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序文
長い間いろいろなソフトウェアを開発してきた身としては、いつか完璧なソフトウェアを

書くことができたらと常に願っています。しかし、現実は厳しく、ありとあらゆるソフトウェ

アはバグだらけで誕生したものを、プログラマーが必死でなだめすかして「何とか使える」

ところまで持っていくのが日常です。そういった中には、開発したもののとうとう使えるよ

うにならずに、死蔵されてしまうソフトウェアもたくさんあります。

間違えるのが人間の性ですから、ある程度仕方のないことなのかもしれません。しかし、

このような悲劇の多くは、プログラマーという人種が自分の作っているものの品質に対して

十分な知識を備えていないことが原因のような気がします。

世に存在するあらゆる職業の中で、プログラマー、あるいはソフトウェア開発者という職

業の歴史は大変浅く、まだせいぜい 60年かそこらしか経っていません。黎明期の人材がま

だ存命であるという職業は、世界中探してもそうたくさんはないでしょう。要するに、ソフ

トウェア産業はまだまだ未成熟だということです。私たちは当然知っているべきことについ

て、まだまだ知らないのです。

本書の著者 Diomidis Spinellisは前著『Code Reading』において、私たちが当然知ってい

るべきである「ソースコードの読み方」について解説してくれました。『Code Reading』は、

世に数多くいる「書けるけれども読めない」プログラマーにとっての福音になりました。

本書『Code Quality』において、Diomidisは今度は品質について私たちに教えてくれてい

ます。私たちの開発するソフトウェアのうち、あまりにも多くのものが「動けばよい」とい

う方針で開発されています。しかし、ソフトウェアの品質には、低品質のものを次第に改善

していくだけでは決して達成できないものがあるのです。本書は「ソフトウェアを作る前の

知恵」が満載されています。これもまた、「私たちが当然知っておくべきだった知識」です。

ソフトウェア開発の本質はコードを読むことにあると看破した『Code Reading』同様に、

本書もソフトウェア開発にかかわる人は、ぜひ一度目を通してほしい内容です。本書によっ

て皆さんの開発するソフトウェアの未来が大きく拓けることをお祈りいたします。

2007年 2月

まつもと ゆきひろ
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日本語版に寄せて
過去 50年以上の間、日本は製品およびプロセスの品質管理の最前線に立ち続けてきまし

た。このことは、日本の品質管理活動の拠点とされている日本科学技術連盟（JUSE）がデ

ミング賞や日本品質管理賞といった立派な賞を設けていることによく現れています。ですか

ら、この『Code Quality』が日本で出版されることを非常に光栄に思っています。

今日では、ほとんどの工業製品において品質は当然のことと考えられています。顧客の期

待に沿う製品を作る製造施設だけが、価値のあるものと見なされます。コスト、パフォーマ

ンス、機能、そして顧客の感情に訴えるアピール力が、現代の製品の大きな特徴です。残念

ながら、ソフトウェアはこの社会の流れから取り残されています。ソフトウェア製品は、機

能とコストの面では競争を繰り広げていますが、品質はたいていお粗末なものです。信頼性

や安全性が低く、保守の難しい非効率的なソフトウェアがそこかしこに多数はびこっており、

管理下に置こうとする試みを拒絶しています。

このような事態になってしまった大きな理由は、ソフトウェア開発は実際には製造プロセ

スよりも職人技に近い作業であるということです。つまり、多くのソフトウェア開発タスク

にとって、従来型のプロセスベースの管理手法は無益であるだけでなく、作業効率の低下に

つながることすらあります。プロジェクトを成功させるための重要な要因は、人間とその生

産物、つまりコードです。

私のようなエンジニアに、人間について論じる資格はないでしょう。この点については、

DeMarco氏と Lister氏の『Peopleware』〈監訳者注 1〉、さらに最近では McBreen氏の『Software

Craftsmanship』〈監訳者注 2〉という素晴らしい著作があります。しかし、コードに関してならば私

にも書きたいことがたくさんありますし、オープンソースソフトウェア運動はこれを適切な

方法で書き表すための理想的な機会を与えてくれました。

抽象的な品質の概念について語るのは退屈ですし、つまらない例題を使うのも不自然です。

幸いなことに、今回はオープンソースソフトウェアを使って本書の例を描くことで、プログ

ラムはこう書くべきである（または、こう書くべきではない）という実例を紹介することが

できました。本書では、Eclipseのような大きなシステムのメトリックを取り上げ、実際のセ

キュリティ脆弱性を探して紹介し、数値の正確性の問題を具体的に示し、効率的なコードと

非効率的なコードとの違い、保守のしやすいコードと判読性の低いコードとの違いを比較し

ました。

〈監訳者注1〉 邦訳は『ピープルウエア第 2版──ヤル気こそプロジェクト成功の鍵』（松原友夫、山浦恒央訳、日経 BP社、2001、
ISBN9784822281106）。

〈監訳者注2〉 邦訳は『ソフトウェア職人気質──人を育て、システム開発を成功へと導くための重要キーワード』（村上雅章訳、ピア
ソン・エデュケーション、2002、ISBN9784894714410）。
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本書と姉妹書『Code Reading: The Open Source Perspective』の日本語化にあたり、日本

の有能なオープンソースハッカーたちが協力してくれたことをとても嬉しく思います。Ruby

開発者であるまつもとゆきひろ（MATSUMOTO “Matz” Yukihiro）氏、オープンソース

の統合開発環境WideStudio/MWTの開発者である平林俊一（HIRABAYASHI “Toshikaz”

Shunichi）氏、Debian 開発者である鵜飼文敏（UKAI Fumitoshi）氏に感謝します。また、

『Code Quality』は Debian開発者である後藤正徳（GOTO Masanori）氏も監修に加わって

います。

私が本書の執筆を楽しんだのと同様に、読者の皆さんが本書を楽しんでくださることを願っ

ています。日本語版『Code Reading』はおかげさまで現在 5刷に達し、私はこの成功から、

我々はコードの分析というテーマについて情熱を共有し、共通言語で語り合えるということ

を確信しています。

Diomidis Spinellis

2007年 3月、ギリシャのアテネにて
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　ソフトウェアの開発者にとって一番大切な仕事は、要求された機能を実装することです。

開発したソフトウェアが目的通りに動かなければ意味がありません。しかしながら、目的

通りに動くソフトウェアが作れたからといって、それでいいというわけではないのです。

同じ機能を提供するソフトウェアであっても、品質のいいソフトウェアと品質の低いソフ

トウェアには大きな違いがあります。品質のいいソフトウェアであれば、環境の変化や要

求の変化にも低コストで対応できるでしょう。しかし、品質の低いソフトウェアだと、運

用するにも改善していくにもコストがかかります。つまり、長く使うソフトウェアであれ

ばあるほど、品質が重要になってくるわけです。品質の低いコードを長時間に渡ってメン

テナンスしていくのは大変です。品質の低いコードは、技術的負債として今後の開発をや

りにくくします。

　では、品質の高いソフトウェアを作るには、どのようなコードを書けばいいのでしょう

か。そのためには、コードを読み解いて品質の善し悪しを判断できるようになる必要があ

ります。読んで理解できないコードを書くことはできません。コードレビューをする時にも、

そのコードがどのように品質に影響してくるかを理解していれば、その品質を格段によく

できます。

　本書は、オープンソースソフトウェアで使われていた実際のコードを例に挙げて、どう

いうコードを書くべきか、またはどういうコードを書くべきでないかを解説しています。

実際のソフトウェアで使われてきた優れたテクニックを学ぶことができます。また、実際

に行われてきた間違いからたくさんの教訓を得ることもできるでしょう。品質に関する教

科書的な議論では、今ひとつ理解できなかった人も、実際のコードを見ることで、どのよ

うなコードを書けば品質のいいプログラムになるかどうかを理解できるはずです。

　そして、品質のよいコードを書くことは、ユーザーのためだけではなく、開発者自身の

ためでもあります。品質のよいコードは可読性もよく保守性も高いので、より重要な開発

上の問題に集中することができます。それにより、より優れた機能を持つソフトウェアの

開発が可能になります。

　ソフトウェア業界は変化が早く、流行り廃りのある技術はたくさんありますが、ソフト

ウェアの品質にかかわるエンジニアリングの話は、昔からほとんど変わっていません。本

書が最初に刊行されたのはずいぶん前になりますが、その本質に揺るぎはありません。本

書で得た知識は、今後も皆さんの書くコードの品質向上に貢献してくれるでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 5 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜飼文敏
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　私が『Code	Reading』、そして『Code	Quality』を書いているときには、これほどまでに

オープンソースソフトウェアが採用され、重要性が増すということは想像できませんでし

た。現在、node.js のようなエコシステム全体の基盤を、あるいは数百万を超えるユーザー

を誇る巨大なGitHub コミュニティの屋台骨をオープンソースソフトウェアが支えているこ

とを目の当たりにしています。オープンソースソフトウェアは、いまや、Amazon.comから、

Facebook、Google、Microsoft、そして Zimbra まで、ありとあらゆる企業に採用されてい

ることも知っています。

　オープンソースソフトウェアの最大の利点の 1つは、熟練の職人のコードを学べること

だと私は思います。世界的規模のソフトウェアがどのように構成されているのか、どのよ

うに構成されているのか、どのようにドキュメント化されているのか、どのようにデータ

処理が行われているのかといったことを学ぼうと思えば、至宝ともいえるソフトウェアを

オープンに利用できるのです。また、信頼性、安全性、性能、保守性といった品質的な特

性を判定するための方法としても、私はオープンソースソフトウェアを使用しています。

これらの技術を身に付けることで、需要を満たし、厳しい要件にも対応できる最適なソフ

トウェアを選ぶことができるようになります。したがって、両書では、ソフトウェアコー

ドの読み方、そして品質を判断する方法を示すために、大量の例を使っています。言うま

でもないことですが、本書の内容は、プロプライアタリなソフトウェア、つまり、あなた

の組織がクライアントに販売するソフトウェアや組織内部で使われているソフトウェア、

あるいは提供しているサービスにも当てはまります。

　私が両書の執筆を楽しんだのと同じように、読者の皆さんが本書を楽しんでもらえると

信じています。日本語版『Code	Reading』『Code	Quality』の両書が増刷を重ねたというこ

とから、我々はコードの分析というテーマについて情熱を共有し、共通言語で語り合える

という私の確信は揺るぎないものになりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diomidis	Spinellis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 5 月、ギリシャのアテネにて
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はじめに xiii

はじめに
私たちが取り組むソフトウェアの分野において、まったく斬新な探求を試みる著者はあま

りいません。Diomidis Spinellisは前著『Code Reading』でそれをやってのけました。私た

ちの分野には、コードを書くことよりもむしろ読むことを論じた書物に対する切実なニーズ

があります。新入生にはコードの書き方より先に読み方を教えることが大事だという考え方

をしているソフトウェアの学派さえあります。なぜなら、(a) 書く前に読むというのはほか

の言語での一般的な教育法であり、(b) これからの 21世紀における大部分のプログラマー

の仕事は新しいコードの開発ではなく、既存のコードを修正すること（つまり、まず読まな

ければならない）だからです。そういうわけで、私は Spinellisがこのトピックの重要性を認

め、その方法を解説したテキストを書いてくれたことに大喜びしました。

けれども、Spinellisがアンコールに応えて何をするのだろうかという疑問が湧いてきまし

た。まったく斬新な探求を何度も繰り返せるものでしょうか。残念ながら、彼の新著『Code

Quality』はこうした斬新さを追求したものではありません。しかし、この本で Spinellisはソ

フトウェアエンジニアリングにおいて最も重要で最も入り組んでいると思われるトピックで

あるソフトウェアの品質について取り組んでいます。このトピックがなぜ重要かと言えば、

品質が十分でないコードはたぶん役に立たないからです。そして、このトピックが入り組ん

でいるのは、ソフトウェアの分野では、ソフトウェアの品質について書く人の数だけ、その

定義が存在するように見えるからです。

Spinellisは、この重要で入り組んだトピックに取り組んでいるだけでなく、非常にうまく

取り組んでいます。ソフトウェアの品質に関する議論は管理に焦点を当てた高い視点からの

ものが大部分であるのに対し、Spinellisはコードの品質に反映される品質のテクノロジーと

いう核心的なテーマに取り組んでいます。私の考えでは（非常に偏った見方ですが）、管理レ

ベルから見た品質に関する議論はほとんど無益です。なぜなら、品質を構成する因子は、そ

れを実装したコードのレベルでしか認識できないからです。たとえば、Spinellisが論じてい

る保守性と移植性という 2つの品質に関する属性をとってみても、コードの分析なくして、

ソフトウェアの保守や移植とはどのようなことかを理解することすらできません。

ソフトウェアのテクノロジーを通り越して高尚な管理の話をしてほしいという読者にとっ

て、本書は品質のことを知るための適切な本ではないでしょう。そして、私の見るところ、

そのような本はすでにたくさん存在しています。しかし、管理の問題として扱う以前に品質

がきわめてテクニカルな問題だと知っている読者にとって、本書は打ってつけの入門書です。

Spinellisは「読者は本書からソフトウェアコードの品質を判定する方法を学ぶだろう」と言っ

ています。Spinellis万歳！
Robert L. Glass

2006年 1月
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まえがき
「今あなたが手にしているのは、『Code Reading—オープンソースから学ぶソフトウェア

開発技法』という本を初巻とする綿密な出版計画の結果、『Code Quality』というタイトル

で完成した本です」。本書のまえがきをこのように書き始めることができたらよいのですが、

そう書いてしまうと、事実をねじ曲げ、我々エンジニアが好みそうな秩序正しい世界に現実

を適合させることになります。実際には、『Code Quality』は主に偶然の出来事が重なって

完成しました。

当初は、『Code Reading』と『Code Quality』は 1つの書籍として発行される予定でした。

筆者が『Code Reading』を執筆するための契約を交わした時点で、すでにアウトラインは完

成し、いくつかの章は書き上がっていました。それらの章のページ数や執筆に費やした時間

を考えながら、ページ数や完成までのスケジュールを単純に計算したのです。そして……ソ

フトウェア開発で生計を立てている人なら想像がつくかもしれませんが、執筆が終わってい

るはずの日に、アウトラインの半分よりも少し多いくらいの章しか書き終わっていませんで

した。しかも、予定されたページ数をすべて使い切っていたのです。どうにか事態を収める

ために、書き終わっていた部分（移植性に関する章を除いて）を第 1巻の『Code Reading』

として出版し、残りは第 2巻に続けることを編集者に提案しました。編集者が賛成したため、

『Code Reading』が出版されました [Spi03a]。その結果、好意的な反響が数多く寄せられ、2004

年の Software Development Magazine誌の Productivity Awardを受賞して、6ヶ国語に翻

訳されました。

『Code Reading』では、実際に活動しているオープンソースプロジェクトから現実に即し

た例を取り上げることにより、ソフトウェア開発者が経験するであろうコード関連のほとん

どの概念（たとえば、プログラム構成、データ型、データ構造、制御フロー、プロジェクト

管理、コーディング標準、ドキュメント化、アーキテクチャ）を網羅するように努力しまし

た。第 2巻では、インターフェイスやアプリケーションの側面から見たコード、すなわち国

際化と移植性の問題、よく使われるライブラリやオペレーティングシステム、低レベルコー

ド、ドメイン固有言語と宣言型言語、スクリプト言語、混成言語システムなどについて取り

上げる予定でした。しかし、『Code Reading』がプログラマーの手に渡ったおかげで、読者

からの意見を聞くことができ、 多くの人が待ち望んでいるのは第 1巻をフォローアップす

るような内容であり、（第 2巻に残しておいた章の 1つである）デバイスドライバについて

の詳細な解説は期待されていないことがわかりました。2003年 7月、当時の編集者であっ

たMike Hendricksonが、『Secure Code Reading』というタイトルの本にしてはどうかと提

案しました。科学者である筆者にとって、セキュリティは興味深い分野ではありましたが、

セキュリティ本の勢いに便乗するのは気が進まなかったので、代わりにセキュリティを取り
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上げた章を書くことにしました。そして、移植性に関する章とセキュリティに関する章を手

にしたとき、突然、本書のテーマとタイトルが頭に浮かんだのです。『Code Quality』はソフ

トウェアコードの読み方と書き方について、品質面に焦点を当てて解説した本です。これら

は、しばしば「非機能特性」と呼ばれます。

ソフトウェアのコードを読むことで識別できる非機能特性は、製品の非機能要件（機能外

要求などと呼ばれることもあります）に関係しています。この非機能要件とは、システムに

備わっている特定の機能に直結する要件ではなく、より広範に現れるシステムの特性に結び

付く要件です。非機能特性として一般的なのは、信頼性、移植性、使用性、相互運用性、環

境適応性、依存性、保守性など、システムを～性で表すさまざまな特性です。そのほかにも

システムの効率という重要な非機能特性があります。ここでいう効率とは、時間的な制限に

よるもの（つまりパフォーマンス）と空間的な要求によるものの 2つがあります。

コードを読んで非機能特性を識別するという技術は、きわめて重要です。これには 2つの

理由があります。まず 1つに、非機能要件が満たされていなければ、危機的な、さらには壊滅

的な状況に陥る可能性が挙げられます。機能の一部に欠陥があるシステムは、おそらく（あ

る部分の機能の使用を避けるようにユーザーに対して指示が必要になるなど）不都合はあっ

ても、動作はするでしょう（ほとんどのソフトウェア製品は、このような不具合を含んでい

るとも言えます）。しかし、非機能特性に欠陥があると、致命的な問題になることも少なくあ

りません。たとえば、安全でないWebサーバは、信頼できないアンチロックブレーキシステ

ム（ABS）と同様に使わないほうがましです。また、非機能要件は評価が難しい場合もある

ことが挙げられます。システムの信頼性評価や、セキュリティ脆弱性がないことの検証のた

めにテストケースを作成するのは困難です。したがって、非機能特性が非常に重要でありな

がら、それを評価することが難しいため、非機能要件やそれに相当するソフトウェア特性を

扱うときには、役に立つものはすべて利用する必要があります。コードから非機能特性を判

断できれば、ソフトウェアエンジニアの兵器庫に強力な武器を備えることになるでしょう。

観点こそ違いますが、『Code Quality』では、既存のコードを読む、既存のオープンソース

システムから現実に即した例だけを取り上げる、サンプルコードはすべてそのプログラムか

ら引用する、コードリストに注釈を付けて解説する、読者の知識を確実にするための有意義

な練習問題を設ける、余白部分にコーディングのイディオムや落とし穴を示す、各章でアド

バイスした内容を格言の形で要約する、「さらなる知識のために」では実践を理論に結び付

ける、そしてすべてのダイアグラムに UML（Unified Modeling Language）を採用するなど、

『Code Reading』で成功した手法をそのまま引き継いでいます。中でも特に大変だったのは、

筆者が自らに課した「実用的でない例を避け、すべてのコード例を既存のオープンソースプ

ロジェクトから引用する」というルールです。このルールのために、何時間もかけて適切な

例を探すこともしばしばでした。解説しようとする概念が提示されているだけでなく、理解
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しやすく、かつ本書に掲載できる程度の短いコード例が必要だったからです。しかし、この

苦労の過程で概念が頭の中でシミュレートされ、それが本書を執筆する上で大変役に立ちま

した。とある脆弱性について示した例を探している間に、説明が必要と思われるほかの重要

な要素が見つかることもありました。あるいは、理論的な概念の例を探しているうちに、そ

れが無駄だと気付くこともありました。そういった場合は、本書で説明するほど重要な概念

ではないと自信を持って判断することができたのです。

『Code Quality』執筆の論拠や動機は、『Code Reading』のときと同じです。コンピュー

タ関係の仕事をしている人にとって、コードを読むことはごく日常的な活動の 1つと思われ

ますが、それが教育課程で独立した科目として取り上げられたり、プログラムの設計やコー

ディングを学ぶための方法論として体系的に扱われることはめったにありません。しかし、

オープンソースソフトウェアの流行のおかげで、大量のコードを自由に読んだり、そこから

学んだりすることができるようになっています。オープンソースソフトウェアをベースとし

たコードリーディング本は、プログラミング知識を高めるための有益なツールとなるはずで

す。それゆえ、この 2冊の本をきっかけに、コンピュータ教育課程にコードを読むコースや

単元が設けられることを私は希望しています。そうすれば、数年の後に、我々の生徒は既存

のオープンソースシステムからいろいろなことを学ぶようになるでしょう。それはちょうど

偉大な文学作品から言葉を学ぶようなものです。

補助資料について
『Code Quality』のソースコード例には、『Code Reading』で使用したのと同じシステム

および配布物を使うことにしました。なぜなら、2冊の本をひと続きにすることで、『Code

Reading』で解説したような機能、アーキテクチャ、設計における特性と、『Code Quality』

で取り上げる非機能特性とを区別する方法を、読者が同じソースコードを読んで理解できる

ようにすることが重要だと考えたからです。

本書で使用するコードは、今ではほとんど歴史的価値しか持たない古いものから抜粋した

ものですが、 実際に存在したセキュリティ脆弱性、同期や移植性に伴う問題、API呼び出

しの誤使用などのバグを例示するのには好都合です。これらの問題は、より新しいバージョ

ンで特定されて解決済みです。これらのコードはかなり古いので、作者たちも今では管理職

に昇進し、本書のようなリーディング本を大っぴらに読めるような立場にないか、あるいは

目が遠くなって本書の活字を読めなくなっていると思います。もしそうなら、こっぴどく言

い返される心配もなく、安心して批評できて助かるのですが。とは言っても、オープンソー

ス運動の発展に寄与すべく善意で提供したコードをけなす行為は批難されてしかるべきであ
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り、あら探しよりも改善が大切であることは筆者が重々承知しています。筆者の批評がソー

スコード作者の気に触ることもあるかもしれないので、前もって心からお詫びしておきます。

あえて弁明させてもらうなら、多くの場合、筆者の批評は特定のソースコードを標的にする

というよりも、避けるべき作法を示すためにソースコードを利用していると考えてください。

筆者が反例として取り上げているコードは、現在では容易に問題があるとわかるものも多い

のですが、それが作成された当時は技術的な理由やその他の制限により、そのコーディング

作法にそれなりの根拠があったかもしれず、筆者はそうした文脈を度外視して批評を行って

います。いずれにせよ、筆者の批評を軽い気持ちで受け止めていただけたら幸いです。正直

に言って、筆者自身が作成したコードにも同じような、たぶんもっとひどい間違いが含まれ

ているであろうからです。

本書の例に使用するソフトウェアやシステムはすべて、解説のための手段として適合して

いるコードかどうかという実用的な基準で選びました。つまり、コードの品質、構造、設計、

使用性、人気、そして出版社を悩ませるライセンス問題が生じないコードを探しました。言

語の選択にあたっては言語間のバランスをとるように努力しました。また、コードを探す際

には積極的に Java コードと C++コードを対象としました。しかし、同じような概念をい

くつもの言語で説明できる場合には、C言語を共通項として使いました。このため、本書で

参照されるコードの 61%は Cのコードです。これには小規模なプログラミングの例（どの

言語にも適用可能）と、システムのプログラミングの例（大半が Cで記述）が含まれます。

残りのコード例のうち、19%は Javaコードです。Javaコードは、オブジェクト指向の概念

やその APIに関連する要素を示すために選びました。これらの概念のほとんどはそのまま

C#に、また、多くが C++（コード例の 4%を占めます）にも当てはまります。

Unix の API やツールについては、Windows で同様に使われているものよりも重点的に

取り上げました。その理由はやはり、プラットフォーム間の互換性が高いからです。Unix

のツールや APIの多くはWindowsでも使用できますが、その逆は使用できません。また、
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C#、Windows、Linux、およびコーディングスタイルに注目した難問一発解決など、数々の

売れ筋を（限定して）扱った本ではないことに批判があるもしれません。これらがすべて重

要であることは間違いありません。筆者が所有するマシンの 29%では Linuxが稼働してい

ますし、Javaのプログラミングコースも担当しています。Windowsプラットフォームのプ

ログラムをいくつも作成し、本棚には連番付きの段落構成で問題解決のための具体的なアド

バイスをする本が少なくとも 10冊は並んでいます。しかし同時に、今日のように変化の激

しい世界では、細かい説明よりもその背景にある原則を理解することが重要だと筆者は考え

ています。本書の各章を読むとわかるように、中心となるのは次の原則です。

� � 基礎のテクノロジーに何を選ぶかは重要でないことも多い
� � 本書から学ぶ内容は適応範囲が広く、長い間廃れることがない
� � 具体的なアドバイスはおのずと見えてくる（各章の「自習のためのアドバイス」の
一覧を参照）

そして何よりも、筆者たちが論じた技術の背景にある原則を理解すれば、代わりがいくらで

も見つかるプログラマーと貴重なソフトウェアエンジニアとを見分けることができるのです。
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2 第1章 序論

本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た
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す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全
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るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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下のほうに貼られている小さなステッカーは、その自転車が広告されているとおり確かに優

れた製品であることを確認するために、誰かが組立ラインの最終工程で工場内を走行して確

かめたことの証明です。自転車のこのような外的品質属性によって、使用時の品質は確実に

変わります。ブレーキの効きが悪いと、下り坂の走行は木の幹にぶつかって終わるかもしれ

ません。ソフトウェアの世界では、外的な品質はソフトウェアを（通常はテスト環境で）実

行して判断されるものを総合して評価します。図 1.1（右上）は JUnitの回帰テストフレー

ムワークを実行しているところです。ソフトウェアの外的品質にかかわる点を徹底的にテス

トし、問題を解決することによって、エンドユーザーが体験するエラーをできる限り減らそ

うとします。

ここで自転車の工場の話に戻ります。実際には、組立ラインの最後に行われるテスト走行

で自転車がバラバラに壊れてしまうことは、あったとしてもごくわずかです。この自転車の

ように優れたデザインで、しっかりと組み立てられていれば、フレームの形や合金の強度お

よび剛性は十分であり、製造部品は所定の耐性を保持し、適切な（最高級の）コンポーネント

が正しく取り付けられ、部品の可動範囲は精密に調整されているでしょう。このように、自

転車を（走行するのではなく）検査することによって判断される特性を、内的品質属性と呼び

ます。ソフトウェアでも、これらの属性はソフトウェアを実行するのではなく検査すること

によって判断されます。本書ではこの属性を中心に解説します。図 1.1（左下）は FindBugs

プログラムによって問題が特定されたソースコードです。

自転車工場の例による 4 つ目の最後の観点は、自転車の品質は偶然によって得られるも

のではないということです。この自転車を製造する会社は、素晴らしい走行を楽しめる時間

（そして自転車）を作り出すために、いろいろと手を尽くしています。各専門分野のエンジ

ニアたちが数週間かけてデザインに取り組んだ結果、細部まですべて正しく作り上げられま

す。工場に持ち込まれる材料は注意深く検査され、どこにも欠陥がないことが確認されます。

また、自転車に品質上の問題が見つかった場合はいつでも、組立ラインを停止することが許

されて（また指導されて）います。こういったすべての（およびその他の）手法はプロセス

品質の要素です。このプロセスの目的は、一貫してほぼ完璧な自転車が完成する方法で、工

場が自転車を組み立てられるようにすることです。同様に、多くのソフトウェア開発会社が

CMMI（Capability Maturity Model Integration：能力成熟度モデル統合版）や ISO9001な

どのフレームワークを使用して、文書化され、再現可能で明確な、組織化および最適化され

たソフトウェア構築プロセスを整備しています。図 1.1（右下）は、FreeBSDのリリースエ

ンジニアリングプロセス文書を抜粋したものです。

製品そのものよりもその生産（プロセス）を重視することは、非常に効果的な場合もあり、

ときには不可欠なこともあります。自転車ではなく、航空母艦を製造するところを想像して

みてください。海軍が完成した艦船を検査するだけで、それが期待どおりかどうかを判断す
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ることは不可能です（「これがあなたの艦です、提督！」）。海軍にできるのは、航空母艦の製

造にかかわるプロセスの要素を調査することです。たとえば、設計者の資格、溶接の X線写

真写真検査、組み込まれる全部品の受け入れテストの結果などを調査します。このようなや

り方を忠実に守ることで、莫大な費用をかけ、過度なデザインを採用した挙句に、スケジュー

ルが数年単位で遅れながらも、完璧な航空母艦を製造することができます。よく知られてい

るものとして 7万円もする米軍仕様の便座を考えてみてください。企業によってはプロセス

をあまりにも重視し、製品そのものやユーザーをなおざりにしていたため、反動がきたのは

必然でした。それを解決するものがアジャイルソフトウェア開発手法です。これは、すべて

を計画どおりに進めるのではなく、変化を受け入れ、プロセスよりも個人を重視し、完全な文

書化よりもソフトウェア開発に時間を費やし、要件を細かく決めるよりも顧客と積極的に協

調して作業するという手法です。この手法を何らかのかたちで実践したり、Feature Driven

Development（ユーザ機能駆動開発、FDD)、Lean Software Development〈監訳者注 2〉（看板方

式とソフトウェア開発）、Scrum（スクラム）、Test-Driven Design（テスト駆動開発、TDD）、

eXtreme Programming（エクストリームプログラミング、XP）などのアジャイル手法を採

用したりする場合は、本書で取り上げているソフトウェアの内的品質属性およびその品質属

性とコードとの関係を理解すれば、優れたコードを作成するのに役立つでしょう。

✏練習問題 1.1

オープンソースソフトウェアの問題を扱ったバグデータベースを検索し、本節で

解説した品質に関する 4つの見解に属している問題を探して、それぞれに対する代

表的なエントリを 5つ挙げなさい。

1.1.2 品質属性

ソフトウェア品質のように理解しにくい概念を整理するためには、それをより細かい属性に

分類し、そしてさらにそれらを分類するという作業を嫌になるまで繰り返していくのが良い方

法です。より望ましいのは、共通する特徴を持ついくつかのわかりやすい例を用いて、その属

性について説明できるようになるまで繰り返すことです。ここでは ISO/IEC 9126〈監訳者注 3〉と

いう品質モデルを定義した標準を用いて解説を行いますが、この標準では内的および外的ソ

〈監訳者注2〉 トヨタ生産方式の米国版理論化である Lean productionの名にちなんでいます。

〈監訳者注3〉 JIS X 0129。
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しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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分野に分類しています。これらの分類を図 1.2に示します。6つの大きな要素のいずれにも、

下位のレベルに標準適合性（コンプライアンス、compliance）という特性が含まれます。こ

の特性は、ソフトウェアがそれぞれの標準、慣例、スタイルガイド、規則にどれだけ準拠し

ているかを示します（この分類は国際標準のものです。したがって、おそらくほかの標準を

参照する際にも使うことができるでしょう）。

ソフトウェアの機能性は、ソフトウェアが何をするのかについての品質特性です。その方

法については問いません。ソフトウェアの機能性には、特定のタスクやユーザーの目的に
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アとほかのシステムとの相互運用性（interoperability）、データを守るためのセキュリティ

（security）などが含まれます。合目的性と相互運用性はコードから評価するのが難しい特性

です。セキュリティについては第 3章で、また正確性に関するさまざまな要素を第 8章で浮

動小数点演算を取り上げながら解説します。

ソフトウェアの信頼性は、特定の条件でパフォーマンスを特定のレベルに維持できるかを

表します。信頼性に含まれる 3 つの要素は、危機的状況や自然災害に対応するための予防

（prevention）、軽減（mitigation）、回復（recovery）という概念を示します。成熟性（maturity）

はソフトウェアに欠陥がないことを表し、障害許容性（fault tolerance）は何らかの障害が

あってもソフトウェアが機能を継続できることを言います。また、回復性（recoverability）

はソフトウェアに障害が発生した後、データを元に戻して処理を続行できるようにする機能

を扱います。この 3つについては第 2章で解説します。

ソフトウェアの使用性は、主には外的品質特性です。この 3つの要素は、ソフトウェアで
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用いられる典型的なタイムラインにおおよそ対応しています。理解性（understandability）
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を使っているかどうかを調べることもできますが、結局のところ、使用性はユーザーとソフ

トウェアの対話で判断されます。そういった理由から、本書ではこの要素についてはこれ以

上取り上げません。
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処理を可能にしています。コンピュータのすべてのキャッシュを無効にする（空間を増やす）

と、マシンはゆっくり停止したようになる（時間を失う）でしょう。SETI〈監訳者注 4〉の演算を

インターネットで分散すると（より多くの空間を占有する）、演算処理が速くなります（時

間が得られる）。陰陽の形式どおり、プログラムが空間と時間の両方でうまく作用する場合

もまれにあります。キャッシュのサイズに合わせてタイトなループの命令を小さくしたため

に、その小さなコードが高速に動作するといったケースです。2つの概念を区別するために、

ソフトウェアの時間効率性（time behavior）と資源効率性（resource utilization）について

解説します。時間効率性ではレスポンス時間や処理時間、スループットレートなどを扱い、

資源効率性ではソフトウェアが使用する物質的なリソース（メモリ、CPU、ネットワーク接

続）を扱います。ソフトウェアの時間的なパフォーマンスについては第 4章で、また空間に

おけるパフォーマンスについては第 5章で解説します。

ソフトウェアの保守性は、おそらくソフトウェアのデザインと実際のコードのレベルで最も

効果的にアプローチできる要素です。ソフトウェアの保守性について話す際に重視するのは、

改善または修復が必要な要素の特定が容易かどうかを示す解析性（analyzability）、修復を行

うのにどれだけの手間がかかるかを示す変更性（changeability）、変更後に問題を起こす箇所

がどれほど少ないかを示す安定性（stability）、そして修正を検証できるかどうかを示す試験

性（testability）です。これらのすべての要素、およびその他について第 7章で解説します。

最後に、移植性はソフトウェアをある環境（Windowsなど）から別の環境（Mac OS Xなど）

〈監訳者注4〉 Search for Extra-Terrestrial Intelligence（地球外知的生命体探査）の略で、地球外生命による宇宙文明の存在を検知し
ようというプロジェクトの総称です。ここで取り上げているのは「SETI@home」というプロジェクトのことで、クラ
イアントソフトウェアを配布して、ユーザーの PCの空き CPU時間（実際にはスクリーンセーバーとして）を使って、
宇宙から届く電波を分散型コンピューティングシステムで計算処理する試みです。SETI@homeは 2005年 12月 15日
に終了し、オープンソースグリッドプロジェクト「Berkeley Open Infrastructure for Network Computing」（BOINC）に
移管されています。
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に移すのがどれほど簡単なのかを表します。ここでの主な目的は環境適応性（adaptability）、

つまりソフトウェアのコードが異なる環境で機能できるかどうかを見ることです。これについ

ては第 6章で解説します。移植性の下位にあるその他の特性は、本質的に運用にかかわるもの

です。さまざまな環境でのソフトウェアのインストールについて扱う設置性（installability）、

ソフトウェアが多様なほかのソフトウェアに混じってうまく動作するどうかを調べる共存性

（coexistence）、そしてソフトウェアのある一部を別のソフトウェアのいずれかと取り替えて

どの程度使用できるかを表す置換性（replaceability）があります。

✏練習問題 1.2

ここで解説した品質特性のうち、どれが 1.1.1項で説明した 4つの品質見解のそ

れぞれに最も当てはまるかを議論しなさい。

1.1.3 特性どうしの衝突

もしも、すべての品質特性を相互に簡単に調整できるとすれば、仕事を失うソフトウェア

エンジニアが出るでしょう。エンジニアリングにおいては、対立する要件や制限をいかにま

とめるかが重要であり、ソフトウェア品質ではこの必要性が非常に高いからです。品質特性

の間に生じる最も重要な対立を図 1.3に（バネ力学モデルを用いて）示します。各ラインが

2つの特性で結合されていますが、この 2つは互いに衝突していることを示しています。す

なわち、2つのうち一方を良くすると、もう一方が悪くなります。

注目すべきは、6つの重要な特性のそれぞれが、ほかのすべての特性と対になっているこ

とです。使用性を例に挙げてみましょう。プログラムがあまりにもまずく作成されているた

めに、コードの一部を切り捨てるだけで使用性が改善される場合もないわけではありません。

しかし、ほとんどの場合、一部を自動化したり、あるいは GUI要素を改良するなど、使用性

はコードを追加することによって改善されます。つまり、ソフトウェアの使用性を良くする

ことでプログラムは肥大化し、速度が低下して効率が悪くなります。また、コードを追加す

るとプログラムの保守が難しくなり、信頼性も低下します。しかも、使用性を改善する際、

その機能は多くの場合にプラットフォーム固有になり、そのためにプログラムの移植性が低

下することがあります。最後に、機能性と使用性の間にもトレードオフがあります。機能を

追加すればするほどプログラムは（セキュリティ機能の使用方法がどれもややこしいように）

複雑になります。機能性でも、先ほどとほとんど同じことが言えます。機能を追加すればそ
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側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。
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図 1.3 品質特性の間の矛盾
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本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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セキュリティと安定性の間の関係も重要です。セキュリティ機能は大変壊れやすいもので

す。ソフトウェアに小さな変更を加えただけで、深刻なセキュリティ問題を引き起こす場合

もあります。したがって、高度なセキュリティ機能を持つソフトウェアは、変更に影響され

やすくなります。

最後に、図 1.3には先に説明したほかの 2つの関係が示されています。1つは空間（資源

効率性）と時間（時間効率性）の衝突、もう 1つは品質、コスト、時間の間の衝突です。

本書の読み方1 2
本書では、コードとソフトウェア品質の関係を表す具体的な例をオープンソースソフトウェ

アから選んで使用しています。こうすることによって、コードを読む際にソフトウェアの品

質に影響する要素を特定する技能の向上を目指し、プログラミングの一般的なあらましやテ

クニックを実践的な形で説明します。以降の章では、メモリ管理やアルゴリズムの複雑さ、

競合状態など、コンピュータサイエンスやコーディング作法をめぐる多くの重要な概念を解

説しています。しかし、本書はアイデアそのものを紹介するよりも本番のコードでそれらが

どのように使われているかを示すことに比重を置いているので、それぞれの概念をあまり深

くは説明していません。すべての章はそれぞれで完結しており、ほかの章に説明が続くこと

はありません。したがって、興味が向いたところから読んで構いません。

本書のコードとソフトウェア品質の調査は、（残念ながら我々のなじみの陰陽である時間

と空間を隔てていますが）あなたと筆者で一緒に行う旅なのです。それゆえ、本書の中では

筆者とあなた両方を指す場合に「我々」と言うことにします。一部筆者自身の考えを述べる

場合のみに、「筆者」を使います。

1.2.1 表記上の規則

サンプルコードのリストやプログラム要素（関数名、キーワード、演算子）を参照する箇

所は typewriterフォントで印刷されています。UnixのシェルまたはWindowsのコマンド

プロンプトで実行されるコマンドシーケンスがサンプルとして掲載されていることがありま

す。Unixのシェルコマンドを示すときはシェルコマンドプロンプト $を使い、Windowsの

コンソールプロンプトを表すときは DOS コマンドプロンプト C:\> を使います。Unix の

シェルコマンドは複数の行にまたがることができるため、その場合には >を行継続文字（行
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が次の行に連続していることを表す文字）とします。

C:\>grep -l malloc *.c | wc -l

8

$ grep -l malloc *.c |

> wc -l

8

プロンプトと行継続文字はユーザーの入力とシステムの出力を区別する意味しかないので、

プロンプトよりも後ろのコマンド部分だけを入力するようにしてください。

安全でないコーディング作法や、よくある落とし穴について議論している場面があります。

それらは欄外の危険標識で示されます。コードを読み進めていくときや品質上問題がありそ

うな箇所を探しながらコードを読むとき、危険標識が付いているコードに特段の注意を払う

ようにしてください。英字の iが記された標識は、コーディングの一般的なイディオムを示

します。我々は文章を読むとき、個々の文字よりも単語を丸ごと認識する傾向がありますが、

コードを読むときも同様で、コード内でこれらのイディオムを認識すれば、コード要素の品

質側面をより速く、より効率的に、そしてより高いレベルで理解できるようになります。

リスト 1.1 サンプルコードと注釈

本書に掲載されているサンプルコードは、いずれも実世界のプログラムから抜粋したもの

です。使用したプログラム（たとえば、リスト 1.1のプログラム）の出所は注釈〈注 1〉で示さ

れます。注釈を見れば、『Code Reading』に付属の CD-ROMのソースコードディレクトリ

内の正確な位置と、抜粋箇所の行番号を知ることができます。リスト内のコードを省略する

ことがあります。これは記号 [...]で示されます。この場合でも行番号はリストされてい

るコード全体での行番号を表します。オリジナルのコードを見ると気付くと思いますが、C

の宣言のほとんどは、旧来の K&R（Kernighan and Ritchie）スタイルから ANSI Cスタイ

ルに変更してあります。また、コメント、空白、プログラムライセンス情報が省かれている

場合があります〈監訳者注 5〉。これらの変更はサンプルコードの可読性を高めることを意図したも

ので、オリジナルのコードにあったリアル感はそれほど損なわれていないものと思います。

オリジナルコードの誤字やスペルミスの多くはそのまま残してあります。本格的なサンプル

〈注1〉 netbsdsrc/usr.bin/yes/yes.c:53–64

〈監訳者注5〉 必要に応じてコメントの日本語訳を追加した箇所もあります。

のサポートファイル



2 第1章 序論

本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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コードには、独自に作成したソフトウェアを使用してグラフィカルな注釈が付けてあります。

注釈を付けるためにソフトウェアを使用したのは、サンプルコードに間違いがないことを確

かにし、自動的に検証することもできるようにするためです。注釈に対してより詳しい説明

を本文で行うことがあります。そのタイプの注釈は番号付きのボックスで始まります。この

注釈を本文中で引用するときはコロン（:）の後で同じ番号が使われます（リスト 1.1:1）。

1.2.2 ダイアグラム

デザインダイアグラムには、事実上の業界標準となっている UML（Unified Modeling

Language）を採用しました。本書を準備する段階で、UMLダイアグラムを生成するオープ

ンソースの宣言型言語〈注 2〉を開発すると都合がよいことがわかり、それに伴い GraphViz〈注 3〉の

コードベースにも少し改良を加えました。あなたがコードを分析するときに、これらの UML

ダイアグラムが役に立てば幸いです。

図 1.4 UML ダイアグラムの表記

図 1.4は、本書のクラスダイアグラムで使用している表記例です。次の点に留意してくだ

さい。

〈注2〉 http://www.spinellis.gr/sw/umlgraph/

〈注3〉 http://www.graphviz.org/
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数関数的に多く分布するなど、要素の分布に相当なゆがみがあります。たとえば、関数やメ

ソッドのサイズ、クラス間の依存関係、継承階層の特徴などの場合に、このような分布が見

られます。

1.2.4 アセンブリコード

数は非常に少ないのですが、最も低いレベルで実際にどのように動作しているかを示す

ためにアセンブリコードを使用することがあります。ほとんどの例では i386の命令セット

（Pentiumや AMDの 32ビット CPUで使用される命令）と、Unixツールで一般に使用さ

れている AT&Tのアセンブリ構文を使用しています。AT&Tのアセンブリ構文では、レジ

スタの接頭辞に % を、定数の接頭辞に $ を使います。また、カッコを使って間接アドレッ

シングを表します。また、命令のオペランドはソース、デスティネーションの順で指定し、

オペランドのサイズは命令のニーモニックに b、s、lのいずれかの接尾辞を付けて指定しま

す〈監訳者注 6〉。この構文の利点は、多くのプロセッサやアーキテクチャで使用されていることで

す。そのため、この構文に慣れておけば、どのプロセッサのコードであるかに関係なく、ア

センブリコードを読むことができるようになります。リストの命令を 1つ 1つ順に説明する

ので、アセンブリコードに慣れていなくても心配は無用です。

1.2.5 練習問題

ほとんどの節には最後に練習問題が設けてあります。それを解くことにより、実際にその

節で学んだテクニックを試すことができ、そして、練習問題が議論をさらに掘り下げるスター

トポイントになることもあります。「本書のソースコードコレクション」とある場合は、「あ

なたの環境にあるコードを参照してください」と読み替えてもたいていは差し支えありませ

ん。要は、現実の本格的なシステムに含まれているコードを読んで調査すればよいわけです。

現在、そのようなシステム（独占ソフトウェアでもオープンソースプロジェクトでも）の開

発に携っている方は、本書のソースコードコレクションよりも当該システムを目標にコード

を読むほうが生産的でしょう。「特定のコードシーケンスを探せ」というタイプの練習問題

が多く存在しますが、この作業は自動的に行うことができます。そのためのテクニックおよ

びツールについては、『Code Reading』[Spi03a, pp. 13–14]〈監訳者注 7〉の説明を参照してください。

〈監訳者注6〉 それぞれ、byte（1バイト）、short（2バイト）、long（4バイト）を示します。

〈監訳者注7〉 邦訳は『Code Reading』（鵜飼文敏、平林俊一、まつもとゆきひろ監訳、トップスタジオ訳、毎日コミュニケーション
ズ、2004、ISBN9784839912659）、14～15ページ。
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ズ、2004、ISBN9784839912659）、14～15ページ。
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1.2.6 副教材

本書に掲載されているサンプルコードは、いずれも実際のオープンソースソフトウェアか

ら抜粋したものです。コード例に使用したソースコードコレクションは 63,000以上のファイ

ルからなり、トータルのサイズは 540MBに及びます。コードコレクションはすべて本書の

Webサイト（http://www.spinellis.gr/codequality/）からダウンロード可能です。同じ

コードが『Code Reading』の CD-ROMにも収録されているため、 『Code Reading』をお

持ちの方や購入する予定のある方は、その CD-ROMも利用できます。

どのサンプルコードも脚注に正確な出所が示してあるので、抜粋されたコードの前後関係

を調べることができます。また、ソースコードベースからコードを探すときには、「索引」か

らソースファイルを調べ、そのファイル名（ファイルパスの最後に付いている名前）で探す

ことができます。

1.2.7 ツール

本書の例で、grep や find といった Unix ツールが必要になることがあります。現在、

FreeBSD、GNU/Linux、NetBSD、OpenBSD、Solarisなど、いくつかの Unix系オペレー

ティングシステムが無料で入手でき、広範囲なハードウェアで稼働しています。Unix系オ

ペレーティングシステムの環境がなくても、とりあえずほかのオペレーティングシステムに

移植されたツールを使う手があります。Windowsに移植され、無料で入手できる Unixツー

ルには Cygwin〈注 4〉、UnxUtils〈注 5〉、UWIN〈注 6〉の 3つがあります〈監訳者注 8〉。本書中で Unixツー

ルが必要になる例のほとんどについて、MinGWツールセットが動作するWindows XPと、

FreeBSDおよび Linuxで動作を確認しました。その他のツールは Javaベースであり、実行

には Javaランタイム環境が必要です。これらは一般に移植性があり、十分に新しい Javaラ

ンタイムさえ用意できれば使えます。すべてのツールをWindows XPシステム上の Java 1.5

ランタイム環境で動作確認済みです。また、一部は Solaris 10プラットフォームでもテスト

を済ませています。

〈注4〉 http://sources.redhat.com/cygwin/

〈注5〉 http://www.unxutils.sourceforge.net/

〈注6〉 http://www.research.att.com/sw/tools/uwin/

〈監訳者注8〉 そのほかに、Microsoftがリリースしている「Windows Services for UNIX（SFU）」〈注 7〉があります。

〈注7〉 http://www.microsoft.com/japan/technet/interopmigration/unix/sfu/default.mspx
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2 第1章 序論

本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的

16 第1章 序論

本書では、品質特性の解説に ISO/IEC 9126-1:2001 [ISO01]の国際標準〈監訳者注 9〉を規範として

使用しました。特性のグループ化について取り上げた実証的研究も参照してください [JKC04]。

ソフトウェア品質について手軽に学びたい場合は、[Hum89, 第 8 章]、[Gla92]、[Wie03, 第 12 章]、[McC04,

第 20 章]、[Pre04, 第 15 章および第 22 章]、[Som04, 第 27 章]などを読むとよいでしょう。オープンソースソ

フトウェアの成熟性を評価することに特にこだわったモデルについて解説された Goldenの

[Gol04]や、レガシーコードの扱いについて解説した [Fea05]も参照してください。アジャイルソ

フトウェア開発については、たとえば [Coc01, Mar03, PP03, BA04]など、いくつかの本に書かれてい

ます。

本書で解説している属性は、合目的性は別として、非機能要件または永続的ソフトウ

ェア属性という名前で呼ばれることもあります。[Ebe97, CNYM99]、および『IEEE Software』

誌〈監訳者注 10〉2004 年 11 月号と 12 月号には、このテーマに関する特集が掲載されています。

[SP05]のケーススタディでは、POSIX準拠のマルチスレッドプログラムの実装において、効

率と移植性がどのように融和するかが書かれています。

使用における品質や使用性における品質に興味がある場合は、[WF86, Nie94, Nor98, Ras00, SP02]を

参照してください。また、UMLについてより深く学びたい場合は、[Fow03, BRJ05, RJB04]（後に

なるほど内容が詳しくなります）がよいでしょう。

最後に、品質に興味のある方なら、Pirsigの有名な著書、『Zen and the Art of Motorcycle

Maintenance』[Pir91]は見逃せません。

〈監訳者注9〉 ISO/IEC 9126を日本語に直したものとして JIS X0129があります。

〈監訳者注10〉『IEEE Software』誌はソフトウェアの学会誌で、毎号ごとに設定されたテーマに沿って編纂されています。
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「見ることは能力である。つまり、視力であり、芸術なのだ」

―George Perkins Marsh
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信頼性

「信頼性向上への投資は、投資額がエラーに見込まれる費用を超えるか、

誰かが実を取ろうと言い出すまで増え続ける」

―信頼性欠如に関するGilbの第4法則
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システムの信頼性は 成熟性（障害につながるようなソフトウェア上の欠陥が存在しな

いこと）、障害許容性（堅牢性とも言い、ある程度の障害があっても仕様を満たすこと）、

回復性（障害発生後、速やかに運用を開始すること）など、多くの側面から検討されるべきも

のです。この章では、まずソフトウェアの成熟性を特徴付ける要因をソフトウェアエラーの

標準的な分類法に基づいて考察します。具体的には、2.1節から 2.7節で入力、出力、ロジッ

ク、算法、並列性、インターフェイス、データ操作の各問題を調べます。GUIの出来の善し

悪しや使用性もシステムの成熟性を決定する要因と見なされることがありますが、それをシ

ステムのコードから判断しようとしてもうまくいくものでありません。そこで、本書ではこ

れらの要因はとりあえず無視し、その道の専門家に委ねることにします [Nie94, SP02]。この章の

最後の節（2.8節）では、状況が悪化したときのソフトウェアの挙動を障害許容性と回復性の

2つの側面から検討します。

システムの信頼性は、サービス提供能力（サポート可能なクライアント数など）、結果の精

度と正確性（第 8章）、セキュリティ（第 3章）、相互運用性と移植性（第 6章）、時間性能と

空間性能（第 4章、第 5章）といった要因とも関係します。なお、信頼性に関する多様な問

題を手際よく見つけるためには、厳密なテストを適切に実施する必要があります。この側面

については、保守性に関する章の 7.5節で論じます。

入力の問題2 1
プログラムが入力データを取得する方法はいくつもありますが、一般的に信頼できるの

は、既存のライブラリか定評ある技術を利用する方法です。具体的には次のような方法があ

ります。

� � 外部ライブラリ（XMLパーサ〈注 1〉など）を呼び出す

� � 適当な GUIツールキットの動作が実証されている入力解析ウィジェット（JFormatted

TextFieldなど）や、特定のデータ型に対応した解析関数（Javaの SimpleDateFormat

や Cの getdateなど）を使う

� � 宣言的なドメイン固有言語（lex〈注 2〉、yacc〈注 3〉、ANTLR〈注 4〉など）を用いて字句解析プ

ログラムとパーサを作成する

〈注1〉 jt4/catalina/src/share/org/apache/catalina/realm/MemoryRealm.java:333

〈注2〉 netbsdsrc/usr.sbin/amd/fsinfo/fsi lex.l

〈注3〉 netbsdsrc/bin/sh/arith.y

〈注4〉 http://www.antlr.org/
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望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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〈注3〉 netbsdsrc/bin/sh/arith.y

〈注4〉 http://www.antlr.org/
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〈注5〉 netbsdsrc/usr.bin/window/scanner.c

〈注6〉 netbsdsrc/bin/sh/parser.c

〈注7〉 netbsdsrc/bin/rcp/rcp.c:595–614

〈注8〉 hsqldb/src/org/hsqldb/util/CodeSwitcher.java:366–375
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前者のタイムスタンプ入力コードは誤って範囲外の入力を受け付け、また後者の Javaパー

サは誤って正しい入力をはじいてしまうことに注意してください（この解析コードはソース

コード内の空白と中カッコが厳密なフォーマットで使われていることに依存しています）。本

来、入力処理コードは、正しいと見込まれる値をすべて受け付け、正しくないと見込まれる

値をすべてはじくべきです。

また、状況によっては現実にそぐわない入力をはじくことも大切です。これでユーザーや

システムの明らかな間違いが回避されます。たとえば、次のコードはシステムのクラッシュ

情報をコピーする目的で再起動後に実行されますが、当日からの経過日数が 1週間を超える

とコピーを拒否します〈注 9〉。

int

get_crashtime()

{

time_t dumptime; /* Time the dump was taken. */

[...]

(void)printf("savecore: system went down at %s",

ctime(&dumptime));

#define LEEWAY (7 * SECSPERDAY)

if (dumptime < now - LEEWAY || dumptime > now + LEEWAY) {

(void)printf("dump time is unreasonable\n");

return (0);

}

return (1);

}

しかし、現実にそぐわないデータを防ぐために制限をかけると、予想もしないところで正

当な用法が阻止されることがあります（上の例で、システムの年または月の設定を修正した

場合など）。信頼性と機能性は、とかく対立するものです。この 2つの兼ね合いを慎重に保つ

か、適当な解除機構（たとえば、次のコード〈注 10〉の forceフラグ）を設ける必要があります。

if ((!get_crashtime() || !check_space()) && !force)

exit(1);

最後に、必要な入力要素を見落とすケースも指摘しておきます。Cの scanf関数など、ラ

イブラリインターフェイスによっては、入力データがない事実を黙って無視してしまうコー

ド〈注 11〉を書きがちです。

int

next(char *buf)

〈注9〉 netbsdsrc/sbin/savecore/savecore.c:584–714

〈注10〉 netbsdsrc/sbin/savecore/savecore.c:584–714

〈注11〉 netbsdsrc/usr.bin/msgs/msgs.c:719–727
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{

int i;

sscanf(buf, "%d", &i);

sprintf(buf, "Goto %d", i);

return(--i);

}

上のコードで、buf変数に有効な 10進数が設定されていない場合、next関数はスタック

上の i変数の位置にたまたまあった値をそのまま返します。このエラーを検出するのは簡単

です。sscanf関数は正しく読み取った引数の数を返すので、プログラムでその値をチェック

すればよいからです。実際、lintプログラムチェッカは、このような用法に警告を発します。

$ lint -h -l posix msgs.c

[...]

sscanf returns value which is always ignored

残念ながら、プログラムチェッカを黙らせるために、この関数の戻り値を voidにキャス

トするプログラマーがいます〈注 12〉。

(void)sscanf(buf, "begin %o %s", &mode, buf);

こうせず、関数の結果を確認するようにすべきです〈注 13〉。

if (!sscanf(av[0], "%ld", &reps))

error("Bad reps value: %s", av[0]);

このような問題を避けるため、プログラムのビルドプロセスが、lintや FindBugs〈注 14〉のよ

うな静的解析ツールでもソースコードを処理するようにしてください。

✏練習問題 2.1

現在の環境で使われている入力処理の例を具体的に 5つ挙げなさい。それぞれの

例について、正しい入力、間違った入力、現実にそぐわない入力を示しなさい。

✏練習問題 2.2

入力をほかのプログラムから受け取る場合、入力チェックは必要ですか。必要な

理由（または必要でない理由）を述べなさい。

〈注12〉 netbsdsrc/usr.bin/uudecode/uudecode.c:119

〈注13〉 netbsdsrc/usr.bin/jot/jot.c:197–198

〈注14〉 http://findbugs.sourceforge.net/
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惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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✏練習問題 2.3

対話型ではないプログラム（Webサーバなど）で、正しくても現実にそぐわない

入力をどう扱うべきですか。

出力の問題2 2
プログラムの出力周りの問題は入力の問題よりも見えにくいものです。表面的な体裁の問

題（通常、コードレベルで検査されることはありません）は別として、出力に関する問題の

範疇には出力の不完全性、タイミングとフォーマットの問題、そして文法およびスペルミス

が含まれます。

2.2.1 不完全な出力

出力問題の 1つに、出力の不完全性（出力要素の抜け）があります。典型的には、プログラ

ムに要素を追加したのに出力ルーチンを更新していないようなケースを考えればよいでしょ

う。たとえば、次の toStringメソッドは、_agencyフィールドと_emailAddrフィールド

の値を出力していません〈注 15〉。

public class Designer {

private ToDoList _toDoList;

private Properties _prefs;

private String _emailAddr;

private DecisionModel _decisions;

private GoalModel _goals;

private Agency _agency;

[...]

public String toString() {

String printString = super.toString() + " [\n";

printString += " " + "decisions: " +

_decisions.toString() + "\n";

printString += " " + "goals: " + _goals.toString() + "\n";

printString += " " + "prefs: " + _prefs.toString() + "\n";

printString += " " + "to do: " +

〈注15〉 argouml/org/argouml/cognitive/Designer.java:481–489
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_toDoList.toString() + "\n";

printString += "]\n";

return printString;

}

ご覧のとおり、出力ルーチンのコードを、データソースであるリポジトリのスキーマ（ク

ラス、データベーステーブル、構造体）と比較することで、容易に出力要素の抜けの問題を検

出できます。食い違いがあれば要素が抜けていることになりますが、それが意図的なものか

見落としかは判断できません。この問題は、自動的に出力ルーチンを生成するか、その完全

性を確認することで克服できます。これには、ドメイン固有言語（DSL）を用いてデータの

スキーマを適切なデータ宣言と入出力ルーチンに変換する方法と、データ要素に出力対象で

あることを示すマークを付ける方法があります。クラスの要素にマークを付けるには、Java

のアノテーションや C#の属性を利用できます。ほかの言語では、普通のコメントを用いて

手作業で検査するか、特別に作成した検証ツールを使うことになるでしょう。

たとえば、Designerクラスでクラスの toStringメソッドの出力要素にアノテーション

@StringPartを用いてマークを付けることを考えます。toStringの出力に含めるクラスメ

ンバを @StringPartでマークし、Javaのリフレクション機能を利用してクラスの toString

メソッドを実装します。この実装の概略をリスト 2.1に示します。この実装は元の実装より

長くて複雑ですが、きちんと設定しておけば対応するアノテーションを使用するすべてのク

ラスに適用され、システムのライフタイムを通じてずっと妥当性を保ちます。

リスト 2.1 アノテーションを用いた toString のリフレクション実装
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この節の締めくくりとして、もう一言述べておきましょう。ネットワーク接続経由の低レ

ベル出力（writeシステムコールなど）は、要求されたものよりも短いデータパケットを送

信することがよくあります。こうした不完全な書き込みは、writeシステムコールがシグナ

ルで中断された場合にも起こります。したがって、アプリケーション側は、すべての出力が

書き込まれるまで、残りのデータの書き込みを再試行する仕組みを設ける必要があります。

次のサンプルコードは、NetBSD版の dumpプログラム〈注 16〉で、これがどのように実現され

ているかを示しています。

static ssize_t

atomic_write(int fd, char *buf, int count)

{

ssize_t got, need = count;

while ((got = write(fd, buf, need)) > 0 &&

(need -= got) > 0)

buf += got;

return (got < 0 ? got : count - need);

}

✏練習問題 2.4

よく目にする型どおりの出力処理で、ある程度ステートメントの分量があるもの

を選び、本節のアドバイスを踏まえてそれを実装し直しなさい。特別に作成したカ

スタムツールを使って、出力を指示するためにDSLを使ったり処理すべき要素にコ

メントでマークしたりすることで、コードを生成して構いません。もしくは、使用

中の言語の機能を使って要素にアノテートして、リフレクションを使って出力を生

成しても構いません。

2.2.2 正しい結果を得る上で考慮すべきタイミングの問題

端末、シリアル出力ファイル、プリンタなどのシリアルメディアを巡って出力のタイミン

グが問題になることがよくあります。問題が起こるのは次のような状況です。

� � バッファリングされた出力とバッファリングされていない出力が混在する場合。たとえ
ば、Cプログラム内に printf呼び出しと write呼び出しが混在する場合

〈注16〉 netbsdsrc/sbin/dump/tape.c:90–96
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� � 複数のスレッドから同じバッファに並行して書き込みを行うとき、排他的なアクセスの
仕組みを設けていない場合

� � 複数のプロセスから同じファイル記述子に並行して書き込む場合

オペレーティングシステムコール（Unixの write、Windowsの WriteFile）はアトミッ

クですが、それより上のレベルの操作（Cの stdioライブラリベースの操作や Javaの Buffered

Writer、PrintStreamなど）では単一の出力操作が複数の writeシステムコールに分割さ

れることがあります。これらの呼び出しがたまたま同時に実行されて別のプロセスやスレッ

ドからの同様の呼び出しと混ざると出力が混乱し、同じ出力行に別のプロセスのデータが混

入することがあります。

実際、これがいかに重大な問題であるかは、次のコメント〈注 17〉から推察されます。

/*

* Replacement stdio routines. Stdio is too flakey on too many

* machines to be useful when you have multiple processes

* using the same underlying file descriptors.

* （標準入出力ルーチンの代替。 複数のプロセスで同じ内部ファイル
* 記述子が使われているとき、多くのマシンにおいて標準入出力
* はあてにならない）
*/

✏練習問題 2.5

出力ルーチンが複数のスレッドから使われたときに、その危険な用法を検出でき

るようなライブラリ設計について述べなさい。

2.2.3 フォーマットの間違い
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〈注17〉 netbsdsrc/bin/ksh/shf.c:16–20



2 第1章 序論

本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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整数に関して正確な出力フォーマットを指定するためには、当然ながら、そこに入る最大

の整数を見越して十分な出力幅を割り当てることが求められます。残念ながら、C言語の場

合、整数のビット数は処理系によって異なるので、正確な出力幅を指定してもアーキテクチャ

が違えば意味を持ちません。Javaプログラムでは、すべてのデータ型で固定した表現が用い

られるので状況は単純ですが、必要なフィールド幅を正確に計算しなければならないのは同

じです。長さ nビットの数値を 10進で表現するためには最大 �log102
n�桁が必要です。た

とえば、32ビットなら 10進 10桁が必要です〈注 18〉。

printf ("%s: %10d transfers.\n" ,name,p->num_trans);

printf ("%s: %10d bytes transferred.\n",name,p->num_bytes);

また、16ビットなら 10進 5桁が必要です〈注 19〉。

(void) fprintf(cshout, "%5d ", pp->p_pid);

浮動小数点数のフォーマットの問題は、%e（科学的表記法）書式指定子の指数表記をわか

りにくいと感じる人がいることです。固定小数点の書式指定子 %fなら数値を 10進の桁数で

表現できるからです。なお、数値書式のフィールド幅はフィールドの最大幅でなく最小幅で

あることに注意してください。折衷案として %g書式指定子が使われることもあります〈注 20〉

（これは指数部の大きさに応じて %fか %eと等価になります）。

(void) snprintf(buf, BUFSIZ, "%gc, %ds, %gM",

size / (float) lp->d_secpercyl,

size, size * (lp->d_secsize / (float) (1024 * 1024)));

しかし、これは思いがけないところで指数スタイルの出力を生成します。最近の BSD Unix

システムに用意されている humanize_number関数（大きな整数をスケーリング可能）では、

測定単位を表す SI接頭辞（キロの k、メガの Mなど）を追加することで、数値は指定した幅

に収まります。

最後にもう一点述べておくと、プログラムで等幅フォントを使わないと段組表示のフォー

マットが崩れます。レポート生成プログラムや GUIウィジェット（グリッドなど）では、等

幅フォントを使うことで、この種の問題を多少は解決できます。

✏練習問題 2.6

Perlのレポート生成機能を調べ、その長所と短所を述べなさい。この種の機能を

汎用的な言語や標準ライブラリに組み込むべきですか。同等の機能を Javaプログ

〈注18〉 netbsdsrc/sys/dev/pci/ncrstat.c:1018–1019

〈注19〉 netbsdsrc/bin/csh/proc.c:714

〈注20〉 netbsdsrc/sbin/disklabel/interact.c:291–293
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2.3 ロジックの問題 27

ラムに組み込むのは、どうして難しいのですか。

✏練習問題 2.7

晩年、Jon Postel〈監訳者注 1〉が堅牢性の一般原理を「己が為すことに慎重であれ。他

者から受け取るものには寛容であれ」〈注 21〉と述べたことはよく知られています。これ

について論じなさい。

ロジックの問題2 3
ロジックの問題は、プログラムの制御フローに関係するので、プログラムの動作とデータ

に影響します。それゆえ、問題を発見し、その場所を特定するのは手こずるものです。プロ

グラムのロジックは、手本となる人間や自然界の働きに由来するロジックと同じく、多岐に

わたります。したがって、この節では、広範な問題の中から代表的なものだけを論じ、それ

らを扱う方法を示します。なお、特定の問題に言語機能を適用することよりも、プログラミ

ングの修練を積むことのほうが大切であることは言うまでもありません。

2.3.1 1つ違い（off-by-one）エラーとループ反復

簡単に回避できるエラーの 1 つに、範囲の先頭または（通常）最後の要素を処理し忘れ

る、またはカウントし忘れるタイプのエラーがあります。いわゆる 1つ違い（off-by-one）

エラーです。これに関しては、一連の要素を含む非対称範囲（片側が開いた範囲）を 2つの

式で定めます。最初の式（たとえば、インデックス、あるいはイテレータの初期設定）で範囲

の最初の要素を指定し、2番目の式で範囲から外れる最初の要素を指定します。このパター

ンの典型的な例は配列の全要素を反復処理する forループです〈注 22〉。

for (int i = 0; i < files.length; i++)

File f2 = new File(s, files[i]);

C++の STLコンテナは、endメソッドで同様のインターフェイスを提供しており、これ

〈監訳者注1〉 インターネットの基盤となる TCP/IPの開発や RFCの編纂などを行った人物です。

〈注21〉 http://www.faqs.org/rfcs/rfc793.html

〈注22〉 jt4/jasper/src/share/org/apache/jasper/JspC.java:590–591
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はコンテナ内の最後の要素の次をポイントするイテレータを返します〈注 23〉。

for (i = m_assets.begin (); i != m_assets.end (); i++)

listv[count++] = make_dref (m_poa.in (), i->first);

ここで挙げた 2つのコードシーケンスは、範囲が空でも正しく動作します。範囲が空のと

きにループ本体は実行されません。つまり、非対称範囲は、ループの反復が正しい回数だけ

実行されることを確実にするものでもあります。

一般に、非対称範囲の要素がベクトルや配列などのランダムアクセスコンテナ内に存在す

る場合、その範囲の 2つのインデックスの差は要素の個数を表します〈注 24〉。

size_t size = end - begin;

したがって、2つのインデックスが等しければ、範囲は空です。

範囲を表現するほかの規約（たとえば、範囲内の最初と最後の要素を指定するなど）でも

目的は達成できますが、混乱を招く可能性があり、エラーの発見やテストを難しくします。

たとえば、次の式中の項+ 1を忘れると、1つ違いエラーが発生します〈注 25〉。

rep.count = max_id - min_id + 1;

✏練習問題 2.8

Javaの Iterator hasNextメソッドと nextメソッドで非対称範囲インターフェ

イスは形成されますか。形成される場合、どのような意味でですか。

✏練習問題 2.9

Basic言語の FORステートメントは、指定された最初と最後の数値を処理します。

また、Basicプログラムでは、通常、数を 0からではなく 1から数えます。この 2つ

の規約は関係していますか。

2.3.2 極限状態の確認不履行

1つ違いエラーに関連し、極限状態の確認を怠ることで生じる問題があります。極限状態

とは境界上およびその境界の外にある変数のことです。非対称範囲の規約に従えば、コード

〈注23〉 ace/TAO/examples/Advanced/ch 18/server.cpp:490–491

〈注24〉 ace/TAO/tao/Any.cpp:1712

〈注25〉 XFree86-3.3/xc/programs/Xserver/Xext/xcmisc.c:116
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る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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はコンテナ内の最後の要素の次をポイントするイテレータを返します〈注 23〉。
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〈注23〉 ace/TAO/examples/Advanced/ch 18/server.cpp:490–491

〈注24〉 ace/TAO/tao/Any.cpp:1712

〈注25〉 XFree86-3.3/xc/programs/Xserver/Xext/xcmisc.c:116
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たとえば、次の関数は非対称（終端開）範囲 0. . .MAXFD+1で正常に動作します〈注 26〉,〈監訳者注 2〉。
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return 0;

}

return -1;
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〈注26〉 netbsdsrc/bin/ksh/exec.c:49–68

〈監訳者注2〉 sizeof(clexec_tab)は要素数ではなくバイト数ですが、clexec_tab[]は char の配列なので、個々の要素は
1（sizeof(char)）となり、バイト数==要素数となります。

〈注27〉 ace/TAO/examples/Quoter/run test.pl:34
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本書の目的は、ソフトウェアコードの品質を判断する方法について学ぶことです。この技

術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価
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むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。
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ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ
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惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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表 2.2 非対称範囲（終端開）をテストする場合の値の例

範囲値 テスト値（fd） 予想される結果 結果値

begin − 1 -1 失敗 -1

begin 0 成功 0

end − 1 MAXFD+1-1 成功 0

end MAXFD+1 失敗 -1

テレータがこれに相当します。調査するコードの極限状態の値がはっきりしないときは、そ

れぞれの端点でテストコードにせめて 1つの成功テストケースと 1つの失敗テストケースが

含まれるようにしてください。

✏練習問題 2.10

8ビットのハードウェアカウンタで、256バイトのバッファ内の要素の個数を数

えることができるかを論じなさい。

2.3.3 ケース、条件テスト、手順の見落とし

逐次実行コードであれ、多方向分岐コード（switchステートメントで実装したもの）で

あれ、手順や場合分けを見落とすことがよくあります。コードの個々の要素は、特定のアル

ゴリズムに関係するかもしれませんし、複合データ構造に関係するかもしれません。あるい

は別のデータセット内の値に関係するかもしれません。

コードの個々の要素が特定のアルゴリズムに関係することを表すわかりやすい例として、

次のコメントを考えてみましょう。このコメントは一連の手順の流れを具体的に示していま

す〈注 28〉。

// 1. Initialize the CFE, stage 1. This builds the scope stack

// （1. CFEを初期化する（ステージ 1）。これでスコープスタックがビルドされる）
// 2. Initialize the BE. This builds an instance of the

// generator

// （2. BEを初期化する。これでジェネレータのインスタンスがビルドされる）
[...]

// 6. Check if asked to dump AST. If so, do.

〈注28〉 ace/TAO/orbsvcs/IFR Service/tao ifr.cpp:79–86
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〈注28〉 ace/TAO/orbsvcs/IFR Service/tao ifr.cpp:79–86
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// （6. ASTのダンプを要求されたか確認する。そうであればダンプ）
// 7. Invoke BE.

// （7. BEを起動する）

対応する実際の 109行ほどのコードには、これらのうち何番目が実行されるのかを示すコ

メントが配されています〈監訳者注 3〉。これでわかるように、プログラムを検査する際、コード内

の手順とアルゴリズム内の手順が一致することを保証するのは簡単です。

コードと複合データ要素（構造体やクラス）の関係は少し厄介です。というのも、コンパイ

ラが自動的に処理可能な形で現れることも多いためです。次の構造体宣言を考えてみましょ

う。これはディスクファイルに格納される二分木データ構造のメタデータフィールドを定義

します〈注 29〉。

typedef struct _btmeta {

u_int32_t magic; /* magic number */

u_int32_t version; /* version */

u_int32_t psize; /* page size */

u_int32_t free; /* page number of first free page */

u_int32_t nrecs; /* R: number of records */

u_int32_t flags; /* bt_flags & SAVEMETA */

} BTMETA;

この構造体をあるマシンでディスクに書き込み、別のマシンでディスクから読み取ろうと

するときは、プロセッサのアーキテクチャの違いによるバイトオーダーの差異を吸収するた

めに構造体の要素内のバイトオーダーを変更しなければならないことがあります（6.2.2項を

参照してください）。次のコードは構造体を 1つのブロックとして読み取った後、各要素に

対してエンディアンの修正を加えます〈注 30〉。

if ((nr = read(t->bt_fd, &m, sizeof(BTMETA))) < 0)

goto err;

[...]

M_32_SWAP(m.magic);

M_32_SWAP(m.version);

M_32_SWAP(m.psize);

M_32_SWAP(m.free);

M_32_SWAP(m.nrecs);

M_32_SWAP(m.flags);

構造体宣言とエンディアン修正処理の間の対応に注意してください。この構造体に別の要

素を追加することになった場合、読み取り側のコードを（おそらく保存側のコードも）更新

するのを忘れる可能性があることは容易に想像がつくでしょう。

リフレクションを利用すれば、適切にマークされたすべての要素を通って所定のタスクを実

〈監訳者注3〉 // Initialize FE stage 1.のように各ステージの始まりを示すコメントと、その実行内容が記述されています。

〈注29〉 netbsdsrc/lib/libc/db/btree/btree.h:294–303

〈注30〉 netbsdsrc/lib/libc/db/btree/bt open.c:229–252
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解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的
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行するようなコードを書くことができます（23ページのリスト 2.1を参照してください）。しか

し、対応するコードは自明なものにならず、時間性能も高くならないことに注意してください。

さらに、一連の case値を含むコードについては、それらの値で可能なすべてのケースが

網羅されるかを確認する必要があるでしょう。コード内のすべてのケースを一定の論理的な

方法で慎重に整理することで、人的な検査を楽にできます。次のサンプルコードは、moreコ

マンドのコマンドラインオプションを処理するコードです。getopt呼び出し内で指定され

たオプションの順番に従ってプログラムが書かれています〈注 31〉。

while ((ch = getopt(argc, argv, "0123456789/:ceinst:ux:f")) !=

EOF)

switch((char)ch) {

case ’0’: case ’1’: case ’2’: case ’3’: case ’4’:

case ’5’: case ’6’: case ’7’: case ’8’: case ’9’:

[...]

case ’/’: [...]

case ’c’: [...]

case ’e’: [...]

case ’i’: [...]

case ’n’: [...]

case ’s’: [...]

case ’u’: [...]

case ’x’: [...]

case ’f’: /* ignore -f, compatability with old more */

[...]

}

こうして、指定された tオプションを処理するコードが足りないことが浮き上がってくる

わけです！

データ要素の見落としを防ぐための補完的な対策があります。それは、必要な要素がない

ときにプログラムを失敗させるコードを switchステートメントに記述する方法です〈注 32〉。

switch (typeObject.intValue()) {

case Types.CLOB: [...]

case Types.BIGINT: [...]

case Types.TINYINT: [...]

case Types.DATE: [...]

[...]

case Types.INTEGER: [...]

default:

throw new SQLException(

"Impossible exception - invalid type "

+ typeName);

}

〈注31〉 netbsdsrc/distrib/utils/more/option.c:71–114

〈注32〉 cocoon/src/java/org/apache/cocoon/acting/AbstractDatabaseAction.java:410–641
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この種のエラーはテスト段階で発見するようにすることで、本番のプログラムでは必要な

ケースをすべて網羅していることを保証できるようになっているのが理想的です。

リスト 2.2 Strategy パターンを用いた、コードとデータの関連付け

最後に、もっと堅牢なやり方で多方向分岐を実現することを考えます。これらのエラーを

完全に防ぐには、コードとデータを直接関連付けることです。具体的には、個々の case要素

に相当するサブクラスをケースごとに作成する方法と、特定のインターフェイスを実装する

関数に個々のデータ要素を関連付ける方法があります。リスト 2.2〈注 33〉に、Strategyパター
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時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的

34 第2章 信頼性

ンを用いたオブジェクト指向的方法の例を示します。特定のデータ要素を処理する各ハンド

ラ（リスト 2.2:5）が、標準インターフェイス（リスト 2.2:1と図 2.1を参照してください）

を実装するクラス（図 2.1）にカプセル化されます。その後、あるコンテナクラス（リスト

2.2:2）に、データ値と対応ハンドラクラスとの関連付け（リスト 2.2:3）が格納され、単純

な forループ（リスト 2.2:4）で特定の値に対応するハンドラが検索されます。多数のエン

トリがある場合は、forループに代えてツリー構造やハッシュ構造のデータを用いてマッピ

ングを行ってもよいでしょう。

図 2.1 インターフェイス実装を通してハンドラを確立する

次の例からわかるように、Cプログラムで関数とデータを関連付けるときは、一般的に関

数のポインタが用いられます〈注 34〉。

void setifflags (char *, int);

void notrailers (char *, int);

[...]

void setifdstaddr (char *, int);

struct cmd {

char *c_name;

int c_parameter;

void (*c_func) (char *, int);

} cmds[] = {

{ "up", IFF_UP, setifflags } ,

{ "down", -IFF_UP, setifflags },

{ "trailers", -1, notrailers },

{ "-trailers", 1, notrailers },

[...]

{ 0, 0, setifdstaddr },

};

Cにおいて、各関数ポインタとそれに対応するタスクを実行する関数とのマッチングを取

るのはプログラマーの仕事です。関数の命名規則を決めておくと、このマッチングを取ると

きに便利です〈注 35〉。

〈注33〉 jt4/jasper/src/share/org/apache/jasper/compiler/JspParseEventListener.java

〈注34〉 netbsdsrc/sbin/ifconfig/ifconfig.c:150–193

〈注35〉 netbsdsrc/sys/isofs/cd9660/cd9660 vfsops.c:65–79
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struct vfsops cd9660_vfsops = {

MOUNT_CD9660,

cd9660_mount,

cd9660_start,

cd9660_unmount,

cd9660_root,

cd9660_quotactl,

[...]

};

しかし、（構造体を誤った関数で初期化したり、初期化の順序を間違えたりすることで）忍

び込むエラーをコンパイラが検出できないことがあります。C99コンパイラを使用している

場合は、名前付きの構造体メンバで初期化することで、ミスマッチを回避できます〈注 36〉。

static struct vfsops cd9660_vfsops = {

.vfs_fhtovp = cd9660_fhtovp,

.vfs_mount = cd9660_mount,

.vfs_cmount = cd9660_cmount,

.vfs_root = cd9660_root,

.vfs_statfs = cd9660_statfs,

.vfs_unmount = cd9660_unmount,

};

✏練習問題 2.11

lsコマンド〈注 37〉のオプション処理コードを検証しなさい。ドキュメントに記載さ

れているフラグはすべて処理されますか。コードの改良でこの種の検査をもっと容

易にすることが可能であるか、見解を述べなさい。

2.3.4 メソッドの見落とし

オブジェクト指向言語では、クラスはメソッドを適宜定義してデフォルトの動作を変更し

ます。たとえば、C++のクラスではオブジェクトのコピーや代入方法を定義することがあ

り、Javaのクラスではデフォルトの equalsメソッドや hashCodeメソッドをオーバーライ

ドすることがあります。どちらの場合もメソッドが単独で追加されることはまれです。C++

のクラスでコピーコンストラクタ、代入演算子、デストラクタのいずれかを定義する場合、

〈注36〉 http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/sys/isofs/cd9660/cd9660 vfsops.c?rev=1.143

〈注37〉 netbsdsrc/bin/ls/ls.c
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術を習得すれば、自分で作成したコードやほかの人が作成したコードについて、品質を評価

したり、欠陥が見つかったときに修正したりする場合、これまでとは違う感覚でコードを読

むことができます。また、より優れた実装方法について同僚たちと話し合い、プロジェクト

を最も適切な方向に進めようとするときにも、この品質に関する知識が役に立ちます。

ソフトウェアの品質1 1
ソフトウェアの品質は、ソフトウェアの仕様に注目して、仕様に書かれている要件を満た

しているかどうかで判断することもあれば、使う人（すなわち顧客やユーザー）の要件や要

望に合っているかまでを考慮して判断することもあります。いずれにしても、品質は重要で

す。どのソフトウェアプロジェクトでも、品質、時間、費用の 3つが、成功と失敗とを分け

る鍵になります。また、この 3つの中でも、品質は唯一、管理する側の判断で簡単に変えら

れない要素なのです。そして、ソフトウェアの品質が低いと、取り返しのつかない大変なこ

とが起こるおそれもあります。たとえば、宇宙探査機のソフトウェアが変数の計算を誤って

惑星に墜落したとすると、最初から（つまり探査機から）やり直さなければならなくなりま

す。本書の主題はプログラムコードの品質ですが、たとえば null参照の扱いなどについて

解説する前に、ソフトウェア品質の全容を広範に紹介して、本書で示すアプローチの適用性

や制限を見ておきましょう。

1.1.1 ユーザー、作成者、管理者の側から見た品質

抜群に素晴らしい自転車を手に入れたと想像してください。頑丈でありながら軽量、運転

しやすくて安定性があり、トレンディだけれどもけばけばしくはなく、快適で、しかも安全

性に優れた自転車です。その自転車で人気のない田舎のなだらかな坂道をフルスピードで駆

け下りれば、世界中すべてが自分のものになったような気分になるでしょう。この気分の裏

側にあるマジックについて考えてみます。どうすれば、これほど爽快なソフトウェアを作れ

るでしょうか。この自転車の品質に関して、4つの見解を 1つずつ説明します。これらの見

解は、ソフトウェアの品質にも当てはまるものです。

「品質とは」と聞かれてまず最初に思い浮かぶのは、エンドユーザーが実際に体験する使用

時の品質です。この品質は、大まかに言えば、特定の環境においてユーザーがどこまで目的

36 第2章 信頼性

本来あるべき実装では残りの 2つも必要とされます。また、Javaのクラスで equalsメソッ

ドを定義する場合は hashCodeメソッドも定義すべきです（逆も同じ）。

例として、次のコードを考えてみましょう。これは Markクラス〈注 38〉の実装から抜粋した

ものです。

public final class Mark {

int cursor, line, col; // position within current stream

int fileid; // fileid of current stream

String fileName; // name of the current file

String baseDir; // directory of file for current

[...] // stream

String encoding = null;// encoding of current file

// reader that owns this mark

private JspReader reader;

[...]

public boolean equals(Object other) {

if (other instanceof Mark) {

Mark m = (Mark) other;

return this.reader == m.reader

&& this.fileid == m.fileid

&& this.cursor == m.cursor

&& this.line == m.line

&& this.col == m.col;

}

return false;

}

}

このクラスは equalsメソッドを再定義しているのに、hashCodeメソッドを定義していま

せん。そのため、このクラスのオブジェクトを HashMapまたは HashSetコンテナに入れる

と、Javaの hashCodeのデフォルトの実装が用いられ、実装した equalsメソッドが等値と

して返すオブジェクトがコンテナに 2回格納されて、クラスのセマンティックスに反します。

この問題を回避する正しいやり方は、等値テストで使われているクラスフィールドを使っ

たハッシュコードを返す hashCodeメソッドを実装することです。これで、等しいオブジェ

クトは、ハッシュコードも等しくなります。次の例は、この方法を示しています〈注 39〉。

public boolean equals(Object obj) {

if ((obj != null) && (obj instanceof NamingEntry)) {

return name.equals(((NamingEntry) obj).name);

} else {

return false;

}

}

〈注38〉 jt4/jasper/src/share/org/apache/jasper/compiler/Mark.java:70–253

〈注39〉 jt4/catalina/src/share/org/apache/naming/NamingEntry.java:13–127
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2.3 ロジックの問題 37

public int hashCode() {

return name.hashCode();

}

多くのライブラリルーチンは等値演算子か不等演算子のセマンティックスに依存するのが

一般的なので、それらの動作に齟齬を生じさせないことが大切です。そのため、C++では、

ほとんどの比較演算子について反意語も実装すべきです〈注 40〉。

int

ACE_ATM_Addr::operator != (const ACE_ATM_Addr &sap) const

{

return !((*this) == sap);

}

この技法は実装コストを最小化し、定義の一貫性を確実にします。

C++でコピーコンストラクタ、代入演算子、デストラクタの 3要素が同時に存在すること

が、ほぼ必須の要件とされるのは、これらのメソッドが一般にオブジェクトのリソースを管

リスト 2.3 オブジェクトのプライベートリソースを明示的に管理する

〈注40〉 ace/ace/ATM Addr.cpp:456–461
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理する目的で用いられることに起因します。これらのメソッドのいずれかを実装していない

と、リソースリークや二重破棄が生じます。（ほぼ確実な）例を示しましょう。リスト 2.3の

Wordクラスの各オブジェクトは、それぞれが単語の文字列を持ちます〈注 41〉,〈注 42〉。このオブ

ジェクトが最初に生成されるとき（リスト 2.3:1）に、単語は動的に割り当てられたメモリに

格納されます。オブジェクトがコピーコンストラクタを用いて別のオブジェクトから生成さ

れると、単語の内容は複製されます。これが破棄されるとき（リスト 2.3:3）に、単語の内容

は解放されます〈注 43〉。その後、Wordオブジェクトを別のオブジェクトに代入すると（リスト

2.3:4）、現在の単語のデータを代入する前に以前の単語の要素が解放されます。しかし、この

代入演算子の動作は完璧でありません。Wordオブジェクトをそれ自体に代入すると、データ

の内容は破棄され、複製のために再びアクセスされます。この問題を防ぐには、別のチェッ

クが必要です〈注 44〉。

SnmpTarget& SnmpTarget::operator=(const SnmpTarget& lhs)

{

if (this == &lhs)

return *this;

なお、C++では、基底クラスのポインタで deleteを呼び出してサブクラスのオブジェク

トを破棄する場合、基底クラスにおいて必ず仮想デストラクタを宣言しておかなければなり

ません〈注 45〉。

virtual ~SnmpSyntax() {};

// virtual destructor to ensure deletion of derived classes...

// （派生クラスを確実に削除するための仮想デストラクタ）

✏練習問題 2.12

この項で説明した問題は、クラスを特定の使い方で用いたときのみに顕在化しま

す。コーディングのガイドラインを設けて必須メソッドを常に実装させることに意

味があるかを論じなさい。

✏練習問題 2.13

メソッドの見落としがコンパイル時に検出されず、実行時に問題を引き起こす例

〈注41〉 qtchat/src/0.9.7/libwc/wc.h:4–20

〈注42〉 qtchat/src/0.9.7/libwc/wc.cc:10–51

〈注43〉 このコードはプラットホームによってはクラッシュする可能性があります。strdupはメモリを確保するのに mallocを使っ
ているのに対して、破棄する時に freeではなく deleteを使っているからです。

〈注44〉 ace/ASNMP/asnmp/target.cpp:147–150

〈注45〉 ace/ASNMP/asnmp/smival.h:86–87
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✏練習問題 2.12

この項で説明した問題は、クラスを特定の使い方で用いたときのみに顕在化しま

す。コーディングのガイドラインを設けて必須メソッドを常に実装させることに意

味があるかを論じなさい。

✏練習問題 2.13

メソッドの見落としがコンパイル時に検出されず、実行時に問題を引き起こす例

〈注41〉 qtchat/src/0.9.7/libwc/wc.h:4–20

〈注42〉 qtchat/src/0.9.7/libwc/wc.cc:10–51

〈注43〉 このコードはプラットホームによってはクラッシュする可能性があります。strdupはメモリを確保するのに mallocを使っ
ているのに対して、破棄する時に freeではなく deleteを使っているからです。

〈注44〉 ace/ASNMP/asnmp/target.cpp:147–150

〈注45〉 ace/ASNMP/asnmp/smival.h:86–87

2.3 ロジックの問題 39

を、ほかにも示しなさい。プログラムのコンパイル時または実行時に、この問題を

確実に発見する方法を提案しなさい。

2.3.5 不要な機能

プログラムには不要な機能がさまざまな姿で忍び込みます。有名な例にイースターエッ

グがあります。開発者の一覧や非公式の裏機能を表示するためにソフトウェアの配布物に組

み込まれた隠し機能です。プログラマーは、自分の独創性やソフトウェア開発工程における

支配権を誇示するために、こういったものをよく組み込みます。プログラミングチームのメ

ンバーにとって、自分の作成したソフトウェアを実行するどこかのコンピュータで何か印象

的なことを実行すること（たとえば、Microsoft Excel 97でフライトシミュレータを動かす

など）は、ちょっとした曲芸のようなものです。大きなソフトウェアアプリケーションに機

能を潜ませるのは難しくありません。オープンソースプロジェクトも例外でありません。次

に示すのは、PHP 4に実装されたイースターエッグの抜粋です〈注 46〉,〈注 47〉。

#define PHP_EGG_LOGO_GUID \

"PHPE9568F36-D428-11d2-A769-00AA001ACF42"

php_register_info_logo(PHP_EGG_LOGO_GUID, "image/gif",

php_egg_logo, sizeof(php_egg_logo))

このイースターエッグには、当該バージョンの PHPを実行しているサーバからインター

ネット経由でもアクセスできます。イースターエッグは無害に見えますが、関係するコードが

正式にテストされていないことからバグを含んでいる可能性が高いので、それに眉をひそめ

る会社は少なくありません。また、イースターエッグは会社の品質保証工程に抜け穴がある

ことも意味します。誰がコードを検査し、エッグの通過を許したのかが問題にされるわけで

す。イースターエッグはソフトウェアのエンドユーザーからリソース（ディスク領域や CPU

サイクル）を奪うものであると主張する人もいます。個人的には、イースターエッグはほと

んど無害であると考えています。締め付けが増しつつある仕事の中で密かに想像性を発露さ

せているに過ぎず、最悪の場合でもほかの現実の問題と比べて圧倒的に優先順位が低いと思

われるからです。

不要な機能のもう 1つの例に、本番コードに取り残されたデバッグ機能があります。この

種の機能は、クリティカルな場所で余計なコードを実行することが多いので、アプリケーショ

〈注46〉 http://lxr.php.net/source/php-src/ext/standard/info.h#54

〈注47〉 http://lxr.php.net/source/php-src/main/php logos.c#59
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UE4におけるゲーム制作で
必須の知識と経験が身につく!

『Unreal Engine 4で極めるゲーム開発』は、Unreal 
Engine 4（UE4）の機能を単に紹介するだけでなく、一本
のサンプルゲーム開発に順序よく盛り付けていく構成にな
っており、機能の組み合わせ方や、実践的な使い方をラー
ニングできます。3Dゲーム開発の一般的なワークフローや
プロセスも解説し、章の構成も実際の開発プロセスに近
づけました。今使っている人にも、これから始める人にも、
すべてのUE4ユーザーにオススメの一冊！

Unreal Engine 4で
極めるゲーム開発

ボーンデジタル
湊和久（著者）
592ページ
価格：4,860 円（PDF）
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推奨職種を併記。アーティストやレベルデザイナ
など専門ごとに読むべき章がわかる

副業? 独立? それとも?
ITエンジニアの人生設計の決定版!
組織を束ねるマネジャーになるか、現場のスペシャリストで
あり続けるか。自分の技術を活かして独立するか、副業を
考えるか……。意外に悩ましいITエンジニアの人生設計。
会社に依存しない、転職や独立も射程に入れた「マインド
セット」の持ち方から、お金、営業戦略、顧客対応術、ビ
ジネスモデルの構築といった「ビジネスロジック」まで。求
人情報ポータルサイト「@SOHO」の開発者が、自身の知
見と経験から得たノウハウを教えます。

ITエンジニアのための
「人生戦略」の教科書
技術を武器に、充実した人生を送るための
「ビジネス」と「マインドセット」

マイナビ出版
平城寿（著者）　256 ページ
価格：2,462 円（PDF・EPUB）

開発系
読み物

ITエンジニアがどのように

人生を描き切り開いていけるか、

著者の実体験をもとに解説

トピックスごとにオンラインの
公式サイトで質問コーナーを
用意。疑問に答えてくれる

プログラムやスクリプトの

勉強をしたことがない人でも

読み進められる
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必須知識をていねいに解説
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プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る
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Docker 実践ガイド
Docker が利用される環境や背景をはじめ、導入
前 のシステム 設 計、基 本 的な 利 用 方 法、
Dockerfile による自動化の手法、プロセッサ、ネッ
トワーク、ストレージなどの資源管理、管理・監
視ツールについて解説します。

インプレス
古賀政純（著者）

328 ページ　価格：3,240 円（PDF）

新米主任 ITIL使ってチーム改善します !
化粧品メーカーで主任に昇格した友原京子。異動
先は問題だらけのハチャメチャ部署だった…。『新
人ガール ITIL 使って業務プロセス改善します !』
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「ITIL」をチーム改善に活かします。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
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インプレス
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224 ページ　価格：2,052 円（PDF）
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スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
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佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）
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部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
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インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）
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