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「楽しくなければ仕事じゃない」が私たちのモットー。
99％の苦悩の連続も、1％の成功に報われます。
だからこそ、この仕事が楽しくて仕方がないのです。

楽をするための努力なら惜しみません。
何もせず楽をしているのと、努力をしたから楽ができるのと、
一見しただけでは区別がつかないかもしれませんね。



 Java meet Python ～ 萬プログラマーのための Python 導入ガイド

 第@回　リファクタリング：eval, eval, eval...
 本間りす、森こねこ〔著〕　小泉ひよ子とタマゴ倶楽部〔監修〕 

K&R で紹介された、二分木やハッシュ探索を再構成して、組み込み型 dict と同等に
扱えるようにしました。K&R から学んだ最大の教訓は「C言語を学ぶ手本として、C
言語で書かれた標準ライブラリーと同等の機能を実現すること」でした。Python で
も、同じことが言えます。リファクタリングの立場から、先の連載を再考します。

● 前回までのあらすじ
K&R で紹介された、二分木やハッシュ探索を再構成して、組み込み型 dict と同等に
扱えるようにしました。すると、組み込み型/利用者定義クラスの間に「シームレス」
な関係を維持できます。

　今回は、リファクタリングの立場から、先の連載を再考します。ブログラムとブログ
ラミングとは、コインの表裏の関係にあることから、Python のフレームワークに関す
る理解を深めます。

はじめに
　K&R から学んだ最大の教訓は「C言語を学ぶ手本として、C言語で書かれた標準ライ
ブラリーと同等の機能を実現すること」でした。この黄金則は、Python にも当てはま
ります。そこで、先の連載で紹介した、組み込み型 dict と同等に扱える二分木やハッ
シュ探索の事例を、リファクタリングの立場から、再構成してみるのも一興です。

対象読者
こんな症状を抱えているなら (@.@)
・前にも同じようなコードを書いた気がする
・目の前に同じようなコードの断片が散在している
【効能】クラスライブラリーのコードを読むのが楽しくなるかも
【副作用】誰かにちょっと自慢（威張る e-val）したくなるかも

 
特殊メソッド __len__
　メソッド __len__ は、組み込み関数 len の操作を規定します。

《特殊メソッド __len__》
 __len__(self)

任意のインスタンス s に対して、式 len(s) を評価するときに、このメソッドを呼び
出します。つまり、s. __len__() と等価です。コンテナー内に含まれる要素数とし
て、0 以上の整数をリターン値とします。特殊メソッド  __nonzero__ を実現しない
で、このメソッドが 0 をリターン値とするなら、式 bool(s) を評価すると、False 
が得られます。つまり、条件式 s は、False と見なされます。また、0 でない整数を
リターン値とするなら、True と見なされます。

便宜的な事例

　クラス Reverse は、説明用の便宜的なもので、与えられた文字列を反転させます。

class Reverse:
def __init__(self, s):

self.s = s[::-1]
def __str__(self):

return str(self.s)
def __len__(self):



return len(self.s)

　メソッド __len__ は、組み込み関数 len を利用して、インスタンス属性 self.s 
が保持する文字列の長さをリターン値とします。関数 len の操作を規定するメソッド 
__len__ を実現するときに、その len を利用しているのが興味深いところです。

>>> s = Reverse("ABC")
>>> str(s)
'CBA'
>>> len(s)
3

　反転した文字列 s を生成して、その長さ len(s) を出力すると 3 となります。

実用的な事例

　組み込み型 dict の長さを得るのに、組み込み関数 len を利用できます。これは、
辞書の要素数に相当します。クラス eXdict の傘下でも、これに準拠します。

class eXdict:
    def __len__(self): raise NotImplementedError

class BinTree(eXdict):
    ...
class Tnode(BinTree):
    def __len__(self):
        node = 1
        left  = len(self.left)
        right = len(self.right)
        return left + node + right
class Tnone(BinTree):
    def __len__(self): return 0

class HashTable(eXdict):
    def __len__(self):
        return reduce(
            lambda acc, e: acc+len(e), self.hashtab, 0)

　抽象クラス eXdict では、メソッド __len__ が、例外 NotImplementedError を
生成します。これは、子孫クラスにおいて、このメソッドを再定義する必要があること

を意味します。

　子孫クラスでは、組み込み関数 len の操作を規定するために、その len を利用でき
ます。たとえば、クラス Tnode では、左右の部分木 self.left/self.right に対し
て len を利用します。クラス HashTable では、連結リスト e に対して len を利用し
ます。さらに、ここで利用した len の操作を規定するために、再びメソッド __len__ 
が必要になるかもしれません。しかし、このコードの断片を見ても、その実現方法は分
かりませんし、情報隠蔽の原則に従うなら、それを知る必要はないのです。

特殊メソッド __nonzero__
　メソッド __nonzero__ は、組み込み関数 bool の操作を規定します。このメソッ
ドを再定義すると、bool 値の代わりに、任意のインスタンスを指定できます。

《特殊メソッド __nonzero__》
 __nonzero__(self)

任意のインスタンス s に対して、式 bool(s) および条件式を評価するときに、このメ
ソッドを呼び出します。つまり、式 s. __nonzero__() と等価です。True/False ま
たは、これと等価な整数値 1/0 をリターン値とします。このメソッドを実現していな
いなら、メソッド __len__ を呼び出します。さらに、どちらのメソッドも実現してい
ないなら、どのインスタンスも True と見なされます。

便宜的な事例

　クラス Reverse は、説明用の便宜的なもので、与えられた文字列を反転させます。

class Reverse:
def __init__(self, s):

self.s = s[::-1]
def __len__(self):

return len(self.s)

　メソッド __nonzero__ を再定義しないと、そのインスタンスは True として評価
されます。ただし、組み込み関数 len を適用できるときには、その値が 0 でないなら 
True として、その値が 0 なら False として、それぞれ評価されます。



>>> s = Reverse("ABC")
>>> len(s)
3
>>> bool(s)
True

　反転した文字列 s を生成して、それと等価な真偽値 bool(s) を出力すると True と
なります。ここでは、組み込み関数 len の値が 0 でないので、True が得られます。

>>> s = Reverse("")
>>> len(s)
0
>>> bool(s)
False

　反転した文字列 s を生成して、それと等価な真偽値 bool(s) を出力すると False 
となります。ここでは、組み込み関数 len の値が 0 なので、False が得られます。

実用的な事例

　組み込み型 dict と等価な真偽値を得るのに、組み込み関数 bool を利用できます。
これは、空辞書かどうかを判定することに相当します。クラス eXdict の傘下でも、
これに準拠します。

class eXdict:
    ...

class BinTree(eXdict):
    ...
class Tnode(BinTree):
    def __nonzero__(self): return True
class Tnone(BinTree):
    def __nonzero__(self): return False

class HashTable(eXdict):
    ...

　抽象クラス eXdict では、メソッド __nonzero__ を再定義しません。そのため、
つねに True と評価されるか、メソッド __len__ を再定義するなら、組み込み関数 

len の値に依存します。

　子孫クラスでは、組み込み関数 len に依存しないように、メソッド __nonzero__ 
を再定義します。たとえば、クラス Tnode/Tnone では、それぞれ True/False をリ
ターン値とします。クラス HashTable では、メソッド __nonzero__ を再定義しない
ので、組み込み関数 len の値に依存します。

特殊メソッド __contains__
　メソッド __contains__ は、演算子 in の操作を規定します。

《特殊メソッド __contains__》
 __contains__(self, item)

任意のインスタンス s に対して、式 item in s を評価するときに、このメソッドを
呼び出します。つまり、式 s.__contains__(item) と等価です。コンテナー内に 
item が含まれるなら True を、含まれないなら False をリターン値とします。写像
（dict など）に対して、そのキー key だけを評価の対象として、対応する値やタプ
ル（キー/値）を対象としません。

便宜的な事例

　クラス Reverse は、説明用の便宜的なもので、与えられた文字列を反転させます。

class Reverse:
def __init__(self, s):

self.s = s[::-1]
    def __contains__(self, key):

return key in self.s

　メソッド __contains__ は、演算子 in を利用して、指定した文字列 key が、イン
スタンス属性 self.s が保持する文字列に含まれるかどうかを判定した結果をリター
ン値とします。演算子 in の操作を規定するメソッド __contains__ を実現するとき
に、その in を利用しているのが興味深いところです。

>>> s = Reverse("ABC")
>>> "A" in s
True



>>> "@" in s
False

　反転した文字列 s を生成して、演算子 in を適用した結果を出力します。文字列 
"A" は含まれるので、True が得られます。文字列 "@" は含まれないので、False が
得られます。

実用的な事例

　組み込み型 dict に任意のキーが含まれるかどうかを判定するのに、演算子 in を利
用できます。クラス eXdict の傘下でも、これに準拠します。

class eXdict:
    def __contains__(self, key):
        return (True, False)[not self._detect(key)]
    def _detect(self, key): raise NotImplementedError    

　抽象クラス eXdict では、テンプレートメソッド __contains__ の本体で、補助関
数 _detect を利用しています。これは、子孫クラスで（必須として）再定義される、
_detect に依存することを意味します。指定した key を含む項目が存在するなら 
True を、存在しないなら False を、それぞれリターン値とします。

　補助関数 _detect の実現方法（how）は、子孫クラスごとに異なります。しかし、
これを利用して「指定した key を含む項目を得る」という目的（what）は同じです。
メソッド __contains__ の本体では、得られた項目を利用して何をするかを規定する
だけです。すると、子孫クラスに関する具体的な情報を含まないので、その実現方法に
依存しない、柔軟性/拡張性に優れた記述が可能となります。

メソッド has_key
　メソッド has_key は、任意のキーが辞書に含まれるかを判定します。

実用的な事例

class eXdict:
    def has_key(self, key):
        return key in self

　メソッド has_key は、指定したキー key が、自身 self に含まれるかどうかを判
定した結果をリターン値とします。このメソッドを実現するときに、演算子 in を利用
しているのが、興味深いところです。すると、演算子 in と同じ結果が得られることが
保証されます。

特殊メソッド __getitem__
　メソッド __getitem__ は、演算子 [] の操作を規定します。

《特殊メソッド __getitem__》
 __getitem__(self, key)

任意のインスタンス s に対して、式 s[key] を評価するときに、このメソッドを呼び
出します。つまり、式 s.__getitem__(key) と等価です。写像（dict など）に対し
て、key が見つからないと、例外 KeyError を生成します。

便宜的な事例

　クラス Reverse は、説明用の便宜的なもので、与えられた文字列を反転させます。

class Reverse:
def __init__(self, s):

self.s = s[::-1]
    def __getitem__(self, key):

return self.s[key]

　メソッド __getitem__ は、演算子 [] を利用して、インスタンス属性 self.s が
保持する部分文字列をリターン値とします。演算子 [] の操作を規定するメソッド 
__getitem__ を実現するときに、その [] を利用しているのが興味深いところです。

>>> s = Reverse("ABC")
>>> for i,e in enumerate(s): print i,s[i]
0 C
1 B
2 A

　反転した文字列 s を生成して、その添字式 s[i] を評価した結果を出力すると、各



文字が順に得られます。

実用的な事例

　組み込み型 dict の中から任意のキーに対応する値を獲得するのに、演算子 [] を利
用できます。クラス eXdict の傘下でも、これに準拠します。

class eXdict:
    def __getitem__(self, key):
        return self._toget(key, "getitem")

　抽象クラス eXdict では、テンプレートメソッド __getitem__ の本体で、共通す
る補助関数 _toget を利用しています。このとき、固有の処理を依頼するために、そ
の識別子として "getitem" を指定します。

メソッド get
　メソッド get は、任意のキーに対応する値を獲得します。

実用的な事例

class eXdict:
    def get(self, key):
        return self._toget(key, "get")

　抽象クラス eXdict では、テンプレートメソッド get の本体で、共通する補助関数 
_toget を利用しています。このとき、固有の処理を依頼するために、その識別子とし
て "get" を指定します。

リファクタリング：クラス固有の処理

何が問題か？

#------ before --------------------------------
class HashTable:
    def __getitem__(self, key):

        e = self._detect(key)
        if e:
            return e[key]     # NOTICE !!
        else:
            raise KeyError, key

class Tnode(BinTree):
    def __getitem__(self, key):
        e = self._detect(key)
        if e:
            return e.count    # NOTICE !!
        else:
            raise KeyError, key

　２つクラス HashTable/Tnode において、メソッド __getitem__ の本体を見る
と、その違いは return に続く箇所だけだと分かります。そこで、この異なるコード
の断片を抽出して、再利用可能とするために、リファクタリングを履行します。

ある解決法

class eXdict:
    def _valueItem(self, e, key): raise NotImplementedError

class HashTable(eXdict):
    def _valueItem(self, e, key): return e[key]

class Tnode(BinTree):
    def _valueItem(self, e, key): return e.count

　抽象クラス eXdict では、メソッド _valueItem が例外 NotImplementedError 
を生成します。これは、子孫クラスにおいて、このメソッドを再定義する必要があるこ
とを意味します。

　クラス HashTable では、演算子 e[key] を適用して得られるものをリターン値と
します。

　クラス Tnode では、インスタンス属性 e.count を参照して得られるものをリター
ン値とします。



 
　こうして、共通する処理（テンプレート）_toget と「クラス」ごとに固有の処理
（名前は同じでも、本体が異なる）_valueItem とを分割統治することで、コードの
見通しが良くなり、その保守も容易になります。

#------ after --------------------------------
class eXdict:
    def _toget(self, key, func):
        e = self._detect(key)
        if e:
            return self._valueItem(e, key)
        else:
            return eval("self._%s(key)"%func)

　リファクタリング後のメソッド _toget は、以前の __getitem__ に取って代わる
もので、return に続く箇所を、先に定義したメソッド呼び出し _valueItem に統一
しています。

リファクタリング：メソッド固有の処理

何が問題か？

#------ before --------------------------------
class HashTable:
    def __getitem__(self, key):
        e = self._detect(key)
        if e:
            return e[key]
        else:
            raise KeyError, key    # NOTICE !!

    def get(self, key):
        e = self._detect(key)
        if e:

            return e[key]
        else:
            return None            # NOTICE !!

　２つのメソッド __getitem__/get の本体を見ると、その違いは else に続く箇所
だけだと分かります。そこで、それ以外の重複するコードの断片を抽出して、再利用可
能とするために、リファクタリングを履行します。

【付記】組み込み型 dict で規定された get では、この引数に加えて、キーが存在し
ない場合の規定値を指定できます。ここで紹介したものは、その暫定版です。この話題
については、後の連載で紹介します。

ある解決法

class eXdict:
    def _toget(self, key, func):
        e = self._detect(key)
        if e:
            return self._valueItem(e, key)
        else:
            return eval("self._%s(key)"%func)

    def _getitem(self, key): raise KeyError, key
    def _get    (self, key): return None

　補助関数 _toget では、先の補助関数 _detect を利用して、指定したキー key を
含む項目 e を獲得します。if に続く条件式 e を満たすなら、該当する項目が存在する
ので、補助関数 _valueItem を利用して、指定したキー key に対応する値をリターン
値とします。それが存在しないなら、引数 func が参照する関数オブジェクトに、その
後処理を委ねます。

　補助関数 _getitem には、メソッド __getitem__ に固有の処理を記述します。指
定したキー key が存在しないと、例外 KeyError を生成します。

　補助関数 _get には、メソッド get に固有の処理を記述します。指定したキー key 
が存在しないと、None をリターン値とします。



 
　こうして、共通する処理（テンプレート）_toget と「メソッド」ごとに固有の処理 
_getitem/_get とを分割統治することで、コードの見通しが良くなり、その保守も容
易になります。

#------ after --------------------------------
class eXdict:
    def __getitem__(self, key):
        return self._toget(key, "getitem")
    def get(self, key):
        return self._toget(key, "get")

　リファクタリング後のメソッド __getitem__/get では、先の補助関数 _toget の
引数に、各処理を識別する "getitem"/"get" を指定するだけです。

《リファクタリングと因数分解》
　リファクタリングの中でもとくに、プログラマーの力量が問われるのが分解過程
〔factorization〕です。しかし、OOP 言語の支援機能が脆弱だと、それを断念さぜる
を得ない場面も少なくありません。そこで、因数分解のメタファーを使って、その問題
点を指摘します。

　数学の授業を思い出して、次の多項式の因数分解について考えます。

　　　
すると、２次式は１次式の積で表現できます。しかし、次の多項式になると、

　　　
実数の世界では困難な問題解決が、虚数を導入した複素数の世界なら、その可能性が広
がります。すると、次の有理式を評価するのに必要な労力が軽減されます。

　　　
つまり、実数という概念モデルしかない世界では困難な問題解決が、複素数という広範
な概念モデルの世界では容易になるのです。

　今回は、組み込み関数 eval を導入して、Java の世界では困難なリファクタリング
が、Python の世界では容易に実現できる事例を紹介しました。

　ともすると、前景にある言語仕様に目を奪われがちですが、背景にある概念モデルが
強力なら、問題解決の可能性が広がります。逆に、概念モデルが脆弱だと、未熟な言語
仕様のツケをプログラマーが清算する羽目に陥ります。みなさんが「OOP 言語を選択
する」ときの指針のひとつとして、再考の余地があるかもしれません。

特殊メソッド __setitem__
　メソッド __setitem__ は、演算子 [] と = を組み合わせた操作を規定します。

《特殊メソッド __setitem__》
 __setitem__(self, key, value)

任意のインスタンス s に対して、式 s[key]= value を評価するときに、このメソッ
ドを呼び出します。つまり、式 s.__setitem__(key,value) と等価です。写像
（dict など）に対して、key が見つからないなら、value を値とする、新たな要素対
（key/value）を追加します。

便宜的な事例

　クラス Reverse は、説明用の便宜的なもので、与えられた文字列を反転させます。

class Reverse:
def __init__(self, s):

self.s = s[::-1]
def __str__(self):

return str(self.s)
def __getitem__(self, key):

return self.s[key]
    def __setitem__(self, key, value):



self.s = self[:key]+value+self[key+1:]

　メソッド __setitem__ は、演算子 [] と = を利用して、インスタンス属性 self.s 
が保持する部分文字列を再設定します。演算子 [] の操作を規定するメソッド 
__setitem__ を実現するときに、その [] を利用しているのが興味深いところです。

>>> s = Reverse("ABC")
>>> print s
CBA
>>> s[1] = "x"
>>> print s
CxA

　反転した文字列 s を生成して、その添字式を伴う代入文 s[1]="X" を実行すると、
変更された文字列が得られます。文字列は、変更不能オブジェクトなので、実際には、
新たな文字列を生成しています。

実用的な事例

　組み込み型 dict の中から任意のキーに対応する値を設定するのに、演算子 [] と = 
を組み合わせて利用できます。クラス eXdict の傘下でも、これに準拠します。

class eXdict:
    def __setitem__(self, key, value):
        raise NotImplementedError
    
class HashTable(eXdict):
    def __setitem__(self, key, value):
        e = self._detect(key)
        if e:
            e[key] = value
        else:
            k = self.hash(key)
            self.hashtab[k] = self.hashtab[k].entry(key, value)

class BinTree(eXdict):
    ...
class Tnode(BinTree):
    def __setitem__(self, key, value):
        node = self.add(key)
        node = node._detect(key)

        if node: node.count = value

　抽象クラス eXdict では、メソッド __setitem__ が例外 NotImplementedError 
を生成します。これは、子孫クラスにおいて、このメソッドを再定義する必要があるこ
とを意味します。

メソッド keys/values/items
　組み込み型 dict には、次の３つのメソッドを適用できます。クラス eXdict の傘
下でも、これに準拠します。

・メソッド keys を利用すると、「キー」を列挙したリストが得られます。
・メソッド values を利用すると、「値」を列挙したリストが得られます。
・メソッド items を利用すると、要素対（キー/値）からなる「タプル」を列挙した
リストが得られます。

何が問題か？

#------ before --------------------------------
class Tnode(BinTree):
    def keys(self):
        node  = [self.word]
        left  = self.left .keys()
        right = self.right.keys()
        return left + node + right
    def values(self):
        node  = [self.count]
        left  = self.left .values()
        right = self.right.values()
        return left + node + right
    def items(self):
        node  = [(self.word, self.count)]
        left  = self.left .items()
        right = self.right.items()
        return left + node + right

　３つのメソッド keys/values/items の本体を見ると、その違いは変数 node に保
持する情報と、再帰的なメソッド呼び出しだけだと分かります。そこで、この重複する



コードの断片を抽出して、再利用可能とするために、リファクタリングを履行します。

ある解決法

class Tnode(BinTree):
    def _do(self, func):
        node  = [eval("self._%s()"%func)]
        left  = eval("self.left .%s()"%func)
        right = eval("self.right.%s()"%func)
        return left + node + right
    
    def _keys  (self): return self.word
    def _values(self): return self.count
    def _items (self): return self.word, self.count

　補助関数 _do では、まず、引数 func が参照する関数オブジェクトごとに、異なる
情報 node を得ます。次に、左右の部分木 left/right に対しては、引数 func が参
照する関数オブジェクトに、その後処理を委ねます。そして、これらを連結したリスト 
left+node+right をリターン値とします。

　補助関数 _keys には、メソッド keys に固有の処理を記述します。ここでは、単語 
self.word をリターン値とします。

　補助関数 _values には、メソッド values に固有の処理を記述します。ここでは、
出現頻度 self.count をリターン値とします。

　補助関数 _items には、メソッド items に固有の処理を記述します。ここでは、単
語/出現頻度を要素対とするタプル self.word,self.count をリターン値とします。

 

　こうして、共通する処理（テンプレート）_do と「メソッド」ごとに固有の処理 
_keys/_values/_items とを分割統治することで、コードの見通しが良くなり、その
保守も容易になります。

#------ after --------------------------------
class eXdict:
    def keys  (self): return self._do("keys")
    def values(self): return self._do("values")
    def items (self): return self._do("items")

    def _do(self, func): raise NotImplementedError

　リファクタリング後のメソッド keys/values/items では、先の補助関数 _do の引
数に、各処理を識別する "keys"/"values"/"items" を指定するだけです。

　抽象クラス eXdict では、メソッド _do が、例外 NotImplementedError を生成
します。これは、子孫クラスにおいて、このメソッドを再定義する必要があることを意
味します。

組み込み関数 eval()
　組み込み関数 eval は、その中でも基本中の「基本」となる存在意義があります。

《組み込み関数 eval》
 eval(expression[, globals[, locals]])

与えられた文字列 expression を Python の式として評価した結果が得られます。こ
れには、実行時の環境が反映されます。また、expression には、任意のコードオブ
ジェクトを指定でき、この他に省略可能な引数 globals/locals があります。これら
の話題については、後の連載で紹介します（ブログの関連記事を参照してください）。
また、任意の文を実行するには、exec を利用します。

式を評価する

>>> 3+4
7
>>> eval('3+4')
7



　式 3+4 を評価すると、その結果として 7 が得られます。同じ結果は、同じ式を表わ
す文字列 "3+4" を引数とする、組み込み関数 eval によっても得られます。

　評価される文字列に変数を含めると、より柔軟な記述が可能となります。

引数を変化させる

>>> ord("A")
65
>>> s = "A"
>>> eval('ord(s)')
65
>>> s = "a"
>>> eval('ord(s)')
97

　式を表わす文字列の中には、任意の変数を含めることができます。組み込み関数 
ord を利用すると、指定された文字に対応する ASCII コードの値が得られます。ここ
では、文字列 'ord(s)' の中に変数 s が含まれ、その値を使って式が評価されます。
すると、eval を評価した結果は、変数 s の値によって変化します。　

>>> for e in "ABC": eval('ord(e)')
65
66
67

　さらに、for 文とともに利用すると、変数の値を系統立てて設定できます。制御変
数 e は、文字列を構成する各文字を順に参照するので、各コード値が順に出力されま
す。文字列を評価する前後を系統立てて表現すると、次のようになります。

>>> for e in "ABC":
...     s = "ord(%s)"%e
...     print s,":",eval(s)
ord('A') : 65
ord('B') : 66
ord('C') : 67

　変換指令 %s を利用すると、文字列の中に、変数 s が参照するオブジェクトの文字

列表現を挿入できます。eval の引数に与える文字列 s とその結果を、コロン「:」で
区切って出力します。関数 ord の引数に、各文字が順に与えられるのが分かります。

演算子を変化させる

>>> a,b = 3,4.0
>>> for op in "+-*/":
...     s = "a %s b"%op
...     print s,":",eval(s)
a + b : 7.0
a - b : -1.0
a * b : 12.0
a / b : 0.75

　同じ引数に対して、異なる「演算子」を適用するには、演算子の記号を変化させま
す。制御変数 e は、４つの演算子 +-*/ の記号を順に参照します。すると、同じ変数
の対 a/b に対して、各演算子を適用した結果が得られます。

関数名を変化させる

>>> from math import *
>>> x = 1
>>> for e in 'sin','cos','tan':
...     s = "%s(x)"%e
...     print s,":",eval(s)
sin(x) : 0.841470984808
cos(x) : 0.540302305868
tan(x) : 1.55740772465

　同じ引数に対して、異なる「関数」を適用するには、関数の名前を変化させます。制
御変数 e は、３つの関数 sin/cos/tan の名前を順に参照します。すると、同じ変数 
x に対して、各関数を適用した結果が得られます。

《プログラミング作法》
　先の連載で紹介した「ハリウッドの原則」に限らず、法律（文法）で定められない、
マナー（慣例）として、プログラマーが守るべき暗黙の了解があります。文法に精通す
るだけでは通用しない「プロ」グラマーの世界があります。ともすると、その言語仕様
に興味を注ぎがちですが、その背景にある文化を熟知することは、自然言語に限らず、



プログラミング言語の習得でも重要です。

　法律にも、文章に明文化されているものと、過去の判例に従うものとがあります。そ
れは、言語の背景にある伝統文化（民族性）を反映しています。何もかもコンパイラー
（法律）に委ねるのではなく、プログラマーの自主規制（慣例）に託されることから、
Java/C# の背景にある文化とは異なり、Python には「プロ」グラマーとしての裁量
が求められます。

　K&R の一人、Kernighan さんの名著「プログラミング作法：The Practice of 
Programming」の邦題には、作法（さくほう）としての技術面だけではなく、作法
（さほう）としての精神面にも着目したいとする配慮が感じられます。「プログラム」
を理解するだけでなく「プログラミング」にも配慮したコードを記述できるかが、アマ
グラマーからプログラマーへと成長した証となります。

《余録》最後に、今回の正式なタイトルを以下に示します。

　第@回　リファクタリング：eval, えばる, 威張る...■


