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ソフトウェアの共同開発を支援するシステムでは，編集作業の競合などを回避するため，共有資源の排他制
御が必要不可欠である．しかしながら，既存の排他制御方式は，編集作業の並行性が低いなどという問題が
あり，オープンソースによる開発の支援に十分であるとは言えない．本稿では，既存の排他制御方式の問題
を解消する方式として細粒度ロックを提案し，その有効性をオープンソースによる開発プロジェクトを例に
して検証する．
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はじめに
インターネットに代表されるネットワーク環境が

社会に浸透しつつある現在，ネットワークを介した
ソフトウェアの共同開発もさほど 珍しいことでない．
とりわけ，オープンソースによる開発では，不特定
多数のプログラマが自由に開発に参加できることが
前提で，それを受け入れられる一種の

寛容さ が

求められる．それは，あらかじめ厳密に設計などが

図 1: ClassFactory の GUI

行われず，あくまでプログラマの自由な開発を束縛
することなく，それでもなお開発が支障をきたさな
いということである．
私たちは，Java によるソフトウェアの開発におい
て，クラスやインタフェースの関連，そしてクラス
に定義されているフィールド やメソッド などの視覚
的な理解を補助し ，プログラムの構造に基づく編集
作業を支援するシステムとして，ClassFactory [2] を
開発している．現在，ClassFactory は，ネットワー

が同時に編集されるという編集作業の競合が発生す
る可能性が生じた．そうした競合に対する排他制御方
式として，初期バージョンの ClassFactory ではファ
イルのロックを採用しているが，ファイルのロック
では開発作業を円滑かつ柔軟に行うことは難しい．

クを介した共同開発を支援するために，マルチユー

本稿では，ファイルのロックを含めた既存の排他

ザ化が進められており，既に初期バージョンが完成

制御方式の問題を明らかにするとともに，その問題

している．図 1 に初期バージョンの GUI を示す．

点を解決する細粒度ロック [5] [6] の概要について述

ClassFactory のマルチユーザ化に伴い，複数のプ べ，その有効性についてオープンソースによる開発
ログラマによって共有されるプログラムの同じ部分 を対象に検証する．
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既存の排他制御方式

2.1

ファイルのロック

初期バージョンの ClassFactory で採用したファイ
ルのロックは，SCCS[4] や RCS[7] など のバージョ

2

が編集した場合，重複した作業の一部が無駄になる
こともある．

3

細粒度ロックの概要

ン管理システムで確立された排他制御方式である．

細粒度ロックは，ロックの粒度を細かくすること

初期バージョンの ClassFactory は，クライアント

によって，複数のプログラマが同時に編集できるプ

サーバシステムという形で構成した．編集対象のソー

ログラムの範囲を広めながら，あくまで競合を未然

スコード は，サーバ上のデータベースで一括管理さ

に回避できる排他制御方式である．細粒度ロックの

れている．編集作業を始めるとき，編集したいファ 粒度はプログラムの構文要素である．ClassFactory
イルのチェックアウト（サーバ上のファイルをクライ は Java による開発を支援するため，クラスやインタ
アントのデータベースにコピー）を行い，サーバ上

フェース，クラスに定義されるフィールド やメソッ

のファイルをロックする．それにより，他のプログ ド などが含まれる．
ラマは編集目的でそれをチェックアウトすることが

構文要素は構文木という階層構造をなすため，構

できなくなる．そして，編集作業を終えると，編集

文要素をロックするとき，それに含まれている構文

したファイルのチェックイン（サーバ上のファイルを

要素も再帰的に全てロックの対象になる．例えば，ク

クライアントで編集されたファイルに更新）を行い， ラスをロックするとき，そのクラスに定義されてい
ファイルのロックを解除する．ロックが解除された

るフィールド やメソッド もロックされる．また，同

ファイルは自由にチェックアウトすることができる． 時に複数の構文要素をロックすることも可能である．
しかし，ファイルを粒度としてロックするため，同

細粒度ロックは，構文要素を粒度としてロックを

一ファイル中の異なる場所を編集しようとしても同

行うため，ファイルのロックにおける編集作業の並

時に行えないため，編集作業の並行性が低いという

行性の低さを解消できる．例えば，図 2 に示すよう

問題がある．

に，プログラマ A がファイルの一部を編集する場合
は，それに相当する構文要素だけロックされる．従っ

2.2

マージ

マージは，厳密には排他制御方式でないが，競合
を解消する方式の 1 つとして，CVS[3] などでも採用
されている．
マージによる競合の解消では，プログラマがファ
イルをチェックアウトするとき，ファイルをロック
しない．従って，複数のプログラマが同じファイル，
さらにプログラムの同じ部分でも並行して編集する
ことができる．ただし，編集したファイルをチェック
インする際，その編集作業によって競合が発生した
場合は，他のプログラマによる編集作業と自分の編
集作業とをマージすることで競合を解消することに
なる．
確かにマージによる競合の解消では，編集作業の
並行性は非常に高いものの，プログラムの意味まで
考慮されたマージを自動化することは難しい．従っ
て，競合が発生した場合，最終的にプログラマ自身
が手動でマージしなければならず，プログラマへの
負担が大きくなるというという問題がある．

て，別のプログラマ B は A と異なる部分であれば ，
同じファイル内であってもロックして並行して編集
作業を行うことができる．
なお，ソフトウェアを構成する構文要素は相互に
関連しており，ある構文要素に対する編集作業が，そ
れだけで問題がなくとも，全体として矛盾を発生さ
せることがある．例えば，クラスを編集するとき，そ
のスーパークラスが他のプログラマによって編集さ
れている場合，スーパークラスのフィールドやメソッ
ド の削除，シグネチャの変更により，結果としてサ
ブ クラスにおけるフィールド の参照やメソッド の呼
び出しが矛盾することになる．こうした矛盾を回避
するため，細粒度ロックでは構文要素の関連に基づ
くロックとして，構文要素を編集する際にあらかじ
め関連する構文要素のロックが行える．

4

細粒度ロックの有効性の検証
細粒度ロックの有効性を検証するため，オープン

ソースによるソフトウェアの開発を対象に調査した．

また，競合の発生はチェックインするまで分からな

本来であるならば，ClassFactory が Java による開発

いため，プログラムの同じ部分を複数のプログラマ

を支援することから，Java を対象にすべきところで
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図 2: ファイルのロックと細粒度ロック
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よる開発を対象として調査した．今回はその調査の
中から，GNU プロジェクトによる Emacs 20.7 の開

図 3: ロック期間と競合の発生率の関連

発に関する調査の結果について報告する．

Emacs は，CVS を用いて開発されており，今回
の調査では，ソースプログラムとともに配布される

期間を 1 日つまり同じ日付に複数の編集作業が行
ChangeLog というログファイルをもとに調査を行っ われた場合は，ファイルをロックした場合と関数を
た．ChangeLog には，プログラムが編集された日付， ロックした場合との差は約 2 ％である．しかし，ロッ
プログラマの名前，そして変更箇所としてファイル クの期間を 2 日，3 日に延ばすにつれ，その差は大き
の名前，関数や変数などの名前が記述されている．

く広がる．期間を 14 日としてファイルを単位にロッ
クが行われた場合，編集作業のおよそ 20 ％に競合が

4.1

ファイルのロックに対する優位性

CVS による編集作業では，もともとロックは行わ

推測されることになる．従って，競合を回避するた
め，編集作業の 5 件に 1 件を拒否することになり，編

れないため，ある編集作業が他の編集作業と競合す

集作業の並行性が低下することは否めない．しかし，

るために作業が行えないという問題は発生しない．し

関数を単位としてロックを行った場合には，拒否す

かし ，実際にはマージが必要な編集作業の競合が発

る必要がある編集作業の要求は少なくとも数％以下

生していた可能性がある．そこで，ログと同じ スケ

に抑えることが可能である．つまり，細粒度ロック

ジュールでロックを行って作業を行ったと仮定し，先 はファイルのロックより高い並行性で編集作業を行
行する編集作業と競合してロックが行えなくなる作 うことができる．
業の割合を調査した．ロックの粒度としては，編集

さらに図 4 は，ロックの期間を，編集対象となる

対象の関数のみをロックした場合と，編集対象の関

関数の粒度に合わせて変更した場合の，変更対象の

数を含むファイル全体をロックした場合について調

関数の粒度（ 行数）と競合の発生率の関係を表した

査した．

グラフである．なお，ロックの期間を求めるにあたっ

図 3 は，ログ中の編集作業のロック期間がすべて

ては， COCOMO[1] を用いた．COCOMO を用いる

同一であると仮定した場合に，ロック期間と競合の

と，開発対象のコンポーネントの行数をもとに，そ

発生率の平均の関係をグラフとして表したものであ

の開発に必要な工数や開発期間を求めることができ

る．なお，同一プログラマによる同一関数の編集は， る．ここでは，編集対象となる関数の行数をもとに，
たとえ開発期間が重なっても競合とは見なさないこ その開発期間を求め，それをロックの期間として採
ととした．これは，ロック期間の延長として考える

用した．なお，ロックの期間は，COCOMO におけ

ことができるためである．

るコーデ ィング工程のみを対象とし ，設計等の工程

同図に示されるように，ファイルを粒度としてロッ に必要な期間は除いてある．
クした場合，編集期間が延びるにつれ競合が推測さ

このグラフからわかることは，まず，ファイルの

れる編集作業の占める割合が明らかに高くなること

ロックよりも関数のロックの方が，競合が発生する

が分かる．それに比べ，関数をロックの粒度とする

可能性が低いことがわかる．さらに，関数のロック

場合，割合が高くなることは確かであるが，その傾

では，多少ばらつきは見られるものの，プログラム

きはなだらかである．

の行数が少ないほど 競合の発生率も少ないことが分
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とする．これらの作業に競合が発生しない場合には，
プログラマ A に対しては，EDSIA =（ 0.4DMA +
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80%

0.3CMA + 0.3IMA ）× ADSI ，プログラマ B に対
しては，EDSIB =（ 0.4DMB + 0.3CMB + 0.3IMB

60%

）× ADSI で，等価な開発行数が求められる．なお，

DMA や DMB 等における添え字は，作業をしたプ
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ログラマを表している．ところが，マージが必要な
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完了し，続いて B が作業を完了した段階で，競合の
発生が判明し ，マージが必要となった場合を仮定す
る．この場合，A については変わらないが，B につい

図 4: 関数の粒度と競合の発生率の関連

ては，もともとの B の作業 (0.4DMB + 0.3CMB +

かる．なお，ファイルのロックを行った場合には，関

0.3IMB ) × ADSI に加え，A の行った作業に変更を
加える作業 (0.4DMAB + 0.3CMAB + 0.3IMAB ) ×
ADSI と，B 自身の行った作業に変更を加える作業

数が小さいものの方が，競合の発生率が高い場合も (0.4DMBB +0.3CMBB +0.3IMBB )×ADSI がさら
あるという結果も得られている．これは，関数が小 に必要となる．ここで，評価を簡単にするために，少々
さいと，ひとつのファイルが多くの関数を含むこと 乱暴ではあるが，すべての変更の割合を 20 ％と仮定
ができるため，ロックの競合が発生しやすくなるた

すると，マージを行わない場合の等価な編集行数は，

めであると考えられる．

EDSInomerge = 0.2ADSI となり，一方マージを行
う場合の等価な編集行数は，EDSImerge = 0.6ADSI

4.2

となる．

マージに対する優位性

今回の解析対象としている CVS のログにおいて
は，編集完了後のチェックイン時に競合の存在が判明
し ，それを回避するためのマージ作業が行われた可
能性がある．これを，ロックを行う場合の状況に換
言すれば，ロックの競合が発生している場合に他な
らない．しかし ，その実態はログには記述されてい
ない．そこで，ログのデータから，ロックを行うと
仮定した場合のロックの競合の発生率をより詳細に
分析してみた．

これを，今回の調査に当てはめれば，前者が細粒度
ロックを用いてマージの必要を無くした場合に相当
し，後者が CVS を用いてマージを行いながら作業を
した場合に相当する．また，今回の場合には，ADSI
は変更対象となる関数の行数である．これをもとに，
作業期間を計算すると，マージを行った場合の方が，
作業期間が長くなるため，ロックの必要な期間も長
くなる．このロック期間を用いて，競合の発生率を求
めたグラフが図 5 である．グラフでは，横軸に編集

対象の関数の粒度，縦軸に競合の発生率をプロット
COCOMO では，システムの新規開発のみならず，
している．なお，粒度が小さい関数が多いため，そ
変更作業に関する工数や作業期間を求めることがで
れらの状態を詳しく表示するため，横軸には今回は
きる．例えば，あるコンポーネントを既存のコンポー
対数メモリを用いている．
ネントを変更して開発する場合，既存のコンポーネ
このグラフからわかることは，マージを行うため
ントの 行数 ADSI 1に対して，EDSI = (0.4DM +
にロックの期間が長くなることにより，競合の発生
0.3CM + 0.3IM ) × ADSI を変更作業と等価な開発
率が２倍近くに増加している編集作業が数多く存在
行数2として用いる．ここで， DM は設計に変更が
することがわかる．これが，細粒度ロックのマージ
必要な割合，CM はコーディングに変更が必要な割
に対する優位性にほかならないと考えられる．
合，IM はシステム統合のために変更が必要な割合
である．この EDSI を用いて，開発工数や開発期間
を計算する．

A と B という二人のプログラマが編集作業を行った
1 Adapted

Delivered Source Instructions
numbers of Delivered Source Instructions

2 Equivalent

4.3

調査結果の考察

これまでの調査で，より細かいロックの粒度を採
用することで，共同開発における編集作業の並行性
を向上させることができることを検証した．それに
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度確認する必要があると考えている．また，今回は
ロックの競合の発生によるシステム全体の開発期間
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の増加については考察することができなかった．競
合の発生率のみならず，競合を回避することによる
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工程の遅延等についても調査する必要があると考え
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ている．さらに，調査対象が C による開発であった
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ため，オブジェクト指向における継承などの関連が
考慮されておらず，主に構文要素のロックに対する
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検証であった．従って，構文要素の関連に基づくロッ
クの有効性の検証も必要である．

図 5: マージを考慮した競合発生率
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ロックを細粒度で行って，マージを行わない方が，結
果的には良い結果が予測できることが観察できた．

5

まとめと今後の課題
本稿では，ソフトウェアの共同開発の支援におけ

る排他制御方式について検討し ，細粒度ロックの概
要を述べた．そして，細粒度ロックを用いた編集作
業では，編集作業の並行性を確保しながら，競合の
発生を未然に回避できることを，オープンソースに
よる開発の調査をもとに検証した．
今後の課題としては，細粒度ロックは現在実装中
のため，まず細粒度ロックの実装を完了させること
が挙げられる．また，実装においては，ロックの粒
度を細かくすることに伴う，ロックするという作業
自体の煩雑化を避けるため，ロックを容易に行うた
めの機能および GUI の提供が必要である．
また，本稿における有効性の検証は，ログを用い
た机上の検証であった．そのため，実装が完了した
段階で，今回の予測が正しいものであることを，再
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