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Java におけるオブジェクト中心のデバッガとその評価
山﨑翔†1

久保田吉彦†2

紫合治†2

概要：プログラム開発に統合開発環境（以下，IDE） を用いた場合，デバッグ時には IDE の提供するデバッガを用
いることが多い．ユーザは Graphical User Interface（以下，GUI）上でソースコード上にブレークポイントを設定し，
デバッグ実行を行ない，ブレークポイントで実行を中断させプログラムの確認をする．しかし，ブレークポイントを
適切な位置に設定するためには対象プログラムの動作に対する深い理解が必要となる．特に，オブジェクト指向言語
によって構築されたシステムでは，ソースコード上の静的な場所だけでなく，実行時点での動的なオブジェクトの様
子に沿ったデバッグが必要になるが，現在のデバッガではプログラマに対してオブジェクトの様子に沿った適切な
GUI を提供できていない．本論文では実行時のオブジェクト全体の様子と個々のオブジェクトに着目した新しいブレ
ークポイントを設定するための GUI を提案する．これは，Java プログラムの動作をアニメーションで表現するシステ
ムを利用して，動的なオブジェクト図に対してブレークポイントを設定する GUI を備えたもので，Eclipse 上のプラ
グインとして実現されている．また提案するシステムを２つのケースで実際に用いて，その評価と考察を行う．
キーワード：デバッグ，オブジェクト図，Eclipse プラグイン，オブジェクト中心のデバッグ

Object-Centric Debugger in Java and its evaluation
SHO YAMAZAKI†1 YOSHIHIKO KUBOTA†2
OSAMU SHIGO†2
Abstract: When programmer uses the integrated development environment (below, IDE) for program development, s/he uses
the debugger provided by the IDE for debugging. Programmer sets the breakpoint on the program source code by using the
Graphical User Interface (GUI), executes the program and checks the state of the program at the breakpoint. However, setting a
breakpoint at the appropriate position of the program needs a deep understanding of the dynamic behavior of the target program.
Especially for an object oriented program debugging, programmer should understand the dynamic behavior of the total objects
and their states, and appropriate breakpoint may be at an object, not a class. The current debugger is not able to provide the
appropriate GUI for such object oriented program debugging to the programmer. In this paper, we propose the plug-in tools that
has a new breakpoint which focus on individual object and a GUI for setting breakpoint to object on the object diagram animator
in Java programs.
Keywords: Debug Environment，Object Diagram，Eclipse Plug-in，Object-Centric Debugging

1. はじめに
プログラマは，プログラムを実行させ想定外のプログラ
ム動作や変数の異常値を観測した際に，バグが混在してい

に変化するシステムの状態をもとにした適切なブレークポ
イントの設定が必要になる．現在主流となっている実行ス
タックに焦点を当てたデバッガは，オブジェクト指向言語
に対するデバッグのための適切な UI を提供できていない．

る箇所を特定し，修正を行う必要がある．Sillito[1]らは，

この問題を解決するために，Object-Centric Debugging[2]

プログラマがソースコードの変更を行う際に抱く疑問を

という手法が存在している．この手法は実行スタックでは

44 種類定義している．プログラムの問題個所を特定する際

なく個々のオブジェクトに焦点を当てることでこの問題を

には，それらの疑問を糸口にして，問題に関連していると

解決するものである．これにより，特定のオブジェクトの

思われる箇所にブレークポイントを設定し，ステップ実行

フィールドがアクセスされた場合とか，特定オブジェクト

で変数の値やオブジェクトの参照の変化を IDE の提供する

のメソッドが呼ばれた場合など，オブジェクトを指定した

GUI により確認する．しかしこのブレークポイントを適切

ブレークポイントの設定を可能にする．しかしこの手法は

な位置に設定するためには，ソースコード全体に対する深

現時点では Smalltalk を対象としたものであるため，Java

い理解が必要不可欠である．さらにオブジェクト指向言語

ではまだ実現されていない．

によって構築されたシステムの場合，プログラムの実行は

本論文では，従来の実行スタックベースのデバッグ機能

オブジェクト間の相互作用によって遂行されるため，UML

に加えて，プログラム実行時の動的なオブジェクトの様子

やソースコードのような静的な表現では表せない時間と共

をオブジェクト図として視覚的に表示することで，図中の
特定のオブジェクトを指示しながら個々のオブジェクトに
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着目したデバッグ機能を提供するツールについて述べ，そ
の評価を行う．このツールは Eclipse の Java 開発環境のプ
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ラグインとして実現されており，Java プログラムの動的な
ふるまいを視覚化するためのアニメーション機能を持つ
GUI をもとに，Object-Centric Debugging の機能を実装して
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Halt on interaction
二つの特定のオブジェクトがお互いにメソッドの呼び

出しをしていたら実行を中断する．

いる．この機能によって個々のオブジェクトが異なる振る

これらのブレークポイントは Smalltalk で実装されてお

舞いをするオブジェクト指向プログラムの特徴に合わせて

り，オブジェクトを特定しコードを書くことによってオブ

デバッグを行うことを可能にする．

ジェクトにブレークポイントを設定する．ただし，使いや
すいインタフェースを提供するまでには至っていない．

2. 関連研究
Ressia[2]らはオブジェクト指向プログラムのデバッグで

Czyz[3]らは，Java の実行過程をオブジェクト図とシーケ
ンス図によって視覚的に表現可能な Eclipse のプラグイン
JIVE[4][5]を開発した．JIVE は過去のメソッド呼出や変数

は，従来の実行スタック中心のデバッグではなく，個別の

の変化を蓄積し，ブレークポイントで実行が中断された後，

オブジェクトに着目した Object-Centric Debugging が必要で

過去の変数の値やオブジェクト図やシーケンス図の観測が

あるとし，従来のソースコードに着目したブレークポイン

可能となっている．しかし，デバッグ機能は Eclipse に依存

トではなく，個々のオブジェクトに着目したブレークポイ

しており JIVE 独自のデバッグ機能はない．このため，

ントを提唱した．個々のオブジェクトに着目したブレーク

Object-Centric Debugging のための機能は提供されていない．

ポイントは，オブジェクトの状態に関するものとオブジェ

また JIVE では実行中のメソッド呼出の履歴や変数の値の

クトのインタラクションに関するものに分類できる．

変化の履歴をプログラム開始からすべて蓄積しているため，

オブジェクトの状態に関するブレークポイントとして

オブジェクトが多数現われるようなプログラムに適用する

は次の２つを提唱している．

と，データの蓄積とオブジェクト図の描画に多大な時間が



かかり，注目したいブレークポイントに到達するのに時間

Halt on write
いずれかのインスタンス変数もしくは指定のインスタ

ンス変数に代入が行なわれた際に実行を中断する．


Halt on read
いずれかのインスタンス変数もしくは指定のインスタ

ンス変数が使用された場合，実行を中断する．

がかかりすぎるため，実際的なサイズのシステムのデバッ
グに対しては適用困難な場合がある．
オブジェクト中心デバッグのためには，実行過程の理解
支援に加えて，通常の IDE の機能，さらに Object-Centric
debugging 機能までは統合したシステムが必要になる．

オブジェクトのインタラクションについては次の６つ
を提唱している．


Halt on call

3. 機能概要

デバッグ対象のオブジェクトのメソッドが他のオブジ

本ツールは Eclipse の Java 開発環境のデバッガ機能の拡

ェクトから呼び出された際，実行を中断する．メソッドは

張として開発した．Object-Centric Debugging の手法を取り

一つまたは複数指定できる．

入れたデバッグ機能とその機能を利用するための GUI を



追加している．Eclipse デバッガの拡張として実装されてい

Halt on invoke
デバッグ対象のオブジェクトが他のオブジェクトのメ

るため本ツールが提供するオブジェクトに着目したデバッ

ソッドを呼び出したら実行を中断する．メソッドは一つま

グだけでなく，従来の Eclipse デバッガを利用して実行スタ

たは複数指定できる．

ックに着目したデバッグを併用することも可能である．



Eclipse デバッガに対する拡張部分の中でも GUI 部分は一

Halt on creation
特定のクラスのインスタンスが生成されたとき実行を

つ の ビ ュ ー に ま と めて い る． 本 プ ラ グ イ ン を 追加 し た

中断する．

Eclipse デバッグ画面の全体図を図 1 に示す．我々が追加し



たビューは図 1 右下のアニメーションビューの部分である．

Halt on object in invoke
あるオブジェクトのメソッドが呼び出され，かつ特定の

オブジェクトが引数として渡されたとき，実行を中断する．
これは全てのオブジェクトが応答できる．全てのメソッド

オブジェクト中心のデバッグを行う際にはこのアニメーシ
ョンビューを用いる．
オブジェクト中心のデバッグを行う際にはまず，ソース

もしくはその一部に適用できる．

コードエディター上で従来のブレークポイントを設定する．



そしてデバッグ実行を行い，処理がブレークポイントにた

Halt on object in call
特定のオブジェクトがメソッドの引数として使用され

どり着き一時停止するとアニメーションビューに実行停止

たら実行を中断する．全てのメソッド呼び出しもしくはそ

時点で生成されているオブジェクトの状態を表すオブジェ

の一部に適用できる．

クト図が表示される．最初のブレークポイントにたどり着
くまではオブジェクト図の描画は行われず，アニメーショ
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エディター

コンソール

アニメーションビュー

図 1

システムの全体図

ンビューと関連するオブジェクト中心のデバッグを行うこ

ムである[6]．アニメーションシステムでは従来のオブジェ

ともできない．そのため，オブジェクト中心のデバッグを

クト図に対して拡張を加えた拡張オブジェクト図を用いて

行う際にはブレークポイントは，そこにたどり着くまでの

いる（図 2）．以下にその変更点を示す．

過程にバグが含まれていないことが確定している，または

●

つオブジェクト ID を表示する．

そこにたどり着くまでの処理は詳細に観察する必要が無い
と判断している箇所に設定することが望ましい．

●

二段目のセクションにそのオブジェクトがその時点で
実行中のメソッドを表示し，文字の濃淡で実行順序を

表示されたオブジェクト図とアニメーションビューが持

表す（濃い方が新しく実行されたメソッド）．

つオブジェクトに着目したブレークポイント
（Object-Centric ブレークポイント，以下 OC ブレークポイ

オブジェクト名の代わりに各オブジェクトが固有で持

●

メソッドの引数の型・名前の代わりにメソッド呼び出

ント）の設定 GUI を用いて OC ブレークポイントの設定を

し時に渡された実引数を，基本データ型または文字列

行う．OC ブレークポイントの詳細とその設定方法につい

型の場合はその値を，それ以外のオブジェクトの場合

ては 3.2 で述べる．OC ブレークポイントを設定後（または

はそのオブジェクトのオブジェクト ID を表示する．

設定しなくても），アニメーション実行を行うとデバッグ対

●

矢印で表現する．

象プログラムの実行がブレークポイントの位置から再開さ
れる．アニメーション実行中はメソッド呼び出し・メソッ

●

オブジェクトだけではなくスタティックなメソッドを
持つクラスもオブジェクトと同様の形式で表示する．

ド終了時に一時停止し，オブジェクト図の更新をアニメー
ションで行い，図の更新終了後に実行再開するという動作

オブジェクト間の参照関係を参照側から被参照側への

●

現在処理が行っているメソッドのオブジェクトの位置

を繰り返す．アニメーション実行は実行が Eclipse デバッガ

を図 2 右のようなトークン（色つきの円）で表す．ま

のブレークポイントまたは OC ブレークポイントに到達す

た，トークンの中にはスレッド ID を表示する．

るまで行われる．

ステップ実行を用いて変数の値やオブジェクトの参照
の変化を観察する方法に比べて，それらを視覚的に分かり

3.1 アニメーションシステム

やすい形で表現している上にメソッドの実行順序などの情

ブレークポイントの設定方法について説明する前に，ア

報も含まれているアニメーションシステムはプログラムの

ニメーションシステムについて触れておく．アニメーショ

動作を理解するうえで役立つ．このアニメーションシステ

ンシステムは Java プログラムの実行状態をオブジェクト

ムはプログラマがブレークポイントを適切な位置に設定す

図で表現し，各実行時点での状態の変化をアニメーション

るために役立てることができるだけでなく，OC ブレーク

で表現することで，プログラムの動作を可視化するシステ

ポイントを設定するための UI として利用できる．
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ターゲットのスコープは④のラジオボタンで設定するもの
で，Object と Class の２つがある．Object の場合，変数に
関する OC ブレークポイントは一つのオブジェクトの変数
を対象として動く．Class の場合には一つのクラスのオブジ
ェクト全ての同じ変数に対して動く．
ターゲットのスコープを設定したら，次にターゲットと
なる変数を設定する．設定方法はターゲットのスコープが
どちらかにかかわらず共通で，まず①のターゲットフィー
ルドをクリックする．するとターゲットフィールドの文字
が赤色に変わる．この状態で OC ブレークポイントを設定
したい変数をクリックする．するとターゲットフィールド
図 2

の文字が「変数名:オブジェクト ID」の形式に変化する．

拡張オブジェクト図

ターゲットとなる変数を設定したら，最後にターゲット
3.2 OC ブレークポイント

となる変数へのアクセス・変更時にそれぞれ実行を停止さ

本ツールにおける OC ブレークポイントとその設定方法

せるかどうかチェックボックスで設定する．追加ボタンを

について述べる[7]．OC ブレークポイントは Object-Centric

押すとここまでに設定した内容のブレークポイントが追加

Debugging で定義されたブレークポイントと同様に，オブ

され，各設定横目は初期状態に戻る．

ジェクトの変数に関するものとオブジェクトのメソッドに

メソッドに関する OC ブレークポイントの設定は OC ブ

関するものの２グループに分けることができる．OC ブレ

レークポイント設定用の GUI の Method タブで行われる．

ークポイントの設定はアニメーションビューで行う． OC

図 4 に Method タブを開いたアニメーションビューを示す．

ブレークポイント設定用の GUI は Field タブと Method タブ
の２つのタブで構成されており，それぞれ変数に関する
OC ブレークポイントとメソッドに関する OC ブレークポ
イントの設定に用いる．OC ブレークポイント設定用の GUI
が開いている間，アニメーション実行は中断され，もう一
度 OC ブレークポイント設定ボタンと押すことで閉じるこ
とができる．
変数に関する OC ブレークポイントの設定は OC ブレー
クポイント設定用の GUI の Field タブで行われる．図 3 に
Field タブを開いたアニメーションビューを示す．
①

②
⑥

③ ④

⑤

⑦
図 4

Method タブ

メソッドに関するブレークポイントを設定する際には
まず，①の呼び出し元のオブジェクトと④の呼び出し先の
オブジェクトを設定する．この２つの設定方法は設定した
い項目を押して赤色に切り替えてから設定したいオブジェ
クトをクリックするという手順で，変数タブのターゲット
フィールドと同様である．
①

②

③

④

⑤

次に②の呼び出し元のメソッドと⑤の呼び出し先のメ
ソッドを設定する．呼び出し元・呼び出し先のオブジェク

図 3

Field タブ

トを指定すると対応するコンボボックスに設定したオブジ
ェクトが持っているメソッドが要素として追加される．追

変数に関する OC ブレークポイントは一つの変数に対し

加された要素の中から一つのメソッドを選ぶとこの項目の

て設定される．変数に関するブレークポイントを設定する

設定は完了である．呼び出し元・呼び出し先のオブジェク

場合にはまずターゲットのスコープを定める必要がある．

ト及びメソッドに関してはワイルドカードを指定すること
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4.2 オブジェクトの収集と描画

した場合ワイルドカードとなり，その項目に関してはどの

Eclipse での Java プログラム開発は Java Development

オブジェクトであってもブレークポイントに一致したとみ

Tools(以下，JDT) が用いられており，JDIDebugTarget を拡

なされるようになる．

張することでブレークポイント到達時やステップ実行の際

３番目に③のメソッドの呼び出し方向を設定する．この

に発生するイベントを取得できる．最初にブレークポイン

矢印はメソッドの呼び出し元・呼び出し先の向きを表して

トに到達した際にオブジェクト図を作成する手順は次の通

おり，クリックするたびに右向き矢印と双方向矢印が切り

りである．

替る．双方向矢印の場合は呼び出し元と呼び出し先を入れ

（1） 設定したブレークポイントにデバッグ実行が到達し

替えた OC ブレークポイントが同時に設定される．

た際に発生するイベントを捕捉する．

４番目に⑥の引数となるオブジェクトを設定する．この

（2） デバッグ対象の Java 仮想機械から，ユーザが設定

項目も設定方法は呼び出し元・呼び出し先オブジェクトや

したフィルタを介し必要なクラス群を取得する．

変数タブのターゲットフィールドと同じである．この項目

（3） 取得した各クラスのオブジェクトを全て取得する．

を設定するとメソッド呼び出し時に設定したオブジェクト

取 得 に は JDI の ReferenceType 型 の オ ブ ジ ェ ク ト へ

が引数として渡されていなければ対象プログラムの実行が

instances(0) メソッドを使用する．取得後，id 番号をキー

停止されなくなる．この項目の初期状態である「-----」の

として HashMap に保存する．

場合は引数の値にかかわらず停止する．

（4） 取得したオブジェクトを参照しているオブジェクト

追加ボタンを押すとここまでに設定した内容のブレー
クポイントが追加され，各項目が初期状態に戻る．

を再帰的に取得する．JDI の ObjectReference 型オブジェク
トへ referringObjects(0) メソッドを再帰的に使用する．参照
元が取得出来た場合，各参照元オブジェクトを id 番号を

4. 実現方式
4.1 全体構成
本ツールはすべて，Eclipse デバッガの機能を十分に利用

キーとして HashMap に保存する．
（5） 取得したオブジェクトの ID 番号と参照元オブジェ
クトの ID 番号からオブジェクト図を描画する．
アニメーション実行中のオブジェクト図の描画は以下の

するために Eclipse プラグインとして実装されている．その

手順で行われる．

ため，従来のブレークポイントやステップ実行といったデ

（1）メソッド開始・終了時に発生するイベントを補足する．

バッガとして必要な機能を利用可能なうえ，OC ブレーク

（2）イベントからメソッド名や引数などのメソッドに関す

ポイントやアニメータといった拡張機能を利用できる．

る情報と，オブジェクト ID やクラス名・フィールドなど

本ツールはデータ抽出部とアニメータ・UI 部の二つに分か

のオブジェクトに関する情報を取得する．

れる形で構成されている．

（3）オブジェクト ID をもとに図の変更を行うオブジェク

データ抽出部では，最初に Eclipse デバッガのブレークポ

トを特定し，オブジェクト図の更新を行う．

イントに到達した時点でオブジェクト図の描画に必要な情
報を収集する[8]．その後アニメーション実行中はメソッド

4.3 OC ブレークポイントの実装

開始・終了イベント発生時にデバッグ対象のプログラムの

OC ブレークポイントは変数に関するものとメソッドに

動作を一時停止し，アニメーションを描画するために必要

関するもので異なる実装の仕方になっている．メソッドに

な情報を収集する．そしてそれらの情報をアニメーショ

関する OC ブレークポイントを機能させるためには，アニ

ン・UI 部へと送る．

メーションビューの Method タブで設定した内容と呼び出

アニメータ・UI 部ではデータ抽出部から送られてきた情

されたメソッドを比較する必要がある．呼び出されたメソ

報をもとに，オブジェクト図の描画・更新を行い，その後

ッドに関する情報はすでにアニメーション実行を実装する

ブレークポイントの判定処理を行っている．ブレークポイ

うえで取得しているため，それと比較している．ブレーク

ントの判定は Java Debug Interface（以下，JDI）を利用して

ポイントによる停止はアニメータ・UI 部によるデバッグ対

いるものと，アニメータ・UI 部で行っているものの２種類

象プログラムの実行再開の合図を送らないことで実現して

がある（詳細については 4.3 節で述べる）．アニメータ・UI

いる．

部で判定を行っているものに関しては，ブレークポイント

変数に関する OC ブレークポイントを実現するためには

であると判定されない場合はデバッグ対象のプログラムの

まず，対象フィールドへのアクセス・変更時にデバッグ対

動作を再開させるために，実行再開の合図をデータ抽出部

象のプログラムを停止させなければならない．そのためア

へ送る．データ抽出部がこの合図を受け取ることで実際に

ニメーションビューの Field タブで OC ブレークポイントを

実行を再開させる．ブレークポイントであると判定された

設定した際に，設定した条件がフィールドアクセスなら

場合は，そのまま停止し，ユーザからの指示を待つ．

AccessWatchpointListener を ， フ ィ ー ル ド 変 更 な ら
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ModificationWatchpointListener を登録する．そして Field タ

ガを用いて問題個所の特定を行うことになる．ここから

ブで設定したターゲットスコープが Object ならインスタン

Eclipse デバッガのみでデバッグを行おうとした場合，

スフィルターを，Class ならクラスフィルターを追加する．

getSize メソッドにメソッドブレークポイントを設定して

データ抽出部で登録したフィールドアクセス・変更のイベ

実行する．そしてブレークポイントに到達するたびにオブ

ントをとらえたら OC ブレークポイントに到達したとして

ジェクトの状態を観察していくことで２つのオブジェクト

実行を停止させる．

が交互に getSize メソッドを呼んでいることが分かる．次に
Directory に他の Directory や File を追加する add メソッドに
ブレークポイントをかける，もしくはさらに先ほど見つけ

5. ケーススタディ

た２つのオブジェクトでインスタンスブレークポイントを

開発したツールを用いて，２つのプログラムに対してデ
バッグを行い，本ツールの評価と考察を行う．

設定することになる．しかし，メソッドブレークポイント
だけの場合は関係のないオブジェクトを追加した際にも停
止するし，インスタンスブレークポイントは設定する際に

5.1 Visitor パターンのサンプルプログラム
Visitor パターンのサンプルプログラムに対しバグを挿入

オブジェクトの指定方法がオブジェクト ID であるという
面倒さがある．

し，デバッグを行う．このサンプルプログラムは main メソ

それに対して Eclipse デバッガに本ツールを併用した場

ッドでファイルとディレクトリのデータ構造を構築し，そ

合は４つの Directory クラスのオブジェクトを生成し終わ

の後訪問者が渡り歩くという処理の流れになっている．デ

った図 5 の 11 行目に Eclipse デバッガのブレークポイント

ータ構造を構築する際に２つのディレクトリの間で相互参

を設定し，アニメーション実行を行う．そしてアニメーシ

照するようにバグを挿入し，このバグを見つけ出すことと

ョンを眺めていると図 7 に示しているように<id=438>オブ

する．図 5 に挿入したバグを示す．

ジェクトと<id=439>オブジェクトの getSize メソッドが交
互に呼ばれ，２つのオブジェクト間をトークンが行き来す
る様子を見ることができる．

図 5

挿入したバグ

16 行 目 に コ メ ン ト で 記 述 さ れ て い る コ ー ド
“bindir.add(rootdir)”が挿入したバグである．11 行目に
“rootdir.add(bindir)”とあることから，rootdir と bindir の間
で相互に参照し合っていることが分かる．このバグを挿入
した状態で実行した結果を図 6 に示す．

図 7

バグ挿入後のアニメーション実行例

オブジェクト図を見るとこの２つのオブジェクトだけ
は他のオブジェクト間と違って参照の矢印が双方向になっ
ていることが分かる．ここから問題はこの相互参照になる
図 6

バグ挿入後の実行例

のではないかと推測することができる．そして<id=439>オ
ブジェクトの add メソッドで<id=438>オブジェクトが引数

図 6 のエラーログから Directory クラスの getSize メソッ

として渡された際に停止する OC ブレークポイントとその

ドで無限ループが発生していることが分かる．しかし，

２つのオブジェクトを入れ替えたものの２つを設定するこ

getSize メソッドにはバグは挿入されていないためデバッ

とで挿入されたバグを見つけ出すことができる．
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5.2 成績ファイル読込プログラムの例

CSVData オブジェクトの setId メソッドと setScore メソッド

成績ファイル読込プログラムは図 8 左に示すような CSV

を用いて取出し，CSVData オブジェクトのインスタンス変

形式の成績ファイルを読み込み，学籍番号順にソートし出

数に設定している．Eclipse デバッガのみでデバッグする場

力する．学籍番号に重複がある場合は成績の出力後，重複

合はこの setId メソッドにメソッドブレークポイントを設

データ一覧としてデータと共にファイル名を出力する．コ

定し，デバッグ実行を行う．結果的に setId メソッド内にあ

マンドライン引数としてディレクトリパスを渡し，そのデ

ったバグを発見し修正することはできたが，ブレークポイ

ィレクトリ以下に存在する CSV 形式の成績ファイルを読

ン ト で 停 止 す る た びに 呼 び出 さ れ た メ ソ ッ ド が問 題 の

み込むようになっている．図 8 右は図 8 左のファイルを読

“99JKM”から始まるデータを持つオブジェクトであるか

み込んだ際の出力結果例である．

どうかの確認をする手間が必要だった．
Eclipse デバッガに本ツールを組み合わせてデバッグを
行う場合はすべてのオブジェクトを作り終わった段階で停

提出順番,学籍番号,点数

99JK001 60

1,99JK005,99

99JK002 30

止するように Eclipse デバッガのブレークポイントを設定

2,99JK006,75

99JK003 25

する．そして停止した際のオブジェクト図を図 10 に示す．

3,99JK009,20

99JK004 100

4,99JK002,30

99JK005 99

5,99JK001,60

99JK006 75

6,99JK010,10

99JK006 40

7,99JK004,100

99JK007 70

8,99JK008,25

99JK008 25

9,99JK007,70

99JK009 20

10,99JK003,25

99JK010 10

11,99JK006,40
～重複しているデータ～
99JK006 75#99objects01.csv
99JK006 40#99objects01.csv

図 8

成績ファイルの例（左）出力結果例（右）

このプログラムに対して図 9 左の CSV 形式の成績ファイ
ルを読み込ませたところ，図 9 右のように一部の成績デー
タが正しく出力されなかった．成績ファイルと出力結果を

図 10

成績ファイル読込プログラムのオブジェクト図

比較してみると，学籍番号が“99JK”から始まるものは表
示されるが，
“99JKM”から始まるものは正しく表示されな

学籍番号が“99JKM”から始まるデータである<id=452>
オブジェクトの setId メソッドが呼び出された際に停止す

いことが分かる．

るように OC ブレークポイントを設定し，アニメーション
実行を行った．これにより問題となる学籍番号が“99JKM”

99JK052,70

から始まるデータを持つオブジェクトのメソッド呼び出し

99JKM053,95

のみで実行が停止し，setId メソッド内の処理やローカル変

99JKM001,13

数の値の観察にスムーズに移ることができた．

99JK200,10
99JK990,70

5.3 考察

99JKM230,100
99JK503,70

Visitor パターンの例でエラーログでは同一のメソッドが

99JKM030,30

繰り返し呼ばれ続けていたように見えていたものが，オブ

99JK123,23

ジェクト図のアニメーションで見ると２つのオブジェクト

99JKM050,80

図 9

間で交互に呼ばれていたことが分かった．成績ファイル読

正しく表示されない成績ファイル（左）
その際の出力（右）

込プログラムの例で学籍番号が“JKM”である成績データ
が一目で判別できたなど，デバッグ対象プログラムの動作
をオブジェクト図のアニメーションによって視覚化する機

このプログラムでは，読み込んだ成績データ一つずつに

能は複数のオブジェクトが生成されるような状況下でオブ

CSVData オブジェクトを生成し，学籍番号，点数の情報を

ジェクトの状態やインタラクションを観察したい場面であ
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る程度効果を発揮していると考えられる．また，どちらの

ークポイントは Eclipse デバッガを単体で用いるよりも効

例でも特定のオブジェクトが引数として渡されたり，特定

果的なデバッグを行うことができる．

のオブジェクトのメソッド呼び出しに限って停止させると

本ツールによって Java プログラムを対象としてオブジ

いった Eclipse デバッガでは設定できなかったり，設定でき

ェクトに着目したデバッグを行うことを可能にした．しか

ても操作が面倒なものを OC ブレークポイントによって簡

し，本ツールには実行速度の改善・オブジェクト図の規模

単に設定し，問題個所発見までの労力を軽減することに貢

が大きくなりすぎてしまう問題への対応・アニメーション

献できていた．

システムの改良といった課題が残っている．

しかし，成績ファイル読込プログラムの後半のような同

現在本ツールの処理のうち，オブジェクト図の描画処理

一クラスから複数のオブジェクトが生成されていないよう

とデバッグ対象のプログラムでイベント発生時にデバッグ

な場面やそもそもオブジェクトを用いていないような場面

対象のプログラムの実行を停止させ，イベントから情報を

では本ツールが活躍する場は存在しなかった．

抽出する処理に大きな時間がかかってしまっていることを

以上のことから本ツールは同一クラスのオブジェクト

確認している．また，デバッグ対象のプログラムが大きく

が多数生成され，そのうちの一部のオブジェクトの状態や

なるにつれて，生成されるオブジェクトの数も大きく増加

振る舞いが問題になるような場面で関係のないオブジェク

していく．そのすべてのオブジェクトをオブジェクト図に

トの観察をする手間を省き，デバッグ対象プログラムに対

表現すると図は大きくなりすぎてしまい，観察が困難にな

する理解度が高くない状況において対象プログラムで生成

ってしまう．その対策として考えているのがオブジェクト

された個々のオブジェクトの状態や振る舞いに対する理解

図の絞り込み機能である．これはデバッグ時に問題個所と

を助けるなど Eclipse 環境でデバッグ作業を行う際の選択

関係ないと判断したオブジェクトをオブジェクト図から取

肢を増やすことができる．

り除いていくことによってオブジェクト図で見える範囲を
限定し，問題個所と考えられる範囲を絞り込んでいく機能

6. おわりに
本論文では，従来の実行スタックベースのデバッグ機能

である．この機能によってオブジェクト図の規模増大と描
画処理にかかる時間の改善が行えると考える．
現在 OC ブレークポイントに到達した際にはアニメーシ

に加えて，プログラム実行時の動的なオブジェクトの様子

ョンがただ止まるだけであり，OC ブレークポイントを複

をオブジェクト図として視覚的に表示することで，図中の

数設定した場合，どれで停止したのかが分からない．アニ

特定のオブジェクトを指示しながら個々のオブジェクトに

メーションシステムの改善として OC ブレークポイントで

着目したデバッグ機能を提供するツールについて述べた．

停止した際にどのような OC ブレークポイントで停止した

このツールは Eclipse の Java 開発環境のプラグインとして

のか表示する機能の追加も考えている．

実現されており，Java プログラムの動的なふるまいを視覚
化するためのアニメーション機能を持つ GUI をもとに，

参考文献

Object-Centric Debugging の機能を実装した．この機能によ

[1]

って個々のオブジェクトが異なる振る舞いをするオブジェ
クト指向プログラムの特徴に合わせてデバッグを行うこと
を可能にした．

[2]

JIVE と違い，本システムでは Eclipse のデバッグ機能だ
け で な く 独 自 の デ バッ グ 機能 を 追 加 し て い る ．ま た ，
Ressia[2]らが提唱した８種類のブレークポイントのうち，
Halt on Interaction 以外は本システムが提供する GUI で簡単
に設定することができる．しかし Halt on Interaction に関し

[3]

[4]

てはメソッド呼び出しを片方ずつ，二つのブレークポイン
トを設定する必要がある．また，多くのプログラム視覚化
システムは小規模なプログラムを対象としている．しかし，

[5]
[6]

本システムは可視化する範囲を限定し，プログラム実行の
情報を最初から最後まで集めないことで大規模なシステム
にも対応している．

[7]

同一クラスのオブジェクトが多数あり，その一部に興味
があるような状況やデバッグ対象プログラムに対する理解
度が高くない状況においてアニメーション実行や OC ブレ

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

[8]

Sillito, Jonathan, Gail C. Murphy, Kris De Volder. "Questions
programmers ask during software evolution tasks." Proceedings of
the 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations
of software engineering. ACM, 2006.
Ressia, Jorge, Alexandre Bergel, Oscar Nierstrasz. "Object-centric
debugging." Proceedings of the 34th International Conference on
Software Engineering. IEEE Press, 2012.
Czyz, Jeffrey K., Bharat Jayaraman. "Declarative and visual
debugging in eclipse." Proceedings of the 2007 OOPSLA
workshop on eclipse technology eXchange. ACM, 2007.
Gestwicki, Paul, and Bharat Jayaraman. "Methodology and
architecture of JIVE." Proceedings of the 2005 ACM symposium
on Software visualization. ACM, 2005.
JIVE: Java Interactive Visualization Environment
http://www.cse.buffalo.edu/jive/
山﨑翔, 久保田吉彦, and 紫合治. "オブジェクト図のアニメ
ーション." ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム
2015 論文集 (2015): 129-136.
山﨑翔, 久保田吉彦, and 紫合治. "Java におけるオブジェク
ト中心のデバッガ." ソフトウェアエンジニアリングシンポ
ジウム 2016 論文集 2016 (2016): 119-126.
久保田吉彦, 山崎翔, 紫合治. "デバッグ環境にオブジェクト
図を提示する Eclipse プラグインの開発." 研究報告ソフト
ウェア工学 (SE) 2016.29 (2016): 1-8.

8

