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プログラミング言語の機能には、
たとえ定着していても、議論の

余地があるものがあります。そのう
ちの1つは、Javaの配列の共変性で
す。配列の共変性は以前からJavaの
型システムの弱点とされてきました。
配列を共変的に使用することによっ
て、Javaコンパイラでは識別できな
い型エラーが生じ、その結果、プログ
ラムを実行した際に実行時例外が発
生します。
本記事では、最初に共変性の意味

について説明し、そしてJavaの配列
に関連して共変性が引き起こす型付
けの問題について解説します。次に、
Java開発者が配列を共変的に使用
する実際の頻度を確かめるために
行った実証調査の結果を示します。こ
の実証調査は、共変機能の使用に関
するデータを提示することにより、共
変性に関する現在の議論に不足して
いる情報を補おうとするものです。本
調査が今後のプログラミング言語設
計に役立つことを期待します。

Javaにおける共変性
Javaは静的型付け言語であり、型付
けに関するほとんどのエラーはプロ

グラムの実行前にJavaのコンパイラ
によって検出されます。プログラムの
実行やテストの前にプログラム内の
誤りの多くを検出できるため、静的な
型付けは有用です。
しかし、Javaには、型キャストが原

因の型エラーなど、コンパイル時に
検出できず実行時例外につながる可
能性のある型エラーが存在します。
たとえば、次のコードについて検討し
てみます。
 

この例では、AppleとBananaが
両方ともFruitのサブクラスである
ことを前提とします。この場合、上記
コードはJavaコンパイラで正常にコ
ンパイルされますが、実行した際に実
行時例外が発生します。
例外が発生する原因は2行目に

あります。2行目では、Banana型

の配列をFruit型の配列に代入して
います。BananaがFruitのサブタ
イプであることから、Banana[]も
またFruit[]のサブタイプであると
期待することは直感的に正しいと思
い、それを裏付けるようにコンパイ
ルも正常終了します。しかし、Apple
をFruit[]に格納しよ
うとするときに、実行
時例外が発生します。
静的には（かつコン
パイラの観点からは）
この配列fru i tsの型
はFruit[]ですが、実
行時のfru i tsの型は
Banana[]になるた
め、fruitsにAppleを
格納することはできないのです。
2行目の代入文は共変アサイン

メントと呼ばれています。共変とは、
スーパークラスのオブジェクトが期
待される場所でサブクラスのインス
タンスを使用することを意味します。
前述の例では、Fruitが要求される
場所でBananaを使用しています。
反変とは、その逆に、サブクラスが期
待される場所でスーパークラスを使
用することです。前述の例で言えば、

Bananaが要求される場所でFruit
を使用する場合を指します。
本記事では、特にコレクションと配

列の文脈における共変性に焦点を
当てます。Javaの配列は共変です。
したがって、Fruit[]が要求される場
所でBanana[]を使用できます。し

かし、この共変配列は
Javaの型保証を損な
うものであり、前述の
とおり実行時の型エ
ラーにつながる可能性
があります。そのため、
（プリミティブ型の配
列を除いた）あらゆる
配列へのすべての代入
について実行時の型を

チェックし、代入される値の型が配列
の型と適合していることを確認する
必要があります。
共変配列は、型保証されないにも

かかわらずJavaに導入されました。
共変配列を使用することで、任意の
型の配列に対して1つの操作を適用
できるためです。たとえば、配列内の
特定のオブジェクトを検索するfind
メソッドを記述するとします。その際、
String[]用に1つのメソッドを記述

Banana[] bananas = new Banana[5];
Fruit[] fruits = bananas;
fruits[0] = new Apple();
// 上の行で 
// 実行時例外が発生
peelBanana(bananas[0]); 
// Apple??

OpenJDKを使用した、Javaに 
おける共変性の調査
総称型およびワイルドカードが共変配列の型保証された代替機能に
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しPerson[]用にまた別のメソッドを記述す
るというような方法ではなく、あらゆる型の
配列で機能する1つのメソッドを記述したい
とします。共変配列を使用することにより、
次のようなコードを記述できます。
 

もっとも、Java SE 5以降には共変配列
よりも優れた解決策があります。総称型を使
用すれば、同じメソッドを次のように記述で
きます。
 

総称型を使用した解決策では、型保証され
る（すなわち、配列の型の問題による実行時
例外が発生しない）だけでなく、検索する項目
の型が配列の型と適合していなければならな
いという制約をコードの中に記述できるとい
う利点もあります。ただし、この解決策は、総
称型がなければ利用できません。Java SE 5
よりも前のバージョンでは、前述のように共変
配列を使用することが、このようなメソッドを
実装するための唯一の選択肢でした。
配列とは異なり、Javaの総称型は不変で

す。そのため、総称型を使用すれば、冒頭の
配列を含む例の実行時エラーを防ぐことが
できます。たとえば、次のコードはコンパイ
ルの時点でエラーになります。
 

総称型は型保証される一方、表現できる
幅という点ではやや制限されます。たとえ
ば、BananaのリストであれAppleのリスト
であれ、Fruitのリストであればすべてを同

様に扱うことを希望する場合もあります。リ
ストを変更しない場合であれば、型エラーを
発生させずにFruit、Banana、Appleのリス
トを同様に扱う必要があります。

そのため、Javaは総称型のワイルドカー
ドをサポートしています。ワイルドカードを
使用すれば、総称型のインスタンスを一定
の範囲に制限できます。実践的には、次の
コードに示すとおり、ワイルドカードによって
一種の限定された共変性を実現できます。
 

Javaでは、ワイルドカードを含む総
称型を使用する場合、上記のコードで
示すように、インスタンスを変更する
ことはできません。たとえば、上記の
コードで、ArrayList<Banana>を
ArrayList<? extends Fruit>型の変
数fに代入することは可能ですが、その後でf
に新しい項目を追加することはできません。

他の言語における共変性
ほとんどの言語では、型の変位が何らか
の形式でサポートされています。たとえば
Scalaでは、型パラメータにアノテーション
を付加することで、その型パラメータが共
変、反変、不変（共変でも反変でもない）の
いずれであるかを示すことができます。これ
は、定義側変位（definition-site variance）
と呼ばれます。
次の例では、CoBow l型パラメー

タにアノテーションを付加し、共変的
に使用できるようにしています（共
変は+アノテーションで表します）。
そのため、CoBow l<Banana>を

CoBowl<Fru i t>に代入できます。
一方、Bowl型パラメータは、アノテー
ションがないため不変です。そのため、
Bowl<Banana>をBowl<Fruit>に代
入することはできません。
 

Scalaの可変（mutable）コ
レクションAPIは、本記事で最
初に挙げた例のような型エラー
を防止するために、不変として
設計されています。一方、不変
（immutable）コレクション
APIは問題なく共変的に使用で
きます。
また、Google Dartなど一部

のプログラミング言語では、型シ
ステムの複雑化による混乱を避

けるため、実行時エラーを引き起こす可能性
があるという事実にもかかわらず、コレクショ
ンにおける共変性を単純に許容しています。

共変配列に関する実証調査
Javaの共変配列によって型の問題が発生す
ることはよく知られていますが、問題のある
共変配列機能が実際にどれほど広く使用さ
れているのかについては、これまで調査され
たことがありませんでした。筆者らは、共変配
列の使用頻度と使用される文脈を特定する

目的で、共変配列の使用に関す
る実証調査を実施しました。
本調査では、Qu a l i t a s 

Corpusにある、ゲームからシ
ステム・ソフトウェアやライブラ
リにわたる64のオープンソー
ス・プログラムを解析しました。
Qualitas Corpusには106の
プログラムがありますが、コン
パイルのために修正の必要が
あるプログラムは除外し、一部
のみを選択しました。依存関係
が失われているプログラムや古
いリポジトリを参照しているプ

public static boolean find(Object 
item, Object[] arr) { ... }

public static <T> boolean find(T 
item, T[] arr) { ... }

ArrayList<Fruit> f = new 
ArrayList<Banana>();

ArrayList<? extends Fruit> f = 
new 
ArrayList<Banana>(); 
f.add(new Banana());  
// 上の行でコンパイル・エラーが発生

Bowl[T]{}     // 不変 
CoBowl[+T]{ } // +によって 
// 共変性を示す
val bowl : Bowl[Fruit] = new Bowl
[Banana]; // コンパイル・エラー
val coBowl : CoBowl[Fruit] = new 
CoBowl[Banana]; // 正しい

ワイルドカード
の利用
Javaは総称型
のワイルドカー
ドをサポートし
ています。ワイ
ルドカードを使
用すれば、総称
型のインスタン
スを一定の範囲
に制限できます。

public class Main 
{ 
            public static void main(String[] args) 
            { 
                        Object[] str = new String[10]; 
            } 
            public static Object[] test2() 
            { 
                        return new String[10]; 
            } 
}

リスト1         

全てのリストをテキストで表示

http://oracle.com/javamagazine
http://blogs.oracle.com/java
http://www.twitter.com/java
https://www.facebook.com/ilovejava
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://java.net
mailto:JAVAMAG_US%40ORACLE.COM?subject=
http://www.scala-lang.org/
http://www.dartlang.org/
http://qualitascorpus.com
http://qualitascorpus.com
http://java.net/projects/java-magazine/downloads/download/MayJune2012/listings.zip


ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE  ////////////////////////////////////  

J
A
V
A
 T
E
C
H

41

C
O
M
M
U
N
IT
Y

JA
V
A
 IN

 A
C
TI
O
N

A
B
O
U
T 
U
S

blog

//java architect / 
ログラムが多くありました。最終的に選出し
たソフトウェアには、総称型の導入前に書か
れたものと導入後に書かれたものの両方が
あり、コードは500万行を超えました。
本調査では、OpenJDKの一部として自

由に利用できるJavaコンパイラをカスタ
マイズし、配列を不変とするように型チェッ
カーを変更しました。これにより、共変配列
の使用がコンパイル・エラーとして報告され
るようになるため、このコンパイラを使用す
るだけで調査対象コード内の共変配列の使
用をすべて特定できます。
これを実現するためには、2つの型が

サブタイプの関係であるか（つまり、一方
の型をもう一方の型で代用できるか）を
チェックするためにコンパイラが呼び出
すisSubtypeUnchecked(Type t, 
Type s, Warner warn)メソッドを変更
する必要がありました。コードを以下のよう
に記述し、isSubtypeUncheckedメソッド

が配列型に対して呼び出されたときは常に、
2つの配列の型が同一であることが要求さ
れるようにしました。
 

これにより、共変配列の使用はコンパイ
ル・エラーとして報告されます。たとえば、リ
スト1のコードでは、次の2つのエラーが返
ります。
 

調査結果
変更したJavaコンパイラを調査対象コード
に対して実行した結果、共変配列は、64本
のプログラムのうち9本で計324回使用さ
れていることがわかりました。これは、調査
対象コードが500万行を超えることを考慮
すると非常に少数で、コード15,000行あた
り1回の共変配列の使用に当たります。この
結果は、共変配列があまり使用されていな
いことを示しています。
図1に、配列の共変使用が見られる文脈

を示します。共変使用の大部分（89%）は、
メソッドまたはコンストラクタを呼び出す際
に、配列型の必須パラメータに対してサブ
タイプを渡しているものです。たとえば、前
述の例のfind(Object item, Object[] 
arr)メソッドを、String[]型の引数を指定

して呼び出す場合、共変的なメソッド呼び出
しとして分類されます。
その他の共変の使用は、代入文が9%、宣

言された戻り型のサブタイプの配列をメソッ
ドが返す場合のreturn文が2%でした。

本調査ではさらに、メソッドおよびコンスト
ラクタの共変的な呼び出しを解析し、共変的
に呼び出される頻度の高いメソッドとコンス
トラクタを調べました。その結果を図2に示
します。共変的な呼び出しの84%がJava
ライブラリのメソッドやコンストラクタを対
象としており、ユーザー定義の操作に対する
共変的な呼び出しはわずか16%であること
が判明しました。これは、共変配列が、おもに
Javaライブラリに対する呼び出しで使用さ
れていることを示しています。実際、ライブ
ラリのメソッドの共変的な呼び出しは、調査
対象コードにおける共変配列の使用の75%
近くを占めていました。
さらに、Javaライブラリに対する共変的

なメソッド呼び出しについて詳細に調査した
結果、図3に示すように、共変的なメソッド呼
び出しの大部分がごく一部のライブラリ・メ
ソッドに集中していることが判明しました。
調査対象コードでは、VectorおよびList
のtoArrayメソッドに対する共変的な呼
び出しが146件あり、共変配列の使用のほ
ぼ半数を占めていました。toArrayメソッド
は、Object[]パラメータを受け取り、その
リストに含まれる全要素について適切な順
序に並べた配列を返します。返される配列
の実行時の型は、渡した配列の型になりま
す。また、Object[]型のパラメータを受け
取るJOptionPaneのさまざまなメソッド
（showInputDialogなど）についても、
共変的な呼び出しが34件ありました。

まとめ
筆者らは、実際のJavaプログラムにおける
共変配列の使用を調査するための実証調査

if (t.tag == ARRAY && s.tag == 
ARRAY) {
   return isSameType(elemtype(t), 
 elemtype(s));
}

Main.java:5:incompatible types
found:java.lang.String[]
required:&java.lang.Object[]
    Object[]=new String[10];
Main.java:10:incompatible types
found:java.lang.String[]
required:java.lang.Object[]
    return new String[10];

図1

図2
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を行いました。調査対象コード
は、Qualitas Corpusにある、
ゲームからシステム・ソフトウェ
アやライブラリにわたる64本
のオープンソース・プログラム
でした。例を示しながら説明し
たように、Javaの共変配列は、
コンパイラでは検出されない
ものの、実行時例外を引き起こ
す型エラーの原因となる可能
性があります。
実証調査では、調査対象コー

ドの量に対して共変性の使用
が少ないことが判明しました。
500万行を超えるコードの中
で共変配列の使用は324回でした。さらに
重要なこととして、共変配列の使用の75%
近くが、Javaライブラリ・メソッドの呼び出し
によるものでした。この結果は、Java開発者
による実際の共変配列の使用頻度が非常に
低いことを示しています。
Java SE 5以降、共変配列に対する型保

証された代替手段として、総称型とワイルド
カードが利用できるようになりました。本調
査の調査対象コードで発見された共変配列
の使用はすべて、Javaの総称型とワイルド
カードを使用して変更し、完全な型保証を実
現することが可能です。
Javaにはより優れた安全な解決策として

総称型が存在すること、および共変配列の
使用頻度が低いことから、今後のプログラミ
ング言語には共変配列を含めず、Java開発
においては共変配列の使用について可能な
限り避けることを提案します。
筆者らは、本研究を発展させるため、

Javaプログラムにおけるワイルドカードの
使用を調査する予定です。ワイルドカードと
総称型は共変配列に対する優れた代替機能
であり、実際に使用されている頻度に関心を
持っています。 </article>
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