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SilkTest Workbench ビジュアルテスト
チュートリアルにようこそ

SilkTestWorkbenchビジュアルテストチュートリアルにようこそ。ご自身のペースで学習できるこのチュー
トリアルでは、SilkTest Workbench のビジュアルでストーリーボードベースのインターフェイスを使用し
て、パワフルで柔軟性の高い機能テストを作成する方法について説明します。このチュートリアルでは、ビ
ジュアルテストの作成、ビジュアルテストの再生、および再生結果の分析に必要な基本ステップについて
学習します。また、多数の機能を使用して、記録したビジュアルテストをすばやく更新および拡張する方
法についても学習します。

このチュートリアルでは、SilkTest Workbench を使用して繰り返し可能なテストを作成する練習をするた
めの SilkTest サンプルWeb アプリケーション http://demo.borland.com/InsuranceWebExtJS/ を使用
します。

各レッスンは前のレッスンの出力に基づいて進められるため、チュートリアルのレッスンは順番に完了して
ください。

GUI の概要
このセクションでは、メイン画面、開始画面、およびビジュアルナビゲータを含めた GUI について説明し
ます。このセクションはオプションです。すでに開発環境の基本要素をご存知の場合は、次のレッスンに
進んでください。

SilkTest Workbench のメイン画面
SilkTest Workbench のメイン画面は、テストにかかわるすべての操作の開始点になります。メニューバー
を除き、デスクトップに表示される項目はすべてユーザーが制御できます。

開始画面、ビジュアルナビゲータ、アセットブラウザなど、SilkTestWorkbenchのその他すべてのウィン
ドウは、SilkTest Workbench のメイン画面の子ウィンドウとして表示されます。

SilkTest Workbench のメイン画面には以下の要素が含まれます。

• メニューバー
• ツールバー
• メインのテスト資産表示領域
• ステータスバー

以下の図は、SilkTest Workbench のメイン画面のこれらの要素を示しています。メインのテスト資産表示
領域では、ビジュアルナビゲータにビジュアルテストが表示され、背景にアセットブラウザが表示され、
開始画面が最小化されて表示されています。
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開始画面
開始画面では、あらゆるアプリケーションのテストソリューションの作成作業をすばやく開始できます。
開始画面は、ビジュアルテストを作成したり管理したりする際の開始点であり、共通して行うすべてのテ
スト作業にリンクしています。開始画面には 4 つのペインがあります。
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• ビジュアルテストペインを使用して、新しいビジュアルテストへのアクセスと記録を行います。また、
最近アクセスしたビジュアルテストの結果を開いたり、再生したり、表示したりすることもできます。

• タスクペインを使用して、頻繁に使用する機能にアクセスします。
• フラグペインを使用して、データベース内のテストプロジェクトの他のテスト担当者やユーザーと、テ
ストスイートやテストプロジェクト情報を共有します。

• ヘルプペインからは、すばやく習得するためのアシスタンスに直接アクセスしたり、必要に応じてすば
やく製品情報にアクセスしたりできます。

SilkTest Workbench の起動時に開始画面を表示するには、カスタマイズをクリックしてオプションを変
更します。

開始画面を非表示にするには、閉じるをクリックします。

開始画面のタスクペインとヘルプペインを非表示にする場合は下部のパネルの縮小を、表示する場合は
下部のパネルの拡張をクリックします。

ヒント: この画面は、透かし表示されている開始画面をクリックすることで、メイン画面からいつで
もアクセスできます。また、いつでも Ctrl+Alt+Sを押すか、または表示 ➤開始画面を選択して、
開始画面を表示できます。
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注: ユーザーインターフェイスは、Windows 標準の大きいフォントや小さいフォントを使用します。
カスタムのフォントサイズを使用すると、ユーザーインターフェイスのテキスト表示が不正確になる
可能性があります。

ビジュアルナビゲータ
ビジュアルナビゲータは、ビジュアルテストの要素をグラフィカルに表すものであり、ポイントアンドク
リックインターフェイスを通して各要素を操作できます。ビジュアルナビゲータでは、ビジュアルテスト
に関する情報が4つのペインに表示されます。4つのペイン全体でビジュアルテストの各ステップを総合的
に把握できます。

4 つのペインは以下のとおりです。

ビジュアルテストの各ステップが技術的ではない明確な言語で示されます。テストステップ
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ビジュアルテストの再生中に実行されるステップに応じてテスト対象のアプ
リケーションのスナップショットが表示されます。

画面プレビュー

ビジュアルテストのステップのプロパティが表示されます。プロパティ

サムネイルイメージを使用してビジュアルテストのフローが表示されます。
サムネイルは、ビジュアルテストのステップの論理グループを表します。

ストーリーボード

注:

SilkTest Workbench では、スナップショットは以下のような状況のときに取得されます。

• 記録中のすべての自動テストステップの前。

注: SAP アプリケーションの場合、スナップショットはすべての自動テストステップの前では
なく、画面が変わったときに発生します。

• ビジュアルテストで Using ステップを実行した結果のスナップショット。
• 再生エラーが発生した場合。

画面プレビュー、ストーリーボード、およびプロパティペインはテストステップペインと同期され、テス
トステップペインで選択したステップに関する情報が表示されます。このように、テストステップペイン
でステップを選択し、他のペインでそのステップに関する情報を確認することで、ステップのすべての側面
を簡単に把握できます。

ビジュアルナビゲータでは、ビジュアルテストを表示するだけでなく、画面プレビューペインとプロパ
ティペインを使用して既存のビジュアルテストを拡張または更新することもできます。たとえば、ビジュ
アルテストを記録したあと、プロパティペインで、記録したプロパティのリテラル値を変数に置き換える
ことができます。また、テスト対象のアプリケーションに変更が発生したときにビジュアルテストをすば
やく更新する場合は、画面プレビューの画面の更新機能を使用して、以前にキャプチャした画面を更新で
きます。

ビジュアルナビゲータでは、ビジュアルテストに使用するのと同じペインを使用して、ビジュアルテスト
の再生結果も表示します。結果の場合、これらのペインには機能が付加され、結果ウィンドウ内に表示さ
れます。ウィンドウにはツールバーオプションと複数のタブが表示されます。各タブには結果のさまざまな
内容が表示されます。結果に固有の追加機能として、たとえば、テストステップペインに各ステップのス
テータス（合格または失敗）を表示する機能があります。さらに、画面プレビューでは、記録中にキャプ
チャされた画面と再生中にキャプチャされた画面の違いを比較し、テストアプリケーションにアクセスする
ことなく、既存のビジュアルテストを更新できます。

ビジュアルテストの記録：概要
サンプルWeb アプリケーションで保険の見積もりを作成するための操作を行うと、SilkTest Workbench
はそれらの操作をステップとして記録します。ステップはビジュアルテストの基礎となります。テストに
必要な操作の記録を完了すると、ビジュアルナビゲータに記録されたテストが表示されます。ステップは、
ビジュアルナビゲータの[テストステップ] ペインに表示されます。
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注: このチュートリアルで使用されているサンプルアプリケーションは、Internet Explorer に合わせ
て設計され、最適化されています。チュートリアルのレッスンと同じユーザー体験を得るため、Micro
Focus では、Mozilla Firefox ブラウザでチュートリアルのサンプルアプリケーションを実行しないこ
とをお勧めします。

注:Webアプリケーションを記録または再生する前に、システムにインストールされているすべてのブ
ラウザアドオンを無効にします。Internet Explorerでアドオンを無効にするには、ツール➤インター
ネットオプションを選択し、プログラムタブをクリックし、アドオンの管理をクリックし、アドオン
を選択してから無効にするをクリックします。

サンプルWeb アプリケーションの起動
このチュートリアルでは、SilkTest サンプルWeb アプリケーションを使用します。このWeb アプリケー
ションは、デモ用に提供されています。

Internet Explorer で、SilkTest サンプルWeb アプリケーションを使用します。チュートリアルのレッス
ンと同じユーザー体験を得るには、Mozilla Firefox ブラウザでサンプルWeb アプリケーションを実行しな
いようにしてください。

1. テストの速度と信頼性を高めるために DOM 関数を記録するには、以下のステップを実行します。
a) ツール ➤オプションを選択します。
b) オプションメニューツリーの記録の隣にあるプラス記号（+）をクリックします。
記録オプションが右側のパネルに表示されます。

c) xBrowserをクリックします。
d) ネイティブなユーザー入力を記録するリストボックスから、いいえを選択します。
e) OKをクリックします。

注: 通常、Webアプリケーションをテストする場合、DOM関数ではなく、ユーザーの入力そのもの
を使用します。 Flash および Java アプレットなどのプラグインや、AJAX を使用するアプリケー
ションは、ネイティブなユーザー入力ではサポートされますが、高レベルの API 記録ではサポート
されません。

2. ブラウザのすべてのアドオンを確実に無効にするには、以下のステップを実行します。
Web アプリケーションの記録または再生を行う前に、ブラウザのアドオンをすべて無効にする必要があ
ります。
a) Internet Explorer で、ツール ➤インターネットオプションを選択します。
インターネットオプションダイアログボックスが開きます。

b) プログラムタブをクリックし、アドオンの管理をクリックします。
アドオンの管理ダイアログボックスが開きます。

c) アドオンのリストの状態列で、各アドオンの状態が無効になっていることを確認します。
状態列に有効と表示されている場合は、アドオンを選択してから無効にするをクリックします。

d) 閉じるをクリックし、OKをクリックします。

3. サンプルアプリケーションにリモートでアクセスするには、
http://demo.borland.com/InsuranceWebExtJS をクリックします。
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サンプルアプリケーションのWeb ページが開きます。
4. Web アプリケーションをローカルにインストールした場合は、以下のステップを実行します。
a) スタート ➤すべてのプログラム ➤ Borland➤ Borland Demo Application➤ Startup Demo
Environmentを選択します。
データベースが起動します。

b) スタート➤すべてのプログラム➤Borland➤BorlandDemoApplication➤DemoApplication
を選択します。
サンプルアプリケーションのWeb ページが開きます。

Web アプリケーションをローカルにインストールするには、スタート ➤すべてのプログラム ➤ Silk ➤

SilkTest <バージョン>➤ Sample Applications➤ xBrowser➤ Test Applicationを選択し、EXE
ファイルを抽出および実行します。

サンプルWeb アプリケーションに対するビジュアルテス
トの記録
記録中は、記録を停止するまで、テストアプリケーションでのすべての操作（SilkTest Workbench の操作
は除く）が SilkTest Workbench によって記録されます。記録が完了したら、生成したビジュアルテスト
を変更して、ステップを追加したり、不要なステップを削除したりできます。

1. ファイル ➤新規作成を選択します。
資産の新規作成ダイアログボックスが開きます。

2. 資産の種類のリストからビジュアルテストを選択します。
3. 記録をすぐに開始するために、記録の開始チェックボックスをオンにします。
4. OKをクリックして、ビジュアルテストを資産として保存し、記録を開始します。
アプリケーションの選択ダイアログボックスが開きます。

5. リストから InsuranceWeb: Home - Windows Internet Explorerを選択し、OKをクリックしま
す。
SilkTest Workbench が最小化され、記録中ダイアログボックスが開きます。

6. Insurance Company Web サイトでは、次のステップのいずれかを行います：
記録中は、タスクバーの SilkTest Workbench アイコンが点滅します。記録中ダイアログボックスで
は、現在操作中のオブジェクト、および最後に記録された操作を確認できます。
a) Select a Service or loginリストボックスから、Auto Quoteを選択します。
Automobile Instant Quoteページが開きます。

b) 郵便番号と電子メールアドレスを適切なテキストボックスに入力し、自動車タイプをクリックして、
Nextをクリックします。
このチュートリアルの各ステップに従うため、郵便番号に 92121、電子メールアドレスに
jsmith@gmail.comをそれぞれ入力し、自動車タイプとして Carを指定します。

c) 年齢を指定し、性別と運転履歴タイプをクリックして、Nextをクリックします。
たとえば、年齢に 42を入力し、性別と運転履歴タイプに Maleおよび Goodをそれぞれ指定しま
す。

d) 製造年、車種、モデルを指定し、財務情報タイプをクリックして、Nextをクリックします。
たとえば、製造年に 2010と入力し、車種とモデルに Lexusおよび RX400をそれぞれ指定し、財
務情報タイプとして Leaseを指定します。
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指定した情報の概要が現れます。
e) Purchaseをクリックします。
Purchase A Quoteページが表示されます。

f) ページ上部にある Homeをクリックして、記録を開始したホームページに戻ります。

7. Alt+F10を押すか、記録中ダイアログボックスで記録の停止をクリックするか、タスクバーのSilkTest
Workbench アイコンをクリックして、記録を停止します。
記録完了ダイアログボックスが開きます。記録完了ダイアログボックスで次回からこのメッセージを
表示しないチェックボックスがオンになっている場合、記録が停止したあとにこのダイアログボックス
は表示されません。この場合、ビジュアルテストはテストステップペインに表示されます。

ビジュアルテストの保存と名前の指定
テストを記録すると、記録完了ダイアログボックスが開き、以下の操作を実行できます。

• 記録したビジュアルテストを再生する
• 記録した操作をビジュアルナビゲータで確認する
• ビジュアルテストを保存し、記録したテストをビジュアルナビゲータで確認する

ビジュアルテストをはじめて記録したばかりなので、テストを再生したり、記録した操作を確認したりする
前にテストを保存し、名前を付けます。

1. 記録完了ダイアログボックスで、保存をクリックします。

ヒント: 名前を指定せずに資産を作成すると、SilkTest Workbench により「無題_」に連番の付い
た一時的な名前が割り当てられます。

テストにまだ名前を付けていないため、名前を付けて保存ダイアログボックスが開きます。
2. 名前テキストボックスで、名前を AutoQuoteに変更します。
3. 説明テキストボックスに Visual test tutorialと入力します。
4. OKをクリックします。
ビジュアルナビゲータにビジュアルテストが表示されます。

記録されたテストステップの確認
ビジュアルテストを記録し、保存すると、ビジュアルテストがビジュアルナビゲータに表示されます。ビ
ジュアルナビゲータには4つのペインがあり、ビジュアルテストの包括的なビューが提供されます。

[テストステップ] ペインのステップは、Web アプリケーションで見積もりを完了するときにアクセスした
画面と実行した操作を表します。

記録されたステップは、以下の図に示すステップと同じようになるはずです。

注: このチュートリアルでは、オブジェクトマップ項目ではなく、ロケーターを使用します。この結
果、テストステップがチュートリアルとは多少異なる場合があります。
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[テストステップ] ペインには以下の列が表示されます。

説明列

ステップが記録され、再生される順番を表します。デフォルトでは、ステップは
この順番で表示されます。

（番号）*

ステップにデバッグのためのブレークポイントが追加されている場合は、この列
の隣の列にブレークポイントが表示されます。

デフォルトのビュー（ステップと画面）から画面のみのビューまたはステップの
みのビューにビューを変更した場合、番号付けの方法では、記録の順序で間隔が
示されるようにステップまたは画面は順番にスキップされます。

ステップにロジックが含まれている場合、ステップのロジックのタイプを表すア
イコンを表示します。

（ロジック）*

ステップで実行される操作のタイプを表すアイコンを表示します。（ステップタイプ）*
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説明列

ステップで実行される操作について説明します。ステップ

割り当てられたフラグのアイコンを表示します。（フラグ）*

割り当てられたフラグのアイコンは、関連付けられたステップが割り当て先の
ユーザーのテストステップペインおよびオプションで開始画面ペインに表示さ
れるように、フラグが付けられていることを示します。さらに、ポインタをアイ
コンの上に移動すると、フラグの説明、更新日、および割り当て日を示すツール
ヒントを表示できます。

ユーザー定義のステップの説明を表示します。この列はデフォルトのビューには
表示されません。テストステップペインのタイトルバーから操作をクリック
し、次に表示 ➤ステップの説明をクリックすると表示できます。

（ステップの説明）*

ステップの説明を作成するには、ステップを選択します。プロパティペインで、
ステップの説明プロパティを更新します。ステップの説明アイコンがこの列に
表示され、ステップに説明があることが示されます。ポインタをアイコンの上に
移動して説明を含むツールヒントを表示するか、ステップを選択してプロパティ
ペインの説明を読みます。

 
ヒント: ビジュアルナビゲータの他のペインは、テストステップペインと同期しています。上の図で
は、記録したステップのうち、リストボックスからAuto Quoteを選択するステップがテストステッ
プペインで選択されています。結果は以下のようになります。

• 画面プレビューには、Auto Quoteを選択する前のアプリケーションの状態が示されます。
• プロパティペインには、選択されたステップのプロパティが示されます。
• ストーリーボードでは、Auto Quoteリスト項目の選択に関連するステップのグループを表すサム
ネイルが強調表示されます。

ビジュアルテストのステップをスクロールし、さまざまなステップを選択すると、他のペインに更新した情
報が表示されます。

記録されたビジュアルテストの再生
ビジュアルテストを記録し、保存したら、再生して、ビジュアルテストが適切に動作することを確認でき
ます。

1. 次のいずれか 1 つのステップを行います：

• 操作 ➤再生を選択します。
• ツールバーで再生をクリックします。

再生ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、結果をどのように保存するかを指
定できます。

2. 結果の説明テキストボックスに Initial test results for the recorded testと入力します。
3. OKをクリックします。
各結果は、一意のテスト実行番号によって識別されます。
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SilkTest Workbench が最小化され、ビジュアルテストが再生されます。再生中、サンプルアプリケー
ションアプリケーションに対して、ビジュアルテストの記録中に行った操作が画面上で再生されます。
再生が正常に完了すると、再生完了ダイアログボックスが開きます。

結果の分析：概要
テストを再生すると、SilkTest Workbench によってテスト結果が生成されます。テスト結果にはビジュア
ルテストの再生に関する情報が含まれています。ビジュアルテストの名前、実行番号、各ステップが実行
された日付と時刻、各ステップの合格／失敗のステータスなどの重要な情報が含まれます。

[結果] ウィンドウの概要
ビジュアルテストまたはスクリプトを再生したあと、再生結果を結果ウィンドウに表示することができま
す。結果ウィンドウには [ビジュアルナビゲータ]があり、テストの再生をあらゆる面からすばやく確認で
きます。結果ウィンドウには、[ビジュアルナビゲータ] 以外に以下の機能もあります。
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[結果] ウィンドウのツールバー

結果ウィンドウのツールバーには、結果に含まれる内容の表示と種類をカスタマイズするための以下のボタ
ンとリストボックスがあります。

• 種類の選択によるフィルタ処理の結果：すべての事前定義済みおよびユーザー定義の結果フィルタにす
ばやくアクセスできます。リストからフィルタを選択します。

• フィルタの管理：フィルタの管理ダイアログボックスを開き、そこから結果フィルタを作成、編集、お
よび適用できます。

• 条件：条件ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、今後のすべての実行の
成功を定義する条件として、合格した検証のパーセンテージを設定できます。たとえば、合格条件を
90%に設定した場合は、ビジュアルテストまたはスクリプトにおける10件の検証のうち9件以上に合
格しないと、再生の結果が合格になりません。このオプションを設定すると、再生結果オプションの結
果合格条件（パーセンテージ）が更新されます。このパーセンテージは、今後のすべての結果に適用さ
れます。

• すべての実行を表示：各実行結果の詳細を表示する実行の詳細ダイアログボックスを開きます。この
ダイアログボックスで、以前の実行を開いたり削除したりすることができます。

• 更新：現在の結果を更新します。
• 表示：ビジュアルテストについて、テストステップペインに表示するステップの種類を設定します。
このボタンの横にあるドロップダウン矢印をクリックして、ステップのみを表示するか、画面のステッ
プのみを表示するか、またはその両方を表示するかを選択します。ステップの説明列を表示するように
選択することもできます。選択された表示は、結果ウィンドウの各タブ（合格、失敗、フラグ、および
詳細）に適用されます。

• 基本表示：標準的なテストステップペインの情報、および結果と結果の詳細の追加の列を表示しま
す。要約タブを表示している間は無効になります。

• 詳細表示：各ステップの詳細情報を表示します。要約タブを表示している間は無効になります。

[結果] ウィンドウのタブ

結果ウィンドウには、結果の内容を特定の種類に分類する 5 つのタブがあります。

• [要約] タブ：以下の情報を示す全体的な概要レポートを表示します。

• 総実行結果：ビジュアルテストまたはスクリプトが正常に再生されて、結果合格条件（パーセンテー
ジ）を満たしている場合は、[合格] と表示されます。結果合格条件（パーセンテージ）を満たしてい
ない場合は、[失敗]と表示されます。ステップを正しく実行できなかった場合は、[再生エラー]と表
示されます。

• 中止の理由：ビジュアルテストまたはスクリプトの再生が中止された理由を表示します。
• 最新の実行番号：最新の結果の実行番号を表示します。
• 最近の実行：最近の実行を表示します。前の実行を表示するには、表示する実行をクリックします。
このフィールドに表示されていない以前の実行を開くには、ツールバーのすべての実行を表示をク
リックして実行の詳細ダイアログボックスを開きます。ここで、前の実行を開いたり削除したりで
きます。

• 実行されたビジュアルテスト／.NETスクリプト：結果のビジュアルテストまたはスクリプトの名前
を表示します。

• ビジュアルテスト／.NETスクリプトの説明：結果のビジュアルテストまたはスクリプトの説明を表
示します。

• 結果の説明：結果の説明を表示します。
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• ビジュアルテストまたは .NET スクリプト：再生の一部として正しく実行されたビジュアルテスト
またはスクリプトをすべてリストします。これには、Workbench.RunScript( ) メソッドを使用して
実行された、挿入されたビジュアルテストまたはスクリプトも含まれます。たとえば、ドライバス
クリプトでは、一度の再生により複数のスクリプトが実行されることがあります。

• 合格した検証：すべてのビジュアルテストまたはスクリプトで、正常に実行され合格した検証の合計
数を表示します。このフィールドの数字をクリックすると合格タブが開くため、合格したすべての
検証を確認できます。

• 失敗した検証：すべてのビジュアルテストまたはスクリプトで、正常に実行されたが失敗した検証の
合計数を表示します。このフィールドの数字をクリックすると失敗タブが開くため、失敗したすべ
ての検証を確認できます。

• フラグ：ビジュアルテストについて、結果でフラグを付けられた検証ステップの総数です。このフィー
ルドの数値をクリックして、フラグタブを開きます。フラグは、スクリプトでは使用できません。

• 開始時刻：最初のビジュアルテストまたはスクリプトの再生が開始された時刻です。
• 終了時刻：最後のビジュアルテストまたはスクリプトの再生が終了した時刻です。
• 合計時間：ビジュアルテストまたはスクリプトを再生した合計時間です。
• 実行したステップ数：実行したステップまたはコード行の総数です。
• 再生設定：結果の作成に使用される再生オプションのグループである再生設定を表示します。編集を
クリックして再生オプションを表示し、再生設定を設定することができます。

• [合格] タブ：合格した検証をすべて表示します。
• [失敗] タブ：失敗した検証をすべて表示します。再生エラーとなったステップはこのタブには表示され
ません。

• [フラグ]タブ：検証ロジックで作成された、フラグの付いたステップのみを表示します。ビジュアルテ
ストのフラグ付きのステップは、再生後はこのタブに表示されません。フラグは、スクリプトでは使用
できません。

• [詳細] タブ：ビジュアルテストの各ステップまたはスクリプトの各コード行に関する情報を表示しま
す。テストステップやコード行の名前、合格／失敗のステータス、説明、フラグのステータスなどの情
報が表示されます。

ビジュアルナビゲータのペイン

ビジュアルテストの場合は、合格タブ、失敗タブ、フラグタブ、詳細タブのすべてに [ビジュアルナビ
ゲータ] の以下の 4 つのペインが表示されます。

• テストステップ
• 画面プレビュー
• プロパティ
• ストーリーボード

プロパティペインには再生前のビジュアルテストのステッププロパティを表示/非表示ツールバーボタン
があり、選択したステップのビジュアルテストのプロパティを表示または非表示にすることができます。

スクリプトでは、結果ウィンドウにはテストステップペインおよびプロパティペインのみ表示されます。
テストステップペインには、各テストステップの再生ステータスと結果の詳細情報を示す列があります。

結果データの表示をカスタマイズするには、全般オプションからデフォルトの結果表示を変更します。ま
た、再生結果オプションを変更し、目的のデータを表示するフィルタを作成できます。
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[結果] ウィンドウのタブの使用
テスト結果情報をすばやく参照するために、結果ウィンドウには、結果情報を種類別に分けて表示するフィ
ルタの役目を果たす 5 つのタブがあります。

1. 再生完了ダイアログボックスで結果へ移動をクリックします。
結果ウィンドウが開き、デフォルトで要約タブが表示されます。要約タブには、再生が成功したかど
うか、最新の実行番号、合格または失敗となったチェックまたは検証の数、テストの開始時刻と終了時
刻、テストの実行結果に関するその他の基本情報などを含むテスト実行の概要が示されます。

2. 詳細タブをクリックします。
詳細タブでは、ビジュアルナビゲータの以下の 4 つのペインを使用して各ステップの結果が示されま
す。

ビジュアルテストの各ステップの再生結果に関する情報がリストさ
れます。

テストステップ

再生中にキャプチャされたWeb アプリケーションの画面が表示され
ます。

画面プレビュー

ステップのプロパティが表示されます。プロパティ

結果のアウトラインと概要がグラフィカルに示されます。ストーリーボード

注: 合格、失敗、フラグタブでもビジュアルナビゲータを使用して結果情報が示されます。違い
は、詳細タブではすべてのステップが示されるのに対し、これらのタブでは特定の種類のステップ
が示されるという点だけです。

3. 任意のステップを選択します。
ステップを選択すると、SilkTestWorkbenchにより他のペインの情報がそのステップの情報に更新され
ます。画面プレビューでは、再生中にキャプチャされた画面が、ビジュアルテストを最初に記録したと
きにキャプチャされた画面と比較されます。プロパティペインには、選択したステップのプロパティが
示されます。ストーリーボードでは、ステップが属すグループが強調表示されます。

ヒント: ステップの名前全体を表示するには、ステップ列を広げるか、ステップの上にマウスポイ
ンタを置いて、名前全体を示すツールヒントを表示する必要がある場合があります。

[結果] ウィンドウのツールバーの使用
結果ウィンドウのツールバーには、結果の内容の表示と種類をカスタマイズするためのいくつかのオプショ
ンがあります。

1. 結果のツールバーの詳細表示をクリックします。
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SilkTest Workbench により、テストステップペインに追加の列が表示され、プロパティペインに追加
のプロパティが表示されます。

2. テストステップペインで、右にスクロールして追加の列を表示します。
これらの列には、ステップの実行に要したミリ秒単位の時間、テストを実行した人のユーザー名など、
各ステップに関する特定の情報が示されます。

3. プロパティペインの [結果] プロパティカテゴリには、テストステップペインの各列に対応するプロパ
ティが示されます。下にスクロールして、リスト全体を表示します。

4. 表示ドロップダウン矢印をクリックし、ステップのみを選択します。
SilkTest Workbench によりすべての画面が除外されるので、ステップだけをすばやく参照できます。

5. 表示ドロップダウン矢印をクリックし、ステップと画面を選択します。
SilkTest Workbench により結果の画面とステップがすべて表示されます。

結果ウィンドウのツールバーには、この他にも結果の内容の表示と種類をカスタマイズするためのオプ
ションがあります。

[プロパティ] ペインの使用
プロパティペインには、ステップの基本特性を示すプロパティが表示されます。ステップの名前、実行ス
テータス、再生の詳細などの情報が示されます。

1. '42' を入力しますステップをクリックします。
このステップは、Ageテキストボックスに値 '42' を入力する操作を実行します。
プロパティペインが更新され、選択したステップのプロパティが表示されます。

2. カテゴリアイコンまだ選択されていない場合は、これをクリックします。
プロパティが3つのメインカテゴリにグループ分けされます。

テストステップペインの列に対応するプロパティが含まれます。ステップの名前、ス
テップ実行の日付と時刻、ステップ実行に要した時間などのプロパティです。

結果

SilkTestWorkbenchが、入力操作ステップによって入力されたテキストのコントロー
ルまたは値を識別するために使用するロケーター名など、追加の再生の詳細が含まれま

拡張プロパティ

す。拡張プロパティは、操作ステップで変数や式が使用されたときにその内容を表示
するのに便利です。たとえば、入力ステップで変数 textVar が値として使用された場
合、[拡張プロパティ] カテゴリに textVar の内容が表示されます。

3. 拡張プロパティノードを展開します。
Text プロパティおよびロケータープロパティがその値と共に示されます。 Text プロパティの値は 42
です。これは、このステップで Ageテキストボックスに入力された値です。

4. 再生前のビジュアルテストのステッププロパティを表示/非表示アイコンをクリックします。
[ビジュアルテストの詳細]ノードが表示され、ビジュアルテストに存在するステップの元のプロパティ
がすべて表示されます。
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画面プレビューの使用
画面プレビューには、テストステップペインに表示された、コントロールと対話する各ステップについて
キャプチャされたテストアプリケーションのイメージが表示されます。キャプチャされたイメージとして、
デスクトップ全体、アプリケーションウィンドウ、またはアクティブなウィンドウのみを示すことができま
す。キャプチャされたイメージは、関連するステップが実行される前のアプリケーションの状態を示しま
す。

1. テストステップペインで、車の製造年を含むステップを選択します。
'2010' を入力します

画面プレビューに、再生中にキャプチャされた画面とビジュアルテストの記録中にキャプチャされた画
面が並んで表示されます。このステップのコントロールであるブラウザウィンドウが黒のボックスで強
調表示されます。

2. 画面プレビューで、操作 ➤相違点の表示 ➤オフをクリックします。
ビジュアルテストの画面が消え、再生の画面が開きます。
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3. 操作➤ズーム➤ 75%をクリックしたあと、スクロールバーを使用して製造年がはっきりと表示される
ところまで移動します。

4. ビジュアルテストに切り替えます。テストステップペインで、操作➤ビジュアルテストのウィンドウ
をクリックします。

ビジュアルテストの拡張：概要
ビジュアルテストの拡張には、既存のビジュアルテストが新しいバージョンのテストアプリケーションで
使用できるようにテストを更新することなどが含まれます。たとえば、テストアプリケーションのさまざ
まな状態を処理し、検証するために、テストロジックを挿入することができます。さらに、ビジュアルテ
ストの内容をわかりやすくしたり、重要な点について自分自身や他のユーザーに注意を促すために、フラ
グ、メッセージボックス、またはステップの説明を挿入することができます。

これらは、SilkTest Workbench で既存のビジュアルテストを拡張し、よりパワフルで堅牢かつ柔軟なテス
トを作成する、ほんの数例です。

画面プレビューからの更新
SilkTestWorkbenchはビジュアルテストを記録するとき、テストアプリケーションの各画面の関連するコ
ントロールだけでなく、画面もキャプチャします。SilkTest Workbenchにより、画面プレビューにはキャ
プチャされた各画面が表示され、ビジュアルテストのステップによって識別されるコントロールが強調表示
されます。画面プレビューで、キャプチャされた画面の別のコントロールを識別することにより、テスト
アプリケーションにアクセスすることなくステップを更新できます。

このレッスンでは、SilkTest Workbenchの画面プレビューからのコントロールの挿入機能を使用して、画
面プレビューのキャプチャされた画面から別のボタンを選択します。

1. AutoQuote ビジュアルテストのテストステップペインで、<<終了>>ステップの前にあるステップ
を選択します。
ステップのテキストは以下のようなものです。
リンク 'Home' を選択します

画面プレビューに Purchase A Quoteページが表示され、Homeボタンが強調表示されます。

2. プロパティペインで、ロケーターテキストボックスをクリックします。
ロケーターの値領域に、ロケーター選択ボタンが表示されます。

3. 画面プレビューで操作 ➤ズーム ➤ 75%をクリックし、スクロールバーを使用して Contact Usボタ
ンがはっきり表示されるところまで移動します。

4. プロパティペインで、画面プレビューから識別をクリックします。
ポインタが画面プレビューに移動します。

5. ポインタを Contact Usボタンの上に移動し、Contact Usボタンをクリックします。
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ボタンをクリックすると、ボタンの新しいロケーター名を表示するようにプロパティペインのロケー
タープロパティが変わり、テストステップペインのステップテキストが以下のように変わります。
リンク 'Contact Us' を選択します

6. 保存をクリックします。

次にこのビジュアルテストを再生すると、SilkTest Workbench により Homeボタンではなく Contact
Usボタンがクリックされます。

検証の挿入
検証とは、ユーザー定義の条件を評価し、合格／失敗のメッセージや、オプションとしてフラグをビジュア
ルテストの再生結果に送信するテストロジックです。

このレッスンでは、検証を挿入して、見積もりで正しい車両モデルが使用されていることを確認します。

1. テストステップペインで操作 ➤表示 ➤ステップと画面をクリックして、ステップと画面の両方が表
示されていることを確認します。

2. 「ボタン 'id=quote-result:purchase-quote' を選択します」を含むステップの前にある「Using
BrowserApplication 'BrowserApplication'」ステップを選択します。

3. 画面プレビューで操作➤ズーム➤ 75%をクリックし、スクロールバーを使用してModelがはっきり
表示されるところまで移動します。

4. 次のいずれか 1 つのステップを行います：

• ツールバーの検証タイプのロジックの作成をクリックします。
• 挿入 ➤テストロジック ➤検証を選択します。

テストロジックデザイナウィザードのようこそページが開きます。
5. 次へをクリックします。
ロジックの種類の選択ページが開きます。

6. コントロールのプロパティをクリックし、次へをクリックします。
プロパティに基づく条件の定義ページが開きます。

7. 画面プレビューから識別をクリックします。
ポインタが画面プレビューに移動します。

8. Modelテキストボックスの RX400をクリックします。
プロパティに基づく条件の定義ページに、選択したコントロール（この場合は、モデルタイプ）の名前
が、コントロールのプロパティと共に表示されます。コントロール名は、以下のように表示されます。

//BrowserApplication//BrowserWindow//SPAN[@id='quote-result:model']

条件の選択は等しいに設定され、期待値は quote-result:modelに設定されます。

9. プロパティの選択から TextContents プロパティを選択して、期待値テキストボックスに RX400が入
力されていることを確認します。

10.次へをクリックします。
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検証の構築ページが開きます。このページから、再生結果に送信する合格／失敗メッセージを定義でき
ます。ページの上部に SilkTest Workbench が検証する条件が以下のように表示されます。
If "//BrowserApplication//BrowserWindow//SPAN[@id='quote-result:model']".
"TextContents" 等しい "RX400"

この条件は検証のロジックを定義しています。条件では、モデルタイプと選択されたタイプが比較され
ます。

11.デフォルトの合格の説明をThe model type is correctに置き換え、デフォルトの失敗の説明をThe
model type is NOT correctに置き換えます。

12.次へをクリックします。
要約ページが開きます。

検証ステップは選択したステップのあとに挿入されます。検証ステップのテキストは以下のようになり
ます。
「"//BrowserApplication//BrowserWindow//SPAN[

@id='quote-result:model']"."TextContents" 等しい "RX400"」を検証します

13.検証の内容を確認したら、完了をクリックします。

サンプルアプリケーションのプロパティの値を検証するテストロジックを挿入することで、記録したビジュ
アルテストを拡張できました。

アプリケーションデータを保存するローカル変数の作成
変数を使用すると、テストの別の場所や別のビジュアルテストまたはスクリプトで使用するデータ値を保存
できるため、ビジュアルテストを拡張できます。データは他の種類のファイルに出力することもできます。

このレッスンでは、チュートリアルのあとのレッスンで使用できるように、電子メールアドレスを表示する
コントロールのテキストを保存します。このためには、まずテキストを保存するローカル変数を作成する必
要があります。

1. テストステップペインで、操作 ➤挿入 ➤変数 ➤ローカルの追加をクリックします。
ローカル変数の追加ダイアログボックスが開きます。

2. 変数名テキストボックスに strEmailAddressと入力します。
3. 型リストからテキストを選択します。
このレッスンでは、初期値テキストボックスを空のままにします。これは、後続のレッスンで変数に値
を保存するためです。
テキスト型では、変数値がテキスト、つまり文字列データ型として保存されます。

4. OKをクリックします。
ビジュアルテストに対して新しい変数が保存されます。変数を作成したあとは、<<開始>>ステップ
からそれを参照し、定義を編集することができます。

5. strEmailAddress 変数を表示するには、テストステップペインで <<開始>>ステップを選択します。

ヒント: <<開始>>ステップは、すべてのビジュアルテストで常に最初のステップになります。

ステップのプロパティがプロパティペインに表示されます。<<開始>>ステップを選択している場合、
変数カテゴリに strEmailAddress がテキスト変数として表示されます。

SilkTest Workbench ビジュアルテストチュートリアルにようこそ | 23



各変数型の値領域は、現在定義されている各変数型の数を示します。このレッスンではテキスト変数を1つ
作成したので、その種類の値領域には1項目がこのテストに関連付けられていることが示されています。

見積もりの電子メールアドレスを保存するローカル変数を作成したので、アプリケーションの電子メール
アドレスを変数に保存します。

ローカル変数へのアプリケーションデータの格納
サンプルアプリケーションの Get Instant Auto Quote pageページには、一意の電子メールアドレスが
表示されます。このページの電子メールアドレスを含むテキストは、このページのコントロールのプロパ
ティ値です。

このレッスンでは、前のレッスンで作成したローカル変数strEmailAddressにこのテキストを保存します。

1. テストステップペインで、電子メールアドレスの値を表示するステップのあとのステップを選択しま
す。
ステップのテキストは以下のようなものです。
ラジオ ボタン 'id=autoquote:vehicle:0' を選択します

ステップを選択すると、画面プレビューにGet Instant Auto Quote pageページのキャプチャ画面が
表示されます。

2. テストステップペインで、操作 ➤挿入 ➤コントロールのプロパティをクリックします。
これにより、ビジュアルテストの選択したステップの直後にステップが挿入されます。ステップのテキ
ストは以下のようなものです。
コントロールの '' プロパティを取得します

このステップのプロパティを編集して、Get Instant Auto Quoteページの電子メールアドレスのテキ
ストをローカル変数に保存します。使用するコントロール、そのコントロールのプロパティ、およびプ
ロパティの値を保存する変数を指定するように、このステップのプロパティを編集します。変数は、前
のレッスンで作成した strEmailAddress です。

3. 画面プレビューで操作 ➤ズーム ➤ 50%をクリックし、スクロールバーを使用して電子メールアドレ
スのテキストがはっきり表示されるところまで移動します。

4. プロパティペインで、ロケーターテキストボックスをクリックします。
ロケーターの値領域に、ロケーター選択ボタンが表示されます。

5. 画面プレビューから識別をクリックします。
ポインタが画面プレビューに移動します。

6. ポインタをページの E-Mailテキストの上に移動します。
強調表示のボックスがページのテキストを囲んでいることを確認し、強調表示された領域をクリックし
てコントロールを識別します。

SilkTest Workbench により、プロパティペインのロケーター情報が以下の値に更新されます。
//BrowserApplication//BrowserWindow//INPUT[@id='autoquote:e-mail']

7. プロパティペインでプロパティテキストボックスをクリックし、その値リストから Textを選択しま
す。

8. (ローカル変数の選択...)をクリックし、リストから strEmailAddressを選択します。
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これで、コントロール、必要な値を含むコントロールのプロパティ、およびプロパティの値を保存する
変数の指定が終了したので、ステップのテキストは以下のようになるはずです。
コントロールの 'Text' プロパティを変数 'strEmailAddress' に格納します

プロパティペインとステップテキストの両方のローカル変数名の値が strEmailAddress に変わりま
す。

テストでプロパティ値が正しくキャプチャされ、保存されることを確認するために、テストを再生して結果
を確認します。

拡張したビジュアルテストの再生と分析
記録したテストにいくつかの拡張を行ったので、ビジュアルテストを再生し、結果を分析してみます。

1. 次のいずれか 1 つのステップを行います：

• 操作 ➤再生を選択します。
• ツールバーで再生をクリックします。

再生ダイアログボックスが開きます。
2. 結果の説明テキストボックスに、Enhanced test results for the recorded visual testと入力
します。

3. OKをクリックします。
SilkTest Workbench によって、拡張したテストが再生されます。

4. 再生完了ダイアログボックスで結果へ移動をクリックします。

結果ウィンドウが開き、デフォルトで要約タブが表示されます。

要約タブに、ビジュアルテストに合格した（エラーなしで正常に再生されたことを意味します）、また
は失敗した検証が示されます。

5. 合格（1）タブをクリックします。
かっこ内の数は、合格した検証の合計数を示します。テストステップペインには検証ステップが表示さ
れ、結果の詳細列には検証の合格の説明が表示されます。

6. 詳細タブをクリックして、各ステップの結果を表示します。
7. 結果ウィンドウのテストステップペインで、変数に電子メールアドレスを保存した結果を示すステッ
プまでスクロールします。ステップのテキストは以下のようなものです。
コントロールの 'Text' プロパティを変数 'strEmailAddress' に格納します

8. strEmailAddress 変数の内容が結果の詳細列に表示されます。 Textプロパティの値全体を表示するに
は、カーソルをそのステップの結果の詳細列の上に置きます。ツールヒントにプロパティの内容全体が
表示されます。

お疲れ様でした。これで、サンプルアプリケーションを確実にテストするビジュアルテストを作成できま
した。次のレッスンでは、ビジュアルテストを他のビジュアルテストですばやく簡単に実行する方法など、
より高度なテストの概念と機能について学習します。
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ビジュアルテスト内でのビジュアルテストの実行：概要
このチュートリアルでは、Web アプリケーションから自動車保険の見積もりを取得するために必要な各操
作を実行する単一のビジュアルテストを作成しました。単一のビジュアルテストは、単純なアプリケーショ
ンに対して基本的なテストケースを実行する場合に便利です。ただし、ほとんどのソフトウェアテストで
は、アプリケーションのすべての側面をテストするなど、より厳格なアプローチが必要となります。さら
に、テストアプリケーションが変化したときに既存のビジュアルテストをすばやく更新できることが必要
です。

これらのテストの課題を解決する効率的な手段を提供するために、SilkTest Workbench はモジュール式テ
ストをサポートしており、特定のテストソリューションの共通の操作を単一のテストにまとめ、同じ操作
セットを必要とする他のビジュアルテストでビジュアルテストを再利用できるようにしています。

モジュール式テスト
ビジュアルテストやスクリプトなどの SilkTest Workbench 資産を作成してアプリケーションのテストソ
リューションを構築する前に、テスト戦略を立てることをお勧めします。

1 つのビジュアルテストまたはスクリプトに特定のテストソリューションのすべての部分を含める必要は
ありません。また、通常、そうすることは有益ではありません。

通常、最も効率のよいテスト方法は、モジュール式アプローチを採用したものです。アプリケーションテ
ストを一連のトランザクション単位として考えます。

たとえば、オンライン発注システムのテストには、以下のようなトランザクション単位が含まれるかもしれ
ません。

• オンラインシステムへのログオン
• 顧客プロファイルの作成
• 注文の発注
• オンラインシステムのログオフ

1つのテストでこれらの単位をすべて処理し、このテストを使用するシナリオが10通りある場合、それらの
シナリオを処理するために10個の別々のテストを記録する必要があります。アプリケーションに何らかの
変更があった場合、たとえば、ログオンウィンドウにフィールドが1つ追加された場合、新しいフィールド
へのデータ入力を処理するために10個の別々のテストに変更が必要になります。

これらのトランザクション単位をすべてテストするビジュアルテストまたはスクリプトを 1 つ作成して、
それをシナリオごとに 10 個作成するよりも、これらのトランザクション単位を 1つずつ処理する別個のテ
ストをテスト「モジュール」として作成する方が有益です。トランザクション単位ごとに別々のテストを作
成し、それをテストシナリオごとに再利用すれば、ログオントランザクション単位を処理するテストだけ
を変更すればよいことになります。

モジュール式テストの基本が理解できたので、2つめのテストを作成し、前のレッスンで作成したテストに
追加してみます。
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2 つめのビジュアルテストの記録
このセクションでは、2つめのビジュアルテストを記録し、ビジュアルテスト資産の別の作成方法を学習し
ます。

1. ファイル ➤新規作成を選択します。
資産の新規作成ダイアログボックスが開きます。

2. [資産の種類]リストからビジュアルテストを選択し、資産名テキストボックスにビジュアルテストの
名前を入力します。
このチュートリアルでは、名前として AddAccountと入力します。

3. 記録をすぐに開始するために、記録の開始チェックボックスをオンにします。
4. OKをクリックして、ビジュアルテストを資産として保存し、記録を開始します。
アプリケーションの選択ダイアログボックスが開きます。

5. リストから InsuranceWeb: Home - Windows Internet Explorerを選択し、OKをクリックしま
す。
SilkTest Workbench が最小化され、記録中ダイアログボックスが開きます。

6. サンプルアプリケーションの Homeページで、Loginセクションの Sign Upをクリックします。
Create A New Accountページが開きます。

7. 適切なフィールドに、以下の情報を入力します。
次のフィールドに移動するには Tabキーを押します。

値フィールド名

Pat名（First Name）

Smith姓（Last Name）

1990/02/12生年月日（Birthday）

注: カレンダーコントロールの月と年の隣にある下矢印をクリックして月と年を変更
し、カレンダーで 12 を選択します。

smith@test.com電子メールアドレス
（Email Address）

1212 Test Way住所（Mailing
Address）

San Diego市（City）

CA州（State）

92121郵便番号（Postal
Code）

testパスワード
（Password）

 

8. Sign Upをクリックします。
9. Continueをクリックします。
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連絡先情報が表示されます。
10.ページ上部にある Homeをクリックして、記録を開始したホームページに戻ります。
11.Log Outをクリックします。
12.Alt+F10を押して記録を完了します。
記録完了ダイアログボックスが開きます。

13.保存をクリックします。
ビジュアルナビゲータにビジュアルテストが表示されます。

別のビジュアルテストへのビジュアルテストの挿入
このセクションでは、ユーザーアカウントを追加する 2つめのビジュアルテストを、元のビジュアルテス
トの自動見積もりの要求を行うステップの前に挿入します。

ビジュアルテスト内でビジュアルテストを実行すると、複数のビジュアルテストで効率的に同じ基本ステッ
プをテストできます。

ヒント: ビジュアルテストを別のビジュアルテストに挿入する際、テストアプリケーションが正しい
初期再生状態になっていることを確認することが重要です。

1. 開始画面の最新リストで、AutoQuoteをクリックして開きます。
AutoQuoteはこのチュートリアルで最初に作成したビジュアルテストです。

2. テストステップペインで <<開始>>ステップを選択します。
3. 操作 ➤挿入 ➤ビジュアルテストをクリックします。
ビジュアルテストの参照ダイアログボックスが開きます。

4. 資産の選択リストからAddAccountという名前のビジュアルテストを選択し、OKをクリックします。

SilkTest Workbench によって、選択したステップの前にステップが挿入されます。挿入されたステッ
プによって、選択したビジュアルテストが呼び出されます。このステップテキストは、以下のとおりで
す。
ビジュアル テスト 'AddAccount' の再生

ヒント: 再生中に上記のステップが実行されると、挿入されたビジュアルテストが再生される前に、
元のビジュアルテストが最後まで再生されます。

次のレッスンでは、このモジュール式ビジュアルテストを再生し、再生エラーに対処する方法を学習しま
す。

再生エラーへの対応：概要
再生中のエラーは、テストアプリケーションの変更、ビジュアルテストの不適切なステップフローなど、
さまざまな要因により発生します。このようなエラーをデバッグ機能を使用してすばやく診断し、修正する
ことにより、テストの保守を最小限にし、チームによるテスト作業の効率を上げることができます。

まず、前のレッスンで作成したモジュール式テストを再生します。
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モジュール式テストの再生
前のレッスンでは、ビジュアルテスト AddAccount を別のビジュアルテスト AutoQuote に挿入すること
により、モジュール式テストを作成しました。

このセクションでは、このモジュール式テストを再生し、再生中のエラーを確認します。

1. AutoQuote ビジュアルテストが開いている状態で、ツールバーの再生をクリックします。
再生ダイアログボックスが開きます。

2. 結果の説明テキストボックスに Responding to errors in a modular testと入力します。
3. OKをクリックします。
再生中に、Create A New Accountページでテストが停止し、エラーメッセージが表示されます。
データベースでは、各顧客レコードに対して一意の電子メールアドレスが必要なため、このエラーが発
生します。AddAccount ビジュアルテストの記録中にすでに電子メールアドレスを入力しているため、
この電子メールアドレスはデータベースにすでに存在しており、テストが失敗します。

再生エラーを確認したので、テストのデバッグを開始します。

エラーのデバッグ
SilkTest Workbench で再生エラーが発生すると、SilkTest Workbench の再生エラーダイアログボック
スが表示され、デバッグモードを開始するオプションが提供されます。デバッグモードでは再生が一時停
止され、SilkTest Workbench のデバッグ機能を使用して再生エラーを診断し、修正することができます。

このセクションでは、前のセクションでモジュール式テストを再生しているときに発生したエラーをデバッ
グしてみます。

1. 再生エラーダイアログボックスで、デバッグをクリックします。

デバッグモードでは再生が一時停止されます。そのため、エラーを発生させたステップのプロパティを
編集したり、ステップを削除または無効にしたり、他のビジュアルテストからステップをコピーアンド
ペーストしたりしてエラーを修正してから、再生を再開できます。
SilkTest Workbench はデバッグモードに入り、AddAccount ビジュアルテストを表示します。エラー
を発生させたステップが黄色で強調表示されます。

2. 編集 ➤有効化/無効化を選択して、ステップ「ボタン 'id=signup:continue' を選択します」を無効化
します。
このステップを無効にすると、次回テストを再生するときにエラーを回避できます。
ステップのテキストがグレーの斜体になります。これはステップが無効にされたことを示します。

3. ツールバーで再生をクリックします。
再生エラーダイアログボックスが表示されます。

4. デバッグをクリックします。

5. 編集➤有効化/無効化を選択して、ステップ「ボタン 'id=logout-form:logout' を選択します」を無効
化します。
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テストではHomeページで Log Outボタンを探しますが、Sign Up Continue ステップが無効になって
おりボタンがページに表示されないために、このエラーが発生します。このエラーは、チュートリアル
のあとの方で修正します。

6. メニューからデバッグを選択します。
メニューの上部に表示される以下のステップコマンドを使って、ステップ実行を制御できます。

1つずつステップを再生します。ステップインは各ステップのトレースに有効で
あり、また再生しているビジュアルテストに挿入された別のビジュアルテストに

ステップイン
（F8）

もステップインします。挿入された各ビジュアルテストについても、一度に 1
ステップずつ実行されます。

ステップインはテストの詳細分析に有効であり、変数の使用やターゲットアプリ
ケーションとの対話に対する各ステップまたはステートメントの影響を確認する
ことができます。

別のビジュアルテストに挿入されたビジュアルテスト全体を、1つのステップと
して実行します。ステップオーバーは、デバッグモードの再生中に、ビジュア

ステップオーバー
（Shift+F8）

ルテストを 1ステップとして再生する場合に使用します。これにより、挿入され
たビジュアルテスト全体が再生されます。挿入されたビジュアルテスト全体が再
生されると、元のビジュアルテスト内の次のステップで再生が停止し、デバッグ
モードになります。

別のビジュアルテストを再生するステップ以外のステップでステップオーバー
を使用すると、ステップインを使用した場合と同じになります。次のステップの
みが実行されたあと、再生は停止し、再びデバッグモードになります。

別のビジュアルテストから再生しているビジュアルテスト内の残りのステップを
すべて実行したあと、元のビジュアルテスト内の次のステップで再生が一時停止
します。

ステップアウトは、別のビジュアルテストに挿入されたビジュアルテスト内の
ステップで再生が停止されているときに、残りのビジュアルテストを再生して元

ステップアウト
（Ctrl+Shift+F8）

のビジュアルテストに戻る場合に使用します。挿入されたビジュアルテストの残
りの部分の再生が実行されたら、元のビジュアルテスト内の次の行で再生が停止
し、再びデバッグモードになります。

再生を一時停止するステップを選択できます。これにより、ビジュアルテスト内
の選択したセクションを「ステップオーバー」することができます。

カーソルまで実行は、ビジュアルテストを再生して、実行時エラーが発生したポ
イントの直前で停止する場合に使用します。これにより、ブレークポイントを挿

カーソルまで実行
（Ctrl+F8）

入することなく特定の行で再生を停止できます。再生が停止したら、別のデバッ
グオプションのいずれかを使用して再生を継続できます。

現在選択されているテストステップからビジュアルテストを再生します。カーソルから実行

7. ステップアウトを選択します。
このコマンドにより、AddAccountビジュアルテストの残りのステップが実行され、その後、AutoQuote
ビジュアルテストの次のステップで再生が一時停止されます。
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ステップアウトを選択すると、SilkTest Workbench により AddAccount の最後のステップとしてホー
ムページが表示され、再生が一時停止します。そして、SilkTest Workbench により AutoQuote がデ
バッグモードで開かれ、次のステップが強調表示されます。

次に、ビジュアルテストで使用されている変数の値を監視する方法について学習します。

再生中の変数の追跡
デバッグモードでは、変数の監視ウィンドウを使用して、ローカル変数と予約変数の両方の再生値を追跡
できます。

このセクションでは、変数の監視ウィンドウを使用して、前のレッスンで作成したローカル変数の値を参照
します。

1. デバッグ ➤変数の監視を選択します。
変数の監視ウィンドウが開きます。

2. ローカルおよびビジュアルテスト変数ノードを展開します。
前のレッスンで作成したローカル変数 strEmailAddress が表示されます。再生中、この変数を使用する
ステップが実行されると、変数の値が値列に表示されます。結果は、以下の図のようになります。

注: 変数の結果を変数の監視ウィンドウで確認する場合にテストでエラーがない場合は、ブレーク
ポイントをビジュアルテストに挿入します。ブレークポイントを挿入するには、変数ステップのあ
とにあるステップを選択し、デバック➤ブレークポイントの設定／クリアを選択してからテストを
再生します。

3. カーソルまで実行デバックの動作を確認するには、「(24, 9) の場所で 'Lexus' をクリックします」
ステップを選択し、デバック ➤カーソルまで実行を選択します。
SilkTest Workbench により「(24, 9) の場所で 'Lexus' をクリックします」ステップまでの残りのス
テップが再生されたあと、AutoQuote ビジュアルテストが表示されます。

次に、モジュール式テストの再生を完了し、テスト結果を確認します。

結果の確認
ビジュアルテストのデバッグが終了したら、ビジュアルテストの結果を確認します。

1. ツールバーの再生をクリックして、AutoQuote ビジュアルテストの再生を完了します。
再生完了ダイアログボックスが開きます。

2. 結果へ移動をクリックします。
AutoQuote の結果が表示され、デフォルトで要約タブが表示されます。
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要約タブにはテスト実行の全体的な詳細が表示されます。ビジュアルテストまたは .NET スクリプト
(実行回数)フィールドには、「AutoQuote(1)」と挿入されたビジュアルテスト「AddAccount(1)」が
リストされます。

3. 詳細タブをクリックします。
4. テストステップペインで、青色のテキストのステップまでスクロールします。

結果列と結果の詳細列を確認すると、再生中に発生したエラーに関する情報をすばやく参照できます。

注: テストステップペインにすべてのステップを表示するには、[ステップと画面]が選択されてい
ることを確認します。操作 ➤表示 ➤ステップと画面をクリックします。失敗タブには、再生エ
ラーを含むステップは表示されません。失敗した検証のみが表示されます。

このレッスンでは、再生エラーを診断し、デバッグする方法を学習しました。次に、ビジュアルテストを変
更してエラーを修正する追加ステップを記録する方法を学習します。

エラーが含まれているビジュアルテストの変更
データベースには顧客レコードごとに一意の電子メールアドレスが必要であるため、ビジュアルテスト内
でエラーが発生します。 AddAccount ビジュアルテストの記録中にすでに電子メールアドレスを入力して
いるため、この電子メールアドレスはデータベースにすでに存在しており、テストが失敗します。テスト
内に追加のステップを記録してデータベース重複エラーを解決するか、または別のモジュール式テストを追
加できます。たとえば、データベースをリセットする別のビジュアルテストを記録し、新しいテストを
AddAccountビジュアルテストに挿入することができます。モジュール式テストを作成すると、他のビジュ
アルテスト内でも Reset Database ステップを使用できます。

1. ファイル ➤新規作成を選択します。
資産の新規作成ダイアログボックスが開きます。

2. [資産の種類]リストからビジュアルテストを選択し、資産名テキストボックスにビジュアルテストの
名前を入力します。
このチュートリアルでは、名前として ResetDatabaseと入力します。

3. 記録をすぐに開始するために、記録の開始チェックボックスをオンにします。
4. OKをクリックして、ビジュアルテストを資産として保存し、記録を開始します。
アプリケーションの選択ダイアログボックスが開きます。

5. リストから InsuranceWeb: Home - Windows Internet Explorerを選択し、OKをクリックしま
す。
SilkTest Workbench が最小化され、記録中ダイアログボックスが開きます。

6. サンプルアプリケーションの Homeページで、ページの右下隅にある Settingsをクリックします。
7. Reset Databaseセクションで、Resetをクリックします。
このステップは、以降のテストで重複するデータが入力されたときにエラーが発生しないようにするた
めに必要です。

8. ページ上部にある Homeをクリックして、記録を開始したホームページに戻ります。
9. AddAccount ビジュアルテストを開きます。
10.テストステップペインで <<開始>>ステップを選択します。
11.操作 ➤挿入 ➤ビジュアルテストをクリックします。
ビジュアルテストの参照ダイアログボックスが開きます。
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12.資産の選択リストから ResetDatabaseというビジュアルテストを選択し、OKをクリックします。

SilkTest Workbench によって、選択したステップの前にステップが挿入されます。挿入されたステッ
プによって、選択したビジュアルテストが呼び出されます。このステップテキストは、以下のとおりで
す。
ビジュアル テスト 'ResetDatabase' の再生

13.AutoQuote ビジュアルテストを開き、ツールバーの [再生] をクリックします。
3 つのビジュアルテストがすべてエラーなしで完了します。

アクティブデータの使用
アプリケーションの使用を効率よく模倣するために、アプリケーションテストでは異なるデータセットを
使用して同じ操作を繰り返すことがよく行われます。たとえば、前のレッスンでは顧客レコードを作成する
テストを記録しました。10件の顧客レコードを作成するには、テストごとに顧客データセットを用意し、
10 個の異なるテストを記録できます。ただし、SilkTest Workbench では元のテストを拡張し、実行ごと
に異なるデータセットを使用してテストを 10 回繰り返すことができます。

アクティブデータテストでは、外部ファイルのデータをテストアプリケーションへの入力として使用し、
実行ごとに異なるデータを使用して、指定したステップを繰り返し実行することができます。

このレッスンでは、以下の操作方法を学びます。

• アクティブデータテスト資産を作成し、ビジュアルテストに関連付ける
• 実行ごとに異なるデータを使用し、指定したステップを特定の回数実行する繰り返しロジックを作成す
る

• ビジュアルテストでアクティブデータファイルを使用する方法を定義する
• 繰り返し実行するステップを定義する
• データファイルのアクティブデータをビジュアルテストのリテラルデータにマップする

前のレッスンでは、Pat Smith の顧客情報を顧客データベースに入力するビジュアルテストを記録しまし
た。このビジュアルテストを再生するたびに、最初の記録中にキャプチャしたリテラルデータ値がSilkTest
Workbench で使用されます。

このレッスンでは、PatSmithの顧客情報を入力するために使用されるリテラルデータ値をアクティブデー
タに置き換え、SilkTest Workbench がビジュアルテストを再生するときに外部ファイルに含まれる別の顧
客情報が使用されるようにします。

ビジュアルテスト用のアクティブデータを作成する前に、アクティブデータファイルについて確認しま
す。

アクティブデータファイルの確認
アクティブデータ資産を作成する際、使用するデータが含まれる既存のデータファイルを選択するか、資
産によって使用されるデータを入れる新しいファイルを作成することができます。このチュートリアルで
は、customers.csvという名前の、顧客情報を含むカンマ区切りの既存のファイルを使用します。このファ
イルは、SilkTest Workbench のインストールディレクトリの Examples フォルダにあります。
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customers.csvファイル内の各列は、Age列を除き、データベースに顧客情報を入力するために使用される
フィールドに対応しています。Age 列は、このチュートリアルのあとのレッスンで使用します。

このテストにアクティブデータを使用すると、SilkTest Workbench はテストを再生し、ファイル内の各顧
客がデータベースに入力されるまで、毎回別の顧客のデータを使って顧客情報を入力するステップを繰り返
します。

ヒント: アクティブデータファイルでは、パスワード値はコード化されたテキストになっています。

アクティブデータファイルには以下の列が含まれます。

• 名（First Name）
• 姓（Last Name）
• 生年月日（Birthday）
• 電子メールアドレス（Email Address）
• 住所（Mailing Address）
• 市（City）
• 州（State）
• 郵便番号（Postal Code）
• パスワード（Password）
• 年齢（Age）（後続のレッスンで使用）

次に、アクティブデータテスト資産を作成し、ビジュアルテストに関連付けます。

アクティブデータテスト資産の作成
アクティブデータテストでデータファイルを使用するには、そのファイルを使用するアクティブデータ資
産を作成し、そのアクティブデータ資産をビジュアルテストに関連付ける必要があります。

1. 開始画面の最新リストで、AddAccountというビジュアルテストをダブルクリックして開きます。
ビジュアルナビゲータに AddAccount ビジュアルテストが表示されます。

2. テストステップペインで、操作 ➤挿入 ➤アクティブデータ ➤新規作成をクリックします。
アクティブデータ資産の設定ウィンドウが表示されます。

3. 名前テキストボックスにアクティブデータ資産の名前を customersと入力します。
4. 参照をクリックして、アクティブデータ資産と関連付ける customers.csv ファイルを探します。
アクティブデータ資産の選択ダイアログボックスが表示されます。

5. サンプルファイルの場所に移動し、アクティブデータのサンプルファイル customers.csv を選択しま
す。
デフォルトの場所は C:\Program Files\Silk\SilkTest\examples\customers.csv です。

6. 開くをクリックします。
全般タブのファイルテキストボックスにパスとファイル名が表示されます。

7. アクティブデータ資産の設定ウィンドウで、オプションタブをクリックします。
8. 最初の行を見出しとして使用チェックボックスをオンにします。

ヒント: 詳細タブをクリックすると、アクティブデータファイルの内容を確認することができま
す。
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この設定により、アクティブデータファイルのデータの最初の行が、データではなく見出し行として扱
われます。

9. 保存して閉じるをクリックしてアクティブデータ資産を作成し、AddAccount ビジュアルテストに関連
付けます。

ビジュアルテストでは、関連付けられているアクティブデータ資産の情報はすべて、<<開始>>ステップ
のプロパティペインに格納されます。ビジュアルテストに関連付けられている各アクティブデータ資産を
確認するには、<<開始>>ステップを選択し、プロパティペインのアクティブデータプロパティを確認
します。

これで、アクティブデータ資産が作成され、ビジュアルテストと関連付けられました。次に、テストでア
クティブデータを使用する繰り返しロジックを作成します。

アクティブデータファイルの繰り返しロジックの作成
ビジュアルテストでアクティブデータを使用する場合、通常は一連のステップを繰り返し、その際毎回リ
テラルデータをアクティブデータに置き換えます。

このレッスンでは、データベースに顧客を追加するリテラルデータを、10件の顧客レコードを含むアクティ
ブデータファイル customers.csv 内のデータに置き換えます。繰り返しごとに、アクティブデータファ
イルの顧客レコードのデータが使用されて、InsuranceCo Web サイトの Create a New Accountページ
の各フィールドにデータが入力されます。

1. ビジュアルナビゲータに AddAccount ビジュアルテストが表示されていることを確認します。
2. SilkTest Workbench のツールバーの繰り返しタイプのロジックの作成をクリックします。
ようこそページが表示されたテストロジックデザイナウィザードが表示されます。

3. 次へをクリックします。
ロジックの種類の選択ページが開きます。

4. アクティブデータファイルを使用してステップシーケンスを繰り返すをクリックし、次へをクリック
します。
使用するアクティブデータ資産の定義ページが表示されます。

5. このビジュアルテストに関連付けられているアクティブデータ資産は1つだけ（customers）なので、
アクティブデータの資産リストにこの資産が表示されます。そうでない場合は、リストからこの資産を
選択します。

6. 開始行テキストボックスで、デフォルト値の 1をそのままにします。
7. データを含む最後の行で終了チェックボックスをオンにします。
8. 順序通りにすべての行を取得をクリックします。

これで、繰り返しロジックでデータファイルを使用する方法、および繰り返し回数が定義できました。

• 繰り返しロジックの実行時、アクティブデータファイルの最初の行が最初に使用されます。
• 各行を使って、最後の行まで繰り返されます。
• 繰り返しロジックではすべてのデータ行が順番に使用され、アクティブデータファイルにはデータ行
が10行あるため、データベースに顧客を追加するステップは10回繰り返されます。毎回、アクティ
ブデータファイルの異なる顧客データ行が入力として使用されます。

9. 次へをクリックします。
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繰り返しの構築ページが開きます。

アクティブデータの使用方法が定義できたので、次にビジュアルテスト内の繰り返すステップを指定しま
す。

繰り返しステップの定義
繰り返しロジックで繰り返すステップを決定するときは、リテラルデータを置き換えるステップだけでな
く、繰り返しが必要なすべての操作を考慮します。

このレッスンでは、リテラルデータを置き換えるステップがいくつかありますが、アクティブデータファ
イル内の各顧客を入力するには、InsuranceCo Web サイトの Create a New Accountページにアクセス
するプロセス全体を繰り返す必要があります。そのため、ページにアクセスし Homeページにテストを戻
すステップも含め、実際のテストプロセスのすべてのステップを繰り返す必要があります。

1. 繰り返しの構築ページでステップの開始リンクをクリックします。
ステップの選択ダイアログボックスが開きます。

2. InsuranceCoWebサイトとの対話を開始するステップを選択します。これは<<開始>>ステップのす
ぐあとのステップです。
ビジュアルテストには顧客を追加するプロセスで必要なステップがすべて含まれるため、すべてのステッ
プを繰り返す必要があります。

3. OKをクリックします。
ステップの選択ダイアログボックスが閉じられ、選択したステップのテキストがステップの開始リン
クに表示されます。

4. 繰り返しの構築ページでステップの終了リンクをクリックします。
ステップの選択ダイアログボックスが開きます。

5. InsuranceCoWebサイトとの対話を終了するステップを選択します。これは<<終了>>ステップのす
ぐ前のステップです。

6. OKをクリックします。
ステップの選択ダイアログボックスが閉じられ、選択したステップのテキストがステップの終了リン
クに表示されます。

7. 次へをクリックします。
テストロジックデザイナの要約ページが表示されます。このページには、ビジュアルテストに定義さ
れたテストロジックが表示されます。

8. 終了をクリックして、ビジュアルテストのテストステップにテストロジックを挿入します。
SilkTest Workbenchにより、ビジュアルテストの<<開始>>ステップのあとに、繰り返しロジックを
開始するステップが挿入されます。ステップのテキストは以下のようになります。
アクティブ データ 'customers' を使用して繰り返します

また、SilkTest Workbench により <<終了>>ステップのあとに、繰り返しロジックを終了するステッ
プも挿入されます。ステップのテキストは以下のようになります。
繰り返しの終了

新しく挿入された繰り返しロジックステップの間のすべてのステップがインデントされ、繰り返しロジッ
クステップの間にネストされて表示されます。ビジュアルテストでアクティブデータを使用するため
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の最後の作業は、アクティブデータファイル内のデータをビジュアルテストのリテラルデータにマッ
プすることです。

アクティブデータのリテラルデータへのマッピング
ビジュアルテストでアクティブデータファイル内のデータを使用するには、該当するテストステップの
データをアクティブデータファイル内のデータ列にマップする必要があります。

1. ビジュアルテストで、フィールドにデータを入力する最初のステップを選択します。
これは、ビジュアルテストで最初に記録された、InsuranceCoWebサイトの Create a New Account
ページの First Nameテキストボックスに「Pat」と入力するステップとなります。
ステップのプロパティがプロパティペインに表示されます。

2. プロパティペインのパラメータカテゴリで、textパラメータを選択します。これは、Patに設定され
たテキストを示します。

3. 値領域の選択をクリックし、アクティブデータをクリックします。

ヒント: customersがアクティブデータの資産リストにない場合、この資産はこのビジュアルテ
ストに関連付けられていません。

プロパティ/変数/アクティブデータの選択、またはリテラルの編集ダイアログボックスが開きます。
このダイアログボックスで、テストステップの選択したプロパティのデータをアクティブデータファ
イル内の列のデータにマップします。

アクティブデータの資産テキストボックスには、ビジュアルテストに関連付けられたアクティブデー
タ資産 customersが表示されます。列リストには、customers アクティブデータファイルの列名が
表示されます。

4. 列リストで、First Name列を選択します。
これが名前を含んだファイル内の列であるため、この列をマップして、リテラルデータ'Pat'を置き換え
ます。

5. OKをクリックしてダイアログボックスを閉じ、データをマップします。 SilkTest Workbench によっ
て、テストステップの実際のデータが、アクティブデータファイル内の選択したデータへのマップ式に
置き換えられます。既存のステップテキストは、以下のとおりです。
'Pat' を入力します

これが、アクティブデータ資産名、置換するデータ型、および列名を示す、以下のテキストに更新され
ます。
'[[customers].テキスト("First Name")]' を入力します

6. ビジュアルテストに関連付けたアクティブデータファイル内のデータに置換するデータを含む残りのテ
ストステップすべてについて、ステップ1～5を繰り返します。次のステップは、'Smith' を入力します
というステップテキストが含まれるステップです。

下の表は以下の内容を示します。
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• このビジュアルテスト内の、アクティブデータファイルのデータで置き換えるリテラルデータを含
む各ステップのテキスト

• 置き換えるデータを含むステップのプロパティの名前
• リテラルデータの代わりに使用するデータを含むアクティブデータの列

注: アクティブデータを使用して更新された、パスワード保護テキストボックスにテキストを入力
するステップについては、ステップのテキストにアクティブデータ情報が示されません。

アクティブデータ列プロパティステップテキスト

姓（Last Name）テキスト'Smith' を入力します

電子メールアドレス（Email
Address）

テキスト'smith@test.com' を入力します

住所（Mailing Address）テキスト'1212 Test Way' を入力します

市（City）テキスト'San Diego' を入力します

州（State）リストボックス項目リストボックス項目'California'を選択しま
す

郵便番号（Postal Code）テキスト'92121' を入力します

パスワード（Password）テキスト'test' を入力します
 

アクティブデータファイルのデータを使用するようにビジュアルテストを設定できたので、これを再生し、
結果を確認します。

アクティブデータのビジュアルテストの再生と分析
顧客を追加するビジュアルテストを、アクティブデータファイルの顧客レコードを使用するように拡張で
きたので、再生してみます。このビジュアルテストを再生すると、アクティブデータファイルの顧客レ
コードが実際に顧客データベースに入力されます。

1. 次のいずれか 1 つのステップを行います：

• 操作 ➤再生を選択します。
• ツールバーで再生をクリックします。

再生ダイアログボックスが開きます。
2. 結果の説明テキストボックスに AddCustomers using ActiveDataと入力します。
3. OKをクリックします。
SilkTest Workbench によって、拡張したテストが再生されます。

4. 再生完了ダイアログボックスで結果へ移動をクリックします。

結果ウィンドウが開き、デフォルトで要約タブが表示されます。

5. 詳細タブをクリックして、各ステップの結果を表示します。
詳細タブには、再生中に実行された各ステップの結果が表示されます。スクロールバーを使用して、実
行されたステップをスクロールします。
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結果ウィンドウのテストステップペインには、ビジュアルテストの実際のステップよりもかなり多く
のステップがあります。これは、繰り返しごとに、それぞれ実行ステップのセットがあるためです。

注: また、式を使用して、ビジュアルテストでアクティブデータを更新することもできます。式デザ
イナを使用すると、アクティブデータファイルの列のデータを入力として使用でき、データの値を変
更する式を作成できます。更新されたデータは、同じアクティブデータファイルの同じ列に保存でき
ます。詳細については、オンラインヘルプの「ビジュアルテストでの式を使用したアクティブデータ
の更新」を参照してください。

ビジュアルテストからのスクリプトの再生
スクリプトとビジュアルテストは、資産を使用してテストアプリケーションでのメニュー項目の選択やデー
タの入力などの手動のユーザー操作を自動化するという点で同じです。違いは、ユーザーの操作がどのよう
に表現されるかです。スクリプトでは、Microsoft .NET Frameworkで稼動するスクリプト記述言語である
Microsoft の Visual Basic が使用されますが、ビジュアルテストでは、ビジュアルナビゲータのポイント
アンドクリックインターフェイスによって生成されるステップが使用されます。

いずれの場合も、互いに独立して実行できるパワフルで柔軟性の高い自動テストを作成できます。どちらを
選ぶかは、ユーザーのニーズと好みによります。また、両方を組み合わせて使用することもできます。た
とえば、特殊なタスクを実行するスクリプトを作成し、ビジュアルテストにそのスクリプトを再生するス
テップを挿入することができます。このようにして、スクリプトで使用されるスクリプト記述言語の力を利
用してビジュアルテストを補強することができます。

ビジュアルテストからスクリプトを再生すると、スクリプトは、繰り返しテストタスクまたは特殊なテス
トタスクを実行するために必要に応じて呼び出せる関数と同様に機能します。このアプローチはチームに
よるテスト環境で役立ちます。たとえば、経験の豊富なテスト担当者が共通するテスト機能を実行するスク
リプトのライブラリを作成し、経験の浅い開発者がそこからスクリプトを選択して、ビジュアルテストを作
成することができます。

乱数を生成するスクリプトの作成
まず最初に、ユーザーの年齢に使用できる乱数を生成するスクリプトを作成します。

1. ファイル ➤新規作成を選択します。
資産の新規作成ダイアログボックスが開きます。

2. [資産の種類]リストから .NETスクリプトを選択し、資産名テキストボックスに function_randomAge
と入力して OKをクリックします。

ヒント: スクリプトに「function」と名前を付けることにより、共通して使用されるテストタスク
のライブラリを整理でき、ここからすばやくタスクを選択して、ビジュアルテストに挿入すること
ができます。

スクリプトがコードウィンドウに表示されます。
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3. Sub Main() の下の行にカーソルを置き、以下のように入力します。
Dim rand As New Random()
Dim TSrandomAge As Integer = rand.Next(10000, 99999)
MsgBox(TSrandomAge)

4. ツールバーで再生をクリックします。
再生ダイアログボックスが開きます。

5. OKをクリックします。
メッセージボックスが表示され、10,000～99,999 の生成された乱数が表示されます。

6. OKをクリックします。
再生完了ダイアログボックスが開きます。

7. .NET スクリプトへ移動をクリックします。
8. 数値範囲パラメータの (10000, 99999) をパラメータ MinVal と MaxVal に置き換えます。これら 2 つ
のパラメータを使用することにより、スクリプトを開いて値を変更するのではなく、このスクリプトを
再生するビジュアルテストから乱数の範囲を設定することができます。以下のように入力します。
Dim TSrandomAge As Integer = rand.Next(MinVal, MaxVal)

9. スクリプトが適切に動作することを確認するために、Sub Main()の直後で、以下の値をパラメータに割
り当てます。
Dim MinVal=16
Dim MaxVal=105

スクリプトは以下のコードのようになっているはずです。
Public Sub Main()
Dim rand As New Random()
Dim MinVal=16
Dim MaxVal=105
Dim TSrandomAge As Integer = rand.Next(MinVal, MaxVal)

MsgBox(TSrandomAge)
End Sub

10.ツールバーで再生をクリックします。
再生ダイアログボックスが開きます。

11.OKをクリックします。
メッセージボックスが表示され、16～105 の生成された乱数が表示されます。

12.OKをクリックします。
再生完了ダイアログボックスが開きます。

13..NET スクリプトへ移動をクリックします。
14.入力パラメータを使用してMinVal およびMaxVal パラメータを設定するには、以下のステップを実行し
ます。
a) 作成する入力パラメータが含まれるように Main() sub を変更します。
Public Sub Main(args As IDictionary(Of String, Object))
Dim MinVal=args ("AgeMin")
Dim MaxVal=args ("AgeMax")
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"AgeMin" と "AgeMax" は、次の手順で作成する入力パラメータの名前です。
b) 作成する出力パラメータが含まれるように Main() sub を変更します。
Public Sub Main(args As IDictionary(Of String, Object))

args ("VT_Age")=TSrandomAge

"VT_Age" は、次の手順で作成する出力パラメータの名前です。
c) 年齢はスクリプトからビジュアルテストに渡されるため、ステートメントの先頭にアポストロフィを
入力してメッセージボックスのコードをコメントにします。
'MsgBox(TSrandomAge)

スクリプト全体は以下のようになっているはずです。
Public Module Main
Dim _desktop As Desktop = Agent.Desktop

Public Sub Main(args As IDictionary(Of String, Object))

Dim rand As New Random()
Dim MinVal=args ("AgeMin")
Dim MaxVal=args ("AgeMax")
Dim TSrandomAge As Integer = rand.Next(MinVal, MaxVal)
args ("VT_AgeTrying")=TSrandomAge
'MsgBox(TSrandomAge)
End Sub

End Module

次に、ランダム年齢をビジュアルテストに渡すために使用するスクリプトの入力パラメータと出力パラメー
タを定義します。

スクリプトの入力パラメータの定義
スクリプトは、入力パラメータを使用してビジュアルテストからデータを受け取ったり、逆に出力パラメー
タを使用してビジュアルテストにデータを渡したりできます。このタスクでは、function_randomAge ス
クリプトで作成された乱数の範囲を設定する 2 つの入力パラメータを定義します。

1. プロパティペインで、入力パラメータの追加を右クリックして選択します。
スクリプト入力パラメータの追加ダイアログボックスが開きます。

2. 名前テキストボックスに MinValと入力します。
3. 型リストで、数値（Double）を選択します。
4. デフォルト値テキストボックスに 16と入力します。
必要に応じて、ビジュアルテストにデフォルト値を設定することもできます。

5. OKをクリックします。
プロパティペインの入力パラメータのリストに、入力パラメータが表示されます。

6. プロパティペインで、入力パラメータの追加を右クリックして選択します。
スクリプト入力パラメータの追加ダイアログボックスが開きます。
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7. 名前テキストボックスに MaxValと入力します。
8. 型リストで、数値（Double）を選択します。
9. デフォルト値テキストボックスに 105と入力します。
必要に応じて、ビジュアルテストにデフォルト値を設定することもできます。

10.OKをクリックします。
プロパティペインの入力パラメータのリストに、入力パラメータが表示されます。

スクリプトの出力パラメータの定義
スクリプトは、入力パラメータを使用してビジュアルテストからデータを受け取ったり、逆に出力パラメー
タを使用してビジュアルテストにデータを渡したりできます。このタスクでは、function_randomAge ス
クリプトで作成された乱数をビジュアルテストに渡すパラメータを定義します。

1. プロパティペインで、出力パラメータの追加を右クリックして選択します。
スクリプト出力パラメータの追加ダイアログボックスが開きます。

2. 名前テキストボックスに TSrandomAgeと入力します。
3. 型リストで、数値（Double）を選択します。
4. デフォルト値テキストボックスは空のままにします。
5. OKをクリックします。
プロパティペインの出力パラメータのリストに、出力パラメータが表示されます。

ビジュアルテストで出力パラメータを受け取るローカル変数を定義します。

スクリプトのデータを使用するビジュアルテストの設定
スクリプトのデータを使用するようにビジュアルテストを設定するには、スクリプトを再生し、スクリプト
のデータを格納するローカル変数を作成し、このローカル変数をスクリプトの出力変数と関連付けるステッ
プを挿入する必要があります。さらに、ビジュアルテストからスクリプトにデータを渡すために、スクリ
プトの入力変数の値を設定する必要があります。

1. AutoQuote ビジュアルテストを開きます。
2. ファイル ➤名前を付けて保存を選択します。
名前を付けて保存ダイアログボックスが開きます。

3. AutoQuote ビジュアルテストを変更するため、元のテストと区別できるよう AutoQuote_Modified
と名前を変更し、OKをクリックします。

4. 以下のステップテキストのあとにあるステップを選択します。
ビジュアル テスト 'AddAccount' の再生

5. テストステップペインで、操作 ➤挿入 ➤ .NET スクリプトを選択します。
.NET スクリプトの参照ダイアログボックスが開きます。

6. function_randomAgeを選択し、OKをクリックします。
SilkTest Workbench により、スクリプトを再生するステップが挿入されます。

7. スクリプトのデータを格納するローカル変数を追加するには、以下のステップを実行します。
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テストステップペインで、操作 ➤挿入 ➤変数 ➤ローカルの追加をクリックします。
ローカル変数の追加ダイアログボックスが開きます。

a)

b) 変数名テキストボックスに VTrandomAgeと入力します。
c) 型リストから数値（Double）を選択し、初期値を 0 に設定します。
d) OKをクリックします。
<<開始>>ステップから変数を参照し、定義を編集することができます。

8. スクリプトのステップを選択します。
ステップは以下のようになります。
.NET スクリプト 'function_randomAge' の再生

9. 挿入されたスクリプトステップのプロパティペインで、'TSrandomAge' の内容の引き渡し先プロパ
ティの値領域をクリックし、ローカル変数 VTrandomAgeを選択します。
入力パラメータをスクリプトで追加したため、その値がプロパティペインに表示されます。ただし、値
を編集することで、ビジュアルテストで使用される入力パラメータを変更できます。これらの値は、ス
クリプトでは変更されません。

これで、スクリプトのデータを使用するようにビジュアルテストが設定されました。AutoQuote_Modified
ビジュアルテストが再生されるたびに、function_randomAge スクリプトが再生され、ビジュアルテスト
のローカル変数 VTrandomAge に固有の乱数が渡されます。

次に、function_randomAge スクリプトで生成された乱数を含むビジュアルテストのローカルパラメータ
を使用するように、年齢情報を入力するステップを変更します。

ビジュアルテストでのスクリプトデータの使用
このセクションでは、function_randomAge スクリプトで生成された乱数を含むビジュアルテストのロー
カルパラメータを使用するように、年齢情報を入力するステップを変更します。

1. Ageテキストボックスで、データを入力するステップを選択します。このステップテキストは、以下
のとおりです。
'42' を入力します

2. プロパティペインで、テキストプロパティを選択します。
3. 選択ボタンをクリックして、変数を選択します。
プロパティ/変数/アクティブデータの選択、またはリテラルの編集ダイアログボックスが開きます。

4. VTrandomAgeを選択し、OKをクリックします。
ステップテキストは、以下のとおりです。
'[VTrandomAge]' を入力します

このステップで、VTrandomAge ローカル変数の値が Ageテキストボックスに入力されるようになりまし
た。

テスト結果の再生と確認
1. 次のいずれか 1 つのステップを行います：
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操作 ➤再生を選択します。•

• ツールバーで再生をクリックします。

再生ダイアログボックスが開きます。
2. 結果の説明テキストボックスに Adding Customers using data passed from a scriptと入
力します。

3. OKをクリックします。
SilkTestWorkbenchによって、拡張されたテストが再生され、スクリプトから渡された乱数とビジュア
ルテストで定義した追加の顧客情報を使用して 10 人の新規顧客が作成されます。

4. 再生完了ダイアログボックスで結果へ移動をクリックします。

結果ウィンドウが開き、デフォルトで要約タブが表示されます。

5. 詳細タブをクリックして、各ステップの結果を表示します。
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