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あらまし ソフトウェアテスト・保守において，限られたリソースで信頼性を確保するために，fault の有無を
推定するモデル（fault-prone モジュール判別モデル）が数多く提案されている．しかし，fault-prone モジュー
ル判別モデルの構築には，同一プロジェクトの過去バージョンの開発で計測されたメトリックスと欠陥データが
必要であり，開発データの計測・蓄積が行われていない企業や，新規開発プロジェクトでは導入が困難であった．
そこで本論文では，他のプロジェクトのデータを利用してモデル構築・判別を行う上で有用と考えられる手法を
明らかにするため，四つのリサーチクエスチョンを実験的に検証した．18 個のプロジェクトデータを用いた実験
を通して，(1) ランダムフォレストはプロジェクトをまたがる判別に効果を発揮する，(2) 学習データに対する前
処理（正規化）の効果はない，(3) データセット間に類似性が確認できるならば，高い精度での判別が期待でき
る．(4) 複数のプロジェクトのデータを用いた集団学習の効果はある，といった教訓が得られた．
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1. ま え が き

prone モジュール判別モデルの構築は困難である．一

ソフトウェアテストや保守において，fault-prone モ

ために，判別モデルの構築は，同一プロジェクトの過

ジュール（欠陥を含む確率の高いモジュール）を特定

去のバージョンの開発で計測されたメトリックスと欠

般に，高い精度で fault-prone モジュール判別を行う

することは，テスト工数割当やリファクタリングの優

陥データを用いることが望ましいためである [28]．従

先順位の決定に役立つ [9], [18]．そのため，モジュー

来，オープンソースソフトウェアなどの公開されてい

ルのメトリックス（コード行数やサイクロマティック

るデータや，他プロジェクトのデータを利用してモデ

数等）を説明変数とし，欠陥（fault）の有無を目的変

ル構築・判別を行うことも試みられているが，多くの

数とする fault-prone モジュール判別モデルが多数提

場合，高い判別精度は得られない [25], [28]．また，ど

案されており，企業における適用事例も報告されてい

のような条件であれば高い精度が得られるのかについ

る [14], [16], [19]．

ても必ずしも明らかではない．

ただし，開発データの計測・蓄積を行っていない企

ただし，他プロジェクトのデータを用いることに見

業や，新規開発プロジェクトでは，性能のよい fault-

込みがないわけではない．他プロジェクトのデータを
利用する場合の利点として，複数のデータが利用可能
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測精度を高められる可能性がある．また，近年，学習
データにオーバフィッティングしにくいモデリング手
法としてランダムフォレスト [1] が提案されている．プ

判別モデルは次式で表される．

P (y|x1 , · · · , xp ) =

1
1 + e−(α1 x1 +···+αp xp +β)

ロジェクトをまたがる判別においては学習データと予

ここで y ∈ {0, 1} は群を表す目的変数，xi は説明変

測対象データの性質（fault の有無に影響する要因）が

数，αi は判別係数であり，P (y|x1 , . . . , xp ) は，説明

異なっていることから，学習データに過度に適合する

変数の組 x1 , . . . , xp に対して，y が 1 の値をとる条件

のを回避できる点でランダムフォレストは効果を発揮

付き確率である．本論文では，P (y|x1 , . . . , xp ) が 0.5

する可能性がある．更には，モデル構築の前処理とし

以上の値をとる場合，fault-prone モジュールである

て，データの正規化を行うことで，プロジェクト間の

と判定する．

違いを減らし，判別精度を高められる可能性がある．

近年，fault-prone モジュールを判別する際のモデ

以上のことから，本論文では，18 個のプロジェクト

リング手法としては最も利用されているのが本手法で

のデータを用いた実験を通して，次の四つの質問（リ

あり，本論文においても，次に紹介するランダムフォ

サーチクエスチョン）に答えることを目的とする．

レストの比較対象として採用する．

(RQ1) ランダムフォレストは，プロジェクトをまたが

(2) ランダムフォレスト

る判別に効果を発揮するか？

ランダムフォレストは，判別モデルとして分類木

(RQ2) 学習データに対する前処理（正規化）の効果は

（決定木）または回帰木を用いて集団学習を行う手法

あるか？

であり，2001 年に Breiman によって提案された [1]．

(RQ3) 高い判別精度が得られる学習データ（プロジェ

モデル構築用のデータセットに対して繰り返しランダ

クト）の選定方法は何か？予測対象プロジェクトに応

ムサンプリング（復元抽出）を行い，得られたサンプ

じてうまく学習データを選ぶことができれば，十分な

ル群から多数の分類木を構築する．そして，各分類木

精度が得られる可能性がある．

の出力の多数決（または各回帰木の出力の平均）によ

(RQ4) 複数のプロジェクトのデータを用いた集団学習

り最終的な判別結果を得る．従来の集団学習と異なり，

の効果はあるか？

各モデル構築時に全ての説明変数を用いるのではなく，

本論文では，NASA が公開しているデータセット
（11 プロジェクト）に加えて，オープンソースソフト

ランダムに選択された一部の説明変数のみを用いる点
に特色がある．

ウェアプロジェクトから筆者らが収集したデータセッ

従来の分類木は，説明変数と目的変数の間の非線形

ト（7 プロジェクト）を用いて，RQ1〜RQ4 を実験的

の関係を表現できるという特長があったが，その半面，

に検証する．

判別精度は必ずしも高くなかった．ランダムフォレス

以降，2. では関連研究について述べ，3. では各リ

トは，分類木の特長を受け継ぎつつ，判別精度と汎化

サーチクエスチョンの詳細とその検証方法を述べる．

能力が高まっており，モデル構築用データに過度に適

4. では実験について述べる．5. では，実験結果のま

合（オーバフィッティング）しない点に特長がある．

とめと考察を述べ，6. では本論文の制約を述べる．7.
は全体のまとめと今後の課題である．

(3) その他のモデル
(1)，(2) で紹介した以外にも，多数の判別手法が

2. 関 連 研 究

fault-prone モジュール判別に用いられている．例え

2. 1 Fault-prone モジュール判別モデル

ワーク [5]，Support Vector Machine [27]，ベイズ識

これまでに，モジュールのメトリックス（コード行

別器 [4]，k 近傍識別器 [10] などである．ただし，最近

数やサイクロマティック数等）を説明変数とし，欠陥

の研究では，ランダムフォレストが最有力であること

の有無を目的変数とする fault-prone モジュール判別

が示されている [13] ことと，紙面の都合より，本論文

モデルが多数用いられてきた．

では割愛する．

(1) ロジスティック回帰分析

ば，線形判別分析 [22]，分類木 [8]，ニューラルネット

2. 2 本論文の背景となる研究

ロジスティック回帰分析では，判別モデル（判別関

Briand ら [2] は，開発メンバーと開発言語が共通の

数）はロジスティック関数の形で表される．各モジュー

2 プロジェクト間で，fault-prone モジュールの予測

ルについて p 個の説明変数の値が観測されているとき，

を試みた．予測モデルとして，ロジスティック回帰分
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析，及び，ロジスティック回帰分析を改良した Multi-

スティック回帰分析においては，いずれの方法も効果

variate Adaptive Regression Splines（MARS）を用

があることを示している．

いた結果，ロジスティック回帰分析では適合率 74%，

これらの先行研究を受けて，本論文では，次節及び

再現率 45%となり，MARS では適合率 68%，再現率

及び 3. で述べるとおり四つのリサーチクエスチョン

48%となった．再現率と適合率のバランスを評価す

を設けた．

る cost-benefit 分析により，MARS モデルがロジス
ティック回帰分析よりも優れていることを示した．

2. 4 リサーチクエスチョンの設定
Zimmermann ら [28] が示したように，異種プロジェ

Zimmermann ら [28] は，予測モデルとしてロジス

クト間で十分な精度が得られない原因は，学習データ

ティック回帰モデルを用い，12 個の異種プロジェクト

と予測対象データの性質が異なっていることに起因す

間での fault-prone の判別を試みた結果，十分な精度

る．そこで，RQ1 では学習データにオーバフィッティ

で判別できた組合せは 622 通りの組合せのうち，わず

ングしにくいランダムフォレストを使うことで，精度

か 3.4%であった．異種プロジェクト間での判別時に高

向上を図る．また，RQ2 では，データセットに対する

い判別精度が確保できなかった理由として，プロジェ

前処理を行い，学習データと予測対象データの分布を

クト間の開発対象システムの違いやデータセット中の

近づけることで精度向上を図る．

メトリックスの分布の違いなどを挙げている．

RQ3 と RQ4 は，プロジェクト間予測の精度向上の

これらの研究から，プロジェクト間で fault-prone

先行研究の改良または拡張である．RQ3 では，Sato

モジュール判別を行うためには，何らかの工夫を要す

らの研究 [24] の改良として，予測対象プロジェクトの

ることがうかがえる．

目的変数の情報を用いずに学習データを選定し，類似

2. 3 プロジェクト間予測の精度向上の先行研究

するプロジェクト間で予測を行うことで精度向上を図

Sato ら [24] は，開発時期，開発者，開発ドメインな

る．また，RQ4 では，木浦ら [12] の実験を拡張し，よ

どが全く異なる二つのプロジェクト間での予測を試み

り多くのプロジェクトのデータを用いて集団学習の効

た．二つのプロジェクトの双方において fault の有無

果を確認する．

と相関の高いメトリックス（ソースコード行数，最大

2. 5 予測精度の評価方法

ネストレベル）のみを抽出してモデル学習すると，プ

Briand ら [2] の研究をはじめ，fault-prone モジュー

ロジェクト間予測がうまくいくことを示している．た

ル判別の研究では適合率と再現率，及びその調和平

だし，目的変数である fault と説明変数である各メト

均である F1 値がよく用いられてきた [11], [15]．しか

リックスとの相関は，予測対象とするプロジェクトに

し，これらの尺度は，モデルの性能のみならず，デー

ついては未知であるため，Sato らの成果をそのまま利

タセットの性質に大きな影響を受けてしまう点が問題

用することはできない．

Turhan ら [25] は，10 個の異なるソフトウェア開発
プロジェクトによるプロジェクト間予測を実施した．
予測モデルとしてベイズ識別器を用い，モデルの学習

である [7]．一般に，fault を含むモジュールが fault を
含まないモジュールよりも少ないと，これらの尺度の
値は低下する傾向にある．
また，ソフトウェア開発現場では，fault あり/なし

データとして，自プロジェクト以外の全プロジェクト

の判別結果よりもむしろ，fault を含む度合い（期待

のデータを混在したものを用いた．実験の結果，プロ

値や確率）を知ることが必要である．ロジスティック

ジェクト間予測では，適合率が大幅に悪化するものの，

回帰分析やランダムフォレストなどの判別モデルでは，

ランダム予測よりは優れていることを示した．また，

fault を含む度合いを出力できるため，fault を含む可

k 近傍法を用いて学習データに用いるプロジェクトの

能性のより高いモジュール（例えば上位 10%）だけを

数を減らすことで，適合率が改善することを示した．

重点的にテストする，といったことが可能である．こ

木浦ら [12] は，複数のプロジェクトのデータを用い

のような使い方を想定した場合には，適合率，再現率，

た集団学習の効果を評価した．集団学習の方法として，

F1 値などの尺度ではモデルの性能を評価するには不

Turhan らのように他プロジェクトのデータを混在さ

十分である．

せてモデル構築する方法，及び，プロジェクトごとに

そこで，本論文では，適合率，再現率に代わるより適

モデルを構築し，各モデルの出力の平均値を判別結果

切な指標として，Alberg Diagram の AUC (Area Un-

とする方法の二通りを行っている．実験の結果，ロジ

der the Curve) を用いた評価を行う．Alberg Diagram
427

電子情報通信学会論文誌 2012/3 Vol. J95–D No. 3

の AUC の詳細は 4.2 で述べる．

3. リサーチクエスチョン
本論文では，他プロジェクトのデータを利用してモ
デル構築・判別を行う上で有用と考えられる手法を調

RQ3 学習データ選択の効果
[概要・動機] 他プロジェクトのデータが複数ある場合，
予測対象プロジェクトの特徴に合わせて適切な学習
データを選ぶことができれば，高い精度が得られる可
能性がある．

査するため，四つのリサーチクエスチョン（RQ）を

そこで，RQ3 では，高い判別精度が得られる学習

実験的に検証する．以降，各 RQ の概要と動機を整理

データ（プロジェクト）の選定方法を明らかにする．

するとともに，RQ を評価するための実験方法につい

本論文では，三つの選定方法について評価する．

て述べる．

RQ1 ランダムフォレストの効果

一つ目（RQ3-1）は，自身をうまく予測できるデー
タセットをフィットデータとして用いる方法である．

[概要・動機] RQ1 では，プロジェクト間の fault-prone

プロジェクト内の予測精度が高いデータセットは，プ

モジュール判別において，集団学習法の 1 種であるラ

ロジェクト間の予測に用いても高い精度が得られると

ンダムフォレスト法の効果を確かめる．

いう仮説に基づいている．

RQ1 の新規性，及び，有効性は，Lessmann らの

「説明変数間の関係」が類似す
二つ目（RQ3-2）は，

研究 [13] においてプロジェクト内予測で有効であると

るプロジェクトをフィットデータとして用いる方法で

述べられているランダムフォレストの有効性を，プロ

ある．ただし，予備実験の結果，全ての説明変数を対

ジェクト間予測において評価している点である．

象とした場合には効果がなかったため，フィットデー

[実験方法] 全てのプロジェクトの組合せについて，一

タにおいて fault の有無に大きく寄与する変数だけに

方のプロジェクトをフィットデータ（モデル学習用デー

着目して，説明変数間の関係を数値化し，類似度を算

タ）として用い，他方をテストデータ（モデル評価用

出する．

データ）に用いてランダムフォレストの性能評価を行

「プロジェクトの特徴を表す
三つ目（RQ3-3）は，

う．比較対象として，fault-prone モジュールの予測研

メトリックスが似ているならば，プロジェクト間予測

究に従来よく用いられているロジスティック回帰分析

はうまくいく」という仮説に基づく．本論文では，プ

を採用する．

ロジェクトの特徴を表すメトリックスとして，計測が

RQ2 学習データ正規化の効果

容易なメトリックスであるソフトウェア規模（ソース

[概要・動機] プロジェクト間で判別を行う場合，シス

コード総行数）とモジュール粒度（1 ファイル当りの

テム種別や規模等の違いによってフィットデータとテ

行数）に着目する．

ストデータ間のメトリックス分布に違いが生じやすい

[実験方法]（RQ3-1）テストデータ内で 2-fold 交差検

と考えられる．一般に，判別モデルは，フィットデー

証を 10 回試行し，その際の判別精度の平均値とその

タとテストデータ間におけるメトリックスの分布が，

フィットデータを用いて他のプロジェクトを判別した

ある程度同じ傾向であることを前提としている．その

際の判別精度の平均値との相関を調べる．RQ3 でも

ため，メトリックス分布の違いはモデルの性能低下を

同様に，判別モデルにはランダムフォレストを用いる．

引き起こす可能性が高い．そこで，判別モデルを構築

（RQ3-2）「説明変数間の関係の類似度」を定義する

する前段階の正規化処理として，対数変換や Z-score

にあたって，各フィットデータについて下記手順 1 か

変換処理を施すことによってプロジェクト間での説明

ら 4 によって類似度を求める．(1) 説明変数の中から

変数の分布を近づけることで，判別精度が向上する可

fault の判別に寄与する変数のみを選ぶ．具体的には，

能性がある．

フィットデータの各説明変数と目的変数にあたる fault

[実験方法] フィットデータとテストデータ間の各説明

の有無との相関を調べ，相関の強い説明変数上位三つ

変数の分布を近づけるために各データセットの各説

を選択する．(2) 選ばれた三つの説明変数間の相関係数

明変数に対して，前処理として正規化（RQ2-1. 対数

（これらを R1, R2, R3 とする）を求める．(3) フィッ

変換，RQ2-2. Z-score 変換，RQ2-3. 対数変換後に

トデータで選択された説明変数と同じものをテスト

Z-score 変換処理）を行ってから，モデル構築・判別

データでも選択し，それら説明変数間の相関係数（こ

を行う．判別モデルにはランダムフォレストを用いる．

れらを Q1，Q2，Q3 とする）を求める．(4) 手順 2，

3 で求められた二つのベクトル (R1, R2, R3) と (Q1,
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表 1 NASA データセットの概要
Table 1 Summary of NASA data.

Q2, Q3) のユークリッド距離を，プロジェクト間の類

るデータセット（11 プロジェクト）に加えて，オープ

似度の尺度として用いる．

ンソースソフトウェアプロジェクトから筆者らが収集

（RQ3-3）ソフトウェア規模 s とモジュール粒度 m
の組 (s, m) をプロジェクトの特徴ベクトルとする．特
徴ベクトル間のユークリッド距離が最も近いデータ
セットを選定し，モデル構築・判別を行う．

RQ4 複数データセットによる集団学習の効果

したデータセット（7 プロジェクト）を用いて同様の
結果が見出されるかの確認を行う．

4. 1 データセット
実験には NASA IV & V Facility Metrics Data

Program [21] で公開されているデータセットを用い

[概要・動機] 複数プロジェクトのデータが利用できる

た．本論文では，公開されているもののうちから C 言

場合，集団学習により予測精度を高められる可能性が

語で記述された 11 個のデータセットを実験対象とし

ある．本論文では，各データセットから構築された判

た．実験で用いたデータセットの概要を表 1 に示す．表

別モデルを用いて集団学習する方式（RQ4-1）と，先

中のバグ含有率とはモジュール総数に対してのバグを

にデータを結合してから一つの判別モデルを作る方式
（RQ4-2）の両方について評価する．

含んだモジュール数の割合を指す．また，fault-prone
モジュール判別モデルを構築する際の目的変数はモ

[実験方法] （RQ4-1）では，判別対象プロジェクト以

ジュールのバグの有無とし，説明変数はモジュールの

外の全てのデータセットでそれぞれ判別モデルをラン

プロダクトメトリックスとした．

ダムフォレストによって構築し，それらの出力の平均
値を判別結果として用いる．

ま た ，Open Source Software（ 以 降 ，OSS と 表
記）の Eclipse の三つのサブプロジェクト（Platform，

（RQ4-2）では，モデルの学習データとして，自プ

JDT，PDE）や Mylyn，Chrome，Firefox，Netbeans

ロジェクト以外の全てのプロジェクトのデータを結合

それぞれから筆者らがバグの有無，及び，メトリック

してから一つの判別モデルを構築する．

スを計測し，計七つのデータセットを作成した．デー

RQ1〜4 の位置付け

タセットの概要については表 2 に示す．

一般に，fault-prone モジュール判別においては，(a)

紙面の都合上，使用したメトリックスの詳細は割愛

フィットデータの選定，(b) データに対する前処理，(c)

するが，NASA データでは，11 プロジェクトで共通に

適切なモデルの採用，(d) モデルの学習，といった手

計測されている 20 個の説明変数（ソースコード行数，

続きが考えられる．RQ1〜4 では，各手続きにおける

条件分岐数，サイクロマティック数，Halsted のソフト

精度向上策の効果を確認していると位置づけられる．

ウェアサイエンス尺度など）を用いた．また，OSS デー

4. 実

験

タでは，オブジェクト指向メトリックスを中心とする

21 種類のプロダクトメトリックスを Understand [26]

本実験の目的は，RQ1〜4 を実験的に検証し，プロ

を用いて計測した．fault の計測には，SZZ アルゴリ

ジェクト間での fault-prone モジュールの判別精度の

ズム [23] を用いた．なお，NASA データと OSS デー

向上に有効な手法を明らかにすることである．本実験

タの両方に共通するメトリックスがほとんどないため，

結果の一般性を向上させるため，NASA が公開してい

本論文では，NASA データによる OSS データの予測
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表 2 OSS プロジェクトから収集したデータセットの概要
Table 2 Summary of collected data from OSS projects.

表3

ランダムフォレストによるモデル構築での判別結果
（NASA）
Table 3 Result of random forest (NASA).

表 4 ロジスティック回帰によるモデル構築での判別結果
（NASA）
Table 4 Result of logistic regression (NASA).
図 1 Alberg Diagram の例
Fig. 1 Example of Alberg Diagram.

（あるいはその逆）は行わない．

4. 2 評 価 指 標
本論文では fault-prone モジュール判別モデルの評価
指標として Alberg Diagram [22] の AUC (Area Un-

der the Curve) を用いる．Alberg Diagram とはバグ

り/なしの判別境界と独立なため，データセットの偏

を含んでいる可能性の高い順 (rank-order) にモジュー

りに影響を受けにくいことである．また第二の利点は，

ルを抽出した際に，実際にバグが含まれるモジュール

AUC が高いモデルほど，上位モジュールにより多くバ

をどれだけ抽出できたかその割合をグラフ化したも

グを含むことになるため，開発現場での利用に即して

のである（図 1）．グラフの横軸は rank-order に抽出

いることである（以降，本論文では，Alberg Diagram

されたモジュールの割合を表し，縦軸は判別モデルに

の AUC のことを，単に AUC と記す）．

よって抽出された，実際にバグを含んでいたモジュー
ルの割合を表す．AUC とは曲線下面積のことであり，
予測精度が高いほど左上に凸形状になり曲線下面積が

4. 3 実 験 結 果
(RQ1) ランダムフォレストの効果
ランダムフォレストでモデル構築した結果を表 3，

大きくなる．値域は [0,1] をとり，図 1 に示す例の場

ロジスティック回帰分析でモデル構築した結果を表 4

合 AUC の値は 0.8 程度となり，予測精度としては高

にそれぞれ示す．評価値は AUC で，小数第 3 位を四

いことを示す．また，無作為に抽出した場合，その値

捨五入して小数第 2 位で表記している．また，箱ひげ

はおおよそ 0.5 となる．

図で示したものを図 2 に示す．

この評価指標の第一の利点は，AUC の値が fault あ
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図 2 RQ1：各モデル (RF/LR) の性能比較
Fig. 2 RQ1: Result of random forest v.s. logistic
regression analysis.

図 3 RQ2：正規化処理の効果 (NASA)
Fig. 3 RQ2: Eﬀect of normalization of metrics
(NASA).

合，AUC の値にして最小値 0.50，最大値 0.92，平均
値 0.72 が得られた．一方，ロジスティック回帰分析
でモデル構築して判別した場合，最小値 0.07，最大
値 0.91，平均値 0.65 が得られた．これより，ランダ
ムフォレストでのモデル構築は安定して fault-prone
モジュールを判別できている一方で，ロジスティック
回帰分析でのモデル構築は，データセットの組合せに
よっては全く判別に至らない結果を含んでいることが
分かる．特に，プロジェクト PC2 をフィットデータに
した場合に，ランダムに判別するよりも極端に悪い判
別結果が得られている．OSS 開発プロジェクトから計

Fig. 4

測したデータセットの実験結果ついては，NASA デー

図 4 RQ2：正規化処理の効果 (OSS)
RQ2: Eﬀect of normalization of metrics
(OSS).

タセットの場合と同様に，ランダムフォレストを用い
ることで安定して fault-prone モジュールを判別でき
た（紙面の都合上，表は割愛する）．ランダムフォレ
ストの場合，AUC の値で最小値 0.46，最大値 0.76，

規化処理においてどの程度の判別精度の向上が見られ
たのかを比較するために，RQ1 で行った表 3 の結果
（RQ1 NASA）も付記している．図 3 から分かるよう

平均値 0.62 が得られた．一方，ロジスティック回帰分

に，全ての実験条件において若干の差異は認められる

析の場合，最小値 0.16，最大値 0.82，平均値 0.67 が

が，顕著な変化は確認できなかった．同様に，OSS の

得られた．最大値，平均値においてロジスティック回

データセットにおいて顕著な変化は認められなかった

帰分析でのモデル構築の方が優位である．しかしなが

（図 4）．このことから，プロダクトメトリックスを正

ら，最小値に注目すると，ロジスティック回帰分析で

規化処理することによる効果は期待できないことが分

は 0.16 と極端に悪い値となっており，開発現場で用い

かった．

ることは危険であり，ランダムフォレストの方が実用

(RQ3) 学習データ選択の効果

的であると思われる．

[RQ3-1 自身をうまく予測できるデータセット]

(RQ2) 学習データ正規化の効果

図 5 に NASA データセットにおける交差検証の結

NASA データにおけるランダムフォレストの実験結

果とプロジェクト間予測の結果の関係を示す．X 軸は

果の箱ひげ図を図 3 に示す（RQ1 においてランダム

各プロジェクトの交差検証の結果を，Y 軸は各プロ

フォレストの有用性が確認されたので，以降，紙面の

ジェクトをフィットデータとして用いて他プロジェク

都合上，ランダムフォレストの結果のみ示す）．各正

トを予測した結果を平均値で示している．図 6 は OSS
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図5
Fig. 5

図6
Fig. 6

RQ3-1：交差検証による予測精度とプロジェクト間
予測による予測精度の関係 (NASA)
Relationship between cross-validation prediction
and cross-project prediction (NASA).

RQ3-1：交差検証による予測精度とプロジェクト間
予測による予測精度の関係 (OSS)
Relationship between cross-validation prediction
and cross-project prediction (OSS).

データセットの場合の結果である．

図 7

RQ3-2：説明変数間の関係の類似性に基づく予測
結果
Fig. 7 RQ3-2: Prediction result based on similarity
of relation between explanatory variables.

図 8 RQ3-3：プロジェクトメトリックスの類似性に基づ
く予測結果
Fig. 8 Prediction result based on similarity between
project metrics.

図 5，図 6 共に X 軸の値と Y 軸の値の相関は弱い．

X 軸の値が大きいプロジェクトは「自身をうまく予

となり，有意水準 1%で有意な差が認められた．その

測できるデータセット」であるが，そのようなデータ

ため，説明変数間の関係の類似性による学習データの

セットをフィットデータとしても高い予測精度が見込

選択は精度向上が期待できると考える．なお，Weltch

めるわけではないことを示している．

の t 検定を用いた理由は，比較対象である判別結果の

[RQ3-2 説明変数間の関係の類似性]

分布について等分散性を考慮しなくても用いることが

NASA データセット及び OSS データセットの実験
結果の箱ひげ図を図 7 に示す．図 7 から見て取れるよ
うに，どちらのデータセットにおいても下限値が向上
しているのがはっきりと確認できる．特に，OSS 開発

できるためである．

[RQ3-3 プロジェクトメトリックスの類似性]
NASA データセット及び OSS データセットの実験
結果の箱ひげ図を図 8 に示す．

のデータセットにおいては，RQ1 の結果と比較すると

図 8 から確認されるように，NASA 及び OSS の

最大値，中央値が共に大きく向上しており，
「RQ1 の

データセット共に RQ3-2 の結果と同様となった．OSS

判別結果の平均値と，説明変数間の関係の類似性に基

開発のデータセットにおいては，
「RQ1 の判別結果の

づく判別結果の平均値に差はない．
」という帰無仮説に

平均値と，プロジェクトメトリックスの類似性に基づ

対して Welch の t 検定を用いた結果，p 値は 0.00007

く判別結果の平均値に差はない．
」という帰無仮説に
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図 9 RQ4-1：複数のデータセットによる判別結果の統合
Fig. 9 RQ4-1: Prediction by combined outputs of
models each built from diﬀerent dataset.

図 10 RQ4-2：結合データセットに基づく判別
Fig. 10 RQ4-2: Prediction by a model built from a
combined dataset.

対して Welch の t 検定を用いた結果，p 値は 0.00313

は 0.00042 となり，有意水準 1%で有意な差が認めら

であり，有意水準 1%で統計的に有意な差であると認

れた．そのため，統合されたデータセットからの判別

められた．そのため，プロジェクトメトリックスの類

は精度向上に期待できると考える．

似性による学習データの選択は精度向上に期待できる
と考える．

(RQ4) 複数データセットによる集団学習の効果
[RQ4-1 各プロジェクトからの判別の統合]
NASA 及び OSS のデータセットの実験結果を図 9
に示す．同図より，NASA データセットにおいては

5. 実験結果のまとめと考察
本章では，4. の実験結果をまとめるとともに，結果
に対する考察を述べる．実験を通して分かったことは，
以下のとおりである．
・RQ1：ロジスティック回帰分析における AUC の最

RQ1 の結果と比較して最小値が向上していることが確

小値は NASA データで 0.07，OSS データで 0.16 で

認できた．また，OSS データセットにおいては RQ1

あり，ランダム予測（AUC = 0.5）と比べても著しく

の結果と比較して全体的に判別精度が向上しており，

悪くなる場合があることが分かった．このことから，

「RQ1 の判別結果の平均値と，各フィットデータから
の判別結果の平均値に差はない．
」という帰無仮説に

プロジェクト間予測にロジスティック回帰分析を使う
ことは極めて危険であるといえる．

対して Welch の t 検定を用いた結果，p 値は 0.00001

・RQ1：一方，ランダムフォレストは，AUC の最小

であり，有意水準 1%で統計的に有意な差であると認

値が NASA データで 0.5，OSS データで 0.46 であっ

められた．そのため，各プロジェクトからの判別の統

た．このことから，ランダムフォレストは最悪ケース

合は精度向上に期待できると考える．

でもランダム予測（AUC = 0.5）と同程度の精度と

[RQ4-2 統合されたデータセットからの判別]

なることから，ロジスティック回帰分析より実用的で

NASA 及び OSS のデータセットの実験結果を図 10
に示す．
同図より，NASA データセットにおいては RQ1 の
結果と比較して最小値が向上していることが確認でき

ある．
・RQ1：ランダムフォレストはオーバフィッティン
グしにくい特徴をもつため，ロジスティック回帰分析
よりも判別精度が高くなったと考える．

た．また，OSS データセットにおいては RQ1 の結果

・RQ2：説明変数に対して対数変換や Z-score 変換

と比較して全体的に判別精度が向上していた．
「RQ1

といった正規化処理を施したとしても，プロジェクト

の判別結果の平均値と，判別対象プロジェクト以外の

間の判別精度が大きく改善することは望めない．

データセットを統合して一つのプロジェクトとしてモ

・RQ2：ランダムフォレストは非線形モデルである

デル構築を行い判別した結果の平均値に差はない．
」と

分類木を用いており，データの正規性を仮定していな

いう仮説のもと，Welch の t 検定を行った結果，p 値

いことから，効果がなかったと考える．なお，紙面の
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都合上掲載していないが，ロジスティック回帰分析に
対しては，正規化の効果が見られた（ただし，ランダ
ムフォレストの精度には及ばなかった）．
・RQ3-1：プロジェクト内の判別精度と，他プロジェ
クトを予測した場合の判別精度の間には関係が見ら
れなかった．これは，たとえ自身をうまく予測できる
データセットを用いたとしても，予測対象のプロジェ
クトの特徴が異なれば，うまく予測できないためであ
ると考える．このことから，あるプロジェクトにおい
て判別がうまくいっているからといって，その判別モ
デルを他プロジェクトに使う理由にはならない．
・RQ3-2：説明変数間の関係が似ている他プロジェ
クトがあれば，そのデータセットを用いることは有望

図 11 RQ3-2 と RQ4-2 の組合せによる結果
Fig. 11 Result of Combination of RQ3-2 & RQ4-2.

である．
・RQ3-3：同様に，プロジェクトの特徴（規模，モ
ジュール粒度）の類似性が確認できるならば，その
データセットを用いることは有望である．
・RQ4-1：複数のデータセットそれぞれで判別モデ
ルを構築し，判別した結果の平均値を用いることで判
別精度の向上が望める．
・RQ4-2：同様に，複数のデータセットを統合して
一つのフィットデータとして fault-prone モジュール
を判別することで判別精度の向上が望める．
・RQ4-1 及び RQ4-2：複数のデータをフィットデー
タとして用いたため，一つデータセットを用いて判別
するよりもオーバフィッティングを避ける効果が大き
かったと考える．

図 12 RQ3-3 と RQ4-2 の組合せによる結果
Fig. 12 Result of Combination of RQ3-3 & RQ4-2.

以上の結果・考察より，他プロジェクトのデータを
用いて fault-prone モジュール判別モデルを構築する

めないといえる．ただし，組合せによる方法は有望で

際には，ランダムフォレストが有望であり，メトリッ

あると考える．それは，類似したプロジェクトの選択

クスに対する正規化処理は行う必要がないことが分

（RQ3-2 または RQ3-3）によって予測に寄与しないプ

かった．更に，類似プロジェクトの選択若しくは集団

ロジェクトが除去され，RQ4-1 の集団学習において精

学習を行うことが効果的であることが分かった．そこ

度向上に役立つプロジェクトのみが利用されるからで

で，以降では類似プロジェクトの選択と集団学習を組

ある．そのため，より多くの他プロジェクトのデータ

み合わせた方法についても検討する．

が利用できる場合には，効果を発揮する可能性があり，

ここでは，RQ3-2（または RQ3-3）の方法により類
似プロジェクトを三つ選択してそれぞれ判別モデルを
構築し，RQ4-1 の方法により，三つのモデルの出力
の平均値を判別結果として用いることとした．RQ3-2
と RQ4-1 を組み合わせた結果を図 11 に，RQ3-3 と

その評価は今後の課題である．

6. 本論文の妥当性
本章では，本論文の妥当性について議論する．

[内的妥当性] 本実験における OSS プロジェクトの fault

RQ4-1 を組み合わせた結果を図 12 に示す．いずれの

の計測には SZZ アルゴリズム [23] を用いた．SZZ ア

場合にも，RQ3-2，RQ3-3，RQ4-1 単独で実施した

ルゴリズムは，多くの fault-prone モジュール判別の

場合とほとんど変わらない結果が得られた．このこ

研究 [15], [17] で使われているアルゴリズムであるが，

とから，現時点では，組合せによる精度の向上は見込

CVS のログコメント中に記録されている fault しか計
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