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Test Manager データベースモデル
このヘルプでは、SilkCentral TestManagerデータベーススキーマの詳細について説明します。データベー
ススキーマは、レポートの作成においてユーザーを支援します。

ヒント: このヘルプを PDF形式で参照する場合には、図の詳細を、Acrobat Reader のズーム機能を使
用して見ることができます。このヘルプを Eclipse で参照する場合には、画像を右クリックして、画像
の表示を選択してください。

SilkCentral® Test Manager™（Test Manager）は、強力で総合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。
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要件管理
このセクションでは、Test Manager のデータベースモデルのうち、要件の管理に関係する部分について詳
しく説明すると共に、データベースモデルを使用して要件を管理する方法について説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

関連トピック

要件管理の基本テーブル (6 ページ)
要件-文書テーブル (7 ページ)
要件-外部テーブル (8 ページ)
要件-通知テーブル (9 ページ)
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要件管理の基本テーブル
このトピックでは、データベースモデルの要件管理の部分における基本テーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

これは、要件ツリー用の基本テーブルです。ツリーの各ノード
は 1 つの行で表され、各行には次の情報があります。

TM_RequirementTreeNodes

• そのノードの親のノード ID（ParentTreeNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（PropertyName や description など）。
• サードパーティインテグレーションのデータ。
• インポートされた関連ドキュメントについての情報。

要件 ID とテスト定義 ID のペアを保持する関連テーブルTM_ReqTestCoverages
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このテーブルでは、要件やテスト定義に関連する、そのほかの拡
張関連情報を提供します。このテーブルは、レポート生成に使

TM_RequirementsCoverages

用されます。このテーブルには、TM_ReqTestCoverages 以外
に、テスト定義 ID として NULL 値を持つ要件 ID のエントリが
含まれています。これらエントリは、要件のリーフノードを表
しており、カバレッジ統計にカウントされます。NULLは、要件
がまだカバーされていないことを示します。

このテーブルは、ある要件からそのルートまでの完全なパスを表
すすべてのノードに対する要件 ID と親ノード ID のペアを保持
します。

TM_ReqTreePaths

要件を変更した場合に、その変更がここに保存されます。これ
を利用して、時間の経過と共に要件がどのように変更されてきた
かを表示できます。

TM_RequirementsHistories

カスタムプロパティの定義データを保持します。たとえば、タ
イプ、名前、作成者、一意の ID などがあります。

TM_CustomRequirementProperties

要件に割り当てられたカスタムプロパティ値のインスタンスを
保持します。各エントリは、一意のカスタムプロパティ ID と
インスタンスの値を持ちます。

TM_CustomPropertyValues

カスタムプロパティと Microsoft Office からインポートしたカ
スタムプロパティを関連付けるための関連データを保持してい

TM_ReqDocsCustomMapping

ます。Microsoft Office 文書内のカスタムプロパティ IDはブッ
クマークです。

関連トピック

要件管理 (5 ページ)

要件-文書テーブル
このトピックでは、Office 文書からの要件のインポートに使用されるテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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要件をインポートするために使用された Microsoft Office 文書と、
その要件のインポート先の Test Manager プロジェクトとの関連に
ついてのデータを保持します。

TM_Projects_RequirementsDocs

インポートされたすべての Microsoft Office 文書に関するデータを
保持するテーブル。

TM_RequirementsDocs

関連トピック

要件管理 (5 ページ)

要件-外部テーブル
このトピックでは、サードパーティ要件管理ツールの統合に利用できるテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

サードパーティ要件管理ツールの統合に必要な関連データを保持し
ます。これには、ログインデータ、要件タイプ、プロジェクト名、
同期ステータスが含まれます。

TM_ReqExternalAssociation

Test Manager のカスタムプロパティと、サードパーティの要件プ
ロパティをリンク付けするための関連データを保持します。

TM_ReqExtMappingRules

利用可能な外部要件タイプのリストを保持します。TM_ReqExtAssociationReqTypes

8 | 要件管理



関連トピック

要件管理 (5 ページ)

要件-通知テーブル
このトピックでは、要件の変更通知に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

変更通知のトリガとなるすべてのイベントのIDおよび名前を保持し
ます。

TM_NotifyEvents

各ユーザーと通知イベントに対する通知登録情報を保持します。最
新の受信日以降に変更通知が送信された場合は、Notifiedに Trueが

TM_ChangeNotificationRegister

設定されます。このイベントとユーザーに対して、ユーザー通知が
アクティブになっている場合は、NotifyActiveにTrueが設定されま
す。

関連トピック

要件管理 (5 ページ)
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テスト計画の管理
このセクションでは、Test Manager のデータベースモデルのうち、テスト計画の管理に関係する部分につ
いて詳しく説明すると共に、データベースモデルを使用してテスト計画を管理する方法について説明しま
す。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

関連トピック

テスト計画管理の基本テーブル (11 ページ)
テストコンテナのテーブル (12 ページ)
テスト定義のテーブル (14 ページ)
問題のテーブル (16 ページ)
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属性のテーブル (17 ページ)
組み込み属性 (19 ページ)
パラメータのテーブル (21 ページ)
毎日の問題統計のテーブル (22 ページ)
LQM レポート作成のテーブル (23 ページ)

テスト計画管理の基本テーブル
このトピックでは、データベースモデルにおけるテスト計画管理の部分の基本テーブルについて説明しま
す。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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テスト計画ツリー用の基本テーブル。ツリーの各ノードは 1 つの行で表さ
れ、各行には次の情報があります。

TM_TestPlanNodes

• そのノードの親のノード ID（ParentNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（name や description など）。
• ノードを参照するために、モデル内で使用される共通ノード ID（たとえ
ば、テストコンテナ、テスト定義、フォルダなどの特定のノードタイプ
に、詳細情報を追加するために使用されます）。

ツリーで考えられるすべてのパスを保持します。特定のツリーノードのすべ
ての親ノードを検索するために使われます（NodeID_pk_fk）。そのノード
自身も、ParentNodeID_pk_fk 列内の親ノードのリストに含まれます。

TM_PlanTreePaths

テストコンテナは、テスト計画ツリーのルートノードです。
TM_TestContainers は、TM_TestPlanNodes にある各テストコンテナと 1

TM_TestContainers

対1の関係になっており、テストコンテナの情報と追加情報が含まれていま
す。

ツリーノードを、バイナリやリンクといった添付ファイルを保持している共
有テーブル（TM_Attachments）に関連付けるために使用します。添付ファ

TM_TestDefAttachments

イルは、任意の種類の計画ツリーノード（フォルダやテストコンテナを含
む）に追加できます。

テスト定義用の基本テーブルで、TM_TestPlanNodes に対して 1対 1の関係
を持ちます。このテーブルには、現在の実行ステータスや、最近の実行に関
連する情報、テストタイプ、予定時間などが保持されます。

TM_TestDefinitions

テスト定義の現在の実行ステータスを表します。TM_TestDefStatuses

各計画ツリーノードの変更履歴を保持します。TM_PlanHistory

テスト計画への変更に関する詳細情報を保持します。TM_PlanHistoryParams

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

テストコンテナのテーブル
このトピックでは、データベースモデルにおけるテストコンテナに関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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テストコンテナは、テスト計画ツリーのルートノードです。
TM_TestContainers は、TM_TestPlanNodes にある各テストコンテ

TM_TestContainers

ナと 1 対 1 の関係になっており、テストコンテナの情報と追加情報が
含まれています。

テスト計画ツリー用の基本テーブル。ツリーの各ノードは 1 つの行で
表され、各行には次の情報があります。

TM_TestPlanNodes

• そのノードの親のノード ID（ParentNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（name や description など）。
• ノードを参照するために、モデル内で使用される共通ノード ID（た
とえば、テストコンテナ、テスト定義、フォルダなどの特定のノー
ドタイプに、詳細情報を追加するために使用されます）。

すべてのテストコンテナの非表示プロパティを保持します。TM_HiddenTestDefProperties

このテーブルは、実行ツリー内の各実行定義を表します。各実行定義が
1つの実行ツリーノードに対応、つまり、TM_ExecTreeNodesと 1対
1 の関係があります。

TM_ExecutionDefinitions

各プロジェクトに関連する情報を保存します。SCC_Projects

各製品に関連する情報を保存します。SCC_Products

各ソース管理プロファイルに関連する情報を保存します。SCC_SourceControlProfiles
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関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

テスト定義のテーブル
このトピックでは、データベースモデルにおけるテスト定義に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

テスト定義用の基本テーブルで、TM_TestPlanNodes に対して 1対 1 の関係
を持ちます。このテーブルには、現在の実行ステータスや、最近の実行に関
連する情報、テストタイプ、予定時間などが保持されます。

TM_TestDefinitions

テスト計画ツリー用の基本テーブル。ツリーの各ノードは 1 つの行で表さ
れ、各行には次の情報があります。

TM_TestPlanNodes

• そのノードの親のノード ID（ParentNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（name や description など）。
• ノードを参照するために、モデル内で使用される共通ノード ID（たとえ
ば、テストコンテナ、テスト定義、フォルダなどの特定のノードタイプ
に、詳細情報を追加するために使用されます）。

テスト定義の現在の実行ステータスを表します。TM_TestDefStatuses
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テスト定義実行に関する情報を保持します。TM_TestDefExecutions

このテーブルは、どのテスト定義がどの実行定義に割り当てられているかを
表します。 1 つのテスト定義は、1 つもしくは複数の実行定義に割り当てる

TM_ExecDefs_TestDefs

ことができ、1つの実行定義は、1つもしくは複数のテスト定義を持つことが
できます。

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)
手動テスト定義のテーブル (15 ページ)

手動テスト定義のテーブル
このトピックでは、手動テスト定義に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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テスト定義用の基本テーブルで、TM_TestPlanNodes に対して 1対 1
の関係を持ちます。このテーブルには、現在の実行ステータスや、最近
の実行に関連する情報、テストタイプ、予定時間などが保持されます。

TM_TestDefinitions

各行は、手動テスト定義の1つのステップを表します。ステップには、
実行順序を示す番号が含まれています。

TM_ManualSteps

手動テストを実行したときにテスト担当者によって入力されたテスト結
果の説明やコメントを保持します。

TM_ManualTestStepResults

添付ファイルとテスト定義との関連付けのほかに、手動テストの各ス
テップに、任意の数の添付ファイルを追加できます。

TM_ManualStepAttachments

手動ステップと一緒に保存する必要がある追加プロパティを保持しま
す。各行には、プロジェクトの各手動テストステップで利用可能なカ
スタムプロパティが含まれます。

TM_CustomStepProperties

手動テストステップのカスタムプロパティの値を保持します。TM_CustomStepValues

関連トピック

テスト定義のテーブル (14 ページ)

問題のテーブル
このトピックでは、データベースモデルにおける問題に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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テスト定義は、外部の問題追跡システムが管理する問題にリンクできます。
特定のテスト定義への問題の割り当ては、計画ノードへの参照によって保
持されます。

TM_Issues

テスト計画ツリー用の基本テーブル。ツリーの各ノードは1つの行で表さ
れ、各行には次の情報があります。

TM_TestPlanNodes

• そのノードの親のノード ID（ParentNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（name や description など）。
• ノードを参照するために、モデル内で使用される共通ノード ID（たと
えば、テストコンテナ、テスト定義、フォルダなどの特定のノードタ
イプに、詳細情報を追加するために使用されます）。

各問題の変更履歴を保持します。TM_IssuesHistory

各問題追跡プロファイルに関連する情報を保存します。SCC_IssueTrackingProfiles

各問題の状態に関連する情報を保存します。SCC_IssueStates

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

属性のテーブル
このトピックでは、データベースモデルにおける属性に関連するテーブルについて説明します。

属性は、カスタムプロパティを定義したり、カスタムプロパティの値を計画ツリーノードに追加するため
に使われます。属性は、計画ツリーの階層内で継承されます。子ノードは、親ノードのすべての属性を継
承します。子ノードで定義された属性については、継承から除外されます。

次の 2 つの主要属性タイプがあります：

属性値は、名前/値のペアとして考えられます。ユーザーは、文字列で値を入力し、
それをテスト計画ノードへ割り当てます。以後、その属性の名前によって値が識別さ
れます。

属性値

属性のオプションには、少なくとも 1 つのオプション値を持つ事前定義済みのオプ
ションセットがあります。 1 つの計画ツリーノードに、1 つ以上のオプションを割
り当てることができます。

属性オプション

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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各行は、名前（一意に識別できるトークン）とタイプ（値またはオプショ
ン）によって 1 つの属性を定義します。

TM_Attributes

typeオプションの属性に対する、定義済みのオプションセットを保持し
ます。

TM_AttributeOptions

type value の属性に対する、文字列のカスタム値を保持します。TM_AttributeValues

各行で、属性オプションをテスト計画ノードNodeID_pk_fk に割り当て
ます。列では、オプションの継承元のノードを示します。この値が

TM_NodeAttributeOptions

InheritedFromNodeID_pk_fkNULLの場合、そのオプションはそのノー
ドに対して明示的に割り当てられたものとなります。

各行で、属性値をテスト計画ノードに割り当てます。このテーブルの性
質は、すべて TM_NodeAttributeOptions と共通です。

TM_NodeAttributeValues
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関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

組み込み属性
このトピックでは、テスト計画ノードに割り当てられる組み込みプロパティについて説明します。

カスタム属性のほかに、テスト計画ノードに割り当てることができる組み込みプロパティが 2 種類ありま
す。

タイプ I

このプロパティタイプにより、事前定義の属性を、カスタム属性とまったく同じように保存、処理できま
す。 TM_Attributes テーブルの IsBuiltin 列によって、属性タイプを区別できます。これは、テスト計画
ノードに個々のプロパティを付ける（たとえば、SilkTest テスト定義のテストケースやテストデータな
ど）、強力な拡張手段として使用することができます。事前定義済みの属性には、名前に接頭辞が付いてい
ます。これによって、その属性が所属するテスト定義タイプや、それらが共通の成功条件属性であるかどう
かを識別できます。

以下の接頭辞が定義されています。

SilkPerformerテスト定義。_sp_

SilkTestテスト定義。_st_

NUnit のテスト定義。_nunit_

Windows Scripting Host のテスト定義。_wsh_

JUnit のテスト定義。_junit_

Test Manager の成功条件。_sc_

例

SilkPerformer のプロジェクトファイル。_sp_ProjectFile

SilkPerformer の作業負荷。_sp_Workload

SilkTest のスクリプトファイル。_st_ScriptFile

SilkTest のテストケース。_st_TestCase

SilkTest のテストデータ。_st_TestData

JUnitのクラスパス。JVMを実行するために使用し
ます。

_junit_Classpath
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タイプ II

このプロパティにより、システムプロパティ（他のアプリケーションで必須のプラットフォームやコンポー
ネントなど）への計画ツリーノードの割り当てが可能になり、レポート作成や他の機能でも役割を果たしま
す。

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)
組み込み属性のテーブル (20 ページ)

組み込み属性のテーブル
このトピックでは、組み込み属性に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

テストする必要のあるシステム規模で定義された製品コンポーネント。SCC_Components

実行する必要があるテストのシステム規模で定義されたプラットフォー
ム。

SCC_Platforms

システムの各コンポーネントは、組み込みコンポーネント属性のオプショ
ンです。このテーブルの各行は、SCC_Components のコンポーネント

TM_ComponentOptions

エントリを参照することによって、コンポーネントオプションを表しま
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す。SCC_Componentsは、共通に使われるシステム値をTestManager
アプリケーションから切り離したものです。

各エントリで、特定のテスト計画ノードを、組み込みコンポーネントオ
プション属性に割り当てます。この割り当ては、カスタム属性の割り当
てと同じ方法で行われます（TM_NodeAttributeOptions を参照）。

TM_NodeComponentOptions

システムの各コンポーネントは、組み込みプラットフォーム属性のオプ
ションです。このテーブルの各行は、SCC_Platformsのプラットフォー

TM_PlatformOptions

ムエントリを参照することによって、プラットフォームオプションを表
します。SCC_Platformは、共通に使われるシステム値をTestManager
アプリケーションから切り離したものです。

各エントリで、特定のテスト計画ノードを、組み込みプラットフォーム
オプション属性に割り当てます。この割り当ては、カスタム属性の割り
当てと同じ方法で行われます（TM_NodeAttributeOptions を参照）。

TM_NodePlatformOptions

関連トピック

組み込み属性 (19 ページ)

パラメータのテーブル
このトピックでは、テスト計画ノードに割り当てられるパラメータについて説明します。

パラメータは、属性値と同様です。パラメータは、計画ツリーノードに割り当てられる、カスタム名/カス
タム値のペアで、属性と同様の方法で継承されます。パラメータにはタイプがあり、テスト定義を実行する
ときの入力値として使用されます。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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パラメータ定義を保持します。TM_TestDefParameters

パラメータのカスタム値を保持します。値は、一般に文字列とし
て保存され、アプリケーションによって適切なタイプに変換されま
す。

TM_TestDefParamValues

パラメータとテスト計画ノード間の割り当てを保持します
（TM_NodeAttributeValues 参照）。

TM_PlanNodeParameters

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

毎日の問題統計のテーブル
このトピックでは、毎日の問題統計の生成で使用するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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内部/外部の問題追跡プロファイルおよび製品用の統計のスナップショット
を保持します。ForDate列は、スナップショットが取られたときのタイム

TM_DailyIssueStates

スタンプを表します。各問題に対して、state はその状態である問題の数
で、計算されて対応する OpenCount 列に記録されます。外部の問題追跡
システムからデータを収集して、結果をデータベースに保存するための統
計処理は、アプリケーションサーバー上で定期的に実行されます。処理を
実行する間隔（分単位）は、Conf/AppServer/
TMAppServerHomeConf.xml ファイル内で設定できます。 Config、
IssueStateUpdate、および UpdateIntervalの設定を参照してくださ
い。

各問題追跡プロファイルに関連する情報を保存します。SCC_IssueTrackingProfiles

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)

LQM レポート作成のテーブル
このトピックでは、テスト定義およびその属性についてのレポート生成に関連するテーブルについて説明し
ます。

テスト定義とその属性に関するレポートを簡単に高速に作成するために、LQM レポート作成テーブルでは
フラットテーブルに冗長データが格納されます。これにより必要な結合数が減ります。

定義した時間間隔でバックグラウンドスレッドにより各テーブルは継続的に更新されます。デフォルト設
定は 5 秒です。したがってデータの各変更は LQM レポート作成テーブルに 5 秒以内に書き込まれます。

ヒント: レポートを作成する場合については、データベースビューLQM_V_Tests を参照してください
（テーブル LQM_Tests と LQM_TestUDAs からの情報を合わせたものです）。
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更新スレッドで処理される間隔やデータ負荷を追跡するために使用されます。このテー
ブルはレポート作成に使用できません。

LQM_DataLoads

注: このテーブルを空にすると、次に更新処理が実行されるときにすべてのデータ
が入力されます。

テスト定義を主要な各属性で表します。すべてのテスト計画ノードがこのテーブルに
格納されるわけではなく、テスト定義のみが格納されます。

このテーブルには、次のフィールドがあります：

LQM_Tests

外部システムで定義されている、テストパッケージの外部 ID。ExternalID

NodeType はデータ駆動型テストとテストパッケージから通常テス
トを区別するために使用します。次の値の可能性があります：

NodeType

dd_instance ノードタイプのデータ駆動型テ
ストノードを含む元のテスト定義。

dd_parent

データソースからのデータによって定義され
るテスト定義。

dd_instance

テストパッケージの最上位ノード。tp_parent

さらに下位の子ノードを含むパッケージ内の
ノード。空のフォルダは除外されます。

tp_suite

テストパッケージ内のすべてのリーフノー
ド。

tp_instance

一般テスト用のノードタイプ、他のノードタ
イプに該当しないノードタイプ。

regular

テスト定義のタイプを指定します（たとえば、SilkPerformer、
SilkTest、または Manual）。

Type

すべての割り当て済みコンポーネントの名前リスト（コンマ区切り）
です。

Component

すべての割り当て済みプラットフォームの名前リスト（コンマ区切
り）です。

Platform

手動テストに対してのみ PlannedTime プロパティを設定します。PlannedTime

CreatedAt フィールドにはテスト定義が作成されたときのタイムス
タンプ、ChangedAtフィールドにはユーザーパースペクティブから

CreatedAt、
DbCreatedAt、
ChangedAt、 最後に変更されたときのタイムスタンプが保持されます。これらの
および
DbChangedAt

値は GUI に表示され、レポートに表示するために一般に使用されま
す。 DbCreatedAt および DbChangedAt はシステムのタイムスタ
ンプ（データベース自体のタイムスタンプ）で、ユーザーのタイム
スタンプより頻繁に変更される可能性があります。これらはシステ
ム処理（キャッシュの更新など）のために使用されます。一般にこ
れらのタイムスタンプをユーザーに示すことは意味がありません。
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このテーブル内のすべての属性では、接頭辞 a_ を使用します。以
下の属性を使用できます。

Attributes

.NET用（_dotnetexp_Script）、SilkTest 用
（_st_Script File）、またはWSH テスト用

a_script

（_wsh_Script）のスクリプトファイル属性
です。

.NET 用（_dotnetexp_TestCase）または
SilkTest用（_st_TestCase）のテストケース
属性です。

a_testcase

データ駆動型テストの場合、この属性は
_ddtd_DataDriven プロパティに使用されま

a_datadriven

す。 SilkTest テストの場合、この属性は
_st_DataDrivenとDataDrivenプロパティに
使用されます。両方の場合に、テスト定義が
データ駆動型かどうかを決定します。

データ駆動型テストのデータセットを指定し
ます。

a_dd_dataset

データ駆動型テストのデータソース属性。a_dd_datasource

データ駆動型テストの filterquery 属性。a_dd_filterquery

データ駆動型テストの各データ行が、スタン
ドアロンのテスト定義であるかどうか（複数

a_dd_multiple

あるかどうか）、もしくはすべての行が 1 つ
のテストの一部分であるのかを指定します。

.NET 実行可能ファイル
_dotnetexp_Executeable。

a_dotnet_exe

JUnit 関連属性。a_junit_*

NUnit 関連属性。a_nunit_*

SilkPerformer 関連属性。a_sp_*

SilkTest 関連属性。a_st_*

このテスト用WSH スイッチ。a_wsh_Switches

成功条件は、接頭辞 _sc_ を使用します。Success
Conditions

関連トピック

テスト計画の管理 (10 ページ)
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テスト実行の管理
このセクションでは、Test Manager のデータベースモデルのうち、テスト実行の管理に関係する部分につ
いて詳しく説明すると共に、データベースモデルを使用してテスト実行を管理する方法について説明しま
す。

関連トピック

実行ツリーのテーブル (26 ページ)
実行結果のテーブル (28 ページ)

実行ツリーのテーブル
このトピックでは、実行ツリーに関係するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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実行ツリーに含まれる、すべてのフォルダおよび実行定義が保持さ
れます。

TM_ExecTreeNodes

このテーブルは、実行ツリー内の各実行定義を表します。各実行
定義が 1 つの実行ツリーノードに対応、つまり、
TM_ExecTreeNodes と 1 対 1 の関係があります。

TM_ExecutionDefinitions

このテーブルは、どのテスト定義がどの実行定義に割り当てられて
いるかを表します。1つのテスト定義は、1つもしくは複数の実行

TM_ExecDefs_TestDefs

定義に割り当てることができ、1つの実行定義は、1つもしくは複
数のテスト定義を持つことができます。

実行ツリーで考えられるすべてのパスを保持します。特定のツリー
ノードのすべての親ノードを検索するために使われます

TM_ExecTreePaths

（NodeID_pk_fk）。そのノード自身も、ParentNodeID_pk_fk
列内の親ノードのリストに含まれます。

特定のキーワードと特定の実行ツリーノード間の関連付けを保持
します。

TM_ExecTreeNodes_Keywords
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テストコンテナは、テスト計画ツリーのルートノードです。
TM_TestContainers は、TM_TestPlanNodes にある各テストコ

TM_TestContainers

ンテナと 1 対 1 の関係になっており、テストコンテナの情報と追
加情報が含まれています。

すべてのテストコンテナの非表示プロパティを保持します。TM_HiddenTestDefProperties

実行定義は、フィルタを使用して動的にテスト定義に割り当てるこ
とができます。各実行定義には、オプションでフィルタへのキー

SCC_Filters

を含めることができます。フィルタを使用していても、
TM_ExecDefs_TestDefs テーブルは、現在の割り当てと一緒にイ
ンポートされます。

このテーブルは、利用可能なキーワードをすべて保存します。SCC_ExecKeywords

このテーブルは、製品バージョンに関連する情報を保存します。SCC_Versions

このシステムテーブルは、利用可能な実行サーバーをすべて保存
します。

SCC_ExecServers

このテーブルは、実行サーバーと、そのサーバーに割り当てられて
いるキーワードのペアを保存します。

SCC_ExecServers_ExecKeywords

各プロジェクトに関連する情報を保存します。SCC_Projects

関連トピック

テスト実行の管理 (26 ページ)

実行結果のテーブル
このトピックでは、実行結果に関連するテーブルについて説明します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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実行定義の実行中、実行されたテスト定義とは関係なく発生したメッ
セージがすべてここに保持されます（たとえば、定義したソース管理プ

TM_EDR_ExecutionMessages

ロファイルでエラーが発生した場合など）。このテーブルは、
TM_ExecDefinitionRuns と関連付けられます。

実行定義を通じて実行されたテスト定義によって生成されたメッセージ
が、ここに保持されます。このテーブルは、TM_TestDefExecutions

TM_TDE_ExecutionMessages

と関連付けられます。このテーブルに保持されたすべてのメッセージ
が、特定のテスト定義の実行に関連付けられます。

このテーブルは、実行中に有効な、すべてのテスト定義パラメータの名
前/値のペアを保持します。

TM_ExecInputParameters

このテーブルは、実行中に有効な、すべてのテスト定義属性の名前/値
のペアを保持します。

TM_ExecInputAttributes

他のファイルの中で結果ファイルには、コードカバレッジファイル、
SilkTest の実行で結果のレポートのために作成した結果ファイル、

TM_ResultFiles

SilkPerformerの実行で生成したXMLファイル、そしてサードパーティ
のテスト定義タイプが生成した汎用output.xml などが含まれます。結
果ファイルは、TM_EDR_ResultFiles または TM_TDE_ResultFiles を
通じて、実行定義の実行、またはテスト定義の実行に関連付けられま
す。
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各実行定義の実行に対するエントリを保持します。実行の結果が収集さ
れる際に、エントリが書き込まれます。

TM_ExecDefinitionRuns

各実行定義の実行に関係するテスト定義実行を保持します。たとえば、
実行定義が3つのテスト定義を参照している場合、テーブルには、各テ

TM_TestDefExecutions

スト定義に対して1つずつ、それぞれが対応するテスト定義を参照する
形で、合計 3 つのテスト定義実行が保持されます。テスト定義タイプ
によっては、対応するエントリが、TM_ManualTestResults、
TM_SilkTestResults、TM_PerformerResults、
TM_ExecInputAttributes、TM_ExecInputParameters、
TM_SuccessMeasures、または TM_PackageRuns に存在する場合が
あります。

実行定義が実行されるたびに、その実行定義に割り当てられたキーワー
ドごとに 1 つのエントリがこのテーブルに書き込まれます。

TM_ExecDefRunsKeywords

このテーブルは、テストパッケージまたはスイートに属するテスト定義
の詳細結果を表します。このテストパッケージまたはテストスイート
に対応するエントリは、TM_TestDefExecutions にあります。

TM_PackageRuns

このテーブルは、手動テスト結果に対する特定の情報を保持します。最
も重要な情報は TM_ManualTestStepResults への参照で、ここには手
動テストで参照される各ステップの詳細情報が保持されています。

TM_ManualTestResults

各行に TM_PerfReport への参照を保持します。TM_PerformerResults

このテーブルは、SilkPerformer のテスト実行に関連する詳細情報を保
持します。

TM_PerfReport

関連トピック

テスト実行の管理 (26 ページ)
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コード分析
このセクションでは、Test Manager のデータベースモデルのうち、コード分析に関係する部分について詳
しく説明すると共に、データベースモデルを使用してコード分析を行う方法について説明します。

関連トピック

コード分析のテーブル (31 ページ)

コード分析のテーブル
このトピックでは、コード分析に関連するテーブルについて説明します。これらのテーブルを利用して、テ
ストコードにコードカバレッジを適用します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します
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このテーブルでは、コードカバレッジの詳細情報を、ビルドにリンク付けし
ます。また、このテーブルには、コードカバレッジの詳細情報についての累
積データが保持されています。

CC_CoverageBuild

このテーブルでは、特定のテストパッケージにおける、ビルドごとのコード
カバレッジに関する情報を保持します。

CC_CoveragePackage

このテーブルは、各テストパッケージ名に対して作成されます。このテーブ
ルは、完全パッケージ名で識別される、Java ソースパッケージを保持しま
す。

CC_Package

このテーブルは、各コードカバレッジ情報ソースファイル、および各ビルド
に対して作成されます。

CC_CoverageSourceFile

このテーブルは、各ソースファイル名に対して作成されます。このテーブル
は、ソースファイルを保持します。

CC_SourceFile

このテーブルは、各完全修飾クラス名に対して作成されます。CC_Class

このテーブルは、各ビルドに対して、メソッドのカバレッジ情報を保持しま
す。

CC_CoverageMethod

このテーブルは、各メソッドに対して作成され、メソッドの名前とシグニチャ
を保持します。

CC_Method

このテーブルは、メソッドの呼び出しを、テスト定義の実行に対してリンク
付けします。

CC_MethodCoverage

実行定義の実行に常に関係するテスト定義実行を保持します。たとえば、実
行定義が 3 つのテスト定義を参照している場合、テーブルには、各テスト定

TM_TestDefExecutions

義に対して 1 つずつ、それぞれが対応するテスト定義を参照する形で、合計
3 つのテスト定義実行が保持されます。テスト定義タイプによっては、対応
するエントリが、TM_ManualTestResults、TM_SilkTestResults、
TM_PerformerResults、TM_ExecInputAttributes、
TM_ExecInputParameters、TM_SuccessMeasures、または
TM_PackageRuns に存在する場合があります。

このシステムテーブルは、各ビルドに関連する情報を保存します。SCC_Builds

関連トピック

コード分析 (31 ページ)
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レポート
このセクションでは、Test Manager のデータベーススキーマのレポート作成に関連する部分について説明
します。

注: この画像の表示には、PDF が最も適しています。この画像を Eclipse ヘルプで表示させるには、画
像を右クリックして、画像の表示を選択します

これは、レポートツリー用の基本テーブルです。各ツリーノードは 1 つ
の行で表され、各行には次の属性があります。

SCC_ReportFilter

• そのノードの親のノード ID（ParentFilterNodeID_fk）。
• 基本ノード情報（ReportFilterName や ReportFilterDescription な
ど）。

• レポートに使用される関連付けられたレポートレンダラの ID。
• ReportModule。

このテーブルには、レポートからそのルートまでの完全なパスを表すノー
ドそれぞれに対して、レポートフィルタ ID と親レポートフィルタ ID の

SCC_ReportFilterPaths
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ペアが格納されます。すべての Test Manager ツリーで、同じ方法が使
用されています。

このテーブルには、レポート内で選択された結果列についての情報が格納
されます。これには、ソート方向、別名、順序情報、および集約タイプに
ついての情報が含まれます。

SCC_ReportFilterColumns

レポートの設定情報（グラフタイプなど）を保存するために使用する汎用
テーブル。

SCC_ReportFilterSettings

他のレポートがサブレポート（SubFilterNodeID_fk）として割り当てら
れているレポート ID（FilterNodeID）が格納されます。

SCC_ReportFilterGroup

他のレポートに連結（join）されているレポート ID が格納されます。SCC_ReportFilterJoins

SCC_ReportFilterJoins テーブルに保存されているすべての連結（join）
の連結条件情報（列に連結されている列）が格納されます。

SCC_ReportFilterJoinConds
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データベースビュー
このセクションでは、Test Manager のデータベースモデルのうち、利用できるビューに関係する部分につ
いて示すと共に、データベースモデルを使用してレポートを生成する方法について説明します。

RTM_V_* および LQM_V_* ビューのみ、レポートのベースとして使用できます。これらは Test Manager
の Report Query Builder で入力されるビューです。TM_V_*ビューは変更される可能性があり、ユーザー
のレポートのベースとして使用できません。

関連トピック

一般ビュー (35 ページ)
要件ビュー (35 ページ)
要件進捗ビュー (36 ページ)
テスト計画ビュー (39 ページ)
テスト計画進捗ビュー (40 ページ)
問題ビュー (40 ページ)

一般ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能なすべての一般ビューについて、概説します。

このビューは、使用するデータベースシステムとは関係なく、日付情報（毎
日、毎週、毎月）をベースとするレポートの生成を支援します。各日のすべ
ての日付情報を返します。

RTM_V_AllDays

SilkCentralデータベースに保存されている各製品のすべてのビルドを返しま
す。

RTM_V_Builds

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)

要件ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能な要件ビューについて、概説します。
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このビューは、要件の標準プロパティのすべての列と、TreeOrder と
呼ばれる列を返します。これは、ツリー内でのその要件の順序を示し
ます。

RTM_V_Requirements

このビューは、要件の履歴情報を取得するために使用されます。この
ビューには、変更されたすべてのプロパティと、各変更のリビジョン
番号が表示されます。

RTM_V_RequirementsHistory

このビューは、現在選択されているプロジェクトに対してフィルタを
適用するために使用されます。たとえば、フィルタを使用して、特定
のプロジェクトの要件を分離することができます。

RTM_V_ProjRequirements

このビューには、要件に対して使われているカスタムプロパティの名
前と値が表示されます。

RTM_V_ReqCustomProperties

このビューには、要件にリンクされているすべてのテスト定義が表示
されます。

RTM_V_ReqTests

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)

要件進捗ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能な要件進捗ビューについて、概説します。

時間の経過とともに要件カバレッジを表示するには、複数のビルドまたは日数にわたるテスト定義のステー
タスを追跡する必要があります。

例

次のようなテスト定義を考えます：TD1、TD2、TD3、TD4はビルド番号 320から
325で実行され、次のような結果を示しました。

1はステータスの合格を、2は失敗、3は未実行、そして 4は未定を表します。

1 ->合格320TD1

2 ->失敗320TD2

3 ->未実行321TD2

2322TD1

1323TD1

1323TD3

4 ->未定324TD4

1324TD2
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2325TD4
 

TD1は、ビルド 321では実行されなかったことがわかります。ただしこの進捗レポー
トでは、TD1 が以前実行されたビルドのステータスを利用します。次のようなビューが
必要になります。

1320TD1320

2320TD2320

1320TD1321

3321TD2321

2322TD1322

3321TD2322

1323TD1323

3321TD2323

1323TD3323

1323TD1324

1324TD2324

1323TD3324

4324TD4324

1323TD1325

1324TD2325

1323TD3325

2324TD4325
 
これで、各テスト定義のステータスをビルドごとに作成された順に確認できます。

RTM_V_ReqProgressBuilds と RTM_V_ReqProgressDays

前述の例で示されたデータを、いくつか列を追加して要件でマージして、要件や製品、優先度、ビルド、お
よび期間などでフィルタ処理するとします。

グループ化は結果に影響を与えるので、このレポートに対して 2つの異なるビューを使う必要があります。
必要なグループ化タイプに応じて、グループ化をビルドごとに実行するか、日付ごとに実行するかを指定す
る必要があります。ここでは、次の 2 つのビューを利用できます。

すべての要件のステータスを、ビルド順に返します。各要件はビルドのス
テータスを返します。ステータスは、作成された日付で始まります。

RTM_V_ReqProgressBuilds
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BuildFrom および DateFrom 列は、要件カバレッジが、テストカバレッ
ジの変更のために最後に計算されたときのビルドを参照します。

すべての要件のステータスを、日付順に返します。各要件は、日ごとのス
テータスを返します。 BuildFromID、BuildFrom、および DateFrom 列

RTM_V_ReqProgressDays

は、要件カバレッジが、テストカバレッジの変更のために最後に計算され
たときのビルドを参照します。

次の例は、これらのビューをどのように適用するかを示しています。

ビルドごとのグループ

要件進捗の総合レポートを出力するクエリで、ProjectID が 0の場合：
SELECT BuildName, CoverageStatus, CoverageStatusName, Count(ReqID) As
Result
FROM RTM_V_ReqProgressBuilds
WHERE ProjectID = 0
GROUP BY ProductID, BuildOrder, BuildName, CoverageStatus,
CoverageStatusName
ORDER BY ProductID, BuildOrder, CoverageStatus

クエリの結果は、次のようなものになります：

結果カバレッジステータス
名

カバレッジステータスビルド名

4未カバー4324

2失敗3325

2未カバー4325

2合格1350
 

ここでは、ビルド 324で 4 つの要件が未カバーです。ビルド 325では、2 つの要件が
失敗し、2 つが未カバーとなっています。

レポートを要件ツリーの一部に制限する場合は、単純に別の where 節を使用することは
できません。なぜなら、子や孫もカウントする必要があるからです。テーブル
TM_ReqTreePaths を連結（join）して、要件の子や子孫の要件もカウントされるように
する必要があります：
SELECT BuildName, CoverageStatus, CoverageStatusName, Count(ReqID) As
Result
FROM RTM_V_ReqProgressBuilds rps
INNER JOIN TM_ReqTreePaths rt ON (rt.ReqNodeID_pk_fk = rps.ReqID)

WHERE ProjectID = 0 AND (rt.ParentNodeID_pk_fk = 3)
GROUP BY BuildOrder, BuildName, CoverageStatus, CoverageStatusName
ORDER BY BuildOrder, CoverageStatus
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日ごとのグループ

要件進捗の総合レポートを出力するクエリで、期間は 4 月 12 日（20050412）から 4
月 13 日（20050413）、ProjectID が 0の場合：
SELECT DateVal, CoverageStatus, CoverageStatusName, Count(ReqID) As
Result
FROM RTM_V_ReqProgressDays
WHERE ProjectID = 0 AND DateVal >= '20050412' AND DateVal <=
'20050413'
GROUP BY DateVal, CoverageStatus, CoverageStatusName
ORDER BY DateVal, CoverageStatus

クエリの結果は、次のようなものになります：

結果カバレッジステータス
名

カバレッジステータス日付の値

4未カバー42005-04-12...

2合格12005-04-13...

2未カバー42005-04-13...
 

4 月 12 日は、4 つの要件が未カバーです。 4 月 13 日は、2 つの要件が合格し、2 つ
が未カバーとなっています。

注意: 進捗ビューの結果を計算するには、時間とメモリを消費する場合があります。
このようなビューを実行する場合は、常に適切な条件を定義することが重要です。

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)

テスト計画ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能なテスト計画ビューについて、概説します。

このビューは、現在選択されているプロジェクトに対してフィルタをか
けるために使用されます。たとえば、特定のテストコンテナを選択

RTM_V_ProjTestContainers

し、そのテストコンテナ用に定義された製品を表示するようにフィル
タをかけることができます。

このビューは、すべてのテスト定義を、タイプ、テストコンテナ、お
よびプロジェクト情報と共に返します。

RTM_V_TestDefinitions

このビューは、すべてのテスト定義を、テストコンテナ、製品、コン
ポーネント、およびプロジェクト情報と共に返します。

RTM_V_TestDefsComponents
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このビューは、すべてのテスト定義を、テストコンテナ、プロジェク
ト、テストタイプ、属性情報と共に返します。このビューには、テス
ト定義のプロパティを参照する組み込みシステム属性は含まれません。

RTM_V_TestsWithAttributes

レポートを作成するのにRTM_V_*ビューを使用する代わりに、ビュー
LQM_V_Tests に対してクエリをかけることもできます。このビューで

LQM_V_Tests

は、LQM_Tests と LQM_TestUDAs からの情報が連結（join）されて
います。このビューには、多数のテスト定義や属性情報をクエリする
ための、効果的な方法が用意されています。

ヒント: このビューにクエリをかけると、連結（join）を使用する
必要がないため、ほとんど応答時間への影響なしに LIKE % クエ
リを使用することができます。

接頭辞 uda_ の列は、LQM_TestUDAs から取得され、他の列はすべ
て、LQM_Tests から取得されています。各列についての補足情報につ
いては、個別のテーブルの説明を参照してください。

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)

テスト計画進捗ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能なテスト計画進捗ビューについて、概説します。

このビューでは、すべてのテスト定義のステータスを、ビルド順に返しま
す。各テスト定義はビルドのステータスを返します。ステータスは、作成

RTM_V_TDProgressBuilds

日で始まります。 BuildFromID、BuildFrom、DateFrom 列は、テスト定
義のステータスが最後に設定されたときの日付とビルドを参照します（たと
えば、実行結果に基づいて）。

このビューでは、すべてのテスト定義のステータスを、日付順に返します。
各テスト定義は日付のステータスを返します。ステータスは、作成日で始ま

RTM_V_TDProgressDays

ります。BuildFromID、BuildFrom、DateFrom列は、テスト定義のステー
タスが最後に設定されたときの日付とビルドを参照します（たとえば、実行
結果に基づいて）。

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)

問題ビュー
このトピックでは、レポート作成に利用可能な問題ビューについて、概説します。
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このビューは、少なくとも1つの問題にリンクされているすべてのテスト
定義を返します。

RTM_V_TestDefects

このビューは、すべての問題の履歴を返します。このビューには、ステー
タスとビルド情報、それに加え、テスト定義、コンポーネント、製品、プ
ロジェクトへのリンクが含まれています。

RTM_V_IssuesHistories

関連トピック

データベースビュー (35 ページ)
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