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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
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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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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
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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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