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ソフトウェア設計におけるベンチマーキングに向けての考察
下滝 亜里†
ソフトウェア設計に関する技術は，簡単な例題やケーススタディによって有効性が検証される傾向がある．こ
のような例題は，提案手法がどのような問題を解決しようとしているのかを示すのに役に立つ．有効性をさらに
検証するためには，広範囲かつ現実的な例題を用いることが望ましいが，そのような例題が適切に文章化され
ていることは稀である．本稿では，誰でも容易にアクセスでき，現実的であるコード例を表す，ソフトウェア設計
のためのベンチマークの必要性を指摘する．

A First Step Towards Benchmarking in Software Design
ASATO SHIMOTAKI†
Validating a software design technology is not easy. The value of the technology is typically validated with toy
examples and case studies. But there is often no realistic code for further validating the technology. This paper
argues that we need benchmarks that are easy to access and reliable.
ークの必要性を議論する． 5 節では関連研究を述べ
る．6 節では，まとめと今後の課題を述べる．

1. はじめに
ソフトウェア設計に関する技術は，簡単な例題やケ
ーススタディによって有効性が検証される傾向がある．
このような例題は，提案手法がどのような課題を解決し
ようとしているのかを示すのに役に立つ．より現実的な
状況において提案手法の有効性を検証することが望ま
しいが，現実的である例題が適切に文章化されている
ことは稀である．そのため，提案手法の検証のために，
実際にソフトウェアを開発するなどの比較的大きなプロ
ジェクトが実施されるが，時間やコストがかかるという欠
点がある．また，提案手法の比較を困難にするという欠
点もある．この問題に対処するには，誰でも容易にアク
セスでき，現実的であるコード例を表す，ソフトウェア設
計のためのベンチマークがあることが望ましい．明確に
定義されたベンチマークは，提案手法の有効性を検証
するのに役に立つだけでなく，他の手法との比較を楽
にすると期待できる．
ある分野で成功するベンチマークを構築するために
は，個人としての試みだけでは不十分であり，コミュニ
ティとして，ベンチマークの必要性の認識と同意が必要
不可欠である[24]．本稿は，具体的かつ典型的な提案
を例として挙げて，そのようなベンチマークの必要性を
指摘することを目的としている．
以下， 2 節では，提案する時の典型的な例を示す．
3 節では，提案手法の評価方法自体の評価とベンチマ
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2. 提案例
この節では，設計手法の提案や比較が典型的にど
のように行われるのかを示す．そのために，具体的な提
案例を用いる．この提案例を基に，3 節では，提案方法
として何が問題となり，解決するには何が必要とされる
のかを議論する．
提案例として，異なる 4 つのアスペクト指向[10]言語
の比較を行う．比較に用いる言語は AspectJ(バージョ
ン 1.2)[32] ， abc (AspectBench Compiler)[1] ，
Caesar[19][34] AspectJ5[33]である．比較は，シンプル
な例題を通して行う．また，数ステップに及ぶ進化の要
求を考慮している．
2.1. アスペクトのオン・オフ化の進化シナリオ
以下のような進化のシナリオを基にする（図 1）．
(1) アスペクトの振る舞いをオン・オフできるようにす
る（Activatable Aspect 化）
(2) オン・オフ可能なアドバイスの追加（Activatable
Advice の追加）
(3) ポイントカットのコード重複削除のリファクタリング
（ActivationAspect の導入）
このシナリオは図 2 に示している単純なアスペクトか
ら始まる．比較の基礎となる言語として AspectJ を用い
る．以下の節では各進化のシナリオを詳しく述べる．
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図 1 アスペクトのオン・オフ化の進化シナリオ
2.1.1. Activatable Aspect 化
状況: アスペクトがオンかオフかによって，アドバイスを
実行するかどうかを実行時に制御できるようにしたい．
AspectJ では，プログラマに対して，特定のアドバイスを任
意に実行するかどうかの直接的な方法が提供されていな
いが，if pointcut を用いる（あるいはアドバイス内で if を使
用する）ことにより，特定のアドバイスを実行するかどうかの
制御を容易に実現できる．図 2 は，アドバイスがまだ常に
実行される状況の時のコードを表している．図 3 には，そ
の後、アドバイスの実行が，アスペクトがオンかオフに依存
して決める要件に対してのコードの変化を示している．
public aspect PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
}

public aspect PointLogging {
private static boolean isActive = true;
before() : call( void Point.setX(int) ) && if(isActive) { … }
}

図 3 Activatable Aspect 化：適用後
2.2. Activatable Advice の追加
状況: 新たに定義するアドバイスは，アスペクトがオン
かオフかによって実行するかどうかを決めたい． オン・オ
フが可能になったアスペクトがすでに存在する時に，次に
新たに定義されるアドバイスも，アスペクトがオンかオフに
応じてアドバイスを実行するかどうかを決めたい場合があ
る． 進化前のコードは図 3 であり，図 4 は新たにアドバイ
スを追加した後のコードである．

図 2 Activatable Aspect 化：適用前
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public aspect PointLogging {
private static boolean isActive = true;
pointcut isActive() : if(isActive);
before() : call( void Point.setX(int) ) && isActive() { … }
// 新たに追加されたアドバイス
before() : call( void Point.setY(int) ) && isActive() { … }
}

図 4 Activatable Advice の追加：適用後
2.2.1. ActivationAspect の導入
状況: アドバイスをオン・オフにするために必要な if ポ
イントカットの重複をなくしたい． いくつかのアドバイスは，
アスペクトがオンかオフかに依存した if ポイントカットにより，
実行するかどうかが決まる．通常，それらの if ポイントカッ
トは重複しているが AspectJ では容易にこの重複を削除す
ることはできない．しかし，ActivationAspect ライブラリ[31]
を用いることによりこれらの重複をなくすることができる．
ActivationAspect ライブラリ適用前のコードを図 4 に，適
用後を図 5 に示す．Activatable インタフェースを実装した
アスペクトは，自動的にアスペクトをオンにするためのメソ
ッド（activate()）やオフにするためのメソッド（deactivate()）
が定義される．

AspectJ における静的なデプロイメントに加え，AspectJ に
はない動的なデプロイメントが可能である． 図 6 は，アス
ペクトのオン・オフ化の要求を，Caesar がどのように取り扱
うのかを示している．Caesar では，deployed 修飾子を用い
ることにより，AspectJ におけるアスペクトと同じ意味を表す
ことができる．つまり，プログラムの実行時から，アスペクト
の機能はオンになっている．一方，実行時にアスペクトを
オンやオフにしたい場合には， deploy 文を用いるか，以
下に示しているように DeploySupport のメソッドを呼び出す
だけでよい．したがって，Caesar では，アスペクトのオン・
オフ化を実現するために特別なことをする必要はない．
PointLogging l = new PointLogging();
DeploySuppor.deployLocal(l); // ログをオン
…
DeploySuppor.undeployLocal(l); // ログをオフ

public deployed cclass PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { .. }
}
↓
public cclass PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
}

public aspect PointLogging implements Activatable {

↓
public cclass PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
before() : call( void Point.setY(int) ) { … }
}

before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
before() : call( void Point.setY(int) ) { … }
}

図 5 ActivataionAspect の導入：適用後

図 6 Caesar における進化の過程

2.3. 比較
本節では，進化の過程を表す上記の例を基にして，
abc，Caesar，AspectJ5 の各言語がどのような異なる実装に
なるのかを示す．最後に，各言語の比較を行う．

2.3.3. AspectJ5
public aspect PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
}

↓
@Activatable

2.3.1. abc
abc は AspectJ 1.2 の 仕 様 を サ ポ ー ト し て い る が
adviceexecution の取り扱いの違いのため[14]，AspectJ の
ように ActivationAspect ライブラリを用いることによる if ポ
イントカットの重複の削除は難しい．したがって，図 1 で示
しているように，abc では ActivationAspect の導入のシナリ
オは存在せず，アスペクトのオン・オフ化の機能をうまくモ
ジュール化することはできない．
2.3.2. Caesar
Caesar は，AspectJ に似ているがいくつかの異なる特徴
を備えている．上記のシナリオに最も関連する AspectJ と
の違いは，アスペクトのデプロイメントにある． AspectJ で
は，アスペクトの振る舞い（アドバイス）は静的であり，プロ
グラムの実行時からオンになっている．一方 Caesar では，

public aspect PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
}

↓
@Activatable
public aspect PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
before() : call( void Point.setY(int) ) { … }
}

図 7 AspectJ5 における進化の過程
AspectJ5 は，Java5 における代表的な新機能であるメタ
デ ー タ （ ア ノ テ ー シ ョ ン ） [34] と ジ ェ ネ リ ク ス に 対 応 し た
AsepctJ の最新バージョンである．この新機能を基にして，
ActivationAspect の機能を書き直した（図 7）．
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実行時にアスペクトをオンやオフにしたい場合には，
@Activatable を付加するだけでよい．AspectJ
AspectJ の時と同じ
ように，アスペクトをオン・オフ化するためのメソッドが自動
的に定義される．
2.4. 評価
表 1 に比較結果を示す．各言語の横の数字は順位を
表している．まず，abc のみが，アスペクトのオン・オフ化の
機能（横断的関心事の一つとして考えられる）をうまくモジ
ュール化できなかった． AspectJ，Caesar，AsepctJ5 につ
いては，モジュール化の視点からは（ここではパフォーマ
ンスは考慮しない），違いはほとんどないと考えられるが，
Caesar がわずかに良い．これは Caesar におけるアスペクト
は，特別なライブラリを必要することなく動的に扱えるため
である．
表 1 アスペクトのオン・オフ化の比較

abc(4)
AspectJ(2)
AspectJ5(2)
Caesar(1)

モジュール性
×
○
○
○

簡潔さ
×
△
△
○

2.5. さらなる進化シナリオの検討
もし，前節で述べた評価のみを 考えるならば，Caesar
の優勢という結論になるかもしれない．しかし，上記のシナ
リオに加えて新たな進化のシナリオを考えると，結論は異
なる．この異なる結果は，ソフトウェアの進化をどのくらい
考慮するかによって，いかに評価に影響を与えるのかを示
している．
以下では，アスペクト単位でのオン・オフ化ではなく，ア
ドバイス単位でのオン・オフ化を考える．具体的には，新た
に追加するアドバイスは，アスペクトがオンかオフかに関わ
らず，常に実行されるアドバイスであると想定する．前と同
様に，比較の基礎となる言語として AspectJ を用いる．

図 8 アドバイスのオン・オフ化（AspectJ）
分かるように，AspectJ では，この要求をうまくモジュー
ル化することは困難である．この要求を満たすには，
Activatable インタフェースを取り外し，if ポイントカットの重
複をなくすために行ったリファクタリング実行前のコードに
戻す必要がある．
2.6. 比較
アドバイスのオン・オフ化の進化シナリオにおいて，同
様の比較を行う．
2.6.1. abc
最終的に到達する abc の実装は，図 8 で示している
AspectJ の実装と同じである．しかし，abc の方が AspectJ
よりもより自然に進化できる．AspectJ の場合には，アドバ
イスのオン・オフ化機能を実現するためには Activatable イ
ンタフェースを外し，再び if ポイントカットをアドバイスに付
け加える必要があった．一方，abc では，元々Activatable
インタフェースは実装されていなかったので，単にアドバイ
スを追加するだけである．
2.6.2. Caesar
Caesar は，最も問題となる．理由の一つは，Caesar では，
if ポイントカットがまだサポートされていないためである．
そのため，アドバイスのオン・オフ化の機能を実現するた
めには，以下に示しているようにアドバイス内に if 文を直
接埋め込む必要がある．結果としてアドバイスのオン・オフ
化の機能は，複数のアドバイスに散らばっており，また，ア
ドバイスの元々の機能とからまってしまっている．これは，
横断的関心事をうまくモジュール化できないときの典型的
な兆候である．
public deployed cclass PointLogging {
private boolean isActive = false;
before() : call( void Point.setX(int) ) {
if (isActive) { … }

2.5.1. アドバイスのオン・オフ化の進化シナリオ
状況によっては，アスペクト単位でのオン・オフ化だけで
なく，アドバイス単位でのオン・オフ化が有効であるかもし
れない．図 8 には，アスペクトがオンかオフかに関わらず，
常に実行されるアドバイスが追加された時のコードの変化
を示している．

}
before() : call( void Point.setY(int) ) {
if (isActive) { … }
}
before() : call( void Point.setColor(String) ) { … }
}

図 9 アドバイスのオン・オフ化（Caesar）

public aspect PointLogging {
private static boolean isActive = false;
pointcut isActive() : if(isActive);
before() : call( void Point.setX(int) ) && if (isActive) { … }
before() : call( void Point.setY(int) ) && if (isActive) { … }
before() : call(void Point.setColor(String) ) { … }
}

2.6.3. AspectJ5
AspectJ5 は，比較対象の中では最もよく進化が容易で
あるだけでなく，アドバイスのオン・オフ化の機能もうまくモ
ジュール化できた．アスペクトがオンかオフかどうかに関わ
らず，常に実行されるようなアドバイスを実現するには単に
@AlwaysActive アノテーションをそのアドバイスに付加す
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ればよい．

くらいありえるだろうか．
この提案例で扱った課題は，AOP 言語におけ
るアスペクト単位でのオン・オフ化である．アスペク
トを動的にオン・オフ化すること（実際には，アスペ
クトの動的なデプロイメント）の有効性は，たとえば，
Caesar では[18]において指摘されている．したが
って，アスペクト単位でのオン・オフ化が場合によ
っては有効な時もある．
提案例では，さらに，ア ドバイス単位でのオン・
オ フ化の課題も述べた．結果として，比較に用い
た各言語がどのようにしてこの課題を扱うのかに
ついての具体的な洞察を得ることができた．しかし，
アドバイス単位でのオン・オフ化の要求が，現実
的に発生するかどうかはまだ明らかではない．

@Activatable(active=false)
public aspect PointLogging {
before() : call( void Point.setX(int) ) { … }
before() : call( void Point.setY(int) ) { … }
@AlwaysActive
before() :call( void Point.setColor(String) ) { … }
}

図 10 アドバイスのオン・オフ化（AspectJ5）
2.7. 評価
評価結果を表 2 に示す．なお，比較した各言語の括弧
内の数字は，2.4 節で評価を行ったときの順位を表してい
る．
進 化容易性は，新しい要求をどのくらい容易に扱えた
のかを表す．すでに述べたように，AspectJ が最も悪い．
Caesar では，新たにアドバイスを追加するだけでなく，既
存のアドバイス内に if 文を埋め込む必要がある．abc と
AspectJ5 は新たにアドバイスを追加するだけである．
モジュール性は，アドバイスのオン・オフ化の要求をど
のくらいクリーンにモジュール化できたのかを表す．
AspectJ を除いて，他の言語は，うまくモジュール化できて
いない．
表から分かるように，前回の比較結果とは異なる順位と
なっている．前回では，Caesar が最も良かったが，今回は
AspectJ5 が最良であった．

表 2 アドバイスのオン・オフ化の比較

AspectJ(2)
Caesar(1)
abc(4)
AspectJ5(2)

進化容易性
×
△
○
○

モジュール性
×
×
×
○

3. 評価方法に関する考察と議論
2 節で述べた提案例からは，実施した比較をより信頼で
きるような検証を行うためには，以下の要素が必要なことが
分かる．
•
例題は 実際的で ある こと．用いたコード例は非常
にシンプルであった．単に Point クラスの各メソッド
の振る舞いをログすることを意図していただけであ
る．シンプルであることの利点は，AspectJ に慣れ
ていればコードの動作を理解すること や，どんな
課題を解決しようとしているのかの理解が容易で
あることである．問題は，現実性に欠けることであ
る．たとえば，各メソッドの振る舞いを個別にログす
ることが要求されるようなケースは，現実的にどの

•

進化（変更タスク[9]）が現実的であること．連続す
るいくつかの進化的な要求を基に，比較を行った．
結果として，各言語がどのようにしてこの要求に対
して異なる対処を行うのかについて具体的な洞察
が得られた．たとえば，abc は AspectJ より進化が
容易であったことなどである．このように，数ステッ
プにも及ぶ進化的な要求を基に比較が行われ る
ことは稀であるが，2 節で示したように重要である．
しかし，例として示した進化的な要求が実際に発
生するのかはまだ明らかではない．

3.1. ベンチマークの必要性
本稿で指摘したいのは，十分に文章化された現実的な
コード例（ベンチマ ーク）に容易にアクセス可能であるな
ら，シンプルな例題やケーススタディが持つ欠点を補完で
きるということである．たとえば，2節で示した例で必要とさ
れたのは，アドバイス単位でのオン・オフ化が要求されるよ
うな現実的な例である．あるいは，あるアスペクト内に二種
類の異なるアドバイス（オン・オフ化できるアドバイスと常に
実行されるアドバイス）が混合して定義されるような状況で
ある．
以下では，過去の研究を対象として，2節での例以外で
もそのようなコード例が必要とされていることを示す．
3.1.1. 不自然な例題
McEachen と Alexander は，アスペクトがすでにウィー
ブされた（織り込まれた）バイトコードに対して，さらにアス
ペクトをウィーブする時に起こりうる問題点を指摘している
[17]．彼ら自身が述べているように，この問題点を指摘す
るために用いられた例題はやや不自然である．そのため，
彼らは，今後の課題として，現実的なソフトウェア開発にお
いてそのような問題点の起こりうる可能性を調査することを
挙げている．もし，現実的なコード例が十分に文章化され
ていているのならば，そのような調査のために利用できると
思われる．
3.1.2. 暗黙のベンチマーク
GoF のデザインパターンは，提案手法の有効性を示す
ために暗黙的にベンチマークとして用いられる傾向がある．
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たとえば，Hanenberg と Unland は，Singleton，Visitor，
Decorator の 3 つのパターンを実装する例を挙げ，Java，
AspectJ，Hyper/J の実装上の欠点を指摘し，Sally 言語が
どのようにしてこれらの欠点をなくすのかを議論している[7]．
Observer パ タ ー ン も よ く 利 用 さ れ る 傾 向 が あ る [16]
[19][26][27]．
HannemannらはAspectJを用いることによりGoFのデザイ
ンパタ ーンすべての再実装を試みた[6]．Garciaらは，
Hannemannらの定性的な試みを補完することを目的に，定
量的な研究を行った[2]．同じようにして，田中と一杉らは，
MixJuice言語[38]を用いることによりGoFデザインパターン
の改善を行った[30]．まだ報告されていないが，本稿で比
較 に 用 い た Caesar 言 語 や AspectJ5 ， あ る い は
ObjectTeams[35]などの他のアスペクト指向言語に関して
も， GoFのデザインパターンの再実装を行うことによって，
どのような異なる結果を生じるのか調査することは興味深
い．しかし，当然ながら，GoFのデザインパターンだけがそ
のような改善や比較の調査を行う対象ではない．
多くの場合は，新しいテクニックの活用によるデザイン
パターンの単なる再実装であるが，デザインパターン化さ
れた設計から発生する明示的な進化シナリオの取り扱い
を動機として，新たな言語が提案される場合がある．たとえ
ば，Kniesel らは，Decorator パターンがすでに適用された
状況から発生する進化的なシナリオは，オブジェクト指向
言語ではうまく取り扱えないことを動機として，LogicAJ 言
語[37]の利点を示している[13]．
GoF におけるデザインパターンがよく使われる理由の
一つは，これらのデザインパターンは十分な文章化がされ
ており，論文を読む側だけでなく，例題としてデザインパタ
ーンを用いる側にも十分な情報が与えられるからだと思わ
れる．デザインパターンは，実践において繰り返し発生す
ることが分かっているため，実際に起きることが証明されて
いる．したがって，デザインパターンを例題として扱う場合
には，安心して利用することができる．
3.1.3. 再利用される例題
いくつかの例題は，同一の研究者や研究グループ内
だけでなく，異なる研究者間でも再利用される．
たとえば，Sullivan が[25]において，統合システムにお
ける問題として示した例は，その後何度か再利用されてい
る[21][22][26]．また，特に，AOP コミュニティでは図形オ
ブジェクト（Point や Line）を用いた例が提案手法の有効
性を示すために良く使われている[3][9][11][12][20]．
3.2. まとめ
デザインパターンのように，実践で繰り返して発生すると
して 十分に文章化されたコード例が存在すれば，特定の
デザインパターンや例題にオーバーフィットすることなく，
より広い範囲で提案手法の有効性を検証するのに役立つ．
ベンチマークとして利用できる現実的なコード例を入手
するのは容易ではない．オープンソースなソフトウェアでは，

ソースコードを容易に入手できる．しかし，どのように設計
が進化してきたのかについての情報を集めるのは困難で
ある．特に，新しく提案された言語によって開発されたソフ
トウェアのコードは入手困難となる．

4. 関連研究
[5]では，ソフトウェア進化のベンチマークの必要性を述
べている．彼らは，ソフトウェア開発全般におけるソフトウェ
アの進化におけるベンチマークに焦点を当てているが，本
研究ではソフトウェア設計技術の検証に用いることのでき
るベンチマークの必要性を指摘している．
新しいプログラム言語の出現は，どのようにソフトウェア
を開発・設計するのかに影響を与える． JHotDraw[4]は，
Java で書かれたオープンソースの描画アプリケーションで
あり，アスペクト指向言語におけるテクニック（アスペクト・マ
イニングやアスペクト・リファクタリング）の有効性を試すた
めの共通ベンチマークとして用いられることを目的としてい
る．
[28]では， Object Team[35]の有効性 を示すために
MVC をベンチマークとして用いている．しかし，著者の知
る限り，その後 MVC がベンチマークとして用いられたこと
はない．

5. まとめと今後の課題
ソフトウェア設計技術における検証方法は，現状よりも
改善 できる．本稿では，典型的な提案例を用いて，ソフト
ウェア設計におけるベンチマークの必要性を指摘した．
本稿では，ソフトウェア設計技術に対する検証方法にど
のような問題点があり，どこが改善できるのかを示した．し
かしながら ，ベンチマークの必要性を述べただけであり，
ベンチマーク構築のために具体的にどうすれば良いのか
は述べていない．これらは今後の課題であるがこの課題に
向けての，信頼できるベンチマーク用のコードを収集する
ためのアプローチの一つのとしては，ソフトウェア設計にお
ける進化パターンを集めることを考えている[29]．進化パタ
ー ンは，設計の進化自体が繰り返し発生するパターンで
あるとして考え，それらを明示的に文章化しようという試み
である．複数の進化パターンを組み合わせることにより作
成された進化シナリオは，ベンチマークとして扱えると期待
している．
ベンチマーク構築にあたっての，本研究に関わる最も
重要な研究は，Sim によるベンチマーキングの理論である
[23][24]．彼女の理論は，ソフトウェア設計におけるベンチ
マーキングを考える上でも役立つと思われるため，適用を
検討している．
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