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あらまし  近年，類似コード検索によるプログラム開発効率の向上が期待されている．そのためには，完全一致

するコードだけではなく，アルゴリズムが似ているコードも検索する必要がある．従来の類似コード検索手法は，

文字列比較やプログラム依存グラフの比較により，完全一致する部分コードを発見している．これらの研究はアル

ゴリズムレベルの類似性を判定しておらず，アルゴリズムの似たコードを検索することは難しい．本稿では，制御

フローグラフと高水準中間表現 HIR を用いることでソースコードを抽象化すると共に，データ依存情報も用いるこ

とで同一アルゴリズムを実装した複数のソースコードの同一性を判定するシステムを提案する．実験では，複数の

ソースコードの中から，同じアルゴリズムを実装したソースコードの検索に成功した． 
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Abstract  Recently similar codes search is anticipated to improve efficiency of program development. Therefore, there is 

need to search the codes which are not only the same in strings but also similar in the point of their algorithms. However, pre-

vious techniques with regarding to similar codes search extracts parts of strings or program dependence graphs which are same 

each other. This means these techniques don't analyze the similarity of an algorithm level. As a result, it is difficult to search 

the others' codes which are similar in their algorithms. In this paper, we propose a novel technique to retrieve similar source 

codes which are similar in algorithm level compared to user-input source code. Our proposing technique abstracts source codes 

and determines the identification of their algorithms by using control flow graph, HIR, and data dependencies. Then the tech-

nique retrieves similar codes by calculating similarity from user-input source codes based on HIR and data dependencies. As 

our evaluation, we generated source codes which have same algorithms, then checked whether our techniques can retrieve 

these codes when we set one of them as an input code. Our evaluation shows that our technique is able to extract similar source 

codes efficiently so that it is useful for similar course code search. 
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1. はじめに  

コンピュータが普及していくにつれ，システムやソ

フトウェアの開発現場では大量のソースコードが蓄積

されてきた．しかし，現場において蓄積されたコード

を再利用する機会は少なく，ほとんどのコードが眠っ

た状態になっている．開発の効率を上げるための方法

として，既に存在するプログラム群の中から，よく使

われているソースコードを抽出し，ライブラリ化する

手法が挙げられる．また，作成したソースコードと似

たソースコードを抽出することによって，リファクタ



 

 

リングの判断材料とすることも可能である．このよう

な理由から，類似するソースコードを抽出するニーズ

は高い．このような背景のもと，本研究は，入力され

たソースコードと類似したプログラムを返す検索シス

テムを構築することを目的とする．  

現在までにも，類似コードを発見する研究は行われ

て い る ． 例 と し て ， コ ー ド ク ロ ー ン 発 見 手 法

[1][2][3][4][5]やプログラム依存グラフ（PDG）を用い

た手法 [6][7]が挙げられる．しかし，これらの手法は，

完全一致する部分コードの発見を目的としており，

ソースコード全体の類似性については解析を行ってい

ない．また，同じアルゴリズムを実装していたとして

も，コードの記述法が異なる場合には類似部分コード

として検出することができない．  

これに対し本研究では，ソースコード全体の類似性

に焦点を当て，文字列の同じソースコードだけでなく，

アルゴリズムの似たソースコードも検索することを目

的とする．制御フローグラフと高水準中間表現（HIR 

：High level Intermediate Representation） [8]，及び，

データ依存の情報を利用して類似度解析を行う．制御

フローグラフの情報からソースコードのプログラム構

造を抽象化し，HIR を利用することで記述法の違いを

吸収することができる．制御依存を含む PDG を用いる

方が，より多くのプログラム構造に関する情報を得る

ことができるが，解析のアルゴリズムが複雑になり計

算量も多くなる．本研究では，制御フローグラフのみ

で類似度解析を試みることにした．また本研究では，

上記の処理に加えてデータ依存の情報を解析すること

で，ある変数に加えられた処理を求める．変数の具体

的な値はプログラムを実行するまで定まらないため，

本研究では変数に加えられた処理に焦点を当てる．こ

れらの処理を演算式の形で表現することで，プログラ

ムの類似判定を行いやすくした．  

作成した類似コード検索システムは，ユーザの書い

たソースコードを入力とし，システム内にあるソース

コードの中から入力したコードに類似しているものを

探すものである．同時に類似したソースコードとの類

似度を表示する．この類似度は，プログラム構造の点

から見た類似度と，変数への処理の点から見た類似度

によって算出する．システムの評価は，同じアルゴリ

ズムを実装したソースコードを複数用意し，一つを入

力とした際に，残りのソースコードが検索できるかを

確かめる．また，提案手法の各段階において，ソース

コードに対する処理による類似度計算への影響を，実

験により確認する．  

本論文の構成は以下の通りである．まず，２節で関

連研究をまとめる．３節で提案手法について述べた後，

４節で評価を行い，５節でまとめを述べる．  

2. 関連研究  

2.1.  概要  

大規模なソフトウェアを開発する際には，以前に書

いたソースコードをコピーして使う機会が多くある．

コピーを用いることは開発の効率を上げる一方で，ソ

フトウェア保守を複雑にする問題がある．コピー先の

コードがオリジナルと同一であれば，文字列検索を行

うことでそれらのコードを発見することができるが，

実際にはプログラムの目的に合わせてコードが変更さ

れている場合が多く，文字列比較だけではコピー先を

検出できない可能性が高い．これらの修正されたコー

ドクローンを発見するために，文字列比較を基本とし

ながらも，変数名の違いを吸収する工夫を加えた手法

が開発された [1][3]．一方で，文字列が完全一致した行

だけをプロットしたグラフにより，ソースコードのど

こにコードクローンがあるかを視覚的に示す手法もあ

る [2]．また，文字列比較ではなく，関数全体を比較す

る手法 [5]や，プログラム依存グラフ（PDG: Program 

Data Dependence）を用いた手法 [6][7]なども提案され

ている．PDG とは，制御フローグラフに制御依存と

データ依存の関係を加えたグラフで，保持する情報の

粒度が細かいため，PDG からソースコードを完全に復

元することができる．制御依存やデータ依存の情報を

用いることで，ソースコードの文字列を比較するだけ

では抽出できなかったコードクローンを発見している． 

2.2.  問題点  

前節では，コードクローンを含む類似コード発見の

関連手法を紹介した．文字列比較によりコードクロー

ンを発見する手法から，PDG を用いる手法まで，異な

る方法を用いて研究が進められている．しかし関連研

究の手法は，コピーされたコードを探すことを目的と

しているため，アルゴリズムの似たソースコードを探

す用途としては利用することが難しい．プログラム依

存グラフを用いた手法では，制御構造やアルゴリズム

に踏み込んだ解析を行っているが，類似性の判定に同

一な部分グラフを抽出する手法を用いており，ソース

コード全体の類似性を解析することを目的にはしてい

ない．類似したアルゴリズムを実装したソースコード

を検索するためには，ソースコード全体の類似度を解

析する必要が出てくる．  

3. 提案手法  

3.1.  概要  

ソースコードのライブラリ化やリファクタリング

などの開発効率を上げる過程で，同じアルゴリズムを

実装したソースコードを抽出する技術が期待されてい

る．しかし 2.2 節で述べたように，類似コード発見の

既存手法はコピーしたコードを発見することを目的と



 

 

しており，コードの書き方が大きく異なるソースコー

ドは検出されない．しかし，コードの書き方が異なっ

ていても，同じアルゴリズムを実装しているソース

コードであれば再利用することが可能である．提案手

法では“類似”の定義を既存研究よりも緩やかにし，

ソースコード上にコードクローンの箇所だけを示す既

存研究とは異なり，ソースコードの候補と共に類似性

を値で示すことで，ユーザが再利用可能なコードを判

定することを補助する．  

3.2.  本研究で検索対象とする類似コードの定義  

本研究ではまず，同じアルゴリズムを実装したソー

スコードの中で，ソースコードから生成した制御フ

ローグラフが似ているソースコードを，類似コードと

して扱う．制御フローグラフは，条件分岐など制御構

造の情報で成り立っており，同じアルゴリズムを実装

したプログラムの多くは，その制御構造が似たものと

なる．したがって，文字列や構造文が異なっても制御

フローグラフが同じであれば，それらのソースコード

は類似であるといえる．同じアルゴリズムを異なる制

御構造を用いて実装することも可能ではあるが，本研

究ではそれらのソースコードを類似コード検索の対象

からは外すものとする．  

またソースコードの類似性は，制御構造の類似性だ

けではなく，命令文の類似性の点からも比較を行う．

同じ制御フローを持つプログラムでも，制御構造の中

で実行される命令が全く異なるとするならば，同じア

ルゴリズムを実装していないことは明らかである．本

研究の検索対象となる類似コードは，制御フローグラ

フが似ており，制御構造の内部で実行される命令が似

ているソースコードであるとする．  

3.3.  ソースコードの抽象化  

同じ言語で同じアルゴリズムを実装したとしても，

作成されるソースコードが同一のものになる可能性は

低い．文字列への前処理を行うことで，空白や改行の

位置などのプログラムに影響を与えない違いは吸収で

きるが，制御文の違いなどを取り除くことはできない．

本研究では，これらの制御文の違いを吸収するために，

制御フローグラフを用いて解析を行う．コンパイラの

共通インフラストラクチャである COINS[8]を利用し，

プログラムから制御フローの情報を抽出する．  

COINS はまた，入力されたソースコードに対応する

HIR とデータ依存の情報を生成する．この HIR から

ソースコードを復元することで，空白や改行の違いを

簡単に吸収することができる．HIR は命令ごとに生成

されるため，１つの文に複数の命令が含まれている場

合でも，容易に情報を分割することができる．インク

リメントなどの単項演算も HIR では二項演算に置き換

えられており，これらを用いることで演算処理の表記

法の違いも取り除くことが可能である．  

図 1 は実験のために作成した，標準ライブラリ関数

strlen と同様の処理を行う my_strlen 関数のソースコー

ドである．COINS の解析により，このソースコードか

ら取得した制御フロー情報をグラフで表現した，制御

フローグラフを図 2 に示す．図 3 は my_strlen の基本

ブロック B2 に対応する HIR である．  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 my_strlen のソースコード  

 

図 2 my_strlen の制御フローグラフ  

 

図 3 my_strlen の HIR（B2 のみを抜粋）  

3.4.  制御構造の解析  

２つのソースコードが同じアルゴリズムを実装し

ているかを調べるため，3.3 節で示した制御フローグ

ラフと HIR を基にして制御構造の解析を行う．解析結

1. (block    22 void 

2.   (assign   23 int  
3.     <var      24 int _var1> 
4.     (conv     25 int  
5.       (contents 26 char  
6.         <var      27 <PTR char> str>)))  
7.   (assign   28 <PTR char> 
8.     <var      29 <PTR char> str> 
9.     (add      30 <PTR char> 

10.       <var      31 <PTR char> str> 
11.       (mult     32 offset  
12.         <const    33 offset 1> 
13.         (conv     34 offset  
14.           <const    35 int 1>))))  
15.   (if       36 void 
16.     (cmpNe    37 bool  
17.       <var      38 int _var1> 
18.       <const    39 int 0>)  

1 int my_strlen (char *str) {  

2   int a=0; 

3   while ( *str++ != 0 ) {  

4     a++; 

5   } 

6   return a;  
7 } 



 

 

果は図 4 のような構造に保存する．ここで用いる構造

は，Node クラスと Condition クラス，命令群を格納す

る List で構成される．Node クラスは基本ブロックご

とに生成し，while と for 文の場合には“ loop”，if 文の

場合には“ if”，それ以外の場合には“”を Label とし

て張る．Label が“”の Node インスタンスは条件分岐

がない基本ブロックを示し，実行される命令の集合を

StatementList として与える．また，Label が“ loop”と

“ if”の Node は Condition クラスにリンクを張り，条

件式を Condition Clause に格納する．更に条件式が True，

もしくは False の際に実行される Node のリストを

childNodeList に格納する．while 文や if 文の中で入れ

子になっている構造文については，Node クラスのイン

スタンスを同様に生成し，親の childNodeList からリン

クを張ることにする．  

次に，HIR から命令を復元する．制御フローグラフ

のノードには HIR に対応するプログラムポイントが与

えられている．目的の HIR から命令を復元し，図 4 の

Node クラスにある StatementList に命令を追加してい

く．さらに，while 文の条件式に含まれる演算命令も，

Node クラスの StatementList に追加するものとした．

図 2 の基本ブロック B2 にあるように，while 文の条件

式に含まれる演算命令は，条件分岐を行うための比較

命令よりも前に実行される．ソースコードを復元する

際，この動作を忠実に再現するためには，while 文が

始まる直前と while 文中の２個所に，条件式に含まれ

る演算命令を記述しなければならない．しかし，本研

究ではソースコードの類似性に着目をしており，while

文中のみに演算命令を記述しても，類似度解析の精度

には大きな影響を与えないと考えた．  

 

図 4 my_strlen の制御構造  

3.5.  データ依存の解析  

２つのソースコードの類似度を求めるためには，制

御構造の比較だけでなく，代入を含む演算命令も比較

する必要がある．変数に格納されている値は外部から

の入力に依存するため，具体的に求めることはできな

いが，外部入力による値を固定値として扱うことで，

２つの演算命令が同等の処理を行うかを判断すること

は可能である．しかし，条件分岐などが複雑に行われ

ている場合には，変数に加えられた処理を一意に求め

ることはできない．そこで本研究では，変数に加えら

れた処理の解析を以下の点について行う．図 5 は，

my_strlen の制御構造の解析結果に対し，以下の処理を

行った結果を示したものである．  

(1) 戻り値への処理  

２つの関数が同じアルゴリズムを実装していると

いうことは，戻り値を得るまでに関数内で行われた処

理が等しいということを指す．戻り値に変数が使用さ

れている場合には，その変数に対して加えられた処理

の集合が等しいという条件も必要である．本研究では

以下の解析を，戻り値に含まれる変数について行う． 

(1.1)  ループ内でのインクリメント演算  

ループ内でのインクリメントやデクリメントによ

り，変数の値を増減させる処理が多くみられる．プロ

グラムの実行前にループが何度回ったかを求めること

は難しいため，回数を“#n”と便宜的に置換する．  

(1.2)  戻り値の整式化  

戻り値を構成する変数をデータ依存解析から得ら

れる文字列で置換すると，同じ変数名が幾度も出てく

る可能性がある．数式として消去できる項の集合を，

戻り値の文字列から削除する．  

(2) 制御依存による制約がない変数の処理  

基本ブロックに制御依存があったとしても，依存し

ている制御構造の外で変数が宣言されている場合には，

変数の具体的な値を求めることができる．制御依存に

よる制約がない変数に関しては，変数を加えられた処

理で置換する．  

(3) ポインタの複製，COINS により生成された一時変

数に対する処理  

ポインタの開始位置を保存するために，新しいポイ

ンタ変数にコピーを作っておく場合がある．また，制

御文の条件式に演算処理が含まれている場合や，条件

演算子を用いた比較の際には，変数の値を保存してお

く一時変数が用いられる場合がある．プログラムの実

行の点では必須な命令であるが，本研究では類似度解

析の精度を上げるため，一時変数名を元の変数名で再

置換する処理を行う．  

 

図 5 データ依存を解析した my_strlen の制御構造  

3.6.  類似度の計算  

3.6.1. 概要  

類似度の計算は，図 5 のような構造に格納された制



 

 

御構造の情報を用いて行う．類似度計算は図 6 のよう

に，４段階に分けることができる．細線の矢印は，下

位階層の計算結果を用いて，上位階層の類似度を求め

ることを示す．また点線の矢印は，制御構造の類似度

を計算する際，制御構造の条件式についても類似度を

計算することを示している．太線の矢印は，ソースコー

ド全体の類似度が，制御構造と条件式，基本ブロック

の類似度から計算されることを示す．次項より，階層

ごとの類似度計算を下位階層から述べる．  

 

図 6 類似度計算の概要図  

3.6.2. 命令の類似度  

類似度計算において，最も粒度の小さい段階が命令

の類似度を求める処理である．命令は大きく代入と演

算に分けることができる．  

代入命令の類似度は，左辺と右辺でそれぞれ文字列

比較を行い，一致する場合には 10 を一致しない場合に

は 0 をポイントとして与え，命令の類似度はポイント

の合計／２とする．  

演算命令は，COINS の解析により全て二項演算に変

換されていることを利用する．右辺は演算子でマッチ

ングを取った後，一致する演算子の後ろにある変数や

定数を文字列で比較する．この時のマッチングでは，

演算子の順序を入れ替えることが可能である．代入命

令と同様，文字列が一致する場合には演算子ごとにポ

イントを 10 与え，命令の類似度はポイントの合計／演

算子数で与える．図 7 は，命令の類似度を計算する過

程を表したものである．各項でマッチングを取り類似

度計算を行った際の最適解を示している．  

 

図 7 命令の類似度  

 

3.6.3. 基本ブロックの類似度  

基本ブロックには幾つかの命令が含まれるが，基本

ブロック内においては順番を変えることが可能である．

従って，最適なペアを見つけるため，重複のないよう

命令対のパターンを網羅的に作成する．それぞれのパ

ターンにおいて，命令対の類似度を求めて合計ポイン

トを算出する．この合計ポイントの値が一番大きいパ

ターンが，命令対を最適に選んだものであり，合計ポ

イントに 10 を掛けた値を基本ブロックの類似度とす

る．図 8 では命令文が完全一致しているので，命令の

類似度は全て 10 として計算を行っている．一致する命

令文が 2 つあるので，基本ブロックの類似度は 200 と

なる．  

 

図 8 基本ブロックの類似度  

3.6.4. 制御構造の類似  

制御構造の種類を示すために，Node クラスに Label

が張られていることは 3.4 節で述べた．制御構造の類

似度計算は，Label のマッチングを取った後，Label が

一致する基本ブロックの類似度を計算する． 3.6.2，

3.6.3 節と異なり，マッチングの際には制御構造の実行

する順番を入れ替えることはできない．  

制御構造のマッチングの中で基本ブロックの類似

度が一番大きくなるマッチングを用い，制御構造の類

似度を定める．制御構造の類似度は，Label により異

なる．Label が“”と“ loop”の場合には制御構造の類

似度を 100 とし，Label が“ if”の場合には制御構造の

類似度を 200 とする． if 文による条件分岐では，条件

式の真偽により基本ブロックが２つ生成されるため，

制御構造の類似度も Label が“”の場合の２倍とした．

Label が“ loop”と“ if”の場合には，さらに条件式の

類似度計算も行う．while 文や if 文の中に更に条件分

岐がある場合には，上記の処理を再帰的に行い，制御

構造と条件式，基本ブロックの類似度を加算していく． 

図 9 は，制御構造の階層における，条件文の類似度

計算を示したものである．  



 

 

 

図 9 制御構造の階層における，類似度計算の箇所  

3.6.5. ソースコード全体の類似度  

ソースコード全体の類似度は，制御構造と条件式，

基本ブロックの類似度から算出する．3.6.4 節で述べた

通り，Label が一致する制御構造の中で，基本ブロッ

クの類似度が一番高くなるマッチングを採用する．  

ソースコード全体の類似度を求める前に，各類似度

を補正しておく．制御構造の最終的な類似度は，制御

構造の類似度の合計を制御構造の数で割った値とする．

同様に，条件式の類似度は，条件式の類似度の合計を

条件式数で割った値，基本ブロックの類似度は，基本

ブロックの類似度の合計を命令文の数で割った値とす

る．２つのソースコードにおいて，各階層における比

較が完全に一致する場合には，全ての類似度が 100 と

なる．ソースコード全体の類似度は，３種類の類似度

の平均とする．  

3.6.6. 制御構造の入れ子  

ソースコードによっては，片一方の制御構造だけが

他の制御構造に入れ子していることが考えられる．入

れ子を考えない段階での類似度が，一定の値よりも低

かった場合には，片一方の制御構造だけ入れ子の中身

を用いて比較を行う．入れ子を考慮しなかった時より

も類似度が高く計算される場合には，その値を制御構

造の類似度とする．図 10 は，str の長さが 0 の時，個

別に return を返すソースコードである．この関数は図

1 で実装している関数と内容は同じであるが，入れ子

を考慮しないと類似度は 0になってしまう．図 1 のソー

スコード全体と，図 10 の if 文 true 時の入れ子を比較

することで，適切な類似度計算を行うことができる．  

 

図 10 入れ子になっている my_strlen2 のコード  

3.6.7. 変数名の違いの吸収  

提案手法の類似度計算では，最も粒度の小さい命令

の類似度を求める際，変数名の文字列比較を行ってい

る．データ依存解析により，一時変数やポインタなど

は変数名の違いが吸収されているが，全ての変数につ

いて変数名の違いが吸収されているわけではない．同

じアルゴリズムを実装したソースコードであったとし

ても，用いている変数名が異なれば，命令の類似度を

計算する際に類似度が低く求まってしまう．  

この問題を解決するために，本手法ではソースコー

ドごとに用いられている変数の名前を抽出し，２つの

ソースコード間で変数名の対を網羅的に作成した．類

似度計算を行う前に，片一方のソースコードで用いら

れている変数を，対になっている変数名に置きかえ，

類似度計算を行う．全ての変数名の対において類似度

計算を行い，１番類似度の高い変数名の対を採用する

ことにした．  

4. 実験・評価  

4.1.  システムの概要  

3 節で提案した手法によって，類似コード検索シス

テムを作成した．提案システムの目的は，入力された

ソースコードと類似のソースコードを検索し，それら

と入力されたソースコードの類似度を計算することで

ある．入力とするソースコードは，現在のところ以下

の制約を守る必要がある．  

・C 言語で記述されていること  

・外部関数の呼び出しが行われていないこと  

COINS が C 言語や Fortran など一部のプログラミン

グ言語にしか対応していないため [8]，作成したシステ

ムも C 言語にのみ対応するようにした．外部関数が利

用できない制約は，HIR から命令を復元する処理が実

装できていないことに起因する．今後，外部関数や構

造体などを用いたソースコードも解析ができるよう，

HIR からの復元処理を改良していく予定である．  

4.2.  システムの性能と評価  

同じアルゴリズムを実装した複数のソースコード

を用い，システムの性能評価を行なった．一つのソー

スコードを入力とし，残りのソースコードが検索され

るかを確かめた．ソースコードはアルゴリズムの本を

元に作成したコードである [10][11][12]．  

システムにより出力された結果を表 1 に示す．2 番

目の列が 1 番目に似ているソースコードが実装してい

る関数名とその類似度を示しており，3 番目の列が 2

番目に似ているソースコードが実装している関数名と

その類似度を示している．すべての関数で，同じアル

ゴリズムを実装したソースコードが 1 位になっている．

文字列照合の関数のみ，2 位に別のアルゴリズムを実

1 my_strlen2 (*str) { 

2   if ( *str != 0 ) { 

3     *eos = str; 

4     loop ( *eos != 0 ) { eos = eos++; }  

5     return ¥n - 1; 

6   } else { return 0; }} 



 

 

装したソースコードが検索されているが，文字列照合

が他のアルゴリズムに比べて，複雑なアルゴリズムで

あるからだと考えられる．本研究による類似度計算は，

命令文が同じ文字列である場合に類似度を上げるアル

ゴリズムになっており，アルゴリズムが複雑になる程，

全体の類似度が下がってしまう傾向がある．今後，大

規模なソースコード群を対象に，適切な類似度のラン

キングが計算できるよう，改良を加えていきたい．  

表 1 システムの実験結果  

入力コード  
1 位のコード  

：類似度  

2 位のコード  

：類似度  

選択ソート 1 選択ソート 2 :85 選択ソート 3 :71 

挿入ソート 1 挿入ソート 3 :91 挿入ソート 2 :71 

シェルソート 1 シェルソート 3 :90  シェルソート 2 :72  

バブルソート 1 バブルソート 2 :62  バブルソート 2 :52  

８王妃の問題 1 ８王妃の問題 2 :52  ８王妃の問題 3 :41  

文字列照合 1 文字列照合 3 :33 選択ソート 1 :31 

4.3.  制御構造の解析に対する評価  

4.3，4.4 節では，提案手法の各段階において，ソー

スコードに対する処理により，どの程度類似度計算に

影響が出るかを確かめた．被検索コードには Visual  

Studio[9]のライブラリ関数のうち，string ヘッダファイ

ルに含まれるコードを用いた．  

4.3.1. while 文の条件式に含まれる演算命令の移動  

3.4 節で述べたように，while 文の条件式に含まれる

演算命令を個別に比較すると，全体の類似度計算の計

算量が増加してしまう．条件式に含まれる演算命令を

個別に行うプロセスを作成した場合と，これらの演算

命令を while 文の中に移動させることで他の演算命令

と同様の類似度計算を行った場合について，類似度が

どの程度異なるのかを実験により確かめた．入力は，

図 1 に示した my_strlen のソースコードである．図 11

は，左のグラフが条件式内の演算命令の比較を個別に

行った場合，右のグラフが while 文の中に演算命令を

移動させた場合の類似度を示している．右のグラフの

方が strlen の類似度は高く算出されているが，２位以

下の関数の類似度も上がってしまっており，相対的な

類似度の違いは表れていない．類似度計算の計算量が

減る利点もあるため，作成したシステムでは while 文

の中に移動させる手法を適用した．  

4.3.2. 制御構造の入れ子に対する処理  

3.6.6 節で述べた，制御構造の入れ子に対する処理に

ついて評価を行った．図 12 は，my_strlen を入れ子構

造に書き直したソースコードを入力とし， if 文の入れ

子構造について処理を行った場合の類似度計算の結果

である．入れ子構造について処理を行わない場合には，

同じアルゴリズムを実装している strlen 関数の類似度

が 0 となるのに対し，処理を行うと strlen 関数の類似

度が高く計算されていることが分かる．実験では，入

れ子構造になっている if 文を展開する類似度の敷居値

を 50 とした．  

 

図 11 while 文の条件式に含まれる演算命令の移動によ

る影響  

 

図 12 制御構造の入れ子に対する処理による影響  

4.4.  ソースコードの抽象化に対する評価  

4.4.1. データ依存の解析に対する評価  

3.5 節で述べた手法を用いることで，類似度計算の

結果がどのように変化するかを評価した．図 13 に，  

my_strlen を入力とし，提案手法から一時変数の解析，

ポインタの解析，戻り値の解析をそれぞれ行わなかっ

た場合の結果を示す．ただし，データ依存解析による

影響を正確に調べるため，変数名の違いの吸収は行っ

ていない．一番右のグラフは，全てのデータ依存解析

を行わずに類似コードを検索した結果である．同様の

処理を行う strlen 関数の類似度が下がるだけではなく，

他の関数の類似度が上がってしまうため，上位の関数

では類似度の差がなくなってしまうことが分かった．  

4.4.2. 変数名の違いの吸収  

3.6.7 節で述べた，変数名の違いを吸収する処理につ

いて評価を行った．入力に用いたソースコードは，図

1 の strlen 関数のソースコードにある変数の名前を，

異なる文字列に変更したコードを用いた．図 14 は，変

数名の違いを吸収した場合と吸収しなかった場合，変

数名の違いを吸収した上でデータ依存解析を行わな

かった場合の類似度である．変数名の違いを吸収した

場合には，同様のアルゴリズムを実装している strlen

関数だけ類似度が上がっており，この処理が有効であ

ることを示している．  



 

 

一番右のグラフは，変数名の違いを吸収すると，デー

タ依存解析処理の影響が小さくなってしまうことを表

している．4.4.1 節の実験において，データ依存解析を

行わないと，上位の類似度に差がなくなってしまうこ

とを述べた．しかし，変数名の違いを吸収するだけで，

ソースコードの文字列比較による類似度が上がってし

まうため，一番右のグラフのように２位以下との類似

度に差がついてしまうと考えられる．今回実験に用い

た strlen 関数はソースコード長が短く，一時変数やポ

インタが多く使われていない．複雑な制御構造やデー

タ依存を持つソースコードを入力とした場合には，変

数名の違いを吸収したとしても，データ依存解析の影

響が大きく出ると考えられる．  

 

図 13 データ依存の解析による影響  

 

図 14 変数名の違いを吸収する影響  

5. おわりに  

本論文では，プログラムコードの抽象化を利用した

類似コード検索の手法を提案した．コンパイラ技術な

どを用い，文字列だけでなく制御構造の抽象化を行っ

た．その後，制御構造とデータ依存の解析を行い，解

析結果から類似度を算出する．この類似度を用いるこ

とで，規模の小さいソースコード集合の中から，アル

ゴリズムが似ているコードを検出することが可能であ

る．活用法としては，過去のコードに全て目を通すこ

となく，目的に合わせ作成したソースコードを入力と

することで，そのプログラムに似た効率の良いソース

コードを探し出す用途が考えられる．  

本研究はプログラム依存グラフを用いているが，制

御依存の情報は制御構造の解析に用いられているだけ

で，制御依存グラフの状態では活用されていない．今

後はグラフマイニングの技術も取り入れ，類似度検索

の精度が更に上がるような手法を考えたい．  

作成した類似コード検出システムでは，C 言語にし

か対応していない点や外部関数の呼び出しができない

点など，制約が多くなっている．検索の自由度を上げ

るために， HIR から命令を復元する処理を改良すると

ともに，類似度計算の精度を上げていきたい．また実

験についても，大規模なソースコード群を検索の対象

とすることで，検索システムによるソースコードの類

似度ランキングが適当であるか，評価を行いたい．評

価方法は最終的な類似度の値で判断するだけではなく，

全体の処理を 3.3～3.5 節の抽象化と 3.6 節の類似度計

算に分け，それぞれの精度についても考察したい．  

加えて，本研究のシステムはソースコード全体を入

力する必要がある．目的のアルゴリズムを実装した

ソースコードがあるか否かを検索するためには，まず

実装したソースコードを作成しなければならない．開

発の際には，ソースコードを作成する前に検索をでき

ることが理想であり，インタラクティブな類似コード

の検索が今後の課題である．  
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