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Informatica Test Data Management

アジャイルなテストデータ管理で開発／運用の品
質向上を実現

企業がソフトウェアの開発にアジャイル開発手法を採用した場合、テストに対するアプ

ローチも変えなければなりません。従来のウォーターフォール式の開発手法では、品質保

証は他との連係がない独立したステップになっています。しかし、アジャイル開発では、

スプリントの一部に組み込まれ、テストが毎週（または毎日）実行されます。テスター

は、厳しい納期に間に合わせるためにオンデマンドのセルフサービス テストデータを必

要とします。

このため、テストデータ管理を通して DevOps（開発／運用）プロセスにテストデータを

組み込むことが、スケジュールどおりに高品質の成果を達成し、継続的にソフトウェアを

提供するための鍵になります。最も重要なのは、可能な限り正確かつ迅速に、最適なチー

ムに最適なテストデータを届けることです。

テストデータに品質に焦点を合わせる
テストエンジニアは、本来はテストデータセットの準備に大半の労力を費やすべきです

が、実際は時間の半分をソフトウェアのテストと関係のない業務に費やしています。チー

ムがアジャイル開発手法へ移行するのに伴い、こうした状況がテストの効率性と効果を損

なうことになります。アジャイル開発では早いタイミングで問題が発覚するため、より早

い段階で効果のないプラクティスを把握できます。ただし、デメリットもあります。

テスターが新しいシナリオやテストの要件にすばやく対応していくためには、データディ

スカバリを行ったり、既存のテストデータベースのデータセットの再設定や非連結行の

生成といった作業を自動化できる適切なツールが必要となります。Informatica Test Data 
Management（テストデータ管理）は、以下に対応したツールを提供します。

• テストデータのプロビジョニングを自動化

• データの関係性や機密データを自動的に探索し、完全な機能性を備えたテストデータ

セットを作成、管理 

• 運用データを補完するテストデータの自動生成によってテストデータ のカバレッジを

強化

• テストデータ カバレッジを視覚化し、足りないデータを把握

• テストデータを発見するセルフサービスツール 

• テストデータセットをメンテナンスして再利用することで、高品質なソフトウェアを

スケジュールどおりに提供

利点

Informatica Test Data Management
ソリューションは、テストの生

産性を高める以下の機能を提供

します。

• テストのシフトレフト（前

倒し）

• 質の高いテストデータによる

ソフトウェア全体の品質向上

• テストデータのライフサイク

ル管理を自動化し、開発／運

用をサポート

• 匿名の機密データによってテ

スト／開発をアウトソーシン

グやオフショアリングするこ

とでコストを削減 

• セルフサービスのテストデー

タを提供

• 同じテスト環境で作業する複

数のテスター間のコラボレー

ションをサポート



テスターのためのセルフサービスのテストデータ

新規または既存の非運用環境で独自のデータセットをリクエスト、操作、プロビジョニングできるセルフ

サービス機能を提供する Test Data Warehouse によって、テストの生産性が高まります。これらのデータ

セットは、他のプロジェクトやチームと共有できるため、コラボレーションも促進されます。テストデータ

セットは、テストケースにタグ付けして、クイック検索やテストツールとの統合にも利用できます。

統合されたテストデータ自動化によって開発／運用をサポート

Informatica Test Data Management は、設定などの手間をかけることなく、すぐに開発／運用に活用できま

す。また、データのサブセット化やマスキング、合成データの生成を自動化するコマンドライン API を提供

します。この API を使用することで、コンフィグレーション管理との統合、ワークフロー、テスト自動化、

テストケース管理、ソースコード管理、サニティチェック、リグレッションテスト、Jenkins、Selenium、

Chef、Puppet、HP ALM などとの統合テストを実行できます。

マスキングした運用データを使用してコスト削減とアウトソーシングを実現
テスターは、運用環境から複製した実際のデータを使用して、オンプレミスやクラウドのリポジトリにテス

トデータセットを作成することができます。開発チームやテストチームがエンドユーザー用に環境をリリー

スする前に、Informatica Persistent Data Masking を使用して顧客やサプライヤーの名前、住所、電子メール

アドレス、識別情報をマスキングすることが可能です。このソリューションは、ガートナー社により市場を

リードするデータマスキングソリューションであると評価されています1。

Q A

1 ガートナー社の 2015 年データマスキング テクノロジーのマジック・クアドラント



企業ごとに異なる要件に応える  In format ica Tes t  Data 
Management
ウォーターフォール式の手法で IT を運用している企業もあれば、アジャイル開発手法をすでに採用してい

る企業や、開発／運用に自動化機能を全面的に導入している企業もあります。このような企業のさまざまな

要件を満たすことができるように、Informatica Test Data Management には 2 つの異なるエディションが用

意されています。

Informatica Test Data Management Standard エディション

Informatica Test Data Management Standard エディションは、拡張可能で、視覚的に分かりやすいテスト

データ管理ソフトウェアです。IT 部門は、PCI、PHI、PII のデータをマスキングして、運用環境からテスト

データのサブセットやコールドコピーを作成することができます。このエディションには、自動データディ

スカバリ機能が備わっているため、テストデータ設計者は、機密データ要素やテーブル間の関係を発見した

り、運用システムに存在するデータを把握したりすることが可能です。また、データの妥当性チェックを利

用して、機密データがマスキングされているかを確認し、期待される結果とテストスクリプトの実行結果を

比較することもできます。

こうしたテストデータ管理業務は、コマンドライン API を使って対応することも可能で、Jenkins などの

DevOps ツールとの統合も実現します。

Informatica Test Data Management Advanced エディション

Informatica Test Data Management Advanced エディションは、アジャイルテストの体制が整っている組織

を念頭に設計されています。Standard エディションの全機能に加えて Test Data Warehouse も含まれてお

り、テストデータセットのリセットやタギング、コラボレーションもサポートしています。こうしたデー

タセットを、HP Application Lifecycle Management（ALM）に代表されるテストツールに自動的にプッシュ

し、テストスクリプトをすぐに実行できる状態を作ります。
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インフォマティカにつ

いて

データが世界のビジネスを動かす

今日、インフォマティカはお客様

がデータから最大限の価値を引き

出すことができるよう全力で取り

組んでいます。企業には、クラウ

ド、ビッグデータ、リアルタイ

ム、ストリーミングなど様々なデ

ータに対応できるビジネスソリュ

ーションが求められています。イ

ンフォマティカは、世界 No.1 の
データ統合ソリューションプロバ

イダーとして、クラウド、オンプ

レミス、ハイブリッド環境に向け

たソリューションを提供してお

り、世界 7,000 社以上の企業がイ

ンフォマティカのデータソリュー

ションを活用してビジネスを革新

しています。

また、テストエンジニアは、Test Data Generator を使用して、新規の使用事例や発生頻度

が低い事例に合わせたデータを作成することもできます。Test Data Generator は、Test Data 
Management Advanced エディションの構成要素です。Test Data Generatorはデータディス

カバリと連係して、運用環境での既存のデータ配信に基づいてデータを生成します。

これらの機能はすべてコマンドライン API もサポートしており、自動化することができ

ます。

INFORMATICA TEST DATA MANAGEMENT の各エディションの比較

STANDARD ADVANCED

高性能で拡張可能なサブセットとマスキング  

システム管理の一元化  

データディスカバリ  

開発／運用の統合のための API  

データの妥当性チェック  

リレーショナル、非 SQL、メインフレームとの接続  

リレーショナルとメインフレームのマスキング  

リレーショナル、非 SQL、Hadoop のマスキング 

テストツール（HP ALM）との統合 

Test Data Warehouse 

Test Data Generation 


