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広く利用されているJava単体テスト・フレームワークであるJUnitに、
バージョン5の最初のアルファ・リリースが登場しました。長く続い

たバージョン4から、実に10年ぶりのメジャー・バージョンアップとなりま
す。JUnit 5には、モジュール・アーキテクチャが導入されて新しくなったコ
ードベース、新しいアノテーション・セット、サード・パーティ製ライブラリを
統合できる拡張可能なモデル、アサーションでのラムダ式の利用といった
特徴があります。 

JUnit 5の前身となったのは、JUnit Lambdaプロジェクトでした。この
プロジェクトで次世代の単体テストについての最初のアイデアが生まれま
した。また、2015年10月までIndiegogoでクラウドファンディングが行わ
れ、目標額の2倍を超える資金が集まりました。 

これまで長い間、JUnitは単体テスト・フレームワークが本来あるべき
姿を取り込み続けてきました。しかし、中核となる部分はほぼ従来のまま
であったため、進化が難しい面もありました。新バージョンでは、テスト
の実行と報告を行うのに十分な機能と安定性を持つAPIを提供するため
に、プロジェクト全体がまったく新しく書き直されています。JUnit 5で単体
テストを実装するためには、最低でもJava 8が必要です。しかし、以前の
バージョンのJavaで書かれたテストを実行することは可能です。

本記事のパート1では、詳しい例を用いながら、JUnit 5の主な新機
能について説明します。JUnitチームは、このフレームワークの完成版を
2017年第１四半期でのリリースを計画しています。JUnit 5の正式リリー
ス前の最終段階として、マイルストーン2もリリースされる予定です。これ
は、Javaエコシステムにおいて非常に重要なリリースとなるでしょう。パー
ト2（12ページ）では、JUnit 5を既存のツールと併せて使用する際の設定
方法や、JUnit 4とJUnit 5の両方からテストを実行する方法について解説
しています。

JUnit 5テストの構造
それでは、いくつかのJUnit 5テストを見ていきます。まずは、リスト1の簡
単なJUnitテストをご覧ください。 

リスト1：
import org.junit.jupiter.api.*; 
 
class SimpleTest { 
 
    @Test 
    void simpleTestIsPassing() { 
        org.junit.jupiter.api.Assertions
           .assertTrue(true); 
    } 
}

このように簡単なJUnit 5テスト・クラスを一目見ただけでは、JUnit 4テス
ト・クラスとほとんど変わらないように見えます。大きく異なるのは、 
テスト・クラスやテスト・メソッドをpublic修飾子で定義する必
要がなくなった点です。また、@Testなどのアノテーションはすべ
て、org.junit.jupiter.apiという 
新しいパッケージに移動しています。このパッケージはインポートする必
要があります。

アノテーションの活用
JUnit 5では、アノテーション・セットが改定されています。アノテーション
は、テストの実装において欠かせない機能であると筆者は考えています。
アノテーションは、個々に宣言することも、組み合わせてカスタムのアノテ

パート1：初めてのJUnit 5 
完全に再設計され、多くの便利な追加機能が搭載されたJUnit 5がついに登場
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ーションを作成することも可能です。次のセクションでは各アノテーション
について、例とともに詳しく説明します。 
@DisplayName：@DisplayNameアノテーションを使用して、テス
ト・クラスやそのメソッドの名前を表示することができるようになりまし
た。リスト2のように、説明には空白や特殊文字を含めることができま
す。また、絵文字も含めることができます。

リスト2：
@DisplayName("This is my awesome test class ‰") 
class SimpleNamedTest { 
 
    @DisplayName("This is my lonely test method") 
    @Test 
    void simpleTestIsPassing() { 
        assertTrue(true); 
    } 
}

@Disabled：@Disabledアノテーションは、JUnit 4の@Ignoreアノテ
ーションと同じ意味を持ち、テスト・クラス全体やその一部のメソッドの実
行を無効化できます。リスト3のように、テストを無効化する理由を、説
明としてアノテーションに追加できます。

リスト3：
class DisabledTest { 
 
    @Test 
    @Disabled("test is skipped") 
    void skippedTest() { 
        fail("feature not implemented yet"); 
    } 
}

@Tagsと@Tag：テスト・クラスやそのメソッド、あるいはその両方にタ
グ付けすることも可能です。タグ付けによって、実行するテストをフィルタ
リングできます。このアプローチは、JUnit 4のCategoriesと同じもので

す。リスト4に、タグを利用したテスト・クラスの例を示します。

リスト4：
@Tag("marvelous-test") 
@Tags({@Tag("fantastic-test"), @
Tag("awesome-test")}) 
class TagTest { 
 
    @Test 
    void normalTest() { 
    } 
 
    @Test 
    @Tag("fast-test") 
    void fastTest() { 
    } 
}

テスト・ランナーにタグ名を指定して、
実行するテストや除外するテストをフィ
ルタリングすることができます。本記事
のパート2では、ConsoleLauncherを
実行する方法を詳しく説明します
が、ConsoleLauncherを使うと、必要
とするタグ名を指定する‒tパラメータや、
タグ名を除外する‒Tパラメータを利用で
きます。
@BeforeAll、@BeforeEach、 
@AfterEach、@AfterAll：これらの
アノテーションの動作は、それぞれJUnit 4
の@BeforeClass、@Before、@After、 
@AfterClassの動作とまったく同じで
す。@BeforeEachアノテーションが付加
されたメソッドは各@Testメソッドの前
に実行され、@AfterEachアノテーショ
ンが付加されたメソッドは各@Testメソ

前提が満たされ
ていない場合、コ
ードが破損して
いるということで
はなく、テストが
有用な情報を返
さないということ
を意味するにす
ぎません。デフォ
ルトのJUnitラン
ナーは、このよう
に無意味なテスト
を無視します。こ
のアプローチによ
り、一連のテスト
内の他のテストを
実行できます。
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ッドの後に実行されます。@BeforeAllアノテーションまたは@AfterAllア
ノテーションが付加されたメソッドは、すべての@Testメソッドが実行
される前または実行された後に実行されます。この4つのアノテーション
は、そのクラスの@Testメソッドに対して適用されます。また、クラス階
層がある場合、クラス階層に対しても適用されます（テスト階層につい
ては、次のセクションをご覧ください）。@BeforeAllアノテーションまた
は@AfterAllアノテーションが付加されたメソッドは、staticメソッドとし
て定義する必要があります。
@Nestedテスト階層：JUnit 5では、ネスト構造を利用したテスト・
クラスの階層化が可能です。このオプションを使用すると、論理的にテス
トをグループ化して同じ親を持たせることができます。これによって、そ
れぞれのテストに同じ初期化メソッドを適用することが簡単になります。
リスト5にテスト階層を使用した例を示します。

リスト5：
class NestedTest { 
 
    private Queue<String> items; 
 
    @BeforeEach 
    void setup() { 
        items = new LinkedList<>(); 
    } 
 
    @Test 
    void isEmpty() { 
        assertTrue(items.isEmpty()); 
    } 
 
    @Nested 
    class WhenEmpty { 
      @Test 
      public void removeShouldThrowException() { 
        expectThrows( 
          NoSuchElementException.class,  
          items::remove); 

        } 
      } 
 
    @Nested 
    class WhenWithOneElement { 
      @Test 
      void addingOneElementShouldIncreaseSize() { 
            items.add("Item"); 
            assertEquals(items.size(), 1); 
      } 
    } 
}

アサーションと前提
JUnit 5のorg.junit.jupiter.api.Assertionsクラスには、テスト・メソッド
の条件を扱うassertEquals、assertTrue、assertNull、assertSameな
どのstaticアサーション・メソッドと、それぞれの否定版となるメソッ
ドが含まれています。JUnit 5では、これらのアサーション・メソッド
でラムダ式を活用できるように、各メソッドをオーバーロードして
java.util.function.Supplierのインスタンスを受け取るようにしたメソッ
ドが提供されています。これによってアサーション・メッセージを遅延評
価できるようになるため、複雑になる可能性がある計算を実際にアサー
ションが失敗するまで遅らせることができます。リスト6に、ラムダ式を
利用したアサーションを示します。

リスト6：
class AssertionsTest { 
 
    @Test 
    void assertionShouldBeTrue() { 
        assertEquals(2 == 2, true); 
    } 
 
    @Test 
    void assertionShouldBeTrueWithLambda() { 
        assertEquals(3 == 2, true,

http://oracle.com/javamagazine
https://twitter.com/oraclejavamag
https://www.facebook.com/JavaMagazineOracle
mailto:JAVAMAG_US%40ORACLE.COM?subject=


ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE  ///////////////////  NOVEMBER/DECEMBER 2016

09

//junit 5 /

               () -> "3 not equal to 2!"); 
    } 
}

org.junit.jupiter.api.Assumptionsクラスでは、assumeTru
e、assumeFalse、assumingThatの各staticメソッドが提供されていま
す。ドキュメントに記載されているように、これらのメソッドは、テストが意
味を持つ条件についての前提を記述する際に便利です。前提が満たされ
ていない場合、コードが破損しているということではなく、テストが有用な
情報を返さないということを意味するにすぎません。デフォルトのJUnitラ
ンナーは、このように無意味なテストを無視します。このアプローチによ
り、一連のテスト内の他のテストを実行できます。 

アサーションのグループ化
アサーションのリストをグループ化することも可能です。リスト7に示す
assertAll staticメソッドを使用すると、すべてのアサーションが一度に実
行され、すべての失敗が一度に報告されます。

リスト7：
class GroupedAssertionsTest { 
 
    @Test 
    void groupedAssertionsAreValid() { 
        assertAll( 
            () -> assertTrue(true), 
            () -> assertFalse(false) 
        );  
    } 
}

予期せぬ例外を予期する
JUnit 4では、@Testアノテーションの属性として例外を宣言することに
よって、その例外を処理できます。以前のバージョンでは、例外処理に
try-catchブロックを使用する必要があったため、この点の機能が強化さ
れています。JUnit 5では、アサーション文の内部でラムダ式を使って例外
を定義できるようになっています。リスト8では、アサーション内に直接

例外を配置しています。

リスト8：
class ExceptionsTest { 
 
    @Test 
    void expectingArithmeticException() { 
        assertThrows(ArithmeticException.class,  
                     () -> divideByZero()); 
    } 
 
    int divideByZero() { 
        return 3/0; 
    } 
}

また、JUnit 5では、リスト9のように例外に変数を割り当て、その値を条
件にアサーションを行うこともできます。

リスト9：
class Exceptions2Test {

  @Test
  void expectingArithmeticException() {
    StringIndexOutOfBoundsException exception =
      expectThrows(
        StringIndexOutOfBoundsException.class, 
        () -> "JUnit5 Rocks!".substring(-1));
     
    assertEquals(exception.getMessage(), 
       "String index out of range: -1");
    }
}
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動的テスト 
JUnit 5に新しく追加された動的テスト機能を使うと、実行時にテストを作
成できるようになります。バージョン5より前では、すべてのテスト・コード
をコンパイル時に定義しなければならなかったため、このようなことは不
可能でした。動的テストを作成する例をListing 10に示します。

リスト10：
class DynamicTestingTest {

    @TestFactory
    List<DynamicTest> 
    createDynamicTestsReturnAsCollection() {
        return Arrays.asList(
              dynamicTest("A dynamic test", 
              () -> assertTrue(true)),
              dynamicTest("Another dynamic test",
              () -> assertEquals(6, 3 * 2))
        );
    }
}

動的テストを作成するためには、まずクラスの内部にメソッドを作成
し、そこに@TestFactoryアノテーションを付加します。JUnitは、クラ
スを解析する際にこの@TestFactoryメソッドを処理し、その戻り値
を使って動的にテスト単位を作
成します。@TestFactoryアノテ
ーションが付加されたメソッド
は、DynamicTest型のCollectio
n、Stream、Iterable、Iteratorのう
ち、いずれかのインスタンスを返す
必要があります。DynamicTestクラ
スは、実行時に生成されるテスト・
ケースを表しますが、実際は、名前と
実行可能コードを含むラッパー・ク
ラスになっています。実行可能コード
とは、テスト・コードの実行ブロック

を指します。DynamicTestクラスには、dynamicTestというstaticメソ
ッドが定義されています。このメソッドの役割は、名前とExecutableのイ
ンスタンスを取得してDynamicTestのインスタンスを作成することです。
リスト10では、2つのアサーションを使用するラムダ式でExecutableを
構成しています。

動的テストのライフサイクルは、@Testアノテーションが付
加された標準的なメソッドとは異なります。つまり、動的テストで
は、@BeforeEachや@AfterEachなどのライフサイクル・コールバック・
メソッドは実行されません。

パラメータを利用したテスト・メソッド
JUnit 5の動的テストを使用すると、別のデータ・セット
を使って同じテストを実行できます。JUnit 4でも、データ
に@Parameterized.Parametersアノテーションをを付加したデータ定
義してParameterizedランナーを使うと、同じようなことができました。
しかし、このアプローチには制限がありました。@Testアノテーションが
付加されたテスト・メソッドがすべてのパラメータに対して何度も繰り返
して実行されるため、不必要なテストが実行されることになるという点で
す。各データ項目に対して動的テストを作成すれば、テスト・メソッドに対
してローカルな、より優れたカプセル化を実現できます。リスト11にその
実例を示します。

リスト11：
@TestFactory
Stream<DynamicTest> dynamicSquareRootTest() {
    return Stream.of(
      new Object[][] {{2d, 4d}, {3d, 9d}, {4d, 16d}}) 
          .map(i -> dynamicTest("Square root test", 
      () -> { 
        assertEquals(i[0], Math.sqrt((double)i[1])); 
      }));
}
@TestFactoryアノテーションが付加された
dynamicSquareRootTestメソッドは、テスト・ケースではありません。
このメソッドは、さまざまなテスト実装が含まれるDynamicTestクラスの
Streamインスタンスを作成するものです。ストリーム 

JUnitチームは、以
前のバージョンが抱
えていたほぼすべて
の制限に対処する、
新しく再設計された
バージョンのJUnit
を提供しています。
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の各タプル要素に対して、実行可能なテスト・ケースにマッピングされる、
ラムダ式を実行します。各テスト・ケースでは、タプルの最初の要素が2番
目の要素の平方根と等しいかどうかをテストするアサーションが実行され
ます。美しい方法ではありませんか。

まとめ
JUnitチームは、以前のバージョンが抱えていたほぼすべての制限に
対処する、新しく再設計されたバージョンのJUnitを提供しています。
ただし、JUnit 5 APIはまだ変更される可能性がある点に注意してくだ
さい。JUnitチームは、パブリックな型に@APIアノテーションを付加
し、Experimental、Maintained、Stableなどの値を割り当てていま
す。 

JUnit 5を使ってみてください。皆さんのJUnitにいつも緑色のバーが
表示されますように。

[編集注：本記事は、最初にJUnit 5を特集した5月/6月号の内容を大幅に
改訂したものです。 ] </article>

Mert Çalis¸kan（@mertcal）：Java Champion。
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Javaユーザー・グループAnkara JUGの創立者。

JUnit 5の公式ドキュメント
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