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近年，ソフトウェア開発履歴を分析することでリファクタリングが品質に与える影響を明らかにすること

を目的とした研究が多数実施されている．このような分析にあたっては，実施されたリファクタリングの種類と実施
時期を把握する必要がある．本稿では構文情報を付加したリポジトリを用いることでリファクタリングの実施履歴を
高速に復元する手法を提案する．提案手法をツールとして実装し，オープンソースソフトウェアである jEdit に適用
した．その結果として，既存手法である UMLDiﬀ と比較してより高精度にリファクタリングの実施履歴を復元可能な
ことを確認した．
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Abstract Recently, several research have tackled to reveal the eﬀects of refactorings in the software development.
In order to reveal the eﬀects, it is important to detect performing of refactorings from the history of the software
development. In this research, we propose a fast refactoring detection method which use the repository with syntactic information. The result of comparison with the UMLDiﬀ algorithm shows our proposed method provide high
recall and high precision.
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1. は じ め に

が欠陥修正と開発者の生産性に対してどのような影響を与えて
いるかを調査している [3]．これらの研究は，いずれも 5 件未満

リファクタリングとはソフトウェアの外部的な振る舞いを変

のプロジェクトを対象に実施されているが，より一般性の高い

更することなく内部の構造を改善することをいう．Fowler は，

知見を得るためには，更に多くのプロジェクトを対象に分析を

リファクタリングを行うことで欠陥の混入を減少させることが

実施することが望ましい．そのためには次に挙げる特徴を持っ

でき，また，開発者の生産性の向上を促すといった効果がある

たリファクタリング検出技術の研究が重要となる．

述べている [1]．そのため，ソフトウェアの品質を高めるための
技術として注目されている．

•

細粒度な（コミット単位での）リファクタリングの検出

が可能

近年，リファクタリングの効果を実証的に調査することを目

•

大規模なプロジェクトに適用可能

的とした研究がいくつか報告されている．例えば，Ratzinger

•

多数のプロジェクトに適用可能な可搬性とスケーラビリ

らはリファクタリングと欠陥の関係を調べており，ある期間に

ティを持つ

リファクタリングが多く実施された場合，後続の期間において

本稿では，これらの要求を満たすリファクタリング検出手法と

欠陥の発生量が減少すると報告している [2]．また，Kim らは 3

して，構文情報を付加したリポジトリを用いたリファクタリン

つのオープンソースプロジェクトを対象に，リファクタリング

グ検出手法を提案する．また，オープンソースソフトウェアであ
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る jEdit を対象に既存手法である UMLDiﬀ との比較を行った．

2. 背

景

手順 3

必要に応じて抽出したメソッドに修正を加える．

手順 4

選択したコードを抽出元のメソッドから削除し，新た
に作成したメソッドの呼び出しに置き換える．

2. 1 リファクタリング検出
Murphy-Hill らは，ソフトウェア開発中に実施されるリファ

3. 構文情報を付加したリポジトリからのリファ
クタリング検出

クタリングに関する情報を収集する為のアプローチとして，次
の 4 つのアプローチが有効であると述べている [4]．

提案手法は，版管理システムに記録された開発履歴を入力と

（ 1 ） 開発者を監視し，リファクタリングの実施を記録する

して，各コミット間で実施されたメソッド抽出リファクタリン
グを検出する．初めに，分析対象となるソフトウェアの開発履

（ 2 ） リファクタリングツールの使用を自動的に記録する

歴が記録されたリポジトリを構文情報を付加したリポジトリに
（ 3 ） 版管理システムのコミットログを分析する

変換する．通常のリポジトリは，ソースコードファイル毎の変
更情報（行の追加や削除）を提供するが，構文情報を付加した

（ 4 ） 版管理システムに記録されたソースコードの変更を解析

リポジトリはメソッドやクラス単位での変更情報を提供する．

する

次に，これらの情報を基に各種リファクタリングの検出を行う．
ここで，アプローチ（1），
（2）を適用するためにはプロジェ

以降，本節ではリポジトリに構文情報を付加する手順と，構

クト毎に準備が必要であるため，多くのプロジェクトからリ

文情報を付加したリポジトリからメソッド抽出リファクタリン

ファクタリングの実施履歴を収集しリファクタリングが品質に

グを検出する手順について詳しく説明する．

与える影響を分析するという目的には適さない．対照的に，ソ

3. 1 構文情報を付加したリポジトリの構築

フトウェア開発において広く利用されている版管理システムを

提案手法では，Hata らが提案している Historage と同様の方

用いたアプローチ（3），
（4）であれば多くのプロジェクトを対

法で構文情報を付加したリポジトリを構築する [8]．Historage

象とすることができると考えられる．しかし，開発者がリファ

は Java 言語で記述されたソースコードの変更を，メソッド単

クタリング活動をコミットログとして記録することは，実際に

位で追跡するためのリポジトリである．版管理システムの一種

リファクタリングを行う頻度に比べて少ないことが分かってい

である Git（注 1）はファイルおよびディレクトリ構造の差分を計算

る [5]. そのため，版管理システムからリファクタリングの実

する機能を持つ．Historage はこの仕組みを利用して，コミッ

施状況を把握する場合はアプローチ（4）を採用する必要があ

ト間における構文情報の差分を自動的に計算する．そのために，

り，これまで数多くの手法が提案されている．本稿ではこのア

各コミットにおけるソースコードを構文解析し，得られた構文

プローチをもってリファクタリングの実施履歴を復元すること

木を一定の規則に従ったディレクトリ構造に変換する．具体的

をリファクタリング検出と定義する．

には，クラスがメソッドを保持することをディレクトリの階層

Xing らは任意のバージョン間におけるソースコードの設計

関係で表現し，メソッドの本体をファイルとして表現する．例

情報の差分を求める UMLDiﬀ アルゴリズム [6] を提案してい

として，図 1 に変換前のディレクトリ構造を，図 2 に変換後の

る．また，その差分情報を解析することでリファクタリングを

ディレクトリ構造を示す．

検出する手法も提案しており，そのためのツールも公開されて

構文情報を付加したリポジトリの構築手順としては，各コ

いる [7]．以降，本稿では特に断りの無い限り UMLDiﬀ アルゴ

ミットにおけるソースコードに対してそれぞれ構文解析を行い，

リズムを用いたリファクタリング検出を UMLDiﬀ と表記する．

2. 2 メソッド抽出リファクタリング

ディレクトリ構造の変換を行い，コミットする．この際，コミッ
トには以下の情報が付加されている．

メソッド抽出リファクタリングとは，あるメソッドから意味
のある単位でコードを選択し，新たなメソッドとして抽出する （ 1 ） クラスのパッケージ情報
ことを言う [1]．このリファクタリングが実施される主な目的

（ 2 ） クラスが保持するメソッド

として，重複したコードをメソッドとして抽出することでコー
ドの保守性を向上させることが挙げられる．また，長すぎるメ





ソッドを対象にコードの可読性を向上させることを目的とする
/

こともある．

foo/

本稿で提案する手法は，メソッド抽出リファクタリングが以

bar/

下の手順に沿って実施されることを前提としている．

HistorageConverter.java

手順 1

抽出の対象とするメソッドとコードを選択する．

手順 2

選択したコードを新たなメソッドとして抽出する．な
お，メソッドは抽出対象のメソッドと同一のクラス内
に作成する．

Parser.java




図 1 変換前のディレクトリ構造

（注 1）
：http://git-scm.com/
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（ 3 ） クラスが保持するフィールド

グが実施されたものとする．仮に，二つのメソッドに跨がって
存在する重複したコードが一つのメソッドとして抽出された

（ 4 ） メソッドの識別子

場合，メソッド抽出リファクタリングが二回実施されたと判断
する．

（ 5 ） メソッドの本体

変更前のコミットと変更後のコミットからメソッド抽出リ
（ 6 ） メソッドのパラメータ

ファクタリングを検出する手順としては，まず，変更において

構文木を変換したディレクトリ構造は，構文木の基になった

新規に作成されたメソッドを見つけ，extractedM ethod の候

ソースコードファイルと一対一に対応するため，同一のソース

補とする．次に，変更において行の追加および削除が行われ

コードファイルからは同一のディレクトリ構造が得られる．そ

たメソッドを見つけ，targetM ethod の候補とする．そして，

のため，各コミットを処理する際は，変更のあったソースコー

targetM ethod に追加された行に extratedM ethod が存在すれ

ドファイルのみ新規に構文解析を行い，変更のなかった分につ

ば，メソッド抽出リファクタリングの候補として，targetM ethod

いては直前のコミットで変換されたディレクトリ構造を流用す

と extractedM ethod の類似度を計算する．これらの手順を変

ることが可能である．これにより，提案手法は既存の手法と比

更のあったクラス毎に行い，最後に閾値以上の類似度を持つ候

較して大幅な計算時間の短縮に成功している．

補をリファクタリングとして検出する．Algorithm 1. にこれら
の手順を擬似コードとして示す．

3. 2 メソッド抽出リファクタリングの検出

3. 3 類似度の計算

前節で説明した手順で構築した，構文情報を付加したリポジ
トリのコミット同士の差分を分析することで，メソッド抽出リ

本節では targetM ethod と extractedM ethod 間の類似度を

ファクタリングの検出を行う．提案手法は変更前のコミットと

計算する方法を説明する．提案手法では，自然言語処理の分野

変更後のコミットを入力として，検出した各リファクタリング

で文書間の類似度を計算するのに利用される shingles [9] を応用

について，以下の情報を出力する．

してメソッド間の類似度を計算する．shingles とは文章 s の先
頭から単語を順に 2 個ずつ取り出し，取り出した単語の組を要

extractM ethod := (commit, targetM ethod,

素とする集合 SH(s) ことを言う（注 2）．shingles を用いて，文書

extractedM ethod, simirality)

s1 ，s2 間の類似度 similarity(s1 , s2 ) は次の式で計算される．

ここで，commit はメソッド抽出が実施されたコミットを一意

simirality(s1 , s2 ) =

に特定する値，targetM ethod はメソッド抽出の対象となった

|SH(s1 ) ∩ SH(s2 )|
|SH(s1 ) ∪ SH(s2 )|

提案手法ではメソッド間の類似度を計算するために，文章

メソッド，extractedM ethod はリファクタリングにより新たに
作成されたメソッドを表す．また，simirality は 3. 3 節にて述
べる方法で算出される，targetM ethod から抽出されたコード

Input : C, /* a set of class modified in vi+1

*/

と extractedM ethod の類似度を表す．2.2 節で述べたように，

vi , /* before version of the change

*/

複数のメソッドに跨がって存在する重複したコードを除去する

vi+1 /* after version of the change

*/

ために，メソッド抽出リファクタリングを行う場合がある．提

Output: R /* a set of extract method candidates

*/

案手法ではこのような場合，それぞれ独立したリファクタリン

R := ∅;
foreach c ∈ C do





foreach em ∈ addedMethod(c, vi , vi+1 ) do
body = getBody(m) ;
foreach (tmi , tmi+1 ) ∈ changedMethod(c, vi , vi+1 )

/

do

foo bar HistorageConverter.java
package

added := getAddedLines(emi , emi+1 ) ;

[CN]/

deleted := getDeletedLines(emi , emi+1 ) ;
if ∃ m ∈ getCallee(added) then

HistorageConverter/

sim := calculateSimirarity(body, deleted) ;

[MT]/

R.push((m, em, sim)) ;

convert(Parser)/

end

body
parameter
foo bar Parser.java
package

end
end
end

Algorithm 1: Detect Extract Method Candidates

[CN]/
...
（注 2）
：厳密には，単語を w 個ずつ取り出し要素とする集合を w − shingles




と呼び，単語を 2 個ずつ取り出す場合に 2 − shingles と呼ぶが，本稿では

図 2 変換後のディレクトリ構造

2 − shingles を shingles と呼称する．
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表 2 UMLDiﬀ を適用したバージョン

s1 を targetM ethod から削除されたコード断片，文章 s2 を
extractedM ethod に追加されたコード断片とし，字句解析に

バージョン番号

タグ名

よるトークンを単語として類似度を計算する．具体的な例とし

4

jedit-4-0-final

4.1

jedit-4-1-final

4.2

jedit-4-2-final

て，次に示すコード断片を考える．

int a = i ++ + this . getConst ();
このコード断片は字句解析を行うと以下のトークンに分解さ

4.3

jedit-4-3

4.4

jedit-4-4-1

4.5

jedit-4-5-0

れる．

{int, a, =, i, ++, +, this, ., getConst, (, ), ; }

UMLDiﬀ との精度（precision）と再現度（recall）の比較評価
を行った．

そして，これらのトークンから次の shingles が得られる．

{{int, a}, {a, =}, {=, i}, {i, ++}, {++, +}, {+, this},
{this, .}, {., getConst}, {getConst, (}, {(, )}, {), ; }}

4. 評

4. 2. 1 提案手法の jEdit への適用
Xeon E5540 2.53GHz を 2 基，メモリを 12GB 搭載した計算
サーバを用いて jEdit のリポジトリを提案手法を実装したツー
ルに入力として与えた．なお，ツールの実行は Xeon E5540

2.53GHz を 2 基，メモリ 12GB 搭載した計算サーバにて行っ

価

た．その結果，構文情報を付加したリポジトリの構築に 1 時間
（注 3）

提案手法をツールとして実装し

既存手法である UMLDiﬀ

との比較を行った．ツールは Eclipse JDT を用いて作成した軽
量パーサを使用して Java で記述されたソースコードを構文解

20 分，構築後のリポジトリからリファクタリングを検出するの
に 6 分要した（注 7）．

4. 2. 2 UMLDiﬀ の jEdit への適用

析し，構文情報をディレクトリ構造へ変換する．ソースコード

UMLDiﬀ は表 2 に示すバージョン 4 から 4.5 までの 6 リリー

の構文解析はプロセッサ数に応じて並列計算を行うよう実装さ

スバージョンに適用した．表中のタグ名は Sourceforge.net に

れている．また，類似度を計算する際に必要な字句解析器の作

て配布されているソースコードのバージョンと対応するリポジ

成にはリバースエンジニアリングツールのためのツールキット

トリのタグ名を表す．なお，UMLDiﬀ は提案手法を実装した

（注 4）

Remics [10] の一部である Pyrem Torq

を利用した．

UMLDiﬀ との比較はオープンソースソフトウェアである
Columba

（注 5）

と jEdit

（注 6）

に提案手法と UMLDiﬀ を適用し，

得られた結果を比較することで行った．表 1 に Columba と

ツールと同様の環境で独立して実行した．その結果，UMLDiﬀ
の実行には 3 日と 3 時間を要した．

4. 2. 3 検出結果の比較
類似度の閾値を 0.3 に設定した，提案手法を実装したツール

jEdit の概要を示す．

からは 305 件，UMLDiﬀ からは 208 件のリファクタリングが

4. 1 閾値の決定

検出された．うち，76 件が両方のツールがリファクタリングと

UMLDiﬀ との比較を行うにあたり，まず，Columba に提案

して検出され，全体としては 437 件のリファクタリングが検出

手法を適用し，その結果を基に提案手法が使用する類似度の閾

された．

値を決定した．Columba からは計 56 個のメソッド抽出リファ

次に，これらの結果を用いて提案手法および UMLDiﬀ の精

クタリングの候補が得られた．これらの候補に対して目視でメ

度と再現度を調査した．まず，リファクタリング検出における

ソッド抽出リファクタリングであるかどうか確認を行ったとこ

精度と再現度について考える．提案手法が検出するリファクタ

ろ，13 件のメソッド検出リファクタリングが正しく検出でき

リングを Rk ，UMLDiﬀ が検出するリファクタリングを Ru と

ていることが分かった．また，これらの候補が全て類似度 0.45

すると，両ツールから得られるリファクタリング Actual は次

以上に存在することが分かった．次に，ツールが誤検出したリ

のように表される．

ファクタリング候補に着目したところ，類似度 0.25 以上のリ
ファクタリング候補が存在していなかったことが分かった．こ

Actual = Rk ∩ Ru

れらの情報を基に，類似度 0.25 から 0.45 の間に閾値を設定す
ることで，誤検出である確率が極めて高いリファクタリング候

次に，Actual について目視で誤検出かどうかを確認し，それ

補をフィルタリングできると考え，UMLDiﬀ の際に使用する

ぞれのツールの結果と Actual の Confusion Matrix を考える

類似度を 0.3 に決定した．

と表 3 のようになる．これらの情報を用いてそれぞれのツール

4. 2 UMLDiﬀ との比較

の精度（Precision）と再現性（Recall）は次の式で計算するこ

4.1 節で決定した閾値 0.3 を使用して jEdit を分析対象とし，

とができる．

（注 3）
：実装したツールは次のページから入手可能である：https://github.

com/niyaton/kenja

（注 7）
：入力には http://jedit.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=

（注 4）
：https://github.com/tos-kamiya/pyrem_torq

jedit/jEdit;a=summary にて取得可能な Git リポジトリを使用した．そのた

（注 5）
：http://sourceforge.net/projects/columba/

め，計算時間には jEdit バージョン 4 以前とバージョン 4.5 以降の履歴からの

（注 6）
：http://www.jedit.org/

リファクタリング検出に要した時間も含まれている
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表 1 実験対象プロジェクトの概要
プロジェクト名

種類

開発期間

columba

メールクライアント

2012/5/30 - 2006/7/9

328

192520

jEdit

テキストエディタ

2002/4/12 - 2012/1/30

4475

177945

表 3 リファクタリング検出における Confusion Matrix

総コミット数 最終 LOC

Ref-Finder は，現在最も多くの種類のリファクタリングを検出
することが可能である．

Tool Result

Actual

not detected

detected

not refactored

True negative (TN)

False positive (FP)

refactored

False negative (FN)

True positive (TP)

6. まとめと今後の課題
本稿では構文情報を保持したリポジトリを構築することで，
メソッド抽出リファクタリングを検出する方法を提案した．提

表 4 jEdit への適用結果（ランダムに 100 件抽出）
提案手法

UMLDiﬀ

Rk

TP FP Ru

TP FP

72

69

28

3

47

19

Actual

案手法を実装したツールと既存のリファクタリング検出手法で
ある UMLDiﬀ をオープンソースソフトウェアである jEdit に
適用し，精度と再現性について比較実験を行った．その結果，

80

精度と再現性について提案手法を実装したツールが UMLDiﬀ
よりも優位であることが確認された．
また，UMLDiﬀ の適用に要した計算時間を基に，提案手法

TP
TP + FP
TP
Recall =
TP + FN

P recision =

を実装したツールと同じ粒度で UMLDiﬀ が分析しようとした
場合，単純計算で約 6 年かかることが分かる．このことから，
提案手法を用いることで，UMLDiﬀ ではできなかった細粒度
での分析をより高精度に実施できることが示唆される．今後の

今回，両手法のツールを jEdit に適用した結果得られた結果

課題として，より多くの種類のリファクタリングを提案手法を

全てに対して，目視で誤検出であったかどうかを確認するのは

利用して検出できるよう技術を確立することが挙げられる．そ

時間の都合上現実的では無かったため，全体の結果からランダ

して，その結果を用いて様々なプロジェクトからリファクタリ

ムに 100 件抽出したものを Actual とし，目視で誤検出かどう

ングの実施履歴を復元し，リファクタリングが品質に与える影

かの確認を行った．その結果を表 4 に示す．これらの結果から

響を詳細に分析できるようになると考える．

P recision，Recall についてそれぞれ提案手法は 0.96，0.86，
UMLDiﬀ は 0.60，0.35 が得られた．

5. 関 連 研 究
本研究で検出対象としたメソッド抽出リファクタリングの他
に，メソッドの引き上げリファクタリングや，Template Method
の形成など，メソッドへの操作を行うリファクタリングは数多
くある．これらのリファクタリングを対象としたリファクタリ
ング検出手法の多くは，メソッド同士の類似度を求め，手法の
精度向上に役立てている．Biegel らはメソッド間の類似度を表
す 3 つのメトリクスを用いて，リファクタリング検出を行い，
各メトリクスにおけるリファクタリングの検出精度やパフォー
マンスについて比較を行っている [11]．彼らの報告ではクロー
ン検出技術を用いて計測したメトリクス，抽象構文木の情報を
用いて計測したメトリクスと，文書間の類似度を求めるための
メトリクスをメソッドに対して適用したメトリクスを比較対象
として使用している．3. 3 節で説明した，本稿におけるメソッ
ド間の類似度も彼らが使用している文書間の類似度を求めるた
めのメトリクスを基に計算している．

Prete らは論理プログラミングの概念をリファクタリング検
出に導入した手法を提案している [12]．彼らの手法では，ソー
スコード中のクラスや，メソッド，それらの関係を論理プログ
ラミングにおける述語として抽出し，リファクタリングを述
語の組み合わせとして定義している．彼らの手法を実装した
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