
コンパイラ制御部の実現 

 

共通インフラストラクチャの各部品を使ってコンパイラを組み立てるために、コンパイ

ラ制御部を実現した。 

 

１ ドライバ API の実現 

(1) はじめに 

 本テーマでは、共通インフラストラクチャに適したコンパイラ構成方式を研究開発する

ことを目的とする。 

 共通インフラストラクチャの利用者は、複数の、自分がプログラミングしたものではな

いものも含むコンパイラ部品を組み合わせて、ある目的のコンパイラを構成して利用する

と想定する。しかしながら、個々のコンパイラ部品の機能、その組合せ方、コンパイラの

起動方法、および、コンパイル動作の指定方法とその指定の参照方法については、利用者

の事情により多様な要求があると予想される。これらの多様な要求に耐え得るコンパイラ

の構成方式とは如何なるものであるかを検討し、それを実現する。 

  コンパイラ・ドライバをプログラミングして利用する利用者を想定して検討を行った。

その結果、コンパイラ・ドライバのプログラミングを支援する API を提供し、そこに必要

な機能を盛り込む方針とした。 

 

(2) 前提 

  本コンパイラ・ドライバ API (以下、本 API) を設計するにあたり、本 API を利用して

作られるコンパイラ・ドライバ (以下、単にドライバと呼ぶ) に対して、次の仮定を置い

た。 

 

・ ドライバは、 (多くのコンパイル部品と同じく、) Java 言語で記述される。 

・ ドライバは、コマンド・ラインから起動されることが多いかもしれないが、それ以

外の方法で (例えば GUI を通じて) 起動されることもあるかもしれない。 

・ ドライバがコマンド・ラインから起動される場合、それは gcc などの既存の標準的

なコンパイラ・ドライバと置き換えて利用することが、概ね可能でなければならな

い。すなわち、 Makefile に通常書かれる標準的なコンパイル・オプションをすべ

て理解できなければならず、標準的なサフィクス規則 (どのサフィクスのファイル

をどのように処理するかに関する規則) を理解しておらねばならない。ただし、そ

れらは利用者による拡張が可能でなければならない。 

 

(3) API の機能 

  前項の仮定を踏まえ、本 API は以下の機能を持つものとした。 



 

・ コンパイル指定解釈機能 

・ サフィクス規則解釈機能 

・ ドライバ駆動機能 

・ 警告制御機能 

・ トレース制御機能 

 

(4)コンパイル指示解釈機能 

コンパイル指示解釈機能は、コンパイル・オプションや入力ファイル名など、「どのファ

イルをどのようにコンパイルするのか」を表すオブジェクト・モデル (コンパイル指示オ

ブジェクト) を与える機能である。ドライバは、コンパイル指示オブジェクトの API を通

じて、あるオプションの指定の有無や、その引数の内容、および、入力ファイル名を受け

取ることができる。 

 コマンド・ラインを解釈して、その内容を表現するコンパイル指示オブジェクトを生成

する機能も提供されており、普通の、コマンド・ラインに基づくコンパイラを作る際に利

用できる。 

 コンパイル指示オブジェクトには、それをプログラムによって生成するためのインタフ

ェース (プログラム・インタフェース) も備わっており、コマンド・ライン以外の方法に

よってコンパイル指示オブジェクトを生成するプログラムから使用することができる。例

えば、 GUI を通じてダイアログを開き、入力ファイルやオプションを、フィールドやボタ

ンによって指定させるようなコンパイラを作る場合、そのプログラムは、プログラム・イ

ンタフェースを通じてコンパイル指示オブジェクトを作ることができる。どのような方法

で作られたかに関わらず、コンパイル指示オブジェクトは、プログラムに対して同じイン

タフェースでオプションや入力ファイル名の情報を与えることができる。 

 標準的なコンパイル・ドライバが共通に解釈する標準的なコンパイル・オプションにつ

いては、それを解釈すべきなのはコンパイルのどの段階であるのかを識別できる。例えば、

「指定されているオプションの中にプリプロセッサ・オプションがあればそれをすべて返

せ」ということもできる。 

 -coins:opt=arg の形式のオプションは「COINS オプション」と呼ばれるものであり、本 

API の利用者が、自分の記述するドライバやパスの中で参照したい、独自のコンパイル・

オプションを設定するために使うことができる。opt には、空白文字、 "=" および "、" を

含まない任意の文字列を使うことができる。プログラムの中から、コンパイル指示オブジ

ェクトに対して、 opt の有無、および、 opt が有った場合の arg の内容を問い合わせる

ことができる。 

 

(5) サフィクス規則解釈機能 



 標準的なコンパイル・ドライバは、入力ファイルのサフィクスによって、そのファイル

の処理を変える。例えば、 c というサフィクスのファイルは、 C 言語で書かれたソース・

ファイルであると解釈され、まずプリプロセスされてから (狭義の) コンパイルされ、ア

センブルされて、目的ファイルが作られる。 

 目的ファイルのファイル名は、ソース・ファイルのサフィクスを o に変更したものにな

る。一方、元々 o というサフィクスを持っているファイルは、目的ファイルであると解釈

され、プリプロセスも (狭義の) コンパイルもアセンブルもされず、他の目的ファイルと

合わせてリンクされるだけである。この、あるサフィクスを持つ入力ファイルが、どの処

理を必要とし、その結果どのサフィクスのファイルを出力すべきかを、サフィクス規則と

呼ぶ。 

 本 API の利用者は、新しい種類のサフィクスを持つファイルを導入するかもしれないの

で、サフィクス規則は変更できることが必要である。 

 サフィクス規則解釈機能は、サフィクス規則ファイルに書かれたサフィクス規則を解釈

し、その情報を提供する API である。サフィクス規則ファイルが存在しないときは、標準

的なコンパイル・ドライバで使用されているものとほぼ同じ、デフォルトのサフィクス規

則が使われる。 

 

(6) ドライバ駆動機能 

 ドライバ駆動機能は、コンパイル処理を、「プリプロセス」「(狭義の) コンパイル」「ア

センブル」「リンク」の 4 段階に分け、各入力ファイルに対して必要な段階の処理を行う

機能である。 

 ドライバ駆動機能は、コンパイル指示オブジェクトを与えることで初期化され、ドライ

バ駆動機能は、与えられたコンパイル・オプションと、入力ファイルのサフィクスを参照

し、サフィクス規則解釈機能を使用して、どのファイルにどの段階の処理を行うかを判断

する。 

 本 API の利用者は、各段階でどのような処理を行うかをドライバにプログラミングしな

くてはならない。そのドライバのインスタンスを生成してドライバ駆動機能に与えること

で、コンパイルが行われる。 

 

 (7) 警告制御機能 

 一般に、コンパイラは、コンパイル処理の間、「エラーではないが、プログラマが意図し

た通りにコンパイルされていない場合が多いいくつかの典型的なケース」が生じたことを、

利用者に警告することがある。標準的なコンパイラでは、ある警告カテゴリの警告を行う

か否かは、コンパイル・オプションによって制御される。本 API でもこれに合わせ、 (コ

マンド・ラインの場合、) -W で始まるオプションを、警告制御のためのオプションとして、

専用のインタフェースを用意した。本 API を使用するプログラムは、コンパイル指示オブ



ジェクトに対して、ある警告カテゴリを示して、そのカテゴリの警告を表示するか否かを

問い合わせることができる。また、ある警告カテゴリと警告メッセージの組みを示して、

そのカテゴリの警告を表示すべきである場合にのみ、そのメッセージを表示させることが

できる。 

 

(8) トレース制御機能 

 本 API を使用するプログラムにも、デバッグが必要となるケースがあるはずであり、ト

レース出力は、デバッグのための強力な手段である。しかし、本インフラストラクチャを

使用したコンパイラでは、デバッグ対象のコンパイラ部品は、全体のごく一部であり、単

純にトレース・レベルを設定するだけの方法では、求めるトレース出力を適切に得ること

は期待できない。 

 トレース制御機能は、コンパイル・オプションとしてトレース・オプションが指定され

ていた場合に、それにしたがってトレース出力の表示/非表示を切替える API である。本 

API の利用者は、各トレース・メッセージの出力際に、 

 本 API を通じて、メッセージ・カテゴリとメッセージ・レベルを指定する。コンパイル・

オプションでは、トレース・カテゴリとトレース・レベルを、いくつでも指定することが

でき、指定されたトレース・カテゴリと一致するメッセージ・カテゴリのメッセージのう

ち、メッセージ・レベルが指定されたトレース・レベル以下であるトレース・メッセージ

が表示される。 

 



２ コンパイラ・ドライバ機能 
コンパイラ・ドライバ API （以下、単に「ドライバ API」と呼ぶ）を利用し、共通イ

ンフラストラクチャ全体のコンパイラ・ドライバ（以下、「本ドライバ」と呼ぶ）を開発し

た。 
(1)  はじめに 
本テーマは、コンパイラ・ドライバを開発することが目的であった。 
共通インフラストラクチャは、独自のコンパイラを作成する利用者にとって使いやすいも

のでなくてはならない。利用者は、複数の、自分がプログラミングしたものではないもの

も含むコンパイラ部品を組合せ、自身の目的のコンパイラを構成して利用する。これには

独自のコンパイラ・ドライバを構成することも含まれる。共通インフラストラクチャのコ

ンパイラ・ドライバ機能は、利用者の多様な要求に耐え得るものでなくてはならない。 
ドライバ API は、これらの要請を満たすために設計されたものであった。そこでこのド

ライバ API を使用したドライバを開発した。本ドライバ開発の目的は、次の通り。 
 共通インフラストラクチャのコンパイル部品を起動し、コンパイラとして機能させるこ

とにより、利用者に対して、これらのコンパイル部品のデモンストレーションを行う。 
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単に共通インフラストラクチャのコンパイル部品を使用したコンパイラを利用したいだ

けの利用者に対して、ドライバを提供する。 
あまり複雑でないコンパイラを構成して利用する利用者に対して、独自のドライバを開発

するための改変のベースとなる。 
複雑なものも含めて、コンパイラを構成して利用する利用者に対して、ドライバ API の

使い方のサンプルとなる。 
以下の各節では、これらの目的のために、本ドライバがどのような役割を果たすかについ

て説明する。 
 

 (2) デモンストレーションとしてのドライバ 
本ドライバは、共通インフラストラクチャの次の機能を呼び出す。 
 
・ C 言語ソース→ AST 変換機能 
・ AST → HIR-C 変換機能 
・ HIR-C → HIR-Base 変換機能 
・ HIR → LIR 変換機能 
・ LIR → アセンブラ・コード変換機能 

 
また、本ドライバは、共通インフラストラクチャの次の機能を、コンパイル・オプション

の指定により呼び出すことができる。 
 
・ HIR 用フロー解析機能 
・ HIR 用最適化機能 
・ LIR 用フロー解析機能 
・ LIR 用最適化機能 

 
共通インフラストラクチャの利用者は、本ドライバの出力するアセンブラ・ソース・コー

ドを検証することで、これらの機能の能力や完成度を知ることができる。 
本ドライバは、共通インフラストラクチャの次の機能を、コンパイル・オプションで指定

されたタイミングで呼び出すことにより、 HIR および LIR の内容をダンプすることがで

きる。 
 
・ HIR-Base → C 言語ソース変換機能 
・ LIR → C 言語ソース変換機能 

 
共通インフラストラクチャの利用者は、これらのダンプの内容を検証することで、 HIR 



および LIR の実際の利用され方やその表現力を知ることができる。 
 

(3) コンパイラ利用のためのドライバ 
本ドライバは、 2) で述べた諸機能と、プリプロセッサ、アセンブラ、リンカを呼び出す

ことで、動作する目的ファイルを出力することができる。 
本ドライバは、コマンド・ラインから起動され、ドライバ API の機能により標準的なコ

ンパイル・オプションを解釈できる。ユーザは、例えば gcc などの標準的なコンパイラと

ほぼ同様に、本ドライバを利用できる。 Makefile を使用する場合であれば、多くの場合

は CC 変数を書き換えるだけで利用可能である。このため、共通インフラストラクチャを

利用したコンパイラで既存のコンパイラを代替することがストレスなく行える。 
 

(4) ドライバ改変のベースとしてのドライバ 
本ドライバは、ユーザがこれを継承して利用することを念頭に置き、汎用性の高いメソッ

ドはサブクラスから利用可能なインタフェースとして定義されるように設計した。 
利用者が一部を改変し、あるいは継承して本ドライバを利用することが容易であることは、

本プロジェクトの他の作業において、本ドライバをそのようにして利用している例が多く

あることからも実証されている。 
 

(5) ドライバ構成のサンプルとしてのドライバ 
ドライバ API を用いることで、本ドライバは次の機能を提供している。 
 
・ 独自のプログラミング言語のために、サフィクス規則を変更できる。 
・ 独自のコンパイラ部品のための独自の警告メッセージを追加できる。 
・ 独自のコンパイラ部品のための独自のトレース・メッセージを追加できる。 
・ コンパイラの挙動を制御するための設定ファイルを独自に設定できる。 

 
本ドライバ自身が独自のトレースや警告を出力することで、本ドライバはこれらの API 

の利用サンプルにもなっている。また、本ドライバ自身が、その設定ファイルとしてサフ

ィクス規則ファイルを使用することで、独自の設定ファイルを設定することや、サフィク

ス規則の使用のサンプルにもなっている。 
 

(6) おわりに 
以上のように共通インフラストラクチャの部品群をユーザ実際に使う機能として組み立

てるためにドライバが有効であることがわかった。共通インフラストラクチャの教育、研

究、産業の各界での活用のために抽象化する手段としてのドライバを実現することで改良

を進め、適用性の高い共通インフラストラクチャを実現する。 



３ モジュール機能の研究 

コンパイル部品は、その目的に応じて、さまざまなインタフェースを持つものと予想さ

れるが、プログラムから扱う場合には、ある一定のインタフェースを持つ必要がある。す

なわち、「モジュール化」する必要がある。このモジュールのインタフェースの設計が重要

な研究課題となることが予想される。 

 (1) 目的 
ドライバが、それが呼び出すコンパイラ構成要素によって正しく解釈されるオプション

のリストを提供することができ、また、どの構成要素によっても正しく解釈されないオプ

ションに対して適切な指摘を可能とする。 
ドライバ API を利用して作られた派生ドライバを、標準ドライバの実装に依存しない構成

にすることを可能とする。 
教材作成などの便宜を図るため、ヴィジュアルプログラミングや、スクリプトの記述など

の、より簡便な方法で COINS のコンパイラ・ドライバを生成する機能が望まれるが、こ

れをより用意に実現可能とする。 
 
(2) 基本方針 
次の方針に沿ったドライバ系を研究した。 

・ドライバは、それが呼び出すかもしれないコンパイラ部品のリストを、起動時に動的に

獲得できるものとする。 
・そして、それらが解釈するオプションのリストを、それらのコンパイル部品に問い合わ

せて得られるものとする。 
・得られたオプションのリストは、それらの列挙の要求に対して表示したり、指定された

コンパイルオプションをチェックしたりするために使用される。 
・ドライバエンジンに次の機能を持たせる。 
    - 呼び出すべきコンパイラ部品の登録を受け付ける。 
    - 登録されたコンパイラ部品を順に起動することでコンパイル処理を実行する。 
・この機能を使用し、起動すべきコンパイラ部品を記述したテキストファイル 
  から、ドライバの Java プログラムを生成する機能を提供する。この機能を、ドライバ

コンパイラと呼び、テキストファイルをドライバ記述ファイルと呼ぶ。 
・標準ドライバのためのドライバ記述ファイルをドライバコンパイラによって処理して提

供する。 
 
これにより、派生ドライバの作成は、ドライバ記述ファイルの変更として実現できるよう

になり、標準ドライバの実装には依存しなくなる。 
ドライバ生成系は、 Java のクラスではなく、ドライバ記述ファイルを生成すれば良く、

より簡単に構築が可能となる。 



 
(3) モジュールの機能 

コンパイラの構成要素を「モジュール」と呼ぶこととし、モジュールが共通に実装すべ

きインタフェースとして、下記を定めた。 
 
・識別機能 
  モジュールの同一性を識別し、一意な識別子を与える機能。 
・オプションリスト機能 
モジュールが表しているコンパイラ部品が取り扱う各種オプションに関する情報を与える

機能。 
・起動機能 
  指定された入力とコンパイル指定に基づいて、モジュールを起動する機能。 
 
上記インタフェースを利用し、「ドライバ記述ファイル」と呼ばれる簡易なテキストファイ

ルからコンパイラ・ドライバを生成する方式を定めた。 
  



４ 簡易なドライバ記述機能 

コンパイラ制御部は共通インフラストラクチャと多岐に渡って関連するため全体の要望

の調整役としての機能もあった。それ自身機能しているため、敢えてそれを崩さずそれと

は別に簡単なモジュール化に関する研究を行った。 
(1) 目的 
一般向きにコンパイラ部品をわかり易くし，適応性を向上させるためにコンパイラ部品

のモジュール化を行ってきた。さらに一般にわかりやすいモジュール化の利用のために、

最適化などの解析や変換を簡単に組み込んだコンパイラ・ドライバを気軽に作成する、つ

まりコンパイラ部品の皮とそれをつなぎ合わせる道具としてドライバ記述に関して研究を

実施する。 
(2) ドライバ生成系 
ドライバ生成系は、ドライバ記述に従ってドライバコード生成を行なう、もしくはドラ

イバとして機能することになる。このドライバ記述についてまとめる。なお、現在のドラ

イバで、ある意味で十分だとも考えられる。 
ドライバは基本的にはプロセスを制御するものである。各プロセスが稼働する環境を整

備して起動することが役目である。プロセスは、与えられた入出力やパラメータなどに従

って稼働することになるが、情報を整理するために一歩立ち戻って一般的な「計算」の話

に従って考えることにする。 
(3) コンパイラ部品の簡易モデル 
抽象メモリを M_0 とする。プロセスとは抽象メモリを M_0 から M_1 に変換するも

のと考える。M_n の n を世代と呼ぶ。 
ここで物事を簡単にするためにプロセスに次の仮定を設けることにした。 

 
     ・プロセスは終了する。 
     ・プロセスは終了するとともに抽象メモリの状態が決定する。 
 
つまりコルーチン的なものはとりあえず対象から外す。 

 
単純に考えるとドライバは次の処理をするようにアレンジすることになる。 

 
   M_0 -> 初期化 -> 
   M_1 -> オプション解析器 ->  
   M_2 
 
    for each (ソース)  
      M_i   -> CPP ->  



      M_i+1 -> フロント ->  
      M_i+2 -> (HIR 最適化)  -> 
      M_i+3 ->  HIR2LIR ->  
      M_i+4 -> (LIR 最適化(SSA)) ->  
      M_i+5 -> (コード生成) ->  
      M_i+6 -> アセンブラ ->  
      M_i+7 
 
   M_j -> リンカ -> M_j+1  ただし  last of i+7 is j 
 
抽象メモリと述べているものは、少しだけ正確に述べると部分メモリの集合である。入

出力については無限メモリとして扱うことにする。 
プロセスは抽象メモリの世代を移していく役目を担っているが、もう少し具体化する。

プロセスは全メモリ領域を対象とするが、実際には次のような枠組に制限する。 
 
    proc  locm_i_1 locm_i_2 … locm_i_n 
 
proc:  プロセス 
locm_i_j: M_i における M_i のある location 
 
難しく書いたが、この考え方をベースに簡単に整理する。 
locm_i_j に名前をつける。世代番号は暗黙に付けられるとする。 

 
   p1  a b c d 
   p2  b c f 
   p3  f g 
 
単なる普通の呼び出しが並んだものである。制御構造の導入も、単純なものに留め if 

then else なども条件部、 then 部もしくは else 部と世代が交代していくことだけを意識

すれば良い。 
 
(3) 実装に関する注意 

制御構造に関しては、個人的には if も良いのだが catch-throw として実現する。条件

ではなく、あるプロセスの集団に対して一般的な処理が行なわれるのが恒であり、例外的

に違うパスでの利用があり、例外の処理の違いだけという考え方である。 
実装面について簡単に触れる。location のみを渡すという理屈にするためには、外部呼



び出しやメソッド呼びだしについて少し wrap する必要がある。また location には型を与

えたい。I/O のようなストリームに対しては、I/O の入口を司る tap のようなものの 
location とする。なお、location には名前を付けることができると便利である。Ontology
を見てみると名前は location を表示するものであり、location の先で location をポイント

する状態はあっても location から名前を表示することはないものとする。 
I/O や read only の領域については、並列アクセスが可能な場合も多い。ここは考えど

ころだが、(仮想的と場合もあるが) マネージャがいて、そちらが本物の領域をもつことに

なる。世代を越えた共有の概念の整理も必要となる。また標準的にはドライバＡＰＩで示

したものが、部品として使うことができる。またオプションの解析用に部品を用意し、一

般的なドライバは、オプションをもつことが多いため、オプション解析部を最初に起動す

ることになる。 
以上を整理すると、現状のドライバの使い方のひとつの見方 (指針) を示しているとも言

える。敢えてドライバ記述言語で書かなくとも Java で書くということも念頭に置いた。 
 

以上 
 


