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テストファースト  
— 見えてくる問題 1 

 
 
 この章では，テストファーストの流れに基づいて単体テストを実践してみます。 
 テストファーストは，プログラムや設計の問題を早期に見つけることで，システム開発の

生産性を高めようという手法です。なぜ「問題を早期に見つける」と「システム開発の生産

性」が高まるのでしょうか。このトピックについては，「第 2 章 テストの基礎」で詳しく

説明します。 
 最初にテストプログラムを書いてみます。取り上げる例題はできるだけ単純にしました。

単体テストを通して，その中で見つかる小さな問題の芽を見つけることが目的だからです。

テストの前に，JUnit の使い方，単体テストの技法，テストプロセス(テストの手順)など知っ

ておくべきトピックはたくさんありますが，ここでは，とにかくテストプログラムを書いて，

動かして，「何が問題なのか」最初に知ってほしいと思います。この章に続く各章は，ここ

で見つかった問題に対する回答としても読むことができると思います。 
 
 
1.1 テストファーストとは...................................  
 
 テストファーストとは，その語が示すとおりテストを最初に行う開発手法です。プログラ

ミングのときに，テストプログラムを最初に書きます。テスト対象となるプログラム(アプ

リケーションプログラム)を書き，作成したテストプログラムを実行します。開発者は，テ

ストが成功するまで，何度もテストを繰り返すことになります。 
 テストプログラムを効率良く作成し実行するためには，テストツールが欠かせません。そ

のひとつが JUnit です。JUnit はテストプログラムを書くためのフレームワークですが，テ

ストを実行するツールも含んでいます。また，Ant のようなビルドツールや Eclipse などの

統合開発環境と組み合わせても利用されています。JUnitは，テストファーストでなくても，

もちろん効果を発揮する広く利用されているフレームワークです。 
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 なぜテストファーストか。 
 
  「ストレスが減少し，テストを実施する確率が高まるから」(ケント・ベック)。 
 
 
1.2 テストファーストを体験する.............................  
 
 テストファーストを，小さな例を題材として体験してみましょう。テストでは JUnit を使

います。テストファーストを始める前に，Java と JUnit をインストールする必要がありま

す。 
 インストールに関しては「付録 B」と「付録 C」を参照してください。 
 

Java のインストール ：「付録 B.1 JDK のインストール」 
JUnit のインストール ：「付録 B.2 JUnit3 のインストール」 
  ：「付録 B.3 JUnit4 のインストール」 
Eclipse のインストール ：「付録 C.2 Eclipse のインストール」 

 
 また，JUnit の概要と詳細については，第 4 章以降で説明します。JUnit を使った場合の

テストプログラムが提示されますが，ここでは細部は気にせず，プログラミングとテストの

流れに注目してください。なお，本章で使用した JUnit は バージョン 3.8.1 です。本章の

趣旨は，JUnit の説明ではなく，単体テストの状況についての説明であるため，JUnit4 で

の記述ついては，本文中で補足するだけにしました。また，JUnit4 に対応したテストプロ

グラムは「付録 D JUnit4 のテストプログラム」に掲載しました。 
 
1.2.1 この章で使う用語について __________________________________  

• テスト対象 
 テスト対象となるアプリケーションプログラムです。この章の単体テストでは，メ

ソッドがテストの対象となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
• テストプログラム 
 テスト対象が正しく実装されているかテストするためのプログラムです。 
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• 失敗 
 テストが失敗したことを示します。テスト対象のアプリケーションプログラムが，仕

様通り実装されていないことが主な原因となります。 
 

• エラー 
 テストそのものが正しく行われなかったことを示します。設定の間違いが主な原因と

なります。 
 

• 成功 
 テストが成功したことを示します。テスト対象のアプリケーションプログラムが，仕

様通り実装されたことがテストによって確認されたことになります。 
 
1.2.2 テスト対象となるメソッド __________________________________  

 テスト対象となるメソッドの仕様は，「2 つの整数を足し，その結果を返す」というもの

です。 
 クラス名は，MyMath とし，足し算をするメソッド名を add()とします。メソッド add()
は 2 つの整数を引数に持ちます。戻り値も整数とします。この仕様で MyMath クラスを書

きましょう，と話しを進めたいところですが，今から体験するのはテストファーストです。

仕様が理解できたら，最初に何をすればいいでしょうか。そうでした。「どのようにテスト

するか考えよう」が基本姿勢です。MyMath クラスの add()を呼ぶと，どのような値が返れ

ばいいでしょうか。そこのところを少し考えましょう。以下，独り言です。 

 「まあ，最初は妥当なところで，「3＋4 は 7」だよな」 
 「ちょっと意地悪して，-5,000 と-9,000 を足してみるか。答えは，-14,000」 
 「いろいろ浮かぶけど，ちょっとごちゃごちゃした数字もテストしよう。14,142 と 1,356

かな。足すといくつになるかな。15,498 なんだけど，これ暗算するとき，頭から足して

いく方法があったよね。桁上がりしないから楽なんだって。あれ，関係ないこと考え

ちゃった」 
 「もっと大きい数字も足してみよう。14,1421,356 と 223,620,679 で，答えは，いくつ？」 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
  (...さぼらないで，ちゃんと答えを出しましょう) 
 「あと，0＋0 は 0，-1,234＋1,234 も 0，いろいろあってどこまでテストすればいいんだ

ろう」 

 テストケースを考えることは大切な作業ですが，思い付くままというのは，あまり効率が

良い方法でもないようです。テストケースを考える「うまいやり方＝技法」というのがあっ

て，それについては第 3 章で詳細に説明します。技法を使うと，もう少し効率的に考えが整

理できそうですが，ここでは技法を使わず，素朴にテストケースの抽出を進めてみましょう。 
 まだ，add()の中身はどのように作るか決まっていませんが，ここまでの考えで，次のよ

うなことをテストすれば良さそうだ，となんとなく頭の中に浮かびます。頭に浮かんだだけ

で，コーディングを始めてもいいのですが，紙にボールペンでメモしておくといろいろ役立

ちます。メモ書きを基に，完了した項目をチェックしたり，足りない項目を思いついたら，

そのメモに書き足せるからです。それに何より，メモに書いたことで忘れても大丈夫。覚え

ておく必要がなくなります。 
 
1.2.3 テストクラスを指定する ____________________________________  

 では，実際にテストケースをコーディングしてみましょう。中心となる部分は，次のよう

になります。 
 
// 最初は妥当なところで，「3+4 は 7」だよな 

assertEquals("足し算のテスト 1", 7, mym.add(3, 4)); 

 

// ちょっと意地悪して，-5,000 と-9,000 を足してみるか。答えは，-14,000 

assertEquals("足し算のテスト 2", 14000, mym.add(-5000, -9000)); 

 

// いろいろ浮かぶけど，14,142 と 1,356 

// 足すといくつになるかな。15,498。 

assertEquals("足し算のテスト 3", 15498, mym.add(14142, 1356)); 

 

// もっと大きい数字も足してみよう。 

// 14,1421,356 と 223,620,679 で，答えは，いくつ? 

// (さぼらないで，ちゃんと答えを出しましょう) 

assertEquals("足し算のテスト 4", 365042635, mym.add(141421356, 223620679)); 

 

// あと，0+0 は 0 

assertEquals("足し算のテスト 5", 0, mym.add(0, 0)); 

 
19



 

 

// -1,234+1,234 も 0， 

assertEquals("足し算のテスト 6", 0, mym.add(-1234, 1234)); 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
 説明のため，先ほどの独り言をコメントとして挿入していますが，コードの部分を取り出

すと次のようになります。コメントがないほうが，見通しが良いようです。テストコードは，

JUnit のひとつのメソッド assertEquals()を呼ぶだけなので，コメントを手厚くしても，冗

長なだけで良くないことが分かります。 
 
assertEquals("3+4 は 7", 7, mym.add(3, 4)); 

assertEquals("-5,000 と-9,000 で，-14,000", 14000, mym.add(-5000, -9000)); 

assertEquals("14,142 と 1,356 で，15,498", 15498, mym.add(14142, 1356)); 

assertEquals("141421356 と 223620679 で，365042635", 365042635,  

             mym.add(141421356, 223620679)); 

assertEquals("0+0 は 0", 0, mym.add(0, 0)); 

assertEquals("-1234+1234 は 0", 0, mym.add(-1234, 1234)); 

 
 テストの書き方としては，ここでコメントにしている部分(例えば「3＋4 は 7」)を

assertEquals()の第 1 引数のメッセージする方法がいいと思います。この第 1 引数は，JUnit
が表示する情報として使われるからです。このメッセージは，バグがあったときに，どのテ

ストで問題があったのか調べる手がかりとなります。 
 さて，このようにして作成されたテストクラスとテストメソッドをコンパイルしてみます。

といっても，Eclipse などの IDE を利用していれば，編集しているそばからコンパイルして

エラーを表示してくれています。図 1.1 は，F2 キーによってエラーメッセージにフォーカ

スを当てたところです。MyMath のところで，「MyMath を型に解決できません。」とい

うメッセージが確認できます。 
 

 
図 1.1 Eclipse での編集中の画面 
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 テストファーストとしては，ここでテストコードをコンパイルしてテストを敢行する基本

的な姿勢が望まれます。IDE に頼ることで，そこまでする必要はありませんが，ここではちゃ

んとコンパイルしてコンパイルエラーを確認しましょう。 
 図 1.2 のようなメッセージが表示されます。MyMath クラスが見つからないので「シンボ

ルが解決できません。」と言われました。思ったとおりです。つまり，テストは，思ったと

おり進行しているということです。幸先は良いようです。 
 なお，この例では，あらかじめ CLASSPATH に JUnit のクラスライブラリ junit.jar を含

めています。 
 

 

図 1.2 javac でコンパイルしてみました 

 

1.2.4 テスト対象のクラスを書く __________________________________  

 コンパイルができていないので，この状態でテストをすることはできません。クラス

MyMath と空のメソッド add()を作成し，コンパイルが成功しテストできる状態にします。 
クラス MyMath は，次のソースコードのようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3 問題がありそうなところ 

1
public class MyMath { 

    public int add(int a, int b) { 

        // 最初は 0を返す(コンパイルを通すため) 

        return 0; 

    } 

} 

 
 コンパイルを通すためなので，add()は計算ロジックを持たず 0 を返しています。 
 さて，これで先ほどの MyMathTest クラスはコンパイルが通るはずです。コンパイルし

てみましょう。 
 まだ，コンパイルエラーが発生しています。エラーが 1 個あり，「return 文が指定されて

いません。」と言われています。テストケースの作成に間違いがあったようです(図 1.3)。 
 

 

図 1.3 コンパイルエラーが 1個ありました 

 
 テストケースのソースコードを見てください。どこに間違いがあるでしょうか。このエ

ラーについては，次の章で詳細は説明しますが，原因は JUnit の使い方の間違いにあります。

同じコードを Eclipse のエディタで見てみましょう。図 1.4 になります。 
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図 1.4 Eclipse でエラーを確認する 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
 Eclipse で確認すると，エラーの内容がより明確になります。「このメソッドは型 int の

結果を戻す必要があります。」とあります。このメソッド testAdd()は，void 型にする必要

があります。コンパイルを通すためだけであれば，型 int の結果を戻すよう修正する方法も

ありますが，そうしてしまうと JUnit の使い方から逸脱してしまいます。つまり，JUnit に
よるテストは上手くいきません。話は横道にそれますが，どのような結果になるか最初に試

してみましょう。 
 ソースコードを次のように修正し，コンパイルを成功させておきます。 
 
package my.experience.step3; 

 

// MyMath クラスの add() をテストする 

import junit.framework.TestCase; 

 

public class MyMathTest extends TestCase { 

    int testAdd() { 

        MyMath mym = new MyMath(); 

 

        assertEquals("3+4 は 7", 7, mym.add(3, 4)); 

        assertEquals("-5,000 と-9,000 で，-14,000", 14000, mym.add(-5000, -9000)); 

        assertEquals("14,142 と 1,356 で，15,498", 15498, mym.add(14142, 1356)); 

        assertEquals("141421356 と 223620679 で，365042635", 365042635, mym.add( 

                141421356, 223620679)); 

        assertEquals("0+0 は 0", 0, mym.add(0, 0)); 

        assertEquals("-1234+1234 は 0", 0, mym.add(-1234, 1234)); 

        return 0; 

    } 

} 

// end of MyMathTest 

 

1.2.5 JUnit の画面を起動してテストする___________________________  

 JUnit には，テストランナーというテストを実行する画面が提供されています。以下のよ

うにコマンドラインを入力し，テストランナーを起動します。 
 
D:¥tmp>java junit.swingui.TestRunner 
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 ここでの注意点は，テスト対象となるクラスのパッケージの構成とディレクトリの構成を

一致させておくという点です。そうすることで，テストランナーがテスト対象のクラスを見

つけて呼び出すことができるようになります。 
 パッケージの構成が“my.experience.step3”であれば，次のようなディレクトリ構成を

作成し，ソースファイルを配置することになるでしょう。 
 
  D:¥tmp¥my¥experience¥step3¥MyMath.java 
 
 この構成で，MyMath.java をコンパイルするためには，“d:¥tmp”にディレクトリを移

動し，以下のようにコマンドラインを入力します。 
 
D:¥tmp>javac my¥experience¥step3¥MyMathTest.java 

 
 ディレクトリ構成に関しては，JUnit のテストランナーの起動も，コンパイルと全く同じ

考え方です。 
 
 
 

テストランナーの起動では，パッケージの構成とディレクトリの

構成を一致させる。 
 
 
 
 さて，話を戻します。テストランナーを起動すると，図 1.5 のような画面が表示されます。

この画面についても，次の章で詳細に説明します。ここでは，テスト実行の様子を観察して

ください。 
 

［補足］ JUnit4 には，JUnit3 のような GUI ベースのテストランナーがありません。

しかし，JUnit4 で記述したテストプログラムは，JUnit3 のテストランナーで起動すること

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
ができます。 
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図 1.5 テストランナー 

 
 
 テストケースを選択します。①を選択することで，“TestSelector”画面が開きます(図

1.6)。ここに現れるテストクラスは，テストランナーの起動ディレクトリ以下にあるテスト

ケースをテストランナーが検索した結果です。ここに何も表示されていない場合は，ディレ

クトリ構成とテストランナーの起動ディレクトリを確認してください。 
 テストケースを選択したら②を押して，テストを実行します。あっという間にテストが完

了し，結果が表示されています(図 1.7)。どの部分を見ればいいでしょうか。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
 

図 1.6 テストケースを選択

 

④

⑤

図 1.7 結果表示 
 

①

する 

②

③

画面では赤く

表示される 
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 画面からは，いろいろな情報が読み取れますが，注目すべきところは，赤いバーです(モ

ノクロの印刷ではグレーですが，トーンはバーの右横の“JU”の文字の“U”と同じです)。

これは，残念ながら失敗の色です。テストは失敗しているのです。どのように失敗している

のでしょうか。③を見てください。“Failures: 1”とあります。“Failures”(失敗)は，テ

ストケースの失敗を示しています。“Failures: 0”であれば，テストケースは失敗していな

い(つまり，バグがなかった)ことを示します。なお，“Errors:”(エラー)は，テストケース

が失敗したのではなく，テスト環境に問題があったことを示します。 
 
 
 

テストがパスしたかどうかは色で示される。 
 
 
 
 

テストが失敗すると“Failure”にカウントされる。 

 
 
 
 
 プログラムのどこに問題があったのでしょうか。④を見てください。メッセージが表示さ

れています。このペインはクリップボードにコピーできます。次のようなメッセージでした。

読みやすいよう，コロンで改行しています。“Failures”がカウントされていましたが，実

際は，“warning”(警告)でした。テストケースが見つからなかったという警告でした。 
 
warning(junit.framework.TestSuite$1): 

No tests found in my.experience.step3.MyMathTest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 問題がありそうなところ 

1
 確かに，JUnit の流儀を守らず，public void で定義すべきメソッドをパッケージプライ

ベートの int 型にしていました。問題があることは予測していましたが，このテスト結果で

問題がはっきりしました。「void で定義すべきメソッドを int 型にすると，JUnit はテスト

ケースとしてはみなしてくれない」ということです。 
 
 
 

テストケースとなるメソッドは，public void 型にしないと無視

される。 

 
 
 

［補足］ JUnit4 では，テストメソッドを public void 型にしないとテストランナーの初

期化でエラーとなります。 

 
 これでテストは完了です。 
 JUnit は，テスト結果をバーの色で示すところに特徴があります。テスト結果が色で示さ

れ，一目で分かるようにすることで，テスト結果をひとつひとつ確認する必要がなくなりま

す。もちろん，ひとつでもテストに失敗していればテスト結果は，この例のように赤い色に

なります。テストケースが 100 個あり，そのうち 1 個が失敗しても赤い色，50 個が失敗し

ていても赤い色です。テスト結果が緑なら，テストは成功です。これも，テストケースが 1
個でも 100 個でも成功すれば緑色なのです。 
 「いや，ちょっと待って。“テスト結果をひとつひとつ確認する必要がなくなる”といっ

ても，テストが失敗したらやっぱりどのテストが失敗したか調べて，修正しなくてはいけな

いのでは？」 
 もちろん失敗の場合はそうなのですが，テストに成功した場合，瞬時に｢テスト成功，すっ

きりした，さて次のことをしよう｣と頭の切り替えができます。 
 プログラマは，色で示されたテスト結果を瞬時に感覚的に把握することができます。テス

ト結果が良いのか悪いのか，ひとつひとつ確認するという機械的な作業から解放されること

で，プログラムの開発により集中することができるのです。 
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