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概要
ソースコードのバグを、「不自然な言語」として捉える。

言語中の不自然さを計算し、バグ検知の補助として
利用することができる。
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背景
naturalnessとは

•自然言語における「言語らしさ」
• “th”の次には

• ”e”が続くことが多い ex)	”the”	,	“they”	,	“there”
• ”z”が続くことは殆どない

• これをソースコードに適用
• A.	Hindle,	E.	Barr,	M.	Gabel,	Z.	Su,	and	P.	Devanbu.	On	
the	naturalness	of	software.	In	ICSE,	pages	837–847,	
2012.	

• ソースコードでも”naturalness”が保たれるなら、バ
グのあるコードは”unnatural”なのでは？

11ｰ1



提案手法
Naturalness	Bug	Finder

• ソースコード各行のunnaturalさをトークン単位で比較
• 計算手法：$gram+wType

• n-gramをカスタマイズ
• キャッシュリストを追加
• 行をタイプ分けする
• タイプ毎にunnaturalさの偏差値を計算
• タイプ毎に偏差値の与え方に重み付け
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タイプ：
どんな文（の要素）か
ex	)	for文、catch節



貢献

• バグのある行の方がない行や修正済み行より”unnatural”
ということを発見
• 関連するコード量が多いと行のnaturalnessの変化が薄まる
• 修正に時間がかかるとnaturalnessの変化が小さい

• 既存の統計ベースのバグ検出手法と同等のバグ検知能力

• 既存の手法と提案手法を組み合わせるとよりcost-effective
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FindBugs ,	PMD



所感

• 最近提案された手法をもとにしているので拡張性が高そう
• 著者も今後既存手法へのapplyを考えているとのこと

• かなり丁寧に評価を行っている
• 実用に即した形で、多面的
• これでICSEに通った？

• 統計用語には馴染みがなく評価検定の部分が難しかった
• 手法の説明の半分が検定の説明だったり
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Code	Anomalies	Flock	Together	

Willian	Oizumi,	Alessandro	Garcia,	Leonardo	da	
Silva	Sousa,	Bruno	Cafeo,	and	Yixue	Zhao	
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Exploring	Code	Anomaly	AgglomeraLons	
for	LocaLng	Design	Problems	

紹介者：加藤寛明	
（東工大 権藤研）	

•  design	problemの発見に役立つ
code	anomalyは相互関係のかた
まりをつくる	

•  変更履歴を使ったdesign	
problemの特定は役に立たない	

こんなことが
わかった！	



概要	

•  背景	
– code	anomalies(smells)とdesign	problemsの関係

はあまり調査されず	

•  目的	
– anomaly	agglomeraLonsはどの程度design	
problemsを見つけるのに役立つか解析	

•  アプローチ	
– 異なるサイズ，ドメインの7つのシステムの
agglomeraLonsとdesign	problemsとの関連を解析	
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RQ1:	syntacLc	anomaly	agglomeraLonsは
十分な指標か？	

•  syntacLc	agglomeraLons:	メソッドコール，継承など	
•  semanLc	agglomeraLons:	同じ関心	
•  結果	

–  約50%のsyntacLc	agglomeraLonsはdesign	problemsと関連	
–  約4000あるnon-agglomerated	code	anomaliesは重要でない	

•  5418のcode	anomalies・2224のagglomeraLons	

–  syntacLc	agglomeraLonsは十分ではない	
–  平均して80%のsemanLc	agglomeraLonsはdesign	problems

と関連	
–  syntacLcとsemanLcは相補的	
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RQ2:	初期バージョンにanomaly	agglomeraLons
として現れるdesign	problemsの割合は？	

•  congenital(生まれつき)とevoluLonaryな問題
を比較	

•  結果	
– 変更履歴をつかったdesign	problemsの特定は役

に立たない	
•  design	problemsの約65〜75%は初期のバージョンの
agglomeraLonsと関連	
•  後になって見つけても依存により取り除けない	
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所感	

•  recallが極端に小さいものがあった	
– ある種のソフトウェアではdesign	problemsが 	
code	anomaliesとして現れにくい？	

•  直感的に正しいことが実験的にある程度正し
いことが示されているのがいい	

•  RQ2関連の分析がRQ1よりすくない	
– 表とかがなかった	
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USING(BIO)METRICS 
TO PREDICT 

CODE QUALITY ONLINE 
著者 : Sebastian C. Müller, Thomas Fritz  
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紹介者 
東京工業大学 
権藤研究室 
笹田 研悟 

Code Quality Concernsの検出に 
生体データをメトリクスとして利用 
評価実験でポテンシャルを示した 

要約 

http://www.slideshare.net/s-mueller/using-biometrics-to-predict-code-quality-online slideshare:	



Code Quality Concerns(QC) 
• 品質的な問題を抱えるコード要素(クラス,メソッド) 
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•  バグ 
•  不適切なコメント 
•  不十分な例外処理  
•  etc... 

QCの早期検出・修正 à 開発コスト削減に繋がる 



目的と貢献 
• 既存のQC自動検出の研究では... 
　作業後しか収集出来ないメトリクス 
　開発者の能力などの差異を未考慮 

 
 

• 目的 
•  コミット前の作業中にQCを検出して修正したい 
•  メトリクスとして生体データを利用できるか調べる 
 

• 主要な貢献 
•  QCの検出に関する生体データのポテンシャルを示すデータを提供 
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心拍数変化 

皮膚温度 
etc... 

実験で利用した生体データリスト: http://www.ifi.uzh.ch/seal/people/mueller/PredictCodeQualityWithBiometrics 

比較するメトリクスの一部 
•  Code Metrics 
•  Change Metrics 
•  Interaction Metrics 



Research Question : 主にRQ2,RQ3の紹介 

生体データの利用は 
RQ1:開発者が難しいと感じたコード箇所を特定できるか? 

RQ2:QCを特定できるか? 
RQ3:他メトリクスとの性能の差はどうか? 
RQ4:個人差異による影響はどのくらいか? 

 

• 評価実験 
•  企業の開発者15人(第1実験10人,第2実験5人) 
•  生体センサーをつけてプロジェクトに取り組む 

•  機械学習(leave-one-out CV)によってメトリクスごとにQCを含む
コード要素の検出率を計算 
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コンセプト 
難しいタスク à エラー率(QC)が高い[1] 

[1]P. Ayres. Systematic mathematical errors and cognitive load. In Contemporary Educational Psychology, 2001.  



評価方法: QC検出のみ抜粋 

•  コミット毎に直前のタスクで変更したコード要素に関してデータ収集 
•  コードの作業中に計測した生体データなどのメトリクス 
•  コードレビューで検出したコード要素に含まれるQC 

•  データの一つをテストデータとして予測を行うことを繰り返してQCを含
むコード要素の検出率を比較 
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プロジェクト 
タスク 

変更タスクX 

Commit 

変更したコード要素に関する 

計測した各メトリクス 

検出した QC 

変更タスクY 

Commit 

変更タスクZ 

Commit 

訓練データ 
残りのデータ 

テストデータ 

QCの予測 

入力 

出力 



結果 
• 開発者ごとにそれぞれ予測をした結果、 
• QCを含むコード要素の検出率 
検証したメトリクスの中でRecallは 

 生体データが一番高い 
 

• QCの種類ごとの検出率 
     変更したコード要素のQCの内 
    バグを50%近く検出 
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Table.7 [3] 

Table.8 [4] 

[1] Sebastian C. Müller, Thomas Fritz ,”Using(BIO)METRICS TO PREDICTCODE QUALITY ONLINE “,ICSE 2015,Table 7 より抜粋  
[2] Sebastian C. Müller, Thomas Fritz ,”Using(BIO)METRICS TO PREDICTCODE QUALITY ONLINE “,ICSE 2015,Table 8 より抜粋  
 



所感 
　  実際の現場に即した評価実験 

•  企業の開発者による作業 
•  1タスクだけでなくプロジェクトを通した実験 

  2回目の実験がデータ不足な印象 
•  実験に参加する敷居の高さ(リポジトリアクセス、生体データ採取) 
•  データ採取の際のプライバシの問題は解決が難しそう 
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11-4.
CUSTODES:	Automatic	Spreadsheet	
Cell Clustering	and	Smell	Detection	
using	Strong	and	Weak	Features

論文紹介: 高野健太

東京工業大学 権藤研究室

spreadsheetにおいてさまざまな作表スタイルに
合わせたsmell検出を行える手法を提案し、
CUSTODESというツールを実装、評価を行った。

要約

著者:	Shing-Chi	Cheung,	Wanjun Chen,	Yepang Liu,	Chang	Xu
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概要

• 背景

⁃ spreadsheetの質を改善するためにsmell検出

⁃ 典型的な手法: パターン検知やMetricによる閾値検知

• 作表スタイルが考慮できない

Øsmellを見逃す

• 主要な貢献

⁃ 作表スタイルに対応できる手法を提案

⁃ 提案手法でsmell検出を行うツールのCUSTODESを実装

⁃ 70のspreadsheetを対象にCUSTODESを評価

2

ラベルの付け方,レイアウト,など

バグの兆候
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提案手法

• strong featureとweak featureを抽出

⁃ 二段階に分けてクラスタリングを行う

• 手法の流れ

3

クラスタ内部の外れ値スコアで
ランク付け

strong	featureを元に
クラスタリング

weak	featureを元に
クラスタリング

“Cheung,	S.	C.,	Chen,	W.,	Liu,	Y.,	&	Xu,	C.	(2016,	May).	CUSTODES:	automatic	spreadsheet	cell	clustering	and	smell	detection	using	strong	and	
weak	features.	In Proceedings	of	the	38th	International	Conference	on	Software	Engineering (pp.	464-475).	ACM.”	Figure	2を引用

作表スタイルの不変部分の特徴
(セル式,セルの参照関係,など)

作表スタイルの可変部分の特徴
(セルのラベル,レイアウト,など)
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評価結果
• spreadsheetについてsmell検出を行い評価

⁃ RQ1: セルのクラスタリングの評価 à 効率的である!

⁃ RQ2: smell検出の評価 à 効率的に検出できる!

• smell検出数 = 評価した5つのツールの中では一番多い
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先行研究に比べて
precision,	recall,	F-measure

全て上回った

高いprecisionを維持し、
recallが上がった

“Cheung,	S.	C.,	Chen,	W.,	Liu,	Y.,	&	Xu,	C.	(2016,	May).	CUSTODES:	automatic	spreadsheet	cell	clustering	and	smell	detection	using	strong	and	
weak	features.	In Proceedings	of	the	38th	International	Conference	on	Software	Engineering (pp.	464-475).	ACM.”	Table	2を引用

“Cheung,	S.	C.,	Chen,	W.,	Liu,	Y.,	&	Xu,	C.	(2016,	May).	CUSTODES:	automatic	spreadsheet	cell	clustering	and	smell	detection	using	strong	and	
weak	features.	In Proceedings	of	the	38th	International	Conference	on	Software	Engineering (pp.	464-475).	ACM.”	Figure	5を引用
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所感

u内容が理解しやすい

⁃ 図や例を交えてきちんと説明している

u先行研究に比べてうまく改善できている

uツールとデータセットが公開されている

⁃ http://sccpu2.cse.ust.hk/custodes/
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