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1. 背景、目的

講義と演習を最後までやる時間がない。

アセンブラまで出力するコンパイラ作成を経験さ
せたい。
– Yacc, lex 経験者は、少しはいたが…

教材を充実させたい。

現在進行中の国家的プロジェクトを身近に見み
ることによって、また、第一線の研究者や開発者
のコードを見ることによって、モチベーションを高
めたい。



2. 受講生

講義名:システムソフトウェア特論II
– プログラミング言語処理系, 前回は JAVA-VM 

九州工業大学大学院情報工学研究科

履修登録者数 56
– M2 : 12  
– M1 : 44
最終レポート提出者数 33
– M2 : 5
– M1 : 28



情報工学部出身者が大多数である。

プログラミングの経験は100% (のはず)
経験があるプログラミング言語(感想から)
– C, PASCAL, perl, prolog
– JAVA 経験者はほとんどいない

コンパイラに関する知識(感想から)
– YACC, LEX 経験者は一部にいた。（少ない)
– アセンブラコードまで出力するコンパイラ作成経験者
はほとんどいない

2. 受講生



3. 講義の環境

通常は講義室でパワーポイントをプロジェクター
で投影して行うスタイル。ホワイトボードも利用。

メーリングリストを使った出題や連絡など。

Coins 演習用 WS (Sun Blade, Soralis)を準備。
履修登録者をユーザ登録。遠隔ログイン(ssh)で
利用。

学生所属の研究室から各自 Coins 演習用WS 
に遠隔ログインして利用



3. 講義の環境

端末教室から、学生にCoins 演習用WSに遠隔
ログインさせて説明（最後の２回)
– 教育支援システムを使い、学生端末上に操作コマン
ドなどや絵を表示して利用法を説明。



4. 講義内容とスケジュール

2003 4/18 
4.1 講義の概要説明、学生の知識の調査

~2003 5/9 
4.2 正規表現、BNF、コンパイラ、yacc,lex 演習

~2003 5/30 
4.3 構文指示翻訳、属性文法、構文木の生成、rule splitting

~2003 7/4 
4.4 COINS共通中間表現仕様の概要



4. 講義内容とスケジュール

~2003 7/25 
– 最終演習の出題

4.5 JavaCC + Coins による PL/0’ コンパイラ作成の説明

~2003 9/1 
– 最終演習:コンパイラ作成またはソースコード解析

– グループでやってよし。



4. 講義内容とスケジュール
4.1 講義の概要説明、学生の知識の調査

Coins の簡単な紹介

コンパイラに関する知識、使えるプログラミング
言語、その他の調査



4. 講義内容とスケジュール
4.2 正規表現、BNF、コンパイラ、yacc,lex 演習

正規表現

– 一通り説明、整数を表す正規表現を問題として考えさ
せ、その場で回答例を説明

BNF
– 算術式を例に説明、S式を表すBNF を問題として考

えさせ、その場で回答例を説明

コンパイラ
– 用語の説明、T図の説明、Java のT図を問題として

考えさせ、その場で回答例を説明

– Coins の概要説明



4. 講義内容とスケジュール
4.2 正規表現、BNF、コンパイラ、yacc,lex 演習

yacc, lex 説明

– cygwin で yacc, lex の使い方を説明。プロジェクタ使

用。

字句解析と正規表現

拡張BNF, ボトムアップパーサ, トップダウンパー
サ, …
yacc, lex演習(なにか作る)… レポート提出



4. 講義内容とスケジュール
4.3 構文指示翻訳、属性文法

構文指示翻訳

属性文法

構文木の生成

属性文法を使った構文木生成の例

Rule Splitting



4. 講義内容とスケジュール
4.3 構文指示翻訳、属性文法

Top down parser を書く問題

– Cや Java で、算術式を逆ポーランド記法に変換する

再帰的なプログラムを書いてみよ。

– まず、
boolean readvar(); //変数名の入力

boolean read(String);

がすでにあるものとして書いてみる。

– boolean readvar(); boolean read(String);を、自分

で定義してみよ。

– 実際に動かしてみよ。



4. 講義内容とスケジュール
4.3 構文指示翻訳、属性文法

属性文法の問題
– 11.01 の解析木を描いてみる。ここで例１に従って、

節に属性の値を入れること。

– s:scale
– 作成した解析木に、属性の流れを表す矢印を追加し
てみよ。

– v,l : synthesized attribute,
s : inherited attribute



4. 講義内容とスケジュール
4.4 COINS共通中間表現仕様の概要

仕様概要

中間表現の設計方針

高水準中間表現

記号表

低水準中間表現



4. 講義内容とスケジュール
4.4 COINS共通中間表現仕様の概要

途中で行った演習問題
– HIRのそれぞれの部分が、ソースプログラムのどこに

対応しているか？

– <…>はいったいなにか？(推定してみよ)
– HIRで使用されているキーワードはいったいなにか？

(推定してみよ)



4. 講義内容とスケジュール
4.5 JavaCC + Coins による

PL0’ コンパイラ作成の説明

Coins 演習用WSへのログイン

Coins パッケージの解凍方法

PL/0’ コンパイラの作り方

– JavaCC
– Javac
– できたコンパイラの実行 … (準備の段階でsuffixes 
の設定にちょっと苦労した)



5. 講義のトピックス

一番前の席で最後まで一生懸命受講してくれた
学生がいた。

時々いれた小問題

– 整数を表す正規表現

– S式を表すBNF
– 属性文法

– Java による Top down parser
– HIR とソースの対応

– 他



眠気対策 … 手を動かさせる。ブツブツいわれたが。

Yacc, lex を実際に利用するところを見せたところ、

レポートで、「使い方がわかった」と書いた学生が
いた。

教育支援システムを一部利用

PL/0’ の説明で、一通りコマンドを説明した後、学

生に、さーやれ、と言ったところ、なにをやれば良
いかわからない。という質問があった。



6. 最終レポート

グループ
– PL/0’->C風:  C1(10人,), C2(1人),

PL/0’拡張:     P1(5人,), P2,P3(各1人), 
算術式のみ:  E1,E2(各2人), E3, E4, E5, E6(各１人)
ソース解析:   A1(３人), A2, A3(各一人)
その他:  日本語プログラミング言語など

アセンブラコードまで出力するコンパイラ作成を
はじめて経験した学生が沢山いた。
– コード生成まで 25名/33名



感想から

– 「最後までやれてよかった」

– 「よくわかった」

– 「きつかった」 … かなり多い。

– 「全く分からなかった」

– 「Java ははじめてなので苦労した」 … かなり多い。



レポートの一部 (学生A)

coins による PL/0' コンパイラの拡張

概要

coins によって書かれた PL/0‘ コンパイラを拡張
する。PL/0’ では if-then、while、write、しか使え
ないので、これに for 文と read 文を追加する。



for 文は汎用性を持たせるためにつぎのように

使用することにした。
– for 初期化, 終了条件, ステップ do ループ本体

read 文は write と同じく一つの整数を引数とし

て取ることにした。



PL/0' の元の文法の <statement> の部分に以

下のように追加した。

<statement> ::= [ ident ':=' <expression>
| 'begin' <statement> ( ';' <statement> )* 'end'
(中略)

| 'writeln'
| 'for' <statement> ',' <condition> ','  <statement> 'do'

<statement>
| 'read' <idnet> ]
なお、const は省略した。



感想

Coins を用いて書かれた PL/0' コンパイラのソースを観

察して驚いたのは、特にコメントを見なくても直感的に
コードが理解できることでした。はじめはHIR を直接扱う
ことになるのではないかと身構えましたが、javacc の場
合は文法をそのまま Java で淡々と記述しているだけの

ようだったので、安心しました。そういうわけなので、新た
な文を挿入する方法は、比較的簡単に想像できました。
Coins のソースの HIR パッケージを覗いた感じでは、
オーソドックスな言語ならば javacc と coins で簡単に作

れそうに感じました。



ただ、ちょっと独特な言語を考えようとしたときに、どうした
らいいのか考えに詰まってしまいました。ユニーク過ぎる
言語を作ろうと思ったら、HIR も理解する必要がありそう
で、大変そうに思いました。正直 javacc と coins でのコ

ンパイラ作成は読むのも追加するのも楽しかったです。
あれほどすっきりクラスがデザインされていれば、それ
ほどコンパイラの知識がない人でも、その気にさえなれ
ばコンパイラが作れそうです。すくなくとも Lex やYacc
で作るよりは苦痛は少なかったです。ぜひ SPARK 以外

のコードも吐くようにして、一般の人でも使えるようにして
ほしいです。



レポートの一部 (学生B)

タイトル

簡易C言語のコンパイラをcoinsで作る。

概要

pl0.jjとそれに関連するプログラムを解析し、それ
をC言語用に変換する。（解析結果は簡単に感
想にて述べる）ただし、C言語すべてに対応して

いるわけではない。



対応している命令

if（サンプルを改造）

while（サンプルを改造）

for（０から実装）

return（サンプル）

printf（サンプルを大幅に改造）

scanf（０から実装）

odd
/* */ コメント文（０から実装）



また、関数は純粋なC言語とは異なり、

Function 型 関数名

の形で定義する。 型は、int型、char型に対応した。また、

その他にも変数宣言がプログラム内部でなされていない
等の、 C言語とは異なる形式の文はいくつか存在する。



感想

最初は、C言語に存在する一般的な型に付け加えて、
多くの多言語で実装されているString型（文字列型）を実
装しようと思ったが、 coinsのソースにあるtypeStringは
使えないようであった。 これはソースを調べていくうちに

明らかになったが、 「現在は実装されてない」のような
記述があった。 unsigned charの配列を使えばうまく

いくのかもしれないが、 今回は実装していない。最初は
ノードとしての考えが難しかった。 Callstmtにリストとし

て何を与えればよいのか分からずしばらく悩んだ。



そこで、expを分析していくと、最終的にはfactとしてNum
が一致し、 int型のConstNodeを作成しreturnしている
ことが判明した。そこで、String型のConstNodeを作成し、
addすればうまくいくのではないかと思い実行した結果う
まくいった。この際に、IntConstの場合は下記のように

IntConst intConst = sym.intConst(t.image.intern(), typeInt);

sym.intConstにおいて、typeIntを与えていたのに対し、
StringConstは

StringConst stringConst=sym.stringConst(t.image.intern());

のようにtypeStringのような引数を取らないことが印象的

であった。



これは前述したtypeStringが存在しないことに起因してい
るのかもしれない。 StringConstを作成した知識を応用
し、サンプルではint型のみ、しかも変数は一つしか扱え
なかったwriteをint型以外が扱え、 複数の変数を取り扱
えるprintfに拡張した。 この作業は結構大変であった。
また、scanfもサンプルには含まれていなかったので実

装した。 これは最初はアドレス型にするにはどうすれば
よいのか分からなかったため苦労したが、 hir.expでオ

ペレータとしてアドレスを渡せばうまくいくということが勉
強を進めていく上で分かった。これが分かった後の実装

は簡単であった。



For文もサンプルには無かったの実装した。 これはWhile
を参考にしながら、

coins/ir/hir.javaを参照し完成を進めていった。

コメント文についてはjavaの文字列の正規表現について学

習するのに少し手間取った。

最初は、コメント文の正規表現として

"/*" (~[">"]|">")* "*/"
と単純に表現していた。

/* コメント */となっているものすべてにマッチするように

していた。 しかし、この形式は問題があった。



これは、コメント文が二つ以上あった場合、例えば

/*コメント１*/ プログラム /*コメント２*/
のような形式の場合、

コメント１*/ プログラム /*コメント２

までをコメントとして取ってしまう。

そのために、少し複雑な正規表現としてコメント文を表現
した。 それが以下である。

"/*" (("*" ~["/"])|~["*"])* "*/"



これは、/*が来た後、*/が来るまですべての文字列を取る

といった内容である。 これを考えるのに少し手間取った。
これは、余談であるが途中からバッチファイルとして、

javacc pl0.jj
mv *.java pl0
mv pl0/PL0Driver.java .
javac pl0/*.java
javac PL0Driver.java
java PL0Driver prog.c

という中身のcompileファイルを作ったため作業効率が向

上した。



全体を通してコンパイラを作るという作業はとても大変で
あった。 まず、p0.jjの解析から初めて、 仕様書が無

かったため、実際に各ファイルを確認しながらソースの
解析を行った。 内容を一通り理解した後、 JAVA言語
でもなんでもよかったのだが、 C言語のコンパイラを作

ることとした。 そこで、足りない関数、機能を追加するこ
とにしたが、 その際も当然各ファイルを覗かないとどう
いった仕様で書けばよいのか分からないので、かなりの
重労働であった。



Coinsのページにさらに詳しい各クラスの説明や、各関数

の説明があればより楽だったと思う。全体的に、与えら
れた情報は少なく、ほとんどがソースから得られる情報
であることがつらかった。今回は協力者という形をとって
いるので、ほとんどの人はプログラムをできる人におん
ぶに抱っこの形となるであろうが、そうでもないとできな
い内容であるなと感じた。幸い私はプログラミングが好き
で、 プログラムを作る少ない中核の一人となれた。



レポートの一部 (学生C)

＜感想＞
本当は簡単な英文解析のコンパイラ(S->NP VP, NP-

>PrpN, VP->V NP, ...)を作っていたのだが、Expクラス
と改行以外の文字出力の方法がわからなかった。%s
ノードを作成する方法やioRoot.printOut.print()を利用す

る方法で解決を試みたがうまくいきませんでした。そこで、
coinsのソース(基底部分のjavaソース)に対してメソッド
の名前で検索(grep)をかけてみたが解決策が見つかり

ませんでした。



また、Webにある仕様書も見てみたが自分の知っているC
の仕様書などに比べて詳細さに欠け、いまひとつ使い方
がわからなかったです。

できればもう少し授業でサンプルを取り上げて、そのサンプ
ルのソースについての解説などをしてもらいたかったと
思います。今まではコンパイラの開発というものがアプリ
ケーションの開発とはまったく別のものだと思っていたの
だが今回の製作を通じて、コンパイラ製作も同じプログラ
ミングだということを感じました。



今回、電卓、英文解析のほかに考えたのが成績管理(平均、
合計、偏差等)だったがこれらはコンパイラでも作れるし、
普通のアプリケーションとしてCなどで作ることも可能だ

と思い、そういう意味では可能性を広げるいい勉強に
なったと思います。一方でcoinsを使うことで主要な命令
(printfやscanfなど)は自分で作ってるわけではなくjava
のソースから引っ張ってきてるのであまりコンパイラを
作ったという気がしないのも事実である。



自分で字句解析と構文解析をしてjavaに投げるといった雰

囲気だったので自分の思っていたアセンブリクラスの中
間表現に変換する作業とは異なっていました。また、い
ままで特に考えずにしていたコンパイルの流れというも
のも理解できました。その流れを知ることで、いままでC
などのプログラムで、「このエラーが出たときはよくわか
らないけどこのあたりを間違えている」といった経験的に
デバッグしていたところに対して



コンパイラの側面から納得することができるようになりまし
た。javaccとcoinsを併用してて思ったのが、使い方がめ

んどくさいことでした。よくわからないことが多いので何度
もデバッグしながら作ることになるわけですが、jjファイル
に対してjavaccはとおるけどその後できたファイルを移
動してjavacにかけるとエラーといったことがよくあって、
そのたびに少し直してはまたjavaccと繰り返し、そのた
びにjavaファイルを消したり、移動したりと手間がかかり
ます。自分がWindows慣れしているせいかVCのような

統合環境みたいなものが欲しいと思いました。



レポートの一部 (学生D)

感想

今回の課題を消化するにあたって、私はまず「コンパイラと
はどう動いているのか？」の理解から始めなくてはなりま
せんでした。授業でだいたい分かったつもりでしたが、い
ざ作成するとなると生半可な知識だけではそう簡単には
できないことを実感しました。授業で頂いたソースやネッ
ト上で探した参考となるHPなどをみながら、友人たちと

相談しつつなんとか理解することが出来ました。



実際のところ、私はひたすら友人に教えてもらってどうにか
理解していたのですが。それからやっとコンパイラ作成
の段階に入ったのですが、これもまた大きな難題となり
ました。C言語で書いたとても簡単なプログラムをコンパ

イルできるようなコンパイラを作ろうということになったの
ですが、これは友人たちの協力なしでは決して出来得な
いものとなりました。コンパイラとしてはあまりにも簡単な
ものなのですが、我々の努力の結晶としてとても感慨深
いものとなりました。



普段は頻繁に利用しているコンパイラでも、中身について
の知識は全くと言っていいほど無かった私にとって、この
課題遂行はとても良い経験となりました。最後に、学生
の成長を促す貴重な課題と学生に密着したすばらしい
授業をどうもありがとうございました。



7. まとめ、反省と今後の課題など

多くのグループが、アセンブラコード生成まで
行った。

講義の準備が不十分であったが、やる学生は自
分で工夫して演習をこなした。



構文解析の演習で、Yacc の代わりに jflex+Jay
や JavaCC を使うべきであった。

HIR, LIR の説明で、より多くの例題と演習問題

を与えるべきであった。

LIR - アセンブルコード変換部までやる余裕がな

い。

最終演習の前に、コンピュータを使った講義、演
習をもっとやりたかった。 (端末室が予約できな

かった。）
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