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30-1Deep Code Search
著者: 
Xiaodong Gu (香港科技大学), 
Hongyu Zhang (ニューカッスル大学大学), 
Sunghun Kim (香港科技大学)
ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の両方を同じ空間のを同じ空間の同じ空間のじ空間の空間のの両方を同じ空間の(Word2Vecの両方を同じ空間のような)
ベクトの両方を同じ空間のル大学とドキュメントの両方を同じ空間のして表現することで、自然言語からのコード検索を実現表現することで、自然言語からのコード検索を実現することドキュメントの両方を同じ空間ので、自然言語からのコード検索を実現自然言語からのコード検索を実現からの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の実現することで、自然言語からのコード検索を実現

https://github.com/guxd/deep-code-search 論文PDF、ソースコード、デモ ソースコード、ソースコード、デモ デモ 

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

https://github.com/guxd/deep-code-search


  

提案手法(CODEnn)
目的: 自然言語からのコード検索を実現クエリからのコード検索からの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現
手法: 
ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の自然言語からのコード検索を実現の両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間の(記述)
を同じ空間の収集しておくして表現することで、自然言語からのコード検索を実現おく(ソースコードとドキュメントの両方を同じ空間の⇔記述のコーパ記述の両方を同じ空間のコーパ
ス）
① コーパスを同じ空間の教師データとし、コードと記述データとし、コードと記述とドキュメントの両方を同じ空間のし、自然言語からのコード検索を実現コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の記述
を同じ空間の同じ空間のじ空間の空間のの両方を同じ空間の点(ベクトの両方を同じ空間のル大学)に「埋め込む」埋め込む」め込む」込む」む」NNを同じ空間の
作成(それぞれ、自然言語からのコード検索を実現コードとドキュメントの両方を同じ空間の埋め込む」め込む」込む」みNN, 記述埋め込む」め込む」
込む」みNN)

– マル大学チモーダル大学な埋め込む」め込む」込む」み[78] 
(RNN+maxpooling)

② 自然言語からのコード検索を実現の両方を同じ空間のクエリからのコード検索が入力されると、そのベク入力されると、そのベクされるとドキュメントの両方を同じ空間の、自然言語からのコード検索を実現その両方を同じ空間のベク
トの両方を同じ空間のル大学とドキュメントの両方を同じ空間の近いベクトルをもつコード断片を出力いベクトルをもつコード断片を出力ベクトの両方を同じ空間のル大学を同じ空間のもつコード断片を出力コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力を同じ空間の出力されると、そのベク
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MLP

多層パーセプトロンパーセプトの両方を同じ空間のロン
単語からのコード検索を実現の両方を同じ空間の順序は無視は無視無視

RNN

回帰NN。
単語からのコード検索を実現の両方を同じ空間の順序は無視を同じ空間の考慮

CODEnnの両方を同じ空間の構造と学習とドキュメントの両方を同じ空間の学習 30-1

メソッドとドキュメントの両方を同じ空間の名
text reader…

max pooling

RNN

API列
(メソッドとドキュメントの両方を同じ空間の内で呼出で呼出
して表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の)

scanner.
new

scanner.
next

…

max pooling

str buf …

max pooling

トの両方を同じ空間のークン
(メソッドとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の定義かか
ら取り出した単語り出した単語出した単語単語からのコード検索を実現)

fusion

コサイン
類似度

RNN

記述
read an …

max pooling

instance

コードとドキュメントの両方を同じ空間の

コードとドキュメントの両方を同じ空間の

Javadocを同じ空間の含むソースコードむソースコードとドキュメントの両方を同じ空間の
記述 〈C, D+, D-〉

正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力記述

間の違った記述った単語記述
… …

コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力記述〈C, D+〉を同じ空間の
与えたとき類似度が最大、えた単語とドキュメントの両方を同じ空間のき類似度が最大、類似度が入力されると、そのベク最大、自然言語からのコード検索を実現
間の違った記述った単語記述〈C, D-〉を同じ空間の与えたとき類似度が最大、えた単語
とドキュメントの両方を同じ空間のき類似度が最大、最小になるよう学習になるよう学習

記述埋め込む」め込む」込む」みNN
コードとドキュメントの両方を同じ空間の埋め込む」め込む」込む」みNN

コードとドキュメントの両方を同じ空間の
記述/** /**



  

実験的評価
学習:

● GitHubでスタとし、コードと記述ーが入力されると、そのベク20+の両方を同じ空間のJavaプロジェ
クトの両方を同じ空間の(9,950個)の両方を同じ空間のメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の16,262,602個
– NVidia K40 GPUで50時間の学習

ベンチマークの両方を同じ空間のた単語め込む」の両方を同じ空間のクエリからのコード検索:
● Stack Overflowの両方を同じ空間のJavaプログラミング

に関する質問する質問50個
● 解答ににJavaコードとドキュメントの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク含むソースコードまれて表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るもの両方を同じ空間の

ツール大学の両方を同じ空間の出力されると、そのベクの両方を同じ空間の正しい記述誤判定:
● ツール大学の両方を同じ空間の出力されると、そのベク上位10件について、につコード断片を出力いベクトルをもつコード断片を出力て表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現2人

の両方を同じ空間の開発者が入力されると、そのベク正しい記述誤を同じ空間の判定

30-1
他のツールとの比較の両方を同じ空間のツール大学とドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較: 

● 提案手法の両方を同じ空間のツール大学DeepCS, Lucene(/w 
FQN), CodeHow[45]

● メトの両方を同じ空間のリからのコード検索クス FRank, Precision@k( k = 1, 5, 
10)
– 「埋め込む」正しい記述しいベクトルをもつコード断片を出力結果が上位に現れるか」が入力されると、そのベク上位に現することで、自然言語からのコード検索を実現れるか」

比較結果が上位に現れるか」:
ツール大学 FRank P@1 P@5 P@10
Lucene 6.0 0.24 0.24 0.26
CodeHow 5.5 0.38 0.29 0.28
DeepCS 3.5 0.46 0.50 0.49

提案手法の両方を同じ空間の圧勝



  

30-3FaCoY 
– A Code-to-Code Search Engine
著者: 
Kisub Kim (ル大学クセンブル大学ク大学; SnT),  Dongsun Kim (SnT),  
Tegawendé F. Bissyandé (SnT),  崔 恩瀞 (奈良先端大学院大学),   
Li Li (モナシュ大学),  Jacques Klein (SnT), Yves Le Traon (SnT)

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間の類似性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性にを同じ空間の、自然言語からのコード検索を実現それらの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間のドとドキュメントの両方を同じ空間のキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の類似性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性にに
より出した単語判定することドキュメントの両方を同じ空間ので、自然言語からのコード検索を実現機能が類似したコード断片を検索する手法を実現が入力されると、そのベク類似した単語コードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力を同じ空間の検索を実現する手法を同じ空間の実現することで、自然言語からのコード検索を実現

https://github.com/facoy/facoy ソースコード、ソースコード、デモ 実験データ データ 



  

目的
目的: 

● 機能が類似したコード断片を検索する手法を実現が入力されると、そのベク似て表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るコードとドキュメントの両方を同じ空間の断片を出力の両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の実
現することで、自然言語からのコード検索を実現した単語いベクトルをもつコード断片を出力(タとし、コードと記述イプ4クローン)
– 字面は全く違ってもは無視全く違ってもく違った記述って表現することで、自然言語からのコード検索を実現も

背景: 
● 動的手法[21, 35, 81]→スケール大学しないベクトルをもつコード断片を出力
● 静的手法[24, 28, 89, 90]→コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間の人

間のの両方を同じ空間の語からのコード検索を実現彙のミスマッチの両方を同じ空間のミスマッチ
– コードとドキュメントの両方を同じ空間のとドキュメントの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の類似を同じ空間の判定する
– (人間のから見てて表現することで、自然言語からのコード検索を実現)同じ空間のじ空間の機能が類似したコード断片を検索する手法を実現を同じ空間のもつコード断片を出力コー

ドとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の特定でき類似度が最大、ないベクトルをもつコード断片を出力

30-3

類似した単語機能が類似したコード断片を検索する手法を実現だとドキュメントの両方を同じ空間の判定した単語いベクトルをもつコード断片を出力



  

インデックス生成

提案手法FaCoY 30-3
Find a code other than yours コードとドキュメントの両方を同じ空間の

質問
回答に

手法: 
Stack Overflowの両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断から質問文と回答中のコード断とドキュメントの両方を同じ空間の回答に中のコード断の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の断
片を出力(スニペットの両方を同じ空間の)を同じ空間の抽出して表現することで、自然言語からのコード検索を実現おく
① インデックスを同じ空間の生成

– スニペットの両方を同じ空間のインデックス (スニペットの両方を同じ空間の→投稿から質問文と回答中のコード断)InxS : S → 2P

– 質問文と回答中のコード断インデックス(質問文と回答中のコード断→投稿から質問文と回答中のコード断)InxQ : Q → 2P

② 検索を実現対象のコードが入力されるごとにの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク入力されると、そのベクされるごとドキュメントの両方を同じ空間のに
– 前処理(カッコやパッケージ名などを補うパッケージ名などを同じ空間の補うう)して表現することで、自然言語からのコード検索を実現

クエリからのコード検索とドキュメントの両方を同じ空間のする
– 投稿から質問文と回答中のコード断内で呼出の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現→テキストの両方を同じ空間の検索を実現→GitHubの両方を同じ空間の

コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現を同じ空間の経て、検索結果を「伸長」するて表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現検索を実現結果が上位に現れるか」を同じ空間の「埋め込む」伸長」する」する
● ns × nq × nc個になる

InxS
InxQ

Stack Overflowの両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断

検索を実現対象のコードが入力されるごとにコードとドキュメントの両方を同じ空間の

クエリからのコード検索(コードとドキュメントの両方を同じ空間の)
前処理

類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現

投稿

類似テキストの両方を同じ空間の検索を実現
投稿

コードとドキュメントの両方を同じ空間の
インデックス

(投稿から質問文と回答中のコード断に含むソースコードまれる)コードとドキュメントの両方を同じ空間の

類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現
検索を実現結果が上位に現れるか」コードとドキュメントの両方を同じ空間の

× ns

× nq

× nc上位k 件について、を同じ空間の出力されると、そのベク

提案手法の両方を同じ空間の新規部分



  

実験的評価 30-3
インデックス作成に利用したデータした単語データとし、コードと記述: 

● Stack Overflow の両方を同じ空間の投稿から質問文と回答中のコード断268,264件について、
– 2008年7月〜2016年9月, Java, 回答に

にコードとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の含むソースコードむ
● GitHubの両方を同じ空間のJavaプロジェクトの両方を同じ空間の10,449

個、自然言語からのコード検索を実現384M LOC
– 1回以上フォークされた単語
– ASCII文と回答中のコード断字以外を含まないを同じ空間の含むソースコードまないベクトルをもつコード断片を出力

RQ1: 他のツールとの比較の両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の検索を実現エンジンとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較
● Krugle[1], Searchcode[2]では無視ほとドキュメントの両方を同じ空間のん
ど見てつコード断片を出力からないベクトルをもつコード断片を出力タとし、コードと記述イプ4が入力されると、そのベク検索を実現でき類似度が最大、た単語

RQ2: 他のツールとの比較の両方を同じ空間の類似コードとドキュメントの両方を同じ空間の検出ツール大学とドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の比較
(BigCloneBench[83])

ツール大学 MT3 WT3/T4
FaCoY 41 10
SourcererCC[74] 5 0
CCFinderX[39] 1 0
Deckard[34] 12 1
iClones[28] 0 0
NiCad[18] 1 0

RQ3: 機能が類似したコード断片を検索する手法を実現的類似を同じ空間の検索を実現でき類似度が最大、て表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力るかの両方を同じ空間の検
証 → 実行トレースの類似によりトの両方を同じ空間のレースの両方を同じ空間の類似により出した単語
RQ4: パッチ推薦 → 圧勝



  

30-4Generalized Data Structure
Synthesis 
著者: 
Calvin Loncaric (ワシントの両方を同じ空間のン大学), Michael D. Ernst (同じ空間の), 
Emina Torlak (同じ空間の)
データとし、コードと記述への両方を同じ空間のアクセスを同じ空間の高い抽象度で記述するいベクトルをもつコード断片を出力抽象のコードが入力されるごとに度で記述するDSL。データとし、コードと記述の両方を同じ空間の問いベクトルをもつコード断片を出力合わせわせ
からデータとし、コードと記述にアクセスするコードとドキュメントの両方を同じ空間のを同じ空間の自動合わせ成・最適化

https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/
generalized-synthesis-icse2018-abstract.html 論文、ソースコード、デモ スライド、ソースコード、デモ ソースコード

紹介者: 神谷 年洋(島根大学)

ACM SIGSOFT
Distinguished Paper Award

https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/


  

目的
背景: データとし、コードと記述構造と学習とドキュメントの両方を同じ空間のその両方を同じ空間のアクセスの両方を同じ空間の実装
は無視難しいしいベクトルをもつコード断片を出力

● データとし、コードと記述に対する問合わせせやパッケージ名などを補う更新処理に応
じ空間のて表現することで、自然言語からのコード検索を実現最適化する必要

● 問合わせせやパッケージ名などを補う更新処理が入力されると、そのベク変更されるとドキュメントの両方を同じ空間のデー
タとし、コードと記述構造と学習から作り出した単語直し→バグの温床し→バグの両方を同じ空間の温床

目的: 実装を同じ空間の自動化する
方を同じ空間の針: データとし、コードと記述構造と学習およびアクセスを表現アクセスを同じ空間の表現することで、自然言語からのコード検索を実現
でき類似度が最大、るDSL → コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の自動合わせ成

30-4
// Abstract state
state users : Set<User>
state groups : Set<Group>
state members : Set<(User, Group)>

// Query definition
query visible(u1, u2 : User):
  assume u1  ∈ users
  assume u2  ∈ users
  return (exists [ g | g  ← groups,
    (u1, g)  ∈ members and (
      g.visibility == Everyone or
      (u2, g)  ∈ members) ])

state s1 : Map<User, Bool>
state s2 : Map<User, Bag<Group>>
state s3 : Map<(User, Group), Bool>

query visible(u1, u2 : User):
  return (s1[u1] or 
    exists Filterλg.g.s3[(u2, g)] S2[u1])

データとし、コードと記述構造と学習

問合わせせ

最適化の両方を同じ空間のた単語め込む」の両方を同じ空間の
データとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のア

最適化された単語
問合わせせ

自動合わせ成

Cozy仕様

データとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のアに保持するデータとするデータとし、コードと記述とドキュメントの両方を同じ空間の
計算によって求めるデータを明示的にによって表現することで、自然言語からのコード検索を実現求めるデータを明示的にめ込む」るデータとし、コードと記述を同じ空間の明示的に
区別して記述 → 最適化して表現することで、自然言語からのコード検索を実現記述 → 最適化



  

提案手法Cozy
 Cozy言語からのコード検索を実現(実行トレースの類似により可能が類似したコード断片を検索する手法を実現な仕様)

● state 抽象のコードが入力されるごとに状態
– 何らかのデータストアらかの両方を同じ空間のデータとし、コードと記述ストの両方を同じ空間のア

(例) state s1 : Map<User, Bool>
● query 抽象のコードが入力されるごとに状態から計算によって求めるデータを明示的にを同じ空間の行トレースの類似によりうメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の
● op 抽象のコードが入力されるごとに状態を同じ空間の変更するメソッドとドキュメントの両方を同じ空間の
● queryとドキュメントの両方を同じ空間のopには無視事前条件について、を同じ空間の記述(assume)

● 具体化関する質問数(concrete function)
抽象のコードが入力されるごとに状態の両方を同じ空間の値を計算する関数を同じ空間の計算によって求めるデータを明示的にする関する質問数
(例) Cs1(user, groups, members)

● 抽象のコードが入力されるごとに状態の両方を同じ空間の値を計算する関数を同じ空間の更新する関する質問数
(例) s1[k] = new_value_for_key_s1(k, u, g)
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① クエリからのコード検索合わせ成
● 式をを同じ空間の1つコード断片を出力選んで生成した式に置き変えんで生成した単語式をに置き変えき類似度が最大、変え

(enumerative synthesis[3, 28, 31]) 
● 仕様を同じ空間の満たすか検証た単語すか検証
● 計算によって求めるデータを明示的にコストの両方を同じ空間のが入力されると、そのベク減少するか確認するか確認

② Incrementalization
● クエリからのコード検索合わせ成で導入した単語抽象のコードが入力されるごとに状態を同じ空間の更
新する記述を同じ空間の生成

③デッドとドキュメントの両方を同じ空間のコードとドキュメントの両方を同じ空間の除去

仕様

実装

(最終的な)実装

タとし、コードと記述イムアウトの両方を同じ空間の

実装の両方を同じ空間の洗練 (並列に計算によって求めるデータを明示的に)



  

実験的評価
評価: 

● プログラマの両方を同じ空間の労力されると、そのベクの両方を同じ空間の削減
● バグの両方を同じ空間の無いベクトルをもつコード断片を出力コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の開発
● コードとドキュメントの両方を同じ空間のの両方を同じ空間の実行トレースの類似により時性を、それらのコード断片のドキュメントの類似性に能が類似したコード断片を検索する手法を実現 → 良好
適用したデータ方を同じ空間の法:

● 4つコード断片を出力の両方を同じ空間の実プログラムに対して表現することで、自然言語からのコード検索を実現、自然言語からのコード検索を実現
(1) 重要で複雑なデータ構造を選定なデータとし、コードと記述構造と学習を同じ空間の選んで生成した式に置き変え定
(2) 手作業ででCozy仕様に変換
(3) ツール大学を同じ空間の3時間の実行トレースの類似によりして表現することで、自然言語からのコード検索を実現実装を同じ空間の生成
(4) 生成した単語コードとドキュメントの両方を同じ空間のに置き変えき類似度が最大、換え

● ツール大学は無視96コア512Gbメモリからのコード検索の両方を同じ空間のマシンで実行トレースの類似により
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プロジェクトの両方を同じ空間の 開発

期間の
コミッ
トの両方を同じ空間の LoC Cozy

LoC
ZTopo[32] 1w 15 1024 41
Sat4j[17] 8y 22 195 42
Openfire[13] 10y 47 1992 157
Lucene[29] 13y 20 68 36

手作業ででの両方を同じ空間の開発
記述が入力されると、そのベク
1桁以上短くく

プロジェ
クトの両方を同じ空間の イシュー 新た単語に発見てされ

た単語不具合わせ
ZTopo n/a -
Sat4j  7 -
Openfire 25 Yes
Lucene   1 -

Cozyを同じ空間の利用したデータして表現することで、自然言語からのコード検索を実現いベクトルをもつコード断片を出力れば防げたであろう防げたであろうげた単語であろう
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