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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: protractor

It is an unofficial and free protractor ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official protractor.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: のい
は、AngularJSアプリケーションのためのエンドツーエンドのテストフレームワークです。

は、Selenium WebDriverのりにラッパーにされているですので、Selenium WebDriverでできるす
べてのがまれています。さらに、は、AngularJSアプリケーションをするのにについくつかのし
いロケータとをします。としては、waitForAngular、By.binding、By.repeater、By.textarea、
By.model、WebElement.all、WebElement.evaluateなどがあります。

バージョン

バージョン リリースデータ

0.0.1 2016-08-01

Examples

のとセットアップWindowsの

は、インストールにのをインストールするがあります。

Java JDK 1.7•
Node.js v4•

インストール  
 
Node.jsをのURLからダウンロードしてインストールします。https : //nodejs.org/ja/

Node.jsのインストールがしたかどうかをするには、をしてください。システムの「パス」がにさ
れます。

 
コマンドプロンプトでnpm -versionコマンドをすることでじことをすることもできます。これによ
り、インストールされているバージョンがされます。
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きしは、ローカルまたはグローバルの2つのでインストールできます。

のフォルダまたはプロジェクトのディレクトリにをインストールできます。プロジェクトディレ
クトリにインストールするは、するたびにそのからのみするがあります。

プロジェクトディレクトリにローカルにインストールするには、プロジェクトフォルダにし、コ
マンドをします

npm install protractor

 
をグローバルにインストールするには、のコマンドをします。

$ npm install -g protractor

これにより2つのコマンドラインツール、 protractorとwebdriver-managerがインストールされます
。  
protractor --versionをして、がにインストールされたことをします。

webdriver-managerは、ブラウザドライバのバイナリをダウンロードし、セレンサーバをするため
にされます。  
ブラウザドライバのバイナリをダウンロードするには

$ webdriver-manager update

Seleniumサーバーをのようにします。

$ webdriver-manager start

Internet Explorerのドライバをダウンロードするには、コマンドプロンプトでwebdriver-manager 

update --ieコマンドをします。これはあなたのseleniumフォルダにIEDriverServer.exeをダウンロ
ードします

をったのテスト

は、のテスト、スペックテストコードファイル、およびコンフィギュレーションファイルをする
ために2つのファイルしかとしません。スペックファイルにはテストコードがまれ、もう1つには
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スペックファイルパス、ブラウザの、テストURL、フレームワークパラメータなどのがまれてい
ます。のテストをくには、セレンサーバのアドレスとスペックファイルパスのみをします。ブラ
ウザ、タイムアウト、フレームワークはデフォルトにめられます。

のデフォルトのブラウザはChromeです。

conf.js - ファイル

exports.config = { 
  seleniumAddress: 'http://localhost:4444/wd/hub', 
  specs: ['spec.js'] 
};

spec.js - テストコードファイル

describe('first test in protractor', function() { 
  it('should verify title', function() { 
    browser.get('https://angularjs.org'); 
 
    expect(browser.getTitle()).toEqual('AngularJS — Superheroic JavaScript MVW Framework'); 
  }); 
});

seleniumAddress - webdriverサーバーがされているサーバーへのパス。

specs - テストファイルのパスをむ。のパスは、コンマりのでできます。

describe - Jasmineフレームワークからの。staをdescribe

テストをく

しいコマンドラインまたはターミナルウィンドウをき、テストのクリーンフォルダをします。

は、するには2つのファイル、ファイルとファイルがです。

AngularJSウェブサイトのToDoリストのサンプルにし、しいToDoをリストにするなテストからめ
ましょう。

をspec.jsコピーする

'anglejsホームページtodoリスト'、function{it 'todo'をするはずです、function{browser.get ' 
https://angularjs.org ';

element(by.model('todoList.todoText')).sendKeys('write first protractor test'); 
element(by.css('[value="add"]')).click(); 
 
var todoList = element.all(by.repeater('todo in todoList.todos')); 
expect(todoList.count()).toEqual(3); 
expect(todoList.get(2).getText()).toEqual('write first protractor test'); 
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// You wrote your first test, cross it off the list 
todoList.get(2).element(by.css('input')).click(); 
var completedAmount = element.all(by.css('.done-true')); 
expect(completedAmount.count()).toEqual(2);});});

ランニングテスト

は、describeのわりにfdescribeをして、テストのグループをにできます。

fdescribe('first group',()=>{ 
    it('only this test will run',()=>{ 
        //code that will run 
    }); 
}); 
describe('second group',()=>{ 
    it('this code will not run',()=>{ 
        //code that won't run 
    }); 
});

は、itのわりにfitをしてグループのテストをにできます。

describe('first group',()=>{ 
    fit('only this test will run',()=>{ 
        //code that will run 
    }); 
    it('this code will not run',()=>{ 
        //code that won't run 
    }); 
});

fdescribeにfitがない、すべてのitがされます。しかし、fitはじdescribeまたはfdescribeでitびしをブ
ロックします。

fdescribe('first group',()=>{ 
    fit('only this test will run',()=>{ 
        //code that will run 
    }); 
    it('this code will not run',()=>{ 
        //code that won't run 
    }); 
});

たとえfitがfdescribeのわりにdescribeにあっても、それはされます。また、fitをまないfdescribeの
itもされます。

fdescribe('first group',()=>{ 
    it('this test will run',()=>{ 
        //code that will run 
    }); 
    it('this test will also run',()=>{ 
        //code that will also run 
    }); 
}); 
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describe('second group',()=>{ 
    it('this code will not run',()=>{ 
        //code that won't run 
    }); 
    fit('this code will run',(){ 
        //code that will run 
    }); 
});

のテスト

は、をとしてすることをにする。これはがテストをしないで、わりにすることをします

Pending: 
1) Test Name 
Temporarily disabled with xit

xdescribeでにしたは、のようになります。

Pending: 
1) Test Name 
No reason given

みわせ

xdescribeのxitはxitをします。•

fdescribeのxitはとしてとしてわれます。•

xdescribeのfitはされ、のテストはもしません。•

エンタープライズアプリケーションのE2Eテスト

のとセットアップ

ステップ1 ここからNodeJSをダウンロードしてインストールします。ノードのバージョンがイン
ストールされていることをしてください。ここでは、ノードv7.8.0をしています。セレンをする
には、Java Development KitJDKがインストールされているがあります。

ステップ2 をき、のコマンドをしてをグローバルにインストールします。

npm install -g protractor

これはとウェブドライバマネージャのような2つのツールをインストールします。 protractor 
–version.インストールをするには、 protractor –version.コマンドをしprotractor –version. 

Protractorがにインストールされているは、インストールされているバージョンつまり、バージョ
ン5.1.1がされます。それのは、インストールをするがあります。ステップ3Webdriverマネージャ
をして、なバイナリをダウンロードします。

https://riptutorial.com/ja/home 6



webdriver-manager update

ステップ4のコマンドをすると、Selenium Serverがします。このステップでは、バックグラウン
ドでWebドライバマネージャがされ、をしてされるテストがされます。

webdriver-manager startサーバーのステータスにするは
http://localhost:4444/wd/hub/static/resource/hub.html.

をったのテストケースの

テストケースのにるに、コンフィギュレーションファイルとスペックファイルの2つのファイルを
するがあります。

ファイル

//In conf.js 
exports.config = { 
    baseUrl: ‘http://localhost:8800/adminapp’, 
    seleniumAddress: ‘http://localhost:4444/wd/hub', 
    specs: [‘product/product_test.js’], 
    directConnect : true, 
    capabilities :{ 
        browserName: ‘chrome’ 
    } 
}

ファイルでされるのな

baseUrl - テストのアプリケーションのベースURL。

seleniumAddress - にしているSelenium Serverにします。

specs - スペックファイルの

directConnect true - ブラウザのドライバにします。

- のブラウザでテストするは、capabilitiesオプションをします。のブラウザでテストするは、
multiCapabilitiesをします。

ここからよりくのオプションをつけることができます。らは、すべてのなをそのとともにしてき
ました。

スペックファイル

//In product_test.js 
 
    describe(‘Angular Enterprise Boilerplate’, function() { 
      it('should have a title', function() { 
        browser.get('http://localhost:8800/adminapp’); 
        expect(browser.getTitle()).toEqual(‘Angular Enterprise Boilerplate’); 
      }); 
    });
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specファイルでされるのな

デフォルトでは、Protractorはテストインタフェースとしてジャスミンフレームワークをします。 
''と 'それ'はジャスミンフレームワークからのものです。ここからをることができます。のテスト
ケースをする

テストケースをするに、Webdriverマネージャとアプリケーションがのなるタブでしていることを
してください。

は、のようにテストをします。

Protractor app/conf.js

クロムブラウザがあなたのアプリケーションのURLでき、それをじるのがえます。テストは1テス
ト、1アサーション、0でなければなりません。

ブラボーあなたはのテストケースをにします。

オンラインでのいをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/933/のい
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2: browser.waitでにする

Examples

browser.sleepとbrowser.wait

タイミングのをうには、「クイック」なbrowser.sleep(<timeout_in_milliseconds>)をくことがでで
すbrowser.sleep(<timeout_in_milliseconds>) 。

は、いつかはするということです。するスリープタイムアウトには、ネットワークやパフォーマ
ンスなどので、あるでページがみまれるやがされるまでにがかかるなど、ゴールデン/ジェネリッ
クルールはありません。、あなたはにはにってわるだろう。

、 browser.wait()はがなります。 Protractor / WebDriverJSのExpected Conditionをして、のがtrue

とされるまでします。 はをにし、のがであるか、なタイムアウトにしたでする。

みみのExpected Conditionsはされていますが、のカスタムをしてすることもできます ここでのサ
ンプル。

オンラインでbrowser.waitでにするをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/8297/browser-

wait--でにする
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3: CSSセレクタ
by.css 'css-selector'•
by.id 'id'•
by.model 'model'•
by.binding 'binding'•

パラメーター

パラメータ

CSSセレクター '.class-name'ようなcssセレクタは、クラスのにあるをします。

id domのID

モデル DOMにされるモデル

のにバインドするためにされるバインディングの

cssセレクタをくには

CSSセレクタをくためのもなはdomのclassとidです。インスタンスの、html domはのようにえま
す

  <form class="form-signin"> 
      <input type="text" id="email" class="form-control" placeholder="Email"> 
      <input type="password" id="password" class="form-control" placeholder="Password"> 
      <button class="btn btn-block" id="signin-button" type="submit">Sign in</button> 
  </form>

に、メールフィールドをするには、のようにcssセレクタをします。

クラスの CSSセレクターのクラスはドットでまります。そのためのCSSセレクターは、 
.form-controlようになります。

by.css('.form-control')

1. 

form-controlクラスはのでされるので、ロケータののがじます。したがって、このようなでは、id

がなは、にクラスのわりにidをするがよいでしょう。

IDの cssセレクターのidは、ハッシュでまります。したがって、メールのIDをするCSSセレ
クタは、のようにされます。

by.css('#email')

2. 

のクラスの domにのクラスがあるは、クラスのみわせでcssセレクタとしてできます。たと3. 
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えば、DOMがのような

<input class="username-class form-control"> 
// css selector using multiple classes 
by.css('.username-class.form-control')

のでのタグの タグやそののをしてCSSセレクターをするなは、 tagname[attribute-
type='attribute-vallue']です。したがって、のに、サインインボタンのCSSロケータをのよ
うにできます。

4. 

by.css("button[type='submit']") //or 
by.css("button[id='signin-button']")

Examples

$と$$のCSSセレクタロケータのショートカット

APIにより、CSSロケータはjQueryのようなショートカット$()をできます。

のCSSロケータ 

element(by.css('h1.documentation-text[ng-bind="title"]')); 
element(by.css('[ng-click="submit"]));

ショートカット$() CSSエレメントロケータ 

$('h1.documentation-text[ng-bind="title"]'); 
$('[ng-click="submit"]');

ロケータのでのをつけるには、 ショートカット$$()ます。

のCSSロケータ 

element.all(by.css('h1.documentation-text[ng-bind="title"]')); 
element.all(by.css('[ng-click="submit"]));

ショートカット$$() CSSエレメントロケータ 

$$('h1.documentation-text[ng-bind="title"]'); 
$$('[ng-click="submit"]');

ロケータの

のロケータは、HTML DOMにするアクションをするためにされます。でされるもでのロケータは
、CSS、ID、モデル、バインディングです。たとえば、にされるロケータはのとおりです。
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by.css('css-selector') 
by.id('id')

なHTMLでをする

なHTMLでをするには、cssロケータパターン[attribute = value]

//selects the first element with href value '/contact' 
element(by.css('[href="/contact"]')); 
 
//selects the first element with tag option and value 'foo' 
element(by.css('option[value="foo"]')); 
 
//selects all input elements nested under the form tag with name attribute 'email' 
element.all(by.css('form input[name="email"]')); 
 

されたをむHTMLでをする

されたをむHTMLでをするには、cssロケータパターン[attribute * = value]をします。

//selects the first element with href value that contains'cont' 
element(by.css('[href*="cont"]')); 
 
//selects the first element with tag h1 and class attribute that contains 'fo' 
element(by.css('h1[class*="fo"]')); 
 
//selects all li elements with a title attribute that contains 'users' 
element.all(by.css('li[title*='users']'));

オンラインでCSSセレクタをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/1524/cssセレクタ
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4: ページオブジェクト

き

ページオブジェクトは、コードのをなくし、メンテナンスをにし、をさせるデザインパターンで
す。

Examples

のページオブジェクト

/* save the file in 'pages/loginPage' 
var LoginPage = function(){ 
 
}; 
 
/*Application object properties*/ 
LoginPage.prototype = Object.create({}, { 
    userName: { 
        get: function() { 
            return browser.driver.findElement(By.id('userid')); 
        } 
    }, 
    userPass: { 
        get: function() { 
            return browser.driver.findElement(By.id('password')); 
        } 
    }, 
    submitBtn: { 
        get: function() { 
            return browser.driver.findElement(By.id('btnSubmit')); 
        } 
    } 
}); 
 
/* Adding functions */ 
LoginPage.prototype.login = function(strUser, strPass) { 
    browser.driver.get(browser.baseUrl); 
    this.userName.sendKeys(strUser); 
    this.userPass.sendKeys(strPass); 
    this.submitBtn.click(); 
}; 
 
module.exports = LoginPage;

のページのオブジェクトファイルをテストでしましょう。

var LoginPage = require('../pages/loginPage'); 
describe('User Login to Application', function() { 
    var loginPage = new LoginPage(); 
 
    beforeAll(function() { 
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        loginPage.login(browser.params.userName, browser.params.userPass); 
    }); 
 
    it('and see a success message in title', function() { 
        expect(browser.getTitle()).toEqual('Success'); 
    }); 
 
 });

オンラインでページオブジェクトをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/9747/ページオブジ
ェクト
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5: デバッガ
browser.pause•
browser.debugger•

このセクションでは、テストをデバッグするについてします。

Examples

browser.pauseをする

pause()メソッドは、がコードをデバッグするためにするもなソリューションの1つです。コード
をしてをするコードにするがあります。がになると、

あなたはC タイプCをってすることができます。このコマンドをするはしてください。cをす
のがれたは、アサーションライブラリからのタイムアウトエラーがするがあるため、このコ
マンドをなくするがあります。

1. 

モードにるにはreplとします。インタラクティブモードは、ブラウザのコマンドをブラウザ
のオープンインスタンスにするためにされます。えば、モードではのようなコマンドをする
ことができます

2. 

> element(by.css('#username')).getText() 
> NoSuchElementError: No element found using locator: by.username("#username")

のコマンドのがされ、コマンドのしさをることができます。

Chrome Dev Toolsをいているは、Dev ToolsがいているときにChromeDriverがしないため、テス
トをするにChrome Dev Toolsをするがあります。

CTRL+Cをしてデバッグモードをすると、なCTRL + Cコマンドをしてデバッグモードからを
りすことができます。

3. 

 it('should pause when we use pause method', function () { 
    browser.get('/index.html'); 
 
    var username = element(by.model('username')); 
    username.sendKeys('username'); 
    browser.pause(); 
 
    var password = element(by.model('password')); 
    password.sendKeys('password'); 
    browser.pause(); 
});

dをしてのデバッガーのステートメントにみます4. 
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browser.debuggerの

browser.debuggerをしてをすることができます。コードにのをすることができ、するようにしな
いり、そののにをします。

デバッガモードでテストをするには、のようなコマンドをするがあります。

    `protractor debug <configuration.file.js>` 

cをし、ブレークポイントのにけるか、するためにnextのフローののにcommand.The、のコマン
ドのを。

でされるデバッガはノードデバッガをし、のでをします。たとえば、のコードでは、 
username.sendKeys('username')がされたときにbrowser.debugger()がびされます。

これらはタスクであるため、スペックのデフォルトタイムアウトをやすがあります。それのは、
デフォルトのタイムアウトがスローされます。

it('should pause when we use pause method', function () { 
browser.get('/index.html'); 
 
var username = element(by.model('username')); 
username.sendKeys('username'); 
browser.debugger(); 
 
var password = element(by.model('password')); 
password.sendKeys('password'); 
});

replモードにるには、

debug > repl 
> element(by.model('abc')).sendKeys('xyz');

これにより、のタスクとしてsendKeysコマンドがされ、デバッガにされます。

Port no.をすることができますPort no.らはデバッガメソッドにポートをすだけでスクリプトをデ
バッグしたいとっています。

browser.debugger(4545); //will start the debugger in port 4545

debugger()メソッドは、クライアントサイドをからブラウザにし、をフェッチするためにブラウザ
コンソールでコマンドをすることはほとんどできません。クライアントサイドスクリプトをする
の1つはのとおりです。

window.clientSideScripts.findInputs('username');

オンラインでデバッガをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/3910/デバッガ
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6: でのアプリをテストする

き

はアプリケーションをテストするためにられています。しかし、であればでのアプリケーション
をテストすることはです。

Examples

でアプリをテストするためにな

driverわりにbrowser.driverをする

browser.driver.ignoreSynchronization = trueしbrowser.driver.ignoreSynchronization = true

は、がウェブページににロードされるのをっているため、をします。しかし、たちのページはが
ないので、テストがタイムアウトしてするまで、「」がロードされるのをっています。だから、
たちは、「」をたないように、ににえるがあります

オンラインででのアプリをテストするをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/8830/でのアプ
リをテストする
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7: のXPathセレクタ

Examples

をしてDOMをする

は、CSS、モデル、バインディングセレクタとはに、xpath Viewをしてをすることもできます

<ul> 
<li><a href='http://www.google.com'>Go to google</a></li> 
</ul>

コード

var googleLink= element(by.xpath('//ul/li/a')); 
expect(element.getText()).to.eventually.equal('Go to google','The text you mention was not 
found');

のをつの

XPathセレクタをして、クラス、ID、タイトルなどののをつをできます。

クラス
<div class="HakunaMatata"> Hakuna Matata </div>

コード

var theLionKing= element(by.xpath('//div[@class="HakunaMatata"]')); 
expect(theLionKing.getText()).to.eventually.equal('Hakuna Matata', "Text not found");

しかし、はのクラスをつことができます。このようなは、「む」をできます

<div class="Hakuna Matata"> Hakuna Matata </div>

コード

var theLionKing= element(by.xpath('//div[conatins(@class,"Hakuna")]')); 
expect(theLionKing.getText()).to.eventually.equal('Hakuna Matata', "Text not found");

のコードは、class = "HakunaMatata"とclass = "Hakuna Matata"のをむをします。テキストがスペ
ースでられたリストのであるは、のをできます。
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var theLionKing= element(by.xpath('//div[contains(concat(' ',normalize-space(@class),' '), 
"Hakuna")]')); 
expect(theLionKing.getText()).to.eventually.equal('Hakuna Matata', "Text not found");

idによって
IDは、をするためにできるもでなロケータのままです。

<div id="HakunaMatata">Hakuna Matata</div>

コード

var theLionKing= element(by.xpath('//div[@id="HakunaMatata"])'); 
expect(theLionKing.getText()).to.eventually.equal('Hakuna Matata', "Text not found");

クラスとに、containsをして、されたテキストをむをつけることができます。

そのの
のタイトルをつをする

ビュー

<div title="Hakuna Matata">Hakuna Matata</div>

コード

var theLionKing= element(by.xpath('//div[@title="Hakuna Matata"]')); 
expect(theLionKing.getText()).to.eventually.equal('Hakuna Matata', "Text not found");

のテキストをつをする

ビュー

<div class="Run Simba Run">Run Simba</div>

コード

var runSimba= element(by.xpath('//div[text()="Run Simba"]'));

のテキストベースのとに、containsをして、なをむtextをつをすることができます。

ビュー
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<div class="Run Simba Run">Run Simba,run</div>

コード

 var runSimba= element(by.xpath('//div[contains(text(),"Run Simba")]')); 
expect(runSimba.getText()).to.eventually.equal('Run Simba, run', "Text not found"); //true

のをつをする

ビュー

<input type="text" name="FullName"></input>

コード

var fullNameInput= element(by.xpath('//input[@name="FullName"]')); 
fullNameInput.sendKeys("John Doe");

オンラインでのXPathセレクタをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/7205/のxpathセレクタ
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8: ファイル

き

ファイルには、スクリプトのにするがまれています。ここでは、いくつかのバリエーションをし
ようとします。

Examples

Simple Configファイル - Chrome

var config = {}; 
var timeout = 120000; 
 
config.framework = 'jasmine2'; 
config.allScriptsTimeout = timeout; 
config.getPageTimeout = timeout; 
config.jasmineNodeOpts.isVerbose = true; 
config.jasmineNodeOpts.defaultTimeoutInterval = timeout; 
config.specs = ['qa/**/*Spec.js']; 
config.browserName = 'chrome'; 
 
exports.config = config;

きのファイル - Chrome

var config = {}; 
var timeout = 120000; 
 
config.framework = 'jasmine2'; 
config.allScriptsTimeout = timeout; 
config.getPageTimeout = timeout; 
config.jasmineNodeOpts.isVerbose = true; 
config.jasmineNodeOpts.defaultTimeoutInterval = timeout; 
config.specs = ['qa/**/*Spec.js']; 
config.capabilities = { 
    browserName: 'chrome', 
    'chromeOptions': { 
        'args': ['start-minimized', 'window-size=1920,1080'] 
    } 
}; 
 
exports.config = config;

ファイルshardTestFiles - Chrome

このでは、2つのブラウザインスタンスでのスペックファイルをしてできます。のテストをするの
にちます。にじてmaxInstancesをします。
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テストがしていることをしてください。

var config = {}; 
var timeout = 120000; 
 
config.framework = 'jasmine2'; 
config.allScriptsTimeout = timeout; 
config.getPageTimeout = timeout; 
config.jasmineNodeOpts.isVerbose = true; 
config.jasmineNodeOpts.defaultTimeoutInterval = timeout; 
config.specs = ['qa/**/*Spec.js']; 
config.capabilities = { 
    browserName: 'chrome', 
    shardTestFiles: true, 
    maxInstances: 2, 
    'chromeOptions': { 
        'args': ['start-minimized', 'window-size=1920,1080'] 
    } 
}; 
 
exports.config = config;

ファイルマルチエミュレート - クロム

var config = {}; 
var timeout = 120000; 
 
config.framework = 'jasmine2'; 
config.allScriptsTimeout = timeout; 
config.getPageTimeout = timeout; 
config.jasmineNodeOpts.isVerbose = true; 
config.jasmineNodeOpts.defaultTimeoutInterval = timeout; 
config.specs = ['qa/**/*Spec.js']; 
config.multiCapabilities = [{ 
        browserName: 'chrome', 
        shardTestFiles: true, 
        maxInstances: 2, 
        'chromeOptions': { 
            'args': ['start-minimized', 'window-size=1920,1080'] 
        } 
    }, 
    { 
        browserName: 'chrome', 
        shardTestFiles: true, 
        maxInstances: 1, 
        'chromeOptions': { 
            'args': ['show-fps-counter=true'], 
            'mobileEmulation': { 
                'deviceName': 'Apple iPhone 6' 
            } 
        } 
    } 
]; 
 
exports.config = config;

オンラインでファイルをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/9745/ファイル
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9: フローと

き

Protractor / WebDriverJSには、 フローとばれるこのメカニズムがあります。これは、のキューで
あり、コードのをしたにちます。

Examples

フローの

のテストをえてみましょう。

it('should test something', function() { 
  browser.get('/dashboard/'); 
 
  $("#myid").click(); 
  expect(element(by.model('username')).getText()).toEqual('Test'); 
 
  console.log("HERE"); 
});

のテストでは、 console.log()がされ、コンソールでHEREがされたとき、のからのコマンドはされ
ていません。これはにのです。コマンドはとしてされ、をしてするコントロールフローにかれま
した。

プロミスとコントロールフローのをしてください。

オンラインでフローとをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/8580/フローと
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10: の

き

ページとやりとりできるようにするには、どのをすかをするがあります。のにされるはロケータ
です。は、なセレンセレクタをむだけでなく、よりでにえるロケータもえています。ただし、ア
プリケーションでも、のロケータをするがあります。

パラメーター

パラメータ

セレクタ セレクタのをするロケータに

Examples

のロケータベースのアプリケーションの

であれば、これらのロケータはアプリケーションのにしてであり、cssまたはxpathにづくロケー
タはにするがあるため、としてするがあります。

バインディングロケータ
by.binding('bind value')

ビュー

<span>{{user.password}}</span> 
<span ng-bind="user.email"></span>

ロケータ

by.binding('user.password') 
by.binding('user.email')

もサポート

by.binding('email')
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なバインディングロケータ
bindingと、はされません。

by.exactBinding('exact bind value')

ビュー

<span>{{user.password}}</span>

ロケータ

by.exactBinding('user.password') 
by.exactBinding('password') // Will not work

モデルロケータ
モデルディレクティブをつをします。

by.model('model value')

ビュー

<input ng-model="user.username">

ロケータ

by.model('user.username')

ボタンテキストロケータ
テキストにづいてボタンをします。ボタンのテキストがにされることがされないにのみするがあ
ります。

by.buttonText('button text')

ビュー

<button>Sign In</button>

ロケータ
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by.buttonText('Sign In')

なボタンテキストロケータ
buttonTextとていますが、がです。ボタンのテキストがにされることがされないにのみするがあり
ます。

by.partialButtonText('partial button text')

ビュー

<button>Register an account</button>

ロケータ

by.partialButtonText('Register')

リピータロケータ
リピータをつをします。

by.repeater('repeater value')

ビュー

<tbody ng-repeat="review in reviews"> 
    <tr>Movie was good</tr> 
    <tr>Movie was ok</tr> 
    <tr>Movie was bad</tr> 
</tbody>

ロケータ

by.repeater('review in reviews')

もサポート

by.repeater('reviews')

なリピータロケータ
repeaterにていますが、がされていません
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by.exactRepeater('exact repeater value')

ビュー

<tbody ng-repeat="review in reviews"> 
    <tr>Movie was good</tr> 
    <tr>Movie was ok</tr> 
    <tr>Movie was bad</tr> 
</tbody>

ロケータ

by.exactRepeater('review in reviews') 
by.exactRepeater('reviews') // Won't work

CSSとテキストロケータ
のテキストコンテンツをするCSSロケータ。

by.cssContainingText('css selector', 'text of css element')

ビュー

<ul> 
    <li class="users">Mike</li> 
    <li class="users">Rebecca</li> 
</ul>

ロケータ

by.cssContainingText('.users', 'Rebecca') // Will return the second li only

オプションロケータ
オプションディレクティブをつをします。

by.options('options value')

ビュー

<select ng-options="country.name for c in countries"> 
    <option>Canada</option> 
    <option>United States</option> 
    <option>Mexico</option> 
</select>
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ロケータ

by.options('country.name for c in countries')

ディープCSSロケータ
シャドーDOMにがるCSSロケータ

by.deepCss('css selector')

ビュー

<div> 
    <span id="outerspan"> 
    <"shadow tree"> 
        <span id="span1"></span> 
        <"shadow tree"> 
            <span id="span2"></span> 
        </> 
    </> 
</div>

ロケータ

by.deepCss('span') // Will select every span element

ロケータの

ロケータはそれがですることができるをさず、にをつけるをにするだけのです。

にアクセスするには、のをします。

element(locator); 
element.all(locator);

は、アクションがされるまでにはアクセスされません。つまり、は、にしてgetTextなどのアクシ
ョンがびされたときに、にをするだけです。

ロケータをして1つののみをするは、をしelement 。ロケータがのをしている、 elementはにつかっ
たelementをします。 elementはElementFinderします。

ロケータをしてのをする、 element.allはつかったすべてのをします。 element.allは
ElementArrayFinderし、のすべてのには、 mapなどのさまざまなメソッドをしてアクセスできます
。

element.all(locator).map(function(singleElement) { 
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        return singleElement.getText(); 
    } 
});

チェインロケータ

のロケータをさせて、なアプリケーションのをすることができます。locatorオブジェクトをチェ
インすることはできませんが、 ElementFindersチェーンElementFindersするがあります。

element(by.repeater('movie in movies').element(by.linkText('Watch Frozen on Netflix')

できるチェーンのにはありません。に、ロケータにじて、のElementFinderまたは
ElementArrayFinderします。

オンラインでのをむ https://riptutorial.com/ja/protractor/topic/10825/の
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