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(57)【要約】
【課題】ソフトウェアプログラムの修復例からストリン
グ編集動作を学習する方法等を提供する。
【解決手段】動作は、第１ソフトウェアプログラムの第
１違反を修復するための第１修復例において第１ストリ
ングを識別し、第２ソフトウェアプログラムの第２違反
を修復するための第２修復例において第２ストリングを
識別することを含む。第１及び第２違反はストリング関
連違反である。動作は、第１ストリング及び第１違反に
基づき第１ソフトウェアプログラムのためのストリング
編集動作の第１の組を生成し、第２ストリング及び第２
違反に基づき第２ソフトウェアプログラムのためのスト
リング編集動作の第２の組を生成することを含む。動作
は、第１及び第２の組のストリング編集動作に基づき１
つ以上の共通ストリング編集動作を決定し、１つ以上の
共通ストリング編集動作に基づきストリング関連違反を
修復することを含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別する
ステップであり、前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反である、前記ステ
ップと、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成するステップと、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作をデータベースに格納するステップ
を更に有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと
　を更に有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成するステップと
　を更に有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成するステ
ップと
　を更に有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノードを決定するステッ
プを更に有し、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された１つ以上の共通ス
トリング編集動作に対応する、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１修復例における前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェ
アプログラムの前記第１違反と関連付けられたペアワイズアライメントを決定するステッ
プと、
　前記決定されたペアワイズアライメントに基づいて前記第１の組のストリング編集動作
を生成するステップと
　を更に有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１修復例は、前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェアプ
ログラムの少なくとも１つの第１プログラムコードを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　実行されることに応答して、システムに、
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別する
ステップであり、前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反である、前記ステ
ップと、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成するステップと、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成するステップと
　を有する動作を実行させる命令を記憶するよう構成された１つ以上の非一時的なコンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
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動作を生成するステップと、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと
　を更に有する、
　請求項９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成するステップと
　を更に有する、
　請求項９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成するステ
ップと
　を更に有する、
　請求項９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記動作は、前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノードを決
定するステップを更に有し、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された１つ
以上の共通ストリング編集動作に対応する、
　請求項１１に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記動作は、
　前記第１修復例における前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェ
アプログラムの前記第１違反と関連付けられたペアワイズアライメントを決定するステッ
プと、
　前記決定されたペアワイズアライメントに基づいて前記第１の組のストリング編集動作
を生成するステップと
　を更に有する、
　請求項９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記第１修復例は、前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェアプ
ログラムの少なくとも１つの第１プログラムコードを含む、
　請求項９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６】
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
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するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別し、
前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反であり、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成し、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定し、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成する
　よう構成されたプロセッサを有する、
　電子デバイス。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別し、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別し、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
動作を生成し、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
動作を生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定する
　よう更に構成される、
　請求項１６に記載の電子デバイス。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成し、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成し、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成する
　よう更に構成される、
　請求項１６に記載の電子デバイス。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別し、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成する
　よう更に構成される、
　請求項１６に記載の電子デバイス。
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【請求項２０】
　前記プロセッサは、前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノー
ドを決定するよう更に構成され、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された
１つ以上の共通ストリング編集動作に対応する、
　請求項１８に記載の電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示で説明される実施形態は、ソフトウェアプログラムの修復例からストリング編集
動作を学習することに関係がある。
【背景技術】
【０００２】
　ソフトウェアプログラムのための多数の新しい技術が、ソフトウェアプログラムの性能
や正確さに影響を及ぼしたり、あるいは、プロジェクトのためのスタイルガイドラインに
違反したりする可能性がある疑わしいコードパターンを識別してフラグを付すために開発
中である。疑わしいコードパターン又は違反は、ソフトウェアプログラムによって実行さ
れる操作に影響を及ぼすことがあるだけでなく、ソフトウェアプログラムの全体の開発時
間に影響を及ぼすこともある。特定の解決法は、異なるドメインにおいて様々なソフトウ
ェアから識別された異なる違反を修復するよう開発されている。そのような解決法は、対
応する違反を修復又は解消するための修復例と呼ばれている。修復例は、修復されたプロ
グラムを生成するために対応する違反に対して適用されることが必要とされ得る、編集動
作などの一連の操作を指し得る。
【０００３】
　本開示で請求されている対象は、上述されたような環境でしか動作しない実施形態又は
上述されたような如何なる欠点も解決する実施形態に限定されない。むしろ、この背景は
、本開示で記載されているいくつかの実施形態が実施され得る技術分野の一例を説明する
ためにのみ与えられている。
【発明の概要】
【０００４】
　実施形態の態様に従って、動作は、第１修復例における少なくとも１つの第１ストリン
グと、第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングとを識別することを含んでよ
い。第１修復例は、第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されてよ
く、第２修復例は、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復するよう構成されてよ
い。第１違反及び第２違反はストリング関連違反であってよい。動作は、第１修復例にお
ける識別された少なくとも１つの第１ストリングと、第１違反とに基づいて、第１ソフト
ウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１の組を生成することを更に含んでよ
い。動作は、第２修復例における識別された少なくとも１つの第２ストリングと、第２違
反とに基づいて、第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２の組を
生成することを更に含んでよい。動作は、生成された第１の組のストリング編集動作と、
生成された第２の組のストリング編集動作とに基づいて、１つ以上の共通ストリング編集
動作を決定することを更に含んでよい。動作は、修復された第３ソフトウェアプログラム
を生成するよう、第３ソフトウェアプログラムのストリング関連の第３違反に対して、決
定された１つ以上の共通ストリング編集動作を適用することを更に含んでよい。
【０００５】
　実施形態の目的及び利点は、少なくとも、特許請求の範囲で特に指し示されている要素
、特徴、及び組み合わせによって、実現及び達成される。
【０００６】
　上記の概要及び下記の詳細な説明は両方とも、例として与えられており、請求されてい
る発明の説明であって限定ではない。
【０００７】
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　例となる実施形態は、添付の図面の使用を通じて、更なる特定及び詳細をもって記載及
び説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ソフトウェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習する
ことに関する環境の例を表す図である。
【図２】ソフトウェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習する
ための電子デバイスの例を表すブロック図である。
【図３】違反を含むソフトウェアプログラムの例となる修復例及び修復されたソフトウェ
アプログラムを表す。
【図４】改善されたソフトウェアプログラムに基づいて欠陥があるソフトウェアプログラ
ムを修復するためのストリング関連編集操作／動作を含む編集操作／動作の例を表す。
【図５】Ａ及びＢは集合的に、ストリング編集動作シーケンスの組と関連付けられたグラ
フの例を表すとともに、ストリング関連違反を修復するためのストリング編集動作の例を
表す。
【図６】ソフトウェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習する
シナリオの例を表す。
【図７】ソフトウェアプログラムの編集スクリプトグラフから１つ以上のストリング編集
動作を学習するシナリオの例を表す。
【図８】ソフトウェアプログラムのストリング関連違反の修復のための方法の例のフロー
チャートである。
【図９】ソフトウェアプログラムのストリング関連違反のための修復例に基づく編集スク
リプトグラムの生成のための方法の例のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　上記の図は全て、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従う。
【００１０】
　本開示で記載されるいくつかの実施形態は、ソフトウェアプログラムの修復例から１つ
以上のストリング編集動作を学習することに関する。通常、ソフトウェアプログラムは、
様々な解決法を提供するよう種々のドメイン固有言語で開発される。ソフトウェアの開発
又はデプロイ中に、いくつかの問題（例えば、不良、バグ、疑わしいコード、又は違反）
が検出されることがある。これらの問題は、ソフトウェアプログラムの必要とされる操作
又は性能に影響を及ぼすことがあるだけでなく、ソフトウェアプログラムの開発の完成の
ための全体時間に影響を及ぼすこともある。
【００１１】
　特定の静的解析器又は静的コード解析ツールが、ソフトウェアプログラムにおいて種々
の違反を自動的に検出するために利用可能である。これらの静的コード解析ツールは、１
つ以上のシンタックス違反及び／又はセマンティック違反を検出し得る。これらの静的コ
ード解析ツールは、識別された違反の種々の属性（例えば、タイプ、行数、ノード名、又
はノード属性）を検出し得る。更に、これらの静的コード解析ツールはまた、文体的な違
反、共通のソフトウェア弱点、セキュリティ上の弱点、及び／又は他のスタイルガイドラ
イン違反も検出し得る。静的コード解析器又は静的コード解析ツールの例には、Ｆｉｎｄ
Ｂｕｇｓ、ＳｐｏｔＢｕｇｓ、Ｃｏｖｅｒｉｔｙ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ　Ｉｎｆｅｒ、Ｇｏ
ｏｇｌｅ　Ｅｒｒｏｒ　Ｐｒｏｎｅ、ＳｏｎａｒＱｕｂｅ、Ｓｐｌｉｎｔ、ｃｐｐｃｈｅ
ｃｋ又はＣｌａｎｇ静的解析器が含まれ得るが、これらに限られない。そのような静的コ
ード解析ツールは、種々のドメイン固有言語（ＤＳＬ）におけるソフトウェアプログラム
で違反を自動的に検出し得る。
【００１２】
　通常、修復操作又は修正は、ソフトウェアプログラムの違反を修復し、欠陥のあるソフ
トウェアプログラムを改善されたソフトウェアプログラム（又は修復例）に変えるために



(8) JP 2021-163488 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

使用され得る。特定の解決法が、種々の学習技術（例えば、機械学習）を通じて修復スト
ラテジ（又は共通の修復パターン）を自動的に学習し生成するために、いくつかの修復操
作を修復例と見なして開発された。そのような解決法は、“例示によるプログラミング（
programming　by　example，ＰｂＥ）”に基づく修復パターン学習又は生成システムと呼
ばれる。例えば、２０１８年８月２２日付けで出願されたＦＬＡ１８－００７米国特許出
願第１６／１０９４３４号（その全文を参照により本願に援用される。）は、１つ以上の
ソフトウェアプログラムにおいて検出された種々の欠陥（すなわち、違反）に基づいた、
かつ、検出された欠陥と関連付けられた編集操作／動作（すなわち、修復例）に基づいた
、修正パターン（以降、「修復パターン」と呼ばれる。）の生成及び学習について説明し
ている。参照されている出願によって修正パターン（又は修復パターン）を生成する方法
は、一例にすぎない、ことが知られ得る。なお、種々の修復例又は違反を修復するために
実行された編集操作／動作に基づいて修復パターンを生成又は学習するための種々の他の
方法が存在し得る。
【００１３】
　生成された修復パターンは、欠陥のあるソフトウェアプログラムに対して修復操作を実
行するために使用されてよい。修復パターンはまた、欠陥のある違反を修復するために又
は修復されたソフトウェアプログラムを得るために、検出された違反に対して実行された
１つ以上の編集操作／動作に（修復例として）対応し、又はそれらを一般化し、又はそれ
らを表現してよい。同様に、いくつかの改善されたソフトウェアプログラムは、種々の修
復パターンを学習又は生成するよう、種々の欠陥のあるソフトウェアプログラム（違反を
含む。）に対する１つ以上の編集操作／動作を識別するために使用されてよい。修復パタ
ーンは、修復パターンを用いて修復された違反を含むソフトウェアプログラムのソースコ
ードと互換性があり得るフォーマットで、生成されてよい。ソフトウェアプログラムの違
反及び修復例の例は、例えば、図３において、詳細に説明される。
【００１４】
　生成された修復パターンは、特定の報告された違反を修復することが可能であり得る。
しかし、従来技術は、典型的なプログラム比較ツール（differencing　tools）が、欠陥
のあるプログラム（すなわち、違反）及び欠陥のあるプログラムの修復例におけるストリ
ング間の特定の差のきめの細かい解析を実行することができないことがあるので、ソフト
ウェアプログラムのストリング関連違反を識別することができない可能性がある。よって
、種々のストリング関連違反を解消し、ストリング関連違反のための修復パターンを学習
するために、自動的に生成された修復パターンの改善が必要とされる。
【００１５】
　本開示の１つ以上の実施形態に従って、ソフトウェアセキュリティ、ソフトウェアデバ
ッギング、ソフトウェア検証及び承認（verification　and　validation，Ｖ＆Ｖ）を含
むソフトウェアプロジェクト管理の技術分野は、コンピューティングシステムが欠陥のあ
るソフトウェアプログラムにおいてストリング関連違反を識別し、そのストリング関連違
反のための強化されたストリング編集スクリプトを生成することができる様態でコンピュ
ーティングシステムを構成することによって、改善され得る。
【００１６】
　システムは、第１修復例における少なくとも１つの第１ストリングと、第２修復例にお
ける少なくとも１つの第２ストリングとを識別するよう構成されてよい。第１修復例は、
第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されてよく、第２修復例は、
第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復するよう構成されてよい。第１違反及び第
２違反は、ストリング関連違反であってよい。システムは、第１修復例における識別され
た少なくとも１つの第１ストリングと、第１違反とに基づいて、第１ソフトウェアプログ
ラムのためのストリング編集動作の第１の組を生成するよう更に構成されてよい。同様に
、システムは、第２修復例における識別された少なくとも１つの第２ストリングと、第２
違反とに基づいて、第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２の組
を生成するよう更に構成されてよい。更に、システムは、生成された第１の組のストリン
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ストリング編集動作を決定するよう更に構成されてよい。システムは、修復された第３ソ
フトウェアプログラムを生成するよう、第３ソフトウェアプログラムのストリング関連の
第３違反に対して決定された１つ以上の共通ストリング編集を適用するよう構成されてよ
い。決定された１つ以上の共通ストリング編集動作は、ソフトウェアプログラム内の特定
のタイプのストリング関連違反を修復するよう学習され得る共通ソリューション（又はス
トリング関連違反のための修復パターン）に相当し得る。よって、他のソフトウェアプロ
グラムの新しいストリング関連違反は、決定された１つ以上の共通ストリング編集動作に
基づいて有効に修復され得る。
【００１７】
　本開示の実施形態は、添付の図面を参照して説明される。
【００１８】
　図１は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習することに関する環境
の例を表す図である。図１を参照して、環境１００が示されている。環境１００は、電子
デバイス１０２、データベース１０４、ユーザエンドデバイス１０６、及び通信ネットワ
ーク１０８を含んでよい。電子デバイス１０２、データベース１０４、及びユーザエンド
デバイス１０６は、通信ネットワーク１０８を介して互いに通信上結合されてよい。図１
には、データベース１０４に記憶され得る、第１ソフトウェアプログラムの違反の第１の
組１１０Ａと、第１ソフトウェアプログラムの修復例の第１の組１１０Ｂとが、更に示さ
れている。同様に、第２ソフトウェアプログラムについては、データベース１０４は、第
２ソフトウェアプログラムの違反の第２の組１１２Ａ及び修復例の第２の組１１２Ｂを記
憶してよい。更には、電子デバイス１０２又はユーザエンドデバイス１０６と関連付けら
れるか又はそれを操作しているユーザ１１４が示されている。ユーザ１１４は、ソフトウ
ェア開発、デバッギング、又は試験の経験を持った者であってよい。
【００１９】
　電子デバイス１０２は、データベース１０４からの第１ソフトウェアプログラムの修復
例の第１の組１１０Ｂから第１修復例を取り出すよう構成され得る適切なロジック、回路
、インターフェース、及び／又はコードを有してよい。電子デバイス１０２は、データベ
ース１０４からの第２ソフトウェアプログラムの修復例の第２の組１１２Ｂから第２修復
例を更に取り出してよい。第１修復例は、第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復
するよう構成されてよく、第２修復例は、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されてよい。
【００２０】
　違反の第１の組１１０Ａ及び違反の第２の組１１２Ａは、当該技術で知られている様々
な静的コード解析ツールによって第１ソフトウェアプログラム及び第２ソフトウェアプロ
グラムから夫々検出された障害又はバグに対応してよい。実施形態において、第１違反及
び第２違反の夫々は、ストリング関連違反であってよい。ストリング関連違反、それらの
記述、及びサンプル修復例の例は、次の通りに、表１で与えられる：
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【表１】

【００２１】
　表１に示されるように、ストリング関連違反の例には、ストリング出力における新しい
行、違法なストリングフォーマット、ストリング内の余分な引数、誤ったクラス命名規則
、誤ったメソッド命名規則、又は誤った変数／フィールド命名規則が含まれ得るが、これ
らに限られない。留意されるべきは、表１で与えられているデータは、単に実験データと
して取られてよく、本開示を限定する者として解釈されるべきではない点である。
【００２２】
　電子デバイス１０２は、第１ソフトウェアプログラムの第１修復例における少なくとも
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１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２修復例における少なくとも
１つの第２ストリングとを識別するよう構成されてよい。電子デバイス１０２は、第１修
復例における識別された少なくとも１つの第１ストリングと、第１違反とに基づいて、第
１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１の組を生成するよう構成さ
れてよい。同様に、電子デバイス１０２は、第２修復例における識別された少なくとも１
つの第２ストリングと、第２違反とに基づいて、第２ソフトウェアプログラムのためのス
トリング編集動作の第２の組を生成するよう構成されてよい。ストリング編集動作の第１
の組及びストリング編集動作の第２の組は、例えば、図６及び図７において、詳細に説明
される。更に、電子デバイス１０２は、生成された第１の組のストリング編集動作及び生
成された第２の組のストリング編集動作に基づいて１つ以上の共通ストリング編集動作を
決定するよう構成されてよい。１つ以上の共通ストリング編集動作の決定は、例えば、図
５Ａ及び５Ｂ、図６、並びに図７において、詳細に説明される。電子デバイス１０２は、
データベース１０４から第３ソフトウェアプログラムを取り出すよう更に構成されてよい
。あるいは、電子デバイス１０２は、ユーザエンドデバイス１０６から第３ソフトウェア
プログラムを受け取ってもよい。電子デバイス１０２は、決定された１つ以上の共通スト
リング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのストリング関連の第３違反に対して適用
して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生成するよう構成されてよい。電子デバ
イス１０２は、修復された第３ソフトウェアプログラムをデータベース１０４に格納する
よう、又は、代替的に、修復された第３ソフトウェアプログラムをユーザエンドデバイス
１０６へ送るよう構成されてよい。ソフトウェアプログラムのストリング関連違反の修復
のための方法の例は、例えば、図８において、詳細に説明される。
【００２３】
　電子デバイス１０２の例には、統合開発環境（integrated　development　environment
，ＩＤＥ）デバイス、ソフトウェア試験デバイス、モバイルデバイス、デスクトップコン
ピュータ、ラップトップ、コンピュータワークステーション、コンピューティングデバイ
ス、メインフレームマシン、クラウドサーバなどのサーバ、及びサーバのグループが含ま
れ得るが、これらに限られない。１つ以上の実施形態では、電子デバイス１０２は、ユー
ザエンド端末デバイス、及びユーザエンド端末デバイスへ通信上結合されたサーバを含ん
でよい。ユーザエンド端末デバイスの例には、モバイルデバイス、デスクトップコンピュ
ータ、ラップトップ、及びコンピュータワークステーションが含まれ得るが、これらに限
られない。電子デバイス１０２は、プロセッサ、マイクロプロセッサ（例えば、１つ以上
の操作を実行するか又はその実行を制御するためのもの）、フィールド・プログラマブル
・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含むハードウ
ェアを用いて実装されてよい。いくつかの他の事例では、電子デバイス１０２は、ハード
ウェアとソフトウェアとの組み合わせを用いて実装されてもよい。
【００２４】
　データベース１０４（例えば、Ｂｉｇ　Ｃｏｄｅ）は、違反の第１の組１１０Ａ、修復
例の第１の組１１０Ｂ、違反の第２の組１１２Ａ、及び修復例の第２の組１１２Ｂを記憶
するよう構成され得る適切なロジック、インターフェース、及び／又はコードを有してよ
い。いくつかの実施形態では、データベース１０４は、違反の第１の組１１０Ａ、修復例
の第１の組１１０Ｂ、違反の第２の組１１２Ａ、及び修復例の第２の組１１２Ｂと関連付
けられた種々のソフトウェアプログラム、コード、ライブラリ、アプリケーション、スク
リプト、又はルーチンを記憶してよい。
【００２５】
　データベース１０４は、関係又は非関係データベースであってよい。また、いくつかの
場合に、データベース１０４は、クラウドサーバなどのサーバに記憶されてよく、あるい
は、電子デバイス１０２にキャッシュ及び記憶されてもよい。データベース１０４のサー
バは、通信ネットワーク１０８を介して、電子デバイス１０２から、データ、違反、又は
プログラムを供給する要求を受け取るよう構成されてよい。これに応えて、データベース
１０４のサーバは、受け取られた要求に基づいて、データ、違反、又はプログラムを取り
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出し、通信ネットワーク１０８を介して電子デバイス１０２へ供給するよう構成されてよ
い。更に、又は代替的に、データベース１０４は、プロセッサ、マイクロプロセッサ（例
えば、１つ以上の操作を実行するか又はその実行を制御するためのもの）、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
を含むハードウェアを用いて実装されてもよい。いくつかの他の事例では、データベース
１０４は、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせを用いて実装されてもよい。
【００２６】
　ユーザエンドデバイス１０６は、決定された１つ以上の共通ストリング編集動作がソフ
トウェアプログラムのストリング関連違反の修復のために記憶又はデプロイされ得る適切
なロジック、回路、インターフェース、及び／又はコードを有してよい。ユーザエンドデ
バイス１０６は、様々なソフトウェア開発段階中に、特に、コード試験又は検証及び承認
（Ｖ＆Ｖ）段階中にソフトウェアプログラムにおいて識別され得る種々の違反を修復する
ようユーザ１１４に薦めること及び／又はデプロイされた１つ以上の共通ストリング編集
動作を適用することができる統合開発環境（ＩＤＥ）デバイス、コードエディタ、ソフト
ウェアデバッガ、ソフトウェア開発キット、又は試験アプリケーションのうちの１つ以上
を含んでよい。ユーザエンドデバイス１０６の例には、モバイルデバイス、デスクトップ
コンピュータ、ラップトップ、コンピュータワークステーション、コンピューティングデ
バイス、メインフレームマシン、クラウドサーバなどのサーバ、及びサーバのグループが
含まれ得るが、これらに限られない。なお、図１では、ユーザエンドデバイス１０６は、
電子デバイス１０２から分離されている。しかし、いくつかの実施形態では、ユーザエン
ドデバイス１０６は、本開示の範囲からの逸脱なしで、電子デバイス１０２に組み込まれ
てもよい。
【００２７】
　通信ネットワーク１０８は、通信媒体を含んでよく、この通信媒体を通じて、電子デバ
イス１０２は、データベース１０４を記憶し得るサーバと、及びユーザエンドデバイス１
０６と通信してよい。通信ネットワーク１０８の例には、インターネット、クラウドネッ
トワーク、ワイヤレス・フィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）ネットワーク、パーソナル・エリア
・ネットワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、及び／又はメ
トロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）が含まれ得るが、これらに限られない。
環境１００内の様々なデバイスが、様々な有線及び無線通信プロトコルに従って、通信ネ
ットワーク１０８へ接続するよう構成されてよい。そのような有線及び無線通信プロトコ
ルの例には、伝送制御プロトコル及びインターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ユー
ザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）、ＺｉｇＢｅｅ、ＥＤＧＥ、ＩＥＥＥ８０２．１
１、ライト・フィデリティ（Ｌｉ－Ｆｉ）、８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．１１ｓ、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｇ、マルチホップ通信、無線アクセスポイント（ＡＰ）、デバイス間
通信、セルラー通信プロトコル、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（ＢＴ）通
信プロトコル、又はそれらの組み合わせが含まれ得るが、これらに限られない。
【００２８】
　本開示の範囲から逸脱せずに、図１に対して変更、追加、又は削除が行われ得る。例え
ば、環境１００は、本開示で図示及び記載されているものよりも少ない又は多い要素を含
んでもよい。例えば、いくつかの実施形態では、環境１００は、電子デバイス１０２を含
むが、データベース１０４及びユーザエンドデバイス１０６を含まなくてもよい。更に、
いくつかの実施形態では、データベース１０４及びユーザエンドデバイス１０６の夫々の
機能は、本開示の範囲から逸脱なしに、電子デバイス１０２に組み込まれてもよい。
【００２９】
　図２は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習する電子デバイスの例
を表すブロック図である。図２は、図１からの要素とともに説明される。図２を参照して
、電子デバイス１０２のブロック図２００が示されている。電子デバイス１０２は、プロ



(13) JP 2021-163488 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

セッサ２０４、メモリ２０６、永続性データ記憶装置２０８、入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス
２１０、表示スクリーン２１２、及びネットワークインターフェース２１４を含んでよい
。
【００３０】
　プロセッサ２０４は、電子デバイス１０２によって実行される種々の操作と関連付けら
れたプログラム命令を実行するよう構成され得る適切なロジック、回路、及び／又はイン
ターフェースを有してよい。例えば、操作のいくつかは、第１修復例における少なくとも
１つの第１ストリング及び第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングの識別と
、ストリング編集動作の第１の組及びストリング編集動作の第２の組の生成と、１つ以上
の共通ストリング編集動作の決定と、第３ソフトウェアプログラムのストリング関連の第
３違反に対する決定された１つ以上の共通ストリング編集動作の適用とを含んでよい。プ
ロセッサ２０４は、様々なコンピュータハードウェア又はソフトウェアモジュールを含む
如何なる適切な特別目的又は汎用のコンピュータ、コンピューティングエンティティ、又
は処理デバイスも含んでよく、如何なる適用可能なコンピュータ可読記憶媒体にも記憶さ
れた命令を実行するよう構成されてよい。例えば、プロセッサ２０４は、マイクロプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、あるいは
、プログラム命令を解釈及び／又は実行するよう及び／又はデータを処理するよう構成さ
れたあらゆる他のデジタル又はアナログ回路を含んでよい。
【００３１】
　図２では単一のプロセッサとして表されているが、プロセッサ２０４は、本開示で記載
されるように、電子デバイス１０２の動作をいくつでも個別的に又は集合的に実行するか
又はその実行を指示するよう構成されたプロセッサをいくつでも含んでよい。更に、プロ
セッサの１つ以上は、異なるサーバなどの１つ以上の異なる電子デバイスに存在してもよ
い。いくつかの実施形態では、プロセッサ２０４は、メモリ２０６及び／又は永続性デー
タ記憶装置２０８に記憶されているプログラム命令を解釈及び／又は実行するよう及び／
又は記憶されているデータを処理するよう構成されてよい。いくつかの実施形態では、プ
ロセッサ２０４は、永続性データ記憶装置２０８からプログラム命令をフェッチし、その
プログラム命令をメモリ２０６にロードしてもよい。プログラム命令がメモリ２０６にロ
ードされた後、プロセッサ２０４はプログラム命令を実行してよい。プロセッサ２０４の
例のいくつかは、ＧＰＵ、ＣＰＵ、ＲＩＳＣプロセッサ、ＡＳＩＣプロセッサ、ＣＩＳＣ
プロセッサ、コプロセッサ、及び／又はそれらの組み合わせであってよい。
【００３２】
　メモリ２０６は、プロセッサ２０４によって実行可能なプログラム命令を記憶するよう
構成され得る適切なロジック、回路、インターフェース、及び／又はコードを有してよい
。特定の実施形態では、メモリ２０６は、オペレーティングシステム及び関連する特定用
途向け情報を記憶するよう構成されてよい。メモリ２０６は、コンピュータ実行可能命令
又はデータ構造を搬送するか又は記憶しているコンピュータ可読記憶媒体を含んでよい。
そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサ２０４などの汎用又は特別目的のコ
ンピュータによってアクセスされ得る如何なる利用可能な媒体も含んでよい。例として、
限定としてではなく、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ランダム・アクセス・メ
モリ（ＲＡＭ）、リード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能なプログラム可
能リード・オンリー・メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスク型リード・オンリー
・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）若しくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ
若しくは他の磁気記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス（例えば、固体状態メモリデ
バイス）、又はコンピュータ実行可能命令若しくはデータ構造の形で特定のプログラムコ
ードを搬送若しくは記憶するために使用されてよくかつ汎用若しくは特別目的のコンピュ
ータによってアクセスされ得るあらゆる他の記憶媒体を含む有形な又は非一時的なコンピ
ュータ可読記憶媒体を含んでよい。上記の組み合わせも、コンピュータ可読記憶媒体の範
囲内に含まれてよい。コンピュータ実行可能命令は、例えば、プロセッサ２０４に、電子



(14) JP 2021-163488 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

デバイス１０２と関連づけられた特定の動作又は動作のグループを実行させるよう構成さ
れた命令及びデータを含んでよい。
【００３３】
　永続性データ記憶装置２０８は、プロセッサ２０４によって実行可能なプログラム命令
、オペレーティングシステム、並びに／又はログ及び特定用途向けデータベースなどの特
定用途向け情報を記憶するよう構成され得る適切なロジック、回路、インターフェース、
及び／又はコードを有してよい。永続性データ記憶装置２０８は、コンピュータ実行可能
命令又はデータ構造を搬送するか又は記憶しているコンピュータ可読記憶媒体を含んでよ
い。そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサ２０４などの汎用又は特別目的
のコンピュータによってアクセスされ得る如何なる利用可能な媒体も含んでよい。
【００３４】
　例として、限定としてではなく、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、コンパクト
ディスク型リード・オンリー・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）若しくは他の光ディスクストレー
ジ、磁気ディスクストレージ若しくは他の磁気記憶デバイス（例えば、ハード・ディスク
・ドライブ（ＨＤＤ））、フラッシュメモリデバイス（例えば、固体状態ドライブ（ＳＳ
Ｄ）、セキュアデジタル（ＳＤ）カード、他の固体状態メモリデバイス）、又はコンピュ
ータ実行可能命令又はデータ構造の形で特定のプログラムコードを搬送若しくは記憶する
ために使用されてよくかつ汎用若しくは特別目的のコンピュータによってアクセスされ得
るあらゆる他の記憶媒体を含む有形な又は非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含んで
よい。上記の組み合わせも、コンピュータ可読記憶媒体の範囲内に含まれてよい。コンピ
ュータ実行可能命令は、例えば、プロセッサ２０４に、電子デバイス１０２と関連付けら
れた特定の動作又は動作のグループを実行させるよう構成された命令及びデータを含んで
よい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、メモリ２０６、永続性データ記憶装置２０８、又は組み合わ
せのいずれも、データベース１０４から取り出された第１修復例、第１違反、第２修復例
、及び第２違反を記憶してよい。いくつかの実施形態では、メモリ２０６、永続性データ
記憶装置２０８、又は組み合わせのいずれも、ストリング編集動作の第１の組、ストリン
グ編集動作の第２の組、並びに第１修復例及び第２修復例から決定された１つ以上の共通
ストリング編集動作を記憶してよい。いくつかの実施形態では、メモリ２０６、永続性デ
ータ記憶装置２０８、又は組み合わせのいずれも、第３ソフトウェアプログラムのストリ
ング関連違反及び修復された第３ソフトウェアプログラムを記憶してよい。
【００３６】
　Ｉ／Ｏデバイス２１０は、ユーザ入力（例えば、第３ソフトウェアプログラムのストリ
ング関連違反を選択するユーザ入力）を受け取るよう構成され得る適切なロジック、回路
、インターフェース、及び／又はコードを含んでよい。Ｉ／Ｏデバイス２１０は、ユーザ
入力に応答して出力を供給するよう更に構成されてよい。Ｉ／Ｏデバイス２１０は、プロ
セッサ２０４及び、ネットワークインターフェース２１４などの他のコンポーネントと通
信するよう構成され得る様々な入力及び出力デバイスを含んでよい。入力デバイスの例に
は、タッチスクリーン、キーボード、マウス、ジョイスティック、及び／又はマイクロホ
ンが含まれ得るが、これらに限られない。出力デバイスの例には、ディスプレイ及びスピ
ーカが含まれ得るが、これらに限られない。
【００３７】
　表示スクリーン２１２は、決定された１つ以上の共通ストリング編集動作及び／又は修
復された第３ソフトウェアプログラムをレンダリングするよう構成され得る適切なロジッ
ク、回路、インターフェース、及び／又はコードを有してよい。表示スクリーン２１２は
、修復されるべきストリング関連の第３違反を含む第３ソフトウェアプログラムを選択す
るユーザ１１４からのユーザ入力を受け取るよう構成されてよい。かような場合に、表示
スクリーン２１２は、ユーザ入力を受け取るタッチスクリーンであってよい。表示スクリ
ーン２１２は、例えば、液晶表示（ＬＣＤ）ディスプレイ、発光ダイオード（ＬＥＤ）デ
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ィスプレイ、プラズマディスプレイ、及び／又は有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）ディスプレイ技
術、及び／又は他のディスプレイ技術などの、しかしこれらに限られないいくつかの既知
の技術を通じて、実現されてよい。
【００３８】
　ネットワークインターフェース２１４は、通信ネットワーク１０８介した電子デバイス
１０２、データベース１０４、及びユーザエンドデバイス１０６の間の通信を確立するよ
う構成され得る適切なロジック、回路、インターフェース、及び／又はコードを有してよ
い。ネットワークインターフェース２１４は、通信ネットワーク１０８を介した電子デバ
イス１０２の有線又は無線通信をサポートするために様々な既知の技術の使用によって実
装されてよい。ネットワークインターフェース２１４は、アンテナ、無線周波数（ＲＦ）
トランシーバ、１つ以上の増幅器、チューナ、１つ以上の発振器、デジタル信号プロセッ
サ、コーダ－デコーダ（コーデック）チップセット、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カ
ード、及び／又はローカルバッファを含んでよいが、これらに限られない。
【００３９】
　ネットワークインターフェース２１４は、インターネット、イントラネット、並びに／
又はセルラー電話ネットワーク、無線ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）及び／
若しくはメトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）などの無線ネットワークなど
のネットワークと無線通信を介して通信してよい。無線通信は、ＧＳＭ（Global　System
、for　Mobile　Communications）、ＥＤＧＥ（Enhanced　DATA　GSM　Environment）、
広帯域符号分割多重アクセス（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）、符
号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ、ワイヤレス・フィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ、及び／又はＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）、
ＶｏＩＰ（voice　over　Internet　Protocol）、ライト・フィデリティ（Ｌｉ－Ｆｉ）
、あるいは、Ｗｉ－ＭＡＸなどの複数の通信標準規格、プロトコル、及び技術のうちのい
ずれかを使用してよい。
【００４０】
　本開示の範囲から逸脱せずに、例となる電子デバイス１０２に対して変更、追加、又は
削除が行われ得る。例えば、いくつかの実施形態では、例となる電子デバイス１０２は、
簡潔さのために明示的に図示又は記載されないことがある他のコンポーネントをいくつで
も含んでよい。
【００４１】
　図３は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、違反を含
むソフトウェアプログラムの修復例及び修復されたソフトウェアプログラムの例を表す。
図３は、図１及び図２からの要素とともに説明される。図３を参照して、欠陥のあるソフ
トウェアプログラム３０２及び改善されたソフトウェアプログラム３０４の例を含むソフ
トウェアプログラム３００の２つのバージョンの例が示されている。欠陥のあるソフトウ
ェアプログラム３０２は、ドメイン固有言語（ＤＳＬ）、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）
と関連付けられたコード、スクリプト、又はルーチンを含んでよい。欠陥のあるソフトウ
ェアプログラム３０２は、ノード３０２Ａでのストリング関連違反（例えば、図３に示さ
れるような「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ￥ｎ
”，ｅｒｒ）」）と、ノード３０２Ｂでのプログラム関連違反（例えば、図３に示される
ような「ｒｅｔｕｒｎ　ｎｕｌｌ」）とを含む１つ以上の違反を含むことがある。１つ以
上の違反は、欠陥のあるソフトウェアプログラム３０２の性能に影響を及ぼす可能性があ
る障害又はバグを示し得る。代替的に、又は更には、１つ以上の違反は、欠陥のあるソフ
トウェアプログラム３０２内の命名規則エラー又は文体的な違反を示し得る。いくつかの
実施形態では、欠陥のあるソフトウェアプログラム３０２は、ノード３０２Ａ及びノード
３０２Ｂでの１つ以上の違反を含む複数の違反を含んでよい。１つ以上の違反は、当該技
術で知られている静的コード解析ツールによって識別されてよい。
【００４２】
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　図３では、改善されたソフトウェアプログラム３０４は、欠陥のあるソフトウェアプロ
グラム３０２の修復されたバージョン（又は修復例）であってよい。改善されたソフトウ
ェアプログラム３０４は、ノード３０４Ａでのストリング関連修復例（例えば、図３に示
されるような「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔ
ｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ！％ｎ”，ｅｒｒ）」）と、ノード３０４Ｂでのプログ
ラム関連修復例（例えば、図３に示されるような「Ｓｙｓｔｅｍ．ｅｘｉｔ（０）」）と
を含む１つ以上の修復例を含んでよい。欠陥のあるソフトウェアプログラム３０２は、改
善されたソフトウェアプログラム３０４を得るよう、欠陥のあるソフトウェアプログラム
３０２に対して実行された１つ以上の編集操作／動作に基づいて修復されてよい。一般に
、違反と関連付けられたノードに対する編集操作／動作は、置換／交換、コードの付加、
訂正、新しい追加、削除、位置シフト、又はノードと関連付けられたコード若しくはスト
リングの部分への他の変更に対応してよい。ストリング関連違反のための修復されたソフ
トウェアプログラムを取得するようストリング関連違反に対して実行され得る編集操作又
は動作の組の例は、例えば、図４において、説明される。
【００４３】
　図４は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、改善され
たソフトウェアプログラムに基づいて欠陥のあるソフトウェアプログラムを修復するため
のストリング関連編集操作／動作を含む編集操作／動作の例を表す。図４は、図１、図２
、及び図３からの要素とともに説明される。図４を参照して、編集動作の第１の組４０２
の例が示されている。編集動作の第１の組４０２は、図３の改善されたソフトウェアプロ
グラム３０４を生成するよう欠陥のあるソフトウェアプログラム３０２を修復するための
１つ以上の編集操作に対応してよい。実施形態において、１つ以上の編集操作／動作は、
１つ以上のストリング編集動作及び１つ以上のプログラム編集動作を含んでよい。欠陥の
あるソフトウェアプログラム３０２内の１つ以上の違反は、欠陥のあるソフトウェアプロ
グラム３０２に適用された静的コード解析ツールを用いて検出されてよい。
【００４４】
　例えば、図４に示されるように、編集動作の第１の組４０２は、“Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕ
ｔ．ｐｒｉｎｔｆ（）”の第１引数と関連付けられたストリングをストリング変数「ｓｔ
ｒ」に割り当てる命令文「ｓｔｒ＝ＭＥＴＨＯＤ　ＡＲＧＵＭＥＮＴ（“Ｓｙｓｔｅｍ．
ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ”，０）」を含んでよい。欠陥のあるソフトウェアプログラム３０
２と関連付けられたストリング部分（「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ￥ｎ」）は、変数「
ｓｔｒ」によって置換されてよい。変数「ｓｔｒ」の内容は、改善されたソフトウェアプ
ログラム３０４内のストリング内容（「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　
Ｃｏｄｅ　％ｄ！％ｎ」）を取得するようストリング編集動作によって更新されてよい。
図４に示されるように、編集動作の第１の組４０２は、変数「ｓｔｒ」からストリング「
Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」の第１の発生を削除するストリング編集動作「Ｄｅｌｅｔｅ（ｓ
ｔｒ，０，（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”，ε，１））」と、ストリング「Ｔｅｒｍｉｎａ
ｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を変数「ｓｔｒ」に加えるストリング編集動
作「Ａｄｄ（ｓｔｒ，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”
）」を更に含んでもよい。編集動作の第１の組４０２は、変数「ｓｔｒ」における特別な
文字「￥」（逆スラッシュ）の最初の発生の位置で文字「！」を加えるストリング編集動
作「Ａｄｄ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），“！”）」を更に含んでもよい。更
に、編集動作の第１の組４０２は、変数「ｓｔｒ」における特別の文字「￥ｎ」の最初の
発生及びその特別の文字「￥ｎ」に続くあらゆる他の文字を「％ｎ」で更新するストリン
グ編集動作「Ｕｐｄａｔｅ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），“％ｎ”）」を含ん
でもよい。関数「Ｐｏｓ（ストリングＳ１，ストリングＳ２，番号ｎ１）」は、ストリン
グ（すなわち、一連の文字）における位置を出力してよく、それにより、その位置は、サ
ブストリング「Ｓ１Ｓ２」のｎ番目の発生においてストリングＳとストリングＳ２との間
にあってよい。例えば、ストリング「ＡＢＣＡＢＣＡＢＣ」については、関数「Ｐｏｓ（
“Ｃ”，“Ａ”，２）」は、６番目の文字と７番目の文字との間の位置を返し得る。更に
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、「ε」は、ストリングのいずれかの文字、ストリングの始まり、又はストリングの終わ
りのいずれかに一致し得る。同じ例では、「Ｐｏｓ（ε，“Ａ”，１）」は、ストリング
の始まりを返してよく、「Ｐｏｓ（“Ｃ”，ε，１）」は、３番目の文字と４番目の文字
との間の位置を返してよく、「Ｐｏｓ（“Ｃ”，ε，３）」は、ストリングの終わりを返
してよい。
【００４５】
　欠陥のあるソフトウェアプログラム３０２と改善されたソフトウェアプログラム３０４
との間のプログラムコード差を更新し、改善されたソフトウェアプログラム３０４を取得
するために、特定のプログラム編集動作が必要とされ得る。従って、編集動作の第１の組
４０２は、「ｒｅｔｕｒｎ　ｎｕｌｌ」命令文（図３のノード３０２Ｂにある。）を削除
する「Ｄｅｌｅｔｅ（ＲＥＴＵＲＮ＿ＳＴＭＴ）」及びメソッドコールを「Ｓｙｓｔｅｍ
．ｅｘｉｔ（０）」メソッド（図３のノード３０４Ｂにある。）に挿入する「Ｉｎｓｅｒ
ｔ（ＭＥＴＨＯＤ＿ＣＡＬＬ（“Ｓｙｓｔｅｍ．ｅｘｉｔ”））」などの特定のプログラ
ム編集動作を含んでもよい。
【００４６】
　図４には、図３において、ノード３０２Ａでのストリング関連違反に含まれる第１スト
リング４０６（例えば、図示されている「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ￥ｎ」）を、ノー
ド３０４Ｂでのストリング関連修復例に含まれる第２ストリング４０８（例えば、図示さ
れている「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ！＆ｎ」）に
変換するための編集動作の第２の組４０４の例も示されている。編集動作の第２の組４０
４は、ノード３０４Ａでのストリング関連修復例を得るようノード３０２Ａでのストリン
グ関連違反を修復するために、ストリング編集動作シーケンスの１つ以上の組み合わせを
含んでよい。例えば、ストリング編集動作の第１の組み合わせ４１０は、第１ストリング
４０６からストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を削除する第１ストリング編集動作４１
２（例えば、図示されている「Ｄｅｌｔｅ（ｓｔｒ，０，Ｐｏｓ（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄ
ｅ”，ε，１））」）を含んでよい。ストリング編集動作の第１の組み合わせ４１０はま
た、第１ストリング４０６の最初にストリング「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒ
ｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を加える第２ストリング編集動作４１４（例えば、「Ａｄｄ（ｓｔｒ
，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”）」）も含んでよい
。他の例では、ストリング編集動作の第２の組み合わせ４１６は、ストリング「Ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ」を第１ストリング４０６（ストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ
」を含む。）の先頭に付け加える第３ストリング編集動作４１８（例えば、「Ａｄｄ（ｓ
ｔｒ，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ”）」）を含んでよい。ストリング編集動
作の第１の組み合わせ４１０及びストリング編集動作の第２の組み合わせ４１６は、第１
ストリング４０６におけるストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」から第２ストリング４０
８におけるストリング「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を生
成するための２つの異なるストリング編集動作の組み合わせであってよい。
【００４７】
　図４には、ストリング編集動作の第３の組み合わせ４２０、ストリング編集動作の第４
の組み合わせ４２４、及びストリング編集動作の第５の組み合わせ４３０が更に示されて
おり、これらは、第１ストリング４０６において特別な文字「￥ｎ」をストリング「！％
ｎ」で置換するための３つの異なったストリング編集動作組み合わせであってよい。実施
形態において、プロセッサ２０４は、ストリング編集動作の第３の組み合わせ４２０、ス
トリング編集動作の第４の組み合わせ４２４、又はストリング編集動作の第５の組み合わ
せ４３０のいずれかを実行して、第１ストリング４０６において特別な文字「￥ｎ」をス
トリング「！％ｎ」で置換するよう構成されてよい。例えば、ストリング編集動作の第３
の組み合わせ４２０は、第１ストリング４０６において特別な文字「￥ｎ」の最初の発生
及びそのような特別な文字に続く文字をストリング「！％ｎ」で置換するための第４スト
リング編集動作４２２（例えば、図示されている「Ｕｐｄａｔｅ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，
“￥ｎ”，１），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，１），“！％ｎ”）」）を含んでよい。
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【００４８】
　他の例では、ストリング編集動作の第４の組み合わせ４２４は、第１ストリング４０６
内の特別な文字「￥ｎ」の位置で文字“！”を加えるための第５ストリング編集動作４２
６（例えば、図示されている「Ａｄｄ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），“！”）
」）を含んでよい。更に、ストリング編集動作の第４の組み合わせ４２４は、第１ストリ
ング４０６において特別な文字「￥ｎ」の最初の発生及びそのような特別な文字に続く文
字をストリング“％ｎ”で置換するための第６ストリング編集動作４２８（例えば、図示
されている「Ｕｐｄａｔｅ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，
ε，１），“％ｎ”）」）を含んでよい。
【００４９】
　他の例では、ストリング編集動作の第５の組み合わせ４３０は、ストリング関連違反４
０６内の特別な文字「￥ｎ」の位置で文字「！」を加えるための第５ストリング編集動作
４２６（例えば、図示されている「Ａｄｄ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），“！
”）」）を含んでよい。更に、ストリング編集動作の第５の組み合わせ４３０は、第１ス
トリング４０６において特別な文字「￥ｎ」のｉ番目のインスタンス後のそのインスタン
ス及びそのような特別な文字のｉ番目のインスタンスに続く文字をストリング「％ｎ」で
置換するための第７ストリング編集動作（例えば、図示されている「ＵｐｄａｔｅＡｌｌ
（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ”）」）
を含んでよい。すなわち、ＵｐｄａｔｅＡｌｌ（）編集動作は、“ｉ”の全てのとり得る
値に対するＵｐｄａｔｅ（）編集動作の繰り返し又は反復と同等であり得る。
【００５０】
　図４に示されているストリング編集動作の第１の組み合わせ４１０、ストリング編集動
作の第２の組み合わせ４１６、ストリング編集動作の第３の組み合わせ４２０、ストリン
グ編集動作の第４の組み合わせ４２４、及びストリング編集動作の第５の組み合わせ４３
０は、ストリング編集動作シーケンスの組に対応してよい、ことが知られ得る。図４で説
明される編集動作（１つ以上のストリング編集動作及び１つ以上のプログラム編集動作を
含む。）は、一例として与えられているにすぎない、ことが知られ得る。しかし、本開示
の範囲から逸脱せずに、図３の改善されたソフトウェアプログラム３０４に基づいて欠陥
のあるソフトウェアプログラム３０２を修復するためのいくつかのタイプの編集動作が存
在し得る。
【００５１】
　図５Ａ及び図５Ｂは集合的に、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って
夫々配置されて、ストリング編集動作シーケンスの組と関連付けられたグラフの例を表す
とともに、ストリング関連違反を修復するためのストリング編集動作シーケンスの例を表
す。図５Ａ及び５Ｂは、図１、図２、図３及び図４からの要素とともに説明される。図５
Ａを参照して、図４のストリング編集動作シーケンスの組と関連付けられたグラフ５００
Ａの例が示されている。
【００５２】
　グラフ５００Ａは、編集スクリプトグラフ５００Ａと以降呼ばれる。編集スクリプトグ
ラフ５００Ａは、開始ノード５０２を含んでよく、その後にノードの組が続く。各ノード
は、第２ストリング４０８（ストリング関連修復例３０４Ａを含む。）を生成するよう第
１ストリング４０６内のストリング関連違反３０２Ａのためのストリング編集動作を表し
てよい。編集スクリプトグラフ５００Ａは、終了ノード５２０を更に含んでよい。例えば
、図５Ａに示されるように、ノードの組は、ノード－１　５０４、ノード－２　５０６、
ノード－３　５０８、ノード－４　５１２、ノード－５　５１４、ノード－６　５１６、
及びノード－７　５１８を含んでよい。ノード－１　５０４は、第１編集動作４１２を表
してよく、ノード－２　５０６は、第２編集動作４１４を表してよく、ノード－３　５０
８は、第３編集動作４１８を表してよい。更に、ノード－４　５１２及びノード－５　５
１４は、第４編集動作４２２及び第５編集動作４２６を表してよい。ノード－６　５１６
は、第６編集動作４２８を表してよく、ノード－７　５１８は、第７編集動作４３２を表
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してよい。特定の実施形態では、編集スクリプトグラフ５００Ａはまた、中間ノード（例
えば、ノード５１０）を含んでもよく、そこに２つ以上のノードからのパスが集まってよ
い。実施形態において、編集スクリプトグラフ５００Ａにおける開始ノード５０２から終
了ノード５２０までのパスは、ストリング関連修復例３０４Ａを取得するようストリング
関連違反３０２Ａを修復し得るストリング編集動作シーケンス（又はパス）を表し得る。
編集のパスのトラバーサル上で取得され得るストリング編集動作シーケンスの例は、例え
ば、図５Ｂにおいて、詳細に説明される。
【００５３】
　図５Ｂを参照して、ストリング関連修復例３０４Ａに基づいてストリング関連違反３０
２Ａを修復するためのストリング編集動作シーケンス５００Ｂの例が示されている。スト
リング編集動作シーケンス５００Ｂは、プロセッサ２０４によって、編集スクリプトグラ
フ５００Ａ内のパスノード－１　５０４→ノード－２　５０６→ノード－５　５１４→ノ
ード－７　５１８のトラバーサルによって実行されてよい。ストリング編集動作シーケン
ス５００Ｂは、図５Ａに示される順序において、第１編集動作４１２（例えば、「Ｄｅｌ
ｔｅ（ｓｔｒ，０，Ｐｏｓ（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”，ε，１））」）、第２編集動作
４１４（例えば、「Ａｄｄ（ｓｔｒ，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｃｏｄｅ”）」）、第５編集動作４２６（例えば、「Ａｄｄ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，
“￥ｎ”，１），“！”）」）、及び第７編集動作４３２（例えば、「ＵｐｄａｔｅＡｌ
ｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ”）」
）を含んでよい。
【００５４】
　ここで、図５Ａ及び図５Ｂで説明されている編集スクリプトグラフ５００Ａ及びストリ
ング編集動作シーケンス５００Ｂは、一例として与えられているにすぎない、ことが知ら
れ得る。しかし、本開示の範囲から逸脱せずに、図３のストリング関連修復例３０４Ａに
基づいてストリング関連違反３０２Ａを修復するための及びストリング関連修復例３０４
Ａを生成するためのいくつかのタイプの編集スクリプトグラフ及びストリング編集動作シ
ーケンスが存在し得る。
【００５５】
　図６は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作を学習するシナリオの例を表
す。図６は、図１、図２、図３、図４、図５Ａ及び図５Ｂからの要素とともに説明される
。図６を参照して、ソフトウェアプログラムの修復例から１つ以上のストリング編集動作
を学習するシナリオ６００が例示されている。
【００５６】
　図６には、第１ソフトウェアプログラムの第１違反６０２Ａ及び第１修復例６０２Ｂと
、第２ソフトウェアプログラムの第２違反６０４Ａ及び第２修復例６０４Ｂが示されてい
る。実施形態において、第１違反６０２Ａ（例えば、図示されている「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏ
ｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“％ｓ￥ｎ”，ｌｉｎｅ１）」）及び第２違反６０４Ａ（例えば、
図示されている「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“％ｓ￥ｎ％ｓ￥ｎ”，ｌｉｎ
ｅ１，ｌｉｎｅ２）」）は、夫々第１ソフトウェアプログラム及び第２ソフトウェアプロ
グラムのストリング関連違反であってよい。第１修復例６０２Ｂ（例えば、図示されてい
る「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“％ｓ％ｎ”，ｌｉｎｅ１）」）は、第１ソ
フトウェアプログラムの第１違反６０２Ａを修復するよう構成されてよい。第２修復例６
０４Ｂ（例えば、図示されている「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“％ｓ％ｎ％
ｓ％ｎ”，ｌｉｎｅ１，ｌｉｎｅ２）」）は、第２ソフトウェアプログラムの第２違反６
０４Ａを修復するよう構成されてよい。例えば、第１修復例６０２Ｂにおける第１ストリ
ング「％ｓ％ｎ」は、第１違反６０２Ａにおける違反したストリング「％ｓ￥ｎ」のため
の修復されたストリングであってよい。プロセッサ２０４は、第１違反６０２Ａにおける
違反したストリングを入力ストリングと見なし、第１修復例６０２Ｂにおける第１ストリ
ングを、ストリング編集動作の第１の組の更なる生成のための出力ストリングと見なして
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よい。すなわち、プロセッサ２０４は、例えば、図６において、更に記載されるように、
ストリング編集動作の生成のための種々の修復例のストリング対として入力ストリング及
び出力ストリングを見なしてよい。
【００５７】
　図６には、第１違反６０２Ａを修復する、第１ソフトウェアプログラムのためのストリ
ング編集動作の第１の組６０６と、第２違反６０４Ａを修復する、第２ソフトウェアプロ
グラムのためのストリング編集動作の第２の組６０８とが更に示されている。ストリング
編集動作の第１の組６０６は、第１の組６０６を修復するための代替編集動作であってよ
い第１ストリング編集動作６１０（例えば、「ＵｐｄａｔｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε
，“￥ｎ”，１），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，１），“％ｎ”）」）及び第２ストリング編
集動作６１２（例えば、「ＵｐｄａｔｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），
Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ”）」）を含んでよい。ストリング編集動作の第２
の組６０８は、第２ストリング編集動作６１２、第３ストリング編集動作６１６（例えば
、「Ｕｐｄａｔｅ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，１），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，１）
，“％ｎ”）」）、及び第４ストリング編集動作６１８（例えば、「Ｕｐｄａｔｅ（ｓｔ
ｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，２），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，２），“％ｎ”）」）を含ん
でよい。第３ストリング編集動作６１６及び第４ストリング編集動作６１８は、集合的に
ストリング編集動作のグループ６１４と呼ばれてもよく、第２違反６０４Ａを修復するた
めの代替編集動作であってよい。図６はまた、ストリング編集動作の第１の組６０６とス
トリング編集動作の第２の組６０８との間の共通ストリング編集動作を、図６に示される
第２ストリング編集動作６１２（すなわち、「ＵｐｄａｔｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε
，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ”）」）として示す。
【００５８】
　実施形態において、電子デバイス１０２のプロセッサ２０４は、第１ソフトウェアプロ
グラフの第１修復例６０２Ｂにおける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウ
ェアプログラムの第２修復例６０４Ｂにおける少なくとも１つの第２ストリングとを識別
するよう構成されてよい。例えば、プロセッサ２０４は、第１修復例６０２Ｂから少なく
とも１つの第１ストリングとして「％ｓ％ｎ」を識別し、第２修復例６０４Ｂから少なく
とも１つの第２ストリングとして「％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ」を識別してよい。プロセッサ２０
４は、第１修復例６０２Ｂにおける識別された少なくとも１つの第１ストリング（すなわ
ち「％ｓ％ｎ」）と、第１違反６０２Ａとに基づいて、第１ソフトウェアプログラムのた
めのストリング編集動作の第１の組６０６を生成するよう構成されてよい。例えば、プロ
セッサ２０４は、１つ以上の代替編集動作（例えば、ストリング編集動作の第１の組６０
６として第１ストリング編集動作６１０及び第２ストリング編集動作６１２）を生成し、
夫々が、第１違反６０２Ａにおけるストリング（例えば、「％ｓ￥ｎ」、すなわち、入力
ストリング）を、第１修復例６０２Ｂで見られるような少なくとも１つの第１ストリング
（すなわち、「％ｓ％ｎ」、すなわち、出力ストリング）へ変換してよい。同様に、プロ
セッサ２０４は、第２修復例６０４Ｂにおける識別された少なくとも１つの第２ストリン
グ（すなわち「％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ」）と、第２違反６０４Ａとに基づいて、第２ソフトウ
ェアプログラムのためのストリング編集動作の第２の組６０８を生成するよう構成されて
よい。図６では、第２違反６０４Ａにおけるストリング「％ｓ￥ｎ％ｓ￥ｎ」が入力スト
リングに対応してよく、第２修復例６０４Ｂにおける第２ストリング「％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ
」は、ストリング編集動作の第２の組６０８の生成のための開示されている電子デバイス
１０２による出力ストリングに対応してよい。
【００５９】
　実施形態において、プロセッサ２０４は、生成された第１の組６０６のストリング編集
動作及び生成された第２の組６０８のストリング編集動作に基づいて１つ以上の共通スト
リング編集動作を決定するよう更に構成されてよい。例えば、プロセッサ２０４は、スト
リング編集動作の第１の組６０６及びストリング編集動作の第２の組６０８から１つ以上
の共通ストリング編集動作として第２ストリング編集動作６１２（例えば、「Ｕｐｄａｔ
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ｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ
”）」）を決定してよい。すなわち、プロセッサ２０４は、第２ストリング編集動作６１
２が、第１ソフトウェアプログラム内の第１違反６０２Ａ及び第２ソフトウェアプログラ
ム内の第２違反６０４Ａの両方を修復するために使用されるか又は修復することができる
共通ストリング編集動作（すなわち、一般化されたストリング編集動作）であり得る、と
決定してよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、決定された１つ以上の共通スト
リング編集動作を、データベース１０４、メモリ２０６、永続性データ記憶装置２０８、
又はそれらの組み合わせなどのデータベースに、格納するよう更に構成されてよい。
【００６０】
　実施形態において、プロセッサ２０４は、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成するよう、決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を、第３ソフトウェアプログ
ラムのストリング関連の第３違反に対して適用するよう更に構成されてよい。例えば、第
３ソフトウェアプログラムのストリング関連の第３違反は、「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐ
ｒｉｎｔｆ（“％ｓ￥ｎ％ｓ￥ｎ％ｓ￥ｎ”，ｌｉｎｅ１，ｌｉｎｅ２，ｌｉｎｅ３）」
であってよい。プロセッサ２０４は、第２ストリング編集動作６１２（例えば、「Ｕｐｄ
ａｔｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（“￥ｎ”，ε，ｉ），“
％ｎ”）」）などの１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムの
ストリング関連の第３違反に適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生成し
得る第２ストリング編集動作６１２から生成された修復された第３ソフトウェアプログラ
ムは、例えば、「Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｆ（“％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ”
，ｌｉｎｅ１，ｌｉｎｅ２，ｌｉｎｅ３）」であってよい。
【００６１】
　生成された第１の組６０６のストリング編集動作及び生成された第２の組６０８のスト
リング編集動作に基づいて決定された１つ以上の共通ストリング編集動作は、第１ソフト
ウェアプログラムの第１修復例６０２Ｂ及び第２ソフトウェアプログラムの第２修復例６
０４Ｂから学習されたストリング編集動作に対応し得る。よって、学習された共通ストリ
ング編集動作は、異なったソフトウェアプログラム内の異なった未解決の又は新たに発見
された違反を修復し得る一般化されたストリング編集動作であり得る。プロセッサ２０４
は、新しいソフトウェアプログラム内のストリング関連違反を修復するためにソフトウェ
アプログラムの異なる修復例から複数のそのような１つ以上の共通ストリング編集動作を
学習してよい。従って、開示されている電子デバイス１０２は、違反に存在するストリン
グと異なるソフトウェアプログラムの対応する修復例との間の差を解析し、その差の解析
に基づいてストリング編集動作の異なる組を更に生成し、同じ又は異なるソフトエアプロ
グラムの異なる修復例と関連付けられたストリング編集動作の生成された組から共通スト
リング編集動作を更に学習することによって、精緻化された解析を実行し得る。
【００６２】
　ストリング編集動作の第１の組６０６及びストリング編集動作の第２の組６０８は、一
例として与えられているにすぎない、ことが知られ得る。しかし、本開示の範囲から逸脱
せずに、ストリング関連修復例に基づいてストリング関連違反を修復するためのいくつか
のタイプのストリング編集動作が存在してよい。
【００６３】
　図７は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムの編集スクリプトグラフから１つ以上のストリング編集動作を学習するシ
ナリオの例を表す。図７は、図１、図２、図３、図４、図５Ａ、図５Ｂ及び図６からの要
素とともに説明される。図７を参照して、ソフトウェアプログラムの編集スクリプトグラ
フから１つ以上のストリング編集動作を学習するためのシナリオ７００が例示されている
。
【００６４】
　図７には、第１編集スクリプトグラフ７０２、第２編集スクリプトグラフ７０４、及び
第３編集スクリプトグラフ７０６が示されている。第１編集スクリプトグラフ７０２は、
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開始ノード７０２Ａ、第１ノード７０８、第２ノード７１０、及び終了ノード７０２Ｂを
含んでよい。第２編集スクリプトグラフ７０４は、開始ノード７０４Ａ、第２ノード７１
０、第３ノード７１２、及び第４ノード７１４を含んでよい。第３編集スクリプトグラフ
７０６は、開始ノード７０６Ａ、第２ノード７１０、及び終了ノード７０６Ｂを含んでよ
い。実施形態において、第１編集スクリプトグラフ７０２は、第１修復例６０２Ｂに基づ
いて第１違反６０２Ａを修復するためのストリング編集動作の第１の組６０６（第１ノー
ド７０８としての図６の第１ストリング編集動作６１０及び第２ノード７１０としての図
６の第２ストリング編集動作６１２を含む。）を表してよい。第２編集スクリプトグラフ
７０４は、第２修復例６０４Ｂに基づいて第２違反６０４Ａを修復するための又は第２修
復例６０４Ｂを生成するためのストリング編集動作の第２の組６０８（第２ノード７１０
としての図６の、第３ノード７１２としての図６の第３ストリング編集動作６１６、及び
第４ノード７１４としての図６の第４ストリング編集動作６１８を含む。）を表してよい
。第３編集スクリプトグラフ７０６は、ストリング編集動作の第１の組６０６及びストリ
ング編集動作の第２の組６０８から決定された１つ以上の共通ストリング編集動作（例え
ば、図６に示される第２ストリング編集動作６１２）を表してよい。
【００６５】
　実施形態において、プロセッサ２０４は、第１ソフトウェアプログラムの第１修復例６
０２Ｂにおける識別された少なくとも１つの第１ストリング（例えば、「％ｓ％ｎ」）の
ための生成された第１の組６０６のストリング編集動作の夫々についてノードを生成する
よう構成されてよい。例えば、プロセッサ２０４は、第１ストリング編集動作６１０に対
する第１ノード７０８及び第２ストリング編集動作６１２に対する第２ノード７１０を生
成してよい。すなわち、プロセッサ２０４は、第１ストリング編集動作６１０を第１ノー
ド７０８として生成し、第２ストリング編集動作６１２を第２ノード７１０として生成し
てよい。プロセッサ２０４は、生成された第１の組６０６のストリング編集動作に対する
生成されたノード間の関連付け又は接続に基づいて第１グラフ（例えば、第１編集スクリ
プトグラフ７０２）を生成するよう更に構成されてよい。例えば、第１ストリング編集動
作６１０及び第２ストリング編集動作６１２は、互いから独立していてよく、第１違反６
０２Ａを修復するために使用され得る代替ストリング編集動作であってよい。かような場
合に、プロセッサ２０４は、互いに接続されなくてもよい第１ノード７０８及び第２ノー
ド７１０を含むよう第１編集スクリプトグラフ７０２を生成してよい。第１ノード７０８
及び第２ノード７１０の夫々は、図７に示されるように、別々のパスとして、開始ノード
７０２Ａ及び終了ノード７０２Ｂへ接続されてよい。
【００６６】
　同様に、プロセッサ２０４は、第２ソフトウェアプログラムの第２修復例６０４Ｂにお
ける識別された少なくとも１つの第２ストリング（例えば、「％ｓ％ｎ％ｓ％ｎ」）のた
めの生成された第２の組６０８のストリング編集動作の夫々についてノードを生成するよ
う構成されてよい。例えば、プロセッサ２０４は、第２ストリング編集動作６１２に対す
る第２ノード７１０、第３ストリング編集動作６１６に対する第３ノード７１２、及び第
４ストリング編集動作６１８に対する第４ノード７１４を生成してよい。すなわち、プロ
セッサ２０４は、第２ストリング編集動作６１２を第２ノード７１０として生成し、第３
ストリング編集動作６１６を第３ノード７１２として生成し、第４ストリング編集動作６
１８を第４ノード７１４として生成してよい。プロセッサ２０４は、生成された第２の組
６０８のストリング編集動作に対する生成されたノード間の関連付け又は接続に基づいて
第２グラフ（例えば、第２編集スクリプトグラフ７０４）を生成するよう更に構成されて
よい。例えば、第２ストリング編集動作６１２は、ストリング編集動作のグループ６１４
（第４ストリング編集動作６１８が後に続く第３ストリング編集動作６１６をその順序で
含んでよい。）に対する代替の編集動作であってよい。かような場合に、プロセッサ２０
４は、開始ノード７０４Ａ及び終了ノード７０４Ｂと直接接続された第２ノード７１０を
有する第２編集スクリプトグラフ７０４を生成してよい。プロセッサ２０４は、第２編集
スクリプトグラフ７０４において開始ノード７０４Ａと終了ノード７０４Ｂとの間に第３
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ノード７１２及び第４ノード７１４をその順序で更に含んでもよい。第３ノード７１２及
び第４ノード７１４は、図７に示されるように、第２編集スクリプトグラフ７０４におい
て第２ノード７１０と平行なパスであってよい。
【００６７】
　実施形態において、プロセッサ２０４は、生成された第１グラフ（例えば、第１編集ス
クリプトグラフ７０２）及び第２グラフ（例えば、第２編集スクリプトグラフ７０４）に
基づいて１つ以上の共通ノードを決定するよう構成されてよい。例えば、プロセッサ２０
４は、第１編集スクリプトグラフ７０２と第２編集スクリプトグラフ７０４との間の１つ
以上の共通ノードとして第２ノード７１０を決定してよい。１つ以上の共通ノード（例え
ば、第２ノード７１０）を決定するために、プロセッサ２０４は、第１編集スクリプトグ
ラフ７０２及び第２編集スクリプトグラフ７０４に対して共通集合演算（すなわち、図７
に示される演算７１６）を実行してよい。共通集合演算に基づいて、プロセッサ２０４は
、複数の編集スクリプトグラフ、すなわち、同じ又は異なるソフトウェアプログラムにお
ける異なる修復例に対応する複数の組のストリング編集動作、に共通に存在する可能性が
あるノード又はストリング編集動作を識別し得る。実施形態において、プロセッサ２０４
は、決定された１つ以上の共通ノード（すなわち、第２ノード７１０）をその関連付けら
れた順序で第３編集スクリプトグラフ７０６の開始ノード７０６Ａと終了ノード７０６Ｂ
との間に含めることによって、第３編集スクリプトグラフ７０６を生成してよい。実施形
態において、決定された１つ以上の共通ノード（例えば、第２ノード７１０）は、第１編
集スクリプトグラフ７０２及び第２編集スクリプトグラフ７０４に存在する共通パスに対
応してよい。１つ以上の共通ノード（例えば、第２ノード７１０）は、新しいソフトウェ
アプログラムからの特定のタイプのストリング関連違反を修復するために、第１ソフトウ
ェアプログラム及び第２ソフトウェアプログラムから学習され得る共通集合のストリング
編集動作を表してよい。例えば、決定された１つ以上のストリング編集動作は、図７に示
されるように、「ＵｐｄａｔｅＡｌｌ（ｓｔｒ，Ｐｏｓ（ε，“￥ｎ”，ｉ），Ｐｏｓ（
“￥ｎ”，ε，ｉ），“％ｎ”）」などの第２ストリング編集動作６１２を含んでよい。
学習された共通ノード又はストリング編集動作は、その共通ノード又はストリング編集動
作が、開示されている電子デバイス１０２によって、既に修復された例及びデータベース
１０４に修復されたものとして既に格納されている複数のソフトウェアプログラムの違反
から決定され得るので、新しい未修復のストリング関連違反又は新しいソフトウェアプロ
グラム内のストリング関連違反を修復するようより正確であり得る。
【００６８】
　第１編集スクリプトグラフ７０２、第２編集スクリプトグラフ７０４、及び第３編集ス
クリプトグラフ７０６は、例として与えられているにすぎない、ことが知られ得る。しか
し、本開示の範囲から逸脱せずに、ストリング関連修復例に基づいてストリング関連違反
を修復するためのストリング編集動作を表し得るいくつかのタイプの編集スクリプトグラ
フが存在してよい。
【００６９】
　図８は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムのストリング関連違反の修復のための方法の例のフローチャートである。
図８は、図１、図２、図３、図４、図５Ａ、図５Ｂ、図６、及び図７からの要素とともに
説明される。図８を参照して、フローチャート８００が示されている。フローチャート８
００で説明される方法は、８０２から開始してよく、如何なる適切なシステム、装置、又
はデバイスによっても、例えば、図１又は図２の例となる電子デバイス１０２によって、
実行されてよい。別個のブロックで表されているとしても、フローチャート８００のブロ
ックの１つ以上と関連付けられたステップ及び動作は、特定の実施に応じて、更なるブロ
ックに分けられても、より少ないブロックにまとめられても、あるいは、削除されてもよ
い。
【００７０】
　ブロック８０２で、修復例の組が取り出されてよい。実施形態において、プロセッサ２



(24) JP 2021-163488 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

０４は、リポジトリ（例えば、データベース１０４）からソフトウェアプログラムの組の
修復例の組（例えば、図１における修復例の第１の組１１０Ｂ）を取り出すよう構成され
てよい。プロセッサ２０４はまた、修復例の組の中の各修復例に対応する違反の組（図１
における違反の第１の組１１０Ａ）も取り出してよい。違反の組の中の各違反は、ストリ
ング関連違反であってよい。実施形態において、リポジトリは、複数のソフトウェアプロ
グラムの夫々の複数の修復例及び複数の違反を格納し得るビッグコード（Big-Code）リポ
ジトリであってよい。リポジトリは、データベース１０４、メモリ２０６、永続性データ
記憶装置２０８、又はそれらの組み合わせを含んでよい。
【００７１】
　ブロック８０４で、編集スクリプトグラフが、修復例の組の中の各修復例について生成
されてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、修復例の組の中の各修復例につい
て、違反の組からの対応するストリング関連違反に基づいて、編集スクリプトグラフを生
成するよう構成されてよく、それによって、修復例のその組のための編集スクリプトグラ
フの組を生成する。
【００７２】
　例えば、プロセッサ２０４は、第１ソフトウェアプログラムの第１修復例における第１
ストリングを識別してよい。第１修復例は、第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修
復するよう構成されてよい。プロセッサ２０４は、第１修復例における識別された第１ス
トリングと、第１違反における対応する違反したストリングとに基づいて、第１ソフトウ
ェアプログラムのためのストリング編集動作の第１の組を生成するよう更に構成されてよ
い。すなわち、第１修復例における識別された第１ストリングは、出力ストリングに対応
してよく、第１違反におけるストリング関連違反は、例えば、図６において、説明されて
いるように、ストリング編集動作の第１の組の生成のための入力ストリングに対応してよ
い。プロセッサ２０４は、第１ソフトウェアプログラムの第１修復例における識別された
第１ストリングのための生成された第１の組のストリング編集動作の夫々についてノード
を生成するよう構成されてよい。更に、プロセッサ２０４は、例えば、図６及び図７にお
いて、詳細に説明されているように、生成された第１の組のストリング編集動作のための
生成されたノード間の関連付け又は接続に基づいて、第１グラフを（第１修復例のための
第１編集スクリプトグラフとして）生成するよう構成されてよい。
【００７３】
　第１修復例における複数のストリング又は第１修復例と関連付けられた複数のストリン
グ関連違反が存在する場合に、プロセッサ２０４は、同様に、第１修復例における第１の
複数のストリングを識別してよい。第１の複数のストリングについては、プロセッサ２０
４は、ストリングごとにストリング編集動作の組を表す１つのグラフが存在するように、
複数のグラフを生成してよい。プロセッサ２０４は、識別された第１の複数のストリング
の夫々に基づいて複数のそのようなグラフを生成するよう構成されてよい。修復例におい
て識別されたストリング及び関連する違反のための編集スクリプトグラフの生成は、例え
ば、図９において、詳細に説明される。
【００７４】
　ブロック８０６で、１つ以上の修復ストラテジが、生成された編集スクリプトグラフか
ら学習されてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、違反の組に対応する修復例
の組について生成された編集スクリプトグラフに基づいて、その違反の組のための１つ以
上の修復ストラテジを学習するよう構成されてよい。例えば、図６及び図７を参照して、
プロセッサ２０４は、第１違反６０２Ａと関連付けられた第１修復例６０２Ｂのための第
１グラフ（例えば、第１編集スクリプトグラフ７０２）と、第２違反６０４Ａと関連付け
られた第２修復例６０４Ｂのための第２グラフ（例えば、第２編集スクリプトグラフ７０
４）とを生成してよい。第１編集スクリプトグラフ７０２は、第１修復例６０２Ｂに基づ
いて第１違反６０２Ａを修復するためのストリング編集動作の第１の組６０６を表してよ
い。同様に、第２編集スクリプトグラフ７０４は、第２修復例６０４Ｂに基づいて第２違
反６０４Ａを修復するためのストリング編集動作の第２の組６０８を表してよい。プロセ



(25) JP 2021-163488 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

ッサ２０４は、第１編集スクリプトグラフ７０２及び第２編集スクリプトグラフ７０４に
対して実行された共通集合演算（すなわち、図７に示される演算７１６）に基づいて、ス
トリング編集動作の第１の組６０６及びストリング編集動作の第２の組６０８から１つ以
上の共通ストリング編集動作を決定するよう構成されてよい。１つ以上の共通ストリング
編集動作（例えば、第２ストリング編集動作６１２）は、第１違反６０２Ａ及び第２違反
６０４Ａに類似した別のストリング関連違反（例えば、新たに発見されたストリング違反
）を修復するためにプロセッサ２０４によって学習された修復ストラテジに対応してよい
。プロセッサ２０４は、学習された修復ストラテジを第３編集スクリプトグラフ７０６と
して表してよい。同様に、プロセッサ２０４は、様々なソフトウェアプログラムについて
の違反の組の中の異なったストリング関連違反に関して１つ以上の修復ストラテジを学習
してよい。
【００７５】
　第１修復例６０２Ｂにおいて複数のストリングが存在する場合に、プロセッサ２０４は
、第１修復例６０２Ｂにおける第１の複数のストリングを識別してよい。同様に、第２修
復例６０４Ｂにおいて複数のストリングが存在する場合に、プロセッサ２０４は、第２修
復例６０４Ｂにおける第２の複数のストリングを識別してよい。プロセッサ２０４は、識
別された第１の複数のストリングの夫々について、ストリング編集動作の組（例えば、ス
トリング編集動作の第１の組６０６）を生成するよう構成されてよい。更に、プロセッサ
２０４は、第２ソフトウェアプログラムの第２修復例６０４Ｂにおける識別された第２の
複数のストリングの夫々について、ストリング編集動作のもう１つの組（例えば、ストリ
ング編集動作の第２の組６０８）を生成してよい。プロセッサ２０４は、生成された二組
のストリング編集動作（例えば、ストリング編集動作の第１の組６０６及びストリング編
集動作の第２の組６０８）に基づいて１つ以上の共通ストリング編集動作（例えば、第２
ストリング編集動作６１２）を決定してよい。既に上述されたように、ストリング編集動
作の決定された１つ以上の共通集合は、１つ以上の学習された修復ストラテジに対応して
よい。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、プロセッサ２０４は、“例示によるプログラミング（pr
ogramming　by　example，ＰｂＥ）”に基づく修復パターン学習又は生成システムなどの
種々の学習技術（例えば、機械学習）を通じて修復ストラテジ（または共通修復パターン
）を自動的に学習及び生成するために、修復例の組を使用してよい。例えば、２０１８年
８月２２日付けで出願されたＦＬＡ１８－００７米国特許出願第１６／１０９４３４号（
その全文を参照により本願に援用される。）は、１つ以上のソフトウェアプログラムにお
ける種々の違反に基づいた、かつ、違反と関連付けられた修復例に基づいた、修復パター
ンの生成及び学習について説明している。参照されている出願によって修復パターンを生
成する方法は、一例にすぎない、ことが知られ得る。なお、本開示の範囲から逸脱せずに
、種々の修復例又は違反を修復するために実行された編集操作／動作に基づいて修復パタ
ーンを生成又は学習するための種々の他の方法が存在してよい。
【００７７】
　ブロック８０８で、１つ以上の学習された修復ストラテジは精緻化されてよい。実施形
態において、プロセッサ２０４は、１つ以上の学習された修復ストラテジを精緻化するよ
う構成されてよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ２０４は、関連する修復例
を有さない可能性がある未修正違反の組を選択してよい。プロセッサ２０４は、未修正違
反の組から未修正違反を選択し、その選択された未修正違反に対して１つ以上の修復スト
ラテジからの修復ストラテジを適用して、その修復ストラテジが選択された未修正違反を
修復するか否かを決定してよい。選択された未修正違反が、適用された修復ストラテジに
よって修復されない場合には、プロセッサ２０４は、その適用された修復ストラテジを１
つ以上の修復ストラテジから消去してよい。プロセッサ２０４は、１つ以上の修復ストラ
テジからの修復ストラテジの選択と、１つ以上の修復ストラテジからの選択された修復ス
トラテジの消去との動作を繰り返して、選択された未修正違反を修復し得る精緻化された
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１つ以上の修復ストラテジを取得し得る。特定の実施形態では、プロセッサ２０４は、１
つ以上の修復ストラテジを精緻化するためにユーザ１１４（例えば、熟練したソフトウェ
ア開発者）から入力を受け取るよう更に構成されてよい。ユーザ１１４からの入力は、精
緻化された修復ストラテジを決定するよう、１つ以上の修復ストラテジへの追加のための
１つ以上の修復例（すなわち、修復パターン又は修復ストラテジ）の選択を示してよい。
よって、修復ストラテジの組の精緻化は、ユーザ１１４から受け取られたインターベンシ
ョン又はフィードバックに更に基づいてよい。
【００７８】
　例えば、２０１９年６月２０日付けで出願された米国特許出願第１６／４４７５３５（
代理人明細書番号ＦＰＣ．１９－０００４０．ＯＲＤ）（その全文を参照により本願に援
用される。）は、１つ以上の修復ストラテジの精緻化について詳細に説明している。参照
されている出願によって１つ以上の修復ストラテジを精緻化する方法は、単なる一例であ
る、ことが知られ得る。なお、本開示の範囲から逸脱せずに、１つ以上の修復ストラテジ
を精緻化する異なる他の方法が存在してよい。
【００７９】
　ブロック８１０で、修復ストラテジの精緻化された組は、新たに受け取られた又は発見
された違反に対して適用されてよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ２０４は
、新たに発見された違反をデータベース１０４から取り出すか又は受け取るよう構成され
てよい。新たに発見された違反は、第３ソフトウェアプログラム（すなわち、１つ以上の
共通ストリング編集動作が決定され得るソフトウェアプログラムとは異なる。）に含まれ
てよい。プロセッサ２０４は、新たに発見された違反を修復するために、あるいは、修復
ストラテジの精緻化された組がデータベース１０４内の新たに発見された違反を修復する
ために使用可能であるか否かを更に試験するために、新たに受け取られた違反に対して修
復ストラテジの精緻化された組（ブロック８０８で精緻化された。）を適用するよう更に
構成されてよい。修復の場合に、新たに受け取られた違反に対する修復ストラテジの精緻
化された組の適用は、修復された第３ソフトウェアプログラムを生成し得る。よって、未
修正違反、人間からのフィードバック、若しくは新たに発見された違反のうちの１つ又は
それらの組み合わせによる修復ストラテジの組の精緻化に基づいて、未修正違反を修復す
るための修復ストラテジの学習された組の正確さ又は品質は向上し得る。
【００８０】
　ブロック８１２で、修復例の代表の組が、１つ以上の精緻化された修復ストラテジから
決定されてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、１つ以上の精緻化された修復
ストラテジから修復例の代表の組を決定するよう構成されてよい。いくつかの実施形態に
おいて、プロセッサ２０４は、ソフトウェアプログラムにおいて違反を識別し、その違反
を修復するためにデータベース１０４からパッチ（又は修復例若しくは修復ストラテジ）
を識別してよい。更に、プロセッサ２０４は、同じ又は類似したタイプの違反を有する可
能性がありかつ識別された修復例によって修復される可能性がある第２ソフトウェアプロ
グラムを識別してよい。プロセッサ２０４は、識別された第２ソフトウェアプログラムの
一部から１つ以上の要素を無関係なものとして除くことによって、識別された第２ソフト
ウェアプログラムを簡単にしてもよい。プロセッサ２０４は、簡単にされた第２ソフトウ
ェアプログラムをパッチの例及び代表の修復例として決定してよい。同様に、プロセッサ
２０４は、代表の組の修復例の夫々を１つ以上の修復ストラテジから決定してよい。
【００８１】
　例えば、２０１９年８月９日付けで出願された米国特許出願第１６／５９７６４６（代
理人明細書番号ＦＰＣ．１９－００９１５．ＯＲＤ）（その全文を参照により本願に援用
される。）は、修復例の代表の組の決定について詳細に説明している。参照されている出
願によって修復例の代表の組を決定する方法は、単なる例である、ことが知られ得る。な
お、本開示の範囲から逸脱せずに、修復例の代表の組を決定するための異なる他の方法が
存在してよい。
【００８２】
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　フローチャート８００は、８０２、８０４、８０６、８０８、８１０及び８１２などの
別個の動作として表されているが、特定の実施形態では、そのような別個の動作は、開示
されている実施形態の本質から外れずに特定の実施に応じて、更なる動作に更に分けられ
ても、より少ない動作にまとめられても、又は削除されてもよい。
【００８３】
　図９は、本開示で記載される少なくとも１つの実施形態に従って配置される、ソフトウ
ェアプログラムのストリング関連違反のための修復例に基づいた編集スクリプトグラフの
生成のための方法の例のフローチャートである。図９は、図１、図２、図３、図４、図５
Ａ、図５Ｂ、図６、図７、及び図８からの要素とともに説明される。図９を参照して、フ
ローチャート９００が示されている。フローチャート９００で説明される方法は、９０２
から開始してよく、如何なる適切なシステム、装置、又はデバイスによっても、例えば、
図１又は図２の例となる電子デバイス１０２によって、実行されてよい。別個のブロック
で表されているとしても、フローチャート９００のブロックの１つ以上と関連付けられた
ステップ及び動作は、特定の実施に応じて、更なるブロックに分けられても、より少ない
ブロックにまとめられても、あるいは、削除されてもよい。
【００８４】
　ブロック９０２で、第１ソフトウェアプログラムの第１修復例のための第１編集スクリ
プトグラフが初期化されてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、第１修復例の
ための第１編集スクリプトグラフ（例えば、グラフ“Ｇ”と表されてよい。）を空のグラ
フとして初期化するよう構成されてよい。次いで、プロセッサ２０４は、空の第１編集ス
クリプトグラフ“Ｇ”に開始ノードを含めてよい。第１修復例は、第１ソフトウェアプロ
グラムの第１違反に対応してよく、第１違反を修復するよう構成されてよい。更に、第１
違反は、例えば、図３及び図６において、説明されたように、第１ソフトウェアプログラ
ムのストリング関連違反であってよい。
【００８５】
　ブロック９０４で、第１修復例における第１ストリングと第１ソフトウェアプログラム
の第１違反における第２ストリングとの間のペアワイズアライメントの組が決定されてよ
い。実施形態において、プロセッサ２０４は、ペアワイズアライメントの組を決定するよ
う構成されてよい。実施形態において、ペアワイズアライメント決定された組は、第１ス
トリング及び第２ストリングにとって実現可能なアライメントの組に対応してよい。例え
ば、図６において説明されたように、第１修復例における第１ストリングは、第１修復例
６０２Ｂにおけるストリング「％ｓ％ｎ」（すなわち、出力ストリング）を含んでよく、
第１違反における第２ストリングは、第１違反６０２Ａにおけるストリング「％ｓ￥ｎ」
（すなわち、入力ストリング）を含んでよい。ペアワイズアライメントの組は、組“Ｄ”
として表されてよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ２０４は、第１修復例に
おける少なくとも１つの第１ストリング（例えば、第１ストリング）と、第１ソフトウェ
アプログラムの第１違反（例えば、第２ストリングを含む。）との間のペアワイズアライ
メントを決定してよい。
【００８６】
　例えば、第１ストリングと第２ストリングとの間のペアワイズアライメントの組を決定
するために、プロセッサ２０４は、大域的アライメント技術、局所的アライメント技術、
エンドフリー空間アライメント技術、又はギャップペナルティに基づくアライメント技術
を含むがこれらに限られない厳密でないマッチング技術を使用してよい。実施形態におい
て、プロセッサ２０４は、動的プログラミングモデル、隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）、
順行法に基づくモデル、ジェネリックモデル、又は焼きなまし法モデルに基づくがこれら
に限られない厳密でないマッチング技術を使用してもよい。
【００８７】
　例えば、第１修復例における第１ストリングは、「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　
Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ！％ｎ」であり、第１違反における第２ストリングは、「Ｅ
ｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ　％ｄ￥ｎ」である。第１ストリング及び第２ストリングのためのペ
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アワイズアライメントの組の例は、表２において次の通りである：
【表２】

【００８８】
　例えば、表２を参照して、第１ストリングと第２ストリングとの間のペアワイズアライ
メントの組の第１アライメントは、第１ストリングのサブストリング「Ｔｅｒｍｉｎａｔ
ｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」とアライメントされた第２ストリングのサブス
トリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を含んでよい。同様に、表２に示されるように、第２
ストリングのサブストリング「％ｄ」は、第１ストリングのサブストリング「％ｄ」とア
ライメントされてよい。更に、第２ストリングのサブストリング「￥ｎ」は、第１ストリ
ングのサブストリング「！％ｎ」とアライメントされてよい。表２に示されている第１ス
トリング及び第２ストリングのサブストリングどうしの他の例となるアライメント（第２
アライメント及び第３アライメント）の説明は、簡潔さのために省略される。留意される
べきは、表２に与えられているデータは、単に、例となるデータとして理解され、本開示
を制限するものとして解釈され得ない点である。
【００８９】
　ブロック９０６で、ペアワイズアライメントの組においてこれまでに選択されていない
ペアワイズアライメントが存在するかどうかを決定する確認が行われてよい。実施形態に
おいて、プロセッサ２０４は、その確認を行うよう構成されてよい。すなわち、ブロック
９０６は、ペアワイズアライメントの組からの各ペアワイズアライメントが処理されてい
るか否かを確認するために実行されてよい。万が一、ペアワイズアライメントの組“Ｄ”
がこれまでに選択されていないペアワイズアライメント“Ａ”を含む場合には、プロセッ
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サ２０４は、ペアワイズアライメントの組“Ｄ”からペアワイズアライメント“Ａ”を次
のペアワイズアライメントとして選択するよう構成されてよい。次いで、制御は、次のペ
アワイズアライメント“Ａ”のためのブロック９０８へ渡ってよい。さもなければ、ペア
ワイズアライメントの組“Ｄ”の中のペアワイズアライメントの夫々がこれまでに選択及
び処理されている場合には、制御はブロック９１６へ渡ってよい。
【００９０】
　ブロック９０８で、現在選択されているペアワイズアライメントの中のサブストリング
対の組からこれまでに選択されていないサブストリング対が存在するかどうかを決定する
確認が行われてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、その確認を行うよう構成
されてよい。すなわち、ブロック９０８は、現在選択されているペアワイズアライメント
の中のサブストリング対の組からの各サブストリング対が処理されているかを確認するた
めに実行されてよい。万が一、現在選択されているペアワイズアライメント“Ａ”がこれ
までに選択されていないサブストリング対“Ｔ”を含む場合には、プロセッサ２０４は、
現在選択されているペアワイズアライメント“Ａ”からサブストリング対“Ｔ”を次のサ
ブストリング対として選択するよう構成されてよい。次いで、制御は、次のサブストリン
グ対“Ｔ”のためのブロック９１０へ渡ってよい。さもなければ、現在選択されているペ
アワイズアライメント“Ａ”の中のサブストリング対の夫々がこれまでに選択されている
場合には、制御はブロック９０６へ渡ってよい。
【００９１】
　例えば、表２を参照して、最初のペアワイズアライメントについて、プロセッサ２０４
は、サブストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」及び「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　
Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」の第１サブストリング対、サブストリング「％ｄ」及び「％ｄ」
の第２サブストリング対、及びサブストリング「￥ｎ」及び「！％ｎ」の第３サブストリ
ング対としてサブストリング対の組を決定するよう構成されてよい。プロセッサ２０４は
、第１サブストリング対を次のサブストリング対“Ｔ”として選択してよい。
【００９２】
　ブロック９１０で、ストリング編集動作の組が、現在選択されているサブストリング対
のために決定されてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、現在選択されている
サブストリング対“Ｔ”からストリング編集動作の組を決定するよう構成されてよい。実
施形態において、ストリング編集動作の決定された組は、サブストリング対“Ｔ”の２つ
のサブストリングにとって実現可能なストリング編集動作の組に対応してよい。ストリン
グ編集動作の第１の組は、組“Ｂ”と表されてよい。実施形態において、プロセッサ２０
４は、決定されたペアワイズアライメントに基づいて第１ソフトウェアプログラムのため
のストリング編集動作の組を生成するよう構成されてよい。実施形態において、プロセッ
サ２０４は、ストリング編集動作の組を生成するために１つ以上のストリング比較（diff
erencing）技術を使用してよい。
【００９３】
　例えば、表２を参照して、最初のペアワイズアライメントについて、プロセッサ２０４
は、第１修復例における第１ストリングからのサブストリング「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　
ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」と、第１違反における第２ストリングからのサブスト
リング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」とを、選択されたサブストリング対“Ｔ”（例えば、第
１サブストリング対）として選択してよい。更に、プロセッサ２０４は、サブストリング
「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」（ストリング違反に対応。）をサブストリング「Ｔｅｒｍｉｎ
ａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」（修復例に対応。）に変換するためのスト
リング編集動作の組を、
　１．Ｄｅｌｅｔｅ（ｓｔｒ，０，Ｐｏｓ（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”，ε，１））及び
　２．Ａｄｄ（ｓｔｒ，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ
”）
として決定してよい。
【００９４】
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　例において、「ｓｔｒ」は、第２ストリングからのサブストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏ
ｄｅ」の値で初期化されたストリング変数に対応してよい。上記の最初のストリング編集
動作（すなわち、Ｄｅｌｅｔｅ（ｓｔｒ，０，Ｐｏｓ（“Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ”，ε，
１）））は、第２ストリングのサブストリング「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」からストリング
「Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を削除してよい。更に、上記の２番目のストリング編集動作（
すなわち、Ａｄｄ（ｓｔｒ，０，“Ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏ
ｄｅ”））は、第２ストリングの空のサブストリングにストリング「Ｔｅｒｍｉｎａｔｅ
ｄ　ｗｉｔｈ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｄｅ」を加えてよい。
【００９５】
　ブロック９１２で、現在選択されているサブストリング対に対して決定されたストリン
グ編集動作の組からこれまでに選択されていないストリング編集動作が存在するかどうか
を決定する確認が行われてよい。実施形態において、プロセッサ２０４は、その確認を行
うよう構成されてよい。すなわち、ブロック９１２は、現在選択されているサブストリン
グ対“Ｔ”のためのストリング編集動作の組“Ｂ”からの各ストリング編集動作“Ｅ”が
処理されているか否かを確認するために実行されてよい。万が一、現在選択されているサ
ブストリング対“Ｔ”のためのストリング編集動作の組“Ｂ”がこれまでに選択されてい
ないストリング編集動作“Ｅ”を含む場合には、プロセッサ２０４は、ストリング編集動
作の組“Ｂ”からストリング編集動作“Ｅ”を次のストリング編集動作として選択するよ
う構成されてよい。次いで、制御は、次のストリング編集動作“Ｅ”のためにブロック９
１４へ渡ってよい。さもなければ、現在選択されているサブストリング対“Ｔ”のための
ストリング編集動作の組“Ｂ”の中のストリング編集動作の夫々がこれまでに選択及び処
理されている場合には、制御はブロック９０８へ渡ってよい。
【００９６】
　ブロック９１４で、ノード及び１つ以上の関連するエッジが、選択されたストリング編
集動作のための第１編集スクリプトグラフにおいて作られてよい。実施形態において、プ
ロセッサ２０４は、選択されたストリング編集動作“Ｅ”のための第１編集スクリプトグ
ラフ“Ｇ”におけるノード“ＮＥ”を作るよう構成されてよい。更に、プロセッサ２０４
は、作られたノード“ＮＥ”とペアワイズアライメント“Ａ”における前のサブストリン
グ対に対応する１つ以上のノードとの間に第１編集スクリプトグラフ“Ｇ”において１つ
以上のエッジを作るよう構成されてよい。編集スクリプトグラフの作成は、例えば、図５
Ａ及び図７において、説明されている。制御はブロック９１２へ渡ってよい。
【００９７】
　ブロック９１６で、第１編集スクリプトグラフが取得されてよい。実施形態において、
プロセッサ２０４は、第１編集スクリプトグラフ“Ｇ”を取得するよう構成されてよい。
プロセッサ２０４は、取得された第１編集スクリプトグラフ“Ｇ”をデータベース１０４
、メモリ２０６、永続性データ記憶装置２０８、又はそれらの組み合わせに格納してよい
。第１編集スクリプトグラフ“Ｇ”の例は、例えば、図５Ａにおいて、詳細に説明されて
いる。制御は終了に渡ってよい。
【００９８】
　フローチャート９００は、９０２、９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４
及び９１６などの別個の動作として表されているが、特定の実施形態では、そのような別
個の動作は、開示されている実施形態の本質から外れずに特定の実施に応じて、更なる動
作に更に分けられても、より少ない動作にまとめられても、又は削除されてもよい。
【００９９】
　本開示の様々な実施形態は、実行されることに応答して、システム（例えば、例となる
電子デバイス１０２）に動作を実行させる命令を記憶するよう構成された１つ以上の非一
時的なコンピュータ可読記憶媒体を提供してよい。動作は、第１修復例における少なくと
も１つの第１ストリングと、第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングとを識
別することを含んでよい。第１修復例は、第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復
するよう構成されてよく、第２修復例は、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
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するよう構成されてよい。第１違反及び第２違反は、ストリング関連違反であってよい。
動作は、第１修復例における識別された少なくとも１つの第１ストリングと、第１違反と
に基づいて、第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１の組を生成
することを更に含んでよい。動作は、第２修復例における識別された少なくとも１つの第
２ストリングと、第２違反とに基づいて、第２ソフトウェアプログラムのためのストリン
グ編集動作の第２の組を生成することを更に含んでよい。動作は、生成された第１の組の
ストリング編集動作及び生成された第２の組のストリング編集動作に基づいて、１つ以上
の共通ストリング編集動作を決定することを更に含んでよい。動作は、修復された第３ソ
フトウェアプログラムを生成するよう、決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を
第３ソフトウェアプログラムのストリング関連の第３違反に対して適用することを更に含
んでよい。
【０１００】
　本開示で使用されているように、「モジュール」又は「コンポーネント」という用語は
、モジュール若しくはコンポーネントの動作を実行するよう構成される特定のハードウェ
ア実装、並びに／又はコンピュータシステムの汎用のハードウェア（例えば、コンピュー
タ可読媒体、処理デバイス、など）に記憶され及び／若しくはそれによって実行され得る
ソフトウェアオブジェクト若しくはソフトウェアルーチンを指し得る。いくつかの実施形
態において、本開示で記載される異なるコンポーネント、モジュール、エンジン、及びサ
ービスは、コンピュータシステムで（例えば、別個のスレッドとして）実行するオブジェ
クト又はプロセスとして実装されてもよい。本開示で記載されるシステム及び方法のいく
つかは、（汎用のハードウェアに記憶され及び／又はそれによって実行される）ソフトウ
ェアにおいて実装されるものとして概して記載されているが、特定のハードウェア実装、
又はソフトウェアと特定のハードウェア実装との組み合わせも可能であり、考えられてい
る。本明細書中、「コンピュータエンティティ」は、本開示で先に定義されたあらゆるコ
ンピュータシステム、又はコンピュータシステムで実行されるあらゆるモジュール若しく
はモジュールの組み合わせであってよい。
【０１０１】
　本開示で、特に添付の特許請求の範囲（例えば、添付の特許請求の本文）で使用される
用語は、一般的に、“非限定的な（open）”用語として意図されている（例えば、語「含
んでいる（including）」は、“～を含んでいるが、～に限定されない”との意に解釈さ
れるべきであり、語「備えている（having）」は、「少なくとも～を備えている」との意
に解釈されるべきであり、語「含む（includes）」は、“～を含むが、～に限定されない
”との意に解釈されるべきである、など。）。
【０１０２】
　更に、導入されたクレーム記載（introduced　claim　recitation）において特定の数
が意図される場合、そのような意図は当該クレーム中に明確に記載され、そのような記載
がない場合は、そのような意図も存在しない。例えば、理解を促すために、後続の添付さ
れた特許請求の範囲では、「少なくとも１つの（at　least　one）」及び「１つ以上の（
one　or　more）」といった導入句を使用し、クレーム記載を導入することがある。しか
し、このような句を使用するからといって、「a」又は「an」といった不定冠詞によりク
レーム記載を導入した場合に、たとえ同一のクレーム内に、「１つ以上の」又は「少なく
とも１つの」といった導入句と「a」又は「an」といった不定冠詞との両方が含まれると
しても、当該導入されたクレーム記載を含む特定のクレームが、当該記載事項を１しか含
まない例に限定されるということが示唆されると解釈されるべきではない（例えば、「a
」及び／又は「an」は、「少なくとも１つの」又は「１つ以上の」を意味すると解釈され
るべきである。）。定冠詞を使用してクレーム記載を導入する場合にも同様のことが当て
はまる。
【０１０３】
　更には、導入されたクレーム記載において特定の数が明示されている場合であっても、
そのような記載は、通常、少なくとも記載された数を意味するように解釈されるべきであ
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ることは、当業者には理解されるであろう（例えば、他に修飾語のない、単なる「２つの
記載事項」という記載がある場合、この記載は、少なくとも２つの記載事項、又は２つ以
上の記載事項を意味する。）。更に、「Ａ、Ｂ及びＣなどのうち少なくとも１つ」又は「
Ａ、Ｂ及びＣなどのうちの１つ以上」に類する表記が使用される場合、一般的に、そのよ
うな構造は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの両方、ＡとＣの両方、ＢとＣの両方、及
び／又はＡとＢとＣの全て、などを含むよう意図される。
【０１０４】
　更に、２つ以上の選択可能な用語を表す如何なる離接語及び／又は離接句も、明細書、
特許請求の範囲、又は図面のいずれであろうと、それら用語のうちの１つ、それらの用語
のうちのいずれか、あるいは、それらの用語の両方を含む可能性を意図すると理解される
べきである。例えば、「Ａ又はＢ」という句は、「Ａ又はＢ」、あるいは、「Ａ及びＢ」
の可能性を含むことが理解されるべきである。
【０１０５】
　本開示で挙げられている全ての例及び条件付き言語は、当該技術の促進に本発明者によ
って寄与される概念及び本発明を読者が理解するのを助ける教育上の目的を意図され、そ
のような具体的に挙げられている例及び条件に制限されないと解釈されるべきである。本
開示の実施形態が詳細に記載されてきたが、様々な変更、置換、及び代替が、本開示の主
旨及び適用範囲から逸脱することなしに行われてよい。
【０１０６】
　上記の実施形態に加えて、以下の付記を開示する。
（付記１）
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別する
ステップであり、前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反である、前記ステ
ップと、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成するステップと、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成するステップと
　を有する方法。
（付記２）
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作をデータベースに格納するステップ
を更に有する、
　付記１に記載の方法。
（付記３）
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
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動作を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと
　を更に有する、
　付記１に記載の方法。
（付記４）
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成するステップと
　を更に有する、
　付記１に記載の方法。
（付記５）
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成するステ
ップと
　を更に有する、
　付記１に記載の方法。
（付記６）
　前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノードを決定するステッ
プを更に有し、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された１つ以上の共通ス
トリング編集動作に対応する、
　付記４に記載の方法。
（付記７）
　前記第１修復例における前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェ
アプログラムの前記第１違反と関連付けられたペアワイズアライメントを決定するステッ
プと、
　前記決定されたペアワイズアライメントに基づいて前記第１の組のストリング編集動作
を生成するステップと
　を更に有する、
　付記１に記載の方法。
（付記８）
　前記第１修復例は、前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェアプ
ログラムの少なくとも１つの第１プログラムコードを含む、
　付記１に記載の方法。
（付記９）
　実行されることに応答して、システムに、
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別する
ステップであり、前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反である、前記ステ
ップと、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
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違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成するステップと、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成するステップと
　を有する動作を実行させる命令を記憶するよう構成された１つ以上の非一時的なコンピ
ュータ可読記憶媒体。
（付記１０）
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
動作を生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定するステップと
　を更に有する、
　付記９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１１）
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成するステップと、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成するステップと、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成するステップと
　を更に有する、
　付記９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１２）
　前記動作は、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別するステップと、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成するステ
ップと
　を更に有する、
　付記９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１３）
　前記動作は、前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノードを決
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定するステップを更に有し、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された１つ
以上の共通ストリング編集動作に対応する、
　付記１１に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１４）
　前記動作は、
　前記第１修復例における前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェ
アプログラムの前記第１違反と関連付けられたペアワイズアライメントを決定するステッ
プと、
　前記決定されたペアワイズアライメントに基づいて前記第１の組のストリング編集動作
を生成するステップと
　を更に有する、
　付記９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１５）
　前記第１修復例は、前記少なくとも１つの第１ストリング及び前記第１ソフトウェアプ
ログラムの少なくとも１つの第１プログラムコードを含む、
　付記９に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
（付記１６）
　第１ソフトウェアプログラムの第１違反を修復するよう構成されている第１修復例にお
ける少なくとも１つの第１ストリングと、第２ソフトウェアプログラムの第２違反を修復
するよう構成されている第２修復例における少なくとも１つの第２ストリングを識別し、
前記第１違反及び前記第２違反がストリング関連違反であり、
　前記第１修復例における前記識別された少なくとも１つの第１ストリングと、前記第１
違反とに基づいて、前記第１ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第１
の組を生成し、
　前記第２修復例における前記識別された少なくとも１つの第２ストリングと、前記第２
違反とに基づいて、前記第２ソフトウェアプログラムのためのストリング編集動作の第２
の組を生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、１つ以上の共通ストリング編集動作を決定し、
　前記決定された１つ以上の共通ストリング編集動作を第３ソフトウェアプログラムのス
トリング関連の第３違反に対して適用して、修復された第３ソフトウェアプログラムを生
成する
　よう構成されたプロセッサを有する、
　電子デバイス。
（付記１７）
　前記プロセッサは、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別し、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における第２の複数のストリングを
識別し、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々について前記第１の組のストリング編集
動作を生成し、
　前記識別された第２の複数のストリングの夫々について前記第２の組のストリング編集
動作を生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作及び前記生成された第２の組のストリン
グ編集動作に基づいて、前記１つ以上の共通ストリング編集動作を決定する
　よう更に構成される、
　付記１６に記載の電子デバイス。
（付記１８）
　前記プロセッサは、
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　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における前記識別された少なくとも
１つの第１ストリングについての前記生成された第１の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成し、
　前記生成された第１の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第１グラフを生成し、
　前記第２ソフトウェアプログラムの前記第２修復例における前記識別された少なくとも
１つの第２ストリングについての前記生成された第２の組のストリング編集動作の夫々に
ついてノードを生成し、
　前記生成された第２の組のストリング編集動作についての前記生成されたノードの間の
関連付けに基づいて第２グラフを生成する
　よう更に構成される、
　付記１６に記載の電子デバイス。
（付記１９）
　前記プロセッサは、
　前記第１ソフトウェアプログラムの前記第１修復例における第１の複数のストリングを
識別し、
　前記識別された第１の複数のストリングの夫々に基づいて複数のグラフを生成する
　よう更に構成される、
　付記１６に記載の電子デバイス。
（付記２０）
　前記プロセッサは、前記第１グラフ及び前記第２グラフに基づいて１つ以上の共通ノー
ドを決定するよう更に構成され、該決定された１つ以上の共通ノードは、前記決定された
１つ以上の共通ストリング編集動作に対応する、
　付記１８に記載の電子デバイス。
【符号の説明】
【０１０７】
　１００　　環境
　１０２　　電子デバイス
　１０４　　データベース
　１０６　　ユーザエンドデバイス
　１０８　　通信ネットワーク
　１１０Ａ　違反の第１の組
　１１０Ｂ　修復例の第１の組
　１１２Ａ　違反の第２の組
　１１２Ｂ　修復例の第２の組
　２０４　　プロセッサ
　２０６　　メモリ
　２０８　　永続性データ記憶装置
　２１０　　入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス
　２１２　　表示スクリーン
　２１４　　ネットワークインターフェース
　３００　　ソフトウェアプログラム
　３０２　　欠陥のあるソフトウェアプログラム
　３０４　　改善されたソフトウェアプログラム
　４０２　　編集動作の第１の組
　４０４　　編集動作の第２の組
　５００Ａ　編集スクリプトグラフ
　５００Ｂ　ストリング編集動作シーケンス
　６０２Ａ　第１違反
　６０２Ｂ　第１修復例
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　６０４Ａ　第２違反
　６０４Ｂ　第２修復例
　６０６　　ストリング編集動作の第１の組
　６０８　　ストリング編集動作の第２の組

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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