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逆回しデバッグ支援の個別化に向けて

久米 出　中村 匡秀　波多野 賢治　柴山 悦哉

現在広く使われているブレークポイント主体のデバッガに代わって、実行履歴 (トレース)を利用した「逆回しデバッ
ガ (Back-in-Time Debugger)」の研究が進められている。逆回しデバッガはデバッグ作業をブレークポイントの制
約から解放する反面、膨大な履歴情報から有用な情報を効率的に獲得する手法が必要となる。本研究は個々の作業者
に合わせた情報獲得支援の実現を最終的な目標としている。
デバッグに於ける診断では作業者が対象プログラムの理解に基づいて感染の連鎖を特定する。我々はこれまでに

感染やプログラム理解の手掛かりを示唆する挙動をトレースから抽出する手法を研究してきた。我々は現在作業の履
歴から作業者の知識や理解を推定し、それに合わせて抽出内容を可視化する逆回しデバッガを開発中である。本論文
ではデバッガの概要とその有効性を評価する実験計画に関して説明する。

Back-in-Time debuggers which use execution traces are thought to replace breakpoint based debuggers,

which are commonly used now. Users of back-in-time debuggers must retrieve useful information effectively

in a large size of execution trace, although they are free from the restrictions imposed by breakpoint. The

goal of our research is to establish a way to provide a personalized support of information retrieval for each

of developers.

For diagnosis in debugging, developers find a chain of infection based on their understanding of the

system under debug. We have developed a trace analysis method to extract behaviors that suggest infection

or useful hints for program comprehension. We are developing a back-in-time debugger that visualizes the

results of our dynamic analysis according to developers’ knowledge and understanding which are obtained

from their operations history. In this paper, we explain the overview of our debugger and our plan of an

experiment to evaluate the usefulness of our debugger.

1 はじめに

プログラム内の不具合 (defect, bug)を含む箇所が実

行されると不正な状態、所謂感染 (infection)が発生す
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る。感染が新たな感染を生じさせる感染の連鎖 (chain

of infection)が発生し、最終的には障害 (failure)に

至る。デバッグはプログラムの実行時に発生した障害

からプログラムコード中の不具合を含む箇所を特定・

修正する作業である †1。本論文ではデバッグ対象を
Javaプログラムに限定する。

実用的なプログラムの不具合箇所と障害は直結せ

ず感染 (実行時の不正な状態)の連鎖によって結ばれ

ることが珍しくない。このような不具合の解決には、

感染の連鎖から障害の発生に至る過程を説明する検

証可能な仮説である診断が重要な役割を果たす [14]。

診断を下すためには感染が発生している実行時

†1 本論文中で用いられる不具合、障害、感染、感染の連
鎖という用語は文献 [14] の巻末の定義に従っている。



図 1 構文解析器の不具合

点を特定し、それらが依存関係によって連鎖形成し

ている事を確認する必要がある。ブレークポイント

を用いる従来のデバッガは依存関係の解析に大きな

制約を有している。この制約を解消する有力な手段

としてプログラムのトレースを利用した全知デバッ

ガ (Omniscient Debugger)、或いは逆回しデバッガ

(Back-in-Time Debugger)と呼ばれる †2 新しい原理
のデバッガが研究されている [10] [11] [3]

逆回しデバッガによって従来のデバッガによる制約

は解消されたが、これが直ちに診断作業の効率化を実

現するわけではない。感染が疑われる箇所の特定と感

染の有無の判定は個別の作業者のプログラム理解に

依存する、属人性の強い作業である。またオブジェク

ト指向プログラム理解には設計の非局在性問題 [9]と

呼ばれる古くて新しい問題の解決が必要となる。

我々は過去にソフトウェアシステムのアーキテク

チャを利用して感染を示唆する挙動をトレースから抽

出する動的解析手法の研究を進めてきた [7] [8]。属人

性を有さないトレース解析結果を個々の作業者に理解

し易い形で表現する動的解析の個別化によって診断作

業に於ける非局在化の問題解決を図る。我々は現在、

動的解析の個別化機能を有する逆回しデバッガを開

発中である。本デバッガは作業者が指定したクラスと

解析のパターンに基づいて呼び出し構造を簡素化し、

かつソースコードの表示に動的解析の結果を反映さ

†2 本論文ではこれらのデバッガの総称を逆回しデバッガ
として統一する。

せる。

本論文の残りは以下のように構成される。第 2 節

で研究の動機を具体的な事例を用いて説明し、第 3 節

で動的解析の個別化の概要を説明する。第 4 節で実

験の計画を、第 5 節で関連研究を、そして第 6 節で

まとめを述べる。

2 研究の動機

2. 1 不具合事例

一般に実用的なオブジェクト指向プログラムの機

能は複雑な階層構造を形成するクラス群が実装する、

粒度が細かい多数のメソッド同士の呼び出しによって

実装される。こうしたオブジェクト指向プログラムに

固有な設計の性質を設計の非局在性 [9]と呼ぶ。細分

化されたメソッド相互の関連はしばしば文書化され

ない。文書化されていないメソッ相互の関連をボトム

アップに復元する作業は一般に多くの人手を時間を必

要とする。

設計の非局在化が診断の障害となったプログラム

の不具合例 †3 を紹介する。問題となったプログラム
は Java のソースコードを入力とする構文解析器であ

り、クラスやインタフェイス †4 宣言を表現するオブ
ジェクトを出力する。宣言同士の包含関係はオブジェ

クト間の参照関係として表現され、宣言がソースコー

†3 この構文解析器は本論文の著者の一人が開発したもの
であるが、問題が発覚したのは開発の数ヶ月後である
事から設計の非局在化の問題が避けられなかった。

†4 Java の注釈 (annotation) はインタフェイスの一種
である。
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図 2 正例を通じた理解

ド上に占める範囲情報はオブジェクトのフィールド値

として参照される。

図 1 に問題となった入力部分とその処理を行った

構文解析器のメソッド呼び出し、そして誤った出力を

示す。入力には宣言 TestSampleとそれに包含される

宣言 Bが含まれている。図 1にはメソッド名の代わ

りにメソッドを実装するクラスが記載されている。こ

れらのクラスは Javaの文法が定める構文要素に一対

一に対応しており、その数は三桁にのぼる。

図 1の実行では構文解析が出力 (生成)した宣言 B

を表現するオブジェクト (以降では単に「オブジェク

ト Bと呼ぶ)の宣言範囲が不正な null値となってい

た。本来この値を設定すべきクラス (図 1 で赤い太

枠で表現されている)の実装から設定処理を呼び出す

コードが抜け落ちていたのである。

我々は初めにオブジェクト B の生成から宣言範囲

の値の不正が明らかになるまでの過程を調査した。こ

こで範囲設定処理が抜け落ちている可能性に思い当

たり、正しく範囲設定が成されている実行例を調査し

た。問題となった実行を正しい実行例と比較する事に

よって処理が抜けていたクラスの特定に成功した。

正しい実行例の理解の過程を図 2 に示す。この調

査では構文解析の過程で生成される、字句を表現す

る Tokenオブジェクトを利用した。それぞれの字句

が構文解析器のどのクラスインスタンスに処理され

るのかを調査した。その結果、図 2に示す三つのク

ラスインスタンス集団同士の関係が明らかになった。

図 2の矢印はそれぞれのインスタンスの状態や挙動

から別のインスタンスの正しい状態や挙動が決定さ

れた、正誤判定に関する依存関係を示している。

宣言を構成する字句列はそれぞれ修飾子列と宣言

本体に分けられて二つのクラスインスタンス ([Modi-

ifers]と [Declaration Main Body])によって処理され

る。これらの処理結果は宣言が置かれた場所を表現

するクラスインスタンス ([Declaration Context])に

よって統合される。宣言の範囲はこのインスタンスが

設定する。不具合事例でこの三つのインスタンスに対

応するインスタンス (図 1の太枠で表示されたもの)

を特定し、そのコードを調査する事によって診断が完

了した。

2. 2 逆回しデバッガでも解決が困難な問題

上記の作業ではブレークポイントを用いて標準的

な機能を有するデバッガを利用した。しばしばブレー

クポイントで実行が停止される以前の内容の調査が

必要となった。そのためブレークポイントの設定とプ

ログラムの再実行が何度も繰り返された。こうした問

題はプログラムの実行過程をトレースに記録する逆

回しデバッガ (Back-In-Time)デバッガ [10] [11] [3] の

実用化と普及によって解決される事が期待出来る。

上記作業では結果として必要でなかった実行やコー

ドの調査も避けられなかった。字句オブジェクトと構

文解析器のクラスインスタンスを関連付ける着想を

得るまで少なからぬ作業時間が消費された。またこの

着想を得た後も問題解決に直接寄与しない実行過程

の調査が避けられなかった。

図 1 、 2には示されていないのだが、構文解析器

のクラスインスタンス同士は構文規則に従って処理の

流れを制御する、フレームワーク的な役割を果たすオ

ブジェクトによって介在されている。これらのコード

は本構文解析器の開発で利用したコンパイラコンパ

イラによって自動生成されているため、解読が極めて

困難である。診断作業の効率化のためには字句オブ

ジェクトのようなプログラム理解の手掛かりの取得

と、問題解決に必要な箇所の特定を支援する仕組みが

不可欠である。

3 動的解析の個別化

以下の議論で我々は診断作業者が逆回しデバッガを

用いて診断作業を実施するものと仮定する。作業者は

障害が発生した過程を記録した実行トレースと実行



の正例を含むトレースを作業に利用出来るものと仮

定する。

3. 1 診断作業モデル

診断作業では作業者による実行時点の選択とその

状態の正不正の判定が不可欠である。状態はクラス変

数やそのインスタンス変数の値、呼び出されたメソッ

ド内部の挙動とその効果から構成される。本論文では

このような正不正判定の対象となる状態を判定対象

と呼ぶ。状態を構成するクラス変数やインスタンス変

数を宣言する、或いはメソッドの実装を与えるクラス

を判定対象クラスと呼ぶ事にする。

一般に作業者は判定対象単独で、或いは他の実行時

の状態を根拠として判定を下す。こうした根拠は一般

に複数のクラスやそれらのインスタンスの状態、或い

は複数のメソッド呼び出しから構成される。作業者が

判定を下す際にその根拠としたこれら実行時の事象

を判定の根拠と呼ぶ。判定の根拠を構成するクラス変

数やインスタンス変数、メソッドに対してそれを宣言

する、或いはその実装を与えるクラスを根拠クラスと

呼ぶ事にする。

第 2. 1 節で紹介した正しい実行例の調査では、修

飾子列と定義の本体を表現するクラスが判定対象ク

ラスであり、字句を表現するクラスがそれらの根拠ク

ラスとして選択された。一方で修飾子列と定義の本体

を表現するこれらのクラスは、宣言が置かれた場所を

表現するクラスの根拠クラスとしての役割も果たし

ている。これらのクラス間の関係は図 2に示された

正誤判定に関する依存関係に他ならない。

図 2ではある判定対象に対してその根拠を直接的

に求めるのではなく、中間的な判定対象を設定してそ

の判定の根拠を求める作業を繰り返して最終的な問

題解決に至っている事が示されている。診断作業では

こうした段階的な理解がしばしば必要と我々は考えて

いる。デバッグ作業に於ける問題解決がしばしば入れ

子構造を形成している事実 [2]は我々の主張を支える

傍証である。

判定対象からその根拠を求めるためには多数のソー

スコードファイルの表示を切り替えながらプログラム

の実行を追う作業がしばしば必要となる。図 1に示
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図 3 動的解析の個別化処理の概要

される構文解析器内部の関係の特定に於いてもコン

パイラコンパイラによって自動生成された難解なコー

ドも交えた手間暇を費す調査が時には必要であった。

こうした判定対象クラスから根拠クラスを特定する

作業を支援する事によって、診断作業全体の大幅な効

率化が期待出来る。

3. 2 支援の概要

作業者が自身が判定対象とその根拠クラスの候補

を指定し、我々が開発するデバッガは判定対象からそ

の判定の根拠を求める作業の支援を実現する。本デ

バッガはプログラムのアーキテクチャ情報を利用した

動的解析機能を有している。作業者はこのデバッガ

に対して判定対象とその判定の根拠の候補を指定し、

動的解析の結果を利用して両者の関係を表示させる

事が出来る。作業者が指定する候補はその理解に依存

しているため、このような形で動的解析の個別化が実

現される。

3. 2. 1 パターンを利用した動的解析

本デバッガが扱うトレースにはプログラムの実行

から障害の発生に至るまでのメソッドの呼び出し構

造と、各メソッド呼び出しで実行された命令列が記録

されている。本トレースは文献 [13]に述べられた動的

スライスと同程度の依存関係を含む細粒度なデータ

構造を有している。本トレースの命令には変数代入、

条件分岐のようなソースコード上で表現される命令

に加えて、フィールド値の参照、メソッド呼び出し、

オブジェクトの生成、値の演算も含まれる。

フレームワークとそのアプリケーション固有部分の

区別のようなアーキテクチャに関する情報をトレース

の属性として付与出来る。この属性を利用して不正な



状態を示唆する挙動をトレースから抽出する動的解

析手法を我々は開発して来た [6] [8]。これと並行して

現在我々は、字句クラスのようなプログラムの入出力

と直接的な関わりを有するクラスを特定し、そのイン

スタンスやメソッド呼び出しが実行過程に与えた影響

を抽出する解析手法を開発中である。本論文ではこう

した解析される挙動のパターンがデバッガに事前に登

録され、解析の意味するところが利用者に周知されて

いる状況を想定している。

動的解析の個別化を実現する処理の概要を図 3に

示す。まず属性が付与されたトレースに対して予め登

録された挙動のパターンを用いた解析が行われる。各

パターンに対してパターンが表現する挙動を構成す

る命令集合が複数抽出される。各命令集合には命令同

士の依存関係が含まれている。これら抽出された集合

の要素に対して、パターンを特定する注釈情報が付与

された結果注釈付きトレースが生成される。

3. 2. 2 動的解析の個別化

トレースに付与された注釈を現在観察している判

定対象と関連付ける事によって、例えばある分岐の選

択がフレーンムワークの誤用に依存している事に早

期に気が付いたり、或いは構文要素と対応するソース

コード中の字句の特定が容易になる事が期待出来る。

こうした形でその正不正の判定や判定対象の特定を

効率化出来ると我々は期待している。

この関連付けを可視化するために我々は二種類の

表示機能を実装中である。一つ目はメソッドの呼び出

し構造を濃縮した表示である。この表示の目的は判

定対象とその判定の根拠の関係を構造が簡素化され

たメソッド呼び出しの視点から関連付ける事にある。

このメソッドの呼び出し構造の中で実行された命令は

それらの効果によって抽象化される。抽象化された効

果は濃縮によって隠された詳細を辿る足掛かりとして

の役割も果たす。

二つ目の表示機能は表示されたソースコードに動

的解析の結果を付与するものである。ソースコードに

記述された命令に対して上記の効果が対応付けられ

る。副作用のようにその効果が複数のメソッドに跨が

る場合には、その範囲が上記の濃縮された呼び出し構

造状表示される。

作業者はデバッガに対して判定対象を指定し、デ

バッガが提示するクラスの中から自らの主観に基づ

いて判定の根拠クラスを選択する。この時デバッガは

作業者の操作履歴に基づいて提示されるクラスを決

定する。作業者はさらにデバッガに観察したい挙動パ

ターンを指定する。

デバッガはこれらの指定に応じて判定対象が実行さ

れるメソッドの呼び出し構造を濃縮する。濃縮は反対

対象が直接実行されているメソッド、挙動パターンが

実装するメソッド、そしてパターンが個別の表示を要

求するメソッド以外の全てのメソッド呼び出しをその

呼び出し元に再帰的に吸収させる。判定の根拠クラス

のメソッドでも同じ受け手に対して呼び出されている

メソッドの連鎖も呼び出し元に吸収させる。

以上に説明したように作業者は自身の理解に基づ

いた指定を行い、デバッガはその指定に基づいて表示

の内容を決定する。このような形で動的解析の個別化

が実現される。

4 評価実験計画

デバッガの開発と同時に、我々はその評価実験の設

計も進めている。本デバッガは判定対象判定に対して

判定の根拠を特定する作業を効率化するための機能

が実装される。被験者を用いた診断作業を実施するこ

とによってその機能の有効性を検証する。検証の方式

としては被験者を二つの集団に分けて一方では本デ

バッガを、もう一方では動的解析の個別化機能を削除

した版用いて双方の成績を比較する形が考えられる。

それ以外に本デバッガを用いた被験者に対してイン

タビューを実施してその有効性を検証する実験方式が

考えられる。この方式の実験では第 3. 2. 2 節で説明

したユーザインタフェイスに対する作業者の操作履歴

を記録する。同時に作業者の内面の思考内容を発話さ

せる所謂 “think aloud” と呼ばれる方式のデータ採

取が必要となる。

被験者によるデバッグ作業が完了した直後に操作履

歴と発話を再生、操作と内面の思考を関連付けるため

のインタビューを実施する。これらのデータから動的

解析に個別化が問題解決にどのように貢献したのか、

或いはしなかったのかが評価される。



5 関連研究

逆回しデバッガ [3] [10] [11] の歴史は浅く、実用的な

プログラムをデバッグする際の実行効率的に関して

その実用性を疑問視する意見 [12]も散見される。我々

の過去の研究 [6]で得た知見に依れば、通常の PC上

で実用的なプログラムを実行し、文献 [13]で扱われて

いるものとと同等な、極めて詳細な内容を有する実行

履歴の処理には数分を要する。我々の現在の実装は実

行効率に関して何の工夫もなされておらず、今後の改

善も期待出来る。コードの書き換えと実行を頻繁に繰

り返さないのであれば実行効率に関しては大きな問

題とならないと考えている。

近年では洗練されたユーザインタフェイスを備えた

逆回しデバッガが実用化されている [5] [4] [1] 。Why-

line [5] [4] は指定した命令文が「何故実行されたのか

(或いはされなかったのか)」を作業者が問い合わせる

ための洗練されたユーザインタフェイスを実装してい

る。プログラムの実行時の依存関係を辿る際にこの機

能は大いに効力を発揮している。JIVE はプログラム

実行から UML の順序図を作成する、逆工程 (reverse

engineering) 機能を有しており、Java のプラグイン

として実用化されている。

6 結語

本論文ではデバッグに於ける診断に焦点を当て、そ

の作業の効率化を妨げる要因を考察した。また作業の

効率化を目的として現在我々が開発を進めている逆回

しデバッガの機能と、その効果を検証するための実証

実験の計画を説明した。
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