーバーが、キーワードの一致およびサーバーの可用性に基づいて選択されます。

実行計画を実行する
スケジュールから独立して実行計画を実行するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、実行する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. ツールバーの 実行 をクリックします。 実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行 ダイアログ ボックスで実行するテストを定義します。
5. 実行計画に進行中の手動テストが含まれていない場合は、アクティビティへの移動 ダイアログ ボック

スが表示されます。 アクティビティ ページの実行計画の実行の詳細を表示するには、はい をクリック
します。現在の Web ページのままにする場合は、いいえ をクリックします。

注: 今後 アクティビティ ページへの切り替えを選択するダイアログを表示する必要がない場合
は、このダイアログを再び表示しない（このログイン セッション中のみ） チェック ボックスをオ
ンにします。 この設定は、Test Manager をログアウトするときに破棄されます。

[実行] ダイアログ ボックス
実行計画 > 詳細ビュー > <実行要素> > 実行
実行計画 > ドキュメント ビュー > <実行要素> > 実行
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実行 ダイアログ ボックスではフィルタ条件に基づいて実行する対象テストを指定し、テストを実行する対
象製品ビルドを指定できます。 実行 ダイアログ ボックスを開くには、実行計画または実行フォルダを選択
し、ツールバーの 実行 をクリックします。
項目 説明
すべてのテスト すべてのテストを実行するには、このオプションを選択し

ます。
テスト... 次のオプションのいずれかを満たすテストだけを実行す

るには、このオプションを選択します。

オプショ
ン

説明

失敗した
ステータ
スをもつ

チェックすると、失敗したステータスを
持つ、選択された実行計画のすべてのテス
トを再実行します。

ビルド... チェックすると、選択されたビルドで未実
行の、選択されたビルドのすべてのテスト
を再実行します。 選択されたまたは以降
のビルドで実行されたテストは、実行され
ません。

最後の実行以降に解決された問題をもつテスト このオプションを選択すると、テストを最後に実行してか
ら [解決] 状態に移行した問題があるテストのみを実行
します。

実行計画に対するビルドの設定 実行計画に対するビルドの設定 リスト ボックスから過去
のビルドを選択して、特定の過去のビルドに対してテスト
を実行します。 このフィールドはデフォルトで最新のビ
ルドになっています。 実行計画でビルド番号をビルド情
報ファイルから読み込む設定の場合は、このオプションが
利用できないことに注意してください。 実行フォルダ内
に、複数の実行計画がそれぞれ違う製品バージョンを割り
当てられて存在する場合、その実行フォルダの実行に対し
てビルドを選択することはできません。

実行タイプ 指定した方法で実行 を選択すると、それぞれ各自のテス
ト タイプで、選択されたすべてのテストが実行され、自
動テストを手動で実行 を選択すると、選択したすべての
テストが手動で再実行されます。

アクティビティ ページへ移動 このチェック ボックスをオンにすると、実行用のテスト
を定義した後に アクティビティ ページに進みます。

自動テストを手動で実行する
自動テストでは、環境の問題によって、予期しない結果が発生する場合があります。 システムで自動テス
トが失敗し、失敗の原因がシステム コンポーネントであるかどうかを検証する場合、または問題の原因が
現在機能していないシステム コンポーネントであることがわかっている場合は、自動テストを手動で再実
行できます。
自動テストを手動で実行するには、次のステップを実行します。
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、実行する実行計画、フォルダ、または構成スイートを選択します。
3. ツールバーの 実行 をクリックします。 実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行するテストを定義します。
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5. 実行タイプ リスト ボックスで 自動テストを手動で実行 を選択します。 選択したすべてのテストが手
動テストとして処理され、現在の実行 ページが表示されます。

手動テストを実行する
手動テストは自動実行計画と一緒にスケジュールが設定され管理されますが、テスト担当者が物理的に実
行する必要があるので、実際の実行は自動実行定義とはかなり異なります。
自身に割り当てられている手動テストを実行するには、ダッシュボード にある ユーザーに割り当てられた
手動テスト パネルの 手動テストの続行 をクリックします。
手動テストを対応可能な手動テスト担当者に配布し、手動テストの実行のスケジューリングを行うには、
実行計画 領域の 手動実行計画 ページを使用します。

ユーザー インターフェイスで手動テストを実行する
ヒント: 多くのユーザーが並行して手動テストを行っている場合、Manual Testing Client (Eclipse ベ
ースのクライアント ツール) を手動テストの実行に使用することを推奨しています。

Test Manager インターフェイスで手動テストを実行するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、実行する手動実行計画を選択します。
3. ツールバーの 実行 をクリックします。 実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行する対象のテストを指定し、OK をクリックします。

ヒント: 現在の実行 ページに直接移動するには、アクティビティ ページへ移動 をオフにします。

注: 実行計画で 実行 コマンドを選択した場合は、自分で手動テストを実行する必要があります。
フォルダで 実行 コマンドを選択した場合は、そのフォルダ内にあるすべての手動テストは、個々
の実行計画に割り当てられているテスト担当者ではなく、配置 ページでそのフォルダに割り当て
られているテスト担当者が実行する必要があります。

5. 選択した実行計画に、中断している手動テストが既にある場合は、実行中の手動テスト ダイアログ ボ
ックスが表示されます。
• 新規開始 をクリックして手動テストの新しい実行を作成します。
• すべてのテストを削除 をクリックしてすべての中断した手動テストを終了し、ステータスを Not

Executed に設定します。
• 中断している実行を選択し 続行 をクリックして選択した実行を続行します。

6. 現在の実行 ページで、手動テスト実行を進めます。

[現在の実行] ページで手動テストを実行する
現在の実行 ページでは、簡単に手動テストの実行を完了させることができます。 必要な情報はすべて、2
つのグリッド ビューに表示され、各テストとテスト ステップのステータスは、2 クリックで変更すること
ができます。 テストに対して誰か作業しているか、テストのステータスが [実行中] になっている場合、誰
がテストで作業しているか、どのテスト ステップが既に完了しているかなどを確認することができます。

ヒント: 多くのユーザーが並行して手動テストを行っている場合、Manual Testing Client (Eclipse ベ
ースのクライアント ツール) を手動テストの実行に使用することを推奨しています。

[現在の実行] ページを使用して、手動テストを実行するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、実行する手動テストが割り当てられている実行計画を選択します。
3. ツールバーの 実行 をクリックします。 実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 実行する対象のテストを指定し、OK をクリックします。
5. 現在の実行 ページが開きます。
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すべてのテスト ステップについて詳細情報がページに表示されます。
6. テスト ステップの ステータス をクリックし、適切なステータスへと変更します。
7. すべてのテスト ステップに対して、前の手順を繰り返します。
8. 省略可能：一般的なブラウザの複数選択機能である CTRL + クリック または SHIFT + クリック を使

用して、複数のテスト ステップを選択します。 選択したものを右クリックし、選択したテスト ステッ
プのステータスを、希望するステータスに設定することができます。

9. 省略可能：この実行計画のテストを完了した場合は、実行の完了 をクリックします。 実行の完了 ダイ
アログ ボックスが開きます。 適切なビルドと、完了していないテストに対して行うアクションを選択
します。 実行の完了 ダイアログ ボックスが開きます。 適切なビルドと、完了していないテストに対し
て行うアクションを選択します。

10.テストの実行が完了すると、手動テストの ステータス が、テスト ステップ群の累積されたステータス
へと変更されます。 1 つのテスト ステップが失敗すると、テスト全体が失敗としてマークされます。

手動テスト実行を中止する
ヒント: 多くのユーザーが並行して手動テストを行っている場合、Manual Testing Client (Eclipse ベ
ースのクライアント ツール) を手動テストの実行に使用することを推奨しています。

手動テスト実行を中止するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 現在の実行 セクションで、削除する手動テストの アクション 列にある  をクリックします。

手動テスト実行のステータスを計算する
手動テストを実行している際、テスト ステップのステータスは、テストの総ステータスを変更させます。
次のステータスが、テスト ステップまたはテストで利用できます。
• 未実行
• 合格
• 失敗
• 未サポート
• 未解決
• 実行中 (テストのみ)
テストのステータスの計算は次のルールに従って行われます。番号が小さいルールより番号が大きいルー
ルが優先されます。
1. テストのステータスが [未実行] の場合で、ユーザーがテスト ステップのステータスを変更した場合、

テストのステータスは [実行中] に設定されます。
2. ステータスが [未実行] のステップが最低 1 つでもある限り、テストのステータスは [実行中] のままに

なります。
3. ステータスが [失敗] または [未解決] のステップが最低 1 つでもあれば、テストのステータスは [失

敗] となります。
4. すべてのテスト ステップのステータスが [合格] または [未サポート] となった場合、テストのステータ

スは [合格] となります。

割り当て済み手動テストの印刷
実行計画 ツリーの各実行計画について、その実行計画に割り当てられているすべての手動テストの情報を
含むドキュメントを印刷することができます。 このドキュメントは PDF ドキュメントまたはローカル プ
リンターに印刷できます。
実行計画に割り当てられているすべての手動テストの情報を印刷するには
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
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2. 実行計画 ツリーで実行計画を右クリックし、割り当て済み手動テストの印刷 をクリックします。 手動
テスト文書 ダイアログ ボックスが開きます。

3. 割り当て済み手動テスト情報をローカル プリンターに印刷するには、印刷 をクリックします。 情報を
PDF ドキュメントに保存するには、PDF としてダウンロード をクリックします。

4. 閉じる をクリックして、手動テスト文書 ダイアログ ボックスを閉じます。

Web UI でのビデオ キャプチャ
Web UI でテスト実行のビデオをキャプチャして、選択したテスト実行にアップロードできます。 テスト
実行中にエラーが発生した場合にビデオを分析できます。
ビデオ キャプチャに使用する推奨バージョンは Java Runtime Environment (JRE) バージョン 6 以降で
す。 JRE 32 ビットでなければなりません。 JRE は、http://java.sun.com/javase/downloads/
index.jsp からダウンロードできます。

注: ビデオ録画は Windows クライアント マシンでのみサポートされます。

Web UI でビデオを録画する
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、実行する手動実行計画を選択します。
3. [実行] をクリックします。 実行計画の実行の詳細 ページが 現在の実行 タブに表示されます。
4. 割り当て済みテスト グリッドで、アクション 列から ビデオ録画の開始 ボタンを選択します。 SCTM
Video Recording Web Client アプリケーションが開き、画面のビデオのキャプチャ処理が開始され
ます。

5. 手動テストを実行します。
6. テストが完了したら、SCTM Video Recording Web Client で ビデオ録画の停止 をクリックしま

す。 SCTM Video Recording Web Client に録画を保存するための新しいフィールドが表示されま
す。

7. 結果ファイル名 フィールドでビデオ録画の名前を変更します。
8. ファイルのアップロード をクリックして、手動テストに録画を保存します。 ファイルが正常にアップ

ロードされると、確認メッセージが表示されます。 このファイルは、実行計画の実行の詳細 ページの
テストの詳細 領域で 結果ファイル として参照できます。

9. ファイルをローカルに保存する場合は、ファイルの保存 をクリックします。

Manual Testing Client
Manual Testing Client は、手動テストの効率的な実行に必要なすべての機能を提供する Eclipse ベースの
クライアント ツールです。 このクライアントにより、テスト担当者はインターネットに接続することなく
テストを管理し、テストを編集し、結果を追跡できます。

ヒント: 多くのユーザーが並行して手動テストを行っている場合、Manual Testing Client (Eclipse ベ
ースのクライアント ツール) を手動テストの実行に使用することを推奨しています。
注: Manual Testing Client は、コード分析情報によるテストの実行をサポートします。 既に Test
Manager 内でテスト実行のときにコード分析情報を収集できるようになっている場合は、その設定
を Manual Testing Client で自動的に使用できます。 コード分析は、実行計画に対しても、Manual
Testing Client から有効にすることができます。

Manual Testing Client のユーザー インターフェイス (UI) の概要
注: Eclipse は、そのビューが初めて有効になるまでは、ビューを初期化しません。そのため、Manual
Testing Client 内のタブにはそのタブを選択するまで内容が表示されないものがあります。 たとえ
ば、添付情報 ページでは、そのタブを選択するまで、追跡する添付ファイルの数が表示されません。

Manual Testing Client の UI の主な 8 つの領域には、以下の画像が表示されます。
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メニュー バー
メニュー バーには、テストやビューを編集するオプションが用意されています。 このメニュー バーを使用
して、ユーザーや外観、テスト設定を編集したり、実行パッケージ間を移動したり、ヘルプ にアクセスし
たりすることができます。 以下のリストに、使用可能なメニューを示します。
メニュ
ー

説明

ファイ
ル

ワークフロー バーと同等の機能のほか、パッケージのインポート/エクスポート、ユーザーの変
更、Manual Testing Client のオンライン/オフライン モードの切り替え、実行済みパッケージ
の結果の Test Manager への保存などを行うための、追加機能が提供されています。

編集 編集メニューには、以下の項目があります。
項目 説明
<ステータス> と
して設定

実行パッケージまたはテストの実行ステータスを、選択したステータスに
設定します。

結果ファイルの追
加...

結果ファイルを実行パッケージまたはテストに追加します。

ビルド番号を編
集...

実行パッケージのビルド番号を選択します。

コード分析設定の
編集...

実行パッケージのコード カバレッジ実行に含めるホスト名を指定します。
ホスト名はカンマで区切る必要があります。 例：labmachine1,
192.168.0.1:19129。

削除 実行パッケージを削除します。 実行が完了している実行パッケージのみ
削除します。

移動 利用可能な実行パッケージとテストの間を移動します。
ウィン
ドウ Manual Testing Client のビューやプリファレンスを編集します。 このメニューには、以下の項

目があります。
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メニュ
ー

説明

項目 説明
ビューの表示 Manual Testing Client の ワークスペース で使用可能なビューを有

効化/無効化します。
パースペクティブのリ
セット...

現在の Manual Testing Client パースペクティブをデフォルトの状
態にリセットします。

設定.... Manual Testing Client のプリファレンスを設定します。

ヘルプ Manual Testing Client のドキュメントや バージョン情報 ページにアクセスします。

ワークフロー バー
ワークフロー バーを利用することにより、ユーザーは、Manual Testing Client で実行することのできる
基本機能へ手軽にアクセスすることができます。 次のボタンを、ワークフロー バーで利用することができ
ます。
ボタン 説明
ダウンロード Test Manager から実行パッケージをダウンロードします。
実行 Manual Testing Client のテストを実行します。
完了 テストが完全に実行される前に、テストの実行を停止します。
アップロード Test Manager へ実行パッケージをアップロードします。

受信箱
受信箱 には、手動実行用に Manual Testing Client にダウンロードされた実行パッケージがすべて一覧表
示されます。 受信箱 ウィンドウでは、Windows の標準キーボード ショートカットを使用して、複数の実
行パッケージを選択できます。 受信箱 には、選択したテストの以下のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
パッケージ名 Test Manager からダウンロードされた実行パッケージの名前。
ID この実行パッケージ用に生成された実行パッケージ番号。
ステータス 実行パッケージのステータス。 ステータス値は、完了した実行 ページでは編集できませ

ん。 選択可能な値は、[未実行]、[合格]、[失敗]、[未解決]、および [未サポート] です。
実行パッケージのステータス値は編集できません。 パッケージ全体のステータスは、パッ
ケージに含まれるテスト ステータスの構成とテスト ステップのステータスの拡張によっ
て決まります。 たとえば、パッケージに含まれるテストの 1 つであるテスト ステップの
ステータスが [失敗] である限り、パッケージ全体のステータスは [未実行] のままになり
ます。 そのため、テストのステップのいくつかが合格していても、パッケージが完成し
て、未実行のテストのすべてに 実行の完了 ダイアログ ボックスでステータスを割り当て
るまでは、パッケージ全体のステータスは [未実行] のままになります。 パッケージ内の
1 つ以上のテスト ステップまたはテストが Passed で、未実行のステップとテストのすべ
てが 実行の完了 ダイアログ ボックスから解決されると、全体のステータスが 合格 と見な
されます。

優先度 実行パッケージの優先度。
キーワード 実行パッケージに割り当てられているすべてのキーワード。
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プロパティ 説明
開始日時 実行パッケージのテストが開始された日時。
プロジェクト 実行パッケージの継承元である Test Manager プロジェクトの名前。
バージョン 実行パッケージの由来元である製品バージョン。
ビルド 実行パッケージの由来元である製品ビルド。
実行パス Test Manager の 実行計画 ツリーでこの実行計画が存在するファイル パス。

完了した実行
テストが完了しているすべての実行パッケージが 完了した実行 ページに一覧表示されます。 完了した実
行 ページには、選択された実行パッケージに対して、次のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
! この列には、対応する実行パッケージのアップロード ステータスを示すステータス アイコ

ンが示されます。 赤矢印アイコンは、パッケージの結果がまだアップロードされていない
ことを示します。 薄色の矢印の上にチェックマークが付いたアイコンは、パッケージの結
果がすでにサーバーにアップロードされていることを示します。 このアイコンをダブルク
リックすると、この実行パッケージの最初のテストについて テストの実行 ダイアログが開
きます。

パッケージ
名

Test Manager からダウンロードされた実行パッケージの名前。

ID この実行パッケージ用に生成された実行パッケージ番号。
ステータス 実行パッケージのステータス。 ステータス値は、完了した実行 ページでは編集できませ

ん。 選択可能な値は、[未実行]、[合格]、[失敗]、[未解決]、および [未サポート] です。
実行パッケージのステータス値は編集できません。 パッケージ全体のステータスは、パッ
ケージに含まれるテスト ステータスの構成とテスト ステップのステータスの拡張によっ
て決まります。 たとえば、パッケージに含まれるテストの 1 つであるテスト ステップのス
テータスが [失敗] である限り、パッケージ全体のステータスは [未実行] のままになりま
す。 そのため、テストのステップのいくつかが合格していても、パッケージが完成して、
未実行のテストのすべてに 実行の完了 ダイアログ ボックスでステータスを割り当てるま
では、パッケージ全体のステータスは [未実行] のままになります。 パッケージ内の 1 つ以
上のテスト ステップまたはテストが Passed で、未実行のステップとテストのすべてが 実
行の完了 ダイアログ ボックスから解決されると、全体のステータスが 合格 と見なされま
す。

優先度 実行パッケージの優先度。
キーワード 実行パッケージに割り当てられているすべてのキーワード。
開始日時 実行パッケージのテストが開始された日時。
終了日時 実行パッケージのテストが終了した日時。
プロジェク
ト

実行パッケージの継承元である Test Manager プロジェクトの名前。

バージョン 実行パッケージの由来元である製品バージョン。
ビルド 実行パッケージの由来元である製品ビルド。
実行パス Test Manager の 実行計画 ツリーでこの実行計画が存在するファイル パス。
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テスト
テスト ページには、前述の 受信箱 ページまたは 完了した実行 ページで選択した手動テストに関係するす
べての情報が表示されます。
テスト ウィンドウでは、Windows の標準キーボード ショートカットを使用して、複数のテストを選択で
きます。 選択したテストにステータスの変更を適用するには、選択対象を右クリックして、コンテキスト
メニューから新しいステータス値を選択します。
テスト ページには、各テストの以下のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
# テストに対して自動的に生成された番号。
名前 テスト名。
ステータス テストのステータス。 選択可能な値は、[未実行]、[合格]、[失敗]、[未解決]、および [未

サポート] です。 この値は、現在の値を右クリックして、コンテキスト メニューから代わ
りの値を選択すると、変更できます。

前回のステ
ータス

このテストが現在のステータスになる前に持っていたステータス。

ステップ 選択した手動テストのステップ数。
予定時間 テストの完了見積もり時間 ([hh:mm:ss]) 。
使用時間 このフィールドは、テスト実行開始からの経過時間 ([hh:mm:ss]) を追跡記録します。 こ

のフィールドは手動で編集できます。 編集中、タイマは停止します。 このフィールドの編
集後、タイマは手動調整後の時間を起点に追跡を続行します。

テスト パス Test Manager の テスト ツリーでこのテストが存在するファイル パス。

添付情報
添付情報 ページには、選択した手動テストに関係する添付情報が表示されます。 このページは、テストの
実行 ダイアログ ボックスでも利用できます。
テスト ウィンドウでテストを選択した場合は、値の 次の添付情報を含める を選択して、表示されている添
付情報のリストを補足することもできます。 テスト コンテナ/フォルダ を選択すると、選択したテストの
テスト コンテナまたはテスト フォルダのすべての添付情報が表示されます。 また、テスト ステップ を選
択すると、テストのテスト ステップの添付情報が表示されます。
添付情報 ページには、各添付情報の以下のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
名前 添付ファイルの名前。
タイプ 添付情報のタイプ。
説明 添付情報について作成された説明 (存在する場合) 。
ソース Test Manager の テスト ツリーでこの添付情報のテストが存在するファイル パス。
画像プレビ
ュー

添付情報が画像の場合は、画像プレビュー コントロールを使用して添付情報を表示できま
す。 画像を右クリックするか、ウィンドウの右側にあるボタンをクリックして、以下のコ
マンドにアクセスします：100% 表示、描画領域の幅に合わせる、描画領域に合わせる
(縦横比を保存) 。 独立したウィンドウで開く をクリックすると、別のウィンドウに 画像
プレビュー が開きます。
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結果ファイル
結果ファイル ページには、選択した手動テストに関係する結果ファイルが表示されます。 このページは、
テストの実行 ダイアログ ボックスでも利用できます。 結果ファイル ページには、各結果ファイルの以下
のプロパティが表示されます。
プロパティ 説明
名前 結果ファイルの名前。
ソース Test Manager の テスト ツリーでこの結果ファイルのテストが存在するファイル パス。
ファイルの追
加...

クリックすると、このテストにアップロードする新しい結果ファイルを参照し選択できま
す。

画像の貼り付
け...

クリックすると、使用しているコンピュータのクリップボードから画像を貼り付け、その
画像をこのテストに添付できます。

削除 クリックすると、選択した結果ファイルの添付がこのテストから解除されます。
画像プレビュ
ー 結果ファイルが画像の場合は、画像プレビュー コントロールを使用して結果ファイルを

表示できます。 画像を右クリックするか、ウィンドウの右側にあるボタンを使用して、
以下のコマンドにアクセスします：100% 表示、描画領域の幅に合わせる、描画領域に
合わせる (縦横比を保存) 。 独立したウィンドウで開く をクリックすると、別のウィンド
ウに 画像プレビュー が開きます。

問題
問題 ページには、選択した手動テストに関係する問題が表示されます。 このページは、テストの実行 ダイ
アログ ボックスでも利用できます。 問題 ページには、各問題の以下のプロパティが表示されます。
問題 ID この問題に割り当てられた ID。
概要 この問題に対して書かれた概要。
ステータス この問題のステータス。
外部 ID この問題が外部の問題追跡システムで追跡されているかどうかを示します。 この問題を外

部の問題追跡システムで追跡し、その問題に ID が割り当てられている場合は、このフィー
ルドでその外部 ID 番号をクリックすると、外部の問題追跡システムにあるその問題に直接
リンクできます。

作成日時 この問題が作成された日時。
作成者 この問題を作成したユーザー。

アウトライン
選択した実行パッケージのコンテンツ ツリー、または、実行パッケージにおいて選択したテストの場所を
表示します。

説明
選択した実行パッケージまたはテストの説明を表示します。

ステータス バー
現在アクティブになっているビューにある、実行パッケージまたはテストの現在の数およびステータスが
表示されます。
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ボタン 説明
オンライン/オフライン これをクリックすることにより、Manual Testing Client のモードがオンライン

とオフラインの間で切り替わります。

Manual Testing Client をインストールする
Manual Testing Client は Test Manager とは別の実行可能ファイルです。 Java Web Start 技術を利用
して、Manual Testing Client は、ネットワーク上からシングル クリックで配置できます。 Java Web
Start は、Manual Testing Client の最新バージョンが配置されているかだけでなく、Java Runtime
Environment (JRE) が正しいバージョンであるかも確認します。
前提条件：Manual Testing Client で Java Web Start 技術を使用するには、お使いのコンピュータ上に、
Java Runtime Environment (JRE) バージョン 6 以降がインストールされている必要があります。 JRE
は、http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp からダウンロードできます。
または、 ヘルプ > ツール > Manual Testing Client に移動して、お使いのコンピュータへ Manual
Testing Client をインストールすることもできます。

ヒント: Manual Testing Client を開始するには、 スタート > プログラム > Silk > SilkCentral >
Test Manager 12.0 > Manual Testing Client に移動します。

Manual Testing Client をインストールし起動するには：
1. たとえば、手動テスト通知電子メール内などにある、Manual Testing ClientWeb Start URL (http://

<Test Manager host>:<port>/webstart/mtc/) へのリンクをクリックすると、ファイルのダウンロ
ード ダイアログ ボックスが開きます。

2. 開く をクリックします。
Manual Testing Client がお使いのコンピュータにインストールされていない場合、Java Web Start
ダイアログ ボックスが開き、Manual Testing Client のダウンロードが直ちに開始します。 ダウンロー
ドは数分かかる場合があります。 Manual Testing Client がお使いのコンピュータにすでにインストー
ルされている場合には、Manual Testing Client が開くため、これ以降のステップは必要ありません。
ダウンロードが完了したら、警告 - セキュリティ ダイアログ ボックスが開き、このデジタル署名され
ているアプリケーションを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

3. この発行者からのコンテンツを常に信用します チェック ボックスをオンにし、実行 をクリックしま
す。 Manual Testing Client が開きます。

Manual Testing Client をアンインストールする
Manual Testing Client をアンインストールするには：
1. コマンドライン ウィンドウを開きます。
2. Windows コマンドライン ウィンドウで、javaws -viewer と入力し、Enter を押します。 Java キャ
ッシュ ビューア が開きます。

3. 表示 リスト ボックスで、アプリケーション を選択します（選択されていない場合）。
4. テーブルには、Manual Testing Client - Web Start が表示されるはずです。 このアプリケーションを

選択し、ツールバー上にある削除ボタン (X) をクリックします。
5. これで、お使いのコンピュータから Manual Testing Client が削除されたので、Java キャッシュ ビュ
ーア および Java コントロール パネル の各ダイアログ ボックスを閉じます。

Manual Testing Client でのテスト
編集モードである場合、Manual Testing Client にはテストのすべての編集機能が用意されています。これ
にはテスト ステップの削除、順序変更、追加やステップ プロパティの挿入が含まれます。 手動テストのプ
ロパティは、オンラインとオフライン モードの両方で編集できます。 オフライン モードでの変更は、イン
ターネット接続が利用可能であるときに常にサーバーと同期できます。
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編集モードでは Test Manager の Web クライアントで編集できるすべてのテスト要素の編集が可能にな
ります。 詳細 ページには、以下の値が表示されます。
• 予定時間
• ステップ名
• ステップ プロパティ
• ステップの説明
• 期待される結果
説明 ページで テストの説明 フィールドを編集でき、ステップ プロパティのパラメータを挿入できます。
編集モードでは、テスト ウィンドウで複数のテスト ステップを Windows の標準キーボード ショートカッ
トで選択できます。 選択したテスト ステップにステータスの変更を適用するには、選択対象を右クリック
して、新しいステータス値を選択します。
編集モードではない場合は、結果 列へのテスト結果の入力と、個別のテスト ステップやテストのステータ
スの編集のみが可能です。 ステータス値を右クリックして、代わりのステータスを選択して変更します。

注: データ駆動型のテストの編集はサポートされていません。

パラメータ
ステップ プロパティのパラメータは、テストとテスト ステップの説明に挿入できます。 パラメータは テ
ストの説明、ステップの説明、期待される結果 の各フィールドに挿入できます。 編集モードではない場
合、パラメータ値は解析された値に解決され、パラメータ自体は表示されません。 編集モードでは、パラ
メータは解決されず、パラメータ自体が表示されます。 編集モードでは、説明 タブのツールバーで パラメ
ータ リスト ボックスを使って、挿入対象の事前構成した Test Manager パラメータを選択できます。

競合する変更の処理
Manual Testing Client のオフライン編集機能を使うと、複数のユーザーが同じテストを同時に編集できま
す。変更に競合 (2 人のユーザーが同時に同じ手動テスト ステップを編集するなど) がない場合は、 Test
Manager によりアップロードされたすべての変更は テスト ツリーで自動的にマージされます。 別のユー
ザーによる最後の変更とアップロードした変更が競合する場合は、テストの競合 ダイアログ ボックスが開
き、競合に対応できます。
テストの競合 ダイアログ ボックスを使うと、変更をテストの一部として保存し、テストの次回の実行に含
める、または無視するかどうかを指定できます。 変更を無視することを選択する場合でも、テスト実行の
テスト結果の一部として残ります。

Test Manager パラメータを説明テキスト ボックスに挿入する
Test Manager パラメータを説明テキスト ボックスに挿入するには：
1. Manual Testing Client の編集モードで、テストの実行 > 説明 または テストの実行 > 詳細 に移動しま

す。
あらかじめ構成された Test Manager パラメータは、テストの説明、ステップの説明、期待される結
果 の各テキスト ボックスに挿入できます。

2. カーソルをテキスト ボックスに移動します。
3. ツールバーの パラメータ をクリックします。
4. リスト ボックスから設定済みの Test Manager パラメータを選択します。

Manual Testing Client を設定する
このセクションでは、Manual Testing Client を設定する方法について説明します。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 269



接続パラメータを設定する
接続パラメータは、Manual Testing Client を初めて起動したときに自動的に設定されます。
ログイン認証情報を編集し接続を検証するには：
1. Manual Testing Client で、ウィンドウ > 設定 に移動します。 環境設定 ダイアログ ボックスが開きま

す。
2. Test Manager サーバーの URL テキスト ボックスに、Test Manager インストールの URL を入力し

ます。
3. アプリケーションを次回起動したときに Manual Testing Client によってログイン認証情報を自動的に

挿入する場合は、認証情報を保存する を選択します。
4. Test Manager の ユーザー名 と パスワード を入力します。
5. 接続の検証 をクリックして、ログイン設定をテストします。
6. 確認ダイアログ ボックスで OK をクリックします。
7. 設定を保存するには、OK をクリックします。

その他の設定を行う
その他の設定を行うには：
1. Manual Testing Client で、ウィンドウ > 設定 に移動します。 環境設定 ダイアログ ボックスが開きま

す。
2. その他の設定 セクションで、以下の 1 つまたは複数のチェック ボックスをオンまたはオフにします。

添付ファイルを自動的にダウン
ロード

実行計画パッケージが Test Manager からダウンロードされるとき
に、添付ファイルを自動的にダウンロードします。 割り当てられて
いる実行パッケージをダウンロードした後でオフライン作業をする
場合には、このオプションを有効にする必要があります。

パッケージの完了時にビルド番
号を要求

パッケージを Test Manager にアップロードする前に、テストの実
行対象となったビルドの番号を要求する画面が表示されます。

実行ダイアログ ボックスを常
に最前面に表示

手動テストを実行しやすくするために、コンピュータ デスクトップ
上に開かれている他のウィンドウより前面に テストの実行 ダイアロ
グ ボックスを表示します。 有効である場合、テストの実行 ダイアロ
グ ボックスは別のウィンドウにフォーカスがある場合でも前面に表
示されたままになります。 手動テストの実行中では、テストの実行
ダイアログ ボックスを前面に表示しておくと、簡単にテスト結果を
入力でき便利です。 使用しているコンピュータの画面が小さく テス
トの実行 ダイアログ ボックスとテスト対象アプリケーションを同時
に表示できない場合は、この設定をオフにする必要があります。

メイン ウィンドウを閉じる前
に SilkCentral Test
Manager にワークスペースを
アップロードするかどうかを確
認

Manual Testing Client を閉じる前に確認画面を表示します。

3. 環境設定を保存するには、OK をクリックします。

パッケージのアップロードに関する設定を行う
実行パッケージのアップロードに関する設定を行うには：
1. Manual Testing Client で、ウィンドウ > 設定 に移動します。 環境設定 ダイアログ ボックスが開きま

す。
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2. ダイアログ ボックスの パッケージ 領域で、アップロード済みパッケージを削除 チェック ボックスをオ
ンにし、実行計画パッケージが Test Manager へのアップロード後に、Manual Testing Client から自
動的に削除されるよう指定します。

3. 次の削除オプション ボタンのいずれか 1 つをクリックします。
• 直後
• 経過後。 このオプションを選択した場合は、日数テキスト ボックスに値を入力します

4. テスト実行の完了後に完了したテスト実行パッケージが Test Manager に自動的にアップロードされ
るようにする場合は、完了したパッケージをすぐにアップロード チェック ボックスをオンにします。

Manual Testing Client で添付ファイルを管理する
このセクションでは、Manual Testing Client で添付ファイルを管理する方法について説明します。

画面キャプチャを貼り付ける
画面キャプチャを直接クリップボードからアップロードするには：
1. コンピュータのクリップボードに画面キャプチャをコピーします。

Manual Testing Client の 結果ファイル ページの 画像の貼り付け... ボタンが有効になります。
2. 画像の貼り付け... をクリックします。
3. クリップボードからの貼り付け ダイアログ ボックスで、画像の ファイル名 を指定します。
4. OK をクリックして、コピーした画面キャプチャを添付画像ファイルとして保存します。

添付ファイルを Manual Testing Client にアップロードする
テストの過程で関連する結果ファイル (画面キャプチャ、エラー ログ、他のファイルなど) が見つかった場
合は、そのファイルをテストへの添付ファイルとしてアップロードすることができます。
結果ファイルを添付ファイルとしてアップロードするには：
1. Manual Testing Client で、テスト ページのテストを選択します。
2. 結果ファイル タブをクリックします。
3. ファイルの追加 をクリックし、アップロードする結果ファイルを見つけて選択します。
4. 開く をクリックして、そのファイルを添付します。

Manual Testing Client で添付画像を表示する
添付画像ファイルを表示するには：
1. Manual Testing Client の 添付情報 ページで、画像ファイルを選択します。 その画像が 画像プレビュ
ー フィールドに表示されます。

2. 画像プレビュー フィールドの隣にある以下の表示ツールを使用すると、画像を操作できます。
• 100% 表示
• 描画領域の幅に合わせる
• 描画領域に合わせる (縦横比を保存)
• 独立したウィンドウで開く

Manual Testing Client で添付情報を確認する
Manual Testing Client でテストの添付情報を確認するには：
1. Manual Testing Client で、テスト ページのテストを選択します。
2. 選択したテストに関連付けられている結果ファイルがすべて、添付情報 ページに一覧表示されます。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 271



3. テスト コンテナ/フォルダ チェック ボックスや テスト ステップ チェック ボックスを使用すると、添
付情報のリストをフィルタ処理して、選択したテスト コンテナ、テスト フォルダ、またはテスト ステ
ップに関係する添付情報のみを一覧に含めることができます。

実行パッケージで作業する

実行パッケージをダウンロードする
Manual Testing Client の構成が終わった後、手動テストを実行するには、まず、割り当てられている手動
実行計画のコピーをダウンロードする必要があります。

注: 実行計画は Test Manager でオンライン状態のまま変わらず、実行計画のコピーが Manual
Testing Client にダウンロードされるだけです。

割り当てられている実行パッケージをダウンロードするには：
1. Manual Testing Client でツールバーの ダウンロード をクリックします。
2. 接続情報が正しく設定されている場合、実行計画が Test Manager で開始されると、割り当てられてい

る実行パッケージが 受信箱 に表示されます。

実行パッケージをエクスポートする
ダウンロードされた実行パッケージは Manual Testing Client からエクスポートしたり、Manual Testing
Client にインポートしたりできます。 これによりテスト担当者が電子メールを使って簡単に実行パッケー
ジを交換できます。 ダウンロードされた添付ファイルはエクスポート パッケージに自動的に含まれます。

注: 実行パッケージには .zpkg 拡張子が付きます。

実行パッケージをエクスポートするには：
1. Manual Testing Client で、受信箱 ページに表示されている実行パッケージを右クリックします。
2. パッケージのエクスポート... を選択します。
3. エクスポート先... ダイアログ ボックスでパッケージを保存する場所を参照して 保存 をクリックしま

す。
4. エクスポートの成功を示す確認ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

実行パッケージをインポートする
ダウンロードされた実行パッケージは Manual Testing Client からエクスポートしたり、Manual Testing
Client にインポートしたりできます。 これによりテスト担当者が電子メールを使って簡単に実行パッケー
ジを交換できます。 ダウンロードされた添付ファイルはエクスポート パッケージに自動的に含まれます。

注: 実行パッケージには .zpkg 拡張子が付きます。

実行パッケージをインポートするには：
1. Manual Testing Client で、ファイル > パッケージのインポート に移動します。
2. インポート元... ダイアログ ボックスでインポート対象のパッケージを参照して 開く をクリックしま

す。
3. インポートの成功を示す確認ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

パッケージ ビルド番号を編集する
実行パッケージのビルド番号を編集するには：
1. Manual Testing Client で、受信箱 ページに表示されている実行パッケージを右クリックします。
2. ビルド番号を編集 を選択します。 ビルド番号の選択 ダイアログ ボックスが開きます。
3. ビルド リスト ボックスから、ビルド番号を選択します。
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注: ビルド リストを更新 をクリックすると、ビルド リストを更新できます。

注: テスト実行が完了するたびにビルド番号の指定を求められるようにする場合は、パッケージの
完了時にビルド番号を要求 チェック ボックスをオンにします。

4. OK をクリックします。

テスト結果を Test Manager にアップロードする
完了しているパッケージからテスト結果をアップロードするには：
1. Manual Testing Client で、テストの実行 ダイアログ ボックスの 実行の完了 をクリックするか、ツー

ルバーの 完了 をクリックして、手動テストを終了します。
注: パッケージのテストに [未実行] ステータスのテストがある場合にテスト パッケージのテスト
の完了を試行すると、実行の完了 ダイアログ ボックスが表示され、未実行テストの処理方法を定
義できます。

2. 完了した実行 タブをクリックします。
3. 完了したテスト実行を右クリックして、Test Manager へのアップロード を選択するか ファイル メニ

ューの アップロード を選択してテスト結果を Test Manager にアップロードします。
注: オンラインで作業している場合は、SilkCentral データベース内の実行計画ステータスが自動
的に更新されます。

アップロード時に競合する変更を管理する
アップロード時に競合する変更を管理するには：
1. 手動テストの編集を完了した後、アップロード をクリックして結果をサーバーにアップロードします。
2. はい をクリックし、サーバー上の テスト ツリーに変更をコミットすることを確認します。 別のユーザ

ーによる最後の変更と競合する場合は、テストの競合 ダイアログ ボックスが開き、競合しているテス
トのリストが表示されます。

3. Test Manager の競合しているテストに直接アクセスして変更内容を表示するには、テストを右クリッ
クして、テストを Test Manager で参照 を選択します。

4. 変更をアップロード をクリックすると、他のユーザーによる変更を無視して、Test Manager に変更が
コミットされます。したがって、競合のある最後の変更はユーザーの変更により上書きされます。また
は、変更を戻す をクリックすると、変更はテストに保存されません。
変更を戻す を選択した場合、変更は テスト ツリーにコミットされません。ただし変更はアップロード
している実行結果に表示されます。 変更はテストの次回の実行には含まれません。

テスト結果を Test Manager に格納する
Test Manager でテスト結果を Manual Testing Client に格納するには：
1. Manual Testing Client で、ファイル メニューの 結果を SilkCentral に格納 を選択します。
2. 代わりに、Manual Testing Client を閉じる際に、ワークスペースすべてを Test Manager へアップロ

ードすることもできます。

Manual Testing Client で内部の問題を追加する
Manual Testing Client では、内部の問題を作成し、外部の問題をその内部の問題にマップすることができ
ます。 内部の問題を作成して、外部の問題へマップするには：
1. Manual Testing Client で、受信箱 タブをクリックします。
2. 実行計画パッケージを選択します。

選択したパッケージに含まれているテストが テスト ページに一覧表示されます。
3. テスト ページでテストをダブルクリックします。
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4. 内部の問題の新規作成 をクリックします。 問題の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
5. 各テキスト ボックスを入力します。
6. OK をクリックします。

注: この手順を行う際には、オンラインである必要があります。

Manual Testing Client でのコード分析を有効にする
Manual Testing Client で実行計画のコード分析を有効にするには：
1. Manual Testing Client で、編集 > コード分析設定の編集 に移動します。 コード分析設定の編集 ダイ

アログ ボックスが開きます。
2. パッケージ<パッケージ名>のコード分析を有効にする チェック ボックスをオンにします。

注: コード分析を有効にすると、Manual Testing Client でテストを実行できます。 ただし、テス
トを実際に開始する前に、テストの実行 ダイアログ ボックスの 詳細 ページで コード分析：開始
をクリックする必要があります。 これにより、手動テストを実行している間に、Test Manager が
コード分析情報を収集します。 テストが終了したら、停止 をクリックして、コード分析情報の収
集を停止します。

3. コード分析プロファイル リスト ボックスからプロファイルを選択します。
4. ホスト名 テキスト ボックスに、コード分析情報を収集するホスト名（デフォルト ポート 19129 を使

用しない場合は、ポートを付けて）のカンマ区切りリストを入力します。
例：labmachine1, labmachine2:8000, 198.68.0.1。 実行計画ごとに、AUT が実行しているマシ
ン リソースのホスト名を定義する必要があります。 たとえば、クライアント/サーバー システムでは、
クライアント（たいていは実行サーバーで直接実行されている）のコード カバレッジ情報を収集するだ
けでなく、サーバー（別のマシンで実行されている可能性のある）からもデータを収集する必要があり
ます。 このことは、すべてのマルチタイヤ アプリケーションに該当します。

注: JUnit コード分析の実行の場合は、ホスト名を指定する必要はありません。

5. 設定を保存するには、OK をクリックします。

Manual Testing Client でオフライン作業をする
インターネット接続にアクセスせずに作業する場合は、Manual Testing Client から Test Manager への自
動接続が行われないように、オフライン作業モードを選択します。
オフライン モードで作業するには：
1. Manual Testing Client で、ファイル > オフライン作業 を選択するか、右下隅にある オンライン をク

リックします。
2. いったんテストが完了しインターネット接続にアクセスできるようになったら、テスト結果のアップロ

ードに移ります。

テストの実行 ダイアログ ボックス
Manual Testing Client 内で手動実行計画を実行すると、テストの実行 ダイアログ ボックスが表示されま
す。 このダイアログ ボックスでは、選択した実行計画に含まれているテスト ステップの実行と、各テス
ト ステップの結果の追跡を行うことができます。
テストの実行 ダイアログ ボックスには、説明、詳細、添付情報、結果ファイル、問題 の各ページがありま
す。

説明
編集モードではない場合、説明 ページには、選択したテストについての読み取り専用の テストの説明 テキ
スト ボックスと テスト名 テキスト ボックスが表示されます。 編集モードでは、これらのテキスト ボック
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スは編集可能です。 独立したウィンドウで開く をクリックすると、テストの説明の直前に保存したバージ
ョンが別のウィンドウに開きます。 独立したウィンドウは、常に最前面に置かれ、手動テストを補助しま
す。

詳細
詳細 ページには、選択したテストの読み取り専用の説明が表示されます。
このページには、次の項目があります。
項目 説明
テスト ステータス テストの現在のステータス。 編集モードでは、このテキ

スト ボックスは編集可能です。
前回のステータス 以前にテストを実行したときのテストのステータス。
予定時間 テストの完了見積もり時間（hh:mm:ss）。 編集モード

では、このテキスト ボックスは編集可能です。
使用時間 このテキスト ボックスは、テスト実行開始からの経過時

間（hh:mm:ss）を追跡記録します。 このテキスト ボ
ックスは、手動で編集可能です。 編集中、タイマは停止
します。 そしてこのテキスト ボックスの編集後、タイマ
は手動調整後の時間を起点に追跡を続行します。

開始 コード分析を開始します。 コード分析を実行するホスト
名を入力します。

テスト ステップ 選択したテストに含まれているテスト ステップが一覧さ
れます。 テスト ステップ セクションでは、Windows の
標準キーボード ショートカットを使用して、複数のテス
ト ステップを選択できます。 選択したテスト ステップ
のステータスを変更するには、ステップを右クリックし
て、新しいステータス値を選択します。

結果 テスト担当者が確認した各テスト ステップの結果。 この
ステップが完了したら、このテキスト ボックスを編集し
ます。

ステータス 各ステップのステータス。 このステップが完了したら、
このテキスト ボックスを編集します。

ステップの説明 このステップに対して行わなければならないアクション
を説明します。

期待される結果 各テスト ステップの期待される結果、もしくは成功条件。

テストの実行 ツールバー
テストの実行 ダイアログ ボックスには、次のツールバーがあります。
ツールバ
ー

説明

テスト
ステップ

テスト実行中の手動テスト ステップを管理するために使用します。 このツールバーには、次
の項目があります。
項目 説明
ステップの新規作成 テスト ステップ リストの最後に新しいテスト ス

テップを追加します。
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ツールバ
ー

説明

項目 説明
ステップの挿入 テスト ステップ リストで、選択したテストステッ

プの上に新しいテスト ステップを挿入します。
複製 テスト ステップ リストで、選択したテスト ステ

ップのコピーを作成します。
削除 テスト ステップ リストの選択したテスト ステッ

プを削除します。
上へ移動 テスト ステップ リストの選択したテスト ステッ

プを 1 つ上に移動します。
下へ移動 テスト ステップ リストの選択したテスト ステッ

プを 1 つ下に移動します。

テキスト
の書式設
定

テストの説明、ステップの説明、期待される結果 の各記述の書式を設定するために使用しま
す。 パラメータ をクリックすると、説明にパラメータを挿入することができます。 このツー
ルバーには、次の項目があります。
項目 説明
太字 選択したテキストに太字の書式を適用します。
斜体 選択したテキストに斜体の書式を適用します。
下線 選択したテキストに下線の書式を適用します。
左揃え 選択したテキストを左に揃えます。
中央揃え 選択したテキストを中央に揃えます。
右揃え 選択したテキストを右に揃えます。
両端揃え 選択したテキストに両端揃えを適用します。
箇条書き 選択したテキストを箇条書きに変換します。
インデント解除 選択したテキストのインデントを左に移動しま

す。
インデント 選択したテキストのインデントを右に移動しま

す。
元に戻す テキスト記述テキスト ボックス内で実行した最

後のアクションを元に戻します。
やり直し テキスト記述テキスト ボックス内で実行した最

後のアクションをやり直します。
フォント 選択したテキストに、異なるフォント タイプを適

用します。
フォント サイズ 選択したテキストに、異なるフォント サイズを適

用します。
書式 選択したテキストに、あらかじめ定義されている

異なる書式スタイルを適用します。 たとえば、[ヘ
ッダー 1]、[ヘッダー 2] などです。
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ツールバ
ー

説明

項目 説明
パラメータ あらかじめ設定されている Test Manager カスタ

ム ステップ プロパティ (「プロジェクト パラメー
タ」とも呼ばれる) を、テキスト記述に挿入できま
す。 編集モードでない場合、解決されたパラメー
タの解析値が表示されます。 編集モードでは、実
際のパラメータがダイアログ ボックスに表示さ
れます。

ナビゲー
ション

手動テストの実行を管理したり、テスト間を移動するために使用します。 このツールバーに
は、次の項目があります。
項目 説明
編集 選択したテストのプロパティを編集します。
内部の問題の新規作成 選択したテストへ内部の問題を追加します。
問題へ移動 選択した手動テストの問題を Test Manager で参

照したり、そのテストに新しい問題を割り当てま
す。

前のテスト 手動テスト実行における前のテスト ステップに
戻ります。

次のテスト 手動テスト実行における次のテスト ステップに
進みます。

実行の完了 アクティブな手動テスト内のすべてのテスト ス
テップが完了したら、テストの実行 ダイアログ ボ
ックスを閉じます。

Manual Testing Client でのビデオ キャプチャ
Manual Testing Client ではテストのビデオをキャプチャできます。キャプチャしたビデオは、Manual
Testing Client の結果ファイルに追加できます。 ビデオをキャプチャすると、たとえばテスト中にエラー
が発生した場合にビデオを分析できます。

注: 現在、ビデオ キャプチャは Microsoft Windows オペレーティング システムでのみ有効です。
Windows 2008 システムでビデオ キャプチャを使用するには、次のサーバー機能をインストールす
る必要があります。
• デスクトップ エクスペリエンス
• 高品質な Windows オーディオ ビデオ エクスペリエンス
注: 録画されるのはシステムのメイン ディスプレイです。 セカンダリ ディスプレイはビデオに録画
されません。 録画中は、一部のタスクが有効になりません。 これらのタスクを実行するには、録画を
停止してください。

Manual Testing Client でビデオを録画する
Manual Testing Client でビデオ キャプチャを有効にするには：
1. Manual Testing Client の 受信箱 で、実行するテストを含むパッケージをクリックします。 選択した

パッケージに含まれているテストが テスト ページに表示されます。
2. 実行するテストをダブルクリックします。 テストの実行 ダイアログ ボックスが開きます。
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3. 詳細 タブをクリックします。 詳細 ページが開きます。
4. テストの詳細 セクションで、ビデオ録画 の 開始 をクリックします。 赤いボタンは、テストのビデオを

録画中であることを示しています。
5. 録画を止めてよければ、ビデオ録画 の 停止 をクリックします。 ビデオを結果ファイルに追加 ダイアロ

グ ボックスが開きます。
6. ビデオ ファイルの名前を入力して OK をクリックし、ビデオを保存するか、または キャンセル をクリ

ックしてビデオ ファイルを削除します。 テストの結果ファイルにビデオが追加されます。
7. ビデオを表示するには、結果ファイル タブをクリックしてビデオ ファイルをダブルクリックします。

テスト実行を分析する
このセクションでは、Test Manager を使用してテスト実行を分析する方法について説明します。

テスト実行のステータスを変更する
テスト実行のステータスを手動で変更するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 実行計画の実行を選択します。 実行 ページのテスト セクションには、テスト実行が一覧されます。
5. テストの 実行 ID をクリックします。
テスト実行の結果 ダイアログ ボックスが表示されます。

6. 詳細 タブをクリックします。
7. ステータスの変更 をクリックします。 ステータスの変更 ダイアログ ボックスが開きます。
8. 新しいステータス リスト ボックスから、このテスト実行に対する新しいステータスを選択します。
9. コメント テキスト ボックスに、手動によるステータス変更に対する説明を入力します。

注: コメントの入力は必須です。

10.OK をクリックして、ステータスの変更を確認します。
注: ステータスを変更すると、履歴が変わります。 テスト実行に対するすべてのステータス変更の履
歴を表示するには、テスト実行の結果 ダイアログ ボックスで メッセージ タブをクリックします。

テストの実行詳細を表示する
テストの実行詳細を表示するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 詳細を表示する実行の 実行 ID をクリックします。 テスト実行の結果 ダイアログ ボックスが表示さ

れます。
5. 詳細 タブをクリックします。

テスト実行の結果を削除する
特定のテスト実行の結果を削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで、編集する実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
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4. 結果を削除するテスト実行の アクション 列で、  をクリックします。
5. 続いて表示される確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、削除を完了します。

実行計画の結果を削除する
実行計画、フォルダ、またはプロジェクトの実行結果の一部または全部を削除するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで要素を右クリックし、結果の削除 を選択します。
3. 結果の削除 ダイアログ ボックスが表示されます。 削除する結果を選択します。

オプション 説明
前回の実行を除くす
べての実行

最新の実行結果以外のすべての実行計画の実行結果が削除されます。

下記期間内のすべて
の実行

特定の期間内のすべての実行計画の実行結果が削除されます。 このオプショ
ンを選択したら、開始時間 および 終了時間 の各フィールドの横にある  をク
リックし、カレンダー ツールを利用して日付を指定します。

4. OK をクリックして、削除を確定します。
注: タグ付けされたビルドの結果は削除できません。 これらの結果を削除するには、管理 > 製品/
バージョン/ビルド > 製品. 詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してく
ださい。

実行計画の実行の結果
追跡 > アクティビティ > 最近の実行 > 実行 ID
実行計画の実行結果 ダイアログ ボックスには、実行計画の実行結果の詳細が一覧表示されます。
実計画行 > 詳細ビュー からダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。 詳細を見たい実行計画
を選択し、実行 タブをクリックし、実行を右クリックして、詳細の表示 を選択します。
ダイアログ ボックスに、次の項目に関する詳細情報が表示されます。
項目 説明
実行計画名 実行計画の名前。
実行計画 ID 実行計画の一意の識別子。
実行計画の実行 ID 実行計画の実行の識別子。
開始日時 実行を開始した時間。
実行時間 含まれているすべてのテストを実行するために費やされ

た時間。 セットアップおよびクリーンアップ テストの時
間、および自動化ファイルおよびコード カバレッジの取
得、実行ツールの起動などのタスクに費やされた時間が含
まれます。 手動実行の場合、実行の開始から終了までの
時間です。

実行サーバー 実行計画に割り当てられている実行サーバー。
警告数/エラー数 実行の間に生成された警告/エラーの数。
ステータス 合格、失敗、未実行のテストの数を棒グラフで表示しま

す。
バージョン/ビルド 実行に指定された製品のバージョン/ビルド番号。 これ

らは、この実行計画のユーザーによって設定されるか、ま
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項目 説明
たは、実行時にビルド情報ファイルから読み込まれます。
ビルドがタグ付けされている場合、太字で表示され、  で
マークされます。

SilkTest Classic AUT ホスト名 SilkTest Classic AUT (テスト対象エージェント) ホスト
の名前。

セットアップ用テスト テストに備えてテスト環境を準備するテスト。 テストの
名前をクリックすると、表示または編集できます。 テス
トの実行の ID をクリックすると、テストの実行結果 ダイ
アログ ボックスが開きます。

クリーンアップ用テスト テスト後にテスト環境を元の状態に戻すためのテスト。
テストの名前をクリックすると、表示または編集できま
す。 テストの実行の ID をクリックすると、テストの実行
結果 ダイアログ ボックスが開きます。

実行計画の結果 ダイアログ ボックスでは、実行計画の実行の間に含まれたファイルや、生成されたメッセ
ージに関する追加情報も提供します。 また、その実行計画に対して割り当てられているテストをすべて一
覧表示します。
手動テストについては、手動テストの結果 をクリックすると、現在の実行 ページの読み取り専用版を、そ
の手動テストに関する詳細情報と共に取得できます。
割り当て済みテスト セクションには、この実行計画に割り当てられているテストがすべて一覧表示されま
す。 テストの名前をクリックすると、それを表示または編集でき、テストの 実行 ID をクリックすると、
テストの実行結果 ダイアログ ボックスが開きます。

テスト実行の結果
実行計画 > 詳細ビュー > 実行 > <実行計画> > 割り当て済みテスト > <実行 ID>
テスト実行の結果 ダイアログ ボックスには、テストの実行詳細が一覧表示されます。 ダイアログ ボック
スには、以下の場所からアクセスできます：
• テスト > 詳細ビュー > <テスト> > 実行 > <実行 ID>
• 実行計画 > 詳細ビュー > 実行 > <実行計画> > 割り当て済みテスト > <実行 ID>
• 追跡 > アクティビティ > 最近の実行 > <実行 ID> > 割り当て済みテスト > <実行 ID>
テスト実行の結果 ダイアログ ボックスには、以下のタブが表示されます。
タブ 説明
詳細 テストの実行の詳細を表示します。このテストの実行に含まれている実行計画の実

行の 実行時間、実行パス、実行計画の実行 ID と、警告数/エラー数 (発生した場
合)、実行コメント (コメントが実行に追加された場合) などが含まれます。 このタ
ブでは、テストの実行のステータスを変更することもできます。 このオプションは、
テスト実行のステータスを手動で変更する必要がある場合に有効です。
手動でステータスを変更すると、このタブの ステータス、ステータス変更日時、ス
テータス変更者、前のステータス、および ステータス変更コメント の各フィールド
に変更が反映されます。

タイムライン タイムライン タブには、次の組み合わせによって、テストの簡単な結果とエラー分
析が可能なグリッドが表示されます。
• 失敗数、エラー数、警告数など、output.xml ファイルが使用可能なテスト ス

イートの構造。
• output.xml ファイルからのインシデント。
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タブ 説明

• ログ エントリとメッセージ。
• 結果ファイル。
エントリは時間順に一覧表示され、ビューには、異なるタイプの項目にフィルタを
適用できるチェック ボックスが含まれます。
このタブは、テスト実行 グリッドの 結果の分析 アクションと エラーの分析 アクシ
ョンからもアクセスできます。

注: タブは、手動テストと SilkTest Workbench テストを除くすべてのテス
ト タイプで表示されます。

特定 SilkTest Classic、SilkPerformer および手動テストに対してのみ表示されます。 こ
のタブには選択したテスト タイプに固有の詳細が示されます。 たとえば、SilkTest
Classic テストを選択した場合、このビューには、選択したテストケース、テスト デ
ータ、テスト実行時に出力された警告 (存在する場合) が表示されます。

ファイル このテストで生成されたすべてのファイル (ファイル サイズを含む) が一覧表示さ
れます。 SilkTest Classic .rex ファイルの名前はダウンロード リンクとして機能
します。 これらのファイルをダウンロードすれば、テキスト エディタで直接表示で
きます。
上の表には、結果ファイルや手動テスト用に手動でアップロードしたファイルなど、
テストに関連付けられたファイルが一覧表示されます。 下の表には、たとえば実行
ログ ファイルやコード分析結果など、実行計画に関連付けられたファイルが一覧表
示されます。
テストの実行によって生成されたすべての結果ファイルを zip されたパッケージの
形でダウンロードするには、すべてのファイルのダウンロード をクリックします。
SilkTest Workbench の場合、結果ファイルのコンテキストで SilkTest Workbench
を開くには、result.stwx ファイルをクリックします。
SilkTest Workbench の場合、再生エラーが発生した場合にビジュアル テストの最
後のスクリーンショットを確認するには、error.png をクリックします。

メッセージ このテスト実行で生成されたすべてのメッセージ (深刻度を含む) が一覧表示され
ます。
個々のテストではなく実行計画全体に関連付けられているメッセージは、実行 > ア
クティビティ > メッセージ で表示できます。

成功条件 自動テストに対してのみ表示されます。 このタブには、テスト計画プロセスの実施
中にテスト > 詳細ビュー > <テスト> > プロパティ でテストに定義したすべての
成功条件と、実行結果の値が表示されます。 成功条件は、テストが [成功] したか
[失敗] したかを判断するために用いられます。

データ駆動型 データ セットのすべてのデータ行を単一のテストにするというオプションが指定さ
れているデータ駆動型テストの場合にのみ、表示されます。 このタブには、テスト
の実行の各インスタンス (データ行) のステータスが一覧表示されます。 インスタ
ンスをクリックすると、テスト実行の結果 ダイアログ ボックスがもう 1 つ開き、選
択したインスタンスの実行詳細が表示されます。

属性 このテストに設定されているすべての属性。
パラメータ このテストに設定されているすべてのパラメータ。

以下の表では、テストの実行結果を順に調べるための UI 要素を一覧にしています。 これらの要素は、実
行計画から テスト実行の結果 ダイアログ ボックスにアクセスした場合にのみ表示されます。
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項目 説明
合格をスキップ 前の結果 および 次の結果 のボタンを使って閲覧する際

に、どのテストの実行結果を表示するかを判断するために
使われます。 このオプションをオンにすると、ステータ
スが [合格] 以外であるテストのみが表示されます。

< 前の結果 選択した実行計画の実行の中で、前のテストの結果詳細に
移動します。

次の結果 > 選択した実行計画の実行の中で、次のテストの結果詳細に
移動します。

データ駆動型テストの実行アクティビティを表示する
データ駆動型テストの実行アクティビティを表示するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. データ駆動型テストを基にしている実行計画を選択します。
3. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
4. 関連する実行計画の 実行 ID をクリックします。
5. 割り当て済みテスト テーブルに表示されているデータ駆動型テストの 実行 ID をクリックします。

注: 多重データ駆動型テストを実行している場合は、データ ソース内のデータ行ごとに 1 つのテス
トが表示されます。

そのテストの結果ページが開きます。
6. データ駆動型 タブを選択します。 このテストの実行済みインスタンスがすべて表示されます。

注: このテストのデータ駆動型プロパティは、詳細 ページの データ駆動型プロパティ テーブルに
一覧表示されます。

7. インスタンス名をクリックすると、そのインスタンスのテスト実行の詳細が表示されます。
注: 多重データ駆動型テスト インスタンスを扱っている場合は、データ ソース内のデータ行ごと
に別々のインスタンスが作成されます。

8. パラメータ タブをクリックすると、このテスト実行の際に使用されたデータ ソース値が表示されます。

[実行] の [実行] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > 実行
実行 ページには、選択した実行計画のすべての実行に関する統計値が表示されます。
構成スイートの場合は、含まれている構成のすべての実行が表示されます。
テスト サイクルの場合は、含まれている実行計画のすべての実行が表示されます。
このページは 2 つのセクションに別れており、1 つ目には実行計画の実行が一覧され、2 つ目には、1 つ
目のセクションで選択された実行計画の実行に対する、テストの実行が一覧されます。
実行 ページのグリッド ビューには、列のサイズ変更や整列などの表示設定、フィルタ処理、並べ替え、グ
ループ化などのオプションが提供されており、これらはユーザーごとに設定することができます。 また、
列の表示や非表示、列幅の調整、列をクリックして目的の場所へドラッグすることによる列の移動、など
が行えます。 また、キーボードを使用して実行をたどっていくことも可能です。
実行計画の実行結果 ダイアログ ボックスを開くには、実行を右クリックして、詳細の表示 を選択します。
2 つの実行計画の実行を比較するには、Ctrl + クリック または Shift + クリック を使用して、2 つの実行
を選択します。 選択したものを右クリックし、レポート > 実行計画実行の比較... を選択します。
実行計画の実行セクションには、選択した実行計画の実行が一覧されます。 このセクションは、1 ページ
につき 50 実行でページが作成されます。 矢印ボタンを使用して、ページ間を移動することができます。
このページには、各実行の以下の列が表示されます。
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列 説明
アクション 実行計画に対して行うことができるアクション。

実行結果
の削除

クリックすると、この実行の結果を削除します。 選択した実行に対す
る結果を削除すると、Test Manager はその実行を、実行 ページから
削除します。 それらの実行は、バックグラウンド プロセスが削除を
完了するまで灰色に変わります。 代わりに、Delete を押してテスト
実行結果を削除することも可能です。 タグ付けされたビルドの場合
は、結果の削除を確認する必要があります。

手動テス
トの結果
の表示

クリックすると、現在の実行 ページが読み取り専用モードで表示され
ます。

実行計画 実行された実行計画の名前。 この列は構成スイートの場合にのみ表示されます。
ステータス 実行のステータス概要。 バーにより、合格/失敗/未実行の各テストの量を一覧表示

します。 各割り当て済みテストの実行ステータスは、ページの 2 つ目のセクション
に表示されます。

実行 ID 実行計画の実行の識別子。 実行の結果にアクセスするには、これをクリックしま
す。

キーワード 実行計画に割り当てられたキーワード。
実行者 実行が実際に行われた実行サーバーの名前。 手動テストの場合には、実行を行った

担当者の名前が一覧表示されます。
エラー 実行で発生したエラーの数。
警告 実行で発生した警告の数。
製品 テスト対象のアプリケーション。
バージョン この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド情報ファイルから

読み取られたバージョン。 この情報は、管理 > 製品/バージョン/ビルド > 製品 で
設定できます。

ビルド この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド情報ファイルから
読み取られたビルド。 この情報は、管理 > 製品/バージョン/ビルド > 製品 で設定
できます。 ビルドがタグ付けされている場合、太字で表示され、  でマークされま
す。

開始日時 実行を開始した時間。
実行時間 含まれているすべてのテストを実行するために費やされた時間。 セットアップお

よびクリーンアップ テストの時間、および自動化ファイルおよびコード カバレッジ
の取得、実行ツールの起動などのタスクに費やされた時間が含まれます。 手動実行
の場合、実行の開始から終了までの時間です。

開始タイプ テスト実行がどのように開始されたかを表示します。 手動、Web サービス、スケ
ジュールなどがあります。

開始者 スケジュール、テスト担当者、Web サービス ユーザーなどの名前です。
開始範囲 実行 ダイアログ ボックスで指定された範囲。
実行コメント この列を使用して実行に情報を追加できます。 コメントを編集するには、実行を右

クリックして、実行コメントの編集 を選択します。

テストの実行セクションには、選択された実行計画の実行に対するテストの実行が一覧されます。 このセ
クションは、1 ページにつき 50 実行でページが作成されます。 矢印ボタンを使用して、ページ間を移動
することができます。 このページには、各実行の以下の列が表示されます。
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列 説明
アクション テストの実行に対して行うことができるアクション。

結果の表
示または
ダウンロ
ード

実行が属するテストが、結果ファイルを生
成する類のテスト タイプだった場合、アイ
コンをクリックして、結果ファイルをここ
で参照またはダウンロードすることがで
きます。

問題の新
規作成

クリックすると 問題の新規作成 ダイアロ
グ ボックスが開き、そのテストに対して新
しい問題を作成できます。

外部の問
題の割り
当て

外部に構成されている問題追跡システム
から問題をテストに割り当てます。

実行 ID テストの実行の識別子。 クリックすると、テスト実行の
結果 ダイアログ ボックスが開きます。

ID テストの識別子。 この列は、デフォルトで表示されませ
ん。

テスト このテストの名前。 クリックすると、テスト > 詳細ビュ
ー のテストにアクセスします。 アイコンはテスト タイ
プによって変わります。

開始日時 実行を開始した日時。
実行時間 テスト実行を行った実行時間 (h/mm/ss)。
ステータス 実行のステータス概要。 単一のテストの場合には、単一

のステータスが表示されます。 テスト パッケージまたは
テスト スイートのノードに対しては、バーにより、合格/
失敗/未実行の各テストの量を一覧表示します。

実行者 実行が実際に行われた実行サーバーの名前。 手動テスト
の場合には、実行を行った担当者の名前が一覧表示されま
す。

見つかった問題 テストの実行に割り当てられている問題の数を表示しま
す。 テストの実行に割り当てられている問題がない場
合、この列は空で表示されます。 リンクをクリックする
と、テスト > 詳細ビュー の 問題 ページにある問題にア
クセスできます。

エラー 実行で発生したエラーの数。
警告 実行で発生した警告の数。
実行コメント SilkPerformer のテスト実行では、結果が読み込まれる際

に、SilkPerformer によってこの列が使用され、テスト実
行に情報が追加されます。 その他のすべてのテスト タイ
プでは、この列を使用して実行に情報を追加できます。
コメントを編集するには、実行を右クリックして、実行コ
メントの編集 を選択します。

[現在の実行] ページ
実行計画 > 詳細ビュー > <実行計画> > 現在の実行
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注: 現在の実行 ページには、テスト実行が完了するまでアクティブな手動テストの実行が表示されま
す。 テスト サイクルに割り当てられている手動テストでは、このページは 実行 ページに名前が変わ
ります。 この場合、実行 ページには、実行が完了するまで引き続き実行が表示されます。

実行計画の 現在の実行 ページにアクセスするには、実行計画 ツリーで実行計画をクリックし、現在の実
行 タブをクリックします。
現在の実行 ページにはアクティブな手動テストの実行に関する情報が表示され、誰がどのテスト ステップ
を作業しているのか見ることができます。 ユーザーは、2、3 のクリックで手動テスト実行を実行すること
ができます。 このページには 2 つのグリッド ビュー、割り当て済みテスト と テスト ステップ が装備され
ています。 割り当て済みテスト には、アクティブな手動テストの実行に関する情報が表示され、テスト ス
テップ には、その手動テストの各ステップに関する情報が表示されます。 割り当て済みテスト ビューで
は、希望する列を選択し右クリック メニューから、テストにフィルタをかけることができます。 手動テス
トに対して複数の実行が進行中の場合には、最初に開始されたものが表示されます。 その他の 3 つのビュ
ーには、それぞれ実行、アクティブなテスト、選択したテスト ステップに関する追加情報が表示されます。
2 つのグリッド ビューでは、ユーザーごとに設定可能なビューの設定項目が提供されています。 列の表示
や非表示、列幅の調整、列をクリックして目的の場所へドラッグすることによる列の移動などが行えま
す。 一般的なブラウザの複数選択機能である Ctrl + クリック または Shift + クリック を使用して、複数
のテストまたはテスト ステップを選択します。 選択したものを右クリックし、選択したテスト ステップの
ステータスを、希望するステータスに設定することができます。
現在の実行 ページでは、次の一般的なアクションを行うことができます。
アクション 説明
再読み込み クリックすると、現在の実行 ページを再読み込みします。
同期の実行 クリックすると、現在の実行 ページに表示されているタスクを更新します。 次のアイテムが更

新されます：

項目 説明
割り当て済み
テスト

範囲 すべてのテストを実行 で実行を開始し、同期の実行 をクリックしたと
きのみ、実行に新しく割り当てられたテストが表示されると共に、実行計画
に割り当てられなくなったテストが削除されます (そのテストが開始され
ていない場合)。

テスト プロパ
ティ

割り当て済みテストの名前、説明、添付ファイル、その他のテストのプロパ
ティ。

テスト ステッ
プのプロパテ
ィ

割り当て済みテストの各ステップの名前、説明、添付ファイル、その他のテ
スト ステップのプロパティ。

ビルド番号の選択 クリックして、実行計画を実行するためのバージョンまたはビルド番号を変更します。
実行の完了 このボタンをクリックすると、テスト実行を完了し、実行の完了 ダイアログ ボックスが開きま

す。 ビルド リスト ボックスから適切なビルド番号を選択します。 手動テストが開始された実
行計画のビルドが、リストではあらかじめ選択されています。 実行計画の実行内に、ステータ
スが 未実行 のテストがあった場合には、それらに対して行うアクションを ステータス リスト
ボックスから選択することができます。 次の項目を、ダイアログ ボックスで利用することがで
きます：

項目 説明
この実行からテス
トを削除

ステータスが 未実行 のテストをすべて、この実行計画の実行から削除
します。 実行にステータスが [未実行] のテストが含まれている場合に
のみ、このアクションを行うことができます。
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アクション 説明

項目 説明
「合格」/「失敗」/
「未サポート」/「未
解決」に設定

ステータスが 未実行 のテストをすべて、選択したステータスに設定し
ます。 実行にステータスが [未実行] のテストが含まれている場合にの
み、このアクションを行うことができます。

ビルド番号の選択 リスト ボックスから、実行計画の実行に対するビルド番号を選択します。

注: 実行計画の実行詳細 ビューは、上部右端の矢印をクリックすることで、表示/非表示することがで
きます。 デフォルトではビューは折りたたまれています。

実行計画の実行の詳細
この領域には、アクティブな手動テストの実行が割り当てられている実行計画の実行に関する以下の情報
が表示されます。
• 実行計画の実行の ID。
• 実行計画の名前。
• 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイートまたはフォルダ。 クリックすると、実行計
画 ツリー内のスイートまたはフォルダにアクセスできます。 構成スイートまたはフォルダに実行計画
が含まれていない場合は、何も表示されません。

• 実行計画の実行に割り当てられたキーワード。
• この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド情報ファイルから読み取られたバージ

ョン。
• この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド情報ファイルから読み取られたビル

ド。
• 実行計画の実行の実行タイプ。
• 実行計画の実行の開始タイプ。
• テスト担当者の名前、スケジュール、もしくは実行計画の実行を開始した Web サービス ユーザー。
• 実行 ダイアログ ボックスで指定されている実行計画の実行の開始範囲。
• 実行計画の実行の開始時間。

割り当て済みテスト
この領域には、手動テスト実行に関する以下の情報が表示されます。
列 説明
アクション テストの実行中に行うことができるアクション。 アクシ

ョンによっては、データ駆動型テストでは利用できないも
のもあります。 次のアクションを行うことができます。

結果ファ
イルの追
加

結果ファイルをテストに追加します。

問題の新
規作成

テストに対して新しい問題を作成します。

外部の問
題の割り
当て

外部に構成されている問題追跡システム
から問題をテストに割り当てます。

テストの
編集

テストの編集 ダイアログ ボックスでテス
トを編集します。 このダイアログ ボック
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列 説明

スを閉じると、Test Manager は自動的に
テストの実行の同期を行います。

# 実行計画の実行における、このテストの順序。
ID テストの識別子。 この列は、デフォルトで表示されませ

ん。
テスト このテストの名前。 名前をクリックすると、テストが表

示されるか、テストに対してアクションが実行されます。
ステータス テストの現在のステータス。 ステータスを変更するに

は、ステータス名をクリックします。
実行者 このテスト実行の前回の作業を行ったユーザー。 たとえ

ば、ステップの結果を入力し、添付ファイルを追加するな
どの作業です。

使用時間 [hh:mm] 実際の実行時間。 フィールドをクリックし、実際にテス
トの実行にかかった時間を記入します。 時間を hh:mm
形式で入力します。 数字のみを入力した場合、時間数で
あると判断されます。 実行またはテスト サイクルが完了
すると、実行時間 列に入力した時間が表示されます。

テスト ステップ
この領域には、テスト ステップごとに以下の情報が表示されます。
アクショ
ン

テストの実行中に行うことができるアクション。
編集 ステップの編集 ダイアログ ボックスでテスト ステップを編集します。 このダ

イアログ ボックスを閉じると、Test Manager は自動的にテストの実行の同期
を行います。

問題の新
規作成

クリックすると 問題の新規作成 ダイアログ ボックスが表示され、現在のステ
ップを問題に関連付けることができます。

外部の問
題の割り
当て

クリックすると 外部の問題の割り当て ダイアログ ボックスが開き、現在のス
テップを外部の問題に関連付けることができます。

# テスト内でのステップの順番。
ステップ
名

ステップの名前。 クリックすると、テスト > 詳細ビュー > ステップ のステップにアクセス
します。

ステータ
ス

ステップの実行ステータス。 ステータスを変更するには、ステータス名をクリックします。

結果 ステップの結果。 結果を編集するには、このテキスト ボックスをクリックします。
ヒント: テスト ステップ ビューは、上部右端の矢印をクリックすることで非表示にすることができま
す。

テストの詳細
この領域には、アクティブな手動テストに関する以下の情報が表示されます。
• このテストの名前。
• このテスト定義の予定実行時刻 (手動テストのみ)。
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• テストに添付されている添付ファイルの数。 添付ファイルにアクセスするには、リンクをクリックしま
す。

• テストに割り当てられている問題の数。 問題にアクセスするには、リンクをクリックします。
• テストに対して生成された結果ファイル。 結果ファイルにアクセスするには、リンクをクリックしま

す。
注: 結果ファイルを削除するには、削除 アイコンをクリックします。

• テストの説明。

ステップの詳細
この領域には、選択したステップに関する以下の情報が表示されます。
• ステップの名前。
• ステップが実施するアクションの説明。
• ステップで期待される結果。
• テストの実行が完了したときのステップの結果。
• ステップに対する添付ファイル。

ヒント: ステップの詳細 ビューは、上部右端の矢印をクリックすることで非表示にすることができま
す。

現在の実行 ページを開いている間に、別の実行計画の実行が開始された場合、新しい実行が利用可能な旨
を伝える注が表示されます。 これら実行に関する情報は、アクティビティ ページで参照できます。
自動テストについては、現在の実行 ページで実行の進捗が表示されます。

SilkPerformer プロジェクトで作業する
SilkPerformer は Test Manager のテストおよび実行機能と完全に統合されています。 SilkPerformer プ
ロジェクトは、Test Manager のテストに統合し、Test Manager を通じて直接実行することができます。
これにより、強力なテスト結果分析とレポート作成が可能になります。 また、無人テスト（あらかじめ構
成されたスケジュールに基づいて Test Manager で自動的に実行されるテスト）も可能です。
SilkPerformer と Test Manager のインテグレーションの設定に関する詳細については、『SilkPerformer
ヘルプ』を参照してください。
Test Manager から SilkPerformer プロジェクト ファイルを SilkPerformer で直接開き、スクリプトや設
定を編集することができます。 編集された SilkPerformer プロジェクトをその後 Test Manager に再び
チェックインして、以後のテスト実行に利用できるようにすることが可能です。
Test Manager は、SilkPerformer テスト実行中に、実行計画の実行プロパティに関する情報を提供しま
す。 SilkPerformer スクリプトで AttributeGet メソッドを使用して、実行計画の実行プロパティにアクセ
スしてください。 スクリプトでは次のプロパティにアクセスできます。
• #sctm_execdef_id
• #sctm_execdef_name
• #sctm_product
• #sctm_version
• #sctm_build
• #sctm_keywords

注: "プロジェクト" という用語の使い方は、SilkPerformer と Test Manager では異なります。
SilkPerformer プロジェクトは、Test Manager にアップロードされると、Test Manager テストの中
核的な要素になります。 Test Manager プロジェクトは、複数の SilkPerformer プロジェクト、テス
ト、実行計画、要件を含むことができる上位レベルのエンティティです。
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SilkPerformer プロジェクトをダウンロードする
SilkPerformer プロジェクトを開く場合は、ソース管理ツールからの SilkPerformer プロジェクトのチェ
ックアウト、SilkPerformer でのプロジェクトの編集、Test Manager へのプロジェクトのチェックインが
必要になることがあるのに対して、プロジェクトをダウンロードする場合は、プロジェクトのコピーをダ
ウンロードし、それを Test Manager から独立して取り扱うことになります。 ダウンロードしたプロジェ
クトに変更を加えても、Test Manager に自動的には反映されません。
SilkPerformer プロジェクトをダウンロードするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5.  をクリックします。 [ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスが表示され、指定した

SilkPerformer プロジェクトをローカル システムにダウンロードするかどうか確認を求められます。
6. 保存 をクリックして、ファイルを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラウン

ドで開いていない場合は、ここで起動されます。
7. ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボックスが表示され、指定した SilkPerformer プロジェク

トの保存先となるデフォルト ディレクトリ パスが選択されます。 指定されたパス名でよい場合は、OK
をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わりのパスを指定します。

注: ソース管理インテグレーションが構成されていても、Test Manager から独立してこのファイ
ルを取り扱っているため、SilkPerformer プロジェクトをソース管理システムからチェックアウト
するように指示されることはありません。
注: Test Manager で利用される SilkPerformer プロジェクトは、SilkPerformer ユーザー インタ
ーフェイスから直接ダウンロードすることもできます。 その他の情報については、SilkPerformer
のドキュメントを参照してください。

SilkPerformer プロジェクトを開く
SilkPerformer プロジェクトを Test Manager から開くには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5.  をクリックします。 ファイル ダウンロード ダイアログ ボックスが表示され、指定した

SilkPerformer コマンド ファイル (.spwbcmd) を SilkPerformer で開くかどうか確認を求められま
す。

6. 開く をクリックして、ファイルを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラウン
ドで開いていない場合は、ここで起動されます。 ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボックス
が表示され、指定した SilkPerformer プロジェクトの保存先となるデフォルト ディレクトリ パスが選
択されます。

7. 指定されたパス名でよい場合は、OK をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わ
りのパスを指定します。

8. Test Manager のソース管理インテグレーション (Visual SourceSafe など) を構成してある場合は、ソ
ース管理クライアントのログイン画面が表示されます。 有効なユーザー接続設定値を入力し、OK をク
リックして続行します。

注: SilkPerformer によって利用される Test Manager プロジェクトも、SilkPerformer から直接
開くことができます。 その他の情報については、SilkPerformer のドキュメントを参照してくださ
い。
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有人 SilkPerformer テストを実行する
有人テストとは、SilkPerformer で手動で実行され、Test Manager にあらかじめ定義されているスケジュ
ールに基づいて自動的に実行されない SilkPerformer テストのことです。

注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応す
る SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッドと共に
使用する必要があります。

SilkPerformer で有人テストを実行するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5.  をクリックします。 ファイル ダウンロード ダイアログ ボックスが表示され、指定した

SilkPerformer コマンド ファイル (.spwbcmd) を実行するかどうか確認を求められます。
6. 開く をクリックして、プロジェクトを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラ

ウンドで開いていない場合は、ここで起動されます。 ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボッ
クスが表示され、指定した SilkPerformer プロジェクトの保存先となるデフォルト ディレクトリ パス
が選択されます。

7. 指定されたパス名でよい場合は、OK をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わ
りのパスを指定します。 SilkPerformer のワークロードの設定 ダイアログ ボックスが開き、
SilkPerformer プロジェクトに関連付けられているワークロード設定がすべて表示されます。

8. ワークロード設定を必要に応じて編集した後、実行 をクリックしてテストを開始し、SilkPerformer で
テスト結果を監視します。

注: ワークロード設定をまったく編集せずに 実行 をクリックすると、直接 Test Manager から無
人テストとして実行された場合とまったく同じように SilkPerformer テストが実行されます。

SilkPerformer テスト プロパティを編集する
注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応す
る SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッドと共に
使用する必要があります。

SilkPerformer テスト プロパティを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5. SilkPerformer テスト プロパティの編集 をクリックします。
6. SilkPerformer テストの設定に進みます。

SilkPerformer テスト結果を分析する
Performance Explorer を利用すると、SilkPerformer テスト結果の詳細な分析が可能になります。 結果
の分析 オプションでは、「結果パッケージのダウンロード」とは異なり、選択した結果のみダウンロードさ
れます。 最適化作業の結果を分析しやすくするため、Performance Explorer では、相互負荷テスト レポ
ートで複数のテスト実行から得られた統計値を並べて比較できます。
Test Manager を利用して実行されたテストの結果は、テスト 領域の 実行 ページにあるコマンドを使っ
て Performance Explorer に自動的にロードできます。
Performance Explorer の使用および Performance Explorer の Test Manager との統合の詳細について
は、Performance Explorer のドキュメントを参照してください。
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Performance Explorer で SilkPerformer テスト結果を開くには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 表示するテストを選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 結果のダウンロード対象となるテスト実行の アクション 列で、  をクリックします。 ファイル ダウン
ロード ダイアログ ボックスが表示され、ダウンロードしようとしている Performance Explorer コマ
ンドファイル (.sppecmd) の名前が表示されます。

5. 開く をクリックして、結果を Performance Explorer で開きます。 または、保存 をクリックすると、
結果をローカルに保存できます。

6. インストールされている Test Manager に直接接続した状態で Performance Explorer が開き (まだバ
ックグラウンドで開いていない場合)、選択したテスト実行の結果が取り出されます。

注: 単一のレポートで複数のテスト実行の結果を比較する相互負荷テスト レポートの準備をする
場合は、実行 ページからさらに他の実行の結果をダウンロードできます。 追加でダウンロードし
た実行結果は、既に開いている Performance Explorer インスタンスの Performance Explorer
Test Manager タブに表示されます。 相互負荷テスト レポートの詳細については、Performance
Explorer のドキュメントを参照してください。

SilkPerformer テスト結果パッケージをダウンロードする
テスト実行の結果セット一式を分析する場合や、結果セット一式をオフライン分析用にダウンロードする
場合は、結果パッケージをダウンロードするのが最もよいでしょう。 結果パッケージには大きい TrueLog
On Error ファイルが含まれていることが多いので、結果パッケージを圧縮して .lrz ファイルとしてローカ
ル ハード ディスクにダウンロードすることができます。 また、結果をローカルにダウンロードすると、低
速のインターネット接続を使って作業している場合にも役に立つことがあります。
SilkPerformer テスト結果をダウンロードするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 結果をダウンロードするテスト実行の アクション 列で、  をクリックします。 ファイル ダウンロー
ド ダイアログ ボックスが開き、ダウンロードしようとしている圧縮済みの結果パッケージ ファイル

（.ltz）の名前が表示されます。
5. 開く をクリックして、結果を Performance Explorer で開きます。 または、保存 をクリックすると、

結果をローカルに保存できます。
6. Performance Explorer がまだバックグラウンドで開いていない場合は、ここで開かれます。 プロジェ
クトのインポート ダイアログ ボックスが開き、結果の保存先となるターゲット ディレクトリが表示さ
れます。 デフォルト パスをそのまま使用する場合は OK をクリックし、別のパスを選択する場合は 参
照 をクリックします。 ダウンロードしたテスト結果は Performance Explorer に表示されます。

注: デフォルト プロジェクト ディレクトリをそのまま使用すると、結果パッケージが保存されま
す (通常、この方法を推奨)。その場合、結果は他のすべての SilkPerformer 結果と一緒に保存さ
れ、Performance Explorer の Add Loadtest Results コマンドを使用して簡単にアクセスできま
す。

SilkPerformer テスト結果をアップロードする
SilkPerformer で有人テストの実行が完了したら、そのテスト結果を Test Manager にアップロードし、
テストに関連付けることができます。
有人 SilkPerformer テストの結果をアップロードするには：
1. 有人 SilkPerformer テストを実行します。

詳細については、「有人 SilkPerformer テストを実行する」を参照してください。
2. テストが完了したら、結果 メニューから 結果を Test Manager へアップロード を選択します。
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結果を Test Manager へアップロード ウィザードの ログイン 画面が表示されます。
3. パスワード フィールドに値を入力し、次へ をクリックします。

注: これは有人テストなので、結果のアップロード先となるテストの正しいホスト名 ([ホスト名]
フィールド) とユーザー名 ([ユーザー名] フィールド) はウィザードには既にわかっています。

4. Test Manager 結果のアップロード先となる SilkPerformer プロジェクトを選択します（プロジェク
ト リストでデフォルトで選択されていない場合）。

5. 結果のアップロード先となるテストを選択します (ツリー リストでデフォルトで選択されていない場
合)。 次へ をクリックします。

注: ツリー内を右クリックし、コンテキスト メニューのコマンドを使用して、結果の保存先となる
テスト、子テスト、テスト フォルダ、あるいは子テスト フォルダを新規作成することができます。

6. その次の画面では、アップロードした結果が所属することになる割り当て済み製品のバージョン番号
（[バージョン] フィールド）とビルド番号（[ビルド] フィールド）を指定することができます。 また、
SilkPerformer テスト結果のステータス（[合格]、[失敗] など）を指定することもできます。

注: テスト実行中にエラーが発生した場合、テスト結果ステータスはデフォルトで [失敗] に設定さ
れます。

7. 完了 をクリックすると、結果がアップロードされます。 アップロードされた結果は、テスト > 詳細ビ
ュー > <SilkPerformer テスト> > 実行の テストの実行 列に表示されます。

SilkTest Classic のテスト
このセクションでは、SilkTest Classic でテストを実行する方法について説明します。

SilkTest Classic テストの自動実行
1 つの実行計画内のテストはすべて、同じ SilkTest Classic インスタンスを使ってテストされます。
SilkTest Classic の GUI は、最初の SilkTest Classic テストが実行されるときに一度開き、最後の SilkTest
Classic テストの実行が終わると自動的に閉じられます。 SilkTest Classic テスト実行ごとに結果が生成
されます。 何らかの理由でテスト中に SilkTest Classic GUI が閉じた場合、GUI は次の SilkTest Classic
テストが実行されるときに再び自動的に開きます。

データ駆動型 SilkTest Classic テストケースの自動実行
SilkTest Classic のテスト プロパティで データ駆動型 チェック ボックスをオンにすると、SilkTest
Classic のテストは、外部データソースのデータ行ごとに 1 回ずつ繰り返されます。 デフォルトでは、デ
ータ駆動型テストの実行モードは計画ベースです。 つまり、すべてのデータ行の結果が、.res 結果ファイ
ルの 1 つのノードの下に含められることになります。 SccExecServerBootConf.xml で実行モードをス
クリプトベースのデータ駆動型に変更すると、.res 結果ファイルにはデータ行ごとに 1 つの結果ノードが
作成されます。

テスト対象エージェント（AUT）の指定
SilkTest Classic エージェントを Test Manager 実行サーバーと同じマシンで実行できない場合 (たとえ
ば Windows 以外のプラットフォームでテストを実行する場合)、実行計画の 配置 ページの [SilkTest
Classic AUT ホスト名] の設定でホスト名とポートが指定されている可能性があります。 そこで設定され
ていない場合には、SilkTest Classic のデフォルト値（たとえば partner.ini の設定など）が使われます。
AUT の構文は hostname:port です。 エージェントは、テスト実行の前に手動で起動し、指定されたポー
トをリスンするよう設定しておく必要があります。 デフォルトでは、SilkTest Classic インスタンスと
SilkTest Classic エージェントの間の通信には TCP/IP プロトコルが使われます。 両方のプログラムが同
じプロトコルを使うように設定されていることを確認してください。

注: 実行計画に複数の実行サーバーが割り当てられているときには注意が必要です。SilkTest Classic
エージェントは一度に 1 つの SilkTest Classic インスタンスとしかやり取りできないからです。
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SilkTest Classic のタイムアウト設定
完了するまでにかかる時間が 1 時間を超える SilkTest Classic テストケースがある場合は、Test Manager
のタイムアウト設定を調整する必要があります。 そうしないと、Test Manager は、実行時に問題が発生
したと見なして SilkTest Classic を終了します。 SilkTest Classic のタイムアウト設定の詳細については、

『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

SilkTest Classic のログ
テスト実行中に各テストケースについてデータのログを取るために、SilkTest Classic の RMS ログ ファイ
ルが使われます。 このファイルには、ステータス、メモリ、ユーザーという、3 種類のデータ レコードが
書き込まれます。 RMS Remote Agent は、このファイルを監視して、各テスト実行の進捗を判断します。
PrintToRMSLog 4Test 関数を実行すると、独自のコメントをログ ファイルのユーザー レコードに書き込
むことができます。
例：
PrintToRMSLog ("Error", "An intended error")
PrintToRMSLog ("Info", "testcase sleep1 started")
PrintToRMSLog ("Warning", "TestCase 1 started a second time")
rms.inc でのユーザー関数の定義：
PrintToRMSLog (STRING sMessageType, STRING sUserMessage)
以下の形式でログ ファイルに書き込みます。
U|{sTestCaseName}|{sScriptName}|{sArgStr}|{sUserMessage}|{sMessageType}

VMware Lab Manager とのインテグレーション
このセクションでは、Test Manager と VMware Lab Manager（Lab Manager）とのインテグレーション
について説明します。

VMware Lab Manager 仮想構成
VMware イメージは仮想コンピュータ システムです。 Lab Manager は複数の VMware イメージ、または

「構成」の管理に使用されます。構成とは、イメージ（たとえば、データベース サーバー、アプリケーショ
ン サーバー、実行サーバーなど）を組み合わせたものです。 VMware 構成は、複雑なソフトウェア テス
ト ラボ環境を仮想化する効果的な手段となります。 構成は通常、VMware Lab Manager ライブラリから
配置され、個々の VMware イメージとまったく同様にオン/オフされます 同じ構成の複数のインスタンス
を同時に配置し、インスタンスごとに別々にテストを実行することができます。 それぞれの VMware 構成
は "ネットワーク的に分離" されています。 つまり、互いのネットワーク動作に影響を及ぼしません。
VMware LiveLink テクノロジにより、後でオンデマンドで再現（つまり "復元"）できる完全な構成の "ス
ナップショット" を取ることができます。
Lab Manager と Test Manager とのインテグレーションにより、ユーザーは Test Manager の UI から直
接 Lab Manager を管理できます。 統合された機能には、構成のデプロイ、テスト実行、結果収集、構成
の自動アンデプロイなどがあります。 Test Manager では、Lab Manager の複数のインストール済みイン
スタンスと構成をサポートできます。 LiveLink テクノロジを使用してキャプチャされた構成は、VMware
Lab Manager を使用して閲覧されます。 LiveLink 構成キャプチャおよび Lab Manager の他の機能の詳
細については、VMware Lab Manager のドキュメントを参照してください。 Test Manager と Lab
Manager のインテグレーションの構成に関する詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を
参照してください。

注: 各構成には、Test Manager 実行サーバーが少なくとも 1 つ存在しなければなりません。 これら
の実行サーバー インスタンスによって、構成内で行われるテスト実行が制御され、テスト結果が取り
出されます。
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注: Lab Manager ユーザーには、Lab Manager API にアクセスするための管理者権限が必要です。

追跡
追跡 領域によって、アクティビティ、全プロジェクト アクティビティ、プロジェクト概要レポート、品質
目標 などのプロジェクト レベル情報が提供されます。

アクティビティ
テストの今後の実行、現在の実行、最近の実行を管理する方法を説明します。

最近の実行を削除する
最近の実行 リストから実行を削除するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. アクティビティ ページの 最近の実行 領域で、削除するテスト実行を右クリックし、実行結果の削除 を

選択します。
3. OK をクリックして、削除を確定します。

[アクティビティ] ページで列の表示/非表示を切り替える
アクティビティ ページで列の表示/非表示を切り替えるには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 列見出しを右クリックします。
3. カラム サブメニューを展開して、プロジェクトで使用可能な列をすべて表示します。
4. 表示する列のチェック ボックスをすべて選択します。 列表示の設定は保存され、アクティブ プロジェ

クトを開くたびにその設定で表示されます。

[アクティビティ] ページから問題を入力する
新しい問題を直接 アクティビティ ページに入力できます。
アクティビティ ページから問題を入力するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 最近の実行 領域で、該当する実行計画の 実行 ID をクリックし、テスト実行結果を表示します。

実行と関連付けられている各テストが、ビューの下部にある 割り当て済みテスト の表に一覧表示され
ます。

3. 問題を関連付けるテストの アクション 列で、問題の新規作成 をクリックします。
4. 問題の定義に進みます。

[アクティビティ] ページでテスト実行にフィルタを適用する
アクティビティ ページのビューには、列の値に基づいてフィルタを適用することができます。 フィルタ文
字列は、次の項目に適用するよう指定できます。
• テキスト データ フィールド。
• 日付フィールドのカレンダー フィルタ（指定の値より前、指定の値より後、指定の値に等しい の各演

算子を使用）。
• 数値フィールドの数値演算子（>、<、および =）。
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[アクティビティ] ページでテキスト値にフィルタを適用する
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. フィルタリング対象のテキスト列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、フィルタ テキスト ボックスを表示しま

す。
4. そのテキスト ボックスにテキスト文字列を入力します。
5. Enter を押します。 フィルタ条件に一致するすべてのエントリがフィルタ済みリストに動的に表示さ

れます。

[アクティビティ] ページで日付値にフィルタを適用する
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. フィルタリング対象の日付列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ にカーソルを合わせると、指定の値より前、指定の値より後、また

は 指定の値に等しい のサブメニューが表示されます。
4. 次の項目から選択します。

a) 指定の値より後 にカーソルを合わせ、それ以前の日付（その日を含む）のすべてのエントリを除外
する場合の基準となる日付を定義します。

b) 指定の値より前 にカーソルを合わせ、それ以降の日付（その日を含む）のすべてのエントリを除外
する場合の基準となる日付を定義できます。

c) 指定の値に等しい にカーソルを合わせ、指定した日付のものを除くすべてのエントリを除外できま
す。

カレンダー ツールが表示されます。
5. カレンダー ツールを使って日付を選択します（あるいは、今日 をクリックして今日の日付を指定しま

す）。
ヒント: 日付に基づくフィルタリングの変更を有効にするには、カレンダー ツールで日付を明示的
にクリックするか、Enter キーを押す必要があります。

フィルタ条件に一致するすべてのエントリがフィルタ済みリストに動的に表示されます。

[アクティビティ] ページで数値にフィルタを適用する
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. フィルタリング対象の数値列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、>（大なり）、<（小なり）、=（等しい）

の各演算子を表示します。
4. 次の項目から選択します。

a) > テキスト ボックスに数値を入力すると、その値以下のエントリをすべて除外することを定義でき
ます。

b) < テキスト ボックスに数値を入力すると、その値以上のエントリをすべて除外することを定義でき
ます。

c) = テキスト ボックスに数値を入力すると、指定した数値のエントリを除くすべてのエントリを除外
できます。
注: 数値は小数点以下 2 桁に丸められます。

5. Enter を押します。 フィルタ条件に一致するすべてのエントリがフィルタ済みリストに動的に表示さ
れます。

[アクティビティ] ページで論理値にフィルタを適用する
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
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2. フィルタリングの基準にする論理値列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、選択可能な値を表示します。
4. はい か いいえ のどちらかのオプション ボタンを選択します。 フィルタ条件に一致するすべてのエン

トリがフィルタ済みリストに動的に表示されます。

[アクティビティ] ページで定義済みリストを使用して値にフィルタを適用する
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. フィルタリング対象の定義済みフィルタ値を持つ列の見出しを右クリックします。
3. コンテキスト メニューの フィルタ サブメニューを展開して、フィルタ テキスト ボックスを表示しま

す。
4. 使用するフィルタの値のチェック ボックスをオンにします。 選択した条件を 1 つでも持つエントリは

すべて表示されます。

[アクティビティ] ページでテスト実行をグループ化する
単に列でソートするだけでなく、エントリをいくつかのグループにまとめて見やすくすることができま
す。 グループ化の基準になる列の値が共通するものが 1 つのグループになります。

[アクティビティ] ページでテスト実行にグループを適用する
アクティビティ ページでエントリをグループ化するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. グループ化の基準になる列の見出しを右クリックします。
3. このカラムでグルーピング を選択します。

選択した列の値が共通するエントリがグループにまとめられます。

[アクティビティ] ページでテスト実行のグループ化を削除する
グループ化を解除するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 任意の列見出しを右クリックします。
3. グルーピング チェック ボックスをオフにします。

アクティビティのフィルタを解除する
注: 列を非表示にすると、その列に適用されているフィルタはすべて解除されます。

1 つまたは複数のフィルタを解除するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. フィルタを解除する列の見出しを右クリックします。

注: フィルタされている列は、タイトルが太字の斜体で表示されるので、タイトルで見分けること
ができます。

3. 以下のいずれかの操作を実行します。
a) 特定のフィルタを解除するには：フィルタ チェック ボックスをオフにします。
b) すべてのフィルタを解除するには：フィルタのリセット を選択します。

[アクティビティ] ページで列の順序を変更する
アクティビティ ページで列の順序を変更するには：
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1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 移動する列の見出しを選択します。
3. その列を希望する位置までドラッグして放します。

列順序の設定は保存され、アクティブ プロジェクトを開くたびにその設定で表示されます。

[アクティビティ] ページで列のサイズを変更する
アクティビティ ページで列の幅を調整するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 調整する列の見出しの仕切り線を選択します。
3. 列の境界を希望する位置までドラッグして放します。

列幅の設定は保存され、アクティブ プロジェクトを開くたびにその設定で表示されます。

[アクティビティ] ページの表示をデフォルト設定に復元する
表示をデフォルト設定に復元すると、現在のプロジェクトのユーザー定義設定（列の順序、列の幅、列の
表示/非表示、適用されているフィルタ、ソート、グループ化）はすべてリセットされます。
表示をデフォルト設定に復元するには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. 任意の列見出しを右クリックします。
3. 表示のリセット を選択します。

[アクティビティ] ページでテスト実行をソートする
アクティビティ ページでテスト実行をソートするには：
1. メニューで 追跡 > アクティビティ をクリックします。
2. テスト実行のソートの基準になる列の見出しを右クリックします。
3. 昇順 を選択すると、テスト実行は昇順でソートされます。降順 を選択すると、テスト実行は降順でソ

ートされます。 ソートの設定は保存され、アクティブ プロジェクトを開くたびにその設定で表示され
ます。

[アクティビティ] ページ
追跡 > アクティビティ
アクティビティ ページでは、プロジェクトに対して、テストの最近の実行、現在の実行および今後の実行
を集中的に管理できます。 アクティビティ ページのグリッド ビューには、フィルタ処理、並べ替え、グル
ープ化などのオプションが提供されており、これらはユーザーごとに構成できます。 列の表示や非表示、
列幅の調整、クリック アンド ドラッグによる列の移動を行うことができます。
アクティビティ ページは、今後の実行、現在の実行、最近の実行 という 3 つのセクションに分かれていま
す。 ビューの間のセパレータをドラッグして、グリッド ビューのサイズを変更できます。
状況依存のメニュー コマンドは各テスト実行で利用できます。 これらのコマンドにより、リストされた実
行計画への直接リンク、手動テストの続行、テスト実行の結果の管理などが可能になります。
アクティビティ ページを使用すると、実行計画間の一致点の特定や特定の実行計画情報の検索が容易にな
ります。 Windows の標準キーボード ショートカットを使用して、テスト実行エントリを選択し、特定の
実行計画とテスト結果セットを簡単に選択し、操作できます。 ソート、グループ化、フィルタの各機能は
コンテキスト メニュー コマンドから利用でき、それぞれ、テスト実行のグループ化と組織化に役立ちま
す。 ビュー カスタマイズの設定はすべてプロジェクトと一緒に保存され、アクティビティ ページにアクセ
スするたびに利用できます。
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注: アクティビティ ページのデータは自動的に更新されません。 各ビューの下部にあるページ移動
ボタンのそばにある 再読み込み をクリックして、ページの内容を更新します。
注: CTRL + SHIFT を使用して、複数のキューにたまっている実行の選択や、それらをワンクリック
で中止することもできます。

今後の実行
今後の実行 ビューには、今後実行が計画されている実行計画が一覧表示されます。 多くの実行計画がある
ときにパフォーマンスを向上させるために、今後の 50 の実行計画のみが表示されます。 利用可能なフィ
ルタ機能を使用して、他の将来の実行計画にアクセスできます。 実行計画を編集するには、実行計画を右
クリックして 実行計画へ移動 を選択するか、実行計画の名前の左にある矢印をクリックします。 これによ
り 実行 領域に移動し、実行計画の詳細情報を表示および編集できます。
デフォルトでは、すべての実行計画は 開始日時 でソートされます。 今後の実行 ビューの各列はソートや
グループ化できません。
今後の実行 ビューは、ビューのタイトル バーの右端にある二重の矢印ボタンをクリックして、折りたたみ
および展開できます。
今後の実行 ビューには、実行計画ごとに以下の列が表示されます。
列 説明
ID スケジュールを設定された実行計画の識別子。 この列

は、デフォルトで表示されません。
実行計画/フォルダ スケジュールを設定された実行計画またはフォルダの名

前。
キーワード スケジュールを設定された実行計画に割り当てられたキ

ーワード。
手動テスト担当者 手動テストの場合、この列にはテストに割り当てられた手

動テスト担当者のユーザー名が表示されます。 テストの
手動テスト担当者がいない場合は、この列に値がありませ
ん。

優先度 この実行計画に設定されている優先度。
開始日時 スケジュール設定されたテスト実行の開始時間。
実行計画の親 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイー

トまたはフォルダ。 クリックすると、実行計画 ツリー内
のスイートまたはフォルダにアクセスできます。 構成ス
イートまたはフォルダに実行計画が含まれていない場合
は、何も表示されません。

現在の実行
現在の実行 ビューでは、現在実行されている実行計画 (自動テスト実行と手動テスト実行の両方) が一覧表
示されます。
実行中の実行計画を中止するには、実行計画の アクション 列にある 中止 をクリックします。 実行計画を
表示または編集するには、実行計画を右クリックして 実行計画へ移動 を選択するか、実行計画の名前の左
にある矢印をクリックします。 実行の進捗を表示するには、自動化された実行計画を右クリックして 詳細
の表示 を選択するか、実行計画の 実行 ID/タスク ID リンクをクリックします。
手動テストが未確定のままになっている間は、対応する実行計画も、現在の実行 リストの中に 保留 という
ステータスで残されます。 手動テスト実行 ビューで手動ステップの結果およびステータスを入力するに
は、手動実行計画を右クリックして 手動テストの続行 を選択するか、アクション 列から実行計画の 手動
テストの続行 ボタンをクリックします。
手動テストの結果を表示するには、手動実行計画を右クリックして 詳細の表示 を選択するか、実行計画
の 実行 ID/タスク ID リンクをクリックして、実行計画の結果 ページを開きます。 そこで、割り当て済み
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テスト セクションで手動テスト名をクリックすると、結果 ダイアログ ボックスが開きます。 手動テスト
の結果の詳細が表示されます。 実行計画の結果 ページに戻り、手動テストの結果 をクリックすると、手動
テスト ビューが開き、割り当て済みの手動テストのステータス情報が表示されます。
現在の実行のページ ビューは 20 の実行計画ごとに分割されます。 現在の実行 ビューの下部分にある 最
初のページ、最後のページ、次のページ、前のページ の各ボタンを使って、ページ間を移動できます。 あ
るいは、ページ テキスト ボックスにページ番号を入力し、Enter キーを押してもかまいません。
現在の実行 ビューには、実行計画ごとに以下の列が表示されます。
列 説明
アクション 以下のアクションを実行計画に対して実行できます。

中止 クリックすると、現在の実行をキャンセル
します。 または、Delete キーを押しま
す。 実行を中止した場合、それらの実行
は、バックグラウンド プロセスが削除を完
了するまで灰色に変わります。

注: 実行がテスト サイクルの一部
である場合、中止アクションは無
効になります。  アイコンとコ
ンテキスト メニューのエントリ
がグレー表示され、複数の実行を
中止するときにこれらの実行は無
視されます。

手動テス
トの続行

クリックすると、手動テスト ビューに移動
して手動ステップの結果およびステータ
スを入力できます。

Manual
Testing
Client

クリックすると、Manual Testing Client
が開きます。 このボタンは、選択されてい
るテストにテスト担当者として割り当て
られているユーザーに対してのみ、利用可
能になります。

ID 実行計画の識別子。 この列は、デフォルトで表示されま
せん。

実行計画 実行計画の名前。
実行 ID/タスク ID 手動テストでは、実行時に 実行 ID を受け取ります。 手

動テストが完了すると、実行 ID が 最近の実行 ビューに
渡されます。 自動テストでは、実行時に タスク ID を受
け取ります。 タスク ID は、最近の実行 ビューに渡され
ません。 完了した実行計画は、実行 ID を 最近の実行 ビ
ューで受け取ります。

ステータス アクティブな実行計画や手動テストのステータス。 自動
テストでは、ステータスは、テキストベースの値 ([保
留] や [アクティブ]) で示されます。 手動テストでは、
ステータスは色の付いたヒストグラムで示されます。 自
動テストのステータスはテキストで記述され、フィルタ処
理できます。 手動テストは、フィルタ サブメニューの関
連プロパティをオンにしてフィルタ処理できます。

キーワード 実行計画に割り当てられたキーワード。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 299



列 説明
実行者 • 手動テストの場合、この列には手動テストの実行を担

当するユーザーが表示されます。 テストの手動テス
ト担当者がいない場合は、この列に値がありません。

• 自動実行の場合、この列には実行サーバー名が表示さ
れます。

優先度 自動実行計画の場合、複数の実行計画がキューに入れられ
たが、1 台の実行サーバーのみが使用可能な場合、優先
度 によって、最初に実行される実行計画が決定されます。

開始日時 実行計画の実行が開始される時刻。
残り時間 テストが完了するまでの残り時間。 見積もり時間がない

手動テストの場合は、この列の値は [不明] です。 この時
間は、Lab Manager 仮想マシン上での実行、および使用
される実行サーバーの起動後に初めてテストを実行する
場合には使用できません。

開始タイプ テスト実行がどのように開始されたかを表示します。
• 手動
• Web サービス
• スケジュール
• 依存関係

開始者 スケジュール、テスト担当者、Web サービス ユーザーな
どの名前です。

開始範囲 実行 ダイアログ ボックスで定義された範囲。
実行計画の親 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイー

トまたはフォルダ。 クリックすると、実行計画 ツリー内
のスイートまたはフォルダにアクセスできます。 構成ス
イートまたはフォルダに実行計画が含まれていない場合
は、何も表示されません。

最近の実行
最近の実行 ビューには、実行サーバーから結果を取り出すことのできた過去のすべての実行計画の実行が
一覧表示されます (削除された実行を除く)。 たとえば開始日時などで、一覧された実行計画にフィルタを
かけることができます。
実行計画を表示または編集するには、実行計画の実行を右クリックして 実行計画へ移動 を選択するか、実
行計画の名前の左にある矢印をクリックします。 実行計画の実行の 実行計画の結果 ページを表示するに
は、実行を右クリックして 詳細の表示 を選択するか、実行計画の 実行 ID リンクをクリックします。 こ
のページには、選択した実行計画の実行の詳細が、実行中に生成されたファイルやメッセージ (LiveLink
VMware 設定キャプチャなど) を含めて表示されます。 テストの 結果 ダイアログ ボックスを開くには、
実行計画の結果 ページの 割り当て済みテスト セクションで、テストの 実行 ID をクリックします。
2 つの実行計画の実行を比較するには、Ctrl + Shift を使用して 2 つの実行を選択します。 選択したもの
を右クリックし、レポート > 実行計画実行の比較... をクリックします。
実行計画を右クリックし、実行計画の実行 をクリックして、実行計画を実行します。 Test Manager で
は、選択した実行計画の実行の元の構成ではなく、再実行用に 実行 領域で現在定義されている構成が使用
されます。
仮想サーバーに配置された実行計画の場合：VMware Lab Manager を開いてキャプチャ済みの LiveLink
構成を復元するには、実行計画の実行の 実行計画の結果 ページで メッセージ リンクを展開し、LiveLink
を選択します。
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実行計画の実行を削除するには、実行エントリを右クリックして 結果の削除 を選択するか、実行の アクシ
ョン 列の 削除 をクリックします。
テスト結果ページ ビューは、20 のテスト結果ごとに分割されます。 最近の実行 ビューの下部にある 最初
のページ、最後のページ、次のページ、前のページ の各ボタンを使って、ページ間を移動できます。 ある
いは、ページ テキスト ボックスにページ番号を入力し、Enter キーを押してもかまいません。
最近の実行 ビューは、ビューのタイトル バーの右端にある二重の矢印ボタンをクリックして、折りたた
み/展開できます。
最近の実行 ビューには、実行計画ごとに以下の列が表示されます。
列 説明
アクション 以下のアクションを実行計画に対して実行できます。

削除 クリックすると、実行計画の実行結果が削除されます。
実行を削除した場合、それらの実行は、バックグラウン
ド プロセスが削除を完了するまで灰色に変わります。
または、Delete を推して実行計画の実行を削除しま
す。 タグ付けされたビルドの場合は、結果の削除を確
認する必要があります。

手動
テス
トの
結果
の表
示

クリックして 手動テスト ビュー ページを開くか、手動
実行計画の実行を右クリックして 手動テスト結果の表
示 を選択します。

ID 実行された実行計画の識別子。 担当のいないテストは、ID 値が
[N/A] になります。 この列は、デフォルトで表示されません。

実行計画 実行された実行計画の名前。 この名前をクリックして、実行計画
を表示、編集します。

実行 ID テスト実行に割り当てられた ID。 リンクをクリックするとテス
ト実行の詳細が表示されます。

ステータス 合格、失敗、未実行のテストの数を棒グラフで表示します。 この
列には、フィルタ処理、ソート、グループ化は使用できません。

キーワード 実行時に実行計画に割り当てられたキーワード。
実行者 • 手動テストの場合、この列には手動テストの実行を担当するユ

ーザーが表示されます。 テストの手動テスト担当者がいない
場合は、この列に値がありません。

• 自動実行の場合、この列には実行サーバー名が表示されます。

開始日時 実行計画の実行が開始される時刻。
実行時間 含まれているすべてのテストを実行するために費やされた時間。

セットアップおよびクリーンアップ テストの時間、および自動化
ファイルおよびコード カバレッジの取得、実行ツールの起動など
のタスクに費やされた時間が含まれます。 手動実行の場合、実行
の開始から終了までの時間です。

製品 テスト対象の製品。 この列は、デフォルトで表示されません。
バージョン この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド

情報ファイルから読み取られたバージョン。 この列は、デフォル
トで表示されません。
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列 説明
ビルド この実行計画のユーザーによって設定されたか、実行時にビルド

情報ファイルから読み取られたビルド。 ビルドがタグ付けされ
ている場合、太字で表示され、  でマークされます。

開始タイプ テスト実行がどのように開始されたかを表示します。 手動、Web
サービス、スケジュールなどがあります。

開始者 スケジュール、テスト担当者、Web サービス ユーザーなどの名
前です。

開始範囲 実行 ダイアログ ボックスで指定された範囲。
実行計画の親 実行計画が実行されるコンテキスト内にある構成スイートまたは

フォルダ。 クリックすると、実行計画 ツリー内のスイートまたは
フォルダにアクセスできます。 構成スイートまたはフォルダに
実行計画が含まれていない場合は、何も表示されません。

[全プロジェクト アクティビティ] ページ
追跡 > 全プロジェクト アクティビティ
全プロジェクト アクティビティ ページでは、スーパーユーザー権限を持つユーザーは、プロジェクト間で
の実行に関連したすべてのアクティビティを確認できます。 このページには アクティビティ ページにあ
るすべてのオプションがあり、プロジェクト間のオプションも追加されています。 これにより、実行キュ
ーに関する一部の結果も表示できます。 スーパーユーザーはキューから実行を削除して、ボトルネックを
解消することができます。
全プロジェクト アクティビティ ページは、スーパーユーザーに対してのみ表示されます。 このページは、
アクティビティ ページと同様に、今後の実行、現在の実行、最近の実行 という 3 つのセクションに分かれ
ています。 3 つのすべてのセクションに、プロジェクト ID という列が追加されています。
項目 説明
プロジェクト ID 実行計画が属するプロジェクトの ID。

プロジェクト概要レポート
Test Manager > 追跡 > プロジェクト概要レポート
プロジェクト概要レポート には、選択したプロジェクトのステータスの概要が含まれます。

品質目標
品質目標 (終了条件) は、品質が十分であると見なされるためにプロジェクトが満たす必要のある、定義可
能な一連のテスト指標です。 各 Test Manager プロジェクトには、1 つまたは複数の品質目標を含めるこ
とができます。 Test Manager では、リスク ベース テストを実施する主要な手段として品質目標を使用
し、特定のテスト サイクルで最も重要なテストのみを計画、テスト、レポートできます。
Test Manager の品質目標は、次の 2 つの要素で構成されます。
• 要件またはテスト
• 以下のいずれか

• 対応するパーセンテージ値が設定された、リスト タイプのカスタム属性またはカスタム プロパティ
• 以下のいずれかのデフォルト要件プロパティ。優先度、レビュー済み、またはリスク (対応するパー

セント値を持つ)。
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品質目標の例
要件に、高、中、および 低 という値を持つプロパティ MyCustomRisk がある場合は、次の品質目標を定
義できます。
要件の目標：MyCustomRisk 高 = 100%

中 = 50%
低 = 10%

100% というのは、(属性値 高 を持つ要件にリンクされた) 条件に一致するテストを実行したときに、す
べてのテストが成功して目標を満たす必要があることを示します。

アクセス許可
品質目標は、アクセス許可に基づいています。 アクセス許可の詳細については、「品質目標のアクセス許
可」を参照してください。

[品質目標] ページ
追跡 > 品質目標
品質目標 タブには、次のコントロールが用意されています。このコントロールを使用すると、プロジェク
トの品質目標を作成、編集、または削除できます。

[品質目標] グリッド
列 説明
目標名 目標の名前。

列名のドロップダウン リストを選択してから グルーピング を選択し、リ
スト内のすべての目標を表示します。

名前 名前 列には、リスト タイプの属性またはプロパティのそれぞれの値が表
示されます。

目標 (%) このテキスト フィールドには 0 から 100 までの数値が入ります。 この
値は、定義された品質目標を満たすために必要なテストの割合を表しま
す。

ボタン
• 目標の管理：クリックすると、品質目標の管理 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 計画レポート：クリックすると、品質目標計画レポート が表示されます。
• 実行レポート：クリックすると、品質目標実行レポート が表示されます。

品質目標を追加する
品質目標を作成する前に、品質目標に使用する、リスト タイプのテストのカスタム属性または要件のカス
タム プロパティを作成する必要があります。 または、優先度、レビュー済み、または リスク の要件フィ
ールドを使用できます。
たとえば、高、中、および 低 の値が設定される要件のカスタム プロパティを追跡する品質目標が必要な場
合は、まず プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 > 要件プロパティ に移動して、これら
の値を含む リスト タイプのカスタム プロパティを作成します。

注: プロパティまたは属性は、品質目標としてプロジェクトごとに 1 回のみ使用できます。

1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
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2. プロジェクトを選択します。
3. 追跡 > 品質目標 をクリックします。
4. 目標の管理 をクリックします。 品質目標の管理 ダイアログ ボックスが開きます。
5. 新しい目標名 フィールドに、目標の名前を入力します。
6. 属性/カスタム プロパティ リストから、品質目標に使用する値を含む項目を選択します。 リストには、

次のタイプの項目が含まれます。
• リスト タイプの要件プロパティ
• 優先度、レビュー済み、または リスク のデフォルト要件プロパティ
• リスト タイプのテスト属性

7. 新しい目標の追加 をクリックします。
8. 閉じる をクリックします。 品質目標の管理 ダイアログ ボックスが閉じ、新しい目標が 品質目標 グリ

ッドに追加されます。
9. リスト内の値ごとに、目標 (%) に 0 から 100 までの数値を入力します。

品質目標を削除する
品質目標を削除するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. プロジェクトを選択します。
3. 追跡 > 品質目標 をクリックします。
4. 目標の管理 をクリックします。 品質目標の管理 ダイアログ ボックスが開きます。
5. 削除する品質目標の隣の 削除 アイコンをクリックします。

結果の分析
テスト結果を分析するために、SilkCentral Test Manager を使用することができます。

ビデオ キャプチャ
テスト要素や実行計画のビデオ キャプチャを有効にできます。 ビデオは WMV ビデオ ファイルとして、
テスト実行の結果 ダイアログ ボックスの ファイル ページの結果ファイルに追加されます。 たとえばテ
スト中にエラーが発生した場合にビデオを分析できます。
実行計画の 配置 ページの ビデオ録画 設定は、実行計画に含まれる特定のテスト要素の設定を上書きしま
す。

注: 現在、ビデオ キャプチャは、実行サーバーが Microsoft Windows オペレーティング システムの
場合にのみ有効になります。 Windows 2008 実行サーバー上でビデオ キャプチャを使用するには、
次のサーバー機能をインストールする必要があります。
• デスクトップ エクスペリエンス
• 高品質な Windows オーディオ ビデオ エクスペリエンス
注目: ビデオのキャプチャ処理では、CPU に大きな負荷がかかります。 必要なときにだけ、この機能
を使用します。 この機能を使用するには、十分な CPU パワーを備えたシステム (たとえば、複数の
CPU が搭載されたシステム) が必要です。

スイート内の個々テスト ケースのビデオ キャプチャは、設定なしに、JUnit 4 テストおよび SilkTest
Classic 計画テストに対してサポートされます。 他のテスト タイプでこの機能を使用するには、
TestCaseStartFinishSocketClient インターフェイスのメソッドを使用します。 詳細については、「ビデ
オ キャプチャの開始と終了を指示する」を参照してください。
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テストのビデオ キャプチャを有効にする
テストのビデオ キャプチャを有効にするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. カスタム パラメータの追加 をクリックします。 カスタム パラメータの設定 ダイアログ ボックスが開

きます。
5. 名前 テキスト ボックスに recordVideo と入力します。
6. タイプ リスト ボックスから、文字列 を選択します。
7. 値 テキスト ボックスに、次のいずれかの値を入力します。

• 実行計画を実行するたびに結果ファイルにビデオを追加する場合は、always と入力します。
• 実行計画を実行してエラーが発生した場合に結果ファイルにビデオを追加する場合は、onError と入

力します。
• 結果ファイルにビデオを追加しない場合は、これ以外の文字列を入力するか、または何も入力しませ

ん。

スクリーン キャプチャ
テスト要素や実行計画のスクリーン キャプチャを有効にできます。スクリーンショットは、テスト実行の
結果 ダイアログ ボックスの ファイル ページの結果ファイル、および タイムライン ページに追加されま
す。たとえばテスト中にエラーが発生した場合にスクリーンショットを分析できます。
実行計画の 配置 ページの スクリーン キャプチャ 設定は、実行計画に含まれる特定のテスト要素の設定を
上書きします。

テストのスクリーン キャプチャを有効にする
テストのスクリーン キャプチャを有効にするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、コンテナ、フォルダ、またはテストを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。
4. カスタム パラメータの追加 をクリックします。 >カスタム パラメータの設定 ダイアログ ボックスが

開きます。
5. 名前 テキスト ボックスに、 captureScreen と入力します。
6. タイプ リスト ボックスから、 文字列 を選択します。
7. 値 テキスト ボックスに、次のいずれかの値を入力します。

• 実行計画を実行してエラーが発生した場合に結果ファイルにスクリーンショットを追加する場合は
onError と入力します。

• 結果ファイルにスクリーンショットを追加しない場合は、これ以外の文字列を入力するか、または何
も入力しません。

問題
Test Manager で問題を管理する方法について説明します。

問題を新規作成する
問題 ページを利用すると、選択されているテストに関連する問題を簡単に入力できます。
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問題を新規作成するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 新規の問題を作成するテストを選択します。
3. 問題 タブをクリックします。
4. 問題の新規作成 をクリックして、問題の新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。
5. 問題の提出先となる問題追跡システムの プロファイル を選択します。
プロファイル リスト ボックスには、常に利用可能な内部の問題追跡プロファイルと、事前に作成して
あれば外部の問題追跡プロファイルが表示されます。 内部 を選択すると、問題は Test Manager デー
タベースにのみ保存されます。 外部のプロファイルを選択すると、新規の問題が外部ツールと Test
Manager の両方に保存されます。

注: ここで選択したプロファイルが、今後新規の問題を入力する際のデフォルトの選択になりま
す。 外部の問題追跡システムに新規の問題を追加する場合は、外部システムへのログイン情報の
入力を要求されます。 ここで提供したログイン情報は、今後自動的に選択されます。 ログイン情
報を入力しないと、プロファイルに保存されているデフォルトのログイン情報が使われます。

6. 概要 フィールドに、この問題の簡単な概要を入力します。
7. 説明 フィールドに、この問題の説明を入力します。
8. 問題の ステータス を指定します。

• 対応開始
• 解決
• 検証終了
• 先送り
• 対応完了
外部のプロファイルを使用している場合は、ステータスは外部のツールによって設定されます。

9. 外部 ID フィールドに、外部の問題追跡プロファイル内の対応する問題の ID を入力します。
注: [外部 ID] は、外部ツール内の対応する問題の ID です。 外部の問題追跡プロファイルを選択
した場合は、この値は外部ツールによって設定されるので、このオプションは無効になります。 内
部のプロファイルを選択した場合は、この値を手動で設定できます。

10.外部リンク フィールドに、問題追跡プロファイルの外部リンクを入力します。
注: [外部リンク] は、外部ツール内の問題への HTTP リンクです。 外部の問題追跡プロファイル
を選択した場合は、この値は外部ツールによって設定されるので、このオプションは無効になり、
Issue Manager と同様に、外部ツールが直接 HTTP リンクを提供します。 リンクを指定すると、
外部 ID が問題リストにリンクとして表示されます。 作業に利用している問題追跡プロファイル
によっては、問題の新規作成 ダイアログ ボックスに、外部の問題追跡ツール固有のその他の追跡
用フィールドが表示される場合があります。

11.保存 をクリックして、新規の問題を保存します。
注: Issue Manager によって、新規に作成された問題の ID 番号が決定されます。

[ドキュメント ビュー] で問題統計を表示する
ドキュメント ビュー で問題統計を表示するには：
1. メニューで 問題 > ダッシュボード ビュー をクリックします。
2. 問題 ツリーで、統計を表示するプロジェクト、問題追跡システム、または製品を選択します。

問題ドキュメント ビュー
問題 > ドキュメント ビュー
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ドキュメント ビュー は、選択したプロジェクトの問題の統計情報を表形式で表示します。
列 説明
日時 問題の詳細が更新された日時。
対応開始 選択したプロジェクト、データベース、または製品に含ま

れる、ステータスが [対応開始] である問題の数。
解決 選択したプロジェクト、データベース、または製品に含ま

れる、ステータスが [解決] である問題の数。
検証終了 選択したプロジェクト、データベース、または製品に含ま

れる、ステータスが [検証終了] である問題の数。
対応完了 選択したプロジェクト、データベース、または製品に含ま

れる、ステータスが [対応完了] である問題の数。
先送り 選択したプロジェクト、データベース、または製品に含ま

れる、ステータスが [先送り] である問題の数。

[詳細ビュー] で問題統計を表示する
詳細ビュー で問題統計を表示するには：
1. メニューで 問題 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 問題 ツリーで、統計を表示するプロジェクト、問題追跡システム、または製品を選択します。
3. カレンダー ツール機能を利用すると、問題統計を表示する期間を指定できます。 期間の日付のリンク

をクリックすると、カレンダー ツールが表示されます。
詳細については、「カレンダーの範囲を指定する」を参照してください。

4. カレンダーの 開始時間 リスト ボックスと 終了時間 リスト ボックスを使用して、問題統計の開始日時
と終了日時を指定します。

5. 更新 をクリックしてグラフ ビューを更新し、指定した期間に応じた統計を表示します。

[問題] ページ
問題 > 詳細ビュー > 問題
問題 ページには、選択したプロジェクトに対して構成された内部データベースと外部データベースに含ま
れる問題が表示されます。 このページには、次の項目があります。
項目 説明
カレンダー ツール 問題を表示する対象の期間を指定することができます。

期間の日付のリンクをクリックすると、カレンダー ツー
ルが表示されます。 詳細については、「カレンダーの範囲
を指定する」を参照してください。

更新 変更したカレンダーに合わせて 問題ビュー を更新しま
す。 ボタンは、変更が存在する場合にのみ表示されます。

外部の問題を割り当てる
問題 ページを利用すると、選択されているテストに、外部に設定された問題追跡システムから問題を割り
当てることができます。
テストに外部の問題を割り当てるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
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2. 外部の問題の割り当て先となるテスト ノードを選択します。
3. 問題 タブをクリックします。
4. 外部の問題の割り当て をクリックして、外部の問題の割り当て ダイアログ ボックスを開きます。
5. 問題の追跡を行っている、事前に設定された外部の問題追跡システムのプロファイルを選択します。
6. 外部 ID テキスト ボックスに、外部の問題追跡システム内の既存の問題の一意の英数字 ID を入力しま

す。
7. OK をクリックします。

注: 現在の実行 ページ、実行 ページ、および テストの実行 ページでは、現在実行中の実行計画に既
存の外部の問題を割り当てることもできます。

内部および外部の問題のステータスを同期する
Test Manager と外部の問題追跡システムとの間で問題のステータスを同期させるには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 更新対象の外部の問題を含むテスト ノードを選択します。
3. 問題 タブをクリックします。
4. 外部の問題のステータスの更新 をクリックして、Test Manager 内の問題のステータスと、外部ツール

内の対応する問題のステータスを同期させます。

問題を削除する
問題追跡システムから問題を削除するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 問題を削除するテストを選択します。
3. 問題 タブをクリックします。
4. 削除する問題の [アクション] 列で、  をクリックします。
5. 問題の削除 ダイアログ ボックスで はい をクリックして、削除を確定します。
6. 内部の問題が削除されても、外部の問題には影響はありません。

カレンダーの範囲を指定する
カレンダーの特定の期間内の問題を表示するには：
1. メニューで 問題 > 詳細ビュー をクリックします。
2. メニュー ツリーで問題を選択します。
3. このタブ ビューの左上隅にある  をクリックして、カレンダーを開きます。
4. 参照する問題の 開始時間 や 終了時間 を指定するには、それぞれの  をクリックします。
5. 更新 をクリックしてページを更新します。指定した期間内に含まれる問題が一覧表示されます。

カレンダー ツール
カレンダー ツールでは、次の機能を提供しています：

、 これらのボタンは、現在の時間枠にほぼ等しい期間だけ時
間枠を前後に移動するためのものです。 たとえば、現在
の時間枠が約 1 週間である場合は、  をクリックすると、
時間枠が 1 週間後に移動します。
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時間枠を 50 % 広げて、リストに含まれるテスト実行を
増やします。
時間枠を 50 % 狭めて、リストに含まれるテスト実行を
減らします。

日 選択された時間枠を前後に 1 日移動します。
週 選択された時間枠を前後に 1 週間移動します。
月 選択された時間枠を前後に 1 か月移動します。
四半期 選択された時間枠を前後に 1 四半期移動します。

過去 7 日間を選択 過去 7 日間を現在の時間枠として選択します。
過去 31 日間を選択 過去 31 日間を現在の時間枠として選択します。

統合
SCTM は、さまざまな用途に使用するさまざまなツールと統合されます。 次のトピックでは、すべての
SCTM 統合の詳細について説明します。

コード分析ツール統合
DevPartner コード カバレッジ統合
Test Manager は、DevPartner Studio の コード分析 コンポーネントと統合されます。 この統合を利用し
て、.NET アプリケーションのコード分析を実行できます。
詳細については、.NET のコード分析に関するセクションを参照してください。

問題追跡プロファイル統合
Atlassian JIRA
このセクションでは、Test Manager と統合するために Atlassian JIRA（JIRA）の問題追跡プロファイル
を構成する方法について説明します。
JIRA プラグインは、SilkCentral の統合用 Java API に依存しています。 Test Manager は、Apache Axis
ライブラリを使用して、JIRA Web サービスを介して JIRA と通信します。

注: これらの要素がどのように連携しているかについては、パッケージ
com.borland.sctm.issuetracking.jira のソースを参照してください。

Test Manager との統合でサポートされる JIRA のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを追加する
Test Manager を JIRA と統合するには、JIRA で System Soap Services プラグインを有効にします。 詳
細については、JIRA のドキュメントを参照してください。
JIRA の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。
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2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Atlassian JIRA を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. エンドポイント フィールドに JIRA サーバーのホスト名と、サーバーへの接続に使用するポートを入力

します。
9. プロジェクトの読み込み をクリックすると、サーバーからすべてのプロジェクトがロードされ、プロジ
ェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボックスからプロジェクトを選択しま
す。

10.省略可能：カスタム フィールドの表示 リストから true を選択すると、問題のダイアログにカスタム
JIRA フィールドが表示されます。 true を選択する場合、問題追跡プロファイルに定義する JIRA ユー
ザーには管理用のアクセス許可を付与する必要があります。

11.省略可能：多数の JIRA がインストールされている環境でパフォーマンスの問題が生じる場合は、毎日
の問題統計の更新 リストから false を選択します。 毎日の問題統計が更新されなくなります。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

13.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Atlassian JIRA の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
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8. エンドポイント フィールドで、JIRA サーバーのホスト名とサーバーと接続するために使用するポート
を編集します。

9. JIRA プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからすべて
のプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボ
ックスからプロジェクトを選択します。

10.省略可能：カスタム フィールドの表示 リストから true を選択すると、問題のダイアログにカスタム
JIRA フィールドが表示されます。 true を選択する場合、問題追跡プロファイルに定義する JIRA ユー
ザーには管理用のアクセス許可を付与する必要があります。

11.省略可能：多数の JIRA がインストールされている環境でパフォーマンスの問題が生じる場合は、毎日
の問題統計の更新 リストから false を選択します。 毎日の問題統計が更新されなくなります。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

13.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Bugzilla
Test Manager と統合するために Bugzilla の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明します。
Bugzilla プラグインは、統合する SilkCentral Java API に依存します。 Test Manager は、Redstone
XML-RPC ライブラリを使用して、Bugzilla 3.0 で提供されている XML-RPC Bugzilla の Web サービスを
介して Bugzilla と通信します。 Bugzilla の統合を有効にするには、Web サーバー用に SOAP::Lite パッ
ケージがインストールされていることを確認してください。 たとえば、Debian の配布では libsoap-lite-
perl パッケージがインストールされます。
Test Manager との統合でサポートされる Bugzilla のバージョンについては、『Test Manager リリース ノ
ート』を参照してください。

Bugzilla 問題追跡プロファイルを追加する
Bugzilla の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Bugzilla を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. インストールした Bugzilla プログラムの URL を入力します （例：http://bugzillaserver/cgi-bin/

bugzilla3）。
9. OK をクリックします。
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Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

10.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Bugzilla 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Bugzilla 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. インストールした Bugzilla プログラムの URL を編集します
9. OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

10.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

Changepoint
このセクションでは、Changepoint の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明します。
Changepoint は、プロジェクト、アプリケーション、インフラストラクチャなどの IT ポートフォリオ全
体のビジネス価値を組織で最大限に活用できるようにするための、IT 管理ツールです。
この統合により、Test Manager を Changepoint に接続して問題を保存することができます。

重要: Changepoint 環境には、Changepoint API がインストールされ、CPWebService が設定され
ている必要があります。
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既知の問題
ワー
クフ
ロー

Test Manager で要求を送信した後、要求の Changepoint ワークフローを変更しないでくださ
い。 外部の問題を割り当てる場合、要求で異なるワークフローを使用しないでください。 ワーク
フローで使用するフィルタ条件は、Test Manager 問題追跡プロファイル で使用するフィールド
に基づいている必要があります。 このようにしないと、予期しない状態が Test Manager で要求
に割り当てられることがあります。

Changepoint 問題追跡プロファイルを作成する
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Compuware Changepoint を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に、問題追跡システムの有効なユーザー名とパスワードを入力します。

注: プロジェクトを選択し、新しい問題を送信するには、プロジェクトの Edit Project Plan 権限
を持つ Changepoint ユーザーが ユーザー名 フィールドに含まれている必要があります。

8. インストールされている Changepoint の URL を Changepoint Server URL フィールドに入力しま
す。

9. Changepoint Web サービス サーバーの URL を Changepoint WebService URL フィールドに入力
します。

10.Initiator の読み込み をクリックして、Changepoint イニシエータを読み込みます。
11.Initiator リスト ボックスからイニシエータを選択します。
12.Client の読み込み をクリックして、Changepoint クライアントを読み込みます。
13.Client リスト ボックスからクライアントを選択します。
14.Initiative の読み込み をクリックして、Changepoint イニシアティブを読み込みます。
15.Initiative リスト ボックスからイニシアティブを選択します。
16.Project の読み込み をクリックして、Changepoint プロジェクトを読み込みます。
17.Project リスト ボックスからプロジェクトを選択します。
18.Request Type の読み込み をクリックして、Changepoint 要求タイプを読み込みます。
19.Request Type リスト ボックスから要求タイプを選択します。
20.Application の読み込み をクリックして、Changepoint アプリケーションを読み込みます。
Application リスト ボックスからアプリケーションを選択します。

21.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

22.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。
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Changepoint の問題をコンテキストで開く
Test Manager の問題を Changepoint システムで開くには、以下の手順に従って Changepoint サーバー
で接続ファイルをインストールする必要があります。
1. Test Manager で SilkCentral > ヘルプ > ツール をクリックして、ダウンロード可能なクライアント
ツール ページを表示します。

2. Changepoint Request Form リンクをクリックします。
3. プロンプトが表示されたら、選択して、ChangepointRequestForm.zip ファイルをディスクに保存し

ます。
4. ChangepointRequestForm.zip から CPRequestForm.html を抽出します。

Changepoint 2010 を使用している場合、必要なファイルは Changepoint 2010 フォルダにありま
す。 それは CPRequestForm2010.html というものです。 このファイルを抽出して、名前を
CPRequestForm.html に手作業で変更します。

5. CPRequestForm.html を Changepoint サーバーに手作業でコピーして、Changepoint が実行されて
いる仮想ディレクトリに配置します。

Changepoint サーバー と Test Manager サーバーの時刻を同期する
このセクションでは、Changepoint サーバーと Test Manager サーバーを正しく通信させる方法について
説明します。
1. ../Changepoint/CP Web Services ディレクトリにある web.config ファイルを開きます。
2. security セクションに以下のキーを追加します。

<timeToleranceInSeconds>86400</timeToleranceInSeconds>
3. ファイルを保存します。

IBM Rational ClearQuest
Test Manager と統合するために IBM Rational ClearQuest の問題追跡プロファイルを構成する方法につ
いて説明します。
IBM Rational ClearQuest 製品により、欠陥および変更追跡を柔軟に行い、ワークフローのサポートを自
動化します。 主要製品には、IBM Rational ClearQuest（ClearQuest）と IBM Rational ClearQuest
MultiSite（ClearQuest Multisite）の 2 つがあります。 ClearQuest プロファイルを操作するには、
SilkCentral フロントエンド サーバーを実行するコンピュータに ClearQuest のクライアント ソフトウェ
アをインストールしておく必要があります。 ClearQuest のインストールの詳細については、ClearQuest
のドキュメントを参照してください。
Test Manager との統合でサポートされる ClearQuest のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。

ClearQuest 問題追跡プロファイルを追加する
ClearQuest の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
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6. IBM Rational ClearQuest を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. ユーザーの ClearQuest の リポジトリ情報 を入力します。

これは ClearQuest のクライアント ソフトウェアで定義したデータベース名です。
9. レコード タイプ（ClearQuest の問題タイプ）を指定します。

Test Manager に問題を入力すると、ClearQuest によりこのテキスト ボックスで定義した問題タイプ
で問題が保存されます。 デフォルトの問題タイプは Defect です。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

ClearQuest 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の ClearQuest 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. ユーザーの ClearQuest の リポジトリ情報 を編集します。

これは ClearQuest のクライアント ソフトウェアで定義したデータベース名です。
9. レコード タイプ（ClearQuest の問題タイプ）を変更します。

Test Manager に問題を入力したとき、ClearQuest によりこのフィールドで定義した問題タイプで問
題が保存されます。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
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• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

SilkCentral Issue Manager
SilkCentral の問題追跡ツールである SilkCentral Issue Manager (Issue Manager) は、Test Manager と
完全に統合されており、問題をシステム要件および実行されたテストと相互に関連付けることができます。
テスト問題は、テスト > 詳細ビュー > 問題のメニューで、追加および管理できます。 さらなる情報につ
いては、『Issue Manager ドキュメント』を参照してください。

注: StarTeam と IBM Rational ClearQuest も Test Manager でサポートされており、特別な設定を
せずにそのまま使用できます。 カスタム プラグインをインストールすることにより、その他の問題追
跡システムを構成することができます。 詳細については、『Test Manager API ヘルプ』を参照して
ください。

SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを追加する
SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Issue Manager を タイプ リスト ボックスから選択します。また Issue Manager 3.3 を選択する

と Issue Manager バージョン 3.3 に接続します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. Issue Manager の URL にユーザーの Issue Manager の URL を入力します。 これは Issue

Manager にログインするために使う URL ですが、login を最後に付けません。
例：ユーザーの標準 Issue Manager の URL が http://IssueManager/login の場合、正しいサービス
の URL は http://IssueManager です。

9. Issue Manager 3.3 を タイプ リスト ボックスから選択した場合は、続いて次のステップを実行しま
す。
Issue Manager を タイプ リスト ボックスから選択した場合、次を実行します。
1. プロジェクトの読み込み をクリックします。 これにより プロジェクト リスト ボックスに、指定ユ

ーザーがアクセスできるすべての初期化済み Issue Manager プロジェクトが表示されます。 Issue
Manager のユーザー グループが定義したプロジェクトのみが表示され、定義ユーザーが少なくと
も 1 つのユーザー グループのメンバであることに注意してください。

2. プロジェクト を選択します。ここで Issue Manager の問題が管理されます。
注意: Issue Manager と Test Manager で同じプロジェクトを使わないことをお勧めします。将
来別のプロジェクトで両方のツールを使う場合に柔軟性がなくなるためです。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。
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11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

SilkCentral Issue Manager の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の Issue Manager の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. Issue Manager のインストール場所が変わった場合、Issue Manager の URL を必要に応じて編集し

ます。
これは Issue Manager にログインするために使う URL ですが、login を最後に付けません。 例：ユー
ザーの標準 Issue Manager の URL が http://IssueManager/login の場合、正しいサービスの URL は
http://IssueManager です。

9. StarTeam プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからす
べてのプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リス
ト ボックスからプロジェクトを選択します。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

11.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

StarTeam 問題追跡プロファイル
StarTeam と統合するために Test Manager の問題追跡プロファイルを構成する方法について説明しま
す。
ソフトウェア変更管理および構成管理ツールである StarTeam により、ソフトウェア納品プロセスの調整
および管理が可能になります。
StarTeam プロファイルを操作し、StarTeam における変更要求に対する移動リンク機能を使用するには、
ブラウザを実行するコンピュータに StarTeam クロスプラットフォーム クライアント ソフトウェアをイ
ンストールしておく必要があります。
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Test Manager との統合でサポートされる StarTeam のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。

StarTeam の問題追跡プロファイルを追加する
StarTeam の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. StarTeam を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. ホスト名 に StarTeam サーバーのホスト名を、ポート にサーバーと接続するために使用するポート番

号を入力します。 この設定が変更されていない場合、デフォルト ポート 49201 を使用します。
9. プロファイルがサポートする 暗号化 のタイプを指定します。
10.プロジェクトの読み込み をクリックすると、サーバーからすべてのプロジェクトがロードされ、プロジ
ェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボックスからプロジェクトを選択しま
す。

11.ビューの読み込み をクリックすると、選択したプロジェクトのすべてのビューがロードされ、ビュー リ
スト ボックスに表示されます。続いて、ビュー リスト ボックスからビューを選択します。

12.ステータス フィールドの読み込み をクリックすると、変更要求に付随するすべてのフィールドがロー
ドされ、ステータス フィールド リスト ボックスに表示されます。続いて、ステータス フィールド リス
ト ボックスからステータス フィールドを選択します。
StarTeam でカスタム ワークフローを使用している場合には、このフィールドは StarTeam でワーク
フロー駆動型フィールドとなり、Test Manager の問題の状態にマッピングされます。

13.リンク タイプ リスト ボックスからリンクのタイプを選択します。
starteam:// 問題 タブの 外部 ID リンクがクロス プラットフォーム クライアントを開きます。
http:// 問題 タブの 外部 ID リンクが StarTeam Web UI の問題を開きます。

14.http:// (リンク タイプ リスト ボックスにあります) を選択した場合、StarTeam Web UI の Web サー
バーのアドレスを Web サーバー フィールドに入力します。

15.はい または いいえ を ワークフロー フィールドで選択します。 はい を選択して、選択済みの ビュー
のワークフローに指定する必須フィールドを表示します。

16.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

318 | SilkCentral Test Manager 12.0



StarTeam の問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の StarTeam の問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. StarTeam サーバーの ホスト名 と、 サーバーと接続するために使用する ポート を編集します。
9. プロファイルがサポートする 暗号化 のタイプを変更します。
10.StarTeam プロジェクトを変更するには、プロジェクトの読み込み をクリックします。サーバーからす

べてのプロジェクトがロードされ、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リス
ト ボックスからプロジェクトを選択します。

11.ビューを変更する場合、ビューの読み込み をクリックすると、選択したプロジェクトのすべてのビュー
がロードされ、ビュー リスト ボックスに表示されます。続いて、ビュー リスト ボックスからビューを
選択します。

12.ワークフロー駆動型フィールドを変更する場合、ステータス フィールドの読み込み をクリックすると、
変更された要求に付随するすべてのフィールドがロードされ、ステータス フィールド リスト ボックス
に表示されます。続いて、ステータス フィールド リスト ボックスからステータス フィールドを選択し
ます。
StarTeam でカスタム ワークフローを使用している場合には、このフィールドは StarTeam でワーク
フロー駆動型フィールドとなり、Test Manager の問題の状態にマッピングされます。

13.リンク タイプ リスト ボックスからリンクのタイプを選択します。
starteam:// 問題 タブの 外部 ID リンクがクロス プラットフォーム クライアントを開きます。
http:// 問題 タブの 外部 ID リンクが StarTeam Web UI の問題を開きます。

14.http:// (リンク タイプ リスト ボックスにあります) を選択した場合、StarTeam Web UI の Web サー
バーのアドレスを Web サーバー フィールドに入力します。

15.はい または いいえ を ワークフロー フィールドで選択します。 はい を選択して、選択済みの ビュー
のワークフローに指定する必須フィールドを表示します。

16.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。
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Team Foundation Server
このセクションでは、Test Manager と統合するために Team Foundation Server（TFS）の問題追跡プ
ロファイルを構成する方法について説明します。
Test Manager との統合でサポートされる TFS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

Team Foundation Server Web サービス プロキシをインストールする
TFS と通信するには、TFS へのインターフェイスとして Team Foundation Server Web サービス プロキ
シをインストールする必要があります。
TFS プロキシ サービスをインストールするには：
1. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fe4f9904-0480-4c9d-

a264-02fedd78ab38 から Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010 をインストールします。
2. http://www.microsoft.com/web/downloads/default.aspx から Web プラットフォーム インストー

ラなどを使用して、IIS と Web 配置ツールをインストールします。
3. Team Foundation Server Web サービス プロキシを ヘルプ > ツール からダウンロードします。
4. ダウンロードされたパッケージを解凍します。
5. コマンド シェルを開き、DotNetTfsWebServiceProxy.deploy.cmd /Y と入力して、プロキシ サービ

スをインストールします。 ASP.NET 4 が必要であることを示すエラー メッセージ ボックスが表示さ
れた場合は、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h.aspx を参照してください。

6. IIS マネージャを開きます。
7. 新しい Web サイトが存在することを確認します。
8. 仮想ディレクトリのルート フォルダで、Web.config ファイルを開きます。
9. ファイルの appSettings セクションで、キー WorkItemTrackingCacheRoot の値をローカル ディレク

トリに変更します。
例：
<appSettings>
  <add key="WorkItemTrackingCacheRoot" value="C:\temp" />
</appSettings>

10.指定したディレクトリが存在しない場合は、作成します。
11.指定したディレクトリで、Everyone にすべての権限を付与します。
ASP.NET Web アプリケーションの配置の詳細については、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
ee942158.aspx を参照してください。

TFS 問題追跡プロファイルを追加する
Test Manager が TFS の問題にアクセスできるようにするには、Micro Focus から提供されている Team
Foundation Server Web サービス プロキシを設定する必要があります。

重要: これは Microsoft から提供されている Team Foundation Server プロキシではありません。

TFS 問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。
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3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. Team Foundation Server 2010 を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. TFS ユーザーの ドメイン を入力します。
9. インストールした TFS の URL を入力します

たとえば、http://tfsserver:8080/tfs などです。
10.プロジェクトが属している コレクション を入力します。

たとえば、DefaultCollection などです。
コレクション内のすべてのプロジェクトが、プロジェクト リスト ボックスに表示されます。

11.リスト ボックスから プロジェクト を選択します。
12.TFS プロキシの URL を入力します。 たとえば、http://tfsproxyserver/

DotNetTfsWebServiceProxy_deploy/TfsWebServiceProxy.asmx などです。
13.作業項目の種類の読み込み をクリックします。 使用可能な作業項目の種類が、作業項目の種類 リスト

ボックスに表示されます。
14.作業項目の種類 をリスト ボックスから選択します。
15.初期状態の読み込み をクリックします。 初期状態 リスト ボックスには、選択した作業項目タイプで使

用可能な状態が表示されます。
16.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

17.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

TFS 問題追跡プロファイルを編集する
ユーザーの問題追跡システムのサーバーまたはログイン認証情報が変わったとき、変更に応じて問題追跡
プロファイルを編集する必要があります。
既存の TFS 問題追跡プロファイルを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. 問題追跡プロファイルの名前をクリックします。 問題追跡プロファイルの編集 ダイアログ ボックスが
開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. プロファイルの 説明 を編集します。
6. 省略可能：問題追跡プロファイルの新しい タイプ をリスト ボックスから選択します。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 321



7. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。

8. TFS ユーザーの ドメイン を編集します。
9. TFS インストールの URL と コレクション を編集します。
10.異なる プロジェクト を選択します。
11.TFS プロキシの URL とポートを編集します。
12.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

その他の統合
Test Manager を Rally に統合する
プロジェクト管理ツール Rally を Test Manager と使用するには、Test Manager を Rally に統合する必要
があります。
マッシュアップは Test Manager と同梱されており、Test Manager からのユーザー ストーリーに関連す
るテストカバレッジ情報を Rally で表示できます。 Test Manager の各テストを Rally の 1 つ以上のユー
ザー ストーリーにリンクできます。 テストをユーザー ストーリーにリンクするには、Rally の書式整形さ
れたユーザー ストーリー ID 値を持つ属性を各テストに割り当てます。

Rally で マッシュアップ タブを作成する
ユーザー ストーリー関連のテスト カバレッジ情報を表示するために、Rally で HTML または JavaScript
のマッシュアップ タブを作成します。
マッシュアップ タブを作成するには：
1. Rally で、マッシュアップ タブの保存場所となるタブに移動します。
2. New Custom Tab をクリックします。
3. 新しいタブの名前を Name テキスト ボックスに入力します （Iteration Status など）。
4. 省略可能：他のユーザーに対してマッシュアップを表示できるようにするには、Share with all Users

チェック ボックスをオンにします。
5. マッシュアップのタイプとして Custom Mashup を選択します。
6. メニューで ヘルプ > ツール をクリックします。
7. Rally イテレーション ステータス マッシュアップ をダウンロードします。
8. Rally イテレーション ステータス マッシュアップ のコンテンツを HTML テキスト ボックスに貼り付

けます。
9. Test Manager 環境に合わせて、テキスト ボックスでスクリプトを構成します。

• 有効なスクリプト ソース（<script type="text/javascript" src="http://localhost:19120/
silkroot/script/sctm-toolkit.js"></script> など）が設定されているかどうかを確認します。

• Test Manager の有効な URL（var SCTM_URL = "http://localhost:19120/" など）が設定され
ているかどうかを確認します。

• 有効な Test Manager のプロジェクト ID（var SCTM_PROJECT_ID = 0 など）が設定されてい
るかどうかを確認します。

• 有効な属性名（var SCTM_ATTRIBUTE_FOR_RALLY_US = "rallyattr" など）が設定されている
かどうかを確認します。

• Rally で FormattedID の使用が有効（var USE_FORMATTED_ID = true）になっていることを
確認します。
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10.Save & Close をクリックします。 マッシュアップ テーブルが作成されます。

Rally ユーザーストーリーをテストへリンクする
Test Manager で、Rally ユーザー ストーリーをテストにリンクします。
Rally ユーザー ストーリーを Test Manager テストにリンクするには：
1. Test Manager で、Rally ユーザー ストーリーのリンク先となるテストを含むプロジェクトを選択しま

す。
2. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

3. 属性 タブをクリックします。
4. 属性の新規作成 をクリックします。 属性の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
5. 名前 テキスト ボックスに rallyattr と入力します。
6. 属性タイプ ラジオ ボックスから 編集 を選択します。
7. OK をクリックして、新しい属性を作成します。
8. Rally ユーザー ストーリーのリンク先となる各テストに、新しい属性を割り当てます。
9. 各テストに対して、適切な Rally ユーザー ストーリーの FormattedID の値となる、属性の値を設定

します。 複数のストーリーを 1 つのテストに割り当てる場合は、ID をカンマで区切ります(間に空白は
含めない)。 例：US10,US12,US14。

VMware Lab Manager とのインテグレーション
このセクションでは、Test Manager と VMware Lab Manager（Lab Manager）とのインテグレーション
について説明します。

VMware Lab Manager 仮想構成
VMware イメージは仮想コンピュータ システムです。 Lab Manager は複数の VMware イメージ、または

「構成」の管理に使用されます。構成とは、イメージ（たとえば、データベース サーバー、アプリケーショ
ン サーバー、実行サーバーなど）を組み合わせたものです。 VMware 構成は、複雑なソフトウェア テス
ト ラボ環境を仮想化する効果的な手段となります。 構成は通常、VMware Lab Manager ライブラリから
配置され、個々の VMware イメージとまったく同様にオン/オフされます 同じ構成の複数のインスタンス
を同時に配置し、インスタンスごとに別々にテストを実行することができます。 それぞれの VMware 構成
は "ネットワーク的に分離" されています。 つまり、互いのネットワーク動作に影響を及ぼしません。
VMware LiveLink テクノロジにより、後でオンデマンドで再現（つまり "復元"）できる完全な構成の "ス
ナップショット" を取ることができます。
Lab Manager と Test Manager とのインテグレーションにより、ユーザーは Test Manager の UI から直
接 Lab Manager を管理できます。 統合された機能には、構成のデプロイ、テスト実行、結果収集、構成
の自動アンデプロイなどがあります。 Test Manager では、Lab Manager の複数のインストール済みイン
スタンスと構成をサポートできます。 LiveLink テクノロジを使用してキャプチャされた構成は、VMware
Lab Manager を使用して閲覧されます。 LiveLink 構成キャプチャおよび Lab Manager の他の機能の詳
細については、VMware Lab Manager のドキュメントを参照してください。 Test Manager と Lab
Manager のインテグレーションの構成に関する詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を
参照してください。

注: 各構成には、Test Manager 実行サーバーが少なくとも 1 つ存在しなければなりません。 これら
の実行サーバー インスタンスによって、構成内で行われるテスト実行が制御され、テスト結果が取り
出されます。
注: Lab Manager ユーザーには、Lab Manager API にアクセスするための管理者権限が必要です。
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SAP Solution Manager インテグレーション
Test Manager と SAP Solution Manager アプリケーション管理ソリューション (SAP Solution
Manager) との間でインテグレーションを設定し、使用する方法について説明します。
SAP Solution Manager は、分散システム、ソリューションの展開のカバー、操作、継続的改善に対する
技術サポートを行いやすくします。 SAP Solution Manager は、ツール、コンテンツ、および SAP への直
接アクセスを組み合わせて、ソリューションの信頼性を向上し、総所有コストを低下する、集中型の堅牢
なアプリケーション管理ソリューションです。 SAP Solution Manager の詳細については、SAP Solution
Manager のドキュメントを参照してください。
Test Manager と SAP Solution Manager との間のインテグレーションを使用すると、Test Manager の
要件と問題として、SAP Solution Manager のビジネス プロセスとインシデントを処理できます。

SAP Solution Manager とのインテグレーションのシステム要件
SAP Solution Manager 統合プラグインのシステム要件を以下に示します。
• SilkCentral Test Manager 2011 with hotfix 1 以降。
• SAP Solution Manager 7.01 Patch 24 以降。
• SCTM Integration Hub for SAP Solution Manager は SAP Solution Manager にインストールする必

要があります。

SAP Solution Manager を設定する
Test Manager とのインテグレーションを有効にするために SAP Solution Manager を設定します。
詳細については、SAP Solution Manager プラグインに含まれている
Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.docx と
User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.docx を参照してください。
このインテグレーションが SAP Solution Manager から Test Manager への有効なリンクを取得するに
は、Test Manager のフロントエンド サーバー マシンに有効な完全修飾名が付けられている必要がありま
す。

SAP Solution Manager の問題追跡プロファイルを追加する
SAP Solution Manager の問題追跡プロファイルを追加するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 問題追跡 タブをクリックします。 問題追跡 ページに、システムで作成されているすべての問題追跡プ
ロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. 新しいプロファイルの 説明 を入力します。
6. SAP Solution Manager を タイプ リスト ボックスから選択します。
7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。
8. SAP Solution Manager の Z-SCTM_ADAPTER Web サービスの URL を入力します。
9. プロジェクトの読み込み をクリックすると、サーバーからすべてのプロジェクトがロードされ、プロジ
ェクト リスト ボックスに表示されます。プロジェクト リスト ボックスからプロジェクトを選択しま
す。
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10.統合する システム を指定します。
11.デフォルト インシデントの種類の読み込み をクリックしてすべての使用可能なインシデント タイプを

ロードし、デフォルト インシデントの種類フィールド リスト ボックスを表示します。
12.デフォルト インシデントの種類フィールド リスト ボックスからインシデント タイプを選択します。

SAP Solution Manager の既存インシデントへのリンクを作成する場合で、インシデント タイプを指定
しない場合、このタイプが使用されます。

13.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

14.テスト接続に成功すると、確認ダイアログ ボックスが表示され、内部の問題の状態を新しく定義したプ
ロファイルの状態にマップするかどうかを確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
• はい をクリックし、関連手順「問題の状態をマップする」を続いて実行します。
• 後で問題の状態をマップする場合は、いいえ をクリックします。

SAP Solution Manager との要件インテグレーションを有効にする
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. SAP Solution Manager セクションで、設定 をクリックします。
6. SAP Solution Manager の Z_SCTM_ADAPTER Web サービスの URL を入力します。
7. ユーザー名 と パスワード を入力します。
8. 接続のテスト をクリックし、ホストとユーザー情報が正しいことを確認します。 設定が正しければ、
接続のテストに成功しました というメッセージが表示されます。

9. 読み込み をクリックして、使用可能なすべてのプロジェクトを読み込み、該当するものを選択します。
10.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を、インテグレーションが設定された SilkCentral Test Manager プロジェクトで作成および編集
できるようにします。

11.OK をクリックして、ダイアログ ボックスを確認し、閉じます。

要件管理ツール
IBM Rational RequisitePro
このセクションのトピックでは、IBM Rational RequisitePro と Test Manager の統合について説明しま
す。

IBM Rational RequisitePro とのインテグレーションを有効にする
IBM Rational RequisitePro とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。
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注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. IBM® Rational® RequisitePro® インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定
の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

6. プロジェクト パス (UNC) に、外部サーバーがインストールされているマシンへの UNC プロジェクト
パスを入力します。 または 参照 をクリックしてパスを選択します。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に、外部サーバーがインストールされているマシンの UNC ユー
ザー名と UNC パスワードをそれぞれ入力します。

8. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
9. 接続のテスト をクリックし、ホストとユーザー情報が正しいことを確認します。 設定が正しければ、
接続のテストに成功しました というメッセージが表示されます。

10.OK をクリックします。
注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

11.パッケージと要件タイプの編集 をクリックします。
選択結果が 設定の編集 ダイアログに表示されます。

注: 同期されるのは、明示的に選択されたパッケージの要件だけです。 親パッケージを選択して
も、その親の子パッケージは選択されません。

パッケージと要件タイプの参照 ダイアログ ボックスが開きます。 選択したプロジェクトで利用可能な
パッケージと要件タイプは、パッケージ リスト ボックスと 要件タイプ リスト ボックスに自動的にイン
ポートされます。

12.パッケージ リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、パッケ
ージを 1 つ以上選択します。
複数のパッケージを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

13.要件タイプ リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、要件タ
イプを 1 つ以上選択します。
複数の要件タイプを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

14.OK をクリックします。パッケージと要件タイプの参照 ダイアログ ボックスが閉じます。
15.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を RequisitePro とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および
編集できるようにします。

16.省略可能：RequisitePro への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにして、マ
ップされていない/未割り当ての要件を Test Manager から RequisitePro へアップロードできるよう
にします。これによって、マップされていない要件ツリーを RequisitePro にアップロードした後で、
Test Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパテ
ィ の 要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。こ
の構成は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

17.設定を保存するには、OK をクリックします。

CaliberRDM インテグレーション
このセクションのトピックでは、CaliberRDM と Test Manager の統合について説明します。

注: CaliberRDM と統合される Test Manager インスタンスのデータベースを変更すると、後で同期
を実行できなくなる場合があります。 この場合は、フロントエンド サーバーおよびアプリケーショ
ン サーバーを再起動してください。
注: 2010 R1 から 2010 R2 に移行する場合、同期済み要件から作成されたテスト内で使用される マ
グニチュード (テキスト型) 属性の名前は、マグニチュード_Old に変更されます。 2010 R2 の場合、
マグニチュード はフィルタ処理が可能な数属性です。
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CaliberRDM とのインテグレーションを有効にする
CaliberRDM とのインテグレーションを有効にするには：
1. 統合を確立する Test Manager プロジェクトから、 プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト
設定 > 要件管理 をクリックします。

2. CaliberRDM インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

3. ホスト名 に、外部サーバーがインストールされているマシンの名前を入力します。
4. 外部サーバーがリスンする ポート 番号を入力します。
5. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
6. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。

設定が正しければ、接続のテスト に成功したことを示すメッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、先に進みます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

7. プロジェクト名 テキスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクト
を選択します。

8. 未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない要件を
CaliberRDM とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編集で
きるようにします。

9. 設定を保存するには、OK をクリックします。

外部要件からテストを生成する
現在 Test Manager に同梱されている RMS のうち、CaliberRDM のみがテストの生成をサポートしていま
す。 別の RMS を使用してテストを生成するには、RMS でテストを生成できる必要があります。 Test
Manager プラグイン API には、RMS でテストを作成できるかどうかを検証するメソッドが含まれていま
す。 詳細については、「要件プラグイン API のインターフェイス」を参照してください。
外部要件からテストを生成するには：
1. 外部の要件システムとのインテグレーションを確立します。

詳細については、「CaliberRDM とのインテグレーションの有効化」を参照してください。
2. 要件 ツリーで、テストの生成元となる要件を選択します。

注: テストが生成可能であるには、RMS プラグインを RMTestProvider インターフェイスに実装
し、選択した要件に対してインターフェイス メソッド isTestGenerationSupported から true が
返される必要があります。

3. テストの生成 をクリックします。 テストの生成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. SHIFT + クリック または CTRL + クリック を使用して、生成するテストを選択することができます。
5. すべて生成 をクリックしてすべてのテストを生成するか、選択項目の生成 をクリックして選択された

テストを生成します。 テスト ツリーが表示されます。
6. 生成されたテストを追加するフォルダを選択します。

注: 選択した追加先フォルダに既に存在するテストは、作成されず、更新されます。 フォルダ内の
どのテストも削除されません。

7. OK をクリックします。

CaliberRM インテグレーション
このセクションでは、CaliberRM を Test Manager と統合する方法について説明します。
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注: CaliberRM のユーザー定義属性 複数選択ユーザー リスト および 複数選択グループ リスト は、リ
スト タイプではなく、Test Manager テキスト属性タイプにマップする必要があります。

CaliberRM とのインテグレーションを有効にする
CaliberRM とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. Borland® CaliberRM インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定の編集 ダイ

アログ ボックスが開きます。
6. ホスト名 に、外部サーバーがインストールされているマシンの名前を入力します。
7. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
8. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。
参照 をクリックし、プロジェクトの参照 ダイアログ ボックスに進みます。
設定が正しければ、接続のテストに成功しました というダイアログ ボックスが表示されます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

9. OK をクリックします。
10.プロジェクト リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクトを選

択します。 選択したプロジェクトで利用可能な要件タイプは、要件タイプ フィールドに自動的にイン
ポートされます。 選択したプロジェクトで利用可能なベースラインは、ベースライン フィールドに自
動的にインポートされます。

11.Test Manager プロジェクトと統合する外部プロジェクトから、ベースライン を選択します。
選択結果が 設定の編集 ダイアログ ボックスに表示されます。

12.OK をクリックします。
13.Test Manager プロジェクトに統合する外部プロジェクトから、要件タイプを 1 つ以上選択します。

複数の要件タイプを選択するには、CTRL + クリック を使用します。
14.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を CaliberRM とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編
集できるようにします。

15.省略可能：CaliberRM への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにして、マップ
されていない/未割り当ての要件を Test Manager から CaliberRM へアップロードできるようにしま
す。 これによって、マップされていない要件ツリーを CaliberRM にアップロードした後で、Test
Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパティ の
要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成
は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

16.設定を保存するには、OK をクリックします。

CaliberRM インテグレーションのベースライン サポート
CaliberRM インテグレーション用に現在のベースラインまたは既存のユーザー定義ベースラインを選択す
ることができます。 ユーザー定義ベースラインを選択する場合、要件 > 詳細ビュー > <要件> > プロパ
ティ の 要件のマップ ボタンは無効になり、要件は統合された CaliberRM プロジェクトで更新されません。
変更したベースライン要件を Test Manager にインポートできません。 現在のベースラインにない要件
を CaliberRM で変更できるのは、そのベースラインに使用されている要件のバージョンを変更する場合の
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みです。 そのような変更内容は、同期化が手動で、あるいはスケジュールに従って実行されるときにのみ、
Test Manager 要件内で更新されます。
ベースライン を Test Manager にインポートした後は、変更を加えることができます。 設定済みのベース
ラインを別のユーザー定義ベースラインや現在のベースラインに変更することができます。 このような変
更を行うと、手動で、あるいはスケジュールに従ってベースラインの同期化を次回に実行したときに、Test
Manager プロジェクトが更新され、要件の更新、作成、削除が必要に応じて行われます。 ベースラインを
変更すると、変更内容が次回に同期化を実行した後に有効になるというメッセージが表示されます。 また、
ベースラインを現在のベースラインからユーザー定義ベースラインに変更すると、ユーザー定義ベースラ
インの場合は要件のアップロードができないというメッセージが表示されます。

注: ユーザー定義ベースラインの場合は、CaliberRM プロジェクトの同じ要件タイプを何度も使用で
きます。 現在のベースラインの場合は、CaliberRM プロジェクトの要件タイプは 1 回しか使用でき
ません。

CaliberRM でテスト割り当てを処理する
割り当てられたテストは、CaliberRM で同期された要件のトレース (「トレース先」) として表示、管理、作
成されます。
同期された要件が Test Manager でテストに割り当てられると、そのテスト割り当ては CaliberRM に伝達
され、その中で表示されます。 逆に、CaliberRM でテストが同期された要件に割り当てられると、その割
り当ては Test Manager に伝達され、その中で表示されます。

CaliberRM に統合されたプロジェクトをコピーする
Test Manager プロジェクトをコピーする際に CaliberRM のベースラインを管理するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. 要件管理 タブをクリックします。
3. 保存するベースラインが選択されていることを確認します。

注: ベースラインが変更されている場合は、関連する Test Manager プロジェクトをコピーする前
に、同期を実行してベースラインの変更内容で更新する必要があります。 現在のベースライン以
外のベースラインが選択されている場合にのみ、インテグレーション設定がコピーされます。 現
在のベースラインを選択されている場合は、インテグレーション設定を元のプロジェクトに残す
か、コピー先のプロジェクトに移動するかを指定する必要があります。

4. 保存するベースラインが選択されていない場合は、設定の編集 をクリックします。 設定の編集 ダイア
ログ ボックスが表示されます。

5. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックします。 プロジェクトの参照 ダイアロ
グ ボックスが表示されます。

6. 保存するベースラインを選択して、選択を確定します。
7. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。 プロジェクト ページに、既存の

すべてのプロジェクトとプロジェクト ベースラインが一覧表示されます。
8. コピー元のプロジェクトの アクション 列で  をクリックします。

注: プロジェクトのコピーの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してく
ださい。

プロジェクトのコピー ダイアログ ボックスが表示されます。
9. 新規プロジェクトにコピーする項目を選択して、選択を確定します。
10.作業で継続して使用するベースラインを、Test Manager プロジェクトに適用します。

注: プロジェクトのコピー後は、元のプロジェクトとコピーされたプロジェクトは同じになりま
す。 対応するベースラインを適用して、どちらで作業を継続するかを定義します。
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CaliberRM に統合されたプロジェクトのベースラインを作成する
CaliberRM に統合された Test Manager プロジェクトのベースラインを作成するには：
1. Test Manager プロジェクトのベースラインを作成します。

ベースラインの作成の詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
新しいベースラインに対して CaliberRM の統合を有効にするかどうかを尋ねる SilkCentral メッセー
ジ ボックスが、処理中に表示されます。

2. はい をクリックします。 新しいベースラインが作成されると、プロジェクトのベースライン化 - プロ
ジェクト設定の適用 ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 編集 をクリックして、要件インテグレーションの設定を変更します。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

4. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックします。 プロジェクトの参照 ダイアロ
グ ボックスが表示されます。

5. CaliberRM プロジェクト、ベースライン、および同期の要件タイプを選択します。
6. OK をクリックして、プロジェクトの参照 ダイアログ ボックスを閉じます。
7. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログ ボックスを閉じます。
8. 完了 をクリックして、プロジェクトのベースライン化 - プロジェクト設定の適用 ダイアログ ボックス

を閉じます。

Telelogic DOORS との統合
このセクションでは、Test Manager と Telelogic DOORS®（DOORS）を統合する方法について説明しま
す。

フロントエンド サーバーで Telelogic DOORS をインストールする
Test Manager と Telelogic DOORS を統合するには、Test Manager のフロントエンド サーバー マシン
で DOORS クライアントをインストールします。 複数のフロントエンド サーバー マシンを使用する場合
は、DOORS クライアントを各マシンの同じディレクトリにインストールする必要があります。
Test Manager フロントエンド サーバー マシンに DOORS クライアントをインストールするには：
1. メニューで ヘルプ > ツール をクリックします。
2. Test Manager Add-In for Telelogic DOORS をクリックして、DOORS プラグイン パッケージをダ

ウンロードします。
パッケージには、以下の 2 つの ZIP アーカイブが含まれています。
• DoorsRM.zip
• DoorsClientLibs.zip

3. testmanager という名前の新しいフォルダを、Telelogic DOORS クライアントのインストール フォル
ダにある、…\lib\dxl フォルダの下に作成します。
このフォルダのデフォルト パスは C:\Program Files\Telelogic\DOORS_8.20\lib\dxl
\testmanager になります。

4. すべての DOORS スクリプト ファイルを DoorsClientLibs.zip からこのフォルダに抽出します。
プラグイン パッケージ DoorsRMPlugin.zip は、セットアップの処理中に、Test Manager アプリケーショ
ン サーバーのインストール フォルダ内の Plugins フォルダに自動的にインストールされます。 アプリケ
ーション サーバーの起動時に、このプラグインはすべてのフロントエンド サーバーに配信されます。

DOORS とのインテグレーション用にプロジェクトを設定する
DOORS との要件インテグレーション用にプロジェクトを設定するには：
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1. 統合を確立する Test Manager プロジェクトから、 プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト
設定 > 要件管理 をクリックします。

2. Telelogic DOORS® インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。
設定の編集 ダイアログ ボックスが開きます。

3. RM サービスの URL テキスト ボックスに、Test Manager の DOORS 要件用 Web サービスの URL を
入力します。
通常、正しい値がデフォルトで設定されます。 例：http://MySCTMHost:19120/services/
doorsrequirementsmanagement。

4. ユーザー名 と パスワード に、要件管理サーバー用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力します。
5. デフォルトの DOORS クライアント インストール パスが、DOORS インストール パス テキスト ボッ

クスに表示されます。 このパスが正しくない場合は、参照 をクリックして、フロントエンド サーバー
ディレクトリ構造内の正しい場所を選択します。

6. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。
設定が正しければ、接続のテスト に成功したことを示すメッセージが表示されます。 OK をクリックし
て、先に進みます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

7. プロジェクト名 テキスト ボックスの横にある 参照 をクリックして、要件タイプの参照 ダイアログ ボ
ックスを開きます。 プロジェクト テキスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと同期する外部
プロジェクトを選択します。
選択したプロジェクトで利用可能な要件タイプは、要件タイプ テキスト ボックスに自動的にインポー
トされます。 同期する要件タイプを選択し、OK をクリックします。 複数の要件タイプを選択するに
は、CTRL + クリック を使用します。

8. これで、選択結果が 設定の編集 ダイアログ ボックスに表示されます。 OK をクリックします。
9. 省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない

要件を Telelogic DOORS とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成お
よび編集できるようにします。

10.省略可能：Telelogic DOORS® への要件のアップロードを有効にする チェック ボックスをオンにし
て、マップされていない/未割り当ての要件を Test Manager から DOORS へアップロードできるよう
にします。これによって、マップされていない要件ツリーを DOORS にアップロードした後で、Test
Manager 内でそれらの要件をマップすることができます。 Test Manager > 要件 > プロパティ の
要件のマップ ボタンが有効になり、外部要件タイプ用に最上位レベルの要件を構成できます。この構成
は、マップされていない要件をアップロードする際に必要です。

11.設定を保存するには、OK をクリックします。
注意: DOORS アプリケーション オブジェクトは通信に使用され、このオブジェクトがログイン デ
ータをサポートしておらず、DOORS クライアントの起動を必要とするため、Test Manager は、
各 DOORS クライアント プロセスを、提供されたログイン データと共に起動し、それに続くすべ
てのアプリケーション オブジェクトに同じデータを使用します。 このため、一度に 1 セットの
DOORS ログイン認証情報のみが通信でサポートされます。 ユーザーが同じ DOORS 認証情報を
すべての構成に対して使用することを推奨します。これにより、フロントエンド サーバー上から、
すべてのプロジェクトに対して一度に統合を実行できます。 2 セット目の認証情報を使用する場
合、最初の認証セットを利用したセッションがすべてタイムアウトしてはじめて 2 セット目が有
効になります。

Rally インテグレーション
プロジェクト管理ツールである Rally を統合すると、Test Manager で要件として使用できるユーザー ス
トーリーを定義できます。 次に、Test Manager でテストを作成し、これらの要件をカバーできます。 作
成したテストを更新し、Rally にある該当するユーザー ストーリーに変更を加えるには、要件の同期をと
ります。
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以下のユーザー ストーリーのプロパティは、Rally REST Service から同期化されます。 これらのプロパテ
ィを使用して、ユーザー ストーリーのフィルタリングと分類に役立てることができます。
プロパティ 説明
Name Rally でのユーザー ストーリーの名前
Rally ID Rally でのユーザー ストーリーの識別子。 このプロパティは、Test Manager での

要件の External ID です。
Description Rally でのユーザー ストーリーの説明
Iteration ユーザー ストーリーが含まれている Rally のイテレーション
Project ユーザー ストーリーが含まれている Rally のプロジェクト
Release ユーザー ストーリーが含まれているプロジェクト リリース
State Rally でのユーザー ストーリーの進捗状態。 以下の状態を利用できます。

• Defined
• In-Progress
• Completed
• Accepted

Plan Estimate
(Story Points)

ユーザー ストーリーが完了するための Rally での見積もり時間。 時間はストーリ
ー ポイントで見積もられます。

Rally とのインテグレーションを有効にする
Rally とのインテグレーションを有効にするには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. インテグレーションを確立するプロジェクトを選択します。
3. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

4. 要件管理 タブをクリックします。
5. Rally インテグレーション セクションで、設定 をクリックします。 設定の編集 ダイアログ ボックスが

開きます。
6. URL に、Rally REST Service がインストールされているマシンの名前を入力します。

この URL は、デフォルトで https://rally1.rallydev.com/slm/webservice/1.22/ に設定されていま
す。

7. ユーザー名 と パスワード に、Rally REST Service 用のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力しま
す。

8. 省略可能：インターネットへの直接アクセスが制限されている場合で、Rally REST Service が内部ネッ
トワークの範囲外のマシンに配置されている場合は、プロキシ ホスト と プロキシ ポート テキスト ボ
ックスを使用して Test Manager が Rally に接続できるプロキシを指定します。

注: プロキシを使用して Rally に接続するには、プロキシ ホスト と プロキシ ポート の両方のテキ
スト ボックスを入力する必要があります。

9. 接続のテスト をクリックし、入力したホストとユーザー情報が正しいかどうかを確認します。 設定が
正しければ、接続のテストに成功しました というダイアログ ボックスが表示されます。

注: 接続を確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

10.OK をクリックします。
11.読み込み をクリックします。 プロジェクト リスト ボックスには、アクセスが許可されている Rally の

すべてのワークスペースから、すべてのプロジェクトが表示されます。
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12.プロジェクト リスト ボックスで、Test Manager プロジェクトと統合する予定の外部プロジェクトを選
択します。

13.省略可能：未割り当て要件の作成を有効にする チェック ボックスをオンにして、マップされていない
要件を Rally とのインテグレーションが設定された Test Manager プロジェクトで作成および編集で
きるようにします。

14.設定を保存するには、OK をクリックします。

ソース管理プロファイル統合
Apache Commons Virtual File System
このセクションでは、仮想ファイル システム（VFS）のソース管理プロファイルを構成する方法について
説明します。
VFS とは、実際のファイル システムの上に位置する抽象化層です。 VFS は、クライアント アプリケーシ
ョンが様々なファイル システムに同じ方法でアクセスできるようにすることを目的としています。
Apache Commons VFS は、多様なファイル システムへアクセスするための、単一の API を提供していま
す。 これにより、様々なソースからのファイル群を、単一のビューで表すことができます。 Test Manager
が VFS に対して現在サポートしているプロトコルは、以下のとおりです。
プロト
コル

説明

http 指定されたファイルをコピー。 また、このプロトコル タイプでは、ZIP、JAR、およびその他
の ZIP したファイルのコピーと解凍がサポートされています。 .zip ファイルは http サーバー
に対して指定する必要があります。 たとえば、zip:http://myTestServer/myTests.zip のよう
になります。 .zip ファイルは、実行サーバー上で抽出されます。

ftp 指定されたファイルをコピー。 また、このプロトコル タイプでは、ZIP、JAR、およびその他
の ZIP したファイルのコピーと解凍がサポートされています。

smb サーバー メッセージ ブロック (smb) は、すべてのファイルおよびフォルダをコピーします。
このプロトコルは、UNC プロファイルの代わりに使用できます。 たとえば、VFS smb パス
smb://server-name/shared-resource-path は、UNC パス \\server-name\shared-
resource-path に相当します。

注: ソース管理に VFS を使用する新しい ProcessExecutor テストを作成する場合は、実行可能ファ
イル名 テキスト ボックスで実行可能ファイルの完全パスを指定する必要があります。

VFS ソース管理プロファイルを追加する
VFS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. VFS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする VFS リポジトリ の URL を入力します。

適切なプロトコル タイプを URL に指定します。
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FTP ftp://<ftp サーバーの URL>
HTTP http://<http サーバーの URL>
SMB smb://<Samba サーバーの URL>

注: このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

注: HTTP、FTP、および SMB が、また ZIP ファイルに対してもサポートされています。 ZIP フ
ァイルの指定には、<ZIP ファイル タイプ>:<プロトコル>://<ZIP ファイルをポイントするサ
ーバーの URL> のように、ZIP ファイルのタイプを含むように URL を次のように調整する必要が
あります。 たとえば次のようになります。zip:http://193.80.200.135/<パス>/archive.zip ま
たは jar:http://193.80.200.135/<パス>/archive.jar。

7. ユーザー名 と パスワード に VFS の有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、ユーザーの VFS リポジトリにアクセスするために使われます。 SMB プロトコル
では、domain/username の形式でユーザー名にドメイン名を含めることができます。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

10.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

VFS ソース管理プロファイルを編集する
VFS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする VFS リポジトリ の URL を編集します。
注: このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。

334 | SilkCentral Test Manager 12.0



9. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Concurrent Version System (CVS)
このセクションでは、CVS ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
CVS は、複雑なソース コード ツリーを扱う強力なソース管理ツールです。 PERL や Korn などのスクリプ
ト言語を使用してカスタマイズできます。 CVS は分散管理されるので、ユーザーは独自のソース ディレク
トリ ツリーを保持できます。 また、同時ファイル編集も可能です。
Test Manager との統合でサポートされる CVS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。

CVS ソース管理プロファイルを追加する
CVS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. CVS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. ホスト名 テキスト ボックスに、CVS サーバー名または IP アドレスを入力します。
7. 接続先のポートを、ポート テキスト ボックスに入力します。
8. 接続方法を、メソッド テキスト ボックスに指定します。

現時点では、ext、pserver、および local の接続メソッドがサポートされています。
これにより、ポート 設定を省略できます。

9. アクセスする CVS リポジトリ の URL を指定します。
たとえば、/var/lib/cvs などです。 リポジトリの URL が不明な場合は、CVS の管理者に問い合わせて
ください。

10.ユーザー名 と パスワード に CVS の有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、ユーザーの CVS リポジトリにアクセスするために使われます。

注: ext 接続メソッドを使用する場合、これらの設定は省略可能です。

11.使用する CVS モジュール を指定します。
12.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

13.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。
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14.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

CVS ソース管理プロファイルを編集する
CVS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• CVS サーバー名または IP アドレスを、ホスト名 テキスト ボックスで編集します。
• 接続する先のポートを、ポート テキスト ボックスで編集します。
• アクセスする CVS リポジトリ の URL を編集します。 リポジトリの URL が不明な場合は、CVS の

管理者にお問い合わせください。
• 使用する CVS モジュール を編集します。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、問題追跡システムへのアクセスに使用されます。

注: ext 接続メソッドを使用する場合、これらの設定は省略可能です。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. 接続方法を、メソッド テキスト ボックスに指定します。
現時点では、ext、pserver、および local の接続メソッドがサポートされています。
これにより、ポート 設定を省略できます。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
10.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Microsoft Team Foundation Server 2010
このセクションでは、Team Foundation Server（TFS）ソース管理プロファイルを構成する方法について
説明します。
Test Manager との統合でサポートされる TFS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノー
ト』を参照してください。
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TFS ソース管理プロファイルを追加する
TFS ソース管理プロファイルを追加するには、Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere
2010 コマンドライン クライアントが、フロントエンド サーバーとユーザーがソース管理プロファイルを
使用する各実行サーバーにインストールされる必要があります。 CLC は Microsoft Download Center か
らダウンロードできます。
TFS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. Team Foundation Server 2010 を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. インストールした TFS の URL を入力します

たとえば、http://tfsserver:8080/tfs などです。
7. TFS ユーザーの ドメイン を入力します。
8. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。
9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

11.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

TFS ソース管理プロファイルを編集する
TFS ソース管理プロファイルを追加するには、Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere
2010 コマンドライン クライアントが、フロントエンド サーバーとユーザーがソース管理プロファイルを
使用する各実行サーバーにインストールされる必要があります。 CLC は Microsoft Download Center か
らダウンロードできます。
TFS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。
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3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする TFS リポジトリ の URL を編集します。
6. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。
7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
9. OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Microsoft Visual SourceSafe
このセクションでは、Microsoft Visual SourceSafe（MSVSS）ソース管理プロファイルを構成する方法に
ついて説明します。
MSVSS は、ソフトウェアと Web サイトの開発を管理するためのバージョン管理システムです。 Visual
Basic、Visual C++、Visual J++、Visual InterDev、および Visual FoxPro の開発環境および Microsoft
Office アプリケーションと完全に統合された MSVSS は、使いやすいプロジェクト指向のバージョン管理
を提供します。 MSVSS では、任意の開発言語、オーサリング ツール、またはアプリケーションで開発さ
れたファイルを使用できます。 ユーザーは、ファイル レベルとプロジェクト レベルのどちらでも作業で
き、ファイルの再利用が促進されます。
Test Manager との統合でサポートされる MSVSS のバージョンについては、『Test Manager リリース ノ
ート』を参照してください。

MSVSS ソース管理プロファイルを追加する
ヒント: SourceSafe クライアントは、すべてのフロントエンド サーバー、アプリケーション サーバ
ー、および実行サーバーにインストールする必要があります。

MSVSS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. MSVSS または MSVSS (コマンドライン) を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
MSVSS (コマンドライン) では MSVSS のコマンドライン プラグインを使用します。これは MSVSS
と同様に動作しますが、SilkCentral のユーザーが SilkCentral からログアウトしたとき、自動的に
MSVSS からログアウトされる点が異なります。 MSVSS を選択すると、SilkCentral ユーザーは
MSVSS にログインしたままになります。
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6. MSVSS (コマンドライン) を選択した場合、SourceSafe 実行可能ファイル ss.exe の場所を指定しま
す。
SourceSafe は、すべての実行サーバーとフロントエンド サーバーに同様にインストールされなければ
なりません。 これにより、限定されたパスを指定できるようになります。 たとえば、C:\Program
Files\Microsoft Visual Studio\VSS\win32\ss.exe などです。 SourceSafe を別の場所にインスト
ールする場合は、「SourceSafe クライアントの場所を設定する」を参照してください。

7. SourceSafe データベース (srcsafe.ini) テキスト ボックスに、アクセスする SourceSafe 設定ファ
イルの名前と UNC パスを入力するか、参照 をクリックして SourceSafe 設定ファイルを見つけます。

注: SourceSafe 設定ファイルの名前は、srcsafe.ini です。

8. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

MSVSS ソース管理プロファイルを編集する
MSVSS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. MSVSS (コマンドライン) を選択した場合、SourceSafe 実行可能ファイル ss.exe の場所を指定しま
す。
SourceSafe は、すべての実行サーバーとフロントエンド サーバーに同様にインストールされなければ
なりません。 これにより、限定されたパスを指定できるようになります。 たとえば、C:\Program
Files\Microsoft Visual Studio\VSS\win32\ss.exe などです。 SourceSafe を別の場所にインスト
ールする場合は、「SourceSafe クライアントの場所を設定する」を参照してください。

6. SourceSafe データベース (srcsafe.ini) テキスト ボックスで、SourceSafe 設定ファイルの名前と
UNC パスを必要に応じて変更するか、参照 をクリックしてファイルを見つけます。
設定ファイルの場所が不明な場合は、SourceSafe の管理者にお問い合わせください。
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注: SourceSafe 設定ファイルの名前は、srcsafe.ini です。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
11.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

SourceSafe クライアントの場所を設定する
SourceSafe クライアントの場所を設定するには：
1. SourceSafe 実行可能ファイル テキスト ボックスに、ss.exe（パス情報はなし）を入力します。
2. 各実行サーバーやフロントエンド サーバーで、SourceSafe 実行可能ファイル（ss.exe）のローカル パ

スを Windows のシステム パスに入力します。 これを実行するには、スタート > 設定 > コントロー
ル パネル > システム をクリックします。 システムのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されま
す。

3. 詳細設定 タブを選択し、環境変数 をクリックします。 環境変数 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. システム環境変数 セクションの Path 変数を選択し、編集 をクリックします。
5. 既存の 変数値 のリストに SourceSafe 実行可能ファイルのローカル パスを追加します。 セミコロン

（;）に続いてパス情報を入力することで、既存の値に新しい変数値を追加することができます。
6. この手順を各実行サーバーとフロントエンド サーバーに対して繰り返します。

Serena Version Manager（PVCS）
このセクションでは、Serena Version Manager（PVCS）ソース管理プロファイルを設定する方法につい
て説明します。
PVCS のメーカーが提供する Serena Version Manager は、ソフトウェア プロジェクトにおけるバージョ
ン統制とバージョン管理のためのあらゆる機能を備えたソリューションです。 Version Manager は、コー
ドのバージョンを保管するだけではなく、分散チームのためのセキュリティと高パフォーマンスとさまざ
まなサポート レベルを備えた、堅牢でフル機能のソリューションです。 サポート バージョンについては、

『Test Manager リリース ノート』を参照してください。

PVCS ソース管理プロファイルを追加する
PVCS ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。
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4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. PVCS を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする PVCS リポジトリ の UNC パスを入力します。

リポジトリの UNC パスが不明な場合は、PVCS の管理者にお問い合わせください。
7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。
8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. 実行パス にパスを入力します。 インストールされた PVCS のローカル パスで、コマンドライン ツー
ル pcli.exe がある場所です。 デフォルト パスは C:\Program Files\Serena\vm\win32\bin です。

注: PVCS クライアント ソフトウェアをフロントエンド サーバーと各実行サーバーにインストー
ルする必要があります。 PVCS は、各マシンで同じパスにインストールする必要があります。 た
とえば、PVCS を TestPartner フロントエンド サーバー上の C:\Program Files\Serena\ にイ
ンストールする場合、実行サーバー上でも PVCS を同じパスにインストールする必要があります。

10.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

PVCS ソース管理プロファイルを編集する
PVCS ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. PVCS リポジトリ の UNC パスを編集します。 リポジトリの UNC パスが不明な場合は、PVCS の管理
者にお問い合わせください。

6. 必要に応じて、UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。 これらの認証情報は、前に指定し
たリポジトリの UNC パスにアクセスするために必要です。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。
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8. 実行パス を編集します。 インストールされた PVCS のローカル パスで、コマンドライン ツール
pcli.exe がある場所です。 デフォルト パスは C:\Program Files\Merant\vm\win32\bin です。

注: PVCS クライアント ソフトウェアをフロントエンド サーバーと各実行サーバーにインストー
ルする必要があります。 PVCS は、各マシンで同じパスにインストールする必要があります。 た
とえば、PVCS を Test Manager フロントエンド サーバー上の C:\Program Files\Serena\ にイ
ンストールする場合、実行サーバー上でも PVCS を同じパスにインストールする必要があります。

9. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
11.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

SilkTest Workbench
このセクションでは、SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
SilkTest Workbench は、複雑なアプリケーションの機能テストを推進するための自動テスト ツールで
す。 SilkTest Workbench は、Java、.NET、ブラウザベースの Web アプリケーション、COM コンポー
ネント（ActiveX コントロールと自動オブジェクトの両方を含む）などのさまざまな開発ツールを使って
開発されたアプリケーションのテストをサポートします。 SilkTest Workbench を使用することで、アプ
リケーションでユーザー セッションを記録して、テストの作成、検証およびテストのロジックの追加によ
るテストの拡張、およびテストの再生を行うことで、アプリケーションが期待どおりに機能することを確
認できます。

SilkTest Workbench のソース管理プロファイルを追加する
SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、問題追跡プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを開
きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. SilkTest Workbench テスト を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. データベースの種類 リスト ボックスから、SQL Server または Oracle のいずれかのデータベースを選

択します。
注: Microsoft Office Access のデータベース タイプはサポートされていません。 SilkTest
Workbench Oracle データベースに接続する場合、TNS 名がホスト サーバー名と同一である必要
があるという SilkTest Workbench 要件があります。

7. データベース サーバー テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース サーバーの名前を入
力します。

8. データベース名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベースの名前を入力します。
9. データベース ポート テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース サーバーのポート番号

を入力します。

342 | SilkCentral Test Manager 12.0



10.データベース スキーマ/所有者名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench データベース スキーマ
または所有者名を入力します。

11.データベース ユーザー テキスト ボックスに、データベース ユーザーの名前を入力します。
12.データベース パスワード テキスト ボックスに、データベース ユーザーのパスワードを入力します。
13.SilkTest Workbench ユーザー名 テキスト ボックスに、SilkTest Workbench の有効なユーザー名を

入力します。
14.SilkTest Workbench パスワード テキスト ボックスに、SilkTest Workbench ユーザーのパスワード

を入力します。
15.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

16.取得 をクリックします。 すべてのプロジェクトが、プロジェクト リストに一覧表示されます。
17.1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。
18.OK をクリックします。

SilkTest Workbench のソース管理プロファイルを編集する
SilkTest Workbench ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. SilkTest Workbench データベースの種類 を編集します。
注: Microsoft Office Access のデータベース タイプはサポートされていません。

6. 次のことを行うことができます。
• SilkTest Workbench データベース サーバー を編集します。
• SilkTest Workbench データベース名 を編集します。
• SilkTest Workbench データベース サーバーの データベース ポート 番号を編集します。
• SilkTest Workbench データベース スキーマ/所有者名 を編集します。
• SilkTest Workbench データベース ユーザー を編集します。
• SilkTest Workbench データベース パスワード を編集します。
• SilkTest Workbench ユーザー名 を編集します。
• SilkTest Workbench パスワード を編集します。

7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. プロジェクト リストから 1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。
9. OK をクリックします。

StarTeam ソース管理プロファイル
このセクションでは、StarTeam ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
StarTeam は、すべてのプロジェクト資産を集中制御することで、チームのコミュニケーションとコラボ
レーションを促進します。 保護されつつも柔軟であるアクセスにより、チームのメンバは、Web、デスク
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トップ、IDE、コマンドラインから自由に選択できる各種クライアントを通じて、いつでもどこでも作業で
きます。 StarTeam は、ユニークでしかも総合的なソリューションを提供しています。これには、統合さ
れた要件管理や変更管理、欠陥追跡、ファイルのバージョン管理、スレッド化対応ディスカッション、プ
ロジェクトやタスクの管理などがあります。
Test Manager との統合でサポートされる StarTeam のバージョンについては、『Test Manager リリー
ス ノート』を参照してください。

StarTeam のソース管理プロファイルを追加する
StarTeam ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. StarTeam を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. ホスト名 にユーザーの StarTeam サーバーを入力します。
7. ポート に StarTeam サーバーと接続するために使用するポート番号を入力します。

ポートが変更されていない場合、デフォルト ポート 49201 を使用します。
8. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。

これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。
9. プロファイルで 暗号化 をサポートするかどうかを指定します。
10.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

11.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

12.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

StarTeam のソース管理プロファイルを編集する
StarTeam ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。
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3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• StarTeam サーバーの ホスト名 を編集します。
• StarTeam サーバーに接続するために使用するポートを編集します。 ポートが変更されていない場

合、デフォルト ポート 49201 を使用します。
• プロファイルで 暗号化 をサポートするかどうかを指定します。

6. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
7. ユーザー名 と パスワード を編集します。

これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。
8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Subversion
このセクションでは、SubVersion（SVN）ソース管理プロファイルを設定する方法について説明します。
Subversion（SVN）は、Concurrent Versions System（CVS）から派生したものです。 Subversion は、
トランザクション番号を使用してバージョン管理を行います。 コミットするたびに、トランザクション番
号が増加していきます。
他のソース管理システムが ラベル と呼んでいるものは、Subversion では タグ と称されています。 これ
らのタグは、Subversion URL 内にエンコードされます。 たとえば、http://MyHost/svn/MyApp/trunk
は Subversion URL であり、http://MyHost/svn/MyApp/tags/build1012 は Subversion タグです。
Test Manager は、Subversion タグをサポートしています。 Subversion URL に trunk ディレクトリが含
まれている場合、ユーザーはラベル tags/build1012 を定義できます。 このラベルが、SubVersion URL
の trunk と置き換えられます。

注: Subversion URL に trunk が含まれていない場合にラベルを定義すると、Test Manager でエラ
ーとなります。

Subversion ソース管理プロファイルを追加する
Subversion ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。
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5. Subversion を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする Subversion リポジトリ の URL を入力します。

リポジトリの URL が不明な場合は、Subversion の管理者にお問い合わせください。
注: SSH を使用するには、svn+ssh://<hostname>:<port> のように URL に ssh を追加しま
す。

7. ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

8. 有効な SSH ユーザー名 および SSH パスワード または SSH キーファイル を入力します。
これらの認証情報は、SSH サーバーにアクセスするために使用されます。 キーファイルよりもパスワ
ードが優先されるため、キーファイルのみを持っている場合には、SSH パスワード テキスト ボックス
を空のままにします。 キーファイルを使用する場合は、ソース管理プロファイルを使用するすべての実
行サーバー上でキーファイルへのパスが有効である必要があります。

9. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

10.このプロファイルで使用する プロジェクト パス を入力します。 参照 をクリックして、プロジェクト
パスの選択 ダイアログ ボックスを開きます。 プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスが開きま
す。 ツリー ビューから対象のプロジェクト パスを選択し、OK をクリックします。 このテキスト ボッ
クスを空欄のままにすると、プロジェクト パスはルート ディレクトリに設定されます。

11.OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

Subversion ソース管理プロファイルを編集する
Subversion ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. アクセスする Subversion リポジトリの URL を編集します。
リポジトリの URL が不明な場合は、Subversion の管理者にお問い合わせください。

注: Subversion リポジトリ の URL を編集しようとする際、ファイルをチェックアウトできない場
合には、実行サーバー上にあるソース管理ミラー ディレクトリを削除してください。 たとえば、
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Silk\SCC35\SrcCtrlMirrors な
どです。
注: SSH を使用するには、svn+ssh://<hostname>:<port> のように URL に ssh を追加しま
す。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。
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7. 有効な SSH ユーザー名 および SSH パスワード または SSH キーファイル を入力します。
これらの認証情報は、SSH サーバーにアクセスするために使用されます。 キーファイルよりもパスワ
ードが優先されるため、キーファイルのみを持っている場合には、SSH パスワード テキスト ボックス
を空のままにします。 キーファイルを使用する場合は、ソース管理プロファイルを使用するすべての実
行サーバー上でキーファイルへのパスが有効である必要があります。

8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
10.OK をクリックします。

Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。
注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

TestPartner
このセクションでは、TestPartner ソース管理プロファイルを構成する方法について説明します。
TestPartner は、Microsoft 技術を使用する Web ベースおよび Microsoft Windows ベースのアプリケー
ションをテストする Micro Focus の製品です。 TestPartner は、ユーザー アクションを記録して、強力な
テストをすばやく作成します。 記録された各テストは、一連のアクションが明確で簡潔なステップとして
表示され、初心者から熟練者までのすべてのテスト担当者が簡単に理解できます。 アプリケーションとユ
ーザー セッションの記録、検証関数の追加、および後でセッションの生成を行うことにより、アプリケー
ションが期待どおりに動作するようにできます。

TestPartner のソース管理プロファイルを追加する
TestPartner ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. TestPartner を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
注: TestPartner Oracle データベースに接続する場合、TNS 名がホスト サーバー名と同一である
必要があるという TestPartner 要件があります。

6. データベースの種類 リスト ボックスから、SQL Server または Oracle のいずれかのデータベースを選
択します。

7. データベース サーバー テキスト ボックスに、データベース サーバーの名前を入力します。
8. データベース名 テキスト ボックスに、データベースの名前を入力します。
9. データベース ポート テキスト ボックスに、データベース サーバーのポート番号を入力します。
10.データベース スキーマ/所有者名 テキスト ボックスに、データベース スキーマまたは所有者名を入力

します。
11.データベース ユーザー テキスト ボックスに、データベース ユーザーの名前を入力します。
12.データベース パスワード テキスト ボックスに、データベース ユーザーのパスワードを入力します。
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13.ユーザー名 と パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、リポジトリにアクセスするために使用されます。

14.Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

15.テストに使用できるスクリプトをデータベースからフィルタ処理するには、プロジェクト パス テキス
ト ボックスを使用します。 参照 をクリックして、プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスを開
きます。
プロジェクト パスの選択 ダイアログ ボックスには、選択可能な 3 レベルのツリーが表示されます。
第 1 レベル TestPartner データベース全体です。 このレベルを選択すると、プロジェクト パス テキ

スト ボックスは空のままになります。
第 2 レベル TestPartner プロジェクトです。
第 3 レベル 指定された TestPartner プロジェクト内のスクリプト タイプです。
上記のいずれかのオプションを選択して、OK をクリックします。 パスが プロジェクト パス テキスト
ボックスに追加されます。

16.OK をクリックします。

TestPartner のソース管理プロファイルを編集する
TestPartner ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. 次のことを行うことができます。
• TestPartner データベースの種類 を編集します。
• TestPartner データベース サーバー を編集します。
• TestPartner データベース名 を編集します。
• TestPartner データベース サーバーの TestPartner 番号を編集します。
• TestPartner データベース スキーマ/所有者名 を編集します。
• TestPartner データベース ユーザー を編集します。
• TestPartner データベース パスワード を編集します。

6. ユーザー名 と パスワード を編集します。
これらの認証情報は、ユーザーのリポジトリにアクセスするために使われます。

7. このプロファイルで使用する プロジェクト パス を編集します。
8. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

9. OK をクリックします。

348 | SilkCentral Test Manager 12.0



Universal Naming Convention
このセクションでは、Universal Naming Convention（UNC）ソース管理プロファイルを構成する方法に
ついて説明します。
Universal Naming Convention または Uniform Naming Convention の頭文字である UNC は、LAN （ロ
ーカル エリア ネットワーク）上のリソースの場所を指定するための PC 形式です。 UNC では、以下の形
式が使用されます：\\server-name\shared-resource-pathname。
たとえば、共有サーバー silo 上のディレクトリ examples にあるファイル test.txt にアクセスするには、
\\silo\examples\test.txt と記述します。
また、UNC を使用して、プリンタなどの共有周辺装置を識別することもできます。 UNC の基になってい
る考え方は、各共有リソースを固有のアドレスで識別できるような形式を提供することです。
UNC は、Microsoft Windows オペレーティング システムでのみサポートされています。 非 Windows 実
行サーバーの利用を計画している場合には、代わりに、Apache Commons VFS ソース管理プロファイル
を利用することができます。

UNC ソース管理プロファイルを追加する
UNC ソース管理プロファイルを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. プロファイルの新規作成 をクリックして、ソース管理プロファイルの新規作成 ダイアログ ボックスを
開きます。

4. 新しいプロファイルの 名前 を入力します。
この名前は、プロファイルを選択することができる一覧上に、表示されます。

5. UNC を ソース管理システム リスト ボックスから選択します。
6. アクセスする UNC パス を入力します。

これは、テスト ソースが配置される場所へのパスです。
7. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を入力します。

作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

8. UNC ユーザー名 と UNC パスワード に有効なユーザー名とパスワードを入力します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

9. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

UNC ソース管理プロファイルを編集する
UNC ソース管理プロファイルを変更するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。
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注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. ソース管理 タブをクリックします。 ソース管理 ページに、システムで作成されているすべてのソース
管理プロファイルが一覧表示されます。

3. ソース管理プロファイルの名前をクリックします。 ソース管理プロファイルの編集 ダイアログ ボック
スが開きます。

4. プロファイルの 名前 を編集します。
これは Test Manager の GUI で表示される名前です。

5. UNC パス を編集します。
これは、テスト ソースが配置されるパスです。

6. Test Manager の実行サーバーがソース ファイルをコピーする 作業フォルダ を編集します。
作業フォルダにはローカル パスを指定する必要があります。 たとえば、C:￥ TempSources ￥ のよう
になります。

7. UNC ユーザー名 と UNC パスワード を編集します。
これらの認証情報は、設定ファイルの UNC パスにアクセスするために必要です。

8. OK をクリックします。
Test Manager は、入力された情報を使用して、外部システムへの接続を試みます。

注: エラーが発生した場合は、入力した情報を見直すか、管理者に問い合わせてください。

テスト接続が成功すると、ソース管理 ページに戻ります。

テスト自動化ツール
JUnit 統合
このセクションのトピックでは、JUnit と Test Manager の統合について説明します。 JUnit テスト タイ
プを使用して、Silk4J テストを作成できます。

JUnit のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
JUnit テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、JUnit テスト を タイプ リスト ボックスから選択し、次へ

をクリックします。
JUnit テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. テスト クラス テキスト ボックスには、JUnit テスト クラスの完全修飾名を入力します。
3. テスト メソッド テキスト ボックスに、適切なテスト メソッドの名前を入力します。

このメソッドは、指定したテスト クラス内で利用可能なものでなければなりません。 テスト メソッド
テキスト ボックスが空欄の場合、そのスイート内にあるすべてのテストが実行されます。

4. Java ホーム ディレクトリ には、Java Runtime Environment (JRE) のインストール パスを設定しま
す。
このパスは、テストを実行する実行サーバー上で有効でなければなりません。

5. 実行サーバー上で使用する有効な Java クラスパス を指定します。
相対パスを使用することを推奨します。 相対パスは、のちに実行サーバー上で完全クラスパスに展開さ
れます。 相対クラスパスを使用することで、ソース管理プロファイルの場所が変更されても、クラスパ
スへの追加変更が必要なくなります。
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相対クラスパスは、JUnit テストを保持しているテスト コンテナのルート ノード (例、JUnit_tests) を
指している必要があります。 その後、実行サーバー上の相対クラスパスは、ソース管理プロファイルの
作業フォルダ (例、C:￥ temp) と、テスト ファイル名 (例、JUnit4Test.jar) を含むように展開されま
す。
以前のバージョンの JUnit を使用するために、junit.jar への相対クラスパスを該当する JUnit バージョ
ンのクラスパスに追加することもできます。 Test Manager は JUnit 4.4 以降をサポートします。 た
とえば、ソース管理プロファイルの作業フォルダが C:￥ temp の場合、指定された相対パス
junit-4.4.jar;JUnit4Test.jar は、実行サーバーの C:￥ temp ￥ JUnit_tests ￥ junit-4.4.jar;C:
￥ temp ￥ JUnit_tests ￥ JUnit4Test.jar に展開されます。 デフォルトでは、junit.jar への相対クラ
スパスを指定しないと、Test Manager は JUnit 4.8.1 を使用します。
ユーザーは、完全修飾クラスパスを使用することもできます。 クラスパスは、このテスト クラスが存
在するアーカイブまたはフォルダを指していなければなりません (完全修飾パス)。 さらに次の例に示
すように、junit.jar を適切な JUnit バージョンのクラスパスに追加する必要があります。
• C:￥ Java ￥ junit4.4 ￥ junit.jar;C:￥ MyApps ￥ main.jar;C:￥ MyApps ￥ utils.jar
• ${junit_home}￥ junit.jar;${apps_home}￥ main.jar;${apps_home}￥ utils.jar

6. 省略可能：JVM オプション テキスト ボックスでは、JVM のパフォーマンスに影響を与える可能性のあ
るコマンドライン オプションと環境変数を指定できます。 複数のオプションを指定できますが、正し
い順序で入力する必要があります。 たとえば、クライアント VM を使用し、ヒープの最大サイズを 512
MB に設定するには、-client -Xmx512m と入力します。

7. カバレッジ パス テキスト ボックスには、コード カバレッジ情報を監視するための完全修飾 JAR ライ
ブラリまたは特定のクラス ファイルを、完全修飾パスで入力します。
後から実行サーバー上で適切に展開される、テスト コンテナ ルート ノードからの相対カバレッジ パス
を使用することを推奨します。 ユーザーは、完全修飾パスを使用することもできます。 複数の jar ファ
イルがある場合には、次の例に示すように、セミコロンを区切り文字に使用します。
• C:￥ MyApps ￥ main.jar;C:￥ MyApps ￥ utils.jar
• ${apps_home}￥ main.jar;${apps_home}￥ utils.jar

注: カバレッジ パス設定は、外部 AUT カバレッジの記録 チェック ボックスがオンになっている
場合は無視されます。

8. 外部 AUT カバレッジの記録 チェック ボックスをオンにすると、コード分析設定 セクション (Test
Manager > 実行計画 > コード分析) 内の実行計画に対して定義されている、テスト対象アプリケーシ
ョン (AUT) のコード カバレッジを取得します。
チェック ボックスがオンになっていない場合、コード カバレッジは、実行されている仮想マシンから
記録されます。 デフォルトでは、このチェック ボックスはオンではありません。

9. 完了 をクリックします。
注: パラメータは、Java プロセスにシステム プロパティとして渡されます (例、-
Dhost_under_test=10.5.2.133)。 このシステム プロパティにアクセスするには、
System.getProperty() メソッドを使用します。 たとえば、前に渡された host_under_test
property にアクセスするには、System.getProperty(“host_under_test”); を使用します。

Java システム プロパティを通じて Test Manager パラメータにアクセスする
任意の JUnit テスト クラスから、Java のシステム プロパティとして、元のテストのテスト パラメータに
アクセスすることができます。ランチャは、-D という VM 引数を使って、実行するマシンにこのパラメー
タを渡します。
カスタマー定義のパラメータに加えて、以下の Java システム プロパティを JUnit テストから常に呼び出
すことができます。
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パラメータ 説明
#sctm_execdef_name 現在実行されている実行計画の名前。 実行が テスト 領域からトリガされ

た場合、パラメータは値 未割り当てテスト を持ちます。
#sctm_execdef_id 現在実行されている実行計画の数値識別子 (データベース キー)。
#sctm_product 実行されたテスト コンテナで定義された製品の名前。
#sctm_version 実行の結果が関連付けられているバージョンの名前。
#sctm_build 実行の結果が関連付けられているバージョンの名前。
#sctm_keywords この実行計画に対して定義されているキーワードを含むカンマ区切りの一

覧。
#sctm_test_results_dir テストの結果ファイルが存在するディレクトリのパス。

MSTest 統合
このセクションのトピックでは、MSTest と Test Manager の統合について説明します。 MSTest テスト
タイプを使用して、MSTest テストを実行できます。

MSTest のプロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。

注: MSTest プラグインは、単体テストのみのテスト タイプをサポートします。 他のテスト タイプの
結果は無視されます。

MSTest プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、MSTest テスト を タイプ リストから選択します。
2. 次へ をクリックします。 MSTest テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。
3. 次の手順を実行することで、テスト コンテナ、テスト リスト、テスト クラス、単一のテストのメソッ

ドを実行できます。
• テスト コンテナを実行するには、テスト ファイル フィールドの横にある 参照 をクリックして .dll

ファイルを選択します。 テスト クラス のみ、または テスト クラス と テスト メソッド の両方を入
力することで、実行を制限できます。

• テスト リストを実行するには、テスト ファイル フィールドの横にある 参照 をクリックして .vsmdi
ファイル (Visual Studio Test Meta Data) を選択します。 テスト リスト名 フィールドに名前を入
力します。 テスト クラス および テスト メソッド の両方を入力することで、実行を制限できます。

4. 完了 をクリックします。
注: 実行サーバーで MSTest を実行するには、Visual Studio Distribution または Visual Studio Test
Agent のインストールが必要です。 MSTest.exe を含むフォルダをパス変数に追加し、実行サーバー
を再起動します。 Visual Studio 2010 がインストールされている場合、デフォルトのパスは C:
￥ Program Files (x86)￥ Microsoft Visual Studio 10.0 ￥ Common7 ￥ IDE となります。 現
在、Visual Studio 2010/Test Agent 2010 と共に配布されている MSTest がサポートされています。

NUnit 統合
このセクションのトピックでは、NUnit と Test Manager の統合について説明します。 NUnit テスト タイ
プを使用して、Silk4NET テストを作成できます。

NUnit のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
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注: NUnit インストールの .\bin フォルダを、システム パスに追加することをお勧めします。 スター
ト > コントロール パネル > システム > 詳細設定 > 環境変数... をクリックして、C:\Program
Files\NUnit 2.2\bin などのパスをシステム環境変数 PATH に追加します。

NUnit テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、NUnit テスト を タイプ リスト ボックスから選択し、次
へ をクリックします。
NUnit テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. 参照 をクリックし、テストを抽出する NUnit アセンブリを探して選択します。
3. NUnit ディレクトリ テキスト ボックスに作業ディレクトリを入力します。

このディレクトリは、ファイル nunit-console.exe へのローカル パスです（例、C:\Program Files
\NUnit 2.2\bin）。

4. NUnit オプション テキスト ボックスに、1 つ以上の NUnit コンソール コマンドライン オプションを
入力し、NUnit テストを指定する方法を指定します。
たとえば、SilkTest.Ntf.Test.Flex にある Flex4TestApp NUnit テストを実行するように定義するには、
以下のように fixture オプションを設定します。
/fixture:SilkTest.Flex.Flex4TestApp

注: 複数のオプションを追加する場合は、テキスト ボックスの各行に 1 つのオプションを記述する
ことによって、オプションを区切る必要があります。

5. 完了 をクリックします。

process executor 統合
このセクションのトピックでは、process executor と Test Manager の統合について説明します。
process executor は、あらゆる実行可能ファイルの起動に使用することができ、処理テスト ランチャ ク
ラスを拡張します。

process executor テスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
process executor テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、ProcessExecutor テスト を タイプ リスト ボックスから

選択し、次へ をクリックします。 ProcessExecutor テスト プロパティ ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. 実行可能ファイル名 テキスト ボックスに、実行可能ファイルの完全修飾名を入力します。
3. 引数リスト テキスト ボックスに、process executor テスト メソッドのすべての引数を入力します。

注: 複数の引数を入力する場合は、テキスト ボックス内に個別の行として入力します。

4. 作業フォルダ を設定します。 これは、実行可能ファイルが実行されるフォルダです。
実行可能ファイルの実行中に、次の 2 つの環境変数を使用できます。
環境変数 説明
SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER このフォルダ内のすべてのファイルは、Test Manager の結果ファ

イルとして保存されます。 実行中にこのディレクトリに
output.xml ファイルが作成されると、このファイルは Test
Manager によって処理されます。
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環境変数 説明
SCTM_EXEC_SOURCESFOLDER これは、実行中に使用されるすべてのソース ファイルがあるフォル

ダです。

例
次の例は、/c スイッチと 2 つのパラメータを使用してコマンドラインから Windows
Script Host を実行する ProcessExecutor テスト タイプを示しています。

• /c：実行後にコマンドラインを終了することを指定するコマンド。
• cscript：Windows Script Host。
• parareadwrite.js：parareadwrite.js という名前の JScript ファイル。
• %SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER%：実行サーバー マシン上の Result フォルダの

場所を含む Test Manager 変数。 この場所に保存されたファイルは自動的に Test
Manager にアップロードされて、テスト実行 の ファイル タブで使用できます。 こ
の例では、parareadwrite.js スクリプトによって Result フォルダに output.xml フ
ァイルが作成されて、Test Manager にアップロードされます。

SilkPerformer インテグレーション
このセクションのトピックでは、SilkPerformer と Test Manager の統合について説明します。

SilkPerformer のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkPerformer テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、SilkPerformer テスト を タイプ リスト ボックスから選択

し、次へ をクリックします。
テスト プロパティ - プロジェクトの選択 ダイアログ ボックスが開きます。

2. テスト ケースを取り出す SilkPerformer プロジェクトを定義するには、次のステップのいずれかを実行
します。
• 参照 をクリックし、ローカルのファイル システムに保存する SilkPerformer プロジェクトを選択し

ます。
• インポート をクリックし、ファイル プールに保存する SilkPerformer プロジェクトを選択します。

ファイル プールのファイルは、テスト ツリーのどこからでも利用することができます。
3. ファイル プールからのプロジェクトのインポート ダイアログ ボックスで、保存した .ltz

SilkPerformer プロジェクト パッケージを ファイル プール エントリ リスト ボックスから選択する
か、参照 をクリックして、ソース管理システムに保存されている SilkPerformer プロジェクト パッケ
ージを選択します。
完了 をクリックする前に ファイル プールからファイルを削除する チェック ボックスをオンにした場
合は、選択されている SilkPerformer ファイルがファイル プールから削除されます。
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4. SilkPerformer プロジェクトをファイル プールへアップロードするには、次のステップのいずれかを実
行します。
• 管理 > ファイル から、アップロード をクリックして、適切な LTZ ファイルを参照します。 詳細に

ついては、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
• SilkPerformer で提供されているアップロード機能を使用
• SilkCentral の Upload Manager を使用
• UNC パスで、既存のプロジェクト ディレクトリを使用 新しいテストを作成するには、参照 をクリ

ックし、適切な LTP ファイルを選択してから、ワークロードを選択します。
5. テスト プロパティ - プロジェクトの選択 ダイアログ ボックスで、次へ をクリックします。
6. テスト プロパティ - ワークロードの選択 ダイアログ ボックスで、ワークロード リスト ボックスからプ

ロジェクトに対して定義されているワークロード プロファイルを 1 つ選択します。
7. 完了 をクリックして、テスト ケースを作成します。

Test Manager は、SilkPerformer と完全に統合されています。

SilkPerformer プロジェクトで作業する
SilkPerformer は Test Manager のテストおよび実行機能と完全に統合されています。 SilkPerformer プ
ロジェクトは、Test Manager のテストに統合し、Test Manager を通じて直接実行することができます。
これにより、強力なテスト結果分析とレポート作成が可能になります。 また、無人テスト（あらかじめ構
成されたスケジュールに基づいて Test Manager で自動的に実行されるテスト）も可能です。
SilkPerformer と Test Manager のインテグレーションの設定に関する詳細については、『SilkPerformer
ヘルプ』を参照してください。
Test Manager から SilkPerformer プロジェクト ファイルを SilkPerformer で直接開き、スクリプトや設
定を編集することができます。 編集された SilkPerformer プロジェクトをその後 Test Manager に再び
チェックインして、以後のテスト実行に利用できるようにすることが可能です。
Test Manager は、SilkPerformer テスト実行中に、実行計画の実行プロパティに関する情報を提供しま
す。 SilkPerformer スクリプトで AttributeGet メソッドを使用して、実行計画の実行プロパティにアクセ
スしてください。 スクリプトでは次のプロパティにアクセスできます。
• #sctm_execdef_id
• #sctm_execdef_name
• #sctm_product
• #sctm_version
• #sctm_build
• #sctm_keywords

注: "プロジェクト" という用語の使い方は、SilkPerformer と Test Manager では異なります。
SilkPerformer プロジェクトは、Test Manager にアップロードされると、Test Manager テストの中
核的な要素になります。 Test Manager プロジェクトは、複数の SilkPerformer プロジェクト、テス
ト、実行計画、要件を含むことができる上位レベルのエンティティです。

SilkPerformer プロジェクトをダウンロードする
SilkPerformer プロジェクトを開く場合は、ソース管理ツールからの SilkPerformer プロジェクトのチェ
ックアウト、SilkPerformer でのプロジェクトの編集、Test Manager へのプロジェクトのチェックインが
必要になることがあるのに対して、プロジェクトをダウンロードする場合は、プロジェクトのコピーをダ
ウンロードし、それを Test Manager から独立して取り扱うことになります。 ダウンロードしたプロジェ
クトに変更を加えても、Test Manager に自動的には反映されません。
SilkPerformer プロジェクトをダウンロードするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
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4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5.  をクリックします。 [ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスが表示され、指定した

SilkPerformer プロジェクトをローカル システムにダウンロードするかどうか確認を求められます。
6. 保存 をクリックして、ファイルを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラウン

ドで開いていない場合は、ここで起動されます。
7. ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボックスが表示され、指定した SilkPerformer プロジェク

トの保存先となるデフォルト ディレクトリ パスが選択されます。 指定されたパス名でよい場合は、OK
をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わりのパスを指定します。

注: ソース管理インテグレーションが構成されていても、Test Manager から独立してこのファイ
ルを取り扱っているため、SilkPerformer プロジェクトをソース管理システムからチェックアウト
するように指示されることはありません。
注: Test Manager で利用される SilkPerformer プロジェクトは、SilkPerformer ユーザー インタ
ーフェイスから直接ダウンロードすることもできます。 その他の情報については、SilkPerformer
のドキュメントを参照してください。

SilkPerformer プロジェクトを開く
SilkPerformer プロジェクトを Test Manager から開くには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5.  をクリックします。 ファイル ダウンロード ダイアログ ボックスが表示され、指定した

SilkPerformer コマンド ファイル (.spwbcmd) を SilkPerformer で開くかどうか確認を求められま
す。

6. 開く をクリックして、ファイルを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラウン
ドで開いていない場合は、ここで起動されます。 ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボックス
が表示され、指定した SilkPerformer プロジェクトの保存先となるデフォルト ディレクトリ パスが選
択されます。

7. 指定されたパス名でよい場合は、OK をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わ
りのパスを指定します。

8. Test Manager のソース管理インテグレーション (Visual SourceSafe など) を構成してある場合は、ソ
ース管理クライアントのログイン画面が表示されます。 有効なユーザー接続設定値を入力し、OK をク
リックして続行します。

注: SilkPerformer によって利用される Test Manager プロジェクトも、SilkPerformer から直接
開くことができます。 その他の情報については、SilkPerformer のドキュメントを参照してくださ
い。

有人 SilkPerformer テストを実行する
有人テストとは、SilkPerformer で手動で実行され、Test Manager にあらかじめ定義されているスケジュ
ールに基づいて自動的に実行されない SilkPerformer テストのことです。

注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応す
る SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッドと共に
使用する必要があります。

SilkPerformer で有人テストを実行するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
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5.  をクリックします。 ファイル ダウンロード ダイアログ ボックスが表示され、指定した
SilkPerformer コマンド ファイル (.spwbcmd) を実行するかどうか確認を求められます。

6. 開く をクリックして、プロジェクトを SilkPerformer で開きます。 SilkPerformer がまだバックグラ
ウンドで開いていない場合は、ここで起動されます。 ターゲット ディレクトリの選択 ダイアログ ボッ
クスが表示され、指定した SilkPerformer プロジェクトの保存先となるデフォルト ディレクトリ パス
が選択されます。

7. 指定されたパス名でよい場合は、OK をクリックします。そうでない場合は、参照 をクリックして代わ
りのパスを指定します。 SilkPerformer のワークロードの設定 ダイアログ ボックスが開き、
SilkPerformer プロジェクトに関連付けられているワークロード設定がすべて表示されます。

8. ワークロード設定を必要に応じて編集した後、実行 をクリックしてテストを開始し、SilkPerformer で
テスト結果を監視します。

注: ワークロード設定をまったく編集せずに 実行 をクリックすると、直接 Test Manager から無
人テストとして実行された場合とまったく同じように SilkPerformer テストが実行されます。

SilkPerformer テスト プロパティを編集する
注: SilkPerformer スクリプトで Test Manager のデータ駆動型テスト機能を使用するには、対応す
る SilkPerformer プロジェクト属性に列名が一致するデータ ソースを AttributeGet メソッドと共に
使用する必要があります。

SilkPerformer テスト プロパティを編集するには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. SilkPerformer テスト プロパティ セクションまでスクロールします。
5. SilkPerformer テスト プロパティの編集 をクリックします。
6. SilkPerformer テストの設定に進みます。

SilkPerformer テスト結果を分析する
Performance Explorer を利用すると、SilkPerformer テスト結果の詳細な分析が可能になります。 結果
の分析 オプションでは、「結果パッケージのダウンロード」とは異なり、選択した結果のみダウンロードさ
れます。 最適化作業の結果を分析しやすくするため、Performance Explorer では、相互負荷テスト レポ
ートで複数のテスト実行から得られた統計値を並べて比較できます。
Test Manager を利用して実行されたテストの結果は、テスト 領域の 実行 ページにあるコマンドを使っ
て Performance Explorer に自動的にロードできます。
Performance Explorer の使用および Performance Explorer の Test Manager との統合の詳細について
は、Performance Explorer のドキュメントを参照してください。
Performance Explorer で SilkPerformer テスト結果を開くには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. 表示するテストを選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 結果のダウンロード対象となるテスト実行の アクション 列で、  をクリックします。 ファイル ダウン
ロード ダイアログ ボックスが表示され、ダウンロードしようとしている Performance Explorer コマ
ンドファイル (.sppecmd) の名前が表示されます。

5. 開く をクリックして、結果を Performance Explorer で開きます。 または、保存 をクリックすると、
結果をローカルに保存できます。

6. インストールされている Test Manager に直接接続した状態で Performance Explorer が開き (まだバ
ックグラウンドで開いていない場合)、選択したテスト実行の結果が取り出されます。
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注: 単一のレポートで複数のテスト実行の結果を比較する相互負荷テスト レポートの準備をする
場合は、実行 ページからさらに他の実行の結果をダウンロードできます。 追加でダウンロードし
た実行結果は、既に開いている Performance Explorer インスタンスの Performance Explorer
Test Manager タブに表示されます。 相互負荷テスト レポートの詳細については、Performance
Explorer のドキュメントを参照してください。

SilkPerformer テスト結果パッケージをダウンロードする
テスト実行の結果セット一式を分析する場合や、結果セット一式をオフライン分析用にダウンロードする
場合は、結果パッケージをダウンロードするのが最もよいでしょう。 結果パッケージには大きい TrueLog
On Error ファイルが含まれていることが多いので、結果パッケージを圧縮して .lrz ファイルとしてローカ
ル ハード ディスクにダウンロードすることができます。 また、結果をローカルにダウンロードすると、低
速のインターネット接続を使って作業している場合にも役に立つことがあります。
SilkPerformer テスト結果をダウンロードするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーで、SilkPerformer テストを選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 結果をダウンロードするテスト実行の アクション 列で、  をクリックします。 ファイル ダウンロー
ド ダイアログ ボックスが開き、ダウンロードしようとしている圧縮済みの結果パッケージ ファイル

（.ltz）の名前が表示されます。
5. 開く をクリックして、結果を Performance Explorer で開きます。 または、保存 をクリックすると、

結果をローカルに保存できます。
6. Performance Explorer がまだバックグラウンドで開いていない場合は、ここで開かれます。 プロジェ
クトのインポート ダイアログ ボックスが開き、結果の保存先となるターゲット ディレクトリが表示さ
れます。 デフォルト パスをそのまま使用する場合は OK をクリックし、別のパスを選択する場合は 参
照 をクリックします。 ダウンロードしたテスト結果は Performance Explorer に表示されます。

注: デフォルト プロジェクト ディレクトリをそのまま使用すると、結果パッケージが保存されま
す (通常、この方法を推奨)。その場合、結果は他のすべての SilkPerformer 結果と一緒に保存さ
れ、Performance Explorer の Add Loadtest Results コマンドを使用して簡単にアクセスできま
す。

SilkPerformer テスト結果をアップロードする
SilkPerformer で有人テストの実行が完了したら、そのテスト結果を Test Manager にアップロードし、
テストに関連付けることができます。
有人 SilkPerformer テストの結果をアップロードするには：
1. 有人 SilkPerformer テストを実行します。

詳細については、「有人 SilkPerformer テストを実行する」を参照してください。
2. テストが完了したら、結果 メニューから 結果を Test Manager へアップロード を選択します。
結果を Test Manager へアップロード ウィザードの ログイン 画面が表示されます。

3. パスワード フィールドに値を入力し、次へ をクリックします。
注: これは有人テストなので、結果のアップロード先となるテストの正しいホスト名 ([ホスト名]
フィールド) とユーザー名 ([ユーザー名] フィールド) はウィザードには既にわかっています。

4. Test Manager 結果のアップロード先となる SilkPerformer プロジェクトを選択します（プロジェク
ト リストでデフォルトで選択されていない場合）。

5. 結果のアップロード先となるテストを選択します (ツリー リストでデフォルトで選択されていない場
合)。 次へ をクリックします。

注: ツリー内を右クリックし、コンテキスト メニューのコマンドを使用して、結果の保存先となる
テスト、子テスト、テスト フォルダ、あるいは子テスト フォルダを新規作成することができます。
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6. その次の画面では、アップロードした結果が所属することになる割り当て済み製品のバージョン番号
（[バージョン] フィールド）とビルド番号（[ビルド] フィールド）を指定することができます。 また、
SilkPerformer テスト結果のステータス（[合格]、[失敗] など）を指定することもできます。

注: テスト実行中にエラーが発生した場合、テスト結果ステータスはデフォルトで [失敗] に設定さ
れます。

7. 完了 をクリックすると、結果がアップロードされます。 アップロードされた結果は、テスト > 詳細ビ
ュー > <SilkPerformer テスト> > 実行の テストの実行 列に表示されます。

パフォーマンス傾向レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されているパフォーマンス傾向レポートについて説明します。
パフォーマンス傾向レポートは、テストのパフォーマンスにおけるアプリケーションの変化を、指定した
期間にわたって示します。 パフォーマンス レポートの入力データは、SilkPerformer の負荷テストから提
供されます。

平均ページ時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、ページ当たりのページ時間
を示します。 テストされたページに対するページ時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
平均ページ時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外します。
この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用します。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビジ
ー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦
化をさけるのに役立ちます。

Measure Filter 指定した文字列が名前に含まれているもののみに、測定値を絞ります。 このフィー
ルドへの入力は必須です。 利用可能なすべての測定値を表示するには、この測定値
フィルタに % を設定します。 たとえば、名前のいずれかの箇所に単語「unit」を含
む測定値のみを表示する場合には、測定値フィルタに %unit% と設定します。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。
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ページ時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるページ時間傾向を、フィルタされたすべての測定値に対して表示
します。 最小値、最大値、平均ページ時間カーブが、各グラフで表示されます。 各グラフに表示される値
は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。

平均トランザクション ビジー 時間- 傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、トランザクション当たりの
トランザクションのビジー時間を示します。 テストされたトランザクションに対するトランザクション
ビジー時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
平均トランザクション ビジー時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビジ
ー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦
化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。
Transaction Filter 指定した文字列が名前に含まれているもののみに、トランザクションを絞ります。

このフィールドへの入力は必須です。 利用可能なすべてのトランザクションを表
示させるには、このトランザクション フィルタに % を設定します。 たとえば、名
前のいずれかの箇所に単語「unit」を含むトランザクションのみを表示させる場合
には、トランザクション フィルタに %unit% と設定します。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

平均トランザクション ビジー時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるトランザクション ビジー時間傾向を、フィルタされたすべてのト
ランザクションに対して表示します。 最小値、最大値、平均トランザクション ビジー時間カーブが、各グ
ラフで表示されます。 各グラフに表示される値は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。
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カスタム測定値-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、定義 (複数) 測定値の平均、
最小、最大値を示します。 テストされた測定値それぞれに対して値のパフォーマンス傾向が、グラフで表
示されます。

入力パラメータ
カスタム測定値傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超える測定値は、上部でカッ

トされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦化をさけるのに役立ち
ます。

Measure Name レポートを表示させたいカスタム測定値の名前。 例：CreateTestDefinition。
Measure Type カスタム測定値のタイプ。 例：Transaction(BusyTime)[s]。
Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

カスタム測定値傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるパフォーマンス傾向を、指定された測定値に対して表示します。
最小値、最大値、平均測定値カーブが、グラフで表示されます。 グラフに表示される値は、指定された最
大 Y 軸値でカットされます。

総ページ時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、すべてのユーザー タイプで
集計された、総ページ時間を示します。 テストされたページに対するページ時間のパフォーマンス傾向が、
グラフで表示されます。

入力パラメータ
総ページ時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
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パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-MON-
YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs with
more than <nnn>
Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビ
ジー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の
平坦化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

総ページ時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲における総ページ時間傾向を、すべてのページに対して表示します。 最小
値、最大値、平均総ページ時間カーブが、グラフで表示されます。 グラフに表示される値は、指定された
最大 Y 軸値でカットされます。

総トランザクション ビジー時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、すべてのユーザー タイプで
集計された、総トランザクションのビジー時間を示します。 テストされたトランザクションに対するトラ
ンザクション ビジー時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
総トランザクション ビジー時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-MON-
YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs with
more than <nnn>
Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。
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パラメータ 説明
Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビ
ジー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の
平坦化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

総トランザクション ビジー時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲における総トランザクション ビジー時間傾向を、すべてのトランザクショ
ンに対して表示します。 最小値、最大値、平均トランザクション ビジー時間カーブが、グラフで表示され
ます。 グラフに表示される値は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。

Silk Performance Explorer を使用する
Silk Performance Explorer (Performance Explorer) は、テスト実行の詳細な分析に使用します。
Performance Explorer の結果分析は、Test Manager の 実行 領域と テスト 領域から 実行 ページの実行
を通じて直接起動できます。また、Performance Explorer 自体から起動することもできます。
Performance Explorer と Test Manager のインテグレーションの詳細については、Performance
Explorer のドキュメントを参照してください。
また、SilkPerformer での負荷テストの実行結果を Test Manager にアップロードし、テストに関連付け
ることもできます。 詳細については、『SilkPerformer ヘルプ』を参照してください。
Test Manager と SilkPerformer のインテグレーションの詳細については、『SilkPerformer ヘルプ』およ
び『Performance Explorer ユーザー ガイド』を参照してください。

SilkTest Workbench インテグレーション
このセクションのトピックでは、SilkTest Workbench と Test Manager の統合について説明します。

SilkTest Workbench のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
SilkTest Workbench テスト プロパティを設定するには：
1. テスト プロパティ - スクリプトの選択 ダイアログ ボックスで、SilkTest Workbench テスト リスト

ボックスから 1 つ以上のスクリプトを選択します。
2. 定義済みの SilkTest Workbench 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力す

るか、デフォルト値であるシステム デフォルトのままにします。
注: SilkTest Workbench テスト定義に対して再生オプションを設定する必要があります。
SilkTest Workbench テストで削除オプションを使用すると、再生オプションが、デフォルト値の
システム デフォルトにリセットされます。
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3. 完了 をクリックします。

結果ファイルのコンテキストで SilkTest Workbench を開く
1. 実行 をクリックします。
2. 実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 実行 ID ハイパーリンク ラベルをクリックします。 テストの実行結果 ダイアログ ボックスが開きま

す。
5. ファイル タブをクリックします。
6. 結果ファイルのコンテキストで SilkTest Workbench を開くには、result.stwx ファイルをクリックし

ます。
注: SilkTest Workbench は、ファイルを開こうとしているマシンにインストールされている必要
があります。

ビジュアル テストの実行結果ファイルを表示する
1. 実行 をクリックします。
2. 実行計画を選択します。
3. 実行 タブをクリックします。
4. 実行 ID ハイパーリンク ラベルをクリックします。
5. アクション 列に SilkTest Workbench のすべてのアイコンとリンクが表示されます。

• detail.htm - SilkTest Workbench の詳細ステップファイル。
• result.stwx - クリックすると、SilkTest Workbench に結果が開きます。
• error.png - クリックすると、最後のエラーのスクリーンショットに移動します。

[テスト] の [パラメータ] ページ - SilkTest Workbench
テスト > 詳細ビュー > <テスト要素> > データ セット
Test Manager のテストから SilkTest Workbench のビジュアル テストにパラメータを渡す場合は、以下
のデータ型を使用する必要があります。
Test Manager SilkTest Workbench
文字列 テキスト
数値 数値（Long）
数値 数値（Long Long）
数値 列挙型
浮動小数点数 数値（Double）
論理値 論理値（True/False）

SilkTest Classic インテグレーション
このセクションのトピックでは、SilkTest Classic と Test Manager の統合について説明します。

SilkTest Classic のテスト
このセクションでは、SilkTest Classic でテストを実行する方法について説明します。
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SilkTest Classic AUT ホストを追加する
SilkTest Classic テストを実行する実行計画の場合は、SilkTest Classic エージェントを実行サーバーとは
異なるコンピュータ上に配置するように設定できます。 その場合は、SilkTest Classic エージェントの場
所 (SilkTest Classic AUT (テスト対象エージェント) ホスト名) を定義できます。
選択されている実行計画に SilkTest Classic AUT ホストを追加するか、ホストを編集するには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. SilkTest Classic AUT ホストを割り当てる実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. SilkTest Classic AUT ホスト名 セクションで、編集 をクリックします。 SilkTest Classic AUT ホス
ト名の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. ホスト名 テキスト ボックスに、SilkTest Classic エージェントを実行するコンピュータ名を入力しま
す。
ここで、オプション ファイルの適切な設定が必要になります。 コマンドライン オプション -m の詳細
については、SilkTest Classic のドキュメントを参照してください。

6. OK をクリックして、選択されている実行計画に SilkTest Classic AUT ホストを追加します。

SilkTest Classic テストの自動実行
1 つの実行計画内のテストはすべて、同じ SilkTest Classic インスタンスを使ってテストされます。
SilkTest Classic の GUI は、最初の SilkTest Classic テストが実行されるときに一度開き、最後の SilkTest
Classic テストの実行が終わると自動的に閉じられます。 SilkTest Classic テスト実行ごとに結果が生成
されます。 何らかの理由でテスト中に SilkTest Classic GUI が閉じた場合、GUI は次の SilkTest Classic
テストが実行されるときに再び自動的に開きます。

データ駆動型 SilkTest Classic テストケースの自動実行
SilkTest Classic のテスト プロパティで データ駆動型 チェック ボックスをオンにすると、SilkTest
Classic のテストは、外部データソースのデータ行ごとに 1 回ずつ繰り返されます。 デフォルトでは、デ
ータ駆動型テストの実行モードは計画ベースです。 つまり、すべてのデータ行の結果が、.res 結果ファイ
ルの 1 つのノードの下に含められることになります。 SccExecServerBootConf.xml で実行モードをス
クリプトベースのデータ駆動型に変更すると、.res 結果ファイルにはデータ行ごとに 1 つの結果ノードが
作成されます。

テスト対象エージェント（AUT）の指定
SilkTest Classic エージェントを Test Manager 実行サーバーと同じマシンで実行できない場合 (たとえ
ば Windows 以外のプラットフォームでテストを実行する場合)、実行計画の 配置 ページの [SilkTest
Classic AUT ホスト名] の設定でホスト名とポートが指定されている可能性があります。 そこで設定され
ていない場合には、SilkTest Classic のデフォルト値（たとえば partner.ini の設定など）が使われます。
AUT の構文は hostname:port です。 エージェントは、テスト実行の前に手動で起動し、指定されたポー
トをリスンするよう設定しておく必要があります。 デフォルトでは、SilkTest Classic インスタンスと
SilkTest Classic エージェントの間の通信には TCP/IP プロトコルが使われます。 両方のプログラムが同
じプロトコルを使うように設定されていることを確認してください。

注: 実行計画に複数の実行サーバーが割り当てられているときには注意が必要です。SilkTest Classic
エージェントは一度に 1 つの SilkTest Classic インスタンスとしかやり取りできないからです。

SilkTest Classic のタイムアウト設定
完了するまでにかかる時間が 1 時間を超える SilkTest Classic テストケースがある場合は、Test Manager
のタイムアウト設定を調整する必要があります。 そうしないと、Test Manager は、実行時に問題が発生
したと見なして SilkTest Classic を終了します。 SilkTest Classic のタイムアウト設定の詳細については、

『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。
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SilkTest Classic のログ
テスト実行中に各テストケースについてデータのログを取るために、SilkTest Classic の RMS ログ ファイ
ルが使われます。 このファイルには、ステータス、メモリ、ユーザーという、3 種類のデータ レコードが
書き込まれます。 RMS Remote Agent は、このファイルを監視して、各テスト実行の進捗を判断します。
PrintToRMSLog 4Test 関数を実行すると、独自のコメントをログ ファイルのユーザー レコードに書き込
むことができます。
例：
PrintToRMSLog ("Error", "An intended error")
PrintToRMSLog ("Info", "testcase sleep1 started")
PrintToRMSLog ("Warning", "TestCase 1 started a second time")
rms.inc でのユーザー関数の定義：
PrintToRMSLog (STRING sMessageType, STRING sUserMessage)
以下の形式でログ ファイルに書き込みます。
U|{sTestCaseName}|{sScriptName}|{sArgStr}|{sUserMessage}|{sMessageType}

TestPartner 統合
このセクションのトピックでは、TestPartner と Test Manager の統合について説明します。

TestPartner のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
TestPartner テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、TestPartner テスト を タイプ リスト ボックスから選択し

ます。
2. 次へ をクリックします。 テスト プロパティ - テスト スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きま

す。
3. 参照 をクリックします。
ファイルの選択 ダイアログ ボックスが開きます。 このダイアログ ボックスで使用できる資産は、関連
する TestPartner ソース管理プロファイルで定義された プロジェクト パス に基づいています。

4. リストからスクリプトを選択して、OK をクリックします。
注: 複数の TestPartner テストを追加するには、「複数の TestPartner テストを追加する」を参照
してください。

5. 定義済みの TestPartner 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力するか、デ
フォルト値であるシステム デフォルトのままにします。

6. 完了 をクリックします。

64 ビット マシン上で TestPartner スクリプトを実行する
1. http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=d09c1d60-

a13c-4479-9b91-9e8b9d835cdc&displaylang=en から sqlncli_x64.msi をダウンロードします。
2. 64 ビット マシンに sqlncli_x64.msi をインストールします。
3. C:\Windows\SysWOW64 に移動します。
4. このディレクトリから odbcad32.exe を検索して起動します。
5. システム DSN タブで、SQL Native Client ドライバのバージョン 2005.90.1399.00 がインストール

されていることを確認します。
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複数の TestPartner テストを追加する
複数の TestPartner テストを追加するには、まず、「テストを作成する」で説明されている手順を実行する
必要があります。
複数の TestPartner テストを追加するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、TestPartner テスト を タイプ リスト ボックスから選択し

ます。
2. 次へ をクリックします。 テスト プロパティ - テスト スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きま

す。
3. 参照 をクリックします。
ファイルの選択 ダイアログ ボックスが開きます。 このダイアログ ボックスで使用できる資産は、関連
する TestPartner ソース管理プロファイルで定義された プロジェクト パス に基づいています。

4. 定義済みの TestPartner 再生オプションの名前を 再生オプション テキスト ボックスに入力するか、デ
フォルト値であるシステム デフォルトのままにします。

注: インポートでは、インポートされたすべてのスクリプトに対して、定義済みの再生オプション
が与えられます。 スクリプトの再生オプションを変更する必要がある場合は、インポートの後、
テストを編集します。

5. 次へ をクリックします。
テスト プロパティ - スクリプトの選択 ダイアログ ボックスが開きます。

6. TestPartner スクリプト テキスト ボックスで Ctrl + クリック をクリックして、インポートするスク
リプトを選択します。

7. 完了 をクリックします。

Windows Script Host テスト
Windows Script Host（WSH）は、Windows プラットフォームに含まれるもので、ホストとしてスクリ
プトを動かすための環境を作成します。 実行サーバーでスクリプトを動かす場合、WSH がホストの役割
を果たします。 WSH は、スクリプトがオブジェクトやサービスを利用できるようにし、スクリプト実行
のためのガイドラインも提供します。 何よりも、WSH はセキュリティを管理し、適切なスクリプト エン
ジンを呼び出します。
以下のオンラインの WSH リソースを参考にしてください。
• http://labmice.techtarget.com/scripting/WSH.htm
• http://www.winguides.com/links.php?guide=scripting
• ダウンロード可能なスクリプト インタプリタ：http://aspn.activestate.com/ASPN/

Windows Scripting のテスト プロパティを設定する
テスト プロパティを設定するには、まず「テストを作成する」または「テストを編集する」で説明されて
いる手順を行う必要があります。
Windows Scripting テスト プロパティを設定するには：
1. テストの新規作成 ダイアログ ボックスで、Windows Scripting テスト を タイプ リスト ボックスか

ら選択し、次へ をクリックします。
Windows Scripting プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

2. 参照 をクリックして、Windows Scripting テスト スクリプトを選択します。
3. スイッチ テキスト ボックスで、必要な追加パラメータの場所を指定します。

注: このスクリプトに渡すその他のスイッチを追加することもできます。 使用可能なスイッチの
詳細については、「Windows Script Host テスト」、および MS Scripting Host のドキュメントを
参照してください。

4. 完了 をクリックします。
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サポートされているスクリプト言語
WSH は、WSH 準拠のスクリプト エンジンについては、言語を気にせずに使うことができます。 Windows
プラットフォームは、ネイティブで、Visual Basic Scripts（ファイル拡張子 .vbs）と Java Script 言語で
書かれたスクリプト（ファイル拡張子 .js）をサポートしています。
それ以外のスクリプト言語については、実行サーバー上に専用のスクリプト インタプリタをインストール
する必要があります。 たとえば、実行サーバーに Perl インタプリタをインストールすると、WSH 環境
で .pls という拡張子用に Perl スクリプト エンジンが登録されます。 WSH ツール（実行可能ファイル
cscript.exe）に拡張子が .pls のファイルを渡すと、ファイル拡張子に基づいて適切なインタプリタが呼び
出されます。 そのため、WSH のクライアント（この場合は SilkCentral 実行サーバー）は、Perl インタプ
リタのインストールについて意識する必要がありません。

注: スクリプト インタプリタ（Active Perl など）をインストールした後、Test Manager でスクリプ
トを実行する前に、WSH コマンドライン ツールでサンプル スクリプトを呼び出して、実行サーバー
のローカルでスクリプトを実行してみてください。 そのためには、まず実行サーバーでコマンド シェ
ルを開き、cscript <somescript> と入力します。ここで、<somescript> は実行サーバー上で利用
可能な、選択したスクリプトへのパスです。 これは、実行サーバー上で WSH テストを実行したとき
に、まさに Test Manager が呼び出すものです。 スクリプトが動いたら、スクリプト エンジンは正
しく登録されています。

以下のスクリプト言語は、WSH との互換性があります。
スクリプト言語 ファイル拡張子
Perl .pls
Python .py、.pyw
REXX .REXX
TCL .tcl

WSH テスト プロパティ
プロパティ 説明
スクリプト ファイルで使用しているスクリプト言語のスクリプト エンジンが登録されている任意のフ

ァイルを定義することができます。 ソース管理下にあるスクリプト ファイルは、自動的に
実行サーバーに配置されます (他の種類のテストのテスト ソースに相当します)。

スイッチ テストの実行中に、以下の設定を入力して cscript.exe に渡すことができます。
//B バッチ モードは、スクリプトからのコマンドライン以外のコンソール UI

リクエストをすべて抑制します。 実行サーバーが無人で動いている場合に
は、スクリプトがユーザー入力を待つことがないよう、このオプションを
指定することをお勧めします。

//U コンソールからリダイレクトされる I/O には Unicode を使用することを
お勧めします。

//T:nn タイムアウト（秒単位）。 スクリプトを実行することができる最大の時間
（デフォルトは制限なし）。 このオプションは、スクリプトが必要以上に実
行されることを防ぐために使用されます。 タイマがセットされます。 実
行時間が指定された値を超えると、Cscript は
IActiveScript::InterruptThread メソッドを使ってスクリプト エンジ
ンを中断し、プロセスを終了します。 コールバック フックが存在します。
タイムアウトが呼び出されると、クリーンアップのための OnTimeOut
関数が呼び出されます。 この機能を使うと無限ループになる可能性はあり
ますが、その害を考えても有益な場合が多いでしょう。

//logo 実行時に実行バナーを表示します。これは log.txt ログ ファイルの先頭に
含められます。 デフォルトの設定です。
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プロパティ 説明

//nologo 実行時に実行バナーを表示しません。
//D アクティブ デバッグを有効にします。
//
E:engine

スクリプトを実行するのに指定したエンジンを使用します。

//
Job:xxxx

WSF ジョブを実行します。

//X スクリプトをデバッガで実行します。

WSH テストでのパラメータの使用
WSH テストにパラメータを定義すると、追加の引数として名前と値のペアがコマンドラインに自動的に追
加され、そのパラメータは呼び出されたプロセスの環境変数として設定されます。 この機能によって、テ
ストに定義したすべてのパラメータに WSH スクリプトからアクセスすることができます。
たとえば、WSH テストは、myscript.js をスクリプト、//B をスイッチとして定義されます。 また、テス
トには、IPAddress というパラメータに値 192.168.1.5 を、Port という別のパラメータに値 1492 を指
定する必要があります。 この例では、WSH 実行のためのコマンド ラインは結果として次のようになりま
す。
csript myscript.js //B IPAddress=192.168.1.5 Port=1492

WSH から返される情報の表示
WSH 実行結果を知りたい場合には、WSH スクリプトで WSH テストの現在の作業ディレクトリに
output.xml というファイルを生成する必要があります。 このディレクトリに含まれるすべてのファイル
はデータベースに格納されるので、テスト実行のファイル一覧からダウンロードできます。 プロジェクト
領域の [結果で無視するファイル拡張子] プロパティに拡張子が定義されている場合、ファイルは格納対象
外になります。

注: 現在の作業ディレクトリは、WSH を実行するたびに動的に作成されます。 ファイルを作成する
ときに絶対パスは使わないでください。 相対パスを使うと、現在の作業ディレクトリを正しく指すよ
うになります。

スクリプトが WSH 標準出力に書き出した情報はすべて、現在の作業ディレクトリにある log.txt というテ
キスト ファイルに入れられます。 このファイルはデータベースに格納され、テスト実行のファイル一覧に
含められるので、そこから表示することができます。
以下の例は、スクリプトからのログ情報を出力する方法を示しています。

 WScript.Echo "This info will be written to the log.txt file"
output.xml の XML 構造は ResultElement という名前の要素から始まります。この要素には TestItem
という名前の属性が定義されており、そこで ResultElement の名前を指定します。
ResultElement には、ErrorCount という要素（必須）、WarningCount という要素（省略可能）、および
Incident 要素のリストが含まれています。
ErrorCount 要素および WarningCount 要素には、ゼロまたは正の数が含まれている必要があります。 最
上位の ResultElement の ErrorCount と WarningCount を元に成功条件を評価し、その結果によってテ
ストの合否が判定されます。 XML ファイルには Test Manager GUI に表示されない要素が含まれている
可能性があります。 ただし、出力された output.xml ファイルはデータベースに格納されており、実行さ
れたテストのファイル一覧に含まれているため、見ることが可能です。
Incident 要素は WSH テストの実行時に発生したイベントを表します。 Message と Severity は Test
Manager GUI のテスト実行のメッセージ一覧に表示されます。 Incident 要素には Message と Severity
の要素が 1 つずつ含まれます。
Severity 要素は以下の値のいずれかを持ちます。
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• Info
• Warning
• Error（または Exception）
• Failure
結果ファイルには追加情報を格納できます。 ResultElement には、任意の数のサブ ResultElement を含
めることができるので、情報を簡単にグループ化できます。 サブ ResultElement を作成すると、結果ファ
イルが読みやすくなります。 ユニット テスト（JUnit、NUnit）に関して互換性を保つため、ResultElement
には TestSuite または Test という名前を付けることができます。
ResultElement には、以下の追加要素を含めることができます。
• FailureCount（エラー カウントと同様の扱い）
• RunCount（テストが複数回実行された場合）
• Timer（テストにかかった時間のためなど）
• WasSuccess（NUnit 結果ファイルとの互換性のため）
• Asserts（NUnit 結果ファイルとの互換性のため）
Incident 要素には Detail 要素のリストが含まれることがあります。
Detail 要素は Incident に関する詳細情報を表します。 この要素では、TestName と Info の要素を定義す
る必要があります。 TestName は、どこで Incident が発生したかの詳細情報を示すのに使用します。
Info 要素は Incident についての詳細情報を持ちます（スタック トレースなど）。

注: Test Manager 8.1 までは、Message と Info 要素の値は URL エンコード (ISO-8859-1) されて
いる必要がありました。 バージョン 8.1.1 以降では、URL エンコードは許可されていません。

結果ファイルのサンプル

<ResultElement TestItem="WshOutputTest">
  <ErrorCount>1</ErrorCount> 
  <WarningCount>1</WarningCount>
  <Incident>
    <Message>some unexpected result</Message>
    <Severity>Error</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
  <Incident>
    <Message>some warning message</Message>
    <Severity>Warning</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
</ResultElement>

Java Script のサンプル
以下のスクリプトは、結果ファイルのサンプルを生成するために使用したものです。 こ
のスクリプトを動かしてみるには、.js という拡張子を付けて保存してください。

function dumpOutput(dumpFile)
{
  dumpFile.WriteLine("<ResultElement TestItem=\"WshOutputTest\">");
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  dumpFile.WriteLine("  <ErrorCount>1</ErrorCount>");
  dumpFile.WriteLine("  <WarningCount>1</WarningCount>");
    dumpFile.WriteLine("  <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("    <Message>some unexpected result</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("    <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("      <TestName>function main()</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. 
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("    </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("  </Incident>");
    dumpFile.WriteLine("  <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("    <Message>some warning message</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("    <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("      <TestName>function main()</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. 
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("    </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("  </Incident>");
  dumpFile.WriteLine("</ResultElement>");
}

function main()
{
  var outFile;
  var fso;
  fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
  outFile = fso.CreateTextFile("output.xml", true, true); 
  outFile.WriteLine("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?>");
  
  dumpOutput(outFile);
  outFile.Close();
  WScript.Echo("Test is completed");    
}

main();
WScript.Quit(0);

Visual Basic Script のサンプル
以下の Visual Basic スクリプトもサンプル結果ファイルを生成し、Output.xml として
保存します。 このスクリプトを動かしてみるには、.vbs という拡張子を付けて保存し
てください。

WScript.Echo "starting"

Dim outFile
Dim errCnt
Dim warningCnt

outFile = "output.xml"
errCnt = 1 ' retrieve that from your test results

SilkCentral Test Manager 12.0 | 371



warningCnt = 1 ' retrieve that from your test results

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oTX = FSO.OpenTextFile(outFile, 2, True, -1) ' args: file, 8=append/
2=overwrite, create, ASCII

oTX.WriteLine("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-16""?>") 
oTX.WriteLine("<ResultElement TestItem=""PerlTest"">")
oTX.WriteLine("  <ErrorCount>" & errCnt & "</ErrorCount>")
oTX.WriteLine("  <WarningCount>" & warningCnt & "</WarningCount>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some unexpected result</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some warning message</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("</ResultElement>")

SSL による外部システムとの通信
このタスクの手順を実行するには、Java Runtime Environment（JRE）バージョン 1.5 以降がコンピュ
ータにインストールされている必要があります。 JRE は、http://java.sun.com/javase/downloads/
index.jsp からダウンロードできます。
接続先ホストの証明書が自己署名されている場合は、次のようなエラー メッセージが表示される場合があ
ります。
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification
path to requested target

注: 認証機関で署名された有効な証明書の場合、このエラー メッセージは表示されません。

自己署名証明書が設定されたサーバーを使用するには、次の手順を実行する必要があります。
1. サーバーから SSL 証明書をダウンロードします。

ブラウザを使用して証明書を表示し、証明書をエクスポートします。 たとえば、Mozilla Firefox では、
ツール > ページの情報 > セキュリティ > 証明書を表示 > 詳細 > エクスポート に移動します。

2. キーおよび証明書管理ツールの Keytool を起動します。
Keytool は JRE インストール環境に含まれており、その場所は C:\Program Files\Java
\jre1.6.0_07\bin です。 Keytool の詳細については、http://java.sun.com/javase/6/docs/
technotes/tools/windows/keytool.html を参照してください。

3. フロントエンド サーバーおよびアプリケーション サーバーでデフォルトの Java キーストアに証明書
を追加するには、Keytool で次のコマンドなどを入力します。
keytool 
  -importcert 
  -file CERTIFICATE.crt
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  -keystore "C:\Program Files (x86)\Silk\SC Test Manager 2010\lib\jre\lib\security
\cacerts"
パスワードを入力するようプロンプトが表示されます。

4. デフォルトのキーストア パスワード changeit を入力します。
5. フロントエンド サーバーおよびアプリケーション サーバーを再起動して、キーストアを再読み込みし

ます。

レポート
デフォルトのレポート
コード変更影響度レポート
コード変更影響度レポートを使用すると、テスト影響度分析、労力分析、リスク分析を行うことができま
す。 分析対象となるクラスを選択し、レポート テンプレートを適用することで、選択したクラスの変更が
テストにどのような影響を与えるかを判断する上で役に立つレポートを生成することができます。
選択したクラスに対して、コード変更案のテストへの影響を分析するレポート テンプレートを選択するこ
とができます。

コード変更影響度レポート - テスト
このレポートでは、影響を受けるテストごとに、以下の列が表示されます。
• 一意なキー：テスト + 実行計画
• プロジェクト名
• テスト名
• テストの階層
• 実行計画
• テスト タイプ
• テストの実行時間
• テストのステータス：指定ビルド範囲内のすべての実行について累積したもの
• 前回実行したビルド
• このバージョンの実行回数
• このバージョンの合格回数 + このバージョンの失敗回数
• カバレッジ率：指定したクラスのメソッドのうち、このテストでカバーされたものの数 / 指定したクラ

スのメソッドの総数
• タイムスタンプ
• テスト作成者
• テスト実行者： 手動テスト担当者または実行サーバー

コード変更影響度レポート - 実行計画
このレポートは、コード変更後に再実行が必要な実行計画を特定できるので役に立ちます。
このレポートでは、影響を受ける実行計画ごとに、以下の列が表示されます。
• プロジェクト名
• 実行計画名
• 手動テスト数
• 自動テスト数
• カバレッジ パスに含まれている手動テストの数
• カバレッジ パスに含まれている自動テストの数
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• 手動テストの実行時間
• 自動テストの実行時間
• カバレッジ パスに含まれている手動テストの実行時間
• カバレッジ パスに含まれている自動テストの実行時間

レポートの使用例
以下のコード変更影響度に関する一般的な問題は、コード変更影響度レポートで対処できます。
テスト
影響度
分析

コードに特定の変更を加えた結果、どのテストを実行することが必要となるかを確認する場合。
• 特定のクラスを選択します。
• コード変更影響度 - テストレポートを選択して実行します。
• このバージョンで影響を受けたクラスをカバーしているテストの一覧を確認します。

労力分
析

一連のコード変更を適切にカバーするのに必要な、自動テストおよび手動テストの時間を確認す
る場合。
• 特定のクラスを選択します。
• コード変更影響度 - 実行計画レポートを選択して実行します。
• 自動テストおよび手動テストの所要時間（コスト）を確認します。

コード カバレッジ レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されているコード カバレッジ レポートについて説明します。
コード カバレッジ レポートは、一定期間もしくは一定の範囲のビルドにおける、製品のコード カバレッジ
についての詳細情報を提供します。

コード カバレッジ傾向レポート
1 つの製品メソッド、クラス、およびパッケージに対するコード カバレッジの改善傾向を、選択した範囲
の一連のビルドに渡って表示します。

入力パラメータ
コード カバレッジ傾向レポート用の入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
product_ProductVersion 選択した製品のバージョン。
BuildFrom 一連のテストされるビルドのうちの最初のビルド。
BuildTo 一連のテストされるビルドのうちの最後のビルド。

レポートの一般情報
要素 説明
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。
製品情報 選択した製品の名前、バージョン、テストされるビルドの範囲。

コード カバレッジ傾向グラフ
選択した製品のコード カバレッジの総合的な割合を、選択した範囲の一連のビルドに渡って表示します。
特定のパッケージ/名前空間、クラス、およびメソッドのコード カバレッジが、個々に表示されます。
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コード カバレッジ傾向の詳細
コード カバレッジ傾向グラフ からの情報を、表形式で表示します。

メソッド カバレッジ比較レポート
2 つの製品ビルドに含まれているすべてのパッケージ/名前空間に対するメソッド カバレッジを比較しま
す。

入力パラメータ
メソッド カバレッジ比較レポート用の入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Build 1 比較される 1 つ目のビルド番号。
Build 2 比較される 2 つ目のビルド番号。
Product テストされる製品。
Threshold レポートに表示されるパッケージ/名前空間の、結果の変更量の最小値。 変更の割合がより

少ないパッケージ/名前空間が、レポートに表示されなくなります。 この閾値の範囲は、0
から 100 パーセントです。

レポートの一般情報
要素 説明
プロジェクト名 プロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。
製品 選択した製品の名前。
ビルド 1 比較される 1 つ目のビルド番号。
ビルド 2 比較される 2 つ目のビルド番号。

メソッド カバレッジ情報
メソッド カバレッジの表では、メソッド カバレッジにおける変更が閾値より大きなパーセンテージのすべ
てのパッケージ/名前空間に対して、次の情報を表示します。
要素 説明
パッケージ名 パッケージの名前。
ステートメント パッケージに含まれているステートメントの数。
メソッド カバレッ
ジ率

2 つ目のビルドにおけるメソッド カバレッジのパーセンテージ。

相違率 1 つ目のビルドから 2 つ目のビルドへのコード カバレッジのパーセンテージにお
ける差分。 コード カバレッジが落ちている場合には、差はマイナスで表示されま
す。

状況依存のレポート
要件、テスト計画、実行 の各領域では、各ユニット特有のレポート リストが動的に生成されて表示されま
す。 現在のアクティビティに直接関係した種類のレポートが表示されるため、状況依存レポート リストは
有益です。
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要件 要件 ツリーの状況依存レポート リストには、要件 ID を入力パラメータとして受け付けるレポー
トがすべて含まれます。

テス
ト

テスト ツリーの状況依存レポート リストには、テスト ID を入力パラメータとして受け付けるレ
ポートがすべて含まれます。

実行 実行計画 ツリーの状況依存レポート リストには、実行計画 ID を入力パラメータとして受け付け
るレポートがすべて含まれます。 実行計画の 実行 タブでは、以下の構成となっているすべてのレ
ポートが状況依存レポート リストに表示されます。
• 結果カテゴリ = 実行計画
• 選択基準 = 実行計画の実行
• プロパティ = ID

状況依存レポート リストでレポートを選択すると、画面は レポート 領域のそのレポートのデフォルト タ
ブに直接移動します。 このデフォルトの移動先タブは、各レポートの レポートの編集 ダイアログ ボック
スで構成することができます。
状況依存レポート リストに表示されるリストには、これまでにアクセスしたことのあるレポートと、まだ
アクセスしたことのないレポートの 2 種類があります。 これまでにアクセスしたことのあるレポートは、
メニュー中の区切り線の上に表示されます。 これらのレポートの並びは年代順で、直前にアクセスしたレ
ポートがリストの一番上に置かれます。 利用可能だけれどもまだアクセスされていない、その他のデフォ
ルトのレポートは、区切り線の下に表示されます。
デフォルトで設定された状況依存レポートの他に、新規または既存のレポートを各領域の状況依存レポー
ト リストに追加するよう設定することができます。 状況依存レポートへの追加は、ユーザーごと、レポー
トごとでしか設定できません。

状況依存の実行レポートにアクセスする
注: 実行 領域で利用できるようにするため、状況依存のレポートとしてレポートを有効にする必要が
あります。

状況依存の実行計画レポートにアクセスするには：
1. メニューで 実行計画 をクリックします。
2. 実行計画 ツリーで実行計画を右クリックし、レポート を選択します。
3. レポート サブメニューからレポートを選択します。
レポート 領域の選択したレポートの パラメータ タブに移動します。ここでは、実行計画の ID が値と
して事前に入力されています。

注: 各レポートの レポートの編集 ダイアログ ボックスを使用すると、対象タブのリンク動作を構
成できます。

4. 必要に応じて、レポートのパラメータを編集します。
5. データ、レポート、または グラフ ページでレポートの設定を完成させます。

状況依存の実行計画の実行レポートにアクセスする
注: 実行 領域で利用できるようにするため、状況依存のレポートとしてレポートを有効にする必要が
あります。

状況依存の実行計画の実行レポートにアクセスするには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 タブをクリックします。
3. 実行を右クリックし、レポート を選択します。
4. レポート サブメニューからレポートを選択します。
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レポート 領域の選択したレポートの パラメータ ページに移動します。ここでは、実行の ID が値とし
て事前に入力されています。

注: 各レポートの レポートの編集 ダイアログ ボックスを使用すると、対象タブのリンク動作を構
成できます。

5. 必要に応じて、レポートのパラメータを編集します。
6. データ、レポート、または グラフ ページでレポートの設定を完成させます。

状況依存の要件レポートにアクセスする
注: 要件 ID を入力パラメータとして受け付けるレポートに対してのみ、要件 領域で状況依存のレポ
ートが利用できます。

状況依存の要件レポートにアクセスするには：
1. メニューで 要件 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 要件 ツリーで要件を右クリックし、レポート を選択します。
3. レポート サブメニューからレポートを選択します。
レポート 領域の選択したレポートの パラメータ ページに移動します。ここでは、要件の ID が値とし
て事前に入力されています。

注: 各レポートの レポートの編集 ダイアログ ボックスを使用すると、対象タブのリンク動作を構
成できます。

4. 必要に応じて、レポートのパラメータを編集します。
5. データ、レポート、または グラフ ページでレポートの設定を完成させます。

状況依存のテスト レポートにアクセスする
注: テスト ID を入力パラメータとして受け付けるレポートに対してのみ、テスト 領域で状況依存の
レポートが利用できます。

状況依存のテスト レポートにアクセスするには：
1. メニューで テスト > 詳細ビュー をクリックします。
2. テスト ツリーまたは グリッド ビュー でテストを右クリックし、レポート を選択します。

注: グリッド ビュー でテストを複数選択している場合、この状況依存のレポートは無効になりま
す。

3. レポート サブメニューからレポートを選択します。
レポート ユニットの選択したレポートの パラメータ ページに移動します。ここでは、テストの ID が
値として事前に入力されています。

注: 各レポートの レポートの編集 ダイアログ ボックスを使用すると、対象タブのリンク動作を構
成できます。

4. 必要に応じて、レポートのパラメータを編集します。
5. データ、レポート、または グラフ ページでレポートの設定を完成させます。

状況依存の実行レポートを有効にする
状況依存のレポート リストで、実行計画レポートと実行計画の実行レポートの表示を有効にする方法につ
いて説明します。
実行 ツリー または 実行 ページの状況依存レポート リストで簡易レポート表示を有効にするには：
1. レポートを新規作成します。

その他の情報については、「新しいレポートを作成する」を参照してください。
2. 結果カテゴリ リスト ボックスから、実行計画 を選択します。
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3. 状況依存レポートの 選択基準 を選択します。
4. プロパティ リスト ボックスから、ID を選択します。
5. 値 テキスト ボックスに値を入力します。

たとえば、既存の実行計画や既存の実行計画実行の ID 番号を入力します。
6. 完了 をクリックします。

詳細な状況依存の実行レポートを有効にする
実行計画 ツリー または 実行 ページの状況依存レポート リストで詳細レポート表示を有効にします。
1. 以下のいずれかを含むレポートを作成します。

• 実行計画の ID を、実行計画 ツリーに表示されるレポートの入力パラメータとして。
• 実行計画の実行 ID を、実行 ページに表示されるレポートの入力パラメータとして。
その他の情報については、「新しいレポートを作成する」と「SQL で高度なクエリを作成する」を参照
してください。

2. 実行 領域のコンテキスト メニューで詳細クエリを利用可能にするには、パラメータ名 execProp_Id_0
を ExecDef_ID_pk_fk の入力として挿入します。
たとえば、レポートの SQL 文には、データベースカラムの値が ExecDef_ID_pk_fk = 68 のようにハ
ードコードで定義されていることがあります。 列名の値を動的に受け付けるようにこのレポートを編
集するには、${execProp_Id_0 | 68} で静的な値 68 を置き換えます。

注: テーブルや列名の定義の追加情報については、『Test Manager データベース モデル ヘルプ』を
参照してください。

状況依存の要件レポートを有効にする
状況依存のレポート リストで要件レポート表示を有効にする方法について説明します。
要件 領域の状況依存のレポート リストで簡易レポート表示を有効にするには：
1. レポートを新規作成します。

その他の情報については、「新しいレポートを作成する」を参照してください。
2. 結果カテゴリ リスト ボックスから、要件 を選択します。
3. 状況依存レポートの 選択基準 を選択します。
4. 値 テキスト ボックスに値を入力します。

たとえば、既存の要件の ID 番号を入力します。

詳細な状況依存の要件レポートを有効にする
要件 領域の状況依存レポート リストで詳細レポート表示を有効にするには：
1. 入力パラメータとして要件 ID を含むレポートを作成します。

その他の情報については、「新しいレポートを作成する」と「SQL で高度なクエリを作成する」を参照
してください。

2. 要件 ユニットのコンテキスト メニューで詳細クエリを利用可能にするには、パラメータ名
reqProp_Id_0 を Req_ID_pk_fk の入力として挿入します。
たとえば、レポートの SQL 文には、データベースカラムの値が Req_ID_pk_fk = 68 のようにハード
コードで定義されていることがあります。 列名の値を動的に受け付けるようにこのレポートを編集す
るには、${reqProp_Id_0 | 68} で静的な値 68 を置き換えます。

注: テーブルや列名の定義の追加情報については、『Test Manager データベース モデル ヘルプ』を
参照してください。
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状況依存のテスト レポートを有効にする
状況依存のレポート リストでテスト レポート表示を有効にする方法について説明します。
テスト 領域の状況依存のレポート リストで簡易レポート表示を有効にするには：
1. レポートを新規作成します。

その他の情報については、「新しいレポートを作成する」を参照してください。
2. 結果カテゴリ リスト ボックスから、テスト を選択します。
3. 状況依存レポートの 選択基準 を選択します。
4. 値 テキスト ボックスに値を入力します。

たとえば、既存のテストの ID 番号を入力します。

詳細な状況依存のテスト レポートを有効にする
テスト 領域の状況依存レポート リストで詳細レポート表示を有効にするには：
1. 入力パラメータとしてテスト ID を含むレポートを作成します。

その他の情報については、「新しいレポートを作成する」と「SQL で高度なクエリを作成する」を参照
してください。

2. テスト 領域のコンテキスト メニューで詳細クエリを利用可能にするには、パラメータ名 tdProp_Id_0
を TestDef_ID_pk_fk の入力として挿入します。
たとえば、レポートの SQL 文には、データベースカラムの値が TestDef_ID_pk_fk = 68 のようにハ
ードコードで定義されていることがあります。 列名の値を動的に受け付けるようにこのレポートを編
集するには、${tdProp_Id_0 | 68} で静的な値 68 を置き換えます。
注: テーブルや列名の定義の追加情報については、『Test Manager データベース モデル ヘルプ』を
参照してください。

実行レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されている実行レポートについて説明します。 結果をより簡
単に評価できるようにするため、実行レポートでは、一定の期間または一定のビルドにおける、テスト実
行の進捗や問題のステータスの詳細なサマリーが提供されます。

実行計画の実行の比較レポート
実行計画の実行の比較レポートは、2 つの実行計画の実行結果を比較し、概要を提示します。

注: 実行の比較レポートは、手動テストを自動テストに対して比較するのには向いていません。 レポ
ートの名前に「(前回と前々回の実行)」が含まれている場合、実行計画またはテストの、最新の 2 つ
の実行のみの比較となります。

次のレポートは、2 つの実行計画の実行結果を比較します。
レポート名 説明
実行計画の実行の比較レポート 2 つの実行計画の実行結果を比較する、デフォルトの実行計画の

実行の比較レポート。
実行計画の実行の比較 - 新しい方の実
行で失敗 2 つの実行計画の実行の、失敗したテストのみを比較します。

実行計画の実行の比較 - ステータス変
更 2 つの実行計画の実行の、ステータスが変更されたテストのみを

比較します。
実行計画の実行の比較レポートには、以下の情報が表示されます。
• 実行計画のステータスに対する変更
• エラーの数
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• 警告の数
• 実行計画が実行されたコンテキスト
• 割り当てられたテストの実行時間

注: 割り当てられたテストのステータスが比較されている実行間で [失敗] に変更された場合、テスト
は赤でマークされます。 割り当てられたテストのステータスが比較されている実行間で [成功] に変
更された場合、テストは緑でマークされます。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

実行計画の実行の比較
このセクションでは、2 つの実行間にある次のような差分を示します。
要素 説明
ID 実行計画の識別子。
名前 実行計画の名前。
開始日時 各実行の実行開始時間。
実行時間 各実行にかかった時間。
実行 ID 各実行計画の実行の ID。
製品 実行に指定された製品の名前。
バージョン 実行に指定された製品のバージョン。
ビルド 実行に指定された製品のビルド番号。
ステータス 各実行計画の実行のステータス。

テスト実行の比較
このセクションでは、各実行計画の実行に割り当てられたテストについての、次のような詳細が提供され
ます。
要素 説明
ID 各テストの ID。
名前 各テストの名前。
ステータス 各実行計画の実行におけるそれぞれのテストのステータス。
実行時間 各実行計画の実行におけるそれぞれのテストの実行にかかった時間。
エラー 各実行計画の実行におけるそれぞれのテストのエラー数。
警告 各実行計画の実行におけるそれぞれのテストの警告数。
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実行計画の実行エラー レポート
実行計画の実行エラー レポートには、実行計画の実行が成功しなかったすべてのテストの詳細リストと、
成功しなかった理由が表示されます。 実行計画を走らせている間に発生したすべてのエラーが、このレポ
ート内に一覧表示されます。 ユーザーは、結果を迅速に評価することができ、実行計画の実行中に発生し
た望ましくない結果を簡単に判断することができます。

入力パラメータ
実行計画の実行エラー レポートの入力パラメータは、実行される実行計画の識別子です。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

実行計画情報
このセクションでは、実行計画についての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
実行計画 ID 実行計画の識別子。
実行計画名 実行計画の名前。
実行 ID 実行計画の実行の識別子。
製品 実行計画の実行に指定された製品の名前。
バージョン 実行計画の実行に指定された製品のバージョン。
ビルド 実行計画の実行に指定された製品のビルド。
実行サーバー 実行計画が実行された実行サーバー。
キーワード 実行計画の実行に割り当てられたキーワード。
実行タイムスタンプ 実行計画の実行の日時。
実行時間 実行計画の実行を行った期間。
ステータス 実行計画へ割り当てられたすべてのテストのステータス。

テスト実行
このセクションでは、成功しなかった各テストの実行についての、次のような情報が提供されます。
要素 説明
ID テストの識別子。
名前 このテストの名前。
実行時間 テストの実行の継続時間。
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要素 説明
エラー テストの実行の間に発生したエラーの数。
警告 テストの実行の間に発生した警告の数。
メッセージ メッセージがある場合には、テストの実行 ダイアログ ボックスの メッセージ ページの内容

がここに表示されます。

合格しなかったテスト レポート
合格しなかったテスト レポート には、実行 領域内のフォルダまたはプロジェクトの合格しなかったすべて
のテストの概要が表示されます。 このレポートは、構成のテスト時などに、エラー分析のために使用でき
ます。

入力パラメータ
合格しなかったテスト レポートの入力パラメータは、構成スイート、フォルダ、またはプロジェクトの識
別子です。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

テストごとに固有の情報
このレポートのグリッドには、テストが合格しなかった状況での各実行計画についてのエントリが表示さ
れます。 テスト 領域内のテストの 実行 ページを表示するには、テストの名前をクリックします。 このグ
リッドには、次の列があります。
列 説明
ID 実行計画の識別子。
実行計画 実行計画の名前。 クリックすると、実行 領域内の実行計画の実行が表示されます。
ステータス 実行計画のコンテキスト内にある、テストの最後の実行のステータス。 データ駆動型のテス

トまたはテスト パッケージの場合、ステータスは棒グラフとして表示されます。
実行 ID テストの最後の実行の識別子。 クリックすると、テストの実行結果 ダイアログ ボックスに

実行の結果が表示されます。

実行計画ごとの合格しなかったテスト レポート
実行計画ごとの合格しなかったテスト レポート には、すべての合格しなかったテストの概要が、実行 領域
内の構成スイートの構成ごと、あるいはフォルダまたはプロジェクトの実行計画ごとに表示されます。 こ
のレポートは、構成のテスト時などに、エラー分析のために使用できます。

入力パラメータ
実行計画ごとの合格しなかったテスト レポート の入力パラメータは、構成スイート、フォルダ、またはプ
ロジェクトの識別子です。
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レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

実行計画ごとに固有の情報
このレポートのグリッドには、各構成または実行計画について、その中に含まれるテストごとにエントリ
が表示されます。 実行 領域内の構成または実行の プロパティ ページを表示するには、構成または実行計
画の名前をクリックします。 このグリッドには、次の列があります。
列 説明
ID テストの識別子。
テスト このテストの名前。 クリックすると、テスト 領域内のテストの実行が表示されます。
ステータ
ス 実行計画のコンテキスト内にある、テストの最後の実行のステータス。 データ駆動型のテス

トまたはテスト パッケージの場合、ステータスは棒グラフとして表示されます。
実行 ID テストの最後の実行の識別子。 クリックすると、テストの実行結果 ダイアログ ボックスに

実行の結果が表示されます。

実行ステータス概要レポート
実行ステータス概要 レポートは、選択されたノードと、ノードの下にあるすべての実行計画の、実行ステ
ータスの概要を示します。

入力パラメータ
実行ステータス概要 レポートの入力パラメータは、実行計画 ツリーにあるノードの識別子です。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 選択されたノードが含まれるプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

全体のステータス情報
選択されたノードと、ノードの下にあるすべての実行計画の、集約ステータスを含む概要を示します。
要素 説明
名前 選択された 実行 ツリー ノードの名前。
実行計画 選択されたノードの下にある、実行された実行計画の数量。
テスト 選択されたノードの下にある実行計画に割り当てられるテストの数量。
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要素 説明
ステータス 選択されたノードの下にある実行計画の前回の実行の集約ステータス。 ステータスは棒グ

ラフとして表示されます。
実行時間 選択されたノードの下にある実行計画の前回の実行の累積ステータス。

実行計画のステータス
選択されたノードを含む、選択されたノードの下にある個々の実行計画の実行ステータスに関する詳細情
報を示します。 複数の親ツリー ノードが選択された場合、複数のテーブルが含まれる場合があります。
列 説明
名前 実行計画の名前。 クリックすると、実行 領域内の実行計画のプロパティが表示されます。
テスト 実行計画に割り当てられるテストの数量。
ステータス 実行定義の前回の実行のステータス。
製品 実行計画が割り当てられている製品の名前。
バージョン 実行計画が割り当てられている製品のバージョン。
ビルド 実行計画が割り当てられている製品のビルド。
開始日時 実行計画が開始された前回の実行の日付と時刻。
実行時間 実行定義の前回の実行の期間。

コンポーネントごとの問題レポート
コンポーネントごとの問題レポート では、各コンポーネントに関連するすべての問題の概要を示します。
このレポートは、基本的な問題追跡ができるだけでなく、各コンポーネントの問題の全体傾向を監視する
上でも役に立ちます。

パフォーマンス傾向レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されているパフォーマンス傾向レポートについて説明します。
パフォーマンス傾向レポートは、テストのパフォーマンスにおけるアプリケーションの変化を、指定した
期間にわたって示します。 パフォーマンス レポートの入力データは、SilkPerformer の負荷テストから提
供されます。

平均ページ時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、ページ当たりのページ時間
を示します。 テストされたページに対するページ時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
平均ページ時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外します。
この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用します。
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パラメータ 説明
Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビジ
ー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦
化をさけるのに役立ちます。

Measure Filter 指定した文字列が名前に含まれているもののみに、測定値を絞ります。 このフィー
ルドへの入力は必須です。 利用可能なすべての測定値を表示するには、この測定値
フィルタに % を設定します。 たとえば、名前のいずれかの箇所に単語「unit」を含
む測定値のみを表示する場合には、測定値フィルタに %unit% と設定します。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

ページ時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるページ時間傾向を、フィルタされたすべての測定値に対して表示
します。 最小値、最大値、平均ページ時間カーブが、各グラフで表示されます。 各グラフに表示される値
は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。

平均トランザクション ビジー 時間- 傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、トランザクション当たりの
トランザクションのビジー時間を示します。 テストされたトランザクションに対するトランザクション
ビジー時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
平均トランザクション ビジー時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビジ
ー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦
化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。
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パラメータ 説明
Transaction Filter 指定した文字列が名前に含まれているもののみに、トランザクションを絞ります。

このフィールドへの入力は必須です。 利用可能なすべてのトランザクションを表
示させるには、このトランザクション フィルタに % を設定します。 たとえば、名
前のいずれかの箇所に単語「unit」を含むトランザクションのみを表示させる場合
には、トランザクション フィルタに %unit% と設定します。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

平均トランザクション ビジー時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるトランザクション ビジー時間傾向を、フィルタされたすべてのト
ランザクションに対して表示します。 最小値、最大値、平均トランザクション ビジー時間カーブが、各グ
ラフで表示されます。 各グラフに表示される値は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。

カスタム測定値-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、定義 (複数) 測定値の平均、
最小、最大値を示します。 テストされた測定値それぞれに対して値のパフォーマンス傾向が、グラフで表
示されます。

入力パラメータ
カスタム測定値傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs
with more than
<nnn> Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超える測定値は、上部でカッ

トされます。 この設定は、異常時によって発生する線の平坦化をさけるのに役立ち
ます。

Measure Name レポートを表示させたいカスタム測定値の名前。 例：CreateTestDefinition。
Measure Type カスタム測定値のタイプ。 例：Transaction(BusyTime)[s]。
Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。
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レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

カスタム測定値傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲におけるパフォーマンス傾向を、指定された測定値に対して表示します。
最小値、最大値、平均測定値カーブが、グラフで表示されます。 グラフに表示される値は、指定された最
大 Y 軸値でカットされます。

総ページ時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、すべてのユーザー タイプで
集計された、総ページ時間を示します。 テストされたページに対するページ時間のパフォーマンス傾向が、
グラフで表示されます。

入力パラメータ
総ページ時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-MON-
YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs with
more than <nnn>
Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビ
ジー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の
平坦化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。
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総ページ時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲における総ページ時間傾向を、すべてのページに対して表示します。 最小
値、最大値、平均総ページ時間カーブが、グラフで表示されます。 グラフに表示される値は、指定された
最大 Y 軸値でカットされます。

総トランザクション ビジー時間-傾向レポート
指定した時間の範囲内で、対象テストに対して実行されたすべてのテストの、すべてのユーザー タイプで
集計された、総トランザクションのビジー時間を示します。 テストされたトランザクションに対するトラ
ンザクション ビジー時間のパフォーマンス傾向が、グラフで表示されます。

入力パラメータ
総トランザクション ビジー時間傾向 レポートの入力パラメータは、次のとおりです。
パラメータ 説明
Date From (DD-
MON-YYYY)

時間範囲の開始日。 たとえば、06-DEZ-2008。

Date To (DD-MON-
YYYY)

時間範囲の終了日。 たとえば、16-JAN-2009。

Exclude Runs with
more than <nnn>
Errors

ここで指定された数値以上のエラーを発生させた実行を、レポートから除外しま
す。 この設定は、異常値が傾向曲線をゆがめてしまうのを避けるために使用しま
す。

Maximum Value
for y-Axis

グラフの Y 軸を指定値までに制限します。 この値を超えるトランザクション ビ
ジー時間は、上部でカットされます。 この設定は、異常時によって発生する線の
平坦化をさけるのに役立ちます。

Test ID レポートを表示させたいテストの識別子。

レポートの一般情報
作業中のプロジェクトの名前、レポートの列名、レポートを実行したユーザー、といった概要情報を一覧
表示します。

テスト情報
テストに関する一般情報を一覧表示します。

SilkPerformer プロジェクト情報
負荷テストを行うために使用される SilkPerformer プロジェクトについての一般情報を一覧表示します。

総トランザクション ビジー時間傾向情報
傾向グラフでは、指定時間範囲における総トランザクション ビジー時間傾向を、すべてのトランザクショ
ンに対して表示します。 最小値、最大値、平均トランザクション ビジー時間カーブが、グラフで表示され
ます。 グラフに表示される値は、指定された最大 Y 軸値でカットされます。

プロジェクト概要レポート
Test Manager > 追跡 > プロジェクト概要レポート
プロジェクト概要レポート には、選択したプロジェクトのステータスの概要が含まれます。

要件レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されている要件関連のレポートについて説明します。 要件レ
ポートは、開発中に達成すべき機能的な要件（互換性要件、GUI 要件、機能要件など）のステータスの詳
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細を示します。 要件は、信頼性、スケーラビリティ、パフォーマンスなどの製品管理の目的にも関係しま
す。 要件管理レポートは、開発期間中にシステム要件を満たしていることを確認するため、適切なテスト
カバレッジが設定されているかを管理者が判断するのに役立ちます。 レポートが HTML 形式のコンテン
ツを含む要件を参照するときには、そのコンテンツはレポート内でレンダリングされます。

ステータス レポート
以下のステータス レポートは、要件 領域で使用できます。
レポート 説明
要件ステータ
ス概要

すべての要件を現在の要件カバレッジ別にまとめて表します。 カバレッジは、[合格]、
[失敗]、[未実行]、[未カバー] という 4 つのステータスで表現されます。

最上位要件カ
バレッジ

すべての最上位要件の一覧を表します。 要件ごとに、子要件の数が、テストでカバーさ
れているものとカバーされていないものに分けて表示されます。

優先度が 'X'
より高い要件
のステータス

優先度が指定値より高いすべての要件を現在の要件カバレッジ別に集計して表します。
返される要件グループは Priority パラメータで限定されます。このパラメータは、データ
で考慮の対象となる最低の要件優先度を指定するものです。

要件影響度分
析レポート

テストの詳細を、要件に関連付けられた実行計画にグループ化して表示します。 このレ
ポートを使用すると、ユーザーは、要件の変更によって影響を受ける可能性のあるテスト
資産について把握することができます。 レポートには、名前、ステータス、前回の実行
日時、手動テスト担当者、予定時間、各テストの問題が含まれます。 以下のステータス
が使用されます。
ステータス 説明
合格 テストが合格しました。
失敗 テストが失敗しました。
N/A テストは要件に関連付けられていますが、実行に指定されていません。
未実行 テストは要件に関連付けられ、実行に指定されていますが、まだ実行され

ていません。

プロジェクト
要件トレーサ
ビリティ レポ
ート

プロジェクト内のすべての要件が、関連するテストおよび問題と共に表示されます。 以
下のステータスが使用されます。
ステータス 説明
合格 テストが合格しました。
失敗 テストが失敗しました。
N/A テストは要件に関連付けられていますが、実行に指定されていません。
未実行 テストは要件に関連付けられ、実行に指定されていますが、まだ実行され

ていません。

進捗レポート
以下の進捗レポートは、要件 領域で使用できます。
レポート 説明
ビルド 'X' から 'Y' まで
の要件カバレッジ

優先度が指定値より高いすべての要件を現在の要件カバレッジ別に集計して表
します。 返される要件グループは Priority パラメータで限定されます。この
パラメータは、データで考慮の対象となる最低の要件優先度を指定するもので
す。
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レポート 説明
過去 'X' 日間の要件カバ
レッジ

'X' 日間の要件カバレッジ全体を見たときの、要件カバレッジの動きを表しま
す。

過去 'X' 日間の特定の要
件カバレッジ

'X' 日間の特定のカバレッジを見たときの、要件カバレッジの動きを表します。

文書レポート
以下の文書レポートは、要件で使用できます。
レポート 説明
すべての要件 すべての要件について、完全な要件情報が記述されます。
要件と子要件 選択した要件がその要件 ID と共に表示されます。 その要件の子要件に関する詳細が表示

されます。

すべての関連する問題レポート
すべての関連する問題レポートでは、要件に割り当てたテストに関連するすべての問題が詳細リストで表
示され、要件、割り当てられたテスト、発生した問題間の関係の説明も表示されます。

入力パラメータ
すべての関連する問題 レポートの入力パラメータは、要件の識別子です。

レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

要件情報
このセクションでは、要件についての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
ID 要件の識別子。
名前 要件の名前。
説明 要件の説明。
問題の 数 要件、または要件のサブ要件に関連づけられている問題の数。

関連する問題
要件、または要件のサブ要件に関連付けられているすべての問題が表形式で表示されます。 表には、各問
題について以下の情報が表示されます。
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列 説明
ID 問題の識別子。 識別子は、その外部識別子が使用されている問題追跡システムから提供され

ます。 問題に対して外部リンクが定義されている場合には、識別子がクリック可能になりま
す。

概要 問題の分かりやすい簡潔な説明。
ステータス 問題の現在のステータス。 ステータスは、その外部ステータスが使用されている問題追跡シ

ステムから提供されます。
割り当て者 テストに問題を割り当てる者。
テスト ID 問題が発見されたテストの識別子。
テスト 問題が発見されたテストの名前。

テスト レポート
このセクションでは、Test Manager に同梱されているテスト関連のレポートについて説明します。 テス
ト レポートは、一定期間または一定の範囲のビルドにおける、テストの進捗や問題のステータスの概要を
示します。

ステータス レポート
以下のステータス レポートは、テスト 領域で使用できます。
レポート 説明
テスト ステータス概要 すべてのテストのステータス概要を、[合格]、[失敗]、[未実行]、[N/A] と

いう 4 つのステータスに分けて表します。
テスト ステータス概要 (テ
スト コンテナ単位)

特定のテスト コンテナに含まれるすべてのテストのステータス概要を、[合
格]、[失敗]、[未実行]、[N/A] という 4 つのステータスに分けて表します。

コンポーネントごとのテス
ト

コンポーネントのカバレッジの概要をテスト数で表します。テスト作業が
必要な部分を特定しやすくなります。

テスト (テスト コンテナ単
位)

テスト コンテナごとの成功率を、合格したテストの数で表します。

実装済みテスト (コンポー
ネント単位)

コンポーネントのカバレッジの概要を、実装済み 属性が はい に設定されて
いるテストの数で表します。

失敗したテスト (コンポー
ネント単位)

失敗したテストをコンポーネントごとに表します。環境内で最も危機的な
コンポーネントを特定しやすくなります。

品質目標テスト計画レポート
レポート > 詳細ビュー > テスト > ステータス レポート
各目標基準におけるテスト数、および目標基準達成までの合計予定時間が表示されます。

注: 予定時間の値は、手動テスト専用です。 自動テストには予定時間はありません。

このレポートでは、プロジェクト内で定義された各品質目標について、3 種類の情報が表示されます。
• テスト範囲：品質目標の各項目における、有効なテストの合計数と、テストの合計数または必要数とを

比較します。
• 必要な予定時間：品質目標内の項目における必要な予定時間を比較します。
• 値テーブル：関連するメトリクスとともに、すべての品質目標項目 (有効なテスト、目標 (%)、必要な
テスト、および手動テストの予定時間) を一覧表示します。
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注: 複数選択された属性またはプロパティでは、テスト数は対象となるテストごとにカウントされま
す。

品質目標実行レポート
レポート > 詳細ビュー > テスト > ステータス レポート
各目標の各項目に対して実行されたテストの数を視覚的に表示します。 このレポートは、プロジェクト内
で定義された各品質目標について、2 つのセクションに分類されます。
• 実行ステータス グラフ：色分けされた実行ステータスと要約値で、各品質目標項目を一覧表示します。
• 値テーブル：その実行メトリクスおよびすべての品質目標項目 (合格、失敗、未実行、N/A、総計、目
標達成テスト数、および目標達成実行率) を一覧表示します。

進捗レポート
以下の進捗レポートは、テスト 領域で使用できます。
レポート 説明
ビルド 'X' から 'Y' まで
のテストの進捗

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときのテストの進捗の傾向
を表します。 ユーザーは、開始ビルドと終了ビルドでビルドの範囲を指定す
る必要があります。

ビルド <x> 以降の手動
テスト カバレッジ (累
積)

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときの、すべての自動テスト
を除く、手動テストの進捗傾向を表します。 ユーザーは、累積進捗を計算す
るためのベースとして使用される開始ビルド番号を指定する必要があります。

ビルドごとの自動テスト
カバレッジ (非累積)

ビルドの更新に沿ってテストのステータスを見たときの、自動テストのカバレ
ッジを表します。 ユーザーはバージョンおよび製品を指定する必要があり、
レポートには自動テストで達成可能なテスト カバレッジがビルドごとに表示
されます。

今月のテスト進捗 今月のテストのステータスを見たときの、テストの進捗傾向を表します。
過去 'X' 日間の特定テス
ト ノードの進捗

過去 'X' 日間の特定のテスト ノードを見たときの、要件のカバレッジ傾向を表
します。

過去 'X' 日間に作成され
たテスト (コンポーネン
ト単位)

過去 'X' 日間に新規作成されたテストの一覧をコンポーネントごとに表しま
す。 テスト作業が足りないコンポーネントを特定するのに役立ちます。

過去 'X' 日間のテスト進
捗

過去 'X' 日間にわたるテストのステータスを見たときの、テストの進捗傾向を
表します。

過去 'X' 日間のテスト合
格率（コンポーネント単
位）

過去 'X' 日間のテストの合格率をコンポーネントごとにパーセントで表しま
す。環境内で最も危機的なコンポーネントを特定するのに役立ちます。

手動テスト レポート
テスト 領域で使用できる手動テスト レポートは、次のとおりです。
レポート 説明
実行時間の 実行時間の計画
値と実績値 (サマリー)

手動テストの実行時間の計画値と実績値の差異の概要を日単位で表しま
す。

実行時間の計画値と 実績値
の履歴 (ユーザー単位)

手動テストの完了に要した実行時間の計画値と実績値の概要を、特定の期
間にわたってユーザーごとに表します。
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レポート 説明
実行時間の 計画値と実績値
(ユーザーごとのステータ
ス)

まだ完了していない手動テスト定義について、 ユーザーごとに計画時間と
実績時間で進捗を表します。 手動テストは、試験結果がユーザーによって
入力され、結果を入力したユーザーに割り当てられた場合にのみ考慮され
ます。

手動テスト結果文書 簡単に印刷できる 1 つのテストに関する手動テスト ケース結果レポート。
手動テスト文書 簡単に印刷できる 1 つのテストに関する手動テスト ケース レポート。

ベースラインの比較レポート
レポート > 詳細ビュー > <アクティブ プロジェクト> > テスト > ベースラインの比較 > ベースライン
の比較
ベースラインの比較レポートは、ベースライン化されたプロジェクトとベースラインを比較し、変更、削
除、および作成されたテストの数を表示します。

入力パラメータ
ベースラインの比較 レポートの入力パラメータは、プロジェクトおよびベースラインの識別子です。

レポートの一般情報
このセクションには、レポートの説明およびレポートを実行したユーザーの名前が表示されます。

プロジェクトとベースラインの情報
このセクションには、ベースラインの作成に関連するデータなど、プロジェクトとベースラインに関する
情報が表示されます。

プロジェクトとベースラインの概要
このセクションには、ベースラインおよびプロジェクトで作成、変更、および削除されたテストの数が表
形式とグラフ形式で表示されます。

変更
このセクションには、プロジェクトとベースラインで変更されたすべてのテストの詳細がテストへのリン
クとともに表示されます。

テストの実行の比較レポート
テストの実行の比較レポートは、あるテストの 2 つの実行の結果を比較し、概要を提示します。

注: 実行の比較レポートは、手動テストを自動テストに対して比較するのには向いていません。 レポ
ートの名前に「(前回と前々回の実行)」が含まれている場合、実行計画またはテストの、最新の 2 つ
の実行のみの比較となります。

テストの実行の比較レポートでは、以下の情報が表示されます。
• テストのステータスに対する変更
• エラーの数
• 警告の数
• テストが実行されたコンテキスト
• 割り当てられたテストの実行時間
• テストの属性とプロパティ
• テストのパラメータ
• テストの成功条件
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レポートの一般情報
このセクションでは、レポートについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
プロジェクト名 作業中のプロジェクトの名前。
レポートの説明 レポートの説明。
レポートの実行者 レポートを実行したユーザー。

テスト情報
このセクションでは、テストについての次のような一般的な情報が提供されます。
要素 説明
ID テストの識別子。
名前 このテストの名前。
説明 テストの説明。

実行情報
このセクションでは、実行定義についての次のような情報が提供されます。
要素 説明
実行 ID 各実行計画の ID。
実行名 各実行計画の名前。
実行 ID 各実行計画の実行の ID。
製品 製品の名前。
バージョン 製品のバージョン。
ビルド 製品のビルド番号。

テスト実行の比較
このセクションでは、2 つの実行間にある次のような差分を示します。
要素 説明
ステータス 各実行のステータス。
実行タイムスタンプ 各実行のタイムスタンプ。
実行時間 各実行にかかった時間。
エラー 各テストの実行時に発生したエラー数。
警告 各テストの実行時に発生した警告数。
前のステータス 最後に手動で変更する以前の各実行のステータス。
変更者 このステータスに最後に手動で変更したユーザー。
変更コメント 手動ステータス変更の理由説明。
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属性とプロパティ
このセクションでは、テストの 2 つの実行の、実行時における属性とプロパティを示します。

パラメータ
このセクションでは、テストの 2 つの実行の、パラメータを一覧表示します。

成功条件
このセクションでは、テスト定義の 2 つの実行がそれぞれ「成功」と見なされるための、実行時における
条件を示します。 条件が 1 つでも満たされないと、そのテストの実行は「失敗」と見なされます。 満たさ
れた条件は緑、満たされなかった条件は赤で記されます。

レポートの作成とカスタマイズ
レポートを作成する
Test Manager は、データを直感的にわかりやすいグラフにすばやく簡単に変換するレポートを提供してい
ます。 組み込み済みレポートは、要件 ユニット、テスト ユニット、および 問題 領域で利用できます。
レポートは、BIRT RCP Designer（Eclipse 上で動くオープン ソースのレポート ツール）または Microsoft®

Excel® のレポート テンプレートを使用して作成します。 Test Manager は BIRT RCP Designer と緊密
に統合されているため、テスト管理データのレポートを簡単に作成できます。 Test Manager のレポート
作成機能は、非常に細かくカスタマイズできます。 数多くのレポートやレポート テンプレートがあらかじ
め組み込まれているため、追加設定なしで幅広いレポートのニーズに応えることができます。 簡単な GUI
ベースのツールを使用して、既に組み込まれているレポートを編集し、独自のレポートを作成することが
できます。 SQL の知識がある人なら、さまざまなデータの問い合わせやカスタム レポートでの表示をほぼ
制限なく行うことができます。

ヒント: 空のレポートが生成された場合、選択したプロジェクトにデータが含まれていないか、適切
な Test Manager データベースに接続していない可能性があります。 Test Manager データベース
がローカルで利用できるのでない限り、オフラインでレポートを生成することはできません。

サンプル レポート
以下に示すのは、すべての要件 という名前の組み込み済みレポートのコードです。 このレポートは、Test
Manager の GUI ベースのツールや SQL による編集を行っていません。 このレポートは、デフォルトで
は、選択したプロジェクトの要件のうち古くなっていると判断された要件以外の、すべてのプロパティを
表示します。 古くなった要件は、レポートの reqProp_Obsolete_0 パラメータを使って除外されます。

SELECT r.ReqID, r.ReqParentID, r.PositionNumber, r.ProjectID, r.ProjectName, r.ReqName, 
r.Risk, r.Priority, r.ReqDescription, r.ReqCreator, r.ReqCreated, r.ReqReviewed, 
r.ReqCoverageStatus, 
r.ReqRevision, r.MarkedAsObsolete, r.Obsolete, r.TreeOrder
FROM RTM_V_Requirements r
WHERE r.ReqID IN (SELECT DISTINCT ReqTreeNodeID_pk as id
FROM TM_RequirementTreeNodes rtn  WITH (NOLOCK)
WHERE rtn.ProjectID_fk = 98
AND  rtn.MarkedForDeletion=${reqProp_Obsolete_0|0}
AND ParentTreeNodeID_fk IS NOT NULL)

新しいレポートを作成する
新しいレポートを作成するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、新しいレポートを追加するフォルダを選択します。
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これにより、ディレクトリ ツリー内でレポートが保存される場所が決まります。
3. ツールバーの  をクリックします。 レポートの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
4. 新しいレポートの名前を入力します。

この名前は、レポート ツリーに表示されます。
5. 他のユーザーもこのレポートを使用できるようにする場合は、このレポートを他のユーザーと共有す
る チェック ボックスをオンにします。

6. タイムアウト [秒] フィールドに、Test Manager が SQL クエリが完了するまで待機する最長時間を秒
数で指定します。

7. デフォルト タブ リスト ボックスから、状況依存のレポート リストからレポートを選択した場合に移動
するタブを選択します。

8. 結果カテゴリ リスト ボックスから、対応する結果の種類を選択します。
この設定では、レポート作成時にフィルタ対象になるデータベース テーブルおよびビューを指定しま
す。 選択できる結果の種類は次のとおりです。
結果の種類 説明
要件 要件 モジュールで使用できる要件のうち、照会条件を満たすものを返します。
テスト テスト 領域で使用できるテストのうち、照会条件を満たすものを返します。
テストの実行 実行 領域から、照会条件を満たす実行済みテスト結果を返します。
実行計画 実行領域から実行計画を返します。
問題 問題を返します（インポートされた問題を含む）。
要件進捗 (ビルド単
位)

ビルドごとの要件の進捗に関する情報が含まれます。ビルド間での要件の開発
状況がわかります。

要件進捗 (日単位) [要件進捗 (ビルド単位)] と同じですが、日ベースで開発状況を示します。
テスト進捗 (ビルド
単位)

ビルド間でのテストの開発状況を示します。

テスト進捗 (日単位) [テスト定義進捗 (ビルド単位)] と同じですが、日ベースで開発状況を示します。
結果種別ごとに一連の選択基準が提供されています。 選択した結果カテゴリに合わせて、レポートで使
用する 選択基準 を指定します。 通常、これらの選択基準では、ビューやその他の直感的なグループ化

（カスタム プロパティなど）によって、プロパティが分類されます。
9. プロパティ リスト ボックスから、フィルタを適用するプロパティを選択します。

選択基準の中には、プロパティが動的なものもあります。
10.クエリの 演算子 を選択します。

選択可能な演算子はプロパティによって異なります。 演算子の例としては、=、不一致、部分一致、部
分不一致 などがあります。 文字列の比較は常に小文字で行われます。 文字列で利用できるワイルド
カードは * と ? です。* は任意の数の文字に、? は 必ず 1 つの文字に一致します。

11.クエリの絞り込み対象となる 値 を選択または指定します。
日付に基づくプロパティの場合は、値 フィールドは特定の日付を選択するために使用するカレンダー
ツールに置き換えられます。

12.省略可能：レポートにクエリ文字列を追加するには、1 つ追加 をクリックします。 既存のクエリ文字
列は、文字列の 削除 ボタンをクリックすると削除できます。 複数のクエリ文字列が定義されている場
合には、1 つ追加 ボタンの横に AND と OR のオプション ボタンが表示されます。 このオプション ボ
タンを使用して、累積的にクエリを行うのか、クエリ文字列の基準の 1 つだけを満たせばよいのかを定
義します。

13.次へ をクリックし、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスでレポートの列を構成します。
14.列の追加 をクリックします。 列の追加 ダイアログ ボックスに、使用できるレポートの列がすべて表示

されます。
15.レポートに含める列を選択し、OK をクリックします。
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CTRL + クリック を使用すると、複数の列を選択できます。
注: テスト計画レポートの場合、使用できる列名のリストが、LQM_v_tests テーブルの列名で拡
張されています。 詳細については、『Test Manager データベース モデル ヘルプ』を参照してく
ださい。

選択した列が、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスに表形式で表示されます。
16.省略可能：各レポート列の表示方法を設定します。 列ごとに、ソート 列の上下の矢印を使って、ソー

トの方向（昇順、降順、ソートなし）を指定します。
17.複数の列をソート対象に選択すると、ソート順序 の列にリスト ボックスが表示されるので、それを使

用して列のソート順をさらに簡単に指定できます。 必要に応じて番号を設定します。
18.各列に エイリアス を指定します。

これは、生成されたレポートで列のラベルとなる名前です。
19.グループ化することで、SQL の集約機能を利用できます（複数の要素の選択、合計値の問い合わせな

ど）。 グループ化 チェック ボックスをオンにし、SQL の GROUP BY 機能を適用することを指定しま
す。

20.SQL の GROUP BY 機能の対象に選択されていない列は、デフォルトにより集約に設定されます（つま
り、合計値が 1 つ計算されます）。 集約 リスト ボックスから、適切な集約タイプを選択します。
利用可能なタイプは、
• 件数
• 合計値
• 平均値
• 最小値
• 最大値

21.アクション 列では、ビューの中で列のリストを上下に移動したり、列を削除したりできます。 上へ移
動 および 下へ移動 の機能を使ってもレポートの結果には影響しません。

22.完了 をクリックして、レポートの新規作成を終了します。

カスタム レポート用の SQL 関数
上級クエリを記述する際に、関数ごとに提供されているプレースホルダを利用することができます。 関数
プレースホルダは、実行時に SQL に置き換えられます。 関数はパラメータのように使用することができま
すが、関数名の先頭には $（ドル記号）が付きます。 プレースホルダはパラメータとは異なり、実行ごと
にカスタマイズすることができない定義済みのレポート要素です。
以下の表は、利用可能なすべての関数プレースホルダです。
関数 機能 例
$TODAY データベース サーバー上の現在のシ

ステム日付を返します。
$TODAY-1（前日）や $TODAY-7

（1 週間前）のように記述することも
できます。

CreatedAt > ${$TODAY}

$DATE(列) 日付を返します（時間は含みません）。
$DATE('文字列') 渡された文字列をデータベース日付

に変換します。
CreatedAt > $
{$DATE('01/10/2005')}

$DAYS[p1;p2] 渡された 2 つのパラメータの間の日
数の差を計算します。 2 つのパラメ
ータは、テーブル/ビューの列でも
$TODAY でもかまいません。

以下の例は、この 1 週間以内に作成さ
れた行を返します：$
{$DAYS[CreatedAt;$TODAY]}
> 7
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関数 機能 例
$WEEK(パラメータ) 渡されたパラメータの週番号を返し

ます。パラメータは $TODAY や列
で指定します。

$MONTH(パラメータ) 渡されたパラメータの月を数字で返
します。パラメータは $TODAY や
列で指定します。

$YEAR(パラメータ) 渡されたパラメータの年を数字で返
します。パラメータは $TODAY や
列で指定します。

$USERID 現在ログインしているユーザーの
ID。

$USERNAME 現在ログインしているユーザーの名
前。

$PROJECTID 現在選択しているプロジェクトの
ID。

$PROJECTNAME 現在選択しているプロジェクトの名
前。

$REPORTNAME 現在選択しているレポートの名前。
$REPORTID 現在選択しているレポートの ID。

以下に示すのは、あらかじめインストールされている 要件と子要件 というレポートのコードです。 このレ
ポートでは、選択した要件がその要件 ID と共に表示されます。 その要件の子要件に関する詳細が表示さ
れます。 これはカスタム レポートではありませんが、$PROJECTID 関数が使われているため、例として
役に立ちます。 また、2 つのパラメータ reqID（要件 ID）と reqProp_Obsolete_0（古い要件を表示）も
含まれています。

SELECT r.ReqID, r.ReqCreated, r.ReqName, r.TreeOrder
   FROM RTM_V_Requirements r INNER JOIN   
   TM_ReqTreePaths rtp ON (rtp.ReqNodeID_pk_fk = r.ReqID)   
   WHERE rtp.ParentNodeID_pk_fk=${reqID|22322|Requirement ID} AND   
   r.ProjectID = ${$PROJECTID} AND   
   r.MarkedAsObsolete=${reqProp_Obsolete_0|0|Show obsolete Requirements}   
   ORDER BY r.TreeOrder ASC

SQL で高度なクエリを作成する
手作業で SQL をコーディングすると、高度なレポートを作成することができます。 データベース スキー
マがわかっている場合には、ほとんどどのようなレポートでも作成できます。 詳細クエリ モード をクリッ
クすると、クエリ文字列のリスト ボックスが消え、レポート データ クエリ テキスト ボックスが表示され
ます。このテキスト ボックスで、既存のコードを挿入したり、新しい SQL コードを作成したりできます。
1 つの方法としては、「新しいレポートを作成する」で説明したようにリスト ボックスを使用してクエリ文
字列を作成します。 レポート基準が有効であれば、それに相当する SQL 文が生成されて表示され、詳細ク
エリ モードに移動してさらに修正を行います。

注: 詳細クエリ モードから簡易モードに戻ることはできません。

SQL で高度なクエリを直接記述するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、新しいレポートを追加するフォルダを選択します。

これにより、ディレクトリ ツリー内でレポートが保存される場所が決まります。
3. ツールバーの  をクリックします。 レポートの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。
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4. 新しいレポートの名前を入力します。
この名前は、レポート ツリーに表示されます。

5. 他のユーザーもこのレポートを使用できるようにする場合は、このレポートを他のユーザーと共有す
る チェック ボックスをオンにします。

6. 説明 テキスト ボックスにレポートの説明を入力します。
7. 詳細クエリ モード をクリックすると、レポート データ クエリ テキスト ボックスが開きます。 必要に

応じて、既に記述したコードをこのテキスト ボックスに挿入するか、新しいコードを直接書き込みま
す。
SQL クエリを記述する際の補助として、Test Manager 関数のプレースホルダのリスト ボックスを利用
できます。 詳細については、「カスタム レポート用の SQL 関数」を参照してください。 あらかじめ定
義された関数のいずれかを挿入するには、プレースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレー
スホルダを選択します。

注: クエリの SQL コードを手作業で編集する場合は、SQL のチェック をクリックして作業を確認
します。

8. レポートのプロパティの編集が終了したら、完了 をクリックして設定を保存します。

サブレポートで作業する
サブレポートを追加する
複数のレポートの結果を現在選択しているレポートに集計するために、サブレポートを追加することがで
きます。 レポートをサブレポートとして追加すると、サブレポートの結果の列と行は、選択したレポート
の結果に連結されます。
レポートをサブレポートとして追加するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. サブレポートの追加 をクリックします。
サブレポートの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

5. レポート ツリーから、現在のレポートに追加するサブレポートを選択します。
6. OK をクリックして、サブレポートの追加を完了します。 関連するレポートの プロパティ ページの サ
ブレポート セクションに、サブレポートが表示されます。

サブレポートを削除する
サブレポートを削除するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. 削除するサブレポートが関連付けられているレポートを、レポート ツリーで選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. 削除するサブレポートの アクション 列で  をクリックします。
5. 確認ダイアログ ボックスで はい をクリックして、削除を確定します。

レポート テンプレート
レポート テンプレートをアップロードする
ローカル システムからテンプレートをアップロードするには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. テンプレートを関連付けるレポートを選択します。
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3. レポート タブをクリックします。
4. ここをクリックすると、新しいレポート テンプレートをアップロードできます リンクをクリックして、
レポート テンプレートのアップロード ダイアログ ボックスを開きます。

5. テンプレートのわかりやすい 名前 と 説明 を入力します。
6. プロジェクト リスト ボックスで、テンプレートを利用できるようにするプロジェクトを選択します。

すべてのプロジェクトにテンプレートを関連付けるには、すべてのプロジェクト を選択します。
7. 参照 をクリックして、ローカル システムのテンプレートを探して選択します。
8. OK をクリックして、テンプレートをアップロードします。

レポート テンプレートをダウンロードする
Test Manager のレポート テンプレートを使用すると、レポート データを独自のニーズに合った書式で表
示することができます。 テンプレートには、Excel のスプレッドシート、BIRT RCP Designer のテンプレ
ート、XML、または CSV ファイルの形式のものがあります。 Test Manager レポート テンプレートをユ
ーザーのローカル システムにダウンロードすると、BIRT Report Designer または Microsoft Excel でテン
プレートを編集できます。 レポートをダウンロードして編集した後で、別のユーザーが利用できるように
アップロードできます。 詳細については、関連手順「レポート テンプレートをアップロードする」を参照
してください。
編集用に既存のレポート テンプレートをダウンロードするには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. 変更するテンプレートを利用しているレポートを、レポート ツリーから選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. ダウンロードしたいテンプレートのダウンロード リンクをクリックします。

利用可能なダウンロード リンクは次のとおりです。
リン
ク

説明

Excel
レポ
ート
テン
プレ
ート
のダ
ウン
ロー
ド

Excel のファイルを受け取ります。DATA という名前のシートにデータが含まれています（CSV
形式など）。 テンプレートで影響を受けるのはこのシートだけであるため、別のシートに情報を
指定することができます（図など）。

BIRT
レポ
ート
テン
プレ
ート
のダ
ウン
ロー
ド

空の汎用 BIRT レポート テンプレートとしてレポート データを受け取ります。 データソースは
すでに構成済みです。

CSV
とし
てダ
ウン

レポート データは CSV（Comma Separated Values）ファイルとして受け取ります。 ローカル
設定により、区切り文字は "," または ";" になります。 日付も、ユーザーの設定に合わせた書式
になります。
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リン
ク

説明

ロー
ド
XML
とし
てダ
ウン
ロー
ド

XML としてレポート データを受け取ります。 この形式が CSV よりも優れているのは、サブレポ
ートのデータもすべて維持されることです。 Test Manager 外のデータへのアクセス：レポート
データを提供している特定の URL を次の形式で呼び出すことができます。http://server/
servicesExchange?
hid=reportData&userName=<username>&passWord=<password>&reportFilterID=<ID
of the report>&type=<csv|xml>

5. ファイルのダウンロード ダイアログ ボックスが表示されます。 保存 をクリックするとレポート ファ
イルがローカル システムにダウンロードされます。ファイルの拡張子は、ダウンロードするレポートの
タイプにより、.rptdesign または .xls となります。

6. BIRT RCP Designer（.rptdesign ファイル）または Excel（.xls ファイル）のいずれかを使用して、ニ
ーズに合うようにレポートを編集します。

レポート テンプレートを削除する
現在のレポートのテンプレートを削除するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、テンプレートを削除するレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4.  をクリックします。
5. 続いて表示される確認ダイアログ ボックスで はい をクリックします。

グラフで作業する
グラフを表示する
グラフを表示するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、グラフを表示するレポートを選択します。
3. グラフ タブをクリックして、デフォルトのグラフを表示します。
4. 必要なグラフの種類を選択するには、  をクリックします。
5. グラフの種類の選択 ダイアログ ボックスで、リスト ボックスからグラフの種類を選択します。
6. グラフに適用する表示プロパティをオンにします。

• 三次元表示
• 横のグリッド線を表示
• 縦のグリッド線を表示
• 凡例を表示

7. グラフ オプションを保存する方法を指定します。
• 現在のユーザーのみ オプション ボタンをクリックすると、現在のユーザーがこのグラフを表示する

ときには常に、このグラフ設定がレポートの標準設定より優先されます。
• レポートの標準とする オプション ボタンをクリックすると、優先するユーザー設定を定義していな

いすべてのユーザーに対し、このグラフ設定が表示されます。 この設定は、個々のユーザーの設定
には影響しません。

8. OK をクリックすると、新しいグラフの種類が表示されます。

SilkCentral Test Manager 12.0 | 401



注: ここで定義したグラフ設定は、このレポートのデフォルトになります。 標準のグラフでは必要
なデータが得られない場合、または必要な形式でデータを表示できない場合は、Test Manager の
レポート機能を使用して、問い合わせたデータの表示をカスタマイズできます。 現在のグラフを
別のブラウザ ウィンドウで開くには、グラフ ページの一番上にある  をクリックします。

グラフを印刷する
現在のグラフを印刷するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. グラフ タブをクリックします。
4. 印刷 をクリックします。 グラフのデータが、印刷可能な形式で新しいウィンドウに表示されます。 シ

ステムの [印刷] ダイアログ ボックスも表示されます。
5. 必要に応じて印刷の設定を行い、OK をクリックしてグラフを印刷します。

グラフを削除する
グラフを削除すると、現在選択されているグラフ テンプレートが現在のレポートから削除されるだけで
す。 グラフ テンプレートが完全に削除されることはありません。
選択されているレポートから現在のグラフ テンプレートを削除するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. グラフ タブをクリックします。
4. グラフの種類の削除 をクリックします。 グラフの削除 ダイアログ ボックスが開きます。
5. 以下のいずれかを選択します。

• 現在のユーザーのグラフ設定をグラフと共に削除するには、ユーザー設定を削除 (およびレポートの
標準に戻す) を選択します。 それ以降、グラフはレポートの標準設定で表示されます。 標準設定が
定義されていない場合は、グラフを表示できません。

注: このオプションを使用できるのは、現在のユーザーが特定のグラフ設定を定義している場合
のみです。

• 標準設定をグラフと共に削除するには、レポートの標準グラフ設定を削除 を選択します。 このオプ
ションでは、ユーザー固有の設定は影響を受けません。

注: このオプションを使用できるのは、レポートに標準のグラフ設定が定義されている場合のみ
です。

6. OK をクリックするとグラフ テンプレートが削除されます。 必要に応じて、<ここをクリックすると、
グラフの種類を選択できます> リンクをクリックし、選択したレポートに新しいグラフ テンプレートを
割り当てることができます。

[レポート] の [グラフ] ページ
レポート > レポート ビュー > グラフ
グラフ ページでは、データ分析のためのグラフを定義できます。 このページでは、Test Manager 内部の
レポート エンジンを使用して、選択したレポート クエリで取得したデータから標準のグラフを作成しま
す。
以下の標準のグラフが利用可能です。
• 面グラフ
• 棒グラフ
• 水平帯グラフ
• 折れ線グラフ
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• 円グラフ
• 帯グラフ
グラフの種類ごとに、4 つの表示プロパティを設定することもできます。

BIRT を使用してレポートをカスタマイズする
BIRT レポート テンプレートをカスタマイズする
BIRT RCP Designer (BIRT) を使用すると、Test Manager にあらかじめ組み込まれたレポート テンプレ
ートをカスタマイズしたり、カスタム レポート テンプレートを作成したりできます。 BIRT の使用の詳細
については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』および BIRT RCP Designer のドキュメントを参照し
てください。
編集用に既存のテンプレートをダウンロードするには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. BIRT レポート テンプレートを利用するレポートを選択します。
3. プロパティ タブをクリックします。
4. BIRT レポート テンプレートのダウンロード をクリックします。 空の汎用 BIRT レポート テンプレ

ートとしてレポート データを受け取ります。 データソースはすでに構成済みです。
5. ローカル システムにテンプレートを保存した後、必要に応じて変更を加えます。

BIRT レポート テンプレート設定の構成については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照して
ください。

6. 管理 > レポート > レポート テンプレート の アップロード リンクを使用して、変更したレポート テン
プレートをアップロードします。

レポート領域
レポートを表示する
それぞれのテンプレートでは役に立つグラフを作成するために特定のデータ形式を想定しているため、す
べてのテンプレートをすべてのレポート クエリに適用できるわけではありません。 互換性のないレポー
ト テンプレートを使ってレポートを生成しようとすると、エラー メッセージが返されます。 たとえば、1
行 4 値（横棒グラフ表示） テンプレートを選択して 要件ステータス概要 レポートを表示できるのは、レ
ポート クエリによって返される 4 つの値（[失敗]、[成功]、[未実行]、[未カバー]）が、この Microsoft
Excel のテンプレートによって厳密に要求されるためです。
レポートを生成するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、生成するレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. レポート テンプレートの選択 アイコンをクリックします。 レポート テンプレートの選択 ダイアログ

ボックスが表示されます。
5. 使用するテンプレートを選択します。
6. OK をクリックしてレポートを表示します。
7. 省略可能：必要に応じて、リスト ボックスからレポートの別の表示拡大率を選択します。

デフォルトは 100% です。 他に、50%、75%、150%、200% の選択肢があります。

レポートを保存する
レポートをローカルに保存する方法は、BIRT のレポート テンプレートを選択している場合と Excel テン
プレートを選択している場合とでは異なります。 Excel テンプレートを選択した場合は、選択したレポー
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トの プロパティ ページで Excel レポート テンプレートのダウンロード リンクを単にクリックします。
ローカル コンピュータで Microsoft Excel が起動し、自動的にレポートが読み込まれます。
BIRT レポート テンプレートを選択した場合は、以下の手順を使用してレポートを保存します。
現在の BIRT レポートを PDF としてエクスポートするには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、保存するレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. レポート ビュー ツールバーの  をクリックします。
5. ファイルのダウンロード ダイアログ ボックスで、保存 をクリックして、選択した場所に PDF ドキュメ

ントを保存します。

レポートをお気に入りに追加する
ブックマーク ボタンは、現在表示されているレポートを パラメータ ページで設定したパラメータを含めて
お気に入りに追加します。 ブックマーク URL を別の Test Manager ユーザーに送信すると、ユーザーは
1 クリックでレポートを表示できます。
ブックマーク URL には接頭辞 rp_ が付いたパラメータが含まれます。 URL では、日付値は UTC の相関す
る Long 値として表されます。

レポートを PDF 形式で表示する
レポート ブラウザのフレーム内で現在のレポートを PDF 形式で表示するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーで、表示するレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. レポート ビュー ツールバーの  をクリックします。 レポートが PDF 形式で表示されます。

最近使った（MRU）レポートにアクセスする
最近表示されたレポートを選択するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツールバーで、最近使ったレポート リスト ボックスを展開します。
3. 表示したいレポートを選択します。

[レポート] ツールバーの機能
Test Manager > レポート
レポート ツールバーには、レポートを管理するための重要なコマンドがあります。 このツールバーには、
次の項目があります。
項目 アイコン 説明
子フォルダの新規作成 新しいレポート フォルダを作成できます。 子フォルダの新規作成 を

クリックして、新しいフォルダの名前とオプションの説明を定義しま
す。 新しいフォルダは、レポート ツリーで現在選択されているノード
の子として表示されます。

子レポートの新規作成 新しいレポートを作成できます。 子レポートの新規作成 をクリック
して、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスで新しいレポートを定
義します。 新しいレポートは、レポート ツリーで現在選択されている
ノードの子として表示されます。
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項目 アイコン 説明
編集 レポートを編集します。

削除 レポートを削除します。

切り取り レポートを切り取り、クリップボードに追加します。

コピー レポートをクリップボードにコピーします。

貼り付け レポートをクリップボードから レポート ツリーに貼り付けます。

子として貼り付け 選択したノードのサブノードとして、レポートをクリップボードから
レポート ツリーに貼り付けます。

上へ移動 レポート ツリー内でレポートを上に移動します。

下へ移動 レポート ツリー内でレポートを下に移動します。

最近使ったレポート 日時の降順で最近使った（MRU）レポートを一覧表示します。 リスト
からレポート名を選択すると、そのレポートが表示されます。 デー
タ タブ、グラフ タブ、または レポート タブをクリックしてレポート
にアクセスするたびに、そのレポートがリスト ボックスの先頭に追加
されます。 レポートの プロパティ タブまたは パラメータ タブにア
クセスしても、最近使ったレポート リスト ボックスには追加されませ
ん。
最近使ったレポート リスト ボックスは、新規ユーザーやレポートをま
だ生成していないユーザーでは空になります。 このリストに表示さ
れるレポート数は、管理者が設定できます。 詳細については、

『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください。

レポートのプロパティ
レポートのプロパティを編集する
レポートのプロパティを編集するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. レポート タブをクリックします。
4. プロパティ タブをクリックします。
5. 編集 をクリックします。 レポートの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
6. 必要に応じて、レポートの 名前 や 説明 を編集します。
7. このレポートを他のユーザーと共有する場合は、このレポートを他のユーザーと共有する チェック ボ

ックスをオンにします。
8. デフォルト タブ リスト ボックスから、状況依存のレポート リストからレポートを選択した場合に移動

するタブを選択します。
9. 次のいずれかのオプションを選択して、レポートがどのように編集されるかを指定します。

オプショ
ン

説明

簡易レポ
ート

選択基準を変更（つまり選択したレポートの結果を変更）したり、詳細クエリ モード を
クリックして SQL クエリ コードを変更したりできます。
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オプショ
ン

説明

詳細レポ
ート

SQL を使い慣れている場合は、レポート データ クエリ テキスト ボックスでクエリのコ
ードを編集できます。 SQL クエリを編集するときの補助として、関数のプレースホルダ

（"変数" など）のリスト ボックスを使用できます。 あらかじめ定義された関数のいずれか
を挿入するには、プレースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレースホルダを
選択します。

• 詳細レポート：SQL を使い慣れている場合は、レポート データ クエリ フィールドでクエリのコー
ドを編集できます。 SQL クエリを編集するときの補助として、関数のプレースホルダ（"変数" な
ど）のリスト ボックスを使用できます。 あらかじめ定義された関数のいずれかを挿入するには、プ
レースホルダの挿入 リスト ボックスから対応するプレースホルダを選択します。
注: クエリの SQL コードを手作業で編集する場合は、編集後に SQL のチェック をクリックして作
業を確認してください。

10.完了 をクリックして変更を保存します。

[レポート] の [プロパティ] ページ
レポート > レポート ビュー > プロパティ
プロパティ ページには、選択したレポートの基本プロパティが一覧表示され、これらのプロパティまたは
レポート テンプレートを編集することができます。 また、レポートにサブレポートを追加することもきま
す。
このページには、次の項目があります。
項目 説明
レポート名 レポートの名前（カスタマイズ可）。
レポート ID システムが定義したレポートの ID。
説明 レポートの説明（カスタマイズ可）。
作成日時 レポートが作成された日付。 デフォルトのレポートは、

データベースを作成し接続した時点で作成されます。
作成者 レポートを作成したユーザー。 デフォルトのレポート

は、Admin ユーザーによって作成されます。
変更日時 レポートが最後に変更された日時。
変更者 レポートを最後に変更したユーザー。
レンダラ レポートに現在割り当てられているレポート テンプレー

ト。
[デフォルト] タブ コンテキスト センシティブのレポート一覧からレポート

を選択した場合に、ユーザーが移動するタブです。
編集 クリックすると、レポートの編集 ダイアログ ボックスが

開きます。
サブレポートの追加 クリックすると、レポートにサブレポートを追加します。
レポート テンプレート インストール時に同梱されている利用可能なレポート テ

ンプレート：
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項目 説明

リンク 説明
Excel
レポー
ト テ
ンプレ
ートの
ダウン
ロード

Excel のファイルを受け取ります。DATA と
いう名前のシートにデータが含まれています

（CSV 形式など）。 テンプレートで影響を受
けるのはこのシートだけであるため、別のシー
トに情報を指定することができます（図など）。

BIRT
レポー
ト テ
ンプレ
ートの
ダウン
ロード

空の汎用 BIRT レポート テンプレートとして
レポート データを受け取ります。 データソ
ースはすでに構成済みです。

CSV
として
ダウン
ロード

レポート データは CSV（Comma Separated
Values）ファイルとして受け取ります。 ロー
カル設定により、区切り文字は "," または ";"
になります。 日付も、ユーザーの設定に合わ
せた書式になります。

XML
として
ダウン
ロード

XML としてレポート データを受け取ります。
この形式が CSV よりも優れているのは、サブ
レポートのデータもすべて維持されることで
す。 Test Manager 外のデータへのアクセ
ス：レポート データを提供している特定の
URL を次の形式で呼び出すことができます。
http://server/servicesExchange?
hid=reportData&userName=<user
name>&passWord=<password>&
reportFilterID=<ID of the
report>&type=<csv|xml>

レポートのパラメータ
レポートのパラメータを編集する
レポートのパラメータを編集するには：
1. メニューで レポート > 詳細ビュー をクリックします。
2. レポート ツリーでレポートを選択します。
3. パラメータ タブをクリックします。 レポートにパラメータが定義されている場合には、そのパラメー

タのリストが表示されます。
4. パラメータの編集 をクリックします。 パラメータの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 必要に応じて、一覧表示されたパラメータの ラベル や 値 を編集します。
6. 使用方法 リスト ボックスから、パラメータの使用方法の種類を選択します。

• 定数値
• 開始日
• 終了日

7. OK をクリックして、変更を保存します。
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[レポート] の [パラメータ] ページ
レポート > レポート ビュー > パラメータ
パラメータ ページには、カスタマイズ可能な文の要素が一覧表示されます。 パラメータ ページで変更する
だけで、レポートを実行する前の任意のタイミングでパラメータを定義できます。 パラメータの構文は $
{parametername|defaultvalue|guiname} です。 defaultvalue と guiname は省略可能です。 パラメ
ータ名に空白文字を含めることはできません。
レポートにパラメータが設定されている場合、レポート作成のたびに実行前にパラメータの値を編集する
ことが可能です。 パラメータの値は、現在のユーザー コンテキストに保存されます。つまり、編集した値
は編集を行ったユーザーに対してのみ有効です。 レポートを実行したときにパラメータの値が指定されて
いなければ、レポート定義のデフォルト値が使われます。
使用方法 リスト ボックスでは、パラメータの使用方法の種類を選択できます。 有効な値は、[定数値]、
[開始日]、[終了日] です。 [開始日] と [終了日] は、特定の日付範囲をクエリするレポートでも使用され
ます。
レポートにサブレポートが関連付けられている場合、サブレポートのパラメータも パラメータ ページに表
示され、その値は選択したレポートのコンテキストにのみ保存されます。 つまり、その値は現在のサブレ
ポート構成でのみ使用されます。 新しいレポートを作成する場合には、レポートの新規作成 ダイアログ ボ
ックスの 選択基準 領域で定義した値がパラメータになります。

[レポート] の [データ] ページ
レポート > レポート ビュー > データ
データ ページは、選択したレポートの結果のパラメータと値を表形式で表示する、読み取り専用の結果プ
レビューの役割を果たします。 最初の行には、レポート テンプレートから、現在のレポートのメタ情報が
表示されます。 データに含まれるリンクはクリックでき、クリックすると参照場所が表示されます。
問い合わせた要件、テスト、または実行計画に、データ ページの結果リストから直接アクセスできます。
これを行うには、クエリに ProjectID 列とリンク先要素の相応する ID を含める必要があります。
ID 説明
RequID この列を問い合わせると、レポートの データ ページで要件へのリンクが有効になります。
TestDefID この列を問い合わせると、レポートの データ ページでテストへのリンクが有効になります。
ExecDefID この列を問い合わせると、レポートの データ ページで実行計画へのリンクが有効になりま

す。
クエリの結果に ProjectID と、RequID、TestDefID、または ExecDefID のいずれかが両方含まれており、
列名としてこれらの用語を正確に使用している場合は、その要素 ID の列の値が データ ページにリンクと
して表示されます。 このようなリンクをクリックすると、Test Manager はツリー内のその要素にスイッ
チします。
ヘッダーを表示 チェック ボックスをオンにすると、レポートのその他のメタ プロパティ（名前、プロジェ
クト、説明など）が データ ビュー に表形式で表示されます。

注: デフォルトでは最初の 100 件の結果行のみが表示されます。 リスト ボックスから、以下の別の
ビュー オプションを選択できます。
• すべての行を表示
• 最初の 500
• 最初の 1000

[レポート] ページ
レポート > レポート ビュー > レポート
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レポート ページは、書式設定されたレポートとしてデータを表示するために使用されます。 まだ自分のレ
ポートにテンプレートを割り当ててない場合には、レポート ページでいずれか 1 つを選択することができ
ます。
リスト ボックスに利用可能なレポート テンプレートの選択肢が含まれます。 システムによってインスト
ールされた多数のテンプレートの他に、管理 > レポート > レポート テンプレート からアップロードした
カスタム レポート テンプレートもここで利用できます。 カスタム レポート テンプレートの設定とアッ
プロードの詳細については、『SilkCentral 管理モジュール ヘルプ』を参照してください
また、プロパティ タブをクリックし、現在作業しているレポートの書式（Excel、BIRT、CSV、XML）に
対応するダウンロード リンクをクリックして、既存のテンプレートをダウンロードすることもできます。
そのテンプレートを自分のニーズに合わせてカスタマイズしてください。

注: レポートは、レポートのパフォーマンスを向上させるため、キャッシュされます。 レポート デー
タを直ちに更新するには、更新 をクリックします。

プロジェクト概要レポート
レポート > プロジェクト概要レポート
選択したプロジェクトのステータスの概要を含む プロジェクト概要レポート が表示されます。 プロジェ
クト概要レポート には、以下のセクションがあります。
セクション 説明
レポートの一般情報 作業中のプロジェクトの名前、レポー

トの説明、リリース予定日、といった
一般的な情報。

要件 要件のテスト カバレッジ ステータス
すべての要件と優先度の高い要件の
両方について、テスト カバレッジの割
合を図表形式で表示します。

テスト テスト タイプの分布およびテスト実
行結果によって、テストの図表形式が
決定されます。

問題 テストにリンクされているバックロ
グ問題で発見、確定、先送りされ、現
在未解決の問題の量を図表形式で表
示します。

コード分析
従来のコード カバレッジの目的は、テストでどのようなコードがカバーされるかについての情報を提供す
ることです。 このアプローチは通常、ユニット テストのコード カバレッジ情報を取得するのに用いられま
す。 Test Manager のコード分析機能はこれをはるかに凌ぐもので、管理された環境でのユニット テス
ト、機能テスト、負荷テスト（自動と手動の両方）のデータを提供します。 コード カバレッジ測定結果
は、テスト進捗の追跡やテスト計画作業の誘導に利用されます。 Test Manager の革新的なコード カバレ
ッジ アプローチは、特定のテストとテスト対象コードの関係に基づいています。 このアプローチにより、
テストの観点からコード変更の影響/依存関係の分析を行うことができます。 また、特定のコード変更に最
も関係のあるテスト実行の特定に役立つので、テストを最適化するのに役立ちます。
コード分析 ユニットは、AUT（Applications Under Test）、パッケージ/名前空間、クラス、メソッド、お
よびステートメントのコード カバレッジ データを提供し、特定のコードの変更に応じて実行すべきテスト
を決定するテスト影響分析と、特定のコードの変更を適切にカバーするために必要な自動テストと手動テ
ストの時間数を決定する労力分析を実行できるようにします。 これらのコード分析タスクはそれぞれ、設
定済みのレポートを実行することによって開始することができます。 ユニットを特徴付けているものは、
選択したプロジェクトに対してそれまでに作成された製品をすべて一覧表示するナビゲーション ツリーで
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す。 製品階層を展開して、特定のバージョン（最も深いレベルでは特定のビルド）を選択することができ
ます。

コード分析を有効にする
テスト対象アプリケーションからコード カバレッジ データを収集するように Test Manager を構成する
必要があります。 実行 > 詳細ビュー > 配置 にリストされた実行計画はいくつでも構成できます。

Java コード分析

Java の制限事項と前提条件
以下のセクションでは、Test Manager で Java コード分析を有効にするために必要な前提条件と既知の制
限事項を示します。

空白は使用できない
空白は無視できないので、バッチ ファイルや構文を変更するとき追加できません。 使用すると、
java.lang.error メッセージが発生します。 たとえば、Please note that unnecessary whitespace
within the command line will result in an error on initiation as follows. Exception in
thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ….. Directory not empty などです。

テスト対象アプリケーションを起動してから Test Manager を起動しなければならない
テスト対象アプリケーション（AUT）を起動してから、コード カバレッジ実行を開始します。 AUT は Test
Manager から独立して起動する必要があります。これはコード カバレッジがフックできるようにするた
めです。

Java の前提条件
jar ファイル内で呼び出される AUT のメソッドやクラスの種類を見つけるには、AUT が実行されるディレ
クトリに、ファイル sctmcc.dll が存在する必要があります。 このファイルは、ヘルプ > ツール > Java
コード分析エージェント を選択することで、Test Manager の GUI から直接ダウンロードできます。 コー
ド分析は Java 1.4、1.5、1.6 で動作します。 ただし、仮想マシン（VM）を起動するときの DLL のロー
ド方法に違いがあります。
AUT をコマンド ラインから起動するときには、sctmcc.dll をロードするために以下の引数を VM に渡す必
要があります。
Java 1.4 -Xrunsctmcc:port=19129,<options>
Java 1.5 および 1.6 -agentlib:sctmcc=<options>

Java コード分析オプション
サポートされているすべての Java バージョンについて、以下のオプションを使用できます。
オプション 説明
port=19129 コード カバレッジ サービスのポート
coveragetype="line" 指定可能な値は line または method です。 Test

Manager でコード カバレッジ情報を取得するには、
line を使用する必要があります。

coveragepath={"library1.jar";
“library2.jar"}

コード カバレッジ情報を監視するための JAR ライ
ブラリ

name="ServerName" 監視されるアプリケーションの名前
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オプション 説明
filters={profilingExample.*,java.lang.*,!
java.util.*}

大きな JAR ファイルでは、フィルタを作成し、生成
される、JAR カバレッジ データに含まれるクラスの
サブセットを定義できます。 このフィルタの例で
は、profilingExample パッケージ、java.lang パッケ
ージ、およびサブパッケージに含まれるクラスに対し
て、カバレッジ データが生成されるように指定して
います。 さらに、感嘆符を使用して、java.util パッ
ケージとすべてのサブパッケージに含まれるクラス
に対しては、カバレッジ データが生成されないよう
に定義しています。

注: 包含と除外の両方がフィルタで指定されて
いる場合は、除外が最初に評価されます。 あ
るクラスがフィルタの包含と除外の両方に含
まれる場合、そのクラスは除外され、カバレッ
ジ データは生成されません。 filter オプショ
ンが指定されていない場合は、使用したすべて
のクラスに対してカバレッジ データが生成さ
れます。ただし、coveragepath オプションが
設定されている場合は、カバレッジ パスに指
定されているすべてのクラスだけがカバレッ
ジ データ生成の対象となります。

Java コード分析の例
Java 1.5 および 1.6：

"<java_home_directory>\bin\java" -agentlib:sctmcc=port=19129,
  coveragetype="line",
  coveragepath={"C:\dev\deploy\lib\library1.jar";"C:\dev\deploy\lib
\library2.jar"},
  name="myAUTserver" com.caucho.server.http.HttpServer,
  filters={java.lang.*,!java.util.*}
Java 1.4 の場合：

C:\Java\j2sdk1.4.2_06\bin\java.exe -Xrunsctmcc:port=19129,
  coveragetype="line",
  coveragepath={"C:\Program Files\Silk\SilkTest\JavaEx\JFC\swingall.jar";
  "C:\Program Files\Micro Focus\SilkTest\JavaEx\JFC
\Swing11TestApp.jar"},
  name="Test Application",
  filters={java.lang.*,!java.util.*} -Dsilktest.tafont=arialuni.ttf -cp .;
%FontDir% ta

.NET コード分析

.NET コード分析と手動テスト
以降のセクションでは、Test Manager に同梱されている DevPartner .NET コード カバレッジ コンポー
ネントのインストールおよび使用に必要な手順について説明します。 次に示す例では、手動テストおよび
AUT 1 つを使用して開始します。 自動テストを使用する場合は、まず次の手順を読んで理解してから、

「.NET コード分析と自動テスト」というトピックを参照してください。
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注: Test Manager/.NET コード カバレッジの機能を使用するには、Test Manager - DevPartner コ
ンポーネントを使用する必要があります。 Test Manager-DevPartner コンポーネントは、
DevPartner 10.1 以下がインストールされているマシンにはインストールできません。
注: .NET コード分析では、.NET AUT のコンパイル時に生成される PDB ファイルが AUT 実行可能フ
ァイルと同じディレクトリに存在する必要があります。 AUT の PDB ファイルが利用できない場合
は、.NET コード分析の機能は使用できません。

手動テストのワークフロー

Windows コード分析フレームワークと DevPartner 分析をインストールする
1. テスト対象アプリケーションをホストしているマシンに移動します。
2. Test Manager を開きます。
3. ヘルプ > ツール に進み、Windows Code Analysis Framework をクリックします。

CAFramework.exe のダウンロードのプロンプトが表示されます。 CAFramework.exe には、Code
Analysis Framework および DevPartner Analytics パッケージのインストールが含まれます。

注: 同じコード分析フレームワークに対して複数のテストを同時実行する、複数実行サーバーはサ
ポートされていません。

4. ダウンロード ファイルをクリックして、インストールを開始します。 Windows Code Analysis
Framework をインストールします。 インストールの終わりに、DevPartner Analytics のプロンプト
が表示されます。 適切なインストール画面で DevPartner Analytics Installation チェックボック
スをオンにし、このコンポーネントをインストールします。 このインストールの終了時に、すべての必
要なファイルがインストールされ、適切なサービスが開始されます。 サービスの名前は SilkCentral
Code Analysis Service です。

AUT を起動するために DPAnalysis を設定する
1. DPAnalysis.exe を指す .BAT ファイルを作成します。 たとえば、次のようになります。

"C:\Program Files\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /cov /
USE_AUTOMATION_INTERFACE 
/W "C:\Common\Development\MYAPP" 
/P "C:\Common\Development\MYAPP\MyApp.exe"

2. 上記の例では、読みやすくするために複数の行に分けられています。 作成する .BAT ファイルは 1 行に
する必要があります。 次のように変更します。
a) 1 行目が dpanalysis.exe へのインストール パスになるようにします。 スイッチ 2 つは必須です。
b) 2 行目には、必須のスイッチが含まれ、実行可能ファイルおよび PDB へのパスを含める必要があり

ます。
c) 3 行目には、必須のスイッチが含まれ、テスト アプリケーションへの絶対パスおよびアプリケーシ

ョン名を含める必要があります。
3. .BAT ファイルをダブルクリックして、DPAnalysis にアプリケーションを起動させます。
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DPAnalysis.exe の実行の詳細については、「DpAnalysis.exe の使用」というトピックを参照してくださ
い。 このトピックおよび関連トピックには、追加スイッチ、および複数のテスト対象アプリケーションが
ある場合の設定ファイルの使用方法についての情報が記載されています。

コード分析用に Test Manager を設定する
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. AUT の機能をテストするステップのある手動テストを含む既存の実行計画を開きます。
3. 配置 タブをクリックします。
4. コード分析設定 で、編集 をクリックして コード分析設定の編集 ダイアログ ボックスを表示します。
5. コード分析を有効にする がオンになっていることを確認します。
6. コード分析プロファイル リストから DevPartner .NET コード分析 を選択します。
7. ホスト名 フィールドに、ホスト名、コロン、ポート番号の順に入力します。 たとえば、localhost:

19129 などです。
コード分析フレームワークのデフォルト ポートは 19129 です。 xml ファイルを使用すると、指定した
ポートでコード分析フレームワークが実行されるように設定できます。<install dir>\Code Analysis
\CodeAnalysisConfig.xml

8. OK をクリックします。
9. 実行 領域の 実行 をクリックしてテストを実行します。
10.実行 ダイアログ ボックスで、すべてのテスト がオンになっていることを確認します。
11.実行計画に対するビルドの設定 で、実行計画の適切なビルドを選択します。
12.OK をクリックします。

手動テストを実行する

1. Manual Testing Client を起動します。
2. Manual Testing Client の 受信箱 に表示される手動テストをダブルクリックします。
3. テストの実行 ダイアログ ボックスで、詳細タブをクリックします。
4. コード分析 ラベルの隣にある 開始 をクリックします。
5. AUT で手動テストを実行します。
6. 終了したら、Manual Testing Client に戻り、停止 をクリックします。
再開 は使用しないでください。使用すると、以前のテスト カバレッジがすべて失われ、最後に 再開 -
停止 した分析のみが報告されます。

7. テスト ステップ リストで、各ステップに適切なステータスを入力します。
8. 実行の完了 をクリックし、閉じるをクリックします。
9. Manual Testing Client のアップロードをクリックします。
10.Test Manager に戻り、レポート > コード分析 をクリックします。
11.適切な 製品 ノードおよび ビルド ノードをクリックし、コード カバレッジの結果を参照します。

.NET コード分析と自動テスト
このセクションでは、コード カバレッジを使用するテストを実行したときに発生する可能性がある 2 つの
シナリオについて説明します。 また、実行計画内でテストを作成するための適切な方法についても説明し
ます。
以下のトピックで取り上げる例は、DevPartner コード分析のものですが、構造は他のコード分析ツールで
も同様です。 たとえば、実行計画のセットアップ/クリーンアップ パラメータが異なるだけです。
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自動テストのワークフロー

1 つの AUT に対して 1 つまたは複数のテストを設定する
1 つの実行計画内に 1 つまたは複数のテストがあり、1 つの AUT に対してテストを実行するシナリオの場
合、次のようにテストを作成します。
1. コード分析アプリケーションを起動する ProcessExecutor テストを作成します。

ProcessExecutor の 引数リスト には、開始するコード分析プログラムを指定します。 たとえば、start
cmd /c start cmd /c D:\sctm\dps\startDPS_Simple1.bat です。startDPS_Simple1.bat には
以下が含まれます。
"C:\Program Files\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe"
/cov 
/USE_AUTOMATION_INTERFACE 
/O "D:\SCTM\temp" 
/W "D:\SCTM\DPS\TESTAPP\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug"
/P "D:\SCTM\DPS\TESTAPP\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug
\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"

2. 実行計画を作成します。
3. 実行 > 詳細ビュー をクリックし、実行計画を選択して、セットアップ/クリーンアップ タブをクリッ

クします。
4. 作成済みのテストを セットアップ用テスト として追加します。
5. 自動テスト ツールを使用して AUT を自動化する実行計画にテストを追加します。
6. 省略可能：自動テスト ツールを使用して AUT を自動化する実行計画に別のテストを追加します。
7. ProcessExecutor テストを作成します。
8. 実行 > 詳細ビュー をクリックし、実行計画を選択して、セットアップ/クリーンアップ タブをクリッ

クします。
9. 作成済みのテストを クリーンアップ用テスト として追加します。
ProcessExecutor 引数リスト には、プログラムを終了させるために、次のように指定します: start cmd /
c taskkill /IM SCTMCodeAnalysisTestApp.exe

複数の AUT に対して 1 つまたは複数のテストを設定する
1 つの実行計画内に 1 つまたは複数のテストがあり、複数の AUT に対してテストを実行するシナリオの場
合、次のようにテストを作成します。
1. コード分析アプリケーションを起動する ProcessExecutor テストを作成します。
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ProcessExecutor の 引数リスト には、開始するコード分析プログラムを指定します。 たとえば、start
cmd /c start cmd /c D:\sctm\dps\two_app_dps.cmd です。two_app_dps.cmd には以下が含
まれます。
"C:\Program Files\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe"
/config D:\SCTM\DPS\configuration_file.xml
configuration_file.xml には以下が含まれます。
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration>
    <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000" 
NoUIMsg="true" />
    <Targets RunInParallel="true">
        <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true" 
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >
            <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1" 
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
            <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp\SCTMCodeAnalysisTestApp
\
          SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</Path>
            <Arguments></Arguments>
            <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
        SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
        </Process>
        <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true" >
            <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1" 
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
            <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE\
         QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
            <Arguments></Arguments>
            <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\
         SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
        </Process>
    </Targets>
</ProductConfiguration>

2. 実行計画を作成します。
3. 実行 > 詳細ビュー をクリックし、実行計画を選択して、セットアップ/クリーンアップ タブをクリッ

クします。
4. 作成済みのテストを セットアップ用テスト として追加します。
5. 自動テスト ツールを使用して最初の AUT を自動化する実行計画にテストを追加します。
6. 自動テスト ツールを使用して 2 つ目の AUT を自動化する実行計画に別のテストを追加します。
7. ProcessExecutor テストを作成します。
8. 実行 > 詳細ビュー をクリックし、実行計画を選択して、セットアップ/クリーンアップ タブをクリッ

クします。
9. 作成済みのテストを クリーンアップ用テスト として追加します。
ProcessExecutor 引数リスト には、プログラムを終了させるために、次のように指定します: start cmd /
c taskkill /IM application1.exe /IM Application2.exe

DPAnalysis.exe の使用
DPAnalysis.exe は、.NET アプリケーションをプロファイルできる DevPartner コード カバレッジ アプリ
ケーションです。 このアプリケーションはコマンドラインを使用して起動します。
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このトピックなどに記述されている従来のスイッチを指定して使用したり、さらに設定ファイルを指定す
るスイッチを追加したりできます。 設定ファイルは、コマンドライン文字列が非常に長い場合、または単
一のセッションで複数のアプリケーションを実行する場合に使用できます。
/USE_AUTOMATION_INTERFACE スイッチは必須です。 このスイッチにより、フレームワークと情報を
やり取りするために必要な自動インターフェイス環境が確立されます。 また、ライセンスのチェックも省
略されます。 このスイッチにパラメータはありません。

コマンドラインからの DPAnalysis.exe の実行
DevPartner Studio コード カバレッジ インストール環境には、\Program Files\Micro Focus
\DevPartner Studio\Analysis\ ディレクトリにインストールされるコマンドライン実行可能ファイル
DPAnalysis.exe が含まれています。
コマンドラインから DevPartner Studio コード カバレッジ ツールを実行するには、次の構文およびスイ
ッチを使用します。
DPAnalysis  [/Cov] [/USE_AUTOMATION_INTERFACE] [/E|/D|/R] 
[/W workingdirectory] [/PROJ_DIR] [/H hostmachine] 
[/NOWAIT] [/NO_UI_MSG] [/N] [/F] [/A C:\temp1;C:\temp2] 
[/NO_QUANTUM /NM_METHOD_GRANULARITY /EXCLUDE_SYSTEM_DLLS 
/NM_ALLOW_INLINING /NO_OLEHOOKS /NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS] 
{/P|/S} target [target arguments]

例
分析セッションを開始するスイッチを使用すると、コマンドラインから DPAnalysis.exe を直接使用でき
ます。 たとえば、次のコマンドラインによって、アプリケーション SCTMCodeAnalysisTestApp.exe の
コード カバレッジ セッションが開始されます。
dpanalysis.exe /cov /USE_AUTOMATION_INTERFACE /W "D:\SCTM\DPSCoverageIntegration
\Test App\
SCTMCodeAnalysisTestApp\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug" /P 
"D:\SCTM\DPSCoverageIntegration\Test App\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin
\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"

スイッチ

分析タイプ スイッチ
名前 説明
/Cov[erage] 分析タイプを DevPartner カバレッジ分析に設定します。

注: DPAnalysis.exe ではアンマネージド コードはインストゥルメントされません。 アンマネージド
アプリケーションのパフォーマンス分析データまたはカバレッジ分析データを収集するには、最初に
アプリケーションをインストゥルメントする必要があります。

データ収集スイッチ
指定した対象のデータ収集を有効または無効にしますが、対象の起動は行いません。 省略可能。
名前 説明
/E[nable] 指定したプロセスまたはサービスのデータ収集を有効にします。

/D[isable] 指定したプロセスまたはサービスのデータ収集を無効にします。

/R[epeat] /D スイッチを使用してプロファイリングを無効にするまで、指定したプロセスを実行する
たびにプロファイリングが行われます。
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その他のスイッチ
これらのスイッチは省略可能です。
名前 説明
/W[orkingDir] 対象プロセスまたは対象サービスの作業ディレクトリを指定します。

/PROJ_DIR プレイリストの検索などに使用する、DevPartner Studio プロジェクトのディレクトリ
を指定します。

/N[ewconsole] 専用のコマンド ウィンドウ内でプロセスを実行します。 DPAnalysis.exe を使用して、
キーボード入力が必要なコンソール アプリケーションを分析する場合は、/
NewConsole スイッチを使用して、入力できるコンソール ウィンドウを開く必要があり
ます。

/INCLUSION_FILTER
<filterFile>

/INCLUSION_FILTER スイッチは省略可能です。このスイッチを使用すると、包含フ
ィルタ ファイルを指定できます。 このファイルは、カバレッジ データが SCTM 固有の
XML 形式でフレームワークに提供される場合に使用されます。 このスイッチによって、
フィルタ ファイル内で指定されていないすべてのクラスが、レポート生成プログラムか
ら除外されます。 このスイッチは単一のパラメータを取ります（次を参照）。
/INCLUSION_FILTER <filterFile>
ここで、<filterFile> はプログラム実行中に使用するフィルタ ファイルの完全修飾パス
です。
次のサンプル Inclusion_Filter ファイルは、生成されるレポートに記載される一連のクラ
スを定義した簡単な XML ファイルです。 また、このファイルには <filterClasses> の値
が含まれており、この値によってフィルタを適用するかどうかを指定します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--D:\Public\SCTM Work\ProdAPI_Tester_CSharp_LINES.dpcov-->
<inclusionInfo>
  <filterClasses>false</filterClasses>
  
<includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism.CTCS
_MsgStream</includedClass>
  
<includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism.CTCS
_RecvTask</includedClass>
  
<includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism.CTCS
_TimeStamp</includedClass>
  
<includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism.CTCS
_Tracer</includedClass>
  
<includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism.CMsg
RegisterClientReqMB</includedClass>
</inclusionInfo>

/A[ssembly_dir] カバレッジ分析専用。 参照される DLL/PDB ファイルを含むパスのリスト。 このスイッ
チを使用して、参照される DLL/PDB ファイルのうち、ロードされていないファイルを指
定し、カバレッジ セッション ファイルに表示します。 複数のパスはセミコロン（;）で
区切ります。

分析オプション
分析オプションの例は次のとおりです。
<AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1" 
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
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列 タイプ
/NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE 設定ファイルの分析オプション セクションの必須スイッチ。 値は

必ず「1」とします。
/NO_QUANTUM 他のスレッドで費やされた除外時間を無効にします。
/NM_ALLOW_INLINING インライン メソッドの実行時インストゥルメントを有効にします

（カバレッジおよびパフォーマンスのみ）。
/NO_OLEHOOKS COM の収集を無効にします。

対象スイッチ
追跡する対象は、プロセスまたはサービスのいずれかとして指定します。 必須。 1 つのみ選択します。 対
象名またはパスに続くすべての引数が、その対象に対する引数となります。
名前 説明
/P[rocess] 対象プロセスを指定します（続けてプロセスの引数を指定）。

/S[ervice] 対象サービスを指定します（続けてサービスの引数を指定）。

/C[onfig] 設定ファイルのパス。

DPAnalysis 設定ファイル
XML 設定ファイルを使用して分析セッションを管理するには、/config スイッチおよび適切な構造を持つ
XML 設定ファイルを対象に指定して、コマンドラインから DPAnalysis.exe を実行します。 例：
dpanalysis.exe /config c:\temp\configuration_file.xml
設定ファイルを使用すると、複数のプロセスまたはサービスをプロファイルおよび管理できます。 複数の
プロセスをプロファイルする機能は、Web アプリケーションを分析する場合に特に有効です。

サンプル設定ファイル
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration>
  <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000" NoUIMsg="true" />
     <Targets RunInParallel="true">
          <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true" 
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >
               <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" 
NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
               <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
        SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</Path>
               <Arguments></Arguments>
               <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
        SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
          </Process>
          <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true" >
               <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" 
NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
               <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE
\QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
               <Arguments></Arguments>
               <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development
\SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
          </Process>
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     </Targets>
</ProductConfiguration>

AnalysisOptions 要素
AnalysisOptions で使用する属性は、実行する分析セッションのタイプによって異なります。

注: DPAnalysis.exe では、分析のタイプと一致しない属性を無視します。

<AnalysisOptions 
    SESSION_DIR = "c:\MyDir" 
    SESSION_FILENAME = "myfile.dpcov" 
    NM_METHOD_GRANULARITY = "1" 
    EXCLUDE_SYSTEM_DLLS = "1" 
    NM_ALLOW_INLINING = "1" 
    NO_OLEHOOKS = "1" 
    NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS = "1" 
 NO_QUANTUM="1"
    NO_MACH5 = "1" 
    FORCE_PROFILING = "1"
 ASSEMBLY_DIR = "C:\TEMP1;C:\TEMP2" 
/>

SESSION_DIR
省略可能。 カバレッジ、メモリ、パフォーマンス、およびパフォーマンス エキスパートで使用します。 プ
ロファイルの対象によって生成されるセッション ファイルを保存するディレクトリを指定します。 この
属性がない場合、生成されるセッション ファイルはユーザーの My Documents ディレクトリに配置され
ます。 SESSION_DIR および SESSION_FILENAME の両方がない場合、DPAnalysis.exe はセッションの
最後に保存場所の入力を要求します。

SESSION_FILENAME
省略可能。 カバレッジ、メモリ、パフォーマンス、およびパフォーマンス エキスパートで使用します。 こ
の対象によって生成されるセッション ファイルのセッション名を指定します。 この属性がない場合、
DPAnalysis.exe は対象のイメージ名と番号を組み合わせて一意の名前を作成します（iexplore1.dpprf な
ど）。 ディレクトリを指定せずに名前を指定した場合、ファイルはユーザーの My Documents ディレクト
リに配置されます。 SESSION_FILENAME および SESSION_DIR の両方がない場合、DPAnalysis.exe は
セッションの最後に保存場所の入力を要求します。

NM_METHOD_GRANULARITY
省略可能。 パフォーマンスで使用し、データ収集粒度をメソッドレベルに設定します（デフォルトは行レ
ベル）。 属性を設定するには、1 の値を指定します。 この属性を省略すると、属性が無効になります。

EXCLUDE_SYSTEM_DLLS
省略可能。 パフォーマンスで使用し、システム イメージを除外します。 属性を設定するには、1 の値を指
定します。 この属性を省略すると、属性が無効になります。

NM_ALLOW_INLINING
省略可能。 カバレッジおよびパフォーマンスで使用し、分析詳細のレベルを指定します。 インライン メソ
ッドの実行時インストゥルメントを有効にします。 インライン関数をインストゥルメントする プロパテ
ィと同じです。 インライン関数をインストゥルメントするには、1 の値を指定します。 この属性を無効に
するには、属性を省略します。
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NO_OLEHOOKS
省略可能。 パフォーマンス分析で使用し、システム オブジェクトの追跡を有効化します。 属性を設定する
には、1 の値を指定します。 この属性を省略すると、属性が無効になります。

NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS
省略可能。 メモリ分析で使用し、割り当てオブジェクトを追跡する場合に、システム オブジェクトまたは
サードパーティ オブジェクトの割り当てを無視します。 属性を設定するには、1 の値を指定します。 この
属性を省略すると、属性が無効になります。 デフォルトの状態（無効）では、アプリケーションがシステ
ム リソースまたはプロファイルされていない他のリソースを使用する場合に行われるメモリ割り当てを確
認できます。

NO_QUANTUM
省略可能。 パフォーマンス分析およびパフォーマンス エキスパート分析で使用し、他の実行中アプリケー
ションのスレッドで費やされた時間を除外します。 属性を設定するには、1 の値を指定します。 この属性
を省略すると、属性が無効になります。

FORCE_PROFILING
省略可能。 パフォーマンス分析およびカバレッジ分析で使用し、マネージドコードまたは DevPartner
Native C/C++ Instrumentation なしで記述されたアプリケーションのプロファイルを強制します。 属
性を設定するには、1 の値を指定します。 この属性を省略すると、属性が無効になります。

ASSEMBLY_DIR
省略可能。 カバレッジ分析で使用し、カバレッジ セッション ファイルに表示する、参照済みで未ロードの
アセンブリを含む絶対パスを指定します。 複数のロケーションはセミコロンで区切ります。 この属性を
省略すると、属性が無効になります。

要素情報
出現回数 Process または Service ごとに 0 または 1 回
親要素 Process、Service
内容 なし

備考
省略可能。 指定した対象プロセスまたは対象サービスの実行時属性を定義します。 Visual Studio の [プ
ロパティ] ウィンドウからアクセス可能な DevPartner の [カバレッジ]、[メモリ]、および [パフォーマン
ス] の各プロパティに対応する属性。

例
次に、Service 内で AnalysisOptions を使用する構造の例を示します。
<Service CollectData="true"> 
  <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="1" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1" 
NM_ALLOW_INLINING="1" 
  NO_OLEHOOKS="1" ASSEMBLY_DIR="C:\TEMP">
</Service>

Arguments 要素

構文
<Arguments>/arg1 /arg2 /arg3</Arguments>
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属性
なし

要素情報
出現回数 Process または Service ごとに 0 または 1 回
親要素 Process、Service
内容 なし

備考
省略可能。 省略した場合のデフォルトはありません。 対象プロセスまたは対象サービスに渡される引数。

例
次に、Process 要素内で Arguments を使用する例を示します。
<Process CollectData="true">
 <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments> 
</Process>

ExcludeImages 要素

構文
<ExcludeImages> 
  <Image>ClassLibrary1.dll</Image>
  <Image>ClassLibrary2.dll</Image>
</ExcludeImages>

属性
なし

要素情報
出現回数 Process または Service ごとに 0 または 1 回
親要素 Process、Service
内容 Image

備考
省略可能。 省略した場合のデフォルトはありません。 イメージのリストを少なくとも 1 つ指定します（最
大数なし）。対象プロセスまたは対象サービスがこのリストに含まれるイメージをロードしても、イメージ
のプロファイルは行われません。

例

次に、Process 要素内で ExcludeImages を使用する構造の例を示します。 Image 要素が
ExcludeImages 内に含まれていることに注意してください。
<Process CollectData="true"> 
 <ExcludeImages>
   <Image>ClassLibrary1.dll</Image>
   <Image>ClassLibrary2.dll</Image>
 </ExcludeImages>
</Process> 
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Host 要素

構文
<Host>hostmachine</Host>

属性
なし

要素情報
出現回数 Process または Service ごとに 0 または 1 回
親要素 Process、Service
内容 ホスト マシンの名前

備考
省略可能。 省略した場合のデフォルトはありません。 対象プロセスまたは対象サービスのホスト マシン
を設定します。

例
次に、Service 内で Host を使用する構造の例を示します。 この例には、必須の Name 要素が含まれてい
ることに注意してください。
<Service CollectData="true">
  <Name>ServiceApp</Name>
  <Host>remotemachine</Host> 
</Service>

Name 要素

構文
<Name>MyServiceName</Name>

属性
なし

要素情報
出現回数 1
親要素 Service
内容 サービス名

備考
必須。 サービス制御マネージャに登録されたサービスの名前。 この名前は、システムの NET START コ
マンドに使用する名前と同じです。
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例
次に、Service 内で Name を使用する構造の例を示します。
<Service CollectData="true">
 <Name>ServiceApp</Name> 
</Service>

Path 要素

構文
<Path> c:\MyDir\target.exe </Path>

属性
なし

要素情報
出現回数 1
親要素 Process
内容 実行可能ファイルのパス

備考
必須。 実行可能ファイルの完全修飾パスまたは相対パスを指定します。 実行可能ファイルが現在のディ
レクトリに存在する場合は、パスなしで実行可能ファイル名を指定できます。

例
次に、Process 要素内で Path を使用する構造の例を示します。
<Process CollectData="true">
  <Path>ClientApp.exe</Path>
</Process>

Process 要素

構文
<Process CollectData="true or false" 
   Spawn="true or false"
      NoWaitForCompletion="true or false"
      NewConsole="true or false"
   RepeatInjection="true or false"> ...
</Process>

属性
/D スイッチを使用してプロファイリングを無効にするまで、指定したプロセスを実行するたびにプロファ
イリングが行われます。
CollectData 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで

true に設定されます。 対象プロセスのプロファイリングを有効にするかど
うかを指定します。

Spawn 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
true に設定されます。 指定された対象を、DPAnalysis.exe が生成するかど
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うかを指定します。 aspnet_wp.exe または w3wp.exe については true に
設定しないでください。 DevPartner は ASP.NET ワーカー プロセスを直接
生成できません。 ASP.NET ワーカー プロセスは対象 Web ページを開いて
起動します。

NoWaitForCompletion 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 デフォルトの場合は、プロセスが完了するまで待機
します。 true に設定すると、DPAnalysis.exe は対象が実行を開始するまで
のみ、待機します。 DPAnalysis.exe は（Host 要素を使用した）リモート マ
シン上のプロセスを待機しません。 RuntimeAnalysis 要素の
MaximumSessionDuration 属性は NoWaitForCompletion より優先されま
す。

NewConsole 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 DPAnalysis.exe は自身のコンソール ウィンドウ内
で対象を実行します。 デフォルトの場合は、DPAnalysis.exe コマンドライン
を入力したコンソールと同じコンソールが使用されます。 DPAnalysis.exe
を使用して、キーボード入力が必要なコンソール アプリケーションを分析す
る場合は、/NewConsole スイッチを使用して、入力できるコンソール ウィン
ドウを開く必要があります。

RepeatInjection 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 明示的に false を指定するまで、対象が実行されるた
びに DPAnalysis.exe は対象をプロファイルします。

要素情報
出現回数 1 回以上
親要素 Target
内容 AnalysisOptions、Path、Arguments、WorkingDirectory、ExcludeImages

備考
対象の実行可能ファイルを指定します。

例
次に、Process を使用する構造の例を示します。この例には、AnalysisOptions、Path、Arguments、お
よび WorkingDirectory の各タグが含まれています。
<Targets RunInParallel="true">
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true" 
NewConsole="true"> 
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
    <Path>ClientApp.exe</Path> 
    <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process> 
</Targets>

RuntimeAnalysis 要素

構文
<RuntimeAnalysis Type="Coverage" NoUIMsg="false" 
NM_INCLUSION_FILTER="Q:\AppDir\InclusionFilter.xml">

424 | SilkCentral Test Manager 12.0



属性
Type 必須：指定可能な選択肢は Performance、Coverage、Memory、また

は Expert です。 一覧表示されるすべての対象の分析タイプを指定しま
す。

MaximumSessionDuration 省略可能：省略した場合のデフォルトはありません。 指定した場合、
DPAnalysis.exe はセッションの実行をこの期間に制限します。 たとえ
ば、MaximiumSessionDuration="60" を指定してからサービスのプロ
ファイリングを開始した場合（サービスには
RestartAtEndOfRun="true" を指定）、60 秒後に DPAnalysis.exe はサ
ービスを停止して再起動します。

NoUIMsg 省略可能：省略した場合はデフォルトで false が使用されます。 true に
設定すると、DPAnalysis.exe はセッション期間中に表示される UI エラ
ー メッセージをすべて抑制します。 この属性を true に設定すると、セ
ッションを無人実行する場合、または数多くのテストを連続で実行する
場合に有効です。

NM_INCLUSION_FILTER 省略可能：Inclusion Filter ファイルの指定を可能にします。 このファイ
ルは、カバレッジ データが SCTM 固有の XML 形式でフレームワークに
提供される場合に使用されます。 このスイッチによって、フィルタ ファ
イル内で指定されていないすべてのクラスが、レポート生成プログラム
から除外されます。 このスイッチは単一のパラメータを取ります。

要素情報
出現回数 1
親要素 ProductConfiguration
内容 なし

備考
必須。 分析のタイプおよび最大セッション時間を定義します。

例
次に、ProductConfiguration タグに続けて RuntimeAnalysis を使用する構造の例を示します。 この例で
は、Type 属性にパフォーマンス分析が指定され、最大期間が 1000 秒、および UI エラー メッセージを抑
制するように設定されています。
<?xml version="1.0" ?> 
<ProductConfiguration xmlns="http://www.microfocus.com/products"> 
<RuntimeAnalysis Type="Performance" MaximumSessionDuration="1000" NoUIMsg="true"/>

Service 要素

構文
<Service 
      CollectData = "true or false" 
      Start = "true or false" 
      RestartIfRunning = "true or false"
      RestartAtEndOfRun = "true or false" 
      RepeatInjection = "true or false" 
      > 
      ... 
</Service>
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属性
CollectData 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで

true に設定されます。 対象サービスのプロファイリングを有効にするかどうか
を指定します。

Start 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
true に設定されます。 指定された対象を、DPAnalysis.exe が起動するかどうか
を指定します。 false に設定すると、この対象のプロファイリングは有効になり
ますが、対象は起動されません。プロファイリングが開始されるのは、サービス
が次回起動したときになります（起動方法は問わず）。

RestartIfRunning 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 RestartIfRunning を true に設定すると、指定したサー
ビスがホスト コンピュータ上で動作している場合、DPAnalysis.exe はそのサー
ビスの再起動を試みます。

RestartAtEndOfRun 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 true を指定すると、DPAnalysis.exe は実行の最後に（セ
ッション ファイルを生成して）サービスの再起動を試みます。 このサービスが、
プロファイルされる唯一のプロセスである場合は、この属性を false に設定しま
す。

RepeatInjection 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで
false に設定されます。 明示的に false を指定するまで、対象が実行されるたび
に DPAnalysis.exe は対象をプロファイルします。

要素情報
出現回数 設定ファイルには少なくとも 1 つの Process 要素または 1 つの Service 要素が含まれている

必要があります。
親要素 Targets
内容 AnalysisOptions、Path、Arguments、Working Directory、ExcludeImages、Name、Host

備考
対象サービスを指定します。

例

次に、Targets 要素内で Service を使用する構造の例を示します。
<Targets RunInParallel="true"> 
  <Service CollectData="true" Start="true" RestartIfRunning="true" 
RestartAtEndOfRun="true"> 
  <Name>ServiceApp</Name>
  </Service> 
</Targets>

Targets 要素

構文
<Targets RunInParallel="true or false">   ...             
</Targets>

426 | SilkCentral Test Manager 12.0



属性
RunInParallel 省略可能。 true または false を指定します。 省略した場合はデフォルトで true に設

定されます。 複数の対象を指定する場合は、対象の実行方法を定義します。
RunInParallel が true の場合、DPAnalysis は対象プロセスおよび対象サービスを連続
して起動します。複数の対象が同時に実行されます（並列）。 false の場合、DPAnalysis
はプロセス N が起動して終了した後にのみ、対象 N + 1 を起動します。一度に 1 つの
対象が実行されます（逐次）。

要素情報
出現回数 1
親要素 RuntimeAnalysis
内容 Process、Service

備考
必須。 1 つまたは複数の <Process> エントリまたは <Service> エントリのブロックを開始します。 対
象プロセスおよび対象サービスは、設定ファイルに表示されている順序で起動します。

例
次に、Targets を使用して 1 つの <Service> 要素および 2 つの <Process> 要素の分析を指定する構造の
例を示します。 RunInParallel が true なので、この例では対象が並列に実行されることに注意してくださ
い。
<Targets RunInParallel="true"> 
  <Service CollectData="true" Start="true"> 
    <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="0" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1" />
                <Name>ServiceApp</Name>
                <Host>remotemachine</Host> 
  </Service> 
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true">
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" /> 
    <Path>ClientApp.exe</Path> 
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process> 
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"> 
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
    <Path>TestApp02.exe</Path>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>

WorkingDirectory 要素

構文
<WorkingDirectory> c:\MyWorkingDir </WorkingDirectory>

属性
なし
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要素情報
出現回数 Process または Service ごとに 1 回
親要素 Process、Service
内容 対象ディレクトリへのパス

備考
省略可能。 省略した場合のデフォルトはありません。 対象プロセスまたは対象サービスの作業ディレク
トリを設定します。

例
次に、親 Process 要素の入れ子にして WorkingDirectory を使用する構造の例を示します。
<Process CollectData="true">
<WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
</Process>

実行計画でのコード分析を有効にする
実行計画でのコード分析を有効にするには：
1. メニューで 実行計画 > 詳細ビュー をクリックします。
2. 実行 ツリーで、実行計画を選択します。
3. 配置 タブをクリックします。
4. 配置 ページの コード分析設定 セクションで、編集 をクリックします。 コード分析設定の編集 ダイア

ログ ボックスが表示されます。
5. コード分析を有効にする チェック ボックスをオンにします。
6. コード分析プロファイル リスト ボックスからプロファイルを選択します。
7. ホスト名 テキスト ボックスに、コード分析情報を収集するホスト名 (デフォルト ポート 19129 を使用

しない場合は、ポートを付けて) のカンマ区切りリストを入力します。
例：labmachine1, labmachine2:8000, 198.68.0.1。 実行計画ごとに、AUT が実行しているマシ
ン リソースのホスト名を定義する必要があります。 たとえば、クライアント/サーバー システムでは、
クライアント（たいていは実行サーバーで直接実行されている）のコード カバレッジ情報を収集するだ
けでなく、サーバー（別のマシンで実行されている可能性のある）からもデータを収集する必要があり
ます。 このことは、すべてのマルチタイヤ アプリケーションに該当します。

注: JUnit コード分析の実行の場合は、ホスト名を指定する必要はありません。

8. 設定を保存するには、OK をクリックします。
注: 実行計画に対してコード分析を定義すると、それ以降に実行計画を実行するたびに、定義されて
いるホスト名からコード カバレッジ情報が収集されます。 アクティビティ ページで実行を監視して
いると、Test Manager がテストのソースを収集した後でテスト実行を開始する前にコード カバレッ
ジの完全な情報を収集するのがわかります。 実行中は、各 Test Manager 実行サーバーに統合されて
いるコード カバレッジ コントローラが、定義されているすべてのホストを制御します。 実行計画の
テストごとに、コントローラは、すべての関連するインスタンスを開始および停止し、テストに対す
る XML ベースのコード カバレッジ ファイルを収集して、結果を 1 つのファイルにマージします。
その後、テストは、マージされたコード カバレッジ ファイルを実行結果に保存します。

[コード分析] の [詳細] ページ
レポート > コード分析 > 詳細
詳細 ページには、選択した製品、バージョン、ビルドのコードカバレッジ情報が製品、パッケージ、クラ
スの各レベルで表示されます。
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製品 レベル ビューには、特定の製品や製品ビルドのパッケージのうち、コード分析でカバーされているも
のとそうでないものが一覧表示されます。 製品 ビューのパッケージ名をクリックすることで、さらに、そ
のパッケージに含まれているクラスのコードカバレッジ情報を表示できます。
製品 ビューには、選択した製品について以下の属性が表示されます。
属性 説明
名前 製品名
ステートメント ステートメント総数
パッケージ/名前空間 以下の数値が含まれているヒストグラム バー表示

• カバーされているパッケージ/名前空間の合計割合
（%）

• カバーされているパッケージ/名前空間の数（緑色の部
分）

• カバーされていないパッケージ/名前空間の数（赤色の
部分）

クラス 以下の数値が含まれているヒストグラム バー表示
• カバーされているクラスの合計割合（%）
• カバーされているクラスの数（緑色の部分）
• カバーされていないクラスの数（赤色の部分）

メソッド 以下の数値が含まれているヒストグラム バー表示
• カバーされているメソッドの合計割合（%）
• カバーされているメソッドの数（緑色の部分）
• カバーされていないメソッドの数（赤色の部分）

パッケージ レベル ビューには、特定の製品や製品ビルドのクラスのうち、コード分析でカバーされている
ものとそうでないものが一覧表示されます。 パッケージ ビューのクラス名をクリックすることで、さら
に、そのクラスに含まれているメソッドのコードカバレッジ情報を表示できます。
パッケージ ビューには、選択した製品の各パッケージの以下の属性が、複数行にわたって表示されます。
属性 説明
パッケージ パッケージ名
ステートメント ステートメント総数
クラス 以下の数値が含まれているヒストグラム バー表示

• カバーされているクラスの合計割合（%）
• カバーされているクラスの数（緑色の部分）
• カバーされていないクラスの数（赤色の部分）

メソッド 以下の数値が含まれているヒストグラム バー表示
• カバーされているメソッドの合計割合（%）
• カバーされているメソッドの数（緑色の部分）
• カバーされていないメソッドの数（赤色の部分）

クラス レベル ビューには、特定の製品や製品ビルドのメソッドのうち、コード分析でカバーされているも
のとそうでないものが一覧表示されます。
クラス ビューには、各メソッドの以下の属性が、複数行にわたって表示されます。
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属性 説明
名前 メソッド名
シグニチャ メソッド シグニチャ
ステートメント ステートメント総数
カバー メソッドの [カバー] ステータス

• はい の場合はメソッドがカバーされていることを示
します。

• いいえ の場合はメソッドがカバーされていないこと
を示します。

注: ページに、一度に表示した場合に応答に影響が出るほど多くの要素がある場合、要素は順に表示
されます。 ページの一番下にあるページ番号のリンクにより、ページに含まれる要素（一度に 1 ペー
ジ）を参照できます。 単一のリストとしてすべての要素を表示するには、[すべて] リンクをクリック
します。

最新ビルドおよびビルド バージョン
ナビゲーション ツリーで製品を選択すると、カバーされている最新バージョン（つまり、そのバージョン
のカバー済み最新ビルド）のパッケージとクラスのリストおよびカバレッジ情報が自動的に表示されま
す。 ナビゲーション ツリーで製品バージョンを選択すると、そのバージョンのカバー済み最新ビルドのカ
バレッジ情報が自動的に表示されます。

注: 同じビルドから複数のアプリケーションを実行している場合は、すべてのアプリケーションから
のカバレッジがマージされます。
注: 一連のビルドにわたるコード分析は、現在、Test Manager ではサポートされていません。

結果の取りまとめ
実行計画のテスト実行がいったん完了したら、その結果を確認することができます。 テストの結果ごとに、
実行計画の新しい結果ファイル FullCoverageInfo.xml と付加的な CodeCoverageInfo.xml ファイルが
生成されます。 Test Manager では、これらの結果ファイルを使用して、すべてのコード分析データを集
計および計算します。

注: 集計されたデータはすぐには利用できず、計算結果はまとめるのに時間がかかる場合があります。

コード分析と Manual Testing Client
Manual Testing Client では、コード分析情報を用いたテスト実行がサポートされます。 既に Test
Manager 内でテスト実行のときにコード分析情報を収集できるようになっている場合は、その設定が
Manual Testing Client で自動的に利用可能です。 ただし、Manual Testing Client 内から実行計画のコー
ド分析を有効にする場合は、「Manual Testing Client でのコード分析を有効にする」を参照してください。

Manual Testing Client でのコード分析を有効にする
Manual Testing Client で実行計画のコード分析を有効にするには：
1. Manual Testing Client で、編集 > コード分析設定の編集 に移動します。 コード分析設定の編集 ダイ

アログ ボックスが開きます。
2. パッケージ<パッケージ名>のコード分析を有効にする チェック ボックスをオンにします。

注: コード分析を有効にすると、Manual Testing Client でテストを実行できます。 ただし、テス
トを実際に開始する前に、テストの実行 ダイアログ ボックスの 詳細 ページで コード分析：開始
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をクリックする必要があります。 これにより、手動テストを実行している間に、Test Manager が
コード分析情報を収集します。 テストが終了したら、停止 をクリックして、コード分析情報の収
集を停止します。

3. コード分析プロファイル リスト ボックスからプロファイルを選択します。
4. ホスト名 テキスト ボックスに、コード分析情報を収集するホスト名（デフォルト ポート 19129 を使

用しない場合は、ポートを付けて）のカンマ区切りリストを入力します。
例：labmachine1, labmachine2:8000, 198.68.0.1。 実行計画ごとに、AUT が実行しているマシ
ン リソースのホスト名を定義する必要があります。 たとえば、クライアント/サーバー システムでは、
クライアント（たいていは実行サーバーで直接実行されている）のコード カバレッジ情報を収集するだ
けでなく、サーバー（別のマシンで実行されている可能性のある）からもデータを収集する必要があり
ます。 このことは、すべてのマルチタイヤ アプリケーションに該当します。

注: JUnit コード分析の実行の場合は、ホスト名を指定する必要はありません。

5. 設定を保存するには、OK をクリックします。

コード変更影響度レポートを生成する
コード変更影響度レポートを生成するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. コード カバレッジ データを分析するプロジェクトを選択します。
3. メニューで レポート > コード分析 をクリックします。
4. ツールバーの コード変更影響度レポートの作成 をクリックします。 レポート対象クラスの選択 ダイ

アログ ボックスが表示されます。
5. 選択済みの値を変更する場合は、製品 と バージョン を選択します。
追加 をクリックして、選択したクラス 選択リストにクラス ファイルを追加します。
選択したクラス 選択リストのクラスを削除するには、エントリを選択して、削除 をクリックします。
すべて削除 をクリックすると、選択したクラス 選択リストからすべての選択済みクラスが削除されま
す。

6. フィルタ テキスト ボックスに、パッケージ/名前空間をフィルタ処理する条件を入力します。 たとえ
ば、「published」という文字列を入力すると、名前に「published」という文字列が含まれるパッケー
ジ/名前空間のみ表示されます。

7. パッケージ/名前空間 リスト ボックスからパッケージを選択します。
複数のパッケージ/名前空間を選択するには、CTRL + クリック を使用します。
選択したパッケージ/名前空間で使用可能なクラスが、クラス リスト ボックスに表示されます。

8. クラス リスト ボックスで、レポートにソースとして含めるクラスを選択します。
複数のクラスを選択するには、CTRL + クリック を使用します。

9. 追加 をクリックします。 選択したクラスが 選択したクラス リスト ボックスに追加されます。
10.必要なすべてのクラスを 選択したクラス リストに追加するまで、前のステップを繰り返して、クラス

ファイルを 選択したクラス リスト ボックスに追加します。
11.レポートの選択 リスト ボックスから、レポートを選択します。
12.OK をクリックしてレポートを生成します。

[レポート対象クラスの選択] ダイアログ ボックス
レポート > コード分析 > コード変更影響度レポートの作成
レポート対象クラスの選択 ダイアログ ボックスでは、コード変更影響度レポートにソースとして含めるク
ラス ファイルを選択することができます。 ダイアログ ボックスには、次の要素が含まれます。
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要素 説明
製品 コード分析情報が必要な製品の名前。
バージョン コード分析情報が必要な製品のバージョン。
フィルタ パッケージのフィルタリング条件を入力します。 たとえ

ば、コード変更影響度レポートに published という文字
列を入力すると、名前に「published」という文字列が含
まれるパッケージのリストのみが表示されます。

パッケージ/名前空間 選択したバージョンでのカバレッジが指定された製品パ
ッケージ/名前空間。

クラス 選択したパッケージに含まれるすべてのクラス。
追加 クリックすると、コード カバレッジ分析の対象となる選

択済みクラスが追加されます。
選択したクラス コード カバレッジ分析の対象となる選択済みクラスが表

示されます。
削除 クリックすると、選択したクラス リスト ボックスからす

べての選択済みクラスが削除されます。
すべて削除 クリックすると、選択したクラス リスト ボックスからす

べてのクラスが削除されます。
レポートの選択 コード変更影響度レポートのタイプ。

パッケージ/名前空間のコード カバレッジ情報を表示する
パッケージ/名前空間のコード カバレッジ情報を表示するには：
1. メニューで プロジェクト > プロジェクト リスト をクリックします。
2. コード カバレッジ情報を表示するプロジェクトを選択します。
3. メニューで レポート > コード分析 をクリックします。
4. コード分析 ツリーで、ナビゲーション ツリーのプロジェクト ノードを展開し、選択したプロジェクト

で使用可能な製品を表示します。
5. 製品ノードを展開して、その製品で使用可能なバージョンを表示します。
6. バージョン ノードを展開して、そのバージョンで使用可能なビルドを表示します。
7. 特定のビルドを選択します。 選択したビルドのコード カバレッジ情報が、詳細 ページに表示されま

す。
注: すべての製品のコード分析情報を表示するには、ツールバーの すべての製品を表示 をクリックし
ます。 他のプロジェクトの製品は、他のプロジェクト ノードの下のリストに表示されます。

フィルタ
フィルタ
フィルタは、こまごました無関係な情報を除外しつつ必要な情報を正確に見つけるための効率的な手段と
なります。 フィルタを利用すると、自分のニーズに関係のある要素だけを強調表示し、テストの要素と実
行計画をすばやくソートすることができます。 グローバル フィルタを定義することで、Test Manager 全
体を通して利用可能な複雑なフィルタ条件を作成できるので、リストをフィルタリングする必要があるた
びにフィルタ条件を定義しなくても済みます。
独自のニーズに応じて、新規フィルタの作成、既存フィルタの編集、フィルタの選択、フィルタの削除、
フィルタリングの無効化をプロジェクト レベルで行うことができます。 プロジェクトには、デフォルト フ
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ィルタは含まれません。 フィルタへのアクセスおよび編集は、Test Manager ユニットのツールバーおよ
び プロジェクト設定 ユニットから行うことができます。

注: フィルタはレポートには適用されません。 最近の変更点 フィルタを使用すると、ユーザーが最後
に変更を承認してから他のユーザーがプロジェクト全体でテストに対して行った変更や追加の内容
を、表示したり承認することができます。 テスト 領域にある 変更点のみ表示/すべて表示 トグル ボ
タンと 承認 ボタンは、他のユーザーがどのような変更を行ったかを調べるのに役立ちます。 システ
ム管理者は、テストの設定が変更されたときにそれを警告するように、電子メール通知を設定するこ
とができます。 電子メールによる警告には、最近の変更点を直接表示できるリンクが付いています。

グローバル フィルタの詳細
グローバル フィルタを使用すると、Test Manager 領域で要素をすばやくソートして、自分のニーズに関
係のあるものだけを強調表示することができます。
グローバル フィルタの詳細を表示するには、メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェク
ト設定 > フィルタ をクリックし、フィルタの名前をクリックします。
新しいフィルタを特定のどの Test Manager 領域で使用できるかは、全般的なフィルタ カテゴリを選択す
ることで定義されます。 以下は、全般的なフィルタ カテゴリの一覧です。
全般的なフィルタ カテゴリ 説明
要件 このフィルタは、要件 領域で利用可能になります。
テスト このフィルタは、テスト 領域で利用可能になります。
実行 このフィルタは、実行 領域で利用可能になります。
全般的なフィルタ カテゴリ（下表の左側）に応じて、以下の属性カテゴリ（下表の右側）が利用可能にな
ります。
フィルタ カテゴリ 属性カテゴリ
要件 • テスト属性

• テスト パラメータ
• テスト プロパティ
• SilkTest Classic テスト プロパティ
• 要件プロパティ
• 要件カバレッジ
• 入れ子テスト フィルタ
• 入れ子要件フィルタ

テスト • テスト属性
• テスト パラメータ
• テスト プロパティ
• SilkTest Classic テスト プロパティ
• サード パーティ テスト プロパティ
• テストの子ノード
• 要件プロパティ
• 要件カバレッジ
• 割り当て済み問題
• 入れ子テスト フィルタ
• 入れ子要件フィルタ

実行 • 実行定義プロパティ
• 実行定義スケジュール
• 実行計画の実行
• 実行済みテスト コンテナ
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フィルタ カテゴリ 属性カテゴリ

• 実行計画の配置
• 入れ子実行定義フィルタ

各グローバル フィルタでは、プロパティ、演算子、値が、それぞれのリスト ボックスで指定されている必
要があります。
プロ
パテ
ィ

利用可能なプロパティ（そのフィルタ カテゴリによって変わる）。 これは、フィルタ設定の定義対
象となるプロパティを指定します。 属性カテゴリを選択した場合は、プロパティ リストにクエリ
対象のカスタム属性が含まれます。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子はプロパティのタイプによって変わります。 たとえば、文
字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は、=（定義済みの値と等
しい）、不一致（定義済みの値と異なる）、含む（文字列の中に定義済みの値を含んでいる）、含ま
ない（文字列の中に定義済みの値を含んでいない）となります。

値 フィルタ処理を適用する値。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキスト ボックスに入
力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちらかになります。

最近の変更点
最近の変更点 フィルタを使用すると、ユーザーが最後に変更を承認してから他のユーザーがプロジェクト
全体で要件やテスト、実行計画に対して行った変更や追加の内容を、効率的に表示したり承認することが
できます。
ツールバーの右端にある 変更点のみ表示/すべて表示 トグル ボタン と 承認 の 2 つのボタンは、他のユー
ザーがどのような変更を行ったかを調べるのに役立ちます。

注: システム管理者は、テストの設定が変更されたときにそれを警告するように、電子メール通知を
設定することができます。 電子メールによる警告には、最近の変更点を直接表示できるリンクが付い
ています。

フィルタを作成する
フィルタを作成するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. フィルタの新規作成 をクリックします。 フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 新しいフィルタの名前を 名前 フィールドに入力します。

フィルタが選択可能なときに、この名前がリスト ボックスに表示されることになります。
5. 新しいフィルタのカテゴリを カテゴリ リスト ボックスから選択して、このフィルタを以下の特定の

Test Manager 領域で利用できるようにします。
カテゴリ 領域
要件 要件
テスト テスト
実行 実行

6. 新しいプロファイルの説明を 説明 フィールドに入力します。
7. 省略可能：他のユーザーに対してフィルタを表示できるようにするには、他のユーザーが表示可能 チェ

ック ボックスをオンにします。
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8. 省略可能：他のユーザーがフィルタを編集できるようにするには、他のユーザーが編集可能 チェック ボ
ックスをオンにします。

注: 他のユーザーが表示可能 および 他のユーザーが編集可能 のチェックがオンになっている場
合、フィルタは公開されます。 非公開フィルタを削除するには、フィルタの所有者となるか、他
のユーザーの非公開フィルタの削除 許可が必要となります。

9. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、
選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。

注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

10.フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

11.省略可能：新しいフィルタに複数の選択条件を追加する場合は、1 つ追加 をクリックします。 この手
順を繰り返して、新しい選択条件を定義します。

注: 複数の選択条件を定義する場合は、既存の条件に加えてさらに条件を満たす必要があるのかど
うか (AND 関係)、あるいは選択条件のいずれかが満たされたときにフィルタリングの結果が真に
なるのか (OR 関係) を指定する必要があります。 AND か OR のいずれかを選択して、選択条件
間の関係を定義します。 入れ子になった AND/OR 関係は定義できません。

12.省略可能：選択条件を減らすには 1 つ削除 をクリックします。 その結果、最後に追加された選択条件
が削除されます。

13.OK をクリックして新しいフィルタを保存します。この操作を中止する場合は、キャンセル をクリック
します。

詳細フィルタを作成する
詳細カスタム フィルタを利用すると、サンプル フィルタを組み合わせて、複数のフィルタ条件を同時に適
用する複雑なフィルタを作成できます。
詳細カスタム フィルタを作成するには：
1. メニューで、適切な領域、実行計画、要件、または テスト を選択します。
2. 新規カスタム フィルタを作成します。

詳細については、「フィルタを作成する」を参照してください。
3. さらに表示 をクリックして、2 つ目のフィルタ パラメータ セットを定義するためのフィールドを表示

します。
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4. フィルタ クエリの適用に使用する論理演算子を選択します。 たとえば、論理演算子 AND でフィルタさ
れる要素は両方の条件セットを満たす必要があり、論理演算子 OR でフィルタされる要素は条件セット
の一方または両方を満たす必要があります。

5. フィルタ パラメータ文字列を削除するには、  をクリックします。
6. 追加のフィルタ パラメータ フィールドを表示して、フィルタ クエリを追加するには、さらに表示 をク

リックします。 余分なフィルタ パラメータ セットを削除するには、1 つ削除 をクリックします。

フィルタを適用する
カスタム フィルタを作成して保存すると、そのフィルタを選択したツリーに適用できます。 カスタム フィ
ルタは、要件、テスト、実行計画に対して適用できます。 適用されたフィルタの条件に一致する要素だけ
が、ツリーに表示されます。

注: フィルタで選出された要件は読み取り専用フォームで返され、編集できません。 フィルタで選出
された要件に対しては プロパティの編集 ボタンが無効になります。

保存されているフィルタを適用するには：
1. メニューで、適切な領域、実行計画、要件、または テスト を選択します。
2. ツールバーの フィルタ リスト ボックスから、適用するフィルタを選択します。
3. フィルタの条件に一致するすべての要素が表示されます。

注: フィルタ処理を削除して、すべての要素を表示するには、ツールバーの フィルタ リスト ボッ
クスから <フィルタなし> を選択します。

フィルタを編集する
フィルタを編集するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. 編集対象のフィルタの名前をクリックします。 フィルタの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. プロファイルの 名前 と 説明 を編集します。
5. 選択基準 リスト ボックスからフィルタの基準となるカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは、

選択した全般的なフィルタ カテゴリによって決まります。
注: 入れ子テスト フィルタ や 入れ子要件フィルタ を選択することで、フィルタを組み合わせるこ
とができます。 これらのカテゴリの 1 つを選択すると、既存のフィルタを新しいフィルタに含め
ることができます。

6. フィルタの プロパティ、演算子、および 値 を、それぞれのリスト ボックスから選択します。
プロ
パテ
ィ

選択可能なプロパティは、前のステップで選択したフィルタ カテゴリによって決まります。 フ
ィルタ設定の定義対象となるプロパティを指定します。 属性をカテゴリとして選択した場合
は、プロパティ リストにはクエリ対象のカスタム属性が含まれています。

演算
子

フィルタ演算子を指定します。 演算子は、選択したプロパティ タイプによって決まります。 た
とえば、文字列フィールド タイプのプロパティを選択した場合、選択可能な演算子は以下のと
おりです。
演算子 説明
= 文字列は定義済みの値と等しい
不一致 文字列は定義済みの値と異なる
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演算子 説明
含む 文字列には定義済みの値が含まれる
含まない 文字列には定義済みの値が含まれない

値 フィルタ処理を適用する値を入力します。 選択したプロパティ タイプによって、値は、テキス
ト ボックスに入力できる文字列か、リスト ボックスから選択できる定義済み値の集合のどちら
かになります。

7. OK をクリックして、編集したフィルタ定義を保存します。

フィルタをコピーする
既存のフィルタをコピーし、設定を変更して新しいフィルタを作成します。
1. メニューで、適切な領域、実行計画、要件、または テスト を選択します。
2. 選択した領域のツールバーで、リスト ボックスからフィルタを選択します。
3.  をクリックします。 フィルタのコピー ダイアログ ボックスが開き、元のフィルタの設定が表示され

ます。
4. フィルタのプロパティを編集して、OK をクリックします。

フィルタを削除する
フィルタを削除するには：
1. メニューで プロジェクト:<プロジェクト名> > プロジェクト設定 をクリックします。

注: まだプロジェクトを選択していない場合は、警告メッセージが表示されます。 プロジェクトの
選択が必要です。設定を定義するプロジェクトを選択します。

2. フィルタ タブをクリックして、利用可能なフィルタのリストを表示します。
3. 削除するフィルタの フィルタの削除 をクリックします。 削除の確認を求めるメッセージが確認ダイア

ログ ボックスに表示されます。
4. はい をクリックすると選択したフィルタは削除され、いいえ をクリックすると削除は中止されます。
はい をクリックした場合は、フィルタ リストに戻ります。削除したフィルタは表示されません。

システム診断
ユーザーは [システム診断] ページを使用して、関連するすべてのサポート情報をワンクリックで提供する
ことができます。
ページには以下の情報が含まれています。
• 製品バージョン。
• データベースのバージョンとタイプ。
• 使用したインテグレーション。
• システム環境情報とシステムのプロパティ。
• JDBC 情報。
• データベースの統計情報： プロジェクトの数、テスト タイプ、インデックス、トリガ、制約。
• アプリケーション サーバーとフロントエンド サーバーのログ。
ダウンロード ボタンをクリックすると、ページ内容を zip して、ローカルのファイルシステムにダウンロ
ードすることができます。ダウンロードするサーバー ログを選択することができます。チェック ボック
スを介して選択します。
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注: ページを表示するには、ユーザーは システム設定の表示 権限が付与されている必要があります。

システム診断を表示する
ページを表示するには、ユーザーは システム設定の表示 権限が付与されている必要があります。
1. ヘルプ > バージョン情報 をクリックします。
2. システム診断 をクリックします。 ログイン ダイアログが表示されます。
3. 少なくとも システム設定の表示 権限を持つ既存の SilkCentral Test Manager ユーザーのログインを

入力します。
4. ダウンロードする SilkCentral Test Manager サーバー ログを選択します。チェック ボックスを使用

して選択します。
5. ダウンロード をクリックし、データを zip して、ローカルのファイルシステムにダウンロードします。
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概要 413
複数の AUT 414

コード分析の例
Java 410

コード分析を有効にする
実行計画 428

コード変更の影響度
レポート 373

コピーする
構成スイート 233
実行計画 233
実行計画フォルダ 233
テスト パッケージ 154
テスト要素 138
CaliberRM に統合されたプロジェクト 129, 329
フィルタ 437

子要件
作成する 104

コンポーネントごとの問題
レポート 384

さ
最近使ったプロジェクト

アクセスする 48
切り替える 48

最近の実行
削除する 294

最近の変更点
フィルタ 434

最近の変更点を表示する
テスト 155
要件 117

再実行
未実行テスト 258

サイズを変更する
グリッド ビュー内の列 171

再利用
テスト ステップ 18, 195

再利用する
テスト パッケージ 154

削除
要件プロパティ 58

削除する
カスタム ステップ プロパティ 59
グラフ 402
限定実行 256
構成からキーワードを 230
構成からテスト担当者を 230
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構成からパラメータを 229
構成スイート 233
サブレポート 399
実行計画 233
実行計画からキーワードを 244
実行計画からテスト担当者を 242
実行計画結果 279
実行計画の依存関係 249
実行計画パラメータ 238
実行計画フォルダ 233
除外期間 256
ステップ プロパティ 59
ソース管理プロファイル 98
データ駆動型プロパティ 190
データ ソース 102
テストからの属性 179
テスト実行の結果 278
テストの添付情報 186
テスト要素 138
廃止された要件 105
フィルタ 51, 437
問題 308
問題追跡プロファイル 80
要件インテグレーション 137
要件から割り当て済みテストを 113
要件への添付 112
レポート テンプレート 401
割り当て済み要件 184

作成する
カスタム スケジュール 35, 254
カスタム ステップ プロパティ 22, 59
カスタム パラメータ 180
カスタム要件プロパティ 57
キーワード 243
共有ステップ 18, 195
グリッド ビュー内の実行計画 170, 237
構成スイート 228
子要件 104
実行計画 33, 236
実行計画から構成スイートを作成する 228
実行計画パラメータ 238
詳細フィルタ 32, 435
ステップ プロパティ 22, 59
データ駆動型テスト 39, 188
テスト 38, 159
テスト パッケージ 39, 152
ビルド情報ファイル 46
フィルタ 21, 31, 40, 49, 434
マッシュアップ タブ 211, 322
問題 305
要件 28, 103
レポート 23, 395

サブレポート
概要 399
レポートから削除する 399
レポートに追加する 27, 399

し
試験実行

テスト 160

システム診断
[システム診断] ページ 437
表示する 438

システム要件
SAP Solution Manager 324

実行
概要 212
[現在の実行] ページ 284
個別の実行計画 37, 258
[実行] ダイアログ ボックス 258
[実行] ページ 282
自動テストを手動で 259
手動実行計画 213
手動テスト 260
[スケジュール] ページ 256
[セットアップ/クリーンアップ] ページ 240
ダイアログ ボックス 258
[通知] ページ 249
テスト 258
[配置] ページ 245
[パラメータ] ページ 239
[プロパティ] ページ 234
ページ 282
有人 SilkPerformer テスト 290, 356
レポート 379
[割り当て済みテスト] ページ 251

実行計画
[依存関係] ページ 249
依存関係を削除する 249
依存関係を編集する 248
依存を追加する 36, 247
管理する 236
キーワードを削除する 244
キーワードを割り当てる 37, 244
クリーンアップ実行を設定する 35, 240
グリッド ビューからテストを割り当てる 34, 250
グリッド ビューに作成する 170, 237
結果を削除する 279
合格しなかったテスト 382
構成スイートを作成する 228
コード分析を有効にする 428
コピーする 233
削除する 233
作成する 33, 236
実行 37, 258
実行エラー レポート 381
実行詳細 279
実行の比較レポート 379
手動テスト担当者を追加する 242
自動テストと手動テストを組み合わせた 239
手動テスト担当者をテスト サイクルに追加する 216
スケジュール 253
ステータス概要 383
ステータスの計算 237
セットアップ実行を設定する 35, 240
ツールバーの機能 212
ツリー 232
テスト担当者を削除する 242
テスト パラメータを上書きする 238
テストを手動で割り当てる 34, 250
テストを割り当てる 250
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動的ハードウェア プロビジョニング 242
パラメータ 238
パラメータを削除する 238
パラメータを追加する 238
フィルタを使用してテストを割り当てる 35, 251
編集する 233
割り当て済み手動テストの印刷 261
割り当て済みテスト担当者を編集する 216
割り当て済みテストを削除する 251
割り当て済みのテストの検索 251

実行計画ツリー
折りたたみ 233
展開 233
フィルタリング 234

実行計画の実行
詳細 279

実行計画のプロパティ
ドキュメント ビュー 232

実行計画フォルダ
コピーする 233
削除する 233
編集する 233

実行結果ファイルを表示する
ビジュアル テスト 364

実行サーバー
概要 14

実行ステータス
概要レポート 383

実行の依存関係
設定する 247

[実行] の [パラメータ]
ページ 239

実行パッケージ
Manual Testing Client からエクスポートする 272
Manual Testing Client にインポートする 272
Manual Testing Client にダウンロードする 272
概要 272
ビルド番号を編集する 272

実行パッケージをアップロードする
競合する変更を管理する 273

実行レポート
合格しなかったテスト 382
実行エラー 381
実行の比較 379
ステータス概要 383

指定する
カレンダーの範囲 308
グローバル スケジュール 254
スケジュールなし 255

自動テスト
手動で実行 259

手動テスト担当者
構成に追加する 230
手動テストを割り当てる 217
別の手動テスト担当者にテストを移動する 220

手動実行
計画 213

手動実行計画
一致したテスト 214
概要 213
構成を指定する 222

手動テスト担当者にテストを割り当てる 227
テストの選択 213
テストの割り当て 219

手動実行計画 - ウォークスルー
ウォークスルー 222
手動テスト担当者を追加する 225
テスト サイクルを作成する 224
テストを選択し、スケジュールを作成する 226
ユーザー インターフェイス 223

手動テスト
Manual Testing Client 268
Web UI でのビデオ キャプチャ 262
Web UI でビデオを録画する 262
Web インターフェイスで実行 260
印刷 177
概要 174
共有ステップへの呼び出しを追加する 18, 194
[現在の実行] ページで実行 260
実行 260
自動テストに変換する 177
自動への変換 177
手動テスト担当者に割り当てる 217
ステップ プロパティ 193
設定する 165
中止 261
バージョン 198
ユーザー インターフェイス以外から作成する 177
呼び出し 194

手動テスト実行
ステータスの計算 261

手動テスト ステップ
カスタム プロパティ ページ 59
データ ソース値を追加する 189
に問題を割り当てる 176
[プロパティ] ページ 59
編集する 19, 176, 195

手動テスト ステップに問題を割り当てる 176
手動テスト ステップを編集する

Test Manager 19, 176, 195
手動テストを作成する

ユーザー インターフェイス以外 177
手動テストを実行する

[現在の実行] ページ 260
ユーザー インターフェイス 260

手動テストを割り当てる
手動テスト担当者に 217

順序を変更する
グリッド ビュー内の列 171
テスト要素 139

状況依存の実行計画の実行レポート
アクセスする 376

状況依存の実行レポート
アクセスする 376
有効にする 377

状況依存のテスト レポート
アクセスする 377
有効にする 379

状況依存の要件レポート
アクセスする 377
有効にする 378

状況依存のレポート
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実行計画の実行レポートにアクセスする 376
実行にアクセスする 376
実行を有効にする 377
詳細実行を有効にする 378
詳細テストを有効にする 379
詳細要件を有効にする 378
テストにアクセスする 377
テストを有効にする 379
要件にアクセスする 377
要件を有効にする 378

詳細な状況依存の実行レポート
有効にする 378

詳細な状況依存のテスト レポート
有効にする 379

詳細な状況依存の要件レポート
有効にする 378

詳細ビュー
問題統計を表示する 307

使用する
ユーザー インターフェイス 6

除外期間
削除する 256
スケジュール 255
追加する 255
編集する 255

す
スクリーン キャプチャ

テストのために有効にする 305
スケジュール

カスタムに作成する 35, 254
グローバルを指定する 254
限定実行 253, 256
限定実行を削除する 256
限定実行を追加する 256
限定実行を編集する 256
除外期間 253, 255
除外期間を削除する 256
除外期間を追加する 255
スケジュールなしを指定する 255

スケジュールなし
指定する 255

スケジュールを作成する
実行計画 253

ステータス
計算 261

ステータスの計算
実行計画 237

ステップ プロパティ
カスタム 58
削除する 59
作成する 22, 59
手動テスト 193
ページ 59
編集する 59
ライブラリ 193

せ
成功条件

テスト 148
編集する 149

製品
概要 6

接続パラメータ
設定する 270

設定
概要 48
カスタム要件プロパティを作成する 57
属性 52
属性のタイプ 52, 57
[属性] ページ 54
フィルタ 49, 432
[フィルタ] ページ 51
ブラウザ 12
プロジェクト 48
変更通知 60
要件プロパティのタイプ 52, 57

設定する
.NET Explorer 163
FitNesse 169
JUnit 164, 350
Manual Testing Client 269
Manual Testing Client 接続パラメータ 270
Manual Testing Client の設定 270
Manual Testing Client パッケージのアップロードに

関する設定 270
MSTest 169, 352
NUnit 165, 352
process executor 168, 353
SAP Solution Manager 324
SilkPerformer 166, 354
SilkTest Classic 166
SilkTest Workbench 167, 363
SilkTest Classic の計画 162
TestPartner 162, 366
Windows scripting 167, 367
実行の依存関係 247
手動テスト 165
テスト プロパティ 160
配置環境 241
要件管理 62
要件タイプ 29, 105

そ
総トランザクション ビジー時間傾向

レポート 362, 388
総ページ時間傾向

レポート 361, 387
ソース管理

ページ 99
ソース管理プロファイル

CVS 86, 335
MSVSS 88, 338
PVCS 83, 340
SilkTest Workbench 95, 342
StarTeam 84, 343
Subversion 90, 345
SVN 90, 345
Team Foundation Server 97, 336
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TestPartner 81, 347
TFS 97, 336
UNC 92, 349
Universal Naming Convention 92, 349
Version Manager 83, 340
VFS 93, 333
Visual SourceSafe 88, 338
概要 81
仮想ファイル システム 93, 333
削除する 98
ページ 99

ソース管理プロファイルを追加する
CVS 86, 335
MSVSS 88, 338
PVCS 83, 340
SilkTest Workbench 95, 342
StarTeam 85, 344
Subversion 90, 345
SVN 90, 345
TestPartner 81, 347
TFS 97, 337
UNC 92, 349
Version Manager 83, 340
VFS 94, 333
Visual SourceSafe 88, 338

ソース管理プロファイルを編集する
CVS 87, 336
MSVSS 89, 339
PVCS 84, 341
SilkTest Workbench 96, 343
StarTeam 85, 344
Subversion 91, 346
SVN 91, 346
TestPartner 82, 348
TFS 98, 337
UNC 93, 349
Version Manager 84, 341
VFS 95, 334

ソートする
グリッド ビュー内のテスト 171
テスト フォルダ 152

属性
概要 52
削除する 53
作成する 21, 52
テスト 179
テストから削除する 179
テストに割り当てる 39, 179
ページ 54
編集する 53, 179

属性のタイプ 52, 57
[属性] ページ

テスト 179
ソフトウェア品質の最適化 6

た
ダウンロード

SilkPerformer テスト結果パッケージ 291, 358
SilkPerformer プロジェクト 289, 355
Upload Manager 156

データ ソースから CSV データを 189
レポート テンプレート 400

ダッシュボード
概要 42
パネルを追加する 43

ダッシュボード パネル
テスト アクティビティ 43
テスト サイクルの進捗状況 43
テスト担当者ごとの作成済み問題数 43
はじめに 43
ユーザーに割り当てられた手動テスト 43
要件カバレッジ ステータス 43

ち
置換する

テスト プロパティ 161
要件プロパティ 108

チャート サーバー
概要 14

中止
手動テスト実行 261

つ
追加する

依存実行計画 36, 247
共有ステップへの呼び出し 18, 194
限定実行 256
構成に手動テスト担当者 230
手動テスト担当者 242
手動テスト ステップにデータ ソース値を 189
除外期間 255
テスト コンテナ 149
テストにパラメータを 40, 181
テスト フォルダ 151
パラメータを構成に 228
複数の TestPartner テスト 163, 367

追跡
概要 294

通知
ページ 61, 249

ツールバー
実行計画 212
テスト 143
要件 106

ツールバーの機能
レポート 404

て
データ駆動型

CSV データのダウンロード 189
[データ セット] ページ 191
テストを作成する 39, 188
プロパティを編集する 190

データ駆動型テスト
Excel 191
アクティビティを表示する 282
インスタンス 190
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概要 188
データ ソース 99
データのインポートに関する留意事項 191
テストのタイプ 190
ワークシートの扱い 191

データ駆動型プロパティ
削除する 190

データ ソース
CSV を設定する 100
Excel ファイルをダウンロードする 101
Excel を設定する 100
JDBC を設定する 99
更新された Excel ファイルをアップロードする 102
削除する 102
設定ページ 102
データ駆動型テスト 99
同期する 101
ページ 102

データ ソース値
手動テスト ステップに追加する 189

データベース サーバー
概要 14

テキスト インポート
ルール 206

テキスト エクスポート
ルール 206

テキスト更新
ルール 206

適用
フィルタ 436

テスト
Excel からインポートする 207
Excel から更新する 207
Excel にエクスポートする 206
インテグレーション デフォルト ノード 139
インポートと更新 206
概要 137, 159
クリーンアップ 239
グリッド ビュー 170
グリッド ビューから実行計画に割り当てる 34, 250
グリッド ビュー から要件に割り当てる 112
グリッド ビューでグループ化する 171
グリッド ビューでフィルタする 172
最近の変更点を表示する 155
作成する 38, 159
試験実行 160
実行 258
実行詳細 280
実行ステータスを変更する 278
実行の比較レポート 146, 393
[実行] ページ 187
手動で実行計画に割り当てる 34, 250
手動テスト レポート 145, 392
進捗レポート 145, 392
スクリーン キャプチャ 305
スクリーン キャプチャを有効にする 305
ステータス レポート 144, 391
ステップ 174, 196
成功条件 148
セットアップ 239
属性 179

属性の一括編集 170
属性を削除する 179
属性を編集する 179
属性を割り当てる 39, 179
ツールバーの機能 143
ツリー 138
テスト コンテナ 149
テスト ステップ 174, 196
[添付情報] ページ 186
添付情報を確認する 185
添付ファイルを削除する 186
ドキュメント ビュー 137
内容 142
パラメータ 180
パラメータを追加する 40, 181
ビデオ キャプチャ 304
ビデオ キャプチャを有効にする 305
ファイルを添付する 42, 185
フィルタを使用して実行計画に割り当てる 35, 251
プロパティの一括編集 170
[プロパティ] ページ 140
ベースラインの比較レポート 146, 393
変更点 155
編集する 38, 159
[問題] ページ 188
要件から生成する 30, 32, 114
要件に手動で割り当てる 113
要件を割り当てる 41, 183
履歴 155
[履歴] ページ 155
履歴を追跡する 155
リンクを添付する 42, 185
レポート 144, 391
割り当て済みの実行を表示する 186
割り当て済みの要件を削除する 184

テスト カバレッジ
モード 116
モードを切り替える 116

テスト カバレッジ ステータス
要件 116

テスト カバレッジ ページ
要件 116

テスト管理者
ようこそ 6

テスト結果
分析する 304

テスト結果を分析する
クイック スタート タスク 23

テスト コンテナ
概要 149
追加する 149
フィルタリング 140
編集する 151
リンクを追加する 150

テスト サイクル
完了する 218
起動 218
削除する 219
作成する 216
手動テスト担当者からテストを削除する 221
テストを削除する 221
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テストを割り当てる 217
[プロパティ] ページ 235
別のテスト サイクルにテストを移動する 220

テスト サイクルの最大利用可能時間 216
[テスト サイクル] の [プロパティ] ページ 235
テスト サイクルを削除する 219
テスト サイクルを作成する 216
テスト実行

結果を削除する 278
詳細 280
詳細を表示する 37, 278
分析する 278

テスト実行の管理
クイック スタート タスク 33

テスト実行へのフィルタの適用
[アクティビティ] ページ 294

テスト ステータス
変更する 278

テスト ステップ
に問題を割り当てる 176
呼び出し 194

テスト ツリー
折りたたみ 138
展開 138

テストで作業する
要件 112

テストに要件を割り当てる
概要 183

テストのインポート
Excel 205

テストのエクスポート
Excel 205

テストの実行
ダイアログ ボックス 274

テストの選択
概要 213

テストの添付情報
削除する 186
表示する 185

テストの割り当て
概要 219

テスト パッケージ
外部 ID 152
概要 152
クリーンアップする 155
コピーする 154
再利用する 154
作成する 39, 152
テストに復元する 154

テスト パラメータ
SilkTest Workbench 183, 364

テスト フォルダ
概要 151
ソートする 152
追加する 151
フィルタリング 140
編集する 151

テスト プロパティ
検索する 160
設定する 160
置換する 161

テスト マッピング ファイル
編集する 210

テスト要素
切り取る 138
コピーする 138
削除する 138
順序を変更する 139
ショートカット 143
貼り付ける 138
プロジェクト間でコピーする 139
別のプロジェクトへのコピー 139

テスト レポート
実行の比較 146, 393
手動テスト 145, 392
進捗 145, 392
ステータス 144, 391
ベースラインの比較 146, 393

テスト割り当てを処理する
CaliberRM 129, 329

テストを移動する
ある手動テスト担当者から別のテスト担当者に 220
あるテスト サイクルから別のテスト サイクルに 220

テストを管理する
クイック スタート タスク 38

テストを削除する
手動テスト担当者から 221
テスト サイクルから 221

テストを生成する
外部要件 134, 327

テストを割り当てる
実行計画 250
テスト サイクルに 217

デフォルト設定に復元する
グリッド ビュー 173

デプロイメント
ページ 245

展開
実行計画ツリー 233
テスト ツリー 138

電子メール通知
要件の自動同期 127

添付画像
Manual Testing Client で表示する 271

[添付情報] ページ
要件 112

添付する
テスト要素にファイルを 42, 185
テスト要素にリンクを 42, 185
要件にファイルを 29, 110
要件にリンクを 30, 111

添付ファイル
Manual Testing Client で表示する 271
テスト 185
要件 110

添付ファイルをアップロードする
Manual Testing Client 271

添付ファイルを管理する
Manual Testing Client 271
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と
同期する

ツール間で要件を 127
データ ソース 101
内部および外部の問題のステータス 308
要件 125

統合
CaliberRDM 63, 326
CaliberRM 63
IBM Rational RequisitePro 63
process executor 353
SAP Solution Manager 324
Telelogic DOORS 63

統合する
CaliberRDM 133, 327
CaliberRM 128, 328
IBM Rational RequisitePro 130, 325
Rally 134, 211, 322, 332
Telelogic DOORS 131, 330

動的ハードウェア プロビジョニング
キーワード 242

ドキュメント ビュー
テスト 137
問題統計を表示する 306
要件 107

な
内部の問題を追加する

Manual Testing Client 273
内部プロパティの値 56
内容

テスト 142

は
バージョン

異なる 19, 199
作成する 19, 199
違い 19, 199
比較する 19, 199
表示する 199
復元 20, 200

バージョン化
Excel のインポート中のテスト 210
Excel の更新中のテスト 210
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