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あらまし

メソッド抽出は，既存のメソッドの一部を新規メソッドとして抽出するリファクタリング手法の一つであ

り，実施される回数が多いことも知られている．メソッド抽出を支援するためには，開発者がどのようなメソッドを抽
出の対象としているかを調査する必要がある．本研究では，未だ定量的な調査が実施されていない，ソフトウェアの
開発履歴から計測されるプロセスメトリクスとメソッド抽出の関係を調査した．調査の結果，いくつかのプロセスメ
トリクスとメソッド抽出の実施に相関がみられた．また，調査によって有効性が確認されたプロセスメトリクスを利
用して，メソッド抽出の候補となるメソッドを推薦する機械学習モデルを構築し，その精度を評価した．実験の結果，
プロダクトメトリクスとプロセスメトリクスの両方を利用した推薦モデルが，F 値で 0.827 と最も高い精度を示した．
キーワード メソッド抽出リファクタリング，プロセスメトリクス，リファクタリング推薦，ソフトウェア保守
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Abstract Extract method is one of the most widely used refactoring patterns. For eﬃcient refactoring support, we
need to investigate methods that developers perform extract method. In this study, we investigated a relationship
between process metrics and extract method. As the result, we confirmed a correlation on process metrics between
extract method activities. Furthermore, we constructed and evaluated six machine learning models using process
metrics to recommend extract method refactoring. The result shows that the highest F-score is 0.827 in the case of
the model that combines both process and product metrics.
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SULQW%DQQHU 

1. は じ め に

SULQWGHWDLOV

リファクタリングとは，外部から見たときの振る舞いを保ち

`

6\VWHPRXWSULQWOQ QDPHBQDPH 
6\VWHPRXWSULQWOQ DPRXQWJHW2XWVWDQGLQJ



つつ，保守性や可読性を向上させるために，ソフトウェアの内
部構造を整理することである [1]．数多くのリファクタリングパ

YRLGSULQW2ZLQJ ^
SULQW%DQQHU 
SULQW'HWDLOV JHW2XWVWDQGLQJ
`

ターンが定義されており，どのようなコード片に対してどのリ
ファクタリングパターンを実施すべきかが示されている．



YRLGSULQW'HWDLOV GRXEOHRXWVWDQGLQJ ^
6\VWHPRXWSULQWOQ QDPHBQDPH 
6\VWHPRXWSULQWOQ DPRXQWRXWVWDQGLQJ 
`

開発者はソフトウェア開発や保守において，ソースコードの
保守性や可読性を向上させるために，リファクタリングを実施

図 1 メソッド抽出リファクタリング [1]

することが求められるが，開発者が大規模なソースコードから
リファクタリング候補を見つけることは困難である．そのため，
開発者のリファクタリング作業を支援するための技術やツール
が多く提案されている [2] [3]．
しかし，これらの技術やツールを，開発者はあまり利用して
いないという報告もあるため [4]，研究者は開発者のリファクタ

5. 節で考察と妥当性の脅威を述べ，6. 節で本研究をまとめる．

2. 背

景

2. 1 メソッド抽出リファクタリング

リング作業の実態をより正確に把握したうえで，支援手法を検

メソッド抽出リファクタリングとは，既存のメソッドの一

討していく必要がある．後藤らは，リファクタリングパターン

部を新規メソッドとして抽出するリファクタリング操作であ

の 1 つである，メソッド抽出リファクタリングの対象となった

る [1]．長すぎるメソッドや，複数の機能が実装されたメソッド

メソッドの特徴を調査した [5]．具体的には，抽出対象となった

を適切に分割することで，ソースコードの可読性や保守性を向

メソッドのサイズや凝集度などのプロダクトメトリクスを計測

上させる．

し，抽出が行われなかったメソッドとの比較調査をしている．

図 1 にメソッド抽出リファクタリングの例を示す [1]．図 1 中

ソースコードの特徴を定量的に表現する方法として，プロダ

の上側，printOwing メソッドのコメント文 print details 以下

クトメトリクス以外に，開発の履歴情報を用いて計測するプロ

の太文字になっている 2 文が抽出され，新たに printDetails メ

セスメトリクスがある [6]．開発プロセスはソースコードの品質

ソッドとして定義されている．抽出元の printOwing メソッド

に影響を与える．リファクタリングは一般的に，保守性や可読

には，抽出された printDetails メソッドの呼び出し文が追加さ

性が低い品質の悪いコード片を対象に実施されるため，ソース

れている．

コードの品質に影響を与える開発プロセスから計測されるプロ

メソッド抽出リファクタリングは適用される頻度が高い重要

セスメトリクスと，リファクタリングの実施には相関があると

なリファクタリングである [4]．また，メソッドはソースコード

考えられる．しかし，プロセスメトリクスとリファクタリング

中に大量に存在するため，それらの中からリファクタリング候

の関係について，定量的な調査は実施されていない．

補の対象を開発者が適切に選別することは難しい．これらの点

そこで，本研究ではプロセスメトリクスを用いて，メソッド

から，メソッド抽出の支援が必要である．

抽出の対象となったメソッドの特徴を調査した．ソースコード

2. 2 リファクタリングの履歴調査と支援手法

の品質に影響を与えていると考えられる，コード片の変更回数

開発者のリファクタリング作業の実態を把握することで、効

や，その変更に関わった開発者数等のメトリクスを用いて抽出

果的なリファクタリング支援の方法を提案することができる．

の対象となったメソッドと，対象とならなかったメソッドを比

これまでに実施されたリファクタリングの履歴調査と，提案さ

較した．その結果，コード片の変更回数とオーサー数，コード

れている支援手法をいくつか紹介する．

片の変更量である追加・削除・変更行数に，メソッド抽出の対

Bavota らは，開発者がソースコードのプロダクトメトリク

象となったメソッドと，対象とならなかったメソッド間で有意

スやソースコード上に存在する不吉な臭い (Bad Smell) [1] に

差が確認できた．

則ってリファクタリングを実施しているかを明らかにするた

また，プロセスメトリクスの調査結果を踏まえ，メソッド抽

め，リファクタリング履歴を調査した [7]．3 つのオープンソー

出の対象となるメソッドを推薦する機械学習モデルを構築し，

スソフトウェアの開発で実施された，52 種類のリファクタリン

その有効性を評価した．学習に利用するメトリクスの組み合わ

グパターンを含む 12,922 件のリファクタリング事例を調査対

せを変化させた 6 種類のモデルを構築し，それらの精度を比較

象としている．調査の結果，開発者は必ずしもプロダクトメト

した．実験の結果，従来より利用されてきたプロダクトメトリ

リクスに則って，リファクタリングを実施しているわけではな

クスと，本研究の調査対象であるプロセスメトリクスの両方を

いことがわかった．また，一般的にリファクタリングは，不吉

利用した推薦モデルが，F 値が 0.827 と最も高い精度を示した．

な臭い [1] と呼ばれる，将来的に不具合の原因となりうるコー

以降，2. 節では本研究の背景となる，メソッド抽出リファク

ド片が存在するソースコードに対して実施が推薦されている．

タリングとリファクタリングの履歴調査と支援手法を紹介する．

しかし，不吉な臭いが存在するコード片に対してリファクタリ

3. 節でプロセスメトリクスの調査実験について述べ，4. 節でリ

ングを実施した事例は，調査対象の全リファクタリング事例の

ファクタリング推薦モデルへの適用実験について述べる．続く

42%で，そのうちの 7%しか不吉な臭いを除去できていないこ
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とが明らかになった．Bavota らは，これらの調査結果より，開
発者にとって有益なリファクタリングを推薦するためには，プ
ロダクトメトリクスや不吉な臭いの存在などの成果物に基づい
たメトリクスのみを利用するのではなく，プロセスメトリクス
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のように，開発者の特性を考慮できるようなメトリクスの利用
の有用性を示唆している．
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後藤らは，メソッド抽出が実施されるメソッドの特徴を調査
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した [5]．3 つのオープンソースソフトウェアの開発において，
メソッド抽出が実施された 1,853 個のメソッドを調査対象とし
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ている．調査の結果，メソッド抽出が実施されたメソッドは行
数が多く，凝集度が低いことがわかった．また，調査結果に基
づき，機械学習を用いてメソッド抽出の候補となるメソッドを
開発者へ推薦する手法を提案している [3]．
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リングを開発者に提案する．
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これらの手法は，いずれもプロダクトメトリクスを用いてリ
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ファクタリングを支援する．プロダクトメトリクスの他に，開
発履歴を用いてコード片の特徴を計測するプロセスメトリクス
とが知られており，品質の良し悪しはコード片をリファクタリ
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吉な臭い [1] を特定し，そのコード片に適用すべきリファクタ

がある．開発プロセスはソースコードの品質に影響を与えるこ
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Tsantalis らは，JDeodorant というリファクタリング支援
ツールを開発している [2]．このツールは，ソースコードから不
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ングすべきか否かの判断材料になる．そのため，プロセスメト
リクスを用いたコード片の特徴付けは，リファクタリング対象
箇所の特定に有効であると考えられ，プロダクトメトリクスと

U
U
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併用することで，従来の支援手法の改善が期待できる．しかし，
未だプロセスメトリクスを用いたリファクタリング支援手法は

図 2 調査方法の概要

提案されておらず，手法確立のための調査も実施されていない．
る．Kenja は，畑らの提案した細粒度な版管理システムであ

3. プロセスメトリクスの調査
3. 1 調 査 方 法
調査方法の概要を図 2 に示す．調査は次の手順で進める．

step 1 特定のリビジョンを 1 つ選択し，そのリビジョンの全
メソッドを得る．

step 2 各メソッドに対して，選択したリビジョン以降でメソッ
ド抽出されたかどうかを検査し，抽出ありメソッドと抽出なし
メソッドの 2 群に分ける．

step 3 抽出なしメソッド群から，抽出ありメソッドと同じ数
だけランダムにメソッドを選択し，これらと抽出ありメソッド
群を合わせて調査対象データセットとする．

step 4 開発履歴より，対象データセットの各メソッドのプロ
セスメトリクスを計測する．

step 5 リビジョンを変更して step 1 – 4 を繰り返し，各リビ
ジョンで取得したメソッドのプロセスメトリクスを最終的な調
査対象とする．

step 6 抽出ありメソッドと抽出なしメソッドの 2 群間でメト
リクスに有意な差があるか検証する．
開発履歴の長さがプロセスメトリクスの値を左右するため，
特定の 1 つのリビジョン内でのメソッドを比較する．メソッ
ド抽出事例の検出には，藤原らの提案した Kenja [8] を用い

る Historage [9] を利用して，メソッド抽出事例を検出する．

Historage は，各クラスに実装されたメソッドごとに開発履歴
を記録できる．Kenja は Historage を用いて，リビジョン間で
の変更情報からメソッド抽出が実施されたと推定されるメソッ
ドの組み合わせを特定し，抽出元のメソッドから削除された
コード片と，抽出先のメソッドの類似度が閾値以上のものを，
メソッド抽出事例として検出する．その検出精度は，適合率が

0.96，再現率が 0.86 と高いものである．また，大規模な開発履
歴に対しても，高速にリファクタリング検出できるという利点
がある．本実験では，比較調査のために多くのメソッド抽出事
例が必要となるので，このツールを利用した．
また，選択したリビジョン以降でメソッド抽出されたメソッ
ドを「抽出有りメソッド」とする．これは，メソッド抽出が実
施される必要のあるメソッドであっても，即座にメソッド抽出
されるわけではないので，選択したリビジョン以降でメソッド
抽出された場合，選択リビジョン時点ですでにメソッド抽出の
対象となる特徴を持っていると仮定したからである．
計測するメトリクスを表 1 に示す．各メトリクスをクラスレ
ベルとメソッドレベルでそれぞれ計測する．
クラスレベルの計測には，版管理システム Git を利用する．
今回の実験では，Java で記述されたソフトウェアを対象とした
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表 1 計測プロセスメトリクス一覧
メトリクス

表4

略称

調査対象リビジョン【JEdit】

リビジョン進行度 コミット日付

メソッド数

抽出有 抽出無

変更回数

NC

10%

2003/01/11

4,107

5

4,102

オーサー数

NDC

20%

2003/03/28

5,080

7

5,073

存在期間

AG

30%

2005/06/08

3,760

7

3,753

ソースコードの追加行数

ADD

40%

2006/04/22

4,974

14

4,960

ソースコードの削除行数

DEL

50%

2007/02/05

5,649

10

5,639

ソースコードの変更行数

CHURN
表 5 プロセスメトリクスの比較結果【JEdit】

表2
ソフトウェア

JEdit

調査対象ソフトウエア

リビジョン数

期間

LOC

メトリクス

レベル

抽出

中央値

NC

クラス

有

48.000

無

4.000

メソッド

有

2.000

3.093

無

1.000

2.930

7,707 2001/09/02 - 2016/02/13 97,116 - 313,706

表 3 計測プロダクトメトリクス一覧
メトリクス

略称

Number of Parameters

PAR

McCabe Cyclomatic Complexity

VG

Nested Block Depth

NBD

Method Lines of Code

MLOC

Weighted methods per Class

WMC

Depth of Inheritance Tree

DIT

Lack of Cohesion of Methods

LCOM

Number of Children

NSC

NDC

クラス
メソッド

AG

ADD

DEL

開発履歴を辿って，各メトリクスを計測する．
メソッドレベルの計測は，先ほど紹介した Historage [9] を利

リクスも併せて計測する．プロダクトメトリクス計測ツールで

有

1.000

0.977

無

1.000

1.000

無

73,170,000 93,870,000
86,750,000 89,700,000

無

73,170,000 87,730,000

クラス

クラス

また，4. 節の実験にて，プロダクトメトリクスを利用した推
薦モデルも構築するため，実験対象メソッドのプロダクトメト

1.116

有

メソッド

CHURN

1.884 p < 0.05

1.000

メソッド

用する．クラスレベルのメトリクスの計測方法と同様にして，
過去の開発履歴を辿り，各メトリクスを計測する．

1.000

無

118,900,000 98,530,000

冒頭で説明した方法で選択された特定のリビジョンから過去の

メソッド

0.05 < p

有

有

クラス

p値

28.090

クラス

メソッド

ため，各クラスは単一のファイルに実装されている．3. 1 節の

平均値

122.000 p < 0.05

有

812

無

9

有

5.000

無

0.000

有

951

無

23

0.05 < p
0.05 < p
0.05 < p

3,256 p < 0.05
953
11.350 p < 0.05
4.674
3,735 p < 0.05
1,082

有

1.000

4.628

無

0.000

4.860

有

1,690

無

60

有

5.000

無

0.000

0.05 < p

6,991 p < 0.05
2,035
15.980 p < 0.05
9.535

（注 1）

ある eclipse metrics plugin

を利用し，表 3 に示すプロダク

トメトリクスを計測した．

ニーの U 検定を実施した．表 5 に JEdit の各プロセスメトリ

3. 2 対象ソフトウェア

クスの中央値，平均値，検定の結果得られた p 値を示す．表 6
（注 2）

を対象に調査

にはプロダクトメトリクスの比較結果を示す．p 値が太字で示

した．表 2 に JEdit の情報を示す．開発の進行に応じていくつ

オープンソースプロジェクトである JEdit

されたメトリクスは，メソッド抽出有りのメソッドと無しのメ

かのリビジョンを選択し，メトリクス計測対象とした．

ソッド間で，有意水準 5%で有意差があったことを示す．

今回，調査した JEdit のリビジョン情報を表 4 に示す．リビ

表 5 より，プロセスメトリクスでは，クラスレベルで NC，

ジョン進行度は，最新リビジョンを進行度 100%とした場合の，

NDC，ADD，DEL，CHURN の 5 種類に，メソッドレベルで

最も古いリビジョンからの進行度合いである．様々な開発時期

ADD，CHURN の 2 種類に有意差がみられた．全体的な傾向

のメソッド抽出事例を調査するため，進行度を 10 – 50%まで

として，クラスレベルのプロセスメトリクスのほうが，メソッ

変動させたときの各リビジョンを選択した．メソッド数はその

ドレベルのプロセスメトリクスよりも値に顕著な差がみられる．

リビジョンに含まれる全メソッドの数を，抽出有，抽出無はそ

そのため，メソッド抽出のようにメソッドを対象としたリファ

れぞれ，全メソッド内のメソッド抽出対象メソッドと対象では

クタリングを推薦する場合は，直接的にメソッドのプロセスメ

ないメソッドの数を表す．

トリクスを利用するのではなく，メソッドが属するクラスレベ

3. 3 結

果

メソッド抽出対象メソッドと対象ではないメソッドの間で，
各メトリクスに有意差があるか確認するため，マン・ホイット

ルのプロセスメトリクスを利用する必要があると考えられる．
表 6 より，プロダクトメトリクスでは，クラスレベルで LCOM，

NSC の 2 種類に，メソッドレベルで PAR，VG，NBD，MLOC
の 4 種類に有意差がみられた．

（注 1）：eclipse metrics plugin: http://metrics.sourceforge.net/
（注 2）：JEdit: http://www.jedit.org/
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表 6 プロダクトメトリクスの比較結果【JEdit】
レベル

抽出

中央値

PAR

メソッド

有

2.000

1.605 p < 0.05

無

1.000

0.875

有

6.000

6.070 p < 0.05

無

2.000

3.906

有

4.000

3.419 p < 0.05

レードオフの関係にある Precision と Recall を総合的に評価

無

1.000

1.812

する尺度である．

有

30.000

無

3.000

VG
NBD
MLOC
WMC

メソッド
メソッド
メソッド
クラス

平均値

p値

Precision は，推薦モデルによってメソッド抽出の対象であ

メトリクス

30.630 p < 0.05

144.000 325.300

無

57.500 570.000

0.05 < p

表 7 に，各推薦モデルの交差検定の結果として得られた Pre間における Precision，Recall，F 値の最大値である．

Recall は，全てのプロダクトメトリクスを利用して構築した

クラス

有

2.000

2.442

無

2.000

2.438

LCOM

クラス

有

0.761

0.672 p < 0.05

無

0.694

0.529

有

0.000

0.047 p < 0.05

無

0.000

0.906

クラス

抽出の対象であるとされたメソッドの割合である．F 値は，ト

cision，Recall，F 値を示す．太字で示された数値は，各モデル

DIT

NSC

ドの割合である．Recall は，データセット中に存在する全ての
メソッド抽出されたメソッドのうち，モデルによってメソッド

10.120

有

るとされたメソッドのうち，実際にメソッド抽出されたメソッ

0.05 < p

ProductAll が最も高い値を示した．Precision，F 値について
は，有意差ありのプロセス・プロダクトメトリクスを利用した

Significant が最も高い精度を示した．

5. 考

察

構築した 6 種類のモデルのうち，有意差のあるプロセスメト
リクスとプロダクトメトリクスの両方を利用した Significant モ

4. 推薦モデルへの適用

デルが最も高い Precision，F 値を示した．F 値が最大である

メソッド抽出リファクタリングの推薦において，プロセスメ

Significant が，今回構築したモデルのなかでは最もバランスの

トリクスが有効に働くか検証するため，実際に推薦モデルを構

良いモデルであるといえる．また，高い Precision は推薦モデ

築し，その精度を評価する．従来より利用されてきたプロダク

ルへの信頼性につながる．Precision の低いリファクタリング

トメトリクスも併せて利用し，どのメトリクスが予測に有効に

推薦モデルは，本来リファクタリングする必要のないコード片

働くか確認する．

を推薦し，ソースコードを改悪させる可能性がある．そのため

4. 1 モデル構築方法

リファクタリング推薦においては，Recall よりも Precision を

ロジスティック回帰モデルを用いて，推薦モデルを構築する．

重視する必要があると考えられる．これらの点から，メソッド

3. 節の実験で得た，開発履歴中でメソッド抽出されたメソッド

抽出の対象メソッドの推薦においては，プロセスメトリクスと

と，メソッド抽出されなかったメソッドを含むデータセットを

プロダクトメトリクスの両方を利用することが望ましいと考え

用いる．データセット中のメソッドのメトリクスを学習するこ

られる．

とで構築されたモデルは，あるメソッドが与えられたとき，そ

実際に，どのメトリクスが予測に有効に働いたのかを調査し

のメソッドに対してメソッド抽出を実施するべきか否かを判断

た．表 8 に最も高い F 値を示した Significant モデルのオッズ

する．

比を示す．オッズ比は 1 からの差が大きいほど，その要因の予

実験対象ソフトウェアは JEdit とする．本実験では，モデル

測に対する影響度が大きいと解釈できる．つまり，表 8 に示

の学習に利用するメトリクスの組み合わせを変えた，6 つのモ

した各メトリクスのオッズ比から，モデルがあるメソッドをメ

デルの精度を評価する．構築するモデルの一覧を表 7 に示す．

ソッド抽出するべきか否かを決定する際に，どのメトリクスの

ProcessAll は 3. 節の実験で計測した，クラス・メソッドレベル

値を重要視したかがわかる．なお，正のオッズ比はあるメソッ

の NC，NDC，AG，ADD，DEL，CHURN の計 12 種類のプ

ドをメソッド抽出すべきという判断に影響を与え，負のオッズ

ロセスメトリクスを学習に利用する．ProcessSignificant は 3.

比はメソッド抽出すべきではないという判断に影響を与えてい

節の実験で有意差がみられた，計 7 種類のプロセスメトリクス

る．表中の太字は，Significant モデルにおいて，正・負のオッ

を利用する．同様に，ProductAll は表 3 に示した，計 8 種類の

ズ比が上位 3 つずつのものを示す．また，プロセスメトリクス

プロダクトメトリクスを利用する．ProductSignificant は 3. 節

名には，クラスレベルのものには末尾に_Class を，メソッドレ

の実験で有意差がみられた，計 6 種類のプロダクトメトリクス

ベルのものには同様に_Method をつけている．

を利用する．All は ProcessAll と ProductAll に用いる計 20

正のオッズ比の上位 3 つは LCOM，NBD，ADD_Method で

種類のメトリクスを利用し，Significant は ProcessSignificant

あり，負のオッズ比の上位 3 つは，NSC，VG，CHURN_Method

と ProductSignificant に用いる計 13 種類のメトリクスを利用

である．LCOM，NBD，NSC，VG がプロダクトメトリクスで

する．

あり，ADD_Method，CHURN_Method がプロセスメトリク

4. 2 結

果

各推薦モデルを 10 分割交差検定により評価する．評価尺度
として，Precision，Recall，F 値を用いる．

スである．従って，正負どちらの予測にも，プロセスメトリク
スとプロダクトメトリクスの両方が有効に働いているといえる．
最後に本研究の実験結果の妥当性について述べる．まず，調
査対象について述べる．本実験では，開発の進行度に応じた複
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表 7 構築したモデル一覧とその精度【JEdit】
モデル

学習メトリクス

precision

recall

F値

ProcessAll

計測した全てのプロセスメトリクス

0.743

0.486

0.588

ProcessSignificant

有意差ありのプロセスメトリクス

0.778

0.749

0.763

ProductAll

計測した全てのプロダクトメトリクス

ProductSignificant

有意差ありのプロダクトメトリクス

0.757 0.842

0.797

0.792

0.808

0.800

0.530

0.628

All

計測した全てのメトリクス

0.770

Significant

有意差ありの全てのメトリクス

0.825

表 8 Significant モデルのオッズ比【JEdit】

0.828 0.827

種類に，メソッド抽出の対象となったメソッドと対象とならな

メトリクス

オッズ比

NC_Class

0.997

また，プロセスメトリクスの調査結果に基づき，JEdit を実

NDC_Class

1.218

験対象として，実際にプロセスメトリクスを利用したメソッド

ADD_Class

0.999

ADD_Method

1.871

DEL_Class

1.001

に学習させるメトリクスの種類を変えた，計 6 種類のモデルを

CHURN_Class

1.000

構築した．全モデルのうち，有意差ありのプロセスメトリクス

CHURN_Method

0.727

とプロダクトメトリクスの両方を用いたモデルが最も高い F 値

PAR

1.374

を示した．この結果より，メソッド抽出の推薦には，プロセス

VG

0.553

メトリクスとプロダクトメトリクスを合わせて用いることが有

NBD

1.885

効であるといえる．

MLOC

1.146

LCOM

1.893

NSC

0.533

かったメソッド間で有意差がみられた．

抽出の推薦モデルを構築し，その精度を評価した．推薦モデル

今後の課題として，対象ソフトウェア，計測対象メソッド，プ
ロセスメトリクスの種類を増やした調査の実施が挙げられる．
また，プロセスメトリクスは開発履歴の時間的な長さや，リビ

数のリビジョンを選択し，それらからメソッド抽出の対象とな
るメソッドを取得した．抽出の対象ではないメソッドはランダ
ムに選択し，メソッド抽出の対象となるメソッドと合わせたも
のを対象データとして実験を行った．そのため，今回選択され
なかったリビジョンやメソッドを対象にすると異なる結果が得
られる可能性がある．また，対象ソフトウェアはオープンソー
スソフトウェアの JEdit である．他のソフトウェアに対して実
験を行った場合は，今回の調査結果と異なる可能性がある．
次に，リファクタリング検出ツールであるが，本実験では，

Kenja を利用してメソッド抽出事例を検出した．Kenja は高い
適合率，再現率でメソッド抽出事例を検出するが，誤りや漏れ
は存在する．そのため，実際にメソッド抽出が行われたメソッ
ドを全て正確に検出し，それらを用いて実験した場合には，今
回と異なる結果が得られる可能性がある．
推薦モデルの構築には，ロジスティック回帰モデルを採用し
ている．他のモデル構築方法を利用した場合，本実験の精度と
は異なるものが得られる可能性がある．

6. まとめと今後の課題
本研究では，効果的なリファクタリングの支援のために，リ
ファクタリングの実施に相関があると考えられるプロセスメト
リクスを用いて，メソッド抽出が実施されたメソッドの特徴を
調査した．オープンソースソフトウェアである JEdit から，メ
ソッド抽出の対象となったメソッドと対象とならなかったメ
ソッドを取得し，それらのプロセスメトリクスを計測して，比較

ジョン数などによって値が大きく変わる可能性があるため，そ
れらの条件を考慮した適切な正規化を実施した場合の，リファ
クタリングとの相関関係を調査する必要があると考えられる．
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した．実験の結果，クラスレベルで NC，NDC，ADD，DEL，

CHURN の 5 種類に，メソッドレベルで ADD，CHURN の 2
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