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統計的機械翻訳を用いた自動コメント生成
小 田

悠
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自然言語処理の一分野である統計的機械翻訳は，日本語と英語のような異なる言語間の対応関係を
大量のデータから発見し，翻訳に利用する技術である．我々は，近年大量に得られるようになったソー
スコードと文書の間の関係性を解析するためのツールとして，統計的機械翻訳を利用する可能性に着
目している．本稿ではその一例として，ソースコードに文単位でコメントを付与するシステムを統計
的機械翻訳を用いて構築し，実際に生成されたコメントを評価した例を紹介する．

Automatic Comment Generation Using Statistical Machine Translation
Yusuke Oda

†1

and Graham Neubig†1

Statistical machine translation (SMT), an area of natural language processing, is specialized to find relationships between two languages and use them for translation process. We
are focusing on SMT techniques to analyze relationships between numerous source codes and
documents involved in. In this paper, we show an example of SMT-based source code analysis
and the result of its evaluation by applying sentense-wise automatic comment generation.
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図 1 に自動コメント生成システムの概略を示す．本

けることができるようになる．このような手法は特

稿では入力として Python，出力として日本語を対象

に統計的機械翻訳 (Statistical Machine Translation:

とした．Tree-to-String 翻訳器を学習するためには，
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ソースコードに 1 行ずつ人手でコメントを付与した
データ 722 行を用意し，10 分割の交差検証を行った．
ソースコードの構文解析には Python 標準ライブラリ
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図 2 生成されたコメントの Acceptability 分布
Fig. 2 Acceptability distribution of generated comments.
表 1 生成されたコメントの例
Table 1 Examples of generated comments.

Python
Comment
Accept.
Python
Comment
Accept.
Python
Comment
Accept.
Python
Comment
Accept.

図 1 SMT に基づく自動コメント生成システム
Fig. 1 SMT-based comment generation system.

である ast を使用し，生成された構文木をいくつかの
規則により Tree-to-String 翻訳に適した形へ変換し
た．日本語の単語分割には MeCab4) ，翻訳モデルの
学習には Travatar5) を使用した．アルゴリズムの詳細
については省略するため，詳しくは自然言語処理研究
会での報告6) を参照されたい．本稿では当報告書の手
法のうち，reduced 手法の結果のみについて掲載する．

if x % 5 == 0:
もし x が 5 で割り切れるなら
5
if x % 5 == 1:
もし x を 5 で割った余りが 1 であれば
5
return a + b
a と b に True，そうでなければ False を返す
1
if m < N:
mN 未満であれば
1

図 2 に，生成されたコメントに対する Acceptabil-
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