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Silk4NET 入門ガイド
Silk4NET を使用するには、次の操作を実行します。
1. Silk4NET プロジェクトを作成します。
2. プロジェクトに Silk4NET テストを追加します。 プロジェクトには記録されたテストおよび、手動でス
クリプトを作成したテストを含めることができます。
3. テストを実行します。
4. テスト結果を分析します。
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Silk4NET 入門ガイド

Silk4NET プロジェクトの作成
1. Silk4NET > 新しいプロジェクト または ファイル > 新規作成 > プロジェクト をクリックします。 新
しいプロジェクト ダイアログ ボックスが表示されます。
2. インストールされたテンプレート で、Visual Basic または Visual C# をクリックし、Silk4NET プロ
ジェクトをダブルクリックします。 Silk4NET テストの作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. 次のいずれかのオプション ボタンをクリックして、Silk4NET テストの作成方法を選択します。
Silk4NET テストの記
録

テスト対象アプリケーションに対する操作および検証を記録し、記録された
オートメーション ステートメントを含む新しいテストを生成します。

空の Silk4NET テスト オートメーション ステートメントを後で入力できる空のテストを作成しま
の作成
す。
4. OK をクリックします。 空の Silk4NET テストを作成するように選択した場合は、Silk4NET プロジェ
クトを含む新しいソリューションが作成されます。 また、このプロジェクトには、言語固有の以下のフ
ァイル名を使用して、Silk4NET テストも作成されます。
UnitTest1.vb
UnitTest1.cs
5. 新しい Silk4NET テストを記録するように選択した場合は、新規アプリケーション構成 ウィザードが開
きます。 テストするアプリケーションのタイプを選択します。
•
•

•
•

標準アプリケーションをテストする場合は、標準テスト構成 をクリックします。
Web アプリケーションをテストする場合は、Web サイト テスト構成 をクリックします。

6. 次へ をクリックします。
7. 標準アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規標準構成 ダイアログ ボックスが開き
ます。 テストしたいアプリケーションに対応する構成をクリックします。
テストするアプリケーションがリストに表示されない場合は、キャプションを持たないプロセスを表示
しない チェック ボックスをオフにします。 このオプションはデフォルトでオンになっており、キャプ
ションが付いているアプリケーションのみをフィルタ処理するために使用します。
8. Web アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規 Web サイト構成 ダイアログ ボック
スが開きます。ブラウザの種類 リスト ボックスから、テストするブラウザの種類を選択します。
a) ブラウザ インスタンス セクションで、次のオプション ボタンをクリックします。
既存のブラウ すでに開いているブラウザを使用する場合は、このオプション ボタンをクリックし
ザを使用する ます。 たとえば、テストしたい Web ページがすでにブラウザ上に表示されている
場合などに、このオプションを使用します。
新しいブラウ テストを構成する際に、新しいブラウザ インスタンスを開始する場合には、このオ
ザを開始する プション ボタンをクリックします。 次に、ブラウズする URL テキスト ボックス
で、開く Web ページを指定します。
9. 終了 をクリックします。 テスト メソッドの再生で Google Chrome の既存のインスタンスを選択した
場合は、Silk Test Recorder がオートメーション サポートが含まれているかどうかをチェックします。
オートメーション サポートが含まれていない場合は、Silk Test Recorder が Google Chrome を再起動
する必要があることを通知します。 アプリケーションと 記録中 ダイアログ ボックスが開きます。
注: ソリューション エクスプローラーのコンテキスト メニューを使って Silk4NET プロジェクトを
既存のソリューションに追加することもできます。

Silk4NET プロジェクトの作成
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プロジェクトへの Silk4NET テストの追加
既存の Silk4NET またはテスト プロジェクトにのみ Silk4NET テストを追加できます。 Silk4NET または
テスト プロジェクトが存在しない場合は、 Silk4NET テストを作成する前に Silk4NET またはテスト プロ
ジェクトを作成してください。
1. Silk4NET > 新しいテスト または プロジェクト > 新しい項目の追加 をクリックします。
注: ソリューションに複数の Silk4NET プロジェクトが存在する場合、プロジェクトの選択 でリス
トから新しいテストを追加するプロジェクトを選択します。
新しい項目の追加 ダイアログ ボックスが開きます。
2. インストールされたテンプレート で次のいずれかをクリックします。
•
•

プロジェクトが Visual Basic プロジェクトの場合は、共通項目 > Silk4NET テスト をクリックしま
す。
プロジェクトが Visual C# プロジェクトの場合は、Visual C# アイテム > Silk4NET テスト をク
リックします。

Silk4NET テストの作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. 次のいずれかのオプション ボタンをクリックして、Silk4NET テストの作成方法を選択します。
Silk4NET テストの記
録

テスト対象アプリケーションに対する操作および検証を記録し、記録された
オートメーション ステートメントを含む新しいテストを生成します。

空の Silk4NET テスト オートメーション ステートメントを後で入力できる空のテストを作成しま
の作成
す。
4. OK をクリックします。 空の Silk4NET テストを作成するように選択した場合は、Silk4NET プロジェ
クトを含む新しいソリューションが作成されます。 また、このプロジェクトには、言語固有の以下のフ
ァイル名を使用して、Silk4NET テストも作成されます。
UnitTest1.vb
UnitTest1.cs
5. 新しい Silk4NET テストを記録するように選択した場合は、新規アプリケーション構成 ウィザードが開
きます。 テストするアプリケーションのタイプを選択します。
•
•

•
•

標準アプリケーションをテストする場合は、標準テスト構成 をクリックします。
Web アプリケーションをテストする場合は、Web サイト テスト構成 をクリックします。

6. 次へ をクリックします。
7. 標準アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規標準構成 ダイアログ ボックスが開き
ます。 テストしたいアプリケーションに対応する構成をクリックします。
テストするアプリケーションがリストに表示されない場合は、キャプションを持たないプロセスを表示
しない チェック ボックスをオフにします。 このオプションはデフォルトでオンになっており、キャプ
ションが付いているアプリケーションのみをフィルタ処理するために使用します。
8. Web アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規 Web サイト構成 ダイアログ ボック
スが開きます。ブラウザの種類 リスト ボックスから、テストするブラウザの種類を選択します。
a) ブラウザ インスタンス セクションで、次のオプション ボタンをクリックします。
既存のブラウ すでに開いているブラウザを使用する場合は、このオプション ボタンをクリックし
ザを使用する ます。 たとえば、テストしたい Web ページがすでにブラウザ上に表示されている
場合などに、このオプションを使用します。
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新しいブラウ テストを構成する際に、新しいブラウザ インスタンスを開始する場合には、このオ
ザを開始する プション ボタンをクリックします。 次に、ブラウズする URL テキスト ボックス
で、開く Web ページを指定します。
9. 終了 をクリックします。 テスト メソッドの再生で Google Chrome の既存のインスタンスを選択した
場合は、Silk Test Recorder がオートメーション サポートが含まれているかどうかをチェックします。
オートメーション サポートが含まれていない場合は、Silk Test Recorder が Google Chrome を再起動
する必要があることを通知します。 アプリケーションと 記録中 ダイアログ ボックスが開きます。
テストを記録するように選択した場合は、記録したテストがプロジェクトに追加されます。 空のテストを
追加するように選択した場合は、空の Silk4NET テストがプロジェクトに追加されます。
注: ソリューション エクスプローラーのコンテキスト メニューを使って Silk4NET テストを
Silk4NET またはテスト プロジェクトに追加することもできます。

プロジェクトへの Silk4NET テストの追加
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Silk4NET テストの記録
1. Silk4NET > 新しいテスト または プロジェクト > 新しい項目の追加 をクリックします。
注: ソリューションに複数の Silk4NET プロジェクトが存在する場合、プロジェクトの選択 でリス
トから新しいテストを追加するプロジェクトを選択します。
新しい項目の追加 ダイアログ ボックスが開きます。
2. インストールされたテンプレート で次のいずれかをクリックします。
•
•

プロジェクトが Visual Basic プロジェクトの場合は、共通項目 > Silk4NET テスト をクリックしま
す。
プロジェクトが Visual C# プロジェクトの場合は、Visual C# アイテム > Silk4NET テスト をク
リックします。

Silk4NET テストの作成 ダイアログ ボックスが開きます。
3. Silk4NET テストの記録 をクリックします。
Silk4NET テスト
の記録

テスト対象アプリケーションに対する操作および検証を記録し、記録されたオー
トメーション ステートメントを含む新しいテストを生成します。

新規アプリケーション構成 ウィザードが開きます。
4. テストするアプリケーションのタイプを選択します。
•
•

標準アプリケーションをテストする場合は、標準テスト構成 をクリックします。
Web アプリケーションをテストする場合は、Web サイト テスト構成 をクリックします。

5. 次へ をクリックします。
6. 標準アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規標準構成 ダイアログ ボックスが開き
ます。 テストしたいアプリケーションに対応する構成をクリックします。
テストするアプリケーションがリストに表示されない場合は、キャプションを持たないプロセスを表示
しない チェック ボックスをオフにします。 このオプションはデフォルトでオンになっており、キャプ
ションが付いているアプリケーションのみをフィルタ処理するために使用します。
7. Web アプリケーションをテストするように選択した場合は、新規 Web サイト構成 ダイアログ ボック
スが開きます。ブラウザの種類 リスト ボックスから、テストするブラウザの種類を選択します。
a) ブラウザ インスタンス セクションで、次のオプション ボタンをクリックします。
既存のブラウ すでに開いているブラウザを使用する場合は、このオプション ボタンをクリックし
ザを使用する ます。 たとえば、テストしたい Web ページがすでにブラウザ上に表示されている
場合などに、このオプションを使用します。
新しいブラウ テストを構成する際に、新しいブラウザ インスタンスを開始する場合には、このオ
ザを開始する プション ボタンをクリックします。 次に、ブラウズする URL テキスト ボックス
で、開く Web ページを指定します。
8. 終了 をクリックします。 テスト メソッドの再生で Google Chrome の既存のインスタンスを選択した
場合は、Silk Test Recorder がオートメーション サポートが含まれているかどうかをチェックします。
オートメーション サポートが含まれていない場合は、Silk Test Recorder が Google Chrome を再起動
する必要があることを通知します。 アプリケーションと 記録中 ダイアログ ボックスが開きます。
9. 記録を行う、テスト対象アプリケーションとの対話を実行します。
詳細については、『Silk Test Recorder ヘルプ』を参照してください。
10.記録が終了したら、記録 ダイアログ ボックスの 記録の停止 をクリックします。
記録された対話は、プロジェクトにファイルとして追加されます。 生成されたファイルのデフォルトのフ
ァイル名は、プロジェクトのデフォルト プログラミング言語に応じて、UnitTest<Index>.cs または
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UnitTest<Index>.vb になります。 たとえば、Visual Basic プロジェクトの初回テストを記録している場
合、生成されたファイルの名前は UnitTest1.vb になります。
注: 新しいプロジェクトを作成し、そこに新しいテスト記録することもできます。

Silk4NET テストの記録
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Silk4NET テストの実行
1. Visual Studio で ファイル > 開く > プロジェクト/ソリューション をクリックします。 プロジェクト
を開く ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 実行するテストを含むプロジェクトのプロジェクト ファイルを参照します。
プロジェクト ファイルは .sln ファイルです (Silk4NETProject1.sln など)。
3. プロジェクト ファイルをダブルクリックします。 プロジェクト ファイルに含まれているテスト ファ
イルが Visual Studio のメイン ウィンドウに開きます。
4. ツールバーで ソリューションのテストをすべて実行 をクリックします。 開いているプロジェクトのす
べてのテストが実行されます。実行が完了すると、 再生完了 ダイアログ ボックスが開きます。
5. TrueLog を使用してテスト結果を調べるには、結果の検討 をクリックします。ダイアログ ボックスを
閉じるには、OK をクリックします。
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TrueLog の有効化
新しい Silk4NET スクリプトでは、TrueLog がデフォルトで有効になっています。 Visual Studio Unit
Testing Framework を使用している既存の Silk4NET スクリプトで TrueLog を有効にするには、スクリ
プト内のすべてのテスト クラスの TestClass 属性を SilkTestClass 属性で置き換える必要があります。
TrueLog を有効にするには、以下を実行します。
1. TrueLog を有効にするテスト クラスが含まれたスクリプトを開きます。
2. テスト クラスに SilkTestClass 属性を追加します。
ディレクトリの TestResults サブディレクトリに TrueLog が作成されます。このディレクトリには、
Visual Studio ソリューション ファイルおよび Visual Studio Unit Testing Framework の結果が格納さ
れています。 Visual Studio ソリューション ファイルには、Silk4NET スクリプトが格納されています。
Silk4NET テストの実行が完了したら、ダイアログ ボックスが開きます。結果の検討 をクリックすると、
完了したテストの TrueLog を確認できます。
使用例
Visual Basic スクリプト内のクラスに対して TrueLog を有効にするには、以下のコー
ドを使用します。
<SilkTestClass()> Public Class MyTestClass
<TestMethod()> Public Sub MyTest()
' my test code
End Sub
End Sub
C# スクリプト内のクラスに対して TrueLog を有効にするには、以下のコードを使用し
ます。
[SilkTestClass]
public class MyTestClass {
[TestMethod]
public void MyTest() {
// my test code
}
}

TrueLog の有効化
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テスト結果の分析
1. Silk4NET テストを実行します。 実行が完了すると、 再生完了 ダイアログ ボックスが開きます。
2. 結果の検討 をクリックし、TrueLog を使用してテスト結果を調べます。 Silk TrueLog Explorer が開き
ます。
3. Silk TrueLog Explorer で結果をクリックします。
テストに失敗すると、Silk TrueLog Explorer によってスクリーンショットがキャプチャされます。
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