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株式会社キャピタル・アセット・プランニング

株式会社キャピタル・アセット・プランニングでは、顧客である生命保険会社 A 社のフ
ロントエンドシステムの品質を維持するため、テスト専任チームを発足させました。そ
のチームはテスト自動化を前提とした標準テスト手法を確立し、数万単位に上るテスト
ケースの継続的な実施を現実のものとしました。このテスト自動化プロセスに採用され
たのがマイクロフォーカスの機能テスト自動化ツール Silk Test でした。これによりテス
ト工数の大幅な省力化が実現されただけでなく、顧客企業から “システム品質維持に絶
対必要な存在” と高く評価され、この標準テスト手法は今や顧客企業のシステム開発全
体に適用されようとしています。

Silk Test

Overview
　株式会社キャピタル・アセット・プランニング（以
下、CAP）は、1990 年の創業以来、金融フロン
トエンドシステム構築に強みを発揮、この分野で
パイオニアの役割を果たしてきたシステムインテ
グレータです。一貫して生命保険会社を始め金融
機関の業務革新を担うソリューションを提供、今
日では他の追随を許さない存在となっています。
　なかでもCAP が提供する生命保険会社向け
次世代業務システムは、直販チャネルでの保険
契約の設計から申し込み、さらには保険引き受け
までを自動化・効率化し、まさに “革新的生命保
険POS システム（販売時点情報管理）”ともいえ
るものです。
　 ま た、統 合 資 産 管 理 シ ス テ ム「Wealth 
Management Workstation」は、ファイナン
シャルプランナーやプライベートバンカーのため
の資産管理プラットフォームとして、こちらも独自
の地位を確立しつつあります。
　こうした金融とITを統合した革新的なインフラ
の提供を通じて、CAP は金融業界の発展に貢献
し続けています。

Challenge
　2010 年3 月、CAP では生命保険会社 A社
から社員や保険代理店をサポートするフロントエ
ンドシステムの開発を受注、2012 年10 月にリ
リースを果たしました。このシステムは見込み顧
客や既存顧客との間での営業活動に利用するも
ので、保険設計書の作成から成約管理、顧客管理
まで幅広い機能を提供する、Java ベースのクラ
イアント/ サーバー型システムです。
　リリース以後も継続的に機能追加が行われ、複
数開発チームで並行して開発を進めました。しか
しリリースに追われるあまり、システム全体の要
件・設計把握の優先度が下がり、結果として本番
障害が発生する事態となりました。

　状況を危惧したA 社からの指示もあって、CAP
は集中品質検査を実施するとともにテスト専任
チームを発足させます。2015 年2 月のことで
した。総勢11 名で構成されたこのチームのミッ
ションは大量打鍵でした。システム全体の継続的
な網羅テストが求められたのです。このチームに
とってA 社のフロント業務は未知のものであった
ため、まずは業務を理解する目的もあってシステ
ム開発チームが作成したテストケースを使った
テストを実施しました。しかし、テストケースはそ
れぞれのシステム改修対象範囲にとどまり、厳密
には網羅的にテストをしたとはいえない状況でし
た。そこで、テスト専任チームはこの手法による
テストが一段落した2015 年7月ごろから、独立
したテスト推進方法を模索し始めました。

Solution
　そしてたどりついたのが、普遍的な利用シナ
リオに基づきシステム全体をカバーする標準テ
ストの構築と実践です。ただし、この方法を採
るとテストボリュームが膨大になります。この点
をA 社に相談したところ、同社は 「自動化して
はどうか」と自ら試行してその効果を確認した
上でCAP へ助言しました。では、テスト自動化
ツールとして何を選定するか。まず、日本で手
厚いサポートが受けられる製品を調査し、マイ
クロフォーカスの機能テスト自動化ツール Silk 
Test ともう一つの製品が候補に挙がりました。
そこからさらに詳細な機能比較を進めようとし
たところで、A 社からSilk Test を推薦された
といいます。A 社内ではすでにSilk Test を導
入・活用しており、助言の際の試行でも使用し
ていました。CAP がこの製品に習熟すれば、
今後そのスキルをA 社でも幅広く活かせます。
　Silk Test を導入したテスト専任チームは、
A 社が試行の際に検討した方式を受けてテスト
自動化を推進しました。まず保険設計書作成業
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「Silk Testは、スクリプトでテスト自動化を実践できるというのが
最大の魅力だと思います。具体的にはSilk4Jを用い、

シナリオに沿ってスクリプトをどんどん作りためておくことができました。
そのため、実際にテストを行うときは指定のフォルダにテンプレートとデータを

放り込んで人間はボタンを押すだけです」
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 

システムソリューション事業本部 システム開発第 3 部 
アシスタントマネージャー  許 方氏
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務、次に顧客管理業務といった具合に網羅テス
トの対象を定め、利用シナリオを蓄積していき
ました。そのシナリオの数は最終的に約400 ～
500 という数に上ったといいます。
　そして、チームはそのシナリオに沿って “テ
ンプレート”と呼ばれるスクリプトベースのテス
トケースを作成。このプロセスでは、テンプレー
トとデータを完全に分けるという工夫を凝らし
ました。作成したデータセットも数十あります。
単純に掛け算すると実施する網羅テストは数万
単位になりますが、そこはA 社が実務に則して
優先順位を決定しました。さらにテスト専任チー
ムは、テストを実行しながらエビデンスとして出
力する画面キャプチャを、以前と同じかどうかを
比較するツールも開発しました。
　この標準テストでSilk Test を活用する利点
を、株式会社キャピタル・アセット・プランニン
グ システムソリューション事業本部 システム
開発第3 部 アシスタントマネージャー 許方氏
は、次のように語ります。
　「Silk Test は、スクリプトでテスト自動化を
実践できるというのが最大の魅力だと思いま
す。具体的にはSilk4J(*1) を用い、シナリオに
沿ってスクリプトをどんどん作りためておくこと
ができました。そのため、実際にテストを行うと
きは指定のフォルダにテンプレートとデータを
放り込んで人間はボタンを押すだけ。これでエ
ビデンスとなる画面キャプチャが出てくるので、
次はツールを使って比較するだけ。業務を知ら
なくてもブラックボックステストが推進でき、改
修対象範囲以外のところで何か差異が出れば、

『これはバグかもしれません』と顧客へ報告で
きます」

Results
　Silk Test の導入で、1 テストケースを完了
するのに手動なら30 分であったものが10 分、
20 分かかっていたものが5 分と、時間にして
1/3 ～1/4 に短縮されました。しかし、それ以上
に効果が大きいのはテスト作業継続時間だと許
氏は語ります。
　「人間は疲れます。がんばっても1 日に4 ～
5 時間ぐらいしかテストを実施できません。しか
し、テスト自動化ツールなら 1日24 時間継続す
ることもできるため、進度がまったく違います。
Silk Test のおかげで、膨大なボリュームの網
羅テストの実施が実現できました」
　これにより、A 社はCAP のテスト専任チーム
を “システム品質の維持に絶対必要な存在”と
絶賛。スタート当初は依頼ベースで動く大量テ
スト実行チームという認識でしかなかったのが、
Silk Test を活用したテスト自動化を採り入れ
た取り組みを確立したことにより、テスト専任
チームは品質保証チームに昇格したのです。A
社は今後この手法を同システムの開発チームや
他のシステムにも適用していきたいという意向
を明らかにしており、2017 年4 月からは具体
的にそのプロジェクトに着手する予定になって
います。
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株式会社キャピタル・アセット・プランニング
大阪本社：大阪府大阪市北区

東京事務所：東京都千代田区平河町

神保町オフィス：東京都千代田区神田神保町

資  本  金：3億4,600万円（2016年12月22日現在）

売  上 高： 42億4,200万円（2016年度）

従業員数：201名（2016年9月30日現在）

事 業内容：

http://www2.cap-net.co.jp

(*1) - Eclipse のプラグインとして利用できるSilk Test の開発環境の一つ。
Java 言語を使用してテストスクリプトの記録・編集・再生・結果参照が可能
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・システム・インテグレーション業務
・統合資産管理システム「Weal th  
  Management Workstation」（WMW）
  の提供
・統合資産管理システム「WMW」を
  活用した資産家向けエステートプラン  
  ニングの提供
・投資教育、ファイナンシャルプランニ 
  ング教育事業、その他
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テスト所要時間の推移

手動テスト時間の削減が顕著、なお、ツールによるテストは無人の夜間実施が可能

一回目　すべて手動でテスト（動作確認テスト、目視比較、目視検証）
二回目　動作確認テストに Silk Test 使用
三回目　動作確認テストに Silk Test 使用、目視比較に自社開発ツール使用
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