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あらまし プログラムのデバッグや理解を支援するための手法としてプログラムスライス（ スライス）が提案
されてきている．しかし，実際のデバッグを対象としたスライスの評価はほとんど行われていない．本論文では，
スライスがフォールト位置特定に有効であるかど うかを評価するために行った二つの実験（それぞれ評価実験 1，
評価実験 2 と呼ぶ）についてまとめる．二つの実験では，被験者を二つのグループに分け，一方のグループはス
ライスを用いてフォールト位置特定を行い，もう一方のグループはスライスを用いずに行う．評価実験 1 では 6
人の被験者が，数百行のプログラムに対して計算機上でフォールト位置特定を行う．評価実験 2 では被験者を 34
人に増やし ，6 種類の数十行のプログラムに対してフォールト位置特定を行う．実験の結果，スライスを用いて
フォールト位置特定を行った方が，スライスを用いずにフォールト位置特定を行った場合より効率良くフォール
ト位置特定が行えることが確認できた．また，フォールトの種類によってスライスの効果が異なることが確認さ
れた．
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1. ま え が き

作業であるといわれており [5], [6]，フォールトの位置
を効率良く特定する方法の開発が重要となっている．

ソフトウェアシステムの大規模化，複雑化に伴いソ

フォールト の位置を効率良く特定するための方法

フトウェア開発における生産性，及び ，品質向上の実

の一つとし て ，プ ログ ラムスライス技法（ Program

現はソフトウェア工学における研究の主要な目標に位
置づけられてきている．ソフトウェアの品質や生産性

Slicing．以降，単にスライスと呼ぶ ）を利用した手法
が 提案されてきている [1]．スライス技法はプ ログ ラ

を向上させるためには，開発されたソフトウェアプロ

ム内のある文の実行に影響を与えるすべての文を抽

ダクトだけでなく，その開発プロセスを対象として作

出する技術であり，抽出された文の集合をスライスと

業の改善を行うことが必要である．

呼ぶ [14], [15]．スライス技法を利用するデバッグでは

一方，現実のソフトウェアプロジェクトではソフト

値の誤っている変数に対して，全プログラムにわたっ

ウェア開発コストの 50〜80%をテスト 工程に費やし

てスライスを求め，そのスライスの中でフォールトと

ているという報告がある．したがって，ソフトウェア

なっている文を探し出す．文献 [13] において Horwitz

開発プロセスの改善を行うためには，テスト工程の改

らは，9 種類の C のプログラム（ 732〜28177 行）に対

善を行うのが効果的である．テスト工程は故障の検出

してスライスを計算し ，得られたスライスの平均サイ

（ テスト ）と故障の原因であるフォールトの修正（デ

ズはもとのプログラムの約 56%になったことを報告し

バッグ ）の二つの作業から構成される．一般に，フォー

ている．また文献 [2] において，Atkinson と Griswold

ルト位置の特定がデバッグにおいて最も時間がかかる

は 100 万行のプ ログラムに対してスライスを計算し ，
得られたスライスの平均サイズはもとのプログラムの
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1〜8%になったことを報告している．プログラム全体
ではなくスライスとして抽出された文のみを対象とす
ることで参照範囲が少なくなり，効率良くフォールト
位置特定が行えるといわれているが，実際のデバッグ
作業を対象としたスライスの有効性の評価はほとんど
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行われていない．

バッグを目的とし提案されたが，現在ではプログラム

本論文では，スライスが実際のプログラムのデバッ

理解，再利用可能なコード の抽出などを目的としたさ

グ作業（フォールトの位置特定）に有効であるかど う

まざ まなスライス [10] が提案されている．本実験で対

かを実験的に評価した（ 本論文では 2 回の評価実験を

象とするスライスは Weiser らにより提案された静的

行い，それぞれ評価実験 1，評価実験 2 と呼ぶ ）
．具体

スライス（ static slice ）である．以降，単にスライス

的には，評価実験 1 では 6 人の被験者を二つのグルー

と記述する場合には静的スライスを意味するものと

プ GP1 と GP2 に分け，まず 9 個のフォールトを含ん

する．

でいるプ ログ ラムに対して，GP1 に含まれる被験者

2. 1 スライシング

はスライスを用いてデバッグを行い，GP2 に含まれ

これまでに我々は文献 [12] においてスライス抽出ア

る被験者はスライスを用いずにデバッグを行う．次に，

ルゴ リズムを提案している．このアルゴ リズムでは，

GP1 に含まれる被験者はスライスを用いずにデバッグ

プログラムの依存関係解析の結果得られるプログラム

を行い，GP2 に含まれる被験者はスライスを用いて

依存グ ラフ（ Program Dependence Graph，略し て

デバッグを行う．最後に，GP1 と GP2 の間でデバッ

PDG ）からスライスを抽出する．PDG の節点はプロ

グに要した時間についての比較を行う．評価実験 2 で

グラム中の各文及び if 文や while 文の条件判定部分を

は被験者の数を十分に多くし ，被験者 34 人をグルー

表し，辺は変数の影響を伝えるデータ依存（ Data De-

プ G1 と G2 に分け，G1 に含まれる被験者には，ス
ライス情報を含まないプログラムリストのフォールト
位置を，G2 に含まれる被験者には，スライス情報を
含むプログラムリストのフォールト位置を特定しても
らい，それに要した時間について G1，G2 間で比較を
行った．実験の結果，スライスを用いてフォールト位
置特定を行った方が，スライスを用いずにフォールト
位置特定を行った場合より効率良くフォールト位置特
定が行えることが確認できた．
なお，文献 [17] において，Zelkowitz と Wallace は
ソフト ウェア工学の分野で 提案された手法やツール
の評価手法についてまとめている．彼らは三つの手
法 (1) Observational methods，(2) Historical methods，(3) Controlled methods について 述べている．
本研究のように大学環境で実験を実施する場合には，

(3) Controlled methods を用いることが一般的である
ことを指摘している．本研究でも，この指摘に従い，

Controlled methods を用いている．また，データの
収集・評価方法については GQM パラダ イム [3] を用
いている．
以降，2. ではスライスについて述べる．3.，4. で
は，それぞれ評価実験 1 と評価実験 2，その結果につ
いてに述べる．最後に，5. でまとめと今後の課題につ
いて述べる．

2. ス ラ イ ス
スライス技法はプログラム内のある文の実行に影響
を与えるすべての文を抽出する技術であり，抽出され
た文の集合をスライスと呼ぶ [14], [15]．スライスはデ

図 1 PDG のもとのプログラム
Fig. 1 Sample program.
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図 2 PDG の例
Fig. 2 Example of PDG.

2. 2 スライシングツール

pendence，略して DD ）関係及び条件文や繰返し文の
制御の影響を伝える制御依存（ Control Dependence，
略し て CD ）関係を表す．図 1 に示すプ ログ ラムの
PDG を図 2 に示す．

る [8]．3. で述べる評価実験 1 では，このスライシン

これまでに我々は，文献 [12] のスライス抽出アルゴ
リズムを利用し たスライシング ツールを作成し てい

文 s における変数 v に関するスライスとは，PDG

グツールを利用して被験者はデバッグを行う．スライ

上において ，CD 関係の辺または DD 関係の辺をた

シングツールの対象言語は Pascal のサブセット（注 1 ）で

ど って文 s の変数 v に到達できる節点集合に対応す

ある．

る文の集合である [12]．特に，PDG を与えられた節
点から辺の順方向にたど って得られた集合を forward

また，スライシングツールは，スライス抽出機能だ
けでなく，以下の機能をもっている．

スラ イスと呼び ，逆方向にたど って得られた集合を

（ 機能 1 ）: プログラムの編集，コンパイル，実行．

backward スライスと呼ぶ．スライスの例を図 1 に示

（ 機能 2 ）: デバッガ

す．このプログラムの 37 行目で参照されている変数

プログラムの連続実行，ステップ実行，変数の参

g に関する backward スライスが，図中の下線部分に
示されている．この場合，変数 g に影響を及ぼさない

照，ブレークポイントの設定．

部分，すなわち関数 lcm は backward スライスに含ま
れていない．
1338

（ 注 1）
：変数はスカラ型のみで，条件文（ if ）
，代入文，繰返し文（ while ）
，
入力文（ read ）
，出力文（ write ）
，手続き呼出し文，複合文（ begin-end ）
からなる．
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Table 1

表 1 評価実験 1 概要
Overview of the 1st experiment.

GP1（ 3 人）
GP2（ 3 人）
P1.1〜P1.8
（ スライス利用不可）
（ スライス利用）
Exp2
P2.1〜P2.9
（ スライス利用）
（ スライス利用不可）
Exp1

（ 機能 3 ）: スライス
スライスを計算し抽出する機能．
したがって，3. で述べる評価実験を行う上では十分
な機能をもっている．

3. 評価実験 1

ログラムを用いた．2 種類のプログラム（ P1，P2 ）は，
アルゴ リズム，データ構造が異なるため，別のプログ
ラムであると考えることができる．P1 に対して 8 個，

P2 に対して 9 個のフォールトを作り込んだ．以下に，
P1 に含めたフォールトの例を示す．
(F1.1) 出力処理の不足．
(F1.2) 変数の代入誤り．
(F1.3)
(F1.4)
(F1.5)
(F1.6)
(F1.7)
(F1.8)

条件文の誤り．
配列の初期化もれ．
関数処理（ 関数呼出し文）の記述もれ．
データ更新の誤り．
手続きのパラメータわたしの誤り．
関数の実行位置の誤り．

3. 1 実 験 概 要

こ こ で ，こ れ ら (F1.1)〜 (F1.8) の フォール ト を 用

実験の目的はスライスのフォールト位置特定に対す

いて ，Exp1 で 使 用 す る 8 種 類のプ ログ ラ ム P1.i

る有効性を確認することである．実験の概要を表 1 に
示す．具体的には，酒屋問題 [16] に対するプログラム

(i = 1, 2, . . . , 8) を 作 成し た ．P1.i に は ，(F1.i)〜
(F1.8) のフォールトが含まれている（例えば，P1.1 に

を 2 種類用意し（それぞれ P1，P2 とし ，フォールト

は (F1.1)〜(F1.8) が ，P1.5 には (F1.5)〜 (F1.8) が ，

は含まれない）
，P1 に 8 個の，P2 に 9 個のフォールト

それぞれ含まれている ）
．また，これらのフォールト

を含めたプ ログラム（ それぞれ P1.1〜 P1.8，P2.1〜

はプログラムの基本的な機能に対して作り込まれてお

P2.9 とする）を用意する．実験は大阪大学基礎工学部
情報科学科の学生 6 人に対して行った．まず，6 人の
被験者を二つのグループ GP1 と GP2 にそれぞれ 3 人
ずつ分ける．GP1 に含まれる被験者を A1，A2，A3，

り，番号の小さいものから順に検出できるようなテス
トデータを 8 種類用意した（ T estdata1〜T estdata8 ）
．
なお，フォールト位置の特定時間を正確に計測するた
めに，一つのテストデータで発見されるフォールトは

GP2 に含まれる被験者を B1，B2，B3 と呼ぶ．被験

一意に決まっており，その他のフォールトは被験者に

者は 1 人 1 台のワークステーション（ 2. 2 で示したス

発見されないようにマスクされている．

ライシングツールが使用できる）と，テストに用いる

Exp2 で使用する P2.1〜P2.9 も上述と同様に P2 に

テストデータが 与えられる．まず，GP1 の被験者は

9 個のフォールトを含め（ それぞれ F2.1〜F2.9 とす
る）
，作成した．P1 に含めた 8 個のフォールトと P2
に含めた 9 個のフォールトとは関連性がない．
3. 3 実験プロセス

スライシングツールの機能 1〜3 を利用して，GP2 の
被験者はスライシングツールの機能 1，2 を利用して
（ つまり，スライス抽出機能を用いずに ）P1.1〜 P1.8
のフォールト位置特定を行う（これを Exp1 とする）
．

実験の手順は次のとおりである．

次に，GP2 の被験者はスライシングツールの機能 1〜
3 を利用して，GP1 の被験者はスライシングツールの

Step0: i = 1 とする．
Step1: T estdatai を 用いて ，プ ログ ラム P1.i の

機能 1，2 を利用して P2.1〜P2.9 のフォールト位置特
定を行う（これを Exp2 とする）
．
なお，6 人の被験者は学部 3 年生のときの演習で，

フォールト位置の特定を行う．

Step2: 特定したフォールトとその位置を実験監督
者に申告する．正しい場合は Step3 へ．間違った場合

スライシングツールの対象言語である Pascal のサブ

には，Step1 へ戻る．

セットに対するコンパイラを開発しており，言語に対
してスライシングツールの中で使用する機能について

Step3: i == 8 の 場合実験終了．i < 8 の場合，
i = i + 1 として Step1 へ戻る．
プ ログ ラム P1.i において，T estdatai を用いて発見

の講習を事前に行った．

できるフォールトは F1.i のみである．これを被験者が

3. 2 対象プログラム

発見した後に与えられるプログラム P1.i + 1 はフォー

実験ではいわゆる酒屋問題 [16] に対する 2 種類のプ

ルト F1.i が既に修正されており，プログラム P1.i と

する知識は十分にもっている．また，各グループに対
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表 2 Exp1 データ（ 単位：分）
Table 2 Data of Exp 1. (min)

F1.1
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6
F1.7
F1.8
合計

スライス利用
A1
A2
A3
31
26
17
8
10
20
15
15
13
25
20
22
14
26
18
15
10
10
4
12
8
7
9
12
119 128 120

スライスなし
B1
B2
B3
17
28
23
10
18
12
26
36
28
27
17
32
35
25
41
17
23
17
7
16
7
15
12
6
154 175 120

表 3 Exp2 データ（ 単位：分）
Table 3 Data of Exp 2. (min)

F2.1
F2.2
F2.3
F2.4
F2.5
F2.6
F2.7
F2.8
F2.9
合計

スライスなし
A1
A2
A3
17
17
36
6
5
24
12
24
12
30
13
41
6
18
8
11
16
15
5
19
5
5
5
4
26
9
10
118 126 155

スライス利用
B1 B2
B3
18 11
14
6
8
14
27 10
19
18 16
36
20 16
10
20 13
5
8
7
17
2
7
1
12
5
2
131 92 118

利用した GP2 は 114 分（ B1: 131 分，B2: 92 分，B3:
118 分）となっており，平均時間を見ると GP2 の方
が GP1 よりも 19 分短くなっている．しかし ，平均値
の差の検定（ ウェルチの検定）[9] を，有意水準 5%で
行ったが有意な差が見られなかった．

Exp1，Exp2 ともに ，各フォールトご とに見ると，
スライスが有効であるような，すなわち 5%の有意水
準で有意な差があるフォールトがそれぞれ 3 個と 2 個
存在することが確認できた．これらのフォールトは，
主に，条件文の誤りや代入文におけるデータ更新の誤
りであった．

4. 評価実験 2
評価実験 1 の Exp2 ではスライスを用いた場合と用
いなかった場合で有意な差が確認できなかった．その
一つの原因は被験者が少なかったことにある．ここで
は被験者を大幅に増やして行った評価実験 2 について
述べる．

4. 1 実 験 概 要
• 被験者
大阪大学基礎工学部情報科学科の 2 年生 34 人であ
る．すべての被験者は，1 年生のときに Pascal プログ

異なっている部分はその修正部分のみである．上記は

ラミングの講義を受講しており，数百行のプログラム

Exp1 の手順を示したものであるが，Exp2 においても

を作成する能力をもつ．また，次に述べる 6 種類のプ

同様である．

ログラムについても演習で作成したり，講義でそれに

3. 4 実 験 結 果
Exp1，Exp2 における各フォールトの位置特定に要
した時間（ 単位：分）に関するデータを表 2，表 3 に

ついて学習している．1 年生で学んだ知識は全員まだ

示す．

• 対象プログラムリスト
フォールトが 1 個だけ含まれるプログラムリストを
6 種類（ それぞれ，P1，P2，P3，P4，P5，P6 とす

3. 4. 1 Exp1
Exp1 では ，スライスを利用しなかった GP2 の被
験者のフォールト位置特定に要した平均時間は 165 分
（ B1: 154 分，B2: 175 分，B3: 120 分）
，スライスを

十分覚えているため，被験者は同程度の能力であると
考えられる．

る）と，それぞれのフォールトに対して，
「 誤った値を
出力している出力文で，誤った値を保持していた変数」

利用し た GP1 は 122 分（ A1: 119 分，A2: 128 分，

をスライシング 基準としてスライスを抽出した際に，

A3: 120 分）となっており，平均時間を見ると GP1 の
方が GP2 よりも 43 分短くなっている．また平均値の
差の検定（ ウェルチの検定）[9] を，有意水準 5%で行

スライスに含まれる文に下線が引いてあるプログラム

P5’，P6’ とする）を用意する（ P1 と P1’ は，スライ

うと有意な差が見れた．この結果から Exp1 において

ス情報が含まれていること以外は，同じプログラムリ

リスト（図 3 参照）
（それぞれ，P1’，P2’，P3’，P4’，

は，スライスを利用した方が効率良くフォールト位置

ストであり，残りの 5 個の対応するプログラムリスト

特定が行えることが確認できた．

も同様である）
．

3. 4. 2 Exp2
Exp2 では ，スライスを利用しなかった GP1 の被
験者のフォールト位置特定に要した平均時間は 133 分
（ A1: 118 分，A2: 126 分，A3: 155 分）
，スライスを
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P1〜P6（ P1’〜P6’ ）の 6 個のプ ログラムは，Pascal で記述されている．各 P1〜P6，及び P1’〜P6’ が
含むフォールトとしては，
（ a ）変数名の誤り（ wrong
variable name ）
（
，b ）文の誤り（ wrong statement ）の
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Fig. 3

図 3 被験者に与えた問題
Example of the program. (P3’)

表 4 対象プログラムと含まれるフォールト
Table 4 Target programs and faults.
P1
P2
P3
P4
P5
P6

プログラム
素因数分解
素数
パスカルの三角形
数値計算
順列
ソート

フォールト
文の誤り [F1]
変数名の誤り [F2]
文の誤り [F3]
変数名の誤り [F4]
変数名の誤り [F5]
文の誤り [F6]

表 5 用意したプログラムのサイズ
Table 5 The size of the target programs.
プログラム
サイズ（ 行）
プログラム
スライス（ 行）
削減率（ % ）

P1
25
P1’
5
80

P2
31
P2’
7
77

P3
46
P3’
7
85

P4
37
P4’
13
65

P5
49
P5’
18
63

P6
35
P6’
18
49

ルトを Fi とする．プログラム及びフォールト内容を

G2 に含まれる被験者は 6 種類の単なるプログラムリ
スト（ P1〜 P6 ）を対象としてフォールト 位置特定を
行う．3. で述べた実験 1 では ，スライス抽出機能を

表 4 に示す．

もったデバッグツール上でフォールト位置特定を行っ

2 種類を含めた [11]．また，Pi(Pi’) に含まれるフォー

表 5 に P1〜P6 のプ ログ ラムサイズ（ 行 ）
，P1’〜

たが，本実験では，紙にプ リントされたプログラムリ

P6’ のスライスに含まれる文のサイズ（行）
，及び削減
率（（プログラムのサ イズ –スライスのサイズ ）/プロ

スト上で机上デバッグを行う．

グラムのサイズの割合）を示す．

は，スライス情報を含むプログラムリスト P3’ である．

• 被験者の行う作業
34 人の被験者を学籍番号の下 1 けたが奇数である

実際に被験者に与えたプ リントを図 3 に示す．図 3
このプ リントには，以下が含まれる．

– プログラムが実現する機能．

グループ G1（ 15 人）と偶数である G2（ 19 人）に分

– プログラムに与える入力，フォールトが含まれ

け，G1 に含まれる被験者はスライス情報が含まれる

ることによる誤った出力，プログラムが本来，出力す

6 種類のプログラムリスト（ P1’〜P6’ ）を対象として，

べき正しい出力．
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表 6 評価実験 2 データ（ 単位：分）
Table 6 Data of the 2nd experiment. (min)
P1’
P2’
P3’
P4’
P5’
P6’
合計

G1（ 15 人）
3.27
6.47
7.13
5.73
15.07
3.07
40.73

P1
P2
P3
P4
P5
P6
合計

G2（ 19 人）
3.32
8.11
11.63
4.74
16.79
4.53
49.11

ループ G2 では約 49 分となっている．平均時間だけ見
ると G1 の方が G2 より約 8 分短くなっている．また，
平均値の差の検定（ウェルチの検定）を行うと，有意
水準 5%で有意な差が見れた [9]．この結果から，スラ
イスを利用した方が効率良くフォールト位置特定を行
えることが確認できた．

4. 5 考

察

フォールト別に位置特定に要した時間について平均
値の差の検定を有意水準 5%で行うと，P3（ P3’ ）に含

– フォールトが 1 個だけ含まれるプログラムリス
ト（ 図 3 の例では，35 行目の while i <
= N do が誤
りであり，正しくは while i <
．
= N + 1 do である）

• 評価方法
各フォールト位置特定に要した時間を計測し ，G1，

G2 間で統計的に比較・分析を行う．

めた F3 と P6（ P6’ ）に含めた F6 で有意な差が検出さ
れた．被験者はデバッグ時には，正しい出力と誤った
出力を見比べ，フォールト内容を認識し ，プログラム
が実現する機能からプログラムのアルゴ リズムを考え，
大まかにフォールト位置を推定した後に，実際にソー
スコード を読み，フォールト位置を特定する．上述の

4. 2 実験プロセス

F3，F6 は，フォールト内容からフォールト位置を推

4. 1 で 示し た 6 個のプ ログ ラムリストを P1〜P6

定する際に，その推定が難しいフォールトであるため，

（ P1’〜P6’ ）の順番で，被験者がフォールト位置特定
を行った．実験の流れは，以下のとおりである．
（ 1 ） 例題の説明
ここでは，被験者に (3) の Step1〜Step3 で行う作
業を十分理解してもらうことを目的とした．

被験者はプログラムを理解する必要があった．このよ
うな場合には，プログラム全体を理解するよりもスラ
イスにより範囲を限定し理解する場合が有効であるた
め，F3，F6 に関しては有意な差が検出されたと考え
られる．また F3 は，すべてのフォールトの中で，ス

（ 2 ） P1〜P6（ P1’〜 P6’ ）を含むプリントの配布

ライスの利用によるデバッグ対象の削減率が最も高い

（ 3 ） 実験開始

約 85%となっているために（ 表 5，図 3 を参照）
，有

P1〜P6（ P1’〜P6’ ）の各プ ログ ラムリストご とに
以下の作業を行う．

意な差が検出できたと考えられる．逆に，F4 に関し
てはフォールト内容が非常に簡単で，一意にフォール

（ Step1 ） プログラムの実現する機能を理解する．

ト位置を特定できるようなものであったために，表 6

（ Step2 ） 入力とその入力に対する正し い出力，誤っ

に示すような結果となっている．

た出力からフォールトを認識する．
（ Step3 ） プ ログ ラムリストを読み，フォールト位置
を特定する．
（ 4 ） 実験終了
すべてのプログラムのフォールト位置特定を行った
時点で実験終了とする．

4. 3 実 験 結 果
本実験で 計測するデ ータは 4. 2 で 述べた (3) の

Step3 に要した時間である．被験者が，各プログラム

大規模なソフトウェアのデバッグにおいては，F3 や

F6 のようにフォールト内容から，フォールト位置を推
定するのが困難な場合が多い．このような場合に，ス
ライスを用いることで，デバッグの対象となる範囲を
限定し ，効率の良いデバッグ（ フォールト位置特定 ）
が行えると考えられる．

5. む

す び

本研究では，スライスがフォールト位置特定に有効

のフォールト 位置特定に要した平均時間（ 単位：分 ）

であるかど うかを実験的に評価した．実験の結果，ス

を表 6 に示す．

ライスを用いた方が，スライスを用いない場合よりも

4. 4 分析・評価

効率良くフォールト位置特定作業が行えることが確認

すべてのプログラムのフォールト位置特定に要した

できた．また，これまでに我々は文献 [7] で保守プロ

平均時間は ，スライス情報を含むプ ログ ラムリスト

セスのプログラム理解においてスライスが有効である

（ P1’〜P6’ ）を対象としたグループ G1 では約 41 分，

ことも確認している．これらの結果から実際の開発/

単なるプ ログ ラムリスト（ P1〜 P6 ）を対象としたグ

保守現場への適用においてもスライスは有効であると
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