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あらまし

分散型版管理システムとそのホスティングサービスを用いたソフトウェア開発手法として，プルリクエス

トを基点とした制御を行う開発プロセス (Pull Request 駆動型の開発) が提案されている．Pull Request 駆動型の開発
では，開発タスクごとに版管理システム上でブランチを作成し，実装を開始する際に対応するブランチの統合をプロ
ジェクト管理者へ要求する．機能の実装に際して開発者は，各状況下において適切に版管理システムを操作する必要
がある．しかし，これらの作業は煩雑であり，さらに版管理システムに対する深い知識を要求する．そこで本研究で
は，Pull Request 駆動型の開発に適した開発者支援ツールを提案する．
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Abstract The Pull Request Driven Development (PRDD) is one of the modern methodology for software development which strongly collaborates with distributed version control systems (DVCSs) and its hosting services.
During PRDD, a developer creates a branch for each feature and sends a pull request to the project manager when
she/he starts implementing a feature. While implementing, the developer needs to operate DVCS correctly for every
situation. However, these operations are complicated and require the further knowledge of the DVCS. In this paper,
we discuss the requirements of a tool for supporting PRDD and introduce a tool under development which satisﬁes
the requirements.
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1. は じ め に
近年，GitHub に代表される版管理システムのホスティン

利用されており，2014 年 12 月までに 1800 万を超えるプロジェ
クトが公開されている（注 1）．
版管理システムとそのホスティングサービスを用いたソフト

グサービスを用いたソフトウェア開発が広く行われている．

GitHub は企業やオープンソースコミュニティを問わず幅広く

（注 1）
：https://github.com/features
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ウェア開発として，プルリクエスト駆動型の開発 (PRDD) が （ 3 ） ローカルリポジトリの変更内容をリモートリポジトリに反
ある．プルリクエストとは変更内容の含まれるブランチを統合
する旨の要求を作成する，ホスティングサービスの機能である．

PRDD ではプルリクエストを基点にしたプロセス管理を行う
が，そのためには開発者が版管理システムを適切に操作する必
要があり，版管理システムの知識と技術が要求される．しかし，
代表的な版管理システムである Git には複雑かつ操作が煩雑と
いう問題があると指摘されている [1]．この問題に対し，版管理
システムの支援ツールが開発されている [1] [2] が，それらの支
援ツールでは PRDD における煩わしさを解消することはでき
ない．
そこで本稿では，PRDD に適した開発者支援ツールを提案
する．提案するツールでは，PRDD において不必要な版管理シ
ステムの操作を制限し，版管理システムとホスティングサービ
スを統合することによる開発効率の向上を期待する．
本稿では以降，2 章において版管理システムと版管理システ
ムを用いた開発について述べ，3 章で版管理システムとそのホ
スティングサービスを用いた開発形態の 1 つである PRDD に
ついて述べる．4 章では PRDD の支援ツールに求められる要
件を検討し，5 章で要件を満たす機能を備えた開発中のツール
を紹介する．6 章では関連研究および技術について述べ，7 章
で本稿のまとめと今後の課題を述べる．

2. 背

景

本章では，本稿で扱う分散型版管理システムとそのホスティ
ングサービスの機能の 1 つであるプルリクエストについて説明
する．

映する. (プッシュ)
版管理システムにはコミットの履歴を分岐させる，ブランチ
と呼ばれる機能がある．ブランチによって枝分かれしたコミッ
トは互いに影響を受けないため，機能の実装やバグ修正の開発
を並行して進めることが容易となる．作成されたブランチは
マージという操作によって，別のブランチに統合され，変更内
容がまとめられる．

2. 2 版管理システムのホスティングサービス
集中型および分散型版管理システムを用いたソフトウェア開
発においては，代表となるリポジトリをプロジェクトが 1 つ
ないし複数所持する．そのリポジトリの管理および運用を支
援することを目的としたホスティングサービスがある．ホス
ティングサービスの例として，Git のホスティングサービスの

GitHub（注 2） や Bitbucket（注 3） が挙げられる．ホスティングサー
ビスにはコミット履歴やブランチ一覧の可視化だけでなく，版
管理システムを用いた開発を支援する機能がある．またホス
ティングサービスの提供する代表的な機能としてプルリクエス
トがある．
プルリクエストとは，あるブランチを指定したブランチに
マージする旨をプロジェクト管理者に要求するための機能であ
る．プルリクエストの例を図 1 に示す. 個々のプルリクエスト
には，対応するブランチのコミット一覧とコメント欄が表示さ
れる．開発者とプロジェクト管理者は，必要に応じてコメント
欄を用いて実装内容について議論を行う．プロジェクト管理者
が作成されたプルリクエストをマージしても良いと判断した後

2. 1 版管理システム
版管理システムとはソースコードの変更履歴を管理するため
のシステムである．版管理システムではソースコードに対する
変更をコミットと呼ばれる単位で表現し，リポジトリと呼ばれ
るデータベースに保持する．版管理システムは Subversion や

CVS に代表される集中型版管理システムと，Git や Mercurial
に代表される分散型版管理システムに分類される．集中型版管
理システムは 1 つのプロジェクトに対して 1 つのリポジトリが
ある一方で，分散型版管理システムは 1 つのプロジェクトに対
して複数のリポジトリがある．近年においては，集中型版管理
システムから分散型版管理システムへの移行が広く行われてお
り，分散型版管理システムが主流となっている [3]．
分散型版管理システムではサーバー上にリモートリポジトリ
を持ち，開発者はそれぞれの端末上にローカルリポジトリを持
つ．分散型版管理システムの利点として，リモートリポジトリ
に影響を与えずにローカルリポジトリへのコミットが可能なた
め，ローカルリポジトリでコミットの改変が容易となる．分散
型版管理システムを用いた開発手順を以下に示す．
（ 1 ） ローカルリポジトリを最新のリモートリポジトリに更新す
る. (プル)
（ 2 ） ローカルリポジトリで開発を行い，ソースコードの変更を
ローカルリポジトリに書き込む. (コミット)

図 1 プルリクエストの例 (GitHub)

Fig. 1 An example of GitHub Pull Request

（注 2）
：https://github.com
（注 3）
：https://bitbucket.org
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にマージが実施される．このように，プルリクエストを作成す

ビス) を想定する．

ることでブランチのマージを明確化し，開発者とプロジェクト

PRDD の開発手順を図 2 に示す．初めに，開発者は機能の

管理者による議論の機会を設けることができる．図 1 は，プロ

実装やバグ修正などの開発タスクに対してブランチを作成す

ジェクト管理者によりコードレビューが行われ，マージされた

る．開発タスクの作業を行うブランチをトピックブランチと呼

例である．

ぶ．このトピックブランチを作成した際に，ホスティングサー

2. 3 分散型版管理システムを用いたソフトウェア開発

ビスでトピックブランチに対応するプルリクエストを作成する．

これまでに，開発プロセスの管理にブランチを活用するブラ

開発者はトピックブランチで開発を行い，随時コミットをプッ

ンチモデルが提唱されている．ブランチモデルではブランチ

シュする．プロジェクト管理者は，プルリクエストに表示され

の作成および運用のルールを設けることで，ブランチの管理

る差分の内容を基にコードレビューを実施し，不具合が存在し

の容易さや不必要なブランチのマージを防ぐといった利点があ

た場合にコメントで開発者に修正を要求する．そして，開発者

る．例として git-ﬂow [4] では，リリース用ブランチ (master)，

はソースコードを修正し，再度プッシュする．管理者が変更内

リリース準備用ブランチ (release)，開発用ブランチ (develop)，

容をリリース用のブランチにマージしても良いと判断した際

機能の実装やバグ修正用のブランチ (feature) にそれぞれのブ

に，トピックブランチをマージする．このように PRDD では

ランチが分類される．git-ﬂow の運用手順を以下に示す．

git-ﬂow の master ブランチと feature ブランチをリリース用の

（ 1 ） master ブランチから develop ブランチを作成する.

ブランチとトピックブランチとして管理する．

3. 2 PRDD における問題点

（ 2 ） develop ブランチから実装する機能やバグ修正ごとに fea-

開発者は PRDD において，開発中の様々な状況に適した操

ture ブランチを作成し，開発が完了した際に develop ブラ

作を版管理システムに指示する必要がある．しかし分散型版管

ンチにマージする.

理システムは複雑かつ操作が煩雑であり，知識と技術が要求さ
れると指摘されている [1] [3]．具体的に開発者は，以下に示す

（ 3 ） develop ブランチの内容をリリースする際は，develop ブ
ランチから release ブランチを作成し，リリースの準備に
必要なコミットを行う.
（ 4 ） release ブランチを master ブランチにマージする.

点に注意を払う必要がある．

•

プロジェクト管理者や他の開発者が理解し易いコミット

履歴を作成する．そのためには，追加の修正や変更漏れのコ
ミットが存在する際は複数のコミットを 1 つに圧縮し，同一コ
ミットに複数の意味を持つ変更が存在した際はコミットを複数

上記のようにブランチごとに役割を分担させ，各ブランチの状
況を参照することで，開発状況の把握が容易となる．

3. プルリクエスト駆動型開発

に分割する必要がある．

•

リリース用ブランチの開発状況を考慮して開発する．リ

リース用ブランチに更新があった際，開発者は更新内容がト
ピックブランチの実装内容に影響を及ぼすかを確認する．影響

本章ではプルリクエスト駆動型開発 (PRDD) とその問題点
について説明する．

3. 1 概

のあるコミットが存在した場合は，トピックブランチにおける
変更の整合性を保つようにトピックブランチの分岐元をリリー

要

ス用ブランチの最新コミットに変更し，テストする．

PRDD は git-ﬂow のブランチモデルを基に提案された，分散
型版管理システムとそのホスティングサービス上のプルリクエ

4. ツールに求められる要件

ストを用いてソフトウェア開発を管理する手法である [5]．本稿

本章では，3. 2 節の問題を踏まえて，PRDD における開発者

では Git(分散型版管理システム) と GitHub(ホスティングサー

を支援するツールに求められる要件を版管理システムの操作と
開発者に提示する情報に分けて検討する．

4. 1 版管理システムの操作に対する支援
PRDD において用いる版管理システムの操作では，複数の
操作を組み合わせる必要があり，版管理システムに対する知識
と技術が要求される．またそのような複雑な操作時の誤操作は，
手戻りが発生するため復元に時間が費やされてしまう．例とし
て，圧縮や分割による操作は新たなコミットが作成されるため，
操作前のコミットに戻すことが困難となる．そのため PRDD
において使用頻度の高い複合的な操作は，すべて単一の操作に
置き換えることが望ましく，各操作における前後のコミット履
歴が容易に復元できる必要がある．


要件 I-A 使用頻度の高い一連の版管理操作を単一の

図2

PRDD の開発手順

Fig. 2 An overview of the PRDD process

ツール操作で実現する.



—3—

図 3 提案ツールの画面

Fig. 3 A view of implementing tool



要件 I-B 版管理システムの操作ごとにコミット履歴を

効率の良い開発を行うために，追加されたコメントを開発者に

記録し，操作前後の状態に復元する.

通知する必要がある．




PRDD では開発者に版管理システムのすべての操作を提供

する必要はないため，ツールにおいて一部の操作を制限するこ
とにより，版管理システムの煩雑さを緩和させることができる
と考えられる．


要件 II-B ブランチに対応したプルリクエストの情報お
よびコメントを提示する.




要件 II-C トピックブランチのプルリクエストにコメン
トが追加された際に開発者に通知する.



要件 I-C PRDD の版管理システムの操作において不必
要な版管理システムの操作を制限する.



PRDD では，個々のトピックブランチに対してプルリクエス

5. 開発中のツール

トを作成しなければいけない．そのため，ブランチの作成と同

本章では，4. 章の要件を基に現在開発中の PRDD の支援ツー

時にプルリクエストを作成することで，プルリクエストの作成

ルについて説明する．開発中のツールは Git と GitHub を対

漏れを防ぐことができると考えられる．


象とした PRDD の開発者支援ツールで，デスクトップアプリ

要件 I-D ブランチが作成された際に，自動的にプルリ

ケーションとして実装されている．開発者は開発中のツールを

クエストを作成する.

用いて，Git のローカルリポジトリの操作と GitHub 上の作業



4. 2 開発者に提示する情報

を行う．現在，要件 I-A，I-C，II-A に対応しており，要件 I-B，

PRDD において，開発者はトピックブランチだけでなくリ

I-D，II-B，II-C は未対応である．

リース用ブランチの開発状況を考慮しなければいけない．その

開発中のツールのスクリーンショットを図 3 に示す．開発中

際には，トピックブランチが作成されたコミット以降に更新さ

のツールはブランチの操作を行うブランチビュー (a)，コミット

れたリリース用ブランチのコミットを閲覧する必要がある．そ

の作成および履歴を表示するコミットビュー (b)，コミットや

のため開発者にトピックブランチのコミットだけでなく，ブラ

変更のあるソースコードの差分情報を表示する差分ビュー (c)

ンチ作成後に更新されたリリース用ブランチのコミットを同時

に分かれる．

に提示することが求められる．




要件 II-A トピックブランチのコミット履歴だけでなく，

ブランチビューでは，ブランチの作成および切り替えを行う．

Git はブランチ作成において分岐点を指定しなければ通常，現

トピックブランチが分岐されたコミット以降のリリース

在のコミットが分岐点となるブランチを作成する．一方 PRDD

用ブランチのコミット履歴を提示する.

においては，リリース用のブランチからのみトピックブランチ





開発者はプルリクエストへのコメントを基にソースコードの

を作成する．開発中のツールでは要件 I-C に従い，リリース用

修正をする．そのため，開発者はブランチを切り替える際にブ

のブランチ以外からの分岐を制限し，リリース用ブランチのコ

ランチに対応するプルリクエストの検索およびコメントの閲覧

ミットが分岐点となるトピックブランチを作成する．複数の開

をウェブブラウザ上で行う．ブランチの切り替え時にブランチ

発タスクを並行して行う際は，ブランチの切り替えが頻繁に行

に対応したプルリクエストの情報およびコメントを開発者に提

われるが，コミットされていない編集内容はブランチの切り替

示することで，ホスティングサービスでの作業を省くことがで

えに影響を及ぼすため，編集内容を一時的に記録しなければい

きると考える．またコメントが追加されたことに気付かず開発

けない．開発中のツールでは，ブランチ一覧のボタンから容易

を進めてしまい，無意味な作業を行ってしまう可能性がある．

にブランチを切り替えることができ，Rosso らの Gitless [1] と
同様にコミットされていない編集内容をブランチと対応させて
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記録する．記録された編集内容は，以前のブランチに切り替え

ことによりコミットの理解性や利便性の向上に役立つ．このコ

た際に復元されるため，ブランチの切り替えが容易となる．こ

ミット履歴の整理に関する研究がいくつか行われている．

のように，開発中のツールでは要件 I-A に従い版管理システム
の操作を簡略化している．

例えば，松田らの研究ではコミットポリシーに従ったコミッ
トの自動生成を行っている [7]．コミットポリシーとは，コミッ

コミットビューのコミット履歴の表示はトピックブランチと

ト 1 つの大きさや含まれる修正内容を記述したものである．開

リリース用のブランチの各コミットを円で表す．要件 II-A に

発者の編集操作履歴を基に階層の木構造を作成し，指定された

従い，トピックブランチが分岐されたコミット以降におけるリ

コミットポリシーの粒度に応じてコミットの作成を行う．

リース用ブランチのコミットを表示する．コミットをドラッグ

また切貫らの研究では，過去のコミットの情報を基にもつれ

し，別のコミットの上にマウスを被せる，コミットとコミット

た修正のコミットの検出および分割方法の提示をしている [8]．

の間に置くといった操作を行うことで，コミットの並び替えや

もつれた修正とは，複数のタスクを含む修正のことである．も

圧縮といったコミットの操作を行うことができる．これらは要

つれた修正の検出は開発者がコミットを行う際に行われ，検出

件 I-A に従い，使用頻度が高く，複雑な操作を要するコミット

された際に分割方法を提示する．この研究の目的は開発者に不

の並び替えや圧縮を単一の操作に置き換えている．コミット

利益を生む，もつれた修正のコミットの低減である．

ビュー上部は，Git でインデックスとワークスペースと呼ばれ

これらの研究は，整理されたコミットの作成および提示であ

る機能に当たる．変更されたファイルをドラッグすることで，

るのに対し，本提案ツールはコミット履歴の整理の操作支援を

右のワークスペースと左のインデックスを行き来することが

行う．

可能である．インデックスに追加されたファイルは左の円をク
リックすることにより，コミットする．また変更されたファイ
ルや各コミットをクリックすることで，変更内容が差分ビュー
に表示される．

6. 関連研究および技術
6. 1 ソフトウェア開発手法に関する技術
開発タスクをバグ管理システムのチケットに割り当てて開発
を行うソフトウェア開発手法として，チケット駆動開発 (TiDD)

7. まとめと今後の課題
本稿では版管理システムとそのホスティングサービスを用い
た PRDD の開発者支援ツールに求められる要件の検討を行い，
その要件に基づいて開発中の支援ツールを紹介した．開発中の
ツールはデスクトップアプリケーションとして実装されており，

Git と GitHub を対象としている．
今後，以下の未実装の要件をツールに実装し，ツールの有効
性を評価するためにケーススタディを行う予定である．

がある [6]．TiDD では開発タスクごとにチケットを発行し，実

•

ブランチの作成と同時にプルリクエストを作成する.

装が完了した際にチケットをクローズする．開発タスクの実装

•

現在のブランチに対応したプルリクエストを表示する.

とコードレビューのチケットはそれぞれ別に発行され，コード

•

プルリクエストにコメントが追加された際に通知を表示

レビューを行う際はチケットに対応する編集履歴を探す必要が

する.

ある．本稿で扱う PRDD では，開発タスクごとにプルリクエ

•

版管理システムの操作前後の状態に復元する.

ストを作成し，コードレビューおよび議論を基に改良されたコ

•

使用頻度の高い版管理システムの操作の内，未実装のも

ミットがマージされた際にプルリクエストをクローズする．プ
ルリクエストを作成することによりコードレビューの機会が設
けられ，編集履歴を容易に確認できることからコードレビュー
の効率化を図ることができる．また，リリース用のブランチに
マージされていないプルリクエストは未完了のタスクであり，
マージが完了したプルリクエストは完了したタスクとなるため，
開発タスクを TiDD と同様に管理することができる．

6. 2 版管理システムの支援に関する技術
版管理システムの支援ツールとして Atlassian 社の Source-

Tree が挙げられる．SourceTree は Git や Mercurial 用の可視
化ツールである [2]．このツールは，コミット履歴をグラフ表示
し，版管理システムの操作を各ボタンで操作することができる．
また git-ﬂow などのブランチモデルの開発支援も提供されてい
る．それに対し，本提案ツールは PRDD に不必要な版管理シ
ステムの操作を制限することによる利用性の向上，ホスティン
グサービスの統合といった点で異なる．

6. 3 コミット履歴の整理に関する研究
PRDD において，プロジェクト管理者やその他開発者が理
解し易いようにコミット履歴を整理する必要があり，整理する

のを単一のツール操作で実現する.
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