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動作するきれいなプログラムを継続的に
記述していくための方策について

松田　俊寛

概要
　本論文は、個々のプログラマーとしてのスキルアップはもとより、開発チームの全体的なスキルアップを促し、チーム
としての価値観を共有しながら継続的に良いプログラムを生産していくための手がかりについて述べる。筆者が
経験したプログラミングや日々の学習の中で得た技術や知識、気付きをまとめたものである。
　「動作するきれいなプログラム」を実現するためのアプローチとして「作りながら整える」道筋を採用したとき、
プログラムの修正を行い易くするためにテストプログラムをあわせて作成し、正しく動作することを確認しながら
開発を進めていくことが望ましい。また、プログラムを読みやすくなるよう整えるために、クラスやメソッド名を
考慮し、処理の流れを追いやすくするための論理の組み換えや処理順の変更のような書き換えを行うのがよい。

  1.  はじめに
　普段から「動作するきれいなプログラム」を書けるよう心が

けているが、最初からそのようなプログラムを書くことは難し

い。「動作するきれいなプログラム」とは、仕様に沿った機能や

性能を実現し、かつ、読みやすいプログラムのことである。その

ようなプログラムを書くためのアプローチには様々あるが、大

きく分けると図1の経路AとBのいずれかをたどる[1]。

　経路Aは、設計を念入りに行った上で開発に移行するアプ

ローチである。開発時の試行錯誤などを最小限にとどめ、必要

な時間と労力を減らすことができる。しがしながら、要求の変更

や設計の矛盾が発覚するとその度に手戻りが発生してしまう。

また、設計工程が長引くほど、処理の高度な共通化や将来の拡

張性といったところに気が回ってしまい、そのうちに何を以って

設計を完了とすればよいかがわからなくなってしまう。

　その一方で経路Bは、仕様を満たす動作を第一に実現するこ

とを目指し、その後でプログラムの可読性や性能の課題を解決

するというアプローチである。比較的早い段階でプログラムが

動作するのを確認できるため、顧客からのフィードバックを早く

得ることができる。また、それに伴う仕様変更に対しても、プロ

グラムを作りこむ前であれば比較的柔軟に対応できると考えら

れる。プログラマーは、先に動作するものを完成させて安心で

きる代わりに、仕様を満たしたままで、プログラムの見た目や内

部構造、性能面などの問題を解決していく必要がある。
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  2.  最低限のルールをチーム内で共有する
　プログラムを書き始める前に、チーム内で共有しておくべき

最低限のルールを確認しておかなければならない。過去のプロ

ジェクトで用いたルールや、社内外のプロジェクトで用いられて

いるものを参考にしてもよい（例えば、[２]のようなコーディン

グ標準）。見た目を整え、読みやすさを確保するための観点と基

本的な考え方について述べる。

2.1  プログラムのスタイルを統一する
　プログラムを書き始める前に、インデント幅や文字送りの文

字数、最初の波カッコの位置などのチーム内でのルールを決

めておく必要がある。瑣末なことのように思えるが、各個人の

こだわりが出やすい事柄であるため、揃っていないと注意を取

図1　ソフトウェア開発におけるプログラム品質の推移 [1]

られやすい。統合開発環境 (IDE: Integrated Development 

Environment)やlintなどのツールを用い、設定ファイルを共有

することで、保存の際にスタイルを整えることができる。

　チーム内のルールを決めないまま各個人がツールを使って好

き勝手にスタイル整形を行うと、最悪の場合、インデントの空白

文字数が変更されただけでバージョン管理システムがすべての

行を変更対象とみなしてしまい、重要な修正を見逃してしまう。

2.2  名は体を表すような命名を徹底する
　クラスやフィールド、メソッドの名前を適切に決めることで、

英文を書くようにプログラムを記述することができるようにな

る。そのように記述されていれば、英文を読むようにプログラム

を読むこともできる。間違ってもClass００１やfunc００３のような

意味のない名前を当てはめてはいけない。

　Javaの場合、クラスはソフトウェアの部品であるので、クラス

名は基本的に名詞形になる。クラスをインスタンス化したフィー

ルド名も同様に名詞である。メソッド名はフィールドに対する操

作であるので、動詞で始めるべきである。必要に応じて補語や

接続詞などを追加する。引数を目的語と捉えることもできる。

　「名は体を表す」ように命名するためには、そのクラスがソフ

トウェアの中でどのような役割を持ち、どのように振る舞うか

ということを真剣に考えておかなければならない。このプロセ

スは仕様や設計への理解をより深めることにつながる。

　よい英単語を選べない時、安易にgetXxxやsetXxxとしてし

まうことがある。しかし、Javaにおいてget/setはフィールドへの

アクセサに用いるための語とする広く知られた命名規約がある

ため、誤解を招いてしまう。もし、新しいオブジェクトを生成して

返すメソッドならば、getではなくcreateを用いるほうが良い。ま

た、ネットワーク上のデータを取得するようなメソッドであれば、

fetchやdownloadを用いることで詳しい処理の内容だけでなく、

IOExceptionを送出する理由も合わせて伝えることができる。

　名づけにくいクラスが現れることがある。さまざまな要因が考

えられるが、一つには、そのクラスに複数の役割を押し付けよう

としていることが考えられる。クラスが複数の役割を持つように

なると、内部状態が複雑になり、バグの温床になるという危険が

ある。名づけにくいクラスが現れたら、設計を見直すためのタイ

ミングと捉えてデータと処理との関係を見直すとよい。

　XxxManagerやXxxControllerというクラス名にも注意した方

がよい。 ManagerやControllerはさまざまな仕事を担当できる

名前であるので、開発が進むにつれ、意図せず巨大で複雑なクラ

　本論文では、プログラマーの実力を発揮できる状況を整える

ことができ、かつ、仕様変更にも柔軟に対応できると考えられ

る経路Bのアプローチを想定して議論を進める。

　読みやすいプログラムは、性能改善や障害対応を素早く行う

ことの手助けになる。また、良いプログラムとはどのようなもの

かということについて、価値観をチームで共有し明文化すること

ができれば、品質の高いプログラムを継続的に生産していくこ

ともできるようになる。

　読みやすいプログラムを書くためには、何が良くて何が悪いの

かという感覚を身につけなければならない。本論文では筆者の

経験を基に、悪いプログラムとその修正のための考え方につい

て述べる。また、継続的に良いプログラムを生産していくための

方策について述べる。なお、筆者が業務で最もよく使用するプロ

グラム言語はJavaであるため、プログラミングに関する具体例

はJavaのノウハウに偏っているという点をご容赦頂きたい。

A

B

き
れ
い

汚
い

（すぐには）動かない 動く
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　クラスやメソッドの役割を決めたら、まずはその役割を満たす

最低限のプログラムを書く。一度に把握できる程度の小さな単

位でプログラムを追加しながら、追加したプログラム（１）が正しい

かどうかを確かめるテストプログラムもあわせて作成する。テス

トプログラムがあることにより、製品のためのプログラムに対し

変更を加えるごとに同じテストを何度でも実行できる。つまり、

動作の正しさを保ちながら、製品のためのプログラムの追加や

修正を繰り返し行うことができるようになる。

　最初からたくさんのクラスを一度に実装しようとすると、処理

やクラス同士が密に関連しあい、複雑になってしまうことがあ

る。クラス同士が密に関連しあっていると、プログラムの修正が

及ぼす影響範囲が大きくなってしまう。また、複雑な処理フロー

はテストで網羅するのが難しい。

　製品のためのプログラムを書いたあとで、それに対するテスト

プログラムを書くという手順を踏むと、製品のプログラムに何か

値を渡して、何らかの値が返ってくるということを単に確かめる

だけのテストを書いてしまうことがある。製品のプログラムが仕

様に沿った実装になっているかということを確認できるテストの

ほうがよい。

　プログラムが仕様に沿っているかどうかテストするプログラ

ムを書く手法の一つに、テスト駆動開発 (TDD : Test-Driven 

Development)がある[1][３]。TDDは、仕様から導き出される

メソッドの入力と出力の関係をテストするプログラムを、製品の

プログラムより先に書くというものである。テストプログラムの

作成と、それを成功させる最低限のプログラムを書くというサイ

クルを繰り返すことで、仕様を満たすプログラムを記述できる。

　テストプログラムは簡潔で見通しのよいものでなければなら

ない。もしテストプログラムが複雑で、一見して正しいかどうか

がわからなければ、テストプログラムをテストするプログラム

が必要になる。テストプログラムが読みやすいものになってい

ることにより、製品のプログラムの使い方の例として用いるこ

ともできる。

（1）製品のプログラム：本稿では顧客の実行環境で動作するプログラムのことを指す。テスト対象プログラム、または production code とも呼ばれる。

  4.  雑音をなくす
　プログラムのバグやボトルネックの原因に素早くたどり着け

るようにするためには、障害となりうるありとあらゆるものを

除外していかなければならない。本章ではそれら障害のうち、

最も簡単な見た目の問題について述べる。最も簡単であるため

に、軽視されやすい傾向がある。

4.1  警告を放置しない
　IDEでプログラミングをしていると、使用していないパッケー

ジや変数、メソッドに対する警告だけでなく、ジェネリクスの記

述し忘れなどに対しても警告が知らされる。ここに挙げたもの

はどれも、おそらく致命的なエラーには繋がりにくいものと思

われる。しかし、警告を放置する癖がつくと、IDEのことをオオ

カミ少年のように感じてしまい、到達不可能なプログラム行の

発生やストリームのcloseし忘れといった重要な警告まで見落

としてしまう。

　Javaでは、不要なimport文や変数は、IDEの設定で保存の

際などに自動で削除することができる。また、キャストやジェネ

リクス省略の警告は、無視できると結論づけることができるの

であれば@SuppressWarningアノテーションをつけて警告を

出なくする事もできる[４]。

4.2  コメントには「なぜこうしたか」を記す
　コメントは、処理の内容を説明するのに使われることが多い。

コメントは特に日本人にとって読みやすいため、処理に対する理

解を深めることができる。

　しかし、有用であるからといって図２(a)のようにコメントを書

きすぎるのは問題である。コメントを書かなければ理解できな

いプログラムは、処理が明らかに複雑になってしまっている。プ

ログラムがコメントばかりになってしまった時には、処理の内容

を見なおしたほうが良い。

　コメントが最も効果を持つのは次の二つの場合である。一つ

は、クラスやフィールド、メソッドの上に書くようなプログラムの

サマリとして働く場合である。もう一つは、性能上の都合などに

より、一見して意図がわかりにくいプログラムを書かなければな

らない時、なぜそのようなプログラムを書いたのかということ

や、試してみてうまくいかなかったことなどを残しておくメモとし

て働く場合である。

  3.  製品のためのプログラムと一緒に
     　テストのプログラムも記述する

スになってしまうことがある。何かの“管理”や“制御”以外の仕事

を担当していないか、処理を他の適切なクラスに任せられないか、

また、そのクラスやメソッドを使うための前処理や後処理が煩雑

になっていないかといった観点で定期的に見直していくとよい。
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図２（a）コメントを書きすぎて読みにくくなった例、（b）コメントがなくても処理を説明できる読みやすいプログラム

  5.  複雑さを抑える
　処理の流れが複雑で見通しの悪いプログラムは、バグの温床

である。具体的には、条件分岐が多く、それぞれが複雑に組み合

わせられているものや、一つのメソッドが非常に長いものがそ

れに該当する。

5.1  処理ブロックのインデントを深くしすぎない
　条件分岐や繰返し処理を記述するには、i fやforなどの予約語

に続けて条件式を記述し、波カッコの間にプログラムを記述する。

「A の場合、条件式 X の結果によって C または D を行う」という

ように条件が入れ子になっているものや、繰返し処理の中で条件分

岐や別の繰返し処理を行うようなものは、処理ブロックの中に別

の処理ブロックを記述することになる。その際、入れ子にした処理

ブロックはインデントを一段階深めるのが一般的である。処理を

入れ子にすればするほど、インデントは深くなるということである。

　図３(a)のように、条件分岐や繰返しの入れ子が多くなればな

るほど、どのような条件の時にその処理ブロックが実行される

のかということを把握しにくくなる。５個の人形が収められたマ

トリョーシカから、外側から３個目の人形だけを取り出すことが

できないのと同じで、それぞれの処理ブロックについて条件分

岐の組合せを外側から一つずつ読み、変数の取りうる範囲を考

えなければならない。

　プログラムの処理条件が複数の条件式で表される場合、デシ

ジョンテーブルなどを用いて条件を整理することで複雑さをあ

る程度抑えることができる。また、主流の処理に対し、なるべく

字下げを行わないよう考慮して条件式を記述することでも複雑

な入れ子の状態を解消できる。else節が続かない条件分岐は、

図３(b)のように条件式の論理を反転させる[５]ことで入れ子を

解消できる[６]。

　　　　　　　　　　図３ （a）処理ブロックのインデントが深い例: 送出する例外が間違っているのに気づきますか？
　　　　　　　　　　　  （b）インデントが浅くなるように修正したプログラム
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　チームにはさまざまな開発経験を持ったメンバーが集まるた

め、メンバー間にはスキル差がある。参考図書の輪読を行うこと

でもスキルアップが見込めるが、スキルアップの機会を開発プロ

セスに組み込むことでより実践的なスキルを身につけていくこと

ができるようになる。

7.1  プログラムレビューで価値観を共有する
　プログラムレビューは、プログラムの作成者とは別のメンバー

がプログラムのレビューをすることである。リポジトリにコミッ

トする前にプログラムレビューを受け、パスしたプログラムのみ

をコミットするという開発プロセスもある [７]。

　プログラムレビューにより、潜在的なバグの発見だけでなく、

実行時の性能やセキュリティを向上させることもできると言わ

れている。また、レビューというプロセスを意識することで、プ

ログラマーは他人が読めるプログラムを記述しようとするとい

う効果もある。

　 プ ロ グ ラミング スキ ル が 高 い メンバー をレ ビュアー

(reviewer) とすることで、レビュイー (reviewee) は良いプログ

ラムとはどのようなものかということを学習できる。チーム全

体でレビューを継続的に行うと、プログラミングスキルの全体

的な底上げにつなげることができる。

7.2   ペアプログラミングで上級者を
　　 真似しながら上達する
　ペアプログラミングは、二人のプログラマーが一つのパソコン

でプログラミングを行う開発手法である。二人のうち一人はタ

イピングを担当し（ドライバー）、もう一人はドライバーの補助

  6.  計測結果をもって性能改善に手を付ける

5.2  変数のスコープを広げすぎない
　フィールドの宣言は、必ずしもクラスの先頭で行わなければ

ならないということはない。クラスの中にどのようなフィールドが

あるのかという情報は IDEが提供してくれるためである。使用

するメソッドの近くに記述するのが良い。

　メソッド内部の変数も同様に、メソッドの先頭で宣言や初期化を行

う必要はない。その変数が参照される期間（スコープ）を短くするこ

とで、デバッグの際の問題箇所を絞り込みやすくすることができる。

　処理の流れによっては初期化してから一度も参照されずに

メソッドを抜けてしまう場合もある。メモリを確保し初期化する

処理と、ガーベージコレクションを行う処理とを省くためにも、

その変数が必要になる直前で宣言や初期化を行うのが良い。

5.3  システムのデータ構造をクラスで表現する
　ライブラリやフレームワークは、様々なデータ形式に対応できる

ようにするため、戻り値やコールバックに渡す値をキーと値のペア

としていることがある。例えば、Webサーブレットではリクエストを

受け取るメソッドでクエリパラメータやJSON (JavaScript Object 

Notation)などのデータがキーと値のペアとなって渡される。

　このようなデータを渡されたまま使おうとすると、特にJava

では、キーの存在確認や値のnullチェック、型チェック、型変換

といった、処理の本質でない手続きを延々と記述しなければな

らない。これらの手続きはおそらくif文の入れ子であり、５.１節

で述べたように複雑さを増大させる。

　システムで取り扱うデータは予め把握可能であるため、そのデー

タをプログラムで取り扱いやすくするためにクラスを定義したほう

がよい。データを意味のあるグループで分け、それに適切なクラ

ス名をつけることで、主たる処理の見通しを良くすることができ

る。データ変換やデータ形式チェックの処理をクラスのメソッドと

する。また、そのデータに対する処理をクラスにまとめていくこと

で、主たる処理の可読性をさらに高めることができる。

　引数の数が多すぎるメソッドや、同じ型の引数をいくつも渡さ

なければならないメソッドがある場合においても、引数を意味の

ある単位でクラスにまとめることで、引数の順序を迷うこともなく

なるし、可読性を向上させることもできる。

  7.  チーム内で知識を共有する

　５章までの方策によって雑音や複雑さを取り除くことにより、

処理の本質が掴みやすくなるはずである。これ以降は、性能改

善のための修正やクラス間依存の解消などを進めていくことに

なる。

　性能改善では、プログラマーの経験則だけに頼って手を入

れるのではなく、プロファイラーやマイクロベンチマークツー

ルなどを用いてボトルネックを特定する。特に Java では、

JIT(Just-In-Time) コンパイラーによる実行時の最適化やガー

ベージコレクションのために、思っていたよりも性能に影響す

る処理や、逆に想定よりも影響の少ない処理というものが出て

くる。計測と修正とを繰り返しながら、性能改善を図るべきで

ある。
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的な役割を果たす（ナビゲーター）。二人で一つのプログラムを

記述するためプログラムの生成量は落ちてしまうが、バグを事

前に発見する可能性を高めることができる。

　ペアプログラミングを成功させるためには、二人の意思疎通

を絶えず行うことが重要である。作成するプログラムについて、

実装すべき処理やテストプログラムをリストアップしメモ帳など

にまとめたり、これから書こうとするプログラムを口に出したり

する。この過程を経ることで互いの思考パターンを共有するこ

とになるため、初級・中級プログラマーは上級プログラマーと

ペアを組むことにより、上級プログラマーが普段どのように考

えてプログラミングを行っているかということを知る機会にな

る。また、作業の様子も見ることができるため、便利なツール

やその使い方を教わることもできる。

　プログラミングにおいて、良いプログラムを書くために気を

つけるべきことについて述べた。まず、見た目や読みにくさの

問題を取り除き、フローなどの複雑さを和らげるためのいくつ

かの観点について説明した。また、プロファイラーなどを用い

た性能改善の方法にも触れた。最後に、チーム全体でプログラ

ムの品質を高めていくための方策について述べた。

　プログラムレビューやペアプログラミングは開発リソースの

分配や開発プロセスと関わりがあるため、納期までの時間など

さまざまな状況に応じて取捨選択していかなければならない。

費用対効果の見積もりは難しいが、メンバー間のスキルや価値

観などの足並みを早いうちに揃えておくことで品質のブレ幅を

抑えることができるのではないだろうか。取り組みによって効

果が現れるかどうかはわからないが、何もしなければ効果は絶

対に現れない。

　個々人のスキルを向上させていくには、日ごろの学習はもと

より、チーム内にある知識を共有していくことが重要であると

考える。そして、チーム全体でプログラムに対する深い理解と

価値観の共有を図ることで、要求の変化に素早く対応でき、価

値を生み出していけるソフトウェアを開発できるようになってい

くのではないだろうか。

  8.  まとめ
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