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特集●新しいソフトウェアの実現

ユーザー定義されたプログラム解析を利用する

アスペクト指向プログラムのコンパイル手法

青谷 知幸　増原 英彦

本研究では，AspectJ 言語に対するコンパイルの枠組である SCoPEの改良を提案する．SCoPEは静的な条件ポイ
ントカットを自動的に見つけ出し，静的に評価することができる．改良は束縛時検査の高速化と，Java バイトコー
ド操作ライブラリと SCoPEとの連携から成る．これによって，ユーザーが Java バイトコードの複雑な静的解析を
行う静的なポイントカットを記述できるようになり，これを実用的な時間でコンパイルすることが可能となった．

We propose improvements to the SCoPE compiler, which supports highly expressive pointcuts in AspectJ

programs by matching conditional pointcuts at compile-time. The improvements include a faster binding-

time checking algorithm and a framework to exploit existing bytecode engineering libraries from within

conditional pointcuts. The improved SCoPE compiler allows us to define static pointcuts based on non-

trivial program analysis and to compile programs with those pointcuts in a practical time.

1 はじめに

アスペクト指向プログラミング (AOP)とは，ロギ

ングや永続化などの，モジュール間に跨って存在する

関心事を，アスペクトとしてモジュール化するプログ

ラミング技法である．AOPはジョインポイント (プ

ログラム実行時に起こるメソッド呼び出しなどのアク

ション)，ポイントカット (ジョインポイントを指定す

る手段)およびアドバイス (ポイントカットで指定した

ジョインポイントに対してログ取りを追加するなどの

影響を与える手段) からなる．例えば，AspectJ言語

による図 1のアスペクトは，execution(* *.*(..))

というポイントカットによって任意の関数の実行とい

うジョインポイントを指定し，before アドバイスに

よってそのジョインポイントの直前に関数の実行履歴

を記録することを指定している．本稿では，ジョイン
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1 before (): execution (* *(..)){

writeLog (thisJoinPoint);

}

図 1 メソッドの実行ログを取るアスペクト

ポイントがあるポイントカットに指定されているかを

調べることをポイントカットの適合と呼ぶ．

ポイントカットはアスペクト自体のモジュール性を

確保するために重要であり [10]，callポイントカット

のようなメソッドの名前に基づくポイントカットを列

挙するのではなく，プログラムの性質を記述すること

によってポイントカットを記述できるようにすること

が提案されている．このような表現力の高いポイン

トカットには，プログラムの静的解析によってコント

ロールフローを予測する pcflowポイントカット [11]

や，クラスの構造を調べる has/hasfieldポイントカッ

ト [5]がある．また，このような特別なポイントカッ

トを逐次定義するのではなく，ユーザーが自由に定義

できるような言語拡張 [7–9]も提案されている．

表現力の高いポイントカットを実現するための方法

として，我々は AspectJ言語に対するコンパイルの
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枠組み SCoPEを提案した [1]．SCoPEには Josh [7]

などのユーザーが新しいポイントカットを定義でき

る類似の提案と異なり，AspectJ言語を拡張せず意味

的な互換性を保っているという特徴がある．SCoPE

は条件ポイントカットと内省的自己反映計算を用い

て定義されたポイントカットに対して，ソースコード

上の点†1の上でコンパイル時に適合判定を行う．この
ため，SCoPEのユーザーは実行時オーバーヘッドを

導入しない様々なポイントカットを定義できる．例え

ば，has/hasfieldポイントカットや，メソッドの名前

に対して正規表現との適合を調べるポイントカット

は，SCoPEでコンパイルすることによって，実行時

オーバーヘッドを導入せずに済む．だが，SCoPEで

はメソッドの中身の解析が必要な pcflowなどのポイ

ントカットは，定義できなかった†2．
そこで，本研究では SCoPEを拡張し，内省的自己

反映計算を用いたユーザー定義のプログラム解析を利

用する条件ポイントカットを，実用時間内にコンパイ

ルできるようにする方法を提案する．この拡張は，i)

静的に評価可能な条件ポイントカットを発見するため

の手段である束縛時検査の高速化と，ii) バイトコー

ド解析ライブラリを内省的自己反映計算ライブラリと

して使う仕組みの開発から成る．これによって，ユー

ザーが Java バイトコードの複雑な静的解析を行う静

的なポイントカットを簡潔に記述できるようになり，

これを実用的な時間で発見することが可能となった．

以降，本稿は以下のように構成される．まず，2節

で，図形編集アプリケーションと画面を再描画するア

スペクトを例に，プログラム解析を利用したポイント

カットと，内省的自己反映計算と条件ポイントカット

による定義方法を紹介し，本研究が解決した問題点を

述べる．3節では，束縛時検査による静的条件ポイン

トカットの発見における問題点とその解決を述べる．

また，4節ではバイトコード解析ライブラリをコンパ

イル時の内省的自己反映計算ライブラリとして使う

ための仕組みを説明する．5 節では，本稿で提案する

†1 ジョインポイントシャドウと呼ばれる [14]

†2 実行時に適合判定を行う形のものは定義できたが，コ
ンパイル時に適合するか否かが決定する静的なポイン
トカットではなかった.

拡張によって静的に評価できるようになったポイント

カットを例示するとともに，束縛時検査が実用的な時

間の中で完了することを示す．6節では関連研究を議

論し，7節にまとめと今後の課題を置いて本稿を締め

くくる．

2 従来の SCoPEにおけるプログラム解析に

基づいたポイントカットの実現のための問

題点

本節では，図形編集アプリケーションに対する再描

画アスペクトの例を通して，プログラム解析に基づ

いたポイントカットの例と，先行研究 [1]で提案した

SCoPE のコンパイル方式を紹介をする．この上で，

プログラム解析に基くポイントカットを SCoPEで静

的に適合できるようにするための課題を述べる．

SCoPEは AspectJの条件ポイントカットに対する

コンパイルの枠組である．SCoPEでは，プログラム

解析を利用するポイントカットを，プログラマが定義

し実行時オーバーヘッドなく利用することができる．

このようなポイントカットは，内省的自己反映計算を

使ったプログラム解析を行うメソッドを，条件ポイン

トカットから呼び出すことで実現される．

以降では，2. 1 節で図形アプリケーションを，2. 2

節で SCoPEの概要を述べる．続いて，2. 3節で，こ

れまでの SCoPE では静的に適合することのできな

かったポイントカット定義を紹介し，2. 4節でその原

因を述べる．

2. 1 例: 図形編集アプリケーション

図 形 編 集 ア プ リ ケ ー ション は ，図 形 要 素

(FigureElement およびそのサブクラス)，画面

(Canvas クラス) からなる (図 2)．ここでは，図形

要素として，Point クラスで表される点と，Line ク

ラスで表される線があるものとする．Canvasクラス

のメソッド update() を呼び出すと，再描画が行わ

れる．

オブジェクト指向プログラミングの手法では，

update() の呼び出しが散らばってしまうという問

題がある．再描画は，保守的には，描画の際に必要

となる変数の値が更新された時に行えばよいため，
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abstract class FigureElement {

Color color ;

3 abstract void moveTo (int x,int y);

abstract void draw(Canvas c);

void setColor (Color c){

6 color=c;

}

}

9

class Point extends FigureElement{

int x,y;

12 void moveTo (int x, int y) {

this.x=x;

this.y=y;

15 }

void draw(Canvas c) {

c.dot(color ,x,y);

18 }

}

21 class Line extends FigureElement{

Point p1 ,p2;

void moveTo (int x, int y) {

24 this.p2=new Point (x,y);

}

void setP1(Point p1){

27 this.p1=p1;

}

void setP2(Point p2){

30 this.p2=p2;

}

void draw(Canvas c) {

33 /* interporate */

}

}

36

class Canvas {

List figureElements;

39 static void update (){

/*do update */

}

42 void dot (Color c,int x,int y){

/*put c on (x,y)*/

}

45 }

図 2 図形編集アプリケーションのクラス定義

setColor()，setP1(Point)，setP2(Point)および

moveTo(int,int) の最後で update() を呼び出せば

良い．だが，再描画という処理がプログラム内に散ら

ばってしまい，これを上手くモジュール化することは

できない．

aspect Updating {

pointcut updating ():

3 set < get (* *) &&

pcflow (execution (

void FigureElement+. draw(Canvas )))>;

6 after (): updating (){

Canvas .update ();

}

9 }

図 3 pcflow ポイントカットプリミティブを用いて
定義した Updating アスペクト

アスペクト指向プログラミングでは，このような

プログラム内に散らばってしまう処理をアスペクト

としてモジュール化できる．図 3 に，再描画を行う

Updatingアスペクトを示す†3．
図 3 の 2–5 行目は，コントロールフローを予測す

る仮説的なプリミティブポイントカット pcflow [11]

を用いて updating ポイントカットを定義している．

このポイントカットは，draw(Canvas)メソッドの下

で参照されるフィールドへの代入というジョインポイ

ントに適合する．6–8行目は updatingポイントカッ

トに適合するジョインポイントの直後に再描画を行う

アドバイスを定義する．全体として，このアスペクト

は，draw(Canvas) メソッドの下で参照されるフィー

ルドの値が更新された時に，update()を呼び出して

再描画を行う．

2. 2 新しいポイントカットを実現する枠組

SCoPE

条件ポイントカットと内省的自己反映計算を利用

することで，現在の AspectJ言語にはないポイント

カットを実現することができる．我々はこのことに着

目して，条件ポイントカットに対するコンパイルの枠

組 SCoPEを提案した [1]．ajcや abc [3]といった既

存の AspectJコンパイラでは，条件ポイントカット

の条件式を実行時に評価させようとする†4ために，コ
ンパイルされたプログラムに大きな実行時オーバー

†3 updatingポイントカットの定義に関する記法は，[11]

で提案されたものにならい，AspectJ 言語の文法に
則ってはいない.

†4 条件式が単純な定数式であったときには，コンパイル
時に適合判定が行われることもある.
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static boolean hasClose (JoinPoint tjp ){

Class c=tjp.getSignature()

3 .getDeclaringType ();

return findClose (c)!= null;

}

6 static Method findClose (Class c){

Method [] ms=c. getMethods ();

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

9 if(ms[i]. getName (). equals (" close "))

return ms[i];

return null;

12 }

after (): call (*. new (..))

&& if(hasClose (thisJoinPoint)){

15 ...

}

図 4 close メソッドが定義されていることを調べる
ポイントカット

ヘッドが課される．SCoPEはこの問題を，可能な条

件式をコンパイル時に評価することで解決する．

SCoPEによってコンパイル時に適合判定されるよ

うになった新たなポイントカットとしては，クラス

の構造を調べるポイントカットや，正規表現を用い

たポイントカットなどがあげられる．例として，図 4

にクラスの構造を調べるポイントカットを示す．図 4

の 14行目は，(コンストラクタが呼び出される)クラ

スが close という名前のメソッドを持つことを調べ

るポイントカットを定義する．これは，条件ポイント

カットから，Java Reflection APIによる内省的自己

反映計算を利用してクラスが close という名前のメ

ソッドを持つことを調べるメソッド hasCloseを呼び

出すことで実現されている．引数として渡されている

thisJoinPointは，現在のジョインポイントを表す特

殊な変数である．ajcや abcでコンパイルした時には，

コンストラクタの呼び出しがあると必ず hasClose

メソッドが呼び出される事となるが，SCoPE では，

hasCloseメソッドの呼び出しは，コンパイル時にの

み起こる．

2. 3 条件ポイントカットによる pcflowポイント

カットの実現

2. 4節で述べるように，コンパイル時に適合判定す

ることはできないが，条件ポイントカットと内省的自

aspect Updating {

2 static boolean pcflow2 (

FieldSignature fSig ,

MethodNode mNode ,

5 HashSet checkedM ){

if(chekedM .contains (mNode ))

return false;

8 checkedM .add (mNode );

for (AbstractInsnNode inst:

mNode .instructions)

11 if(inst is getfield

&& sameSig (fSig ,inst))

return true;

14 else if(inst is invoke *)

for(MethodNode mn:

ASMConnector

17 . getMethodImpls(inst.mSig))

if(pcflow2 (fSig ,mn ,checkedM ))

return true;

20 return false ;

}

static boolean pcflow1 ( JoinPoint tjp ,

23 String mSig ){

HashSet checkedM =new HashSet ();

for (MethodNode mNode:

26 ASMConnector

.getMethodImpls(mSig ))

if(pcflow2 (tjp.getSignature(),

29 mNode ,checkedM ))

return true;

return false ;

32 }

pointcut updating (): set (* *)

&& if(pcflow1 (thisJoinPoint ,

35 "FigureElement+.draw(Canvas )")){

after (): updating (){

Canvas .update ();

38 }

}

図 5 内省的自己反映計算と条件ポイントカットを用いて
定義した Updating アスペクト

己反映計算で pcflowポイントカットを定義すること

ができる．図 5 の 33–35 行目は，そのようにして定

義された updating ポイントカットの例である．

ここでは条件ポイントカットの条件式がユーザー定

義のメソッド pcflow1を呼び出し，プログラム解析を

通してコントロールフローを予測している．pcflow1

とそれが呼び出している pcflow2 の中では，与えら

れたシグネチャに対応するメソッドの定義をとり出す

内省的自己反映計算 (16–17，26–27行目)や，メソッ
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ドの中身に含まれる命令列をとり出す (10行目)こと

によってコントロールフローを追跡している．

2. 4 従来の SCoPEの問題点

従来の SCoPEには，コンパイル時に適合判定の行

われる updating ポイントカット (図 5) の実現にあ

たって，2つの問題があった．

第 1の問題は，従来の SCoPEを用いても，図 5の

ように解析を行うポイントカットの適合判定をコンパ

イル時に行うことができなかったことである．これに

は 2 つの原因がある．第 1 に，コンパイル時の内省

的自己反映計算のために，ASM [2] や Javassist [6]，

Soot [16] などのバイトコード変換ライブラリが利用

できなかった．SCoPEコンパイラは，これらのライ

ブラリを利用する条件ポイントカットを，コンパイ

ル時に適合できないものとして扱った．第 2 に，条

件ポイントカットから使われるメソッドが複雑になる

と，コンパイルが終了しないか，バイトコード操作ラ

イブラリを使っていなくても，可能なポイントカット

がコンパイル時に適合判定されなかった．SCoPEで

は，コンパイル時に適合判定が可能な条件ポイント

カットを，プログラムを解析することで自動的に見つ

け出すが，その解析方法が粗悪であったため，解析の

対象となる部分が大きすぎた．

第 2 の問題は，バイトコード変換ライブラリを

使ってのプログラム解析の実装が繁雑であること

である．一般に，バイトコード変換ライブラリはプ

ログラムの局所的な変換†5を目的として作られてい
るため，メソッド間に跨る解析には向かない．図 5

では，ASMConnector を使うことによって，クラス

ファイルのロード等の繁雑な処理を隠蔽している．

ASMConnectorを解析プログラムの実装者が作ること

で記述の繁雑さに関する問題は解決されるが，複数の

バイトコード解析ライブラリを扱うためには，統一さ

れたインターフェースや仕組みが必要である．

我々は，これらの問題を，条件ポイントカットの解

析方法の改善 (3 節)と，バイトコード操作ライブラ

†5 例として，自己反映計算の置き換え (http://www-

128.ibm.com/developerworks/java/library/j-dyn

0610/) があげられる．

リを内省的自己反映計算ライブラリとして使うため

の仕組みの開発 (4節)によって解決した．

3 束縛時検査を用いた静的条件ポイントカッ

トの発見

SCoPEコンパイラは，条件ポイントカットに対し

て束縛時検査を行うことで，静的条件ポイントカット

を自動的に見つけ出す．このため，束縛時検査は高速

に，より多くの静的条件ポイントカットを見つけ出せ

ることが望ましい．

本節では，まず静的条件ポイントカットと，これを

見つけ出す束縛時検査を概観した後，束縛時検査を行

う際の問題点を挙げ，我々の取った解決策を示す．

3. 1 静的条件ポイントカット

静的条件ポイントカットとは，条件ポイントカット

if(e) のうちで，各ジョインポイントシャドウ [14]

の上で e の評価値が一定になるものである．このよ

うなポイントカットはコンパイル時にジョインポイン

トに対して適合させても実行結果が変わらないため，

実行時オーバーヘッドなく実現できる．

AspectJ言語の実行モデルでは，ジョインポイント

はプログラムの実行時に作られるもであるため，モデ

ル上はポイントカットはプログラムの実行中に適合さ

れる．だが，ポイントカットの中には，ジョインポイ

ントシャドウ [14] と呼ばれるソースコード上の各点

に対して適合判定できるものもある．このようなポイ

ントカットを静的ポイントカットと呼ぶ†6．例えば，
call ポイントカットや executionポイントカットは静

的ポイントカットである．

条件ポイントカット if(e)は，abcや ajcにおいて

は動的ポイントカットとして扱われている†7．だが，
このような条件ポイントカットも，eが実行時に変化

する情報にアクセスしていないときには，ジョインポ

イントシャドウの上で評価することが可能である．例

えば，図 5に現れる updatingポイントカットは条件

†6 AspectJ のプログラミングガイド [15] では，stati-

cally determinable pointcuts と呼ばれている.

†7 e が単純な定数式であった時には静的ポイントカット
として最適化されることもある.
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ポイントカットは，フィールドのシグネチャとメソッ

ドの中身のみにアクセスしているだけなので，ジョイ

ンポイントシャドウに対して評価できるはずである．

このような，静的ポイントカットと同様に適合判定が

可能である条件ポイントカットが，静的条件ポイント

カットである．

3. 2 束縛時検査を用いた静的条件ポイントカット

の検出

この節では，束縛時検査を用いて静的条件ポイント

カットを発見する手法を説明する．

束縛時検査とは，メソッドや変数の束縛時を検査す

るものである．束縛時とは，メソッドや変数が利用で

きる時点である．ここでは，束縛時としてコンパイル

時を表す S と，実行時を表す D の 2つを考える．

束縛時検査では，条件ポイントカットからメソッド

呼び出し関係で到達可能なメソッドの全てが静的に評

価可能であることを調べる．具体的には，条件ポイン

トカット if(e)について，以下の項目を検査する．

• e から呼び出され得るメソッドの束縛時は全て

S である．

• eに現れる変数は，thisJoinPoint をはじめと

するジョインポイントオブジェクトを表す特殊な

変数，実行時に値を変更できないクラス変数†8の
何れかである．

• e がジョインポイントオブジェクトの動的な

フィールドの値を読み書きしない．

ここで，メソッドの束縛時が S であるとは，メソッ

ドの中身が以下を満たす時である:

• 実行時に値を変更できるクラス変数が現れない．
• ジョインポイントオブジェクトの動的なフィー
ルドの値を読み書きしない．

• 呼び出され得るメソッドの束縛時は全て S で

ある．

abcや ajcでアスペクトをコンパイルした時，条件

ポイントカットの中の式はメソッドに変換される．こ

のため，以降では条件ポイントカットをメソッドとし

†8 現状では，final 修飾子のついたプリミティブ型や
String 型のクラス変数に限る．このことは，メソッ
ドの束縛時に関する定義でも同様である.

I ← {pcd}
M ← φ

while dispatch(I, C) \M �= φ do

for all c.m ∈ (dispatch(I, C) \M) do

M ←M ∪ {c.m}
if c.m �∈ S then

if c.m ∈ D または c.m がネイティブメソッド
then

return false

end if

for all s ∈ body(c.m) do

if sがクラス変数か動的なフィールドにアクセ
ス then

return false

end if

if s がメソッド c′.m′ を呼び出す then

I ← I ∪ {c′.m′}
end if

end for

end if

end for

end while

return true

図 6 束縛時検査のアルゴリズム btc(C, pcd)

て扱う．

図 6に，束縛時検査のアルゴリズム btc(C, pcd)を

示す．pcdは条件ポイントカットである．C はクラス

の集合を表し，呼び出され得るメソッドを調べる際

に用いられる．S，Dはそれぞれ与め束縛時を決めて

おくメソッドの集合で，システムクラス中に現われ

るネイティブメソッド等の束縛時を決定するために用

いられる．また，M は検査済みのメソッド名の集合，

I はメソッド呼び出し式で使われたシグニチャの集合

である．dispatch(I,C)は，クラス集合 C の下で，I

に含まれるメソッドのディスパッチを予測し，実際に

実行される可能性のあるメソッドの集合を返す関数で

ある．

3. 3 安直なクラス集合に基づいた束縛時検査の問

題点

上で示した束縛時検査のアルゴリズムでは，メソッ

ドのディスパッチを計算するためのクラス集合 C を

どのように決めるかが重要である．

ここでは，図 5 を例として，安直なクラス集合が

束縛時検査の速度と精度を低下させることを説明す
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る．安直なクラス集合としては，コンパイラに与えら

れたクラスパスおよびソースパス上に存在するクラ

ス全てからなる集合を考える．

updating の束縛時を検査する際，呼び出し関係

を追跡し，checkM.contains(mNode)(6 行目)および

checkM.add(mNode)(8行目)の束縛時を検査する．こ

れらは仮想メソッド呼び出しであるため，我々のアル

ゴリズムでは，呼び出される可能性のあるメソッド全

てを検査する．クラス集合Cの中に HashSetのサブク

ラスが存在し，add(Object) や contains(Object)

が上書き定義されていたとき，このアルゴリズム

は，上書き定義したメソッドも検査する．HashSet

クラスの add および contains の束縛時は S である

が†9，上書き定義したメソッドがクラス変数を参照し
ていたとき，このメソッドの束縛時は Dとなるため，

updating の束縛時も D となる．

だが，実際に updating が評価されるときは，

pcflow2 の第 3 引数である checkM の具体的な型

は必ず HashSetである.このため，HashSetのサブク

ラスで定義されたメソッドに対する束縛時検査は必要

ない．

3. 4 クラス集合を限定することによる解決

我々は，3. 2節の条件を満たす静的な条件ポイント

カットが式の外で生成されたオブジェクトにアクセス

しないことに注目し，各条件ポイントカット pcd ご

とにより小さいクラス集合を高速に求め，その下で束

縛時検査を行うことで 3. 3 節に挙げた問題を解決し

た．直感的には，pcdからメソッド呼び出し関係で到

達可能なメソッドの中身でインスタンスが生成された

クラスの集合を求めており，rapid type analysis [4]

を pcd を起点として適用したものとみなすことがで

きる†10．

†9 JDK 1.4.2 10 に付属のライブラリではクラス変数を
使用しているが，このクラス変数は immutable であ
るので，使用を許している.

†10 なお，rapid type analysisはプログラム全体に対す
る解析であり，通常は大域変数やパラメータを経由
した参照の受け渡しがあるので，特定のメソッドを
起点として適用することはできないことに注意され
たい．我々のケースでは，静的な条件ポイントカッ
トが外部から参照を受け取らないために適用可能に

Mpcd ← φ

Cpcd ← {JoinPoint，JoinPoint.StaticPart,...}
Ipcd ← {pcd}
while dispatch(Ipcd, Cpcd) \Mpcd �= φ do

for all c.m ∈ (dispatch(Ipcd, Cpcd) \Mpcd) do

Mpcd ←Mpcd∪{c.m}
Cpcd ← Cpcd ∪ {c′|s ∈ body(c.m), s が new c′ を
含む }
Ipcd ← Ipcd ∪ {c′.m′|s ∈ body(c.m), s がメソッド
c′.m′ の呼び出しを含む }

end for

end while

return Cpcd

図 7 クラス集合 Cpcd を求めるアルゴリズム mc(pcd)

クラス集合を計算するアルゴリズムを図 7 に示す．

pcdはアスペクトをコンパイルした際にメソッド化さ

れた条件ポイントカットである．Mpcd，Cpcd，Ipcd

は，それぞれ，条件ポイントカット pcdの下で呼び出

される可能性のあるメソッドの集合，インスタンスが

生成される可能性のあるクラスの集合，現れ得るメ

ソッド呼び出しの集合を表す．このアルゴリズムは各

条件ポイントカットごとに計算を行うものだが，7–8

行目で追加している集合は条件ポイントカットに依

らないため，実装ではこれをメモ化する工夫を行って

いる．

このアルゴリズムによって得られたクラス集合Cpcd

には，条件ポイントカット pcdの下でインスタンスが

生成される可能性のあるクラスのみが含まれるため，

安直なクラス集合を用いたときに比べ，ディスパッチ

の予測が正確に行える．よって，余計なメソッドを検

査せず，より正確な検査を行うことができる．

4 バイトコード操作ライブラリを内省的自己

反映計算ライブラリとして使う仕組み

この節では，バイトコード操作ライブラリを内省

的自己反映計算ライブラリとして使うための仕組み

を説明する．ASM [2] や Javassist [6]，Soot [16] な

どのバイトコード操作ライブラリを用いることによっ

て，Java reflection APIでは不可能だった細かな内

省的自己反映計算を行うことができる．

なっている.
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public interface Connector {

public String [] getBTCAvoids();

3 public void setPaths (String [] pathes )

throws Exception ;

public void loadClass (String c)

6 throws Exception ;

public void loadAllRequiredClasses ()

throws Exception ;

9 }

図 8 interface Connector

バイトコード操作ライブラリは，I/O 処理やクラ

ス変数を利用するため，3節で紹介した束縛時検査を

用いると，コンパイル時に利用できない．また，バイ

トコード操作ライブラリを利用するためにクラスファ

イルのロードなどの作業が必要となるため，プログラ

ム解析を簡潔に記述できない問題があった．我々はこ

れらの問題を，i)ユーザーがパッケージごとにコンパ

イル時の使用を許可できる，ii) バイトコード操作ラ

イブラリを利用するための共通する作業をプログラ

マから隠す仕組みを作ることで解決した．

指定されたパッケージをコンパイル時に用いること

は，束縛時検査を回避することで実現した．具体的に

は，図 6 に示した束縛時検査のアルゴリズムにおい

て，コンパイル時に利用できると決めたメソッドの集

合 S をユーザーが拡張できるようにした．S に含ま

れるメソッドに対しては束縛時検査を行わないため，

条件ポイントカットの下でバイトコード操作ライブラ

リを利用し，バイトコード操作ライブラリが I/O処

理やクラス変数を利用していたとしても，条件ポイン

トカットの束縛時に影響しない．

バイトコード操作ライブラリを利用する上での共

通する作業は，i)ロードするクラスファイルが存在す

るパスの指定，ii) クラスファイルのロードの 2つで

ある．我々は，SCoPEコンパイラの起動時に，ロー

ドパスをバイトコード操作ライブラリに与え，必要な

クラスファイルを自動的にロードする仕組みを用意す

ることで，これらの作業をプログラマから隠蔽した．

束縛時検査を回避するパッケージ名の指定やロード

パスの設定は，バイトコード操作ライブラリに対応す

る接続器を作ることによって実現する．接続器は，図

8に示す Connector インターフェースを実装する．

getBTCAvoids() は，束縛時検査を回避するパッ

ケージ名を返す．SCoPE コンパイラは，条件ポ

イントカットに対して束縛時検査を行う際，こ

のメソッドを通じて回避すべきパッケージ名を得

る．また，接続器は，バイトコード操作ライブラ

リのローダーにクラスパスを渡すためのメソッド

setPaths(String)と，クラスファイルのロードを自

動化するための 2つのメソッド loadClass(String)

および loadAllRequiredClasses() を要求する．こ

れらのメソッドを通して，クラスパスを設定したり解

析対象となるクラスファイルのロードする作業が，解

析プログラムを記述するプログラマから隠蔽される．

我々は，この仕組みを利用して ASMと Sootに対

する接続器を開発した．図 5 の 16行目と 26 行目で

使っている ASMConnectorは，ASMに対する接続器

である．ディスパッチの予測，クラスやメソッドを

表現するオブジェクトの変換などの，プログラム解

析に必要と思われる機能を接続器に加えたことで，

コントロールフローを解析するメソッド (pcflow1，

pcflow2)を簡潔に実装することができた†11．

5 実験結果

本節では，本研究における拡張によって記述できる

ようになった静的条件ポイントカットの例を挙げると

共に，束縛時検査が実用的な時間の中で行えることを

示す．

5. 1 適用事例

提案する拡張によって，プログラム解析を利用する

ポイントカットを SCoPEでコンパイル時に適合判定

できるようになった．このようなポイントカットの例

としては，以下のようなものが挙げられる:

• デメテル則 [12, 13] を検査するポイントカット

(約 190行)

• コントロールフローを静的に解析する pcflowポ

イントカット [11](約 130行)

　これらの例において，ポイントカットが行う解析は

†11 解析の対象となりうるクラスを先に読み込んでしま
うことで，メソッド呼び出しに対するディスパッチ
の粗い予測ができる.
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表 1 コンパイル時間と束縛時検査に掛かった時間
(単位は秒)

scope

overall btc abc ajc

pcflow 50.0545 3.3205 8.255 2.52

lod 23.167 1.7435 7.34 2.455

hasmethod 14.7955 0.0885 7.43 2.52

regex 10.438 0.076 4.945 2.32

isinterface 10.1685 0.0655 5.085 2.365

我々が全て書き下した．今後，プログラム解析を利用

するポイントカットを容易に定義するために，様々な

解析アルゴリズムをライブラリとして用意すること

が考えられるが，その容易さを議論することは，現状

では困難である．だが，条件ポイントカットが静的と

なるための最大の要件はクラス変数を利用しないこ

との 1 点に尽き，これを満たすようなライブラリの

作成に大きな困難はないと我々は考える．

5. 2 束縛時検査の検証

提案する方法によって，束縛時検査が高速に行え

ることを示す．我々は，abc [3] を拡張して実装した

SCoPEコンパイラを用いて，i)コンパイル時間およ

び束縛時検査に掛かった時間，ii) 束縛時検査を行う

上で対象となったクラス集合，メソッドの集合，メ

ソッド呼び出しで使われたメソッド名の集合の大き

さ，iii)コンパイルされたプログラムの実行時間を計

測した．実験は以下のプログラムで行った:

• pcflow: 図形編集アプリケーションと，画面を再

描画するアスペクト

• lod: 32行のプログラムと，デメテル則の違反を

検査するアスペクト

• hasmethod: 72 行のマルチユーザープログラム

と，ユーザーがログアウトしたときにリソースを

閉じるアスペクト

• regex: 15行のプログラムと，小文字ばかりから

なるメソッドの呼び出し回数を数えるアスペクト

• isinterface: 15行のプログラムと，invokeinter-

faceによるメソッド呼び出しを数えるアスペクト

計測は 2 基の Xeon 3.06GHz と 6GB のメモリを搭

載したマシンで行い，Java 環境としては JDK1.5.0

update 4を利用した．

表 2 束縛時検査を行ったときの，Cpcd,

Mpcd, Ipcd の大きさ

Cpcd Mpcd Ipcd

pcflow 25 205 500

lod 16 104 242

hasmethod 1 3 8

regex 1 1 3

isinterface 1 1 3

コンパイル時間および束縛時検査にかかった時間

を表 1に示す．束縛時検査にかかる時間は，ポイント

カットが利用するプログラム解析のためのプログラム

の大きさに依存するが，SCoPEコンパイラのコンパ

イル時間全体の 0.6–7.5%の時間で終了している†12．
束縛時検査は，ユーザーが記述した解析プログラム

だけでなく，それが利用するライブラリも検査する．

このため，束縛時検査に掛かる時間の比較には，検査

されたメソッド数を明らかにすることが肝要である．

表 2は，図 6の束縛時検査と図 7のクラス集合の生成

を並列に行うように実装した束縛時検査器における，

条件ポイントカット毎の，1)クラス集合 Cpcd，2)検

査したメソッドの集合Mpcd，3)メソッド呼び出しで

使われたメソッド名の集合 Ipcd の大きさを示す．束

縛時検査にかかる時間が長かった pcflowや lodでは，

検査されたメソッドの数が 205，104個と多く，ほと

んど時間の掛からなかった regex や isinterface では

1つのメソッドだけが検査されていた．

表 2では，全てのテストケースで，|Mpcd| < |Ipcd|
という結果が出ている．これは，ディスパッチを予測

する時に，レシーバーの実際の型となり得るクラス

が，Cpcd の中に含まれていないことがあるためであ

る．束縛時検査とクラス集合の生成を同時に行ってい

るため，メソッドの中身に存在する new c が，全て

捕捉できていない．このことは，実装した束縛時検査

器の質の悪さを示しているとも考えられるが，束縛時

†12 SCoPE では，与えられたソースコードを 2 度コン
パイルし，静的条件ポイントカットをジョインポイ
ントシャドウに対して適合させるために，abc の 2

倍以上のコンパイル時間を必要とすることがある．
abc よりも ajc の方が高速であることから，ajc の
上に SCoPE を実装した際には，束縛時検査にかか
る時間の割合が増大する恐れがあるが，バックエン
ドの違いにより実装が異なるため，一概に結論づけ
ることはできない.
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0.1

1

10

100

scope 0.305 0.28 0.28 0.28 0.28

abc 0.285 4.67 0.28 17.39 0.28

ajc 0.29 4.74 0.28 17.565 0.28

hasmethod lod isinterface pcflow regex

図 9 コンパイルされたプログラムの実行速度
(単位は秒) 　　　

検査を回避するように指定されたメソッドの中で生成

されたオブジェクトに対しては，どのような操作も許

容されるべきであると我々は考える†13．
図 9は，コンパイルされたプログラムの実行時間を

計測した結果を示す．今回の実験では，hasmethod，

regex，isinterface の 3ケースについては，コンパイ

ルされたプログラムの実行時間はほとんど変わらな

かったが，pcflow，lodの 2ケースについては，それ

ぞれ 16倍，62 倍の改善が見られた．このことから，

プログラム解析を利用するポイントカットに対して，

SCoPEの貢献が大きいと言える．

6 関連研究

Kiczales は静的にコントロールフローを調べる

pcflowポイントカットを提案した [11]．また，Burke

はクラスに特定のメソッドやフィールドが定義されて

いることを調べる has/hasfieldポイントカット†14を
提案した [5]．これらは個別のポイントカットとして

提案されたが，SCoPE を用いれば，条件ポイント

カットと自己反映計算及びバイトコード解析ライブラ

リによって同等のポイントカットが定義できる．

特別なポイントカットを逐次追加してゆくのでは

なく，新しいポイントカットをユーザーが定義できる

†13 points-to 解析を行っていないため，束縛時検査を
回避するように指定されたメソッドの戻り値の型の
サブクラスに，束縛時検査の対象となるメソッドの
中でインスタンスが生成されたクラスが含まれた場
合に関しては，この議論は成り立たない．この矛盾
点を解決することは，今後の課題の一つである.

†14 JBossAOP [5]や AspectWerkz に実装されている.

機構の研究としては，Josh [7] や LogicAJ [9]，関数

型クエリ言語やロジックメタプログラミングを用い

たポイントカット記述 [8, 17] がある．これらの研究

と比較して，SCoPEは i)AspectJを拡張せず，意味

的な互換性を保っている，ii) ポイントカットで利用

するプログラム解析の実装のために利用できるバイ

トコード操作ライブラリが自由に選択できる，とい

う点で異なる．i)に関しては，SCoPE向けに書かれ

たプログラムは ajc や abc などのコンパイラでコン

パイルして実行することができる．このため，解析を

行うポイントカットを定義する際に，LogicAJ など

のように別の言語を使用したり，Josh などのように

独自のフレームワークを利用する必要がない．また，

AspectJ 向けに作られている構造化エディタ・デバ

ガ・視覚化・再構築ツールなどがそのまま利用できる

という利点がある．ii) に関しては，プログラム解析

のために利用できるバイトコード変換ライブラリは，

Joshでは Javassist [6]，LogicAJでは JTransformer

と固定されているが，SCoPEでは接続器を作ること

で，任意のバイトコード変換ライブラリを利用するこ

とができる．

7 まとめと今後の課題

本稿において我々は，条件ポイントカットと自己反

映計算を用いたポイントカットをコンパイルする枠組

み SCoPEに対して，ユーザー定義のプログラム解析

を用いたポイントカットを静的に適合判定できるよう

にする拡張を提案した．この拡張は束縛時検査の改

善と，バイトコード解析ライブラリを内省的自己反

映計算として利用するための仕組みの開発から成る．

この拡張によって，条件ポイントカットと内省的自己

反映計算を用いて定義したプログラム解析に基づい

たポイントカットの最適化が可能となった．また，こ

の拡張は，様々なバイトコード解析ライブラリを容易

に取り込むことができ，クラスファイルのロードなど

の共通する作業をプログラム解析を実装するプログ

ラマから隠蔽する．

今後の課題には，2つの事柄を計画している．1つ

めは，特定のクラス変数を静的条件ポイントカットで

利用できるようにすることである．3. 2節で述べたよ
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うに，SCoPEでは，クラス変数を利用するメソッド

に到達可能な条件式は，コンパイル時に評価されな

い．この制約は，コンパイル時に利用してよいクラ

ス変数をプログラマが指定できるように SCoPEを拡

張することで，緩和できる．指定には，J2SE 5.0 で

導入されたメタデータ機構を利用することを考えて

いる．

課題の 2つめは，静的条件ポイントカットの適合判

定を，クラスのロード時に行うようにすることであ

る．現在の SCoPEでは，静的条件ポイントカットの

適合判定をコンパイル時に行っているため，コンパイ

ル時と実行時とで同じクラスや JVMが使われること

を前提としている．付随して，分割コンパイルも不可

能である．クラスのロード時に静的条件ポイントカッ

トの適合判定を行うことによって，これらの制約が解

消されると期待する．
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