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序文
世の中には本当に頭がいい人がいるものです。コンピュータ関係に限っても、ノイマン型コン

ピュータで知られるvon Neumann博士は「異常な」記憶力と計算能力の持ち主だったそうです

し、 などで知られるKnuth博士も驚くべき才能の持ち主です。

しかし、優れたプログラマーになるためには、このような天性が絶対に必要かというと必ずし

もそうではありません。個人的な印象ですが、優れたプログラマーになるために最も必要なもの

は、「ゴールを見出す能力」「組織化力」、そして「集中力」ではないかと感じています。

プログラマーは、開発したソフトウェアが何を達成したかによって評価されます。「ゴールを見

出す能力」とは、プログラミングにおいて最も大切な「現実世界の課題に対する適切な解答」を見

付け出す能力です。

「組織化力」とは、既存の技術、ノウハウ、ソースコードを組み合わせてソリューションを構築す

る技術です。残りの「集中力」については説明する必要はありませんね。

残念ながら、集中力を鍛える方法はありません。あえて言えば、プログラミングを愛することく

らいでしょうか。しかし、残りの2つはいくらでも鍛えることができます。それは、知識を蓄えるこ

と、それも単なる理論ではなく、血のしたたるような生の知識を蓄えることによってです。

本書は、生の知識を得る最良の方法である、ソースコードを読む技術を解説しています。ソー

スコードこそソフトウェアのすべての知識の源です。効率よくソースコードを読むことは、効率よ

く自分の能力を向上させることにつながります。

Rubyの開発者として、もし私が優れたプログラマーとみなされるとしたら、それは先人たちの

ソースコードがあったからです。願わくは皆さんも本書を通じて得られる技術を用いて、優れた

プログラマーと呼ばれるその日を目指して一歩踏み出されますように。

まつもと ゆきひろ
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プレミアムブックス版のための序文

プレミアムブックス版のための序文
『Code Reading』の日本語版が世に出てからずいぶん経ちました。時間の流れに伴い、ソ

フトウェア開発を取り巻く環境も随分変化しました。『Code Reading』にもっとも関係の深

いと思われる変化は「ソーシャルコーディング」の台頭でしょう。GitHubを中心とした気ま

まなフォークとプルリクエストによる「ゆるいつながり」に基づいた開発は、以前にはオー

プンソース的開発にどっぷりと使った人だけが感じていた自由なソフトウェア開発の「ゆる

さ」と「気軽さ」や「楽しさ」をはるかに広い人に届けることに成功しました。また、オー

プンソース開発に伴うコストが下がったことによって、以前よりもはるかに多くのコードが

公開される（≒読むことができる）ようになりました。

これは素晴らしい変化です。そして、これらの変化によって「コードリーディング」のス

キルの必要性はますます高まっていると感じます。より多くのソースコードがあれば、より

多くのコードを読む機会があり、より多くを学ぶことができ、よりスキルが高められるので

す。なんと幸せな時代でしょう。

私がプログラミングを始めたばかりの1980年台の前半は、インターネットもまだ存在して

いない時代で、情報の入手に大変苦労しました。雑誌などに掲載された情報を食い入るよう

に眺めたり、プログラムリストを手で打ち込みながら、学んだりしたものです。

あんな時代にもう戻りたくはないですが、学ぶべき情報と読むべきソースコードが溢れか

えっている現代においても、手に入れた情報を大切に活用したあの頃の態度だけは忘れずに

いたいと切に願うものです。

本書が書かれてからずいぶん時間が過ぎました。そして世の中も変化しました。でも、本

書の示す「コードリーディングの大切さ」やそのためのスキルの重要性は、ますます高まる

ばかりです。本書があなたのスキル向上の助けになりますよう、心から願っています。

まつもと ゆきひろ

2016年5月
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プレミアムブックス版に寄せて
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がオープン

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
私たちはプログラマーです。プログラマーの任務はコードを書くことによって具体的に何かが

行われるようにすることであり、私たちの情熱はたいていそこに注がれます。大量のダイアグラム

を作成したり、プロジェクトのスケジュールを事細かに決めたり、設計書を何メートルも積み上げ

たりしてもユーザーの要求を満たすことにはなりません。それで事がうまく運ぶと考えるのはあく

までも願望であって、現実は違います。結局、私たちの約束はコードを書くことによって果たされ

るのであり、コードこそが現実なのです。

私たちは今までこんな風に教えられてきました。もっともらしく聞こえますよね。私たちの任務

はコードを書くことなので、コードの書き方を学ぶ必要があります。もちろん、大学ではプログラ

ムの書き方を学べる講座や、新しいライブラリやAPIの使い方を学ぶことのできるトレーニング

コースがありますが、コードの書き方そのものを教えるというやり方に業界の最大の悲劇が潜ん

でいます。

なぜなら、優れたコードを書くスキルを習得するには、コードを読むことが欠かせないからで

す。大量のコードを読むこと。良質のコードはもとより、品質に難のあるコードも読むこと。アセ

ンブラで書かれたコードから、Haskellのようなコードまで読むこと。何万キロも離れたところに

いる見知らぬ人が書いたコードを読むこと。そして、自分が先週書いたコードを読むことです。

そうでないと、私たちは既存の考案物や発明品に気付かずに、それと同じものを創ろうとして、

過去の成功や失敗をひたすら繰り返すことになるからです。

他人の作品を読まなかった偉大な作家、他人の筆づかいを研究しなかった偉大な画家、同僚

の肩越しに技を盗まなかった腕のよい外科医、副操縦席で実地の経験を積まなかった767機長

――果たして、そんな人たちが本当にいるのでしょうか？

しかし、私たちは、プログラマーにはそのようなことを期待してしまいます。「さて、今週の

仕事だが……」と切り出し、開発者に構文や文法規則を一通り教えたら、後は彼らが優れた小

説ならぬソフトウェアを書いてくれることを期待するわけです。

皮肉なことに、コードを読むにあたって今よりよい時代はありません。オープンソースコミュ

ニティの多大なる貢献のおかげで、私たちは何GBものソースコードをネットから手に入れて読む

ことができます。いかなる言語でも、どんな問題領域についてでもソースコードを見付けるこ

とができます。マイクロコードから、もっと高レベルのビジネスで使われる機能に至るまで、任意

のレベルにおいて大量のソースコードを入手できます。あるいは、ソースコードの幹となる部分

を丸ごと調べることもできます。
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コードを読むのは楽しい作業です。筆者は他人の書いたコードを読むのが好きです。なぜな

ら、技を知り、落とし穴についての理解が深まるからです。コードを読んでいて、小粒ながら貴

重な宝石を偶然見付けることもあります。PDP-11のアセンブラで書かれた2進-8進変換ルーチン

（ループカウンタを持たない簡単なループで6桁の8進数を巧みに出力していた）に出会ったとき

の喜びは今でも忘れられません。

筆者はコードを小説のつもりで読むことがあります。それは、言わば空港で長時間のフライト

に備えて1冊の本を手に入れるようなもので、独創的な筋書きや思いもよらぬ規則性を楽しみた

いのです。Jame Clarkのgpicプログラム（GNUのgroffパッケージに含まれている）はこの類の

コードのよい例であり、一見非常に複雑なもの（装置に依存しない宣言型の画像描画言語）をコ

ンパクトでエレガントな構造で実現しています。これを読んだとき、筆者は自分のコードもきっち

り構造化してやろうと奮い立ったものです。

その一方で、コードをより批判的に読むこともあります。言ってみるならば、それはもっとゆっく

りした旅行といったところでしょうか。コードを読みながら、「なぜこんな書き方をしたのだろ

う？」「このような選択をした背景にはどんな事情があるのだろう？」といったことを自問自答し

ます。このモードに入るのは、たいていコードに問題がないかを調べるときで、問題の解決に役

立ちそうなパターンや糸口を探しているのです。たとえば、コードの一部で共有データ構造にロッ

クがかかっていないことが判明した場合は、同じことがほかのどこかでも起こっている可能性が

あると疑われるので、当面の問題も同じミスが原因かもしれないと考えるわけです。また、状況

に合わない何かが見付かった場合、筆者は自分の判断に誤りがないかを再確認することにして

います。当初問題と思ったことが、よく調べてみると完全に正常であることがよくあるからです。

こうして何かを学んでいきます。

実際、コードを読むことは、プログラムに含まれる問題を取り除く最も効果的な方法の1つと言

えます。本書の校閲者の一人であるRobert Glassは、「コードを入念に検査することによって、最

初のテストに入る前にソフトウェア製品のエラーの90％以上は除去できる」と言っています<注1>。

また、同じ記事の中で彼が引用している調査によれば、「コードを重視する検査官は、工程を重

視する検査官よりも90％多くエラーを発見している」とのことです。余談ですが、本書で引用さ

れているコードを読んでいて、筆者はバグや怪しげなコーディング作法をいくつか見付けました。

そのバグや問題を含むコードは世界中の何万ものサイトで動いています。どの問題も致命的なも

のではなかったのですが、これは私たちの書くコードに常に改善の余地があることを示していま

す。どう見てもコードの読み方を知らないような人々を相手にコードレビューをしたことがあれば、

ある程度ご存知かと思いますが、コードを読む技術がかなり実益を伴うものであることは間違い

ありません。
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ソフトウェア開発につきものの保守の問題も厄介です。正確な統計は存在しないのですが、多

くの調査を見ると、ソフトウェア開発に費やす時間の半分以上は、既存のコードに関係している

ようです。つまり、新機能の追加、バグの修正、新しい環境への統合といったことに相当時間が

使われているのです。この点でもコードを読む技術は決定的に重要です。10万行のプログラム

にバグが1個あって、それを1時間で見付けなければならないとしたら、どこから手を付けるべき

でしょうか。何をどう探したらよいでしょうか。あれこれ変更を検討するとき、変更の影響をどう

評価すればよいでしょうか。

以上で述べた理由およびその他の多くの理由から、筆者は本書が好きです。本書は実用に徹

しており、現実から遊離した観念に走らず、コードそのものに直接焦点を当てています。何百も

のサンプルコードを分析し、巧妙なやり方や落とし穴を指摘し、（これが重要なのですが）イディ

オムを教えてくれます。コードをめぐる問題を環境との関係で論じ、環境がコードにどう影響する

かを説明してくれます。コードを読むことを生業とする人々の必携ツールに焦点を当て、grepや

findといった一般的なツールだけではなく、ちょっと変わったツールも紹介してくれます。ツール

を作成すること（コードを読むためのコードを作成すること）の重要性も忘れていません。そして、

さらに読者の実用性を考え、本書に掲載した全コードをサポートファイルに収録し、簡単に相

互参照できるようにしています。

本書は、すべてのプログラミング講座で使われるべきものであり、すべての開発者の書棚に収

納されるべきものです。私たちがコミュニティとしてコードを読む技術にもっと注意を払うなら、

私たち自身の時間と労力の節約になるだけでなく、業界全体においても節約にもなるはずです。

それに、何よりもコードを読むことがもっと楽しくなるはずです。

Dave Thomas

The Pragmatic Programmers, LLC 

http://www.pragmaticprogrammer.com/ 
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子供時代に読書が与えてくれた大いなる興奮と啓示に匹敵するものを今日我々が読書か

ら得るとするなら、それはいったい何なのだろう？

――Graham Greene 

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。

そもそもこの嘆かわしい状況がなぜ生じたかと言うと、1つには読むべき実務的なコードや高

品質なコードが不足していたからではないでしょうか。ソースコードはしばしば企業秘密として

保護され、それを読むこと、それに意見を述べること、それを使って実験すること、それから何

かを学ぶことは、ほとんど許されないのです。企業の重要なプロプライエタリ（独占的）コードが

公開される機会はこれまで何度かありましたが、そのことが多くの人々に刺激を与え、創造的な

活動を加速させたのもまた事実です。たとえば、Unixカーネル第6版の全ソースコードを注釈付

きで掲載した『Commentary on the Unix Operating』（John Lions著）<監訳者注1>は、一部のプロ

グラマーの間でバイブルのように読まれていました。もともと同書はAT&Tの許可の下にオペ

レーティングシステムの教科書として書かれたもので一般には公開されていませんでしたが、何年

もの間、コピーにコピーを重ねて密かに回し読みされていたのです。

しかしながら、ここ数年の経緯を見ると、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むことができる状況が生まれています。実際、Apache Webサーバ、Perl

言語、GNU/Linuxオペレーティングシステム、BINDドメインネームサーバ、sendmailメール転送

エージェントなど、今日特に人気の高いソフトウェアシステムの中にはオープンソース形式で入手

できるものが少なくありません。本書のようなソフトウェアコードリーディング本を出版できたのも、

こうしたオープンソースソフトウェアを利用できたからにほかなりません。本書を書くにあたって、

筆者はほかの人が書いたコードを読むために必要とされる基礎的な知識と技術を提供すること

を目標としました。そして、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、言語構成要素、データ型、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。なお、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、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
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関連の話題については本書の姉妹編で扱う予定です。

筆者の知る限り、本書はコードを読むことを独立した活動として専門に取り上げた最初の本

です。そういった意味で存在価値があると思いますが、逆に不十分な点もいろいろあるでしょ

うし、内容の扱い方ももっと改善すべき余地があるかもしれません。また、重要な素材を見落と

している可能性もあります。しかし、筆者はコードを読むことをプログラミング能力改善の方法論

としてきちんと体系的に教えるべきだと確信しています。それゆえ、本書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希望します。そうすれば、数年の後

に、私たちの生徒たち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
本書で例として取り上げた多くのソースコードは、NetBSDソースディストリビューションから

抜粋したものです。NetBSDはフリーの、非常に移植性の高いUnixライクオペレーティングシステ

ムであり、64ビットAlphaServerからハンドヘルドデバイスにいたる多くのプラットフォームで利

用できます。構造が簡潔で先進的な機能が取り入れられているため、本番はもとより研究目的に

も非常に適しています。フリーのUnixライクシステムとしてはGNU/Linux、FreeBSD、OpenBSD

など、非常に人気の高いすばらしいシステムがほかにも存在しますが、それらを選ばずにあえて

NetBSDを選んだのは、NetBSDプロジェクトが高品質の設計とコーディングを主たる目標に据え

ているため、ソースコードの例としてまさにうってつけであると考えたからです。NetBSDの開発

者によれば、「とりあえず動けばよい」との考え方で作られているシステムもあるようで、それに対

しNetBSDは「まともじゃなければ動かない」をモットーにしているとのことです。NetBSDプロ

ジェクトには本書の目標とぴったり一致する点がほかにもあります。具体的には、煩わしいライセ

ンスの問題が生じないようにしている、多くのハードウェアプラットフォームで稼働する移植性の

高いシステムを提供している、ほかのシステムとの相互運用性が高い、オープンなシステム標準を

採用しているため実用面でも安心できるなどです。本書で使用しているコードは（今や歴史的な

存在である）export-19980407スナップショットを基にしています。多くはありませんが、いくつか

の例では筆者が発見したコードの間違いにも言及しています。NetBSDコードはどんどん発展し

ているので、より新しいバージョンだとそれらの問題はもう解決されているかもしれません。

本書の例で使用しているその他のシステムも同様の理由で採用しました。つまり、コードの品

質、構造、設計、有用性、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ことです。言

語の選択については、バランスを取るためにJavaコードとC++コードを積極的に探すよう努力し

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を共通項として使い
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ました。

筆者は、ある種のコーディング作法が安全ではないとか、移植性が低い、信頼性に欠けるなど、

否定的な例を示すために現実のコードを取り上げました。その作者が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非難されてしかるべきであり、あら探しよ

りも改善が大切であることは重々承知しています。筆者の批評がソースコードの作者の気に障る

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、現在ではたいてい役に立たないものばかりですが、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からです。
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本書を世に出すために多くの人々から有用なアドバイスや意見をいただきました。貴重な時
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て助言をいただけたことも幸運でした。George Gousiosは、Javaによるオープンソースソフト

ウェア素材としてTomcatの使用を勧めてくれました。Tomcatの操作をこと細かく説明してくれ

たこと、antビルドツールを紹介してくれたこと、そしてDocBookドキュメント形式をめぐる問題点

をわかりやすく説明してくれたことを感謝します。Stephen Maは、vnodeポインタがオペレーティ

ングシステムのデバイスドライバレベルでどのように処理されるかを解明してくれました（「9.1.4 階

層型アーキテクチャ」を参照）。Spyros Oikonomopoulosは、UMLベースのモデリングツール

のリバースエンジニアリング機能について概要を教えてくれました。Panagiotis Petropoulosは、

参考文献の一覧に手を入れてくれました。Konstantina Vassilopoulouは、本書に注釈付きで
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掲載したコードがどうすれば読みやすくなるかについて、体裁面のアドバイスをしてくれました。

Ioanna Grinia、Vasilis Karakoidas、Nikos Korfiatis、Vasiliki Tangalaki、George M.

Zouganelisは、本書のレイアウトについて意見を寄せてくれました。Athan Tolisは、、「第5章

制御フロー（上級編）」の詩をロンドン科学博物館で見付けてくれました。Elizabeth RyanとITC

の担当各位は、私たち全員が満足できるまで本書のデザインを何度もやり直してくれました。

Addison-Wesleyの編集担当であるRoss VenablesとMike Hendricksonは、本書の制作に

並々ならぬ力を発揮してくれました。2001年の夏、私たちが最初に連絡を取り合ってからたった

1週間で、Rossは原稿の企画書を送ってきました。7時間の時差があるにもかかわらず、筆者が1

日の就業時間の終わりに上げた問題は、翌朝電子メールを開くと常に解決されていました。こ

のプロジェクトが実現したのは、校閲担当者を確保することや筆者がたびたび発する愚問に答え

ること、本書の契約がらみの問題を解決すること、複雑な制作工程を調整することなどに彼らが

奔走してくれたおかげです。その後、Elizabeth Ryanは、Addison-Wesleyの制作チームとの同

期をうまくとってくれました。Chrysta Meadowbrookeは、筆者の（ほとんど下書きの）原稿を念

入りに整理し、専門的な内容を見事に理解してくれました。ITCは組版に骨を折ってくれました。

そして、Jennifer Lundbergは、出版業界のマーケティング事情を筆者に根気よく説明してくれ

ました。

本書に掲載されている大量のサンプルコードは、既存のオープンソースプロジェクトから抜粋

したものです。架空の単純なプログラムではなく実世界のコードを使用したおかげで、本書の例

はより現実に即したものとなりました。本書で取り上げたオープンソースプログラムを作成された

方々に、プログラミングコミュニティに貢献してくださったことを感謝したいと思います。作成者

の芳名は「付録B ソースコードの著作者」のソースコードファイルの一覧に記載してあります。
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サポートファイルについて

サポートファイルについて
サポートファイルは、ISOイメージ版とZipアーカイブ版をサポートページにてダウンロー

ド提供しています。ISOイメージは「ISO9660＋Joliet Extension＋Rockridge Extension」

で作成されており、作成したCD（DVD）はWindowsやMac、LinuxやFreeBSDといった

UNIX系OSなど、プラットフォームを問わず、ほとんどのコンピュータで読み出すことがで

きます。Zipアーカイブ版は、ISOイメージ版と同じ内容です。

Apache Webサーバ、hsqldb Javaリレーショナルデータベースエンジン、NetBSD Unixディス

トリビューション、Perl言語、Tomcatアプリケーションサーバ、X Window Systemを始めとし

て、この日本語版ではRubyとWideStudioを加えた、52,000ファイル、1,700万行、620MBのオー

プンソースプロジェクトの完全なコードが収録されています。また、本書に登場する600のサンプ

ルプログラムについて、その前後も参照できる完全なコードを収録しています。

免責事項
サポートファイルに収録されているソフトウェア・プログラム・ソースコードなどはすべて使用

者の責任の元にご使用ください。使用したことで生じるいかなる損害に対しても、筆者、編集

者、その他書籍にかかわったすべての個人・団体・企業は一切の責任を負いません。あらかじ

めご了承ください。

著作権
サポートファイルに含まれるソフトウェア・ソースコード・ドキュメント・データはすべて著作物

です。著作権はそれぞれの著作権者に帰属しており、それぞれ権利者が定めるライセンスによっ

て保護されています。転載条件などについては、各ソフトウェア・ソースコード・ドキュメント・デー
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序論

「最近、かつて自分が作成した素因数分解プログラムと三目並べプログラム

をもう一度調べて見たのだが、残念ながらそれらにコメントやドキュメントと

言えるものは一切ないのだ」

―Donald E. Knuth
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プログラムの動作を他人に伝えたり、知識を実行可能な形式で蓄えるといったことを考えると

き、ソフトウェアのソースコード以上に信頼のおける媒体はないでしょう。ソースコードをコンパ

イルすれば実行可能なプログラムができ、ソースコードを読めばプログラムの処理内容や仕組み

を理解できます。また、ソースコードに修正を加えれば、プログラムの機能を変更することもでき

ます。そういった背景により、プログラミングに関するたいていの講座や解説書は、何もないとこ

ろからプログラムを書くことに重点を置いています。しかし、ソフトウェアシステムに投入される労

力の40～70％は、プログラムを最初に作成する段階ではなく、それよりも後の段階で費やされる

ことを忘れてはなりません。この作業にはオリジナルのソースコードを読んで理解し、修正する

という工程が必ず付いて回ります。加えて、レガシーコードが少しずつ蓄積されるのは避けよう

もない事実です。なぜならば、ソフトウェア再利用の機運はますます高まりを見せているからで

す。ソフトウェア業界の労働移動率は依然として高止まりであり、さらにオープンソースの進展と

ともにアウトソーシング、コードウォークスルー（ソースコードと設計書とを比較すること）、エク

ストリームプログラミングといった共同開発プロセスが重要性を増しつつあります。こうした点か

らも、今日のソフトウェア技術者にとってコードを読むことが必須のスキルであることは疑うべくも

ありません。それに加え、現実に存在する優秀なコードを読むことは、本格的なシステムの構成

やプログラミングについての洞察力を養うことにもなります。小さなプログラムをいくら書いても、

こうしたスキルは身に付きません。プログラムは人が読むことを前提に書くべきであり、また、た

とえプログラムが読むことを前提に書かれていなくても読む必要があります。コードを読むこと

は、Robert Glassに言わせれば「称えられることのない、教えられることのない活動」［Gla00］とな

るのですが、そうとも限らないのです。

本書では、現実に存在する重要なオープンソースコードのシステムから抜粋したサンプルを題

材に、他人が書いたコードをどう読めばよいかを学ぶことができます。なお、ここでは「コード」と

いう用語の意味をできるだけ広く捉え、プロジェクトを構成するすべての機械可読要素――ソー

スコード（およびそのコメント）、ドキュメント、実行可能プログラム、ソースコードリポジトリ、デザ

インダイアグラム、設定スクリプト――を指すものとします。本書の内容をマスターすれば、次の

ようなことができるようになります。

本格的なソフトウェアコードを読んで理解する

ソフトウェア開発をめぐる多くの重要な概念を本当の意味で理解する

大規模なコードを調べるためのノウハウを得る

高級言語から低レベルの言語まで、重要なプログラミング言語を一通り読める

現実のソフトウェアプロジェクトの複雑さを理解する
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本書の話題は基本的なプログラミング構造を見直すことから始まります。しかし、本書を読む

ためには、C、C++、またはJavaに精通している必要があり、読者は本書に掲載されているサン

プルコードを簡単なツール類ですぐ調べるだけの能力があるものと仮定します。本書で解説する

システムやアプリケーションを直接使ってみる必要はありませんが、それらを実際に体験すれば、

その題材に関する理解が深まるはずです。

ところで、私たちがコードを読む裏にはいろいろな動機があり、その動機に応じて、それぞれ

適切な戦略もしくは方法論が考えられます。以降、この章では私たちがコードを読む理由とその

方法論を考察します。また、本書で取り上げる題材を読むための簡単な「操作マニュアル」も示

します。Happy（code）reading！

1 1 コードを読む理由と方法論

既存のコードを修正、検査、または改善するためにコードを読まざるを得ないことがあります。一

方、何かの仕組みを知ろうとしてコードを読むこともあります。これは、蓋がされていると何であっ

ても、それを開けて内部を覗いてみたくなる技術者根性というものです。あるいは、再利用可能な

素材を求めてコードを漁るように読むこともあります。また、めったにないことですが（本書がきっ

かけとなって、そうした読み方が少しでも広がることを願っている）、純粋に自分の楽しみのため

にコードを文芸作品のように読むことがあります。いかなる理由でコードを読むにしても、それぞれ

の理由に応じて最適な読み方というものがあり、読み手に求められるスキルも異なってきます<注1>。

1.1.1 文芸作品としてのコード

Dick Gabrielが指摘しているように、私たちの仕事は書き手が互いに相手の作品を読むことを

許されていないという点で創造的職業の中でもきわめて少数派に属するものだと言えます［GG00］。

文芸作品としてのソフトウェアが存在し得ないのは、この世界で所有権が絶対的な力を振るってき

たからです。これは言わばメルビル（Herman Melville）社の社員だけが『白鯨』を読むことを許さ

れ、ヘミングウェイ（Ernest Hemingway）社の社員だけが『陽はまた昇る』を読むことを許される

ようなものです。こんな環境で豊かな文学が育つと思いますか？　このような状況下で文学部など

存在するはずもありませんし、ましてや文章作法などが生まれるはすがありません。こうした背景

をそのまま認めた上で人々にプログラミングを学んで欲しいと思うのは欲張りというものです。

31.1 コードを読む理由と方法論
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オープンソースソフトウェア（OSS）は状況を一変させました<監訳者注1>。現在、私たちは何百万行

ものコードを（品質はさまざまですが）手に入れ、それらを読んで評価し、改善することができ、そ

れらから何かを学ぶことができます。実際、数学の定理を科学的な情報伝達手段たらしめてきた

社会的発展の過程の多くは、オープンソースソフトウェアの世界にも当てはまります。そして、オー

プンソースソフトウェアと呼ばれるプログラムの多くは、次のような特徴を持つに至ったのです。

ソースコードの形でドキュメント化されて公開され、レビューを受ける

詳細に検討され、その過程で内在化・汎化・パラフレーズされる

現実の問題を解決するために、たいていほかのプログラムと連携して用いられる

他人の書いた良質なコードを読むのを習慣化することが大切です。良質な小説を読めば、語

彙が増え、想像力が掻き立てられ、視野が広がります。ソフトウェアの世界も同じで、うまく設計

されたソフトウェアシステムの内部構造を詳しく調べることで、新しいアーキテクチャパターンや

データ構造、コーディング方法、アルゴリズム、スタイル、表記の慣習、API（アプリケーションプロ

グラミングインターフェイス）などの知識を得られ、その過程で新しいコンピュータ言語を習得する

こともあります。良質なコードを読むことは、自分が書くコードのレベルを高める効果があります。

コードを読んでいると、「避けるべき典型的なコーディング作法」に必ず出会うものです。よい

コードと悪いコードをすぐ見分けるスキルを身に付けることが重要で、適切な反例を自分の目で

見ることで、このスキルを伸ばすことができます。低品質のコードは、次の点に着目すればすぐ見

分けることができます。

コーディングスタイルに一貫性がない

意味もなく複雑な構造や理解不能な構造が使われている

明らかな論理ミスや手抜きがある

移植性のない構造が多用されている

保守されていない

しかし、低品質なコードから正しいプログラミングを学ぶことはできません。特にコードを文芸

作品として読んでいるのであれば、相当な量の良質なコードがすぐ手に入ることを考えると、低

品質なコードは読むだけ時間の無駄でしょう。

「今読んでいるコードは本当に最良のものか？」と自問してみましょう。オープンソース運動の

利点の1つとして、ソフトウェアのプロジェクトやアイデアに見込みがあるときには、その構造や機

能を改善する競合プロジェクトが発生することが挙げられます。ぜいたくにもソフトウェアのデザ
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インが2回、3回と見直されることは珍しくなく、たいてい（必ずではありませんが）後のデザインの

ほうが初期のものよりも大きく改善されます。探したい機能名でWebに検索をかければ、競合す

るソフトウェアがすぐ見付かるはずです。

コードを読むときは、目標を決めて重点的に読むことが大切です。新しいパターンやコーディ

ングスタイルを学ぶのか？　何かの要件を満たす方法を知りたいのか？　あるいは、コードに

ざっと目を通して宝石と思しきものを成り行き任せで集めるのか？　この場合は、何かわからな

いこと――言語機能（最近の言語は、十分理解しているつもりでも新機能がどんどん追加されて

いる）、API、アルゴリズム、データ構造、アーキテクチャ、デザインパターン――が目に留ったら、

躊躇せずにとことん学習することです。

コードの実装スタイルに影響する機能とは関係ない要件があることも承知しておくべきです。移

植性、時間および空間効率、可読性、難読化といった要件に応じて独特の性質を持つコードが

作られます。

旧世代のリンカとの移植性を保つために、6文字の外部識別子が使われることがある

効率的なアルゴリズムと呼ばれるものの中には、素直な実装よりも（ソースコードの行数に

して）2桁以上複雑なものがある

組み込み型のアプリケーションやスペース要件の厳しいアプリケーション（たとえば、フロッ

ピーで動くGNU/LinuxやFreeBSDのディストリビューション）では、たった数バイトを節約す

るためにあらゆる努力が払われる

アルゴリズムの仕組みを説明するためのコードでは、実用を無視して長い識別子が使われ

ることがある

コピー防止機構など、アプリケーション分野によってはリバースエンジニアリングを阻止す

るために（たいてい無駄な努力なのだが）コードが難読化されることがある

これらのカテゴリに属するコードを読むときは、問題としている機能に関係ない要件がどんな

形で満たされているかを常に意識してください。

その環境（コンピュータ言語、オペレーティングシステム、API）になじみがないのにコードを読

まなければならないことがあります。プログラミングの基礎とコンピュータサイエンスの基本的な

概念を理解していれば、たいていはソースコードから新しい環境の原理を独力で学ぶことがで

きます。しかし、最初から大きなシステムにチャレンジするのではなく、まずは小さなプログラム

から始めることです。学習したいプログラムを実際にビルドし、実行してみるとよいでしょう。こ

れで、どんな働きをするコードなのかがすぐわかり、達成感も得られます。次のステップは、コー

ドに積極的に変更を加えて自分の理解度をテストすることです。この場合も小さな変更から始
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め、徐々に範囲を広げていきます。実際のコードを積極的に操作することで、新しい環境の基本

がすぐ身に付きます。基本が習得できたと思ったら、次は新しい環境をより体系的な方法で学ぶ

ことを考えます。これにはある程度の投資が必要で、関連書籍やドキュメントやマニュアルを読

んだり、トレーニングコースに参加したりします（どちらも重要で、互いに相補的な効果がある）。

既存のコードを文芸作品として読むとき、コードの改善に積極的に関わることもできます。ほか

の文芸作品と違って、ソフトウェアコードは絶えず改善され続ける生きた作品です。自分にとっ

て、あるいは自分の所属するコミュニティにとって価値があるコードだと思ったら、その改善を検

討するとよいでしょう。デザインやアルゴリズムの改善、コードの各部分のドキュメント化、機能の

追加など、いろいろな貢献ができます。オープンソースコードはドキュメントがしっかりしていな

いことが多いので、コードを読んで理解したことをドキュメントに反映させれば、ドキュメントの改

善に寄与できます。既存のコードを扱うときは、作業の重複や感情的な対立が生じないように作

者や保守担当者と協調的に仕事を進めることが大切です。相当な量の変更がありそうな場合は、

CVS（バージョン管理システム）のコミッター――プロジェクトのソースベースにコードを直接コ

ミットする権限を持つ人――になることを考えるのもよいでしょう。オープンソースから受けた利

益を還元するため、オープンソースコミュニティに何らかの形で貢献することを検討してみてはど

うでしょうか。

1.1.2 手本としてのコード

「こんな機能を実現したいのだが、どうしたらよいのだろう」とあれこれ考えることがあります。

アプリケーションの種類によっては標準的な教科書や専門書、研究論文などに答えが見付けら

れる場合もありますが、具体的な方法を知りたいときは、たいていコードを読むのが一番です。

また、特定の処理系が与えられたとき、それに適合するソフトウェアを作成する最も確実な方法

もコードを読むことです。

コードを手本として使うときに鍵となる考え方は、「柔軟に対応せよ」ということです。1つのや

り方で攻めてもコードの仕組みを理解することはできません。まず、適当なドキュメントがあると

きは、それを読むことから始めます（「第8章 ドキュメント」を参照）。正式なソフトウェア設計書

があれば理想的ですが、ユーザーマニュアルもかなり役に立ちます。実際にシステムを使用して

みて外部インターフェイスの感覚をつかむことも重要です。システムコール、アルゴリズム、コード

シーケンス、アーキテクチャなど、探索すべき対象が何であるかを具体的に意識しなければなり

ません。見えない目標を見えるようにする戦略が必要です。目的が違えば探索の戦略も変化しま

す。実行シーケンスに沿って命令をトレースすることもあれば、重要な場所にブレークポイントを

設定してプログラムを実行することもあります。また、コードをテキストとして検索してコードやデー
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タの要素を探すこともあります。こうした場面では各種のツール（「第10章　コードを読むための

ツール」を参照）が役に立ちますが、どれか特定のツールに意識を奪われてはなりません。ある

やり方で望みの結果がすぐ得られなければ、それを打ち切って別の方法を試すことです。探して

いるコードは確実に存在し、ただそれを見付けさえすればよいのです。

目的のコードが見付かったらそれを研究するわけですが、その際、関係ない要素は無視しま

す。これは今後習得しなければならないスキルの1つです。本書の多くの練習問題では、まさに

この作業を行うことが求められます。オリジナルのコンテキストのままだとコードがよく理解でき

ないとき、それを一時ファイルにコピーし、関係ない要素をすべて削除します。この手続きを正式

には「スライシング」（Slicing）と呼びます（「9.1.6 スライシング」を参照）。これは本書の注釈付

きのサンプルコードで非公式な形で行われているので、それを見ればわかるでしょう。

1.1.3 保守

現実には実際にコードの修正が必要なこともあります。大きなシステムにおいてバグが発見さ

れた場合は、問題を突き止めるまでコードを徐々に詳しく読んでいく戦略なり作戦が必要です。

この場面で鍵となる考え方は、「ツールを使え」です。デバッガ、コンパイラの出力する警告やア

センブラコード、システムコールトレーサ、データベースのSQL（Structured Query Language）

ロギング機能、パケットダンプツール、Windowsのメッセージスパイプログラムなどでバグの場所

を特定します（コードを読むときにツールがどう役立つかは「第10章　コードを読むためのツー

ル」で詳しく説明している）。コードを調査するときは問題の徴候から問題の原因を直接探り、無

関係な経路をたどらないようにすることが重要です。デバッグオプションをオンにしてプログラム

をコンパイルし、デバッガのスタックトレース機能、シングルステップ実行、データとコードのブレー

クポイントで探索範囲を絞り込みます。

デバッガとの連携がうまくいかない場合は（周知のことだが、デーモンやWindowsサービス、

C++テンプレートベースのコード、サーブレット、マルチスレッドコードなど、バックグラウンドで動

作するプログラムはデバッグに手こずることがある）、プログラムの実行経路の要所要所にprint

ステートメントを挿入します。Javaコードを調査するときは、AspectJを使用して特定の状況下で

だけ実行される要素をプログラムコードに挿入するとよいでしょう。また、オペレーティングシステ

ムのインターフェイスに関係する問題では、たいていシステムコールトレース機能で問題に迫るこ

とができます。
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1.1.4 進化

コードを読む時間のほとんど（ある測定によれば80％以上）は、問題を修正することよりも新し

い機能を追加したり、既存の機能を修正すること、あるいはコードを新しい環境や要件に適合さ

せたり、リファクタリングして非機能面の品質を高めることに費やされるようです。こうした場面で

鍵となる考え方は、調査対象の広大なコードの中から重要な部分を適切に「選択」することです。

たいていはシステムの実装のごくわずかの部分を理解すればよく、実際、百万行のシステム（典型

的なカーネルやウインドウシステムはこの規模）も1つか2つのファイルを適切に選択して変更する

だけで修正できます。これがうまくいったときの爽快感は、ぜひ読者にも体験してもらいたいもの

です。規模の大きなシステムの部分部分を適切に選択する戦略は、概ね次のようなものです。

コードの中から興味を惹く部分を特定する

特定の部分を分離してよく理解する

抜粋した部分とコードの残りの部分の関係を推察する

システムに新しい機能を追加するときに最初にすべきことは、類似した機能の実装を見付け、

それをこれから実装する機能のテンプレートとして使用することです。同様に、既存の機能を修

正するときは、最初にその基本コードを見付ける必要があります。ある機能の仕様から該当する

コードの実装を見付けるには、メッセージの文字列を探したり、キーワードで検索したりします。

たとえば、ftpコマンドのユーザー認証コードを探すには、Passwordという文字列を探します<注2>。

if (pass == NULL) 
pass = getpass("Password:"); 

n = command("PASS %s", pass); 

目的の機能が実装されている部分を見付けたら、その部分をよく研究し（関連がありそうな部

分も調べ）、新しい機能を設計します。また、それが影響を与える領域――新しいコードと相互作

用する部分――も特定します。たいていは、これらの部分だけを徹底的に理解すれば十分です。

コードを新しい環境に適合させるには別の戦略が必要です。2つの環境が類似した機能を提

供している場合、たとえばSun SolarisからGNU/Linux、UnixシステムからMicrosoft Windows

というようにコードを環境間で移植することがあります。このとき一番頼りになるのはコンパイラで

す。細かいことは省き、とりあえず作業が一通り完了して後はシステムをコンパイルするだけだと

仮定します。この場合、コンパイルエラーやリンクエラーがなくなるまでコードを修正しながらビル
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ドを繰り返し、エラーが出なくなった段階でシステムの機能を確認します。この方法を使うと、読

むべきコードの分量が劇的に減ります。関数、クラス、テンプレート、データ構造などのインター

フェイスを変更する場合も同様の戦略をとることができます。たいていは、変更の影響を受ける

場所を手作業で探すよりも、コンパイラのエラーメッセージや警告メッセージから問題のスポット

を特定します。それらの領域に修正を加えると別の新しいエラーが生じるのが普通で、変更の

影響を受けるコードが見付からなくなるまで、このプロセスを繰り返します。

新しい環境が以前の環境とまったく異なる場合（たとえば、コマンドラインツールをGUI環境に

移植するような場合）は、別のアプローチが必要になります。このときコードをできるだけ読まず

に終わらせるには、以前のコードと新しい環境のインターフェイスの違いに着目することです。つ

まり、先に述べた戦略で言うなら、ユーザーインターフェイスに意識を集中し、システムのアルゴ

リズムに関係する部分は一切無視するのです。

コードの進化による変更のまったく違った形として、「リファクタリング」があります。この種の変

更はエクストリームプログラミングやアジャイルプログラミングといった方法論を採用する開発シー

ンで重要性を増しつつあります。リファクタリングとは、システムの外部インターフェイスを変えず

に、簡潔さ、柔軟性、理解しやすさ、パフォーマンスといった非機能面の品質を高めることを意

味します。リファクタリングには美容整形と共通の側面があります。リファクタリングでは、動作す

るシステムから始めて、機能を損なわずにシステムを仕上げることが期待されます。この責任を

果たすには一連のテストケースが有効であり、リファクタリング前にまずテストケースを書くことか

ら始めるとよいでしょう。一方、既知の問題を解決するタイプのリファクタリングの場合は、以前

のコードの必要な部分をよく理解し（本書のテーマ）、新しい実装を設計し、そのコードと相互作

用する部分への影響を研究し（多くの場合、新しいコードはほかに干渉せずに置き換えられる）、

実際の変更を行います。

ソフトウェアシステムと「充実した時間」を過ごすことで改善可能な部分を積極的に探すという

タイプのリファクタリングもあります。これは、システムのデザインやアーキテクチャを全体的に把

握すべき数少ないケースの1つです。リファクタリングは小規模に行うよりも大規模に行うほうが

効果的なようです。本書では「第6章　大きなプロジェクトへの取り組み」で大きなシステムを解

きほぐす方法を説明し、「第9章　アーキテクチャ」でコードからシステムのアーキテクチャを知る

方法を説明します。リファクタリングの可能性を求めてコードを読むときは、面倒なようでもシステ

ムのアーキテクチャを知ることから開始し、徐々にレベルを下げていくほうが効率的です。

1.1.5 再利用

再利用可能な要素を求めてコードを読むことがあります。このときの鍵となる考え方として、
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「期待しすぎない」ことが大切です。コードを再利用できるという可能性は魅力的ですが、わか

りにくい概念です。期待しずぎず、失望しないでください。再利用可能なコードを書くのは非

常に大変なことです。何年にもわたって時の試練に耐え、複数の異なる場面で再利用されてきた

ソフトウェアは案外少ないものです。一般にソフトウェア部品が再利用可能な候補になるのは、き

ちんとした手続きを経て拡張され、2つか3つのシステムに繰り返し採用されてきた実績があると

きです。その場限りの目的で開発されるソフトウェアでは、こうしたことはめったに起こりません。

実際、COCOMO IIソフトウェアコストモデル［BCH+95］によれば、再利用可能なソフトウェアを作ろ

うとすると、開発コストが50％増加するということです。

解決を迫られている問題があって、そのために再利用するコードを探すときは、まず問題の解

決に使えそうなコードを分離することから始めます。システムのコードをキーワード検索すれば、

たいてい目当ての実装が見付かります。再利用したいコードがわかりにくく、分離するのが大変

そうなら、調査の粒度を上げてパッケージや別のコードを探します。たとえば、問題のコードと周

辺要素の複雑な関係を解きほぐすのは諦めて、そのコードが含まれているライブラリ、コンポー

ネント、プロセス、あるいはシステムそのものを利用することを考えます。

特定の問題とは関係なく、事前にコードを調査して再利用できそうな掘り出し物を探すケース

もあります。この場合は、調査対象のシステムですでに再利用されているコードを探すのが確実

です。適切なパッケージング方法（「9.3 要素のパッケージ化」を参照）が使われているか何らか

の設定機構が用意されていれば、再利用可能なコードが見付かる可能性が高まります。

1.1.6 インスペクション

自分の職務の一部としてコードを読むことがあります。各種のソフトウェア開発手法でウォーク

スルー、インスペクション、ラウンドロビンレビューなどのテクニカルレビューは開発プロセスに不

可欠な要素となっており、エクストリームプログラミングを進める中でペアプログラミングを実践し

ようとするとパートナーの書くコードを読む機会も増えます。こうした状況でコードを読むには、さ

まざまなレベルの理解、評価、ぬかりのない注意が必要です。ここでは「完璧」が求められます。

コードを調査して関数やロジックに隠れているエラーを見付けなければなりません。本書では各

ページの欄外に危険標識（左記のアイコンを参照）が印刷されているところがあります。これは、

「この要素に用心せよ」「わからないことはここで議論せよ」「このコードがすべての要件を満た

していることを確認せよ」といった意味で使われています。

コードの非機能要件にも同じ程度に注意を払うべきです。問題のコードは会社の開発標準や

スタイルガイドに適合しているか？ リファクタリングする余地はあるか？ 可読性や効率をもっ

と高めることができるか？ 既存のライブラリやコンポーネントを再利用できる要素があるか？

1010



111.2 本書の読み方

ソフトウェアシステムのレビューを行うときは、実行可能ステートメント以外にも確認すべき要素が

あることを忘れないでください。ファイルおよびディレクトリ構造、ビルドと設定のプロセス、ユー

ザーインターフェイス、システムドキュメントなども調査しなければなりません。

ソフトウェアのインスペクションやそれに関連する活動は、多くの人的交流を必要とします。学ぶ、

教える、手を貸す、助けを借りる、ソフトウェアのレビューはそうした活動のよい機会となります。

1 2 本書の読み方

本書ではコードを読む技能の向上を目指して、コードを読むための重要なテクニックを具体的

に示すとともに、プログラミングの一般的な概念のあらましを実践的な形で説明します。以降の章

ではデータ構造や制御構造、コーディング標準、ソフトウェアアーキテクチャなど、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が、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う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。題材は基礎から段々高度な要素

に進めるように配されています。しかし、本書は教科書であって推理小説ではないので、興味が

向いたところから自由に読んで構いません。

1.2.1 表記上の規則

サンプルコードのリストは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ます。>を行継続文字とします。

リスト1.1 サンプルコードと注釈

                                 
main(argc, argv)

[...]
{

                                
main(argc, argv)

{

                                 
簡単な注釈 
省略されたコード 

¡ 本文で引用される注釈  

main(argc, argv)

[...]

{

    if (argc > 1)
        for(;;) 
            (void)puts(argv[1]); 
    else for (;;) 
        (void)puts("y"); 

} 
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$ grep -l malloc *.c | 
> wc -l 

8 

C:¥>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。コードをウォークスルーするときやバグを求めてコードを読む

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。私たちは文章を読むとき、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、コードを速読してプログラムをより高いレベルで理解できるようになります。

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）の出所は脚注<注3>に示されます。脚注を見

れば、サポートファイル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。リスト中に複数のソースファイルから抜粋されたコードが掲載されることがあ

ります（たとえば、「5.4 シグナル」のリスト5.16）。その場合は脚注に、それらのファイルが置か

れているディレクトリが示されます<注4>。

リスト中のコードの一部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

の行番号はリストされているコードの全体を表します。オリジナルのコードを見ると気付くと思い

ますが、Cのほとんどの宣言が旧来のK＆R（Kernighan＆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。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、コードのオリジナ

リティはそれほど損なわれていないものと思います。本格的なサンプルコードには、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

アを用意したのは、サンプルコードに間違いがないことを自動的に検証することも目的の1つだか

らです。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（リスト

1.1:1）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。
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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5>を開発すると都合がよいことがわかり、それに伴いGraphViz<注6>ツールの

コードベースにも少し改良を加えました。読者がコードを分析するとき、これらのUMLダイアグ

ラムが役に立てば幸いです。

図1.1 UMLダイアグラムの表記

図1.1は、本書の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。

プロセス（たとえば、フィルタタイプのプログラム）は、UMLの「アクティブクラス」（太線の四

角形）で表す（例：「6.6 プロジェクト固有のツール」の図6.11）

データ要素間のポインタは、「関連ナビゲーション」関係（開矢印付きの実線）で表す。内部

の構成を示すために各データ構造を縦または横方向に分割することもある（例：「4.7 連

結リスト」の図4.2）

関連の方向（たとえば、データフロー）は、UMLの規定と違って、関連線の上部ではなく端

に塗り潰し矢印を付けて表す（例：「9.1.2 データフローアーキテクチャ」の図9.1）

これ以外の関係はUMLの標準の表記に従います。

find 
（プロセス） 

grep

先頭 

要素 

ポインタ 

getty 
ソース 

main.c subr.c

合成集約 

乗り物 

自動車 r

継承 

POSIX

Linux

インターフェイス 
の実装 

httpd

httpd.obj

依存関係 

関連 
（データフロー） 

131.2 本書の読み方

<注5> http://www.spinellis.gr/sw/umlgraph/ 
<注6> http://www.graphviz.org/ 
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クラスの継承は、「汎化関係」（白抜き矢印付きの実線）で表す（例：「9.1.3 オブジェクト

指向構造」の図9.3）

インターフェイスの実装は、「実現関係」（白抜き矢印付きの破線）で表す（例：「9.1.3 オブ

ジェクト指向構造」の図9.4）

2つの要素（たとえば、ビルドプロセスに関与するファイル）の「依存関係」は、開矢印付き

の破線で表す（例：「6.3 ビルドプロセスとMakefile」の図6.8）

合成集約（たとえば、各種モジュールから成るライブラリ）は、「集約関連」（ひし形付きの実

線）で表す（例：「9.3.6 ライブラリ」の図9.7）

1.2.3 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。「本書のサポートファイルを参照」とある場合は、「あなたの環境にある

コードを参照」と読み替えてもたいてい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のです。現在、そのようなシステム（商用ソフトウェ

アでもオープンソースプロジェクトでも）の開発に携わっている方は、サポートファイルよりも当

該システムを目標にコードを読むほうが生産的だと思います。

「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。まず探したいコードを正規表現で表し（正規表現については、「第10

章　コードを読むためのツール」を参照）、Unix環境でなら、たとえば次のようなコマンドを使っ

てコードベースを検索します。

find /cdrom -name '*.c' -print | xargs grep 'malloc.*NULL'

Windows環境においては、Perlスクリプトcodefind.pl<注7>を使います（ソースコードベース

には、以前のMS-DOSデバイスと同じ名前のファイルがあるので、Windowsシステムによっては

アクセスしようとしたときにハングすることがある。このPerlスクリプトを使えば、そういった問題

を回避できる）。

1.2.4 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。このソースコードベースは52,000以上のファイルから成り、トータルのサイズは
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620MBに及びます。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。ソースコードベースからコードを探すときには、本書と

の対応を次の3通り方法を組み合わせて行います。

「索引」からソースファイルを調べ、そのファイル名（フルパス名の最後の要素）で探す。

「付録A」で、ソースコードベースの概要を理解する。

「付録C」で、ディレクトリ構造別にまとめられたソースファイルの一覧から目的のソース

コードを探す。

1.2.5 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Windowsなど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（ツールの入手方法については、「10.9 ソフトウェア以外のツールや手法」で詳

しく説明する）。

1.2.6 本書の大要

「第2章　プログラミングの基本要素」では2つの完全なプログラムを取り上げ、その仕組みを

段階的に調べていきます。その過程で、コードを読むための基本的な戦略と、Cの一般的な制御

構造、ビルディングブロック、イディオム、落とし穴について概略を述べます。C言語のより高度な

（誤用しがちな）要素については「第3章　Cのデータ型（上級編）」と「第5章　制御フロー（上級

編）」で説明します。「第4章　Cのデータ構造」では一般的なデータ構造の読み方を説明します。

「第6章　大きなプロジェクトへの取り組み」では、現実の大きなプロジェクト（各地に点在する

チームが何千ものファイルや何百万行ものコードを作成するようなケース）のコードを扱います。

一般に、大規模なプロジェクトでは、共通のコーディング標準や規約（「第7章　コーディング標

準と規約」）が採用され、正式なドキュメント（「第8章 ドキュメント」）も作成されます。「第9章

アーキテクチャ」では、細部にとらわれずに全体を総合的に把握すること、つまり個々のコードよ

りもシステムのアーキテクチャを理解することに主眼を置いて、そのための基礎的な情報とアドバ

イスを示します。コードを読むときには、さまざまなツールを使うことができます。「第10章　コー

ドを読むためのツール」ではこの話題を扱います。最後の「第11章　総合的な例」では総括的

3

2
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な例を示します。本書で学んだコードを読む技術とコードを理解する技術を応用することで、

NetBSDのソースコードベースから月の位相に関するアルゴリズムを見付けて抽出し、それを

JavaベースのHSQLデータベースエンジンにSQL関数の1つとして追加します。

巻末の付録には、サンプルとして使用したコードとサポートファイルに収録されているコード

の概要（「付録A 本書に収録したコードの概略」）、掲載コードの作成に寄与した個人と会社の

一覧（「付録B ソースコードの著作者」）、ディレクトリ別のソースファイル一覧（「付録C 本書で

参照するソースファイルの一覧」）、ソースコードのライセンス情報（「付録D ソースコードのライ

センス」）、コードを読むための金言集と引用ページ（「付録E コードを読むための金言集」）が

まとめてあります。

1.2.7 大いなる「言語論争」

本書に掲載されているほとんどのサンプルコードは、POSIXキャラクタ端末環境で動作するC

プログラムから抜粋したものです。この選択の背景には2つの理由があります。1つはオープン

ソースソフトウェアのポータブルなCコードが大量に存在したこと、もう1つは筆者たちの見付けた

サンプルがC++やJavaで書かれたコードよりも簡潔だったことです（この現象は、特定の言語の

性質というよりも、主にコードの年齢とコーディングスタイルの流行に関係しているように思われ

る）。残念ながら、本書のサンプルにGUIベースのプログラムと呼べるものはわずかしかありま

せん。この種のプログラムのことを本気で論じるつもりなら、改めて別の本を書く必要があるで

しょう。なお、Microsoft WindowsのAPI関数に言及する場面では、.NETプラットフォームでは

なくWin32 SDKのAPIを想定しています。

表1.1 オープンソースプロジェクトで使われる言語のトップ10
言語 プロジェクト数 比率（％）

C 8,393 21.2 

C++ 7,632 19.2 

Java 5,970 15.1 

PHP 4,433 11.2 

Perl 3,618 9.1 

Python 1,765 4.5 

Visual Basic 916 2.3 

Unixシェル 835 2.1 

アセンブラ 745 1.9 

JavaScript 738 1.9 
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これまで筆者たちは、オープンソースソフトウェアを書くための言語について、たびたび質問

を受けてきました。表1.1は、SourceForge.netリポジトリ<注8>に登録されているプロジェクトの数

を言語別に上から10位までまとめたものです。トップはC言語ですが、おそらく、これは実際より

も低い値を示しています。理由は、Cの大規模なオープンソースプロジェクト（たとえば、

FreeBSDやGNU/Linux）が、たいてい独立したグループで管理されているからです。また、

C++を使用と主張していてもC++の機能をほとんど利用していないために、実際はCで記述さ

れているプロジェクトがかなりあります。一方、同様のリストを非オープンソースプロジェクトにつ

いてまとめたとするなら、おそらくCOBOL、Ada、FORTRAN、各種第4世代言語（4GL）あたり

がリストの上位にくることでしょう。さらに、コードの保守を仕事にしている場合――コードを読

む理由としては時代遅れながら十分あり得ることです――実際に読む言語は（運がよければ）5

年か10年前に採用された言語の可能性が高く、その当時のプログラミング言語状況を反映した

ものになるでしょう。

本書のサンプルコードは、構造的にはたいていJavaプログラムとC++プログラムにそのまま当

てはまります。また、Perl、Python、PHPに当てはまるケースも多く存在します。しかし、次の場

合は該当するそれぞれの節または章を飛ばしても問題ありません。

「第3章　Cのデータ型（上級編）」――C（あるいは改良版CとしてのC++）コードを決して

扱わない場合

「9.3.4 ジェネリックインプリメンテーション」――C++とAdaが性に合わない場合

「9.1.3 オブジェクト指向構造」――今まで何とかオブジェクト指向アプローチ、C++、

Java、Python、Smalltalk、あるいはPerlのオブジェクト指向機能を避けてきた場合

「5.2 例外」――JavaまたはC++に携わらない場合

「2.8 gotoステートメント」――構造化プログラミングの熱狂的な信者か、Javaの熱烈な

ファンの場合

<注8> http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php?form_cat=160 
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さらなる知識のために

Armourは、［Arm00］で実行可能な知識の記憶媒体としてのソフトウェアの役割を述べていま

す。Petzoldの『Code』［Pet99］は、コンピュータテクノロジーで使われる各種のコーディングシステム

を包括的に紹介しており、とても面白く読むことができます。KernighanとPlaugerは、優れたプ

ログラムを綿密に研究して模倣することがよりよいプログラムを書くことにつながると提唱してい

ます［KP76］。ソフトウェアを保守するときもコードを読んで理解することが必要になります。ソフトウェ

アの保守にかかるコストは、Pressmanが［Pre00］の第30章で分析しており、Boehm［Boe81、Boe83］も

より詳しい分析を行っています。Glassは、オープンソースの世界でコードを読むことの社会的な

意義を述べています［Gla00］。コードは人が読むことを前提に書くべきであるとして、Knuthは「文

芸的プログラミング」手法を提唱しました。Bentleyのコラム『Programming Pearls』［BK86］は、

この手法の入門書として面白く読むことができます。また、Knuthの原典［Knu92］と文芸的プログ

ラミングに関する彼の2つの著作、および彼の独創的なアイデアに基づく一連の記事［BKM86、Han87、

Jac87、Ham88、WL89］は多くの実例を与えてくれます。古いコンピュータコードを読むことを最近は「ソ

フトウェア考古学」［HT02］と呼ぶようになっています。

Lionsのあの名著［Lio96］は、20年以上の歳月を経てようやく完全版の形で手に入るようになりま

した。オープンソースソフトウェアの開発プロセスについては、Raymondの［Ray01］を読んでくだ

さい。El-Emamは［El-01］でオープンソースソフトウェアを研究（および、おそらく教育）の素材とし

て使用することの倫理的な側面を説いています。DeMilloらは［DLP77］で、数学の定理を科学的

な情報伝達手段たらしめてきた社会過程について述べています。アスペクト指向プログラミング

は、どうやらソフトウェア保守担当者の道具箱に貴重な一品を提供してくれたようです。Kiczales

らの［KHH+01］と同号に掲載された関連記事は、AspectJの入門編として優れています。ソフト

ウェアの保守（および先に本書の「1.1.4 進化」で触れた内容）は、LientzとSwansonが［LS80］で

分析しています。リファクタリングについては、さらにFowlerの［Fow00］を読むとよいでしょう。Beck

の［Bec00］はエクストリームプログラミングの標準ともいうべき入門書です。これに付随する「アジャ

イル宣言」（Manifesto for Agile Software Development）はオンラインで読むことができます<注9>。

ソフトウェアの再利用をめぐる重要な議論の概略を知るには［Kru92、MMM95］を読むとよいでしょう。

［Spi99a、SR00］は、オープンソースコードに基づくソフトウェアの再利用の問題をプロセスレベルで

扱っており、随所に実例が紹介されています。COCOMO IIソフトウェアコストモデルは、Boehm

らが［BCH+95］で初めて提唱したものです。

1818
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「我々が観察しているのは自然そのものではなく、我々の探求に対して

明らかにされた限りの自然である」

―Werner Heisenberg
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コードを読むことは、多くの場合、ボトムアップな活動です。この章ではプログラムを構成する

基本的なコード要素を復習するとともに、コードを読んで理解する方法について概要を示します。

「2.1 最初に取り上げる完全なプログラム」では、ある簡単なプログラムを取り上げて、コードを

読むために必要とされる推論のタイプを示します。また、この節ではコードを読んだり書いたりす

るときに陥りがちな落とし穴と、コードの意味理解に役立つイディオムにも触れます。「2.2 関数

とグローバル変数」以降では、「2.1 最初に取り上げる完全なプログラム」の知識を踏まえて、

プログラムを構成する関数、制御構造、式を取り上げ、理解を深めます。ここでも具体的なプロ

グラムを取り上げるとともに、C、C++、Java、Perlの（共通の）制御構造を調べます。この章で

取り上げる2つのプログラムはいずれもCプログラムです。JavaまたはC++で同様の完全な形の

サンプルプログラムを探そうとすると、コードの規模が桁違いに大きくなってしまうからです。しか

し、ここで紹介するほとんどの概念や構造はC++、C#、Java、Perl、PHPなど、C系のどの言語

で記述されたプログラムにも当てはまります。この章の最後の節では、プログラムの制御の流れ

をある一定の抽象的なレベルで眺めることにより、プログラムのコード要素から「意味」を抽出す

る方法を詳しく説明します。

2 1 最初に取り上げる完全なプログラム

Unixシステムには与えられた引数を標準出力（通常は画面）に書き出す、簡単ながら非常に役

に立つechoというプログラムがあります。これは、NetBSDのupgradeスクリプト<注1>などでユー

ザーに情報を表示するといった処理によく用いられます。

echo "Cool! Let's get to it..."

リスト2.1は、echo<注2>の完全なソースコードです。

これを見てわかるように、このソースコードはプログラムの著作権情報やライセンス情報、バー

ジョン識別子など、法律や管理に関係する情報が半分以上を占めています。通常、大規模なシ

ステムでは、この種の情報とともにそのプログラムまたはモジュールの機能の概要も示されます。

オープンソースのソースコードを再利用するときは、著作権情報（図2.1:1）に示されているライセ

ンス要件に注意を払ってください<監訳者注1>。

2020

<注1> netbsdsrc/distrib/miniroot/upgrade.sh:98
<注2> netbsdsrc/bin/echo/echo.c:3-80

<監訳者注1> もちろん、これはオープンソースのライセンスに限ったことではなく、どんなライセンスであっても注意を払うべきです。ただ、
オープンソースのライセンスが適用されているソースコードは容易に見ることができるために不注意に使ってしまいがちです。



リスト2.1 Unixのechoプログラム

C/C++プログラムではライブラリ関数を正しく使うためにヘッダファイル（リスト2.1:2）をインク

ルードする必要があります。ライブラリのドキュメントには、たいてい関数ごとに必要なヘッダファ

 

                             

int    main __P((int, char *[]));   

 

    int argc;
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printf
exit
strcmp

ANSI以前のコンパイラ向けに引数を隠すためのマクロを使った関数宣言 

* Copyright (c) 1989, 1993
* The Regents of the University of California. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by the University of
* California, Berkeley and its contributors.
* 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*/

コメント（著作権と
ディストリビューシ
ョンライセンス）。
コンパイラはこれを
無視する。本書の中
のほとんどのプログ
ラムではこのライセ
ンス情報が含まれて
いるが、以降はこれ
を省く 

#include <sys/cdefs.h>

#ifndef lint
__COPYRIGHT(
"@(#) Copyright (c) 1989, 1993\n\
    The Regents of the University of California. All rights reserved.\n") ;

__RCSID("$NetBSD: echo.c,v 1.7 1997/07/20 06:07:03 thorpej Exp $");
#endif /* not lint */

著作権とバージョン
識別子。実行可能プ
ログラムに文字列と
して含まれる 

標準ライブラリヘッダ： 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/*

    int nflag;       

    /* This utility may NOT do getopt(3) option parsing. */
    if (*++argv && !strcmp(*argv, "-n")){ 

        ++argv;                           
        nflag = 1;
    }
    else
        nflag = 0;

    while (*argv) {

        (void)printf("%s", *argv);

        if (*++argv)

            putchar(' ');

    }
    if (!nflag)
        putchar('\n');
    exit(0);
}

この関数からプログラムが開始される 
プログラムの引数の個数 
実引数（プログラム名で始まり、NULLで終わる） 

真のとき最後に改行を出力しない 

 

最初の引数は-n 
この引数をスキップしてnflagをセットする 

引数を出力する 
処理する引数がある 
 
次の引数はあるか？ 
分離スペースを出力する 

最後に改行を出力する 

プログラムを正常終了する 

 

int main __P((int, char *[])); 

int
main (argc, argv) 

    int argc;     

    char *argv[]; 

{

212.1 最初に取り上げる完全なプログラム
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イルが書かれています。適切なヘッダファイルを指定せずにライブラリ関数を使用すると、コンパ

イル時には警告しか出ず、プログラムの実行時になって初めて失敗するということがよくあります。

したがって、コードをコンパイラにかけ、警告メッセージを得ることが、コードを読む際に役に立

ちます（「10.6 コードを読むツールとしてのコンパイラ」を参照）。

C、C++、Javaの標準的なプログラムではmain（リスト2.1:3）という関数（Javaではメソッド）か

らプログラムの実行が開始されます。そのため、プログラムの調査はまずmainから始めるのがよ

いでしょう。ただし、Microsoft Windows、Javaアプレット/サーブレットホスト、PDA、組み込

みシステムなど、一部のオペレーティング環境では別の関数（たとえば、WinMain、initなど）が

プログラムのエントリポイントとして使用されることもあるので注意してください。

C/C++プログラムでは、コマンドライン引数をオペレーティングシステムからプログラムへ渡す

ためにmain関数の2つの引数（慣習的にargc、argvと命名）が使用されます。変数argcは引数

の個数で、argvはすべての実引数を含む文字配列です（0番目の配列要素はプログラム名）。配

列argvはNULL要素で終わるので、引数を処理するとき、argcでカウントする方法とargvを順に

読んで各値をNULLと比較する方法が考えられます。この同じ目的のために、Javaプログラムで

はString配列argvとlengthメソッドが使用され、Perlコードでは配列@ARGVとスカラー$#ARGV

が使用されます。

このサンプルコードを見ると、argcとargvの宣言（リスト2.1:4）がちょっと変わっています。

C/C++の場合、典型的なmainは次のような形で宣言されます<注3>。

int
main(int argc, char **argv)

また、Javaのクラスメソッドの場合は次のように宣言されます<注4>。

public static void main(String args[]) {

リスト2.1:4の定義は古いスタイル（ANSI C以前）のC構文を使用しています（これをK＆R Cと

呼ぶこともある。K&Rは、Cの作者であるBrian KernighanとDennis Ritchieの名前に由来す

る）。古いプログラムでこの種の関数定義を見付けた場合は、引数の受け渡し方とコンパイラの

チェックは、関数定義のスタイルによって微妙に変化することに注意してください。

コマンドラインプログラムの場合は、引数の処理に自作のコードかPOSIX環境なら、getopt関

数を利用します。Javaプログラムでは、GNUのgnu.getoptパッケージ<注5>を同じ目的で利用で

きます。

2222

<注3> netbsdsrc/usr.bin/elf2aout/elf2aout.c:72-73
<注4> jt4/catalina/src/share/org/apache/catalina/startup/Catalina.java:161
<注5> http://www.gnu.org/software/java/packages.html



標準echoコマンドの動作はgetoptと適合していないので<監訳者注2>、引数-n（最後に改行を出

力しない）の処理（リスト2.1:6）を自作しています。まずargvをインクリメントしてechoの最初の引

数に進め（0番目がプログラム名であることに注意）、引数が有効なときだけstrcmpを呼び出して

引数と-nを比較します。よく用いられるイディオムですが、引数の有効性をチェックし、有効なら

その引数を使用するというシーケンスにブール演算子&&（論理積）が利用されます。この処理が

うまくいくのは、&&演算子の左オペランドが偽の場合に右オペランドが評価されないからです。

strcmpなどの文字列関数を呼び出すときに、実際の文字データのポインタの代わりにNULL値を

渡すと、多くのオペレーティング環境でプログラムがクラッシュします。&&演算子によってstrcmp

にNULL値が渡されるのを防止します。

/* getopt の例 - ukai */
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int
main(int argc, char *argv[])
{

int nflag = 0;
int c;
while ((c = getopt(argc, argv, "+n")) != -1) {
if (c == 'n')

nflag = 1;
}
argv+=optind;
while (*argv) {
(void)printf("%s", *argv);
if (*++argv)      

putchar(' ');
}
if (!nflag)
putchar('\n');
exit(0);

}

文字列の等値性をチェックするとき、strcmpの戻り値が直観に反することに注意してください。

文字列が等しいときにstrcmpは値0（Cにおける偽）を返します。そのため、Cプログラムでは2つ

の文字列が等しい場合に真を返すSTREQというマクロを定義することがよくあります。このマクロ

は、たいてい高速化のために文字列の最初の文字をとりあえず比較するようになっています<注6>。

232.1 最初に取り上げる完全なプログラム

<監訳者注2> -で始まるにもかかわらず、オプションではない文字が指定されたときの動作が異なります。

<注6> netbsdsrc/usr.bin/file/ascmagic.c:45
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#define STREQ(a, b) (*(a) == *(b) && strcmp((a), (b)) == 0)

幸いなことに、Javaのequalsメソッドの動作はより直観的です<注7>。

if (isConfig) {
configFile = args[i];
isConfig = false;

} else if (args[i].equals("-config")) {
isConfig = true;

} else if (args[i].equals("-debug")) {
debug = true;

} else if (args[i].equals("-nonaming")) {

なお、ifステートメントをカスケード接続して選択を表す場合は、上記のようなインデントスタイ

ルも使われます。このif-else if-...-elseシーケンスは相互排他的な選択を表します。

-nフラグをチェックするifステートメントで、nflagフラグに必ず値0か1がセットされる点は重

要です。nflagには定義時に値がセットされません（リスト2.1:5）。したがって、値をセットするま

でnflagの値は不定となります<監訳者注3>（つまり、そのメモリアドレスにたまたま格納されていた

値を持つ）。こうした結果、初期化変数の使用が問題の原因となることはよくあります。コードを

検査するときは、プログラム制御のすべての経路で変数が適切に初期化されること、未初期化変

数が使われないことを必ずチェックしてください。これらのエラーを検出してくれるコンパイラもあ

りますが<監訳者注4>、それに頼るべきではありません。

このプログラムのループ部分は比較的単純で、残りの引数をスペースで区切って出力するだ

けです。それほど大きな落とし穴ではありませんが、ここで特に注意する点を挙げるなら、各引

数を出力するprintfで文字列書式指定を使用していることぐらいです（リスト2.1:7）。なお、

printf関数は常に最初の引数（書式指定）を出力するため、書式指定引数で文字列変数をその

まま出力する次のようなシーケンスを目にすることがあるかもしれません<注8>。

printf(version);

このようにprintfに任意の文字列を書式指定として渡して出力する場合、文字列に変換指定

子が含まれていると誤った結果を生じます<監訳者注5>（たとえば、%文字を含むSCCSリビジョン管

理識別子のような文字列で問題が生じる）。

2424

<注7> jt4/catalina/src/share/org/apache/catalina/startup/CatalinaService.java:136-143
<注8> netbsdsrc/sys/arch/mvme68k/mvme68k/machdep.c:347

<監訳者注3> スタック上に作られる自動変数なので不定となります。BSSに確保される変数の場合は、0で初期化されることになってい
ます。

<監訳者注4> gccでは、-Wuninitializedオプションを付けると、このチェックを行います。
<監訳者注5> その文字列が外部から与えられる可能性がある場合、セキュリティホールにもなり得ます。



それでも、このprintfとputcharの使い方は完全に正しいとは言えません。printfの戻り値

をvoidにキャストしていることに注意してください。printfは実際に出力された文字数を返しま

す。voidへのキャストは、この結果を故意に無視することを意味します。同様にputcharは文字

の出力に失敗したときEOFを返します。すべての出力関数は――特に、プログラムの標準出力

をファイルへリダイレクトするとき――いくつかの理由で失敗することがあります。

出力先の装置に空きスペースがないとき

ユーザーに割り当てられたスペースが使い果たされたとき

出力先のファイルがプロセスまたはシステムの最大ファイルサイズを超えたとき

出力装置でハードウェアエラーが発生したとき

標準出力に関連付けられたファイル記述子またはストリームが出力に使えないとき

出力操作の結果をチェックしないと、プログラムが気付かぬうちに失敗し、それで出力を失っ

ても警告されないことがあります。あらゆる出力操作の結果をいちいちチェックするのは面倒で

す。そこで、現実的な対応策として、プログラムの終了前に標準出力ストリームでエラーチェッ

クが行われることがあります。このチェックのために、JavaプログラムではcheckErrorメソッドが

用いられます（これが標準出力ストリームで実際に使われた例をまだ見たことはない―― JDK

プログラムも出力装置にスペースが足りないとエラーを出さずに失敗する）。また、C++プログ

ラムではストリームのfail、good、またはbadメソッドが使われ、Cコードではferror関数が使わ

れます<注9>。

if (ferror(stdout))
err(1, "stdout");

最後の改行を出力した後、echoはexitを呼び出してプログラムを正常終了（0）します。これ

と同じ結果を得るために、main関数から0を返す例もよく見かけます。

✏ 練習問題2.1

C、C++、Javaコンパイラを実際に使用して、未初期化変数がどのように扱われる

かを調べなさい。その結果をまとめ、未初期化変数を見付け出す方法を考えなさい。

252.1 最初に取り上げる完全なプログラム

<注9> netbsdsrc/bin/cat/cat.c:213-214
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✏ 練習問題2.2

（Dave Thomasから教えをいただいた）echoプログラムでgetopt関数を使えないの

はなぜか。

✏ 練習問題2.3

STREQのようなマクロを定義する利点と欠点を論じなさい。Cコンパイラでのstrcmp

コールの最適化の可能性を検討しなさい。

✏ 練習問題2.4

ライブラリコールの結果をチェックしていないプログラムを、現在の環境あるいは

サポートファイルから探しなさい。それに関して現実的な解決策を提案しなさい。

✏ 練習問題2.5

プログラムのある種の機能については、ソースコードを読むよりも現実にプログラ

ムを実行したほうが理解しやすい場合がある。標準出力の書き込みエラーに関してプ

ログラムの挙動をチェックするテスト手続き（または枠組み）を考案しなさい。キャ

ラクタベースのJavaプログラムまたはCプログラム（たとえば、コマンドライン版の

コンパイラなど）をいくつか取り上げ、それを実際に試して結果を報告しなさい。

✏ 練習問題2.6

ライブラリ関数sscanf、qsort、strchr、setjmp、open、adjacent_find、

FormatMessage、XtOwnSelectionを使用するために必要なヘッダファイルを示しなさ

い（最後の3つの関数はオペレーティング環境に固有な関数なので、現在の環境に存

在しないかもしれない）。

2 2 関数とグローバル変数

プログラムexpandは、引数で指定されたファイル（引数が省略された場合は標準入力）を処理

し、ハードタブ（\t：ASCIIコード09）を一連のスペースに展開します。デフォルトではタブストッ

プは8文字ごとに設定されます。これを変更するには、カンマまたはスペースで区切った数値の

リストを-tオプションとともに指定します。このプログラムの実装で興味深い点は――まさにそれ
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がこのプログラムを調査する理由となっているのですが――C系の言語のすべてのフロー制御文

が使われていることです。リスト2.2はexpandのすべての変数と関数の宣言<注10>、リスト2.3は

main関数のコード本体<注11>、リスト2.4（「2.5 forループ」）は2つの補助関数です<注12>。

本格的なプログラムを調査するときは、プログラムの主な構成要素を確認することから始める

とよいでしょう。今回取り上げるケースは、グローバル変数（リスト2.2:1）とmain（リスト2.3）、

getstops（リスト2.4:1）、usage（リスト2.4:8）の各関数で構成されます。

整数型の変数nstopsと整数型の配列tabstopsは、関数ブロックの範囲の外で「グローバル変

数」として宣言されています。したがって、これらの変数は調査対象のファイルに含まれているす

べての関数から参照可能です。

続く3つの関数宣言（リスト2.2:2）で宣言される関数は、ファイルの後のほうに出てきます。これ

らの関数の一部は関数の定義よりも前に使われます。そのようなわけで、C/C++プログラムはコ

ンパイラが関数の宣言に基づいて関数の引数と戻り値をチェックし、正しいコードを生成できる

ようになっています。前方宣言がない場合、Cコンパイラは関数が最初に使われたとき関数の戻

り値の型と引数をめぐっていくつかの仮定を行います。一方、C++コンパイラはそのようなケー

スをエラーと区分します。追って現れる関数定義が先の仮定と一致しない場合、コンパイラは警

告またはエラーメッセージを返します。しかし、宣言に誤りがある関数が別のファイルで定義さ

れている場合は、コンパイル時に問題が顕在化しないで、実行時にプログラムが失敗することが

あります。

リスト2.2 タブストップの展開（宣言部）

ここで注意して欲しいのは、2つの関数がstatic宣言されているのに、変数はstatic宣言さ

れていないことです。つまり、この2つの関数は当該ファイルからしか見えませんが、変数はプロ

グラムを構成するすべてのファイルから見えるのです。expandを構成するファイルは1つだけな

#include <sys/cdefs.h> 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>

int nstops;
int tabstops[100];

static void getstops(char *); 
int main(int, char *);

static void usage (void);

ヘッダファイル 

1 グローバル変数 

2 前方関数宣言 

<注10> netbsdsrc/usr.bin/expand/expand.c:36-62
<注11> netbsdsrc/usr.bin/expand/expand.c:64-151
<注12> netbsdsrc/usr.bin/expand/expand.c:153-185
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ので、今回のケースに関する限り、この違いはあまり意味を持ちません。コンパイルされたCファ

イルを結合するリンカはどちらかと言えばプリミティブなものが多いため、すべてのプログラムファ

イルから見える変数（static宣言されていない変数）は、ほかのファイルに定義されている同名

の変数と思わぬ干渉を起こす可能性があります。したがって、「ほかのファイルで必要とされない

限り、変数は常にstatic宣言する」ことを検査時のチェックポイントとするとよいでしょう。

では、expandを構成する関数を見ていきましょう。関数（またはメソッド）の機能を理解するに

は、次の戦略を念頭において読み進めます。

関数の名前から機能を推測する

関数の冒頭に書かれているコメントを読む

関数の使われ方を調べる

関数本体のコードを読む

関連ドキュメントを調べてみる

関数usageはプログラムの使用方法を表示して終了するものと考えてほぼ間違いありません。

コマンドラインプログラムでは同じ名前の関数がこの目的で使われることが多いからです。検査

するコードの規模が大きい場合は、変数や関数の名前と命名規則がだんだんわかってきて、変

数や関数の機能をより正確に推測できるようになります。しかし、コードを読むにつれて当然新し

い事実が明らかになるため、それによって当初の推測が覆されることを常に覚悟しておかなけれ

ばなりません。また、推測に基づいてコードを修正するときは、最初の仮定を検証するプロセス

を織り込んでおきましょう。この検証プロセスには、コンパイラによるチェック、アサーション

（assertion）の導入、適切なテストケースの実行を用いることができます。

getstopsの役割を理解するのは、それほど簡単でありません。コメントがなく、関数本体の

コードが複雑で、名前がいろいろに解釈できるからです。しかし、それが使われているプログラ

ム内の場所（リスト2.3:3）に注目すると役割が見えてきます。getstopsが使われれている場所は、

プログラムのオプションの処理に関係する部分です（リスト2.3:2）。したがって、getstopsはタブ

ストップ指定オプションを処理するものとほぼ推定できます（今回のケースではそう考えて問題な

い）。コードを読むときは、このように徐々に理解を深めていくやり方がよく用いられます。コード

の一部が理解できると、その他の部分も納まるべきところに納まるというわけです。難しいコード

を読み進める場合は、ジグソーパズルを組み立てていくように、簡単な部分から攻めていく戦略

が有効です。
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リスト2.3 タブストップの展開（main部）

1 mainのローカル変数 

3 -tオプションを処理する 

switchラベルを1つにまとめる 

4 switchブロックの終わり 

2 getoptによる引数処理 

5 最低1回実行 
6 残りの引数を処理する 

7 EOFまで文字を読み込む 

タブ 
 

8 次の文字を処理する 

8

8

8

8
その他のすべての文字 

8
改行 

バックスペース 

8
switchブロックの終わり 
whileブロックの終わり 
doブロックの終わり 

int
main(int argc, char *argv)
{
    int c, column; 
    int n;

    while ((c = getopt (argc, argv, "t:")) != -1) { 
        switch (c) {
        case 't':  
            getstops(optarg);
            break;
        case '?': default: 
            usage();
        } 
    }
    argc -= optind;
    argv += optind;

    do { 
        if (argc > 0) {  
            if (freopen(argv[0], "r", stdin) == NULL) {
                perror(argv[0]);
                exit(1);
            }
            argc--, argv++;
        }
        column = 0;
        while ((c = getchar()) != EOF) { 
            switch (c) {
            case '\t': 
                if (nstops == 0) {
                    do {
                        putchar(' ');
                        column++;
                    } while (column & 07);
                    continue; 
                }
                if (nstops == 1) {
                    do {
                        putchar(' ');
                        column++;
                    } while (((column - 1) % tabstops[0]) != (tabstops[0] - 1));
                    continue; 
                }
                for (n = 0; n < nstops; n++)
                    if (tabstops[n] > column)
                        break;
                if (n == nstops) {
                    putchar(' ');
                    column++;
                    continue; 
                }
                while (column < tabstops[n]) {
                    putchar(' ');
                    column++;
                }
                continue; 
            case '\b': 
                if (column)
                    column--;
                putchar('\b') ;
                continue; 
            default: 
                putchar(c);
                column++;
                continue; 
            case '\n': 
                putchar(c);
                column = 0;
                continue; 
            } 
        } 
    } while (argc > 0);) 
    exit(0);
}
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✏ 練習問題2.7

身の回りに存在する適当なプログラムについて、関数と変数の可視性を検討しなさい。

より用心深くできる（不必要に公開しないようにできる）箇所はないか。

✏ 練習問題2.8

現在の環境やサポートファイルから関数またはメソッドをいくつか選び、前述の各戦

略を使ってそれらの役割を調べなさい。それぞれの関数またはメソッドにはできるだけ時

間をかけないこととし、作業に要した時間順に戦略を並べなさい。

2 3 whileループ、条件、ブロック

オプションの処理を見ていきましょう。expandはオプションを1つしか取りませんが、オプション

の処理にUnixのライブラリ関数getoptを使用しています。図2.1にgetopt関数のマニュアルペー

ジ（要約）を示します。たいていの開発環境には、ライブラリ関数、クラス、メソッドのオンラインド

キュメントが用意されています。これを参照するにはUnixシステムではmanコマンド<監訳者注5>、

WindowsではMSDNライブラリ<注13>を使います。JavaのAPIはSunのJDKにHTMLドキュメン

トの形でまとめられています。ライブラリ関数に出会ったときオンラインドキュメントを読むことを

習慣化すれば、コードを読むスキルとコードを書くスキルの両方が向上します。

こうしてgetoptを理解したら、関連するコード（リスト2.3:2）を調べます。getoptに渡されるオ

プション文字列（t:）を見ると、オプションは-tのみで、その後ろに引数が1つ付くことがわかりま

す。whileステートメントは、カッコ内の条件式が真（C/C++では0以外の値）の間、ステートメント

本体を繰り返し実行します。今回のケースではwhileループの条件式の中でgetoptを呼び出し

て、結果をcに代入し、それを-1（オプションがすべて処理されたことを示す）と比較しています。

これらの処理を1つの式の中で実行するため、ここではC系の言語の代入操作が演算子（=）に

よって実行されること、つまり代入式が値を持つという性質を利用しています。代入操作で左オ

ペランド（今回のケースでは変数c）に格納された値が代入式の値になります。関数を呼び出して

戻り値を変数に代入し、結果を特定の値と比較するまでを1つの式で実行する例は、多くのプロ

グラムに見られます。典型的な例ですが、次のコードはreadLineの結果をlineに代入し、それ

3030

<注13> http://msdn.microsoft.com

<監訳者注5> GNUシステムでは、infoコマンドで読むことのできるドキュメントも用意されていることがあります。
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図2.1 getoptのマニュアルページ

GETOPT ( 3 )                                             UNIX Programmer's Manual                                                 GETOPT ( 3 )

NAME
getopt - get option character from command line argument list

SYNOPSIS
#include <unistd.h>

extern char *optarg;
extern int optind;
extern int optopt;
extern int opterr;
extern int optreset;

int
getopt(int argc , char *const *argv , const char *optstring)

DESCRIPTION
The getopt( ) function incrementally parses a command line argument list argv and returns the next 
known option character. An option character is known if it has been specified in the string of accepted option 
characters, optstring.

The option string optstring may contain the following elements: individual characters, and characters 
followed by a colon to indicate an option argument is to follow. For example, an option string "x" 
recognizes an option “-x”, and an option string "x:" recognizes an option and argument “-x 
argument”. It does not matter to getopt( ) if a following argument has leading white space.

On return from getopt(), optarg points to an option argument, if it is anticipated, and the variable optind 
contains the index to the next argv argument for a subsequent call to getopt(). The variable optopt saves 
the last known option character returned by getopt().

The variable opterr and optind are both initialized to 1. The optind variable may be set to another value 
before a set of calls to getopt( ) in order to skip over more or less argv entries.

The getopt( ) function returns -1 when the argument list is exhausted, or a non-recognized option is 
encountered. The interpretation of options in the argument list may be cancelled by the option ‘--’ (double 
dash) which causes getopt( ) to signal the end of argument processing and returns -1. When all options 
have been processed (i.e., up to the first non-option argument), getopt( ) returns -1.

DIAGNOSTICS
If the getopt( ) function encounters a character not found in the string optstring or detects a missing 
option argument it writes an error message to stderr and returns ‘?’ . Setting opterr to a zero will disable 
these error messages. If optstring has a leading ‘:’  then a missing option argument causes a ‘:’ to be 
returned in addition to suppressing any error messages.

Option arguments are allowed to begin with “-”; this is reasonable but reduces the amount of error checking 
possible.

HISTORY
The getopt( ) function appeared 4.3BSD.

BUGS
The getopt( ) function was once specified to return EOF instead of -1. This was changed by POSIX 
1003.2-92 to decouple getopt( ) from<stdio.h>.

4.3 Berkeley Distribution                                        April 19, 1994                                                                                1
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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）
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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



Dockerが利用される
現場のノウハウが凝縮 !
開発
ツール

チーム改善に活かすITIL
悩めるリーダーにオススメ
開発系
読み物

ワークフローを疑似体験 !
GitHubが初歩からわかる

開発
ツール

インフラエンジニアの
必須知識をていねいに解説

エミュレータ制作を通して
コンピュータの中身を理解
開発系
読み物

プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る

開発系
読み物

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 !』
の第 2 弾。英国生まれの IT 運用ノウハウ
「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
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
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」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
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
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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