
Silk Test
企業は、アプリケーションのテスト戦略を設計するにあたって多くの課題に直面します。	
テストが適切でないと、テストデータに不備や欠陥が含まれることになり、アプリケーショ
ンエラーや広範囲の業務の中断を引き起こす可能性があります。テスト環境の構築には手間
と費用がかかりますが、売上を保証するものではありません。ただし、テストに妥協すると
お客様や市場シェアを失う危険を冒すことになり、評判が損なわれる可能性があります。

製品の概要
Silk Testの利点
OpenText Silk Testは、あらゆるソフトウェ
アアプリケーションの機能テストおよび手
戻りテストのための信頼性の高い効率的な
テスト自動化ソリューションです。コーディ
ングを必要としない自動テスト作成機能を
使用することで、ソフトウェアのテスター
は開発ペースを維持でき、開発者は任意の
IDEでテストを作成できます。Silk Testの自
動化は、手戻りテスト、クロスプラットフォー
ムテスト、ローカリゼーションテストに	
有効です。AJAX、Web、モバイル Web、
Java、.NET、クライアント /サーバー、端末
ホスト、SAPシステムを含むすべてのテク
ノロジーに対応しています。

主な特長および利点
Selenium向けSilk Test
Seleniumは、Webアプリケーション自動化
のためのオープンソースフレームワークで
あり、あらゆる最新ブラウザーでサポート
されていますが、相当の技術的な専門知識
と労力を必要とします。Silk Testによって、
Seleniumを使用する機能テストの作成と保
守が簡素化されるため、テストチームは生
産性を高め、開発チームに迅速にフィード
バックできるようになります。
■	 あらゆるブラウザーで、Seleniumテスト
スクリプトを容易に記録、再生

■	 カスタマイズされたグラフィック形式で
結果を表示

■	 モバイルデバイス上でのWebアプリケー
ションテストに Seleniumスクリプトを再
利用

■	 安定した保守のしやすい検索機能をワン
クリックで生成

■	 スキルセットにかかわらず、誰でもテス
トの作成に貢献可能

■	 安定性や信頼性の低いバックエンドシス
テム不要の仮想化サービスで Seleniumス
クリプトを使用

モバイルテスト
Silk Testは、iOSおよび Androidを含む主要
なモバイルプラットフォームをすべてサ
ポートしているため、テストチームは検証
アクティビティを 1つのソリューションに
標準化でき、アプリケーションごとに異な
るテストツールを用意する必要がありませ
ん。Silk Testでは、リアルデバイスはもちろ
んシミュレーターやエミュレーターでもテ
ストを行えるため、実際のユーザーエクス
ペリエンスをテストで再現できます。モバ
イルデバイスを Silk Testに直接接続するこ
とも、Silk Central、Mobile Center、Sauce
Labsを経由して使用することもできるため、
ユーザーは重要なデバイスを柔軟に操作す
ることが可能です。

 

  

図 1.モバイルテスト

主なメリット
■  研究開発コストの削減。テストおよび修正サイ
クルを最小限に抑えながら、高コストのリソー
スを最適化。

■  ROI の向上。テストの作成や実行に関わるチー
ムメンバーを増やし、品質プロセスでのコラボ
レーションを実現。

■  既存の投資の活用を促進。複数のツールやト
レーニングへの投資を削減し、テクノロジーの
変化に応じて信頼性を確保。

■  迅速なユーザーの順応。役割に基づく使いやす
い自動インターフェイス。

機能概要
■  オープンソースによる価値 (Selenium、Appium)
■  ビジネス関係者と技術関係者のシームレスなコ
ラボレーション

■  デスクトップ、Web、モバイルアプリケーショ
ンをサポート 

■ Androidおよび iOSでのモバイルテスト
■  組み込みバックエンドサービス仮想化
■  ビジュアルテストにより短期間で生産性を向上
■  最新テストケースシナリオ向けの埋め込み

VB.NETスクリプト
■  Java開発者向け Eclipseプラグイン
■  .NET開発者向けMicrosoft Visual Studioプラグ
イン

■ Silk Centralおよび Silk Performerとの統合によ
るシームレスなテスト管理またはパフォーマン
ステスト

データシート



データシート
Silk Test
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スキルセットにかかわらずすべての 
ユーザーがテストプロセスに関与
機能テストには、アプリケーションのあら
ゆる側面を含める必要があります。キーワー
ドを使用したテストにより、簡単な単体テ
ストでも複雑なビジネスワークフローでも、
ビジネス側の関係者と技術専門家がシーム
レスに連携できるようになります。Silk Test
では、テストの設計と実装を切り離すこと
で、生産性を高め、ユーザー間のコラボレー
ションを強化しています。

Silk Testのインターフェイスは、あらゆるタ
イプのユーザーに適しています。
■ Silk Test Workbenchのビジュアルテスト
インターフェイスは、アプリケーション
テストのためにコードを書きたくないビ
ジネス側のユーザーにとって理想的な出
発点となります。

■ Silk4Jは Eclipseプラグインのため、Java
開発者は普段使用している環境でテスト
を作成し、IDEの全機能を活用できます。 

■ Silk4NETは .NET開発者用のプラグイン
で、Visual Studioと統合できます。

Silk Testでは、どのインターフェイスを選択
しても同じテスト機能を使用できます。

簡単であらゆる面を網羅した 
Web アプリケーションサポート
Silk Test は、Angular、Knockout、React、
HTML5、Apache Flex、Microsoft Silverlight
といった主要なWeb環境すべてに対応して
います。HTMLまたは AJAXの同期モードを
サポートし、最新のアプリケーションテス
トを支援します。シンプルなWebページで
あれば、HTMLモードでテストできます。
AJAXモードでは、Javaスクリプトで複雑
なシナリオを使用する場合でも、同期機能
のスクリプトを手動で作成する必要があり
ません。

Web アプリケーションの 
クロスブラウザーテスト
Silk Testでは、Internet Explorer、Edge、Firefox、	
Chrome、Safari、モバイルブラウザーすべ
てに対応するテストスクリプトを 1つ作成
します。これにより、ブラウザーの種類や
バージョンごとに異なるテストロジックを
構築する必要がなくなり、テストスクリプ
トの保守が容易になります。テストケース
ロジックはユースケースに重点を置きなが
らも、テスト開発時間を最大で 80%削減で
きます。

図 2.ロールベースのテスト

図 3.主要なWeb環境すべてに対応

クラウドでの設定テスト
Silk Testと OpenText Silk Centralでは、ロー
カル環境内で幅広いプラットフォーム、ブ
ラウザー、モバイルデバイスのWebアプリ
ケーションテストを実行できます。物理マ
シンまたは VMwareや Dockerなどの仮想環
境を使用することも、SauceLabsなどの主
要なクラウドプロバイダーや AWS内の設定
済み構造を使用することも可能です。

アジャイル / シフトレフトテスト
Silk Testおよび OpenText Silk Performerの
パフォーマンステストに機能テストアセッ
トを使用することにより、スクリプトの重
複による負荷が軽減されます。さらに、既
存の Silk Testスクリプトを Silk Performerに
アップロードするだけで、高負荷の状態で
のアプリケーションパフォーマンスをすぐ
に確認できます。アプリケーションデリバ
リーライフサイクルの開始直後から、手間
をほとんどかけずに機能およびパフォーマ
ンスの質を確保できます。

迅速なリリースサイクルのサポート
現在では、リリースサイクルがますます短
くなり、自動テストサイクルが数時間後に
実行されることも少なくありません。Silk 
Testは、検索アルゴリズム、複雑なキャッ
シングメカニズム、仮想化サービスのネイ
ティブ実装に基づく最適化により、業界最
短の実行時間を達成します。もう、品質、機
能セット、時間を秤にかけて妥協する必要
はありません。



対応環境
 Web
■  ブラウザーテクノロジー：AJAX (Angular、

Knockout、React、ExtJS)、HTML5、DHTML
■ Webブラウザー：Internet Explorer、Edge、

Google Chrome、Firefox、Safari、モバイル
ブラウザー (iOSおよび Android)

■  リッチインターネットアプリケーション：
Apache Flex、Adobe Air、Silverlight、Java
アプレット、Oracle Forms

 モバイル
■ iOS
■ Android
■  物理デバイスとエミュレーター / 
シミュレーター

 

 
 

 

 
 

 デスクトップ
■  Java SWTスタンドアロンとリッチクライア
ントプラットフォーム (RCP)アプリケーション

■ Java AWT/Swing
■  Java FX
■  Microsoft WinForms (サードパーティ製 UI 
フレームワークを含む )

■  Microsoft WPF (サードパーティ製 UI 
フレームワークを含む )

■  ユニバーサルWindowsアプリケーション
■  ネイティブWindowsアプリケーション (例：Qt、

PowerBuilder、Delphi、MS Office)
■ SAP (SAPGUI)と eCATTの統合
■ Oracle Forms
■  OpenText Rumbaを介した端末ホストシステ
ムとグリーンスクリーンアプリケーション

注：バージョンの詳細については最新のリリースノートをご確認ください。

詳しくはこちら： 
www.microfocus.com/opentext
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お問い合わせ
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MarkBarrenecheaのブログ
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