情報処理学会第 76 回全国大会

5L-1
ソースコードの画像化による可読性評価の検討
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はじめに

で表される．彼らは，ソースコードの特徴量として，

ソースコードの可読性は，ソフトウェア保守の効率に

Halstead のメトリックスのボリューム V ，ソースコー

影響する重要な要素である．もし可読性を機械的かつ定

ドの行数 L，平均情報量 H を用いて Buse らによる評価

量的に評価できれば，プログラマは評価結果を指標とし

手法の簡略化を行い，次式により，可読性の高/低の分

てコーディングしたり保守のコストを見積もったりする

類において Buse らの手法より 7〜8% 高い確率で正し

ことができる．しかし，ソースコードのどのような特徴

い結果を得ている．

量が可読性に影響するのかは研究段階である．本研究で

1
(ただしz = 8.87 − 0.033V + 0.40L − 1.5H)
1 − ez

は，可読性の評価を 2 次元的な視点から検討する．
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2.4

関連研究

2.1

Buse らによる手法 [1]

Dorn らによる手法 [4]

Java，Python，CUDA のソースコード断片を合わせ

Java のソースコードの断片を 100 個集め，それらに

て 360 個集め，5000 人以上を対象として可読性評価を

対して学生 120 人による可読性評価を行った．この評価

行った．この評価結果を”Dorn の主観評価” とする．次

結果を”Buse の主観評価” とする．次に，ソースコード
の可読性は{変数の長さ，インデントの数，1 行の長さ，
数値の数，変数の数，予約後の数，変数の種類}の平均
値・最大値および{空行，空白，コメント行，代入文，分

に，下記の評価尺度と Buse らが提案した尺度の一部を
組合わせた可読性評価手法を考案し，Dorn の主観評価
との間のスピアマンの順位相関係数を求め，Buse らの
手法を用いて求めた場合の 2.3 倍の相関を得ている．

岐，ループ，算術演算，比較，括弧，ピリオド}の数の平

• 1 行ごとに得られる特徴量を振幅として DFT を

均値と，文字の最大出現回数に重み付けをした線形和で

行った後，IDFT をした場合の振幅が元の信号の振

表せると仮定した．主観評価を用いた機械学習によりこ

幅の標準偏差より大きくなりかつ最大となるような

れらの特徴量の重みを決定して得られた評価手法と，主

帯域幅

観評価との間のスピアマンの順位相関係数を求め，相関

• コメントを白，残りを黒の画素とし，2 次元 DFT の

が 0.71 という結果を得ている．

2.2

帯域幅を制限することで近似した時の帯域幅

高橋らによる手法 [2]

• {コメント，変数名，色分けされた文字，辞書に存在
する単語を用いた変数名}の割合

xi をソースコードに現れる各文字とし，その出現確率

• ’=’ の位置を揃えた文の回数と範囲

p(xi ) = xi の数/全文字数 にもとづいて，平均情報量
X
H(x) = −
p(xi )log2 p(xi )

3

ソースコードの画像化

を求める．高橋らは，この平均情報量と Buse の主観評

ソースコードを 2 次元的にとらえるため，Buse らが

価との間のスピアマンの順位相関係数を求め，−0.41 と

集めたソースコード断片に{文字 ⇒ 白い画素 1 つ}，{タ

いう結果を得ている．

ブ ⇒ 黒い画素 2 つ}{スペース ⇒ 黒い画素 1 つ}を割り

2.3

当て，図 1，2 のような 2 値画像を作成した．

Posnett らによる手法 [3]

ソースコードをオペレータとオペランドに分け，各々
の数を N1 ，N2 ，種類を n1 ，n2 とする．このとき Halstead
のメトリックのボリューム V は
図1

V = (N1 + N2 )log2 (n1 + n2 )
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ソースコード断片例

図 2 ソースコード断片例（2 値化後）
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2 次モーメントの場合の散布図が図 4 である．可読性

可読性評価尺度
白い画素により構成される図形の形状を観察し，次の

傾向が見てとれる．また，スピアマンの順位相関係数は

特徴量を可読性評価尺度とした．

4.1

が高いソースコードほど 2 次モーメントが小さくなる

−0.43 となっていることから，2 次モーメントはソース

横方向の重心 G x

左右に偏ったソースコードの記述が可読性に影響する
のではないかと考え，図形の左端からの相対的な横方向

コードの平均情報量を用いた場合と同等かそれ以上の相
関があることがわかった．

の重心を次式で求めて可読性とした．

P
Gx =
4.2

図形の左端から画素i の中心までの横方向の距離
図形の幅

2 次モーメント I

ソースコード断片の左端から，より遠い位置に，より
多くの文字があるとソースコードが読みづらくなるので
はないかと考え，図形の 点P(0,

画像の高さ

2

) のまわりの 2

次モーメントを次式により求め，可読性とした．

I=

5

X
(点Pからの画素i までの距離)2
図 4 2 次モーメントと Buse の主観評価

評価方法
Buse らが得た 100 個のソースコード断片に対する

Buse の主観評価との間のスピアマンの順位相関係数を
求めることで，その特徴量が可読性を測る際に有用であ
るかを検討した．また，Dorn らが集めた 360 個のソー
スコード断片に対しても同様の実験を行った．

6

また，Dorn らの集めたソースコードに対しても，横方
向の重心，2 次モーメントの場合で共に同等の散布図が
得られ，スピアマンの順位相関はそれぞれ 0.23，−0.43
となった．

7

まとめ
本実験によって，2 値化したソースコードの図形の，

評価結果と考察
Buse らが集めた各ソースコード断片について，横軸

を横方向の重心，縦軸を可読性としてプロットした結
果，図 3 の散布図が得られた．横方向の重心は可読性に
関わらず 0.38 のまわりに多く分布しており，横方向の

横方向の重心は可読性とは無関係であり，2 次モーメン
トは可読性評価の尺度として有用であることがわかっ
た．今後は，図形の複雑度など他の特徴量について検討
していきたい．

重心位置と可読性の間には，ほとんど関係がないと判断
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図3

横方向の重心と Buse の主観評価
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