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アスペクト指向プログラミングにおける
テストに基づいたポイントカットの提案
櫻井 孝平

増原 英彦

本研究はアスペクト指向プログラミング (AOP) の新たなポイントカット機構として，テストに基づいたポイント
カットを提案する．AOP 言語はアスペクトの適用する時点を指示しなければならない．既存の AOP 言語のポイン
トカットは，アスペクトが適用されるプログラム中の型名やメソッド名により指示を行うため，プログラムの些細な
変更に応じてアスペクトの変更が必要であった．テストに基づいたポイントカットでは，テストを通じて間接的にア
スペクトが適用される時点を指示する．そのため，プログラムの変更時にテストも修正される前提の下では，ポイン
トカット記述の変更が必要なくなる．実際にいくつかの事例に対してテストに基づいたポイントカットを利用し，ほ
とんどの場合に既存の AspectJ による記述よりも変更に強いポイントカット記述が可能であることを確認した．

This paper propose test-based pointcuts, new pointcut mechanism for aspect-oriented programming(AOP).
In AOP language programmer must specify aspect applied point. Existing pointcuts of AOP language need
for changes of aspects by minor modiﬁcations of the program, because these pointcuts use method or type
name to specify applied points of the program. In test-based pointcuts programmer specify applied points
in the program through tests indirectly. Thus it need not to change pointcut description under assumption
that tests are modiﬁed for modiﬁcation of the program. Actually we use test-based pointcuts for some
case studies, conﬁrm that in most cases more robust pointcut descriptions are possible than descriptions by
existing AspectJ.

意図したジョインポイントにマッチしなくなることが

1 はじめに

ある [13] [10]．2) ジョインポイントの実行履歴によっ

AspectJ [11] のようなアスペクト指向プログラミン

てアスペクトに異なる挙動を行わせるのは難しい．

グ (AOP) 言語には，アスペクトとして横断的関心事

1 の問題は，多くのポイントカット記述がプログラ

のモジュール化を可能にする機構として，ポイント

ム中の型やメソッドの名前に基づいていることに起

カットとアドバイスがある．この機構では，ポイント

因する．ポイントカット記述が一貫しているとは，対

カットがプログラム実行中の特定の動作であるジョイ

象プログラムの変更に関らず，開発者の意図したジョ

ンポイントにマッチしたときに，アスペクトの振舞い

インポイントのみにマッチし続けることを言う．以降

であるアドバイスが実行される．例えば，典型的な横
断的関心事であるログ出力のためには，ログを出力

では，このような問題をポイントカット記述の非一貫
性の問題と呼ぶ†1 ．プログラムの振舞いに基づいたポ

させたい動作にマッチするポイントカットを記述し，

イントカット記述，例えば cﬂow ポイントカットを利

ログを出力する命令をアドバイスとして定義する．

用する場合でも，メソッドの名前を指定する必要があ

既存の AOP 言語には 2 つの問題がある．1) 対象
プログラムの変更により，ポイントカット記述が本来
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るので非一貫性の問題は生じ得る．

2 の問題は以降では，ジョインポイントの実行履歴
に関する問題と呼ぶ †2 ．例えば，あるメソッドが行
†1 文献 [13] [10] では fragile pointcut problem と呼ん
でいる．
†2 tracematches [5] などの機構により解決できる．
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うに認証の成否に応じて，異なる対応したアドバイス

異なる失敗を扱う (実行履歴の異なる) テストごとに

を実行する場合を考える．メソッド自体が認証の失敗

ポイントカットを記述する．これらのポイントカット

の仕方によらず正常終了するように定義されていた

が，それぞれ対応する実行履歴を持つ実際に認証の失

場合，認証のメソッド実行中にどのような動作や分岐

敗するメソッド呼出しにマッチすることで，認証の失

を行ったかによって実行するアドバイスを選ばなくて

敗の原因に応じて異なるポイントカット定義が可能と

はいけない．そのような場合は，認証を行うメソッド

なる．

内部で呼び出されるメソッドの結果を状態変数に記録

以降の構成は，まず 2 節では既存のポイントカット

しておくなどの煩雑な方法をとらなければならない．

の問題を具体的な例によって説明する．続く 3 節で

また，このような方法はより変更されやすいメソッド

はテストに基づいたポイントカットについて提案し，

定義内部に依存しているため，非一貫性の問題もより

2 節で挙げた問題の例がどのように解決されるかを説

起こりやすい．

明する．4 節では実際のプログラムに対する，テスト

本稿ではテストに基づいたポイントカット(Test-

に基づいたポイントカットの有効性を確認するための

based Pointcuts) を AspectJ の拡張言語機構として

実験について説明する．5 節では処理系の実現方法に

提案し，前述の問題を解決する．テストに基づいたポ

ついて説明する．6 節では将来的な課題に関する議論

イントカットは，アドバイスの実行時点を指定するた

と，関連研究について述べる．7 節がまとめである．

めにメソッドのテストのためのプログラムである単
体テストケースのテスト中で用いられる変数名を用

2 既存のポイントカット記述の問題点

いる．ここで単体テストケースのテストとは，JUnit

本稿では，AspectJ においてポイントカット記述の

[4] におけるテストのためのメソッドを指す．ポイン

一貫性の維持が困難で，異なる実行履歴にマッチを行

トカットは参照した単体テストケースのテストがテス

う必要がある例として，FTP クライアントプログラ

ト対象とするメソッドの実行履歴を得るジョインポイ

ム中の通信部分を用いる．4. 2 節には実際の FTP ク

ントにマッチする．

ライアントに対する事例研究がある．

テストに基づいたポイントカットにより，非一貫性

本節では，まず Java による FTP 接続の記述を説

の問題は次のように軽減される．開発者は，プログラ

明し，続いて AspectJ による横断的関心事の追加と，

ムと単体テストケースの一貫性を常に保っているの

その問題点を説明する．

が通例である．つまり，プログラム中のメソッド名や
クラス名を変更した場合，それらを参照する単体テ

2. 1 例: FTP クライアントプログラム

ストケースのテストも同時に変更する．従って，テス

オブジェクト指向プログラミング (OOP) による

トに基づいたポイントカットが単体テストケースを

FTP クライアントプログラムでは，ネットワークの

通して間接的にプログラムのジョインポイントにマッ

接続を表現する BasicConnection のようなインター

チすることで，ポイントカットは修正しなくとも一貫

フェースが図 1 のように定義される．FTP プロトコル

性が得られる．

による接続を表現する実装クラスとして，FTPCon-

また，テストに基づいたポイントカットは，テスト

nection が定義される．クライアントはサポートする

の異なる実行履歴ごとにジョインポイントのメソッド

プロトコルの種類ごとに WebDAV プロトコルであれ

が同一でもマッチを行うことができる．1 つのテスト

ば WebDAVConnection や SMB プロトコルであれ

対象メソッドに対する単体テストケースのテストは，

ば SMBConnection など複数の BasicConnection の

異なる状態や入力の代表値ごとに複数定義される．そ

実装クラスを持つ．

れらを異なる実行履歴を得るテストとして，異なった

BasicConnection で定義されるメソッドの実装は

実行履歴を持つジョインポイントのマッチに利用でき

プロトコルごとに異なり，FTPConnection の定義

る．例えば，認証のメソッド呼出しにおいて，原因の

は図 2 のようになる．図 2 の login の実装は，send，
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public interface ConnectionListener {

boolean login(String name, String pass);

void loginOk();

boolean download(String ﬁle);

void loginFailUser();

.../*他のメソッド宣言が続く*/

void loginFailPass();

}

.../*他の通知のメソッド宣言が続く*/
図1

BasicConnection の定義

public class FTPConnection
implements BasicConnection {
public boolean login(String name,
String pass) {

}
図3

ConnectionListener の定義

ンターフェースを実装しているものとする．ここで
は簡単のために，BasicConnection の実装クラスの

login の実行が，1) ログインに成功した場合 2) 不正

send("USER " + name);

なユーザー名を入力し失敗した場合，3) 不正なパス

if (!userOk()) return false;

ワードを入力し失敗した場合，に，通知の機構により

send("PASS " + pass);

ConnectionListener の対応するメソッド呼出しが通

return passOk();

知されるものとする．

}

通知の機構は AspectJ のような AOP 言語で実現

private void send(String data) {...}

することが妥当である．AspectJ を使うと Connec-

private boolean userOk() {...}

tionListener に関する通知の機構は，図 4 の Connec-

private boolean passOk() {...}

tionUpdate アスペクトのような，1 つのモジュール

.../*他のメソッド実装やフィールド定義が続く*/

として定義できるからである．その結果，保守性や可

}

読性が高くなる．一方，Java のような OOP 言語で
図2

FTPConnection の login メソッドの定義

の通知の機構の実現は，BasicConnection の各実装ク
ラスに通知の呼出しを横断的に追加することになり，

userOk 及び passOk の 3 個の private メソッドの呼

うまくモジュール化できない．

出しから構成される．send は接続先にデータを送信

ConnectionUpdate は，login メソッドの実行中に

するメソッドで，最初にユーザー名を送信する．そ

呼出されたメソッドの結果を passSent を用いて記憶

の後 userOk を呼出し，ユーザー名が接続先に正し

しておくことで，3 つの異なる実行履歴を識別する．

く受付けられたかを確認する．正しく受け付けられ

ConnectionUpdate アスペクトには，login メソッド

ると，次に send によりパスワードを送信し，最後に

の呼出しにマッチする login ポイントカットが定義さ

passOk によるパスワード受付の確認が続き，結果を

れ，2 つのアドバイスで参照される．最初の after ア

返す．

ドバイスは，login の呼出し中に passOk の呼出しが
発生した場合に実行され，ユーザー受付後にパスワー

2. 2 AspectJ による通知の実現

ドが送信されたことを示す passSent フラグを true に

BasicConnection の各操作に対して，通知を行う

する．aspect の修飾子として privileged を設定する

機構を考える．例えば GUI フロントエンドを備え

ことで，private である passOk の呼出しを参照する

た FTP クライアントは，BasicConnection のログ

ことが可能となる．2 番目の after アドバイスは login

インやダウンロードなどの操作に対してユーザーに

終了後に実行され，戻り値と passSent の値によって，

結果を通知する必要がある．その際，通知は図 3 で

listener 変数が参照する ConnectionListener に対し

示す ConnectionListener インターフェースのメソッ

て適切な通知の呼出しを行う．

ド呼出しとし，通知を受けるオブジェクトはこのイ
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privileged aspect ConnectionUpdate {
pointcut login():
call(boolean login(String, String));
boolean passSent = false;
after(): cﬂow(login())
&& call(private boolean passOk()) {
passSent = true;
after() returning(boolean result): login() {
listener.loginOk();

else if (!passSent) listener.loginFailUser();
else

発者が異なる場合に，ConnectionUpdate の開発者が

login の内部実装の変更を認識することは困難である．
2. 4 ジョインポイントの実行履歴に関する問題
既存の AspectJ ではジョインポイントの実行履歴
によって異なるポイントカットを定義できないため，
アスペクトは複雑な定義になる．図 4 では passSent

}
if (result)

として ConnectionUpdate と FTPConnection の開

listener.loginFailPass();

}
.../*他の通知やリスナの管理のコードが続く*/
}

の情報を保つために，1 つの login の呼出しに関連す
る複数のアドバイスを定義している．
実行履歴をジョインポイントのマッチに利用しない
解決手法として，アスペクトのためにメソッド実装を
改変し，アスペクトに対して適切なジョインポイン
トを提供する方法が考えられるが，別の問題が発生
する．例えば，ConnectionUpdate のために login メ
ソッドを場合分けごとに公開されたメソッドを定義に

図4

AspectJ による ConnectionUpdate の定義

分割する改変が考えられる．このような改変の作業は
開発者の負担となるだけでなく，メソッド分割などが

2. 3 ポイントカット記述の非一貫性の問題

頻繁に行われることで改変されたモジュールは複雑に

ポイントカット記述の非一貫性の問題の例として，

なり，可読性や保守性の低下に繋がる．

前節で説明した ConnectionUpdate の定義後に，FT-

本質的な解決には，メソッドの実行履歴をジョイ

PConnection クラスの login メソッド実装が改変され

ンポイントのマッチに利用するポイントカットが必

た場合を考える．passOk と userOk が 1 つのメソッ

要だが，既存の AspectJ には欠けている．例えば，

ド check に統合され置き換えられたとすると，図 4 の

AspectJ では login の実行履歴中の特定の if 分岐を参

最初のアドバイスは既に存在しない passOk の呼出し

照するポイントカットを記述することができない．

にマッチするポイントカット記述を含むため実行され
ず，適切な通知が呼出されなくなる．

3 テストに基づいたポイントカット

名前に基づいたポイントカットや振舞いの性質に

本稿では前節で述べた問題を解決するための新た

基づいたポイントカット記述は，ジョインポイントと
なるメソッド†3 の実装に強く結びつくことで一貫性を

なポイントカット機構として，テストに基づいたポイ
ントカット(Test-based Pointcuts) を提案する．

失い易くなる．例えば図 4 の制御の流れにマッチす

テストに基づいたポイントカットは，ジョインポイ

る cﬂow ポイントカットの利用は，login の実行中に

ントとなるメソッドのテストで利用される変数定義を

passOk が呼出される，という実装の前提に基づいて

参照することで，テスト対象メソッドの意味を反映し

いるため，その前提が前述の例のように変更されると

たポイントカット記述を可能にする．例えば login の

ポイントカット記述は一貫しなくなる．

通知では，認証失敗となるユーザー名の代表値 (テス

実装とポイントカット記述が強く結びついている

トのための値) を表す変数をポイントカット記述とし

場合，ポイントカットが一貫しているかを確認する作

て指定することで，ユーザー名により認証が失敗す

業は困難となる．例えば，複数人の開発プロジェクト

るテストの login 呼出しを参照することができる．テ

†3 ジョインポイントとなるメソッドとは，そのメソッド
の実行がジョインポイントとなるメソッドを意味する．

ストは対象となるメソッドのインターフェースを通し
て記述されるため，テストが成功している限り，ジョ
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public class TestFTPConnection
extends TestCase {

したポイントカットの定義を，インターフェースの名
前や振舞いの性質を参照するよりも容易に得ること

FTPConnection c;

ができる．

Fixtures f = new Fixtures();
protected void setUp() {

テストに基づいたポイントカットは，テストごとに
異なる実行履歴をジョインポイントのマッチに利用す

f.validUser = "testuser";

る．テストは対象となる 1 つのメソッドに対して複数

.../*他の変数の初期化が続く*/ }
public void testLoginOk() {

定義される．例えば認証が成功もしくは失敗する場合
のように，異なった状態や入力値の代表値による場合

Phase.test();

分けごとにテストが定義され，異なった実行履歴を得

boolean r=c.login(f.validUser, f.validPass);

る．得られたテストの実行履歴を実際のメソッド呼出

Phase.cond(); assertTrue(r); }

しジョインポイントの実行履歴と比較することでマッ

public void testLoginUserFail() {

チを行う．

Phase.test();

テストに基づいたポイントカットは以下の 2 つの

boolean r=c.login(f.invalidUser,f.validPass);
Phase.cond(); assertFalse(r); }

部分から成り立つ．

public void testLoginPassFail() {

1. ポイントカットによるテストの参照．
2. テスト実行と実際の実行のマッチ．

Phase.test();

以降の 3. 1 節，3. 2 節で順に説明する．

boolean r=c.login(f.validUser,f.invalidPass);
Phase.cond(); assertFalse(r); }

3. 1 ポイントカットによるテストの参照
テストに基づいたポイントカットでは，既存の単体
テストの記述を一部拡張することで，単体テストから
横断的関心事のためのジョインポイントの特定を可能

.../*他のメソッドのテストの定義が続く*/
}
図5

FTPConnection クラスのテストを定義する
TestFTPConnection

とする．拡張は，既存の単体テストの枠組みではテス
トに基づいたポイントカットが必要とする構造が完

JUnit(バージョン 3) を前提としている．JUnit では

全に得られないため，既存の単体テストの枠組みに

クラスとしてモジュール化されたテストケースを定義

特定の構造を与えるために導入される．拡張は言語

することで単体テストを実施する．通常，テストケー

拡張ではなく，特定のライブラリと記述の規約によっ

スのクラスには，図 5 中の testLoginOk などのよう

て達成される．

に，test で始まる名前を持つメソッドとして，テスト

以降ではまず 3. 1. 1 節でテストの枠組みの拡張に

を定義し，1 つのテスト対象メソッドに対して複数の

ついて説明し，続く 3. 1. 2 節で拡張されたテストを

テストが定義される．以降ではテストケースのクラス

横断的に参照するための原始ポイントカットの導入に

定義をテストケース，テストケース中のテスト用のメ

ついて説明する．

ソッド定義をテストと呼び，テストには 1 つのテス

3. 1. 1 テストの枠組みの拡張

ト対象メソッドが対応するとする．テストはテスト対

一般にソフトウェアのテストには様々な分類がある

象に与える入力 (validUser などの値)，対象のメソッ

が，本稿で扱うテストは OOP における自動化された

ド呼出し (login の呼出し)，そして事後条件を確認す

単体テストである．図 5 は FTPConnection クラス

るコード (assertFalse の呼出し) を含む．

に対する拡張された単体テストの記述である．OOP

図 5 のテストは，テストに基づいたポイントカット

における単体テストは，JUnit [4] などの枠組みを利

のために拡張した記述を含んでいる．具体的には斜体

用する．現在のテストに基づいたポイントカットは

で表されたコードで，テスト用のデータ構造体の利用
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public class Fixtures {
public String validUser, validPass,

aspect ConnectionUpdate {
pointcut loginOk():

invalidUser, invalidPass;

testget(Fixtures.validUser) &&

.../*他のフィールドの定義が続く*/

testget(Fixtures.validPass);

}

pointcut loginFailUser():

図6

testget(Fixtures.invalidUser);

TestFTPConnection のための Fixtures の定義

pointcut loginFailPass():

(Fixtures†4 の validUser や invalidPass など) と，テ

testget(Fixtures.invalidPass);

スト対象メソッドを特定するための Phase の呼出し

after():loginOk() { listener.loginOk(); }

である．

after():loginFailUser() {listener.loginFailUser();}

• Fixtures はテストで利用される値を保持する

after():loginFailPass() {listener.loginFailPass();}

フィールドの定義のみで構成され (図 6 参照)，複
数のテストケースでテストを共通の意味ごとに
分類するために利用する．

• Phase は，test() から cond() の呼出し間に呼出

.../*アドバイス宣言などが続く*/
}
図7

テストに基づいたポイントカットを利用した

ConnectionUpdate の定義

されるメソッドがテスト対象であることを明示す
るために利用する．

3. 1. 2 テストを参照する原始ポイントカットの
導入
テストに基づいたポイントカットでは，テストで利
用される値を参照する testget(Type.ﬁeld ) がポイン
トカットとして提供される．開発者はあらかじめテス

ができる．

testget ポイントカットはより一般的な原始ポイン
トカット test(P ointcut) の導入によって以下のよう
に定義される．

testget(T ype.f ield) = test(get(∗ T ype.f ield))

ト設計時に決めた変数の利用規約とその意味に従い，

test ポイントカットは与えられた P ointcut にマッチ

テストで使われるクラスの変数を testget により参照

するジョインポイントが存在するテストを選択する．

することで，関連するテストケースを横断的に参照す

例えば，以下のようにして，特定のテストメソッドを

ることができる．

参照したり，例外を捕捉するテストを参照できる．

図 5 のテストケースをテストに基づいたポイント
カットによって参照する ConnectionUpdate の定義

test(execution(void testLoginOk()))
test(handler(FTPException))

が，図 7 である．例えば図 7 の loginOk ポイント
カットは 2 つの testget ポイントカットを組み合わせ，

3. 2 テスト実行と実際の実行のマッチ

validUser と validPass 変数を同時に利用するテスト

この節ではテストに基づいたポイントカットが，ど

として図 5 の testLoginOk を参照する．loginOk ポ

のような実行時のジョインポイントにマッチするかを

イントカットは，validUser と validPass を同時に使

説明する．

うテストに対して，login が成功した場合であるとい

テストに基づいたポイントカットはテストが呼出

う意味付けを利用しており，その結果 FTPConnec-

すテスト対象メソッドの実行履歴と，ジョインポイン

tion の login だけではなく他のクラスの validUser と

トのメソッド呼出しから得られる実際の実行履歴の

validPass 両方を使うテストも自動的に参照すること

マッチによって，実際の実行時のジョインポイントと

†4 JUnit において ﬁxture とは複数のテストで共有され
るテストデータと協調するオブジェクトの共通の集合
を指す．

のマッチを定義する．ここで実際の実行とは，例えば

FTPConnection を利用する FTPClient クラス中か
らの FTPConnection オブジェクトへの login の呼出
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しのような，テスト以外での実際の呼出しによる実

りテストの選択を行い，P ointcut2 としてテストの

行をいう．login の実際の実行は，ユーザーの入力に

実行履歴のフィルタリングを行うためのポイントカッ

よる認証の成功や失敗によって，複数の実行履歴が考

トを与える．テストの実行履歴には疑似オブジェク

えられる．例えばログインが成功した場合は図 5 の

ト [12] などに代表される，テストでのみ利用するオブ

テストである testLoginOk と同様の実行履歴となる．

ジェクトに対するメソッド呼出しが含まれることがあ

その結果，図 7 の validUser と validPass の参照から

る．また，実行履歴から除外したい特定のライブラリ

選択される testLoginOk を参照した loginOk ポイン

の呼出しなどが考えられる．例えば，

トカットのみがマッチする．

test(∗, !cﬂow(within(MockObject+)))

現在のテストに基づいたポイントカットでは，一連

のような記述は疑似オブジェクトを表す MockObject

のジョインポイントに対応するコード上の箇所 (ジョ

クラスの制御の流れの下での全ての実行をテストの

インポイントシャドウ) の集合を実行履歴とする．こ

実行履歴から除外する．また，

れらの一連のジョインポイントは，テスト対象メソッ

test(∗, !within(java. ∗ .∗) || !within(javax. ∗ .∗)))

ドの呼出しジョインポイントの制御の流れの中で発生

のような記述は Java ランタイムライブラリのパッ
ケ−ジに含まれる全ての実行を除外する†5 ．

する．
テストの実行履歴中の全てのジョインポイントシャ

テストに基づいたポイントカットの制限として，

ドウが実際の実行履歴に含まれる場合にマッチする

ジョインポイント後に実行される after アドバイスの

と定義する．実行履歴の定義とそのマッチのためのア

みを適用することができる．AspectJ のアドバイス

ルゴリズムによって，テストに基づいたポイントカッ

はジョインポイントの実行前やジョインポイント自体

トのマッチの意味が決定するが，我々は実装の容易さ

を置き換えることが可能だが, テストに基づいたポイ

から，ジョインポイントシャドウからなる実行履歴の

ントカットがマッチに利用する実行履歴はジョインポ

定義と集合の包含関係を利用するアルゴリズムを選

イントの実行後に判明するためである．

択した．ループや再帰呼出し中の重複したジョインポ
イントは実行履歴中では単一のジョインポイントシャ

4 予備実験

ドウとなるので，結果として繰り返し回数などはマッ

テストに基づいたポイントカットの有効性を確認

チの際に考慮されない．
実行履歴に含まれるジョインポイントシャドウは，

するための予備実験として，図形編集アプリケーショ
ン JHotDraw [3] と，ネットワーククライアントアプ

if 文や while 文などの制御構造による分岐と，メソッ

リケーション j-ftp [2] への適用事例に関して述べる．

ド呼出しによるディスパッチ先のメソッド実行とな

これらのアプリケーションは Java で記述されてお

る．既存の AspectJ のポイントカットは分岐をジョ

り，ソースコードから導きだされるいくつかの横断的

インポイントとして扱うことができないが，テストに

関心事が存在する．それらの横断的関心事をモジュー

基づいたポイントカットでは，新たに分岐をジョイン

ル化する，既存の AspectJ によるアスペクトを記述

ポイントとして導入する．分岐先ごとに異なる分岐

し，同じアスペクトをテストに基づいたポイントカッ

ジョインポイントが定義され，例えば if 文による分

トを使って，どの程度一貫性を持った定義として書き

岐であれば，成功した場合と失敗した場合の 2 種類

直せるかを調べた．いずれのアプリケーションにもテ

の分岐ジョインポイントシャドウが存在する．

ストケースは付属していないため，テストに基づいた

テ ス トに 基づい た ポ イント カットの マッチに不

ポイントカットを利用するため，著者が必要に応じて

要な履歴中のジョインポイントシャドウを除くた
め，test ポイントカットに対してフィルタリングの
ためのポイントカット記述を与えることができる．

test(P ointcut1 , P ointcut2 ) として P ointcut1 によ

†5 実装では AspectJ の制限として Java ランタイムラ
イブラリの実行や分岐を記録することができないた
め，暗黙のうちにこのような定義がなされているとす
る．

コンピュータソフトウェア

8
表1

プロジェクト [8] [1] による実装を比較対象として利用

評価結果

aspect

AJ

TB

する．AJHotDraw による実装では現在 (バージョン

0.3)，3 種類の横断的関心事がアスペクトとして実装

JHotDraw
CmdCheckViewRef

1 (1)

1

されている．1 つはオブジェクトの永続化に関わる関

SelectionChangedNotiﬁcation

2 (2)

2

心事で，アスペクトでは型間宣言のみが利用されてお
り，対象外とする．残り 2 つはメソッド実行時の制約

j-ftp
ConnectionUpdate

16 (15)

8

のチェックと図形オブジェクト選択時の通知のための
関心事である．

テストケースを定義した．
表 1 は全体の評価結果を示している．各行は上から，

• JHotDraw において，制約チェックを行う CmdCheckViewRef アスペクト，

4. 1. 1 制約チェック: CmdCheckViewRef
AspectJ による制約のチェックのためのアスペクト
は CmdCheckViewRef として定義され，JHotDraw
におけるコマンドの実行を表す execute メソッド実行

• JHotDraw において，図形選択の通知を行う

時に，正しくオブジェクトの属性が設定されているか

SelectionChangedNotiﬁccation アスペクト，

を確認する．execute の参照に関しては，名称が変更

• j-ftp において，接続の更新に関する通知を行う
ConnectionUpdate アスペクト
の結果を示している．

されない限り一貫しているといえる．
テストに基づいたポイントカットを利用した場合
は，抽象的なコマンドオブジェクトが実行されたこと

評価の項目は以下のことを表している．

を確認するテストを参照することで，execute メソッ

AJ : AspectJ によるポイントカット定義の個数．

ドに対するコード上の依存がなくなった．

括弧内の数字はテストに基づいたポイントカット
で書き換えることができた定義の個数．

TB : テストに基づいたポイントカットを利用し
た場合のポイントカットの定義の個数．
ここで，定義の個数とは重複を避けるように定義され
た名前つきポイントカットの定義の個数を意味する．

4. 1. 2 選択変更の通知: SelectionChangedNotiﬁcation
AspectJ による図形の選択通知のための SelectionChangedNotiﬁcation アスペクトでは，図形を表す
Figure オブジェクトの選択の変更にマッチする 2 つの
ポイントカットが定義されている．1 つは withincode

結果として，AspectJ で記述された 3 つのアスペ

と call ポイントカットを組み合わせ，図形選択のメ

クトの中のほとんどのポイントカット定義を，テスト

ソッド中の Figure に対する invalidate メソッドの呼

に基づいたポイントカットで再定義することができ

出しにマッチする定義で，参照した図形の選択メソッ

た．例外的に，j-ftp における ConnectionUpdate で

ド内での if 分岐中の invalidate の呼出しを，選択さ

は，テストに基づいたポイントカットで定義できない

れるオブジェクトの変更と見なしている．例えば無効

ポイントカットが 1 個存在した．原因はメソッドの実

な選択操作として，既に選択された図形の選択の操作

行履歴中に繰り返し発生する特定のジョインポイント

では，選択済み図形の集合に操作対象の Figure オブ

にマッチすることができないためである．この問題点

ジェクトが含まれるかどうかを確認する if 分岐によ

については 4. 2 節で詳しく述べる．

り invalidate が呼出されない．

以降では各アプリケーションのアスペクトについて
順に説明する．

テストに基づいたポイントカットを利用した場合は，

Fixtures に定義された変数 selectedFigure と unselectedFigure を利用する 6 個のテストを参照するポイ

4. 1 JHotDraw

ントカットを定義した．それらの定義は図形の選択メ

JHotDraw における比較では，JHotDraw(バージョ

ソッドの実装に依存せず分岐をうまく区別することが

ン 6.0b1) に対して AOP の適用を試みた AJHotDraw

できた．無効な選択操作として，変数 obsoleteFigure

Vol. 0 No. 0
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ントカットを利用することで不要になった．
書き換えられた 8 個のポイントカット定義では一

4. 2 j-ftp における通知: ConnectionUpdate

貫性が得られた．これらの定義は 2 つの接続クラス

ネットワーククライアントアプリケーションである

への直接の依存がなく，全て testget ポイントカット

j-ftp に関する実験では，バージョン 1.49-pre2 の実装

の列挙により記述された．AspectJ の記述であったよ

に含まれる 2 つのクラス間の通知の関心事を，アスペ

うなメソッド実装の分岐の参照や再現はなくなった．

クトによりモジュール化した．j-ftp は 2 節で紹介した

ファイルを転送するメソッド実行中に発生するスト

FTP クライアントの例と同様の設計に基づいており，

リームの書き込みごとに通知を行うためのポイント

接続を表す BasicConnection インターフェースの実

カット定義 1 個が，テストに基づいたポイントカット

装クラスにより複数のプロトコルをサポートする．実

で書き換えることができなかった．AspectJ による定

験ではそれらのうち，FTP プロトコルの接続を表現

義では，cﬂow と call を組み合わせ，ファイル転送の

する FtpConnection クラスと，ローカルのファイル

メソッド中でストリームの write メソッドの呼出しに

操作を接続として表現する FilesystemConnection ク

マッチを行っていた．1 回のファイル転送で発生する

ラスに注目した．これら 2 つのクラスを横断する通

複数の write の呼出しにより，複数回の通知が発生す

知を ConnectionUpdate アスペクトとして定義する

る．現在のテストに基づいたポイントカットではテス

ことを試みた．通知には接続の成功や失敗，リモート

トの参照によって，ファイル転送のメソッド呼出しに

ディレクトリの変更，アップロードやダウンロードの

マッチすることはできても，その中のジョインポイン

完了などが含まれる．テストに基づいたポイントカッ

トである write メソッドの呼出しごとにマッチを行う

ト記述のために，2 つの接続を表すクラスのテストを

ことはできない．この問題の解決は将来的な課題で

定義した．

ある．

AspectJ を利用した記述では，2 つの接続のクラス
間でのインターフェースや実装の違いにより，異なる

5 実現方法

ポイントカット定義が必要であった．16 個の定義の

テストに基づいたポイントカットを既存の AspectJ

うち 10 個が FtpConnection に対する記述で，6 個が

コンパイラの拡張により実装する予定である．拡張

FilesystemConnection に対する記述である．

可能な AspectJ コンパイラとして abc コンパイラ [6]

また，2 つの接続クラスの異なるメソッド実装に

を利用する．既存の AaspectJ コンパイラはポイント

対して，10 個のポイントカット定義が深く結びつく

カットが静的にマッチするジョインポイントシャドウ

こととなった．4 個のポイントカット定義は cﬂow や

に，実行時のマッチのためのコードとアドバイス実行

withincode を利用して特定のメソッドの特定の分岐

のコードを織込むことでコンパイルを行う．

を参照する記述である．6 個のポイントカット定義は
メソッド中の分岐と同様の分岐を if ポイントカット
に記述することで，結果的に分岐を再現している．
テストに基づいたポイントカットを利用すること

本節ではテストに基づいたポイントカットのコンパ
イルの実現方法について簡単に説明する．
テストに基づいたポイントカットのコンパイルは大
まかに以下の手順からなる．

で，15 個のポイントカット定義をより少数の一貫性

1. テストの実行

を持つ 8 個の定義に書き換えることができた．2 つの

2. test ポイントカットのマッチと実行履歴のフィ

接続クラス間で共通の Fixtures クラスの変数を利用
したテストを参照することで，2 個のポイントカット
定義の共通化が可能となった．AspectJ による定義で

ルタリング

3. 実行履歴のジョインポイントに対するマッチと
アドバイスの呼出しの織込み

は複数のポイントカット定義で参照されるポイント

最初に，コンパイラは入力された全てのテストを実

カットの定義が 5 個あったが，テストに基づいたポイ

行することで，アドバイスを織込むジョインポイント

コンピュータソフトウェア
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aspect JUnit3TestMatch {

を追加する．

Set tests = new HashSet();
before(): P ointcut &&

6 議論と関連研究

withincode(public void TestCase+.test*()) {

この節では現状のテストに基づいたポイントカット

tests.add(thisEnclosingJoinPointStaticPart);

に関する課題を含めた議論と，関連する研究について

}

述べる．

}
図8

テストを選択するために生成されるアスペクト

6. 1 実行履歴の選択
3. 2 節で述べたように，現在のテストに基づいたポ

シャドウの特定と，マッチのためのテストの実行履歴

イントカットは実行履歴をジョインポイントシャドウ

を得る．実行履歴を記録するために，全てのテストと

の集合として，集合の包含関係によりマッチを行う

テストから呼出される可能性のあるメソッド中のジョ

が，メソッド呼出しジョインポイントの順序などを

インポイントシャドウに対して，実行を記録するコー

マッチに利用する方法も考えられる．4 節の事例では

ドを埋め込んだクラスを出力し，テストを実行する．

if 分岐のマッチがほとんどで，実行回数や順序による

次に，test ポイントカットにパラメータとして与え

複雑な履歴のマッチの必要性は確認できなかった．テ

られたポイントカットをテスト実行にマッチさせる

ストに基づいたポイントカットにとって，単純な分岐

ことで，テストを選択する．test(P ointcut) のテス

のマッチで充分であるかどうかの判断のためには更な

トの選択のためには，図 8 で示すアスペクトが生成

る調査が必要である．

されテストケースに織込まれる． このアスペクトは

tracematches [5] は実行履歴に基づいたポイント

テストメソッドの実行中に P ointcut がマッチしたと

カットとアドバイスを定義できる AspectJ の拡張言

き，thisEnclosingJoinPointStaticPart で取得できる

語機構である．tracematches ではジョインポイント

テストメソッド実行のジョインポイントシャドウを，

の順序や回数によって履歴を定義することができる

変数 tests に記録する．テストケースの実行後に変数

が，履歴中のジョインポイントは，名前に基づいたポ

tests に格納されるテストメソッド実行のジョインポ

イントカットなどの，一貫性に問題のある記述で参照

イントシャドウから選択されたテストが判明する．

する必要がある．また，分岐を履歴中のジョインポイ

test ポイントカットに 3. 2 節で導入した右側のパ

ントとして指定することはできない．

ラメータとして，テスト実行履歴のフィルタリングの

他に，異なる値の流れに基づいてジョインポイント

ためのポイントカットが渡された場合は，選択された

の区別を行う場合があると予測される．テストごとに

テストの実行履歴中で，マッチするジョインポイント

入力値などの値の分類ができれば，テストと同様の入

シャドウだけにフィルタリングした結果の集合を最終

力を受け取るジョインポイントに対するマッチが実現

的なテストの実行履歴とする．

できると考えられるが，将来の課題とする．

最後に実行時のマッチのためのコードとアドバイ
ス呼出しの織込みを行う．テストの実行履歴中のジョ

6. 2 開発手法

インポイントシャドウに対して，実際の実行履歴を得

テストに基づいたポイントカットを利用するにはテ

るために実行を記録するコードを追加する．選択され

ストケースが必要になるため，開発手法によってはア

たテストのテスト対象メソッドの呼出しの直前には，

スペクトとテスト対象のモジュール間の並行した開発

実際の実行履歴の記録領域を確保するコードを追加

が困難になる可能性がある．多くの場合，単体テスト

する．メソッド呼出しの直後に，テストと実際の実行

はテスト対象モジュールの実装後に記述されるため，

履歴のマッチとして，実行履歴のコードの箇所を全て

テスト対象モジュールとアスペクトを書く開発者が異

通過したかを確認するコードとアドバイスの呼出し

なる場合は，アスペクトを書く開発者は単体テストの
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歴ごとに異なったポイントカット定義が可能な言語機

モジュールを実装する前にテストを書く開発手法

構として，テストに基づいたポイントカットを提案し

として，テスト駆動開発(Test-Driven Development)

た．既存の AspectJ ではポイントカット記述の一貫

[7] が提唱されている．テスト駆動開発では常にテス

性維持のために，多くの労力が必要であることが多

ト対象モジュールの単体テストが開発の早い段階で

いが，テストに基づいたポイントカットでは，一定の

存在するため，テストに基づいたポイントカットを利

規約に基づいて記述された単体テストケースを参照

用したアスペクトも早い段階から定義できる可能性

することで，一貫性の維持の作業を，正しくテストを

がある．従ってテスト駆動開発はテストに基づいたポ

定義する作業に置き換えることができる．また，実行

イントカットに適していると考えられるが，現状で

履歴の場合分けを網羅したテストを参照することで，

AOP を取り入れたテスト駆動開発手法は一般的に定

既存の AspectJ では区別できなかった同一のメソッ

義されておらず，アスペクトの単体テストはどう書か

ドの異なる実行履歴となるジョインポイントに対する

れるべきかなどを明らかにする必要がある．

マッチを可能にした．
実際のアプリケーション中のアスペクト記述の比

6. 3 XPI

較実験から，AspectJ で記述された既存の多くのポ

Griswold ら [9] は XPI という AOP のための新し

イントカット定義が，テストに基づいたポイントカッ

い種類のインターフェースを導入することで，ポイン

トによって一貫性のある定義に書き換えられることを

トカット記述の非一貫性の問題の解決を試みている

明らかにした．

が，アスペクトの存在を想定する，安定した XPI の

一方で実験から，実行履歴中の特定のジョインポイ

定義があらかじめ必要となる．テストに基づいたポ

ントに対して繰り返しマッチを行うような定義が現在

イントカットでは，新たな一貫性維持の制約を加える

のテストに基づいたポイントカットでは記述できない

XPI とは異なり，テストの工程における一貫性の維

ことが明らかになった．テスト実行履歴の制御の流れ

持を利用する．

を参照するような記述が必要であり，解決は今後の課
題とする．

6. 4 ビューに基づいたポイントカット
Kellens ら [10] は一貫したポイントカット記述を得

その他の今後の主な課題は，テストに基づいたポ
イントカットの処理系の実装と，より実践的な事例へ

るために，プログラムの実装ではなく概念的なモデル

の適用による有効性の確認などが挙げられる．また，

を参照することでポイントカット参照を行うビューに

現状ではテストに基づいたポイントカットでは実行履

基づいたポイントカット(View-based Pointcuts) を

歴として制御の流れによる分岐のみを扱うが，得られ

提案している．ビューに基づいたポイントカットでは

る値による場合分けや実行履歴中の値の束縛の機構

仕様記述と同等の概念モデルを参照することができ

が必要になる場合があると予測され，それらを扱う機

るが，実行履歴によるジョインポイントの区別がで

構を考える必要がある．

きない．また，概念モデルを表すための内包的ビュー

(Intensional views) の定義を行うために，ツールを
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利用して手動で対象モジュールを選定する必要がある

本稿の執筆にあたり，有益な助言を下さった PPP

ため，実装との一貫性を保つための労力が追加的に必
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要となる．
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7 おわりに
本稿では，AspectJ のためにポイントカット記述の
一貫性を容易に得ることが可能で，メソッドの実行履
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