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1. 研究の背景 (1/2)

 情報システムが社会基盤となり、信頼性の高い
システムが求められている ⇒ 人手で対応中

 期待される機械的なサポート機能の例

① バグの例、脆弱なコードの例を探す

② バグに対する的確な対処を網羅的に適用する

③ オープンソースプログラムにまで立ち入った理解

④ ソースコードの診断を行う

⑤ 説明の少ない関数・メソッドの利用法を知る

⑥ 雑多な情報の中から、サンプルコードのみを探す

⑦ フレームワークの使い方の凡例を知る

1. 研究の背景(2/2)

ソースコードの類似検索手法

① テキストに基づく検索
―変数名の違いを除去できない

② トークンに基づく検索
―変数名の違いは除去できるが、局所的な検索の留まる

③ メトリックスの比較
―ソースの特質をメトリックスで表現することが前提

④ 構造に基づく検索
―比較処理が複雑

⑤ 学習モデルによる比較

―修正すべきソースコード群が共通する特徴を有する
ことが前提

本研究のアプローチ
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開発したツールの概要

• 構造抽出ツール ‐‐‐ C言語で実装

• 構造統計ツール ‐‐‐ VB言語で実装

• ベクトル空間検索ツール ‐‐‐ VB言語で実装

• 構造派生検索ツール ‐‐‐ VB言語で実装

• ソースコード閲覧ツール ‐‐‐既存のSW開発ツール
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Web APフレームワーク Struts 2

• 2007年にリリースされたWebフレームワーク

• MVCモデルに準拠している

制御文とメソッド名の構造の抽出結果
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情報検索

• 「文書」を特徴的な単語の並び（集合）で検索する

• 代表的な手法は「ベクトル空間モデル」でGoogle 
などで広く使われている。

例
電子情報通信学会 SWIM研究会
SWIM研究会 電子情報通信学会

は同じ検索結果になる。

本文書の検索としては好ましいが、ソース
プログラムの検索としては完璧ではない

①文書と検索条件を単語のベクトルとして表現する

ベクトル空間モデルの概要

②文書と検索条件の類似度を２
つのベクトルの Cos で計算する
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ソースプログラム検索への適用

• 制御文などをベクトルの要素に割り当てること
で、ベクトル空間検索モデルを適用する

• 課題

① 要素の値が異なっていても同じ方向のベクトルは
、類似度１．０になる

② ベクトルには、要素の順番を反映できない（単語
の発生個数だけが反映される）

例：
(0, 0, 0, 0,  7, 1, 3, 2, 0, 0) と

(0, 0, 0, 0, 14, 2, 6, 4, 0, 0) の類似度は 1.0

適用事例
addParameterメソッドを含むソースの検索

• addParameterメソッド： パラメータ名とその値

をパラメータリストに追加する機能を提供して
いる

• Struts 2が取り込んだオプションを解析するた
めに用いられるメソッド

• 多くの場合、 if 文に続いて addParameter メソ
ッドが呼ばれる

VSMによる類似検索の結果
• if文とaddParameterメソッドを同じ数だけ含むことを検
索条件として，類似検索を行った結果
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２．検索条件は、ステートメントのシーケンス

３．検索条件から派生する検索条件のすべて
に対して検索を実行する

これは検索条件から除く

与えられた検索条件

＊は任意の文字列
を示す

1. 検索対象は、プログラムを構成する制御文やメ
ソッド名の発生順序の集まり

本発明における類似度計算法

類似度＝
検索条件を満たす個数

検索条件を満たす個数 ＋派生検索条件を満たした個数

類似度に対する要求仕様

（１）最大が１．０ 最小が ０．０

（２）「検索条件を満たす個数」に比例した類似度
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類似度計算法
Input: set_of_structure M;
Input: sequence [S1→S2→...→Sn];
Output: Sim[M.length];
// Declare array Sim[].
float Sim[M.length];
// Compute Similarity for each method in M.
int Nume;
int Deno;
for ( int j=0; j <= M.length; j++ ) {
Nume= Count(getMethodStructure(j), [S1→S2→...→Sn], 0);
Deno= 0;
for ( int r=1; r < [S1→S2→...→Sn].length; r++ ){
Deno= Deno+
Count(getMethodStructure(j), [S1→S2→...→Sn], r);

}
Sim[j]= (float) Nume /( Nume + Deno );

}

構造派生検索モデルによる検索結果

8 ／ 8 + (1+3) =
8／12 = 0.667

DSMの精度

＝１８／１８

＝１００％

VSMの精度

＝１８／２４

＝７５％
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6. まとめ

まとめ

• ソースコードは文のシーケンスが意味を持
つことから、文のシーケンスをキーとする
検索モデルを提案した

• ソースプログラムの類似検索の応用

–類似したバグの発生個所を特定する

–ソフトウェアの受入れ検査

• 今後は、構造派生検索機能を充実させ、
有効性を検証する

ご清聴ありがとうございました


