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「アセンブラ短歌とは何か．5・7・5・7・7の機械語コードでプログラムを

書いてみるという近未来の文化的趣味です」

これは2013年2月のオープンソースカンファレンスで筆者が初めてアセンブラ短歌に
ついて発表したときの説明文句です．
機械語コードはアーキテクチャによってさまざまですが，可変長の命令を持つものなら
ば命令の並びに5バイト，7バイト，5バイト，7バイト，7バイトの区切りを持たせるこ
とが可能です．あえてそのような制約のもとでプログラムを書いてみようというのが「ア
センブラ短歌」です．
例えば以下のようなバイト列が，「アセンブラ短歌」です．これだけでは何がなんだか
わからないかと思いますが，これがいったいどのような動作のプログラムになるのかは，
本文中で説明しますので大丈夫です．

b8 57 61 6b 61

53 50 ba 04 00 00 00

bb 01 00 00 00

b8 04 00 00 00 89 e1

cd 80 58 31 c0 5b c3

プログラミング言語はコンピュータを目的に沿って動かすために書く，実用言語です．
これに5・7・5・7・7という制約を持たせることに，実用上の意味はありません．
しかし自然言語も本来は意志の伝達という実用目的から，制約を持たせることによって

「短歌」という「遊び」が生まれ，さらには文化として発展しました．
「遊び」というものは，何らかの制約の上に成り立つものです．
例えば「ゴルフ」には，「クラブでボールを打ってホールに入れる」という制約があり
ます．これが制約なく，ただ大量にボールをホールに入れればいいだけだったら，それは
単なる「作業」です．もっともこういった「制約」は，多くの場合「約束ごと」「ルール」
などと呼ばれます．
これは自然言語も同様でしょう．ただ単に意志が伝わればいいというだけで書かれると
したら，それは単なる実用文書です．
しかしそこに5・7・5・7・7という制約を持たせることで「遊び」となり，さらには
文化として発展しているわけです．こうして書かれた文章には，実用文書には見られない
「味わい」や「感動」があります．

はじめに
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アセンブラ短歌が「近未来の文化的趣味」というのはジョークでもありますが，そのよう
に考えるとあながちただの冗談と片付けることもできないのかもしれません．
本来の短歌だって元々は単なる「言葉遊び」だったはずで，それが長い年月をかけて，格
調高い文化として成熟してきたわけです．プログラミングもそのような「遊びとルール」の
下で行うことで，もしかしたら「文化」と言えるものに昇華していくのかもしれないのです．
本書はそのような文化的遊びとしてアセンブラを「楽しむ」ために執筆しました．
技術的な内容も多少なりともありますが，それよりも「味わい」のあるプログラムを多く
扱うように心がけました．アセンブラという実用言語が文化の域に到達していく過程の時代
の証人に，あなたもなってはみませんか？

2013年3月29日に行われた，第2回APASEC＋第2期サイボウズ・ラボユース合同勉強会

での筆者の発表風景（参照　http://atnd.org/events/36798）

アセンブラ短歌はセキュリティ技術のコンテストである「SECCON」で，セキュリティ
技術の競技大会である「CTF」とともに行われるコンテストとしても予定されています（2013
年6月現在）．本書が読者のかたの手に渡っている今，すでに募集されたり，実施されてい
るかもしれません．

http://www.seccon.jp/

http://2013.seccon.jp/

本書に関する最新情報は，以下のサポートページにあります．アセンブラ短歌に関する追
加情報などもその都度発信していきますので，ぜひサポートページのほうも合わせて参照し
てください．

http://kozos.jp/asm-tanka/
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アセンブラ短歌を
見てみる1.1

1.1.1 三十一バイトの機械語コードで何ができるか
前置きは抜きにして，アセンブラ短歌というものに早速入門してみよう．まずは
リスト1.1を見てみてほしい．三十一バイト（みそひとバイト）の機械語コードで
何ができるか．

リスト1.1: waka.S

001:         .section .text
002:         .global main
003:         .type   main, @function
004: main:
005:         mov     $0x616b6157, %eax
006:         push    %ebx
007:         push    %eax
008:         mov     $4, %edx
009:         mov     $1, %ebx
010:         mov     $4, %eax
011:         mov     %esp, %ecx
012:         int     $0x80
013:         pop     %eax
014:         xor     %eax, %eax
015:         pop     %ebx
016:         ret

これはx86向けのアセンブラによるプログラムだ．このプログラムをアセンブル
して実行すると，単に「Waka」と出力される．本当は「Tanka」（短歌）と出したかっ
たのだが，4バイトが何かと都合が良いので出力文字列は「Waka」（和歌）として
みた．
リスト1.1で行っているのは，各種パラメータの設定をしてwriteシステムコー

ルを呼び出しているだけだ．似たような動作をするプログラムをＣ言語で書くとす
るならば，リスト1.2のようになるだろうか．



3

1.1アセンブラ短歌を見てみる

リスト1.2: waka.c

#include <unistd.h>

int main()
{
  write(1, "Waka", 4);
  return 0;
}

リスト1.1とリスト1.2は，だいたい等価なプログラムとも言える．いや実はリ
スト1.2は関数コール，リスト1.1は自前でシステムコール命令を呼んでいるため
厳密に等価ではないのだがまあ深くは追求しないことにしよう．大枠は同じだ．
リスト1.1のアセンブラ・プログラムの解説を簡単にしておこう．これの全体は

main()関数に相当する．まず1行目はおまじないだとして気にしなくていい．ま
た2～4行目はmain()関数の定義なので，これも気にしなくていいだろう．本書の
目的はアセンブラ短歌なので，枝葉は追わずに本題を見よう．重要なのは5行目以
降だ．

1.1.2 アセンブラで書かれた関数を理解する
5行目には「mov」という命令がある．これは値の移動を行う命令だ．ここでは

mov命令によって，「EAX」というレジスタに4バイトのデータを格納している．
レジスタはCPUが持つ，数値の保存場所だ．つまりこれによって「EAX」という
場所になんらかのデータが保存されたと思えばいい．レジスタというのがよくわか
らなければ，まあCPUが持っている変数だと思ってくれてもいい．そして変数名
は固定で，個数に限りがある感じだ．

EAXに格納したデータは，7行目のpush命令によってスタックに保存されている．
「push」は値をスタックに保存する命令で，具体的にはスタックポインタである「ESP」
というレジスタを，保存する値のサイズぶんだけ減算して，その指す先のメモリ上
に値をコピーする．このような操作を「スタックにデータを保存する」と言ってい
るわけだ．これは「スタックを獲得する」などと言うこともある．

7行目の前には，6行目でやはりpush命令によってEBXレジスタの内容をスタッ
クに保存している．その前にESPを初期化しているような部分は見当たらないので，
スタックポインタを初期化せずに利用していることになる．ただmain()関数が呼
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ばれるときには，main()の呼び出し元であるスタートアップ・ルーチンによって
スタックポインタが初期化されていると考えていいだろう．
さらに8～11行目でEDX,EBX,EAX,ECXレジスタを順に設定している．どう
やらレジスタはEAXとEBXの他にも，ECXやEDXといったものが使えるようだ．
そしてmov命令のオペランドの順番に注意だ．リスト1.1では，「コピー元，コピー
先」の順になっているようだ．結果として，EDXとEAXレジスタには4，EBXレ
ジスタには1，そしてECXレジスタにはESP，つまりスタックポインタの値が格
納される．
リスト1.1のプログラムは，実はLinux向けだ．Linuxカーネル上でシステムコー
ルを呼び出すときには，第1引数をEBXレジスタ，第2引数をECXレジスタ，第
3引数をEDXレジスタのように格納し，さらにEAXレジスタに呼び出したいシス
テムコール番号を格納して int 0x80という命令を呼べばいいことになっている．
8～11行目ではwriteシステムコールを呼び出すためのレジスタの準備をしている
わけだ．そして12行目で int 0x80 によりシステムコールを呼び出している．

EBXレジスタには1が，EDXレジスタには4が格納されているわけだから，こ
れらがwriteシステムコールの第1引数と第3引数として渡される値になる．リス
ト1.2を見ればわかるように，これらはファイルディスクリプタと出力サイズだ．
そしてちょっとわかりにくいのは第2引数だ．ここにはどのような値が渡される
ことになるのだろうか．
リスト1.1の7行目ではpush命令でスタック上にデータを積み，11行目では

ESPレジスタをECXレジスタにコピーしている．つまりECXレジスタはスタッ
クに積んだデータを指していて，これが第2引数として渡されることになる．そし
てwriteシステムコールの第2引数は，書き込むデータのアドレスを指している．
ということはＣ言語風に書くと，以下のようなwriteシステムコールの呼び出し
が行われることになる．

write(1, ESP, 4);

つまり標準出力に4バイトのデータを書き込んでいるわけだ．書き込まれるデー
タはESPの指す先なので，pushによってスタック上に積まれた4文字が出力され
ることになる．
その後は13行目でpop命令によってスタックポインタを元に戻している．popは

pushの逆の動作をする命令だ．具体的にはスタックポインタの指す先から値をコピー
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し，スタックポインタを値のサイズぶんだけ加算する．これは「スタックから値を
取得する」「スタックを解放する」などと呼ばれる．ここでは7行目のpushによっ

てスタック上に保存されたデータがEAXにコピーされ，スタックが解放されるこ
とになる．実際にはEAXに代入した値をこの後利用することはないのでEAXの
利用はダミーであり，popの目的はスタックを解放してスタックポインタの辻褄を
合わせることだ．

14行目はxorという命令が出てきている．これはまた後で説明するが，ここで
はひとまずEAXをゼロクリアしているということだけ説明しておく．
さらに15行目では，pop命令によってEBXレジスタの内容をスタックから復旧
している．これにより，6行目で保存していた値がEBXに戻されることになる．
EBXレジスタは9行目で「1」という値が設定されているのだが，15行目のpopに

より関数呼び出し前の状態に戻されるわけだ．他のレジスタはとくにこのようなこ
とは行っていないが，EBXレジスタのみ内容を保存・復旧しているのは，これが
関数内部で値を破壊されないという約束になっているからだ．

16行目のretは，関数から戻るための命令だ．これによってmain()関数から呼
び出し元に返ることになる．関数の戻り値はEAXレジスタで返されるが，EAX
は14行目でゼロが設定されているので，戻り値ゼロでmain()関数から返ることに
なる．つまりＣ言語的に言えば「return 0」をしているわけだ．そしてmain()か

らの戻り値はそのままexit()の引数に与えられるので，このプログラムは終了コー
ドがゼロで終了することになる．
さてリスト1.1には実は，本書で今後扱うアセンブラの知識が凝縮されている．
リスト1.1で利用されている命令は「mov」「push」「pop」「int 0x80」「xor」「ret」
の6つだけだ．そして出てくるレジスタはEAX，EBX，ECX，EDX，ESPの5
つだけだ．実は本書で扱うアセンブラ・プログラムは，そのほとんどの部分がこれ
らの命令とレジスタの組み合わせで構成されているのだ．
そしてスタックの操作やレジスタの保存と復旧，システムコール呼び出し，スタッ
クの解放，戻り値の設定といった動作も理解が必要だが，これらもリスト1.1に出
てきている．
なのでリスト1.1の内容がきちんと理解できれば，本書はそれほどの苦はなく読
み進めることができるだろう．本書の目的はアセンブラの理解ではなく，アセンブ
ラ短歌を楽しむことだ．しかし理解の不足のために「楽しむ」ということに注力で
きなかったとしたらそれはもったいない．そのためにもリスト1.1は，理解できる
まで繰り返し読み込んでみてほしい．
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1.1.3 実行してみよう

見るだけではつまらないので，実行してみよう．
リスト1.1のプログラムはLinux/x86向けに書かれているので，ＰＣ上で何ら
かのGNU/Linuxディストリビューションを利用することで動かすことができる．
ディストリビューションはUbuntuやCentOSなど，何でもいいだろう．ただし
コンパイラやアセンブラなどのプログラミング環境をインストールしておく必要が
ある．まあ要するにgccをインストールしておいてということだが，これはapt-
getやyumで可能だろう．
まずはリスト1.1のプログラムを「waka.S」というファイル名で作成して保存
する．空白文字とタブ文字の区別は，あまり気にしなくていい．そして以下のコマ
ンドを実行することで，Waka.Sをアセンブルして実行ファイルを作成することが
できる．注意はファイルの拡張子を大文字の「S」にしておくことで，後はgccが
拡張子を見て適切に判断して実行ファイルを作成してくれる．ちなみに大文字の「S」
はアセンブル前にプリプロセッサを通す，という意味になる．小文字の「s」だと
プリプロセッサを通さないので，#defineなどを使いたい場合には要注意だ．

$ gcc waka.S -o waka
$ ./waka
Waka$ 

このように「Waka」と出力されれば成功だ．改行コードが無いためにbashのプ
ロンプトである「$」が続けて出てしまっているが，まあ細かいことは気にしない．
ちなみに今後，生成した実行ファイルを解析する機会があるかもしれない．この
ようなとき，実行ファイルが静的リンクされていると理解しやすい．gccで静的リ
ンクするためにはリンクオプションである -static を利用するが，静的リンク用
のスタティックライブラリがインストールされていないとうまくいかない．これは
標準でインストールされているディストリビューションもあれば，そうでないもの
もあるようだ．以下のように -static を付加してうまくアセンブルできるかどう
か試してみるといいだろう．

$ gcc waka.S -o waka -static
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これがうまくいかなかった場合には，例えばCentOSでは以下のようにしてス
タティックライブラリをインストールしておくといいかもしれない．プロンプトが
「#」になっているのは，スーパーユーザーで実行するという意味だ．

# yum install glibc-static

さらに注意としてFreeBSDなどのBSD系ＯＳでは，うまく動かないプログラ
ムもある．システムコール体系が異なるためだ．リスト1.1のプログラムも，その
ままではFreeBSDでは正常に動作しない．実はFreeBSDのLinuxエミュレーショ
ン機能をうまく使えば動作させることはできそうなのだが，興味のある読者のかた
は試してみてほしい．

1.1.4 5・7・5・7・7の機械語コード
さてここまででwriteシステムコールの説明をしてきたが，何がどう短歌なのか
がわかっていない．機械語コードを見てみよう．
まずは生成された実行ファイルである「waka」を逆アセンブルしてみる．逆ア
センブルには，おそらくobjdumpが使えるだろう．次のように実行してみよう．

$ objdump -d waka > waka.d

生成されたwaka.dはそれなりに大きなサイズだが，main()関数を検索すると
リスト1.3のような箇所があるはずだ．アドレスは微妙に異なるかもしれないが，
あまり気にする必要はない．

リスト1.3: waka.d

08048404 <main>:
 8048404:       b8 57 61 6b 61          mov    $0x616b6157,%eax
 8048409:       53                      push   %ebx
 804840a:       50                      push   %eax
 804840b:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx
 8048410:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx
 8048415:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841a:       89 e1                   mov    %esp,%ecx
 804841c:       cd 80                   int    $0x80
 804841e:       58                      pop    %eax
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 804841f:       31 c0                   xor    %eax,%eax
 8048421:       5b                      pop    %ebx
 8048422:       c3                      ret    

リスト1.3を詳しく見てみよう．左端には配置先アドレス，右側にはアセンブラ
のニーモニック，そして中央には実際の機械語コードが出力されているようだ．こ
の機械語コードが実際にメモリ上に配置され，CPUによって順に実行されるわけだ．
ここで，機械語コードをリスト1.4のように区分けしてみるとどうだろうか．

リスト1.4: waka.dを5・7・5・7・7で区分けする

 8048404:       b8 57 61 6b 61          mov    $0x616b6157,%eax

 8048409:       53                      push   %ebx
 804840a:       50                      push   %eax
 804840b:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx

 8048410:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx

 8048415:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841a:       89 e1                   mov    %esp,%ecx

 804841c:       cd 80                   int    $0x80
 804841e:       58                      pop    %eax
 804841f:       31 c0                   xor    %eax,%eax
 8048421:       5b                      pop    %ebx
 8048422:       c3                      ret    

これが本書で言う，「5・7・5・7・7の機械語コードでプログラムを書く」とい
うことだ．リスト1.4では最初のmov命令が5バイト，次の2つのpush命令とmov
命令が1バイト，1バイト，5バイトで計7バイトだ．さらに次のmov命令は5バイト，
次の2つのmov命令は計7バイト，最後の5命令は2バイト，1バイト，2バイト，
1バイト，1バイトで計7バイトだ．
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つまり，機械語コードの区切りが5・7・5・7・7のバイト数に揃っている．こ
のような機械語コードになるようなアセンブラ・プログラムを，本書ではアセンブ
ラ短歌と呼んでいる．

バイト列を抜き出して5・7・5・7・7に並べると，以下のようになるだろうか．
このようにすると，実に短歌っぽく見えることだろう．

b8 57 61 6b 61
53 50 ba 04 00 00 00
bb 01 00 00 00
b8 04 00 00 00 89 e1
cd 80 58 31 c0 5b c3
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アセンブラ短歌を
作る1.2

1.2.1 文字列出力をアセンブラで書く
リスト1.1のようなアセンブラ短歌は，どのようにして作成できるだろうか．ア
センブラ短歌の作りかたの理解のために，ゼロから実際に作っていく手順を説明し
よう．
まずはベースとして，単に文字列を出力するだけのプログラムをアセンブラで書
いてみる．文字列の出力はwriteシステムコールで行える．そしてLinuxでは各
種レジスタに引数を積んでEAXレジスタにシステムコール番号を設定し，int 

0x80 を実行すればシステムコールが呼ばれる．あとはLinuxカーネルの仕事だ．
アプリケーション側では int 0x80 を呼ぶまでのレジスタ設定を責任持ってやって
おけば，あとはLinuxカーネルがよきにはからってくれる．
「Waka」という文字列をwriteシステムコールによって出力したいときに，int 

0x80 の呼び出しまでに必要な設定内容をもう一度まとめてみよう．まず第1引数は，
EBXレジスタに格納する．writeシステムコールの第1引数は出力先のファイルディ
スクリプタだが，これには標準出力を指す「1」を格納すればよい．
第2引数はひとまず飛ばして，第3引数について考える．第3引数はEDXレジ
スタに格納するが，writeシステムコールの第3引数は出力サイズだ．「Waka」は4
文字なので，「4」という値を格納すればいいことになる．
少し面倒なのは第2引数だ．これは出力データのアドレスを渡すことになる．そ
して第2引数を格納するのはECXレジスタだ．よって「Waka」という文字列をど
こかに作成し，そこのアドレスをECXレジスタに格納すればいい．一番簡単なの
はスタックに文字列をデータとして積み，スタックポインタの値をECXレジスタ
にコピーしてしまうことだ．「Waka」という文字列はアスキーコードにすると 0x57 
0x61 0x6b 0x61 になる．よって 0x57616b61 という4バイトデータをスタックに
積んでみよう．
残るのはEAXレジスタへのシステムコール番号の設定だ．Linux/x86でのシ
ステムコール番号は最新のカーネル・ソースコードではarch/x86/syscalls/
syscall_32.tbl に記述されていて，writeシステムコールは以下のように4番になっ



11

1.2アセンブラ短歌を作る

ている．よってEAXレジスタには「4」という値を設定すればいい．

4       i386    write                   sys_write

これらの設定後に int 0x80 を呼び出し，あとはret命令で返ればいいだろう．
これを5・7・5・7・7を意識せずにアセンブラで書くと，リスト1.5のようになる．
ret命令の直前のaddは加算命令で，スタックポインタを4加算することで，1命
令目のpushで獲得したスタックを解放している．このようにすればpop命令を使
わなくても，スタックは解放できる．

リスト1.5: waka-00.S

001:         .section .text
002:         .global main
003:         .type   main, @function
004: main:
005:         push    $0x57616b61
006:         mov     %esp, %eax
007:         mov     $4, %edx
008:         mov     %eax, %ecx
009:         mov     $1, %ebx
010:         mov     $4, %eax
011:         int     $0x80
012:         add     $4, %esp
013:         ret

実行ファイルを作成して動作を確認してみよう．リスト1.5を「waka-00.S」と
いうファイル名で保存し，以下のようにしてアセンブルする．

$ gcc waka-00.S -o waka-00

実行してみよう．

$ ./waka-00
akaW$ 

ううむ，「akaW」と出力されてしまった．文字列が逆転しているようだ．
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1.2.2 エンディアンの考慮

リスト1.5を見直してみよう．文字列の逆転は，おそらくx86がリトルエンディ
アンであるためだろう．これはリスト1.5の5行目でpushしているデータ列を逆転
させれば解決する．
ということでリスト1.6のような修正をしてみよう．なお本書ではプログラムを
修正する際には，修正量が少ない場合はリスト1.6のようなunified diff形式によ
る差分で示すことにする．このほうが修正点が明確になるので，慣れている人には
わかりやすいだろう．unified diff形式を簡単に説明すると，先頭が「-」の行は
削除し，先頭が「+」の行は追加するということを示す．つまりリスト1.6は， 
「push $0x57616b61」の行を「push $0x616b6157」のように書き換えるという意
味になる．

リスト1.6: waka-00.S → waka-01.S

        .section .text
        .global main
        .type   main, @function
 main:
-       push    $0x57616b61
+       push    $0x616b6157
        mov     %esp, %eax
        mov     $4, %edx
        mov     %eax, %ecx
        mov     $1, %ebx
        mov     $4, %eax
        int     $0x80
        add     $4, %esp
        ret

waka-00.Sにリスト1.6の修正をして，waka-01.Sというファイルを作成する．
アセンブルして実行してみると「Waka」のように出力された．今度は問題なさそ
うだ．x86のアセンブラ短歌では，エンディアンに注意しなければならないという
ことか．
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$ gcc waka-01.S -o waka-01
$ ./waka-01
Waka$ 

1.2.3 調整して短歌にする
出力はできたので，これを5・7・5・7・7の短歌にしていってみよう．まずは
実行ファイルであるwaka-01の逆アセンブル結果を見てみるために，objdumpを

実行する．

$ objdump -d waka-01 > waka-01.d

生成した waka-01.d の中からmain()関数の箇所を検索すると，リスト1.7のよ
うな部分が見つかった．さすがに都合良く5・7・5・7・7になっているようなこ
とはなさそうだ．実際に5・7・5・7・7に区切ろうとすると，5命令目のmovが5
バイト命令で邪魔をしている．またリスト1.7の機械語コードのバイト数を数えると，
30バイトになっている．三十一バイトには1バイト不足しているようだ．

リスト1.7: waka-01.d

08048404 <main>:
 8048404:       68 57 61 6b 61          push   $0x616b6157
 8048409:       89 e0                   mov    %esp,%eax
 804840b:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx
 8048410:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
 8048412:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx
 8048417:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841c:       cd 80                   int    $0x80
 804841e:       83 c4 04                add    $0x4,%esp
 8048421:       c3                      ret    

4命令目と5命令目を逆転して，さらに終端にnopを入れて調整してみよう．nop

は「No OPeration」の略で，「何もしない」という命令のことだ．x86はnopが1
バイト命令なので，こういうときに便利に使える．具体的には，リスト1.8のよう
な修正だ．レジスタの設定順番を変えているだけなので，これでも論理的には問題
ないはずだ．修正後のファイルは waka-02.S というファイル名にしよう．
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リスト1.8: waka-01.S → waka-02.S

        .section .text
        .global main
        .type   main, @function
 main:
        push    $0x616b6157
        mov     %esp, %eax
        mov     $4, %edx
-       mov     %eax, %ecx
        mov     $1, %ebx
+       mov     %eax, %ecx
        mov     $4, %eax
        int     $0x80
        add     $4, %esp
+       nop
        ret

waka-02.S をアセンブルして，さらに逆アセンブルした結果を見てみよう．

$ gcc waka-02.S -o waka-02
$ objdump -d waka-02 > waka-02.d

waka-02.d はリスト1.9のようになった．こんどは5・7・5・7・7にきれいに
区分けできる．

リスト1.9: waka-02.d

08048404 <main>:
 8048404:       68 57 61 6b 61          push   $0x616b6157
 8048409:       89 e0                   mov    %esp,%eax
 804840b:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx
 8048410:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx
 8048415:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
 8048417:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841c:       cd 80                   int    $0x80
 804841e:       83 c4 04                add    $0x4,%esp
 8048421:       90                      nop    
 8048422:       c3                      ret    
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1.2.4 戻り値を設定する

さて筆者は，このようなサンプルプログラムの作成時はMakefileを書いて，
makeコマンドによってビルドや実行などが行えるようにしてある．
しかし実はここまでのプログラムは makeコマンドにとっては都合が悪い．

main()からの戻り値が未設定のため，ゼロ以外の終了コードでexit()してしまう

のだ．このためmakeから実行するとエラー扱いになってしまう．回避手段は当然あっ
てMakefile中のコマンド実行の先頭に「-」を付けるだけで対策できるのだが，こ
のままでは完成度が低いことは否めないだろう．
ということで終了コードを設定してみよう．関数からの戻り値はEAXレジスタ
で返されるから，ret命令の前にEAXにゼロを代入しておけば，main()が 

return 0 で返ることと同等になる．nop命令を削って，そのかわりにmov命令で
EAXレジスタにゼロを代入してみよう．リスト1.10のような修正だ．

リスト1.10: waka-02.S → waka-03.S

        .section .text
        .global main
        .type   main, @function
 main:
        push    $0x616b6157
        mov     %esp, %eax
        mov     $4, %edx
        mov     $1, %ebx
        mov     %eax, %ecx
        mov     $4, %eax
        int     $0x80
        add     $4, %esp
-       nop
+       mov     $0, %eax
        ret

リスト1.10の修正を加えてアセンブル・逆アセンブルしてみると，リスト1.11
のようになる．機械語コードのバイト数を数えてみよう．うーむ，5・7・5・7・7
にはなっていない．アセンブラ短歌が崩れてしまっているわけだ．
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リスト1.11: waka-03.d

08048404 <main>:
 8048404:       68 57 61 6b 61          push   $0x616b6157
 8048409:       89 e0                   mov    %esp,%eax
 804840b:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx
 8048410:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx
 8048415:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
 8048417:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841c:       cd 80                   int    $0x80
 804841e:       83 c4 04                add    $0x4,%esp
 8048421:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
 8048426:       c3                      ret    

リスト1.10の問題はret命令の直前のmov命令で，リスト1.11を見ると，mov命
令の命令長は5バイトにもなってしまっている．これはEAXレジスタにゼロを代
入しているのだが，ゼロが「0x00000000」という4バイト値で表現されているため
に命令長が伸びてしまっているようだ．
   

1.2.5 命令サイズの削減
単なるゼロクリアを，もっとシンプルに記述することはできないだろうか．実は
このようなときによく使われる「xor命令」を使った書き方があるのだが，この方
法でも機械語コードは2バイトにできるだけで三十一バイトには収まらず解決しな
い．またここでmov命令を使うことは，その前の引数の設定部分でのmov命令の利
用に対して韻をふんでいるようにも思えて可能ならば残してみたい．ということで
ここでは全体の命令サイズを削減することで，伸びた命令長のぶんを調整してみよ
う．
ということで不要な命令を削ってみる．リスト1.10を見ると，まず2命令目の「mov 

%esp, %eax」と，5命令目の「mov %eax, %ecx」が無駄なように思える．ESPレ
ジスタを一旦EAXレジスタにコピーして，その後にECXレジスタにコピーして
いるからだ．つまりEAXレジスタを中継させているわけだがこれはなんとなくそ
うしてしまっただけで，とくに意味はない．「mov %esp, %ecx」のようにして，
ECXレジスタに直接コピーしてしまって構わないだろう．これで1命令節約できる．
さらに8命令目の「add $4, %esp」はスタック解放のためのものだが，これは

pop命令でスタックから値を取り出すことでも代用できる．そしてpop命令は1バ
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イト命令なので，popにすることで命令サイズを節約できたりもする．するとリス
ト1.12のように書けることになる．

リスト1.12: waka-03.S → waka-04.S

        .section .text
        .global main
        .type   main, @function
 main:
        push    $0x616b6157
-       mov     %esp, %eax
        mov     $4, %edx
        mov     $1, %ebx
-       mov     %eax, %ecx
+       mov     %esp, %ecx
        mov     $4, %eax
        int     $0x80
-       add     $4, %esp
+       pop     %eax
        mov     $0, %eax
        ret

逆アセンブル結果を見てみよう．今度はどうなっているだろうか．

リスト1.13: waka-04.d

08048404 <main>:
 8048404:       68 57 61 6b 61          push   $0x616b6157
 8048409:       ba 04 00 00 00          mov    $0x4,%edx
 804840e:       bb 01 00 00 00          mov    $0x1,%ebx
 8048413:       89 e1                   mov    %esp,%ecx
 8048415:       b8 04 00 00 00          mov    $0x4,%eax
 804841a:       cd 80                   int    $0x80
 804841c:       58                      pop    %eax
 804841d:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
 8048422:       c3                      ret    

リスト1.13は5・7・5・7・7にはなっていないが，全体は三十一バイトになっ
ているので，命令の順番を工夫することでアセンブラ短歌にできそうだ．よくよく
見ると3命令目と4命令目を逆転させるだけで，論理的な変更なく調整できそうに
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グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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