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説明

関数名だけのスタックトレースを取得します｡取得する最大レベルは５０

とdepth(指定されたとき)の小さい方です

getStacktraceSimple([depth]）
１

関数

引数の型を伴うスタックトレースを最大５０レベルまで取得します｡f､に

関数を指定すると､その関数からトレースを開始します

getStackt｢ace([fnD ２

conditionが真でない時に例外を発生します。

messageは例外に股定するの診断メッセージ､args

は置換パラメータです

３関数f､の関数名を取得しますgetFunctionName(f､）

付
鍬

st｢ing内の空白､、い､,、r､、tをそれぞれ[],【f],[､],[『],[t】に画換しますmakeWhitespaceVisibIe(strlng）
４

typeofvalue＝＝，numbe｢，が真でないときに例外を

発生します

５

１０．１．２goog,asserts

assertNumber(value[・messageLa｢9s...]]）

６

アプリケーションのバグを早期に発見するために重嬰なのが､引数や戻り値などの動的な診断です。そ

れぞれの関数で引数値などが想定した値になっているかどうかをチェックし、もし不正な値であれば例外

を投げるようにします◇

そのような診断コードを簡単に記述できるように､googasserts名前空間に使用頻度の高い診断関数(ア

サート関数)があらかじめ用懲されています(表10.2)。これらを使えば診断コードを記述する手間が幾分

削減でき、ソースコードの可統性も向上します。

typeofvalue＝＝‘st『ingが真でないときに例外を発

生します

７

８

９

■表１０２：googasse代sの関数

valueがオブジェクト､配列､関数のいずれでもないと

きに例外を発生します

fail([message[・args...】】） 常に例外を投げます
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assertAr喝y(value[.messageLargs…]]）

valueinstanceoftypeが真でないときに例外を発

生します

asse｢t(condition[・messageLargs…]]）

assertFunction(valueLmessage[,args...]]） valueが関数でないときに例外を発生します

assertlnstanceof(value[･typeLmessage[･args...]]]）

アサート関数を使用した簡単な診断コードの例を以下に示します。

valueが配列でないときに例外を発生します

assertObject(valueLmessage[,args...]]）

asse｢tSt『ing(value[,message[･args…]〕）
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functionbuildDate(year，month，date）｛

goo９.a88ertB･ag8ertNumber<year，‘%Ｓｉ８ｎｏｔａｎｕｍｂｅｒ‘･year)；

goo９.a8sert8・assertNumber(Inonth‘･%ｓｉｓｎｏｔａｎｕｍｂｅｒ‘，month)；

goo９.asserts・assertNumber(date，‘%ｓｉｓｎｏｔａｎｕｍｂｅｒ‘，date川

returnnewDate《year，month，date）

｝

try｛

ｖａｒｄａｔｅ＝buildDate(，今年.’８’１》；

｝catch(e）（

alert(e)；／ノー＞･A8sertionError：Assertionfalled：今年ｉｇｎｏｔａｎｎ,mhpr・

）

buildDateOは指定した年月日のDateオブジェクトを作成する関数で､引数はすべて数値で指定しなけれ

ばなりません。もし数値以外を指定するとasSertNumberOが例外が発生します。

例外オブジェクトの診断メッセージにbuildDaIeOの引数値が埋め込まれていることに注目してください。

アサート関数のmessage引数に「96s」というプレースホルダを含めておくと、その部分がa喝sの対応する

要業に置き換わります。これにより、わかりやすい診断メッセージが而単に密けるようになっています。

javaScriptはデータ型の扱いが極めて柔軟な言語で、例えば数値を想定した処理に文字列が入力され

たとしても、暗黙的に変換して実行してしまいます。この性蘭は便利な反而、潜在的な不具合に気付きに

くいという難点もあります。

そこでアサート関数を入れておけば、想定外の値を確実に検州できるので、非術に有用です。蛾襲な

簡所には積極的に使っていくべきです。大最のアサート関数によるパフォーマンス低下が気になるかもし

れませんが、Closu舵Compilerに「-.de6ne=goo9.DEBUG=制se」というオプションを付けることで、最適化

時にすべてのアサート関数を削除できます。TinyWordを例にすると、以下のコマンドになります。

pythonclosure-UbraryWclosureVbinVbuildVclosurebuilder･py

-ccompiler・ｊａｒ－ｆ、--ＣＯmpilatioL1evelpADVANCED-OPTｴMｴZAmONS．

－ntinyword､App-ocompiled--oUtput-file画fileSWscript・js

-rootロclo8ure-Ubrary-root国scriptg

-fp-de鯉､e宮goo９.DEBUGmm1Be'０

こうすることで､すべてのアサート関数が無効になり､般適化後のコードにはまったく影響を与えません。

遠慮なくアサート関数を活用してください。
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ログ出力メソッドの第一引数はログに表示するメッセージです。省略可能な第二引数に例外オブジェク

10.1.3ログ出力 １

途ｙ（

〃例外が発生する可能性のある処理

）catch(e）（

logger･warning《‘例外発生‘‘ｅ)；

）

C1osureLibmIyにはJavaを参考にした体系的なロギング・フレームワークが含まれており、柔欲なログ

出力が可能です(図10.1)。名前空間の階層に沿った複数のロガー(googdebugLoggerインスタンス)を

作成し、プラウザ標準のコンソールやページ内の、1Vなど、多彩な方法でログを表示できます。ログの川

力時には重要度（ログレベル)を桁定でき、それぞれのロガーで一定値以下のログレベルを抑制すること

も可能です。

２

３

４

⑨
■図１０－１：ロギング･フレームワークの概念

ｐ■■■●亡●ロロロロ｡●つつ●年■Ｃ●‐‐｡｡｡｡｡‐●。‐争今一旬｡。■‐一一‐■■■■■■二一■‐■■■‐■

|ログの出力先

実際のログ出力は、ログレベルごとに定義されたメソッドで行います。次に示す例はWARNINCレベル

のログを出力します。

６
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蝉

ログ出力を行うには、まずgoo9.debug,LoggergetLoggerOを呼び出してロガーを取得します。引数は取

得するロガーの名前(通常はロガーを使用するクラス名)です。対応するロガーが存在しなかった場合に

は、141動的に新規作成されます。

varlogger＝goo9.debu9､Lo9ger･getLogger(･myapp･App‘）；
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ﾄを指定すると、その梢報も一緒に表示されます。wamingO以外にも、Ｕグレベルごとにメソッドが定鮒
されています（炎１０－３)。

国表１０－３：ログレベルと出力メソッド

ログレベルを定義した定数 ログレベル出力ﾒソッド

goo9.debugLoggerLevelSHOUT 1２００shoutO

goo９，debugLoRRerLevelSEVERE lOOOsevereO

googdebug･LoRRe｢Level,ＷＡＲＮＩＮＧ 9００ｗａｍｌｎｇＯ

ｇｏ､貝.debuR.Lo只只erLeveIlNFC ＲＤＩ~１ inioO

goo恩.debuR.Lo只只e｢・LevelＣＯＮＦＩＧ 晒酬０ conligO

googdebugLOgge『.LevelFlNE 副ﾛ胞 Iine(】

googdebugLogge『Level・FｌＮＥＲ ４００ IinerC

gooRdebuRLoRRer､Level､F1ＮＥＳＴ 9ｍｍ IinestO

ロガーのsG1LevelOを使用すると､指定した値より低いレベルのログ川ﾉJを抑制できます。‘jl牧には､11｜

力を許､Iする最低のログレベルを表10.3の定数で指定してください。他にgoogdebug､LoggeI｡､LeveLALLと

goo9.debugLogger､Level､OFFも指定でき、それぞれ全ログレベルを出力、もしくは抑制します。

log9er・setLevel(goo９.debug､Lo9ger・Level・WARNｴNG)Ｉ

出力されたログを表示するには、出力先をアプリケーション起助時に作成しておかなければなりませ

ん，出力先はページ内のDIV、別ウインドウ、ブラウザの概地コンソールから選べるので（凶10.2)、’三Ｉ

的に合わせて使い分けるとよいでしょう

回図１０－２：さまざまなログ妥示方法
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varlo9view＝newgoo9､debu9・FancyWindow('1ogview,）；

109View･setEnabled(true)；

1o9view､１，１t()；
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gpog・debugDivConsoleクラスは、ページ内の任意の､Ⅳ要素内にログを表示します。手椛にログが確

腿できるので、実験などに適しています。「log」というＩＤを持つI〕Ⅳ要楽にログを喪示する例を以下に示

します。

‐
１
１
１
‐

varlo9viewpnewgoo9､debug,DivConsole(goo9.do､､getE1ement(､1og‘）)；

1o9view･inBtallStyles()；

1o9view・SetCapturin9<true>；

googdebugFanCyWindowクラスは､ログを表示する別ウインドウを作成します。本来の画面を占有せず

にログが爽示できるので､TinyWbrdのような全画而表示のアプリケーションで重宝します。以下はウィン

ドウを表示し、ログ表示を冊始するコードです。コンストラクタの第一･引数は、ウィンドウのフレーム名や

状態を保存するためのcookie名として使われます。

Ｉ射'でIbxでgoog・debugConsoleを動作させるには､Firebugをインストールする必要があります(インストー

ル方法は「lO2CIosu鱒InspecIor｣参照)。IE6、IE7の場合はFi臆bugLiteを利用するのがよいでしょう。

FirebugLiteの公式サイト：

http:／/getfirebug・com/firebugUte

CoogleChrome、Safari、Opera、IE8ではブラウザ標巡のデバッグコンソールへ転送されるので、拡張

機能などのインストールは不要です。

googdebugConsoleクラスは、Webプラウザのデバッグコンソールにログを転送します。アプリケーショ

ンの起動時にgoogdebugConsoIeautolnstallOを実行しておき､URLのクエリーパラメータに｢Dobug=tlue」

を含めてページを表示すれば、ログが喪示されます。リリース後のコードにログ剛力を弧しておきたい場

合に便利です。

goo9.debu9・Console・autolnstall(>；

クエリーパラメータを含めるのが困雌な場合は、明示的にse【CapturingOを呼ぶことでログの転送をｲｊ

効化できます。

goo9,debug・Console・autoIngtaU()；

goo9.debug・Console・instance･BetCapturing(true)；
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10.1.4カスタム例外の作成

gOogdebugErroI･クラスは、ClosureLibraly棟弛の例外クラスです。CIosulreLibraIyアプリケーションで

例外を発生させるときは、このクラスを基底にしてカスタム例外クラスを定義するとよいでしょう。

JavaScriptのEImrクラスはプラウザごとにインターフェースが異なり厄介ですが､goo9.debugErmrはすべ
てのプラウザで挙動がほぼ同じです。

カスタム例外を定義する際は、googdebugErrorを派生させ、pmtotype・nameに例外の名前を投定しま

す。コンストラクタでnameメンバに値を設定しないでください。サプクラスが設定したnameを上書きして

しまう恐れがあります。

functionMyError(oPtJns9）（

goo9.base(this,opt-msg>；

）

goo９.inherits(MyError”９００９.debug・Error)；

MyError・prototype,ｎａｍｅ＝,MyError‘；

例外インスタンスは、ｎａｍｅ（例外の名前)、message（コンストラクタに指定した文字列)、slack（コー

ルスタック､ブラウザがサポートしない場合は空文字列)の３つのメンバを持っています。これらは例外の

悩報を表示するのに使用できます。

try｛

thrownewMyError（,messageq）；

｝catch(e）｛

a1ert(e･name＋,：’十ｅ､message＋，薯､，＋ｅ・stack)；

）

例外をログに残す場合は、ログ出力メソッドの第二引数に指定することでコールスタックの情報も含め

て出力できます。

10.1.5例外の捕捉

アプリケーション内で発生した例外は､問題の原因を突き止めるための重要な情報です。開発中はもち

ろん､場合によってはリリース後でも､例外の悩報は確実に収集したいものです。しかし､Webアプリケー

ションは一般的にイベントドリプンで動作するので、一箇所ですべての例外をキャッチできません。かと

言って、すべてのイベントハンドラにlIy～catchを書くのはとても而倒です。

googdebugEImrHandlerクラスは、上記の作業を大きく軽減してくれます。例外の処理関数を登録して

おくと、イベントハンドラをはじめとしたさまざまなエントリポイントで発生した例外をそこに転送してくれ
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ます°これにより、アプリケーション中で発生するほとんどの例外を一簡所で処印することが可能になりま

す。

EmrHandlerクラスで例外処理を行うためには、まず普通にインスタンスを作成します。引数は例外が

発生したときに呼ばれる処珊関数です。

varerrorHandler富newgoog・debug･ErrorHandler(functionに）｛

１o9ger・warnin9(･例外発生'，ｅ)；

))；

プラウザ(DOM）イベントの処理で発生した例外をキャッチするには､E1TorHandIerインスタンスを引数

にしてgoo9.ｅＶ℃ms・pmlec【BmowserEven〔EnlryPoinlOを呼び出します。これだけですべてのプラウザイベン

トで発生した例外が処理関数に転送されます。

goo9.events,protectBrowserEventEntryPoint<errorHandler)；

同様にしてgoognet､Xhrlo・protoctEnlIyPDintsOを呼び出すと､Xhrloが発行するイベントで発生したすべ

ての例外が処理関数に転送されます。クラスメソッドsendOやXhrManagerによるレスポンス処理の例外も

含みます。

goo９.net.】mrlo･ProtectEntryPo1ntg(errorHandler)；

イベントハンドラ以外に、seIlntervalO/seITimeoutOのコールバツクで発生した例外も転送できます。以

下のようにProtec[WindowSetlntewalOやprctectWindowSemmeout0を呼びlHすだけで転送が有効になり

ます。

errorHandler･protectWindowSetInterval()；

errorHandler･ProteCtWindowSetTimeout()；

Ｕｌコンポーネントなどが発行するカスタムイベントの扱いが気になるかもしれませんが、それらのほと

んどは上記のエントリポイントのいずれかで間接的に呼び出されるため､特別な指定は不要です。上記の

3つで、アプリケーション中のほぼすべての例外が転送されます。

しかし､わずかながら犠送できないパターンも存在します。例えばgOognetJsonpのコールバックはロー

ドしたJSONPスクリプトから直接呼び川されるため、その内部で発4；した例外は極送できません。この場

合は、ProtectEntryPointOを使うことで明示的に例外の転送を指疋する必浬があります。
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nmCtionGaUbaCk(responSe〉｛

／／レスポンス処理.．．

｝

varjsonp＝newgoog･net,Jsonp('http:〃my･host・Com/jsonp｡)；

jsonp・send〔{}，errorHandler､protectEntryPoint(caUback)財

いちいちprolectEnUyPOmtOを呼び出すのが而倒であれば、Jsonpの派生クラスを定機して、すべての

コールバックで転送を行うようにsendOをオーバーライドしてしまえばよいでしょう。
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君O2cIosurelnspector

’９i,;'tClosureComI〕il〔､1.によ為lavilS(､riI)lの雌適化｣では、Ｃｌ《)51,】･ｃＣ()１，１１〕il〔‘,､を|｢ｌｌｌＩＩしてスクリプトを１１４適

化する方法を解Ⅲiしました、１１地化されたスクリプトは実行速庇が向|･する反mi，人|Ⅲにとってはとても

読みづらく、そのデバッグは非常に附雌です。

この問題を緩和するツールとして、「ClosureInspecIoI･」というFi1℃Ibx拡脹機能が公開されています。

Fil･elbxでデファクトスタンダードとして利用されている開発者向けツールの「Firebug」に、問題箇所につ

いて最適化前のWf報が取得できるような機能を追加しますＩ:ilr(､Ibx限定ですが、ClosureLibraryアプリ

ケーションのデバッグには欠かせないツールです

１０．２．１CIosurelnspectorのインストール

Closl】l･〔》InsI)(〕Cl(〕】･はFil｡〔､11〔)xのlIll粥背向けツールであるFiI･Cl〕u8に柵il:牡追加する形で火装されていま

す。したがって、利用する隙はあらかじめFirebugをインストールしておく必幽があります。Firebugは以
下のサイトから通常のアドオンと|‘il様にインストールできます。

Firebugのダウンロードページ：

https:／/addons,mozilla､ｏｒ9/ja/firerox/addon/1843／

ClosurelnspecIor自体はCoogleCodePrQjec[Hostingでオープンソースソフトウェアとして公開されてい

ます動ダウンロードは以ドのページから行えます。

ClosureInspeciorのダウンロードページ：

http:／/code・goo91e,com/p/closure-inspector/downloads／

復数のファイルがあると思いますが、｜closureinspectorlバージョン番り|､xPi」というファイルのうちLI付

が最も新しいものをダウンロードしてください。そして､そのファイルをFiI･(､R〕xのウィンドウにドラッグ＆ド

ロップすれば、インストールがlNI始されます。あとの手順は通附のアドオンと同じです。

ＮＯＴＥ

Ｃｌｏｓｕ｢eCompilerの公式サイトに|さCIosureInspecto｢へのリンクがいくつかありますが､その一部

は旧バージョンを指しています｡これは最新のFirebugでは動作しないので､上記のダウンロードページを

便うことをお伽めします。

ここからは必須ではありませんが、蝋境変数EDITORにテキストエディタのフルバス名を殻定しておくと

便利です（凶１０急3)。Win〔lowS7での環境変数の設定ﾉﾝ法については、１２．１１%1発環境還整える」を参照

してください。

1０
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囚図１０．３：Ｗｉｎｄｏｗｓ７で覇現変数ＥＤｌＴＯＲ泰酷宗
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ＣＶＡ;わ!o“1に刺錐､蝉VbnVem群CllmIW6x6

r燕~二つ蔵働jＪｒ－ｌ

Ｍａ(､ＯＳＸやLinuxでは、コマンドラインからFireIbxを腿肋するのが師11tです。例えばＭａＣＯＳＸでは、

以下のコマンドで環境愛数Ⅲ)r1,()Rを変更してFireR〕xを起動できます、

eXportEmTOR=テキストエディタのフルバス名

open／AppUcations/Firerox､apP

UbumuLinuxでは以ドになります。

exportED工TOR=テキストエディタのフルパス名

/usr/bin/firefox＆

Windowsのように悩久的に環境変敬逓変更する方法については､ネットで検案するなどして読者自身で

調査してみてください。

１０．２．２マッブファイルの作成

Closurelnspecto】-を利用するには、ClosureCompilerで雄適化する際に--Crea〔e-Source-mapオプション

を指定してマップフフ'イルを作成しなければなりません。デバッグのしやすさを考えると、９『;fで解説した

Ｒ〕ｍｌ狐1ing=PRn.rl､Y－１ｺRIN'1,も(､|けておいたはうがよいでし‘I:う。ＴｉｌｌｙＷ()r(|を例にすると、以ドのコマン

ドでマップフアイル(scripII11aI)）がiﾉi:戒できます。

pythonclosure-1ibraryYclosure¥bin¥build望closurebuilder･py

-ccoInpiler・ｊａｒ－Ｅ･’--compila上ion-1evel=ADVANCED-OPTｴﾙIIZATｴONS‘’

一ntinyword､App-ocompiled--output-file=filesYscript･js

-root=closure-1ibrary-root=ｓｃｒｉｐｔｓ

－ｆ,｡－create-source-Inap=script・InaD“

－だ‘･一formattinq=PRETTY-PRｴNT“

マップフフ'イルは岐適化後のスクリプトと'亡スクリプトとの対応を,点すデータなので、古いマップフフ'イ

ルを使うとClogul℃InsIx,ＣＩＯ,､が|H1辿った‘|‘,11報を表示する可能性があります。１１４逝化の際は常に･･creale

source-mapオプションを付けて、マップファイルを最新の状態に保ってください。



１０．２ＣＩｏｓｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｏｒ。

１０．２．３Closurelnspectorの使い方

それでは､TinyWoI.｡を例にしてClosuI〔､II1spectorの使い方を解脱します。まずTinyWoI．dのindex‘hｔｍｌ

をFirCfbxで開き、ステータスバー右端の虫アイコンをクリックしてFireblIgを開きます。そしてスクリプト

タブのメニューから「有効｜な選択してください（同１０－４)。

国図１０．４：Firebugのスクリブトタブのメニュー
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scriptjs以外が表示されていたら、メニューで選択してください（図10.5)。

画図１０－５：表示するスクリプトを選択
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タブがあるはずです。それがC1(〕sumInspGctorのタブなので、クリ'ソクして炎示してください（図10-6)。
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国図１０．６：SourceMapDingタブを表示
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回図１０．７：設定ファイルの名前を尋ねるダイアロク
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君０３ﾃｽﾄﾌﾚー ﾑﾜー ｸ

ClosureLibI･aIyには、非粥に洗練されたテストフレームワークも含まれています。JavaScriptのテストフ

レームワークとしては最もメジ･ｖ－なjsunitセベースとして、非1両1期処理のテストや各側のモック作成な

ど、CIosu1℃LibraIyアプリケーションのテストに必鰹な多くの拡張が施されています。

テストフレームワークはClosureLibraIyl'１体のテストにも使用されています。それを実行するための

HTMLフフ'イルがrlosure､lib掴Iyフォルダにあるall-.1“【s‘htmlで、Webプラウザで|淵Iくと図１０－１０のような

|ｌｌＩｌｉ価が炎示されます。このよう芯テスト蝿行川のIlTMI‘フフ'イルをテストランナーと呼びます。

皿図１０－１０：all-testshtmlを表示したところ
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この凹血で「S13,1」ボタンを押すと、ClOS1Il･()LibraIyの行機能のテストが順次実行されていきます。紹

果はログ炎示と共に上部のバーに反映されていき、成功したテストは緑、失敗は赤で戎ポされます。テス

トが終J'すると、全テストの結果と共に、テストにかかった時間や読み込んだフフ'イル数などの統計州報

も差示されます（間１０－１１）。
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画図１０．１１：テスト結果の統計画面

1０

二画五

ｆＤＤｇｗＱＡ』xUmr掠ｈ･

÷Ｃ女眺tpdoguroI雌ｑ２ｖＦ氏hJ-xJ栓とb』１１ DP雨更か画・参｡

<1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<ｈｅａｄ＞

<title>テストランナー</title＞

〈scripttype宮川text/javascrjLpt‘’

src=!,closure-1ibrary/closure/qoog/base･ｊｓ"></script＞

ａｌｌ【esls､hlmlで使用されているテスト実〈j･用のＵＩはClo5ureLibI･aIyのＵＩコンポーネントとして実装さｲ１

ており、l『il槻の機能を持ったテスト実行用のページが簡単に実装できます以下にテストランナーの例准

示します。

Ｃｌ⑥副Ir⑨一AIIJsUnltTeStS ヱーーーｒｍｎ"､岳にｕ工琶

6船

１０．３．１テストランナーの作成

胃．ﾆﾇ．

このような'''11ﾘＩ化されたテストフレームワークが利ⅡIできることは､Closu1･ＧＩ北raryでアプリケーションを

柵築する人ざなメリットのひとつです。以降では､ClosureLibraIyのテストフレームワークでアプリケーショ

ンの|,lliIjテストを↑j:う方法について解説します。

ＮＯＴＥ

原稿執簸時点では､□－カルにあるテストランナー(URLがfiIe:///～になる)をGoogleChromeで開

いて実行することはできませんでした｡Webサーバーにアップロードしてhttp://～のＵＲＬでアクセスでき

るようにすれば実行できます｡GoogleChromeでテストするときはご注意ください｡他のWebブラウザで

は間l理ありません。
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〈scripttype=Mtext/javascriPt"＞

９００９.require（'9009.testing・I，IultiTGstRunner‘伽

〈/scriPt＞

〈1inkrel=!‘stylesheetI，Wpe=｡，text/ＣＳＳ'，

href=1℃1osure-1ibrary/closure/goog/ＣＳＳ/multitestrunner・ＣＳＳ"＞

</head＞

<body＞

<divid=,､runller‘‘></div＞

<scripttype=‘‘text/javascript"＞

vartestRunnex、＝newgoog､testing,HultiTestRunner()；

tEstRuimer,addTests(ｉ'path/上o/testpage・html.］)；

testRunner､render(documGnt.getE1elmentByｴｄ(,runner‘））；

〈/scriPt＞

</body＞

</html＞

水iIをここまでﾙみ進めた桃?fであれば､このページr1体がClosurcLibraIyアプリケーションであること

がわかるでし‘kう。８０oglcsling､MulIiTcslRuImcl･がテストランナーを表示するためのクラスであり、Ｃｌ()S111℃

LibraryのＵｌコンポーネントとして実装されています。addlbstsOは実行するテストを指定するメソッドで、

テストページのＵＲＬ（相対パスも指定可能）の配列を渡します。すべてのテストページを追加したら、

I､〔lndc,．Ｏメソッド遊l叩ぶことで1,}<'1().１２のようなＵＩが災示されます。

匝図１０．１２：テストランナーを表示した左匿名

－面Ｗ

７ｂテス1､罰”閏ｈヤ

← 【 ◆ 金ｈ１ｔｐ,,ｌＺ７００Ｉ６Ｕｌｎ,I唖ⅡID?''1 Ｐ巴▼提■

ｌ帥蜘閏1１１１

d画。
Ｌｕ~

その他にも､MUlliTbSlRUnI1Crには災10-4に示すメソッドがあり､実行するテストの選択やテストの実行

方法の変史などが可能です。all-1es【s､h【mIのページ下部に表示される設定項目も、これらのメソッドで実

現されています。
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10.3.2テストの記述

■翌１０．４：goog･testingMuItiTestRunnerのメソッド

〃その他、テストに必嬰なクラスをrequireする

goo９.require(,goo９．．s.DataManager･）；

goo９.require（'goo9..s､JsDataSource･）；

脱明メソッド

＜1DOCTYPEhtml＞

<hml＞

<head＞

〈metahttp-equiv重pContent-Type侭comtent=‘･text/html；charBet国UTF-8．／＞

〈title>テストページ</title＞

〈scripttyPe画‘‘text/javasCript側

src=pclosure-1ibrary/closure/goog/base・ｊＢ‘，></script＞

〈Bcripttype国"text/javaBcript“＞

goo９.require('goo９.testing・jsunit.)；

実行するテストを追加します｡testsにはテストページのパスを示す文字列の配列を指定addTests(tests）

してください

テストランナーから実行される個々 のテストページも、Closu確Lib”Iyを利用したＨＴＭLファイルとして

作成します。goo9.requi舵0でgOogtestingjsunitを抗み込むことで、テストページとして動作するようにな

ります。簡単なテストページの雛形を以下に示します。

テストページのベースパスを指定します｡pathがaddTestsOで指定されたパスの先頭にsetBasePath(path）

１
１
１

挿入されます

setName(name）

setFiIterFunction(filte『F､）実行するテストページをフィルタする関数を指定します｡fiIte『Fnはテストページのパスを

引数にとる関数で､返り値が偽であれば実行がスキップされます

setTimeout(timeout）

レポート表示の際にパス(成功)したテストを表示するかどうかを指定します｡hideが真で

あれば非表示､偽なら表示です
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setPooISize(size）

テストの名前を指定します

テストページの読み込み､初期化､実行の各フェイズの待ち時間をミリ秒単位で指定しま

す

同時に読み込むテストの数を指定します｡sizeの値を２以上にすることでテスト実行のパ

フォーマンスを向上できます

setStatsBucketSize(f､t） Statsに表示される棒グラフの柵軸の目盛りの単位を指定します｡fが｢numbe『offiles

Ioadedpe｢test｣､t/１０００が｢timespent｢unningtimesins｣の１目盛りになり

ます
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９００９.reqUire(･goo９．．８.Expr･)；

</script＞

く/head＞

<body＞

〈scripttype=･text/javascript‘‘＞

functionteStGetNOde(）（

〃テストコード.．．

｝；

／／他のテストケースやsetUp()、tearDownOなど…

〈/script＞

</body＞

</html＞

テストページのスクリプト内で名前が｢【esUではじまるグローバル関数を定義すれば、それがひとつの

テストケースになります。テストケースはひとつのテストページで複数定授できます。それらはテストラン

ナーから自励的に実行され、結果がテストランナーのページに表示されます。

それぞれのテストケースの関数内には、テスト対象の機能を実行してアサート側数（｢10.3.4アサート

関数」参照）で検証するコードを記述します。以下はデータソースからノードを取得し、その値を検証す

るテストケースの例です。

functiontestGetNode(）｛

ｖａｒｎｏｄｅ＝goo9..s.Expr・Create(‘$FileTree/entry/、｡）.getNode()；

assertNotNullNorUndefined(･ノードの取得｡，、ode)；

assertEquals(･フォルダノード◇．‘ｆolder｡，、ode･getChildNodeValue(･＠type'））；

assertEquals(･フォルダ名,‘，フォルダ1‘，、ode,getChildNodeValue(･Otext，））；

）

このテストケースは、あらかじめデータソースに所定のデータが設定されていることを前提としていま

す。そういったテスト環境を噸伽するための関数として、setUpOとtearDownOがあります。これらの関数

を定侭すると、前者が個々のテストの火行前、後行が実行後に必ず呼び川されるので、テストの地倫と後

始末を確実に行えます。｜:妃のテストケースのためのsetUpOおよびtearDownOは以下のようになるでしょ

う。

functionsetUp(）｛

ｖａｒｄｍｐｇｏｏｇ.。s・DataMana9er・getlnstanCe()；

ｄ皿.addDataSource(neWgoog.。s・JsDataSource（

｛・entry。：（．f１．：（・Otext画：｡フォルダ1.,‐､type~：｡folder・）｝），

‘FileTree‘），true)；

’
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）

functiontearDown(）｛

goo９．．s・DataXana9er・C1earmstance()；

｝

つ

F１

－

これらと顛似した側数として、テストページ内のすべてのテストの実行前後に呼ばれるsetUpPageO，

tearDownPageOもあります。

１

ｂ

10.3.3非同期処理のテスト
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９

前述の単純なテストでは､テストケースの関数が派常終ｒした時点でテストをパスしたと'ｆﾘ断されます。

しかし、吸近のJavaScriptアプリケーションではAIAX通信をはじめとする非同期処理が多用されるように

なっており、一向の関数呼び出しでは処蝿を完結できないケースが増えてきています。

そのような非同期処理をテストするための機能がgoo9.testingASyncTもslCaseです｡以ドはそれを使用し

て非同期処皿のテストを行うテストページの雛形です。

＜!DOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

<metahttp-equiw.‘Content-Type･content="text/html；charset画UTF-8‘｡／＞

〈title>テストページ</title＞

〈scripttypeご"text/javascripto

SrC画０，Closure-1ibrary/closure/goog/base･ｊｓ，.></scriPt＞

〈scripttypepQtext/javascript，‘＞

goo9.require(‘goo9.testing･AsyncTestCase.）；

goo９.require(･goo9.testing･jsunit･)；

goo9.require(･9ＣＯ9.net.】mrlo‘肘

〈/gcript＞

</head＞

<body＞

〈scripttype宮口text/javascript画＞

varasyncTestCase雪goo9.testing,AsyncTestCase､createAndlnstall(》；

８

'b

11

Jl1
▲か

1１

〃テストケースやsetUp()、tearDowm()など…

〈/script＞

</body＞

</html＞
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AsyncTもstCaseのクラスメソツドcneateAndInslallOを呼びH1すことで､非同期処理のテストに必要な機能

がテストページに組み込まれます。同メソッドが返すASynmsICaseインスタンスはテストの終了制御に必

要なので、グローバル変数などに保存しておきます。

テストケースの終了制御は、表10-5に示す２つのメソッドで行います。テストを開始した際に

waitForAsyncOを呼び州してテストを待ち状態にしておき、レスポンスが返った際にcontinueF脆sIingOでテ

ストを終了させます。これらを使用してサーバーからのJSONデータの取得をテストするコードを以下に示

します。

玉unctiontestXhrｴo(）（

asyncTestCase,waitForAsync(･XhrIo‘昨

ｇｏｏ９.net・Xhrｴ。､send(，test・json‘，function(e）（

ｖａｒｘｈｒｐｅ,target；

assertTrue('醜み込み成功？‘，xhr・isSucceg8())；

ｖａｒｏｂｊｐｘｈｒ・getResponseJson()；

assertNotNullNorUndefined《'｡SONレスポンス，，obj》；

asyncTe8tCa8e･ContinueTesting()；

）)；

｝

■表１０－５：テストケースの膳了処理を行うメソッド

メソッド

waitFo｢Async([name]）

continueTesting(）

脱明

このメソッドが呼ばれると､continueTestingOが呼ばれるかタイムアウトするまでテスト

の終了をペンディングさせる｡nameはテストランナーのページに表示される文字列

waitForAsyncOによって健了待ち状態のテストを終了させる

waitFbIAsyncOは亜捜して呼び出しても二回目以降は無視され、一回のcontinuglbstingOでテストが終

了します。また､continueTEstingOを呼び出した直後(実行コンテキストが切り替わる前)にwaitFoIAsyncO

を呼び附すと、テストは再びペンディング状態になり、さらにもう－．度continuglbslingOが呼ばれるまで終

了しません。

10.3.4アサート関数

ClosureLibra『yのテストフレームワークには、友10.6に示す多彩なアサート関数が川愈されています。

これらはテスト条件が満たされているとき（つまりテストに成功したとき）はなにもせず、失敗していたら

gOogtestingJsUniIException例外を投げます。

すべてのアサート間数の第一引数はテストに関する脱明文字列です。説明が必要なければ、第一．引数

’


