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対象者 

 ・ある程度プログラミングができる人。 

 ・黒魔術師から白魔術師に転職を考えている方。 

 ・PHPerなのでPHPに偏ってます。(僕が） 



プログラムは動けばそれでいい。 



たしかに、その通り。 

だけど、知っておいてほしい。 



プログラムは、 

「書いた通りにしか動かない」 

という事を。 





書いた通りにしか動かない。 

裏を返せば、 



動くためには、 

必ずこのコードを通過しなければいけない

という事でもある。 





必ず答えはそこにあるという事実は 

時として、悪夢と化す。 



うんコードを憎んで 

人を憎まず 

http://unkode-mania.net/ 
 

© smeghead 



リーダブルなコードとは？ 



理解するのが最短であること。 



理解が最短とは、思考の数を減らす事。 

コードの量を減らしたからと言って 

思考の数が減るとは限らない。 



言語：JavaScript 

上限以上のリクエストがあったときに、 
溢れないようにしている。らしい。 

(改善前) 



何が読み難くしていたのだろう？ 



言語：JavaScript 

上限以上のリクエストがあったときに、 
溢れないようにしている。らしい。 

(改善前) 

条件分岐の区切りを探し、 
さらに計算式を経て変数に代入している。 
そしてそれが1行で表現されていること。 
 
そのため目の動きが、行き来してしまい、 
理解するのに時間がかかってしまいます。 
さらに、行き来している間に色々忘れてしまいます。 

（目の動き） 



言語：JavaScript 

上限以上のリクエストがあったときに、 
溢れないようにしている。らしい。 

(改善後) 



言語：JavaScript 

上限以上のリクエストがあったときに、 
溢れないようにしている。らしい。 

(改善後) 

先ほどより、コードの量が増えてしまったけど、 
条件文と、代入式の朗読に集中できます。 
 
条件文の区切りはどこ？ 
さっきの評価結果は何だっけ？ 
などの考える量が減り、思考の数が減ります。 



1行に詰め込む情報を少なくしよう 

１ Point 

 
 



言語：JavaScript 

上限以上のリクエストがあったときに、 
溢れないようにしている。らしい。 

(改善後) 

viewNext + DCobj.viewPageの結果は何を指しているのか? 
と、少し考えてしまう事と思います。 
これの結果を、変数に代入し、比較的わかりやすい名前の変数に代入する
ことで思考の数を減らす事ができます。 
 
ちなみにこれを要約変数といいます。 



把握に時間がかかる式は 

要約変数に置き換えよう。 

２ Point 

 
 



鍵となるのは、 

読み手思考の数を減らすこと。 



言語：PHP 

様々な処理を経て$dataArrayにデータを突っ込
んだり、取り出したりしている。 

(改善前) 

およそ1,000行 



$dataArrayの寿命が長すぎる。 

これではいつまでもこの変数を 

脳内に記憶しておかなければいけない。 



言語：PHP (改善後) 

1,000行になる前に、関数化するなり、クラス化するなりと 
コードを分割する習慣をつけましょう。 
 
変数スコープは可能な限り最小に、出現を短くしてあげることで 
読み手の脳内スタックの負担を減らしてあげることができます。 



変数スコープは可能な限り最小に。 

変数の寿命に関わる行数は短くする。 

３ Point 

 
 



スコープを小さくする 

テクニック。 



言語：PHP 

指定したIDを検索して、もし取得できれば 
何らかの処理をする。 

(改善前) 



これは何がいけないのだろう？ 



言語：PHP 

指定したIDを検索して、もし取得できれば 
何らかの処理をする。 

(改善前) 

もちろん間違いではないが、読み手に一つの負担をかけている。 
 
If文以降も$dataが出現してしまうのではないかという疑念が払えないです。 
 
よって次のように改善しよう。 

$dataがここで寿命が尽きるとは限らない。 



言語：PHP (改善後) 

fund_by_idの返り値が「偽」になることがある、ということが前提で、 
$dataに代入できない場合はこのifの中に到達することはないのです。 
 
よって、スコープがすぎたら$dataは忘れてもいいですよね。 

指定したIDを検索して、もし取得できれば 
何らかの処理をする。 

$dataに用があるのはこの中だけ。 



変数の使用範囲を明確に。 

４ Point 

 
 



危険なif 



言語：PHP 

上限に達していた場合、先頭の要素を消し、 
要素を追加する。 

(改善前) 

これはとても危険なコードです。 
もし、何かの拍子に、次のようになった場合 
一体どうなってしまうでしょうか？ 



言語：PHP 

上限に達していた場合、先頭の要素を消し、 
要素を追加する。 

(改善前) 



言語：PHP 

上限に達していた場合、先頭の要素を消し、 
要素を追加する。 

(改善前) 

条件文の範囲が変わってしまうのです。 
インデントがないと結構気づきにくい。 
 
デバッグ作業中にこれで事故になったりするケースも実際あります。 



言語：PHP 

上限に達していた場合、先頭の要素を消し、 
要素を追加する。 

(改善後) 

 
条件文の効力が働く範囲は明確に囲んであげるべきです。 
 



括弧なしの条件文は 

事故につながるのでやめましょう。 

５ Point 

 
 



きっと誰もが悩むのが「命名」だよね。 



言語：PHP 

データベースから条件にマッチしたデータを
$dataに参照渡しする。 

(改善前) 



このメソッドは 

選択中のデータベースのオブジェクトでも 

持ってきてくれるんだろうか？ 



名前から何をしてくれるか、 

明確に想像できない。 

つけるとすればこうしたら良い。 



言語：PHP 

データベースから条件にマッチしたデータを
$dataに参照渡しする。 

(改善後) 

find = 「探す」 
 
$DBがDB関係の便利クラスであることがわかれば、findだけで 
比較的連想しやすいです。 
 
もし、カテゴリを探すなどであれば「find_by_category」などと命名する
とわかりやすいですね。 



言語：PHP 

データベースから条件にマッチしたデータを
$dataに参照渡しする。 

(改善前) 

おそらくこれは、SQLのSELECT文を意識して、命名したのかと思います。 
 
だけど、読み手が期待しているのは 
どんな処理をしているかではなく、何を表し、どんな結果を期待できるか。 
それを要約しないと混乱します。 



メソッド・関数の名前は 

何を表し、どんな結果が期待できるか 

それを要約する。 

６ Point 

 
 



命名のアンチパターンついては 

抽象的すぎるケースも多い。 



言語：PHP (改善前) 



一体これは何をしてくれるのだろう？？ 



言語：PHP (改善前) 

データベースから条件にマッチした、公開して
よいデータを$dataに参照渡しする。 

公開データという部分をOpenと表現している。 
言われてみれば、なんとなく伝わるけど、抽象的すぎてわかりにくい。 

せめてこうしよう。 



命名するときは、抽象的な名前は避けよう 

７ Point 

 
 



命名に困った時の 

駆け込み寺 



関数名によく使われる英単語（動詞）の意味とニュアンス 
http://php-archive.net/php/words-in-function-names/ 

うまくメソッド名を付けるための参考情報 
http://qiita.com/KeithYokoma/items/2193cf79ba76563e3db6?utm_ 
source=Qiita%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&utm 
_campaign=ef52de7cf3-Qiita_newsletter_172_09_09_2015&utm_medium= 
email&utm_term=0_e44feaa081-ef52de7cf3-32819345 

モダンな命名に役立つ参考リンク 

プログラマなのに知らなかったら恥ずかしい英単語集 
http://qiita.com/usatie/items/b41adf8114188406d2b8 



https://codic.jp/ 



https://codic.jp/plugins 

プラグインもあるよ。 



センスのない僕でもこれで安心。 



ところで、どうして 

他人のコードは読みにくいのだろう？ 



書き手にあって 

読み手にないものは、なーんだ？ 



アーキテクチャ 

（設計思想） 



書き手の頭の中にはたくさんの情報があり 

それを資源として書いています。 



コードはその結果であり、 

そこに至った、思考過程が必ずあります。 



つまり、 

「夏草や兵どもが夢の跡」 

なのです。 



読み手はコードからアーキテクチャを 

想像するしかないので、 

アンフェアですよね。 



書き手が特に気を使ってほしいのは、 



あなたの戦場の出来事をしっかり 

コメントとして残すことです。 



言語：PHP (改善前) 

さて、果たしてこのコメントは戦場の出来事でしょうか？ 
これは読み手に取って特に役に立ちません。 



言語：PHP (改善後) 

何気ないコードですが、 
次のようなコメントがあるとどう見えるでしょう？ 



言語：PHP (改善後) 

こういう事情なども書いてくれると、読み手の思考視野がグッと広がります。 
 
このあたりのコードの変更は、仕様や設計を熟知してないと痛い目を見る 
という警告が伝わってきます。 
 
もしこのコメントがないと考えるとゾッとしますね。 



言語：PHP (改善後) 

書きながら浮上した疑問をそのままコメントになっています。 
 
こういうコメントもアリです。 
設計に欠陥がありそうだという発想を与えてくれます。 



Twitter感覚で、その時思った事を 

コメントしてみよう。 

８ Point 

 
 



言語：PHP 

こんな風なコメントもありです。 
コード上で指摘などあると、経験上、余裕があれば直してくれやすいです。 
 
ただし、度がすぎるとえらいことになるので、プロジェクトが終わったら
ちゃんと消すか、やはりGitHubなどのツール上でやりましょう。 



ところで、@todoって何？ 



アノテーションコメント 

と、言います。 



このコメントは言語ごとにお作法があり、 

ツールを通すことで色々便利な 

事ができます。 



タスク管理としての 

アノテーションコメント 



TODO 

FIXME 

HACK 

あとで対応します。など 

間違っている。至急対応が必要など。 

リファクタしたほうがいい。 



IDEで通すと、一覧で閲覧できる。 

このアノテーションは独自のものを使ってもいいけど、 

大体TODOとかがデフォ。 



アノテーションコメントを使って、 

コメントに重みづけをしよう。 

９ Point 

 
 



この他にもアノテーションコメント 

には色々ありますが、 

また別の機会に。 



1行に詰め込む情報を少なくしよう 

把握に時間がかかる式は要約変数に置き換えよう。 

変数スコープは可能な限り最小に。 

変数の寿命に関わる行数は短くする。 

変数の使用範囲を明確に。 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

括弧なしの条件文は事故につながるのでやめましょう。 

Point 5 



メソッド・関数の名前は何を表し、 

どんな結果が期待できるかそれを要約する。 

命名するときは、抽象的な名前は避けよう 

Twitter感覚で、その時思った事をコメントしてみよう。 

アノテーションコメントを使って、 

コメントに重みづけをしよう。 

Point 6 

Point 7 

Point 8 

Point 9 



ご静聴ありがとうございました！ 


