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目的と主な貢献

■目的
• 最良・最悪な場合での性能や、実行時間の分布を知りたい

■主な貢献
1. 性能分布という概念を紹介した
2. 性能分布を自動生成するフレームワークを設計した
3. 提案したフレームワークを評価した

■紹介者の感想
• 一部の結果（Single Loopsとか）で結果があんまり良く見えないけど、
「本手法は良い」と言い切っているのがすごい

• 門外漢にも読みやすい

Performance 2-1
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手法の概要

Chen, Bihuan, et al. “Generating performance distributions via probabilistic symbolic execution.”, In Proc. of ICSE 2016, Fig. 1 より抜粋

プロファイルをもとに確率的記号実行を行い、
・高確率パス（性能特性把握のため）
・低確率パス（ベスト・ワーストケースのため）
を選択する

選択されたパスからテスト入力を生成し、
実行することで実行情報を取得する

Performance 2-1
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評価方法

■評価観点（RQ）
• 出力される性能分布は傾向を捉えた意味のある性能分布か
• あまり時間を掛けずに高いカバレッジを達成できるか

※他に2つ観点がありますが割愛

■比較対象
• ESE（完全な記号実行）： 完全にやるので最強。でも時間もかかる。
• RT（ランダムテスト）： 入力をランダムに作成する。
• RSE（ランダム記号実行）：ランダムにパスを作成する。

Performance 2-1
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評価結果

Chen, Bihuan, et al. “Generating performance distributions via probabilistic symbolic execution.”, In Proc. of ICSE 2016, Fig. 2 より抜粋

• 「提案手法（青）は ESE （赤）と似た性能分布を描けたので、
傾向を捉えた意味のある性能分布である」と主張している

• 分析時間も ESE の半分以下で有効な手法であると主張している

Performance 2-1
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担当：岡田譲二 （某みかかしちかち社）

Performance Issues and Optimizations in 
JavaScript: An Empirical Study
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目的と主な貢献

■目的
• JavaScriptにおける性能問題と最適化について実証的に調査する

■主な貢献
1. JavaScriptプロジェクト16個を調査し、98個の性能問題を明らかに
2. 性能問題は8個の根本原因であったことを特定した
3. 多くの場合、保守性を犠牲にすることなく、性能問題を解決できる
4. 開発者が行う最適化のうち半数しか性能向上に寄与していない

■紹介者の感想
• 性能問題を実証的に調査しており、実用的
• 根本原因は、まあ当たり前な内容
• 「開発者の行う最適化の半数しか効果が無い」というのは刺激的

Performance 2-2
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調査方法と調査内容（RQ）

■調査方法
• 16個のJavaScriptプロジェクトを調査
• バグトラッカからキーワードベースで「性能」に関する修正を98個収集
• その修正で本当に性能が改善されたか実験

■調査内容
RQ1：JavaScriptにおける性能問題の主要な根本原因は何か？
RQ2：開発者が行った最適化のための変更はどれくらい複雑か？
RQ3：最適化によるパフォーマンスへの影響は何か？
RQ4：異なるJavaScriptエンジンに対しても最適化は有効か？
RQ5：自動的に最適化することができるか？

Performance 2-2



9Copyright © 2012 NTT DATA Corporation

調査結果（1/2）

RQ1：JavaScriptにおける性能問題の主要な根本原因は何か？

RQ2：開発者が行った最適化のための変更はどれくらい複雑か？
→すべての最適化の 73％ は、コード 20 行未満の変更
すべての最適化の 28％ は、コード 5 行未満の変更
すべての最適化の 37% は、文の数を変更しない
すべての最適化の 47% は、循環的複雑度を変更しない

# 根本原因 割合 最適化

1 非効率なAPIの使用 52% 効率的な別のAPIを使う

2 非効率な再実装 8% 効率的な既存のAPIを使う

3 非効率な汎用APIの使用 7% 既存のAPIを使用せずに機能を再実装する

4 非効率なループ 18% （ループを一つにまとめる）

5 同じ操作の繰り返し 13% （操作を一回だけにする）

6 不必要なデータのコピー 12% 効率的なデータのコピーを行う

7 不必要に複雑な計算 10% 計算を簡略化する

8 同じチェックの繰り返し 8% 繰り返しチェックを回避する

Performance 2-2
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調査結果（2/2）

RQ3：最適化によるパフォーマンスへの影響は何か？
→すべての最適化の 43% だけが優位に性能を改善する
すべての最適化の 16% は性能が低下する

RQ4：異なるJavaScriptエンジンに対しても最適化は有効か？
→エンジンの種類やバージョンによって最適化の効果があるかは異なる

RQ5：自動的に最適化することができるか？
→JavaScriptは動的な要素が多いので、最適化の自動適用は難しい

Performance 2-2
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担当：岡田譲二 （某みかかしちかち社）

Reliability of Run-Time Quality-of-Service 
Evaluation Using Parametric Model Checking
Guoxin Su, David Rosenblum, Giordano Tamburrelli
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目的と主な貢献

■目的
• 直接計測するのが難しい複雑なパフォーマンスメトリクス（PM）を形式
的に評価すること
※PMの例：最大応答時間、最大キューサイズに到達するまでの予想時間など

■主な貢献
1. パラメトリックモデル検査に基づいたPMを評価する手法を提案した

■紹介者の感想
• 必要な前提知識が多く、門外漢には読むのが辛い
• RQや貢献などが何なのか分かりにくい
• 正直、面白い内容なのかどうか分かりませんでした…。

Performance 2-3
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手法の概要と Motivating Example

知りたいパフォーマンスメトリクス 形式的表現

数式表現

Guoxin Su, et al. “Reliability of Run-Time Quality-of-Service Evaluation using Parametric Model Checking”, In Proc. of ICSE 2016, Fig. 1, 2 Tab. 1, 2 より抜粋

システムが稼動する前に
モデル検査が出来る

稼動後はデータを集めて
評価することで
信頼性分析が出来る

Performance 2-3
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評価方法と結果

■評価方法
• Motivating Example の例で PM1–PM5 を評価する実験をした
• モデル検査用のツールとして PRISM と Matlab を利用した
• 実行時間データのサンプル数を変化させて比較する

■評価観点と結果
1：サンプル数の変化によって安定性に変化はあるか？
→サンプル数が多い方がより安定する

2：サンプル数の変化によって精度に変化はあるか？
→サンプル数が多い方がより精度が高くなる

Performance 2-3
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担当：岡田譲二 （某みかかしちかち社）

Optimizing Selection of Competing Services with 
Probabilistic Hierarchical Refinement
Bihuan Chen, Manman Chen, Jun Sun, Yang Liu, Étienne André, Yinxing Xue, Jin Song Dong
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目的と主な貢献

■目的
• QoSを最大化するサービスの組み合わせを選択したい

■主な貢献
1. 制約を満たせないサービス候補を破棄する制約剪定を紹介した
2. 探索空間をスマートに探索できる階層的な方法を提案した
3. 公的に利用可能なデータセットを使用して提案手法を評価した
4. 評価結果は、既存の手法を超える有意な改善を示した

■紹介者の感想
• アイディアはシンプルだが、ランク付けの計算に工夫が見られる

Performance 2-4
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Motivating Example

Bihuan Chen, et al. “Optimizing Selection of Competing Services with Probabilistic Hierarchical Refinement.”, In Proc. of ICSE 2016, Fig. 1,Fig 2 より抜粋

応答時間や可用性の観点で、各サービス（FBSとHBS）を実現する
実際のサービス（f1..4、h1..4）はそれぞれどれを選べば良い？

Performance 2-4
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手法の概要

①全体の制約を明らかに満たさない
サービスを剪定する

③ランク付けされたサービスの
最上位階層からサービスを選択する

②局所最適値と制約充足確率の両方に
応じてサービスをランク付けする

Bihuan Chen, et al. “Optimizing Selection of Competing Services with Probabilistic Hierarchical Refinement.”, In Proc. of ICSE 2016, Fig 3 より抜粋

①で剪定
されるサービス

②でランク付けされる
f2, f1, f3
h2, h1, h3

③でサービスを選択
する
f2 と h2

Performance 2-4
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評価方法と評価結果

■評価方法
・実際に公開されているデータを使って k-means と比較する

■評価観点と結果
RQ1：既存手法に比べて性能はどれくらい向上するのか？
→k-menas よりもかなり改善された (グラフを読む限り２～10倍？)

RQ2：選択された具体的なサービスの精度はどれくらいか？
→ほぼ 100% の精度

RQ3：提案手法はどれくらいスケールするのか？
→k-means よりもスケールする （グラフを読む限り k-means よりもゆっくり）

RQ4：終了閾値が選択プロセスにどれくらい影響するのか？
→閾値が小さいほどより速く選択プロセスが終了する

Performance 2-4
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Lutz Prechelt1, Holger Schmeisky1, Franz Zieris1

Quality Experience: 
A Grounded Theory of Successful 
Agile Projects without Dedicated Testers
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24-1

発表者: 西村 駿人（富士通研）
資料作成者：谷田 英生（富士通研）

アジャイルな手法の適用が可能なソフトウェア開発プロジェクトでは、
Testerを必要とせず、開発者によるテストと品質維持ができている

1. Freie Universität Berlin, Germany

1



Developer

24-1: モチベーションと調査方法

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

疑問：Webアプリにおけるアジャイル開発で
Tester無しでどのように成功させてるのか

Grounded Theory を利用し，分類

因果関係を調査して，図示！
論文(24-1)のFigure 1 (p1021)より引用

メールによる
問合せ インタビュー日常会話

調査方法

DeveloperDeveloper

PO PO
Tester

各チームに対して

2



24-1: 知見と所感
得られた知見
Quality Experience: 開発者自身がテストを行うと主体性が向上

•「自身で」リリースの判断が可能 + フィードバックが「直接」得られる
→ 品質に責任を感じるようになる
•ただし，Quality Experienceが得られるためには前提条件がある

•各モジュールがAPIで分離されていて、
モジュールごとのテストを行うとリリース可能

所感
Grounded Theoryを用いて開発スタイルを評価した点に新規性？
不具合発生後に対処する開発スタイルを受け入れられない

ソフトの開発ではどのようなスタイルが適切か？
著者らも指摘しているが、Webアプリ以外も含めた

様々なソフトウェアを対象とした評価が今後必要そう
•対象とする分野の変化（Webアプリ→組込み、など）で
どのように効果は変化するか？

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED3



Oleksii Kononenko1, Olga Baysal2, Michael W. Godfrey1

Code Review Quality: 
How Developers See It

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

24-2

Mozillaの開発者にコードレビューの質に関する調査を行い，
レビューに関してどのような要素を気にしているかを明らかにした

1. University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada
2. Carleton University, Ottawa, ON, Canada

質問紙(Google form)を含むテクニカルペーパーと
個別の結果(Excelファイル)は以下のURLから参照可能
http://cs.uwaterloo.ca/~okononen/review_quality/

発表者: 西村 駿人（富士通研）
資料作成者：西村 駿人（富士通研）
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24-2: モチベーションと調査手法

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

パッチに対するレビュー時間と受入可否 (RQ2)
コードレビューの質 (RQ3)

調査手法 Google Formsを使った質問紙法
質問内容
要素に関して，

■5段階の尺度[1]を用いた質問
■上記を補完する自由記述質問

回答者

[1]: Strongly agreeからStrongly disagreeの順序尺度
[2]: MozillaのIssue Tracker

レビューの質に関する開発者に対する調査
Mozillaの開発者は何の要素 (e.g. 開発者の経験，コードの質, etc.) が

に影響すると，考えているか?

自由記述質問
Grounded Theory を利用し
要素を分類 3,142 アドレス

403 名に依頼

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者 非回答者

88 名 (依頼数の22%)

Bugzilla [2]に投稿した
回答依頼者抽出の内訳

アクティブな
5



所感
（OSSの）開発中のレビューで重要な箇所がわかる
Mozillaの開発者が有能だと仮定すると，

「有能な開発者は，このようにレビューする」という調査結果

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

24-2: 影響する要素と所感

*開発者は，レビュアー，レビュイーどちらも指す

パッチの
レビュー時間

パッチの
受入可否 レビューの質

Human

開発者*の経験 開発者*の経験 開発者*の経験

レビュアーの選択 開発者*の
人間関係

タイムリーなフィードバックか?
● コードベースの知識を含む
● 個人性や対人関係の質

Tech.

パッチのサイズや
質 バグの重大さ コード中の名前を

明確に定義してるか

パッチの正当性 パッチの質や
正当性
テストの有無や量

6



Patanamon Thongtanunam1, Shane McIntosh2, 
Ahmed E. Hassan3, and Hajimu Iida1

Revisiting Code Ownership and 
Its Relationship with Software Quality 
in the Scope of Modern Code Review

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

24-3

レビューも考慮に入れた
コードの所有者 (Code Ownership) に関する分析

1. Nara Institute of Science and Technology, Japan
2. McGill University, Canada
3. Queen’s University, Canada

発表者: 西村 駿人（富士通研）
資料作成者：堀田 圭佑（富士通研）
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24-3: 概要
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[報告例] 『少ししか 貢献 していない開発者ばかりの』 モジュールよりも
『大きく 貢献 している開発者がいる』 モジュールの方が不具合が少ない

Code Ownership に関する既存の研究 大きく貢献している ⇒ 強い Ownership

貢献 = モジュールに対する修正

『どれだけ レビュー したか』も考慮に入れた Ownership の分析を実施

i.e. あるモジュールに多数の修正をしている開発者は
そのモジュールに大きく貢献している

『どれだけ修正したか』だけではなく…

ほとんど修正していなくても，たくさんレビューをしていれば，
大きく貢献していると言えるでは?

 「そのモジュールに少ししか修正していない」開発者が多いモジュールについて
 「そのモジュールをたくさんレビューしている」開発者の割合が多いと不具合が少ない
 「そのモジュールを少ししかレビューしていない」開発者の割合が多いと不具合が多い

レビューによる貢献も考慮した Ownership を考えることが必要

得られた知見（一部）

コードの修正だけでなく，レビューも重要な貢献 !!

8



まとめ (Practical Suggestions)
 Code Ownership を考えるときは，レビューも考慮すべき
当該モジュールに対する修正もレビューも少ない開発者による

contribution (修正 or レビュー) は精査すべき
「多数の開発者が少しずつ修正している」モジュールであっても，

「たくさんレビューしている開発者がいる」モジュールであれば，
必ずしもリスクが高いとは限らない

所感
◎ かちっとした実験と分析
◎ Practical Suggestions 

•調査結果が分かりやすくまとめられている

△ 対象としたプロジェクトが2つ
•4件のプロジェクトを検討していたが，著者らの定めた基準を満たすものが
そのうち2つしかなかった

Copyright 2016 FUJITSU LABORATORIES LIMITED

24-3: まとめと所感
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12. Architecture

1. Disseminating Architectural Knowledge
on Open-Source Projects

2. Identifying and 
Quantifying Architectural Debt

3. Decoupling Level: A New Metric
for Architectural Maintenance Complexity

1

紹介者： 芝浦工業大学 杉田郁人 野田研究室

紹介者： 早稲田大学 櫻井佳樹 岸研究室

紹介者： 早稲田大学 大嶋乃斗 岸研究室
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Disseminating
Architectural Knowledge
on Open-Source Projects

Martin P. Robillard,  Nenad Medvidović

紹介者：杉田郁人

芝浦工業大学 野田研究室

A Case Study of the Book 
“Architecture of Open-Source Applications”

ICSE勉強会2016 7/22 2
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Introduction

3

アーキテクチャをより伝えるためには、
どのように記述すれば良いのか？

テーマ

熟練の経験者はどのように
アーキテクチャを記述しているのか？

ICSE勉強会2016 7/22
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研究対象

4

The Architecture of Open Source Applications
オープンソースのアプリケーションのアーキテクチャ

2巻からなる書籍

49のオープンソースアプリケーションの
アーキテクチャについて記述

アプリケーションの貢献者74人が執筆

そのうち18人の著者にインタビュー、アンケート

ICSE勉強会2016 7/22

12-1

http://aosabook.org/en/index.html



分析結果（抜粋）

ほとんどの章に、
ソースコードが含まれている

読者がコードを理解できるという
暗黙の仮定がある
「PHPの知識を前提としていたと感じました」

「Haskell（プログラミング言語）に慣れていない人のために
書くことを意識しました」

5ICSE勉強会2016 7/22
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分析結果（抜粋）

ほとんどの章に、
少なくとも1つの図が含まれている

UMLは図の10％ほどしかない
「私の意見では、ほとんどの読者はUMLに精通していません」

「言っておくけど、これは技術文書じゃないから！」

6ICSE勉強会2016 7/22

12-1



分析結果

ソースコードの使用は多く、

UMLの使用は少ない

記述に影響する3つの大きな要因

1. システムの進化

2. 読者（＝オープンソースのコミュニティ）

3. 著者の個人的な経験

ICSE勉強会2016 7/22 7
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Identifying and Quantifying 
Architectural Debt

紹介者：櫻井 佳樹
早稲⽥⼤学 岸研究室

ICSE2016勉強会7/22 1

Lu Xiao, Yuanfang Cai
Rick Kazman
Ran Mo, Qiong Feng 
2016 IEEE/ACM 38th IEEE International Conference on 
Software Engineering 

メンテナンス費が蓄積・増⼤する構造を識別・定量化
しようというもの
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2/N

概要

p不備が存在しているアーキテクチャはソフト
ウェアの⽋陥を伝播する

p時間とともに⾼いメンテナンスコストは蓄積
し、膨れ上がっていく

pそれらのアーキテクチャを定義・定量化し、
メンテナンス費⽤の⼤部分を占めることを確認
した

ICSE2016勉強会7/22 2
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3/N

Architectural Debt 
アーキテクトの不備によって⾼いメンテナンス
費⽤につながるファイル

ArchDebt =< FileSetSequence,DebtModel > 

FileSetSequence
同じプロジェクトの異なるリリースから引き抜
かれる同⼀のファイル集合
DebtModel
負債の増⼤を⽰すメンテナンス費

ICSE2016勉強会7/22 3
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4/N

Debtsの識別⼿順

ICSE2016勉強会7/22 4
Lu Xiao et al.:” Identifying and Quantifying Architectural Debt”,Fig.1より引⽤

① ②

①クローリングして
DRSpaces(Design	Rule	Space：アー
キテクチャの特徴を反映するもの)
を収集

②得られたDRSpaces間の関係を
FileSetとして識別し、異なるリリース
で関連するファイルセットのシーケ
ンスをFileSetSequenceとして位置づ
ける

③各シーケンスでのメンテナンス費
を測定し、ArchDebtをモデル化

④メンテナンス費に基いて
ArchDebtを順位付け

③ ④
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5/N5/18

p Architectural debtsはソフトウェアプロジェクトの
維持にかかるメンテナンス費⽤の85%を占めている

p 上位数個のArchitectural debtsがソフトウェアの
維持にかかるメンテナンス費⽤の⼤部分を占めている

実験結果

ICSE2016勉強会7/22 5
Lu Xiao et al.:” Identifying and Quantifying Architectural Debt”,Fig.8より引⽤

7つのOSSを対象に提案⼿法を適⽤し、Debtとされる
ものがメンテナンス費にどの程度含まれるかを検証
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6/N6/18

p ソフトウェアの設計が重要であり、メンテナンス費⽤
に⼤きく影響していることを改めて感じた

p 蓄積・肥⼤していく負債を避けるための⽅法論や、
既に悪い状況となっているものを修正するためにも
有効に活⽤していけないだろうか

所感

ICSE2016勉強会7/22 6



Decoupling Level: A New Metric 
for Architectural Maintenance 

Complexity
Ran Mo, Yuanfang Cai, Rick Kazmanm,  Lu Xiao, Qiong Feng 

IEEE International Conference on Software Engineering Pages 499-510,2016.

紹介者：早稲田大学 岸知二研究室 大嶋 乃斗

ICSE2016勉強会 7/22
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一言で表すと…

ソフトウェアアーキテクチャの保守性に
関する新しいメトリクス「DL」の提案

12 - 3

ICSE2016勉強会 7/22



研究概要
n背景
ソフトウェア管理者及び設計者は、アーキテクチャ
が十分であるか否かを理解する必要がある。

n問題
あるアーキテクチャの保守性が他のものより十分に
良いかどうかを確実に測定するのは難しい。

n提案
アーキテクチャの保守性に関する新しいメトリクス
の提案

3

12 - 3
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提案
アーキテクチャの新しい保守性のメトリクス

Decoupling Level (DL)
アーキテクチャの結合のレベルを測る代わりに、
アーキテクチャが小さく独立したモジュールにどれ
だけ分離されているかを測定

4

12 - 3
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Research Question

I. DLとリファクタリングはどれくらい関係があるか？
ØDLを使用してリファクタリングの品質を評価すること
が可能

II. DLと保守性はどれくらい関係があるか？
Ø異なるプロジェクトまたはデザインが異なる同じ
プロジェクトの保守性を定量的に比較することを可能

5

12 - 3

ICSE2016勉強会 7/22



評価・結論

既存のメトリクスについて比較評価
nIndependence Level (IL)
nPropagation Cost (PC)

üDLがPCとILに比べ、はるかに高い安定性を持つ
üDLの変化はリファクタリングの成功に加え、失敗も示せる
üDLと保守性の相関が高い

6

負の相関が強い

12 - 3
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所感

7

ü過去のメトリクスとの比較があり、提案メトリクス
の有効性を理解しやすい

üProjectの対象が限定的であり、実験データが
ü不十分ではないかと疑問を持った

üDLが依存しているレイヤーを深く理解するには、
独立モジュールの検出アルゴリズムやクラスタリン
グ手法を述べた先行研究を読む必要があると感じた

12 - 3
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20: Requirements

東工大・佐伯研

• 20-1: Are "Non-functional" Requirements really Non-functional? An 
Investigation of Non-functional Requirements in Practice

• 20-4: Discovering "Unknown Known" Security Requirements
• 20-2: Probing for Requirements Knowledge to Stimulate 

Architectural Thinking
• 20-3: Risk-Driven Revision of Requirements Models



Are “Non-functional” 
Requirements really

Non-functional?
J. Eckhardt, A. Vogelsang, D.M. Fernandez

(Tech. U. Munchen)

紹介者：林 晋平

20-1

企業の要求仕様書中で非機能要求とされてい
る要求文の記述を分析したところ，多くはシ
ステムの振舞いを記述したものだった．



やったこと
• 11ヶの要求仕様書（5企業分）から

346ヶの“非機能要求” (NFR) を抽出
– “非機能” “品質”などとラベル付けされたもの

• 記述内容に基づき分類
– NFR 分類: ISO 9126 の品質特性
– システム的側面: 振舞的，表示的，…
– 表現方法: 構文的，論理的，時間，確率的，…

20-1



答えた RQ
• RQ1: NFR 分類ではどれが多い?

– Functionality-Suitability や Functionality-Security あたり
• RQ2: 問題領域によって傾向が異なる? → Yes

– 情報システム → Security, Functionality
– 組み込み → Reliability

• RQ3: システムの振舞いを書いた NFR 分類の量
– 74.7%がシステムの振舞いを記述

• RQ4: 振舞い NFR の分布
– 68.9%: インタフェース，21.5%: アーキテクチャ的振舞い

• RQ5: 表現方法の分布
– 半分以上は論理的

20-1



所見
• データ分析は丁寧な印象
• 議論の語調がやや強め

– 『NFRは「非機能」ではない』
• 当日の発表では議論(?)が盛り上がってました

20-1



Discovering
“Unknown Known”

Security Requirements
A. Rashid, S.A.A. Naqvi, R. Ramdhany,
M. Edwards, R. Chitchyan, M.A. Babar

Lancaster U. (UK),  U. Leicester (UK), U. Adelaide (Australia)

紹介者：林 晋平

20-4

Grounded theory と fault tree 分析の合わせ技により暗
黙知に基づいたセキュリティ要求を見つける．



方法論：GT + IFT
Grounded Theory (GT) + Incident Fault Tree (IFT)

• 障害文書などから
• IFTを書いたり
• GTでコードを抽出し
• 知見を抽出

• ポイント
– GT を繰り返すと膨ら

みがちだが，IFT と混
ぜて抑えられる

20-4

A. Rashid, S.A.A. Naqvi, R. Ramdhany, M. Edwards, R. Chitchyan, M.A. Babar:
Discovering “Unknown Known” Security Requirements, in Proc ICSE 2016, pp.866-876. より引用



所見
• 手法はとっても定性的

– 1.5ページで概略が書かれているだけ
– 論文にも書いてある

• 論文の大半は事例分析
– CSC20 の現実の例からセキュリティ要求を抽出する

様子が丁寧に記述されている
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Probing	  for	  Requirements	  
Knowledge	  to	  Stimulate	  
Architectural	  Thinking	  

PREETHU ROSE	  ANISH,	   BALAJI BALASUBRAMANIAM,	  
ABHISHEK	  SAINANI,
JANE	  CLELAND-‐HUANG,	  MAYA	  DANEVA,	   ROEL J .	  
WIERINGA,	   SMITA GHAISAS

紹介者 :	  東京工業大学 佐伯元司研究室 木下智雄

ソフトウェアアーキテクチャに関する機
能要件獲得手法



目的

◦業務分析者でもアーキテクチャに関する機能要求を分
析できるようにしたい

◦ Probing	  Questions	  (PQs)	  [2,3]
◦質問形式でアーキテクチャ機能要求を獲得する手法

提案手法で改善

[2]	   P.R.	  Anish	  et	  al.	  Identifying	  Architecturally	  Significant	  Functional	  Requirements,	  TwinPeaks 2015).	  IEEE	  Press,	  3-‐8.	  
[3]	   P.R.	  Anish	  et	  al.	  What	  You	  Ask	  Is	  What	  You	  Get:	  Understanding	  Architecturally	  Significant	  Functional	  Requirements,	  RE	  2015,	  IEEE	  Press,	  86-‐95.	  



アノテーション付きPQ-‐flow
◦ アーキテクチャ機能要求獲得のガイドライン



アノテーション付きPQ-‐flow作成
◦手動
◦ Probing	  Questionの獲得
◦ フローダイアグラム作成

◦機械学習(Software	  requirements	  specification	  から)
◦ アーキテクチャ機能要求獲得、分類

◦ Probing	  Questionへのアーキテクチャ機能要求の配
置アルゴリズム作成



所感

◦分類のために用いた文書の数が多い
◦ 114	  SRS
◦ 1434	  ASFRs	  and	  7235	  non-‐ASFRs	  

◦今回の結果は優位性ではなく優位性を示したものの生成
◦ 生成自体は高いスコアで行えた
◦ タイトルは手法を示すものだったため違和感を感じた



ゴールモデルから見つかった障害を、

ドメイン知識をもとに自動的に修正する

Risk-Driven Revision of Requirements Models
D.Alrajeh, A.Lamsweerde, J.Kramer, A.Russo, S.Uchitel

紹介者： 浅野圭亮
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提案手法

 入力は４つ

 ゴールモデル, ドメイン知識, 障害, 全てのイベント列

流動線形時相論理(FLTL)で表現

 これらをEvent Calculusの形式にエンコード

 障害を1つ選び、それを解消するようにゴールの
記述(論理式)を変更する

 与えられた障害をすべて解決するまで繰り返す

 出力は修正案となるゴールモデルの集合

20-3



適用例 (ハンドブレーキ制御システム)
20-3

論文 p.858 Fig.1(a),(b)より抜粋

𝐺7をアクセルやモーターの回転に
依存しない式に書き換える

ドメイン知識
𝐴𝑖𝑟𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠 ⇒○𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑅𝑒𝑣𝑣𝑖𝑛𝑔

障害
◇(𝐴𝑖𝑟𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠 ∧ ¬𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒𝑃𝑒𝑑𝑎𝑙𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑)

エアコンが作動してもモーターが回転
するため、𝐺7を満たさない

繰り返し適用



所感

 緻密に書かれている印象

 ただ、評価は適当な気がする

 修正したゴールモデルの妥当性など議論しなくても
良い？

 ドメイン知識を入力としているが、それを列挙する
のが難しいのでは……？
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Behavioral Log Analysis
with Statistical Guarantees

紹介担当：野田 訓広＠東工大 小林研 D1

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 1

【一言要約】
実行ログからFSAとか構築して性質検査するとき、
長いログを全部読み込んで解析するとスケールしないから、
統計的に信頼できる読込打ち切りポイントを見つけよう。

著者：Nimrod Busany and Shahar Maoz＠Tel Aviv Univ., Israel

論文番号： Dynamic Analysis 21-121-1



Motivation & Key Idea

• Motivation
• ログ全部読み→スケールしない
• ログをサンプリングして使いたい

• Key Idea
• ログを順次読んでいくと、どこかで、今までに観測し

たことのある情報しか出現しなくなる(はず)
• この状態のログをδ-Similarと呼ぶ
• 例えば、ログが以下のようになるイメージ

• A → B → C → D → ... (long log)... → Z → A → B → C → (既視感)

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 2
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Approach
• 既存のログ解析手法 k-Tail※ を例に説明

• ※トレース群を読んで、k-sequence (k個の連続イベント) の
集合を見つけ、FSAを構築する手法

• トレースを何個読めば、統計的に十分かを見つける

• 統計的にモデリングして解析
• N 回の試行(新たなトレースを読む)により、

s 回新たな k-sequence が見つかる確率は

（p： 各試行で、新たな k-sequence が見つかる確率）
• 後は、通常の統計解析と同じように、

信頼区間を定めて、p が十分小さくなる N を見つける
• 例： p <= 0.05 (=δ), 有意水準 1% なら N = 130

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 3

k-Tail特化の手法ではない。
統計量が使えれば、どんな手法にも適用できる。

論文中では色々、
式変形・定義・
推定してます

21-1



どのくらいトレースを読む量が減った？(1/2)

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 4

• まずは、k を変化させて計測した
• k = 1 の時は全トレースの 数% 読むだけでOK
• k = 3 の時でも、平均して 6割 くらいのトレースを読めば十分

• 中には 10割 読まないといけないやつもあるけど、
統計解析による計算コスト増は＋30%くらいだからメリットの方が大きい

図は紹介論文の
Figure.4 を引用。
Proc of ICSE’16 p.885.
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どのくらいトレースを読む量が減った？(2/2)

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 5

• ログを複製(コピペ&連結)して長いログにして計測
• Duplication factor = 4 あたりから、

必要となるトレースの量はほぼ一定(＜線形！！→ スケールする)
• 重複イベントが多く含まれるログに対して、提案手法は非常に優秀

図は紹介論文の
Figure.4 を引用。
Proc of ICSE’16 p.885.
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所感
• Pros

• 様々な既存の検査手法に適用できる！
必要なのは統計量だけ。発想がよい。

• 統計的に考えると○○！と主張すると
根拠が明確で納得感があってよい。

• Cons
• ログを複製して長くして実験・・・って、

ほんとに real-world なログといえるの？
• 一応 threats to validity で、

実際そういうケースが無視できなくなるよ、とガード
• してるけど、ログの取得区間を調整すればいいだけでは？

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-1 Behavioral Log Analysis with Statistical Guarantees勉強会： ： 6
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Feedback-Directed Instrumentation 
for Deployed JavaScript Applications

紹介担当：野田 訓広＠東工大 小林研 D1

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 7

【一言要約】
「オブジェクト生成 → クラッシュ箇所で参照」の制御フロー
(crash path)情報がデバッグに有益だから、crash pathを
少ない(iterativeな)instrumentationで 低overheadに 見つけよう。

著者：M.Madsen@Waterloo and F.Tip@Samsung et al.

論文番号： Dynamic Analysis 21-3

🏆🏆 Distinguished Paper
21-3



Motivation
• オブジェクトが不正な値となったことに

起因するバグだと、stack traceとか役に立たない
• 「オブジェクトの生成 → クラッシュ箇所で参照」の

制御フロー(= crash path) があるとデバッグがスムーズ

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 8

クラッシュ
stack trace
(役立たず)

crash path
(原因箇所

(makeCursor) の
情報を含み有用)

コード片は
紹介論文から引用.
Proc of ICSE’16, p.90121-3



Motivation
• オブジェクトが不正な値となったことに

起因するバグだと、stack traceとか役に立たない
• 「オブジェクトの生成 → クラッシュ箇所で参照」の

制御フロー(= crash path) があるとデバッグがスムーズ

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 9

クラッシュ
stack trace
(役立たず)

crash path
(原因箇所

(makeCursor) の
情報を含み有用)

crash path
≒

dynamic slice の
超簡易版みたいなもの object 生成

object 参照

コード片は
紹介論文から引用.
Proc of ICSE’16, p.90121-3



Architecture
• crash path 算出したいけど full instrumentation はコスト高
• 少し instrument → deploy → crash report → もう少し instrument → 

deploy → を繰り替えして crowdsourcing な感じでやりましょう

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 10

1

2

3

deploy

partial crash path report

instrument

図は紹介論文の
Figure.1を引用.
Proc of ICSE’16, p.90221-3



Iterative Instrumentation

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 11

関数 m でクラッシュ
関数 m にだけ instrument

& deploy

1 path 目

コード片・図は紹介論文の
Figure.5, 6 を引用.
Proc of ICSE’16, p.90321-3



Iterative Instrumentation

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 12

関数 m を呼び出すのは
関数 k

関数 k にも instrument
& deploy

2 path 目

コード片・図は紹介論文の
Figure.5, 6 を引用.
Proc of ICSE’16, p.90321-3



Iterative Instrumentation

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 13

関数 K の 呼び出し元は関数 g
呼び出し先は関数 l

関数 g, l にも instrument
& deploy

3 path 目

コード片・図は紹介論文の
Figure.5, 6 を引用.
Proc of ICSE’16, p.90321-3



Iterative Instrumentation

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 14

クラッシュ箇所で参照している
オブジェクト x の生成を検出

完全な crash path が報告されたら
instrumentation を disable に変更して deploy

4 path 目

コード片・図は紹介論文の
Figure.5, 6 を引用.
Proc of ICSE’16, p.90321-3



実験

• 実際に crash path が役立つようなバグを
GitHubから10個見つけてきて実験

• システムの 5% -- 25% をinstrumentation すれば
crash path が見つけられた

• full instrumentation だと 8x-90x slowdown な所、
提案手法だと、2x-9x slowdown で済んだ

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 15
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所感

• Pros
• 論文中ではとにかく例！例！例！

• 非常に読みやすい ☺

• 実際に crash path が役立つバグの例を
10個見つけてきている

• Cons
• crash path がどれくらい役立つのか

(開発者の作業時間がどれくらい減るのかとか)の
議論はされていない

• We believe that crash paths would be helpful という主張

ICSE 2016 Dynamic Analysis 21-3 Feedback-Directed Instrumentation for Deployed JavaScript Applications勉強会： ： 16
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M. M. Bersani, D. Bianculli, C. Ghezzi, S. Krstić, P. San Pietro
(Politecnico di Milano,  U. of Luxembourg)

担当：東工大 情報理工 小林 <tkobaya@sa.cs.titech.ac.jp>

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会17

ヒトコト要約：

実行トレースに対する時相論理式

チェックを省メモリ化する理論の提案と
MapReduce実装・評価

ACM SIGSOFT 
Distinguished Papers

21-2

Efficient Large-Scale Trace 
Checking Using MapReduce



Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 論旨を導出木(風)で表現してみました (§≡ Section)

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会18
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大規模実行トレースに対する制約チェックをスケールアウトする手法を実現

制約チェックは表現能力の高い MTL
(インターバル時間付きLTL)を使える

並列処理できる 省メモリ化される

Point-based Semantics for MTL (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑃𝑃) (§2.1 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑃𝑃 を省メモリでチェックできる (§3 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑝𝑝 式と等価な𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 に変換できる

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑃𝑃 式中のインターバル時間を短く
するような書き換えができる

Lazy Semantics for MTL (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿) (§4 )Parametric Decomposition (§5 )

MapReduceでの実装
方法を提案 (§6 ) (§3 )

実際に
効率が良い

評価実験
(§7 )

説明
割愛



Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 MTL (metric temporal logic [Koymans:90])
 LTL の Until に 期限を示すインターバルを導入
 例： 𝐆𝐆( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 → ¬ 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 U=6𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

 作成されたあと6年後に削除 (6年間は削除されない状況が続く)

 Eventually : 𝐅𝐅𝐼𝐼𝜙𝜙 ≡ ⊤ 𝐔𝐔𝐼𝐼 𝜙𝜙 (Iの期間中にいつか𝜙𝜙が成立)

 Globally  : 𝐆𝐆𝐼𝐼𝜙𝜙 ≡ ¬𝐅𝐅𝐼𝐼¬𝜙𝜙 (Iの期間中にずっと𝜙𝜙が成立)

 先行研究 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 : Point-based Semantics for MTL
 筆者らがSEFM2014で発表 (MapReduceを使う実装も含む)

 MTLのインターバルをtime unit ベースに拡張
 例: 𝐅𝐅[3,7]𝜙𝜙 ＝ 3 units 後から 7 units 後までの期間に 𝜙𝜙 が成立

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会19
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Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 先行研究の問題： 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 式の確認のメモリ効率
 インターバルの期間に応じたメモリが必要

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会20
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[1+3, 1+7] の区間で 𝑝𝑝が成立

するので ⊤
[6+3, 6+7] の区間で 𝑝𝑝が成立

しないので ⊥

[4, 8]，[9,13] の 5unit づつの記憶が必要．G の場合はもっと必要



Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 省メモリ＝ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 式のインタバールを短く
 𝐅𝐅[3,7]𝜙𝜙 は 𝐅𝐅[3,4]𝜙𝜙 ⋁𝐅𝐅 4,4 (𝐅𝐅 0,3 𝝓𝝓) にできる？

 意味：[3,7] で起こる ＝ [3,4] か [4+0,4+3]で起こる
 最大インターバルは 4 になって省メモリ
 これは正しそうだが，𝐅𝐅 0,3 𝝓𝝓が正しく評価されない



 Lazy Semantics for MTL (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿)
 「𝐅𝐅 0,3 𝝓𝝓」を遅延評価させる
 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 と等価な変換が可能(証明は別論文)

 Parametric Decomposition
 最大インターバル K をでMTL式を分解する手法

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会21
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貢献

貢献



Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 評価 (類似手法がないので筆者らの先行研究と比較)
 Spark で実装．EC2 t2.micro (1core,1GB) x 6 で実行
 50M要素(3.2GB) の模擬トレースを生成して利用．(K=30M)

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会22
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貢献

(分解で)時間効率は悪化するが 200[s]は 「reasonable time」

空間効率は大幅に改善される

𝐆𝐆 0,N 𝑝𝑝 𝐅𝐅 0,N 𝑝𝑝

メモリ1GBで
可能な最大 K 
=30M を利用

最大インターバル K で
trade-off を調整できる

時間効率

空間効率

最大インターバルK
30M

時間効率

空間効率



Efficient Large-Scale Trace Checking Using MapReduce
M. M. Bersani, et al. Proc. ICSE2016, pp.888-898

 所感
 formalな提案 + MapReduceでの実現 + 実験 と

幅広い内容を一つの論文にまとめ上げていて脱帽
 例を用いたわかりやすい説明は書き方の参考になる

 最大インターバルKをもっと
小さくするとメモリ効率の
向上は主張しやすいはず．
 実験ではそのあたりを評価

していないのは時間効率が
「reasonable」でないから？

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会23
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200[s]

≃ 30 M
≃ 3.1 M

前のページと同じ Fig.8から抜粋
(ほかの2つは [s] ．これだけ [min] )

1200[s]



T. Liu(U. Texas) , C. Curtsinger(Grinnell College), E. D. Berger(U.Mass)

担当：東工大 情報理工 小林 <tkobaya@sa.cs.titech.ac.jp>
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ヒトコト要約：

二度見でエラーを検出

21-4

DOUBLETAKE: Fast and Precise Error Detection
via Evidence-Based Dynamic Analysis



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 double take :
《口語》 (意外な物事を見過ごしまたは聞き流し)後で

気がついてはっと驚く(身ぶりをする)こと

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会25
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George Clooney Double Take
http://imgur.com/gallery/CHZfvp3

著者が
発表の最後で
表示してました
(Animation GIF)



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 動機
 動的解析ベースの手法(例えば valgrind )は遅い

 すべての read/write を監視するから

 「怪しいところ」だけ詳細に見たい
 Evidence-Based Dynamic Analysis 

1) tripwire を仕掛けて evidence を検出
 この時点では，「nearly full speed」 で実行
 errorの後 に消えずに残るevidenceに限定

2) errorを見つけたら，checkpointに戻って
詳細な(遅い)計装実行をし原因を発見
 メモリ状態やシステムコールの結果はreplayされる

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会26
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重要



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 高速動作とリプレイのカラクリ
 取り消せないシステムコールが来たら

Snapshotを保存
 レジスタ，メモリの状態を保存

 System callの一部の返り値を記録
詳細は Sect 4.3 を参照のこと

 メモリ管理を決定的にする独自のheap管理
mmapなどはメモリ割り付けが非決定的

 上記情報を使って同一実行を再現し，
tripwireに引っかかる箇所まで再実行

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会27
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DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 検出できるエラー と 検出方法
 Heap buffer overflow の tripwire

 確保領域の最後に カナリヤ を置いておく
 チェックした際にカナリヤが死んでいる

(書き換わっている)なら，buffer overflow

 Use-after-free の tripwire
 freeした領域にカナリヤを置いておく

 Memory leak
 tripwireでなく，GCと同じ仕組みで検出

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会28
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Reprinted from [21-4] Figure 2



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 評価 (時間効率 ＝ 実行 Overhead)
 Google AddressSanitizer [USENIX 2012] と比較

 valgrind は 平均 17x と遅くて話にならない
 3種のエラー検出をしても ほぼ全てで 低OH

 平均 OH は 4% しかない ! 
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Reprinted from [21-4] Figure 4



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 評価 (空間効率)
 Google AddressSanitizer と比較
 多くの場合で低メモリOH

2o16/o7/22ICSE2016 Session 21 : Dynamic Analysis勉強会30
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Reprinted from [21-4] Figure 5



DoubleTake: Fast and Precise Error Detection via 
Evidence-Based Dynamic Analysis T. Liu et al. Proc. ICSE2016, pp.911-921

 所感
 着眼点はnaïveかもしれないが，実現するために

必要な準備（独自heap管理・System callのwrap）
をすべて行って実用的な効率となっている点が
素晴らしい．

 実用的なツールとなっていて，使用する際は
libdoubletake.so をリンクするだけで良いと
説明をしていた

 Evidence-Based Dynamic Analysis の適用可能性や
限界について丁寧に議論していて隙がない．
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21-4



BigDebugging:  
Debugging Primitives  

for Interactive Big Data Processing  
in Spark

M. Gulzar, M. Interlandi, S. Yoo, S. Tetali 
T. Condie, T. Millstein, M. Kim 

 

University of California, Los Angeles 
 

紹介者：九州大学 廣瀬賢幸
1
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何についての論文か

大規模並列データ処理向けの 
デバッグ機能をSpark向けに作成

19-1

2



機能概要
• オーバーヘッドの少ない simulated breakpoint 
• 既存デバッガは処理を止める      スループット減 

• レコード単位のレポートでエラー発生レコード 
の特定を支援 
• スタックトレースでは原因が分かりにくい 

• quick fixとresume 機能 
• 再実行の手間を省く

3
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所感
• 具体的なレコード例が用いられており、 
各機能の処理の流れが分かりやすかった

4

不正なレコードの修正

停滞レコードの通知 元レコードのトレース

19-1

p789. Figure 8, Figure 9, p790 Figure10より引用
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とらbuるるinる りoィ 
Rらactivら Pィoるィamminる

にuiよo Salvanらイcれi, Miィa Mらzini
Tらcれnical Univらィイity oり とaィmイtaよt, にらィmany 
{イalvanらイcれi,mらzini}つcイ.tu-よaィmイtaよt.よら

紹介者：九州⼤学 中村隼也
2016/7/22
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何 い 論⽂

RP 書かれたコードを
dependancy graph モデル化

dependancy graphを用い デバッグ
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ロ ミン がRPき

従来 バッガ RPを適切 ⽀援 い

RP 対応した バッ 技術 提案

1 val a = Var(1)

2 val b = Var(2) 

3 val s = Signal{ a()+b() }

4 val t = Signal{ s()+1 } 

5 println(s.get()) // 3

6 println(t.get()) // 4 

7

8 a()=4 

9 println(s.get()) // 6 

10 println(t.get()) // 7

a 値 変化 反応
し イ t 値
変化す

p797. なiるuィら 1 引⽤
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RP とらbuるるinる

主 特徴：RPコード モ し よらpらnよancy るィapれを利⽤

RP Debugging

Stepping	over	dep.	graph

Breakpoint over	node	X

Inspect		values	in		the	dep.	graph

Navigate signals	in	the	graph

Per-node	 relative	performance

従来 デバッガで 難しかったRP ⽀援を効果的 ⾏えるよう った

p802. なiるuィら 14 引⽤
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所感
• 読みやす た
• Eclipイら ン* 公開さ

⾝近 RPを使 い ⼈ いた
紹介し あげ いい も

*	http://guidosalva.github.io/reactive-inspector/



REVISIT OF AUTOMATIC 

DEBUGGING VIA HUMAN 

FOCUS-TRACKING ANALYSIS

:  

 

ICSE  2016/7/22

19
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Xiaoyuan Xie 
State Key Lab of Software Engineering, Computer School Wuhan University 

Zicong Liu  
State Key Lab of Novel Software Technology Nanjing University  

Shuo Song  
State Key Lab of Novel Software Technology Nanjing University  

Zhenyu Chen  
State Key Lab of Novel Software Technology Nanjing University  

Jifeng Xuan 

State Key Lab of Software Engineering, Computer School Wuhan University  

Baowen Xu  
State Key Lab of Novel Software Technology Nanjing University  



• Spectrum-Based Fault Localization  
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• Spectrum-Based Fault Localization(SBFL) 
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RETracer: Triaging Crashes by 
Reverse Execution from Partial 

Memory Dumps 
Weidong Cui (Microsoft Research)

Marcus Peinado (Microsoft Research)
Sang Kil Cha (KAIST)

Yanick Fratantonio (UC Santa Barbara)
Vasileios P. Kemerlis (Brown University)

紹介者：渡辺 啓介 (九州⼤学 鵜林・⻲井研究室)

シュ ー 解析 ー 作成
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• 送 ⼤量 シュ ー 中 、
同 っ 発⽣ も を ー ン
(triage)

• プ イ シー保護や ー ンス 問題 、
シュ ー 情報量 少 い

• そ 筆者 、 イ 、 シン 、
シュ時点 ー ンプ を⽤い

triageを⾏う新 い⼿法を発案
• 実⾏ ースを必要 い

シュ

イ

シン

ー ンプ 解析
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何 難 い

• シュ時点 ー ンプ い 、
過去 値 得 い
• 実⾏過程を遡 難 い

• 筆者 concrete reverse execution
static forward analysisを組 合わせ を
解決
• ー 流 を解析

• シュ 原因を特定
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成果

• x86, x86-64 Windows イ 向 triage
ー RETracerを実装

• 実験 、既存 ー triage ー 内
2/3 解消さ

• RETracer Microsoft シュ ー
サー ス 組 込 、Internet Explorerや
NTFS イ 重⼤ を発⾒
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所感

• 実際 Microsoft製品 ⼤ 成果を上
、有⽤ あ 感
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Exploring Language Support 
for Immutability

著者：Michael Coblenz, Joshua Sunshine, 
Jonathan Aldrich, Brad Myers, Sam Weber, 
Forrest Shull
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA
Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA

ICSE’16勉強会（2016年7月22日）
紹介者：木山真人（熊本大学）

不変性を分類する指標を定め，特に推移性について調査



目的
18-1

M.Coblenz et al. :” Exploring Language Support for 
Immutability”.Proc. of ICSE‘16. Table. 2より引用

言語やライブラリが提供する不変性は機能が多様で

実際どれが重要なのか？

まずは分類する指標をまとめた



Transitivity(推移性)
18-1

オブジェクトが不変なら
参照されてるオブジェクトも不変

Javaのfinal，C++のconstは推移性なし



調査

•提案指標で既存の言語・ライブラリを分類

•熟練ソフトエンジニア(8名)にインタビュー

• アンケート結果から推移性の調査をするためIGJという
ツールを改造しIGJ-Tを作成

• IGJ-Tを使って学生(3名)に4つの課題をやってもらうー＞
結果は微妙

18-1



所感

•がんばって分類してる
• 指標，言語・ライブラリ分類の説明だけで全体の半分ぐ
らい使ってる

• 5.3節のインタビューまとめが良かった
• 言語が熟練者のニーズを反映してない

•関数型言語についても調査してほしい
• インタビューは大規模かつオブジェクト指向言語で書か
れたソフトウエアだけだった

18-1



The Evolution of C 
Programming Practices: A 

Study of the Unix Operating 
System 1973-2015
著者：Diomidis Spinellis, Panos Louridas

and Maria Kechagia

(Athens University of Economics and Business)

Unix開発44年間で開発者が行ってきたことをC言語のソースコードから
明らかにする

担当：眞鍋雄貴（熊本大学）
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目的：Unixオペレーティングシステ
ム開発における，長期にわたるCプ

ログラミング言語の進化を調べるこ
と

調査対象：Unix 66リリース
(Research-V3からFreeBSD10.0まで）．

．
．

Spinellis et. al., “The Evolution of C Programming 
Practices: A Study of the Unix Operating System 
1973-2015”, pp.750, Table1(一部抜粋)



表：Spinellis et. al., “The Evolution of C Programming Practices: 
A Study of the Unix Operating System 1973-2015”, pp752, Table2
図：同著，pp755, Figure2（抜粋）

メ
ト
リ
ク
ス

仮説

調査方法：仮説を立て，
仮説に対応するメトリクス
の値をリリース毎に計算
し，統計処理してトレンド
を見る

統計処理：一般加法モデ
ル(GAM)を用いた回帰分
析

サイズ

言語機能

Kludge(FIXMEとか)

コードスタイル

コメント



結果

•ハードウェア技術の進歩とともにコーディングスタ
イルは進化した

•増加する複雑度を飼いならすためにモジュール性
を促した

•適用された価値のある新しい言語の特徴を適応し
た

•開発者はコンパイラにレジスタを割当をコンパイラ
がやるのに変わって許可した

• コードフォーマットに関して広範な同意に達した



所感

• Pro
• 初期から現在までBSD系Unix全体をカバーする分析に
なっていて規模が大きい
• 初期のUnixが入手可能であることに驚いた

• 全体的に読みやすく書かれている
• メトリクスと仮説との対応関係の説明が詳しい
• 文章中にグラフの形状が示されてて読みやすい

• Con
• 仮説が受理されたか破棄されたかがわかりにくいのが
いくつかある．特にH3,H6は結論から推測した．

• メトリクス計算で用いたツールcmcalc：
https://github.com/dspinellis/cqmetrics



An Empirical Study on the 
Impact of C++ Lambdas and 

Programmer Experience
著者：Phillip Merlin Uesbeck, Andreas Stefik, 

Stefan Hanenberg, Jan Pedersen
and Patrick Daleiden

(University of Nevada, Las Vegas)

関数型言語由来の機能が人に与える影響を再現可能な
方法で評価するためには？

担当：眞鍋雄貴（熊本大学）

18-3



概要
目的：C++11のラムダ式が人に与える影響に関して，イテレー
タと比較した最初のランダム化比較実験を行うこと．

C++11に導入されたLambda式

Uesbeck et. al.,“An Empirical Study on the Impact of 
C++ Lambdas and Programmer Experience”,p765より抜
粋

アプローチ：参加者にvectorコレク

ションの反復に焦点を当てたプログ
ラミングタスク3件を実施させ，タスク

完了までの時間などの従属変数を
計測する
• ランダム化比較実験のために

• lambdaで解く組とiteratorで
解く組はランダムに振り分け

• 参加者は何が試験されてい
るのかに関する情報を持た
ない

• 経験によっても参加者は分類さ
れる



実験結果

•開発者の能力，所要時間，コンパイラエラー数，コ
ンパイル以外の時間全てに影響が有意にある．
（どれも悪化）

•経験レベルは開発者の能力に影響．特に，タスク
完了までの所要時間の分散の45.7%は経験レベ
ルで説明できていた．



所感

• Pro
• ランダム化比較実験を行う上での様々な試行錯誤を
様々な文献を引きながら注意深く説明している．

• Con
• 出てる結果に驚きがなく，また，結果が調べたいことと
ずれている．
• 経験があればLambdaだってなんとかなる



Understanding and Fixing 
Multiple Language 

Interoperability Issues: The 
C/Fortran Case

Nawrin Sultana, Justin Middleton, 
Jeffrey Overbey, Munawar Hafiz

18-4

担当：戸田航史（福岡工業大学）



概要
• CとFortranの相互運用性（interoperability）に関する
レガシーコードの問題を扱う
• interoperablity：今回の場合はCのプログラムからFortran
の関数を呼び出す，またはその逆

• Fortran2003でinteroperabilityの規範が（ようやく）策
定されたが，ほとんど使われていない
• 20アプリケーション，1200万以上のソースコードを分析し
たところ，3%程度しか利用されていない
• 2003年以前のコードはad hoc(compiler dependant)なコンパイラ
依存のテクニックによって相互運用性が維持されている

• レガシーコードでありリファクタリングが必要

18-4: Understanding and Fixing Multiple Language Interoperability Issues: The C/Fortran Case



レガシーコードのリファクタリング
• コンパイラ依存の記述をFortran2003の規格に従う形
式に変換する3種のリファクタリング手法を提案，実
装した

• 20のアプリケーションで実行した結果，大半のアプリ
ケーション（関数）において，リファクタリングを実現で
きた

•実験で用いたプログラム等は以下．研究自体のサマ
リも記載されている

https://sites.google.com/site/cfortranrefactoringtool/

18-4: Understanding and Fixing Multiple Language Interoperability Issues: The C/Fortran Case

https://sites.google.com/site/cfortranrefactoringtool/


所感

• 20アプリケーション1200万行の分析というパワー
系と，リファクタリングツールの提案とその実装と
いうテクニック系が合わさり最強に見える

• レガシーコードとそのリファクタリングを考える上で
は重要な論文と推測される
• 実際のコードを例に挙げて，何が問題かを明瞭に指摘
している

• ただし，当然ながらCとFortranが分からないとすご
く辛い

18-4: Understanding and Fixing Multiple Language Interoperability Issues: The C/Fortran Case
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

Energy Profile of
Java Collection Classes

紹介：
大阪大学大学院情報科学研究科
コンピュータサイエンス専攻 楠本研究室
小倉 直徒

Samir Hasan Zachary King Munawar Hafiz

Mohammed Sayagh Bram Adams Abram Hindle

［要約］
Javaコレクションの各操作で消費する電力を計測し

省電力のためにどのクラスを使うべきかのガイドラインを示した

paper #

6-1

🏆 Awarded



Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

背景と目的

• ソフトウェアの消費電力の削減は重要

• 電力の観点からソフトウェアを最適化する
研究が近年活発に行われている

–電力において最適なJavaコレクションのクラスを
推薦するツール[30]

2016/7/22 1

List・Set・Mapのそれぞれでどのクラスを用いれば
省電力となるかのガイドラインを示す

[30] I. Manotas, L. Pollock, and J. Clause. Seeds: A software engineer’s 
energy-optimization decision support framework. ICSE2014.

ArrayListをHashSetに変更するよう推薦

ListをSetに変更するのは開発者を混乱させる

paper #

6-1

🏆 Awarded
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

Listの各操作の消費電力

2016/7/22 2

一般的なアプリケーションではTIntArrayListを使うとよい

消費電力が低い 高い

paper #

6-1

🏆 Awarded
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

実アプリケーション中のListクラスを変更

• Gson中のListを消費電力の高いクラスに変更

– 51個のArrayListをLinkedListに変更

–テストケース実行中の消費電力が309%増加

• Stack Exchange Trading Simulator中のListを
消費電力の小さいクラスに変更

– 8個のLinkedListをArrayListに変更

–消費電力が39%減少

2016/7/22 3

様々な操作が行われる実アプリケーションにおいても
クラスの変更は消費電力に影響する

paper #

6-1

🏆 Awarded



Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

所感

どのクラスを用いるべきかのガイドラインを
わかりやすい表にまとめた

詳細な実験結果をウェブ上で公開している

×実行時間の結果が載っていない

–実行時間と消費電力が比例したと考察している

×省電力なTIntArrayListは一般的なクラスか？

–実アプリケーションでの実験でもTIntArrayListは
使っていない

2016/7/22 4
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Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
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An Empirical Study of 
Practitioners' Perspectives on 
Green Software Engineering

Irene Manotas, Christian Bird, Rui Zhang, David Shepherd,
Ciera Jaspan, Caitlin Sadowski, Lori Pollock, James Clause

紹介者 : 山本 将弘 （大阪大学）

[要約]
ソフトウェア開発の現場で働く人々に

エネルギー消費についてのインタビューやアンケートをした

paper #

6-2
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概要

ソフトウェア開発の現場で働く人々はエネルギー消費について
どのように考えているのかインタビューとアンケートにより調査

2016/7/22

インタビュー アンケート

×464×18

各工程に関する質問の結果から得られた知見を列挙
• 工程 : 要件定義，設計，実装，テスト，運用

6

ソフトウェア開発の現場の人々は
エネルギー消費についてソフトウェア開発時に考慮しているが，
情報等の欠如によって思い通りにいっていないことがわかった

paper #

6-2
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

得られた知見（1つのみ抜粋）

2016/7/22 7

エネルギー消費の問題は
コード記述に影響があるか？

エネルギーの問題は現場の人々が新しいコードを記述
するときに影響する

著者らの意見

• 新しいプログラミング言語や言語仕様により，エネルギー効率
のよいソフトウェアの開発を手助けすることができる

• 演算を遅延させて作業をまとめることによりエネルギー効率を
よくする既存研究を改良した新たな手法の研究が提案できる

80%の人が「常にある」「よくある」「時々ある」と回答

paper #

6-2
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所感

2016/7/22 8

• 現場の現状をまとめるのは重要

• 文章の構成が読みやすい

–太字だけ読めば大意はつかめる

• アンケート結果の詳細を公開すべきでは？

–質問間の関係を知りたい人もいるはず

paper #

6-2
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Automated Energy Optimization of 
HTTP Requests for Mobile Applications

紹介：

大阪大学大学院情報科学研究科

コンピュータサイエンス専攻楠本研究室

中島弘貴

Ding Li, Yingjun Lyu, Jiaping Gui, and William G. J. Halfond

paper #
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2016/07/19

概要

• HTTPリクエストの自動集約による，
モバイルアプリの消費電力削減

–小さいものを複数送るより，大きいものを1つ送る

10

消費電力：小消費電力：大

paper #

6-3
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

2016/07/19

ストーリー

• モバイルデバイスはバッテリーが命

• アプリレベルでは，ネットワーク通信が最も
消費電力の大きい操作の1つ

–そのうち80%はHTTP関連

• 消費電力はHTTPリクエストを送る回数に依存

–大きさはあまり影響しない

–なら，まとめて送ればいいのでは？

11

paper #
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2016/07/19

所感

• 実現したいことが明確で分かりやすい
– HTTPリクエストの自動集約による，モバイルアプリの
消費電力削減

• 考察がたくさん書かれている
– 消費電力，開発者の負担，分析時間，実行時の
オーバーヘッド，汎用性…

• アイデアに新規性はあまりない
– HTTPリクエストの集約は，Webブラウザの分野
ではすでに存在するアイデア

12

paper #
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•
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•

paper #

6-4

http://codetube.inf.usi.ch/


paper #
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http://www.slideshare.net/lucaponzanelli/


22. Security�

⽴命館⼤学 丸⼭研究室�



担当者: 丸⼭ 勝久 (�aru�cs.ritsu�ei.ac.jp)�
�

ICSEʼ16勉強会 (2016年7⽉22⽇)� 22-1 

AndroidアプリケーションにTaint Analysisを適⽤す
ることで，機密データとそのデータを操作するコード
を信頼できる領域に隔離する⼿法を提案する�

概要�

l 研究⽬的が明確かつ実践的�
l 実装(⼀部は未完成)の完成度が⾼い�
l コード分割の成否に関する考察が不⾜�

所感�



研究⽬的� 22-1 

分割�

機密データおよびそのデータを操作
するコードを特定することが⾯倒�

normal	

secure	

機密データと�
その操作コード� 攻撃�

(�ig.1)�

完全性(integrity)を保証�
機密データと操作コードを    �
                     TEEに配置�

Android	App	



⼿法と評価� 22-1 

機密データ	
の指定	

(�ig.2)�
informa�on	flow	

based	
forward	+	backward	

propaga�on	

特権が必要な	
⽂の特定	

⽂の集約	 関数化	

Java-to-C	

l �icro-bench�arks�
ü  16パターン�
ü  86%成功�

l 6個の実Apps�
ü  コードサイズ�
ü  実⾏時間�



l 調査対象が実践的で，興味のある読者が多い�
l 複数の視点から調査を実施�
l 調査結果から得られる主張がやや強引�

担当者: 丸⼭ 勝久 (�aru�cs.ritsu�ei.ac.jp)�
�

ICSEʼ16勉強会 (2016年7⽉22⽇)� 22-2 

暗号化APIの誤⽤がセキュリティ脆弱性を引き起こす
という前提のもとで，開発者が直⾯する障壁，実施す
る暗号化タスク，求められる⽀援を調査する�

概要�

所感�



22-2 研究⽬的�

StackOverflowにおける�
11名の回答者に対して�
アンケート調査を実施�

GitHub上の100個の�
プロジェクトを分析�

S1〜S3の結果に基づき，�
37名の開発者に対して�
アンケート調査を実施�

Java Cryptography APIsの利⽤に
おいて何が障壁となっているか��

開発者が求める共通の暗号化タ
スクは何か��

開発者がより効果的に暗号化技術を
利⽤できるためには，どのような
ツールや⼿法があるとよいか��

RQ1�

RQ2�

RQ3�

StackOverflowにおける�
100個のQ&Aを分析�

S1� S2�

S��S3�

なぜ開発者は�
      暗号化APIの利⽤に苦しむのか�



22-2 調査結果�

Q&A分析により5つの障壁を
特定�

S1� S2�

S��S3�

アンケート結果によりタスク，
障壁，必要な⽀援を理解�

プロジェクト分析により
10個のタスクを特定�

アンケート結果によりタスク，
障壁，障壁の相関，必要な⽀援
を理解�

RQ1: 暗号化における障壁は��
l  APIの使いにくさや複雑さ�
l  (メソッド呼出の順序など)�
l  ドメイン知識の不⾜�
l  API実装に関する理解�
l  APIの利⽤に関する設定�
RQ2: 暗号化のタスクは��
l  ログイン認証�
l  安全な通信�
l  対称性暗号(共通鍵暗号)�

RQ3: 必要な⽀援は��
l  例題ベース/タスク�
   ベースの良い⽂書�
l  APIsの適切な抽象化�
l  ⼀般的な誤りの検出や�
   コードテンプレートの�
   ⾃動⽣成ツール�

セキュリティ脆弱性を�
                   減らすために�



担当者: ⻄村 雄⼀ (nishi�ura�y�cs.ritsu�ei.ac.jp)�
ICSE 2016勉強会 (2016年7⽉22⽇)�

Webアプリケーションに潜むバグ・脆弱性に対し 
 

Access Control Patternカタログを⽤いて検出する⼿法を提案 
 

ツール: SPACE (Security PAttern ChEcker) を開発 
 

�要�

⼊⼿先 → http://people.eecs.berkeley.edu/~jnear/
space/�

22-3 



Fig.3 より�

アプリケーションリソースを
RBAC* オブジェクトへ 
(ツール利⽤者が⾏う) 
 
 

7つの守るべき 
Access Pattern を定��
ex) Authentication 
 
 
 
 
 

* Role-Based model of Access Control 

ソースコード・RBACオブジェクトから 
パターン違反を検出�

検出⼿法� 22-3 



���

Fig.4 より(⼀部抜粋)�

  Githubに存在する50個の 
Ruby on Railsアプリケーションを解析 
 

Ø 計23個のパターン違反(未知のバグ)を検出 Fig.6 より�

  多少の誤検知があるが、有⽤なバグ検出結果 
  ⼤きなプロジェクトでも実⽤的な時間で解析可 

Ø 提案⼿法・ SPACEの有⽤性を証明�

22-3 



担当者: 丸⼭ 勝久 (�aru�cs.ritsu�ei.ac.jp)�
�

ICSEʼ16勉強会 (2016年7⽉22⽇)� 22-4 

既存ライブラリへの参照を乗っ取ることで，Android
アプリケーションがセキュリティの強化されたライブ
ラリを利⽤するように切り替える仕組みを実装する�

概要�

l 仕組みが明確で可搬性が⾼い�
l 実⽤的なツール開発への�⽤�
l 理論的な新規性が低く，内容もやや散漫�

所感�



研究⽬的�
と⼿法�

22-4 

さまざまなAndroidデバイス
や実⾏環境に対応�
l  2.X〜5.X (6.0も)�
l  DalvikおよびART�
l  10種類のデバイスで検証�

(�ig.2)�

Security-enhanced	

対象アプリケーションの�
起動時(Ac�vityの開始時)�
に参照を切り替え�

明⽰的なライブラリの⼊れ替えなしで�
Androidアプリケーションを安全に�

ライブラリへの参照
をハイジャック	

Android	App	



22-3 評価� 提案⼿法に基づき，3つの実⽤的アプリ
ケーションを開発�

l  LinkedInアプリケーションで検証�
l  5つの脆弱性(FakeID, Heartbleedを

含む)に対する攻撃のブロックに成功�

l  2つのデバイス(DalvikとART)を利⽤�
l  40個のセキュリティ規則を⽤意し，

実⾏速度を計測(10-20%の増加)�
l  OpenIntentプロジェクトで検証�

l  2つのデバイス(DalvikとART)を利⽤�
l  150個のマルウェアサンプルに適⽤�
l  100個の実アプリケーションのうち，

51個に対して機密情報の漏洩を検出�
l  オーバーヘッドを計測(�20%)�

セキュリティパッチを�
適⽤したライブラリへ
の置き換え�

変数にTaintタグを
付与し，機密データ
の汚染具合を追跡�

ICCに対して，アクセス
制御機構を挿⼊�

PatchMan	

ControlMan	

TaintMan	

評価点�



Okayama Prefectural University

ICSE2016 勉強会
4. Symbolic Execution

横川智教（岡⼭県⽴⼤学）

2016/07/22 ICSE2016 勉強会



Okayama Prefectural University ICSE2016 勉強会2016/07/22

On the Techniques We Create, the Tools We Build,
and Their Misalignments: a Study of KLEE

Eric F. Rizzi (Grammatech Inc.)
Sebastian Elbaum, Matthew B. Dwyer

(University of Nebraska)

ACM SIGSOFT Distinguished Paper Awards

KLEE の改良を⾏った結果が従来の研究に
どのような影響を与えるか調査した論⽂

⽬新しさばかりを追い求める業界に⼀⽯を投じる

(4-1) E. Rizzi et al. On the Techniques We Create, the Tools We Build, and Their Misalignments: a Study of KLEE



Okayama Prefectural University ICSE2016 勉強会2016/07/22

(4-1) E. Rizzi et al. On the Techniques We Create, the Tools We Build, and Their Misalignments: a Study of KLEE

ソフトウェア⼯学業界では，アイデアの宣伝も
キャリアアップも，全てが publication に依存

✘ ⽬新しさを主張した論⽂ばかりが通ってしまい，
既存のシステムの改善・維持という重要な仕事は
⼆の次になってしまう

✘ 「新しい」技術の実装がおろそかになり，
それを引⽤した研究においても誤った結論を招く

これがソフトウェア⼯学業界をダメにしている！

popular かつ well-cited である記号実⾏ツール
KLEE に対して⾏った改良が，
KLEE を引⽤している論⽂へ与える影響を調べる



Okayama Prefectural University

(4-1) E. Rizzi et al. On the Techniques We Create, the Tools We Build, and Their Misalignments: a Study of KLEE

ICSE2016 勉強会2016/07/22

KLEE に対して 6 種の改良を適⽤
• Solution Re-computation Optimization
• Quick Cache Bug
• Array Factory Bug
• Defaunt Enabled no-prefer-cex Bug
• Unnecessary UBTree Superset Bug
• Inequality Concretization Optimization

新しい技術ではないが
⼤幅（2〜17倍）な

性能向上を実現

KLEE を引⽤する 100 本の論⽂を調査
表⾯的な引⽤：47 本，⽐較対象として引⽤：27 本，KLEE の拡張や応⽤：26 本
26 本のうち，25 本は結果への影響があり，11 本は結論にも影響があると予想
11 本の論⽂における結果を再現（もしくは近似）し，評価を⾏う

2/11：ポジティブな結果 5/11：ネガティブな結果
1/11：影響なし 3/11：近似できず
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Guided Dynamic Symbolic Execution
toward Unverified Program Executions

Maria Christakis, Peter Müller, Valentin Wüstholz
(ETH Zurich)

ACM SIGSOFT Distinguished Paper Awards

静的解析による検証と記号実⾏を
組み合せたときに発⽣する冗⻑な（検証済みの）

テストケースを排除する⽅法を提案

(4-2) M. Christakis et al. Guiding Dynamic Symbolic Execution toward Unverified Program Executions
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(4-2) M. Christakis et al. Guiding Dynamic Symbolic Execution toward Unverified Program Executions

静的解析の際に健全性を損なう仮定が設けられ，
実際のバグが⾒逃される

1 void Deposit(int amount) {
2   if (amount <= 0 || amount > 50000) {
3     ReviewDeposit(amount);
4   } else {
5     balance = balance + amount;
6     if (balance > 10000) {
7       SuggestInvestment();
8     }
9   }
10   assert balance >= old(balance);
11 }

静的解析ツールは， がオーバフローしない前提で
検証を⾏うため， の違反を検出できない

5 balance = balance + amount;

10 assert balance >= old(balance);

amount <= 0
|| amount > 50000

balance
> 10000

balance
>= old(balance)

balance
>= old(balance)

balance
>= old(balance)

Y N

Y N

Y N Y N Y N

動的記号実⾏では，アサーション違反のないパスに対するテストケースも
⽣成されてしまう

静的解析で検証済みのパスに対してテストを⽣成しない
動的記号実⾏⼿法の実現

balance
= balance + amount
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1 void Deposit(int amount) {
2   var a = true;
3   if (amount <= 0 || amount > 50000) {
4     assume !a;
5     ReviewDeposit(amount);
6   } else {
7   assumed noOverflowAdd(balance, amount) as a;
8     a = a && noOverflowAdd(balance, amount); 
9 assume !a;
10     balance = balance + amount;
11     if (balance > 10000) {
12       SuggestInvestment();
13     }
14   }
15 assume !a || balance >= old(balance); 
16   assert balance >= old(balance) verified a;
17 }

program annotation:
アサーションが
どのような仮定で
検証されたかを記⼊

code instrumentation:
annotation をもとに
冗⻑なテストケースを削除

静的解析ツール Clousot と記号実⾏ツール Pex を利⽤
• テストケース数を 19.2% 削減
• カバー率を 7.1% 向上
• テストに要する時間を 52.4% 削減
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Synthesizing Framework Models
for Symbolic Execution

Jinseong Jeon, Jonathan Fetter-Degges, Jeffrey S. Foster
(University of Maryland)

Xiaokang Qiu, Armando Solar-Lezama
(Massachusetts Institute of Technology)

フレームワークを⽤いたプログラムに
記号実⾏を適⽤するためのモデルを⾃動⽣成する

ツール PASKET を開発

(4-3) J. Jeon et al. Synthesizing Framework Models for Symbolic Execution
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(4-3) J. Jeon et al. Synthesizing Framework Models for Symbolic Execution

Swing や Android などフレームワークを⽤いて
構築されたプログラムに記号実⾏を適⽤するのは困難
フレームワーク側で⽣成されるメッセージは
記号実⾏ツールで再現できないし，
かといってフレームワークのソースコードに
記号実⾏をかけるのはあまりに⾮現実的

フレームワークの振る舞いを模倣するモデルを
⼿作業で作成し記号実⾏を⾏っていた

Java のフレームワークモデルを⾃動合成する
ツール PASKET を開発
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PASKET

Framework

Tutorial

API

Logger

Encoder

Synthesizer Framework
Model

Design
Patterns

Logs Synthesis
Problem

Figure 1: Pasket architecture.

torial into a full model. In the case of Swing, for example,
Oracle provides tutorials for buttons, checkboxes, and simi-
lar components, which are ideal for this purpose [27].

The framework API information can be extracted from
the JAR or AAR files of the framework, although some user
input is needed to select the parts of the framework API that
should be modeled. This API provides the skeleton of the
expected model. Pasket’s goal is to generate code for that
skeleton—insert the bodies of constructors and methods—
to yield a model that can be used to analyze the tutorial
programs and that, ideally, will also generalize to larger pro-
grams that use the same parts of the framework.

As a first step in the model creation process, the logger
component inside Pasket executes the tutorial programs
(perhaps requiring user interaction with the tutorial) and
logs the method names, arguments, and return values that
cross the boundary between the tutorial code and the frame-
work. (Calls internal to the framework are omitted from
the log.) For instance, in the Swing button callback exam-
ple, the user would run the application and press the button
while the logger records the execution. The log would there-
fore capture the button creation, registration, and callback,
including the precise identities of the objects, so it captures
the fact that the registered object is the one being called
back when the button is clicked.

These captured logs serve as a partial specification for the
synthesis process. Specifically, the synthesizer aims to pro-
duce a model that achieves log conformity with the original
program, meaning if the application were to run using the
model code in place of the framework code under the same
user inputs, we would observe the exact same sequence of
calls as in the original log. Section 3 explains this in detail.

To produce a model, the log conformity requirement must
be combined with a structural hypothesis to limit the space
of possible models. In Pasket, this structural hypothesis
comes from Pasket’s internal knowledge of design patterns.
The idea is that by limiting the search to models that im-
plement design patterns we know to be used by the actual
framework, we increase the likelihood the synthesized model
will generalize and behave correctly with other applications.
Pasket currently supports four main design patterns: Ob-
server, Accessor, Adapter, and Singleton. Section 4 explains
how these patterns are instantiated to match the given API
and produce models satisfying log conformity.

Pasket uses the open-source Sketch synthesis system to
search for log-conforming instantiations of the design pat-
terns (hence the “sketcher” part of the name Pasket) [34].
Sketch’s input is a sketch that describes a space of pro-
grams and a set of semantic constraints, usually given as
assertions the synthesized program must satisfy. Sketch
uses a symbolic search procedure to find a program in that
space that satisfies the constraints. Section 5 discusses Pas-

ket’s Encoder component, which translates the client app,
logs, framework API, and design pattern information into a
sketch whose solution solves the Pasket synthesis problem.
The encoded synthesis problems are quite challenging due

the large number of possible design pattern instantiations as
well as the di�culty of reasoning about dynamic dispatch.
Despite this, the problems are made tractable using recent
research on combining constraint-based synthesis with ex-
plicit search [19], together with a careful encoding that al-
lows the synthesizer to e�ciently rule out large numbers of
incorrect solutions.

Results. We used Pasket to produce a model of the Java
Swing GUI framework and the Android framework. For
Swing, we used 10 tutorial programs distributed by Oracle.
Synthesis took just a few minutes, and in the end produced
a model consisting of 95 di↵erent classes and 2,676 lines of
code, making it one of the largest pieces of code ever syn-
thesized using constraint-based synthesis. For Android, we
used 3 tutorial programs gathered from the web. Synthesis
took a few seconds and produced a model consisting of 50
di↵erent classes and 1,419 lines of code.
We validated the models in three ways. First, we ran the

Swing tutorials against the synthesized Swing model and
checked that they match the original logs. Second, we ran
the Swing tutorials under Java PathFinder [30] (JPF). We
found we could successfully execute eight of the ten tutorials
(two tutorials are not supported by JPF’s event generating
system), while JPF’s own model failed due to some miss-
ing methods. Finally, we selected eight code examples from
O’Reilly’s Java Swing, 2nd Edition [23] that use the same
part of the framework and verified that they run under JPF
using our merged model. We also selected two Android code
examples and verified they run under SymDroid, a Davlik
bytecode symbolic executor [17], using our merged model.
(Section 7 describes our experiments.)

Contributions. In summary, this paper makes the following
contributions:

• We introduce Pasket, a new tool that takes a first step
toward automatically synthesizing framework models
su�cient for symbolic execution.

• We formulate the synthesis problem as design pattern
instantiation and show how to use the framework API
and log of framework/client calls to constrain the de-
sign pattern instantiation process. (Sections 3 and 4)

• We show how to encode the synthesis problem as a
Sketch synthesis problem. (Sections 5 and 6)

• We present experimental results showing Pasket can
synthesize a model of a subset of Swing and a subset of
Android, and that model is su�cient to symbolically
execute a range of programs. (Section 7)

2. RUNNING EXAMPLE
As a running example, we show how Pasket synthesizes

a Java Swing framework model from the tutorial program
in Figure 2, which is a simplified extract from one of the
tutorials for Java Swing.
Here the main method (not shown) calls createAndShowGUI

(line 15), which instantiates a new window and adds a new
instance of ButtonDemo to it. The ButtonDemo constructor

157

tutorial program から取得したログと
デザインパターンを⽤いてモデルを合成する

デザインパターン:
Observer, Accessor,
Adapter, Singleton

Tutorial Program:
ButtonDemo,
CheckboxDemo, …

Swing と Android のモデルを⾃動合成
• 合成に要した時間は数分程度
• 合成したモデルを⽤いて tutorial program の記号実⾏が可能
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Type-Aware Concolic Testing
of JavaScript Programs

Monika Dhok, Murali Krishna Ramanathan
(Indian Institute of Science)

Nishant Sinha (IBM Research, India)

型制約や関数の型を明⽰的に管理することで，
concolic testing を動的型⾔語にも

効果的に適⽤する⼿法を提案した論⽂

(4-4) M. Dhok et al. Type-Aware Concolic Testing of Javascript Programs
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Concolic Testing は静的型⾔語に対しては
⼤きな効果を発揮するが，
JavaScript などの動的型変換を⾏う⾔語では
スケーラビリティに⼤きな問題がある
type-agnostic な concolic testingでは，
具体的な値を割り当てた結果，冗⻑な⼊⼒
（＝新たなパスをカバーできない⼊⼒）となる

結果として，⼤量の⼊⼒が⽣成される

type-aware な concolic testing により，
冗⻑な⼊⼒を削減する
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(4-4) M. Dhok et al. Type-Aware Concolic Testing of Javascript Programs

type-awareness:
Concolic Testing が⽣成する
branch constraint（z = 1）と
type constraint（typeof(z) = number）を区別

inter-procedural testing:
呼び出しグラフを動的に⽣成しながら
それぞれの関数に対して引数の正しい型を⽰す
type precondition を⽣成する

動的解析環境 JALANGI 上に実装を⾏い，
オープンソースの JavaScript プログラムに適⽤
• type-awareness により⼊⼒を従来法の 5% に削減
• inter-procedural testing により⼊⼒の 50％を削減
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26-1: 
Scalable Thread Sharing Analysis

紹介者： 桑原 寛明（南⼭⼤）

Jeff Huang (Texas A&M University)

ICSEʼ16 勉強会 (26-1: Scalable Thread Sharing Analysis)

マルチスレッドプログラムにおいて
複数のスレッドが共有するデータへのアクセスが⽣じる
プログラム上の位置を特定する
スケーラブルなアルゴリズムを2種類提案する

要約



26-1概要
n 背景

Ø 共有データへのアクセスとスレッドローカルな
データへのアクセスの区別は重要

n 貢献
Ø ⼤規模プログラムに適⽤可能な、共有データへの

アクセス箇所を特定するアルゴリズム
n escape analysisは遅い

Ø 7種類のJavaプログラム(1.7MLOC)を対象に評価
n escape analysisと⽐較
n record/replay, race detectionアプリに応⽤

2ICSEʼ16 勉強会 (26-1: Scalable Thread Sharing Analysis)
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n 詳細は論⽂をご覧ください。どちらかと⾔え
ばシンプルなアルゴリズムだと思います。

n 基本⽅針
Ø 各フィールド/配列アクセスについてスレッド毎の

read/writeを記録する
n 静的アルゴリズム

Ø based on points-to analysis and call graph
n 動的アルゴリズム

Ø 冗⻑なチェックを除去

3ICSEʼ16 勉強会 (26-1: Scalable Thread Sharing Analysis)

アルゴリズム



26-1評価

4ICSEʼ16 勉強会 (26-1: Scalable Thread Sharing Analysis)

静的アルゴリズム（原論⽂ Table 2）

動的アルゴリズム（原論⽂ Table 4）

Javaの標準ライブラリ
込みでもかなり⾼速

escape analysisよりも
⼩さいオーバヘッド
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n Eclipseなどの⼤規模プログラムが標準ライブ
ラリ込みで⾼速に解析できているのはすごい

n 実装が公開されている
Ø https://github.com/parasol-aser/tsa

n 速度に関する評価はよくされている
n アルゴリズム⾃体の議論がない

Ø 計算量など
n アルゴリズムの出⼒についての議論もない

5ICSEʼ16 勉強会 (26-1: Scalable Thread Sharing Analysis)

所感
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26-2: Fixing Deadlocks via Lock 
Pre-Acquisitions

紹介担当者：今井敬吾 (名大OB) 

Yan Cai and Lingwei Cao
中国科学院 (Chinese Academy of Sciences)

ICSE’16 勉強会 (26-2: Fixing Deadlocks via Lock Pre-Acquisitions) 

デッドロック自動修正手法の提案. まずい順番で2つのロックを獲得
している箇所を, 同時に獲得するように書換える. ツール “DFixer”. 
グローバルなロックでガードする従来手法と比べ, 新たなデッドロッ
クを導入しにくい. パフォーマンスの劣化も少ない.	

要約 



26-2基本 

1	ICSE’16 勉強会 (26-2: Fixing Deadlocks via Lock Pre-Acquisitions) 

元のプログラム （デッドロックする） 

従来手法による修正（問題のある部分全体をグローバルなロックGでガード） 

提案手法による修正（ロック n も一方のスレッドで先行獲得） 

acq(m) : ロックmを獲得 
rel(m) : ロックmを開放 

acq(m&n) :  
   ロックm,nを同時に獲得 
    (n の pre-acquisition) 

注意：目的は、デッドロックの検出ではなく自動修正である。 
（デッドロック発生箇所はアルゴリズムの入力として与えられている。） 



26-2従来手法でうまくいかない例 

2	ICSE’16 勉強会 (26-2: Fixing Deadlocks via Lock Pre-Acquisitions) 

元のプログラム 

m,nの獲得順が異なり 
デッドロック 

① ② 

③（死） 
③’（死） 

従来手法(GA)で修正すると新たなデッドロックが発生 

MySQL 5.7のバグを単純化  
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=62614 



26-2本手法による修正 (制御フローも見てくれる) 

3	ICSE’16 勉強会 (26-2: Fixing Deadlocks via Lock Pre-Acquisitions) 

元のプログラム 

提案手法による修正 

MySQL 5.7のバグを単純化  
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=62614 

acq(n&m) :  
   ロックn,mを同時に獲得 
    (m の pre-acquisition) 

不要だったら開放→ 

↓m も 先行獲得 



26-2補遺・所感・その他のリソース 
n  実証実験、パフォーマンス比較 

Ø  MySQL, OpenLDAP, SQLite, Hawknl (ゲーム向け通信API) を対象 
Ø  新たなデッドロックを導入しない 
Ø  先行研究(Grail)よりオーバーヘッドが低い(最大で27.1%→1.9%の低減) 

n  実装： http://lcs.ios.ac.cn/~yancai/dfixer/ 
Ø  LLVM bitcode を解析し、元のコードに対するパッチを生成 
Ø  デッドロックの箇所は別途外部ファイルで指定 
Ø  MySQL 等の自動修正は試せない… 
（パフォーマンス比較用の修正結果のみ提供） 

n  所感 
Ø  新たにロックを導入しない点は確かに有用 
Ø  LLVMベースの解析部分もそれなりに興味深い 
Ø  「主定理」と証明スケッチはあるものの、モデルが厳密でないため、 
すこし頼りないような… 

4	ICSE’16 勉強会 (26-２: Fixing Deadlocks via Lock Pre-Acquisitions) 
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26-3: Coverage-Driven Test Code 
Generation for Concurrent Classes

紹介担当者：渥美紀寿

Valerio Terragni and Shing-Chi Cheung 
(The Hong Kong University of Science and Technology)

並行プログラムの不具合を効率良く検出するためのテスト生
成手法の提案．既知の不具合に対する実験により，少ない
テストで短時間に不具合を検出できることを示している．

要約

(26-3: Coverage-Driven Test Code Generation for Concurrent Classes)



26-3並行プログラムのテスト生成
n 目的

Ø インターリービングによる共有メモリアクセスにおける不
具合検出のためのテストコード生成

n アプローチ
Ø メソッド呼出しシーケンスの集合を生成 (sequential)

n カバレッジ (sequential coverage) を上げるように生成
n メソッド呼出しシーケンス生成において枝刈り

p 途中までのテストシーケンスを実行し，例外発生/イベント列 (フィールドへの読
み書き，リソースのロック/アンロック) が増えないなら終了

Ø それぞれのメソッド呼出しシーケンスの実行トレースから
並行実行におけるイベント列を生成
n カバレッジ (interleaving coverage) を上げるように生成
n Predictive Trace Analysis を使用し，syncronized などにより実
行不能なイベント列を生成しないようにする

(26-3: Coverage-Driven Test Code Generation for Concurrent Classes) 2



26-3効率良く不具合を検出可能か

(26-3: Coverage-Driven Test Code Generation for Concurrent Classes)

既存手法提案手法

Proc. of ICSE’16, pp.1129 Table 1.の一部
Time First Fault:最初に不具合を見つけるまでの時間
#Tests:テスト数
Suite Size:テストのサイズ

少ないテストで
短時間で見つけられた!!

並行プログラムにおけるインターリービングによる既知の不具合を対象に評価

3



26-3所感
n 再現が困難な並行プログラムにおける不具合
を検出可能なテストを効率良く生成できてて
すごい🙂

n 手法の限界が不明🙁
n 実装が公開されていないのが残念🙁

(26-3: Coverage-Driven Test Code Generation for Concurrent Classes) 4
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ICSE’16 勉強会 (26-4: Locking Discipline Inference and Checking)

26-4: Locking Discipline Inference 
and Checking

紹介担当者：水野 洋樹(名大OB)

Michael D. Ernst, Alberto Lovato, Damiano 
Macedonio, Fausto Spoto, Javier Thaine

要約

変数にアクセスする際にどのロックが必要かを示す@GuardedByアノテ
ーションの意味を形式的に定義した。
その意味に基づきツールを実装し、15のOSSで実験を行ない、手書きよ
りも有用であることを示した。



26-4研究概要

2

@GuardedBy("lock") Pair x;

synchronized (lock) {
x.first = 42;

}

Object lock2 = lock;
synchronized (lock2) {
x.second = 10;
}

問題点
• 定義があいまい

• lockを別の変数に代入したらどうなる?
• ツールによって解釈が違う

やったこと
• GuardedByの定義を形式的に与えた。(と言っているがSOSによる定義は別論文[2])
• その定義に基づいて、推論器と型チェッカと実装した
• 15のOSS(1.3MLOC)で実験した

• 推論器: 適合率 100%、再現率 83%
• 型チェック: 適合率 100%、再現率 99%
• 人手: 適合率 50%、再現率 42%

[1] B.Goetz,T.Peierls,J.Bloch,J.Bowbeer,D.Holmes,andD.Lea.Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006. 
[2]M.D.Ernst,D.Macedonio,M.Merro,andF.Spoto.Semanticsfor locking specifications.

xにアクセスするときはlockのロックを取
得しなければならない[1]
(Locking Discipline)

推論器: プログラムから@GuardedBy
を推論する
型チェッカ: 書かれている
@GuardedByが正しいかを検査する

ICSE’16 勉強会 (26-4: Locking Discipline Inference and Checking)



26-4所感・その他のリソース

3

所感
• @GuardedBy って使ってる人いるの?

• Github/Stackoverflow: 簡単なサンプル中しかでてこない
• ツールもFindBugsくらいしかでてこない

• 15のプログラムを実験対象としてるが、手動で@GuardedByを書いてあったのは3
つのみ
その他のリソース
• スライド: https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/locking-inference-checking-icse2016-abstract.html
• 実装

• 型チェッカ: Checker Frameworkに同梱。http://types.cs.washington.edu/checker-framework/
• 推論器: Julia http://www.juliasoft.com/eng

ICSE’16 勉強会 (26-4: Locking Discipline Inference and Checking)
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担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：豊田高専藤原

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications16-2: Featured Model-based Mutation Analysis

Mutants（変異）をプロダクトラインとしてモデル化
することでMutation Analysisを高速化した

Mutation Analysis
状態遷移系に変異を加えて
テストケースを実行したい

1000× 1000 = 状態爆発！
(変異) (テストケース)

変異をバリアントとして扱う

概要
★

1 × 1000 = 計算可能！
(FMM) (テストケース)

変異群をまとめて扱う状態遷移系（FMM）を提案
※図は当該論文より引用

元になる状態遷移系



W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications16-2: Featured Model-based Mutation Analysis

担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：豊田高専藤原

所感
アイデア，目的がシンプル

熟読しないと何故速くなるのかが分からない

貢献
多数の変異をひとつの状態遷移系（FMM）に縮退
FMMのテストツールを実装し公開

“Higher mutation testing is too 
computationally expensive to be practical.”

★

★

“Obviously, this is not the end of the story.”
著者の今後の研究への熱意が伝わってくる
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Session 9: Synthesis
自動プログラム生成

石尾 隆

大阪大学 井上研究室



Program Synthesis 
Using Natural Language

ADITYA  DESA I ,   SUMIT GULWANI ,   V INEET H INGORANI ,  
N IDH I JA IN ,  AMEY KARKARE ,  MARK  MARRON,   SA I LESH R ,  
SUBHA J IT ROY

I I T   KANPUR ,   IND IA ;  MSR  REDMOND,  USA

論文9‐1 (1/4)

[論文の概要]

英語で記述した動作を実行する DSLプログラムを生成する．

既存の英文・プログラム例の組から評価基準を学習することで，

複数の DSLに適用可能な手法を定義した．

DSLは英語に十分似ていて，型付けできることが条件．



提案手法： Keyword Programming の一種
実行したい処理を英文で書くとプログラムの候補が複数出力される

[EXAMPLE 1]†

Remove the first word of lines which start with number

 Remove(SelectStr(WORD, ALWAYS, 1),  
IterScope(LINESCOPE, StartsWith(NUMBER), ALL))

◦ 下線部がクエリに関係する単語の出現．「DSLの記述が英文とある程度似ている」のがポイント．

◦ Programming‐by‐Example と異なり，入出力の例は不要

論文9‐1 (2/4)

† A. Desai et al. Program Synthesis Using Natural Language. Proc. of ICSE 2016, pp.345‐356.



プログラムの生成は「それらしいもの」全探索．
評価基準のほうで良いものを選び出す

1. 英単語を DSLの終端記号に変換する
◦ WordNet上での単語の対応関係を使う

2. DSLの型制約を満たす範囲で，式をできるだけ組み合わせてプログラ
ム群とする

3. 評価基準に従ってプログラムを並べ替えて出力

Coverage:クエリに入っている単語が，生成されたプログラムに入っている

Mapping:クエリ内の単語の対応関係が，既存プログラム例と一貫している

Structure: クエリ内での単語間の距離が DSL式での対応要素の距離と近い

論文9‐1 (3/4)



3ドメイン，1272組のクエリ・プログラム例を
活用した学習と実験

Air Travel Information System，有限状態オートマトン，テキスト編集を題材

クエリとプログラム例の組からの学習

◦ WordNetに存在しなかった単語は人間に辞書に追加してもらう

◦ 英単語（+品詞）のプログラムでの出現確率を Naïve Baysian Classifierで学習

◦ ３つの評価指標を合計するときの重み付けを Stochastic gradient descent で学習

評価実験は情報検索と同様： クエリに対し，正解を上位に出せるか

◦ 10‐fold cross validation による評価

◦ 1位に正解が出てくるのが80%以上，3位以内に正解が出てくるのが90%以上

◦ 計算時間は高々3秒程度

◦ ３つの評価指標の有効性は，それぞれを取り除いたときの性能低下で評価

論文9‐1 (4/4)



SWIM: Synthesizing What I Mean 
Code Search and Idiomatic Snippet Synthesis

MUKUND RAGHOTHAMAN,   Y I  WE I ,   YOUSSEF  HAMADI

UNIVERS ITY  OF  PENNSYLVANIA ,   USA ;  M ICROSOFT  RESEARCH ,  
UN ITED   K INGDOM;   ÉCOLE POLYTECHNIQUE ,   PALA I SEAU,   FRANCE

論文9‐2 (1/3)

[論文の概要]

自然言語の検索クエリから C# の APIの利用例を出力する．

Bingの検索履歴からキーワードと APIの関係を学習しておくことで，

クラス名などを含まないユーザのクエリにも対応する．



提案手法：
クエリ→API 集合，API集合→コード例の２段階変換

本論文での API集合は C#のクラス名とメソッド名（固定）

Bingの検索履歴から，単語と API集合の関係を学習しておく

◦ クエリに単語 q が入っているときの検索結果において，開発者がクリックした URLに出現した

APIの名前 t を収集し，単語と APIの関係 Pr(t | q) を収集

◦ 実際のクエリ Qが与えられたとき，ユーザが探しているであろう APIの集合を特定

◦ 既存研究では型名などを指定させるが，この手法では自然言語だけでよい

オブジェクトの使い方 Structured call sequence を GitHubのソースコードから収集

◦ 型 T のオブジェクトを取得（ v = method(...); ）するところから始まるメソッド呼び出し系列

◦ 条件分岐，ループにも対応

◦ 既存研究では Prospector が同系統．Groumよりはシンプルな方式

◦ ユーザが探しているであろう APIの集合に類似した Structured call sequence を抽出して類似度

順にコード例に変換して表示する

論文9‐2 (2/3)



コード生成というよりは検索システム
コード生成技術プロセスは新しくなさそう
◦ 各 call sequence は，型 T のオブジェクトを取得して使う一連のメソッド呼び出し

◦ 先頭のオブジェクト取得で他のオブジェクトが必要なら，その取得処理も生成

◦ 変数名は，メソッドごとによく使われるものを利用

◦ 引数，フィールドへの設定値は生成しない（null か 0 を使用）

検索結果の上位に有用なものが出ているかで評価
◦ 30個の API‐related queries を Bingの検索履歴から収集して素材とする

◦ 各クエリに対し，上位10個のコード例を開発者に提示して Relevant/Irrelevant で評
価してもらった
◦ Relevantな出力が平均で 1.6位には登場する

◦ Top5 での Relevant の割合が平均で65%
◦ 意味のある変数名が 88%の変数で採用された

◦ 平均生成時間は1コード当たり1.5秒

◦ Web上のコード例を直接見るのより良いのかどうかは不明

論文9‐2 (3/3)



Cross‐Supervised Synthesis 
of Web‐Crawlers

ADI OMARI ,   SHARON  SHOHAM,  ERAN YAHAV

TECHNION ‐ I SRAEL   INST ITUTE  OF  TECHNOLOGY,   I SRAEL ;  
ACADEMIC  COLLEGE  OF   TEL  AV IV   YAFFO,   I SRAEL

[論文の概要]

Webサイトからデータを抽出するクローラ用の XPath 式を，

具体的なデータの出現位置の情報をもとに生成する．

人間の入力は多少不正確でもよい．

同じドメインの別サイトのデータも材料にできる．

論文9‐3 (1/3)



提案手法： XPath で実データを取り出し，実データ
の出現位置から XPath を作り直す

入力：Webページから取り出したい属性のリストと，データを取り出せる XPath 式の例

◦ たとえば書籍の場合，タイトル，著者，出版社，年などの属性

◦ 属性それぞれに，データを取り出せる XPath式を与えておく

出力：Webページから多くのデータを取り出せるような XPath式の集合

戦略：ループによる洗練

◦ 手持ちの XPath式を適用して，属性ごとの実データ集合を取り出す

◦ 解析対象 HTML群の木構造から，すべての属性データを含む「コンテナ」ノードの位置を特定する

◦ 初期の XPath式がカバーしていないノードでも，同じデータが出現していれば認識する

◦ データの出現位置から，それらの多くをカバーするような XPath式を作り出す

◦ 複数のノードに共通の木構造の要素を取り出していく処理

◦ コンテナ（たとえば「書籍」）ノードを取り出す XPath 式と，コンテナノードから属性（たとえば「タイトル」）を取り出す XPath
式を分けて生成することで，属性データのグループを保つ

論文9‐3 (2/3)



１つのクローラをもとに複数ウェブサイトの
クローラが作れることを示す評価実験
書籍，ホテルなど９つのデータカテゴリで実験

◦ 合計30ウェブサイトの12000ページを入力としてクローラを作る
◦ Googleでカテゴリ名を与えて出てきた有名サイトを利用

◦ 各カテゴリに対して１つ手作業でクローラを作成，残りを生成

◦ 評価指標
◦ Completeness: 取り出したかった属性をどれだけカバーできたか

◦ 8つのカテゴリで Completeness 80%以上，一番悪いもので60％程度

◦ Precision and Recall: 属性データを含む URL およびデータ自体が認識できた度合

◦ 属性抽出の XPath式を手書きしてマッチさせた結果と比較

◦ Recallは 悪でも85%，Precision も70%
◦ データの表現がサイトごとに大きく変わるものに弱い

論文9‐3 (3/3)



Automatic Model Generation 
from Documentation 
for Java API Functions

JUAN   ZHA I ,   J I AN JUN HUANG ,   SH IQ ING MA ,   X IANGYU ZHANG ,  
L IN   TAN ,   J I ANHUA ZHAO,   F ENG  Q IN

NANJ ING  UN IVERS I TY,   CH INA ;  OH IO   STATE  UN IVERS I TY,   USA

[論文の概要]

自然言語 Javadoc記述からメソッドの動作を再現するコードを生成し，

ソースコードがないライブラリ等※を含むプログラム解析・検証を可能にする．

※ただしコンテナに限る

論文9‐4 (1/4)



提案手法：「だいたいあってる」コードの生成
入力：メソッドごとの Javadoc 出力：その振る舞いの実装コード

◦ メソッドはコレクション操作系であることを仮定（Section 5）．
◦ コレクションの操作は配列だけで表現する．

◦ 生成結果が正しいかどうかはテストで検証する．
◦ Randoopでテストを自動生成して元プログラムと同一かテスト!

論文9‐4 (2/4)

Inserts the specified element at the specified 
position in this list.
Shifts the element currently at the position (if 
any), and any subsequent elements to the 
right ...

public void add(int index, E element) {
if (index < 0 || index > size()) 
throw new IndexOutOfBoundsException();

size = size + 1;
for (int i = size - 1; i > index; i--) {
elements[i] = elements[i-1];

}
elements[index] = element;

}

入出力例†： ArrayList.addの記述

† J. Zhai, et al.: Automatic Model Generation from Documentation for Java API Functions. Proc. of ICSE 2016, pp.380‐391.



生成の方法：ヒューリスティックに頑張る
（論文に載ってる情報だけでは再現できないレベルで頑張る）

1. Javadocの英語の構文木を構築する
◦ 構文木を構築するところは既存ツールに頼る

◦ ただし一部英単語は辞書に追加．たとえば true/false は名詞として扱う．

2. 利用した Stanford parser では and/orによる文の併記の認識が
怪しいので，複数の候補（variants）を生成して利用する

3. 出現する単語からパラメータを認識する
◦ “The” や “this” が引数やオブジェクトに対応することが多いので特別扱い

4. ループや条件分岐を All of ..., if/when から認識する

5. 木の部分構造からコードのひな形になる “primitive” を抽出する
◦ 例： copy o1 into o2 という節を copy(o1, o2)に変換

6. Primitives から Javaコードを生成する

論文9‐4 (3/4)



提案手法の効果：解析の性能改善

JDKのコンテナ系 14クラスの397メソッドに適用して326メソッドで成功
◦ Primitivesは１メソッドあたり5つ程度で短いコードが生成される．

◦ 生成自体はクラスあたり高々15秒程度で終わる．

◦ テスト時間は長め．９クラスで100秒程度，残る5つは２時間～１０日程度．
◦ １回作った結果は使いまわせるのでそこまで重くはない？

Static taint analysis, dynamic slicingで性能が改善
◦ いずれも，少数の事例で劇的に効果がある

◦ 少数のクラスの置換で効果があることを有効性としてうたっている

論文9‐4 (4/4)



参考文献
勉強を始める人はまず以下の記事を 初に読むのがおすすめです：

《解説》プログラミングするプログラム

─自動プログラム作成 前線─（森畑明昌）

情報処理 Vol.57, No.6, 2016年



Angelix: 
Scalable Multiline Program Patch Synthesis

via Symbolic Analysis

紹介: 大阪大学横山 晴樹

Sergey Mechtaev Jooyong Yi Abhik Roychoudhury

National University of Singapore

[要約]
100万行規模のプログラムに対応した

記号解析に基づくプログラム自動修正手法

17-1



要点

2016/7/22 1

• プログラム自動修正とは

‐ バグを含むプログラム & テスト集合修正パッチ

• 提案手法

‐ Angelic Forest による記号解析に基づく既存手法の改善

• 貢献

‐ 複数箇所の修正 & 複数行の修正が可能

‐ 100 万行規模の OSS を平均 1 時間で修正可能

‐ OpenSSL の ハートブリード脆弱性の修正に成功

The heartbleed bug. http://heartbleed.com 2014.

wireshark

php etc.

17-1



提案手法

2016/7/22 2

† H. D. T. Nguyen et al. SemFix: Program repair via semantic analysis. ICSE 2013.

SemFix†

Angelix

プログラム

テスト集合

プログラム
中の式を
全て記号化

記号実行
プログラムが
満たすべき

制約

制約合成

修正パッチ

プログラム

テスト集合

プログラム
中の式を
一部記号化

記号実行
Angelic

Forest
制約

制約合成

修正パッチ

入力サイズ増加に伴い
計算量が爆発的に増大

Angelic Forest は入力サイズに依存しない
大規模なプログラムに対応可能

重い

17-1



所感

2016/7/22 3

約 2 ページに渡る Motivating Example が丁寧

‐ 形式的で難しい手法だが，概要はつかみやすい

有名な脆弱性（ ）を修正したというインパクト

再現実験パッケージがある http://angelix.io/ 

実験対象の選び方が怪しい

‐ 既存のデータセットのうち，
提案手法では原理的に修正できないものを除いて
他の手法との比較を行っている
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Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
KUSUMOTO lABORATORY - Software Design laboratory

An Analysis of the Search Space of
Generate and Validate Patch Generation Systems

紹介者：鷲見創一（大阪大学）

Fan Long and Martin Rinard

［要約］
自動プログラム修正手法が生成するパッチを分析し

生成されるパッチの特徴をまとめた

17-2



Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
KUSUMOTO lABORATORY - Software Design laboratory

概要

• 正しいパッチを生成しやすい自動プログラム修正手法が
提案されている[1][2]

– 正しいパッチ：開発者が生成するパッチと等価なパッチのこと

• 手法の改良には生成されるパッチの性質を知ることが
重要

• パッチの解析を行い，生成されるパッチの特徴をまとめた

2016/7/22

[1] F. Long et al, “Staged program repair with condition synthesis”, FSE2015, pp.166-178.

[2] F. Long et al, “Automatic patch generation by learning correct code”, POPL2016, pp. 298-312.
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Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
KUSUMOTO lABORATORY - Software Design laboratory

得られた知見（一部）

2016/7/22

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

100 100+Ext 200 200+Ext 300 300+Ext 2000 2000+Ext

パッチ候補 テストを通過するパッチ（SPR） テストを通過するパッチ(Prophet)

全てのテストを通過するパッチはパッチ候補中に大量に存在
そのうち正しいパッチは１，２個しかない
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所感

• 自分の手法を褒めちぎる

– 大量の“全てのテストは通過するが正しくないパッチ候補”から
いかにうまく正しいパッチを見つけ出しているか

• パッチの解析は全て手作業

• 取り組むべき問題や有望な既存手法を詳しく述べている

• 各実験をなぜ行ったかが弱い．情報の羅列

2016/7/22 17-2



PAC Learning-Based Verification and Model Synthesis
Yu-Fang Chen, Chiao Hsieh, Ondrej Lengal, Tsung-Ju Lii, Ming-Hsien Tsai, Bow-Yaw Wang, Farn Wang

【内容】

– プログラムに付加されているアサーションが正しいかを判定
する手法の提案

【貢献】
– PAC Automata Learning Algorithmをモデル検査に適用するための拡張

– スケーラビリティとカバレッジの両方に優れた手法

【感想】
– 評価が少なすぎるような気がする…提案手法のアイディアが評価された？

– 提案手法が長い（3～9章），式がたくさん出てきて吐きそう，Conclusionが
なくて驚いた

１７－３ 紹介者 肥後芳樹（大阪大学）



PAC (Probably Approximately Correct) Automata Learning Algorithm

Resolving Membership Queries Resolving Equivalence Queries by Sampling

対象プログラムはPAC(ε, δ)-correctの確率で正しい

反例Equ(C)yes/noMem(w)

エラーの検出

提案手法は一定の確率における正しさを保証する，もしくは反例を出力する．
提案手法のキーワード：Control Flow Graph, Concolic Testing, Learning Algorithm

従来のPAC ALA [3] を拡張することにより，プログラム検証に
利用できるようにした（おそらくこれが主要な貢献）

実験では，複数種類のPAC Algorithmを利用して性能を比較．
他の手法との比較はなし．

１７－３ 紹介者 肥後芳樹（大阪大学）

実験での数値
は99%以上



StubDroid: Automatic Inference of Precise
Data-flow Summaries for the Android Framework

Steven Arzt, Eric Boden

【内容】

–高速かつ高精度なTaint Analysisを実現するため
のデータフロー要約手法の提案

【貢献】

–実験での精度は100%，すげえ！！

【感想】

–解こうとしている問題のアピールが上手

–提案手法の説明は図が少なく理解しづらい

１７－４ 紹介者 肥後芳樹（大阪大学）

HashSet s と Object o があり，x がtainted （汚染した）な場合，
s.add(o) の実行後は s もtainted になる



public class Pair {
private Object o1, o2;
public Pair(Object p1, Object p2) {
this.o1 = p1;
this.o2 = p2;

}
public Object getO1() {
return this.o1;

}
public static void main(String[] args) {
String g = source();
Pair p = new Pair(“not tainted”, s);
sink(p.getO1());

}
}

TAの課題：API呼び出しの内部まで愚直にたどるととても時間がか
かる．HashSet.add()では内部で数十のメソッドが呼び出される．

既存手法：ルールを作成してたどるメソッドの数を削減．
ルール例，汚染された x ∧ o.m(x) の実行後→ oも汚染されている

既存手法の課題：シンプルすぎる
ルールのため精度が良くない．

汚染された s

既存手法では，返り値が汚染
されていると判定してしまう

提案手法：速度と精度の両立．ただし，
summary ruleを構築する必要あり．

１つのクラスにつき1〜数分程度

１７－４ 紹介者 肥後芳樹（大阪大学）
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25-1
IntEQ: Recognizing Benign Integer Overflows via 
Equivalence Checking Across Multiple Precisions
著者: H. Sun, X. Zhang, Y. Zheng, Q. Zeng
紹介者: 神谷年洋
概要と貢献

● 目的: 整数演算のけた溢れによる脆弱性と判定されるもののうち、
害がない（開発者の意図どおり）ものを判定する

● アイデア: 対象となるプログラムに十分な桁数があれば出力される値
と実際の出力を比較して同じであれば良性（開発者の意図どお
り）、さもなければ悪性と判断する

● 手法をIntEqというツールに実装した
● gccやgimpなどの19個のアプリケーションに適用した。悪性を良性

と誤って判定するケースはなく、良性の判別精度は80%（355/444)

所感
● プログラムの意味論に

踏み込んだアイデアが
面白い

● 既存研究をリスペクト
しつつ再利用

● 解析の限界（ポインタ
解析やループ）もうま
く丸めているなど、実
装の工夫も盛り沢山。
読み応え
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● 整数演算のけた溢れ(integer overflow; IO)を起こすコードを検出する既存
手法では、開発者が意図したけた溢れも含めて検出してしまう

● IOが開発者の意図したものか判定するのは難しい
● アイデア: IOが起きた後の振る舞いが、もしIOが起きなかった場合と同じ

なら、開発者が意図したものだと判定する

悪性 良性
悪性／良性のけた溢れ

画像に必要なメモリ
サイズの計算

ハッシュ値の計算

図の出典: H. Sun, et al., IntEQ: Recognizing Benign Integer Overflows via Equivalence Checking Across Multiple Precisions, Proc. ICSE'16, pp. 1051-1062, 2016.



  

良性IOの判別手法, IntEQ
① ソースコード中でIOが起きる場所を既存手法IOC[26]を用いて特定する
② IOが起きる計算から計算結果が出力される部分(sink)までの実行パスを取り出す

③ それら実行パス上で、十分な桁数で計算した場合とソースの記述通りの桁数の計算
とで、sinkに至る値が等しいかをSATソルバにより検証する

● Bit-vector logicを用いて桁数を考慮した検証(Operation Encoding)
● 各整数演算に必要とされる最大桁数の計算(Algorithm 2)

25-1

図の出典: H. Sun, et al., IntEQ: Recognizing Benign Integer Overflows via Equivalence Checking Across Multiple Precisions, Proc. ICSE'16, pp. 1051-1062, 2016.

SSA→CFG、ループアンローリング、ポインタによる代入をsinkとして扱うなどの工夫

①
②

③



  

実験的評価
● CVEレポート[16]の26の既知の悪性IOをす
べて悪性と判定(論文表1参照)
– 誤って良性と判定するケース（false 

positive）なし
● SPECINT2000[13]と2006[14]を含む19個

のアプリケーションの良性IO 444個のう
ち80%を良性と判定(表2抜粋 →)
– 既存手法(IntFlow[44])を凌駕

● 検出例

25-1

図表の出典: H. Sun, et al., IntEQ: Recognizing Benign Integer Overflows via Equivalence Checking Across Multiple Precisions, Proc. ICSE'16, pp. 1051-1062, 2016.

けた溢れしないようにチェックする
ための条件が間違っていた！
（mac_data.entriesが大きな値のとき
けた溢れで判定を誤る可能性がある）

悪性

対象 悪性 良性 IntFlow IntEQ
165.gzip 5 9 0 8
175.vpr 0 5 0 5
（略）

Swfdec-0.8.4 0 9 5 6
計 83 444 19 355

既存の手法IntFlow[44]は、IOの良性／
悪性をデータのソース（ユーザーが入力
したデータか、プログラム中の定数か）
によって判定



  

25-2
Nomen Est Omen: Exploring and Exploiting 
Similarities between Argument and Parameter Names
著者: H. Liu, Q. Liu, C-A. Staicu, M. Pradel, Y. Luo
紹介者: 神谷年洋
概要と貢献

● Javaのソースコードでの仮引数と実引数の名
前の類似度を大規模に調査→ 実引数の名前は
仮引数に似るという結果を得た

● 応用としてanomaly検出と実引数の推薦
（コード補完）手法を提案し実装 → anomaly
検出と実引数の推薦の精度を実験的に評価

● 名前の類似度だけではなく、スコープや型も解
析して精度を向上

所感
● 実験がうまく作られていて、丁寧

に実施されている。最初の実験の
結果が悪くてもあきらめずに

● 改善を考案した。それが後半の応
用と素晴らしい実験結果に

● 議論がクリアで、定義や実験手順
が詳細にかかれている（しきい値
の決定方法など）→再現性

● 名前の解析＋静的型やスコープの
解析。技術力も地味に高い



  

仮引数と実引数の類似度調査
● 実引数が変数の場合（変数名）だけではな

く、フィールド名、メソッド名、レシーバー
名、あるいはクラス名も含める

● 類似度は、名前を単語の集合とみなして定義
（dice係数） 0〜1 （大きいほど類似）

● 実験１回め
– 対象: SourceForgeのトップ60のJavaアプ

リのソースコード 計5,841,365行から
609,489個の実引数名を取得

– 結果: 実引数と仮引数の名前は類似せず�

● 類似度を下げる可能性がある要因を分析
– 仮引数との類似度が0のもの: 310,814個
– 内訳

● 短い（s, i等）65%
● 汎用的（index,  item, key, value）12%

● 対策: これらの 低類似度仮引数(low-
similarity parameters)に対応する実引数を
除外

● 実験２回め
– 同じ対象に上記対策をした上で分析
– 結果: 実引数と仮引数の名前は類似�

図の出典: H. Liu, et al., Nomen Est Omen: Exploring and Exploiting Similarities between Argument and Parameter Names, Proc. ICSE'16, pp. 1063-1073, 2016.

        低類似度仮引数に相当する
        実引数のフィルタリングに
        より類似度が劇的に改善

25-2
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応用1: anomaly検出
ソースコード中の実引数名のanomaly
（仮引数に似ていない箇所）を検出する
→ 正しくない引数を渡しているバグ, or
→ より良い名前に修正できる部分

手法
(1) ソースコードの各メソッド呼び出し
の各実引数について、
(2) その位置のスコープで参照可能な変
数等のうち同じ型のものを列挙
(3) 実際の実引数よりも仮引数に（しき
い値β以上）名前が似ているものがある
なら、anomalyとして報告

図の出典: H. Liu, et al., Nomen Est Omen: Exploring and Exploiting Similarities 
between Argument and Parameter Names, Proc. ICSE'16, pp. 1063-1073, 2016.
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実験

● 対象: 11の実アプリの14のリビジョン（直後に
実引数１箇所だけが変更されるもの）

● 結果:  バグ 9個（80%）、より良い名前に修正
できる部分 127個、誤検出 33個（論文表2参
照）

● 誤検出の分析
– 意図的（width⇔heightを入れ替えて長方形

を回転させる）
– 不正確な英単語の複数形

バグの検出例



  

応用2: 実引数の推薦(コード補完)
目的: ソースコードを書いている途中
に実引数を推薦する
手法

(1) メソッド呼び出しの引数の位
置（slot）から仮引数名を調べて
(2) そのメソッド呼び出しの位置
で参照可能な変数等のうち同じ
型のものを列挙
(3) ある候補が他よりも（しきい
値α以上）似ているものがあるな
ら推薦する

25-2
実験

● 対象: 4つのプロダクト、計47,463
行

● 結果:
– 1,588個のslotで実引数を推薦
– 適合率83%

● 推薦が間違っていたケースの内訳
– 72%: 複雑な式や定数
– 7%: 型キャスト
「(Map)value」等

4万7千行で
1588箇所の推薦

…微妙



  

25-3
Floating-Point Precision Tuning Using Blame Analysis
著者: C. R-González, C. Nguyen, B. Mehne, K. Sen, J. Demmel, W. 
Kahan, C. Iancu, W. Lavrijsen, D.H. Bailey, D. Hough
紹介者: 神谷年洋
概要と貢献

● 浮動小数点演算を行うプログラムでより低精度の型
(double double > long double > double > float)を使
えば、実行時性能を上げることが可能

● 低精度の型に変更する変数をうまく選んで計算結果
に影響が出ないようにできる

● 高速な１パスの動的解析手法を提案
● 手法を（既存の手法との比較と併用を含めて）実験

的に評価

所感
● 従来手法ではべらぼうに

かかっていた解析時間が
実用時間に

● 複雑な設定無しで適用でき
るなど、実用に近い

● 標準的なベンチマークで既
存研究と比較

●  �一番肝心な結果（表5）
で、提案手法単体の結果を
出していない



  

提案手法: Blame Analysis
入力: 対象プログラム、テスト入力の集合、精度の指定

● 計算式や変数は精度の上限(double)で記述しておく
出力: 各変数に必要な精度(float or double)
手順:
(1) 各テスト入力に対して対象プログラムを実行する。このとき、

● それぞれの計算に差し掛かる毎に、オペランドとなる変数の精
度を変えたものを計算する(shadow execution)
– 例）右の23行目なら、r2とt1にdouble, db8, floatなどと変化

させて計算する
● 真の値（doubleによる計算結果）との数値の差から、オペランド

の精度の変更が計算結果に与える影響を調べる
(2) 対象プログラムの実行が終了時に

● ユーザーが指定した変数とその精度（例えば24行目のresで10進
数8桁）から逆向きにたどり、

● それぞれの変数／計算に必要とされる精度の下限を求める

25-3

図の出典: C. R-González, et al., Floating-Point Precision Tuning 
Using Blame Analysis, Proc. ICSE'16, pp. 1074-1085, 2016.



  

Online Blame Analysisの実装

● プログラムを実行しながら解析(online 
blame analysis)

● ソースコード内のある計算式が複数回実行
されるときは精度情報を集約

● 入力となる対象プログラムはLLVMのbitcode
– C, C++, Fortranで記述されたプログラム

● 精度はdouble, floatだけではなく、double
の有効桁数をより細かく指定したものも
– 例) db8 → 10進数で8桁

25-3

● 実験で利用される実装はB, B+P, Pの3種類
– B: blame online解析
– P: 既存研究Precimonious

● delta-debuggingアルゴリズムのため
重い

– B+P: Precimonious[35]ツールの前処理と
してBを行う

● BによりPの検索範囲を絞り込むこと
で高速化(表3, 図7)

図の出典: C. R-González, et al., Floating-Point Precision Tuning 
Using Blame Analysis, Proc. ICSE'16, pp. 1074-1085, 2016.

実行トレースを作ってから解析する(offline)
ものも実装された。
● ソースコード内のひとつの計算式が複数回
    実行されたとは、別個の計算として扱う
● メモリ消費が大きすぎて実験できず



  

実験 低精度型への変換、高速化、解析速度
適用対象: GSLライブラリ[17]の7つのプログラ
ム, NASベンチマーク[37]の2つのプログラム
低精度型に変更可能な変数の検出数

● 許容誤差が10^-8の場合

25-3
対象プログラムの高速化の度合い

● 許容誤差が10^-8の場合

図と表の出典: C. R-González, et al., Floating-Point Precision Tuning Using Blame Analysis, Proc. ICSE'16, pp. 1074-1085, 2016.

対象 double B検出 B+P検出 P検出
bessel 26 1 ✕ ✕

gaussian 56 2 ✕ ✕

roots 16 11 ✕ ✕

polyroots 31 21 21 ✕

rootnewt 14 9 ✕ ✕

sum 34 10 23 ✕

fft 22 6 ✕ ✕

blas 17 7 ✕ ✕

ep 45 3 3 ✕

cg 32 4 16 20

既存手法 対象 B+P検出 P検出
polyroots 0.4% ✕

sum 39.9% ✕

ep 0.6% ✕

cg 7.9% 7.4%

既存手法と提案手法の
ハイブリッド

解析速度
B+Pによって
Pよりも速くなる



  

25-4
Crowd-Sourcing Program Preconditions via a 
Classification Game
著者:  D. Fava, D. Shapiro, J. Osborn, M. Schäef, E.J. Whitehead, Jr.
紹介者: 神谷年洋
概要と貢献

● 数値計算の事前条件を求める作業の一部をゲー
ムにしたててクラウドに（人間に）解かせる

● （ゲームによりlikely invariantを生成し、それら
を合成して事前条件となるinvariantを得る）

● ゲームを数千人にプレーさせ、TACS（航空機の衝
突防止管制）システムの関数の事前条件を求めた

● 得られた事前条件は人間が理解できるものであ
り、形式的検証の点でも既存研究より良い

所感
● アプローチが面白い。ゲームとし

て解かせる／Likely invariantを
invariantに変換

● 強い制約（問題を隠して解かせる
／決定木の深さ）の下で従来法に
比較できる結果

● 既存研究は判別性能を追うあまり
overfittingに陥っていると示唆

● �（threats to validityの通り）人
間の手を介さず自動的にinvariant
を合成する手法にできたかも？



  

ゲームBinary Fission
(1) 対象となる関数に対して、gcov[27]により入
力値の集合を自動生成する
(2) それぞれの入力値をプログラムに与えて実行
し、正常終了するか異常終了するか調べておく
(3) 対象となるプログラムから、Daikon[11]によ
りpredicateの候補の集合を作る

● predicate: プログラム中の変数を含む条件式
(4) 正常終了する入力値だけを分離した(pure)集
合を作ることを目的として

● (4-1) プレイヤーがpredicateの候補から1つ
選択する → 入力値の集合は、predicateを満
たすものと満たさないものに分割される

● (4-2) 選択を最大5回まで再帰的に繰り返し
て、決定木を作る

25-4

図の出典: D. Fava, et al., Crowd-Sourcing Program Preconditions via a Classification Game, Proc. ICSE'16, pp. 1086-1096, 2016.

正常終了する入力値
は金色の粒子(quark)、
異常終了するもの
は青の粒子

predicateのそれ
ぞれが五角形

“Pure good”
（正常終了する
入力値のみ）



  

Invariantの合成手法
プレイヤーが作った決定木から、 次
の性質を持つinvariantとして事前
条件を生成する

● 異常終了する入力に対しては必
ずfalse

● 正常終了する入力のなるべく多
くに対してtrue

(1) すべてのプレーヤーのゲームにより生成された
決定木をpredicateにばらす

● 正常終了する入力値のみ含む節点に至る条件を
predicateの候補とする
– （例）図の決定木には候補として

P∧Q、¬P∧Rの2つが含まれる
(2) pure good conjunctを選択する

● predicateの候補のそれぞれをCBMCモデル
チェッカ[17]に適用して、異常終了する入力を
通してしまう候補は取り除く

● 残ったものをpgcとする
(3) 残ったpgcからいくつかを選び出して和(DNF)
を作れば事前条件のinvariantとなる

– （例） (P∧Q) ∨ (¬P∧R)
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図の出典: D. Fava, et al., Crowd-Sourcing Program Preconditions via a Classification Game, Proc. ICSE'16, pp. 1086-1096, 2016.



  

ベンチマークへの適用実験
対象: TCAS（航空機の衝突防止管制）[23]

● C言語、9個の関数、計173行
● 検証の研究のベンチマーク[14, 19]
● ゲームはhttp://binaryfission.verigames.com
結果

● ある関数(Non_Crossing_Biased_Desend)に
ついて398個のpgcが生成された

● これらpgcの少数の和で多くの正常終了する
入力値をカバーできる（図9→）

● pgcのそれぞれは人間に理解しやすいもの

25-4

図の出典: D. Fava, et al., Crowd-Sourcing Program Preconditions via a Classification Game, Proc. ICSE'16, pp. 1086-1096, 2016.

比較対象: 既存研究DTinv[16]により得られる
invariant

● 深さ15、predicate数65個の決定木。人間には読
めない

● しきい値となる数字を多用
– (not (2* Positive_RA_Alt_Thresh [0] + 2* 

Down_Separation <= 1472) )…
● CBMC（検証器）により異常終了する入力値を
通してしまうことが分かった

（図8↓）



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研崔

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-1: The Emerging Role of Data Scientists on Software Development Teams

データサイエンスの役割を調査するため，マイクロソフトの
データサイエンティストにインタビューを行った．

概要

The Emerging Role of Data Scientists on 
Software Development Teams

Miryung Kim
Thomas Zimmermann

Robert DeLine
Andrew Begel



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研崔

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-1: The Emerging Role of Data Scientists on Software Development Teams

• 背景
• 開発者やテスターなどの既存の役割と共に，データサイエン

ティストがソフトウェアチームの標準になってる．

• 目的
• ソフトウェア開発チームでデータサイエンスの役割を理解・定

義するため．

• 調査方法：
• １6人のマイクロソフトの異なる部署のデータサイエンティスト

が対象
• 1時間のsemi-structuredインタビューを実施



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研崔

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-1: The Emerging Role of Data Scientists on Software Development Teams

• ＣＳの学位以外に，経済，統計など様々分野の学位を持ってる人が多い．
• 11人はPhDまたはMSの学位を持っている．

• データサイエンティストは多くの仕事で，影響を与える重要な問題を見つけるた
め，繰り返し問題と手法を改善する必要がある

• PhDプログラムでの経験が役に立つ．



W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-1: The Emerging Role of Data Scientists on Software Development Teams

ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研崔

• データサイエンティストに関する理解が高まり面白かった．
• 日本で同様のじアンケートを実施したら結果がどう変わるか気に

なった．

所感

• データサイエンティストの仕事
• 知見提供者：管理者の決定を支援やガイドするための知見を

提供
• モデリングの専門家：予測モデルを構築するため，機械学習に

関する専門性を活用
• プラットフォームビルダ：データプラットフォームを構築
• 博識家：データサイエンスに関わる全ての活用を実施
• チームリーダー：データサイエンティストチームを統率



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研田中

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-2: Belief & Evidence in Empirical Software Engineering

ソフトウェア開発に関して、開発者が信仰している事項
を調査した。調査の結果、開発者の信仰は常に
empirical software engineeringの分野でよく知られて
いる知見と一致しているわけではないことが判明した。

概要

調査対象
• 約2500人のマイクロソフトのソフトウェア開発に関わる人々

• Developers, testers, program managers, and their immediate supervisors
調査方法
• 5段階評価のアンケートを実施した

• 質問例
• コードレビューはソフトウェアの品質を改善させる
• コードが複雑化するほど、バグが多くなる

• 分散開発をしているチームは、そうでないチームと同じ品質のソフ
トウェアを開発できる
など



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研田中

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-2: Belief & Evidence in Empirical Software Engineering

• 開発者がソフトウェア開発に関して、信仰する事項を調査し
た
• 多くの開発者の同意を得た事項は、empirical software 

engineeringの分野で広く知られている知見と必ずしも一
致しない

• 多くの開発者の信仰は、各個人の経験に基づき形成され
ている

• 開発者が考える分散開発がソフトウェアの品質に与える影響
は、実際に開発プロジェクトに影響を及ぼしているのか調査
した
• 分散開発による、品質への影響はごく小さいものであった

主な貢献



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研田中

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications3-2: Belief & Evidence in Empirical Software Engineering

開発者個人の経験に基づく信仰は、必ずしもデータに
よって立証されるものではない。empirical software 
engineeringの研究者は、より精力的に得られた知見
を広めていく必要がある。

著者らの主張

所感

面白い
• マイクロソフトの研究者だからこそできた調査

どうすれば開発者に研究による知見を信頼させる
ことができるのか。。

• 難しい課題

○

？



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研上村

3-3: Grounded Theory in Software Engineering Research: A Critical Review and Guidelines

Grounded Theory in
Software Engineering Research:
A Critical Review and Guidelines
Klaas-Jan Stol, Paul Ralph, Brian Fitzgerald

• ソフトウェア工学におけるGrounded Theoryの利
用実態調査

• Grounded Thoryを利用した研究・報告の仕方に
ついてのガイダンスの提案

• 質的・定性的な調査を行う人、Grounded Theory 
アプローチを用いた研究をしている人は一読の
価値あり



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研上村

• Gounded Theory (GT)を利用したと主張する論文におい
て実施されている内容と、参考にしているGTガイダンス
の間に差異がある

• 現在提案されているガイダンスでは報告の仕方までは
まとめられていない

背景

やっていること

• 98本のGTを利用している論文を読んで調査
• GTをどのように使っているか？

• (e.g. “we used grounded theory,” “we took a grounded theory
approach,” “the data were coding using GT techniques”)

• 利用したGTのバリエーションについて述べているか
• どのようにデータを集め分析しているか
• など全8項目から分類

3-3: Grounded Theory in Software Engineering Research: A Critical Review and Guidelines



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2016 勉強会 担当：奈良先端大飯田研上村

GTの利用実態

• 98本中46本はGTの一部
のみを利用したと主張

• GTを利用したと主張する
論文52本中、論文は5本
のみ

ソフトウェア工学でGTを利用する上での考慮すべき点

• 5分類28項目
• General Grounded Theory Issues
• Site Selection and Description
• Role of the Literature in the Grounded Theory Study
• Presenting
• Grounded Theory Data Collection and Analysis

3-3: Grounded Theory in Software Engineering Research: A Critical Review and Guidelines
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Overcoming Open Source Project 
Entry Barriers with a Portal  

for Newcomers

論文紹介者 : 宮崎智己（和歌山大学）

新規開発者の参入障壁を取り除くための 
新規開発者向けのポータルを開発し，評価実験を行った

Igor Steinmacher 
Tayana Uchoa Conte 

Christoph Treude 
Marco Aurélio Gerosa 

2



背景と目的
• 背景 
- OSSプロジェクトが長期的に継続・成長するには新人開発者の
獲得が重要である 
- 新人開発者がプロジェクトに参加しにくくなる参入障壁が存在
する[1] 

• 目的 
- FLOSScoach（新人開発者向けのポータル）を開発し，妥当性
をアンケートにより検証

3ICSE勉強会2016
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[1]Steinmacher, I., Conte, T., Gerosa, M.A. and Redmiles, D., “Social Barriers Faced by Newcomers Placing 
Their First Contribution in Open Source Software Projects,” Proceedings of the 18th ACM Conference on 
Computer Supported Cooperative Work & Social Computing, pp. 1379-1392, 2015.  

Overcoming Open Source Project Entry Barriers with a Portal for Newcomers



参入障壁
1.新人開発者のオリエンテーション 

2.新人開発者の性格・特徴 

3.文化の違い 

4.技術的な障害 

5.受け入れ問題 

6.ドキュメンテーション問題

4ICSE勉強会2016
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FLOSScoach[2]

5ICSE勉強会2016
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Overcoming Open Source Project Entry Barriers with a Portal for Newcomers

[2]http://www.flosscoach.com/



アンケート結果
• ポジティブな意見 
- 最初に何をやればいいか書いてくれている 
- メールのテンプレートのおかげでメールを送りやすい 

• ネガティブな意見 
- コード・アーキテクチャが理解できない 
- 環境設定ができない

6ICSE勉強会2016
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技術的な障害は取り除けていない



まとめと所感
• まとめ 
- 新人開発者の参入障壁を取り除くため，ポータルを開発した 
- 技術的な問題については解決することはできなかった 

• 所感 
- このようなポータルは初心者にとっては嬉しい 
- 情報が示されているのでとっつきやすい 

- 技術的な問題は解決しようがないのでは？ 
- 新人開発者個人のスキルによるため

7ICSE勉強会2016
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Work Practices and Challenges  
in Pull-Based Development:  

The Contributor's Perspective

Contributorの視点からPull-Based開発の実態について調査, 
 Contributorの作業習慣と直面する課題について分析し,  

その結果と過去の研究（Integratorの視点）の結果を比較した

  Georgios Gousios Margaret-Anne Storey Alberto Bacchelli

ACM SIGSOFT 

Distinguished 

Paper Awards 

論文紹介者 : 築山文香（和歌山大学）
8

同著者, ICSE2015でも発表 
Work Practices and Challenges  
in Pull-Based Development:  
The Integrator’s Perspective 
タイトルもほぼ同じ



概要
• 昨年のICSE2015では, Integratorの視点からPull-Based開発
を調査した論文を発表[1] 
- GitHubでIntegratorがPull Request（PR）をどのよう扱い, 
どのような問題を抱えているのかアンケート調査をした 

• 本論文ではContributorに着目 
- GitHubで貢献者がどのようにPRをし, どのような問題を抱えて
いるのかをメールでインタビュー 

• 昨年の分析結果と合わせて, PRを受け取る側（Integrator）と投
稿する側（Contributor）, 両者の視点から分析

9Work Practices and Challenges in Pull-Based Development: The Contributor's PerspectiveICSE勉強会2016
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[1] Georgios Gousios, Andy Zaidman, Margaret-Anne Storey and Arie van Deursen,“Work Practices and 
Challenges in Pull-Based Development:The Integrator’s Perspective ,” Proceedings of the 37th International 
Conference on Software Engineering (ICSE ’15), pp.358-368, 2015. 



分析結果と考察
• Contributorの作業習慣 
- 実装を始めると他の開発者の活動状況を見ない → 低品質なPR・PRの重複 
- PRのリジェクトに対する恐怖 →「評判」が傷つけられると考えている 
- 返答がない / 遅いことに強いストレスを感じる 
- Pull-Based開発は非同期なのでコミュニケーションが非効率になる 

• 両者（Integrator & Contributor）の視点からわかったこと 
- 透明性の高いパッチ採用プロセスの必要性


- 低品質なPR・PRの重複を減らせる可能性がある

- アクセプト・リジェクト理由の理解 → プロジェクトが求めるPR品質へ


- Integrator・Contributorの応答性の改善 
- I：多数のPRをレビューする v.s. C：レビューコメントを待てない 
- 同期型コミュニケーションツールを充実させる必要がある

10Work Practices and Challenges in Pull-Based Development: The Contributor's PerspectiveICSE勉強会2016
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まとめと所感
•まとめ 
- 本研究では, GitHub開発者にインタビューをしてContributorの
視点からPull-Based開発について調査した 

• 所感 
- 大規模な調査（760人のインタビュー）と綿密な分析 
- インタビューの返答率を上げるのに, メールにアドバイスを添付
する工夫は面白いと思った 
- 研究者への研究テーマは参考になりそう 
- 著者自身のスライドがある 

- http://www.gousios.gr/bibliography/GZSD15.html

11Work Practices and Challenges in Pull-Based Development: The Contributor's PerspectiveICSE勉強会2016
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論文紹介 
23-1 Building a Theory of Job Rotation  

in Software Engineering  
from an Instrumental Case Study  

 論文著者 

Ronnie E. S. Santos, Fabio Q. B. da Silva, Cleyton V. C. de Magalhães,  

Cleviton V. F. Monteiro  
 
 

 

紹介者 
奈良先端科学技術大学院大学 尾上紗野 

要約 
ジョブローテーションの有効性について調査・分析した研究． 
ジョブローテションの利点や欠点をインタビュー調査により明らかに
し，ジョブローテーションの理論を構築する． 

ICSE2016 勉強会/23-1(Collaborative)/NAIST 松本研 



研究概要 

背景 

• ジョブローテーションが盛んに行われているが，その有効性について
調査した研究はない． 
ジョブローテーション：社員の能力向上を目的として，同一企業内で定期的
に職場の異動・業務内容の変更を行い，多くの業務を経験させる制度． 

目的 
• ジョブローテーションの有効性を明らかにし，理論の構築を行う． 

手法 
• 500人規模のソフトウェア会社の社員50名にインタビュー調査を行う． 

• インタビューの結果をグラウンデッド・セオリーによりデータ化し，
理論を構築する． 
グラウンデッド・セオリー：理論の構築を目的として，文章化されたインタ
ビューや観察結果などから特徴的な単語などをコード化しデータを作る手法． 

 

ICSE2016 勉強会/23-1(Collaborative)/NAIST 松本研 



結果 

ジョブローテーションには6つのファクターと3つの影響・効果があるこ
とがわかった． 

ファクター 影響・効果 概要 

仕事の多様性 
持続的な利益 

JRによって得られた知識や経験は永続・持続的
的に社員の利益となる． 知識獲得 

知識共有 
一時的な損失 

異動先で必要な知識や技術の共有が必要となり
り作業効率が低下する．また，スキルを身につけ
つけるまで能力が低下する． 能力 

業務完了の達成感 
永久的な損失 

JRの性質上，業務完了前に異動になることがあ
ある．社員は達成感や自身の働きに対するフィー
フィードバックを得る機会を永久に失う． フィードバッグ  

JR：ジョブローテーション 

ジョブローテーションによる損失は，ジョブローテーションを行う 
タイミングを考慮することで改善することができる． 

ICSE2016 勉強会/23-1(Collaborative)/NAIST 松本研 



所感 

• そこそこ大きな企業に対してこれだけ大規模なインタビューを実施で
きたのはすごい．真似はできない． 

•著者らの根気がすごい． 
• 被験者へのインタビューは一度きりではなく，インタビューから得られた理論
を何度も見せて被験者全員が納得するまで改良している． 

 

•冗長な部分がかなり多い．何回も同じ文章を読んだ． 

•今まで定性的に調査されたことはなかったかもしれないが，それは
そうだろうなぁという結果・考察が多かった． 

ICSE2016 勉強会/23-1(Collaborative)/NAIST 松本研 



THE CHALLENGES OF 

STAYING TOGETHER WHILE 

MOVING FAST: AN 

EXPLORATORY STUDY (23-2) 

Author : Julia Rubin and Martin Rinard 

紹介者 : NAIST 博士前期課程１年 池田祥平   

困難な問題に直面する現役のエンジニアらの意見から  

”Move Fast, Break Things” のトレンドが続くとわかった． 

開発を短期化した上で品質を保つ方法を今後研究すべき 

ICSE2016 勉強会/23-2(Collaborative)/NAIST 松本研 



目的と方法 

 目的：トップエンジニアらの直面する問題を把握する 

 貢献：今後彼らに必要な研究を明示した 
 

 研究手法： 

エンジニアに困難な問題についてインタビュー 

ICSE2016 勉強会/23-2(Collaborative)/NAIST 松本研 



インタビュー内容 

 対象： 

エンジニア 35人 （所属：大手からスタートアップまで） 

開発経験の平均 : 12年  (最短1年 – 最長30年） 

 

 

 

 自由記述で以下の３つの質問 

① 現在のプロジェクトで直面している問題は何か 

② 過去のプロジェクトで直面した問題は何か 

③ どんな研究があれば彼らの助けとなるか 

9人 4人 2人 

ICSE2016 勉強会/23-2(Collaborative)/NAIST 松本研 



結論と私見 

 トレンド：”Move Fast, Break Things” 

 Pro：市場に対応できる．開発効率が発展する 

 Con：ソフトウェアの脆弱性と品質はおざなり 

 リスクを減らし，速く開発できる方法を研究すべき 

 

 この意見には賛成 

開発短期化の名目で削っていい作業/駄目な作業が
何か調べるべき 

 

ICSE2016 勉強会/23-2(Collaborative)/NAIST 松本研 



The Sky is Not the Limit : 

Multitasking Across GitHub Projects(23-3) 

ICSE 
2016 
勉強会 

Authors: 

    Bogdan Vasilescu, Kelly Blincoe, Qi Xuan, Casey Casalnuobo, 

    Daniela Damian, Premkumar Devanbu, Vladmir Filkov 

 

論文紹介担当 : 中川尊雄（奈良先端大） 

概要 
 

複数のプロジェクトに同時に携わる「マルチタスク」が生産性に与える
影響をGitHubデータの分析とアンケートによって多面的に調査し，得
られた大量の結果や知見を報告した． 

ICSE2016 勉強会/23-3(Collaborative)/NAIST 松本研 



方法・対象 

データ分析 

対象：GitHub上で活発に活動する1255人の開発者 

方法：”生産性”と”マルチタスクの性質を表すメトリクス”の関係を分析 

生産性を表現するメトリクス： 

• 追加行数 

マルチタスクを表現するメトリクス： 

• １日あたりに携わったプロジェクト数の平均 

• 各プロジェクトに対する作業量のばらつき 

• 日ごとのタスク切り替えの反復性 ≒ 予見容易性 
 

 

アンケート調査 

対象：1255人中の851人に送信，128人が回答 

方法：さまざま．複数回答・自由記述・n段階評価など 

内容：「マルチタスク」に対する開発者の認識や行う理由などを問う 

ICSE2016 勉強会/23-3(Collaborative)/NAIST 松本研 



主要な結果 

• 4Project/日を超えるマルチタスクは生産性を低下させる（逆

に，超えなければ生産性は向上する） 

• ただし，開発者がどう感じているかは人によってまちまち 
 

 

• 多くの開発者は，マルチタスクの限界量についてのカンが 

働いていない． 

• 現在の仕事量に関わらず，もっと働きたいと考えている 
 

 

 

• タスクの切り替えが反復的（≒予測容易）であれば，開発者

の生産性は向上する． 
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感想 

データ分析とアンケートの結果が比較されるのは面白い 

メトリクス提案，データ分析，アンケートにかかる大きな

手間分の価値 

 

大量の結果に圧倒される 

分析が多いので結果も多く，そのどれもが面白い． 

ただし，トピックごとにアンケートとデータが交互に参照

されたりと，読みにくさも感じた． 

ICSE2016 勉強会/23-3(Collaborative)/NAIST 松本研 



Quantifying and Mitigating Turnover-Induced 
Knowledge Loss: 

Case Studies of Chrome and a project at Avaya (23-4) 

著者： 
Peter C. Rigby, Yue Cai Zhu, Samuel M. Donadelli, Audris Mockus 

紹介者： 
坂口英司(奈良先端科学技術大学院大学 ソフトウェア工学研究室) 

要旨： 
開発者がソフトウェア開発プロジェクトから離脱することにより生じる
知識の喪失(knowledge loss)とリスクを定量化し，これらを軽減する
ための方法を提案する． 

ICSE2016 勉強会/23-4(Collaborative)/NAIST 松本研 



背景と目的 

• 背景： 

– ソフトウェアには，開発した人でないと実行困難なタスク・管
理が困難な個所がある． 

– しかし，開発者は様々な理由によりソフトウェア開発プロジェ
クトを離脱する． 

– 開発者が離脱すると，プロジェクトの生産性やプロダクトの品
質に悪影響が出ると考えられる． 

 

• 目的： 

– 開発者が離脱することによって生じる知識の喪失(knowledge 
loss)とリスクを定量化する． 

– Knowledge loss を軽減する策を提案する． 

ICSE2016 勉強会/23-4(Collaborative)/NAIST 松本研 



方法とデータセット 

• Knowledege loss とリスクの定量化 
– 開発者の離脱後，誰にもメンテナンスされなくなるソースコードの
数をknowledge loss と定義する． 

– Financial Risk Management で用いられる手法を利用し，リス
クを算出する． 

 

• Knowledege loss の軽減策 
– 放置されているソースコードのメンテナンスを引き継ぐ開発者を推
薦する． 

– 既存の手法(Cataldらの手法)を改変して推薦を行う． 
• 放置されているソースコードか，そのソースコードとco-change され
ているソースコードをより多く変更している開発者を推薦する． 

 

• データセット 
– Chrome と Avaya 

ICSE2016 勉強会/23-4(Collaborative)/NAIST 松本研 



結果 

• Unexpected loss の大きさは，expected past loss
よりも3.6倍から3.8倍大きかった． 

 

• プロジェクトが崩壊するような危機的状況(disaster)は，
基本的には起こりえない． 

 

• 離脱する開発者の後継者は，Avaya と Chrome で
各々48%と34%の精度で予測することができた． 

ICSE2016 勉強会/23-4(Collaborative)/NAIST 松本研 
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Cross-project Defect Prediction 
Using a Connectivity-based 

Unsupervised Classifier
〜 連結性に基づく教師なし分類器を用いた

プロジェクト間における不具合予測 〜

Authers: 
Feng Zhang, Quan Zheng, 

Ying Zou and Ahmed E.Hassan

Introducer: 京都工芸繊維大学　藤原　剛史

8-2
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Abstract
プロジェクト間不具合予測の問題点

訓練プロジェクトと対象プロジェクト間のデータが不均
一である

提案手法

訓練データを必要としない教師なし分類器を用いる

 連結性による教師なし分類法であるスペクトラルクラ
スタリングを用いて分類器を構成し、実験する

software 
entity

connectivity

defective
clean

8-2
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Experimental Setup
比較に使う分類器

教師あり分類器

ランダムフォレスト (RF)
単純ベイズ分類器 (NB)
ロジスティック回帰 (LR)
決定木 (DT)
logistic model tree (LMT)

連結性依存教師なし分類器

スペクトラル分類器 (SC)

距離依存教師なし分類器

k平均法 (KM)
partition around medoids
(PAM)
fuzzy C-means (FCM)
ニューラルガス (NG)

評価尺度

AUC値

評価手法

Skott-Knott テスト

8-2
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Research Question
1. スペクトラル分類器はプロジェクト間不具合予測

においてどれほどの性能を持つのか

 調査した分類器の中で最も性能が良かった

8-2

2. スペクトラル分類器は単一プロジェクトでの不具
合予測において十分に動作するのか

 ランダムフォレストに次いで２位に順位づけられた

 スペクトラル分類器は欠陥率が著しく小さいプロジェクト
に適している

4



Conclusion
8-2

5

まとめ

 連結性に基づいた教師なし分類器を用いることは、プロジ
ェクト間の不具合予測において効果的であった

 単一プロジェクトでの不具合予測においても、最適ではな
いが、十分な性能を発揮した

所感

 各所に結果がまとめられているので、読んでいて理解しや
すかった

 教師なしの分類で、多くの分類法よりも良い結果を出せた
ことに驚いた



8-3
Automated Parameter Optimization 

of Classification Techniques 
for Defect Prediction Models 

欠陥予測モデルの分類手法における 
パラメーター自動最適化

Chakkrit Tantithamthavorn, Shane McIntosh, Ahmed E. Hassan, Kenichi Matsumoto  
紹介者 : 京工繊そふらぼ B4 北脇知春
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ICSE 2016 Chakkrit Tantithamthavorn, Shane McIntosh, Ahmed E. Hassan, Kenichi Matsumoto 
Automated Parameter Optimization ofClassification Techniques for Defect Prediction Models  

紹介者 : 京都工芸繊維大学 水野研究室 B4 北脇知春

欠陥予測モデルの機械学習において 
パラメーターを変化させたときの 
分類性能への影響についての調査

2



ICSE 2016 Chakkrit Tantithamthavorn, Shane McIntosh, Ahmed E. Hassan, Kenichi Matsumoto 
Automated Parameter Optimization ofClassification Techniques for Defect Prediction Models  

紹介者 : 京都工芸繊維大学 水野研究室 B4 北脇知春

8-3
背景・概要

• 機械学習手法において学習手法のパラメーターが性能を左右 

• 欠陥予測モデルにおいても同様 

• but実行可能な全てのパラメーターの組み合わせを試行するのは不可能 

• パラメーター自動最適化 

• 各パラメーターに候補を与え，その組み合わせを全て試す 

• Rのcaretを使用　(Scikit-learnのGridSearchのようなもの) 

• 18のデータセットに26の分類手法で実験

3



ICSE 2016 Chakkrit Tantithamthavorn, Shane McIntosh, Ahmed E. Hassan, Kenichi Matsumoto 
Automated Parameter Optimization ofClassification Techniques for Defect Prediction Models  

紹介者 : 京都工芸繊維大学 水野研究室 B4 北脇知春

8-3 RQ・実験結果
• RQ1 : パラメーター自動最適化欠陥予測モデルの性能向上はどのくらいか? 

• AUC性能を最大で40%向上 

• 26中16の分類手法で無視できない性能向上 

• RQ2 : 自動パラメーター最適化欠陥予測モデルの性能の安定性はどうなるか? 

• 少なくとも安定性は悪化しない 

• 26中9の分類手法で安定性向上 

• 性能向上と安定性の向上には相関がある
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ICSE 2016 Chakkrit Tantithamthavorn, Shane McIntosh, Ahmed E. Hassan, Kenichi Matsumoto 
Automated Parameter Optimization ofClassification Techniques for Defect Prediction Models  

紹介者 : 京都工芸繊維大学 水野研究室 B4 北脇知春

8-3 まとめ
• 多くの分類手法でパラメーター自動最適化による性能向上が望める 

• パラメーター自動最適化で性能安定性の向上も期待できる 

• 所感 

• 直感的な「色々パラメーターを試せば性能が上がる」事を包括的に調べた例 

• 追加演算コストは「manageable」と言うが現実的でないと感じる 

• xeon1032スレッドで17の分類手法は追加演算時間30分未満 

• 3つの分類手法については3時間以上 

• 高性能演算器がないと厳しそう…
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『AntMiner:	Mining	
More	Bugs	by	Reducing	
Noise	Inference』の紹介
AUTHORS:	
B. 	L IANG,	P. 	BIAN,	Y. 	ZHANG,	W.	SHI, 	W.	YOU,	Y. 	CAI

紹介者：天嵜 聡介
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概要

8-4

内容を一言で言うと．．．

入力となるソースコードの前処理を頑張って
コードマイニングによるバグ発見手法の精度を向上させた

提案されている前処理の方法

貢献

• 分割統治的コードマイニング手法
• コード記述の統一法
• 効率的なバグ発見プロトタイプシステム

• バグのありそうな文と関連する部分の抜き出し
• 役割を考慮した変数名の付け替え
• 記述の統一



アプローチ

出典:	“AntMiner:	Mining	More	Bugs	by	
Reducing	Noise	Inference,”	ICSE2016.

8-4

バグのありそうな文と関連する部分の抜き出し

記述の統一(例)

役割を考慮した変数名の付け替え

以下の文を基準にしたプログラムスライシング
• 引数が事前にチェックされている関数呼び出し
• Return	文

• 関数の戻り値->	関数名+”ret”
Ex.	“a”	->	”foo-ret”
• 参照渡しの引数->	関数名+引数の順番
Ex.	”b”->	“foo1”
• その他 ->	型
Ex.	“c”	->	“int”

出典:	“AntMiner:	Mining	More	Bugs	by	Reducing	Noise	Inference,”	ICSE2016.

int >= char char <= int

変数名を辞書順に並べ替え



結果

出典:	“AntMiner:	Mining	More	Bugs	by	Reducing	Noise	Inference,”	ICSE2016.

出典:	“AntMiner:	Mining	More	Bugs	by	Reducing	Noise	Inference,”	ICSE2016.

8-4

高い割合で実際のバグを特定 (対象:	Linux	Kernel	2.6.39)

引数が事前にチェックされている関数呼び出し

Return	文

False	Negative,	False	Positive	の減少

• 提案法を使用しない設定では73%のバグを見逃し (false	negative)
• 提案法を使用することでfalse	positiveは87.9%	->	24.5%に減少



所感

8-4

• Motivating	Exampleが丁寧
• 実際のソースコードを使った説明は同意を得やすい？

• 細かい改良をコツコツ積み上げている
• 先行研究での雑な取り扱いをかき集めた感じ？

• スライシング基準の選び方の影響が強そう
• 想定の範囲内のバグのみが対象に見える



概要︓
アプリの使用状況データをマイニングして，アプリの検証に
最適なAndroidデバイスを選定する

担当︓
NCS&A 株式会社
山内 寛己
（NAIST松本研OB）
twitter: @yonaga

1-1

PRADA: Prioritizing Android Devices for Apps by Mining Large-

scale Usage Data
Xuan Lu, Xuanzhe Liu, Huoran Li, Tao Xie, Qiaozhu Mei, Dan Hao, Gang Huang, Feng Feng



背景と目的

Androidはモバイルアプリの大規模な市場ではあるが，
デバイスに対して統一性がない
�2014年の時点で 20,000 種類以上のモデルが存在
→アプリ開発者がAndroidを敬遠している主な理由にも
� 特定のデバイス固有の対応の必要性
� 実機テストのコストなど

実際は市場シェアの情報を基にデバイスを選定している
が，それも適切ではないかもしれない

→アプリに適切なデバイスの選定⼿法を提案

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 2



PRADA︓
Prioritizing Android Devices for Apps

アプリ毎の使用状況データ (Usage Data) をマイニングして，
デバイスの選定するアプローチを提案

Usage Dataのソース︓
�Wandoujia

中国でメジャーなマーケットプレース
� 250 million users
� 1.5 free Android apps

�収集データ︓
� 期間︓2014年7/1 〜 9/30
� 4,775,293 users
� 16,602 device model
� 238,221 apps

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 3

※本論⽂より引用



評価（の一部）

・比較
� 左︓市場シェア (via AppBrain※) のデバイスTop10とWandoujiaで

使用されているTop10
� 中︓カテゴリGameにおける特定アプリ(Temple Run 2)のTop10と

PRADAによって導出されたTop10
� 右︓カテゴリMediaにおける特定アプリ(Xunlei Movie)のTop10と

PRADAによって導出されたTop10

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 4

※本論⽂より引用

※http://www.appbrain.com/



所感

問題設定が現実的かつ実用的でおもしろい
（過去にデバイス固有問題で悩まされたので……）

評価の設定が少しあからさまな感じ
（7. THREATS TO VALIDITYである程度⾔及している）

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 5



概要︓
Androidアプリのソースコード内のプライバシーポリシー違反
を検出するフレームワークを提案．⾼精度（約80%）でポリ
シー違反を検出することができた

担当︓
NCS&A 株式会社
山内 寛己
（NAIST松本研OB）
twitter: @yonaga

1-3

Toward a Framework for Detecting Privacy Policy Violations in 

Android Application Code
Rocky Slavin, Xiaoyin Wang, Mitra Bokaei Hosseini, James Hester, Ram Krishnan, Jaspreet Bhatia, 

Travis D. Breaux, Jianwei Niu

論⽂のホームページ︓
http://sefm.cs.utsa.edu/android_policy/
同タイトルのTechnical Report︓
http://venom.cs.utsa.edu/dmz/techrep/2015/CS-TR-2015-005.pdf



Termの抽出と関連付け

1. 単語(term)の抽出
� APIドキュメント︓
パッケージ名込みのメソッド名，パラメータとその説明⽂

� プライバシーポリシー⽂書
※抽出作業はクラウドソーシングで実施

2.オントロジーの構築
� プライバシーポリシー⽂書から
抽出したterm同士の包含関係を
考慮しながら構築

3.APIメソッドとポリシー⽂書のterm
との関連付けのペアを作成

� (policy term, API method)
� (IP Address, WifiManager.getConnectionInfo())
� (Domain Servers,

WifiManager.getConnectionInfo())

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 7※本論⽂より引用



ポリシー違反の検出

4. Mappingsとアプリのプライバシーポリシー⽂書とを照合
� 3.で作成したペアの集合とプライバシーポリシー⽂書とを照合し，
APIメソッドを洗い出す

5.フロー解析
� FlowDroid[6]を使って，
対象アプリのbyte codeから
sink method(プライバシー
情報扱うメソッド)を抽出

� 4.で導出したsink methodが
含まれていなければ違反なし

6.オントロジーと照合して，
包含関係にある⇒Weak Violation
包含関係にない⇒Strong Violation

※プライバシーポリシーに記載のない挙動をStrong Violationと検出

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 8

[6]: S. Arzt et al., “FlowDroid: Precise context flow, field, object-sensitive and lifecycle-aware taint analysis for Android apps”, PLDI2014

※本論⽂より引用



評価

ポリシー違反の検出数と分類の精度を評価
� Default Technique(本論⽂の⼿法)
� SUSI API 分類[23]のみ
※オントロジーなしで

FlowDroidの解析のみを実施
� Keyword Search
※オントロジーなしで

単にtermによるキーワード
検索を実施

対象︓
� 375本のAndroidアプリ
※全体で477本用意していたが，FlowDroidの処理が完遂したもの

結果︓
� 本⼿法が約80%(322/402)の精度で分類できた︕

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 9

#De: 違反を検出した総数
#True: true-positiveの数
#Mis: 誤分類したtrue-positive数
#FP: false-positiveの数

[23]: S. Rasthofer et al., “A machine-learning approach for classifying and categorizing android sources and sinks”, NDSS2014

※本論⽂より引用



所感

構成が堅実でツッコミにくい
かつ，評価と議論で3.5ページ強，関連研究も2ページ強もあり，
とても参考になる

データ等が公開されているものの，内容がよくわからないところも
（専門外で知識不⾜かもしれません……)

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 10



概要︓
自動的にsensitiveなリソースにアクセスするアプリの挙動を
モニタリングし，ルールを作成．実⾏時にアプリがそのルー
ル範囲外の挙動を阻止する仕組みを提案・ツール(BOXMATE)
を実装した．

担当︓
NCS&A 株式会社
山内 寛己
（NAIST松本研OB）
twitter: @yonaga

1-4

Mining Sandboxes
Konrad Jamrozik, Philipp von Styp-Rekowsky, Andreas Zeller

論⽂＆ツールのホームページ︓
http://www.boxmate.org/



Sandbox Mining

Mining︓
� Sandboxに適用するルールを作成
automatic test generator を用いて，プログラムの挙動を調べ，
センシティブなリソースにアクセスをモニタリングする

Sanboxing︓
� 不審な挙動の禁止，または，ユーザの許可あるまで実⾏を保留
テスト実⾏中にアプリがセンシティブなリソースにアクセスをしな
かったのなら，リリースアプリにおいても同様にアクセスすべきで
はない

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 12



BOXMATE

論⽂中でBOXMATEというツール名が出てくるが，実際のツール構成
は以下の通り

� DROIDMATE（Mining & Monitoring）
ホームページ中にあるツール
� GUIベースでアプリを自動的にテスト実⾏
� センシティブAPIのコールを記録

� BOXIFY[5]（Sandboxing）
� Android アプリの Sandbox

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (SESSION 1: ANDROID) 13

[5]: M. Backes et al., “Boxify: Full-fledged app sandboxing for stock android.,” USENIX Security 15



所感

読みやすい︕
� 一⾔でサマリが書かれている
※右の赤の枠線内

� ストーリー展開や⼿法を説明する
ための適切なサンプル

ホームページがすごい
http://www.boxmate.org/
� 3分でわかるツール紹介
� Paperで使用したデータも公開
→ただしリンク切れ．

� ソースコードも公開されている
� FAQがおもしろい

2016/7/22 ICSE 2016 勉強会 (Session 1: Android) 14



Release Planning of Mobile Apps 

Based on User Reviews 

紹介担当：伏田 享平（NTTデータ） 

1-2 

出典： 

Lorenzo Villarroel, Gabriele Bavota, Barbara Russo, Rocco Oliveto, and Massimiliano Di Penta,  

“Release Planning of Mobile Apps Based on User Reviews,” In Proc. ICSE 2016, pp.14-24, 2016,  

Austin, Texas, USA. 

ユーザレビューを自動分類して，どの
レビューから対処すべきか優先度付け
するシステムを作った． 

一言で言うと…… 



モチベーションとアプローチ 

• モチベーション： 
モバイルアプリのバグ修正や機能追加を
適切なタイミングで行いたい 

• アプローチ： 
ユーザレビューを自動分類して，優先順
位を付けるシステム（CLAP）を作る 

① レビューをバグレポートor機能提案に分類 

② ①で分類したレビューをクラスタリング 

③ ②で作成したクラスタごとに優先度付け 

1-2 



評価結果 

• 86%の精度で正しく「バグレポート/機能
提案/その他」にレビューを分類できた 

• 正解（人手で分類したクラスタ）と比較し
て信頼性の高い（MoJoFMが平均77%） 
クラスタリング結果が得られた 

• 優先度高となったレビューのうち，7割の
レポートは実際にバグ修正/機能追加され
ていた 

• 3人の実務家にインタビューした結果，ポ
ジティブなコメントを得られた 

1-2 



所感 

• 丁寧な評価実験．手法の各ステップ間の
影響を極力排除するようにしている． 

 

• 単純に数値評価するだけでなく，実務者
へのインタビューによる有用性評価． 
（最近のICSEでは当たり前？） 

 

• タイトルは若干盛ってる． 
（リリースプランニングするなら，期間
やサイズの話もしないと……） 

1-2 
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N. Mirzaei, J. Garcia, H. Bagheri, A. Sadeghi, and S. Malek
George Mason Universty, University of California

Reducing Combinatorics in GUI Testing of 

Android Applications

カバレッジ率を下げずに，
AndroidアプリのGUI組み合わせテスト数を下げる

一言

紹介者: 生産技術部ソフトウェア工学推進センタ 中村遼太郎
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N.Mirzaei et al.: “Reducing Combinatorics in GUI Testing of Android Applications ”. Proc. ICSE 2016.

ICSE16の勉強会
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アイデア｜組合せテストテースの減らし方

独立して振る舞うGUI要素間の組合せは不要

Total Days

手法が生成する十分なテストケース数

N.Mirzaei et al.: “Reducing Combinatorics in GUI Testing of Android Applications ”. Proc. ICSE 2016. Fig. 1 より引用

パターン

Last DayFirst Day

依存要素

Total Days

6 8 8

なし なし

全数テストケース数

8x6x8=384

Last Day Meals = disable if total Days = 1 

widget

条件:

max{6x8, 8}=48
[max{total days x last day meals, first day meals}]

アプリの仕様

アプリ
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手法

Apkを入力として，Widgetが依存するWidget, Handler, 
Activityを検出し組合せテストケースを出力

依存対象

Widget

Handler

Activity

依存を検出するケース

Widgetの振る舞いが依存する対象の検出例

wiget1が条件式に

あり，分岐内に
widget2がある

if(..widget1..) {
..widget2..

}

イベントハンドラ内で
Widgetが
参照されている

implements OnClickListener..
public void onClick(View v){
..widget.. 

new Intent(
this,Activity1.class)

.putExtra(“val”,
widget2.getText())

ケースの説明

Widgetの値が別の
Activityに渡される
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評価と感想

テスト数よりカバレッジを優先する手法であり，
カバレッジの高さを主張していた印象

RQ1 生成されたテスト数

RQ3

14アプリへの適用実験[他4ツールとの比較]の結果

実行時間

• 全数テストの57.86%

RQ2,3 コードカバレッジ率
• 全数テストと同じ
• ツールの中で最も高い

• 5ツール中3番目の速さ

観点 結果
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MobiPlay: A Remote Execution Based 
Record-and-Replay Tool for Mobile 

Applications

出典
Zhengrui Qin, Yutao Tang, Ed Novak and Qun Li,

"MobiPlay: A Remote Execution Based Record-and-Replay Tool for Mobile Applications,“
In Proc. ICSE '16, May 14-22, 2016, Austin, TX, USA.

http://www.cs.wm.edu/~zhengrui/papers/ICSE2016.pdf

紹介者
Hidetake Iwata

ICSE2016勉強会

http://www.cs.wm.edu/~zhengrui/papers/ICSE2016.pdf
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目的と貢献

目的

• モバイルアプリのテストをRecord and Replayで支援

• 複雑化する入力デバイスへの対応
• マルチタッチ、GPS、加速度センサ、Bluetoothなど

貢献

• Android SDKやKernelを修正することなく、実機を用い

てユーザの入力を記録および再現する手法を提案

• MobiPlayというツールを開発

ICSE2016勉強会



14-2

提案手法

• テスト対象アプリをサーバで実行

• 専用のクライアントアプリを端末で実行

• 入力イベント：端末→サーバに転送

• 表示画面：サーバ→端末に転送

出典：Zhengrui Qin, Yutao Tang, Ed Novak and Qun Li, "MobiPlay: A Remote Execution Based Record-and-Replay Tool for 
Mobile Applications," In Proc. ICSE '16, p.574, Fig.3

ICSE2016勉強会

テスト対象
アプリ

実機 サーバ
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評価および紹介者の所感

評価

• Google Play上のアプリ52個で正しく動作

• 端末→サーバ→端末で300ms程度の遅延が生じる

• リプレイ時間は3%程度の増加

紹介者の所感

• 端末をシンクライアントにして、サーバでアプリを

実行するアプローチは面白い

• 既存手法の問題点や既存ツールの比較がちゃんと書

いてある

ICSE2016勉強会



　　  Distinguished Paper

14-3 "VDTest: An Automated 
Framework to Support Testing for 
Virtual Devices"の紹介
出典: Tingting Yu, Ciao Qu, Myra B. Cohen. "VDTest: an automated framework to support testing for 
virtual devices." Proceedings of the 38th ICSE, 2016.
紹介者: 井ノ口伸人



この論文の貢献

1. VDTest = FSS (Full-System Simulator)中の仮想デバイ
スのためのテスティングフレームワーク

2. VDTestが既存のFSS仮想デバイスに、新たな欠陥を見つけ
られることの実証実験

ICSE 2016 勉強会 14-31



Golden System

VDTestのアーキテクチャ
1. ユーザの入力とテンプレから静的解析でテスト仕様を生成
2. テスト仕様をテストドライバに変換
3. テスト対象とテストオラクルの出力を比較

Annotation
Plugin

Test Template
Skeleton

Test
Specification

1. Static
Analyzer

Figure 3を元に紹介者作成

2. Test
Generator

3. Output
Differ

Test Driver

Target System Test Driver

User

ICSE 2016 勉強会 14-32



実証実験（と所感）

3つのFSS (SIMICS, QEMU, GEM5)を用意し、テスト対象とした
りテストオラクルとしたりして、11の仮想デバイスで実験

他手法 (a combinatorial interaction testing approach, a 
random testing approach)と発見欠陥数を比較

1.3～2倍の欠陥を検出。ステートフルなテストケースで差が付い
た

ICSE 2016 勉強会 14-33

【所感】
テスト設計～実装まで実装されており、これだけでテストが
完結するけれど、Annotation Plugin書くのどれくらい大変？



+

【14-4】

Automated Test Suite Generation for
Time-continuous Simulink Models

Reza Matinnejad, Shiva Nejati, Lionel C. Briand @ University of Luxembourg

Thomas Bruckmann @ Delphi Automotive Systems

紹介者：朱峰錦司＠kjstylepp



+
1. この論文を一言で

2016/07/22ICSE 2016 勉強会 14-4
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微分方程式のような連続時間モデルを含む

Simulinkモデルから、実行時エラー等の明らかなバグだけでなく、

演算実装誤りのようなバグを検出できる
テストケースを効率よく自動生成できるようにしたよ。

Automated Test Suite Generation
for

Time-continuous Simulink Models
(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)



+
2. 本論文の貢献 と 紹介者の所感

主な貢献
 今まで扱われなかった連続時間モデルからのテストケース生成に挑
戦し、成果を出した。

 アルゴリズムにヒューリスティックを採用することで、生成時間を
現実的なものに抑えた。

 デファクトのSimulinkモデルを扱える「SimCoTest」というツー
ルを開発し、実用に耐えうることを示した。

所感
 勝負の土俵選びがよい。

 ニッチな領域のデファクトツールに勝負を挑んで勝つ

 ツールを実装し（ある程度情報を）公開していてオープンでよい。
 https://sites.google.com/site/simcotesttool/

 産学連携で、商用案件に手法を適用して成果を出していてよい。
 ルクセンブルク大学とDelphi Automotive社との共同研究

2016/07/22ICSE 2016 勉強会 14-4
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+
3. 研究動機（1/2）

2016/07/22

※図は全て下記から引用：
Automated Test Suite Generation for Time-Continuous Simulink Models
in proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering

ICSE 2016 勉強会 14-4
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お題
車の燃料タンク内センサーの情報から燃料残量を計算するモデル

入力センサー値

出力残量値連続時間モデル（シミュレーションモデル）

非連続時間モデル（コード生成モデル）



+
3. 研究動機（1/2）

2016/07/22

※図は全て下記から引用：
Automated Test Suite Generation for Time-Continuous Simulink Models
in proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering

ICSE 2016 勉強会 14-4
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お題
車の燃料タンク内センサーの情報から燃料残量を計算するモデル

入力センサー値

出力残量値連続時間モデル（シミュレーションモデル）

非連続時間モデル（コード生成モデル）

こっちからじゃないと
いいテストケースは作れない



+
3. 研究動機（2/2）

2016/07/22

※図は全て下記から引用：
Automated Test Suite Generation for Time-Continuous Simulink Models
in proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering

ICSE 2016 勉強会 14-4
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困難さ
モデルの構造カバレッジを網羅するだけじゃダメ

入力データ列A

入力データ列B

こっちだけで構造カバレッジは
網羅したテストデータになっている

ヒューリスティックアルゴリズムを
活用してこっちのデータも生成するぞい



+
4. 主な評価

RQ
 現存、唯一のSimulink用の検証ツール「Simulink Design 

Verifier」がもつ構造カバレッジベースのテストケース生成機能よ
り優れているか？

評価方法
 2件のSimulinkモデルについて、生成されたテストケースによって、
意図的に埋め込まれた30件の誤りをどれだけ発見できるか？

評価結果

2016/07/22ICSE 2016 勉強会 14-4
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SDV

発見 見逃し

本手法 発見 17 7

見逃し 0 6

負けはない

24件発見はよい数値



5. Compilers and Emerging 
Trends

紹介担当
東芝 研究開発センター システム技術ラボラトリー
遠藤侑介，今井健男，酒井政裕

※ 本資料はソフトウェア工学の技術動向を調査し国内の学術界で広く情報共有することを目的
として、国際会議ICSE2016で発表されたうち4論文の概要を紹介するものである。



2

• 5-1. Chen et al. An Empirical Comparison of Compiler 
Testing Techniques. In Proceedings of ICSE 2016, 180-
190.

• 5-2. Menendez and Nagarakatte. Termination-Checking 
for LLVM Peephole Optimizations. In Proceedings of 
ICSE 2016, 191-202.

• 5-3. Sun et al. Finding and Analyzing Compiler 
Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016, 203-213. 

• 5-4. Lin et al. iDice: Problem Identification for 
Emerging Issues. In Proceedings of ICSE 2016, 214-224.

以下の4論文を紹介します



An Empirical Comparison of 
Compiler Testing Techniques

著者： Junjie Chen, Wenxiang Hu, Dan Hao, Yingfei Xiong,

Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie

Peking University + Microsoft Research, China

要約：コンパイラのバグを探す3つの
既存手法を empirical に比較評価した

紹介者：東芝 遠藤 侑介 @ ICSE勉強会’16
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コンパイラテスト手法1：DOL (Different Optimization Levels)

ランダム生成した
Cソースコード

gcc –O0 gcc –O2gcc –O1

バイナリ バイナリバイナリ

動作が違ったら
バグ発見

色んな最適化レベルでビルドして動作比較
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コンパイラテスト手法1：DOL (Different Optimization Levels)

ランダム生成した
Cソースコード

gcc –O0 gcc –O2gcc –O1

バイナリ バイナリバイナリ

動作が違ったら
バグ発見

わかったこと：
最適化がらみのバグを
見つけるのが得意

色んな最適化レベルでビルドして動作比較
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コンパイラテスト手法２：RDT (Randomized Differential Testing)

ランダム生成した
Cソースコード

GCC LLVM clang

バイナリ バイナリ

異なるコンパイラでビルドして動作比較

動作が違ったら
どちらかはバグ
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コンパイラテスト手法２：RDT (Randomized Differential Testing)

ランダム生成した
Cソースコード

GCC LLVM clang

バイナリ バイナリ

異なるコンパイラでビルドして動作比較

動作が違ったら
どちらかはバグ

わかったこと：
最適化の絡まない

バグを見つけるのが得意

5-1



コンパイラテスト手法3：EMI (Equivalence Modulo Inputs)

オリジナルの
Cソースコード

GCC GCC

バイナリ バイナリ

改変ソースを作って動作比較

改変ソースコード
（挙動は同じ）

動作が違ったら
バグ発見

5-1



コンパイラテスト手法3：EMI (Equivalence Modulo Inputs)

オリジナルの
Cソースコード

GCC GCC

バイナリ バイナリ

改変ソースを作って動作比較

改変ソースコード
（挙動は同じ）

動作が違ったら
バグ発見

知見：全然ダメ
テストの質も量も
ランダム生成に負け
ただし本手法でしか見つからないバグも少数ながらあった
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新しい評価指標：Correcting Commits

• 既存指標：「バグを発見した回数」
–同じバグの再発見を重複カウントするのがダメ

• 提案指標：「発見したバグを修正したコミット数」
–同じバグを再発見しても修正コミットは 1 つだけ

• 紹介者の所感：当たり前なことでも定量評価重
要

DOL RDT EMI

バグ発見回数 1008 1223 498

修正コミット数 31 26 16

90時間テストした実験結果

5-1



Finding and Analyzing 
Compiler Warning Defects
著者：Chengnian Sun, Vu Le, Zhendong Su

University of California, Davis

要約：コンパイラのワーニングの
バグを探す差分テスト手法を提案

紹介者：東芝 今井 健男@ ICSE勉強会’16
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例えばこんなの

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 1より引用

GCCはワーニングを出すが、Clangは出さない

5-3



やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

テストプログラム生成
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル

ワーニングメッセージ
（自然言語）をパーズ

して整形
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

不整合（別種のワー
ニングペア、片方にし
かないワーニング）を

見つけて出力
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

重複している不整合
やfalse positiveを除去
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

テストプログラムpをバ
グ報告用に圧縮
（数千行⇒数行）
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その他
• プロジェクト期間6ヶ月

– 4ヶ月：過去のバグ観察（GCC150個、Clang80個）
＋ツールの開発

– 2ヶ月：実際のバグ検出

• GCCのバグ60個発見（38個が開発元で新規バグ
と確認）、Clangのバグ39個発見（14個確認）

紹介者の所感
– アイデアはすごく素朴
– 「ワーニングのバグ」という誰も手をつけてなかった
着眼点

– 地道にやって、practicalな成果
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Termination-checking for
LLVM peephole optimizations

著者： David Menendez, Santosh Nagarakatte
Rutgers University

要約：ピープホール最適化での
無限ループをSMTで発見

紹介者：東芝 酒井政裕 @ ICSE勉強会’16
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概要と所感

• 現実のコンパイラには大量のピープホール最適
化が組み込まれているが、バグの温床

• ⇒ [著者らの先行研究]
– 個々のピープホール最適化をDSLで記述→ 

SMTソルバで検証→ LLVM向けのC++コード生成

• ⇒ [この論文]
– 上記を拡張、複数のピープホール最適化を組み合わ
せた際の停止性もSMTソルバで検証

• 所感:
– どう見てもPLDIの論文です。本当にありがとうござい
ました。
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ピープホール最適化

• ピープホール最適化

– source ⇒ target の形

– sourceパターンに合致する命令列
(正確にはDAG)をtargetに置き換える

– LLVMでは千個以上存在

• LLVM のピープホール最適化パス

–いずれかのピープホール最適化に合致する箇所
がある限りそれを適用し、収束するまで繰り返し

–ある最適化による変換を、他の最適化が戻してし
まったりすると、止まらなくなる

Pre: C2 == ~C1
%w = or %p, C2
%x = xor %w, C1
%y = add %x, 1
%r = add %y, %q
=>
%a = and %p, C1
%r = sub %q, %a

著者ら提案の
Aliveでの記述例
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非停止性の検出例
最適化O1

最適化O2

最適化O3=O1O2

Pre: true
%p1 = xor %W, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q1 = and %W, C2
%r1 = xor %q1, (C1 & C2)

Pre: true
%p2 = and %X, %Y
%r2 = xor %p2, %Y

=>
%q2 = xor %X, -1
%r2 = and %q2, %Y

Pre: (C2 == (C1 & C2))
%p1 = xor %X, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q2 = xor %X, -1
%r1 = and %q2, C2

Pre: ((C2 == (C1&C2))
&&(C2 == (-1 & C2))
%p1 = xor %X, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q2 = xor %X, -1
%r1 = and %q2, C2

最適化
O4=O3O3

自己結合

• O4の事前条件は
充足可能

• O3のパターンより
O4のパターンが
大きくない

O3は無限に
適用可能

define i8 @foo(i8 %X){
entry:
%p1 = xor i8 %X, 255
%r1 = and i8 %p1, 0
ret i8 %r1

}

再現用の具体的な
コード(LLVM IR)を生成
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まとめ

• ……というのをシステマティックにやれば良い
– この例では長さ2だったが長さKまで生成、他工夫色々

– http://github.com/rutgers-apl/alive-loops

• 結果
– 計184個の停止しないシーケンスを発見

(それらに含まれる最適化は38種類)

– 主な原因: 事前条件が弱かったこと

– そのうち179個は実際に再現、残りの5個は優先順位の
高い別最適化によってシャドーイングされ再現せず

• 紹介者の所感
– 著者らはLLVMのコード生成周りで継続的にトップ会議で
発表。テーマの広げ方とか参考にすると良いのでは。
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iDice: problem identification
for emerging issues

著者： Qingwei Lin, Jian-Guang Lou, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang
Microsoft Research, Beijing, China

要約：急増しているイシューを特徴
付ける属性の組み合わせを検出
(→早期原因特定→サポートコスト低減)

紹介者：東芝 酒井政裕 @ ICSE勉強会’16
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巨大オンラインサービスの
テクニカルサポート

• ソフトウェアや設定は頻繁に更新

• 何か問題が起こると、顧客から技術サポート
チームにイシューが報告される
–広範に利用されるサービス(例: Office 365)だと大量

• 原因を特定して対処することが必要
– もし対応が遅れると……

• 顧客満足度の低下

• レポート数が更に増えていき、サポートのコストが上昇

イシュー中で急増している属性組合せを検出
例: { Country=India; TenantType=Edu; DataCenter=DC6 }

そこで
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提案手法 (1)
Time TenantType ProductFeature ProductVersion Country DataCenter ClientOS …

5 Dec 11:01 Home Admin V15 RTM India DC1 Win8.1

6 Dec 15:01 Edu Modify V16 SP1 USA DC1 WinXP

7 Dec 10:22 Enterprise Edit V16 SP2 UK DC3 Win7

…

出現数が一定以上(例: >1%)の属性の組合せを列挙

データ例

(Apriori系の幅優先探索アルゴリズム)
{ }

{ TenantType=Edu } { TenantType=Home } …

{ TenantType=Edu;
Country=India }

… … … …

非頻出

頻出

…

頻度が低いものは

インパクトも小さいの
で枝刈り
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提案手法 (2)

{ Country=India;
TenantType=Edu;
DataCenter=DC6 }

得られた属性の組合せ

{ Browser=IE7;
ProductFeatrure=Admin }

…

それぞれについて、時系列での変化点検出

ここで変化してそう

一般化尤度比検定を使用
(GLR : Generalized likelihood ratio)

θ0 : 通常時の分布のパラメータ

arg max
𝑡

max
𝜃

𝐿 𝜃 𝑦𝑡,𝑡+1,…

𝐿 𝜃0 𝑦𝑡,𝑡+1,…

→ 変化がない組合せは枝刈り

グラフは iDice: problem identification for emerging issues (Qingwei Lin, et. al.) の Figure 1 より引用
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提案手法 (3)

• 冗長な組合せの枝刈り
–属性組合せ X に対して、Isolation Power 指標を
定義。直観的にはイシューを以下に分類する際
のエントロピーの小ささ

–属性組合せの親子関係の中で、これが極大にな
る組み合わせのみを残す

• 結果をランキングして提示 (略)

変化点以前 変化点以後

Xに該当

Xに非該当
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結果と所感
• 評価

– 既存技術(Emerging Pattern Mining)で変化点を所与と
した場合と比較

– Recallはほぼ同等だが、Precisionが大幅に向上
(Isolation Powerによる枝刈りに起因)

• サクセスストーリー
– MSのあるサービスの過去データで、ある問題の原因

(モバイルクライアントの新バージョンのバグ)を特定。
同サービスのチームに導入され、二重課金の問題の
原因特定につながった。

• 紹介者の所感
– アルゴリズム等の掘り下げはイマイチな気がするが、
産業的に影響のある問題を実際に解決してるのは強
い。アタックする問題を選ぶことの重要性。
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Augmenting API Documentation 
with Insights from Stack Overflow

Christoph Treude, Martin P. Robillard

University of Adelaide,McGill University

紹介者

筑波大学 永野真知
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背景

• 構造
• 機能

API
• コンセプト
• 目的
• 使い方のシナリオ
• コード例

Stack Overflow

Stack Overflowの情報とAPIの情報がまとまっていれば…

知りたい情報が分散
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アプローチ

目的

API ドキュメントの不足している部分をStack Overflowの文で
補う

アイディア

Insight Sentence を見つけ、APIドキュメントに追加

提案手法

SISE(Supervised Insight Sentence Extractor)

→Insight Sentenceを抽出する手法

Stack Overflowの中の文で、APIドキュメントには含まれていない意味のある文
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SISE (Supervised Insight Sentence Extractor)

Stack Overflowの各文の特徴
• 文自体
• フォーマット
• 質問
• 回答
• 著者
• 品詞のタグ
• APIドキュメントと文の類似

度[4]

入力

Insight Sentenceか
そうでないかクラス分け

出力

機械学習
サポートベクターマシン
( SMO, the sequential minimal 
optimization implementation in 
WEKA )[23]

入力に以下をとりいれることで Insight Sentence を抽出する精度を上げている
• Stack Overflowの文と一致するAPIタイプのドキュメンテーションとの類似度
• Stringの特徴
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評価実験

• 抽出したInsight Sentenceが正しいか、８人のソフトウェア開発者が判定

• 3つの既存手法と比較

• SISEが一番多く、意味がある文を抽出できている

※図は論文より引用

意味があるが付け加えなくてもよい情報

意味があり付け加えるべき情報
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From Word Embeddings To 
Document Similarities 

for Improved Information Retrieval 
in Software Engineering

Xin Ye, Hui Shen, Xiao Ma, Razvan Bunescu, and Chang Liu

Ohio University

Distinguished Paper Award

紹介者：駒水@筑波大

ICSE2016勉強会

コードに関係する文書で Word Embedding したら
いい感じに検索できるようになりました！やったね！

ひとことまとめ
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背景：IR + SE

• 情報検索技術を用いたソフトウェア工学のタスク
• e.g., feature location, bug localization, etc.

• 問題：language mismatch （i.e. コード vs 自然言語）

B u g I D : 384108
Sum m ary : JUnit view icon no longer shows progress while
executing tests
D escr ip t i on : Before I upgraded to Juno this morning I
used to happily run tests with the JUnit view m inim ized,
and enjoy seeing the progress of the tests on it. Now I don’t
see any change on the icon until if passes (where a green
check appears) or fails (where a red X appears) . . .

F i gu r e 1: E cl i p se b u g r ep or t 384108, w i th keyw ord s
in r ed .

public class PartServiceImpl implements EPartService {

...
pr ivate void recordStackActivation(MPart part) { ...

MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();
... }

...
pr ivate void adjustPlaceholder(MPart part) { ...

MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();
... }

... }

F igu r e 2: C od e fr om Par tSer v iceI m p l . j ava, w i th
keyw or d s in b lu e.

throughout the user guide, developer guide, and API docu-
ments, the words view and placeholder frequently appear in
the same context.
T he distributional hypothesis [12] has provided the basis
for a number of methods that use word co-occurrences in or-
der to create vector representations of words (i .e. word em-
beddings) , such that words with sim ilar meaning have sim i-
lar vectors. I nspired by the success of unsupervised learning
of word representations in natural language processing, we
propose a general method in which natural language state-
ments and code snippets are projected as meaning vectors
in a low-dimensional shared representation space. W hen
applied on contexts such as the ones shown in F igures 3
to 5, the method is expected to automatically determ ine
that the keywords view and placeholder are related semanti-
cally, and therefore the corresponding bug report and source
code should have a non-zero semantic sim ilarity.
W hile word embeddings have been shown to help in vari-
ous NLP tasks [3, 8], to the best of our knowledge they have
not been used to support text retrieval in software engineer-
ing. A number of recent approaches explore the m ining of
semantically related software terms. T ian et al. [41, 42]
introduce SEW ordSim , a software-specific word sim ilarity
database trained on Stack Overflow questions and answers.
Howard et al. [13] and Yang et al. [45] infer semantically
related words from code. W ang et al. [44] m ine word sim i-
larities from tags in FreeCode. However, these previous pro-
posals for word sim ilarities do not extend them to computing
sim ilarities between documents. I n this paper, we incorpo-
rate word embeddings into a modified version of the text-to-
text text sim ilarity introduced by M ihalcea et al. [28], such
that word embeddings can be used to calculate the semantic
sim ilarity between SE queries and their candidate answers.
T he main contributions of this paper include: an adapta-

Sect ion : W orking with views and editors
Top ic: M axim izing and m inim izing in the eclipse presenta-
tion
C onten t : T he minim ize behavior for the Editor A rea is
somewhat different; m inim izing the Editor A rea results in a
trim stack containing only a placeholder icon representing
the entire editor area rather than icons for each open editor
. . .

F i gu r e 3: Tex t fr om E cl ip se W or k b en ch U ser G u id e.

Sect ion : M aking U I contributions
Top ic: Adding the perspective
C onten t : T he browser perspective defines two views (one
visible, with a placeholder for the other) . . .

F i gu r e 4: Tex t fr om E cl ip se P lat form P lu g-in D e-
velop er G u id e.

I nterface I PageLayout
Description: A page layout defines the initial layout for a
perspective within a page in a workbench window.. . V iew
placeholders may also have a secondary id. . . . For example,
the placeholder ”someV iew:*” will match any occurrence of
the view that has primary id ”someV iew” and that also has
some non-null secondary id. Note that this placeholder will
not match the view if it has no secondary id . . .

F i gu r e 5: A P I d escr ip t ion for I PageLayout .

tion of the Skip-gram model [30] to the task of learning word
embeddings for text and code in a low-dimensional shared
vector space; a method for estimating the semantic sim ilar-
ity between queries and documents that util izes word em-
beddings; an evaluation of the proposed semantic sim ilarity
features that shows their util ity in two IR tasks in SE : a pre-
viously explored bug localization task and a newly defined
task of linking API documents to Java questions posted on
Stack Overflow.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 in-
troduces the word embeddings idea, with a subsection detail-
ing the Skip-gram model for learning word embeddings. Sec-
tion 3 introduces techniques to adapt the Skip-gram model
for training word embeddings on software documents that
contains both free-text and code. Section 4 introduces two
sim ilarity features that are aimed at capturing the seman-
tic sim ilarity between documents using word embeddings.
Section 5 describes the general ranking model used to im-
plement the two IR systems evaluated in this paper. Section
6 presents a comprehensive evaluation of the impact that the
newly proposed features have on the ranking performance.
Section 8 discusses related work, followed by conclusions in
Section 10.

2. W ORD EM BEDDINGS
Harris’ [12] distributional hypothesis, which states that
words in the same context tends to have sim ilar meanings,
has given rise to many distr ibutional semantic models (DSM s)
in which individual words are no longer treated as unique
symbols, but represented as d-dimensional vectors of real
numbers that capture their contextual semantic meanings,
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※図は論文から引用

B u g I D : 384108
Sum m ary : JUnit view icon no longer shows progress while
executing tests
D escr ip t ion : Before I upgraded to Juno this morning I
used to happily run tests with the JUnit view minim ized,
and enjoy seeing the progress of the tests on it. Now I don’t
see any change on the icon until if passes (where a green
check appears) or fails (where a red X appears) . . .

F i gu r e 1: E cl ip se b u g r ep or t 384108, w i th keyw ord s
in r ed .

public class PartServiceImpl implements EPartService {

...
pr ivate void recordStackActivation(MPart part) { ...

MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }

...

pr ivate void adjustPlaceholder(MPart part) { ...
MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }
... }

F igu r e 2: C od e fr om P ar tSer v iceI m p l . j ava , w i th
keyw ord s in b lu e.

throughout the user guide, developer guide, and API docu-
ments, the words view and placeholder frequently appear in
the same context.
T he distributional hypothesis [12] has provided the basis

for a number of methods that use word co-occurrences in or-
der to create vector representations of words ( i.e. word em-

beddings) , such that words with sim ilar meaning have sim i-
lar vectors. I nspired by the success of unsupervised learning
of word representations in natural language processing, we
propose a general method in which natural language state-
ments and code snippets are projected as meaning vectors
in a low-dimensional shared representation space. W hen
applied on contexts such as the ones shown in F igures 3
to 5, the method is expected to automatically determ ine
that the keywords view and placeholder are related semanti-
cally, and therefore the corresponding bug report and source
code should have a non-zero semantic sim ilarity.
W hile word embeddings have been shown to help in vari-

ous NLP tasks [3, 8], to the best of our knowledge they have
not been used to support text retrieval in software engineer-
ing. A number of recent approaches explore the mining of
semantically related software terms. T ian et al. [41, 42]
introduce SEW ordSim , a software-specific word sim ilarity
database trained on Stack Overflow questions and answers.
Howard et al. [13] and Yang et al. [45] infer semantically
related words from code. W ang et al. [44] m ine word sim i-
larities from tags in FreeCode. However, these previous pro-
posals for word sim ilarities do not extend them to computing
sim ilarities between documents. I n this paper, we incorpo-
rate word embeddings into a modified version of the text-to-
text text sim ilarity introduced by M ihalcea et al. [28], such
that word embeddings can be used to calculate the semantic
sim ilarity between SE queries and their candidate answers.
T he main contributions of this paper include: an adapta-

Sect ion : W orking with views and editors
Top ic: M axim izing and minim izing in the eclipse presenta-
tion
C onten t : T he minim ize behavior for the Editor A rea is
somewhat different; m inim izing the Editor A rea results in a
trim stack containing only a placeholder icon representing
the entire editor area rather than icons for each open editor
. . .

F i g u r e 3: Tex t fr om E cl i p se W or k b en ch U ser G u id e.

Sect ion : M aking U I contributions
Top ic: A dding the perspective
C onten t : T he browser perspective defines two views (one
visible, with a placeholder for the other) . . .

F i g u r e 4: Tex t fr om E cl i p se P lat form P lu g-in D e-
velop er G u id e.

I nterface I PageLayout
Description: A page layout defines the initial layout for a
perspective within a page in a workbench window.. . V iew
placeholders may also have a secondary id. . . . For example,
the placeholder ”someV iew:*” will match any occurrence of
the view that has primary id ”someV iew” and that also has
some non-null secondary id. Note that this placeholder will
not match the view if it has no secondary id . . .

F i gu r e 5: A P I d escr i p t ion for I PageLayout .

tion of the Skip-gram model [30] to the task of learning word
embeddings for text and code in a low-dimensional shared
vector space; a method for estimating the semantic sim ilar-
ity between queries and documents that util izes word em-
beddings; an evaluation of the proposed semantic sim ilarity
features that shows their util ity in two IR tasks in SE : a pre-
viously explored bug localization task and a newly defined
task of l inking API documents to Java questions posted on
Stack Overflow.
T he rest of this paper is organized as follows. Section 2 in-

troduces the word embeddings idea, with a subsection detail-
ing the Skip-gram model for learning word embeddings. Sec-
tion 3 introduces techniques to adapt the Skip-gram model
for training word embeddings on software documents that
contains both free-text and code. Section 4 introduces two
sim ilarity features that are aimed at capturing the seman-
tic sim ilarity between documents using word embeddings.
Section 5 describes the general ranking model used to im-
plement the two IR systems evaluated in this paper. Section
6 presents a comprehensive evaluation of the impact that the
newly proposed features have on the ranking performance.
Section 8 discusses related work, followed by conclusions in
Section 10.

2. W ORD EM BEDDINGS
Harris’ [12] distributional hypothesis, which states that

words in the same context tends to have sim ilar meanings,
has given rise to many distr ibutional semantic models (DSM s)
in which individual words are no longer treated as unique
symbols, but represented as d-dimensional vectors of real
numbers that capture their contextual semantic meanings,

405

バグレポート (Eclipse proj.) 該当ソースコード (PartServiceImpl.java)

マッチングは激ムズ

キーワード：
view, icon, minimize

キーワード：
placeholder, stack
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方法論：Word Embedding

コード内のキーワードと自然言語のキーワード
の距離を測ることができるようになる．

B u g I D : 384108
Sum m ary : JUnit view icon no longer shows progress while
executing tests
D escr ip t ion : Before I upgraded to Juno this morning I
used to happily run tests with the JUnit view minim ized,
and enjoy seeing the progress of the tests on it. Now I don’t
see any change on the icon until if passes (where a green
check appears) or fails (where a red X appears) . . .

F i gu r e 1: E cl ip se b u g r ep or t 384108, w i th keyw ord s
in r ed .

public class PartServiceImpl implements EPartService {

...
pr ivate void recordStackActivation(MPart part) { ...

MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }

...

pr ivate void adjustPlaceholder(MPart part) { ...
MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }
... }

F igu r e 2: C od e fr om Par tSer v iceI m p l . j ava , w i th
keyw ord s in b lu e.

throughout the user guide, developer guide, and API docu-
ments, the words view and placeholder frequently appear in
the same context.
T he distributional hypothesis [12] has provided the basis

for a number of methods that use word co-occurrences in or-
der to create vector representations of words ( i.e. word em-

beddings) , such that words with sim ilar meaning have sim i-
lar vectors. I nspired by the success of unsupervised learning
of word representations in natural language processing, we
propose a general method in which natural language state-
ments and code snippets are projected as meaning vectors
in a low-dimensional shared representation space. W hen
applied on contexts such as the ones shown in F igures 3
to 5, the method is expected to automatically determ ine
that the keywords view and placeholder are related semanti-
cally, and therefore the corresponding bug report and source
code should have a non-zero semantic sim ilarity.
W hile word embeddings have been shown to help in vari-

ous NLP tasks [3, 8], to the best of our knowledge they have
not been used to support text retrieval in software engineer-
ing. A number of recent approaches explore the mining of
semantically related software terms. T ian et al. [41, 42]
introduce SEW ordSim , a software-specific word sim ilarity
database trained on Stack Overflow questions and answers.
Howard et al. [13] and Yang et al. [45] infer semantically
related words from code. W ang et al. [44] m ine word sim i-
larities from tags in FreeCode. However, these previous pro-
posals for word sim ilarities do not extend them to computing
sim ilarities between documents. I n this paper, we incorpo-
rate word embeddings into a modified version of the text-to-
text text sim ilarity introduced by M ihalcea et al. [28], such
that word embeddings can be used to calculate the semantic
sim ilarity between SE queries and their candidate answers.
T he main contributions of this paper include: an adapta-

Sect ion : W orking with views and editors
Top ic: M axim izing and minim izing in the eclipse presenta-
tion
C onten t : T he minim ize behavior for the Editor A rea is
somewhat different; m inim izing the Editor A rea results in a
trim stack containing only a placeholder icon representing
the entire editor area rather than icons for each open editor
. . .

F igu r e 3: Tex t fr om E cl ip se W or k b en ch U ser G u id e.

Sect ion : M aking U I contributions
Top ic: Adding the perspective
C onten t : T he browser perspective defines two views (one
visible, with a placeholder for the other) . . .

F i gu r e 4: Tex t fr om E cl i p se P lat form P lu g-in D e-
velop er G u id e.

I nterface I PageLayout
Description: A page layout defines the initial layout for a
perspective within a page in a workbench window.. . V iew
placeholders may also have a secondary id. . . . For example,
the placeholder ”someV iew:*” will match any occurrence of
the view that has primary id ”someV iew” and that also has
some non-null secondary id. Note that this placeholder will
not match the view if it has no secondary id . . .

F i gu r e 5: A P I d escr i p t ion for I PageLayout .

tion of the Skip-gram model [30] to the task of learning word
embeddings for text and code in a low-dimensional shared
vector space; a method for estimating the semantic sim ilar-
ity between queries and documents that util izes word em-
beddings; an evaluation of the proposed semantic sim ilarity
features that shows their util ity in two IR tasks in SE : a pre-
viously explored bug localization task and a newly defined
task of l inking API documents to Java questions posted on
Stack Overflow.
T he rest of this paper is organized as follows. Section 2 in-
troduces the word embeddings idea, with a subsection detail-
ing the Skip-gram model for learning word embeddings. Sec-
tion 3 introduces techniques to adapt the Skip-gram model
for training word embeddings on software documents that
contains both free-text and code. Section 4 introduces two
sim ilarity features that are aimed at capturing the seman-
tic sim ilarity between documents using word embeddings.
Section 5 describes the general ranking model used to im-
plement the two IR systems evaluated in this paper. Section
6 presents a comprehensive evaluation of the impact that the
newly proposed features have on the ranking performance.
Section 8 discusses related work, followed by conclusions in
Section 10.

2. W ORD EMBEDDINGS
Harris’ [12] distributional hypothesis, which states that
words in the same context tends to have sim ilar meanings,
has given rise to many distr ibutional semantic models (DSM s)
in which individual words are no longer treated as unique
symbols, but represented as d-dimensional vectors of real
numbers that capture their contextual semantic meanings,
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B u g I D : 384108
Sum m ary : JUnit view icon no longer shows progress while
executing tests
D escr ip t ion : Before I upgraded to Juno this morning I
used to happily run tests with the JUnit view minim ized,
and enjoy seeing the progress of the tests on it. Now I don’t
see any change on the icon until if passes (where a green
check appears) or fails (where a red X appears) . . .

F igu re 1: E cl ip se b u g r ep or t 384108, w i th keyw ord s
in r ed .

public class PartServiceImpl implements EPartService {
...

pr ivate void recordStackActivation(MPart part) { ...
MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }

...

pr ivate void adjustPlaceholder(MPart part) { ...
MPlaceholder placeholder = part.getCurSharedRef();

... }
... }

F igu re 2: C od e fr om Par tSer v iceI m p l . j ava, w i th
keyw ord s in b lu e.

throughout the user guide, developer guide, and API docu-
ments, the words view and placeholder frequently appear in
the same context.
T he distributional hypothesis [12] has provided the basis
for a number of methods that use word co-occurrences in or-
der to create vector representations of words ( i.e. word em-

beddings) , such that words with sim ilar meaning have sim i-
lar vectors. I nspired by the success of unsupervised learning
of word representations in natural language processing, we
propose a general method in which natural language state-
ments and code snippets are projected as meaning vectors
in a low-dimensional shared representation space. W hen
applied on contexts such as the ones shown in F igures 3
to 5, the method is expected to automatically determine
that the keywords view and placeholder are related semanti-
cally, and therefore the corresponding bug report and source
code should have a non-zero semantic sim ilarity.
W hile word embeddings have been shown to help in vari-
ous NLP tasks [3, 8], to the best of our knowledge they have
not been used to support text retrieval in software engineer-
ing. A number of recent approaches explore the mining of
semantically related software terms. T ian et al. [41, 42]
introduce SEW ordSim, a software-specific word sim ilarity
database trained on Stack Overflow questions and answers.
Howard et al. [13] and Yang et al. [45] infer semantically
related words from code. W ang et al. [44] mine word sim i-
larities from tags in FreeCode. However, these previous pro-
posals for word sim ilarities do not extend them to computing
sim ilarities between documents. I n this paper, we incorpo-
rate word embeddings into a modified version of the text-to-
text text sim ilarity introduced by M ihalcea et al. [28], such
that word embeddings can be used to calculate the semantic
sim ilarity between SE queries and their candidate answers.
T he main contributions of this paper include: an adapta-

Sect ion : W orking with views and editors
Top ic: M axim izing and minim izing in the eclipse presenta-
tion
C ontent : The minim ize behavior for the Editor A rea is
somewhat different; m inim izing the Editor A rea results in a
trim stack containing only a placeholder icon representing
the entire editor area rather than icons for each open editor
. . .

F igu re 3: Tex t fr om E cl i p se W ork b ench U ser G u id e.

Sect ion : M aking U I contributions
Top ic: Adding the perspective
C ontent : T he browser perspective defines two views (one
visible, with a placeholder for the other) . . .

F igu re 4: Tex t fr om E cl ip se P lat form P lu g-in D e-
velop er G u id e.

Interface I PageLayout
Description: A page layout defines the initial layout for a
perspective within a page in a workbench window.. . V iew
placeholders may also have a secondary id. . . . For example,
the placeholder ”someV iew:*” will match any occurrence of
the view that has primary id ”someV iew” and that also has
some non-null secondary id. Note that this placeholder will
not match the view if it has no secondary id . . .

F igu re 5: A P I d escr ip t ion for I PageLayout .
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実験：bug localization, API Rec.

【実験方法】

WE後のベクトル空間上の類似度を計算しランキ
ング性能を評価（MAP, MRR）

【内容】
• bug localization：プロジェクト (Eclipse UI, JDT, SWT, Birt) 

について bug localization がうまくいくかを評価

• API recommendation：StackOverflow のデータを用いて
推薦がうまくいくかを評価

【結果】

WEを入れたことによる精度改善を確認
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Pros and Cons: Why Awarded?

• Pros （褒めちぎり）
• 問題設定が明白

• 応用範囲が広い

• 手法がシンプル

• 実データでの実験

• 精度改善に貢献

• 読みやすい論文

• Cons (あら探し)
• 手法がシンプルすぎ

• 手法の弱点が議論さ
れていない

（※個人的な主観です）
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Learning API Usages from Bytecode:
A Statistical Approach

Tam The Nguyen, Hung Viet Pham, Phong Minh Vu, Tung 
Thanh Nguyen

紹介者 早瀬 康裕 (筑波大学)

所感

 20万Android Appsから学習できるスケーラビリティ

高い推薦精度

隠れマルコフモデルへ帰着する発想

推薦時にモデルを指定する必要があるのは使いにくいかも?

一言で言うと?

APIの使用例を隠れマルコフモデルとして学習することで，
高精度な推薦 (コード補完) を実現
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背景と提案手法の概要

• APIの使用方法を学ぶのは大変
• 大量のコンポーネント

• 不十分なドキュメント
• 事前/事後条件や，使用する際のコントロールフロー/データフ

ローについて網羅されていない

• 説明やコード例がない事もしばしば

• 提案手法 SALAD と，API使用方法のモデル HAPI
を提案
• SALAD: AndroidアプリケーションのDVMバイナリからAPI

使用方法を学習するアプローチ

• HAPI: APIの使用方法を隠れマルコフモデルとして学習
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MediaRecorderの状態遷移と，対
応する HAPI の例

(補足) 隠れマルコフモデル:確率モデルの一種．直接には観測出来ない状態が
あり，その状態に応じた確率で出力される事象が観測できる．

図の出典: T.Nguyen et al, Learning API Usages from Bytecode: A Statistical Approach

メソッド呼び出しで
遷移する (自己遷移あり)

オブジェクトの
内部状態

遷移確率
開始状態

その状態から
開始する確率 π

状態に応じて
メソッド呼び出しが

確率的に観測される

10-3



GROUM: Graph-based Object 
Usage Model
• メソッド毎に，API呼び出し列を基本としたデータを作る

(Inter-procedural な解析はしていない)

図の出典: T.Nguyen et al, Learning API Usages from Bytecode: A Statistical Approach

ループの展開は0回と1回の場合
(紹介者注: 利用目的がコード補完なので
2通りで十分なのだと考えられる)メソッド呼び出しの列

呼び出しの入出力
オブジェクト

(実際はアプリのバイトコードから)

このコードからは
2つのGROUMが
出力される 複数のオブジェクトに関係する

メソッド呼び出しが混ざっている
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学習と推薦

• 学習
• GROUMから，個別のクラスに対する，もしくは一緒に使

われる (usage-dependent) クラス集合に対する，メソッド
呼び出しの列を作る

• クラス(の集合)毎に，呼び出し列の集合からマルコフモ
デルを構築 (Baum-Welch アルゴリズムを拡張した方法
を使用)

• 推薦
• 入力: HAPI λ，未完成のメソッド呼び出し列，呼出し列中

の位置

• 出力: ranked list of API method
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実験結果

• 比較対象
• N-GRAM: 直前2つの呼び出しから次の呼び出しを推定

([35] + Witten-Bell smoothing)

• RNN: 再帰型ニューラルネットワークで，次の呼び出しを
推定[35]

• 結果
• 横軸が順位，縦軸が，

正解が見付かった割合

• HAPIが全域で高精度

図の出典: T.Nguyen et al, Learning API Usages from Bytecode: A Statistical Approach

[35] V. Raychev, M. Vechev, and E. Yahav. Code completion with statistical language models. PLDI ’14
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On	the	“Naturalness”	of	
Buggy	Code	

著者

Baishakhi Ray,	Vincent	Hellendoorn,	Saheel Godhane,	
Zhaopeng Tu,	Alberto	Bacchelli,	Premkumar Devanbu

（ Delft	University	of	Technology	）

紹介者

東京工業大学 権藤研究室

荻谷 太平

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？
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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

11ｰ1

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

11ｰ1

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	

ICSE	2016	勉強会 11-2	 1	

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	

ICSE	2016	勉強会 11-2	 2	



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	

ICSE	2016	勉強会 11-2	 3	



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	

ICSE	2016	勉強会 11-2	 4	



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	

ICSE	2016	勉強会 11-2	 5	



USING(BIO)METRICS 
TO PREDICT 

CODE QUALITY ONLINE 
著者 : Sebastian C. Müller, Thomas Fritz  
 

2016年 7月 22日 金曜日 ICSE2016勉強会 Session11:Code Smells 1 

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) 

2016年 7月 22日 金曜日 ICSE2016勉強会 Session11:Code Smells 2 

•  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 

2016年 7月 22日 金曜日 ICSE2016勉強会 Session11:Code Smells 3 

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 

2016年 7月 22日 金曜日 ICSE2016勉強会 Session11:Code Smells 4 

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 

2016年 7月 22日 金曜日 ICSE2016勉強会 Session11:Code Smells 5 

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

4

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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27-1 Improving Refactoring 
Speed by 10X
Jongwook Kim, Don Batory University of Texas at Austin

Danny Dig Oregon   State University

Maider Azanza University of the Basque Country (UPV/EHU) 

紹介者：田中 裕一 (サイボウズ株式会社)

一言でまとめると、タイトル通り
「リファクタリング処理を10倍高速化した」
です。
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背景: R2
リファクタリングのスクリプト化

• リファクタリング操作をJavaでスクリプト化す
ることができる。

• これによってGoFのデザインパターンを適用す
るリファクタリングをスクリプト化することが
できる。

RPackage pkg = RProject.getPackage("MyProject", "myPackage");
RClassOrInterface cls = pkg.getClass("Graphic");
RMethod m = cls.getMethod("draw");
m.rename("display");

メソッドのリネームの例

出典: http://www.cs.utexas.edu/users/jongwook/r3/
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モチベーション

• Eclipseのリファクタリングエンジン(Eclipse Java 
Development Tools Refactoring Engine)上に実装し
た所、リファクタリングに時間が掛かり、実用
的な速度で動作しなかった。
• 例: Visitorパターンを適用するのに5分掛かる。

• バグも多かった。
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提案手法

• 従来
• リファクタリング時にASTを書き換えて、ディスクに書き込む

• 提案手法
• コードのパース時にASTからパッケージ、クラス、メソッド、フィール

ドの情報を抜き出し、それをオンメモリのデータベースに保存する。
• リファクタリング実行時は、データベースの内容を書き換えるのみ。
• ソースコード表示時に、ASTとデータベースの値からリファクタリング

後のソースを表示

出典: Jongwook Kim et al.: “Improving Refactoring Speed by 10X,” in ICSE, 2016. Figure 6

27-1



評価結果/所感

• 評価結果
• Commons Codec, JUnitなどのソースコードにデザインパ

ターンを適用するリファクタリングを実行。
• Eclipse vs 本手法でリファクタリングの実行時間が5倍か

ら163倍高速化された。

• 所感
• 高速化自体よりも、リファクタリング機能のスクリプト

化に興味を持った。
• リファクタリング操作がコード化されることで、どうい

うリファクタリングを行ったのかが明確になるので、そ
のレビューも可能になって良いのではと感じた。
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Understanding 
Asynchronous Interactions 

in Full-Stack JavaScript
Saba Alimadadi

Ali Mesbah

Karthik Pattabiraman

University of British Columbia Vancouver, BC, Canada

紹介者: 金子良太 (サイボウズ株式会社)
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Summary

• Nodejsの出現によりJavaScriptはClient -sideだけでなく、Server -sideでも利
用されることが増えてきて、いわゆるfull-stack appと呼ばれるある程度の
規模感のものがJavaScriptで実装されるようになってきた。

• JavaScriptではevent loopによるsingle thread 実行モデルが採用されており、
非同期処理ではcallbackやPromiseが利用される。

• full-stack appにおける非同期処理、イベント駆動モデル、それに伴うDOM
操作では処理の流れやデータの関連性などを追うのが難しいことが多い。

• 本論文では、非同期処理やイベント駆動モデルを可視化し、開発者の理
解を手助けするツールとしてSAHANDを紹介し、実験により効果を検証す
る。

• 実験では3つの要素において理解度の正確性が向上したという結果が得ら
れた。
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JavaScriptにおける3つの難しさ

• single-threadedな言語で、callbackによりnon-
blocking処理を実現するが、幾重にもnestした
callback処理は”callback hell”と呼ばれるように理解
が難しいものになる。

• DOM操作とevent処理、XHRによるinteractionが合わ
さると複雑になりやすい。

• XHR処理はネッワーク等環境によって影響を受け
やすく、時間や順序が保証されないので複雑にな
る。
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SAHAND

• https://github.com/saltlab/sahand

• full-stack JavaScript applicationの動的な振る舞い
の全体像を提供するツール。

• 振る舞いをもつModelを提供。

• Modelはcontext-sensitiveでJavaScriptの実行のlifeline
を生成。

• 実行メカニズムを理解するのを手助けする。

• callback, XHR, timers, eventsの非同期実行を扱える。
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Challenge 1: Server-Side Callbacks

• HTTP Request handlerを複数登録する例

• 複数のhandlersがどのようなprocessで動くのかわか
りにくいという例で検証対象となっている。

• Callback Hellの例
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Challenge 2: Asynchronous Client Side

• callbackでXHR結果を取得する例

•タイマー処理で定期的にXHRを実行する例

• event loopの実行モデルを可視化する対象のミニマ
ルな例(と解釈)。
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Challenge 3: Network Communication

• Client, Serverのmessageのやり取りの例

• RequestがServerに届くタイミングは不定なので、そ
れをcontext-sensitiveにModel化するためのお題(と解
釈)。
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Model sample

27-3

Figure 4: A sample temporal, context-sensitive and
asynchronous model of events, lifelines, and interactions

引用: http://www.ece.ubc.ca/~saba/dl/sahand.pdf



Visualize the Model
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Figure 5: A snapshot of the visualization

引用: http://www.ece.ubc.ca/~saba/dl/sahand.pdf



Implementation

• (Client, Server間のRequest/Responseを覗くため
の？)Proxyサーバがexpressを使って実装されて
いる。

• The client-side code is on the fly.

• AST変換をして、メソッド実行タイミングに監
視するためのコードを挟み込んでいる?

• VisualizationはGoogle Chartsを使用。
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SAHAND

$ git clone https://github.com/saltlab/sahand

$ cd sahand

# install dependencies like express and so on

$ npm install

# run the app

$ node app.js

???
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How can we use the ‘SAHAND’?

• https://github.com/saltlab/sahand/issues/2
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所感

• GitHubに公開されているソースを読んだ印象だと、何
をやりたいのかが本当にわからない。

• esprima/estraverse/escodegenを使って[AST変換→コード
差し込み→コード生成 ]する部分が適当に実装されてい
る。

• 個人的にはソースコードからは論文に対する信頼性が
得られないので、Evaluationの部分は読む価値がないと
判断した。

• ソースコードからはSAHAND作っている人はJS/Nodejs詳
しくない人が作っているという印象を受けた。
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27-2. SourcererCC: Scaling Code 
Clone Detection to Big-Code

論文紹介: 大島(某製作所)

Hitesh Sajnani*, Vaibhav Saini*, Jeffrey Svajlenko†, Chanchal K. Roy†, and Cristina V. Lopes*
* School of Information and Computer Science, UC Irvine
† University of Saskatchewan, Canada

27-2

1

Hitesh Sajnani, Vaibhav Saini, Jeffrey Svajlenko, Chanchal K. Roy, and Cristina V. Lopes, “SourcererCC: Scaling Code Clone Detection 
to Big-Code,” in ICSE 2016, pp. 1157-1168
情報処理学会ソフトウェア工学研究会国際的研究活動活性化WG  ICSE '16 勉強会

ひとこと: 部分的な判定で候補を絞り込むヒューリスティックによって、
大規模なコードに適用可能なコードクローン検出ツールを実現した。



概要

コードクローン検出ツールの提案

特長

大規模なコードに適用可能

普通のマシンで動作(分散処理などではなく)

 Type-3クローンを検出可能

27-2

実験結果
250MLOC
CPU: Core i7, Memory 12GB

4.5日で検出完了
(比較した他ツールでは完了せず)

Recall

Precision

5ツール中2位 (1位: iClones)

5ツール中2位 (1位: NiCad)

Hitesh Sajnani, Vaibhav Saini, Jeffrey Svajlenko, Chanchal K. Roy, and Cristina V. Lopes, “SourcererCC: Scaling Code Clone Detection 
to Big-Code,” in ICSE 2016, pp. 1157-1168
情報処理学会ソフトウェア工学研究会国際的研究活動活性化WG  ICSE '16 勉強会

2

Type-3 クローン: 
文の追加・変更・削除を含む
コードクローン

ヒューリスティックで実現ヒューリスティックで実現



手法 27-2

3

Hitesh Sajnani, Vaibhav Saini, Jeffrey Svajlenko, Chanchal K. Roy, and Cristina V. Lopes, “SourcererCC: Scaling Code Clone Detection 
to Big-Code,” in ICSE 2016, pp. 1157-1168
情報処理学会ソフトウェア工学研究会国際的研究活動活性化WG  ICSE '16 勉強会

Code Block からトークンを生成1

トークンをソートし、
先頭付近のみ取り出す

2

取り出したトークンが条件を
満たすものをクローンの候補とする

3

3. の候補を最終判定し、クローン検出
4

キーワード、リテラル、識別子

取り出したトークンのうち少なくとも
ある数は一致する(詳細略)



所感

シンプルなヒューリスティックで性能向上
→ 実際に考えるのは難しそう

 「普通のマシンで動作」
→実開発で使いやすそう

 Recall, Precision は2位
→ 解く課題のポイントを決めること、
解いた課題をアピールすることが重要

4

Hitesh Sajnani, Vaibhav Saini, Jeffrey Svajlenko, Chanchal K. Roy, and Cristina V. Lopes, “SourcererCC: Scaling Code Clone Detection 
to Big-Code,” in ICSE 2016, pp. 1157-1168
情報処理学会ソフトウェア工学研究会国際的研究活動活性化WG  ICSE '16 勉強会
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27-4: Shadow of a doubt: testing for divergences 

between software versions

Hristina Palikareva, Tomasz Kuchta, Cristian Cadar. 

Imperial College London, UK

紹介者： 土屋（某製作所）

ひとこと：新旧プログラムで同様な記号実行を実施することで、
パッチ適用後の新しい振舞いを再現するためのテスト入力を自動生成する。



27-4: 概要
 パッチ後のテストでは、分岐網羅のカバレッジだけでテスト十分性を確認するの
は危険（多いらしい）

 変更「条件式(x>10)⇒条件式(x>20)」

 x=0, x=30で分岐網羅はできる

 変更前後の振舞いの違い(xが11～20の場合)を確認できない

 ⇒パッチ後の新しい振舞い(or バグ)を再現できるテスト入力を自動生成したい！

Hristina Palikareva, Tomasz Kuchta, and Cristian Cadar, “Shadow of a doubt: 

testing for divergences between software versions”, ICSE2016:Figure 3より引用

変更部分
a-1>7 a-1≦7

a+1>7 a=9 a=7,8

a+1≦7 － a=6

記号実行
x→a

変更前後でtrue/falseが
変化する入力を特定

Old
New

a=7の時、z=-1で
buffer underflow

記号実行時の条件式



27-4: 所感
 論文の質が高く読みやすい # ICSEではこれで標準レベルなのかも

 直感的で分かりやすい例

 アプローチの章も概要、詳細の項を分割

 ツール化、定量評価

 （技術的な）凄さはどこだったのか

 新旧プログラムで同様な記号実行を行えば、新旧で分岐が異なる可能性のあ
る条件式を特定できるというアイデア？

 本技術適用による効果（パッチ後テストの効率化）の重要性？

 ⇒記号実行 or テストの畑の方に教えて頂きたい
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“On The Limits of Mutation Reduction 
Strategies”の紹介
著者：Rahul Gopinath, Mohammad Amin Alipour, Iftekhar Ahmed, 
Carlos Jensen, Alex Groce
(Oregon State University, US)

担当：NTT研究所丹野治門

13.TestingⅠ

Mutation Testingにおいて，
Mutation数の「賢い」削減戦略は有用か？
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背景と着眼点

• Mutation Testing
– テストスイートのバグ検出能力の測定や改善のため，人為的に正常なプ

ログラムを変異させてバグを埋め込む手法

• Mutation Testingにおける問題
– Mutationの数が多いと，実行にとても時間がかかってしまう

• 既存解決アプローチ：
代表性を維持しつつ「賢く」Mutationの数を減らす（既存研究多数）

If(x > 0){
….
}

If(x <= 0){
….
}

正常プログラム 変異させたプログラム

RQ：「賢く」減らす戦略は本当に有用なのか？
結論：あまり有用じゃない．ランダムサンプリングと大差ない．



3Copyright©2016  NTT corp. All Rights Reserved.

調査方法

出展：“On The Limits of Mutation Reduction Strategies” ICSE2016.

• 調査方法：理論，エンピリカルの両面から賢いMutation数削減戦略
が有用かどうかを検証
– （例）Perfect Strategy(理論上最適なMutation削減戦略）とランダムサンプリング

で，「代表性の維持」度合いを比較

Perfect Strategyは
ランダムサンプリングと
ほぼかわらない

↓
どんなに賢くやっても
ランダムサンプリングと
ほぼかわらない
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所感

• Mutation数の削減はこれまで多くの研究が行われているが，そ

の意義に疑問を投げかける調査であり，当分野において，インパ
クトが大きい
– 「Mutationの数を減らす」，「等価Mutantへの対処」がMutation Testingにお

ける2大研究分野

• Mutation数の削減に取り組んでいる（取り組もうとしている）研究
者は，この論文を読み込んでおく必要がありそう
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Comparing White-box and 
Black-box Test Prioritization

担当：NTT研究所 伊山 宗吉

13. Testing 1

テストケースの優先度付けにおける
ホワイトボックスとブラックボックスの比較

Christopher Henard 1, Mike Papadakis 1, Mark Harman 2,
Yue Jia 2, Yves Le Traon 1

1 University of Luxembourg, 2 University College London
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概要
• 背景

– 回帰テストにおいて、テストケースの優先度付けは欠陥の早期発見に有効で
ある。

– テストケースの優先度付け技術は、過去の文献で提案されているが、これまで、
ホワイトボックスとブラックボックスによる優先度付け技術を比較した文献はない。

• 目的
– ホワイトボックスとブラックボックスによるテストケースの優先度付け技術の効果の
違いを明確にする。

1. ホワイトボックスの欠陥検出率
2. ブラックボックスの欠陥検出率
3. 1と2で得られた欠陥検出率を比較
4. 検出した欠陥の類似性を比較
5. 複数バージョンをまたいだデグレーションの比較
6. 優先度付けに必要な実行時間の比較

3と4について
紹介



7Copyright©2016  NTT corp. All Rights Reserved.

実験の全体像

出展：“Comparing White-box and Black-box Test Prioritization” ICSE2016.

①

②

②

③

③

④

④

• 実験対象
– プログラム5個。(Grep, Sed, Flex, Make, Gzip)
– 上記プログラムの6バージョン。(V0～V5)
– プログラム(V1～V5)には意図的に欠陥を埋め込む。(ミューテーション操作)

• 比較対象
– ホワイトボックスによるアプローチ10手法
– ブラックボックスによるアプローチ10手法

• 実験方法
① 回帰テストスイートを

V0に対して実行
② V0での実行結果から

20の手法それぞれ
による優先度付け実施

③ 優先度付けしたテスト
スイートをV1～V5に
対して実行

④ 各アプローチを評価
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評価結果

■結論
• 回帰テストにおいて、ホワイトボックスとブラックボックスのテストケース優先度付けを比較した
結果、欠陥検出率に大きな差はなく、また、発見した欠陥の重複度も高かった。
(ソースコードへのアクセス権限を持たず、ホワイトボックスの手法を適用できないテスターにと
って喜ばしい調査結果であった)

• 評価指標
– 欠陥検出率：APFD(欠陥検出率の重み付き平均)

• 0から1までの数値をとり、1に近づくほど早期に欠陥を検出できることを表す。

– 検出した欠陥の類似性：Jaccard係数
• 0から1までの数値をとり、1に近づくほど類似度が高いことを表す。

• 評価結果
– 欠陥検出率の比較

• ホワイトボックス、ブラックボックスそれぞれの上位３手法の間では最大4%程度の差
– 検出した欠陥の類似性

• 最初の10%のテストケース実行で約60%重複
• 50%のテストケース実行で約80%重複まで上昇

出展：“Comparing White-box and Black-box Test 
Prioritization” ICSE2016.
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紹介者の所感

• 20の優先度付け手法に対して評価・比較をしており、回帰テストの
テスターが手法を選択する際に参考になる内容だった

• 実験対象が少ないため、対象や条件を変えても同様の結果を得ら
れるのか気になった（今後の研究に期待）
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How Does Regression Test Prioritization Perform in Real-
World Software Evolution? 

担当：NTT研究所 倉林利行

13. Testing I

Yafeng Lu , Yiling Lou , Shiyang Cheng , Lingming Zhang , 
Dan Hao , Yangfan Zhou , Lu Zhang
Department of Computer Science, University of Texas at Dallas, 75080, USA

テストケース優先度付は，

実システムで本当に効果があるのか？
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背景と課題

 背景
回帰テストにおいて，全てのテストケースを実行することは，時間的に厳しい．
→テストケース優先度付の研究が活性化

 課題
テストケース優先度付の評価では，バグを埋め込んだプログラムを新バージョンとし，優先度付されたテストを
実行し，埋め込んだバグがどれだけ検出できるかを調査する．

しかし，実システムのプログラムの改造案件において，バグだけが埋め込まれるということはあり得ない．
（コード変更や，新しいテストケースの追加等）
既存の評価方法では，テストケース優先度付を正しく評価できていない可能性がある．

旧テスト
ケース

現在の評価方法

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(新)
public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(旧)

旧テスト
ケース

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(新)
public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(旧)

新テスト
ケース

現在のTCPの評価において，
・コード変更
・新テストケース追加
を無視して評価して良いのか？

実システムに適用した場合・・・

バグを
埋め込む
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やったこと

実システム（OSS：424件）の改造案件（新しいテストケースの追加がある場合とない場合）において，
以下の２手法におけるバグ検出能力を比較した．

①テストケース優先度付

②ランダムテストケース選択

（ランダムにテストケースを選んだ時より，テストケース優先度付で優先度を付けて選んだ方が，バグ検出能力が
高くなれば，実システムにおけるテストケース優先度付の有効性が示せる．）

旧テスト
ケース

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(新)
public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(旧)

新テスト
ケース

ランダムテストケース選択の評価

旧テスト
ケース

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(新)
public class OutputTest { public 
static void main(String[] args) { 
System.out.printf("%d %d %d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%3$d %1$d 

%4$d %2$d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%d %d %3$d 

%d%n",1,2,3,4); 
System.out.printf("%1$d %d %2$d 

%d%n",1,2,3,4); } }

プログラム(旧)

テストケース優先度付の評価

新テスト
ケース
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結果

①テストケース優先度
付の方がバグ検出能
力が高い

②ランダムテストケー
ス選択の方がバグ検
出能力が高い

どちらとも言えない

案件１
コード変更

＋
テストケース追加

68件 83件 61件

案件２
コード変更のみ

147件 26件 39件

①テストケース優先度付と②ランダムテストケース選択の

バグ検出能力比較結果

結論１：コードが変更されて，新しいテストケースが追加された場合は，
②ランダムテストケース選択の方がバグ検出能力は高い．

結論２：コードが変更されたが，新しいテストケースが追加されていない場合は，
①テストケース優先度付の方がバグ検出能力は高い．

所感：評価の量が膨大で，しっかりと調査されていると思った．
テストケース優先度付は，テストケースを追加しない案件（リファク
タリング等）で効果を発揮する？
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The Impact of Test Case Summaries on 
Bug Fixing Performance: An Empirical Investigation

担当：NTT研究所 切貫弘之

13. Testing I

Sebastiano Panichella 1 , Annibale Panichella 2, Moritz Beller 2, 
Andy Zaidman 2, Harald C. Gall 1

1 University of Zurich, Switzerland, 2 Delft University of Technology, The Netherlands

テストケースの要約が開発者の

バグ修正能力に寄与するか？
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概要

背景
ツールにより自動生成されたユニットテストは、開発者の
バグ発見能力に寄与しないという研究結果が存在する

理由: バグ発見にかかる時間の半分はテストコードの理解に費やされる

テストケースに対してその要約を自動生成するツール
TestDescriber の実装および評価（被験者30名）

やったこと

RQ1 テストケースの要約は開発者が修正できるバグの数に
影響を与えるか？

RQ2 テストケースの要約は開発者がテストケースを修正する
ことによるカバレッジ向上度合に影響を与えるか？

EvoSuite等
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TestDescriberの全体像

EvoSuite

引数・戻り値など

C0カバレッジ

各文の振る舞い

テスト実行が満たす条件
（x is not null など）出展:The Impact of Test Case Summaries on Bug Fixing Performance:

An Empirical Investigation, ICSE2016
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評価結果と紹介者の所感

RQ1 テストケースの要約は開発者がより
多くのバグを発見・修正することを
著しく助ける

RQ2

+50％ +100％

テストケースの要約はいかに開発者
がカバレッジを向上させるかという
点においては影響を与えない

 EvoSuiteの出力するテストケースの

カバレッジがもともと高い

テストケース自動生成ツールを評価する際は

カバレッジのみではなく

テストケースの理解しやすさや可読性も考慮すべきである

論理展開が明快で読みやすい・検定を駆使して結果を補強している

要約が実際どう役に立ったのかが不明・テスト対象が2クラスのみ

所感

要約あり なし

出展:The Impact of Test Case Summaries on Bug Fixing Performance:
An Empirical Investigation, ICSE2016



Missing Data Imputation 

Based on Low-Rank Recovery and 

Semi-Supervised Regression for 

Software Effort Estimation 

紹介担当：伏田 享平（NTTデータ） 

15-1 

出典： 

Xiao-Yuan Jing, Fumin Qi, Fei Wu, and Baowen Xu, “Missing Data Imputation Based on  

Low-Rank Recovery and Semi-Supervised Regression for Software Effort Estimation,”  

In Proc. ICSE 2016, pp.607-618, 2016, Austin, Texas, USA. 

開発データの欠損値補完法として行列
の低ランク化と半教師あり学習を組み
合わせてみた． 

一言で言うと…… 



やりたいこと 
• 欠損値を補完したい！ 

–開発データは欠損値を含むことが多い 

–説明変数だけでなく，目的変数も補完する 

15-1 

kLoC FP 要員数 工期 工数 

PJ1 300 2900 30 250 

PJ2 5200 45 36500 

PJ3 9700 30 

PJ4 4100 50 15 

…… …… …… …… …… …… 

Drive factors： 
工数に影響する要素（説明変数） 

Effort labels： 
工数（目的変数） 



やりたいこと 
• 欠損値を補完した！ 

–まずは説明変数を補完する 

–次に目的変数（工数）を補完（予測）する 

15-1 

kLoC FP 要員数 工期 工数 

PJ1 300 2900 30 9 250 

PJ2 5200 5000 3000 45 36500 

PJ3 1000 9700 1000 30 15000 

PJ4 400 4100 50 15 6000 

…… …… …… …… …… …… 

データの構造化 
＋行列の低ランク化による 
 欠損値補完手法（CWM） 

回帰モデルベースの 
半教師付学習（COREG） 



所感 

• 淡々と動機，手法，実験が書かれている． 

 

• 圧倒的な結果の多さ（3ページにわたる
表），圧倒的なThreats to Validityの少な
さ（14行）． 

 

• 今後の発展性は？（他ドメインで使われ
ている手法を適用しただけ，と言われる
とそれまで） 

15-1 



Multi-objective  

Software Effort Estimation 

紹介担当：伏田 享平（NTTデータ） 

15-2 

出典： 

Federica Sarro, Alessio Petrozziello, and Mark Harman, “Multi-objective Software Effort Estimation,”  

In Proc. ICSE 2016, pp.619-630, 2016, Austin, Texas, USA. 

予測誤差と信頼区間を最小化するよう
に工数予測モデルを構築したら，精度
が向上した． 

一言で言うと…… 



やったこと 

• 「予測誤差」と「信頼区間」を最小化す
るように工数予測モデルを構築した． 

–予測誤差：推定値（点推定）と実績値の差 

–信頼区間：ある確率で推定値がとりうる範囲 

      （多くの場合，95％区間） 

 

 

 

 

• 従来手法よりも精度高く，さらに実務家
の感覚よりもブレ幅を狭く予測できた． 

 

15-2 

信頼区間 
下限値 

予測値 実績値 

信頼区間 
上限値 

①予測値と実測値
の差を小さくする 

②信頼区間を 
狭くする 



所感 

• 「点推定」ではなく「区間推定」である
ことを考慮したモデル構築手法 

 

• 実務的には「一点」ではなく「幅」で 
見積もることが多いので，実践的な内容 

 

• カテゴリ変数をどのように扱うかは？ 

15-2 



A Practical Guide to Select Quality 

Indicators for Assessing Pareto-

Based Search Algorithms in Search-

Based Software Engineering 

紹介担当：伏田 享平（NTTデータ） 

15-3 

出典： 

Shuai Wang, Shaukat Ali, Tao Yue, Yan Li, and Marius Liaaen, “A Practical Guide to Select Quality  

Indicators for Assessing Pareto-Based Search Algorithms in Search-Based Software Engineering,”  

In Proc. ICSE 2016, pp.631-642, 2016, Austin, Texas, USA. 

多目的最適化問題において，パレート
最適の評価指標として何を用いるべき
かのガイドを提案している． 

一言で言うと…… 



モチベーション 

• Search-Based Software Engineering 
（≒多目的最適化問題を解く）に関する 
研究が盛んになっている． 

• 多目的最適化の結果得られた解（パレー
ト解）の評価指標は複数あるが，ソフト
ウェア工学の文脈においてどの評価指標
が適しているかは議論されていない． 

• 解こうとしている問題に対して，どの評
価指標を用いるべきか，そのガイドを 
作る． 
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やったこと 

①評価指標の整理： 
パレート最適に基づく6つの探索手法と 
4カテゴリ8つの評価指標を洗い出した 

②文献レビュー： 
過去のSBSE領域の研究で，目的関数の
数と使われていた評価指標を洗い出した 

③実験： 
①で洗い出した評価指標を3つの実践事
例に適用し，事例ごとにどの評価指標が
有用であるかを検討した 

10 

15-3 



所感 

• SBSEが流行ってる中で，評価指標の選択
に対して根拠を与えようとしている． 

 

• Practical Guideとそれに至る議論に若干
のギャップあり． 

 

• 難しい．多目的最適化問題についての背
景知識がないと，内容を追うのがつらい． 

11 

15-3 
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