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概 要

AspectJをはじめとする多くのアスペクト指向言語では, 型安全性の
ため aroundアドバイスを同じ型の式にしか適用できない. そのため, 例
えばラッパーオブジェクトを挿入したり, 無名クラスのインスタンスを
置き換えたりするような aroundアドバイスが記述できない. そこで我々
は, 異なる型の値を返すアドバイスを許す型緩和織込機構を提案する.こ
の機構は, アドバイスが置き換える値がどのような静的型で使われてい
るかを局所的に解析し, アドバイスにはそれ以下の型の値に置き換える
ことを許す. これによって, 型安全性を保ちつつ前述のようなアドバイス
が適用可能になる. 本研究では, AspectJに対して解析のための規則を定
義し, その規則に基づく織込機構を組み込んだ処理系を, 既存の AspectJ
コンパイラを拡張することで作成した.

1 はじめに

アスペクト指向プログラミング (AOP) [5]は, 横断的関心事をモジュール化
するためのプログラミング技法である. 横断的関心事とは, ロギングやキャッ
シングのように, 記述が複数のモジュールにまたがってしまう関心事のこと
で, ソフトウェアの開発や保守を難しくする要因になっている. AOPは, プロ
グラムの多くの場所に作用する動作や構造を 1つのモジュールであるアスペ
クトにまとめて記述することで, 横断的関心事のモジュール化を可能にする.

AspectJに代表される多くの AOP言語は, aroundアドバイスという機構
を持つ. Aroundアドバイスは適用対象のプログラム中の特定の動作を別の動
作に置き換えるものである. メモ化による最適化, 永続化やプログラムの修正
など, 多くの応用がある.
我々は, AspectJをはじめとする多くのAOP言語において, aroundアドバ
イスの適用可能条件が厳しすぎるため, ある種の有用なアドバイスが記述で
きなくなっている問題を発見した1. この条件は, アドバイスの返値は, 適用さ
れる式の型の部分型でなければならないというものである. この条件によっ

1この問題と解決手法の構想は 3rd International Workshop on Aspects, Dependencies
and Interactions (ADI’08) において発表されている [7]. 本論文は解決手法の詳細な定義を行
い, 処理系を作成した.
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JButton b = new JButton();

ActionListener l = new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {...}

};

b.addActionListener(l);

図 1: JButtonオブジェクトを操作するプログラム

MyButton around(): call(JButton.new()) {

return new MyButton(); // MyButton extends JButton

}

図 2: JButtonクラスのかわりにMyButtonクラスのインスタンスを作成さ
せる aroundアドバイス

て, ラッパーオブジェクトを挿入したり, 無名クラスのインスタンスを置き換
えるような, 異なる型の値を返すアドバイスが禁止されているため, アスペク
トの表現力を低下させている.
この問題に対し本研究は, より緩やかなアドバイスの適用条件を持つ型緩
和織込という機構を提案する. 新しい条件は, アドバイスの返値がどのよう
な型で使われるかを静的に解析し, アドバイスがそれ以下の型の値を返す場
合には適用を許し, それ以外の場合はコンパイルエラーとする. これによっ
て, 型安全性を保ちつつ前述のようなアドバイスが適用可能になる. 我々は,
AspectJの aroundアドバイスに対して適用条件を定義し, それに基づくコン
パイラを, 既存の AspectJコンパイラを拡張することで作成した.
以降, 本論文は以下のように構成される. まず 2節で, 現在の aroundアド
バイスの問題点について説明する. 次に 3節で型緩和織込機構について述べ,
4節で実現方針と作成した処理系について述べる. そして 5節で関連研究を
述べ, 6節でまとめる.

2 Aroundアドバイスの問題点

2.1 Aroundアドバイス

Aroundアドバイスは,プログラム中の特定の動作を選択し,別の動作に置き
換える機構である. 例えば JButtonオブジェクトを作成して ActionListener
を登録するプログラム (図 1)があったとき, JButtonオブジェクト作るかわ
りにそのサブクラスであるMyButtonオブジェクトを作るように動作を置き
換えることを考えよう. 図 2はそのような置き換えをする aroundアドバイ
スの定義である. 1行目のMyButtonはアドバイスの返値の型で, 置き換え後



String around(): call(JButton.new()) {

return "A";

}

図 3: JButtonクラスのインスタンスを Stringクラスのインスタンスに置き
換える aroundアドバイス

の動作の返値の型を表している. そして call(JButton.new()) はポイントカッ
トで, このアドバイスが置き換える動作は JButtonクラスのコンストラクタ
呼び出しであることを意味している.
アスペクトが適用されたプログラムの振る舞いはジョインポイントによっ

て説明できる. ジョインポイントとは, メソッド呼び出しやフィールド参照の
ようなプログラム実行中の動作である. プログラムがジョインポイントを実
行しようとすると, そのジョインポイントに適合するアドバイスが探される.
もし適合するアドバイスが存在した場合, それが aroundアドバイスであれば
ジョインポイントのかわりにアドバイスの本体が実行される.
そして図 2の { }の中がアドバイスの本体である. ここでは置き換え後の
動作としてMyButtonクラスのインスタンスを作成することを表している.
図 1のプログラムを図 2とともに実行すると, JButtonクラスのインスタ
ンスを生成するかわりにMyButtonクラスのインスタンスが生成され, 図 1
の 2行目以降が実行される.

2.2 型に関する制限

現在のAspectJでは, あるジョインポイントの返値の型 (Tjp)とアドバイス
の返値の型 (Tadvice)の間に次の条件を課している.

Tadvice ≤ Tjp

これが満たされない場合はコンパイルエラーとなる. 例えば, 図 1の JButton
コンストラクタ呼び出しに図 3 の around アドバイスを適用するとコンパ
イルエラーになる. なぜならこの場合 Tjp は JButton, Tadvice は Stringで,
String 6≤ JButtonなためである. 仮にこのアドバイスをコンパイルエラーを
無視して適用したとすると, アドバイスによって置き換えられた Stringクラ
スの返値が図 1の 4行目で addActionListenerメソッドのターゲットとなり,
実行時エラーが起きるだろう.
一方 2.1節で説明した, 図 1の JButtonコンストラクタ呼び出しに図 2の

aroundアドバイスを適用する場合は, Tjpは JButton, TadviceはMyButtonで,
MyButton≤ JButtonが成り立つので, コンパイルエラーとならない. このプ
ログラムを実行するとMyButtonクラスのインスタンスが addActionListener



aspect WrapActionListener {

ActionListener around(): call(ActionListener+.new(..)) {

ActionListener l = proceed();

return new Wrapper(l); //Wrapper implements ActionListener

}

}

図 4: ActionListenerにラッパーを挿入するアスペクト

メソッドのターゲットとなるが, MyButtonは JButtonのサブクラスである
ので, この呼び出しは常に成功する.

2.3 問題点

2.2 節で紹介した条件は, 確かに型安全性のための十分条件ではあるが,
aroundアドバイスの中にはこの条件を満たさなくても実行時エラーを起こさ
ず, かつ有用なものがある. 例えばラッパーオブジェクトを挿入したり, 無名
クラスのインスタンスを置き換えるようなアドバイスががそれにあたる.
以下に, 2つの例を用いて説明する.

例 1: ラッパーオブジェクトを挿入するアスペクト

図 1のプログラム中で作成するActionListenerにWrapperクラスのインス
タンスを挿入するようなアスペクト (図 4)を適用する場合を考える. このアス
ペクトに定義されている aroundアドバイスは call(ActionListener+.new(..))
というポイントカットを持つので, ActionListenerを実装しているクラスの
コンストラクタ呼び出しに適用される. (ここで, ポイントカット中の C+と
いう表記は, 「C型とその部分型すべて」を表す.) 一方図 1のプログラムの

new ActionListener() {...}

という式は ActionListenerを実装した無名クラスのコンストラクタ呼び出し
なので, この式の評価にかわって図 4のアドバイス本体を実行するという意
図である. ここで図 4のアドバイス本体にある proceed()はジョインポイン
トの実行を行うための擬似メソッドである. 結果として図 4のアドバイスは,
ActionListenerを実装したWrapperというクラスで, ジョインポイントの返
値をラップする.
このアドバイスが適用されたとしても, 実行時に型エラーが起こることはな
い. なぜなら, アドバイスの返値は addActionListenerメソッドの引数として
使われるだけであり, この引数の静的型は ActionListenerであるからである.



void store(String fileName, Data d) {

OutputStream s = new FileOutputStream(s);

BufferedOutputStream output = new BufferedOutputStream(s);

output.write(d.toByteArray());

output.close();

}

図 5: データをファイルに書き込むメソッド

aspect Redirection {

PrintStream around(): call(FileOutputStream.new(String)) {

return System.out;

}

}

図 6: 出力先を consoleに変更するアスペクト

しかし AspectJはこの aroundアドバイスをコンパイルエラーとする. と
いうのも, ここでの Tjp は ActionListenerを実装した無名クラスの型であり,
Tadvice は ActionListenerであるため, Tadvice ≤ Tjp とならないためである.

例 2: ファイル出力をコンソールに変更するアスペクト

図 5は JHotDraw2アプリケーション中で, 図形データをファイルに書き込
むメソッドを簡単化したものである. このメソッドの出力先をコンソールに
変更するような Redirectionアスペクト (図 6) を考える. このアスペクト中
のアドバイスは, FileOutputStreamクラスのコンストラクタ呼び出しにかえ
て System.outを返す. System.outは, 標準出力へ出力する PrintStreamクラ
スのオブジェクトがしまわれている.
このアドバイスが適用されたとしても実行時に型エラーが起きることはな

い. なぜならば, このアドバイスは実質的には, 図 5の 2行目の

OutputStream s = new FileOutputStream(s);

という文を

OutputStream s = System.out;

と変えることに相当するが, PrintStream≤ OutputStreamであるためである.

2http://www.jhotdraw.org/



String around(): call(FileOutputStream.new(String)) {

return "A";

}

図 7: FileOutputStreamクラスのインスタンスを Stringクラスのインスタン
スに置き換える aroundアドバイス

しかし, AspectJはこのアドバイスをコンパイルエラーとする. なぜならば,
PrintStream 6≤FileOutputStreamであるためである.

以上の 2例に代表される問題点をまとめると, 次のことが言える. Around
アドバイスによって値を置き換える場合, その置き換えの型安全性は, 置き換
えられた値がどのような静的型として使われているかによって決まる. しか
し, 2.2節で説明した条件は, 置き換える前の式の型 Tjp だけを用いている. そ
のため, 一般的な型 T の値として使うためにより特定的な型 T ′の値を作って

いる場合 (T ′ ≤ T ), その値を作る式を別の型 T ′′(T ′′ ≤ T )の値で置き換えよ
うとしても, T ′′ 6≤ T ′ の場合には適用できないということである.

3 型緩和織込

この問題に対処するために, 我々は型緩和織込を提案する. これは, 型安全
性を保ちつつ, aroundアドバイスの適用条件をより緩やかなものに変更する
ものである. 具体的には, この機構は, アドバイスが入れ替え得る値が, 適用
されるメソッド中において, どのような静的型で使われているかを解析し, 矛
盾が起きない場合のみアドバイス適用を許して, 矛盾が起きる場合にはコン
パイルエラーとする.
本論文では緩和する対象をメソッド呼び出し, コンストラクタ呼び出し,
フィールド参照のジョインポイントの返値に限定する. AspectJでは, ジョイ
ンポイントの返値の型が参照型になるものとしてメソッド実行もあるが, 本
論文では対象とせず, 従来通りの Tadvice ≤ Tjp という条件を用いる. これは,
メソッド実行では, アドバイスの返値はそのメソッドの返値として「使われ
て」しまうので, Tadvice は Tadvice ≤ Tjp を満たさなければならず, 条件を緩
和することができないためである.
具体的な条件の前にアドバイスの適用を許す例と適用を許さずコンパイル

エラーとする例を説明する.
例えば図 5の store中のFileOutputStreamのコンストラクタ呼び出しに図 6
のRedirectionアスペクトを適用する場合, アドバイスが置き換えた値は次の
行のBufferedOutputStreamのコンストラクタ呼び出しの引数としてのみ使わ
れる. この引数の静的型は BufferedStreamクラスの定義よりOutputStream



型でなければならない. ここで, アドバイスの返値の型は PrintStreamなの
で, アドバイスの適用を許す.
また, 図 5 の store 中の FileOutputStreamのコンストラクタ呼び出しに
図 7 のアスペクトを適用する場合, BufferedOutputStreamクラスのコンスト
ラクタ呼び出しの引数の静的型は OutputStreamでなければならないが, こ
こでのアドバイスの返値の型は Stringである. 従って, ここでは適用を許さ
ず, コンパイルエラーとする.

3.1 ジョインポイントに対する条件

型緩和織込では, ジョインポイント jpの返値を型 T の値で置き換えられる

ようなアドバイスの適用条件を論理式 (Ujp(T, jp)と書くことにする) で表す.
この Ujp(T, jp)は, ジョインポイントの返値を使用する各命令での条件の積
として定義する. 論理式を用いる理由は, 後述するように, インターフェース
型を含むメソッド呼び出しなどが行われる場合には, 置き換えられる値が満
たすべき条件は型の上限としては表せないことがあるためである.

3.2 解析範囲

型緩和織込では aroundアドバイスの返値が「使われる」ときの型を解析
するが, 本研究では,

• アドバイスが適用されるジョインポイントが存在するメソッド

• 同じジョインポイントに適用されるアドバイスの本体

を, 「使われる」ことを追跡する範囲とする.
解析の範囲をメソッド内とした, つまり, メソッド呼び出しをまたがらない
こととしたので, 型緩和織込はメソッドのシグネチャを変更しない. また後述
のように, 引数として使う場合や, 返値として返す場合も値が使われたと扱う.
別の方針として, 引数として使う場合や返値として返す場合を値の使用とは
せず, メソッドをまたいだ解析によってより緩やかな条件を定めることも考
えられる. しかし, メソッドのシグネチャを変更することによって起こる問題
の大きさや, メソッドをまたいだデータフロー解析の難しさを考えて, 本研究
ではメソッド中に限った解析を行う.
解析の対象に同じジョインポイントに適用されるアドバイスの本体を含め

るのは, これらのアドバイス本体は proceed擬似メソッドによって aroundア
ドバイスの返値を受け取るためである. そのため, 解析では proceedからの返
値をアドバイス本体の内部で追跡し, 使われ方を検査する.
結果として Ujp(T, jp)は次のように書ける.



Ujp(T, jp)
def⇔ Um(T, contains(jp), jp) ∧

∧
a∈matches(jp)

Um(T, a, proceed(a))

ただし, contains(jp)は jpを含むメソッドを与え, matches(jp)は jpに適用

されようとしているアドバイスの集合, proceed(a)は aの本体にある proceed
呼び出しを表す. Um(T,m, jp)はメソッドmにある動作 jpの返値を別の値

vに置き換えるとき, vの静的型 T が満たすべき条件を表す.

3.3 命令の種類ごとの条件

メソッド (あるいはアドバイス)内部では, ジョインポイント (あるいは pro-
ceed)の返値からのデータフローを求め, その値が代入され得る変数 vを用い

た命令 sについて, vの型が満たすべき条件を定める. 従って

Um(T, m, jp)
def⇔

∧
s∈inst(m)

flows(jp, v) ∧ uses(s, v) ⇒ U(T, s)

ただし, inst(m)はm中の命令の集合, flows(jp, v)は jpの返値が (局所変
数を 0回以上経由して)vに代入され得ること, uses(s, v)は命令 sが vを使う

ことを表す. U(T, s)は命令 sにおいて使われる値の静的型 T が満たすべき

条件を表す.
U(T, s)は命令の種類ごとに次のように定められる. なおここでは局所変数
への代入は条件を作らない. これは, 局所変数の型を変更することでアドバイ
スの適用可能性が広がる場合があることと, Javaバイトコードに対するアス
ペクトの適用のように, 局所変数に静的型がつけられていない場合があるた
めである.

vを i番目の引数としてメソッド ·コンストラクタmを呼ぶ

U(T, m(x1, ..., xi−1, v, xi+1, ..., xn))
def⇔ T ≤ Ti

ただし, mのシグネチャは T0 m(T1, ..., Tn)とする.
Javaはメソッドの多重定義を許すため, メソッドmのシグネチャは引数の

静的型をもとに最も特定的なメソッド定義を選んで決定している. 型緩和織
込は引数 v の型をより一般的なものに変更することができるが, 本研究では
シグネチャを変更しないものとする. つまり, メソッド呼出のシグネチャはア
ドバイスがない状態で決定し, その後で型緩和織込を行う.



vをターゲットオブジェクトとしてメソッドmを呼ぶ

U(T, v.m(x1, ..., xn))
def⇔ ∃Tt.(∀Tv ∈ V. Tv ≤ Tt ∧ T ≤ Tt ∧ M(Tt, m))

ただし, Vは, vがmのターゲットとして使われる時点で vに格納されている

可能性がある値の静的型の集合を表し, M(T, m)は T が表すクラスまたはイ

ンターフェースがmと同じシグネチャのメソッドを定義していることを表す.
この条件は, メソッドのオーバーライドを考慮したものである. 直感的に
は, v をmのターゲットとして使うには, mを定義している最も一般的な型

以下の値でなければならない. ただし, Javaでは, インターフェース型も考慮
すると最も一般的な型は一意に定まらない場合があるため, 上のような条件
としている.

vをメソッド ·アドバイスmの返値として返す

U(T, return v)
def⇔ T ≤ Tr

ただし, Tr はmの返値の型である.

vのフィールド f にアクセスする

U(T, v.f)
def⇔ T ≤ Tsf

ただし, f のシグネチャは Tf .f であり, Tsf は Tf ≤ Tsf でありかつ f が定義

されている最も特定的な型とする. この定義は, Javaにおいて, スーパークラ
スで定義されたフィールドを, 同名のフィールドを定義することで隠蔽でき
ることに対応している.

vをフィールド f へ代入する

U(T, o.f = v)
def⇔ T ≤ Tf

ただし, Tf はフィールド f の型である.

vを Tc[ ]型の配列へ代入する

U(T, a[v′] = v)
def⇔ T ≤ Tc



vを例外として投げる

U(T, throw v)
def⇔ T ≤ Error ∨ T ≤ RuntimeException

∨ ∃Te ∈ Ec ∪ Et. T ≤ Te

ただし, Ec はこの throw 文を囲むキャッチ節の例外型の集合, Et はこの

throw文があるメソッド (またはアドバイス)の throws節で宣言されている
例外型の集合とする.

vを配列として, 要素に値を代入する

U(T, v[v′] = v′′)
def⇔ T ≥ Ta[ ]

ただし, v′′ の静的型は Ta とする.

vを配列として, Te 型の要素の値を参照する

U(T, v[v′])
def⇔

{
T = Te[ ] (Teが基本型)
T = T ′[ ] ∧ T ′ ≤ Object ∧ Um(T ′,m, v[v′]) (Teが参照型)

この定義は, Javaバイトコードでは, 配列の要素の値を参照する命令が「オ
ブジェクトを参照する命令」「int型の値を参照する命令」「float型の値を参
照する命令」などと分かれていることによる. また, Te が参照型である場合

の Um(T ′,m, v[v′])は, 配列を参照して得られた値の使われ方によって条件が
課されることを表している.

(vを Tc 型へキャストする)

キャストは値を使う操作と見なさないこととする. ただし, T が以下の条件

を満たさない場合にはそのキャストは必ず失敗するので警告を発する.

T ≤ Tc ∨ Tc ≤ T ∨ (C(T ) ∧ I(Tc)) ∨ (C(Tc) ∧ I(T )) ∨ (I(T ) ∧ I(Tc))

ただし, C(T )は T が finalでないクラス型であることを表し, I(T )は T が

インターフェース型であることを表す.
この条件は, キャストが成功するための必要条件であり, Javaコンパイラ
が行っている検査と同じものである. Java コンパイラと型緩和織込の違い
は, Javaコンパイラは局所変数の型を明示的に決定するのに対し, 型緩和織
込では aroundアドバイスの返値が使われ得るすべてのキャストに対して, 局



OutputStream o = new FileOutputStream(fileName);

PrintStream p = (PrintStream)o;

図 8: FileOutputStreamが PrintStreamに castされる例

FileOutputStream around(): call(FileOutputStream.new(String)) {

return proceed();

}

図 9: proceedの返値を返すだけのアドバイス

所変数の型を無視して検査を行うという点にある. そのため, 型緩和織込で
は, Javaコンパイラが許してしまっていたような「必ず失敗するキャスト」を
発見し警告する場合がある. 例えば FileOutputStreamオブジェクトを一度
OutputStream型の局所変数に代入して, FileOutputStreamと部分型関係の
ない PrintStream型にキャストする (図 8)プログラムに何も行わないアスペ
クト (図 9)を適用すると, 型緩和織込では, アドバイスの返値が PrintStream
にキャストされていることを発見して, 警告を発する.

4 実現方針

本研究では, 型緩和織込機構を持った AspectJ言語処理系を作成した. 処
理系の大部分は既存のAspectJコンパイラを再利用し, aroundアドバイスの
織込の可否を判定する部分だけを拡張することで実現できている. 拡張は, メ
ソッド内の型推論およびジョインポイントの返値が使われている命令をすべ

て集める解析器と, アドバイスの適用の可否を判定する機構からなる.
既存の AspectJコンパイラは次の順にクラス定義とアスペクト定義をコン
パイルする.

1. すべてのクラス定義をアスペクトがないと仮定してバイトコードへコ
ンパイルする.

2. すべてのアスペクト定義のアドバイス定義を Javaのメソッドに変換し,
バイトコードへコンパイルする.

3. 上の 1, 2で得たバイトコードの命令を走査し, ジョインポイントの影 [8]
に対応する各バイトコード命令について

(a) 適合するポイントカットを持つアドバイス定義を集める

(b) 各アドバイスの型が命令の型に適合することを確認する

(c) 各アドバイスから変換されたメソッドを呼び出す命令を挿入する



型緩和織込は上の 3(b)の手順を置き換える.

4.1 解析器

型緩和織込は, アドバイスが適用されるメソッドの中で, アドバイスの返値
が使われる命令を発見し, その命令が扱う値の型との比較を行う. そのため,
型推論とポインタ解析を行う必要がある. しかし, 本研究の設定では, メソッ
ド内部での値の流れしか追跡しないため, 解析はメソッド単位に局所変数と
式の中間値のみを扱えばよい. 実際にはバイトコード上で解析を行うので, 仮
想機械の局所変数とオペランドスタックのみを解析対象とする. この解析に
は, Java仮想機械の検証系が行っているデータフロー解析のアルゴリズム [6]
と同じものを用いる.

Java仮想機械の検証系のデータフロー解析は, メソッドを呼ぶターゲット
オブジェクト, 引数, メソッドの返値などの型の正しさを検証するものである.
例えば, 図 5の 3行目での BufferedOutputStream(OutputStream)というコ
ンストラクタ呼び出しでは, sの値の静的型がOutputStreamの部分型になっ
ているかどうかを調べる. ここで, Javaバイトコードではローカル変数に型
をつけないので, データの流れをたどって sに入る可能性がある値の静的型は
何であるかということを調べる.
今回の解析では, sに「どのジョインポイントで作られた値か」という情報
を記録して命令列を調べ,「sに入っている値の静的型がOutputStreamの部
分型になっているかどうか調べる」かわりに「sに入っている値を引数として
メソッドを呼ぶ (引数の静的型 OutputStream)」という命令を集める.

4.2 判定機構

Aroundアドバイスの適用の可否の判定は, ジョインポイントの影 [8]ごと
に行われる. 判定機構はまず Tjpが参照型であるかを調べる. 参照型でない場
合は, 現在の AspectJと同じく, Tadvice ≤ Tjp が成り立っているかどうかを

確かめ, そうでない場合はコンパイルエラーとする. さらに, Tjp が参照型で

あっても, ジョインポイントがメソッド実行である場合には, 前述のとおり解
析を行わず, Tadvice ≤ Tjp が成り立っているかを確かめる.
ジョインポイントの返値の型が参照型で, かつジョインポイントがメソッド
実行でない場合 (AspectJでは, メソッド呼び出し, コンストラクタ呼び出し,
フィールド参照が該当する), そのジョインポイントに適合するポイントカッ
トを持つ aroundアドバイスを集める. そして解析器を用いてジョインポイン
トの返値を使う命令を集め, それらの Ujp(T, jp)を求める. そして各アドバイ
スの返値の型 Tadvice を Ujp(T, jp)に代入し, 条件が成り立たない場合にはエ
ラーとする.



表 1: コンパイル時間 (単位は秒)

アスペクト ジョインポイントの影の数 ajc 本研究の処理系

Redirection 2 6.608 6.842

WrapPropertyChangeListener 51 7.076 7.145

4.3 処理系の現状

本研究では, AspectJコンパイラ ajc (version 1.6.1)3を拡張して処理系を作
成した. 拡張は約 1600行で実現されている. 代表的なAspectJコンパイラに
は ajcと abc [2]の 2つがあるが, ajcを選択した理由は以下の 2つである.

1. ajcの方がコンパイル速度の面から実用性が高い

2. ajcは中間表現として Javaバイトコードを使用している

作成した処理系を用いて, コンパイル時間が ajcよりどの程度増大している
かを調査した. 具体的には, JHotDraw7.1(約 93000行)に以下の 2つのアス
ペクトを適用した場合のコンパイル時間を計測した.

1. 出力先をファイルから標準出力へ変更するRedirectionアスペクト (図 6)

2. java.beans.PropertyChangeListenerを実装した無名クラスのインスタ
ンスをラップするWrapPropertyChangeListenerアスペクト (図 4のア
スペクトにおけるActionListenerをPropertyChangeListenerに変えた
もの)

それぞれのアスペクトを適用したときの, ajcと本研究で作成した処理系で
のコンパイル時間を 5回計測し, その中央値を表 1に示した. ここで, ajcで
コンパイルする際には, コンパイルを成功させるだけの目的で aroundアドバ
イスの返値の型を Objectにしている. これは, AspectJにおける「Tadviceが

Objectのときには, Tjp が何であってもコンパイルエラーとしない」という

特例を用いたものである. 4

計測は, 2基の 2.8GHz Quad-Core Intel Xeonと 4GBのメモリを搭載した
マシンで行った.
表 1にアスペクトが適用されたジョインポイントの影の数と, コンパイル時
間の測定値を表す. 表から分かるように, ajcと比べてコンパイル時間の増大
分は高々数%であった. 今回の実験は, コンパイル対象のプログラムに比べて
アドバイスが適用される箇所が少なかったため, 型緩和織込によるオーバー
ヘッドの影響は相対的に小さかったものと考えられる.

3http://www.eclipse.org/aspectj/
4この特例はコンパイラが実行コードに Objectから Tjp へのキャストを挿入することで実現

されているものである. 従って, コンパイルしたプログラムは, アドバイス適用部分が実行され
ると必ず ClassCastException を起こす意味のないものになっている.



5 関連研究

AspectJ に類似した AOP言語の aroundアドバイスの型に関する定式化
としては, Cliftonと LeavensによるMiniMAOがある [3]. MiniMAOでは,
proceed機構に関する型安全性の定式化を行っている. しかしこの研究は, ア
ドバイスの適用条件を変更しようというものではない.

StrongAspectJ [4]は AspectJの拡張で, 型安全性を保証しながら汎用的な
アドバイスを可能にした言語である. この拡張は一般的な型を用いて本体が
記述されたアドバイスをその部分型を持つジョインポイントに適用できるよ

うにするものである. しかし, この拡張は適用されるジョインポイントの型を
緩めるものではない.
また, AspectR [1]やAquarium [9]など, 動的に型づけされる言語における

AOP拡張では, 異なる型の値を返すような aroundアドバイスでも自由に適
用できる. その意味では本研究は, AspectJの aroundアドバイスの適用範囲
を動的 AOP言語のそれに近づけるものといえる.

6 まとめ

本研究は, AspectJの aroundアドバイスの適用範囲を広げるために型緩和
織込を提案した. この機構は, アドバイスの返値がどのような静的型で使わ
れているか, 適用されるメソッド内の命令を解析することで, 現在よりも弱い
制限で型安全性を保つことができる. 我々は, AspectJにおける解析の具体
的な規則を定め, その規則に基づく織込機構を組み込んだ処理系を, 既存の
AspectJコンパイラである ajcを拡張することで実現した. この処理系を作
成したことで, 型緩和織込が AspectJに適用できることが示された.
今後の課題としては,引数の型に関する制限の緩和がある. 本論文は, around
アドバイスの返値の型に関する制限を緩和するものであったが, 同様の緩和
は引数に対しても行うことができると予想される. メソッド呼び出しの返値
もメソッド呼び出しの引数もアドバイスによって変更され得る値という意味

では同じ性格のものなので, 値がどの静的型で使われているかを解析すると
いう同じ手法で実現できると期待される.
また, 型緩和織込の評価を行うことも今後の課題である. 本論文で例示した
以上に型緩和織込が貢献する事例の収集, そのようなアスペクトが適用され
る頻度などを, 実用的なプログラムで評価することで, 型緩和織込の有効性を
明らかにしたいと考えている.
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