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An objection to Japanese translation of "Cyclomatic complexity"： 

Keizo TATSUMI 

1111．．．． はじめにはじめにはじめにはじめに    

ソフトウェアテストPress Vol.9の「続・ソフトウェアテスト・ヒストリー（日本

編）」で「日本語に訳すのは難しい!? － サイクロマチック複雑度 －」というコラム

を書きました。Thomas J. McCabeが提案した"Cyclomatic complexity"[1]の訳語とし

て「循環的複雑度」と書かれている記事を見かけますが、定義(プログラムの一次独立

経路の数)に対して「循環的」という訳は違和感があるので「サイクロマチック複雑度」

という用語を使いましょうという趣旨のコラムです。 

Cyclomatic complexityはグラフ理論における"Cyclomatic number"を複雑度の指

標に応用したものですが、"Cyclomatic"という単語は私が調べた限りでは英語の辞書

には出てきません。似た綴りの"Cycle"に「循環」という意味があるので「循環的複雑

度」と訳されたと思いますが、元のCyclomatic numberの意味や定義をよく調査され

なかったのではないでしょうか。 

また、ややこしいことにMcCabeが参考文献にあげたフランスの数学者Bergeのグ

ラフ理論の書籍[2]の和訳版[3]ではCyclomatic numberは「零度」と訳されています。

2年前のコラム執筆時、私の調査は「零度って何??」というところで途切れてしまい、

「零度」は意味不明だし「循環的」と訳すのは違和感があるので「サイクロマチック

複雑度」という用語で統一しようと提案したという次第です。 

最近、改めてCyclomatic numberという用語の由来や訳語に関して調べましたので

調査結果を報告します。 

2222．．．． Cyclomatic complexityCyclomatic complexityCyclomatic complexityCyclomatic complexityのののの概要概要概要概要    

調査結果の報告の前に、McCabeの論文[1]の説明に沿ってCyclomatic complexity

のおさらいをしておきます。 

(1) Cyclomatic numberの定義 

McCabeはプログラムの制御フローをグラフに見立てて、つぎのCyclomatic 

numberの定義と定理を適用しました。 

<定義> 

頂点(vertices)がn個, 辺(edges)がe個，連結コンポーネントがp個であるグ

ラフGのCyclomatic number V(G)をV(G)＝e－n＋p と定義する。 

<定理> 
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Gが強連結グラフであるとき、Cyclomatic numberは一次独立閉路の最大数

と等しい。 

ここで、用語の意味は以下のとおりです。 

・ 強連結グラフ(strongly connected graph) 

どの頂点からも他の任意の頂点に到達可能な有向グラフ 

・ 閉路(circuit、cycle、loop、closed path などと呼ばれる) 

始点と終点が同じ路(path)のこと。回路ともいう。 

・ 一次独立閉路(linearly independent circuits) 

選んだ閉路の一次結合ですべての路が表現できるような閉路の集合。線型独

立閉路ともいう。 

・ 一次結合(linear combination) 

いくつかのベクトルを何倍かしたものの足し合わせ。線型結合ともいう。 

(2) 制御フローへの適用 

プログラムの制御フローの場合、グラフ化し

てもそれだけでは強連結グラフにはなりませ

ん。McCabeは制御フローの出口から入り口を

仮想的につなぐ(図１の破線の矢印10)ことで強

連結グラフの定義を満足させて定理を適用し

ました。仮想的に1本の矢印を追加するので

Cyclomatic complexityはグラフ理論の

Cyclomatic numberの算出式(v＝e－n＋p)に

仮想的に追加した分を考慮した式(v＝e－n＋

2p)になっています(コンポーネント毎に+1す

るので2p)。 

図１では、頂点nが6個, 辺eが9本(破線矢印は含めない)，連結コンポーネン

トpが1個なので一次独立閉路の最大数は9－6＋2＝5となります。 

例えばグラフGの中の5つの独立閉路(independent circuits)として 

B1: (abefa), (beb), (abea), (acfa), (adcfa) 

を選択することができます。 

この集合B1はGの全ての閉路の集合の基底(basis)となるもので、Gの中の全て

のパスはB1の閉路の一次結合で表せます。例えば、パス (abeabebebef) は (abea)

＋2(beb)＋(abefa)と表せます。 

また、定理を使ってプログラムのパスに相当する基本の閉路の集合を選択するこ

とができます。つぎの集合B2 

B2: (abef), (abeabef), (abebef), (acf), (adcf) 

はプログラムパスの基底であり、B2の一次結合で全てのパスが生成できます。 
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図１. 制御フローグラフ[1] 
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例えば、 

(abea(be)3f) ＝ 2(abebef) － (abef) 

(a(be)2abef) ＝ (a(be)2f) ＋ (abeabef) － (abef) 

と表せます。 

(3) 複雑さの尺度への利用 

McCabeは、一次独立閉路の数V(G)をプログラムの複雑さとして測定し、プロ

グラムの規模をコントロールする方法として、ソースコード行数などの物理的なサ

イズを用いる代わりにV(G)の上限値を用いること、さらにテスト方法論の基礎と

してCyclomatic complexityを使うことを提案しました。 

3333．．．． Cyclomatic numberCyclomatic numberCyclomatic numberCyclomatic numberのののの歴史歴史歴史歴史のののの調査結果調査結果調査結果調査結果    

(1) グラフ理論とCyclomatic numberの歴史 

グラフ理論の研究の歴史はEuler(オイラー、1707-1783)の時代までさかのぼると

言われています[8]。Eulerが残した多くの業績のひとつに「オイラーの多面体定理

（オイラーの多面体公式）」と呼ばれる次の公式があります。 

<定理> 

穴の開いていない多面体、すなわち球面に位相同型な多面体については、頂

点(N)、辺(E)、面の数(F)について 

N－E＋F＝2  

が成り立つ。 (cf. http://ja.wikipedia.org/wiki/多面体 ) 

実は、この公式はCyclomatic numberの定義と同等のものであり、McCabeは

論文でCyclomatic complexityの簡単な数え方として、オイラーの公式を使って辺

で区切られた領域の数(r、オイラーの公式では面の数)を数える方法(r＝e－n＋2)を

示しています。 

Cyclomatic numberのコンセプト(『サイクロマチック数は線型独立な回路の最

大数と等しい』)そのものは、Kirchhoff(キルヒホッフ、1824-1887)がまとめた電気

回路における「キルヒホッフの法則」の中の第二法則(電圧則)が最初のようですが、

Cyclomatic numberという名称は使われていません。 

(2) Cyclomatic numberという名称はいつ誰が使いはじめたのか? 

最初に"Cyclomatic number"という用語を使ったのは、電磁気学を確立したイギ

リスのMaxwell(マクスウェル、1831-1879)のようです。1873年に出版された電磁

気論の書籍[4]に次の記述があります。 

Every new line completes a loop or closed path, or, as we shall call it, a 

Cycle.  (途中略)  The existence of cycles is called Cyclosis, and the 

number of cycles in a diagram is called its Cyclomatic number. 
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ただし、Maxwellはいきなり"Cyclomatic"という用語を考え出して使った訳では

ありません。Maxwellはグラフ理論のこの分野に関して研究を進めていたドイツの

数学者Johann Benedict Listing(リスティング、1808-1882)が使った用語を用いた

のだそうです。Listingの論文[5]には"cyklose"、"cyklomatischen"という用語(ドイ

ツ語です)が使われており、Maxwellはcykloseをcyclosis、cyklomatischenを

cyclomaticという英語にして使ったようです(Maxwellはこの論文のコメントを

Listingに送付していますので二人は交流があったようです)。 

なお、Listingはtopology(トポロジー(位相幾何学))という名称を初めて使ったこ

とで有名です。 

(3) 何故Cyclomatic numberは「零度」と訳されたのか?? 

Bergeの書籍の和訳版でCyclomatic numberが「零度」と訳されていることを

紹介しましたが、何故この訳語になったのかが謎でした。 

その後、いろいろ調べているうちに、cyclomatic numberは"nullity"とか"first 

Betti number"とも呼ばれるという記述をみつけました。グラフ理論の研究者の世

界では『同一の概念を表す用語が人によってまちまちであったり、また同一の用語

が人によって異なる概念を指していたりする』[8] ことがあるそうですが、これも

そういうケースの一つなのでしょう。 

nullityには無、nullには空(集合)という意味があるので、どうもこの"nullity"の

訳語が「零度」のようです。私は、日本のグラフ理論の研究者の間では「零度」が

一般的な用語になっていたのでCyclomatic numberの訳語を「零度」としたので

はないかと推測しています。 

なお、この"nullity"という用語はAT&T社のFoster[6]によると、マトロイド理

論を考案した米国の数学者Hassler Whitney(ホイットニー、1907-1989)がつけた

名称[7]だそうです。また、"Betti numbers"(ベッチ数)はフランスの数学者Henri 

Poincare(ポアンカレ)がイタリアの数学者Enrico Bettiにちなんで命名した名称だ

そうです。 

4444．．．． 「「「「循環的複雑度循環的複雑度循環的複雑度循環的複雑度」」」」というというというという訳語訳語訳語訳語はいつからはいつからはいつからはいつから????    

日本でCyclomaticの訳語として「循環的」が使われ始めた時期を調査するために、

McCabeの論文が発表された1976年以降の文献を調べてみました(入手、またはアク

セス可能な範囲で)。 

・ 1980年前後 

1979年の文献[12]で「McCabeの複雑度」、1979年の文献[13]で「cyclomatic

数」、1982年の文献[14]で「Cyclomatic Number」という用語になっていました。

いずれも書籍ではなく研究論文なので、無理に訳さなかったと思われます。 
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1982年に出版された書籍「ソフトウェア・エンジニアリング－現状と展望」[15] 

では「循環系数、循環系の複雑度、循環系の複雑さ」と訳されていました。 

・ ～1990年代前半 

1982年の[15] で「循環系」と訳されていますが、その後は1990年の書籍[16]、

1994年の書籍[17] [18] [19] では「サイクロマチック数」という用語が使われてい

ることから、「循環系」の訳は一般的にはなっておらず、まだ「循環的」という

訳語も使われていなかったと推測します。 

・ 1993年～ 

私が調査した中で、「循環的」という訳語が出てくる最初の書籍は1993年に

出版された「ソフトウェア開発の定量化手法」[20] で「循環的複雑さ、循環的な

複雑さ」と訳されています。この書籍の第三版(2010年)や同じ発行元/発売元の書

籍「ソフトウェア品質工学の尺度とモデル」[21]では「循環的複雑度」という訳語

が使われていますので、この発行元/発売元の書籍で「循環的」という訳が広まっ

たのではないでしょうか。 

「循環的複雑度」という用語が広まったことにより、2009年の文献[22]では「循

環数」という訳語も使われていました(他の分野で「循環数」は既にcircular 

numberの訳語として別の意味で使われているようなので誤解を生じる可能性が

あります)。 

5555．．．． まとめまとめまとめまとめ    

「循環」という言葉は辞書でひくと「ひとめぐりして、もとへ戻ることを繰り返す

こと。」という意味になっています。cyclomatic numberの定義やMcCabeの複雑度

の定義から考えて「循環的」と訳すのは、やはりニュアンスが違いますし、誤った観

念を与えかねないように思います。また、元になったグラフ理論の分野では「循環的」

という訳語は使われていませんので、日本のソフトウェア工学の分野でのみ異なった

(誤った?)訳語が使われているという指摘を受ける懸念もあります。 

みなさん、無理に訳さず「サイクロマチック複雑度」「サイクロマチック数」とい

う用語で統一しませんか。 
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