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13-1. 
DeFlaker: Automatically Detecting Flaky Tests

NTT���
����

Flaky Test����	���	�
���������


https://speakerdeck.com/michaelhilton/icse18-deflaker

�������

Jonathan Bell (George Mason University), Owolabi Legunsen (University of Illinois at Urbana-Champaign),
Michael Hilton (Carnegie Mellon University), Lamyaa Eloussi (University of Illinois at Urbana-Champaign), 
Tifany Yung (University of Illinois at Urbana-Champaign), Darko Marinov (University of Illinois at Urbana-Champaign)
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DeFlaker
Version 1
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Flaky Test
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13-2.
DetReduce: Minimizing Android GUI Test Suites for 
Regression Testing
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13-3. 
Time to Clean Your Test Objectives
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Time to Clean Your Test Objectives (ICSE2018)
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13−4.
Prioritizing Browser Environments for 
Web Application Test Execution

NTT���
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Jung-Hyun Kwon (KAIST), In-Young Ko (KAIST), Gregg Rothermel (University of Nebraska–Lincoln)
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Are Mutation Scores Correlated
with Real Fault Detection?

A Large Scale Empirical Study on the Relationship
Between Mutants and Real Faults

Mike Papadakis1, Donghwan Shin2,
Shin Yoo2, Doo-Hwan Bae2

1: University of Luxembourg
2: Korea Advanced Institute of Science and Technology

紹介者：安田和矢 (某製作所)

ICSE2018勉強会 - Testing I

答え

Mutation score とバグ検出可否の間の相関は弱いが，
非常に高い mutation score を持つテストスイートは，バグの検出率が高い．



背景 / 実験手法

◼ Mutation analysis

• プログラムの一部を置き換えて，バグを含むプログラム (mutant) を自動的に生成

• テストスイートが mutant のバグを検知できる割合 (mutation score) を測定

• テストスイートの mutation score が高いほど，(現実の) バグ検知能力も高い
……というのは本当だろうか？ (特に，テストスイートのサイズ (テストケース数) の影響は？)

◼ 実験手法

• バグのデータセット CoREBench (C言語), Detects4J (Java) を使用

⁃ 9プロジェクト，301のバグを使用

• テストケース (実際のもの＋自動生成) をランダムに抽出し，テストスイートを 10,000 用意

• テストスイートごとに，バグ検出できるか否か，mutation score, テストケース数を測定
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元プログラム Mutants

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

テストスイート

Mutation score = 5/8



結果 (1)

◼ Mutation score とバグ検出可否の間の相関は
テストケース数を固定すると弱くなる．
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Source: “Are Mutation Scores Correlated with Real Fault Detection?” (ICSE2018) Fig.3 より一部抜粋



結果 (2) / 議論

◼ 非常に高い mutation score を持つテストスイートは，全体と比較して
バグ検出率 (バグを検出できたテストスイートの割合) が高い．

◼ ごく一部の mutant のみが現実のバグを表現している ことが
上記結果の理由であると考えられる．

• Mutant と現実のバグとの類似度を Ochiai coefficient により計算したところ，
ごく一部の mutant のみが高い類似度を記録
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Mutation score 上位のテストスイートにおけるバグ検出率の
テストスイート全体におけるバグ検出率との比較結果 (平均)

データセット 上位10% vs 全体 上位25% vs 全体

CoREBench 46%向上 18%向上

Defects4J 11%向上 8%向上

現実のバグを表現

Mutation score = 6/8 でも，現実のバグは検出できない

非常に高い mutation score を達成してはじめて，現実のバグを検出できる



結論・所感

ICSE2018勉強会 Testing I

◼ 結論

• テストケース数を固定した時，mutation score とバグ検出可否は 弱い相関

• Mutant を 現実のバグの代わりとして使用するのは問題あり

⁃ ごく一部の mutant のみしか現実のバグを表現できないため

• それでも mutation score は，テストスイートの効果を高めるための指標として有効

⁃ 非常に高い mutation score を持つテストスイートは，バグ検知率が高い

◼ 所感

• 大規模なデータでバグ検出・推定に関する実験をしたい時に，論文の手法が参考になりそう．

⁃ 十分なテストケースを得るためのテストケース生成手法 (KLEE, Randoop, EvoSuite)

⁃ 得られたデータの分析手法
(ロジスティック回帰分析，Kendall/Pearson 相関係数の算出，カイ二乗検定)

• 丁寧にデータ分析されている印象

⁃ ただし，分析の正当性を判断するためには，統計処理の知識が必要……
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Efficient Sampling of  
SAT Solutions for Testing

紹介者 小山
�1

8割弱のサンプルが制約を満たす 
ビット反転を使った効率的なサンプリング手法の提案

概要

Rafael Dutra, Kevin Laeufer, Jonathan Bachrach and Koushik Sen
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!2

目的

従来技術

課題

•テストの入力データの生成 
•Fuzz Testing 
•Constrained-random Verification 
•Stimulus Generation 

•与えられた制約(命題論理式)を満たす解(SAT Solution)をサンプリングする

•Balancing Scalability and Uniformity in SAT Witness Generator 

•Towards Efficient Sampling:Exploiting Random Walk Strategies

•サンプリングの性能 

•サンプリングの均一さ 

これらの両立ができていない
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キーアイディア

アルゴリズム

•SAT Solver呼び出しの代わりに制約を満たすようにビットを反転させサンプルを生成 

•制約を満たさないサンプルも多少は許容(75%は制約を満たす)

Random SAT solution σ 
   (010001011011)

Max SAT

QUICK SAMPLER

Constraint φ ・Random Assignment

(110010011011)
σa

(000000110011)
σb

1:True 
0:False

＋

δa

①

②

③

Atomic Mutation
(100011000000)

④

＋

δbAtomic Mutation
(010001101000)

⑤

Max SAT Max SAT

∨
⑥

σ̃
＋ σ⑦

(100010110011)

左から変数a,b…に対応

SAT solution SAT solution

Maybe SAT solution

17-3
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評価
サンプリングの妥当性

σ̃ = σ ⊕ (δi ∨ δj ⋅ ⋅ )
#

R. Dutra et al., “Efficient Sampling of SAT Solutions for Testing,” 

2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering (ICSE),Gothenburg, 2018, pp.549-559. Table 11より引用 
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評価
他技術との比較

性能

R. Dutra et al., “Efficient Sampling of SAT Solutions for Testing”,

2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering (ICSE),Gothenburg, 2018, pp.549-559. Figure 11より引用 
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評価
他技術との比較

均一さ

R. Dutra et al., “Efficient Sampling of SAT Solutions for Testing,

” 2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering (ICSE),Gothenburg, 2018, pp.549-559. Figure 7より引用 
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所感

•“多少”制約を満たさないことを許容するだけで， 
 大幅な性能改善が実現できるのは驚き 

•テストの現場において，本手法が有効と言える 
Atomic Mutationの組み合わせ数は何個だろう?

17-3
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Appendix
Random SAT Solution σの導出式

• Hard Constraint 
    Constraint φ 

• Soft Constraint 
    vi = vali

Random Assignmentに 
含まれる変数と値の組

SAT Solution      の導出式σa
• Hard Constraint 
• Constraint φ 
• a               (σでaに割り当てられていない値) 

• Soft Constraint 
    vi = vali

Random SAT Solution σに 
含まれる変数a以外の変数と値の組

= vala

17-3
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int[][] csvmat(String filename) {

int[][] mat = new int[N][N];

/* COMMENT:

* Read a matrix from a csv file

* REQ: String filename = ``matrix.

csv'';

* int[][] m = new int[N][N];

* __solution__

* return test_matrix(m); */

??

}

S c d V

i C
V

a V
8CSV

c L
p n

IV

V

V“Hole” M
e

−
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int[][] csvmat(String filename) {

int[][] mat = new int[N][N];

File f = new File(filename);

Scanner scanner = new Scanner(f); 

for(inti=0;i<r;++i){

String line = scanner.nextLine(); 

String[] fields = line.split(",");

for(int j = 0; j < c; ++j) 

mat[i][j]= parseInt(fields[j]);

}

I S VI M
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int[][] csvmat(String filename) {

int[][] mat = new int[N][N];

…

int[][] mat2 = new int[N][N];

/* COMMENT: square a matrix using matrix 

multiplication

* REQ: int[][] m={{1, 2, 3}, ...};

* int[][] result={{14, 20, 26}, ...};

* __solution__

* return test_equality(m, result); */

??

return mat2;}

C M L I

C2M

8 −
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int[][] csvmat(String filename) {

int[][] mat = new int[N][N];

…

int[][] mat2 = new int[N][N];

for(int i = 0; i < N; ++i)

for(int j = 0, s = 0; j < N; ++j){

for(int k = 0; k < N; ++k)

s+= mat[i][k]*mat[k][j];

mat2[i][j] = s;

} 

return mat2;}
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l (free(p@lf), use(q@lu))

l ) ( F
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ST(free(p@lf), use(q@lu)) :=
∃(ρf, ρu)∈P(lf)�P(lu):

(ρf,lf) ↝ (ρu,lu) ∧ (ρf,p) ≅ (ρu,q)

[Spatio-Temporal Correlation] 
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JF 18-3. Measuring Program Comprehension: A Large-Scale Field Study with Professionals

Measuring Program Comprehension:
A Large-Scale Field Study with 
Professionals

紹介者: 羽野宇賢 (NTTD Re)

キーロガーとインタビューから見えた
プロのソースコード理解の実態

ICSE 2018 勉強会          JF 18-3  Measuring Program Comprehension



概要

背景

既存研究で、ソースコード理解は時間を食うが欠かせないものだと言われてき

たが、はっきりしなかった。プロの実際の仕事や、IDE の外の作業についての

充分な調査がないためである。

やったこと

● ツールにより、IDE だけでなくブラウザ等の使用状況や使用時間を記録・

調査。

● 10人の開発者に半構造化インタビューを実施。調査で得られた結論につ

いてどう思うかも質問。

ICSE 2018 勉強会          JF 18-3  Measuring Program Comprehension



調査手法とわかったこと

調査手法

中国の IT 業界の2社 (従業員数はそれぞれ500、2000以上) の Java, C# の 7 
案件に携わる開発者 78 名の合計 3,148 時間を調査。

コード理解に関してわかったこと

1. 約 58 % の時間が費やされている

2. IDE とともに Web ブラウザーや文書編集ソフトがよく使われる

3. Java 案件では C# 案件より費やす時間が多い

4. 上級開発者は下級開発者より費やす時間が少ない

5. 保守フェイズの案件では費やす時間が多い

ICSE 2018 勉強会          JF 18-3  Measuring Program Comprehension



ツール記録の具体例

Eclipse で TimelineExample.java で作業中、
Firefox に切り替え、貼り付けて検索
(紹介者の理解)
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開発者のナマの声

フィードバック以外のインタビューも実施しているが、特に面白かったフィード

バックを紹介。

「上級開発者がコード理解に費やす時間は少ないという結果は意外。自分の経

験では、コードレビューやアーキテクチャ設計など、時間を要する作業があるの

で、下級開発者よりも時間がかかる。」

「上司が保守案件はフロムスクラッチの開発案件よりずっと簡単で、期限通りに

できると思っていることがある。我々はそうは思っていない。今度上司と話し合

うときには研究結果を証拠として見せたい。」
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所感

プログラム理解に時間がかかる根本的原因を9つ抽出し、IDE の改善の方向

性の提案などもしていて、これが正しいのか否かも含め、今後の研究の発展が

期待できる。

Facebook が批判されている今日、同様の研究を他の地域で実施し、著者らの

主張を裏付けるようなことは難しいかもしれない。

一開発者として色々な感情を呼び起こされるナマのデータが見られ、面白かっ

た。
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Software Comprehension: 24-3

紹介論文：
Inferring Hierarchical Motifs

from Execution Traces

紹介者：野田訓広@ 東工大小林研 D3

Saba Alimadadi (*1),  Ali Mesbah (*2),  Karthik Pattabiraman (*2)

(*1): Northeastern Univ.,    (*2): Univ. of British Columbia

入力として与えられた query trace に対し、
(1) 実行履歴の database から類似シーケンス (motif)を検出し、

(2)  query trace を motif の階層構造で表現、する手法を提案

ICSE 2018 勉強会 (2018年07月13日)
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背景と提案内容
•背景：実行履歴はサイズ膨大で理解つらい

• summarize は情報欠損するから嫌

•提案：Motif (event seq.) の階層構造で表現
•情報欠損しない higher-level な view

2

event 1
event 2
event 3
・
・

event N

motif A

motif B motif C

event 1 event 2 event 3 event N
flat な実行履歴 階層的な実行履歴表現
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Motif の見つけ方

1. Test 実行等で trace を沢山集める (DB trace)
2. 入力 (Query trace) と DB trace を比較し、
類似部分シーケンス (motif)を検出
• gap や variation を許容 (BLASTの応用 [bio informatics])

3図は紹介論文の figure 4 より引用

motif 1

motif 2
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階層表現した実行履歴の可視化

Query 
trace

4図は紹介論文の figure 7 より引用

Motif
Motifをクリックすると
該当コードが見れる
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評価
•Motif の階層構造で表現することで、
プログラム理解の時間や精度が向上したか
被験者 (14人)実験

•結果
•精度：有意に向上
•時間：有意差無し

5
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所感
•Pros

•階層構造で表現するアルゴリズム・考え方は
応用範囲広そう (BLAST 使えそう)

•Cons
•再現性低

•アルゴリズムの説明大雑把
• Publicly available と書かれている dataset が無い

•なぜプログラム理解の精度が上がるのか謎
• Motif が意味のある単位なのか分からん

ソースコードの TODOコメントが割と多め・怖い
6
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ICSE’18 勉強会 (24-1: Debugging Data Flows in Reactive Programs)

Debugging Data Flows 
in Reactive Programs

紹介担当者：水野 洋樹(Misoca, Inc)

Herman Banken*, Erik Meijer*, Georgios Gousios*

要約

24-1

*Delft University of Technology Delft, The Netherlands 

リアクティブ プログラム(RP)のデータフローとタイミングを可視化
するツールを作った。 111人の開発者で評価し、printfデバッグより
高速にデバッグできることが確認した。
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ICSE’18 勉強会 (24-1: Debugging Data Flows in Reactive Programs)

背景と提案手法
■ RPはタイミング等が重要なのでブレイクポイントが利用できない  
→ printfデバッグしか選択肢がない

■ データフローとタイミングを可視化するツール(RxFiddle)を作った
1. ライブラリ(RxJS)にパッチをあてて可視化のためのログを集める

2. 収集したログを可視化する

�2

24-1

https://rxfiddle.net

元のコード
(RxJS)

データフロー図 
(イベントストリーム間の依存関係)

マーブル図 

(処理のタイミングを示す)

値の確認

https://rxfiddle.net


24-1実験手法・評価
1. 現状の問題点の収集

• 開発者へのインタビュー(5人)
• オンラインドキュメントと書籍の分析(13冊)

2. 可視化ツールの開発 (前ページ参照)

3. 開発したツールの評価
• デバッグにかかる時間を測定する(111人)
• 開発者はprintfデバッグ(■)か本ツール(■)のどちらかを使う

�3

Figure 4: Experiment results
ICSE’18 勉強会 (24-1: Debugging Data Flows in Reactive Programs)

RxFiddleのほうがデバッグが早い 
(初心者以上の開発者の場合)



24-1関連リンク・所感
■ 関連リンク

■ デモサイト・動画: https://rxfiddle.net

■ ソースコード: https://github.com/hermanbanken/RxFiddle

■ 所感
■ ユーザーインタビュー → 実装 → 評価の流れ、スタートアップのソフト
ウェア開発っぽい

■ 修論が元らしいしこれ全部一人でやったのかな? すごい。
■ マーブル図みんな手で書いてるし自動化できるだけで便利そう

�4ICSE’18 勉強会 (24-1: Debugging Data Flows in Reactive Programs)

https://rxfiddle.net
https://github.com/hermanbanken/RxFiddle


Do you Remember This Source Code?

担当: 名古屋大学

山本椋太

1

24-2

Jacob Krüger (Harz Univ., Otto-von-Guericke-Univ.), Jens Wiemann (Otto-von-Guericke-
Univ.), Wolfram Fenske (Otto-von-Guericke-Univ.), Gunter Saake (Otto-von-Guericke-Univ.) 
and Thomas Leich Harz Univ.

自分で作ったソースコードを

どれくらいの速さで忘れるかの実証評価



• Software familiarity

−ファイルの目的，プロジェクトの
使用法，構造等に関する知識

− 時間経過で低下

− プログラム理解/保守に重要

• Contributions

−反復コミット回数，自身のコード比，
追跡行動と familiarity の相関調査

− 実験被験者の平均記憶力の特定

− 忘却曲線[15](Fig.1)の採用を提案

•シナリオ
−Sc1 Forget: 時間経過で開発者は知識を失い，familiar 減少

−Sc2 Gain: コードを追加・変更・削除する開発者はコード分析し familiar 向上

−Sc3 Unaware:必要になるまで修正内容を確認せず familiar 減少

背景

2

[15] Hermann Ebbinghaus. 1885. Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur Experimentellen Psychologie. Duncker & Humblot. In German.

赤(s=1)：記憶強度小

青(s=2)

黒(s=3)：記憶強度大

R: 記憶保持率
t: テストまでの間隔
s: 記憶強度

図の引用: J. Krüger et al. : Do you Remember This Source Code?, Proc. of ICSE2018 (2018)



実験と結果
•様々な分野・言語の10プロジェクトから60人を対象とした

•実験の質問
−ファイルの内容をどれだけよく知っているか．(= Familiarity: 1~9で回答)

−何日後にファイルの構造と目的は覚えているが，詳細を忘れたか．

−他の開発者の変更をどの程度追跡できているか．

−ファイルは何行のコードで，最後に更新した日付はいつか．

3

※ 円の大きさ:コミット数，青線: 全被験者の平均，赤線: コミット数1の平均

図の引用: J. Krüger et al. : Do you Remember This Source Code?, Proc. of ICSE2018 (2018)

100日付近で歪む

最初の方は忘却曲線通り

経過日数

F
am

il
ia

ri
ty 忘却曲線は

SW開発で
使えない？

or

何か別の
要因？

横軸: コミット回数
Familiarityに影響あり

横軸: 自身のコード比
Familiarityに影響あり

横軸: Tracking Behavior
Familiarityに影響なし



まとめ
•結論

− Empirical Study

• 繰り返し回数と自身のコードの比率は，familiarity に対して中から強程度の
相関，Tracking には相関がない

• Tracking に相関がない理由は，あくまで通知だけ読んでいた可能性がある．

−実験被験者の平均記憶力の特定

• 反復が入ると記憶力の導出にとってノイズとなるため，反復していない状態で
導出する必要がある．

• コードを忘れる速さや自己評価の信頼性のヒント

−SE に心理領域の忘却曲線の採用を提案

• 反復により忘却曲線との乖離が生まれるため，反復しなければ忘却曲線を
採用できる← 現実的ではないため，さらに実証実験する必要がある．

•所感
−全体的に非常にわかりやすく丁寧に説明されている印象がある

− 60人のOSS開発者を被験者として集めて実験を実施したパワーが凄い

− Familiarity を定量的に扱うことができると，開発者の能力を定量化できるため，
様々な研究にインパクトを与える可能性があると感じた

4



Programming Not Only by Example
(Hila Peleg (Technion), Sharon Shoham (Tel Aviv Univ.), Eran Yahav (Technion)), ICSE 2018

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• (入力, 出力)の対からプログラムを合成するProgram By Example の拡張

• 候補となるプログラムに対し、メソッド呼出の禁止/維持をインタラク
ティブに指定できる Granular Interaction Model (GIM) の提案

• 関数型な Scalaプログラムを合成する

ICSE2018勉強会

図：全 bigramのうち，最も頻度の高いものを返すプログラムの生成を試みる例（途中） [Figure 1上]

合成候補 Scalaプログラム↑
各行はメソッド呼出．この例の場合は
input.zip(input.tail).drop(1)

.map(p => p._1.toString + p._2).min

を表す．

↑デバッグ出力（その行まで実行した時の戻り値）

35-1
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Review: Programming Not Only by Example (Peleg et al., ICSE 2018)

操作例 (from [Table 2])

入出力ペア："abdfibfcfdebdfdebdihgfkjfdebd" ↦ "bd"

候補：input.takeRight(2) ← takeRight は bigram 計算では絶対使わない。

操作：Remove(takeRight(2)) ← takeRight(2) は今後出現しないように削除

候補：input.drop(1).take(2) ← 左から2文字目・3文字目を常に返してしまうのであり得ない。

操作：Remove(drop(1).take(2)) ← drop(1).take(2) は今後出現しないように削除

候補：input.zip(input.tail).take(2).map(p => p._1.toString + p._2).max

↑最初はbigramを返すので good. しかし take(2) は文字列を削除するので駄目． map関数はgood

操作：Affix(zip(input.tail)) ← zip(input.tail) までを固定．Affix は探索空間を大きく削減する

Remove(take(2)) 
Retain(map(p=>p._1.toString + p._2)) ← map(…) を維持

…続く（が、論文の説明はここで途切れている）

図：候補プログラム中のメソッド呼出の削除・維持を、戻り値を確認しながらインタラクティブに指定できる
[Figure1下]
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ユーザーによる評価：PBE(入出力例のみ), Syntax (構文のみ), GIM (両方) の3通りを比較

Q1. Syntaxによる合成のほうがPBEによる合成より簡単/速い？ Yes.

Q3. 正解に辿り着いた割合は？ PBE > GIM > Syntax. (PBEとGIMに大差なし)

Q4. ユーザーはPBEによる合成のほうを好むか？

Yes. Scala 熟練者ほどPBEを好む。しかし必ずSyntaxも使う(>20%)。

困難なタスクほどSyntaxを使う。

・PBEではuselessな構文要素が中々消せない（frustrating）。

・デバッグ情報は有用

input // "abdfibfcfdebdfdebdihgfkjfdebd"

.zip(input.tail)                                  // List((a,b),(b,d),(d,f),(f,i),(i,b),(b,f),...)

.map(p => p._1.toString + p._2)     // List("ab","bd","df","fi","ib",...) 

.groupBy(x => x)                            // Map("bf"->List("bf"),"ib"->List("ib"),...)

.map(kv => kv._1 -> kv._2.length)  // Map("bf"->1,"ib"->1,"gf"->1,...)

.maxBy(_._2)                                 // ("bd",4)

._1                                                 //"bd"

Review: Programming Not Only by Example (Peleg et al., ICSE 2018)

図：完成するプログラム

ソースコードをダウンロード可能: https://bitbucket.org/hilap/scala-enumerating-synthesizer/

https://bitbucket.org/hilap/scala-enumerating-synthesizer/


Goal-Conflict Likelihood Assessment Based on Model Counting

Renzo Degiovanni (Universidad Nacional de Río Cuarto) et al.

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• LTLの論理式で表された要求仕様間のコンフリクトの深刻さを評価する手法。
コンフリクト発生確率のドメイン知識が不要なのが利点。

• 手法：Büchiオートマトンから(中略)生成した有限の状態遷移列(word base)の
うち、コンフリクトの遷移列が占める割合で深刻さを重みづけ

• 著者らの研究ではゴール間のコンフリクト全般に着目できる。従来研究は単一
のゴールに対する「障害」しか分析できない。

ICSE2018勉強会

PumpEffect   □(□ ≤2(po) → ◇≤2(¬hw)) ポンプ入⇒2秒以内に水位が低下

NoExplosion  □(m → ⃝(¬po))                     メタンガスが発生したら1秒後にポンプ切

NoFloding     □(hw → ⃝(po)) 水位が高いならば1秒後にポンプ入

例：鉱山ポンプ制御 (Mine Pump Controller) [30] の要求(ゴール)

LTL (Linear-time Temporal Logic):

□P … 今後ずっとP が成立 ◇P … いつか P が成立 〇P … 次状態で P が成立

35-2
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図：全体像[Figure 2]

*1: 先行研究 [ASE 2016]. ゴールのLTL式とドメインDomから

コンフリクトを表す LTL 式 BC1..BCmを生成する。
（BC: Boundary Condition）

*1

*2: 本論文. コンフリクト BC1..BCm を優先順位づけ。

ツール ABC…状態遷移列をカウント．
ツール LamaConv, JFLAP:  オートマトン，正規表現と論理

全体像（右図）：

*2

BC1 : □(hw ∧m)   水位が高く、かつメタンが発生する
BC2 : □(hw∧¬m∧po∧⃝(¬hw∧¬po∨hw∧(m∨¬po))) (より複雑なケース)

コンフリクトの例：

計算の例 [Table 1]： BC1 の割合%は 0に漸近するが、BC2はそうでもない⇒ BC2が深刻

35-2

工夫に関する主張：

・k-ワードモデルの個数 (LTLを満たす状態数kの有限オートマトンの数)  を
カウントするのは現実的でない(Boundded Model Checking)
=> 長さkの状態遷移列(lasso trace, word base, string)そのものをカウントする

（関連研究 [19, 44]）
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その他の主張：
確率的モデル検査は使えない。
全ての遷移の確率が等しいとおくと、各BC の発生確率は 1になる
⇒比較不能

(本当？確率的モデル検査を使わないのでこれが妥当かどうか分からない…)

ケーススタディ：
鉱山ポンプ制御[30]、ロンドン救急サービス[39]、
鉄道交差システム[8]、TCP、電話交換機 [18]
…等により、有用性を主張

所感：

• Word base の個数カウントで、そのトレースの「頻度」を本当に表してい
るといえるのだろうか？？

• 有用性が示されてはいる。

再現スクリプト:
https://dc.exa.unrc.edu.ar/staff/rdegiovanni/ICSE2018.html（ダウンロードできず…）

https://dc.exa.unrc.edu.ar/staff/rdegiovanni/ICSE2018.html
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A Static Verification Framework for Message Passing in Go 

Using Behavioural Types

Julien Lange (U of Kent), Nicholas Ng, Bernardo Toninho, Nobuko Yoshida (Imperial College London)

紹介者：今井敬吾（岐阜大学）

• Go言語のデッドロックや部分デッドロック(liveness violation)等の並行性エラー

を検出できる静的解析器 Godel Checker を開発

• 仕組み：Goプログラムをプロセス計算の一種で抽象化 (Behavioural Typesの型推

論)、モデル検査器 mCRL2 で検証。さらに、厄介なループの停止性は項書き換

え系ベースの検証器 KITTeL で検証。

• 従来手法と比較して多くの例を検証可能。

図：全体像 [Figure 2]
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ch … 送信

t ⊕ u … tとuで分岐 （非決定的実行）

&{ch1:t1,  ch2:t2} … ch1とch2の片方を受信（select）

(t1 | t2 | t3) … 並行実行 (goroutine)

new ch1 … チャネルの生成

プロセス計算（behavoural type）の構文

抽象化（振舞い型推論）

（関数の再帰的定義＋main関数呼び出し）

部分デッドロックがあるプログラムの例[Figure 1]

← こいつのせいで ch2 は飢える
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抽象化と検証のポイント

• if文やループの分岐は非決定的選択 ⊕に

• 問題：データ依存で通信発生の有無が決まるケース（右）

• KiTTEL (整数上の算術を項書き換えで扱える) でチェック！

• 有限状態に抑える（ループの中でチャネル生成しない・並行実行しない）

制限

• チャネルは配列や再帰的データ構造にストアできない（再帰的でなければよい）

⇒一応、ストアした場合を判定してエラーにしてくれる

• チャネル変数の再代入はできない（プロセス計算(CCS/CSP-like)であるため）

• プロセス計算の項が無限状態になるプログラムは扱えない（上記）

（Table3: sieve. 著者らの先行研究 GoInfer/Gong は検証できる(がlivenessで誤判定)）

(私の)感想：プロセス計算ベースの手法がうまくいった！(歓喜)

• mCRL2が解釈できる（様相μ計算で書ける）任意の性質が検査可能

• mCRL2 もすごい、KiTTELもすごい

From [p.1140L]

Godel Checker（ソースコード）: 
https://bitbucket.org/MobilityReadingGroup/godel-checker

https://bitbucket.org/MobilityReadingGroup/godel-checker
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Secure Coding Practices in Java: 
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EnMobile: Entity-based 
Characterization and Analysis 
of Mobile Malware

紹介者：渥美紀寿（京大）

Wei Yang1), Mukul Prasad2), Tao Xie1)
1) University of Illinois at Urbana-Champaign
2) Fujitsu Laboratories of America

ICSE’18 勉強会 (11-2: EnMobile: Entity-based Characterization and Analysis of Mobile Malware)

C&C アーキテクチャのマルウェアに着目した検出精度の
高いマルウェア検出手法の提案

要約



11-2背景
n 既存のマルウェア検出手法

Ø 既存のマルウェアから悪意のある動作特徴を抽出
Ø その特徴を元にマルウェアを検出

n 特徴抽出の問題
Ø アプリ内からの情報漏洩に基づいている

n 外部からの制御を考慮していない
Ø 検出精度が低い

n 特徴付けがゆるく，false-negative が出やすい

1ICSE’18 勉強会 (11-2: EnMobile: Entity-based Characterization and Analysis of Mobile Malware)



11-2提案手法のキーポイント
n マルウェアの90%以上が C&Cアーキテクチャ
n リソース間のインタラクションに着目した表現

Ø アプリケーションが使用する外部リソース (URL, 電話番号, SMSマネージャ，
ファイルなど)

Ø 識別子 (ファイル名など) が異なるものを区別
n 情報フローの発生源や制御の主体を表現

Ø ユーザからのイベント?
Ø ファイルに書かれた文字列? ファイルの発生源は?

n プログラムとリソースの対応付け
Ø フローとコンテキストに依存するID伝搬アルゴリズムの開発
Ø テイント分析アルゴリズムを拡張

2ICSE’18 勉強会 (11-2: EnMobile: Entity-based Characterization and Analysis of Mobile Malware)

マルウェアの動作表現 マルウェア検出と で利用



11-2評価
n データセット

Ø マルウェア: 4,897
Ø 悪意のないアプリ: 1,717

n マルウェアの特徴付け
Ø ファミリごとにマルウェア10, 悪意のないアプリ 100 を調

査し，1つのマルウェアシグネチャを作成
n 結果

Ø マルウェアの検出精度
n 平均2.2%の false-negative (5%未満),
n 0.1%の false-positive (0.1%未満)

Ø マルウェアか悪意のないアプリか
n マルウェア 97%，悪意のないアプリ 99%

3ICSE’18 勉強会 (11-2: EnMobile: Entity-based Characterization and Analysis of Mobile Malware)



11-2所感
! motivating example を使って目的と手法

の概要を説明しているので概要が掴みやすい
! 手法のポイントについてそれぞれちゃんと

議論していて良い
" C&C 型のマルウェアは最近流行り出した訳

ではないのにホントにこれまでになかった?

# この手法で耐えられるのはいつまでだろう?

4ICSE’18 勉強会 (11-2: EnMobile: Entity-based Characterization and Analysis of Mobile Malware)



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2018 勉強会 紹介者：豊田高専藤原

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications18-1: Understanding Developers’ Needs on Deprecation as a Language Feature

（主にJavaの）Deprecationに関する調査および提言を
行った

概要

★

Motivation and what is deprecation in Java

• JavaのDeprecationに関する
規約（mechanism）が曖昧

• そもそもbuggy，insecure，将来
削除予定のAPIを開発者に通
知するための機能

• Java9では削除時期や，いつ
からdeperecatedなのかを伝
える機能が追加された

• 論文中ではJEP277を引用

Deprecatedなメソッドの呼び出しの例



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2018 勉強会 紹介者：豊田高専藤原

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications18-1: Understanding Developers’ Needs on Deprecation as a Language Feature

調査内容（前半）

開発者は何故Deprecationを使用するのか？

調査方法

17人のJava API開発者にインタビュー
インタビュー結果の分析にはinterpretive descriptiveア
プローチを採用（看護学で実績がある？）

170人のJava開発者にサーベイ

★

Deprecatedなメソッド等はいつ，何故削除されるのか？

API開発者らはDeprecatedなコードに対して開発者にど
うして欲しいと思っているのか？

★

API利用者らは何故Deprecatedなコードに対応
（react）するのか？

★

★

★

★



担当：奈良先端大飯田研藤原ICSE 2018 勉強会 紹介者：豊田高専藤原

W2:Characterizing and Detecting Performance Bugs for Smartphone Applications18-1: Understanding Developers’ Needs on Deprecation as a Language Feature

言語開発者らへの提言

※図は紹介元論文Fig.4より引用

3つの観点で提言を行い，開発者らに有用性を確認した

所感

インタビュー分析→提言→再インタビューと道のりの長
い研究を完遂している

グラウンデッド・セオリーなど，定性的研究と看護学は相
性が良い？



On the Dichotomy of Debugging 
Behavior Among Programmers

Moritz Beller, Niels Spruit (デルフト工科大学，オランダ)

Diomidis Spinellis (アテネ経済商科大学，ギリシャ)

Andy Zaidman (デルフト工科大学，オランダ)

紹介者：吉田 則裕（名古屋大学）

18-2



概要

デバッグに関する
オンラインサーベイ
（176人，13質問）

IDEのデバッグ機能に関する
フィールドスタディ
（458人，計18K時間）

デバッグツールに関する
インタビュー

(レギュラー開発者4人
＋デバッグの専門家5人）

ステップ１

ステップ２

ステップ３

18-2



デバッグに関するオンラインサーベイの結果

多くの開発者がIDEのデバッガ機能を使っているが，
ログファイルやprintfを使ったデバッグをしている．

多くの開発者が行ブレークポイントを使うが，
より高度なブレークポイントはあまり使われない

多くの開発者が条件付きブレークポイントを使うが，
ヒットカウントやサスペンドポリシーはあまり使われない

これらの結果は，経験とはあまり相関しない

結果S1

結果S3

結果S4

18-2



IDEのデバッグ機能に関するケーススタディ

71%の開発者がIDEのデバッガ機能を使わなかった

IDEを使用する時間のうち，デバッグする時間は14%未満

88%のデバッグが10分以内に終わる

結果W1

結果W3

結果W4

多くの開発者が行ブレークポイントを使うが，
より高度なブレークポイントはあまり使われない

結果W5

👍 複数の調査方法をうまく組み合わせて考察している
👎 タイトルのDichotomyに関する言及があまりない

18-2



Do Programmers Work 
at Night or During the 

Weekend?
Maëlick Claes, Mika V. Mäntylä, Miikka Kuutila

（オウル大学，フィンランド）

Bram Adams
（モントリオール理工科大学，カナダ）

紹介者：吉田 則裕（名古屋大学）
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平日のオフィスアワーに多くの人はコミットしている

Mozilla

Apache

企業

M. Claes et al., “Do Programmers Work 
at Night or During the Weekend?”, ICSE 2018
のTable 1から引用

企業の方がOSSより
オフィスアワーに

コミットする

22-4



夜や週末にコミットする個人やプロジェクトが存在

個人単位の
クラスタリング

プロジェクト単位
のクラスタリング

両者とも0時前後に
コミットが増えている

M. Claes et al., “Do Programmers Work 
at Night or During the Weekend?”, ICSE 2018のFigure 2から引用

M. Claes et al., “Do Programmers Work 
at Night or During the Weekend?”, ICSE 2018のFigure 3から引用

22-4



プロジェクト間の差異は大きい

👍👍 6つのRQを立て，様々な角度で分析している
👎👎 驚くような結果ではなかった

SeaMonkeyと
Thunderbirdは，

オフィスアワー外の
コミットが多い

M. Claes et al., “Do Programmers Work 
at Night or During the Weekend?”, ICSE 2018のFigure 4から引用

22-4



おまけ

１ページ目は，不規則な時間に働くことの問題をひたすら述べて
いる．

• 異常な勤務時間は，健康を害し，生産性を低下させ，独立性
を損なう．

• 長時間労働は，鬱や不安，睡眠不足，心臓病の原因になる．

• 労働時間が増えると，健康上の問題が発生し，ワークライフバ
ランスを損なう．

• 消化や睡眠を妨げ，家庭生活への適応障害を引き起こす．

• 勤務時間のパターンを損ねると，鬱や不安の原因になる．

• 夜間の人工光は，肥満や癌のリスクを上昇させる．

• 週末休むとパフォーマンスや自主性が上昇し，素行が良くなる．

必要に応じてご利用ください

22-4



Augusto: Exploiting Popular 
Functionalities for the Generation 
of Semantic GUI Tests with Oracles  

Leonardo Marian1, Mauro Pezzè12, Daniele Rudders2 

University of Milano-Bicocca1, USI Università della Svizzera italiana2

9-1
紹介者: 北村 紗也加（京都工芸繊維大学, M1）

GUIアプリケーションに依存しない汎用的な機能に対して， 
蓄積されたセマンティクスな知識から自動的にテストケースを生成する

要旨



GUIを用いた対話型アプリケーションの自動テスト技術において， 
意味的に関連のあるインタラクションをカバーする能力の限界により 
意味的に関連のあるテストを作成できない 
● 実行空間の非効率的な探索(faultがあるシナリオを作成できない) 
● Oracleの欠如(間違ったシステムの応答を失敗だと解釈しない)

概要

!2

9-1

● 意味的に関連のあるテストケースを生成 
● セマンティックに依存する失敗を検出 
● 汎用的な機能をAIFとして定義 
(Application Independent Functionalities)

Augusto



Augusto

!3

9-1

AIFアーカイブを作成

GUIに関する 
モデルを作成

具体的な値を用いて完全マッチング，
意味属性を検出

無条件 
エッジ

条件付き 
エッジ

作成したモデルとパターンを 
部分マッチング テストケースと 

それに対応した 
Oracleを作成， 
テストする

出典: Figure 1 of “Augusto: Exploiting Popular Functionalities for the Generation of Semantic GUI Tests with Oracles”



● 実在する7つのアプリ中の合計17個のAIFから15個を特定 
● 自動生成されたテストケースにより合計7つのfaultを検出 
（既存のテスト生成技術では2つのみを検出）

結果・所感

!4

9-1

結果

所感

githubでの実装公開

AIFに依存しすぎている印象 
Augustoのビルドには，IBM Rational Functional Testerの 
インストールが必要(1番安くて年間$3610)
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Original Authors: 
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Zhejiang University1
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Figure 2: MDP with cost Model

For the example shown in Figure 1, Pr(SE(13),{1, 3, 5} )
is 4

5 , i.e., by symbolically execute path 1 and 3, we have
probability 4

5 of covering state 1, 3, and 5. For another
example, Pr(SE(13),{1, 5} ) is 0 since we must cover 3.

In this work, we assume that the choice can be made
depending on whether certain states have been covered or
not. This makes sense intuitively since if all states along a
path have been covered, it is a good idea not to apply symbolic
execution to that path. A strategy is thus a function which
takes as input information on whether each control location
in P has been covered or not, and returns a choice of test case
generation methods. To compare different concolic testing
strategies systematically, we build the following model in the
form of a Markov Decision Process (MDP) with Costs.

Definition 3.5. Let Ma
P = (S, Pr, µ) be the data-abstract

DTMC interpretation of a program P. We define DP =
(Covered,Act,φ, T, C) be an MDP with Costs such that

• Covered ⊆ PS, where PS is the power set of S, i.e.,
each member of PS is a set of states in S (i.e., those
which have been covered);

• Act = {RT } ∪ {SE(p)|p ∈ path(P)} ;
• φ ∈ Covered is the initial state which is ∅;
• T is defined such that T (M,a) where M ∈ Covered
and a ∈ Act is a probability distribution β defined as
follows:β(N) = ΣX:PS. X∪M=NPr(a,X) for all N ∈
Covered. Pr(a,X) is defined by (1) and (2) above.

• C associates a cost for each a ∈ Act as defined by
function cost.

For instance, given the following simple program,

void myfunc2(int x) {

1. if (x >= 0) {

2. x++;}

3. else {x--;}

4. return x;

}

we can obtain the data-abstract Markov Chain model shown
on the left of Figure 2, and the corresponding DP shown
on the right. The initial state of DP is ∅, i.e., none of the
states have been covered. Applying RT at the initial state,

we have a distribution such that with probability 0.5 we reach
state {1, 2, 4} (i.e., state 1, 2, and 4 are covered) and with
probability 0.5 we reach state {1, 3, 4} . If instead symbolic
execution on path ⟨1, 2⟩ is applied (i.e., SE(12)), we have
probability 1 of reaching state {1, 2, 4} . Note that if we ap-
ply symbolic execution on path ⟨1, 2⟩ at state {1, 2, 4} , we
reach {1, 2, 4} again with probability 1, which is represented
by the self-looping transition at state {1, 2, 4} . Assuming
that cost(RT ) = 1, cost(SE(12)) = cost(SE(13)) = 2 and
cost(SE(124)) = cost(SE(134)) = 3, we can then compute
the expected cost of a concolic testing strategy based on the
accumulated cost of each choice. For instance, the expected
cost of always applying RT is 2, whereas the expected cost
of applying SE(12) and then SE(13) is 4.

With Definition 3.5, we can see that a strategy for concolic
testing is equivalent to a policy of DP , i.e., a function from
S′ to Act. The following then answers RQ1.

Answer to RQ1: The optimal strategy is the policy of DP
which has the minimum expected cost.

For instance, in the example shown in Figure 2, the opti-
mal strategy is the one which applies RT always (with an
expected cost 2). The problem of finding the optimal strategy
is thus reduced to the problem of finding the policy with the
minimum expected cost, which can be solved using existing
methods [27] like value iteration, policy iteration or solving
a linear programming problem. The computational complex-
ity of finding the optimal strategy is thus bounded by the
complexity of identifying the optimal policy.

Answer to RQ2: The complexity of identifying the op-
timal strategy is strongly polynomial in the number of
states in DP , which in turn is exponential in the number
of control locations in P.

3.3 Evaluating Existing Heuristics
In the following, we conduct experiments to answer RQ3
empirically. That is, we compare the performance of the
optimal strategy with that of the heuristics-based ones [6, 7,
23, 33, 38, 42]. The goal is to see whether existing heuristics
are reasonably effective.

We randomly generate a set of Markov Chain models
(with no unreachable states) which we take as abstractions
of programs. Due to the high complexity in computing the
optimal strategy, we generate models containing 5 to 20
states only using the method in [46]. For every state, with
probability 0.5, we generate a branch, i.e., the expected
branch density is 0.5. We randomly generate a transition
probability for each transition. To mimic low-probability
program paths, we generate transitions of probability as low
as 1e-4 with probability 0.8 for 5-states models (to avoid
not having low-probability transitions) and 0.2 (to avoid not
having too many low-probability transitions) for 10, 15, or 20-
states models. In order to simplify the experiments, instead
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Answer to RQ1: The optimal strategy is the policy of DP
which has the minimum expected cost.

For instance, in the example shown in Figure 2, the opti-
mal strategy is the one which applies RT always (with an
expected cost 2). The problem of finding the optimal strategy
is thus reduced to the problem of finding the policy with the
minimum expected cost, which can be solved using existing
methods [27] like value iteration, policy iteration or solving
a linear programming problem. The computational complex-
ity of finding the optimal strategy is thus bounded by the
complexity of identifying the optimal policy.

Answer to RQ2: The complexity of identifying the op-
timal strategy is strongly polynomial in the number of
states in DP , which in turn is exponential in the number
of control locations in P.

3.3 Evaluating Existing Heuristics
In the following, we conduct experiments to answer RQ3
empirically. That is, we compare the performance of the
optimal strategy with that of the heuristics-based ones [6, 7,
23, 33, 38, 42]. The goal is to see whether existing heuristics
are reasonably effective.

We randomly generate a set of Markov Chain models
(with no unreachable states) which we take as abstractions
of programs. Due to the high complexity in computing the
optimal strategy, we generate models containing 5 to 20
states only using the method in [46]. For every state, with
probability 0.5, we generate a branch, i.e., the expected
branch density is 0.5. We randomly generate a transition
probability for each transition. To mimic low-probability
program paths, we generate transitions of probability as low
as 1e-4 with probability 0.8 for 5-states models (to avoid
not having low-probability transitions) and 0.2 (to avoid not
having too many low-probability transitions) for 10, 15, or 20-
states models. In order to simplify the experiments, instead
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example, Pr(SE(13),{1, 5} ) is 0 since we must cover 3.

In this work, we assume that the choice can be made
depending on whether certain states have been covered or
not. This makes sense intuitively since if all states along a
path have been covered, it is a good idea not to apply symbolic
execution to that path. A strategy is thus a function which
takes as input information on whether each control location
in P has been covered or not, and returns a choice of test case
generation methods. To compare different concolic testing
strategies systematically, we build the following model in the
form of a Markov Decision Process (MDP) with Costs.

Definition 3.5. Let Ma
P = (S, Pr, µ) be the data-abstract

DTMC interpretation of a program P. We define DP =
(Covered,Act,φ, T, C) be an MDP with Costs such that

• Covered ⊆ PS, where PS is the power set of S, i.e.,
each member of PS is a set of states in S (i.e., those
which have been covered);

• Act = {RT } ∪ {SE(p)|p ∈ path(P)} ;
• φ ∈ Covered is the initial state which is ∅;
• T is defined such that T (M,a) where M ∈ Covered
and a ∈ Act is a probability distribution β defined as
follows:β(N) = ΣX:PS. X∪M=NPr(a,X) for all N ∈
Covered. Pr(a,X) is defined by (1) and (2) above.

• C associates a cost for each a ∈ Act as defined by
function cost.

For instance, given the following simple program,

void myfunc2(int x) {

1. if (x >= 0) {

2. x++;}

3. else {x--;}

4. return x;

}

we can obtain the data-abstract Markov Chain model shown
on the left of Figure 2, and the corresponding DP shown
on the right. The initial state of DP is ∅, i.e., none of the
states have been covered. Applying RT at the initial state,

we have a distribution such that with probability 0.5 we reach
state {1, 2, 4} (i.e., state 1, 2, and 4 are covered) and with
probability 0.5 we reach state {1, 3, 4} . If instead symbolic
execution on path ⟨1, 2⟩ is applied (i.e., SE(12)), we have
probability 1 of reaching state {1, 2, 4} . Note that if we ap-
ply symbolic execution on path ⟨1, 2⟩ at state {1, 2, 4} , we
reach {1, 2, 4} again with probability 1, which is represented
by the self-looping transition at state {1, 2, 4} . Assuming
that cost(RT ) = 1, cost(SE(12)) = cost(SE(13)) = 2 and
cost(SE(124)) = cost(SE(134)) = 3, we can then compute
the expected cost of a concolic testing strategy based on the
accumulated cost of each choice. For instance, the expected
cost of always applying RT is 2, whereas the expected cost
of applying SE(12) and then SE(13) is 4.

With Definition 3.5, we can see that a strategy for concolic
testing is equivalent to a policy of DP , i.e., a function from
S′ to Act. The following then answers RQ1.

Answer to RQ1: The optimal strategy is the policy of DP
which has the minimum expected cost.

For instance, in the example shown in Figure 2, the opti-
mal strategy is the one which applies RT always (with an
expected cost 2). The problem of finding the optimal strategy
is thus reduced to the problem of finding the policy with the
minimum expected cost, which can be solved using existing
methods [27] like value iteration, policy iteration or solving
a linear programming problem. The computational complex-
ity of finding the optimal strategy is thus bounded by the
complexity of identifying the optimal policy.

Answer to RQ2: The complexity of identifying the op-
timal strategy is strongly polynomial in the number of
states in DP , which in turn is exponential in the number
of control locations in P.

3.3 Evaluating Existing Heuristics
In the following, we conduct experiments to answer RQ3
empirically. That is, we compare the performance of the
optimal strategy with that of the heuristics-based ones [6, 7,
23, 33, 38, 42]. The goal is to see whether existing heuristics
are reasonably effective.

We randomly generate a set of Markov Chain models
(with no unreachable states) which we take as abstractions
of programs. Due to the high complexity in computing the
optimal strategy, we generate models containing 5 to 20
states only using the method in [46]. For every state, with
probability 0.5, we generate a branch, i.e., the expected
branch density is 0.5. We randomly generate a transition
probability for each transition. To mimic low-probability
program paths, we generate transitions of probability as low
as 1e-4 with probability 0.8 for 5-states models (to avoid
not having low-probability transitions) and 0.2 (to avoid not
having too many low-probability transitions) for 10, 15, or 20-
states models. In order to simplify the experiments, instead
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transition probability. A path ofM is a sequence of states π =
⟨s0 , s1 , s2 , · · · ⟩. We write states(π) to denote the set of states
in π. Let Path(M) denote all paths of M. The probability
of π, written as Pr(π), is the product of all the one-step
transition probability, i.e., Pr(π) = µ(s0 ) × ΠiPr(si, si+1 ).
Given a finite path π, we write last(π) to denote the ending
state in the sequence; and 2last(π) to denote the second last
state. We say that a finite path π is maximal if last(π) is a
sink state. We write Pathmax(M) denote all maximal paths
of M. We write Pathmax(s,M) denote all maximal paths
of M starting with s. Furthermore, we say that π is non-
repeating if every state in π appears at most once. We write
Path(M, s) to denote all finite paths which end with state s.
The accumulated probability of all paths in Path(M, s) is
the probability of reaching s, written as PrM(reach(s)) for
simplicity. Similarly, we write Path(M, s, s′) to denote all
finite paths which start with state s and end with state s′ and
PrM(reach(s, s′)) to denote the accumulated probability of
all paths in Path(M, s, s′).

In the following, we develop a DTMC interpretation of a
program, which forms the basis of subsequent discussion.

Definition 3.2. Let P = (C, init, V,φ, T ) be a program
and µ be a prior probability distribution of the test inputs.
The DTMC interpretation of P is a DTMC MP = (S, Pr, µ)
such that a state in S is a pair (v, l) where v is a valuation
of V and l is a control location in C; and Pr is defined as
follows: Pr((v, l), (v′, l′)) = 1 if and only if there exists a
guarded command gc = [g]f such that T (l, gc) = l′ and v ! g
and v′ = f(v); otherwise Pr((v, l), (v′, l′)) = 0.

Note that in the above definition, each one-step transition
has probability 1 or 0 except the initial probability distribu-
tion µ. Our optimal concolic testing strategy is defined based
on one particular abstraction of MP , i.e., the one which
abstracts away the variable valuation, defined as follows.

Definition 3.3. Let P = (C, init, V,φ, T ) be a program
and MP = (S, Pr, µ) be its DTMC interpretation. The data-
abstract DTMC interpretation of P is a DTMC Ma

P =
(Sa, P ra, µa) such that Sa = C. It is useful since we focus on
statement coverage in this work.

• µa(l) = 1 if l is init; and 0 otherwise;
• and Pra is defined as follows: for all l ∈ C and l′ ∈ C,
Pra(l, l

′) is

Σ{Pr(π)|∃s, s′. π ∈ Path(MP , (s
′, l′)) ∧ 2last(π) = (s, l)}

Σ{Pr(π)|∃s. π ∈ Path(MP , (s, l))}
Intuitively, Pra(l, l

′) is the probability of visiting l and
immediately followed by l′, over the probability of reaching l.
For instance, the DTMC shown on the right of Figure 1 is the
data-abstract DTMC interpretation of the program on the
left, where each control location in the program becomes a
state in the DTMC and each control flow between two control
locations is associated with the corresponding conditional
probability. For instance, the probability 1

232
labeled with

the transition from state 1 to 2 states that the probability of
visiting state 2 after state 1 is 1

232
(if we assume a uniform

distribution among all test inputs).

The following proposition states that the probability of
reaching a control location l is preserved in Ma

P .

Proposition 3.4. Let P = (C, init, V,φ, T ) be a program
and µ be a prior probability distribution of the test inputs. For
all l ∈ C, PrMa

P
(reach(l)) = Σv∈ V alV {PrMP (reach((l, v)))}

where V alV is the set of all possible valuations of V . "
The correctness of the proposition can be established by

showing the probability of reaching any l′ is

Σl∈ C(PrMa
P
(reach(l))× Pra(l, l

′))

A test execution of P can be naturally mapped to a path of
Ma

P . For instance, the test execution with input x = y = 0
given the program shown in Figure 1 is mapped to the path
composed of state 1, 2, 3, 5, and 8. We say that a test
execution covers a state of Ma

P if it covers the corresponding
control location of P. Furthermore, a path in Ma

P uniquely
corresponds to a program path in P.

3.2 Optimal Strategy
Recall that a concolic testing strategy is a sequence of choices
among different test case generation methods. In this work,
we define the space for the choice to be:

{RT } ∪ {SE(p)|p ∈ path(P)}
where RT denotes random testing and SE(p) denotes sym-
bolic execution by solving the path condition associated with
path p. To compare the cost of different choices, we need a
way of measuring them. We focus on time cost in this work.
Let cost be a function which, given a ∈ {RT } ∪ {SE(p)|p ∈
path(P)} returns its time cost. For simplicity, the time cost
of generating a random test case is set to be 1 unit. The time
cost of SE(p) includes the time cost of encoding/solving the
path condition.

We measure the effectiveness of a choice in terms of the
probability of covering a set of states in P. Given a choice
a ∈ {RT } ∪ {SE(p)|p ∈ path(P)} and a set of states X of
Ma

P , we can compute the probability of covering exactly the
set of states X with random testing as follows.

Pr(RT,X) = Σπ∈ Pathmax(Ma
P )∧ states(π)=XPr(π) (1)

For the example shown in Figure 1, Pr(RT, {1, 3} ) is 1− 1
232

and Pr(RT, {1, 4, 5} ) is 0 since there is no test case which
covers 1, 4, and 5 at the same time.

If the choice is symbolically executing program path p,
i.e., SE(p), we know that all states in the path p, written
as states(p), must be covered. Let Π = {π|s = last(p) ∧ π ∈
Pathmax(s,Ma

P) ∧ states(π) ∪ states(p) = X} be the set of
all maximal paths which start with the last state of path p
and, together with p, cover all and only states in X. The
probability of covering all and only states X with SE(p),
written as Pr(SE(p), X), is defined as follows.

Pr(SE(p), X) =

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

0 if states(p) ̸⊆ X

0 if Π = {} ∧ states(p) ̸= X

1 if Π = {} ∧ states(p) = X

Σπ∈ ΠPr(π) else

(2)
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of associating a cost of symbolic execution for each path, we
associate each transition in the model with a positive integer
cost4 within 1000. We construct the corresponding MDP with
Cost models for each Markov Chain and use PRISM [32] to
compute the optimal strategy.

The results are shown in Table 1, where first column shows
the strategy and the rest shows the results obtained with 50
random 5-state Markov Chains, 50 random 10-state Markov
Chains, etc. Row optimal is the expected cost of the optimal
strategy, which has been normalized to 1. The rest of the
rows are the result of random testing (RT), the four strategies
in KLEE [7]: the default random-cover new (RCN), random
state search (RSS), random path selection (RPS), and depth
first search (DFS), the directed automated random testing in
DART [22], generational search (GS) in SAGE [23], context
guided search (CGS) in [42], and sub-path guided search
(SGS) in [33]. The length of sub-path in SGS is set to be 20%
of the the total number of states in the model. The last row
is to be ignored for now.

We use Java to implement all approaches. For each Markov
Chain model, we repeat each strategy 1000 times and obtain
the mean cost (to cover all the states). Note that for random
testing, it may take an extremely long time to cover all states,
thus we set a limit of 1000000 (test cases). From the results,
we observe that all existing heuristics result in significantly
higher costs than the optimal cost. Even the best performance
heuristics has a cost which is one order of magnitude higher
than the optimal one. Among all strategies, the strategy
which adopts random testing every time performs the worst
when there are 20 states. The results show that existing
heuristics have much room to improve. Note that the results
show in Table 1 should be taken with a grain of salt since
they are based randomly generated Markov Chain models,
which may not be representative of real programs.

Answer to RQ3: Existing heuristics could be improved.

4 APPROXIMATING OPTIMALITY
Based on the discussion in Section 3, it is clear that identify-
ing the optimal strategy in practice is infeasible due to its
high complexity, as well as difficulties in identify the proba-
bility of program paths and the cost of symbolic execution.
In the following, we propose a method to approximate the
optimal strategy in practice. Our proposal includes a way of
approximating Ma

P , a way of approximating function cost,
and a greedy algorithm for identifying optimal policy.

4.1 EstimatingMa
P and Function cost

In the following, we present an approach to estimate Ma
P =

(S, Pr, µ). Note that this is the subject of a recent line of re-
search known as probabilistic symbolic execution [15, 18, 21].
However, probabilistic symbolic execution has a high com-
plexity (due to the underlying model counting techniques [9]).

4This effectively assumes solving a constraint φ takes less time than
solving φ ∧ α, which may not be always true.

5 states 10 states 15 states 20 states

Optimal 1 1 1 1
RT 138.9 11.3 44.2 114.7
RCN 1.7 14.4 15.1 12.7
RSS 12.8 50.7 64.0 68.1
RPS 12.8 50.6 63.9 68.5
DFS 7.1 27.4 21.8 18.6
DART 1.8 13.0 12.8 13.0
GS 1.9 13.5 13.9 13.3
CGS 1.8 12.6 13.6 13.8
SGS 11.2 32.4 29.4 25.5
G 2.1 4.8 3.1 4.8

Table 1: Simulated experiments

We thus apply a lightweight approach, i.e., we estimate Pr
based on the test cases which have been obtained. The es-
sential problem that we would like to address is: if we have
observed certain events (i.e., test cases which cover certain
program paths), how do we estimate the probability of the
seen events and those unseen events (i.e., test cases which cov-
er other program paths)? This problem has been studied for
decades and a number of methods have been proposed, e.g.,
the Laplace estimation [13] and Good-Turing estimation [19].
We refer the readers to [19] for comprehensive discussion on
when different estimations are effective. In the following, we
show how to estimate Ma

P based on the Laplace estimation.
Assume that we have obtained a set of test executions X,

we can estimate Pr as follows.

Definition 4.1. Given any state s ∈ S, let #s be the
number of times state s is visited by samples in X. For any
t ∈ S, let #(s, t) be the number of one-step transition from
state s to t in X. For any state s, if it is impossible for s
to reach another control location t in P, we set Pr(s, t) to
be 0; otherwise, the Laplace estimation sets Pr(s, t) to be
#(s,t)+1
#s+n , where n is the total number of states s can reach

with one step.

Intuitively, if a transition (i.e., a control flow) from state s
to t is not observed in X because Pr(s, t) is small, the Laplace
estimation sets the transition probability to be 1

#s+n . It is
easy to see that the estimated Pr converges to the actual Pr
with an unbounded number of samples. In the following, we
write estimate(P, X) to denote the estimated Ma

P .
Estimating function cost, i.e., the cost of constraint solving,

is highly nontrivial due to the sophisticated constraint solving
techniques adopted by constraint solvers like Z3 [14]. It is
itself a research topic [29, 31]. In this work, we adopt the
approach in [29], which works as follows. Firstly, the authors
of [29] collected the time costs of solving constraints generated
from analyzing a set of real-world programs through symbolic
execution. Assuming the cost of constraint solving is the
weighted sum of the primitive operations (e.g., the Add and
Mul operation) in the constraint, they then estimate the
weight of each primitive operation type through function
fitting. Afterwards, given a constraint c, its solving cost is
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Figure 4: Average coverage w.r.t. analysis time.

Programs
5 Minutes 15 Minutes 30 Minutes
SE RT SE RT SE RT

FG0_ser 0 3 3 2 3 4
FGmhalf_series 9 2 16 1 4 1
dilog_xge0 145 22 214 27 260 20
Chi_e 89 1 77 25 49 33
bessel_Inu 28 3 52 10 47 30
bessel_JY_mu 19 1 0 7 40 7
bessel_Knu 22 9 62 23 76 37
bessel_cos 23 3 57 7 51 5
bessel_sin 23 3 57 6 42 5
coupling_6j 23 34722 23 103926 23 137164
elljac_e 64 47 50 55 143 44
exprel_n_e 36 2 84 1 302 3
hyperg_U 9 19 12 28 9 11
lngamma_e 5 111 6 272 11 155
lnpoch_sgn 42 2 133 6 249 7
lnpoch_pos 24 6 54 16 52 17
cyc_tridiag 0 7676 0 20989 0 32337
cyc_tridiag_non 0 8203 0 21204 0 31134
tridiag 0 7731 0 20901 0 30088
tridiag_non 0 7672 0 20553 0 30281

Table 4: Number of times of RT and SE

conditions which are hard to solve or generating random test
cases. In general, other strategies gain slightly more coverage
after the first minute too, although not always. In a few cases,
e.g., dilog_xge0, a boost in the coverage is observed with the
RPS strategy at 15 minutes timeout. This is likely because
the strategy switches to solving a different path, which leads
to many uncovered instructions.

In order to get a view on the choice of test case gener-
ation methods by our strategy, we summarize in Table 4
the number of times random testing and symbolic execution
are applied. Note that each entry in the table corresponds
to a different run with different timeout and thus it is not
guaranteed that the numbers in the 30 minutes’ column are
the largest. It can be observed that our strategy does not
always favor one method over another. Furthermore, the ratio

between the number of times random testing is chosen and
that of symbolic execution varies significantly from function
to function. For instance, for the last four functions, due to
the complex path conditions, random testing is consistently
the choice, which turns out to be effective in achieving high
coverage. Function exprel_n_e shows another extreme, i.e.,
symbolic execution is often the choice due to its simple con-
straints. This suggests that our strategy adapts to different
functions.

Answer to RQ5: Our greedy algorithm outperforms ex-
isting heuristics in KLEE.

Threats to Validity. Our test subjects are all numeric func-
tions and thus the results could be biased. We plan to apply
the proposed approach to other programs (e.g., programs
operating on non-trivial data structures) to further validate
its effectiveness in general.

6 RELATED WORK
This work is closely related to many existing searching s-
trategies for concolic testing. Besides those mentioned in
previous sections, there are other search heuristics. In [14],
Liu et al. proposed to empirically predict the cost of solving
a path constraint and prioritizes those paths with smaller
solving cost. In [38], Park et al. proposed the CarFast strate-
gy, which always selects a branch whose opposite branch is
not yet covered, and has the highest number of statements
control-dependent on that branch. Xie et al. [48] introduced
a fitness guided path exploration technique, which calculates
fitness values of execution paths and branches to guide the
next execution towards a specific branch. The fitness function
measures how close a discovered path is to a not-yet-covered
branch. Marinescu et al. [36] guides symbolic execution to-
wards the software patches. It exploits a provided test suite
to identify a good test case and uses symbolic execution with
several heuristics to generate more related inputs to test the
patches. In [42], Seo et al. proposed the context-guided search
strategy which selects a branch under a new context (i.e., a lo-
cal sequence of branch choices) for the next input generation.
In [8], Cadar et al. applies a Best-First Search strategy, which
checks all execution states and forces symbolic execution to-
wards dangerous operations (e.g., a pointer de-reference).
Compared with the above-mentioned approaches, ours is the
first one to formally define what is the optimal strategy and
subsequently develop a practical algorithm. We provide a
framework for systematically comparing the effectiveness of
random testing and symbolic execution.

This work is related to work on combining random test-
ing and symbolic execution. Besides [3, 4] which have been
discussed in Section 1, Kong et al. [31] discussed different
strategies on combining random testing and symbolic ex-
ecution in the setting of verifying hybrid automata. They
too make use of transition probability and cost in choosing
where to apply symbolic execution. However, their approach
remains a heuristics (i.e., choosing a branch with low cost,
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Table 1 and Figure 4 are imported from the Original Paper “Towards Optimal Concolic Testing,” ICSE2018.
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DeepTest: Automated Testing of 
Deep-Neural-Network-driven 

Autonomous Cars

9-3

Yuchi Tian, Kexin Pei, Suman Jana, Baishakhi Ray 

舟山 優（京都工芸繊維大学 B4） 

DNN駆動自動運転車の自動テストツール”DeepTest”を
提案し，DNNのニューロンカバレッジを改善，多くの
誤動作を検出した．

　著者:

紹介者:

　要旨:



概要
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● 目的 
○ 自動運転車のDNNをテスト
する効率的なテストケース
の自動生成

DNN駆動自動運転車の仕組み

● DeepTest 
○ 画像変換（例: 歪み，霧の効果）
を適用して入力をたくさん作る

出典: fig.2 and fig.7 of “DeepTest: Automated Testing of Deep-Neural-Network-driven Autonomous Cars”

誤動作の例

　ニューロンカバレッジを 
効率的に増加させる



アイデア・結果
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● アイデア 
○ 画像変換を組み合わせることでカバレッジの増加量をアップ！ 
○ より高いカバレッジをもたらす画像変換の組み合わせを効率的
に見つけるために貪欲法を利用した探索技術の提案． 

○ テスト結果の判定にメタモーフィック関係を活用． 

● 結果 
○ 画像変換を組み合わせることにより，ニューロンカバレッジを
約100%にまで改善することができた． 

○ 3つのDNNモデルで，1000個以上の誤動作を検出した．



所感
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人生で初めて読んだ論文だったが，例が多くてわ
かりやすかった． 

画像変換の技術についてもそこそこ詳しく述べら
れていた． 

計算時間について言及が無かった．



Precise Concolic Unit 
Testing of C Programs using 

Extended Units and 
Symbolic Alarm Filtering
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● System testでの関数呼び出しの関係から動的にユニットテストドライバに含
める関数を決定してConcolic実行し，その呼び出しの文脈を考慮してfalse alarm
の排除を行うフレームワークCONBRIOを開発した 

● 高いバグ検出能力（91.0%）と精度（true/false alarm比が1:4.5）を達成した

概要・背景

!2

9-4

● 本来起こりえない状況のテストケース
が自動生成されることにより，false 
alarmが起き得る 

● 全てのalarmの中からtrue alarmを探
し出す作業は大変 
○ false alarmを削減したい

● そのターゲット関数の呼び出
し文脈と制約をSMTソルバー
で解いて実行可能かどうか判
定しフィルタリングする

概要

背景 アプローチ



1. System testから関数の呼び出しプロファイ
ルを取得（ターゲット関数：f） 

2. それを元に依存度　　　を計算し，fを呼び出
すまでの一定以上の閾値を持つ文脈を特定し
て制約を取得（制約： 　　　） 

3. 一定の閾値を下回った依存度の低い関数をス
タブに置き換えConcolic testを実行  
（制約：　　 ） 

4. 得られた制約　　 　　　　　をSMTソルバー
で解き，実行可能でなければfalse alarmとし
て排除

手法

!3
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p( f |g) =
n1

nf

n1 : fがgを呼んだ数
nf : テストケース数

p( f |g)

σfvi
σfvi

∧ Σctx( f,k)

Σctx( f,k)

main : 1.00

a1 : 0.66 a2 : 0.33

b : 1.00

f

g : 1.00 h : 0.33

fの呼び出し 
文脈

fのユニットテストドライバ

※関数名：依存度

テストケース数：3
1. main → a1 → b → f → g 
2. main → a2 → b → f → g 
3. main → a1 → b → f → g & h



● 従来手法と比較し，同等以上の検出力及び精度 
● false alarmのフィルタリングは有効 

○ 行わない場合その数は5倍以上となった 

● ドライバに含める関数を依存度から動的に選択する手法も有効 
○ 同等の実行時間・サイズのドライバを生成した従来手法と比較してもより高い検出力・
精度を得られた

結果

!4
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● バグ数が未知のプログラムにおいても7つのプログラムから14の新規のバグ（手動で
検証）を発見し開発者に報告した

Static call-graph distance techniques
CONBRIO

0 (SUT) 3 6 9

# of 
false 
alarms

F/T 
alarm 
ratio

# of 
false 
alarms

F/T 
alarm 
ratio

# of 
false 
alarms

F/T 
alarm 
ratio

# of 
false 
alarms

F/T 
alarm 
ratio

# of 
false 
alarms

F/T 
alarm 
ratio

Ave. 412.0 82.7 97.6 22.9 44.3 14.6 33.3 11.5 20.5 4.5



✓理論として考案するだけでなく実際に実装し， 
実プログラムで評価している点が良かった 
○ ソースコードを公開してくれるともっと良かった 

× 実用性は疑問 
○ i5-4670K, 8GB RAMのマシン100台並列で数時間 
○ System testが上手く分岐を網羅している必要があり，
適用して効果を見込めるプロダクトはそう多くないの
では無いか

所感

!5
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[21-1] When Testing Meets Code Review: Why and How Developers Review Tests

ICSE 2018 勉強会 紹介：NAIST 飯田研中西

When Testing Meets Code 
Review: Why and How 

Developers Review Tests
Davide Spadini, Maurício Aniche, Margaret-Anne Storey, 

Magiel Bruntink, Alberto Bacchelli

テストコードのレビューを
支援するツールが必要とされている
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ICSE 2018 勉強会 紹介：NAIST 飯田研中西

背景
テストコードの品質向上は、
プロダクトのコードの品質向上に役立つ
テストコードは必ずしも高品質ではない

- テストコードにバグが存在することも多い
コードレビューは一般的にソースコードの
品質を上げる

- テストコードではどうか？
⇒テストコードに欠陥が発生する可能性が低くなる
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RQ
RQ1：テストコードはどの程度厳密にレビュー
されるか？

- 同じレビューにプロダクトファイルとテストファイ
ルが入っていると、テストファイルについて議論さ
れる可能性がほぼ半分になる

RQ2：レビュアーはテストコードのレビューで
何を議論するか？

- より良いテストプラクティス、テストされた/され
てないパス、アサーション

- 厳しいコメントの半分は高レベルなテスト問題を
扱っている

• ほとんどが低レベルな懸念だったプロダクトコードと
対照的
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RQ
RQ3：レビュアーはどのプラクティスに従う
か？

- テスト駆動型のレビュー
- レビュアーの主な関心事は、テストがプロダクト
コードのすべてのパスをカバーするか、テストの保
守性、可読性

- 開発者はレビュー中のコードをチェックしてローカ
ルのIDEで開く

• コードレビューツール内のテスト固有の情報が不足して
いるため

• 依存関係をナビゲートしたり、コードやテストコードを
実行したりする
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RQ
RQ4：テストをレビューする際に開発者が直面
する問題と課題は？

- テストファイルをレビューするにはプロダクトファ
イルについてのコンテキストを持つ必要がある

- 限られた時間において、開発者はテストコードより
もプロダクトコードのレビューを優先する

- 初心者の開発者や管理者はテストやレビューの品質
がソフトウェア品質に与える影響を理解していない

- レビューツールはテストファイルとプロダクトファ
イル間のナビゲーションやカバレッジ情報を提供す
べき
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筆者の提言
教育者や熟練者に対して

- テストコードのレビューの重要性を強調する
- テストファイルをレビューするのに十分な時間を確保する
- 開発者にテストコードのレビュー方法を教育する

研究者やツールの設計者に対して
- テストのレビューに役立つコンテキストを提供する
- テストの詳細なコードカバレッジ情報を提供する
- テストコードのレビュー方法とテストの利点を理解する

☺インタビュー結果を細かく分析している

☺立場を超えて幅広く提言を行っている

所感
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Redefining Prioritization: 
Continuous Prioritization for 

Continuous Integration
Jingjing Liang (University of Nebraska – Lincoln, America)

Sebastian Elbaum (University of Nebraska - Lincoln , America)
Gregg Rothermel (University of Nebraska - Lincoln , America)

テストによるエラーを早期に検出するために，テストスイー
トの失敗と実行履歴情報を用いてCI環境で処理するコミットの

順序を継続的に変更する

TCP研究をする研究者およびCIに興
味のある研究者
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提案手法：CCBP

提案手法：CCBP(Continuous, Commit-Based Prioritization)
- TCP(Test Case Prioritization)技術をCI環境に適用

• CIに(1)新しいコミットが到着、あるいは(2)既にスケジュール
されたコミットが完了した時に、実行を待っているコミット
の順序を「継続的に」変更

• テストスイートの失敗と実行履歴情報を用いる

TCP：テストによるエラーを早期に検出し，開発者に迅速な
フィードバックを提供するためにテストの順序を変えること

背景： CI(Continuous Integration)環境でビルドやテス
トが頻繁に実施されるため，膨大なコストがかかる

- テストにかかるコストを減らす方法の1つとしてTCP(Test Case 
Prioritization)がある
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実証的研究
目的：「CCBPを継続的な統合に適用した場合，

fault検出率は改善されるか？」を調査する

調査対象：以下のデータセット[1]に提案手法
を適用

- Googleデータセットのpre-commitのテストフェー
ズとpost-commitのテストフェーズ：Googleの製品
の見本に実行されたテストスイート実行に関する情
報

- Railsデータセット：Travis CIを使用するRailsプロ
ジェクトのビルドスクリプトとテストスイート

[1]: https://github.com/elbaum/CI-Datasets
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実証的研究の結果と感想

最適な
場合

提案手法

オリジナル

[2] Liang et al. Redefining Prioritization: Continuous Prioritization for Continuous Integration, proc. ICSE2018, 
pp 688-698 Fig5より

[2] Googleデータセットのpre-commitのテストフェーズ

感想：
- CI環境にコミットの順序を変更してTCPを適用したところが面白かった．
- 英語が読みにくいところがあった
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RFC-Directed Differential Testing 
of Certificate Validation in SSL/TLS 

Implementations
Chu Chen, Cong Tian, Zhenhua Duan, Liang Zhao

ICTT and ISN Laboratory, Xidian University
一言でまとめると:SSL/TLSに関連するRFCをコー
ドを用いてパースする事によって効率的なテスト

作成システムを作成した

RFC、または仕様書などをパースし
てテストなどを生成したい人
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背景・概要
SSL/TLSは安全な通信を行うために重要な仕組
みであり、その実装が正しいかどうかを確認す
ることもまた重要である
しかしSSL/TLS実装は様々なモジュールが関係
し合う複雑なシステムであり、完全にテストす
ることは困難である
先行研究ではすでに世の中に存在する証明書
を大量に取得して、それを組み合わせて更に大
量の証明書を生成し、それを実装に入力するこ
とによってバグを発見するものがあったが、効
率が悪く時間も必要とするものであった
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DSE（動的シンボリック実行）で
ルールを変数として表現し

低レベルの
テストケースを生成

アプローチ
RFC5280から
X.509証明書の仕様を抽出

+ RFC6818からRFC5280に
対する更新を抽出

証明書に関する
ルールの集合

ルールの集合を規則に従って分別

テストのために
破るルール

そうではない
ルール

生成したテスト
を利用して証明書を
生成する

RFC5280（抜粋）

(RFC-Directed Differential Testing of Certificate 
Validation in SSL/TLS Implementations firgure4より)
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結論: 
既存手法を大きく上回る効率で実装の矛盾を発見、
すでにバグ報告の実績もあり

所感
○RFCという明確な規格があるのを利用して実践的なツールを作成して
いるのは良かった
△論文内の擬似コード紹介にとどまり実装が公開されていないのは残念
△RFCパースのコードに比べてDSEについては解説が少なかった

(RFC-Directed Differential Testing of Certificate Validation 
in SSL/TLS Implementations Table 5より)
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Symbolic Verification of Regular Properties

Hengbiao Yu[1], Zhenbang Chen[1], Ji Wang[1], Zhendong Su[1], Wei Dong[2]

[1] National University of Defense Technology, China

[2] University of California, USA

シンボリック実行による検証の高速化を実現した

シンボリック実行を利用した検証の
研究を知りたい方におすすめです。
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概要

シンボリック実行に基づいたプログラムの検証手法
が存在する。
‐ シンボリック実行：

• 具体値を与えずに通過可能な実行経路を制約充足問題として求め
る手法。

パスを網羅的に探索して反例を見つけることが可能。

パス爆発による問題がある。
‐ 検証するプログラムが複雑になるとパスの数が増えるこ
とによって探索が困難となる。
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目的とアプローチ

シンボリック実行に基づく検証の効率化

目的

冗長なパスを除去するためのアルゴリズムの作成

高速に反例を検出するためのアルゴリズムの作成

アプローチ
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結果と所感

実際に存在する15個のオープンソースのプログ
ラム(Java)に適用した。

従来手法と比較して7~8倍程度高速に反例を検出
することが可能となった。

実際のOSSに対する手法の有効性が確認できた。

検証する性質が複雑な場合のコストが気になる。

所感
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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

paper #

1-1

Context-Aware Patch Generation for 
Better Automated Program Repair

Ming Wen, Junjie Chen, Rongxin Wu,
Dan Hao, Shing-Chi Cheung

AST Node レベルの修正と文脈を考慮したパッチのランク付けによる
自動プログラム修正ツールの開発

紹介者：内藤圭吾(大阪大学)



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

paper #

1-1概要

• 自動プログラム修正が流行り

• 正しいパッチがなかなか生成されない
–行単位の修正では治せない
–候補が多くて見つからない

• ASN Node 単位で修正し，
文脈の近さでランク付けして効率よく探すよ

2018/7/11 1



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

paper #

1-1Motivating Example

2018/7/11 2

//バグ

417 : - return (Double.isNan(x) && Double.isNan(x) ) || x == y;

//修正文

417 : + return equals(x,y,1);

//再利用元

422 : return (Double.isNan(x) && Double.isNan(x) ) || equals(x,y,1);

442 : return equals(x,y,1) || FastMath.abs(y-x) <= eps;

文丸ごとの再利用では修正できない

どちらも
Return内で
使用

引用 :Ming Wen et. al. “Context-Aware Patch Generation for Better Automated Program Repair” ICSE’18
Fig. 1



Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University.  http://sdl.ist.osaka-u.ac.jp/
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paper #

1-1文脈によるランク付け

2018/7/12 3

正しいパッチと
間違ったパッチがほぼ同順位 正しいパッチが上位

文脈を使うことで正しいパッチが早く見つかる

引用 :Ming Wen et. al. “Context-Aware Patch Generation for Better Automated Program Repair” ICSE’18
Fig. 6
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KUSUMOTO LABORATORY - Software Design Laboratory

paper #

1-1所感

文脈でのランク付けが直感的で分かりやすい

実装したツールが公開されているのが GOOD

– https://github.com/justinwm/CapGen

実行時間に関する評価を行っていない

2018/7/11 4



paper #

1-2

Towards Practical Program Repair
with On-Demand Candidate Generation

J. Hua, M. Zhang, K. Wang, S. Khurshid

紹介者: 阪大谷門照斗

スケッチ(虫食いプログラム)によってコンパイル
回数を削減し，自動プログラム修正を効率化

ツール: 
https://github.com/SketchFix/SketchFix
スライド:
https://www.icse2018.org/event/icse-2018-technical-papers-practical-program-repair-with-on-
demand-candidate-generation

https://github.com/SketchFix/SketchFix
https://www.icse2018.org/event/icse-2018-technical-papers-practical-program-repair-with-on-demand-candidate-generation


paper #

1-2概要
•背景
–修正候補生成→コンパイル→テスト実行
というサイクルを繰り返すため時間がかかる

•提案手法
–バグった箇所を虫食いにする(スケッチ)

• 大量の修正候補を1つのプログラムで表現
• コンパイル回数大幅削減

–テスト実行時に具体的な修正候補生成
• 虫食いに到達したときに初めて具体的な候補を生成
• 実行時情報や構文情報を利用して効率的に候補生成

J. Hua, et. al., "Towards Practical Program Repair with On-Demand Candidate Generation" ICSE 2018. 1



paper #

1-2スケッチ

J. Hua, et. al., "Towards Practical Program Repair with On-Demand Candidate Generation" ICSE 2018. 2

public Paint getPaint(double value) {
double v = Math.max(value, this.lowerBound);

- int g = (int)((value - this.lowerBound) / ...;
+ int g = (int)(((Integer)SketchFix.EXP(int.class,
+ new Object[]{v,value,...}) - this.lowerBound) / ...;
...

}

スケッチの例

public Paint getPaint(double value) {
double v = Math.max(value, this.lowerBound);

- int g = (int)((value - this.lowerBound) / ...;
+ int g = (int)((v - this.lowerBound) / ...;
...

}

開発者の修正

変数の型

アクセス可能な変数の配列
論文中 Figure 5 より引用



paper #

1-2所感
•提案手法が cool
–自動プログラム修正のボトルネックである
コンパイル・テスト実行を上手く効率化

•式レベルの修正ができる
–条件式，演算子，メソッド呼び出し等に対して
虫食いを生成するため，式レベルで修正可能

•考察が少々雑
–実験結果の図や表を載せているが，それに
対する考察がほぼない

J. Hua, et. al., "Towards Practical Program Repair with On-Demand Candidate Generation" ICSE 2018. 3



  

Session 30: 
Code Search, Synthesis, 
Performance
30-1, 30-3, 30-4ともにICSE 2018のプログラムからプログラムからからpreprintなどを取得可能取得可能

https://www.icse2018.org/program/program-icse-2018 

担当: 島大神谷研究室



  

30-1Deep Code Search
著者: 
Xiaodong Gu (香港科技大学), 
Hongyu Zhang (ニューカッスル大学大学), 
Sunghun Kim (香港科技大学)
ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の両方を同じ空間のを同じ空間の同じ空間のじ空間の空間のの両方を同じ空間の(Word2Vecの両方を同じ空間のような)
ベクトの両方を同じ空間のル大学とドキュメントの両方を同じ空間のして表現することで、自然言語からのコード検索を実現表現することで、自然言語からのコード検索を実現することドキュメントの両方を同じ空間ので、自然言語からのコード検索を実現自然言語からのコード検索を実現からの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の実現することで、自然言語からのコード検索を実現

https://github.com/guxd/deep-code-search 論文PDF、ソースコード、デモ ソースコード、ソースコード、デモ デモ 

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

https://github.com/guxd/deep-code-search


  

提案手法(CODEnn)
目的: 自然言語からのコード検索を実現クエリからのコード検索からの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現
手法: 
ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の自然言語からのコード検索を実現の両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間の(記述)
を同じ空間の収集しておくして表現することで、自然言語からのコード検索を実現おく(ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間の⇔記述のコーパ記述の両方を同じ空間のコーパ
ス）
① コーパスを同じ空間の教師データとし、コードと記述データとし、コードと記述とドキュメントの両方を同じ空間のし、自然言語からのコード検索を実現コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の記述
を同じ空間の同じ空間のじ空間の空間のの両方を同じ空間の点(ベクトの両方を同じ空間のル大学)に「埋め込む」埋め込む」め込む」込む」む」NNを同じ空間の
作成(それぞれ、自然言語からのコード検索を実現コードとドキュメントの両方を同じ空間の埋め込む」め込む」込む」みNN, 記述埋め込む」め込む」
込む」みNN)

– マル大学チモーダル大学な埋め込む」め込む」込む」み[78] 
(RNN+maxpooling)

② 自然言語からのコード検索を実現の両方を同じ空間のクエリからのコード検索が入力されると、そのベク入力されると、そのベクされるとドキュメントの両方を同じ空間の、自然言語からのコード検索を実現その両方を同じ空間のベク
トの両方を同じ空間のル大学とドキュメントの両方を同じ空間の近いベクトルをもつコード断片を出力いベクトルをもつコード断片を出力ベクトの両方を同じ空間のル大学を同じ空間のもつコード断片を出力コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力を同じ空間の出力されると、そのベク
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Code-Description Embedding Neural Network

記
述

埋め込み
め込み

込み
み

NN

コ
ー

ド
埋め込み

め込み
込み

み
NN

 public <S> S deserialize(…

 

read an object 
from an xml file

クエリからのコード検索



  

MLP

多層パーセプトロンパーセプトの両方を同じ空間のロン
単語からのコード検索を実現の両方を同じ空間の順序は無視は無視無視

RNN

回帰NN。
単語からのコード検索を実現の両方を同じ空間の順序は無視を同じ空間の考慮

CODEnnの両方を同じ空間の構造と学習とドキュメントの両方を同じ空間の学習 30-1

メソッドとドキュメントの両方を同じ空間の名
text reader…

max pooling

RNN

API列
(メソッドとドキュメントの両方を同じ空間の内で呼出で呼出
して表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の)

scanner.
new

scanner.
next

…

max pooling

str buf …

max pooling

トの両方を同じ空間のークン
(メソッドとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の定義かか
ら取り出した単語り出した単語出した単語単語からのコード検索を実現)

fusion

コサイン
類似度

RNN

記述
read an …

max pooling

instance

コードとドキュメントの両方を同じ空間の

コードとドキュメントの両方を同じ空間の

Javadocを同じ空間の含むソースコードむソースコードとドキュメントの両方を同じ空間の
記述 〈C, D+, D-〉

正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力記述

間の違った記述った単語記述
… …

コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力記述〈C, D+〉を同じ空間の
与えたとき類似度が最大、えた単語とドキュメントの両方を同じ空間のき類似度が最大、類似度が入力されると、そのベク最大、自然言語からのコード検索を実現
間の違った記述った単語記述〈C, D-〉を同じ空間の与えたとき類似度が最大、えた単語
とドキュメントの両方を同じ空間のき類似度が最大、最小になるよう学習になるよう学習

記述埋め込む」め込む」込む」みNN
コードとドキュメントの両方を同じ空間の埋め込む」め込む」込む」みNN

コードとドキュメントの両方を同じ空間の
記述/** /**



  

実験的評価
学習:

● GitHubでスタとし、コードと記述ーが入力されると、そのベク20+の両方を同じ空間のJavaプロジェ
クトの両方を同じ空間の(9,950個)の両方を同じ空間のメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の16,262,602個
– NVidia K40 GPUで50時間の学習

ベンチマークの両方を同じ空間のた単語め込む」の両方を同じ空間のクエリからのコード検索:
● Stack Overflowの両方を同じ空間のJavaプログラミング

に関する質問する質問50個
● 解答ににJavaコードとドキュメントの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク含むソースコードまれて表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るもの両方を同じ空間の

ツール大学の両方を同じ空間の出力されると、そのベクの両方を同じ空間の正しい記述誤判定:
● ツール大学の両方を同じ空間の出力されると、そのベク上位10件について、につコード断片を出力いベクトルをもつコード断片を出力て表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現2人

の両方を同じ空間の開発者が入力されると、そのベク正しい記述誤を同じ空間の判定

30-1
他のツールとの比較の両方を同じ空間のツール大学とドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較: 

● 提案手法の両方を同じ空間のツール大学DeepCS, Lucene(/w 
FQN), CodeHow[45]

● メトの両方を同じ空間のリからのコード検索クス FRank, Precision@k( k = 1, 5, 
10)
– 「埋め込む」正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力結果が上位に現れるか」が入力されると、そのベク上位に現することで、自然言語からのコード検索を実現れるか」

比較結果が上位に現れるか」:
ツール大学 FRank P@1 P@5 P@10
Lucene 6.0 0.24 0.24 0.26
CodeHow 5.5 0.38 0.29 0.28
DeepCS 3.5 0.46 0.50 0.49

提案手法の両方を同じ空間の圧勝



  

30-3FaCoY 
– A Code-to-Code Search Engine
著者: 
Kisub Kim (ル大学クセンブル大学ク大学; SnT),  Dongsun Kim (SnT),  
Tegawendé F. Bissyandé (SnT),  崔 恩瀞 (奈良先端大学院大学),   
Li Li (モナシュ大学),  Jacques Klein (SnT), Yves Le Traon (SnT)

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間の類似性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性にを同じ空間の、自然言語からのコード検索を実現それらの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の類似性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性にに
より出した単語判定することドキュメントの両方を同じ空間ので、自然言語からのコード検索を実現機能が類似したコード断片を検索する手法を実現が入力されると、そのベク類似した単語コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力を同じ空間の検索を実現する手法を同じ空間の実現することで、自然言語からのコード検索を実現

https://github.com/facoy/facoy ソースコード、ソースコード、デモ 実験データ データ 



  

目的
目的: 

● 機能が類似したコード断片を検索する手法を実現が入力されると、そのベク似て表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るコードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の実
現することで、自然言語からのコード検索を実現した単語いベクトルをもつコード断片を出力(タとし、コードと記述イプ4クローン)
– 字面は全く違ってもは無視全く違ってもく違った記述って表現することで、自然言語からのコード検索を実現も

背景: 
● 動的手法[21, 35, 81]→スケール大学しないベクトルをもつコード断片を出力
● 静的手法[24, 28, 89, 90]→コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の人

間のの両方を同じ空間の語からのコード検索を実現彙のミスマッチの両方を同じ空間のミスマッチ
– コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の類似を同じ空間の判定する
– (人間のから見てて表現することで、自然言語からのコード検索を実現)同じ空間のじ空間の機能が類似したコード断片を検索する手法を実現を同じ空間のもつコード断片を出力コー

ドとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の特定でき類似度が最大、ないベクトルをもつコード断片を出力

30-3

類似した単語機能が類似したコード断片を検索する手法を実現だとドキュメントの両方を同じ空間の判定した単語いベクトルをもつコード断片を出力



  

インデックス生成

提案手法FaCoY 30-3
Find a code other than yours コードとドキュメントの両方を同じ空間の

質問
回答に

手法: 
Stack Overflowの両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断から質問文と回答中のコード断とドキュメントの両方を同じ空間の回答に中のコード断の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の断
片を出力(スニペットの両方を同じ空間の)を同じ空間の抽出して表現することで、自然言語からのコード検索を実現おく
① インデックスを同じ空間の生成

– スニペットの両方を同じ空間のインデックス (スニペットの両方を同じ空間の→投稿から質問文と回答中のコード断)InxS : S → 2P

– 質問文と回答中のコード断インデックス(質問文と回答中のコード断→投稿から質問文と回答中のコード断)InxQ : Q → 2P

② 検索を実現対象のコードが入力されるごとにの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク入力されると、そのベクされるごとドキュメントの両方を同じ空間のに
– 前処理(カッコやパッケージ名などを補うパッケージ名などを同じ空間の補うう)して表現することで、自然言語からのコード検索を実現

クエリからのコード検索とドキュメントの両方を同じ空間のする
– 投稿から質問文と回答中のコード断内で呼出の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現→テキストの両方を同じ空間の検索を実現→GitHubの両方を同じ空間の

コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の経て、検索結果を「伸長」するて表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現検索を実現結果が上位に現れるか」を同じ空間の「埋め込む」伸長」する」する
● ns × nq × nc個になる

InxS
InxQ

Stack Overflowの両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断

検索を実現対象のコードが入力されるごとにコードとドキュメントの両方を同じ空間の

クエリからのコード検索(コードとドキュメントの両方を同じ空間の)
前処理

類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現

投稿

類似テキストの両方を同じ空間の検索を実現
投稿

コードとドキュメントの両方を同じ空間の
インデックス

(投稿から質問文と回答中のコード断に含むソースコードまれる)コードとドキュメントの両方を同じ空間の

類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現
検索を実現結果が上位に現れるか」コードとドキュメントの両方を同じ空間の

× ns

× nq

× nc上位k 件について、を同じ空間の出力されると、そのベク

提案手法の両方を同じ空間の新規部分



  

実験的評価 30-3
インデックス作成に利用したデータした単語データとし、コードと記述: 

● Stack Overflow の両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断268,264件について、
– 2008年7月〜2016年9月, Java, 回答に

にコードとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の含むソースコードむ
● GitHubの両方を同じ空間のJavaプロジェクトの両方を同じ空間の10,449

個、自然言語からのコード検索を実現384M LOC
– 1回以上フォークされた単語
– ASCII文と回答中のコード断字以外を含まないを同じ空間の含むソースコードまないベクトルをもつコード断片を出力

RQ1: 他のツールとの比較の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現エンジンとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較
● Krugle[1], Searchcode[2]では無視ほとドキュメントの両方を同じ空間のん
ど見てつコード断片を出力からないベクトルをもつコード断片を出力タとし、コードと記述イプ4が入力されると、そのベク検索を実現でき類似度が最大、た単語

RQ2: 他のツールとの比較の両方を同じ空間の類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検出ツール大学とドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較
(BigCloneBench[83])

ツール大学 MT3 WT3/T4
FaCoY 41 10
SourcererCC[74] 5 0
CCFinderX[39] 1 0
Deckard[34] 12 1
iClones[28] 0 0
NiCad[18] 1 0

RQ3: 機能が類似したコード断片を検索する手法を実現的類似を同じ空間の検索を実現でき類似度が最大、て表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るかの両方を同じ空間の検
証 → 実行トレースの類似によりトの両方を同じ空間のレースの両方を同じ空間の類似により出した単語
RQ4: パッチ推薦 → 圧勝



  

30-4Generalized Data Structure
Synthesis 
著者: 
Calvin Loncaric (ワシントの両方を同じ空間のン大学), Michael D. Ernst (同じ空間の), 
Emina Torlak (同じ空間の)
データとし、コードと記述への両方を同じ空間のアクセスを同じ空間の高い抽象度で記述するいベクトルをもつコード断片を出力抽象のコードが入力されるごとに度で記述するDSL。データとし、コードと記述の両方を同じ空間の問いベクトルをもつコード断片を出力合わせわせ
からデータとし、コードと記述にアクセスするコードとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の自動合わせ成・最適化

https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/
generalized-synthesis-icse2018-abstract.html 論文、ソースコード、デモ スライド、ソースコード、デモ ソースコード

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

ACM SIGSOFT
Distinguished Paper Award

https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/


  

目的
背景: データとし、コードと記述構造と学習とドキュメントの両方を同じ空間のその両方を同じ空間のアクセスの両方を同じ空間の実装
は無視難しいしいベクトルをもつコード断片を出力

● データとし、コードと記述に対する問合わせせやパッケージ名などを補う更新処理に応
じ空間のて表現することで、自然言語からのコード検索を実現最適化する必要

● 問合わせせやパッケージ名などを補う更新処理が入力されると、そのベク変更されるとドキュメントの両方を同じ空間のデー
タとし、コードと記述構造と学習から作り出した単語直し→バグの温床し→バグの両方を同じ空間の温床

目的: 実装を同じ空間の自動化する
方を同じ空間の針: データとし、コードと記述構造と学習およびアクセスを表現アクセスを同じ空間の表現することで、自然言語からのコード検索を実現
でき類似度が最大、るDSL → コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の自動合わせ成

30-4
// Abstract state
state users : Set<User>
state groups : Set<Group>
state members : Set<(User, Group)>

// Query definition
query visible(u1, u2 : User):
  assume u1  ∈ users
  assume u2  ∈ users
  return (exists [ g | g  ← groups,
    (u1, g)  ∈ members and (
      g.visibility == Everyone or
      (u2, g)  ∈ members) ])

state s1 : Map<User, Bool>
state s2 : Map<User, Bag<Group>>
state s3 : Map<(User, Group), Bool>

query visible(u1, u2 : User):
  return (s1[u1] or 
    exists Filterλg.g.s3[(u2, g)] S2[u1])

データとし、コードと記述構造と学習

問合わせせ

最適化の両方を同じ空間のた単語め込む」の両方を同じ空間の
データとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のア

最適化された単語
問合わせせ

自動合わせ成

Cozy仕様

データとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のアに保持するデータとするデータとし、コードと記述とドキュメントの両方を同じ空間の
計算によって求めるデータを明示的にによって表現することで、自然言語からのコード検索を実現求めるデータを明示的にめ込む」るデータとし、コードと記述を同じ空間の明示的に
区別して記述 → 最適化して表現することで、自然言語からのコード検索を実現記述 → 最適化



  

提案手法Cozy
 Cozy言語からのコード検索を実現(実行トレースの類似により可能が類似したコード断片を検索する手法を実現な仕様)

● state 抽象のコードが入力されるごとに状態
– 何らかのデータストアらかの両方を同じ空間のデータとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のア

(例) state s1 : Map<User, Bool>
● query 抽象のコードが入力されるごとに状態から計算によって求めるデータを明示的にを同じ空間の行トレースの類似によりうメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の
● op 抽象のコードが入力されるごとに状態を同じ空間の変更するメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の
● queryとドキュメントの両方を同じ空間のopには無視事前条件について、を同じ空間の記述(assume)

● 具体化関する質問数(concrete function)
抽象のコードが入力されるごとに状態の両方を同じ空間の値を計算する関数を同じ空間の計算によって求めるデータを明示的にする関する質問数
(例) Cs1(user, groups, members)

● 抽象のコードが入力されるごとに状態の両方を同じ空間の値を計算する関数を同じ空間の更新する関する質問数
(例) s1[k] = new_value_for_key_s1(k, u, g)

30-4

① クエリからのコード検索合わせ成
● 式をを同じ空間の1つコード断片を出力選んで生成した式に置き変えんで生成した単語式をに置き変えき類似度が最大、変え

(enumerative synthesis[3, 28, 31]) 
● 仕様を同じ空間の満たすか検証た単語すか検証
● 計算によって求めるデータを明示的にコストの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク減少するか確認するか確認

② Incrementalization
● クエリからのコード検索合わせ成で導入した単語抽象のコードが入力されるごとに状態を同じ空間の更
新する記述を同じ空間の生成

③デッドとドキュメントの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の除去

仕様

実装

(最終的な)実装

タとし、コードと記述イムアウトの両方を同じ空間の

実装の両方を同じ空間の洗練 (並列に計算によって求めるデータを明示的に)



  

実験的評価
評価: 

● プログラマの両方を同じ空間の労力されると、そのベクの両方を同じ空間の削減
● バグの両方を同じ空間の無いベクトルをもつコード断片を出力コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の開発
● コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の実行トレースの類似により時性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性に能が類似したコード断片を検索する手法を実現 → 良好
適用したデータ方を同じ空間の法:

● 4つコード断片を出力の両方を同じ空間の実プログラムに対して表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現
(1) 重要で複雑なデータ構造を選定なデータとし、コードと記述構造と学習を同じ空間の選んで生成した式に置き変え定
(2) 手作業ででCozy仕様に変換
(3) ツール大学を同じ空間の3時間の実行トレースの類似によりして表現することで、自然言語からのコード検索を実現実装を同じ空間の生成
(4) 生成した単語コードとドキュメントの両方を同じ空間のに置き変えき類似度が最大、換え

● ツール大学は無視96コア512Gbメモリからのコード検索の両方を同じ空間のマシンで実行トレースの類似により

30-4
プロジェクトの両方を同じ空間の 開発

期間の
コミッ
トの両方を同じ空間の LoC Cozy

LoC
ZTopo[32] 1w 15 1024 41
Sat4j[17] 8y 22 195 42
Openfire[13] 10y 47 1992 157
Lucene[29] 13y 20 68 36

手作業ででの両方を同じ空間の開発
記述が入力されると、そのベク
1桁以上短くく

プロジェ
クトの両方を同じ空間の イシュー 新た単語に発見てされ

た単語不具合わせ
ZTopo n/a -
Sat4j  7 -
Openfire 25 Yes
Lucene   1 -

Cozyを同じ空間の利用したデータして表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力れば防げたであろう防げたであろうげた単語であろう
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8-1 
Inheritance Usage Patterns  
in Open-Source Systems

【概要】 
•オブジェクト指向の「継承」の指導と実際の使われ方のギャッ
プを埋めるために，14のJavaシステムの分析を行った．

Jamie Stevenson, Murray I. Wood

紹介者 : 福井 克法（和歌山大学） 

ICSE勉強会2018
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概要

�3

• 背景 
– 「継承」は広く利用されるオブジェクト指向プログラミングの重要
な機能 

• 目的 
– 「継承」をどのように使用すべきか，実際どのように使用されてい
るかを明らかにする 

• アプローチ 
– 11のJavaで書かれたOSSプロジェクトを分析

ICSE勉強会2018

Javaで書かれた 
11プロジェクト

Eclipse 
プラグインによる分析

OSSでの継承ついての 
RQを設定し調査

Inheritance Usage Patterns in Open-Source Systems

8-1



RQと結果
RQ1.継承はOSSでは，どの程度使われているか？ 

– ほとんどのシステムで，少なくとも50%以上のクラスが継承関係に
ある 

RQ2.どの程度の継承階層がOSSで使われているか？ 
» 継承関係の深さ，幅はどの程度か？ 
» 深さ：親子関係　幅：継承関係で木構造を作った場合の幅 

– 深さは1または2がほとんど，幅は1がほとんど 

RQ3.継承の使用パターンは設計品質に影響を与えるか？ 
» C&K，Code Smellなどのメトリクスへの影響 

– 影響する（SonarQubeなどのツールは階層にも焦点を当てている）

– 継承の深さ4以上では，注意が必要

�4ICSE勉強会2018 Inheritance Usage Patterns in Open-Source Systems
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まとめ
• 結論 

– OSS14プロジェクトのオブジェクト指向における「継承」の使用
パターンを分析した 

– OSSでの「継承」の使われ方，「継承」が品質に与える影響につ
いて調査を行った 

• 所感 
14プロジェクトを用いているため信頼性がありそう 

– 継承階層についての解説が丁寧

�5ICSE勉強会2018 Inheritance Usage Patterns in Open-Source Systems

8-1



8-2 
Almost There:  
A Study on Quasi-Contributors in 
Open Source Software Projects  

【概要】 
• quasi-contributors(プルリクエストが認められなかった外
部開発者)について定量・定性的に調査

Igor Steinmacher, Igor Scaliante Wiese, Gustavo Pinto, Marco A. Gerosa 

紹介者 : 山崎 大輝（和歌山大学） 

ICSE勉強会2018 Almost There: A Study on Quasi-Contributors in Open Source Software
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概要

�7

• 背景 
– プルリクエスト形式のOSSが主流となっており，多くの開発者が 
貢献(プルリクエストや問題報告)を行う 

– 常に貢献が認められるとは限らない 
(貢献が認められない開発者 quasi-contributors がいる) 

• 目的 
– quasi-contributorsについて深い知識の獲得 

• アプローチ 
– 21のOSSプロジェクトからデータを収集し，分析 
– 355人のquasi-contributorsと 
21のproject integrators(中心開発者)にアンケート

ICSE勉強会2018 Almost There: A Study on Quasi-Contributors in Open Source Software
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RQと結果
RQ1.quasi-contributorsはプロジェクトにおいて一般的か 

– actual-contributors14,623人のうち 
quasi-contributorsが10,099人  

RQ2.quasi-contributionsはなぜ認められないか 
– 必要のないプルリクエスト(superseded/duplicated)のため 

RQ3.quasi-contributorsは貢献が認められなかったことにつ
いてどう感じているか 
– 32%：不満を持っている 
– 19%：プルリクエストをする気の低下 
– 12%：フィードバックからのコードレビューが建設的でない

�8ICSE勉強会2018 Almost There: A Study on Quasi-Contributors in Open Source Software
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まとめ・所感
• 結論 

– quasi-contributorsについて定量・定性的に調査 
– プルリクエストが認められないことにより引き起こる問題はOSS
プロジェクトの貢献に関心のある開発者にとって重要となる 

• 所感 
       quasi-contributorsの方が多いプロジェクトもあり驚いた 
        
△  マージされたプルリクエストも気になる

�9ICSE勉強会2018
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8-3 
Analyzing a Decade of Linux System 
Calls

【概要】 

• 過去10年間のLinuxシステムコールの進化状況を調査 
‒ システムコールに関するコミットを実証的に調査 
>>主にコミットやバグ修正に着目

Mojtaba Bagherzadeh, Nafiseh Kahani, Cor-Paul Bezemer, Ahmed E. Hassan, Juergen Dingel, James R. Cordy 

紹介者 :山崎 大輝（和歌山大学） 

ICSE勉強会2018 Analyzing a Decade of Linux System Calls
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概要
• 背景 

– Linuxカーネルはユーザの要求が変更される度に期待に沿わなけれ
ばならない 

– システムコールを通じてアプリケーションにサービス提供 
>>システムコールを組み合わせてAPIを形成 

• 目的 
– 過去10年間のシステムコールに関するコミットに注目し，実証的
に調査することで，Linuxシステムコールの進化の概要を明らかに
すること 
>>長期的なメンテナンスに伴う問題を把握することができる

�11ICSE勉強会2018 Analyzing a Decade of Linux System Calls
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調査

• システムコールの数と規模に関する調査 
• システムコールに関するコミットの分類 
• システムコールに関するバグ修正コミットの分類

アプローチ

�12ICSE勉強会2018

システムコールに 

関するコミット

メトリクス抽出

手動で分析

定量的分析

システムコール 
コミットの分類

システムコールバグ
修正コミットの分類手動で分析

システムコール 

バグ修正コミット

Analyzing a Decade of Linux System Calls
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結果
• システムコールの過去10年の傾向：追加76件，削除6件 

– 追加には6.3回のコミット，352日，5.4人の開発者が必要 
– 削除の理由には，無効な引数での呼び出し，etc.. 

• システムコールに関するコミットの分類 
– Add/Remove, Bug Fix, Improvement, Restructuringに分類 

>>Bug Fix：36%，Add/Remove：5% 
• システムコールのバグ修正の分類・調査(上記のBug Fixより) 

– 互換性，並行性，エラーコード，メモリ，セマンティック 
>>セマンティック：58%，並行性：16% 

– バグの比率は10年通してほぼ一定

�13ICSE勉強会2018 Analyzing a Decade of Linux System Calls
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まとめ
• まとめ 

– Linuxのシステムコールにおける過去10年間の進化傾向の調査 

– システムコールに関するコミットを分類，調査 

• 所感 
システムコール追加の手間を具体的に数字として表現することで明
示できていてわかりやすかった 

△  進化傾向はカーネル毎に違う？  
  他のカーネルの観察を行うと違った結果が出てきそう

�14ICSE勉強会2018 Analyzing a Decade of Linux System Calls

8-3



8-4 
To Distribute or Not to Distribute? 
Why Licensing Bugs Matter  

【概要】 
• ライセンスバグの理解のために，手作業によるライセンスバグのカテゴリ分けおよ
び影響の調査

　Christopher Vendome , Daniel M. German, Massimiliano Di Penta, Gabriele Bavota, Mario Linares-Vásquez, Denys 
Poshyvanyk

紹介者 :  𠮷富 楓雅　(和歌山大学) 

To Distribute or Not to Distribute? Why Licensing Bugs Matter 


8-4
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背景と目的
• 背景 

– OSSにおけるライセンスでは，“permissive”と”restrictive”という２つの
主要なカテゴリを適合させて, 再配布や変更を行う 

• 問題点 
– 様々なライセンスを使用すると，混乱を招く可能性があり，ライセンスバグ
を混入させる恐れがある 

• 目的 
1. ライセンスバグの分類 
2. OSSにおけるライセンスバグの影響の調査

�16To Distribute or Not to Distribute? Why Licensing Bugs Matter 


8-4
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アプローチ
1. GitHubとBugzillaで管理されているIssue 
Trackerからライセンスに関するissueを抽出

�17

400の文書

1,200の 
ライセンスバグに 

関する 
ディスカッション

Bugzilla

GitHub

ライセンスに関するissue

例 
Copyright 
GPL など

86,032件

136プロジェクト カテゴリ名

1 Laws and Their 
Interpretations 

2 Policies of the Ecosystem 

3 Potential License Violations 

4 Non-source Code Licensing 

5 Licensing Content 

6 Other Intellectual Property 
Issues 

7 License Semantics 

To Distribute or Not to Distribute? Why Licensing Bugs Matter 


8-4

2. 手作業により7つのカテゴリと，21のサブカテゴリ
にライセンスバグを分類 

3. 各カテゴリそれぞれの影響を調査
ICSE勉強会2018



まとめ・所感

• 著作権法は複雑で, ライセンスについて詳しくない開発者同士で
議論がなされることが多い 
– ソフトウェアライセンスに関する理解や教育が全面的に不足している 

• 解決策 
– 開発者は潜在的なリスクをより深く理解するために，著作権法の教育を受ける必要
がある 

• 所感 
　　ライセンスに対しての理解がなされていないことに驚いた 
　  ライセンスをカテゴリ分けしているので，今後の研究に活かせそう

�18To Distribute or Not to Distribute? Why Licensing Bugs Matter 
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Are Code Example on an 
Online Q&A Forum Reliable?

Tianyi Zhang(Univ. Of California, Los Angeles) 
Ganesha Upadhyaya(Iowa State Univ.) 
Anastasia Reinhardt(George Fox Univ.)

28-3

Stack OverflowのようなQ&Aフォーラムの回答はあくまでもク
イックスニペットである．書かれている内容がそのまま正当な(安
全な)コードであると判断するのは注意した方がいい． 
また，初心者のためにそのAPIの実用コードを載せるべき．

要約

紹介者 : 京都工芸繊維大学  M1  塩津 拓真



● Stack OverflowなどのQ&Aフォーラムに投稿さ
れているコード例の信頼性は十分に検討されてい
ない． 

● Stack Overflowに関する研究はたくさんあるが，
そのいずれもAPI使用法の正確性の点での信頼性
を調査していない．

背景

!2
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● Stack Overflowの投稿内容を評価するためのデータ
セットを作成 
1.GitHubからリポジトリを選出(380,125個) 
2.ASTのトラッキングやIntra-procedural program slicing
を使用して対象の70のJava APIを使用している部分を抽出 

3.共有部分のシーケンスを検出(BIDE) 
4.セマンティック等価性に基づいて，ガード条件をクラスタ化 

● Stack Overflow(2016年)の投稿の中から今回の対象
となるJavaの記事 217,818件に対して適用

手法

!3
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● 対象としたStack Overflowの投稿のうち，31%
がクラッシュやリソースリークなどの予期しない
動作を引き起こす可能性があった． 

● 得票数と安全性に強い相関はなかった． 
● 検出したAPI違反の種類 

○ 制御フローの欠如 
○ API呼び出しの順序ミス 
○ ガード条件のミス

結果

!4
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Are Code Example on an Online Q&A Forum Reliable?, ICSE2018, Fig.5



😊Stack Overflowの投票ポイントとその内容(コー
ド)の安全性に強い相関が無いという結果は面白かっ
た． 

🤔今回はJavaの基本的なAPIに絞っているので，ど
こまで汎用化できるのか気になる． 

😘Chrome拡張での実装と使用したデータセットが
公開されているのが良い． 
✓ http://web.cs.ucla.edu/~tianyi.zhang/

examplecheck.html

所感

!5
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http://web.cs.ucla.edu/~tianyi.zhang/examplecheck.html
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Neuro-Symbolic Program Repair for 
Correcting Introductory Programming 
Assignments

Sahil Bhatia, Pushmeet Kohli, Rishabh Singh

紹介者: 大阪大学 楠本研 有馬 諒

ニューラル言語モデルによる構文エラーの修正に対応した
プログラミング課題自動フィードバックシステム



paper #

3-1概要

• プログラミング課題に対する
自動フィードバックシステム
正解プログラムと同等の機能を実現するための
最小の編集内容を生成

• 既存手法は構文エラーがないことが条件

• ニューラル言語モデルを組み合わせることで
構文エラー修正に対応

1



paper #

3-1手法

2

✔SynFix Sketch✘

構文エラーを
含む回答

構文的に
正しい回答

言語モデル

正しい回答

再帰型ニューラルネット (RNN) 
によるモデル
複雑な依存関係を学習可能

構文エラーを言語モデルの
予測に従って修正

正解プログラムと同じ機能に
なる最小の編集を探索 [1]

[1] A. Solar-Lezama, et. al., “Combinatorial sketching for finite programs”, In ASPLOS, 2006.

エラーモデル

論文中の Figure 3 より引用



paper #

3-1例

3

def gcdIter(a,b):
m=min(a,b)
while a%m!=0:

or b%m!=0:
m = m + 1

return m

def gcdIter(a,b):
m=min(a,b)
while a%t!=0

or b%t!=0:
m = m + 1

return m

def gcdIter(a,b):
m = min({a|m|b},{b|m|a})
while {a|m|b}%{t|a|m|b}!=0

or {b|m|a}%{t|a|b|m}!=0:
m = {m|a|b} {+|-} 1

return m

def gcdIter(a,b):
m=min(a,b)
while a%m!=0

or b%m!=0:
m = m - 1

return m

論文中の Figure 1 より引用

構文エラーを含む回答 構文エラーを修正

Sketchによる探索 正しい回答

構文エラー箇所を特定 言語モデルによって修正
未定義の変数tが出現

最小の編集で正しく回答
となるプログラムを探索



paper #

3-1実験

8種の課題，14,526個の
構文エラーを含むプログラムに適用

4

意味的エラーまで修正成功
3,455 (23.8%)

構文エラーのみ修正成功
5,234 (36.0%)
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3-1所感

• 課題設定が明確で研究の目的がわかりやすい

• 機械学習分野の関連研究についても
述べられており参考になる

• 既存の構文エラー自動修正手法との比較が
少ない

5
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1: public class BoundedStack { 
2:   Integer[] elems; int numElems; 
2: BoundedStack(int max) { elems = new Integer[max]; } 
3:   void push(Integer k) {// check size against capacity
4:      elems[numElems++] = k; } 
5:   void pop() { --numElems; } 
6:   Integer peek() { 
7:      if(size() = 0)
8:        return null; 
9:      else return elems[size() - 1]; }  

10:   void clear() { numElems = 0; } 
11:   int size() { return numElems; } ... }

12:   @Test t1() { 
13:      BoundedStack bs = new BoundedStack(3); 
14:      bs.push(3);
15:      assertEquals(1, bs.size()); } 

16:   @Test t2() { 
17:      BoundedStack bs = new BoundedStack(3); 
18:      bs.push(4); bs.push(5);
19:      bs.pop();
20:      assertEquals(4, bs.peek()); } 

21:   @Test t3() {  
22:      BoundedStack bs = new BoundedStack(3);
23:      bs.push(6);
24:      bs.clear();
25:      bs.pop(); 
26:      assertEquals(null, bs.peek()); } 

ArrayIndexOutOfBoundsException
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18:      bs.push(4); bs.push(5);
19:      bs.pop();
20:      assertEquals(4, bs.peek()); } 

21:   @Test t3() {  
22:      BoundedStack bs = new BoundedStack(3);
23:      bs.push(6);
24:      bs.clear();
25:      bs.pop(); 
26:      assertEquals(null, bs.peek()); } 

��� t1 t2 t3 ���
2 1 1 1 0.91

4 1 1 1 0.91

5 0 1 1 0.95

7 0 1 1 0.95

8 0 0 0 0.00

9 0 1 1 0.95

10 0 0 1 1.00

11 1 1 1 0.91

result � � � -
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Test: t3

Method: BoundedStack: clear
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elems[0]:6 elems[0]:6 0.0

elems[1]:0 elems[1]:0 0.0

elems[2]:0 elems[2]:0 0.0

numElems:1 numElems: 0 2.0
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23:      bs.push(6);
24:      bs.clear();
25:      bs.pop(); 
26:      assertEquals(null, bs.peek()); } 

2����	
��

��� t1 t2 t3 t4 ���
2 1 1 1 0 0.91

4 1 1 1 0 0.91

5 0 1 1 0 0.95

7 0 1 1 0 0.95

8 0 0 0 0 0.00

9 0 1 1 0 0.95

10 0 0 1 1 0.71

11 1 1 1 0 0.91

result � � � � -
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[12-1] Does the Propagation of Artifact Changes across Tasks reflect Work Dependencies?

ICSE 2018 勉強会 紹介：NAIST 飯田研崔

Does the Propagation of 
Artifact Changes across Tasks 

reflect Work Dependencies?
Christoph Mayr-Dorn (Johannes Kepler University Linz, Austria) 

Alexander Egyed (Johannes Kepler University Linz, Austria)

Mylynデータセットを用いて異なるタスク間の変更
伝播(Change Propagation)を調査した．

Mylynのタスク分析に興味のある
研究者
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背景と目的

目的：以下のリサーチクエスチョン(RQ)に答える
- RQ1.リンクされたタスクペア間で変更伝播はどれほど起きるか？
- RQ2. 2つのタスク間で変更伝播が行われる理由は何か？

開発者は，互いに依存しているタスクを調整する必要があるが，互
いに依存しているタスクを識別するのは難しい

- タスクの依存関係を特定するための変更伝播の有用性と適用可能性に
関する知見が必要

変更伝播：開発者が自分のタスクを作業するために
そのタスクに依存しているタスクの成果物(artifacts)

にアクセスすること
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調査結果
Mylynデータセットの160個のタスクリンクを調査
RQ1: リンクされたタスクペア間で変更伝播はどれほど起きるか？

- リンクされたタスクペアの中で約64%に変更伝播が発生した
RQ2. 2つのタスク間で変更伝播が行われる理由は何か?

- リンクされたタスクペアで変更伝播が発生した理由: 作業継続, 成果物
の再利用, タスク分解, 小規模バグ修正

- リンクされなかったタスクペアで変更伝播が発生した理由：タスクク
ラスタメンバーシップ,  サポートクラスタメンバーシップ,ユーティリ
ティ成果物の相互アクセス,直交する関心事，コア成果物アクセス，
グランドタスク

変更伝播が発生し
なかった

BiRCP
bin

リンクされた
タスクペア

リンクされなかった
タスクペア

絶対数 割合 絶対数 割合
0.0 58 36.3% 76,231 92.819%
>0.1 102 63.7% 5,897 7.181%

変更伝播が発生した
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感想

変更伝播に着目した実証的研究を行った点は、興味深い

詳細な実験の内容の記載がなくわかりづらい
- 「実験データおよび詳細な実験内容は公開されているからその
サイトで確認してね」と論文に記載されているが。当該サイト
で「File(s) not publicly available」と表示される.

• https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5346253.v1
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Large-Scale Analysis of Framework-Specif ic
E x c e p t i o n s i n A n d r o i d A p p s

Lingling Fan, Ting Su, Sen Chen, Guozhu Meng
Yang Liu, Lihua Xu, Geguang Pu, Zhendong Su

例外によるクラッシュの情報を大規模に収集し、その原因から例外検出/
位置特定の精度向上のアプローチを提言している

テスト・欠陥検出関連の研究者の他、
アプリ開発者にお勧めの論文

🏆🏆
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手法・RQ

2486件のアプリから16245個の例外を検出
- IssueTrack：6577
- 自動テスト：9722

例外の分類、原因、検出、修正について調査

Figure 2: Obfuscation study methodology (出典: Large-Scale Analysis of Framework-Specific Exceptions in Android Apps)
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得られた知見
RQ1:例外の種類

- AppManagement、Databese、OSに関する例外が大半を占める
RQ2:例外が起こる原因

- アプリライフサイクル、メモリ/ハードウェア、Androidフレーム
ワークの制約に関するエラーに関する誤りが多い

RQ3:バグ検出ツールによる検出
- 既存の静的解析ツールでは多くの例外検出に効果がない
- 動的解析ツールもデータベースやフレームワークの制約、などには
効果がない

RQ4:修正パターン
- 実行条件のチェック、スレッドの適切な利用、コールバックの処理
に関する修正がよく行われている

- メモリやライフサイクル、同時実行性、UIの更新に関するエラーの
修正は難しい
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論文の貢献
Androidアプリの例外に関する大規模な調査
例外検出、例外の発生位置特定への知見の応用

- 未知の例外発生を検出することができた
- 発生した例外情報からその原因を特定することができた
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所感
3種類の自動テストを4か月かけて例外による
クラッシュ発生データを収集している点に脱帽
各RQも1つ1つが読みごたえがある
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A Large-Scale Empirical Study on the Effects of Code
Obfuscations on Android Apps and Anti-Malware Products

Mahmoud Hammad, Joshua Garcia, and Sam Malek
(Department of Informatics University of California,)

Androidアプリの難読化によるアンチマルウェアソフトの検出性能への
影響についての大規模な調査
->アンチマルウェアソフト/難読化ツールの改善に活かす知見を得る

大規模な実践的な調査についての
研究を行う人にお勧めの論文
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調査手法

4つのRQに沿って調査を実施
- 73,362個の難読化アプリのデータセット

• 対象：3000個ずつ良性/悪性アプリ
• 7つのツールによる29種類の難読化の組み合わせ

- 21個のアンチマルウェアソフト

Figure 1: Obfuscation study methodology (出典: A Large-Scale Empirical Study on the Effects of Code Obfuscations on Android Apps and Anti-Malware Products)
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RQの設定、得られる事
RQ1：難読化の種類ごとのマルウェア検出への影響

- どの難読化に対して対策するか
- どの難読化によって誤って悪意のあるアプリになるか

RQ2：難読化ツールごとのマルウェア検出への影響
- 悪意のあるアプリがどのように検出を逃れているか
- 通常のアプリ開発時の難読化ツール選択指標

RQ3：アプリリリースからの時間のマルウェア検出への影響
- 検出精度がどのように時間の影響を受けるか

RQ4：難読化による実行可能性への影響
- 難読化によってアプリの挙動が変わるか
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得られた知見
コード難読化はAndroidのアンチマルウェアソフトに大きな影響を与える
リフレクションを用いた難読化は悪意のあるアプリと判定されやすくな
る

Manifestファイルの変更は検出力を28％低下させる
複数の難読化の組み合わせは検出率に影響を与えない
識別子変換・文字列変換・制御フロー変換は最もアンチマルウェアソフ
トを回避する組み合わせである

 ADAM, Apktool/Jarsignerは検出精度を最も低下させない変換ツールであ
る

 DashOは最も検出精度を低下させる
アンチマルウェアソフトは悪意のあるアプリの署名を採用するのが遅い
変換前と返還後で挙動が変わらないアプリケーションは0-62％である



[12-4] A Large-Scale Empirical Study on the Effects of Code Obfuscations on Android Apps and Anti-Malware Products

ICSE 2018 勉強会 紹介：NAIST 飯田研上村

所感
調査方法として特に凝ったことをしているわけ
ではない
各RQについて、誰(アプリ開発者、難読化ソフト
開発者、マルウェア検出ソフト開発者)にとって
どの様に役立つ知見が得られるのかが丁寧に説明
されている



概要：
iOSアプリにおける難読化適用の実態を調査．
収集した1,145,582本の中から，難読化されたアプリを
6,600本を自動で抽出し，その後，手作業で解析した．
合計539本（601バージョン）を特定した．

担当：
NCS&A 株式会社

山内 寛己
（NAIST松本研OB）

2018/7/13
ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-

SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
1
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Software Protection on the Go: 
A Large-Scale Empirical Study on Mobile 
App Obfuscation
Pei Wang, Qinkun Bao, Li Wang, Shuai Wang, Zhaofeng Chen, Tao 
Wei, Dinghao Wu
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背景

iOSは影響のあるモバイルプラットホームなのに，Android
と違い，あまり研究対象なっていない

プラットホームとしてAndroidと大きく異なる点：
Android のように公式に難読化をサポートしていない
 Android には，SDK に ProGuard が用意されている

 iOSでの難読化適用の手段：

1. サードパーティのライブラリの利用

2. 自分自身で難読化を適用

 iOS 8より前まではサードパーティのライブラリを動的リ
ンクができない
実行バイナリ内にアプリ本体とライブラリのコードが混在している

2018/7/13
ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)

2



2-1
適用が予想される難読化手法

2018/7/13 3

シンボル名の書換え
ユーザが定義可能な変数名などを
ランダムな名前に置き換える

文字列の符号化
リテラル値を特定の値 （0xAB） と
xor を取って符号化する

参照する際は，0xAB で
再度 xor すれば元の文字列が得られる

※本論文より引用

※本論文より引用

ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
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適用が予想される難読化手法（つづき）

2018/7/13 4

逆コンパイル阻止
バイナリコードをIDA Pro[2]などの
デバッガを使用した際に逆コンパイル・
逆アセンブルさせないように細工

制御フロー平坦化
基本ブロックを実行順序を
保持しながらswitch文を使って
分岐に変換する

[2]: IDA: About. https://www.hex-rays.com/products/ida/.

※本論文より引用

ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
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調査方法（3章＆４章）

RQ1: 難読化されたモバイルアプリにおける特徴は何か

RQ2: どのような難読化が適用されているか

RQ3: アプリのレビューは難読化の採用にどのような影響があるか

RQ4: 難読化されたアプリはリバースエンジニアに対し耐性があるか

2018/7/13 5

1,145,582
instaces

アプリの収集
(2016年2～10月)

6,600
positives

難読化の自動検出 人手(2人)による検証

601 vers of
539 apps

計600人時超！

ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
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FINDINGS（5章）

RQ1: 難読化されたモバイルアプリにおける特徴は何か
ほとんどのアプリが何らかの形（自前で難読化，ライブラリの使用，自前＋ラ

イブラリの使用の併用）で，難読化されている．
また，自動化された難読化ツールが広く採用されている．

RQ2: どのように難読化が採用されているか
難読化の採用は，機能（広告，セキュリティ，DRM，決済, etc.）とアプリのカ

テゴリ（Game，Finance，Utility, etc.など）に強く相関している
特定のカテゴリにおいて、より複雑な難読化の組み合わせを採用する傾向が

ある
ただし，パフォーマンス低下や実装コストを気にする場合はこの限りではない

RQ4: 難読化されたアプリはリバースエンジニアに対し耐
性があるか
大半のアプリは難易度の低いリバースエンジニアリングに対して脆弱ではあ

るが，適切な難読化を採用することで回避できる

2018/7/13 6
ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
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所感

Findings（5章） が非常にていねいに語られている
paperの約半分が割かれている

2018/7/13 7
ICSE 2018 勉強会 (2-1 SOFTWARE PROTECTION ON THE GO: A LARGE-
SCALE EMPIRICAL STUDY ON MOBILE APP OBFUSCATION)
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Sergey Mechtaev

National University of Singapore 
Manh-Dung Nguyen

National University of Singapore
Yannic Noller

Humboldt University of Berlin

Lars Grunske
HumboldtUniversity of Berlin 
Abhik Roychoudhury

National University of Singapore

2018/7/13 ICSE勉強会
紹介者：九州大学 村本大起

一言：リファレンス実装による自動修正
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リファレンス実装を用いて
仕様推定、パッチ作成を行う
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int search(int x, int a[], int length){
for(int i=0; i<length; i++){
if(x==a[i]) return i;

}
return -1;

}

int search(int x, int a[], int length){
int L = 0;
int R = length - 1;
do {
int m = (L + R) / 2;
if (x == a[m]) return m;
else if (x < a[m]) {
L = m + 1;

} else {
R = m – 1;

}
while (L <= R);
return -1;

}

:4&<>,Xe
2+Yb��
5=+97

正しい条件は
x > a[m]

5-1

3
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Sergey Mechtaev, Manh-Dung Nguyen, Yannic Noller, Lars Grunske, 
Abhik Roychoudhury.: Semantic Program Repair Using a Reference 
Implementation. In ICSE, pp.129 -139(2018)
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Sergey Mechtaev, Manh-Dung Nguyen, Yannic Noller, Lars Grunske, 
Abhik Roychoudhury.: Semantic Program Repair Using a Reference 
Implementation. In ICSE, pp.129 -139(2018)
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Software Repair II

Automated Repair of 
Mobile Friendly Problems

in Web Pages
Sonal Mahajan University of Southern California, USA 

Phil McMinn University of Sheffield, UK 
Negarsadat Abolhassani University of Southern California, USA 

William G. J. Halfond University of Southern California, USA 

2018/7/13 ICSE�%�
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5-2Motivating Example

3

�#£[1] p4,Figure2,(a), (c)
[1] Mahajan, S., Abolhassani, N., McMinn, P., & Halfond, W. G. (2018, May). Automated Repair of Mobile Friendly Problems in Web
Pages. In Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering (ICSE).
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	:<h2, font-size, 30px>

↓
<h2, font-size, 24px>
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- Mobile Friendliness Score,
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�#£[1] p4, Figure1

�#£[1] p4,Figure2,(a) �#£[1] p4,Figure2,(c)

[1] Mahajan, S., Abolhassani, N., McMinn, P., & Halfond, W. G. (2018, May). Automated Repair of Mobile Friendly Problems in Web
Pages. In Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering (ICSE).
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5-3 Static Automated 
Program Repair for 
Heap Properties

2018/07/13 ICSE勉強会
紹介者: 九州大学 高橋裕太

1

一言: ヒープに関する修正パッチを対象プログラムから生成



5-3概要 2

� 言語に依存しない
� テストケースを用いず、
対象プログラムの他の部分からパッチ生成
�意味論的に効果が高く、オーバーフィットを防ぐ

� 修正するバグの対象はヒープに関するバグ
�メモリリーク、リソースリーク、null逆参照

Inferと呼ばれる静的解析ツールを拡張して実装

� Automated Program Repair(自動プログラム修正)の研究
� 提案手法の特徴



5-3アプローチのイメージ 3

{ pvar � Null } C { _ � Exn } ← 見つけたい仕様

← 仕様を満たす
プログラムCを修正候補に

← 仕様に違反する箇所を特定し
修正候補を用いて修正

��: Static Automated Program Repair for Heap Properties. ICSE2018. Figure 2 

例: null逆参照



5-3結果 4

� 11個のGithubプロジェクトに適応

��: Static Automated Program Repair for Heap Properties. ICSE2018. Table 1 

55個のバグを修正 FPは5％



5-3所感 5

� ツールの評価が丁寧

�生成したパッチの品質

- パッチの正しさ、パッチの適応場所、
パッチ適用によるさらなるバグの発見

�意味論的に正しくなるか

�ツールの制限と拡張性の議論

� どこからが今回の研究でどこまでがInferの機能？



23-1

2018/07/13	ICSE�,	

T�V : 	�*$' g�l�

�^²R+x��<e�CDA4Z7�



23-1
W;

�¨£"6� �u�¬£©�¡�&/�@
¯CDA°
◦H(������=L~t±�L���yq�itp�

2

��)Y¤«�¨¦

“X”��G “X”��j

¤«�¨¦A ¤«�¨¦B

Conflict



23-1
B\
���>��F}z8yq�¨£"6� �u
nMCDA3E�5O
1. ¢§�¬��&|{±#P#C�¢§�¬�eL�X

2. K]�X/�}�±%-�f�0!�[O

3. J)M�����¤«���¡��IM�eL�X

�© ��ª¥�]@¯CPA°�7�z�
◦���¬£©�¡�&h���q�5O
◦���© ��ª¥��K]_Qz����m

3



23-1
3E

�¬£©�¡�&h��R+� �q}
�IM�nMCDA3E�5O
R+�3���oz�
R+x��CDA_Q�ª�©�¦�5O

4

)k�

�¬£©�¡
�&h�t
p�s�rs

)k�

�¬£©�¡
�&h�

aw�r�

�X/�p�
�¬£©�¡
�&h�

Binary Coarse Fine



23-1
UA

Runtime(m.ss.x) #Results(mean)

Rule	set #Rule	
pairs

MCR/
MDR

CR/
DR ess.	CPA MCR/

MDR
CR/
DR ess.	CPA

Refac 64 0:00.3 0:00.3 0:08.7 1.0 1.4 2.6
FM	Edit 1681 0:05.3 0:16.3 8:41.1 0.5 1.3 2.6
NanoXML 1296 0:04.6 0:04.7 1:30.4 0.2 0.2 0.2

5

Table	4:	RQ1.	9&�CPA�@3E�D�±��~v:q�s

Rule	set precision recall
Refac 0.88 1.0
FM	Edit 0.98 1.0
NanoXML 1.0 1.0

Table	5:	RQ2.d$b
(overapproximation)�+�q

Leen	Lambers	and	Daniel	Struber	and	Gabriele	Taentzer	and	Kristopher	Born	and	Jevgenij	Huebert
Multi-granular	conflict	and	dependency	analysis	in	software	engineering	based	on	graph	transformation
Proceedings	of	the	40th	International	Conference	on	Software	Engineering,	ICSE	2018
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Table	4:	RQ1.	9&�CPA�@3E�D�±��~v:q�s

Rule	set precision recall
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(overapproximation)�+�q

Leen	Lambers	and	Daniel	Struber	and	Gabriele	Taentzer	and	Kristopher	Born	and	Jevgenij	Huebert
Multi-granular	conflict	and	dependency	analysis	in	software	engineering	based	on	graph	transformation
Proceedings	of	the	40th	International	Conference	on	Software	Engineering,	ICSE	2018

Fine 9&3ECoarse
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2018/7/13 ICSE勉強
紹介者: 九州大学 中野大扉



23-2タイトル和訳

Self-Hiding Behavior in Android Apps

1

Androidアプリ内の，自分を隠すような振る舞いを

Detection and Characterization

検出，特徴化する
(ことで，マルウェアを検出する)



23-2Self-Hiding Behavior (SHB) とは
アプリが，悪性がある動作を
ユーザから隠すための振る舞い

2

�������

アプリ起動

�������

インストール

アイコンを
非表示にする

実行中のリスト
から自分を消去



23-2論文のキモ

3

一般的なスキャンツール

SHBを検出することで
悪意のあるアプリを発見�������

アプリ起動

実行中のリスト
から自分を消去



23-2検出ツールの概要

4

Z.	Shan,	I.	Neamtiu,	and	R.	Samuel,
“Self-hiding	behavior	in	Android	apps:	detection	and	characterization”,	
Proceedings	of	the	40th	International	Conference	on	Software	Engineering,	ICSE	2018



23-2検出ツールの概要

5

5つの分析をベースにSHBを検出

Z.	Shan,	I.	Neamtiu,	and	R.	Samuel,
“Self-hiding	behavior	in	Android	apps:	detection	and	characterization”,	
Proceedings	of	the	40th	International	Conference	on	Software	Engineering,	ICSE	2018



23-2検出ツールの詳細

6

分析名 内容
SAPI Self-Hiding(SH)でよく利用されるAPIがあるか

PAPI メッセージの送信/削除と言ったペアがあるか

UD SAPIがユーザが行うアクティビティか

AF アクティビティが表示される前に終了するか

AA ユーザを欺くような動作をしているか



23-2評価と結果の一部
マルウェア198件 - 246個のSHBを対象に適用
◦ SHBは手動で特定

結果
◦ Precision 82.64%
◦ Recall 89.02%
◦ F-measure 85.71%

(略) “indicating that our tool is quite effective.”

7

Z.	Shan,	I.	Neamtiu,	and	R.	Samuel,
“Self-hiding	behavior	in	Android	apps:	detection	and	characterization”,	
Proceedings	of	the	40th	International	Conference	on	Software	Engineering,	ICSE	2018



23-2所感
モチベーションが明確
結果もわかりやすい

検出したマルウェアの具体例がもっとあれば

8
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ConflictJS : Finding and Understanding
Conflicts Between JavaScript Libraries

2018/7/13 ICSE勉強会
紹介者: 九州大学 村岡北斗

Jibesh Patra
TU Darmstadt

Jibesh.patra@gmail.com

Pooja N. Dixit
TU Darmstadt

poojandixit@gmail.com

Michael Pradel
TU Darmstadt

Michael@binaevarianz.de

JavaScriptで書かれたライブラリ間の競合を
自動で検出するツールの紹介

ひとこと紹介



23-323-3背景
•多数のJavaScriptライブラリが開発されている
•多くのアプリケーションが複数のライブラリを使用
（webサイトでのライブラリ利用数:中央値9,最大値
202）

• JavaScriptには名前空間がない
つまりライブラリ間の競合が起こりやすい
•理想的には名前空間の代わりに
“single API object” patternを使用
• しかし実際のライブラリでは29%しか利用されていない

つまりJSライブラリの競合について考える必要性有
1



23-323-3動機
JavaScriptライブラリ競合検出の問題
•競合の影響が実行時にのみ
現れる場合もあり
静的に解析するのが難しい
•ライブラリの数が多いと
どのライブラリ間で競合が
起きているか探すのが
非常に手間

JavaScriptライブラリ間での
競合を自動的に検出する
ツールを作成

2Patra, Jibesh, Pooja N. Dixit, and Michael Pradel,
"ConflictJS: finding and understanding conflicts between JavaScript libraries.”,
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering. ICSE 2018



23-323-3アプローチ
JavaScriptライブラリ間での競合を
自動的に分析するためのツール : ConflictJS

3

(1)個々のライブラリを
動的に解析

���

$

hoge.debug

_

A

B

C

(2)組み合わせて
動的に解析

B C

ERROR:＄~

コンフリクトの発生を確認

$



23-323-3結果

4

• 951のJavaScriptライブラリを対象に実験
166のライブラリが1つ以上の競合に関与
•検出された競合を手動で分類した結果
競合の原因となった7種類の原因が存在

•結果の他にもライブラリの実証分析を行っていて
ツールの有用性について理解しやすかった

所感
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論文紹介 

Sentiment Analysis for Software Engineering:  
How Far Can We Go?

Bin Lin, Software Institute, Università della Svizzera italiana (USI), Switzerland  
Fiorella Zampetti, Department of Engineering, University of Sannio, Italy  
Gabriele Bavota, Software Institute, Università della Svizzera italiana (USI), Switzerland  
Massimiliano Di Penta, Department of Engineering, University of Sannio, Italy  
Michele Lanza, Software Institute, Università della Svizzera italiana (USI), Switzerland 
Rocco Oliveto, STAKE Lab University of Molise Italy 

@ ICSE勉強会, 2018/07/13

紹介者
米内 裕史 - Yonai Hiroshi 
筑波大学 北川・天笠データ工学研究室

ソフトウェア工学関連のテキストに対して，感情分析のツールを 
適用することの妥当性を検証

4-1



背景｜Sentiment analysis  2

文章に含まれている意見のPositive/Neutral/Negativeを判定する手法を 
ソフトウェア工学に利用する研究が存在する

•モバイルアプリケーションのレビューのPositive/Negative判定 *1 
•ライブラリのAPI設計に関する改善要求を特定 *2  
•開発チーム内に存在するdistress，happinessを特定 *3

*1 : [Goul et al. 2012][Panichella et al. 2015] *2 : [Zhang et al. 2013] *3 : [Tourani et al. 2014]

既存の感情分析を行うツールはソフトウェア工学の文脈のテキストに 
適用することを想定していないものが多い

•過去のいくつかの研究が，学習を行ったデータセットと 
異なるドメインのデータに対して感情分析を行うと，精度が 
落ちる可能性がある事を示唆している

複数のデータセット・感情分析ツールで判定精度の検証
4-1



実験結果  3

Pos/Neu/Negの予測精度を5つのツール・3つのデータセットで検証

Lin et al. “Sentiment Analysis for Software Engineering: How Far Can We Go?” Table5 より抜粋

4-1



実験結果  4

Pos/Neu/Negの予測精度を5つのツール・3つのデータセットで検証

Lin et al. “Sentiment Analysis for Software Engineering: How Far Can We Go?” Table5 より抜粋

•Positive/Negativeと，Neutralの区別が難しい 
•いずれのデータセット・分析ツールでも，予測精度に一定の問題がある 
•アプリのレビュー文章のような，感情が表現されがちな文章に関しては 
Positive/Negativeの精度が高い（逆にNeutralの精度が低い） 

• StackOverfowのような，建設的な議論が求められる文章に関しては 
Neutralの精度が高い（逆にPositive/Negativeの精度が低い）

4-1



所感  5

あまり見ない構成の論文だった

感情分析の手法を新たに提案している訳ではない

データセットの妥当性に疑問
• Positive/Neutral/Negativeのデータセット数が違いすぎる

•著者の「失敗談」を述べている 
•ソフトウェア工学の分野に対して感情分析ツールを適用させることは 
精度の点で問題がある可能性がある，という警告 

•今後のこの分野の研究に向けて，著者の教訓を述べている

•既存手法の比較結果も意外性や目新しさを感じない

•各データセット・各感情分析手法の特徴に基づき 
Positive/Neutral/Negativeの3つそれぞれについて議論

細かい観点からの考察

4-1
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Roles and Impacts of Hands-on 
Software Architects in Five Industrial 

Case Studies
Inayat Rehman, Mehdi Mirakhorli, Mei Nagappan, 

Azat Aralbay, Matthew Thornton

紹介者:早瀬康裕 (筑波大学)

一言でまとめると……

実証的な調査に基づいて
「Software Architectはコードを書くべき」

と強く主張



Software Architectは
コードを書くべきか?
• 議論の絶えないテーマ

• リポジトリマイニングとインタビューを組み合わせて，実証的に調査

• 特徴:認証や監査のような，設計の枠組みを成す部分 (architectural 
tactics) と，その他の機能を実現する部分とを分けて調査したところ
• Tacticsの検出には，著者らが過去に提案した手法を利用

大規模で精度の高い調査．Tactics の検出アルゴリズムを持つ強みを生か
しつつ，手動の調査を丁寧に実施している

開発者の興味を惹きそうなテーマ

Industrial systemと書かれているが，調査対象は現代的なOSS
• 企業内の開発でも同じことが言えるか？

Architect とそれ以外の developer という二分類での調査は適切か?
(developer にスキルが低い人が含まれているのでは?)



RQと結果の概要

調査対象 (全てApacheプロジェクト)

• Hadoop, Hive, OfBiz, OpenJPA, Pig

RQ1. Architect はコードを書いているか?
→ Yes (少なくとも調査対象プロジェクトでは)

RQ2. Architect はどんな種類のコードを書いている?
→ tactic と functionの両方

RQ3. コードを書くArchitectの利点を実証的に示せるか?
→ tactic を実現する部分で，Architect によるコミットの
方が欠陥が少ないことが分かった



Architect の特定
個々の開発者に対して， Architect が持つべき知識領域に
ついてのプロフィール (下図)を手動で作成する．

ここから，Architectらしき人を手動で抽出し，本人にイ
ンタビューで確認

“Roles and Impacts of Hands-on Software Architects in Five Industrial Case Studies”, ICSE2018より引用



Hung Phan1, Hoan Anh Nguyen1, Ngoc M. Tran2,
Linh H. Truong2, Anh Tuan Nguyen3, Tien N. Nguyen2

1. Iowa State University, USA
2. University of Texas at Dallas, USA
3. Independent Researcher, USA

Statistical Learning of API Fully Qualified 
Names in Code Snippets of Online Forums

コード断片内のPQN(不完全修飾名)を統計的機械翻訳を使って
FQN(完全修飾名)へ高精度に変換できるようになった

20-1 

資料作成者：溝渕 裕司（富士通研）
0



20-1: 背景
 Stack Overflowなどに投稿されるコード断片には、不完全・不明瞭
な箇所が多く、コード理解の障壁となっている
例えば、下の例のEventListenerは対応するFQNが複数あり、分かりにくい

•com.google.gwt.user.client.EventListenerだと知りたい

コード断片

https://stackoverflow.com/questions/34595
450/add-gwt-widgets-inside-an-iframe-in-
uibinder

不明瞭１：宣言されて
いない変数
例:iframe

不明瞭2：FQNが分から
ない型

例:EventListenerなど

1



20-1: 解決方法
統計的機械翻訳で高精度に変換
具体的には、事前に大量のコーパスPQN-FQN間のn-gramマッチングを
モデル化し、推定確率が最大化する系列を推定
•推定時に高速化するためにビームサーチを行ったとのこと

ポイント:
•1. API要素（クラス名、メソッド呼出し、フィールドアクセスなど）の使わ
れ方には確率的な規則性が存在する

•2. あるAPI要素のFQNは前後のAPI要素との相互の影響で決定される

2



20-1: 従来手法との比較
従来手法：
 Partial program analysis
 Text analysis
 Iterative, deductive analysis (ベースライン; Bakerらの方法）

従来手法の課題：
ルール/ヒューリスティックに基づく変換では、コード断片のように失
った情報の多い状況で効果的な推定が行えなかった

実験結果：
 BakerらよりもStack Overflowのコード断片に対して高精度化を実現

めでたし！
3



20-1: 所感
いいね！
 n-gram言語モデルと単純なモデルなのに精度が出ててすごい

•もっと複雑なモデルを使うとどのくらい精度が出るのだろう
•そんなに精度高くしても仕方ない？

 FQNよりコード補完して動くコードにしてもらいたい
•深層学習の生成系とか駆使したら出来ないでしょうか？

実際どうなんですかね！？
 Stack OverflowでPQNだから読めないって人はどの程度いるのだろう
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Andrew Head1, Caitlin Sadowski2, Emerson Murphy-Hill3, 
Andrea Knight1

When Not to Comment :
Questions and Tradeoffs with API Documentation 
for C++ Projects

20-2

資料作成者：中川 尊雄（富士通研）

APIのドキュメントをどこに、どれくらい書くといいだろうか？
API利用者とメンテナの言い分を聞いてみた。

1. UC Berkley
2. Google
3. North Carolina State University

• https://goo.gl/wMg3vY
（[1]でリファレンスされている。インタビュー内容など）

5
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背景：不十分なAPIドキュメントがAPIの利用を阻む
Googleでは601人中274人が半年以内に経験
情報不足は”standard fact of life”
文献・研究でも指摘されている

どう対応すればいいかは十分にわかっていない
1. 何の情報が不足しているのだろうか？
2. どうすればメンテナは情報を足してくれるだろうか？
3. 情報を足せば開発者の助けになるだろうか？

⇒調査しよう！

モチベーション

6



検索者インタビュー・サンプリング調査



APIドキュメントのメンテナへのインタビュー
検索者に対する調査結果を見せて意見を聞く

•“開発者の訴えに応じてコメントをアップデートすると思う？”
•“なぜコメントをアップデートしないのか？”

次の挙動を示した開発者
（ログ解析で特定）

調査方法

.h .cc

対
象

ヘッダでは
情報不足だ

実装を
見よう

方
法

• インタビュー (18名)
• 画面上でのアンケート

(約1900件)

調
査
の
例

• 知りたかった情報は何か？
• どこに書いてあれば便利
だったと思うか？

7



結果
検索者は利用法をヘッダに書いてほしいと思うことが多い

•「副作用」「隠れた契約」のように複雑な例であっても
メンテナは基本的にコメントのアップデートに消極的だ

•「最小限の説明」「適切な時期ではない」などの理由がある

所感
実験方法がすごい！ 開発環境の整備度の高さが活きる

•既に利用されているツールを改造し、アンケート機能を埋込み
結論ではメンテナと検索者のtrade-offを提示したのみ
総評：APIドキュメントの追加・改善について研究する際に

必要な背景が提示されており、参考になるだろう

結果と所感
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Brian Hempel†, Justin Lubin†, Grace Lu†, and Ravi Chugh†

† University of Chicago
発表 :  横山（富士通研）

DEUCE: 
A Lightweight User Interface for 
Structured Editing

紹介ビデオ・スライド・ユーザースタディ環境が利用可能
https://ravichugh.github.io/sketch-n-sketch/

プログラムの構造を直接選択＆編集できるUIを提案一言で

20-3
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 背景 エディタの様式: テキスト編集 vs. 構造的編集
 テキスト プログラミング初心者はミスしやすい
 構造的 エキスパートはあまり使わない

 目的 テキストと構造的の両方使いたい
 テキスト キー操作に慣れると編集が早い
 構造的 プログラム構造を壊すミスを防げる

 アプローチ テキスト上に構造を表すUI部品
 テキスト 従来通りキーボードで
 構造的 UI部品をマウスで選択

ツールを実装 (Deuce) & 評価

概要

Scratch[1]

[1] Maloney J. et al. The Scratch Programming Language and Environment. ACM TOCE 2010.
※ 画像は著者スライドより https://ravichugh.github.io/sketch-n-sketch/static/documents/deuce-icse2018-slides.pdf

20-3
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提案手法｜Deuce

デモ環境（画像生成DSL上に実装） Shift キー押下で構造選択可能に

右クリックで選択された構造に適用可能な操作一覧が開く

緑のサブメニュー: デフォルトの挙動  マウスオーバーでプレビュー
※ 画像は著者スライドより https://ravichugh.github.io/sketch-n-sketch/static/documents/deuce-icse2018-slides.pdf

20-3
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 ユーザースタディ
 テキスト編集モードと構造的編集モードを比較
 21人の参加者（シカゴ大の学部生と院生）
 手順

1. チュートリアル
2. 編集タスク4種をテキスト編集のみと構造的編集のみで2回ずつ実施
3. 編集タスク2種をテキスト編集と構造的編集の両方使える状態で実施
4. アンケート

 結果
 テキスト編集の方が学習が早い
 一度学習したら構造的編集の方が操作が早い
 アンケートの結果，構造的編集の方が使いたい人が多い

評価20-3
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 構造的に選択できるのは新しい
 スコープを跨いだ定義の移動，共通した値の変数化も新規らしい

 デモ環境がオンラインにある
 すぐ試せます（Elmで実装されている）
 ユーザースタディも体験できます

 文中でナチュラルに図が挿入
されているのはHCI系ならでは？

所感

[2] Brian Hempel et al. Deuce: A Lightweight User Interface for Structured Editing. ICSE 2018.

画像は論文より[2]

20-3
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Chunyang Chen1, Ting Su1,3, Guozhu Meng1,
Zhenchang Xing2, Yang Liu1

From UI Design Image to GUI Skeleton:
A Neural Machine Translator to Bootstrap 
Mobile GUI Implementation

20-4

資料作成者：西村 駿人（富士通研）

AndroidのUI画面の画像から，GUIのスケルトンを生成するツールを
ニューラルネットワークを使って作った

1. Nanyang Technological University, Singapore
2. Australian National University, Australia
3. Chinese Academy of Sciences, China

• Webサイト: http://tagreorder.appspot.com/ui2code.html
• GitHub: https://github.com/ccywch/UI2code

• データセットへのリンクあり

14
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20-4: タスク紹介
UI画像からGUIのスケルトンを作る「翻訳機」を作った
ニューラルネットワーク（CNN・RNN）を使った
画像を入力，木構造を表すテキストを出力
開発者（デザインを受け取り，コーディングするまで）を代替・補助

Figure 2 (p667) 

評価実験
 1. 出力と正解データと比較し，評価尺度を見る
 2. 被験者によるツール有無の対照実験より，タスク遂行時間などを比較
実験の結果，評価尺度の値はよく，被験者実験も効果があることを確認

15



20-4: 6.3 Accuracy Evaluation の結果

左図:Figure 9 (b) 右図:Figure 11 (d) (p672) 

成功：画像背景とUI要素を分離し
うまく解析できた

失敗：画像が背景の，
小さいUI要素は解析できない

丁寧な分析も見どころ

16



20-4: 所感
機械翻訳タスクとして扱ったことが面白い
Androidアプリに限定することで，
画像からGUIフレームワークの要素を組み立てるという
機械翻訳の問題に落とし込めた
通常の機械翻訳と比較して，
語彙（要素）の少なさや，
一意に決まりやすいことも翻訳性能に寄与
データ収集から評価まで，網羅されている

データの妥当性と十分さに納得
Google Play の高ダウンロード数のアプリ，
上位6,000本を対象
同著者らのこれまでの研究の資産を活用
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Session 26:

Requirements and 

Recommender Systems

1. The Evolution of Requirements Practices in 
Software Startups

2. Traceability in the Wild: Automatically 
Augmenting Incomplete Trace links

3. A Temporal Permission Analysis and 
Enforcement Framework for Android

4. Global-Aware Recommendations for Repairing 
Violations in Exception Handling

紹介担当：
Project Management Solution Center, NTT DATA Corporation



The Evolution of Requirements Practices 
in Software Startups

一言でいうと…

ソフトウェアスタートアップ企業の成長に伴う、
要求プラクティスの変化とその要因構造を
Grounded Theoryを用いて示した.

26-1

Kyohei FUSHIDA
紹介者：山本 智基（NTTデータ）�



3

背景と貢献

■背景

小さな企業を対象に要求プラクティス(Requirements Practices)をまとめた先
行研究はある．しかし、企業の熟成によってこれらがどう発展するか、経験
的なエビデンスが無い．

■RQ

スタートアップの企業において、

１．企業熟成によって要求プラクティスはどのように変化していくか？

２．その変化をもたらす要素やターニングポイントは何か？

■やったこと・貢献

・16のソフトウェアスタートアップを対象に、Grounded Theoryを用いて要
求プラクティスの変化・発展を研究した

・6つの側面、各側面のフェーズ、各側面のフェーズが変わる8つのターニン
グポイントを定義した

・側面間の関係性を定義した

26-1



4

提案手法の概要

アーティファクト

ナレッジ
マネジメント

役割への要求

計画

技術的負債

製品の品質

本文『Fig 1: Dimensions, Phases and Turning Points in the Theory of Requirements Practice Evolution』より転載

Dimension
アーティファクト

Phase1
実装志向

Turning Points
顧客の数が増える
リモートワーカー数が増える
従業員数が増える

Phase2
ユーザ志向

Tuning Points
顧客からの情報が増える
製品の特徴が増える

Phase3
リッチでトレース可能な記述

Dimension

26-1
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所感

・各側面，ターニングポイントについてインタビューや事例に触れ
ながら体系的にまとめられている
・スタートアップ企業内の人間は一読する価値がある

・議論と今後の課題がクリアで分かりやすい
- 「スタートアップの成功に6側面の発展が必須であることは議論
が必要」
- 調査対象が成功中のスタートアップのみ、失敗したスタートアッ

プの調査と評価を行うことが課題

・6側面全てに影響与える要因は、企業文化と創設者の背景とされ
ているが、この要因の影響度合いについて詳しく述べられていない

26-1
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この論文の貢献

・16のソフトウェアスタートアップを対象に、 Grounded Theoryを用いて、
要求プラクティスの変化・発展を研究し、体系的に示した

・6側面、フェーズ、ターニングポイントを定義(左図)し、側面間の関係性(右図)を
示した

本文『Fig 1: Dimensions, Phases and Turning Points in the Theory of Requirements Practice Evolution』より転載

本文『Fig 2: Dimensions, Culture and Propositions in the 
Theory of Requirements Practice Evolution』より転載

26-1
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Traceability in the Wild: Automatically 

Augmenting Incomplete Trace links

26-2

出典：

Michael Rath, Jacob Rendall, Jin L. C. Guo, Jane Cleland-Huang, and Patrick Mäder. 

Traceability in the wild: automatically augmenting incomplete trace links. In Proceedings 

of the 40th International Conference on Software Engineering (ICSE '18), pp.834-845. 2018.

Issue/Bug と Commit の隠れた関連
を自動検出する仕組みを作った．

一言で言うと……

ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award

Kyohei FUSHIDA
紹介者：伏田 享平（NTTデータ）�



Motivating Example
Issue/Bug とそれに対応するコミットの
関連を把握したい

26-2

コミットログに書かれた
Issue/Bug の ID をもと
に紐付けしたいが……



キーアイデア26-2

• 「Issue と コミットの間の明示的な
リンクは失われてる」と考える

• Issue/コミットの類似性に着目する
Issue/Bugの起票・結了と
コミットの時間的な関係

あるIssue/Bugに着目したと
きの，ファイル別コミット数

ファイルやIssue，コミッ
トログのテキスト類似度

Issue/Bugの担当者と
コミッタ

（論文 Figure 5から引用）



適用結果

• コミット時に紐付けるべきIssueの推薦
⇒ 再現率が平均で96％！

• コミットとIssueの自動紐付け
⇒ エラーは4%のみ！

26-2

紐付けが明らかなデータを用いた検証

• 明示的なリンクがないIssue・コミット
に対して自動的に紐付け
⇒ 平均で再現率91.6％！適合率17.3%

頑張って紐付けたデータを用いた検証

各類似度をもとにランダムフォレストを
用いて関係するIssue・コミットを推薦．



所感

• 実験の最初の方はありふれた，紐付けで
きている正解データを使っての検証．
目新しさはあまり無いのだが……

• 「本当に隠れてた関係を見つけられた
の？」という問いに対して，人力で紐付
けた上で評価！
最近の分析はこのように人力でとにかく
正解セットを作る系が増えてる？

26-2



A Temporal Permission Analysis and 

Enforcement Framework for Android

26-3

出典：

Alireza Sadeghi, Reyhaneh Jabbarvand, Negar Ghorbani, Hamid Bagheri, and Sam Malek.

A temporal permission analysis and enforcement framework for Android. In Proceedings of 

the 40th International Conference on Software Engineering (ICSE '18), pp. 846-857. 2018.

Android の権限昇格に関する脆弱性を
防ぐため，時間軸を意識した分析手法
と予防のためのツールを開発した．

一言で言うと……

Kyohei FUSHIDA
紹介者：伏田 享平（NTTデータ）�



Motivating Example26-3

時間軸に沿って見ると，ある時点で危険になる

（論文 Figure 1から引用）



TERMINATOR

アプリの動作を検査し，
危険な動作を蓄積

• 権限昇格に関する脆弱性を，時相論理を用
いて定式化，蓄積

• 定式化したルールをもとに，アプリに手を
加えること無く不適切な権限委譲を抑止

アプリの状態を監視し，
必要な時に最低限の権

限のみを与える

26-3

（論文 Figure 4から引用）



手法・フレームワークの評価

• どの程度攻撃を防げるか？
⇒ 既存手法と比較して全ての攻撃を防いだ

（他の手法は31.7～65.9%）

• 元々のアプリの機能を損なわないか？
⇒ 脆弱性のある権限周りの機能は抑止するので

機能を損なうが，安全性は保たれる．

• どのようなアプリに適用できるか？
⇒ 適用対象の89.8%（Google PlayのTop100なら

全て）のアプリに適用できた

• 信頼性は？
⇒ 1.5%のアプリがクラッシュするだけ

• TERMINATORの性能は？

⇒ 700ms程度で動作．許容範囲内．

26-3



所感

• アプリに手を加えること無く，脆弱性を
検知，ガードできてるのはお手軽で導入
しやすい．（そこが評価された？）

• 論文に挙がっている攻撃パターンはこれ
で全て？

26-3



早稲田大学大学院創造理工学研究科

経営システム工学専攻

岸研究室

矢島大嗣 秋本裕史 西野航平

Testing Vision-Based Control Systems 
Using Learnable Evolutionary 

Algorithms

Raja Ben Abdessalem; Shiva Nejati; Lionel Briand; Thomas Stifter
ICSE2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software 
Engineering Pages 1016-1026, 2018.
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2/N

一言でいうと…

ビジョンベースシステムを対象とした
進化的アルゴリズムに

ディシジョンツリーを用いた
自動テストシナリオ生成

2/７

32-1



3/N

背景

• ADASのテストシナリオの入力空間が複雑かつ多次元
• 複雑なテスト入力空間を探索し、重要なテストシナリオを

特定する技術が必要

✓シミュレーションベーステスト難点

• 複雑な入力空間を探索し、クリティカル領域を特定
• 大規模かつ多次元の入力空間に対する進化的探索の有効性

を向上させるアルゴリズムを提供

✓進化的アルゴリズムの活用

3/７
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4/N

NSGAⅡ-DT(1/2)
✓ディシジョンツリーによるNSGAⅡアルゴリズム

関連研究の手法である
進化的アルゴリズム(NSGAⅡ)の改善
• 検索をより早く正確する
• ADAS入力空間のクリティカル領域を

特徴づける

ディシジョンツリーを使用

NSGAⅡを用いて遺伝的検索反復し、
クリティカル領域の識別が可能な
ディシジョンツリーを生成

Raja Ben Abdessalem; Shiva Nejati; Lionel Briand; Thomas Stifter. Testing 
Vision-Based Control Systems Using Learnable Evolutionary Algorithms.
ICSE2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software 
Engineering Pages 1016-1026, 2018.

デ
ィ
シ
ジ
ョ
ン
ツ
リ
ー
生
成
部

4/７
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5/N

NSGAⅡ-DT(2/2)

• (a)初期ツリー (クリティカル領域:(A))

• (b)少数の検索反復後のツリー (クリティカル領域:(B)～(D))

(b)のクリティカル領域の方がより特徴的

✓NSGAⅡ-DTで生成されたディシジョンツリーの例

アルゴリズムを複数回繰り返すことによって、
より正確なクリティカル領域を識別できる

Raja Ben Abdessalem; Shiva Nejati; Lionel Briand; Thomas Stifter. Testing 
Vision-Based Control Systems Using Learnable Evolutionary Algorithms.
ICSE2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software 
Engineering Pages 1016-1026, 2018.

5/７
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6/N

評価実験

NSGAII-DTは、関連研究と比較して78％多く、
明確で重要なテストシナリオを生成

HV：高いほどアルゴリ
ズムの結果が良好

GD：低いほどパレート
フロントソリューショ
ンが最適

SP：低いほど、検索出
力が良好

Raja Ben Abdessalem; Shiva Nejati; Lionel Briand; Thomas Stifter. Testing 
Vision-Based Control Systems Using Learnable Evolutionary Algorithms.
ICSE2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software 
Engineering Pages 1016-1026, 2018.

6/７
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7/N

まとめ

• 大規模かつ多次元の入力空間に対する進化的探索の有効性
を確認

• エンジニアがビジョンベースシステムをデバッグする際に
貢献

✓ビジョンベースシステムのための
シミュレーションベースのテストシナリオを提案

7/７
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2017年7月13日

紹介者

芝浦工業大学理工学研究科

電気電子情報工学専攻

野田研究室 M2 木間塚達

論文紹介
To Preserve or Not to Preserve Invalid Solutions in 

Search-Based Software Engineering: 
A Case Study in Software Product Lines

Guo, J., & Shi, K. (2018, May). To preserve or not to preserve invalid solutions in 

search-based software engineering: a case study in software product lines. In 

Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering (pp. 
1027-1038). ACM.

32-2
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ひと言で言うと

多目的進化型アルゴリズム（MOEA）を
用いたSPLの製品導出に関する問題に対して
コミュニティにより関心を持ってもらうため
の調査論文

32-2 2/8
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A sample feature model of Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Jesús García-Galán, Pablo Trinidad, Omer F. Rana, and Antonio Ruiz Cortés.
2016. Automated configuration support for infrastructure migration to the cloud.

Future Generation Comp. Syst. 55 (2016), 200–212.

3/8

32-2



11/N

研究背景

近年SPLにSBSEを適用する事例が
増えてきている

ステークホルダの要求を満足するような
プロダクトを導出するのは自明ではない
膨大な探索空間
実現可能かどうか（Invalid Solutionでないか）
ただ１つの解が良いとは限らない（トレードオフ）

32-2 4/8
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アルゴリズムについて
 SATIBEA

 IBEA（制約を考慮しない単純な探索）
＋SATソルバ（制約を満たすかどうか）

比較のために作成したバリエーション

32-2

アルゴリズム λ δ TIP

v0（オリジナル） 0.001 0.02 ランダム

v1 0.001 0.02 制約を満たすもののみ

v2 0.001 0.02 ランダム＋制約を満たすもの

v3 1 1 ランダム

v4 0.001 1 ランダム

v5 1 1 制約を満たすもののみ

λ ：突然変異が起こる確率
δ ：突然変異後に制約を満たすものに修正する確率
TIP ：初期集団の作成方法

探索中も制約を
満たす解を保持

5/8
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実験結果とRQ

32-2

 RQ2. 初期集団において制約を満たす解を使用するべき
か？
 v0とv1, v2の比較
➢ 別に構わない、アルゴリズムを評価する際は

最終的には無効な解を除いてから行うべき

 RQ3. 突然変異後に制約を満たす解に修正すべきか？
 v0とv3, v4の比較
➢ すべき。突然変異率λ= 0.001, 修正率δ=0.02（v0）

がオススメ

 RQ4. 探索中、常に制約を満たす解を保持すべきか？
 v0とv5の比較
➢ 必ずしも必要というわけではない

AmazonEC2のようなケースなら必要

6/8
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議論

32-2

 SPL最適化問題に
以前のMOEAを適用した場合の潜在的な制限

 以前のMOEAでは、有効な解が出る保証がない
 特に大きなSPLの場合、無効な解を生成する可能性が高い
 IBEAは最悪の場合有効な解を見つけられない

 MOEAの性能評価の際、
無効な解が含まれていると誤った評価につながる
 無効な解を含む場合、アルゴリズムの優劣があったが、

無効な解を取り除いた場合、その差は見られなくなった

 制約のみによってプロダクトが決まるケースでは、
常に制約を満たす解を保存しているv5だけが動作する

7/8
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RQ1

 探索中に制約を満たさない解を保持すべきか？

32-2

Our aim is not to answer the big question completely in this paper, 
but to make the community pay more attention to the question.

我々の目標はこの大きな問題に完全に答えることではなく、
コミュニティがこの問題に対して関心を持つようにすることです。

“

8/8
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論文紹介
Nemo: Multi-Criteria Test-Suite Minimization 

with Integer Nonlinear Programming

2018年07月12日

紹介者

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻

岸研究室 M2 中村 将仁

M1 磯上 雄人

遊佐健太郎

Lin, J. W., Jabbarvand, R., Garcia, J., & Malek, S. (2018, May). In Proceedings of 
the 40th International Conference on Software Engineering (pp. 1039-1049). ACM.
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ひと言で言うと

マルチクライテリアテストスイート最小化(MCTSM)

問題に対して、非線形問題を線形ソルバーで解く
アプローチを適用し、その評価を行った

32-3

32-3
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研究背景

32-3

従来MCTSM問題は線形問題として解いていた

しかしテストケース間の依存関係を考慮すると
これは非線形問題として定式化されるべき問題である

非線形問題を非線形ソルバーで解くのは
時間がかかる上に最適解が保障されない

課題

32-3

3/8



19/N

研究背景

• MCTSM問題を線形問題として
定式化し、線形ソルバーで解くLF_LS

• MCTSM問題を非線形問題として
定式化し、非線形ソルバーで解くNF_NS

• MCTSM問題を非線形問題として
定式化し、線形ソルバーで解くNF_LS

※線形とは一次式で表される式で、
非線形とは一次式では表せない式である

32-3

32-3
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非線形定式化を線形に変換(NF_LS)

左式では乗算されていたtiが
右式では乗算されていない
→線形に変換された！

32-3

提案手法のアプローチ

Lin, J. W., Jabbarvand, R., Garcia, J., & Malek, S. (2018, May). Nemo: multi-criteria 

test-suite minimization with integer nonlinear programming. In Proceedings of the 
40th International Conference on Software Engineering (pp. 1039-1049). ACM.

32-3
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Nemo(NonlinEar test suite MinimizatiOn)

 入力
• テスト関連データ

元のテストスイート
カバレッジデータ 等

• 設定ファイル
最適化、制約条件 等

 出力
• 最小化テストスイート

実装（Nemo）

32-3

Lin, J. W., Jabbarvand, R., Garcia, J., & Malek, S. (2018, May). Nemo: multi-criteria 

test-suite minimization with integer nonlinear programming. In Proceedings of the 
40th International Conference on Software Engineering (pp. 1039-1049). ACM.

32-3
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RQ1.NF_LSとLF_LSのパフォーマンスと効果の比較
• NF_LSのほうがLF_LSよりも効果の面で優れているが、
パフォーマンス面ではLF_LSが優れていた

RQ2. NF_LSとNF_NSのパフォーマンスと効果の比較
• NF_LSのほうがNF_NSよりも効果とパフォーマンスの面で
優れていた

RQ3. NF_LSのスケーラビリティ
• テストスイートのサイズが線形に増えるにつれて、
計算時間は指数関数的に増加
→ただ、NF_LSでは合理的な時間内に終わらすことが
できている

※効果はステートメントカバレッジとフォールト検出数を比較し
パフォーマンスは縮小までの時間で比較した

32-3

評価 32-3
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MCTSM問題のフレームワークを提案

MCTSM問題固有の非線形性を考慮、
整数非線形問題としてモデル化

非線形問題を最適に解くために問題を線形変換

Nemoとしてツールを実装、評価実施

結論

32-3

32-3
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Is “Better Data” Better Than “Better Data 
Miners”?

On the Benefits of Tuning SMOTE for Defect Prediction 
Agrawal, A., & Menzies, T. (2018, May). In Proceedings of the 40th International 

Conference on Software Engineering (pp. 1050-1061). ACM.

2018年7月13日

紹介者

早稲田大学大学院創造理工学研究科

経営システム工学専攻

岸研究室 M2 エンジジュン
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一言で表すと……

• データマイニングによる欠陥予測においてはデータ
の前処理が重要であり、さらにSUMOTEを改良した
手法が効果的であることを示した

32-4
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背景 SMOTEとSMOTUNED

• SMOTE（synthetic minority over-sampling 
technique）は、トレーニングデータの異なるクラス
の頻度を変更することによってクラスの不均衡を
処理するアルゴリズムである

•提案されたSMOTUNEDは異なるデータセットに対し
て異なるパラメータを使用したSMOTEの自動
チューニングバージョンである

➢ EXPERIMENTAL DESIGN:
MAHAKIL、SMOTUNEDまたはSMOTEを使用した後
の欠陥予測実験を行う

32-4
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Research Questions(1/2)
RQ１

SMOTEのデフォルトの「off‐the‐shelf」パラメータはすべてのデー
タセットに適しているか？

NO

➢各データセットに対して異なるパラメータを学習したので、新しい
データセットごとにSMOTUNEDの使用を推奨

RQ2

新しいデータセットごとにSMOTEのデフォルトパラメータを調整す
ることに利点はあるか？

YES

➢SMOTUNEDのパフォーマンスはSMOTEに対して劇的に向上

32-4
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Research Questions(2/2)
• RQ3

SMOTUNEDの実行コストに対するパフォーマンスの価値がある
か？

YES

➢通常２分以内に終了し，十分に速い

➢SMOTUNEDに必要なCPUに対して、パフォーマンス増加分は上
回る

RQ4

最近の不均衡技術MAHAKILに対してSMOTUNEDのパフォーマン
スはどうか？

➢総合的な性能に対して、SMOTUNEDを推薦している

32-4
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結論

•従来技術SMOTEを改良した手法SMOTUNEDの提
案

• データマイニングによる欠陥予測においてはデー
タの前処理が重要であることの検証

32-4
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ヒトコト要約：

グラフベースモデルの制約検査のための，Scalable
なGraph Solverを提案．性能はAlloyと２桁違う！

31-1

A Graph Solver for the Automated Generation of
Consistent Domain-Specific Models



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

背景: Scalable な Graph Solver がなぜ必要か？

2

31-1

ScalableなGraph Solver を提案(§3)

・複雑な構造をもったモデル，みんな使うよね？
あれってグラフだよね．

・メタモデルだけで表現できない制約書きたいよね？
例えば UMLに対するOCLとかさ．

・部分的なモデル上の制約検査したいこと，あるよね？
(§2.3 §2.4)

不確実＝可能性だから大変．要工夫[27, ICMT’17] (§2.5)

・部分的にしかモデル化できないことってあるよね？
不確実性をモデル化[38, ICSE’12]したりさ (§2.1)






A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

部分モデルの制約って？ (状態機械モデルを例に)

3

31-1

部分モデル (Reprinted from [31-1] Fig.2 )

状態機械のモデルに対する制約 (Reprinted from [31-1] Fig.4)

波線や ½ は不確実性を表現 ( 1 = (must), ½ = (may), 0 = (not) )

Yakindu の状態機械のメタモデル
(Reprinted from [31-1] Fig.1 )

は Region のオブジェクト
新しいオブジェクト new と
リンクがあるかもしれない

e は Entry 型 (かつ 親ク
ラスであるVertex型)

「Entry→Stateの遷移
があってはいけない」

new は Entry/Region
/State/Transition/Vertex

のどれか

Vertex には子クラス沢山
Transitionは，Vertex間に
貼ることができる．

この部分モデルが以下の制約を満たすか知りたい

つまり，new が e → s の
Transition だとNG になること



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

例: 部分モデルの制約って？

 解法：不確実性を除去した全候補モデルをつくって確認

 従来手法：ArroyなどのLogic Solverの問題に変換
→ スケーラビリティに問題あり
(他にも丁寧な得失の議論 ＠§5 関連研究 )

4

31-1

Reprinted from [31-1] Fig.2 

newは Transition
と決定し，t とする

sをtのtargetに
決定

不確実性を除去
(これを検査)

制約違反が出る
Refinement Step
の一例



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

提案手法

 Rule-based design space exploration (DSE) を利用
 著者らの既報手法 [32, IJASE 2015] 
 Ruleに基づき 可能な 全Refinement を行い，制約チェック

 健全かつ完全に，候補モデルを作成しチェック可能
 使用するRule

 Decision rules : 不確実性の除去
 Unit propagation rules : ↑の決定の影響で決まることを反映

5
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DR の例：Childを加えるというRefinement
Unit propagation rules の例
(CSやC’ の不確実性が除去される)



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

実験：性能評価

 評価内容
 RQ1 : どれくらいスケールする？ (モデルサイズ，時間)
 RQ2 : Alloyと比較したら？
 RQ3 : どの工程がパフォーマンスに影響？

 対象：4つのメタモデル
 FS (Alloyのexampleで小さめ)，FAM (著者ら自作) から，

Ecore や Yakindu(モデリングツール)などの実用的なものまで

 RQ1 の結果 ： スケールする！
 500 objs まで線形．10[s] (FS) ～ 150[s] (Yakindu) 程度
 20[min]で，2000 objs (Ecore), 6250 objs (FS)
 参考： Alloy だと 41 objs (Ecore),  61 objs (FS) くらい

詳細は 次ページの Fig. 8(k)

6
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A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

実験：性能評価

 評価内容
 RQ2 : Alloyと比較したら？

 結果：提案手法 は Alloy (+MiniSat) や Alloy (+Sat4J) に 圧勝

7
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Reprinted from [31-1] Fig.8 



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

実験：性能評価
(時間がないのできっと説明しません)
 評価内容

 RQ3 :どの工程がパフォーマンスに影響？
 結果：

 Refinement ( ② )か State coding ( ③ ) が支配的
→ ルールと変換エンジンの改良が今後の課題
(State coding は同程度で，Refinementがモデルの複雑度に依存
しているだけでは？)

8
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Reprinted from [31-1] Fig.8 

Ecore Yakindu



A Graph Solver for the Automated Generation of Consistent Domain-Specific Models

所感

導入がとても丁寧

フォーマルな定義で，簡潔かつ正確に
手法を説明 (今年もつらい論文を選んでしまった…)

しっかり実用モデルで実験．結果も明確

どこが新規提案なの？ が最初の感想
(主要貢献に既報技術がたくさん登場)

ニーズはやや疑問

9
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S. Chowdhury (UT Arlington) 他5名

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

CPS開発ツール(=Simulink)のバグを発見する
ツール Slforge を提案．実際に新規バグを複数発見

31-2

Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical 
System Development Tool Chains With Slforge



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

背景

 CPS開発では，ブロック線図でモデル化し，
コード生成して使用することが多い

 モデルのバグ以外に，ツールのバグも重要
 実際に，ツールのバグに起因する不具合も多数

11
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Reprint from https://educ.titech.ac.jp/ee/news/2016_11/052883.html
風量区発電のブレードの影響を考慮したブロック線図



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

背景

 コンパイラのバグ発見では，randomized differential 
testing が効果を上げている
 コンパイラ製品のバグ発見などがなされている
 Equivalent modulo input (EMI) testing (2014)が

最近よいらしい

 CPSツール向け：(著者らの) CyFuzz のみ
 だが十分な効果をあげていない (Simulinkのバグ未検出)

12
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Simulink
Model

生成
コード

比較

(様々な設定で)
シミュレーション

(様々な設定で) 
実行

コード
生成

ランダムに
生成

CyFuzzの処理イメージ

OK
Crash
(Bug)

Timeout



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

アイディア
 モデルの自動生成の改良

 CyFuzzの feedback-driven model generation

 既存モデルや，自然言語仕様を分析して，
ランダム生成の品質を改善
 効率よく尤もらしいモデルが作成できる
 既存モデルを大量に取得したところが主張ポイント

 EMI-testing のアイディアを導入
 dead blockの除去などを実施

13
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追加ブロック
の選択

接続先の
決定 整合性確認

エラーメッセージから
不整合を検出し修正

ここを改善

ここが
重い



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

評価

 RQ1: モデル生成の改善効果

14
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Reprinted from [31-2]  Fig.6

モデル生成のRuntime
(横軸はブロックサイズ)

修正回数
(横軸はブロックサイズ)

提案
提案
(仕様なし)
CyFuzz

従来法より
高速に Valid なモ

デルを生成

修正回数は
仕様を使うと

大幅に削減



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

評価

 RQ2: 尤もらしいモデルを作ったか？
 グラフなどはなし

 800[s]以内に 7階層のモデル生成
 Slforge は 90% 
 CyFuzzは 2% しか生成できなかった

 3階層のモデル生成 にしても，12%しか生成できない

 Slforgeの作ったモデル は ，一般的に入手できる
大規模なモデルの平均より，大きく多様
 average で 2152 blocks, 2544 conenctions

15
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Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

評価

 RQ３: 実用できるか？ (Simulinkのバグ発見)
 新規バグ(NB): 8 , 既知バグ(KB): 2，誤検出(FP): 2

 CyFuzzは 0個だったのに！！

16
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何処で？
Compile/
Runtime

Bug Type
?  は謎



Automatically Finding Bugs in Cyber-Physical System Development Tool Chains With Slforge

所感

 実際にSimulinkのバグを見つけたのは
単純にすごい
 そこが採録のポイント
 (詳細はすごく分かりづらいのを乗り越えた？)

 公開モデルを大量に収集・分析した点も良い

 自然言語仕様から，仕様情報を抽出する方法
の詳細が良くわからない
 手法の肝のはずなのに…

 自らの過去のToolをボコボコにしすぎでは…
17
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Software Tools and Environments: 31-3

紹介論文：
Context-Aware Conversational 

Developer Assistants

紹介者：野田訓広@ 東工大小林研 D3

Nick C. Bradley (*1), Thomas Fritz (*2), Reid Holmes (*1)

(*1): Univ. of British Columbia,    (*2): Univ. of Zurich

開発者が、low-level actions に煩わされず、
high-level task に集中できるように、
作業コンテキストを考慮して

いい感じにアシストするツールを作った



31-3
背景

•High-level tasks に集中したいのに、
多くの low-level actions, toolsが絡んで煩わしい

•例: Bug fix (= high-level task)
• issue 番号調べて⇒修正して⇒ commit して
⇒ push して⇒ pull req. 作って ... (= low-level actions)

2図は https://www.ncbradley.com/devy/icse18_bradley_poster.pdfから引用

https://www.ncbradley.com/devy/icse18_bradley_poster.pdf


31-3
作ったツール: Devy
•開発者の作業コンテキストを把握
•Workflowに沿って low-level actions を実行

3

Devy, I’m done. コミットしてない箇所あるよ
コミットしとく？

よろ

Yeah.

プルリク作ったよ
Alice アサインでいい？

右下画像は https://www.ncbradley.com/devy/icse18_bradley_poster.pdf から引用

bug fix 中

https://www.ncbradley.com/devy/icse18_bradley_poster.pdf


31-3
コンテキスト把握と workflow 認識

•コンテキスト把握の
ために収集する情報

4

•workflow 認識のため
事前に与える情報
(automaton)

図は紹介論文 Table 2, Figure 2 から引用
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評価実験
•Amazon Echo Dot 上に実装
•21人の企業の開発者で被験者実験

•実施するタスク
•T1: ファイルの所有者が誰か (ownership) 調べる
•T2: bug fix

5
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結果
•3頁くらいインタビュー結果がつらつらと
•概ね好評だった

6

Devy was cool

Devy は想像以上に
よくやってくれた

Alt-tabbing から
解放された

Positive な意見 Negative な意見 / 改善点

team process が強制
できていいね

裏でどんなコマンド実行されてるか
分からなくて怖い (not transparent)

社員全員がスマートスピーカーに
話しかけてる職場はカオス

チーム毎に workflow 異なる
customize できるとよい



31-3
所感

•Pros
• low-level actions の隠蔽により、
team process の強制に繋げるのは良さそう

•スマートスピーカー面白そう
•Cons

• Bug fix と ownership 把握に特化して
コンテキスト情報収集・automata 作成してるから
いい感想だらけになるのは当然

• I’m done. と言ったら必ず bug fix done
•様々なコンテキスト, workflowが混在する中で
いかに上手くアシストするか、の方が興味がある

21人企業の人集めて実験したのが評価ポイント...？ 7



紹介論文: 
Open Source barriers to entry, revisited: 

A sociotechnical perspective 
Christopher Mendez, Hema Susmita Padala, Zoe Steine-

Hanson, Claudia Hilderbrand, Amber Horvath, Charles Hill, 
Logan Simpson, Nupoor Patil, Anita Sarma, Margaret Burnett 

Oregon State University 

紹介者: 高木 豪 @ 東工大小林研 M2

Software Tools and Environments: 31- 4

OSS初心者の参入障壁がTool / Infrastractureに寄るものか調査



✦ OSSはコミュニティに依存して成長する 
• 新人や多様な人材の加入が重要　が、 

✴ Apache Hadoopでは1contribute後 82%の新人は脱落 

✴ 現実的には様々な障壁が多く参入しづらい… 

サポートするためのツールやインフラストラクチャが 
OSSへの参入障壁となっていないか？

背景

 2

31- 4



✦ ペルソナを通してソフトウェアの問題を見つける方法 
• 認知的ウォークスルー (ターゲットになったつもりで問題点を指摘) 

✦ 新人Use Caseの各Stepで(ペルソナを通して)質問に答える 
• ペルソナのどういう側面が影響しているかわかる 
• 専門家は各OSSで初心者が行うUse-Caseを元に検証 

•

Gender Mag (Gender Inclusiveness Magnifier)

 3

Open Source barriers to entry, revisited:
A sociotechnical perspective

ICSE ’18, May 27-June 3, 2018, Gothenburg, Sweden

Figure 1: The Abby persona used in this study. Her back-
ground was edited to be consistent with that of an OSS new-
comer. (Portions elided, others enlarged for readability.)

(including the languages used by the projects) and with various
version control systems, but not GitHub. Abby’s other attributes,
including her problem-solving facets, remained unchanged.

GenderMag systematizes use of these personas with a specialized
Cognitive Walkthrough (CW) [50, 60]. The CW is a long-standing
inspection method for software developers and designers to identify
usability issues for new users to a program or feature. Empirical
research has previously established that a high percentage of issues
CWs reveal are indeed valid issues (i.e., that CWs have a low false
positive rate). For example, Mahatody’s survey reports false positive
rates ranging from about 5% to about 10% [34]; i.e., CWs are about
90% reliable at finding issues. The GenderMag CW has likewise
shown higher than 90% reliability at finding issues; it also has
shown 81% reliability at predicting which of these issues are gender
inclusiveness issues [5]. Further, following up on the problems
found can lead to more inclusive tools and environments [33] [5][2].

In a GenderMag CW, evaluators answer three specific questions
through the lens of their persona’s problem-solving facets — one
question about each subgoal in the detailed use-case, and two CW
questions about each action:

SubgoalQ: Will <persona> have formed this subgoal as a step to
their overall goal? (Yes/no/maybe, why, what facets did you use)
ActionQ1: Will <persona> know what to do at this step? (Yes/
no/maybe, why, what facets did you use)
ActionQ2: If <persona> does the right thing, will s/he know s/he did
the right thing and is making progress toward their goal? (Yes/no/
maybe, why, what facets did you use).

We’ll refer to each of the above questions as a “step” in their
analysis process. As the software professionals walked through
the use-cases according to this process, we audio-video recorded
their discussions. Our data consisted of these recordings and their
written responses to the CW questions above.

2.3 Analysis Methodology
To analyze the data, we used a qualitative coding approach [47] to
categorize the software professionals’ verbalizations and written
responses, structuring our coding scheme to answer the following
three research questions:
RQ1: What kinds of issues can be revealed by looking at OSS
through the lens of tools and infrastructure?
RQ2: Are tools and infrastructure complicit in causing newcomer
barriers? If so, how?
RQ3: Are there newcomer barriers to OSS contribution that are
gender biased? If there are, in what ways are they biased?
As a base for our barriers codeset, we used the newcomer bar-

rier model proposed by Steinmacher et al.[51]. These barriers are
further explained in Section 3.2. For our facets codeset, we reused
a codeset from prior work [4], which has one code per each facet
from Section 2.2. As in that prior work, because the term “familiar”
is used in four facets, we used a “familiar” code when the software
professionals used that term without being more specific, and then
divided its counts across the four facets that refer to familiarity: Mo-
tivations, Computer Self-Efficacy, Risk Aversion, and Learning by
Process vs by Tinkering. We also added a code “general” when the
software professionals referred to Abby’s set of facets as a whole,
and divided its counts across all five facets. Finally, we rounded
fractional totals using a ceiling function, to avoid reporting zeros
for non-zero activity.

For tractability of the barriers codeset, we broke up the large
codeset of 24 barriers into 5 smaller code groups, each containing
4-6 barrier types. For each smaller codeset, two researchers inde-
pendently coded 21% of the data and then compared their results
to calculate agreement using the Jaccard index. Their agreement
rate was very high: 95%, 95%, 100%, 91%, and 99% agreement re-
spectively for the five barrier code groups, so they then divided up
the coding of the remaining data. For the facet analysis, the process
was similar: two researchers independently coded the same 20% of
half of the data and calculated their level of agreement using the
Jaccard index, and another two researchers independently coded
another 20% of the other half of the data. At the same time, they
also did a validity coding: i.e., they coded instances in which the
participants had misunderstood a facet, such as if they attributed
to Abby facet values opposite of those given in the persona. The
researchers achieved 98% and 90% agreement, respectively, on their
half of the data. Given this high level of agreement, they then split
up the data and finished coding independently. The researchers’
agreement with the participants’ understanding of the facets was
also very high: 97% of the time the participants’ use of the facets was
consistent with the way the facets were described on the persona,
lending confidence to the software professionals results.
3 RESULTS
3.1 Tool and infrastructure issues in OSS

contribution
RQ1: What kinds of issues can be revealed by looking at OSS
through the lens of tools and infrastructure?
The teams of software professionals identified issues in almost

half the use-case steps they analyzed: a total of 75 issues in the
164 steps. Further, they identified issues in every use-case. Table 2
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図は紹介論文Figure 1から引用

• ゴールのためのサブゴールを作れているか？ 

• このStepで何をすべきかわかってる？ 

• 正しい工程と確信している？

ペルソナ: Abby

31- 4

各Stepにおいて評価者はこれらの回答を行う



✦ユースケース例 
• GitHub Issue trackerを使ってIssueを見つける 

• OSSプロジェクトの環境構築する 

✦ Tool が原因の問題が半分強で発生 
• 合計160ステップの内75ステップ見つかった

初心者のTool / Infrastractureの障壁

 4

Pull / Pushって 
用語がわからない

Issueに対する返答が来ない 

(連絡手段の欠如)

PRする際説明されてない 
プロセスがコミュニティにある

31- 4



✦既存の障壁モデルで分類 
• 全般的に分布 => 障壁全般にツールが影響している

新規参入障壁の全カテゴリに網羅的に分布

 5図は紹介論文Figure 3から引用

Open Source barriers to entry, revisited:
A sociotechnical perspective

ICSE ’18, May 27-June 3, 2018, Gothenburg, Sweden

Table 3: The software professionals found a broad spectrum of issues across both tools and infrastructure.

Quote (Team-Participant) Issue the tool/infrastructure causes or
magnifies

Team V-P60:“Wait this is how to set up the development in [a Ruby framework] rather than... why to do this. It
talks about how, but not where to find things to work on” Missing information on how to contribute

Team W-P51:“...my interpretation is that from the contributing.md the first step is to sign the CLA and the action
is to get to the code tab. I don’t think the UI directed us to click on the code tab...”

Nonintuitive user interface for getting
started steps

Team X-P62:“Man, this is a hard one...maybe she’d be like ‘I know my stuff works’ but ‘I don’t really know what
a pull request looks like”’

Unexplained process the community
expects

Team X-P61: “...the hard part about pull requests is to find the button.” Where is the button on the interface?
Team Y-P54:“Yeah this terminology ..."Push upstream"...I think the terminology is very geeky...[and] masculine.” Unclear terminology in the documentation
Team Y-P55:“dude language.” Unclear terminology in the documentation
Team Z-P57:“it’s not very [clear], I would think it’s maybe, because Abby is new, and she may not even know
what a CLA is.”

Terminology in the contributing
documentation is undefined

(RI), Cultural Differences (CD), Documentation Problems (DP), and
Technical Hurdles (TH).

We coded participants’ written entries and verbalizations using a
subset of the 58 Barrier Model. The criteria for inclusion of a barrier
type into our codeset were that the barrier must be (1) applicable
to the use-cases our participants used, and/or (2) directly pertinent
to one or more of the Abby’s characteristics. 24 of the 58 barrier
types fit these criteria. The resulting codeset is marked in Figure 2.
The figure shows the top layers and leaf nodes of the barrier set
[52]; dark circles and an abbreviation for each barrier mark the 24
barriers types in our codeset.

Of the issues identified by our participants, 92% of them (69
of the 75 issues) matched newcomer barrier types in our codeset.
This is a high rate of consistency between the results that the
software professionals found through the perspective of tools and
infrastructure in use-cases, and prior empirical research into types
of barriers newcomers experience [51].

Most barrier types were instantiated multiple times in the issues
that the software professionals found: in fact, as Figure 3 shows, 17
barrier types were instantiated at least 5 times in the issues that the
software professionals had found. These 17 barrier types spanned
five out of the six barrier categories [52]. In one sense, this shows
a “multiplier” effect — since almost every issue that the software
professionals found was tied to multiple barrier types.

In total, the software professionals reported 220 newcomer bar-
riers (Table 4 column 2), which spanned across all of Steinmacher’s
barrier categories. Interestingly, despite using tools and infrastruc-
ture (documentation) to analyze for barriers, fewer than half of the
barriers they found (56+36/220 = 42%) were in the categories of
Technical Hurdles or Documentation. Barriers unrelated to tools
and infrastructure (newcomer characteristics (27%) and community-
oriented barriers (31%)) made up the remaining 58% of barriers.
These results show that tools and infrastructure are repeatedly
implicated across all six categories of newcomer barriers [52].

Table 7 provides concrete examples of all of the newcomer barrier
types that the teams identified. An example of a barrier type in
the Newcomers’ Orientation subgroup is NO4 (“newcomers don’t
know the contribution flow”), where Team Z discusses problems
with the documentation (in the readme) as well as about the CLA
(contributor license agreement). This barrier type was identified
by all five teams. In fact, the barrier types: NC2, NC4, and NC5 in
the Newcomer Characteristics subgroup were identified by all the

teams, implying these barrier types are pervasive and were found
across all use-cases.

Figure 3: Number of newcomer barriers in each barrier type.
The issues spanned all except 3 barrier types. (The abbrevia-
tions used are those given in Figure 2.)

In order to ensure the consistency of our results, we triangulated
them in two ways. First, we compared results from teams to each
other. We looked at the 24 barrier types for each; if two or more
teams identified a barrier type, we considered that an agreement.
Additionally, if no team identified a barrier type we considered
that an agreement. We had 17 barrier types identified by two or
more teams and three identified by no team giving us 20/24 or 83%
agreement amongst teams. This data is presented in Table 7, which
shows that for the most part, the software professionals agreed
with each other. Second, we triangulated the breakdown of our
categories presented in Table 4 to an existing barrier literature [51].
To do this we compare the percentage breakdowns of our categories
to the percentage breakdowns of categories presented in [51] as
shown in Figure 4. Notably we are comparing only the 24 barrier
types we coded and their categories to the same 24 barrier types
and categories in [51].

These results indicate that the tools and documentation in OSS,
the very things that are meant to help newcomers make contri-
butions, are working against them in multiple ways. Particularly
concerning is that the top barrier types are common elements of
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OSSをサポートするはずなのに 
技術的障壁が頻発している 

(Technical Hurdle)

出現障壁の42%

新人をサポートするための目的の 
ツールやドキュメントが逆に足を引っ張っていないか

Abbyで検出する可能性のある障壁リスト

31- 4



✦ Abbyは女性に不均衡な影響を及ぼす解決戦略を持つペルソナ 

• 新規参入障壁が女性の新人に悪い影響をもたらすかどうか調査 
• ツール / インフラに対する新入障壁は 
高い確率でジェンダーバイアスも持つ可能性を示唆 

• 特にペルソナのComputer Self-Efficiencyにマッチする確率が高かった 

✴

ジェンダーバイアスの検出

 6

GitHubのPR提出方法は調べているのに、 
彼女は慎重になってしまう

31- 4



✦ Pros 
• 検証方法が丁寧 

(人間の判断に依存するため) 
✴ 複数の専門家の調査結果どうしの合意 
✴ 以前の研究の結果との比較 
✴ 認知方略における理論的モデルとの検証 

• OSSの今後の未来を示唆するかも 
✴ Platformに依存してCommunityのタイプが分かれるとか 

✦ Cons 
• 指摘された問題点は当然といえば当然 
• あくまで専門家のヒューリスティックな判断に依存 
• 1Contribute後脱落が多いって単純に欲しい機能つけたから 
満足して離れる人ってだけじゃないの？

所感

 7
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https://github.com/tsantalis/RefactoringMiner
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Tsantalis et al.: Accurate and Efficient Refactoring Detection in Commit History, Proc. ICSE 2018, Figure 2 ����
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RefDiff
[MSR 2017]

RefactoringCrawler
[ECOOP 2006]

Ref-Finder
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[ICSE 2018]
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16-1目的とResearch Question (RQ)
モダンなニュースアグリゲーターがどのように開発者に知識
を収集，拡散するのに使われているかを理解する
 Stack Overflowやマイクロブログは研究されているがニュースアグリ
ゲーターはまだされていない

RQ
1. 何が開発者にプログラミング関連のニュースアグリゲーターへの参加

のモチベーションになっているか？
2. プログラミング関連のニュースアグリゲーターに投稿されるポストの

特徴はなにか？
3. コミュニティやニュースアグリゲーターの機能の改善のために参加者

が考える提案はなにか？

1



16-1調査方法
インタビュー + アンケート

x22

21項目

x3 x34 x5 x36x21

• 利用の動機
• 貢献の理由
• よく読む物/学習のアウトカム
• ニュースアグリゲーター間の違い
• 落とし穴/課題/アドバイス

x229
 最も投稿数の多い229人に案内を送付

 以下のトピックを中心にインタビュー

 回答を21項目にカテゴライズ

• 22人回答 (開発者20人/CSの学生2人)

 5つのソーシャルネットワークに送付
• 99人回答 (開発者以外は除外した)

2



16-1調査方法
コンテンツ分析

x300 x300

• Purpose
• Theme
• Technology
• Development Activity
• Source

 データ数 (ポスト数)
Reddit:            44,640
Hacker News:  492,752

 300ポストずつサンプリング
Confidence level: 95%
Margin of error:   6%

 著者4人で以下の項目ごとに
カテゴライズ

3



16-1結果（一部）
RQ1: 4.1.1 投稿する動機

1. 自身の仕事を宣伝するため
• “P1 highlighted without sharing his posts on news aggregators his blog 

would not get any traffic”
2. 他の人にとって面白いと思われるコンテンツを共有するため

RQ2: 4.2.2 r/pとHNの共通点と違い
 r/pは技術寄り，HNはより広い範囲をカバー

•アカデミックなコンテンツはHNのほうが受け入れられやすい
HNのコメントのほうが質が良い

RQ3: 4.3.4 落とし穴とアドバイス
 Internet Trollとは関わらないようにしよう！スルースキル大事！
 r/pは他（政治関連など）と比較して問題に遭遇しにくい

4



16-1所感
良い点
インタビュー，アンケート，コンテンツの目視調査と盛りだくさん

•片方の記事のタイトルをもう片方で検索し重複を調べるなども行っている
•ユーザ，サービス提供者，研究者へのRecommendationもある

残念だった点
結果が長々と書かれているのでまとめが欲しかった
文章が単調で個人的には辛かった

興味のある方へ
Redditに関する知識が無いとピンと来ない部分があるかも

• KarmaやModeratorなど

5
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Adding Sparkle to Social Coding:
An Empirical Study of Repository Badges in 
the npm Ecosystem

16-2
GitHubのリポジトリのReadmeに貼ってある
バッジに関する実証研究

6



16-2 概要

 背景
 GitHubでリポジトリの透明性をアピールする/すぐ見るために、バッジという慣習があるが

実態はあきらかでない
 先行研究：シグナリング理論、ゲーミフィケーション、ソフトウェア・エコシステム

 目的
 RQ1: 「開発者の意図はなにか」
 RQ2: 「バッジのあり/なしは、ソフトウェア品質や人気と相関するか」

 手法（※）

調査1：
開発者へのアンケート → RQ1

調査2：
約30万パッケージをリポジトリマイニングして
仮説を検証

RQ2をこまかくした8つの仮説

• H1: カバレッジのバッジのあり/なしと、
テストスイートの大きさが相関する

• H2: パッケージ管理のバッジのあり/なしと、
依存パッケージの新しさが相関する

• …

立案

検証

※わかりやすさのため一部省略

7



 結果
1. 開発者はソフトウェアの透明性アピールやコントリビュータをひきつけるためにバッジをつけている
2. バッジのあり/なしは、ソフトウェア品質や人気と相関する

• 例：カバレッジレポートのバッジがあるプロジェクトは、テストスイートが比較的大きい (H1)

 議論
 バッジのなかでも、恣意性の低いバッジのほうが強い相関がある

• シグナリング理論ではそのようなシグナル (assessment signals) の方が効果的といわれており、バッジの
分析でも同じような結果がえられた

• 例：右のバッジの方が良い
（多くの開発者は左を使っている！）

 あやまったインセンティブを作るおそれもある
• 例：カバレッジ上げるだけのムダなPull Request

 感想
 定量評価（統計・時系列分析）と定性評価の両方をうまくアピールしている

16-2 結果と議論

/

8



Daniel M. German1, Gregorio Robles2, Germán Poo-Caamaño1,
Xin Yang3, Hajimu Iida4, Katsuro Inoue3

“Was my contribution fairly reviewed?”
A Framework to Study the Perception of 
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コードレビューが公正に行われていると感じられているかを
実プロジェクトを対象に評価して、公正と感じられない原因を分類
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16-3: コードレビューにおける公正さ
背景
コードレビューが公正に行われていないと、
開発者のモチベーションや生産性が下がる

本論文の貢献
 Fairness Theory を元に複数の公正さの観点を導入
実際のOSSプロジェクト参加者がコードレビューが公正に行われていると
感じているか、どのような観点において公正でないと考えているか、
をアンケートにより評価

得られた知見
調査対象のプロジェクトでは、概ね公正なコードレビューが行われている
ようだが、公正でないコードレビューが行われたと感じる人も一定数いた

特に、コードレビュー時のリソース配分や手続の妥当性といった観点で、
公正さに問題を感じる人が多かった
→ リソース配分や手続の規則を明文化すると、公正でないと感じる
開発者が減少するのではないか？

10



16-3: 開発者の問題意識の調査
OpenStackの開発者を対象に公正でないコードレビューを
した・されたと感じたことがあるかをアンケートで調査

OpenStackの開発コミュニティでは概ね公正なコードレビューが
行われているようだが、公正でないコードレビューが行われたことがある
と考える人も(特にコードレビューを受ける側に)一定数存在

40%

0%

60%

0%
never always never always

公正でないコードレビューをされた 公正でないコードレビューをした

論文(16-3)のFigure 1より
引用・改変

11



16-3: 公正でないコードレビューの分類
アンケート内の自由記述の質問で得られた公正でないコードレビューの

具体例を、Fairness Theoryに基づいて導入した観点に分類
→ 特に以下の観点で公正でないと感じる開発者が1割以上存在

リソース配分の公正さ (Distributive Fairness)
•Equity & Equality: 重要なパッチや貢献している開発者が優先されるか？

貢献度の指標が定められているか？
•Need: 各パッチが最低限の対応はしてもらっているか？

手続の公正さ (Procedural Fairness)
•Consistency: パッチによって対応のばらつきがないか？
•Bias Suppression: 中立な判断がされているか？
•Information Accuracy: レビューに対して妥当なフィードバックがあるか？

12



16-3: 所感
公正でないと感じられたコードレビューの調査・分類を
著者らが人手で行った研究だが、上手く自動化する仕組みが
あると適用範囲が広がりそう
プロジェクトの健康状態把握につながる

OpenStack内の数十プロジェクトに関する調査結果をまとめて
いるが、他のOSSや商用ソフトウェアの傾向も気になる
OpenStackのみを対象として調査を行っても、
論文の内容は有用と主張している部分があったのが印象的

13
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public void sum(int n){
int sum=0;
for(int i=0;i<n;i++){
sum=sum+i;

}
system.out.println(sum);

}

public void sum(int n){
int sum=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(i%2==0){
sum=sum+i;

}
}
system.out.println(sum);

}
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FAILURE: Build failed with an exception.

* Where:

Build file '/Users/*****/build.gradle' line: 1

* What went wrong:

A problem occurred evaluating project ':libxxx'.

> Failed to apply plugin [id 'com.xxx.library']

> Gradle version 2.10 is required. Current version is 2.4. If using the gradle wrapper, try editing the distributionUrl

in /Users/*****/gradle-wrapper.properties to gradle-2.10-all.zip

* Try:

Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --debug option to get more log output.

BUILD FAILED

Total time: 27.936 secs

Error running command, return code: 1.

����� problem occurred evaluating …

1 0.33 0.85 0.21 …

2 0.45 0.32 0.10 …
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The Road to Live Programming: 
Insights From the Practice

Juraj Kubelka
University of Chile Santiago

3 - 2

ライブプログラミング環境やその機能が
開発者によってどのように使用されるのか
被験者実験を通じて調査した

要するに...

34 - 3

Romain Robbes
Free University of Bozen-Bolzano

Alexandre Bergel
University of Chile Santiago

紹介者：竹之内啓太 (NTTD)



Live Programming 環境とは 34 - 3

ソースコードの変更が即座にフィードバックされる環境

※ http://livecoder.netより

常に実行結果が背景に表示される．
ソースコードを変更すると

すぐに実行結果に反映される．

本研究では，開発者がどのように
live な機能を使用しているのかを調査

http://livecoder.net/


調査と結果

1.  Pharo (Live Programming に長けた言語) を使用し，

コーディングタスク中の11人の行動を細かく記録

34 - 3

• さまざまな liveな機能が使用された

• 特に 「オブジェクト操作して状態の変化を見る」 ような
シンプルな機能が人気

• オンライン (SmallTalk コミュニティ, Twitter) で190名に
アンケート．この傾向が一般的であることを確かめた

2.  YouTubeのコーディング動画16本(25時間分)を対象に，
live な機能を使用状況を調査

• Pharo以外の言語(特に HTML/JavaScriptなど)でも，
実行結果をすぐに確認する live な開発がされていた



所感

•論文では，Live Programmingについての Discussion 
や Implication が充実
• 「シンプルな機能でも有益である！」

• YouTube とか Twitter とかイマドキの研究

• YouTube のコーディング動画が

一般的な開発なのかどうかは疑問…

34 - 3



Assessing the Threat of  Untracked Changes 
in Software Evolution

紹介者：竹之内啓太 (NTTD)

3 - 3

リファクタリングによって追跡できなくなった
変更 (Untracked Changes)が
Software Evolution に与える影響を評価した

要するに...

34 - 4

Romain Robbes
Free University of Bozen-Bolzano, Italy

Andre Hora
UFMS, Brazil

Danilo Silva, Marco Tulio Valente
UFMG, Brazil



Untracked Changes とは
34 - 4

リファクタリングしたうえでソースコードを修正する変更．
メソッドやクラスのヒストリーの追跡が困難となる．

本研究では，「リネーム」「移動」「抽出」の
3種類のリファクタリングがもたらす
untracked chagesのMSRへの影響を調査．

public InputStream newInputStream(int index) throws IOException {
//...
try {

return new FileInputStream(entry.cleanFiles[index]);

version n

public InputStream newSource(int index) throws IOException {
//...
try {

return Okio.source(entry.cleanFiles[index]);

version n+1

メソッド名のリネームによって
FileInputStream()->Okio.source() 

という変更が検出されない

変更



分析と結果

GitHub上のスター上位10コの Javaリポジトリを対象に
untracked changes を分析

• untracked changes の検出にはリファクタリング検出ツール
RefDIffを使用

• クラス・メソッドの単位で変更を追跡

◆得られた知見

1. すべての変更のうち， untrackedなものが 10~21% (平均16%)．

2. すべてのクラス・メソッドのうち，自身のヒストリーに untracked 
changeを含むものが 18~41% (平均25%)．

3. MSRの一般的な手法 (API  evolution, API co-usage) の精度は，
untracked changes を考慮することで，上がりも下がりもした．

34 - 4



所感

MSR系の研究をしていて，リファクタリングの扱いに

悩んだときにオススメの論文

問題提起・アプローチでシンプルで分かりやすい

34 - 4
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