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概要 

コード化された UI テストは、アプリケーションのユーザー インターフェースの機能と動作を

検証するために、完全に自動化されたテストを作成する方法を提供します。この演習では、新

しいテストを作成し、検証ロジックを追加することによってコード化された UI テストの基礎の

理解を促進するでしょう。 

前提条件 

この演習を完了するためには Microsoft によって提供される Visual Studio 2012 の仮想マシンが必

要です。この仮想マシンの入手方法と使用方法の詳細については、this blog post を参照してく

ださい。 

 

Exercises 

このハンズオン ラボには以下の練習が含まれます: 

1. 操作の記録からのコード生成入門 

2. コード化された UI テスト ビルダーを使用したコード生成入門 

3. コード化された UI テストのデータ駆動検証 

 

所用時間: 60 分 

 

  

http://aka.ms/VS11ALMVM
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Exercise 1: 操作の記録からのコード生

成入門 

この練習では、テスト担当者が迅速かつ容易に、既存の操作の記録からコード化された UI テス

トを直接作成できるように、Visual Studio 2012 のコード生成機能について学習します。操作の

記録には、アプリケーションの手動テスト中の操作手順が含まれます。手動テストと操作の記

録の詳細については、別の ハンズオン ラボである " Microsoft Test Manager 2012 を使用した手

動テストの作成と実行"  を参照してください。 

1. Julia としてログオンします。 すべてのユーザーのパスワードは P2ssw0rd です。 

2. タスクバーのショートカットか、[ Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2012 ] か

ら、Visual Studio 2012 を起動します。 

3. スタート ページで、[ Team Foundation Server への接続] をクリックします。 

 
Figure 1 

[ Team Foundation Server への接続]リンクの位置 
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4. [チーム エクスプローラー - 接続] ウィンドウで、[ Tailspin Toys ] プロジェクトをダブル

クリックします。接続の確認を要求された場合は、[ Yes ] を選択します。 

 
Figure 2 

Tailspin Toys プロジェクトのロード 

 

5. メイン メニューで [ファイル | 新規作成 |プロジェクト] を選択し、新しいプロジェクト

の作成を開始します。 

6. [新しいプロジェクト] ウィンドウで、左ペインの [ Visual C# | テスト] ノードを選択し、

中央ペインで、[コード化された UI テスト プロジェクト] テンプレートを選択し、 

テスト プロジェクトを作成するために、[ OK ] ボタンを選択します。 

 
Figure 3 

コード化された UI テスト プロジェクトの作成 



7 

 

 

7. 新しいコード化された UI テストのコードを生成するには、2 つの方法があります。1 つ

目の既定のオプションは、テスト シナリオを手動で実行することによりテスト コード

を生成することを可能にする、コード UI テスト ビルダーを使用するものです。2 つ目

のオプションは、既存の操作の記録を使用するものです。既存の操作の記録を使用する

ために、2  つ目のオプションを選択します。 

 
Figure 4 

テスト生成のための既存の操作の記録の使用 

 

8. [ ID ] ラジオ ボタンを選択し、"41" と入力します。この演習のために、この ID を持つテ

スト ケースは、操作の記録を持っていることを既に知っていると仮定します。 

9. 作業項目の検索を実行するために、[検索] ボタンを選択します。  

 
Figure 5 

操作の記録を持つテストケースの検索 
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10. 操作の記録からコード化された UI テストを生成するために、[ OK ] ボタンを選択します。 

 
Figure 6 

操作の記録を持つテスト ケースの選択 

 

11. 生成された CodeUITest1.cs の CodedUITestMethod1 メソッドに移動します。各行はテス

ト生成の間に使用された操作の記録のステップを表しています。 

12. CodedUITestMethod1 メソッドの最初のメソッド呼び出しの行で右クリックし、 

[定義へ移動] オプションを選択します。これにより、生成されたテスト ロジックを含む 

UIMap.Designer.cs ファイルから UIMap クラスがロードされるでしょう。この生成され

たメソッドは、Internet Explorer を起動し、指定された URL へ移動します。 

 
Figure 7  

テスト ロジックへの移動 
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13. UIMap クラスの ClickFourthCoffeeFlyer  メソッドまでスクロールします。この生成された

メソッドは、Tailspin Toys Web アプリケーション中の "Fourth Coffee Flyer” ハイパーリン

クをクリックすることをテストします。 

 
Figure 8  

生成されたテスト メソッドの例 

 

14. ClickFourthCoffeeFlyer テスト メソッドは、直接ハイパーリンクの指定をする代わりに、

“UIBlankPageWindowsInteWindow.UIHomeTailspinToysDocument1.UIFourthCoffeeFlyerHyperli

nk” プロパティを参照します。それがどのように実装されているかを確認するために、

UIFourthCoffeeFlyerHyperlink プロパティの定義に移動します。 

 
Figure 9 

hyperlink プロパティの定義 
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Note: UIFourthCoffeeFlyerHyperlink プロパティ用に生成された HtmlHyperlink  インスタン

スは、正しい HTML ハイパーリンクを見つけるテスト フレームワークを支援するたく

さんの検索と抽出用プロパティを持っています。Web アプリケーションが、inner text 

プロパティのようなリンク プロパティのいくつかを変更した場合に、テスト ハーネス 

(テスト 実行に必要なスタブやドライバで構成されるテスト環境) は、依然として残っ

ている検索プロパティを使用して、ハイパーリンクを見つけることができるかもしれ

ません。 

 

15. CodedUITest1.cs ファイルに戻るために、UIMap.Designer.cs ファイルを閉じます。 

16. CodedUITest1.cs ファイル中の任意の場所を右クリックして 、コンテキスト メニューの

[テストの実行] オプションを選択します。テスト中はマウスとキーボードに触れないで

ください。 

 
Figure 10 

[テストの実行] の位置 

 

17. テストを実行すると、Internet Explorer のインスタンスが開かれ、コード化された UI テ

ストに定義されている操作が自動的に実行されます。このコード化された UI テストの

生成の基となったオリジナルの手動テストは、テスト パラメーター セクションに複数

の行を持っていたので、テストは複数回実行されます。 

 
Figure 11  

コード化された UI テスト実行の例 
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18. [テスト エクスプローラー] ウィンドウを表示して、テストに合格していることを確認し

ます。しかし、このテスト ケースの場合、どのステップの後にも検証を行っていませ

ん。 

 
Figure 12 

テストに合格したことを示すテスト エクスプローラー ウィンドウ 
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Exercise 2: コード化された UI テスト ビ

ルダーを使用したコード生成入門 

この練習では、データ駆動テストを有効にするために、Tailspin Toys の Web アプリケーション

用のテスト コードを生成し、生成されたコードを変更するために、コード化された UI テスト 

ビルダーを使用する方法について学習します。 

1. Internet Explorer を開き、お気に入りバーの [ Tailspin Toys ] ボタンをクリックします。 

2. [ Model Airplanes ] リンクを選択します。  

3. [ Fourth Coffee Flyer ] リンクを選択します。 

4. ショッピング カートに追加するために、[ Add To Cart ] リンクを選択します。 

5. Visual Studio に戻って、CodedUITest1.cs ファイルの  CodedUITestMethod1 メソッドを見

つけ、“this.UIMap.Clickonwhitespaceinwebsite” メソッド呼び出しの後に 空行を追加しま

す。 

 
Figure 13 

テスト ソース コードへの空行の追加 

 

6. 空行の上で右クリックし、コンテキストメニューから [コード化された UI テスト コー

ドの生成 | コード化された UI テスト ビルダーの使用] オプションを選択します。これ

により[コード化された UI テスト ビルダー] ウィンドウ (常に手前に表示される) と、 以

前に開いたままの Internet Explorer ウィンドウがロードされます。 

 
Figure 14 

コード化された UI テスト ビルダーの起動 

Note: コード化された UI テスト ビルダーは、コードに変換されるユーザー インターフ

ェース内のアクションとアサーションを記録するために使用されます。 
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7. ここで、[ Quantity ] テキストボックスの値が 1 に等しいことを検証するアサーションを

追加します。Internet Explorer の[ Quantity ] テキストボックスの上に、[コード化された 

UI テスト ビルダー ] ツール ウィンドウ から [アサーションの追加] ツール アイコンをド

ラッグ アンド ドロップします。これにより、[コード化された UI テスト ビルダー] ウィ

ンドウがロードされます。 

 
Figure 15 

アサーションに使用する要素を選択 

 

8. [コード化された UI テスト ビルダー] ウィンドウで、[ Text ] プロパティを選択し、[アサ

ーションの追加] をクリックします。これにより、アサーション オプションの使用を確

定するためのダイアログ ボックスがロードされます。 

 
Figure 16 

コード化された UI テスト ビルダー ウィンドウ 
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9. アサーションに使用される比較子が [ AreEqual ] であることと、比較対象値が '1' である

ことを確認します。継続するには、[ OK ] ボタンを選択します。 

 
Figure 17 

比較演算子と比較対象値の選択 

 

10. チェック ボックスが、[ Text ] プロパティ行の左端に追加されていることを確認します。 

 
Figure 18 

アサーション チェックボックスを表示する Text プロパティ 

 

11. [コード化された UI テスト ビルダー] ウィンドウで [ コードの生成 ] ボタンをクリックし

ます。 

 
Figure 19 

[ コードの生成  ] ボタンの位置 
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12. [コード化された UI テスト ビルダー - コードの生成] ウィンドウで、メソッド名に 

QuantityEqualsOne  と入力し、検証コードを生成するために  [追加と生成]ボタンを選択

します。 

 
Figure 20 

アサーション コードの生成 

 

13. ショッピング カートから、項目 “Fourth Coffee Flyer” を削除します。 

(※ [×] ボタンをクリックします。) 

14. [コード化された UI テスト ビルダー] ウィンドウを閉じます。 

15. Internet Explorer ウィンドウを閉じて、Visual Studio に戻ります。 

16. 新しい検証ステップとして、検証コードが生成されたことを確認します。 

 
Figure 21 

コード化された UI テストに新しく追加されたアサーション 

 

17. 新しい検証ステップによるテストを実行するために、コード中の任意の場所を右クリッ

クして 、コンテキスト メニューの[テストの実行] オプションを選択します。テストは

正常に完了しなければなりません。 
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Exercise 3: コード化された UI テストの

データ駆動検証 

この練習では、テスト パラメーターがコード化された UI テストに渡され、最近追加した検証

が期待通り実行されることを実証するためにテストケースにテスト パラメーター値の別のセッ

トを追加します。 

1. [ Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2012 ] から、Microsoft テストマネージャー

を実行します 

2. [テスト] タブを選択し、[テスト スイート 7 : “As a customer I should be able to remove 

items from my shopping cart” ] を選択します。 

 
Figure 22 

テスト スイート  7 が選択された状態 

 

3. ID = 41 の最初のテストケースを選択し、[テストケースを開く] ボタンを選択します。 

 
Figure 23 

ID = 41 のテストケースを開く 
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4. [パラメーター値] セクションの一番下で、Quantity 値 として "10" の新しい行を追加し

ます。  

Note: "10" の値は、ショッピング カートにとって正当な値であるため、カートはこの

値が入力された時に "10" の量を表示するように更新されます。しかし、この練習の目

的はテストのイテレーションが失敗する場合、何が起こるかを示すことであるため、

テスト ケースが失敗することを検証するために、この値がテスト失敗を引き起こすも

のとして扱います。追加したアサーションは、Quantity が "1" に留まると予期していま

す。 

 

 
Figure 24 

パラメーター値の変更 

 

5. テストケースへの変更を[ 保存] し、VIsual Studio に戻ります。 

6. コード中の任意の場所を右クリックして 、コンテキスト メニューの[テストの実行] オ

プションを選択します。テストが、4 回目のイテレーションで失敗することを確認しま

す。 
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7. 詳細を見るために、[テスト エクスプローラー] ウィンドウ中の失敗したテスト を選択

します。[テスト エクスプローラー] ウィンドウ下部に、4 つのテストのうち 3 つが合格

し、4 番目の DataRow (Data Row 3 ※ゼロ インデックス) が失敗したことが通知されます。 

 
Figure 25 

アサーションに失敗したことを示すテスト結果 
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