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Java Magazineの前号までで、BlueJ環境の概要と、
BlueJに付属する個性的な各種
ツールを使用して小さなアプリ
ケーションを開発する方法を説明
しました。本記事では、BlueJ特有
の機能とも言える、テストのサポー
トについて取り上げます。
以前お伝えしたとおり、BlueJ

はプログラミングの学習と教育を
サポートする目的で作成されてい
ます。BlueJの各種ツールは、オ
ブジェクト指向プログラミングの

概念を表すことを目標とし、一般
的には小規模プロジェクトの開発
に重点を置いています。しかし、
BlueJには、大規模な業務プロ
ジェクトに従事している際に利用
できたら便利だろうと思うツール
や、大規模プロジェクトで使用する
EclipseやNetBeansにも、その
ようなBlueJツールセットの一部
や同様の機能が導入されれば便
利だろうと思うツールがいくつか
存在します。
そのように思うツールのひとつ

が、BlueJの対話型テ
ストのサポートです。
これから説明すると
おり、テスト記録機能
のオプションも備えた
この対話型テストは、
テストに関する初心者
向けの教育手段として
非常に優れた方法で
す。その一方で、熟練
のプロフェッショナルに
とって便利な機能でも
あります。ただし、本記
事では初歩的なところ
から説明します。
本記事では、前号までの「peo-
ple」プロジェクトを改変したバー
ジョンを使用します。このバージョ
ンの名前は「peopletest」です。
peopletestファイルをダウン
ロードして解凍し、BlueJで開い
て実際に操作してください。図1
は、peopletestプロジェクトを開
いた直後のメインウィンドウです。 

プロジェクトについて
サンプル・プロジェクトは、人（職員
または学生）に関する詳細情報を
「データベース」に保存する小さな
プログラムです（この「データベー

ス」は実際に単純なコレ
クションですが、今はこ
れで問題ありません）。
クラス図を見ると、5つ
のクラスがあり、1つの
Databaseに複数の
Personオブジェクトが
格納されます。プロジェ
クトは現在、（プログラ
マーいわく）実装が完了
した状態です。このプロ
グラムが動作するかを
テストすることが私たち
の仕事です。

対話型テスト
BlueJの優れた機能のひとつが、
メソッドを実装し終えた時点です
ぐに実行できる対話型のテスト
機能です。Studentクラスを右
クリックし、1つ目のコンストラク
タを選択することで（図2参照）、
Studentオブジェクトを対話的に
作成します。
作成されたStudentオブジェク

トはオブジェクト・ベンチに表示され
ます。そこでStudentオブジェクト
を右クリックして、任意のpublicメ
ソッドを実行できます（図3参照）。
この手法の詳細は、J a v a 

対話型テストとリグレッション・テストを統合したBlueJで、初心者でもテストを実現可能に

パート3

初心者へのテストの教育は可能か

図1
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MagazineのJuly/August号ですでに
説明しています。その説明によれば、コ
ンストラクタを呼び出してオブジェクト
を作成し、任意のメソッドを簡単に呼び
出し、パラメータを渡して、戻り値を受
け取ることが可能であることがわかりま
す。また、複数のオブジェクトを組み合わ
せる、つまりあるオブジェクトを別のオブ
ジェクトにパラメータとして渡すことも
可能です。
少しの間、実際に操作してみます。い

くつかのStudentオブジェクトを異なる
パラメータで作成し、メソッドの実行を
試してください。また、Databaseオブ
ジェクトを作成し、いくつかのStaffオブ
ジェクトやStudentオブジェクトをその
Databaseオブジェクトに追加してくだ
さい。

教育ツールとしてのテスト
コードを対話的にテストできることには、
教育ツールとしての大きな利点がありま
す。まず明らかな点は、コードをテストす

るためのテスト・ド
ライバを作成する
必要がないという
ことです。そのた
め、すばやく簡単に
テストできます。私
や同僚の講師はい
つも学生に、メソッ
ドの記述を完了し
たらすぐにテストを
実行するように呼
びかけています。
プロジェクト全体
のコーディングを
完了する必要はあ

りません。1つのクラスのコンパイルが
成功した時点で、そのクラスのメソッドは
いずれもすぐにテストできます。
また、このように対話的にメソッドを呼
び出せることには、もっと重要な側面が
あります。それは、オブジェクト指向の概
念を着実に理解できるということです。
学生は、オブジェクトの作成やメソッドの
呼び出しを実際に行うことで、アプリケー
ションが一連のクラスで構成されてお
り、それらのクラスをインスタンス化し
てオブジェクトを作成できるということ
を、ほとんど自然に感じ取れるようにな
ります。クラスとオブジェクトの関係が
明白になり、また、オブジェクトのメソッド
を呼び出すことでオブジェクトを操作す
るという仕組みを当然のように納得でき
ます。また、パラメータ、戻り値、型、状態
の各概念にもすぐに慣れることができま
す。これが、BlueJが教育ツールとして特
に優れている点のひとつです。

バグについて
Studentオブジェクトを実際に操作し
たときにコメントに注目していた皆さ
んは、現時点のStudentのコードに
バグがあると気づいたのではないで
しょうか。getAccountNameメソッ
ドのコメントには、学生のアカウント名
（AccountName）は、学生の名前の最
初の3文字の後に学生のID番号の最初
の4桁を加えた文字列で構成されるとあ
ります。これに従えば、たとえば学生IDが
123456のJames Ducklingという学
生のアカウント名はJam1234となるは
ずです。しかし、getAccountNameメ
ソッドで得られる結果は正しくありません
（問題はこれだけではなく、名前や学生

番号名が短すぎて部分文字列を抽出
できない場合はさらに面倒です。この
問題については説明を割愛しますが、
ぜひ試してみてください）。
ここで学ぶべき最初のポイントは、
対話型テストを定期的に実行すれば、
バグを早期に発見できるという利点が
あることです。
ただし、対話型テストには欠点もあ

ります。対話型テストが効果を発揮す
るためには、コードを変更するたびに
何度もテストを実行する必要があるた
め、時間が経つほどテスト回数が増え
ていく（ゆえに時間のかかる作業にな
る）ということです。リグレッション・テ
スト・ツールを導入する理由がここにあ
ります。

リグレッション・テスト
BlueJでは、依然として人気のある
JUnitツールとの統合によってリグ
レッション・テストをサポートしていま
す。JUnitでは簡単に再現可能なテス
ト・ケースを記述できるため、JUnitを
活用することで、リグレッション・テスト
は段違いに管理しやすくなります（本記
事では、JUnitの概要や用語については
説明しません。皆さんにすでにJUnitの
知識があると想定していますが、まった
く知らないという方でも、インターネット
にあるさまざまな優良なチュートリアル
を利用してすぐに理解できます）。
BlueJでは、インタフェースをシン

プルにするため、初期状態ではテス
ト・ツールは表示されません。テスト・
ツールを表示するには、環境設定で
「Miscellaneous」タブの「Show 
unit testing tools」オプションを

選択します。テストを有効にした後は、
BlueJの左側のツールバーにボタン
が追加され、クラスのポップアップ・メ
ニューにも「Create Test Class」と
いう追加オプションが表示されます（図4
参照）。
「Create Test Class」を使用した場
合、テスト・クラスが作成され、テスト対象
のクラスに関連付けられます。クラス図
上では、テスト・クラスは緑色で、テスト対
象のクラスのすぐ近くに表示されます。
クラス図上でクラスをドラッグした場合、
テスト・クラスもテスト対象のクラスと一

図4
学習効率の向上
コードを対話的
にテストできる
ことには、教育
ツールとしての
大きな利点があ
ります。それは、
オブジェクト指
向の概念を着実
に理解できると
いうことです。

図2

図3
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緒に移動します。図5は、Studentクラ
スのテスト・クラスとDatabaseクラスの
テスト・クラスを作成した後のプロジェク
トの様子です。
この時点で、テスト・クラスのエディタ
を開くことができます。エディタには、
標準的なJUnitクラスに対応する自動
生成されたスケルトンが含まれていま
す。JUnitに慣れている場合は、さっそ
くJUnitの標準的な方法でJUnitテス
ト・ケースを記述できます。このような
JUnitクラスの利用は、対話型テストを
繰り返し実行する段階から大きく進歩を
遂げており、非常に便利です。しかしなが
ら、本当に面白くなるのは、対話型テスト
をJUnitと組み合わせてからです。

テストの記録
BlueJでは、対話型テストとJUnitコード
の記述のいずれかを選択できるだけで
はなく、両方を組み合わせることもでき

ます。対話型テストを記録して、再現可能
なJUnitコードに自動的に変換できるの
です。この機能を試すため、先に述べた、
正しいアカウント名が得られないバグに
対するテスト・ケースを作成します。
テスト・クラスのポップアップ・メニュー
で、図6のように「Create  Test 
Method」を選択します。新しいテスト・
メソッドの名前の入力を求められるの
で、testAccountNameと入力します。
この名前を選択することで、テスト記
録モードに切り替わります。左側のイン
ジケータにテストの記録中であること
が示され、記録を終了するボタンとキャ
ンセルするボタンが表示されます。これ
で、テストを対話的に実行できるように
なりました。名前がJames Ducklingで
学生IDが123456の新しいStudent
オブジェクトを作成します（誕生日も指定
する必要がありますが、このテストにとっ
て誕生日はそれほど重要ではありませ

ん）。新しいオブジェ
クトがオブジェクト・
ベンチに表示された
後に、getAccount-
Nameメソッドを呼び
出します。
前と同様に、メソッ

ドの結果に（正しく
ない）アカウント名が
表示されます。ただ
し、テストを記録して
いる間は、結果のダ
イアログ・ボックスに
アサーションを記述
するための新しい領
域が表示されます。
この領域に、期待さ

れる結果（「Jam1234」）をア
サーションとして追加できます
（図7参照）。
テストの終了後は、ダイアロ

グ・ボックスを閉じ、記録イン
ジケータの下の「End」ボタン
をクリックして記録を終了しま
す。BlueJによりこのテストの
JUnitテスト・コードが即座に生
成され、StudentTestクラスに
追加されます。エディタを開い
てテスト・コードの詳細を確認で
きます。

テストの再現
いくつかの単体テストを記録し
た後は、当然ながら、ある時点で
テストを実行したくなるもので
す。テストの実行方法は3つあり
ます。

 ■ StudentTestクラスのポッ
プアップ・メニューで個々の
テスト・メソッド（例：testAccount-
Name）を選択して、そのテスト・メソッ
ドのみを実行

 ■ StudentTestクラスのポップアップ・
メニューで「Test All」を選択して、
そのクラスに定義されたすべてのテス
トを実行

 ■ 左側のツールバーにある「Run 
Tests」ボタンを使用して、プロジェク
ト内のすべてのテストを実行
それぞれのケースでテストの結果が
表示され（図8参照）、エラーが検出され
た場合は、エラーの原因となったJUnit
ソースの箇所に直接アクセスできます。

テスト・フィクスチャ

BlueJではJUnitのテスト・フィクスチャ
も利用できます。テストの開始時にフィ
クスチャ・オブジェクトが必要な場合は、
オブジェクト・ベンチでフィクスチャ・オ
ブジェクトを対話的に作成できます。
次に、テスト・クラスのポップアップ・メ
ニューで「Object Bench to Test 
Fixture」機能を使用することで、フィ
クスチャがテスト・クラスに追加されま
す。各テストの記録の開始時に、フィクス
チャ・オブジェクトがオブジェクト・ベンチ
上に自動的に配置されます。

テストの手動編集
BlueJではJUnitのクラスを手動で編
集することもでき、また、自身の手で記

図6

図7

図5
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述したテスト・コードと、記録して追加し
たテスト・ケースを自由に組み合わせる
ことができます。そのため、多数の簡単
なテストを対話的に記録しながら、さら
に、より複雑なテストを自身の手で記述
できます。

演習
以上で、発見したバグの修正を行い、す
べてのテストが成功するようになりまし
た。このほかにも、Databaseクラスに
対してテストをいくつか作成してみる
と、バグのあるメソッドを発見できます。
Databaseの各メソッドに対してテスト
をいくつか作成し、テストが失敗するメ
ソッドを見つけ、そのバグも修正してくだ
さい。

まとめ
テストは、プログラミング学習の重要な
要素です。BlueJの対話型テスト機能を
利用することで、学習者は通常、より早い
段階からより高い頻度でテストを実行す
るようになります。また、オブジェクトの

相互作用についても適切に
理解できます。この両方の
側面が、プログラミングの原
則を理解するために役立ち
ます。
より体系的な開発のため

には、リグレッション・テスト
も重要です。良質なソフト
ウェア開発講座には、リグ
レッション・テストの学習は
欠かせません。BlueJでは
JUnitがサポートされてい
るため、リグレッション・テス
トに使用する一連の単体テ

ストを容易に作成できます。対話型テス
トとリグレッション・テストとの密な統合
は、現在、あらゆる環境で単体テストの作
成に利用できる方法の中で、おそらくは
もっとも簡単な手段です。 </article>

LEARN MORE
• Java SE 7 API
• BlueJのWebサイト

図8
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