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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトウェアビルドエラーを予測するための方法であって、
　ソフトウェアにおける複数の変更を検出するステップと、
　複数の変更リストを識別するステップであって、前記ソフトウェアにおける前記複数の
変更のそれぞれについて、１つの変更リストが識別される、ステップと、
　前記複数の変更リスト内の変更リストごとに特性を識別するステップであって、前記特
性は複雑性メトリクスを含み、該複雑性メトリクスは、ソフトウェアコードの変更された
行を囲むネストされたループの数に部分的に基づく、ステップと、
　前記複数の変更リストのそれぞれの前記特性に少なくとも部分的に基づいて、複数の確
率を計算するステップであって、前記確率のそれぞれは、前記複数の変更リストのうちの
１つが前記ソフトウェアビルドエラーを発生させる可能性を示し、前記ソフトウェアビル
ドエラーは、前記ソフトウェアが実行可能ファイルにコンパイルされることを妨げるか、
又は、前記ソフトウェアが機械実行可能コードへと変換されることを妨げ、前記複数の確
率は、複数の係数に基づいて計算され、各係数は、前記複数の変更リストのそれぞれの各
特性に対応し、前記複数の係数は履歴データから求められた、ステップと、
　前記ソフトウェアビルドエラーの前記複数の確率を報告するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
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　前記ソフトウェアをビルドするステップと、
　前記ソフトウェアビルドエラーを検出するステップと、
　前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした変更を、前記ソフトウェアにおける前記複
数の変更から求めるステップと、
　前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした前記変更を報告するステップと
を含む方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした前記変更
に基づいて、前記ソフトウェアビルドエラーを予測するために使用される予測生成器をア
ップデートするステップを含む方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法であって、前記ソフトウェアから前記ソフトウェアビルドエラー
をもたらした前記変更を除去するステップを含む方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記複数の確率を計算するステップは、前記複数の確
率のそれぞれが前記ソフトウェアビルドエラーをもたらす可能性を示す回帰を計算するス
テップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記複数の確率に基づいて、複数の高リスク変更リストを識別するステップと、
　前記複数の高リスク変更リストのそれぞれを、当該高リスク変更リストに基づいて前記
ソフトウェアをビルドする命令とともに別個のコンピューティングシステムに送信するス
テップと、
　前記ソフトウェアビルドエラーを引き起こす高リスク変更リストを検出するステップと
を含む方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記複数の変更リストの前記特性のうちの少なくとも
１つは、前記複雑性メトリクス、ソフトウェア開発者決定、コンピューティングシステム
決定、時間決定、レビュー決定、アクティビティ決定、開発者ビルド決定、及び、変更決
定のある組み合わせを含み、前記開発者ビルド決定は、開発者のコンピューティングシス
テムが前記ソフトウェアの生成の間に同期したソースコードリポジトリの状態を含み、前
記複雑性メトリクスは、ソフトウェアコードの変更された行におけるキャラクタの数に部
分的に基づく、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記複数の変更リストのうちの１つにより発生した前
記ソフトウェアビルドエラーは、前記ソフトウェアがリンクされることを妨げる、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、前記変更リストのそれぞれを、高リスク変更リスト又
は低リスク変更リストとして識別するステップと、前記高リスク変更リストを、前記低リ
スク変更リストをビルドする前にビルドするステップとを含み、前記高リスク変更リスト
の前記ビルドは、前記高リスク変更リストを複数のコンピューティングシステムに、前記
高リスク変更リストが並列にビルドされることを可能とするように送信することを含む、
方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、変更リストごとの前記特性は、当該変更をレビューし
た個人の数を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記変更リストの前記特性を、前記複数の確率からの
集約最大確率又は前記複数の確率の合計を検出することにより集約するステップを含む方
法。
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【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、バイナリサーチ又はデルタデバッギング技法を用い
て前記ソフトウェアビルドエラーを引き起こす変更リストを求めるステップと、前記変更
リストを、統合開発環境（ＩＤＥ）において生成されるダイアログボックスに送信するス
テップとを含む方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、前記複数の変更のそれぞれは、前記ソフトウェアにお
ける複数のコメントに基づき検出される、方法。
【請求項１４】
　ソフトウェアビルドエラーを予測するためのシステムであって、
　複数の確率を表示するためのディスプレイデバイスと、
　プロセッサ実行可能コードを実行するためのプロセッサと、
　プロセッサ実行可能コードを格納する記憶デバイスであって、前記プロセッサ実行可能
コードは、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　　ソフトウェアにおける複数の変更を検出することと、
　　複数の変更リストを識別することであって、前記ソフトウェアにおける前記複数の変
更のそれぞれについて、１つの変更リストが識別される、ことと、
　　前記複数の変更リスト内の変更リストごとに特性を識別することであって、前記特性
は複雑性メトリクスを含み、該複雑性メトリクスは、ソフトウェアコードの変更された行
を囲むネストされたループの数に部分的に基づく、ことと、
　　回帰を識別することと、
　　前記回帰を使用して、前記複数の変更リストのそれぞれの前記特性に少なくとも部分
的に基づいて前記複数の確率を計算することであって、前記複数の変更リストは、前のソ
フトウェアビルドからの前記ソフトウェアに対する前記変更に対応し、前記確率のそれぞ
れは、前記複数の変更リストのうちの１つが前記ソフトウェアビルドエラーを発生させる
可能性を示し、前記ソフトウェアビルドエラーは、前記ソフトウェアが実行可能ファイル
にコンパイルされることを妨げるか、又は、前記ソフトウェアが機械実行可能コードへと
変換されることを妨げ、前記複数の確率は、複数の係数に基づいて計算され、各係数は、
前記複数の変更リストのそれぞれの各特性に対応し、前記複数の係数は履歴データから求
められた、ことと、
　前記ソフトウェアビルドエラーの組み合わされた確率を、前記複数の確率を集約するこ
とにより計算することであって、前記組み合わされた確率は、集約最大確率か、集約最小
確率か、集約アベレージ確率か若しくは集約メジアン確率か、又は、確率の合計に対応す
る、ことと、
　　前記ソフトウェアビルドエラーの前記組み合わされた確率を報告することと、
　　前記ソフトウェアビルドエラーの前記組み合わされた確率を減らす動作を勧告するこ
とと
をさせる、記憶デバイスと
を備えたシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセ
ッサに、
　前記ソフトウェアをビルドすることと、
　前記ソフトウェアビルドエラーを検出することと、
　前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした変更を、前記ソフトウェアにおける前記複
数の変更から求めることと、
　前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした前記変更を報告することと
をさせる、システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセ
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ッサに、前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした前記変更に基づいて、前記ソフトウ
ェアビルドエラーを予測するために使用される予測生成器をアップデートすることをさせ
る、システム。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のシステムであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセ
ッサに、前記ソフトウェアから前記ソフトウェアビルドエラーをもたらした前記変更を除
去することをさせる、システム。
【請求項１８】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセ
ッサに、前記複数の確率のそれぞれが前記ソフトウェアビルドエラーをもたらす可能性を
示す回帰を計算することをさせる、システム。
【請求項１９】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセ
ッサに、
　前記複数の確率に基づいて、複数の高リスク変更リストを識別することと、
　前記複数の高リスク変更リストのそれぞれを、当該高リスク変更リストに基づいて前記
ソフトウェアをビルドする命令とともに別個のコンピューティングシステムに送信するこ
とと、
　前記ソフトウェアビルドエラーを引き起こす高リスク変更リストを検出することと
をさせる、システム。
【請求項２０】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記複数の変更リストの前記特性のうちの少な
くとも１つは、前記複雑性メトリクス、ソフトウェア開発者決定、コンピューティングシ
ステム決定、時間決定、レビュー決定、アクティビティ決定、開発者ビルド決定、及び、
変更決定の任意の組み合わせを含み、前記開発者ビルド決定は、開発者のコンピューティ
ングシステムが前記ソフトウェアの生成の間に同期したソースコードリポジトリの状態を
含み、前記複雑性メトリクスは、ソフトウェアコードの変更された行におけるキャラクタ
の数に部分的に基づく、システム。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]ソフトウェア開発は、機械実行可能コードに変換されるべきソフトウェアコード
の開発を含み得る。開発者によって書かれたソフトウェアコードを、機械実行可能コード
に変換することは、ソフトウェアビルドと呼ぶことができる。ソフトウェアを開発する間
、ソフトウェアのビルド中に発生したエラーは、ソフトウェアを開発するための時間量を
増加させる場合がある。たとえば、何らかの組織が、開発者のチームとともにソフトウェ
アを開発する。いくつかの例では、開発者の第１のチームは、ソフトウェアアプリケーシ
ョンの一部のビルドを、開発者の第２のチームがソフトウェアアプリケーションの別の部
分をビルドするまで待つことができる。開発者の第２のチームがソフトウェアビルドエラ
ーに直面すると、開発者の第１のチームは、ソフトウェアアプリケーションの一部のビル
ドが遅延する場合がある。したがって、ソフトウェアビルドエラーを最小化することによ
って、ソフトウェア開発プロセスにおける遅延を防止することができる。
【発明の概要】
【０００２】
　[0002]以下で、本明細書に記載のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために、簡
単な概要を提示する。この概要は、特許請求される主題の広範な概要ではない。この概要
は、特許請求される主題の主要な、または重要な要素を特定することを意図するものでは
なく、また特許請求される主題の範囲を説明することを意図するものでもない。この概要
の唯一の目的は、特許請求される主題のいくつかの概念を、後に提示されるより詳細な説
明の前置きとして、簡単な形態で提示することである。
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【０００３】
　[0003]ある実施形態は、ソフトウェアビルドエラーを予測するための方法を提供する。
本方法は、ソフトウェアにおける複数の変更を検出するステップを含む。また、本方法は
、複数の変更リストを識別するステップであって、変更リストが、ソフトウェアにおける
複数の変更ごとに識別されるステップを含む。さらに、本方法は、複数の変更リスト内の
変更リストごとに特性を識別するステップを含む。さらに、本方法は、複数の変更リスト
のそれぞれの特性に少なくとも部分的に基づいて、複数の確率を計算するステップであっ
て、確率のそれぞれが、複数の変更リストのうちの１つがソフトウェアビルドエラーを発
生させる可能性を示すステップを含む。また、本方法は、ソフトウェアビルドエラーの複
数の確率を報告するステップを含む。
【０００４】
　[0004]別の実施形態は、ソフトウェアビルドエラーを予測するためのシステムである。
本システムは、複数の確率を表示するためのディスプレイデバイスと、プロセッサ実行可
能コードを実行するためのプロセッサと、プロセッサ実行可能コードを格納する記憶デバ
イスとを含む。本システムは、ソフトウェアにおける複数の変更を検出する。また、本シ
ステムは、複数の変更リストを識別し、変更リストが、ソフトウェアにおける複数の変更
ごとに識別される。さらに、本システムは、複数の変更リスト内の変更リストごとに特性
を識別する。さらに、本システムは、ロジスティック回帰を識別する。また、本システム
は、ロジスティック回帰を使用して、複数の変更リストのそれぞれの特性に少なくとも部
分的に基づいて複数の確率を計算して、確率のそれぞれが、複数の変更リストのうちの１
つがソフトウェアビルドエラーを発生させる可能性を示す。さらに、本システムは、ソフ
トウェアビルドエラーの複数の確率を報告する。
【０００５】
　[0005]別の実施形態は、複数の命令を備える、１つまたは複数の有形のコンピュータ可
読記憶媒体を提供する。本命令は、プロセッサに、ソフトウェアにおける複数の変更を検
出させて、複数の変更リストを識別させ、ただし、変更リストが、ソフトウェアにおける
複数の変更ごとに識別される。また、本命令は、プロセッサに、複数の変更リスト内の変
更リストごとに特性を識別させる。さらに、本命令は、プロセッサに、複数の変更リスト
のそれぞれの特性に少なくとも部分的に基づいて複数の確率を計算させ、ただし、確率の
それぞれが、複数の変更リストのうちの１つがソフトウェアビルドエラーを発生させる可
能性を示す。また、本命令は、プロセッサに、ソフトウェアビルドエラーの複数の確率を
報告させる。
【０００６】
　[0006]以下の詳細な説明は、添付の図面を参照することによって、よりよく理解されよ
う。添付の図面は、開示された主題の多数の特徴の具体例を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】[0007]ソフトウェアビルドエラーを予測するコンピューティングシステムの例の
ブロック図である。
【図２】[0008]ソフトウェアビルドエラーを予測するための方法の例を示すプロセスフロ
ー図である。
【図３】[0009]ソフトウェアビルドエラーを予測するために使用される予測分析モジュー
ルの例を示すブロック図である。
【図４】[0010]ソフトウェアビルドエラーを分析するために使用されるビルドブレークモ
ジュールの例を示すブロック図である。
【図５】[0011]予測分析モジュールをアップデートするために使用されるアップデートモ
ジュールの例を示すブロック図である。
【図６】[0012]ソフトウェアビルドエラーを予測する、有形のコンピュータ可読記憶媒体
の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　[0013]ソフトウェアビルドエラーに関連付けられる遅延を最小限にするために、ソフト
ウェアビルドエラーを予測するための様々な方法が開発されてきた。いくつかの方法は、
最後のソフトウェアビルド以降に変更されたソフトウェアコードの行数などの、ソフトウ
ェアコードの特定の側面に関する情報を収集するステップを含む。これらの方法は、収集
された情報に基づいて、ソフトウェアビルドが成功する可能性を決定することを試みるこ
とができる。しかしながら、これらの方法の多くは、ソフトウェアをビルドするプロセス
、およびソフトウェアに行われた実際の変更ではなく、ソフトウェアコードから得られた
情報に焦点を当てている。他の方法は、ソフトウェアビルドエラーを識別することができ
る変数のセットを識別するステップを含む。しかしながら、これらの方法の多くは、ソフ
トウェアビルドが失敗する可能性があるときを識別するために変数の固定セットを使用す
る決定木に依存する。
【０００９】
　[0014]本明細書に記載の技法は、ソフトウェアビルドエラーの任意の適切な数の確率に
基づいて、ソフトウェアビルドエラーを予測することができる。いくつかの実施形態では
、本明細書に記載の技法は、最後のソフトウェアビルド以降の一連の変更を識別して、各
変更がソフトウェアビルドエラーを作成し得る確率を計算することができる。ソフトウェ
アビルドは、ソフトウェアをビルドする状態を指すことができ、ソフトウェア（本明細書
では、ソフトウェアコードとも呼ばれる）を機械実行可能ファイルにコンパイルして、ア
プリケーションを形成するために機械実行可能ファイルをリンクするステップを含む。ソ
フトウェアビルドエラーは、ソフトウェアコードが実行可能ファイルにコンパイルされる
ことを防止する、またはソフトウェアコードがリンクされることを防止する、ソフトウェ
アコードにおけるエラーを含み得る。ソフトウェアビルドエラーは、ソフトウェアコード
が機械実行可能コードに変換されることを防止することができ、それはソフトウェアコー
ドがアプリケーションに組み込まれることを防止することができる。
【００１０】
　[0015]前付けとして、図面のうちのいくつかは、機能、モジュール、特徴、要素等と呼
ばれる、１つまたは複数の構造的コンポーネントのコンテキストで概念を説明する。図面
に示される様々なコンポーネントは、たとえば、ソフトウェア、ハードウェア（たとえば
、個別論理コンポーネント等）、ファームウェア等、またはこれらの実装形態の任意の組
合せによって、任意の方法で実装され得る。一実施形態では、様々なコンポーネントは、
実際の実装形態における、対応するコンポーネントの使用を反映し得る。他の実施形態で
は、図面に示される任意の単一のコンポーネントは、いくつかの実際のコンポーネントに
よって実装され得る。図面における任意の３つ以上の別々のコンポーネントの説明は、単
一の実際のコンポーネントによって実行される異なる機能を反映し得る。以下で説明する
図１は、図面に示される機能を実装するために使用され得る１つのシステムに関する詳細
を提供する。
【００１１】
　[0016]他の図面は、フローチャート形式で概念を説明する。この形式では、特定の動作
が、特定の順序で実行される別個のブロックを構成するものとして説明される。そのよう
な実装形態は例示的なものであり、非限定的なものである。本明細書に記載の特定のブロ
ックは、グループ化して、単一の動作で実行することができ、特定のブロックは複数のコ
ンポーネントブロックに分割することができ、また、特定のブロックは、ブロックの実行
の並列方法を含む、本明細書に示されている順序とは異なる順序で実行することができる
。フローチャートに示されるブロックは、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア
、手動処理等、またはこれらの実装形態の任意の組合せによって実装され得る。本明細書
で使用されるように、ハードウェアは、コンピュータシステム、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）などの個別論理コンポーネント等、ならびにそれらの任意の組合せを含み得る
。
【００１２】
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　[0017]用語については、「ように構成される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｔｏ）」という
語句は、任意の種類の構造的コンポーネントが、識別された動作を実行するように構築さ
れ得る、任意の方法を包含する。構造的コンポーネントは、ソフトウェア、ハードウェア
、ファームウェア等、またはそれらの任意の組合せを使用する動作を実行するように構成
され得る。
【００１３】
　[0018]「論理（ｌｏｇｉｃ）」という用語は、タスクを実行するための任意の機能を包
含する。たとえば、フローチャートに示される各動作は、その動作を実行するための論理
に対応する。動作は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア等、またはそれらの
任意の組合せを使用して実行され得る。
【００１４】
　[0019]本明細書で使用されるように、「コンポーネント（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）」、「
システム（ｓｙｓｔｅｍ）」、「クライアント（ｃｌｉｅｎｔ）」等の用語は、ハードウ
ェア、ソフトウェア（たとえば、実行中の）、および／またはファームウェア、あるいは
それらの組合せのいずれかの、コンピュータ関連エンティティを指すことを意図する。た
とえば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行しているプロセス、オブジェクト、実行
ファイル、プログラム、関数、ライブラリ、サブルーチン、および／またはコンピュータ
、あるいはソフトウェアとハードウェアとの組合せでよい。例として、サーバ上で実行し
ているアプリケーションとサーバは、両方ともコンポーネントでよい。１つまたは複数の
コンポーネントはプロセス内に常駐することができ、コンポーネントは１つのコンピュー
タ上でローカライズされてもよく、および／または２つ以上のコンピュータ間で分散され
てもよい。
【００１５】
　[0020]さらに、特許請求される主題は、開示された主題を実装するためにコンピュータ
を制御するために、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意
の組合せを生成するべく、標準プログラミング、および／またはエンジニアリング技法を
使用する方法、装置、または製品として実装され得る。本明細書で使用される「製品（ａ
ｒｔｉｃｌｅ　ｏｆ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ）」という用語は、任意の有形のコンピュ
ータ可読デバイスまたは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含すること
を意図する。
【００１６】
　[0021]コンピュータ可読記憶媒体は、これに限定されないが、磁気記憶デバイス（たと
えば、特にハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、および磁気ストリップ）
、光ディスク（たとえば、特にコンパクトディスク（ＣＤ）、およびデジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ））、スマートカード、ならびにフラッシュメモリデバイス（たとえば、特
にカード、スティック、およびキードライブ）を含むことができる。それに対して、コン
ピュータ可読媒体は、一般的に（すなわち、必ずしも記憶媒体ではない）ワイヤレス信号
などのための送信媒体などの通信媒体をさらに含み得る。
【００１７】
　[0022]図１は、ソフトウェアビルドエラーを予測するコンピューティングシステムの例
のブロック図である。コンピューティングシステム１００は、たとえば、特にモバイル電
話、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、またはタブレットコンピュ
ータでよい。コンピューティングシステム１００は、格納された命令を実行するように適
合されたプロセッサ１０２、ならびにプロセッサ１０２によって実行可能な命令を格納す
るメモリデバイス１０４を含み得る。プロセッサ１０２は、シングルコアプロセッサ、マ
ルチコアプロセッサ、コンピューティングクラスタ、または任意の数の他の構成でもよい
。メモリデバイス１０４は、ランダムアクセスメモリ（たとえば、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、
ゼロキャパシタＲＡＭ、ＳＯＮＯＳ、ｅＤＲＡＭ、ＥＤＯ　ＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、Ｒ
ＲＡＭ（登録商標）、ＰＲＡＭ等）、読出し専用メモリ（たとえば、Ｍａｓｋ　ＲＯＭ、
ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等）、フラッシュメモリ、または他の任意の適切な
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メモリシステムを含み得る。プロセッサ１０２によって実行される命令は、ソフトウェア
ビルドエラーを予測するために使用され得る。
【００１８】
　[0023]プロセッサ１０２は、システムバス１０６（たとえば、ＰＣＩ、ＩＳＡ、ＰＣＩ
－Ｅｘｐｒｅｓｓ、ＨｙｐｅｒＴｒａｎｓｐｏｒｔ（登録商標）、ＮｕＢｕｓ等）を通じ
て、コンピューティングシステム１００を１つまたは複数のＩ／Ｏデバイス１１０に接続
するように適合された入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイスインターフェース１０８に接続され
得る。Ｉ／Ｏデバイス１１０は、たとえば、キーボード、ジェスチャ認識入力デバイス、
音声認識デバイス、およびポインティングデバイスを含むことができ、ポインティングデ
バイスは、特にタッチパッドまたはタッチスクリーンを含み得る。Ｉ／Ｏデバイス１１０
は、コンピューティングシステム１００の内蔵コンポーネントでもよく、コンピューティ
ングシステム１００に外部接続されたデバイスでもよい。
【００１９】
　[0024]プロセッサ１０２は、システムバス１０６を通じて、コンピューティングシステ
ム１００をディスプレイデバイス１１４に接続するように適合されたディスプレイインタ
ーフェース１１２にリンクされてもよい。ディスプレイデバイス１１４は、コンピューテ
ィングシステム１００の内蔵コンポーネントであるディスプレイスクリーンを含み得る。
また、ディスプレイデバイス１１４は、コンピューティングシステム１００に外部接続さ
れた、特にコンピュータモニタ、テレビ、またはプロジェクタを含み得る。ネットワーク
インターフェースカード（ＮＩＣ）１１６も、システムバス１０６を通じてコンピューテ
ィングシステム１００をネットワーク（図示せず）に接続するように適合され得る。ネッ
トワーク（図示せず）は、特にワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）、またはインターネットでよい。
【００２０】
　[0025]記憶装置１１８は、ハードドライブ、光ドライブ、ＵＳＢフラッシュドライブ、
ドライブのアレイ、またはそれらの任意の組合せを含み得る。記憶装置１１８は、予測分
析モジュール１２０、ビルドブレークモジュール１２２、およびアップデートモジュール
１２４を含み得る。予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードへの任意の数の変
更を検出して、ソフトウェアコードがソフトウェアビルドエラーを含む可能性を予測する
ことができる。予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードへの各変更がソフトウ
ェアビルドエラーを引き起こし得る確率を計算することによって、ソフトウェアコードが
ソフトウェアビルドエラーを含む可能性を予測することができる。ビルドブレークモジュ
ール１２２は、ソフトウェアをビルドして、ソフトウェアビルドエラーを検出することが
できる。ビルドブレークモジュール１２２がソフトウェアビルドエラーを検出すると、ビ
ルドブレークモジュール１２２も、ソフトウェアビルドエラーを引き起こしたソフトウェ
アコードへの変更を検出することができる。ビルドブレークモジュール１２２は、ソフト
ウェアビルドエラーを引き起こす変更を、アップデートモジュール１２４に送信すること
ができる。アップデートモジュール１２４は、ソフトウェアコード変更、および対応する
ビルドエラーについての履歴情報を格納することができる。アップデートモジュール１２
４は、履歴情報を予測分析モジュール１２０に提供することができ、予測分析モジュール
１２０がソフトウェアビルドエラーの正確な予測を計算することを可能にする。
【００２１】
　[0026]図１のブロック図は、コンピューティングシステム１００が図１に示されるすべ
てのコンポーネントを含むべきであることを示すことを意図するものではないことが理解
されるべきである。むしろ、コンピューティングシステム１００は、より少数の、または
図１に示されていないさらなるコンポーネント（たとえば、さらなるアプリケーション、
さらなるメモリデバイス、さらなるネットワークインターフェース等）を含み得る。たと
えば、コンピューティングシステム１００は、特にユーザ、アプリケーション、または別
のハードウェアデバイスにソフトウェアビルド情報を報告することができる報告モジュー
ルを含み得る。さらに、予測分析モジュール１２０、ビルドブレークモジュール１２２、
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またはアップデートモジュール１２４の機能のうちのいずれかは、部分的に、または全体
的に、ハードウェアおよび／またはプロセッサ１０２に実装され得る。たとえば、機能は
、特定用途向け集積回路、プロセッサ１０２に実装された論理、または他の何らかのデバ
イスに実装され得る。
【００２２】
　[0027]図２は、ソフトウェアビルドエラーを予測するための方法の例を示すプロセスフ
ロー図である。方法２００は、図１のコンピューティングシステム１００などのコンピュ
ーティングシステムで実装され得る。コンピューティングシステム１００は、ソフトウェ
アコードへの変更、ならびに以前のソフトウェアコード変更および以前のソフトウェアビ
ルド結果の履歴情報に基づいてソフトウェアビルドエラーを予測することができる、予測
分析モジュール１２０も含み得る。
【００２３】
　[0028]ブロック２０２で、予測分析モジュール１２０はソフトウェアコードにおける変
更を検出する。一実施形態では、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードと、
ソフトウェアコードの以前のバージョンとを比較することによって、ソフトウェアコード
への変更を検出することができる。たとえば、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェ
アコードにおける違いを識別することによって、ソフトウェアコードの２つの異なるバー
ジョンにおける変更を検出することができる。他の実施形態では、予測分析モジュール１
２０は、ソフトウェアコードへの変更に対応するソフトウェアコード内のインジケータを
識別することによって、ソフトウェアコードにおける変更を検出することができる。たと
えば、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードにおける変更に対応するソフト
ウェアコードに含まれるコメントに基づいて、ソフトウェアコードにおける変更を検出す
ることができる。
【００２４】
　[0029]ブロック２０４で、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードへの変更
ごとに変更リストを識別する。いくつかの実施形態では、予測分析モジュール１２０は、
各変更リスト内の複数の変更を含み得る。たとえば、開発者は、予測分析モジュール１２
０が１つの変更リスト内に含むことができる、ソフトウェアコードのいくつかの行を変更
することができる。他の実施形態では、予測分析モジュール１２０は、開発者ごとに、ま
たは作業セッションごとに、変更リストを識別することができる。たとえば、予測分析モ
ジュール１２０は、特定の開発者からソフトウェアコードに行われた変更を識別して、そ
の変更を変更リストに格納することができる。他の例では、予測分析モジュール１２０は
、ソフトウェアコードへの変更を含む各作業セッションを識別して、開発者ごとの作業日
ごとに変更リストを識別することができる。
【００２５】
　[0030]ブロック２０６で、予測分析モジュール１２０は、変更リストごとに特性を識別
する。変更リストの特性は、ソフトウェアコードにおける変更に関連付けられる任意の情
報を含み得る。いくつかの実施形態では、特性は、ソフトウェアコードから得られた情報
を含み得る。たとえば、変更リストの特性は、特に、修正されたソフトウェアコードファ
イルの数、または修正されたソフトウェアコードの行数を含み得る。いくつかの実施形態
では、特性は、ソフトウェアコードにおける変更に関連する要因から得られた情報も含み
得る。たとえば、変更リストの特性は、特に、ソフトウェアコードに変更を加えた開発者
の決定、変更によって影響を受けたプロジェクト、ソフトウェアコードをコンパイルする
ために開発者が使用したコンピューティングシステムの決定、ソフトウェアコードへの変
更をレビューした個人の数または名前（本明細書では、レビュー決定とも呼ばれる）、変
更が提出された時間（本明細書では、時間決定とも呼ばれる）、ソフトウェアコードにお
ける変更に関連する複雑性メトリクス、および変更されたソフトウェアコードに基づく依
存性を含み得る。複雑性メトリクスは、ソフトウェアコードの行における特徴の数、ソフ
トウェアコードの行を囲むネストされたループの数、または、ソフトウェアコードの複雑
性を示す他の任意の要因を含むことができる。
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【００２６】
　[0031]変更リストの特性のさらなる例は、他の開発者によって、ソースコードファイル
、または修正された、もしくは所与の変更リストに関連する、ソースコードファイルの行
に実行される任意のアクティビティ（本明細書では、アクティビティ決定と呼ばれる）を
含み得る。変更リストの特性は、開発者によって行われた変更の表示も含み得る。たとえ
ば、開発者によって行われた変更は、導入されたソースコードフラグメント、参照された
識別子、またはソースコードに行われた他の任意の変更の記述（本明細書では、変更決定
と呼ばれる）を含み得る。さらなる特性は、開発者のコンピューティングシステム上でソ
フトウェアがビルドされたときに、開発者のコンピューティングシステムが同期されたソ
ースコードリポジトリの状態（本明細書では、開発者ビルド決定とも呼ばれる）、開発者
のコンピューティングシステム上で実行されたテスト、およびソフトウェアビルドの一部
として含まれたプロジェクトも含み得る。予測分析モジュール１２０は、変更リストに対
応する任意の数の特性を考慮することによって、より正確な予測を提供することができる
。
【００２７】
　[0032]ブロック２０８で、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードにおける
変更ごとに確率を計算する。いくつかの実施形態では、変更ごとの確率は、ソフトウェア
コードにおける変更がソフトウェアビルドエラーをもたらし得る可能性を表すことができ
る。確率は、ロジスティック回帰などの回帰を使用して計算され得る。たとえば、予測分
析モジュール１２０は、変更リストに関連する特性ごとに係数を生成することができる。
予測分析モジュール１２０は、履歴データに基づいて係数を決定することができる。たと
えば、履歴データは、特定のソフトウェア開発者がソフトウェアビルドエラーを引き起こ
す確率が２０％であることを示すことができる。この例では、予測分析モジュールは、ソ
フトウェア開発者に関連する特性に、係数として２０％の値を割り当てることができる。
【００２８】
　[0033]いくつかの実施形態では、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアビルドエ
ラーの確率を結合することができる。たとえば、予測分析モジュール１２０は、変更リス
トごとに、ソフトウェアビルドエラーを引き起こす個々の確率（Ｐ１、Ｐ２、．．．ＰＮ
）を計算することができる。予測分析モジュール１２０は、式１で確率を結合することが
できる。
【００２９】
　１－（１－Ｐ１）（１－Ｐ２）．．．（１－ＰＮ）＝Ｐ（Ｅｒｒｏｒ）　式（１）
　[0034]式１では、Ｐ１からＰＮは、変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起こ
し得る確率を表している。Ｐ（Ｅｒｒｏｒ）という用語は、ソフトウェアビルドエラーが
ソフトウェアコードへのＮ個の変更に基づいて発生し得る可能性を表している。
【００３０】
　[0035]いくつかの実施形態では、予測分析モジュール１２０は、個々の変更リストの特
性を集約して、複数の変更リストのソフトウェアビルドエラーの結合された確率を計算す
ることができる。たとえば、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアビルド内の変更
リストの数を検出することができる。また、予測分析モジュール１２０は、変更リストに
関連付けられる任意の適切な数の集約値を検出することができる。たとえば、３つの変更
リストは、ソースコードの１００、１５０、および２００行が変更されたことを示すこと
ができる。コードの変更された行の数は、合計により集約されて、コードの変更された行
の結合された数、すなわち上述の例では４５０のコードの変更された行になり得る。上述
のソフトウェアビルドが、ソフトウェアビルドエラーをもたらした４００を上回る変更さ
れたソースコードの行を有する場合、ソフトウェアビルドは、ソフトウェアビルドエラー
を引き起こすより高いリスクが割り当てられる場合がある。他の例では、予測分析モジュ
ール１２０は、特にソフトウェアビルドエラーの集約最大確率、ソフトウェアビルドエラ
ーの集約最小確率、ソフトウェアビルドエラーの集約平均確率、ソフトウェアビルドエラ
ーの集約中央値確率、ソフトウェアビルドエラーの確率の合計、ソフトウェアビルドエラ
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ーの集約されたパーセンタイル、またはソフトウェアビルドエラーの確率の標準偏差を検
出することによって、変更リストの特性を集約することができる。
【００３１】
　[0036]ブロック２１０で、予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアコード内の各変
更がソフトウェアビルドエラーを引き起こす確率を報告する。いくつかの実施形態では、
予測分析モジュール１２０は、ソフトウェアビルドエラーの確率を、特にユーザ、アプリ
ケーション、または他のハードウェアデバイスに報告することができる。たとえば、予測
分析モジュール１２０は、ソフトウェアコードへの変更がソフトウェアビルドエラーをも
たらし得る確率は２０％であると計算することができる。この例では、予測分析モジュー
ル１２０は、変更がソフトウェアビルドエラーを引き起こし得る可能性が２０％であると
いう予測をユーザに報告することができる。このプロセスはブロック２１２で終了する。
【００３２】
　[0037]図２のプロセスフロー図は、方法２００のステップが任意の特定の順序で実行さ
れるべきであること、または方法２００のすべてのステップがあらゆる場合において含ま
れるべきであることを示すことを意図するものではない。いくつかの例では、ソフトウェ
アコードにおける変更は徐々に検出され得る。たとえば、予測分析モジュール１２０は、
ソフトウェアコードへの変更ごとに新しい変更リストを生成して、ソフトウェアビルドエ
ラーの確率を再計算することができる。他の例では、特性は、ソフトウェアコードへのさ
らなる変更が検出されるにつれて変わる場合がある。たとえば、予測分析モジュール１２
０は、統合された開発環境についての、特に複雑性メトリクスまたは変更決定などの様々
な特性を検出することができる。次いで、予測分析モジュール１２０は、開発者がソフト
ウェアコードへの変更を完遂した後に、さらなる特性を検出することができる。さらに、
特定の用途に応じて、方法２００に任意の数のさらなるステップが含まれ得る。いくつか
の実施形態では、予測分析モジュール１２０は、変更リストをビルドブレークモジュール
１２２に送信することができ、ビルドブレークモジュール１２２は、ソフトウェアコード
への変更がソフトウェアビルドエラーを引き起こすかどうかを決定することができる。ビ
ルドブレークモジュール１２２は、以下で図４に関連してより詳細に説明する。他の実施
形態では、予測分析モジュール１２０は、変更リストをアップデートモジュール１２４に
送信することができる。アップデートモジュール１２４は、変更リストおよびソフトウェ
アビルドエラーに対応する履歴データをアップデートすることができる。アップデートモ
ジュール１２４は、以下で図５に関連してより詳細に説明する。
【００３３】
　[0038]図３は、ソフトウェアビルドエラーを予測するために使用される予測分析モジュ
ールの例を示すブロック図である。予測分析モジュール１２０は、図１のコンピューティ
ングシステム１００などのコンピューティングシステムに実装され得る。いくつかの実施
形態では、予測分析モジュール１２０は、特徴抽出コンポーネント３０２、予測生成器３
０４、トリガコンポーネント３０８、および報告コンポーネント３０６を含み得る。予測
分析モジュール１２０のコンポーネントは、ソフトウェアビルドエラーの可能性を識別し
て分析することができる。
【００３４】
　[0039]いくつかの実施形態では、予測分析モジュール１２０は、任意の適切な数の変更
リストを入力として受け入れることができる。上述のように、変更リストは、ソフトウェ
アコードへの任意の適切な数の変更を含むことができる。予測分析モジュール１２０は、
変更リストを特徴抽出コンポーネント３０２に送信することができる。特徴抽出コンポー
ネント３０２は、ソフトウェアコードにおける変更に関連付けられる任意の適切な数の特
性を決定することができる。たとえば、特徴抽出コンポーネント３０２は、各変更リスト
に関連付けられる特性を識別することができる。いくつかの例では、特徴抽出コンポーネ
ント３０２は、特に、修正されたソフトウェアコードファイルの数、修正されたソフトウ
ェアコードの行数、ソフトウェアコードに変更を加えた開発者、変更によって影響を受け
たプロジェクト、ソフトウェアコードをコンパイルするために開発者が使用したコンピュ
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ーティングシステム、ソフトウェアコードへの変更をレビューした個人の数、変更が提出
された時間、ソフトウェアコードにおける変更に関連する複雑性メトリクス、および変更
されたソフトウェアコードに基づく依存性などの特性を識別することができる。特徴抽出
コンポーネント３０２は、変更リストおよび対応する特性を予測生成器３０４に送信する
ことができる。
【００３５】
　[0040]予測生成器３０４は、変更リストの特性に基づいてソフトウェアビルドエラーの
確率を計算することができる。図２に関連して上述したように、ソフトウェアビルドエラ
ーの確率は、特に、あるタイプの回帰を使用して、または、これに限定されないが、サポ
ートベクターマシン、単純ベイズ（Ｎａｉｖｅ　Ｂａｙｅｓ）、もしくは決定木を含む機
械学習モデルを使用して計算することができる。いくつかの実施形態では、ソフトウェア
ビルドエラーの確率は、線形回帰またはロジスティック回帰に基づいて計算することがで
きる。他の実施形態では、確率は、ソフトウェアビルドエラーを引き起こす変更リストご
とに結合された確率に基づいてソフトウェアビルドエラーの可能性を計算するために結合
され得る。いくつかの実施形態では、予測生成器３０４は、ソフトウェアビルドエラーの
確率を報告コンポーネント３０６およびトリガコンポーネント３０８に送信することがで
きる。
【００３６】
　[0041]報告コンポーネント３０６は、任意の適切な数の方法を使用して、フィードバッ
クをユーザ、アプリケーション、またはハードウェアデバイスに提供することができる。
いくつかの実施形態では、フィードバックは、変更リストがソフトウェアビルドエラーを
引き起こし得る確率を含み得る。報告コンポーネント３０６は、特に、ディスプレイデバ
イスに送信されたメッセージ、ＩＤＥで生成されたダイアログボックス、電子メール通知
、またはニュースフィードを通じてフィードバックを提供することができる。
【００３７】
　[0042]トリガコンポーネント３０８は、ソフトウェアビルドエラーの確率に基づいて、
さらなる動作を開始または要求することができる。たとえば、トリガコンポーネント３０
８は、報告コンポーネント３０６を通じてフィードバックを開発者に提供することができ
る。フィードバックは、ソフトウェアビルドエラーを発生させる確率が高いソフトウェア
コードのさらなるレビューを要求することができる。いくつかの例では、フィードバック
は、変更リストの特定の特性、および対応するソフトウェアビルドエラーを発生させる確
率を識別することができる。フィードバックは、特に、変更をソースコードに提出する前
にさらなるプロジェクトをビルドするために、または提出前にさらなるテストを実行する
ために、特定の変更リストのさらなるレビューを勧告する（ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ；リコメ
ンドする、勧める、推奨する）ことができる。いくつかの実施形態では、トリガコンポー
ネント３０８は、ビルドプロセス中に、さらなるチェックインまたは品質論理ゲートを要
求することもできる。たとえば、トリガコンポーネント３０８は、機械実行可能アプリケ
ーションを形成するためにソフトウェアコードをコンパイルしてリンクする、ビルドコン
ポーネント３１０を含み得る。トリガコンポーネント３０８は、ソフトウェアビルドエラ
ーを防止することができるさらなる品質論理ゲートを含むようビルドコンポーネント３１
０に命令することができる。また、さらなる品質論理ゲートは、ソフトウェアビルドエラ
ーの原因を決定する際に支援することができる。
【００３８】
　[0043]いくつかの実施形態では、トリガコンポーネント３０８は、ソフトウェアビルド
を制御する命令をビルドコンポーネント３１０に提供することもできる。たとえば、トリ
ガコンポーネント３０８は、ビルドコンポーネント３１０に、ソフトウェアビルドエラー
を発生させる低リスクを共有する変更リストをグループ化することによってソフトウェア
をビルドするよう命令することができる。トリガコンポーネント３０８は、各変更リスト
がソフトウェアビルドエラー引き起こす確率に基づいて、ソフトウェアビルドエラーを引
き起こし得る低リスクを有する変更リストを識別することができる。いくつかの実施形態
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では、トリガコンポーネント３０８は、ビルドコンポーネント３１０に、低リスク変更リ
ストをビルドする前に高リスク変更リストをビルドするよう命令することもできる。また
、トリガコンポーネント３０８は、変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起こし
そうであることを示す確率に基づいて、ソフトウェアビルドエラーを引き起こす高リスク
を有する変更リストを識別することができる。たとえば、トリガコンポーネント３０８は
高リスク変更リストを複数のコンピューティングシステムに送信することができ、高リス
クの変更セットが並列にビルドされることを可能にする。トリガコンポーネント３０８は
、高リスク変更リストが並列にビルドされると、高リスク変更リストに関するより高速な
フィードバックを報告コンポーネント３０６に提供することができる。
【００３９】
　[0044]いくつかの実施形態では、ビルドコンポーネント３１０がソフトウェアビルドエ
ラーを返さない場合、トリガコンポーネント３０８は変更リストをアップデートモジュー
ル３１２に送信することもできる。アップデートモジュール１２２は、変更リストに関す
る履歴データ、および変更リストに基づくソフトウェアビルドの成功または失敗を格納す
ることができる。いくつかの実施形態では、トリガコンポーネント３０８は、単一の変更
リストがソフトウェアコードに行われた変更を組み込むことを示す単一の変更リストを受
信することができる。トリガコンポーネント３０８は、ビルドが成功または失敗すると、
ビルドの結果をアップデートモジュール１２２に送信することができる。次いで、アップ
デートモジュール１２２は、変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起こしたかど
うかを反映するために、履歴データをアップデートすることができる。他の実施形態では
、ビルドコンポーネント３１０がソフトウェアビルドエラーを返すと、トリガコンポーネ
ント３０８は、変更リストをビルドブレークモジュール１２２に送信することができる。
ビルドブレークモジュール１２２は、ソフトウェアビルドエラー引き起こした変更リスト
を識別して、開発者にフィードバックを提供することができる。ビルドブレークモジュー
ル１２２は、以下で図４に関連してより詳細に説明する。
【００４０】
　[0045]図３のブロック図は、予測分析モジュール１２０は図３に示されるすべてのコン
ポーネントを含むべきであることを示すことを意図するものではないことが理解されるべ
きである。むしろ、予測分析モジュール１２０は、より少数の、または図３に示されてい
ないさらなるコンポーネントを含むことができる。たとえば、予測分析モジュール１２０
は、ビルドコンポーネント３１０を含まなくてもよい。むしろ、ビルドコンポーネント３
１０の機能は、プロセッサ、または他の任意の適切なハードウェアデバイスによって実装
され得る。
【００４１】
　[0046]図４は、ソフトウェアビルドエラーを分析するために使用されるビルドブレーク
モジュールの例を示すブロック図である。ビルドブレークモジュール１２２は、図１のコ
ンピューティングシステム１００などのコンピューティングシステムに実装され得る。い
くつかの実施形態では、ビルドブレークモジュール１２２は、フィルタコンポーネント４
０２、予測コンポーネント４０４、検証コンポーネント４０６、報告コンポーネント４０
８、およびバージョン制御コンポーネント４１０を含むことができる。ビルドブレークモ
ジュール１２２のコンポーネントは、ソフトウェアビルドエラーを分析することができる
。
【００４２】
　[0047]ビルドブレークモジュール１２２は、ソフトウェアコードへの任意の適切な数の
変更、およびビルドコンポーネントによって生成されるビルドログを受け入れることがで
きる。ビルドログは、ビルドプロセス中に生成された情報を含むことができる。たとえば
、ビルドログは、ソフトウェアビルドエラーを生成しなかったソフトウェアコードの特定
の部分を示す情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、フィルタコンポーネン
ト４０２は、ソフトウェアビルドエラーの原因ではないと知られているソフトウェアコー
ドへのあらゆる変更を除外することができる。たとえば、フィルタコンポーネント４０２
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は、ソフトウェアビルドエラーをもたらさなかった以前のビルドに含まれるあらゆる変更
を識別することができる。他の実施形態では、フィルタコンポーネント４０２は、アップ
デートモジュール１２２に格納された履歴データに基づいて、動的な分析を実行すること
ができる。フィルタコンポーネント４０２は、予測コンポーネント４０４にソフトウェア
ビルドエラーを引き起こした可能性がある候補変更リストのセットを送信することができ
る。
【００４３】
　[0048]予測コンポーネント４０４は、変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起
こした可能性を検出することができる。図２に関連して上述したように、ソフトウェアビ
ルドエラーの確率は、ロジスティック回帰または線形回帰などの任意の適切なタイプの回
帰を使用して計算することができる。いくつかの実施形態では、予測コンポーネント４０
４は、各変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起こした確率を計算することがで
きる。
【００４４】
　[0049]いくつかの実施形態では、予測コンポーネント４０４は、変更リスト、および各
変更リストがソフトウェアビルドエラーを引き起こした確率を、検証コンポーネント４０
６に送信することができる。検証コンポーネント４０６は、各変更リストでビルドを再発
生させることができる。いくつかの実施形態では、検証コンポーネント４０６は、まずソ
フトウェアビルドエラーを引き起こす確率が最も高い変更リストを選択することができる
。検証コンポーネントは、ソフトウェアビルドを再作成して、変更リストがソフトウェア
ビルドエラーを引き起こすかどうかを決定することができる。次いで、検証コンポーネン
ト４０６は、ソフトウェアビルドエラーを引き起こす確率がより低い変更リストを選択す
ることができる。他の実施形態では、検証コンポーネント４０６は、バイナリサーチまた
はデルタデバッギングを使用して、ソフトウェアビルドエラーを引き起こす変更リストを
決定することができる。検証コンポーネント４０６は、ソフトウェアビルドエラーを引き
起こす変更リストを決定して、変更リストを報告コンポーネント４０８に送信することが
できる。報告コンポーネント４０８は、変更リストおよびソフトウェアビルドエラーを、
特にディスプレイデバイス、ＩＤＥで生成されたダイアログボックス、電子メール通知、
またはニュースフィードに送信することができる。
【００４５】
　[0050]また、報告コンポーネント４０８は、変更リストおよびソフトウェアビルドエラ
ーを、バージョン制御コンポーネント４１０に送信することができる。バージョン制御コ
ンポーネント４１０は、ソフトウェアビルドエラーをもたらすソフトウェアコードへのあ
らゆる修正を除去することができる。たとえば、バージョン制御コンポーネント４１０は
、ソフトウェアコードがコンパイルされて、機械実行可能アプリケーションにリンクされ
ることを防止するソフトウェアコードへのあらゆる変更を除去することができる。また、
報告コンポーネント４０８は、変更リストおよびソフトウェアビルドエラーをアップデー
トモジュール１２２に送信することができ、それは、以下で図５に関連してより詳細に説
明する。
【００４６】
　[0051]図４のブロック図は、ビルドブレークモジュール１２２は図４に示されるすべて
のコンポーネントを含むべきであることを示すことを意図するものではないことが理解さ
れるべきである。むしろ、ビルドブレークモジュール１２２は、より少数の、または図４
に示されていないさらなるコンポーネントを含むことができる。たとえば、ビルドブレー
クモジュール１２２は、検証コンポーネント４０６を含まなくてもよい。むしろ、検証コ
ンポーネント４０６の機能は、プロセッサ、または他の任意の適切なハードウェアデバイ
スによって実装され得る。
【００４７】
　[0052]図５は、予測分析モジュールをアップデートするために使用されるアップデート
モジュールの例を示すブロック図である。アップデートモジュール１２４は、図１のコン



(15) JP 6280551 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

ピューティングシステム１００などのコンピューティングシステムに実装され得る。いく
つかの実施形態では、アップデートモジュール１２４は、特徴抽出コンポーネント５０２
、履歴データベース５０４、およびアップデート予測モジュール５０６を含むことができ
る。
【００４８】
　[0053]いくつかの実施形態では、アップデートモジュール１２４は、変更リスト、およ
び変更リストに関連付けられるビルド結果を検出することができる。次いで、アップデー
トモジュール１２４は、特徴抽出コンポーネント５０２を使用して、変更リストに関連す
る特性を抽出することができる。たとえば、特徴抽出コンポーネント５０２は、特に、ソ
フトウェアコードに変更を加えた開発者、変更によって影響を受けたプロジェクト、ソフ
トウェアコードをコンパイルするために開発者が使用したコンピューティングシステム、
ソフトウェアコードへの変更をレビューした個人の数、または変更が提出された時間など
の特性を抽出することができる。
【００４９】
　[0054]特徴抽出コンポーネント５０２は、変更リスト、ビルド結果、および特性を履歴
データベース５０４に送信することができる。履歴データベース５０４は、変更リスト、
および変更リストの特性を、ビルド結果とともに表に格納することができる。いくつかの
実施形態では、履歴データベース５０４は、予測分析モジュール１２０にデータを送信す
ることができ、予測分析モジュール１２０が、変更リストがソフトウェアビルドエラーを
引き起こし得る可能性の正確な確率を計算することを可能にする。他の実施形態では、履
歴データベース５０４は、変更リスト、ビルド結果、および変更リストの特性をアップデ
ート予測モジュール５０６に送信することもできる。アップデート予測モジュール５０６
は、履歴データに基づいて予測モデルをトレーニングして、予測モデルがしきい値を上回
る精度を有する場合、予測モデルを予測分析モジュール１２０に送信することができる。
【００５０】
　[0055]図５のブロック図は、アップデートモジュール１２４が図５に示されるすべての
コンポーネントを含むべきであることを示すことを意図するものではないことが理解され
るべきである。むしろ、アップデートモジュール１２４は、より少数の、または図５に示
されていないさらなるコンポーネントを含むことができる。たとえば、アップデートモジ
ュール１２４は、アップデート予測モジュール５０６を含まなくてもよい。むしろ、アッ
プデート予測モジュール５０６の機能は、プロセッサ、または他の任意の適切なハードウ
ェアデバイスによって実装され得る。
【００５１】
　[0056]図６は、ソフトウェアビルドエラーを予測する、有形のコンピュータ可読記憶媒
体６００を示すブロック図である。有形のコンピュータ可読記憶媒体６００は、コンピュ
ータバス６０４を介してプロセッサ６０２によってアクセスされ得る。さらに、有形のコ
ンピュータ可読記憶媒体６００は、現在の方法のステップを実行するようプロセッサ６０
２に指示するためのコードを含み得る。
【００５２】
　[0057]本明細書に記載の様々なソフトウェアコンポーネントは、図６に示されるように
、有形のコンピュータ可読記憶媒体６００に格納され得る。たとえば、有形のコンピュー
タ可読記憶媒体６００は、予測分析モジュール６０６、ビルドブレークモジュール６０８
、アップデートモジュール６１０を含むことができる。予測分析モジュール６０６は、ソ
フトウェアコードへの任意の数の変更を検出して、ソフトウェアコードがソフトウェアビ
ルドエラーを含む可能性を予測することができる。ビルドブレークモジュール６０８は、
ソフトウェアビルドエラーを分析して、ソフトウェアコードへの変更がビルドブレークを
引き起こした可能性を決定することができる。アップデートモジュール６１０は、ソフト
ウェアコード変更、および対応するソフトウェアビルドエラーの履歴情報を格納すること
ができる。アップデートモジュール６１０は、履歴情報を予測分析モジュール１２０に提
供することができ、予測分析モジュール１２０が、ソフトウェアビルドエラーに関する正
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【００５３】
　[0058]特定の用途に応じて、図６に示されていない任意の数のさらなるソフトウェアコ
ンポーネントが、有形のコンピュータ可読記憶媒体６００内に含まれ得ることが理解され
るべきである。主題を、構造的な特徴および／または方法に特有の言語で説明してきたが
、添付の特許請求の範囲において定義される主題は、上述の特定の構造的な特徴または方
法に必ずしも限定されないことが理解されるべきである。むしろ、上述の特定の構造的な
特徴および方法は、特許請求の範囲を実装する例示的な形態で開示される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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