
代数的千法に基づくコンパイラの

仕様記述･検証･自勣生成に関する研究

酒井正彦

名古屋大学図書

|和1118ツ37



もくじ

1　序論

　　□　はじめに

1

i

1.2　コンパイラ生成系とその必要性･････････････････.　2

L3背景‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　4

1.4　本論文の目的と方法･･･････････････････････.10

1.5　本論文の構成･･･････････････････････････.13

2　基本的な概念と記法 17

2.1　多ソート代数･･･････････････････････････.17

2.2　柚象データ型の代数的仕様とそれが表す柚象データ型‥‥.21

2.3　項書換え系　････････････････････････････.23

3　抽象データ型の代数的仕様の直接実現系Cdimple 25

3.1　はじめに･･････････････････････････････.　25

3.2　抽象データ型とその直接実現アルゴジズム･･････････.28

　　3,2j　柚象データ型の実現,｡･･････････････････.28

1



ー
ー
ー

″
ー
ー

もくじ

　　3,22　抽象データ型の直接実現アルゴリズム･････････.32

　　32.3　抽象データ型の直接実現アルゴジズムの正当性　‥‥　36

3.3　抽象データ型の直接実現系の実装　･･･････････････.44

　　3.3.1　実装の方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44

　　3.3.2　入力記述言語･･･････････････････････.46

　　3ふ3　システム構成･･･････････････････････.48

　　3.3.4　実行速度の評価･･････････････････････.51

3.4　柚象データ型の直接実現アルゴリズムの改良‥‥‥‥‥53

　　3.4.1　仕様の段階的実現　･･･････.｡････････････.53

　　3ふ2　仕様の対話的変更　････････････････････.　58

3応　おわりに 64

4　代数的仕様記述法に基づ《言語処理系の自動生成系Lass　　　　　67

　t1　はじめに････　････　･　･　･　･　･　･･　･　･　･　････　･　･･　･　･　･･･.　67

　4,2　プログラミング言語の代数的仕様記述法　･･･････････.70

　　　　4烹1　構文領域の仕様と構文領域‥･････････････.70

　　　　4ユ2　意昧領域の仕様と意味領城‥･････････････.71

　　　　4.2.3　意味写像の仕様と意昧写像‥･････････････.72

　4､3　言語の代数的仕様に基づ《プログラムの直接実行‥‥‥‥73

　4,4　プログラミング言語の仕様記述言語･･････････････.77

　4石　Lおsの実装････････････････････････････.85

　拐　実行例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89



,,･各'

もくじ
4
ー
↓

ー
ー
ー
暴

･
1
1

4汀　他のシステムとの比較･･････､････････････････.91

4.8　おわりに

5　コンパイラの代数的仕様記述と自動生成

5j　はじめに

93

95

95

5.2　コンパイラの仕様記述法　････････････････････.　99

5.2.1 99

i26

129

129

　　5.2.2　コンパイラの仕様配述の基本的な考え方･･･････.100

　　5.2.3　構文の記述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104

　　5ユ4　コンパイラの仕様記述･･････････････････.104

乱3　PL/Oコンパイラの仕様･････････････････････.106

　　5.3.1　ソース言語の仕様　････････････････････.106

　　5.3.2　ターゲット言語の仕様･･････････････････.108

　　5､3.3　コンパイラの仕様　････････････････････.111

5.4　仕様からのコンパイラ自動生成･････････････････.118

5,5　PL/Oコンパイラの自動生成とその動作例‥･････････.121

5石　おわりに

6　代数的仕様の検証のための被覆集合帰納法

61　はじめに

6,2　帰納的定理と構造帰納法　････････････････････.131

　　6,2j　帰納的定理とメタ変数･･････････････････.13i



1V もくじ

　　吼2.2　構造帰納法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134

6.3　被覆集合帰納法････････････････････‥‥‥‥137

　　6.3.1　被覆集合帰納法の定義とその正当性･･････････.138

　　6j.2　多変数の被覆集合帰納法　････････････････.144

　　6ふ3　多重帰納法への拡張･･･････････････････.149

6.4　他の方法との比較　････････････････････････.153

6石　被覆集合帰納法の改良‥････････････････････.156

6.6　おわりに‥･･･････････････････,････････.165

7　コンパイラの代数的仕様の検証法

7j　はじめに

167

167

71　仕様の検証の枠組････････････････････････.168

7.3検証の方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥171

7≒4　PL/Oサプセットのこ=･ンパイラの仕様の検証‥････････.172

7ゐ　おわりに･･････････････････････････････.173

8結論 175

8j　本論文のまとめ･･････････････････････････.175

8.2　今後の牒題と展望　･････････････････････.｡‥.1'77

謝辞

参考文献

181

183



もくじ

付録

A被覆集合帰納法に基づく証明例

B　PL/Oコンパイラの仕様

C　PL/Oサブセットコンパイラの検証

V

195

201

213



VI もくじ



･,･急9

図一覧

1.1　コンパイラの自動生成･･････････････････････.　4

1.2　プログラミング言語の仕様記述の枠組み　･･･････････.　8

L3　コンパイラ仕様記述の枠組み･･････････････････.　9

3.1 Cdimpleの入力形式　･･･････････････････････.　46

32　Cdimpleの入力記述言語の構文･････････････････.49

3.3　Cdimpleの構成･･････････････････････････.　50

3.4　階乗の仕様(組み込み関数を使わないもの)･･････････.　54

3j　階乗の仕様(組み込み関数の記述を除いたもの) 54

3石　階乗の仕様(等式に変更を加えたもの)‥･･･････････.55

3yア　渕定に用いたLISPプログラム･････････････････.G2

4.1　プログラミング言語の仕様記述の枠組み　‥･････････.　G8

4.2　意味写像の実現‥････････････････････････.74

4.3　錐純な言語のプログラムの例‥････････････････.78

屯4　車純な言語の仕様(speeh皿d部)･････････････････.　78

4ゐ　組み込みの演算記号･･･････････････････････.79

s
ー
ー

i
ー
ー

　
V



vlll 図一覧

4.6　単純な言語の仕様(oper部)･･･････････････････.80

4j　単純な言語の仕様(axiom部) 82

圭8　車純な言語の仕様(termina1部)･･･････｡･････････.83

4j　車純な言語の仕様(rule部)‥‥ 84

4jO　Lassの構成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

4.11車純な言語のプログラムの実行例･･･････････････.90

5.1　コンパイラ仕様記述の枠組み･･････････････････.96

5.2　本記述法の枠組み　････････････････････････.97

乱3　boo1型を基本仕様とした自然数の仕様･････････････.100

5j　構文領城の拡張に基づく枠組み･････････････････.103

5ゐ　PL/O言語の仕様ト部)‥･･･････････････････.107

5石　PL/O言語における変数宣言を表す項‥‥‥‥‥‥‥108

5.7　PL/O計算機の仕様ト部)‥･･････････････････.110

乱8　PL/Oコン゛イラの記号表の仕様････････････････.1!2

5j)記号衷に情報を迫加するための仕様･･････････････.114

5ユO　PL/O言語のブロック部をコンパイルするための仕様‥‥ハ16

5j1ソースプログラムの構文木の部分木･･････････････.118

5j2コンパイラ生成系の構成　･････････････････････121

5ユ3最大公約数を求めるPL/OプログラムGCD･･････････.122

5j4プログラムGCDの項　‥････････････････････.123

5石GCDに対するPL/O計算機の項　‥‥‥‥‥‥‥‥‥､124



図一覧

5j6　GCDに対するPL/0計算機のコード

IX

125

GI　自然数の2の剰余の仕様･････････････････････.140

62　関係SupTの性質･････････････････････････.140

6.3　自然数上の加算の仕様･･････････････････････.147

6j　選択法に基づくソーティングの仕様･･････････････.152

6.5　自然数の対の2の剰余の仕様･･････････････････.154

6.6　自然数の2次元ベクトル上の加算の仕様　･･･････････.157

71　コンパイラの仕様の検証の枠組み･･･････････････.172



X 図一覧



y雰'

表一覧

31　Cdinlpleで生成されたプログラムの速度････････････.　52

3,2　Cdimpleの処理に要する時間‥････････････････.53

3.3　対話的処理によるオーバーヘッド

XI

63



xll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表_覧



第1章

序論

1.1　はじめに

　ソフトウエア危機が叫ぱれて始めてからすでに久しい｡ノヽ-ドウエア技

術のめざましい発展によって計算機の各分野への応用が進んだ｡これに伴

い,多種多様のソフトウエアが必要になってきているが,プログラミング

は知的作業であり,その完全な自動化は困難であると考えられている｡

　事務処理向けのソフトウエアについては,4GL(4th　Generation　Language)

などのソフトウエア自動生成系が実用になりつつある.この分野での成功

の要因は,必要なアルゴジズムがあまり多《ないためにそれらをあらかじ

め用意しておけること,プログラムの主要な部分はユーザインタフェース

であり,それらはあらかじめ部品として用意しやすいことである｡

　しかしながら,他の分野においては,あらかじめアルゴジズムを全て用

意することは,通常,現実的ではないため,事務処理プログラムで行なわ

　　　　　　　　　　　　　　　　1



2 第1章序論

れたアプローチをそのまま適用することは困難であり,ソフトウエア自動

生成は現在もなお重要な研究課題である｡現在のところ,トイプログラム

と呼ぱれるような簡車なプログラムの生成例もそれぼど多くはない.

　その中で,重要なシステムプログラムの一つであるコンパイラは,その

入出力がモれぞれソースプログラムとターゲットプログラムであり,ま

た,その仕事はソースプログラムの意味を保存するターゲットプログラム

を生成することである｡このように,コンパイラは一般のプログラムと比

較してその入田力を形式的に定義しやすいため,一般のソフトウエア自動

生成と比較すれぱ,コンパイラの仕様記述ならぴに自動生成の可能性は十

分大きいと考えられる｡コンパイラは一般に複雑なプログラムであるた

め,コンパイラの仕様記述とそれからのコンパイラ自動生成に関する研究

を行なうことによってコンパイラの自動生成技術が確立できれぱ,信頼性

の高いコンパイラを効率良く作成できるだけでな《,この技術を一般のソ

フトウエア生成に応用することも可能になると考えられる｡

1.2 コンパイラ生成系とその必要性

　FORTRAN､BASIC､COBOL､C,Pasea1などの高級言語の出現によって,

アセンブラや機械語によるプログラミングと比較してプログラムの作成効

率が向上した｡これらの高扱言語で書かれたプログラムを実行させるため

には,何らかの解釈システムあるいは翻訳システムが必要である｡インタ

プリタは,高級言語で書かれたプログラムを直接的に解釈して実行すろ翻
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訳システムである｡また,コンパイラは,高級言語で書かれたプログラム

をアセンブラなどの低レペルのプログラミング言語のプログラムに変換す

る翻訳システムである｡翻訳の対象となる高級言語はソース言語,翻訳の

結果として出力される低レベルの言語はターゲット言語と呼ぱれる｡

　高級言語で書かれたプログラムをコンパイラを用いて翻訳し実行する場

合には,インタプジタで実行する場合と比較してその実行速度は非常に速

い.　したがって,実用的なソフトウエアを咋成するためにはコンパイラは

非常に重要である｡

　このように,コンパイラは重要なシステムプログラムであるが,その複

雑さから名人でなけれぽ作成できないと考えられていた時代があった｡し

かし,文脈自由言語とその構文解析などに関する理解,ならびに,研完が

進むにつれ,名人でなくてもコンパイラを作成でぎるようになってきた｡

それでもなお,他の複雑なソフトウエアと同様に,その作成や保守は大変

であり,特に,コード生成などの意味処理に深く関わる部分については,

まだまだ理解が不十分であり多くの問題が残されている｡

　そこで,読みやすい形式で仕様が記述でき,その仕様からコンパイラを

自動的に作成できれぱ,これらの手間を減少させることが可能になる｡こ

の考え方は,図1.1のように表される｡このように,ソース言語やターゲッ

ト言語の仕様,あるいは,それらの間の翻訳に関する仕様からコンパイラ

を自動的に合成するシステムはコンパイラ自動生成系と呼ぱれる｡

　コンパイラ自動生成系の使用により仕様通りのコンパイラを得ることが
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可能になる｡しかしながら,正しいコンパイラを作成するためには正しい

仕様が必要であるため,仕様の正しさの検証が重要になってくる.形式的

な手法に基づ《仕様の検証は一般には容易ではないが,すくなくとも,仕

様に対して数学的な意味に基づいた形式性が必要となる.

1.3　背景

　コンパイラの入出力はプログラムであるため,それらの記述を行なうた

めのプログラミング言語の仕様記述法は,コンパイラの仕様記述法の重要

な基礎となる.

　プログラミング言語の仕様記述法のうちで,シンタクスの記述とその処

理に関する技術については,文脈自由言語とその構文解析などに関する多

くの研究がなされ,実用的な字句解析プログラムや構文解析プログラムを

それらの形式的仕様から自動的に生成でぎるぼどに実用的な段階に達して
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W

J

いる｡

　しかしながら,セマンティクスの形式的仕様記述法とその処理に関して

は,最近,種々の研究を通して次第に理解が深められているとはいえ,シ

ンタクスに比べればまだまだ不十分である｡このため,プログラミング言

語のセマンティクスの形式的仕様記述ならびにそれからのコンパイラの自

動生成は現在の重要な研究課題である｡

　現在までに行なわれているプログラミング言語の仕様配述法,ならび

に,コンパイラの仕様記述法を意味論の観点からまとめると次のようにな

る｡

(1)手続ぎ言語による記述

この方法は,ソース言語の構文規則の各々に対して,手統ぎ型言語で

意味付けルーチン,あるいは,コード生成ルーチンを配述する方法で

ある.この手法はYace【Joh75]やP昭anらのコンパイラ生成法[Pag80]

などで採用され,比較的実用的なコンパイラ生成手法に用いられて

いるが,形式的な意味論とは言い雛い.

(2)属性文法

文法の非終端記号に意味属性を付け,各々の構文規則に対して意味

規則を設けることにより意味属性間の関係を記述する｡購文と密着

した意味の記述法である,HILP{Rai祠,MUG2【GG鯛などの比較的

実用を目指したコンパイラ生成系がこの意味論を採用している.し
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かし,属性文法に基づくほとんどの仕様記述法ではその意昧属性間

の関係の記述に用いられる基本関数の意味が厳密でないために,形

式的な仕様の検証は容易ではない｡

(3)表示的意昧論に基づく記述

プログラミング言語の意昧を数学的対象として捉える方

法IBen82､JS80､RC80､Ras82,Roy86,Dn76､Nak82a,Nak82b､Mos791

で,その意味は領城方程式と呼ぱれ,る数学的領域の上の解として与

えられる｡数学的に厳密であるが,その複雑さのために処理系の実

現は難いy

(4)公理的意味論に基づく記述

　　公理的論理体系を用いて言語の意味を与える方法[Hor69]である.こ

　　の方法は,プログラムの検証を目的として考えられた意味鴎である

　　ため,プログラムの検証には非常に有効であるが,仕様から言語処

　　理系やコンパイラを実現することはぎわめて困難である｡この方法

　　は,コンパイラ生成系PQCC[Lev80､Wu180]のコード生成部の仕様に

　　用いられているが,実現の困難さのためPQCCの処理系は未完成で

　　ある｡

(5)操作的意昧論に基づ《記述

　　プログラミング言語の意味を柚象機械の命令を用いて記述する

　　方法である｡一般には抽象機械の定義が厳密に行なわれていない



1よ背景
紳--

[ABB761.抽象機械の意昧を他の方法で記述すれぱ意昧を明確に定め

ることは可能になるが,その場合には意昧論が2段構えになるため

その取り扱いは複雑になる.

(6)代数的意昧論に基づく記述

プログラミング言語の意味を代数として,すなわち,抽象データ型と

して捉える方法である｡抽象データ型は等式論理を用いて意昧を厳

密に記述できるにもかかわらず,その枠組は車純である｡項書換え

系を利用した処理系の実現が可能であり,仕様の検証などの形式的

議論が行ないやすい.

　また,これらの他に,インタプジタを仕様として与えて,それを部分計

算系の入力の一部として部分計算をすることによって,コンパイラを生成

(1)数学的に厳密な記述がでぎ,機械的検証の可能性が高い

(2)書ぎやす《(記述性),読みやすい(読解性)
゛Ss

4- と

(3)実現に関する詳細を含まないこと(柚象性,情報隠蔽)

Si

G｡ と(形式性)
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を持っていると考えられる.また,直接的な実現が可能であるため,コン

パイラの仕様記述だけでな《､一般のソフトウエアの仕様の記述方法とし

ても有望である｡さらに,代数的仕様記述の理論的な裏付けとなる抽象

データ型の理論【EM85､IS841は1960年代後半から数多くの研究が行なわれ

てきており,それらの成果を利用することが可能である｡

　代数的仕様記述法に基づくプログラミング言語やコンパイラの仕様記

述,ならぴに,それらの記述からのコンパイラ生成は,ADJグループ

【TWB801やMosses【Mos80いこよって始められ,それな後盛んに研究が行な

われている[G皿80､GPG81,hi81,Des82,CJ83､Des83]｡

　これらは,次の二つのアプローチに大きく分けられる｡

アプローチA:図L2に示すように,プログラミング言語の仕様を,構文領

　　域L,意昧領域M,ならびに,意味写像汐として与える.これをソー

　　ス言語の仕様として,言語処理系やコンパイラを生成する｡



Iユ背景

source　syntax

Ls

Ms

SOUrCe

semantic

mapping

　　汐

source　semantics

compiler
-

　守

encode
一

target　syntax

二蕊と
mappmg

　　　φ

Lt

Mt

(1

target　semantics

図L3:コンパイラ仕様記述の枠組み
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アプローチB:図1.3に示すように,コンパイラの仕様を,ソース言語と

　　　ターゲット言語の構文領域間の写像7として,あるいは,意味領域間

　　　の写像εとして与える｡この写像を実現することによってコンパイラ

　　　を自動生成する.

　アプローチAの方法は,プログラミング言語をその構文領城Lならびに

意味領域Mをそれぞれ柚象データ型,すなわち,代数として捉え,意味写

像と呼ぱれる溝文領域から意味領域への写像汐を与えることによって行な

う.意味領域の実現が可能であれぱ,プログラムを意昧写像に基づいて意

昧領域にお吋る値を求めることによってプログラムの実行が可能になる｡
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このようなプログラムの実行はプログラムの直接実行と呼ぱれる.この方

法は,ターゲット言語とは無関係に言語処理系,すなわち,その言語で書

かれたプログラムを実行するインタプジタが実現でぎるため,言語の設計

の手法として有用である.しかしながら,ターゲット言語の仕様が含まれ

ないために,自勣的なコンパイラ生成は容易ではなく,意昧領域からの

ターゲット言語への変換を何らかの方法で与えることが必要となる.

　一方,アプローチBの方法では,図L3に示すように,コンパイラを図式

中の右矢印として捉えて仕様記述する｡例えば,ADJグループのアプロー

チ[TWB80]では,ロンパイラはソース言語の構文領域からターゲット言語

の構文領城への写像であると考えて仕様記述を行なっている.この方法は

コンパイラの自動生成に有効なだけでな《,意味領城間の写像ごを与え7

とφの合成写像7oφと汐とεの合成写像汐oEの一致としてコンパイラの

仕様の検証が定義されるという利点がある.また,Gaude1ら[Gau80]は,

ソース言語の意味写像汐とターゲット言語の意味写像φ,ターゲット言語の

意昧写像の逆写像ぐ1の他に,意昧領域間の写像εを与えて,コンパイラ

をそれらの合成写像として仕様記述している｡

1.4　本論文の目的と方法

　前節で述べた代数的手法に基づくコンパイラ自動生成に共通する問題点

ぱ,窓昧領域として用いられている抽象データ型の枠組に対して種々の拡

張がなされているため形式性を低下させている点,もしくは,拡張をして
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いないためにコンパイラの記述には能力が十分でない点である｡前者の例

としては,Gaude1らのグルーブのPASCALコンパイラの仕様【Des83]をあ

げることができる｡この仕様では,変数の格納領域の割り当て,配列領城

の上下限の検査などの記述については,車にLISPで実現された関数名を

記述しているだけである｡

　このような従来からのコンパイ

論文は次の項目を目的とする｡

ラ自動生成の問題点を踏まえた上で,本

(1)ロンパイラを記述するために十分な記述能力を持ちながら,コンパ

　　イラを純代数的に仕様記述するための枠組を与える｡

(2)与えられた仕様からコン.'゛イラを自動的に生成するシ゛テムを構築

　　する｡

(3)与えられた仕様の検証を行なうための枠組を用意する｡

以上の目的を達成するため,次の方法に従って研究を行なった｡

(1)代数的手法に基づくアプローチにおいて,実際に稼働するシステム

　　を作成するためには,代数的に記述された柚象データ型の仕様を実

　　現するシステムが不可欠である,そこで,抽象データ型の代数的仕様

　　の直接実現の方法を与え,実際に,C言語のプログラムとして直接

　　的に実現するシステムCdimpleを作成した｡

(2)アプローチAについては,意味領域への補助関数の導入によって記

　　述能力を向上させた純代数的なプログラミング言語の仕様記述法が
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すでに提案されてい列Pai81,KSIT87].　しかしながら,これらの論

文の方法ではプログラミング言語の入力の部分の意味を自然に与え

ることが困難であった.また,その仕様からプログラムの直接実行

系の生成方法が示されていない.そこで,北ら[KSIT87]の記述法に

よって記述されたプログラミング言語の仕様に基づいて言語の直接

実行を行なうための方法を示し,その実行系を生成するシステムで

あるLassを開発レた｡

(3)Lassではコンパイラを生成することはできない｡これは,先にも述

　　べたように,仕様がタこゲット言語の情報を持たないためである｡仕

　　様にターゲット言語の形式的な情報を入れるように改良を進めると,

　　それは,自然にアプローチBになる｡

そこで,アプローチBに従いつつ,これまでの方法では形式的な枠

組から外れていた部分を代数的な枠組に陽に導入することによっ

て,上記の問題を解決するコンパイラの仕様記述法を考案した｡ま

た,この仕様からコンパイラを自動的に生成する方法を示し,実際

に,このシステムを試作した｡

㈲(3)の方法で記述されたコンパイラの仕様を検証するため･には,与え

　　られた柚象データ型の仕様が,等式の形式で与えられた性質を満た

　　すことを証明する必要が生ずる｡この駐明を行なうために,被覆集

　　合帰納法を提案した｡
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(5)(3)の方法で記述されたコンパイラの仕様を検証するための枠組を与

　　えパ4)の検証手法を用いて比較的単純な言語のコンパイラの仕様の

　　検証を行なった｡

1.5　本論文の構成

　本論文の構成は次の通りである.

　第2章では,本論文で行なう議論に必要な概念と記法について述べる｡

　第3章では,抽象データ型の直接実現システムのアルゴジズムを与え,

実際作成したCdimpleシステムについて述べる｡Cdipmleによって生成さ

れるプログラムぱ,人が作成したそれと同じ働きをするLiSPプログラム

をLISPコンパイラを用いて実行するのと比較して同等の速度が得られ

る.このシステムは,コンパイラの自動生成に限らず,代数的手法に基づ

く仕様記述からのソフトウエア自動生成のためのツールとして,また,抽

象データ型の機能を採り入れた言語を実現するためのツールとして有効で

ある｡

　第4章では,プログラミング言語を代数的に記述した仕様から,その言

語のプログラムを直接的に実行する方法,ならびに,そのような実行系を

生成する方法を示す｡実際作成したLassシステムについて述べ,車純な言

語ではあるが言語として悲本的な機能を持つ言語PL/0,PL/O十について,

Lassを用いてそれらの仕様から言語処理系を生成した実験について述ベ

る｡生成された言語処理系は効率的とはいえないが,実際にプログラムを
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その処理系で実行することによって仕様の意図からの誤りを迅速に発見し

修正でぎた｡これは,Lassがプログラミング言語の設計のためのツールと

しても役立つことを示している｡

　第5章では,ソース言語とターゲット言語,ならびに,ソース言語から

ターゲット言語への変換の情報を代数的に記述したものをコンパイラの仕

様とし,この仕様からコンパイラを生成する方法を検討する.その際に,

これまでの方法では代数的な枠組の外で議論されていた部分についてもそ

の枠組の中で記述でぎるようにする｡この仕様からコンパイラを自動生成

する方法についても議論し.実際にシステムを試作し,PL/Oコンパイラ

の仕様記述,ならびに,その自動生成を行なった結果について述べる｡

PL/Oコン゛イラの仕様は自然に記述され,試作したシステムを用いて生

成されたコンパイラは,それ自身の効率は良《ないが効率的なコードを生

成する｡

　第6章では,コンパイラの仕様の検証のための準備として,ある等式が

与えられた抽象データ型の仕様の帰納的定理であることを証明するための

被覆集合帰納法を提案する｡この方法に従っていくつかの帰納的定理を証

明することによってこの方法の有効性を示す｡

　第7章では,第5章のコンパイラの仕様記述法で書かれた仕様の検証を行

なうための枠組を与え,PL/Oサブセットのコン゛イラの仕様を検証す

る｡

第8章では,本論文のまとめと今後に残された課題,ならびに,将来の
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展望について述ぺる｡
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第2章

基本的な概念と記法

2.1　多ソート代数

　シグニチャΣは,ソートの集合Sと関数記号の集合F,および,二つの

関数arity　:　F　→S゛,sort　:　F　→タからなる4項組である｡ここで,S*はS

の元から生成されるすべての有限系列の集合である｡また,5EFに対し

て,arityげ)=tむ,sort(/)=sのとぎ,yをアリティ礼ソートsの関数記号

であるという,特に,arityげ)=ε(空系列)のとき,5は定数記号と呼ぱ

れる｡

　Σ代数λは,台と呼ぱれる集合jとその要素のソートを返す関数を用意

し,各関数記号にそれらの集合上の演算あるいは定数を割り当てることに

よって定められる｡すなわち,Σ代数.4は次のものからなる｡

(1)空でない集合λならびにその要素にソートを割り当てる関数

　sortλ:｡4→タ

　　　　　　　　　　　　　17
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(2)各関数記号/EFについて,Eityげ)=sy‥知､sort(刀=sとすると

　　ぎ,Dこ対する関数戸:ぷ→よここで,a1,…,‰∈Åについて

　　戸(ah…,a,,)が定義されるのはsorO(a1)=s1､…,sorい(ら)=仙のと

　　ぎ,かつそのときに限る｡また,戸(al､…,ら.)が定義されるならば

　　sort4(戸(al,…,ら))=sである｡

次に項を定義する｡変数の集合をド,変数のソートを表す関数を

sor叫パ/→タとする｡

7[FU月とする｡

巾JO/ならぱ,

このとぎ,次の条件(1),(2)を満たす最小の集合を

応∈7[FUF]1かつ.sort割Fuyl(J)゜sorty(ぶ)

(2)/∈凡雨tyげ)゜sl…5･lパ･∈判FUド],sort7【yuy】(む)=s,(j=

1､…､n)ならぱ,

y(4･…ム)∈7田UF]･かっ,sort耶･uづ/(G,…ム))=sort(/)

7[FU月の要素をげU杓項,Σ(1/)項,あるいは,単に項という｡特に

ド=吊のときには,F項,Σ項,もしくは,基礎項という｡また,げUド)

項Hこ田現するすべての変数の集合をド(oと書く｡

　以下では,シグニチャΣを冠した用語がしばしぱ用いられるが,Σが文

脈から明らかな場合には,例えば,ΓΣ自由項代数｣を｢自由項代数｣の



a/z

2土多ソート代数

ように Σを適宜省略する｡また,混乱のない場合に は

1り

sortA,　sortヤ､

sort邨･uv】を単にsortと書く.

　次のように定められるΣ代数TをΣから生成されるΣ自由項代数とい

い,な後,これを判FU月と書く.

(1)Tの台をT=判Fリ川とする.

(2)関数記号∫EFに対して,arity(j)

　　とぎ,

/T(flぐ‥jn)゜1
∫(Gぐ‥jn)

未定義

sド‥sn,Gぐ‥,ちlETとする

sort(む)=私(j

その他のとき

=1ぐ‥､肩のとき

一

-

Σ代数Å上の関係≡⊆λ×Åが次の条件(1)~(5)を満たすとき,≡を,4

上の合同関係という

(1)α≡a″ならぱsort(a)=sort(♂)

(2)a≡

(3)a≡a″ならぱぶ≡a

(4)a≡a″かつy≡♂ならぱa≡

a

(5)/EFに対して,arity(/)=s1‥り,lとするとき,al

ならぱj4(al､‥･,a,l)≡∫λ(む1ぐ‥湊l)

〃4S〃

-

-四 61 聾a?1
-

〃〃a●

- &,,
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任意のaEJこついて,合同関係≡によるaの同値類≡【a]は,

{回川a≡&}である.なお,玖下では,混乱がなけれぱ≡[a】を車に回と

書くことがある｡

　≡をΣ代数Å上の合同関孫とするとぎ,≡によるメ1の商代数刃≡は,

以下のように定められる｡

(1)λ/≡={≡回laE肩

(2)DΞFに対して,arity(j)=

yλ/≡(≡

/
I
‐
ー
1
く
ー
ー
ー
､

　
　
　
　
　
=

知とするとき,

戸(叫､…､恥)が定義されるとき

その他のとき

S1

匯],…,≡[祠)

≡Ξ[yj(a1ぐ‥､ぞzt1)1

未定義

　次に,げ引/)項をΣ代数j4上で評価する写像eむ吋を定義する.ドの

変数に同一ソートのΣ代数Åの要素を割り当てる写像を恥y→λと

する.(以下では,このような汐をyから,4への割当という｡)このと

き,回岬は次のような写像enな:判FU川→,4である,すなわち,

りΞア【FUF]に対して,

e�抑)=

硯吐　　　　　　1=む∈1/のとき

戸(e回な(ら),‥･,e回な(1,,))､

　　　　　　　　f=/(zl､…､ち1)jEfのとぎ

　これは,直観的には,項tの変数に汐で定まるÅの要素を割り当て,項f

の演算記号に対してはそれを代数丿上の演算として評価する写像である.
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　抽象データ型の代数的仕様を定義する前に,まず,代入を定義する.

　同一ソートの変数と項の対からなる有限集合汐={ぐrhぐ1〉/‥､〈ら､G〉}

を代入と呼ぷ｡ただし,恥は互いに異なる変数とする｡項7戸こ対して所を

1
1

　
　
=

　
　
η 心
　
　
　
ヱ

77=莉のとき

77=バE　I/　かつ任意の川こついてJ≠恥のとき

/(吼卵‥､77j)77=∫(リ1,…､版)のとき

によって定める｡直観的にいえぱ,卵は77の変数恥を項むで質ぎ換えて

得られる項である｡また,dom(θ)は代入される変数の集合,すなわち,6?

の定義域を表す｡すなわち,

dom(∂)= {J1　･参●

7　　　1 ら}

で定められる｡

　代入汐={〈ヱiぱi〉,…,〈J,lふ〉}を【ヱ1←ぐ1,…ぶ,,←&]と書くことがあ

る｡

　dom(のndom(ρ)=φを満たす二つの代入･9とβに対してその和を次のよ

うに定義する.

dom(･9+ρ)

刈β十ρ)

一

-

-

-

dom(θ)Udom(ρ)

1

却　J　e　dom(ののとぎ

祁　J　E　dom(ρ)のとき

(2,1)

(2,2)

'ざ芦
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ぐ1,‥･､仙がすべて基礎項であるような代入は基礎代入と呼ぽれる｡以下で

は,すべての基礎代入の集合をΘ,その内でdom(の=Xを満たすθ∈Θ

の集合をΘ゛と表す.

　Σ=〈タエarity､sort〉をシグ゛チャとする.同一ソートの項い7∈判FU月

の間に等号記号Q=;をはさんで並べた系列い乙7をΣ(ド)等式,(FUド)等

式,あるいは,車に等式と呼ぷ.

　Σをシグニチャ,Vを変数の集合,£をげUド)等式の有限集合とする

とき,3項組〈Σよ£〉を柚象データ型の代数的仕様という｡

　£を(FUF)等式の有限集合とする.このとぎ,(FUF)等式の集合

ど(召)を､次の条件を満たす最小の等式集合△と定める｡

巾£⊆△.

(2)いE判FUド]に対して,いdE△(反射則).

(3)リ'∈ア[FUド】に対して,D=以'∈△ならぱ,か心∈△(対称則).

(4)tj″j″∈7LFU月に対して,りsが∈△かつが21″∈△ならぱ,

　　n心″∈△(推移則).

(5) Z,が,uE判FU川､JEI/に対して,IQり'∈△ならぽ,t【r←zz]Qゴ

が[J←川∈△(代入則)｡

(6)リい∈判烈JF]バEFに対して,心=り'∈△ならぱ,巾:←fけ;

　　u[J←が]∈△(置換則)｡
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　等式eがど(£)に属すとき,eは£から導出される,あるいは,eは£の

定理と呼ばれ,£トeと書く｡

　£トe1,‥ズトらをまとめて£ト価,…,ら}と表記することがある｡ま

た,等式の両辺に代入汐を施して得られる等式をJと書き,等式集合£に

ついても同様に,釦={硝eE£}と定める,

　柚象データ型の代数的仕様s=〈(ァy£〉に対して,E自由項代数

7[FUド]上の合同関係≡を次のように定義する.

　　リ'∈判FU川に対してパ≡白仔£り2z'

　仕様Sから定められる抽象データ型ポ5)を,Σ自由項代数7[FUド】の

合同関係≡による商代数7田U月/≡と定義する.

2.3　項書換え系

　項書換え系(孔rrnRewriteing　System)は,Fけ)⊇ド(が)かつりn/である

ような(FUy)項リ'からなる項書換え規則fl≫がの集合である.

　項書換え系児の一つの規則を1回適用することによって項fが項がに書

き換えられるとりずがと書く｡ ずの反射的椎移閉包を脊と書く

すなわち,f今がは,zからO回以上の書き換えでがに到達することを表

す｡また,項Hこ対してトずがなる項がが存在しないとき,tを正規形と

呼ぶ.正規形は,それ以上書き換えることのできない項である｡項fなら

びに正規形∩こ対して,回が'である場合には,がをfの正規形と呼び｡f

の正規形をすべて集めてできる集合をn玩(oと書く｡特に,nft(oの要素
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の数が―つであることが明らかな場合には,nG(t)と書いてその要素自身

を表すパの正規形が存在しないときには,nG(oは空集合である｡正規

形が存在するかどうかをはっきりと記述したい場合には,n服(0↓と書い

てn振(oが存在することを,n‰(o↑と書いてn‰(0が存在しないことを

表す｡

　玖下では,文脈から明らかな場合には,ずや言を,それぞれ,

→,二と書くことがある｡

　項書換え系兄における次の二つの性質が知られている｡

左線形性:児のどの書換え規則の左辺Hこも,同一の変数が二度以上現れ

　　ない｡

無あいまい性:児の異なる書換え規則の左辺リ'に対して,変数を除くfの

　　　いかなる部分項もがと単一化されない｡

　項書換え系はこれら二つの性質を満たすとき合流性をもつIHue801.　こ

のとぎ,項fの正規形は,もし存在すれば,一意に定まる｡

　抽象データ型の代数的仕様S=〈(7工£》に対して,£の等式を左辺から

右辺への書ぎ換え規則としてとらえることにより£を項書換え系とみなす

ことができる湯合には｡その項書換え系を児(S)あるいは児(£)と書く｡



第3章

抽象データ型の代数的仕様の直接実現系

Cdimple

3.1　はじめに

　抽象データ型の代数的仕様では,仕様に記述されていた等式集合を項書

換え系として解釈することによって,比較的容易に直接的に記号実行する

ことができる｡このことは,直接実行による代数的仕様の検壹,仕様のプ

ロトタイピング,実行可能な仕様の記述などの観点から注目すべきことで

あり,,代数的仕様の効率のよい直接実行系の構成法の確立が望まれる｡

　このような目的で,代数的に記述された仕様からそれを記号実行するプ

ログラムを生成するシステムを構成することは,すでに､,Moitra[Mo182]

や川辺らのDimpl巾CSIH841によって試みられている｡これら二つのシステ

ムはいずれもLispで実現されており,基本的には,抽象データ型のデータ

　　　　　　　　　　　　　　　　25
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をその関数記号からなる項で表し,その関数は項を変換するものであると

考えて,それらの関数を仕様の等式集合から生成するシステムである.さ

らに,見方を変えて等式を項書換えシステムとみなせぱ,これらの二つの

システムは,項書換えシステムの実現系であると考えられる.したがっ

て,焦田則KNTN鯛や戸村則TF861の項書換え系の実現系も上記の目的

に用いることができる｡

　また､抽象データ型の関数を生成するのではな《,単に項書換えシステ

ムを模倣することによって代数的仕様を記号的に実行するシステムとして

は,0BJ【GM81]や長囚らのシステム[Nag851がある.

　しかし,これらのいずれのシステムについても,仕様から変換生成され

るプログラムの効率は低く,プロトタイピングないしは実用として用いる

には満足でぎるものにはなっていない｡

　さらに,実用上の観点からすると,システムの生成するプログラムが,

それを使用する環境と整合が取れていることが望まれる.実際,第4章で

述べるプログラミング言語の代数的仕様記述からその言語処理系を自動生

成するシステムLass[SKSI85b】を設計する段階で,川辺らのシステムを利

用してそのプロトタイプを作成した[SKSI85b､SKSI85c】際に使用する環

境との整合性が大切であることを痛感した｡Lassのプロトタイプでは,

Lex【Les751　､　Yacc,Dimpleをツールとして利用しており,CとLispの二つの

ターゲット言語が混在していたため,Lassを利用するための手続きが煩雑

にな｣り不便であった｡
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　また,行エディタなどの対話的なソフトウエアの仕様記述では,キー

ボードからの入力やスクリーンヘの出力など副作用を扱う部分を代数的に

記述しようとすると,記述が複雑になり書きづらいぱかりでなく読みづら

くなる.したがって,これらの記述を,何らかの別の方法で,例えば,

LispやC,あるいはプロトタイピングの環境で用いられている方法で与え

る必要があり,それらの記述と代数的記述の間の整合をとる必要がある｡

　以上に述べた問題点を解決するため,次の(1),(2)を目標にして,抽象

データ型直接実現システムCdimpleを作成した｡

巾生成されるプログラムは少なくともLispプログラム(インタプリタ)

　　程度の速度を有すること｡

(2)手続ぎ型言語との接続が容易であるこ

特に(2)は,次の二つの意味で重要である｡

と

(i)仕様を部分ごとに,段階的に人手でプログラムとして実現し,目的

　　とする効率のよいプログラムを作成する立湯からは,実現の各段階

　　において,仕様を直接実現して得られるプログラムと人手で作成し

　　たプログラムを結合して実行したいという要求がある｡これは,人

　　手で作成したプログラムの検査を行いながらのプログラム開発を可

　　能にする｡

(ii)仕様から直接実現したプログラムを,そのまま実用として使う立場

　　では,すでに実現がなされていてその実現が十分信頼できると考え
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られる部分,配列の構造などの効率を低下させる原因となる部分,

もしくは,入出力機能や割り込みなどの代数的な記述が困難な部分

のみを手続き型言語で与えてプログラムを作成したいという要求が

ある｡これは,代数的に記述された部分については高信頼性を保ち

つつ,全体として効率のよいプログラムの作成を可能にする｡

　本章では,C言語をターゲット言語とする抽象データ型の直接実現シス

テムCdimPleのアルゴジズムとその正当性について述べ,手続ぎの再帰呼

び出しを許す一般的な手続き型言語を用いて代数的仕様の直接実行系をど

のように作ればよいかを明らかにする.さらに,Cdimpleのシステム概要

とその効率評価について述べ,Cdimpleが所期の目標を達成していること

を明らかにする｡

　本章の最後では,代数的仕様の段階的な実現における問題点とその解決

法,ならぴに,仕様の対話的変更に対しても効率を落さないためのインタ

プジタ機能の迫加の二つについて,改良を行なったCdimpleアルゴジズム

について述べる｡

3.2　抽象データ型とその直接実現アルゴリズム

3.2.1　抽象データ型の実現

　S=〈Σス£〉を抽象データ型の仕様とする｡本章では,Sから得られる

項書換え系児=児(5)が,左線形性と無あいまい性の二つの性質を満たす
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として議論を進める｡

　2.3でも述べたように,項書換え系はこれらの二つの性質を満たすとき

合流性をもつため,項tの正規形は,もし存在すれば,一意に定まる｡

　項書換え系において,項fの正規形が存在する場合でも,適用する書換

え規則の選び方や項のどの部分を書き換えるか(この決定は瞼略と呼ぱれ

る)によっては,項fの正規形nGけ)が求められないことがある｡

　ここでは,最内戦略を用いた項の書ぎ換えについて考える｡この戦略

は,書き換え可能な部分が複数箇所ある場合に,常にその最も内側(項を

木と考えると,最も葉に近い部分)を書き換える方法である｡最内戦略を

用いて,瓦の一つの規則を1回適用することによって項fが項がに書き換

えられるときりずi/と書《｡すなわち,最内戦略を用いて項を書き換え

る場合には,書ぎ換えを表す関係に添字inを付けることにし,ず
　*

一―峠

　フl

に対応してそれぞれずi,､,脊i,､と書く｡項zから最内戦略での書ぎ換え

で到達可能な正規形が存在すれぱ,それをnf詐)と書く｡このとぎ,合流

性より明らかに,nf以oが存在すれぱn俣(o=nG(t)である｡

　項書き換えシステム児=児(S)からΣ部分的代数万=NF証匈を次のよ

うに定める｡ここで,部分的代数とは関数記号が部分関数として解釈され

る,すなわち,関数に対してアジティが合致する引数が与えたとぎにその

関数が未定義になることを許した代数である｡

巾jE? ={1心(呻∈7[几nG(o↓}
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(2)各/EFに対して,arityげ)=心‥入とするとき,

/β(れ､‥･jn)

=

n堤げ(tl､…,な))　sort(む)=肩j=1,‥マz)かつ

　　　　　　　　　n俣(抑1,…ム))↓のとぎ

未定義

未定義

sort(む)゜句(j=1,‥･,71)かつ

n愕(ル1,…ム))↑のとき

その他のとき

　このようにして定められる代数NF証ざ)について下に述べる定理3.1が成

り立つ｡

　準備として部分的代数間の単準同型写像を次のように定める.

　Σ部分的代数召からΣ部分的代数Åへの雄準同型写像は次の性質を満

たす一対一の全域的写像1た:召→Åである｡

すべてのyE凡ならぴに,fl､…ム∈召に対して,

戸叫,…ム)が定義されるならぱ,戸(叫1)､…,八(ぢ))も定義

され,かつ,

/l(戸(ty‥ム))=戸(た(11),…訪叫))

[定理3.11児(ぷ)が合流性を満たすとき,代数NFhが)から柚象データ型

が召)への単準同型写像が存在する｡

　1すべての口Ξλに対して,μa)が定義される写像/:j4→jを全域的写像(total

mapping)という｡
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〈証明〉代数NFi｡(S),抽象データ型声ざ)をそれぞれ玖jと略記する｡ま

ず,写像八:召→Åを

　　申)=≡囚

と定める.

　匹7[月の正規形ば存在すれぱ一意であることから,写像みは一対一と

いえる｡したがって,以下では,八が準同型写像であることを示す｡

　/EF､ならぴに,f1,…､ち,∈召に対して,arity(y)=心…s,,とす

るとき,戸(tl､…､ちl)が定義されるならぱ,各i=1,…,7Hこついて

sort(ら)=s,が成り立つ｡このとぎ,紅,…ムE判FUド】について

斤【゛゛1(f1,…､な)は定義され,したがって,G,…よ∈判FU月について

斤『副/゜(≡[t1]､…､≡[仙])は定義される.すなわち,戸㈲f1),…訪(ち,))

が定義されることが示された｡さらに,

八(戸(f1,…ム))=≡[nf以パ(れ,…ム))]

　=≡【戸(z1,…,ち,)】

　=戸(≡[む],…,≡【伺)

-

- 戸 )､…jl(ちl))

□

　直観的には,代数NFi｡(S)は,各々の関数が定義されている部分につ

いては,柚象データ型刈ぶ)と同型であるといえる｡この･意味で,代数

NFi,,(S)は,柚象データ型j(司の弱い意味での実現になっている.
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　さらに,児(ぶ)が,合直性の他に有限停止性を満たす場合には,任意の

項Zの正規形は必ず存在しかつ一意に定まり,書ぎ換え戦略によらず計算

でぎる｡したがって,次の定理が成り立つ｡

[定理3.2]児(ざ)が合流性ならびに有限停止性を満たすとき,代数NFi｡(司

と抽象データ型j(ぶ)は同型である｡　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

3.2.2　抽象データ型の直接実現アルゴリズム

　抽象データ型の直接実現アルゴジズム(以下では,これをCdimpleアル

ゴリズムと呼ぷ)は,抽象データ型の仕様Sを受け取.り,それから定まる

代数NF証ざ)を実現するプログラムを生成する.以下では,CdimpleがC

言語をターゲットにしているので,C言語を用いてアルゴジズムの説明を

行うが,値呼び関数の記述がでぎる他の手続き型言語をターゲットに選ん

でも,このアルゴジズムをまったく同様に適用できる｡

　Cdimpleアルゴジズムは,入力として与えられる柚象データ型の仕様

ざ=〈Σ工£〉から,各々の関数記号/EFに対して,以下で示すようなC

言語関数Lcの定義文を生成する｡なお,Cプログラムの変数や関数など

には,先頭にCを付けて,それぞれ,C変数,C関数などと書くことにす

る.

　等式集合£の等式の内で,左辺の最も外側の関数記号カリである等式の

集合をEげ)とする｡すなわち,

E(y)バλ゛岸心パ≡£よは芹‥)の形をしている}
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とする｡なお,説明の都合上,E(/)の要素の数をmとするとぎ,Eげ)の

各々の要素をλ1QリI､…､≒Qリ,,,と書くことにする｡

　Cdimpleアルゴリズムは,71引数の関数記号がこ対して,次の形の関数

定義文を生成する｡

　　f_c(a1,…,an)

　　TERM　a1,…,an;　　　　　　　'

　　{　〈引数のソート検奎部〉

　　　　if(〈条件部巾〈実行部1〉

　　　　else　if(〈条件部2〉)〈実行部2〉

　　　　eise　if(〈条件部m〉)〈実行部m〉

　　　　else〈実行部m+1〉

　　}

　ただし,m=0,すなわち,E(/)=φのとぎには,生成される関数定義

文は,

　　　f_c(a1,‥･,an)

　　　TERM　a1,‥･,an;

　　　{〈実行部m+1〉}

である｡

　ここで,変数宜言

TERM　a1,‥･,an

は,関数Lcの仮引数a1,…,anがTERM型のC変数であることを示してい

る.ここで,TERM型は(FUド)項を表現するC言語の型である.
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　〈引数のソート検査部〉は,C変数a1､…､anが保持している項仏…心

のソートの並びが関数記号/のアリティと等しいこと,すなわち,

sortげ)=sort(ぐ1)…sort(G)であることを検査し,等しくない場合にはエ

ラーとする｡

　〈条件部j〉およびく実行部Oは,次のようにしてEげ)のj番目の要素

λ心μ,から定められる｡

巾等式の左辺λ,をy(ぐ1,…ふ)と表すとき,〈条件部j〉は,ある項恥

　　…,弥が存在し,すべてのゴ=1,…､71に対して,C変数ajがその時

　　点で保持している項とら[JI←恥…,今←引が一致するとき,かつ

　　そのとぎに限り真となる述語である.ここで,4,(た=1､…,p)は,

　　んに含まれる変数である｡

直観的には,〈条件部j〉は,関数Leの引数a1､…､anに与えられた項

(h…､Gと関数記号/で構成される項/((1､…ふ)と等式の左辺λ,

とがマッチする2かどうかを判定する条件文である｡

(2バ実行部j〉は,

叫)j=1､…､mの場合は,次のCステートメントである｡

　　　　{TERM　X1-c,‥',XP-c;

X1-C　°　771

2一方の項の変数に適当な項を代入することにより,二つの項が一致するとき,二つ

の項がマッチするという｡
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　　　　XP-c　°　77μ;

　　　　return(Cexp(ρ,));

　　　　}

　　ここで,哨から･いま〈条件部j〉で定められる項であり,xi-cは

　　項らに出現する各々の変数孔に-cを付けて得られるC変数であ

　　る｡また,Cexp(ρ,)は右辺ρ,に出現する関数記号と変数に-cを

　　付加して,それぞれ,対応するC関数名とC変数に置ぎ換えて

　　得られるC言語の式である｡

(b八二771+1の場合は,次のCステートメントである｡

　　　　return(mkterm('ゾ",a1,･‥,an));

　　ここで,mktermC了≒a1,…､an)は引数a1､…,anが保持してい

　　る項(h…､Gと関数記号yで構成される項y(ぐ1,…ふ)を返す

　　関数である｡

　最後に,以上で説明したCdimpleアルゴリズムの適用例を示す｡いま,

簡単な例を考える｡関数記号九に注目し,八を左辺の最外に持つ節式が

次の等式ただ一つであるとする｡

f1(f2(f3(x)))2　f4(f5(x),x)

　このとぎ,Cdimpleアルゴリズムを適用して生成される関数fLcの定義

文は,以下のようになる｡

　　f1_c(a1)
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TERM　a1
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{if(toP(a1)　ここz　ll応¨&&toP(first(a1))zこ　Hム¨){

}

　　TERM　X_c;

　　x_c=first(first(a1));

　　return(f4-c(fEc(x_c),x_c))

}else　mkte:rm(ワ1¨,a1);

　ここで,topは項の最外の関数記号を返す関数,nrstは項の最外の関数

記号の第1引数の項を返す関数である｡

3.2.3　抽象データ型の直接実現アルゴリズムの正当性

　ここでは,柚象データ型の仕様からCdimpleアルゴリズムを用いて生成

される関数群が,仕様の意味する抽象データ型を実現していることを示

す｡

　そのために,まず,生成されるC言語の関数群の性質を示す.

[補題3.3]代数的仕様SからCdimpleアルゴジズムによってC言語の関

数群が生成されているとする｡任意の変数を･1,‥･,らとし,y1､…､ら

は正規形のF項であるとする.このとぎ,任意のげU{1ヤ‥,心D項(

に対して,項ぐ[JI←yh…､J｡←ら】が最内書換え戦略のもとで正規形

n印〔ぐ[J1←p1､…､ち←同)を持つならぽ､次の一迪のC代入文が実行

された後にC変数reSUltが保持する僥ぱnf以(レ14‾‾zノh゛゛',Jj←引)であ

る｡
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X1_C
-

‘-

一
奉
沓

μ

XS-C　°　ZノS

result=Cexp(()

7
1り
り

〈証明〉項書換え系児(司を児と略記する｡任意の項0こ対して,ぐから

正規形n段(ぐ)を得るのに必要な最内書換えの回数をSTEP(ぐ)で表すもの

とし,71=STEP(([J;1←zノ1､…,ち←同)に関する帰納法で証明する｡

(1)n=0,即ち,ぐ匹←ら…,ち←引が正規形であるとき補題が成立

　　することをぐの構造に関する帰納法で胆明する｡

(a)(が変数であるときは,明らかに補題が成り立つ｡

(b)(が定数∫のとぎは,実行されるC代入文の列は

　　　　X1-C　°　Zノ1;

　　XS-C　°ら;

　　result=f-cO;

である｡また,/が正規形であるのでC関数Leの関数定義文は

　　£co

　　{

　　　retUrn(mkterm(Iゾ¨));

　　}

である.したがって,上の代入文を実行した後のC変数

resultの値は定数記号yだけからなる項である｡明らかに,

/=n喫(([ヱ1←zノ1,…,ち←同)であるので,補題が成り立つ,
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(c)(がy((1,…､(,)の形の項であるとする.この湯合,実行される

　　C代入文の列は

　　　X1-C　°　1ノ1;

XS-C　ご　μj

result　= f-c(Cexp(ぐ1),゛゛゛}　Cexp(G))

である｡Cにおける関数の呼び出しは値呼びであるから,最後

の代入文の右辺の式の評価は,まず,各j=1､…jについて

Cexp(ぐ,)の評価からなされる.ぐ[J1←1ノ1,…,ら←伺が正規形

であることから,各j=1y‥

は正規形であるので,

jに対してぐ壮1←1ノ1､…,ら←引

いこ関して構造帰納法の仮

定を用いることができ,Cexp(○の評価値は正規形

G[ヱ1←z/I,…､ち←ら]であることがわかる,次に,C関数Lc

が正規形ぐみ1←μ1,…,石←らレ‥､ぐ面1←μ1,…､石←同を

実引数として与えられて呼び出される.ここで,

∫(ぐ1[J14“‾1ノ1ぐ“゛,Jj←μj]ぐ゛゛9ぐdJ1←μ1ぐ'‘バr∂か‾1ノJ)

　　ご　/(ぐ1ぐ‘゛,(1)[JI←μ1ぐ“'i　a7j　←μさ1

　　ニニ　ぐ[JI奇‾‘μ1ぐ'いJj←μぷ】

は正規形であるため,C関数Lcの定義文のすべての条件部は偽

となる,その結果,〈実行部777,十1〉が実行され,
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乙
‘
､
J

ぐf
j I{jrl　脊‾‾1/1ぐ゛いJぷ4‾‾μjlぐ゛゛,ぐdl?1　柵‾μ1ぐ゛‘ヽJj奄‾‘1ノj)

゜　　ぐ[J14‾μIヽ゛゛いλj←‘μs】

=n収((函←･ノh…､ち←剛)

が返される.よって,補題は成り立つ｡
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(2)O≦71<んのとぎは補題が成立すると仮定する｡このとき,n=んの

　　場合にも補題が成り立つことを(の構造に関する帰納法で示す｡

(a)STEP(([JI←･ノ1､…､ち←同)≫Oである

　　あることはない｡

y

t- とから,(が変数で

(b)(が定数記号/だけからなるとぎ,実行されるC代入文の列は

　　　　X1-C　°μ1;

　　　　XS-C　°ら;

　　　　result=f-c();

　　である｡n=ん>Oすなわちぐ=yが正規形ではないのでC関数

　　Lcの関数定義文の条件部のうちの1つが真となる｡真になる条

　　件部を〈条件部r〉とすると,上のC代入文列の最後の代入文で

　　C関数Lcが呼ぱれたとき,実行されるのは〈条件部7'〉に対応す

　　る〈実行部r〉である,/が定数記号であり,ρ,jこは変数が含ま

　　れないので,〈実行部7'〉はつぎのようなCステートメントであ

　　る｡
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　　　　{return(Cexp(ρ｡));　}

　　みは1回の最内書換えで/から得られる項であるので

　　STEP(ρ,⇒=71-1である.よって,帰納法の仮定から,Cexp収)

　　　　　　　　　腎　　　　　　　　　　乖

　　の評価値はn俣収)=n喫げ)である.　したがって,上のC代入

　　文の列の実行後のC変数resultの値はn俣(/)であり,補題が成

　　り立つ.

(e)ぐがy(ぐ1,…,(,)の形の項であるとする｡この場合,実行される

　　C代入文の列は

　　　　XI-C　°μ1;

　　xs-C　°　ら;

　　result=f-c(Cexp((1),　゛゛゛}　Cexp((,));

である,構造帰納法の仮定により,各j=1､…jについて

Cexp(G)の評価値はn喫(引J1←y1,…,ち←祠)であり,これ

をμ,と置く｡明らかに

ぐ[ぶ1←μ1､゛゛゛,ぶj←μs]

　゜　　　j(ぐ1ぐ‥,G)【ぶ1゛-μ1,‥‘,Jj　゛-　zノ,]

ずin　/(μ1ぐ‥,μ1)

である｡上のC代入文列を実行したとぎ,最後の代入文で,C

関数f-cはμh‥いμ,を実引数として与えられて呼び出される｡
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この関数呼び出しの結果返される値がどのようになるかを二つ

の場合に分けて考える｡

まず,C関数Lcの定義文のどの条件部も真にならない場合に

は,〈実行部m十1〉が実行され,項y(μ1,…､μ,)が返される,こ

の項が([J1←yl,…,ら←ら]の正規形であることは,C関数

fヱの定義文から明らかである｡

もう1つの場合は,C関数Lcの定義文の条件部のどれか1つが

真になる場合である,真になる条件部を〈条件部r〉とすると,

対応する〈実行部r〉が実行される｡〈条件部r〉が真であること

は頂∫(μ1､…,μ,)が等式λ,之ρ｡の左辺λ｡にマッチすることを意

味している｡すなわち,左辺んに現れる変数を訳,…ぶとする

とぎ,

y(μ1､‥いμ,)=λΓ【x/1←ア1ぐ‥,yu←7u] (3,1)

なる項乃(j=1,…､71)が存在し(乃はあるiについてμ,の部分項

になっていることに注意する),これらの項は〈条件部,ヽ〉を実行

する際にその中で求められる.〈実行部7･〉は

　　{TERM　y1-c,‥',yu-c;

　　　y1-c　°ア1;

　　　yu-c　°　瓦;

　　　return(Cexp(μ,,));}

である｡ただし,yLc,…,yLcはλ｡に現れる変数Z/1,…,ぬにそ
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れぞれ対応するC変数である｡

STEPげ(μh…,μ,))≦n

であり,かつ,

∫(μ1,…､μ,)

　-

　-

-'争in
児

λΓ[μ1←ア1ぐ‥,ぬ←ら|

ρ雨/l←乃ぐ‥､涵←石jl

(3,2)

(3,3)

であるのでSTEP(ρ冷1←71,…ふ←刈)≦n-1である｡各沁

は引JI←yly‥,ち←祠から最内書換えで得･られる正規形であ

り,乃はあいについてμ･の部分項であるので各乃も正規形で

ある｡したがって,帰納法の仮定を用いることがでぎ,く実行部

r〉のCexP(刈の評価値は

n喫(ρ雨/1←71

であり,

ぬ←頑)

これがC変数resultに代入される｡

(【ぶl←μIぐ‥,ち←ら】

　含i,､∫(μ1､…､μ,)

-‘･inpr【仇←T1ぐ‥,ぬ←Tul
児

であるので,C変数resultの値は

(3,4)

(3,5)
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nf貨(ぐげI←μ1ぐ‥･孔←吟D

である｡

よって,補題が成り立つこ とが示された｡

補題3,3から容易に次の系が得られる｡
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(3句

□

[系3.4]Sを代数的仕様,ξ1,…,ぐ,,を正規形のF項とする｡Cdiml)le

アルゴリ゛ズムが生成するC言語の関数定義文によって定まる各々

の関数Leは,引数として順に項ξ1､…ぺ,,を与えて呼び出すと,

arityげ)=sort(ξ1)パ‥,sort(&)でか゜nf孔s)げ(ξ1,…ム))が存在すれぱ

nf采s)(/(ξ1,…ふ))を返す｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

定理3.1と系3.4より次の定理が得られる｡

[定理3.5]Cdimpleアルゴジズムを用いて抽象データ型の仕様ぶから生

成されるC言語の関数群が表す代数から,仕様から定まる柚象データ型

λ(S)への単準同型写像が存在する｡　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　さらに,等式集合から定まる項書き換えシステムが合流性の他に有限停

止性を満たすときには,定理3.2と系3.4より,次の定理が成り立つ｡

[定理3.6]児(5)が合流性ならびに有限停止性を満たすとき,柚象データ

型の仕様,Sから生成されるC言語の関数群が表す代数は,仕様から定まる

柚象データ型メt(s)と同型な代数である.　　　　　　　　　　　　　　ロ
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3.3　抽象データ型の直接実現系の実装

3.3.1　実装の方針

　Cdimpleを実装するには,3.2.1で述べたアルゴジズムに従って,仕様か

らC関数群の生成を行えぱよい｡ただし,あらかじめ実現されたC関数の

利用を許すことにして,このような関数を組み込み関数と呼ぷ.組み込み

関数は,それを記述している等式が存在し,それにより意味が定められて

いると考える｡また,組み込み関数の引数や組み込み関数が返す値は,項

である必要はないが,ある特定の項を表現するものであるとする｡このた

め,等式の左辺には組み込み関数を含んではならないという制限を設ける

必要が生ずる｡左辺の最外関数記号として組み込み関数を含んではならな

い理由は,すでに実現されている組み込み関数を再び記述することにな

るからであり,左辺の内側にも含んでいてはならない理由については,

3.4.1で述べる｡

　ソートがプールの関数TRUE,FALSE,NOT,AND､OR,および,プール

値を引数にとるIFについては,組み込み関数としてシステムに組み込む

ことにして,これらをシステム組み込み関数と呼ぶ.特に,IFは,関数と

して実現せず,実行順序の制御を行うものとして実現する.すなわち,ま

ず,第1引数の条件部を評価し,その結果によって第2引数を評価するか

第3引数を評価するかを決定する｡このため,Cdimpleが生成するプログ

ラムは,TFに関する等式

　　　IF(TRUE0,Jd/)gごヱ
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　　エF(FALSE0,Jd/)21/

のみ,書き換えの順序が最内書き換えとは異なっている｡すなわち,IFの

第2,第3引数は,これら二つの等式のどちらかが適用されるまで,最内

書ぎ換えが可能であっても書ぎ換えは行われない.

　最内書き換えと上で述べたIFのみを特別扱いする書ぎ換えとの間に

は,当然ながら,次に示す関係(1)､(2)が成り立つ｡

巾最内書ぎ換えとIFを特別扱いする書き換えが共に停止する場合に

　　は｡これらの結果は節しい｡

(2)最内書き換えで停止する場合には,IFを特別扱いする書き換えでも

　　停止する｡

　(1),(2)によって,IFを特別扱いする書ぎ換えを,最内書き換えの代わり

に用いてもよいことがわかる｡

　さらに,次の(3)が成り立つ.

　(3)IFを特別扱いする書き換えは,正規形に到達するのに必要な書ぎ換

　　え回数が,最内書ぎ換えより多くなることはない｡

　最内書き換えでは,,IFの三つの引数をすべて正規形に書き換えた後,

IFに関する書き換え規則が適用される｡一方,IFを特別扱いする方法で

は,第1引数のみを正規形に書き換えた後,IFの規則が適用される｡この

結果,IFの第2引数と第3引数のうち,片方のみが,正規形に書き換えら

れることになる.よって,(3)が成り立つ｡
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ZZ

ZZ

ZZ

巾ペース関数記号の宣言

(2)関数記号の宣言

図3よCdimpleの入力形式

　性質(3)は,IFを特別扱いする書き換えの方が実行速度の点で有利であ

ることを示している｡したがって,IFを特別扱いする書ぎ換えは最内書き

換えより優れていると考えられる｡

3.3.2　入力記述言語

　Cdimpleへの入力は,柚象データ型の代数的仕様であり,これは以下に

説明する入力記述言語で記述する｡

　Cdimpleへの入力は｡図3jに示すように､四つの部分からなっている｡

な下では,,これら四つの部分を順に説明する｡

　なお,ソートや関数記号などの名前は,特に記されていない場合には,
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長さが31文字以内の英字で始まる英数字列である｡ただし,ここでいう数

字には∵記号(アンダーライン)および'-'記号(ハイフン)をも含むものと

する｡

　また,注釈は,/*と*/で囲んで記述する｡

巾組み込み関数記号の宜言

　　この宣言部では,次の形式で,すでにCプログラムとして実現され

　　ている関数のうち,入力の仕様記述で必要な関数名を記述する｡

〈関数記号ト〈ソート〉,…,〈ソート〉-〉〈ソート〉

組み込み関数記号は他の記号とは異なり,31文字以内の英字で始ま

る英数宇列(数宇にはアンダーラインを含む)である｡ただし,ター

ゲットであるC言語の処理系によっては,31文字の内の一部分のみ

が有効で,あとは意昧を持たないことがある.多くの処理系では,先

頭の8文字が同じなら残りが違っても同じ関数記号とみなされる｡

組み込み関数記号は基本的にユーザがC関数として用意する｡ただ

し,整数,文字,文字列に関する関数がライプラリとして用意されて

いる｡

(2)関数記号の宣言

　　ここでは,関数記号を次のように宜言する｡

〈関数記号〉:〈ソート〉 〈ソート〉-≫〈ソート〉;
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(3)等式の記述

S●

4- こでは,等式集合を定める｡等式は次の形式で記述する｡

‘
f
ら

--

--
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ここで,0ま変数およぴ(2)で宜言した関数記号で構成される項であ

る,引ま,これらの他に,(1)で宣言した関数記号,ならびに,シス

テム組み込みの関数記号を用いて構成される項である.

システム組み込みの関数は,,3.3.1で述べたプールに関する六つの

関数の他に,整数int,文字char,文宇列stringに関する定数記号が

用意されている｡これらは,C言語の定数と同一形式で表現する｡

すなわち,intのソートを持つ定数はC言語の整数型の定数の形式

Oよ…,charについては文字型の形式'aツbい‥,stringについては

文宇列型の形式″abc″､…で表現する｡

㈲Cプログラム

　　ここに書かれたプログラムは,Cdinlpleで生成されたCプログラム

　　と一緒にコンパイルされる｡Cdimpleの入力記述言語の構文を図

　　3.2に示す.

3.3,3　システム構成

　CdimpleをUnix上に実現した｡その構成は,図3.3に示す通りで,二つ

のフェーズからなっている｡
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〈仕様〉::=〈組み込み関数宣言部〉¨認¨〈関数宣言部〉

　　　　　　‥W･〈等式の並び〉¨ZZ¨〈cプログラム〉

〈組み込み関数宣言部〉::=〈関数宜言部〉

〈関数宜言部〉::=〈関数宜言〉〈関数宜言部〉

〈関数宜言部〉::=

〈関数宜言〉::=〈関数名〉¨:¨〈アリティ〉¨-〉¨〈ソート〉¨;¨

〈アリティト:=〈ソートの並び〉

くアリティト:=

〈ソートの並ぴ〉::=〈ソートド,¨〈ソートの並ぴ〉

〈ソートの並ぴド:=〈ソート〉

〈等式の並び〉::=〈等式〉〈等式の並び〉

〈等式の並び〉::=

〈等式〉::=〈項〉¨==¨〈項〉¨;¨

〈項〉::=〈関数名〉¨(¨〈引数〉¨)¨

〈項〉::=〈数字〉

〈項〉::=11}H　〈文字》ll　j　lt

〈項〉::=HllH　〈文宇列〉¶IHlt

〈引数〉::=〈項の並び〉

〈引数〉::=

〈項の並び〉::=〈項〉∵I〈項の並び〉

〈項の並びド:=〈項〉

〈関数名〉::=〈名前〉

〈ソート〉::=〈名前〉

図3.2:　Cdimpleの入力記述言語の構文

49
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図3.3:　Cdimpleの構成

Cプログラム

　第1フェーズに入力言語で書かれた抽象データ型の仕様を入力すると,

3.2.2で述べたCdimpleアルゴジズムにしたがって,C言語の関数群を生成

する｡

　C言語では,関数名としてし'記号の仕様を許していない｡また,先頭の

数文宇(8文字の処理系が多い)のみで名前を識別しており,名前の先頭の

数文字が一致しているとこれらを区別できない｡このため,名前を付け替

える必要が生ずる.第1フェーズでは,名前の付け替えは行わず,その代

わりに,出力フアイルの先頭に次の形式でその対応関係を書ぎ込む｡

甜define〈外部識別子〉〈内部識別子〉

　ここで,外部識別子はリ記号を含んでもよいが,内部識別子はこれを含

んではならない｡

　第2フェーズは,ちょうどCプリプロセッサのように,出現する外部識

別子から内部識別子への書き換えを行う.

　名前の付け替えのために,フェーズを二つに分けた理由は,Cdinlpleで

生成された関数群を他のCプログラムの中で利用できるようにするためで

ある｡一つのフェーズで名前の付け替えまで行ってしまうと,,利用者は仕
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様に書かれている関数記号だけでな《,それらに対応してシステムが自勤

的に生成した名前(内部識別子)も知っていなければならない｡しかし,二

つのフェーズに分けることにより,利用者が咋成したCプログラムに第1

フェーズから出力される井孝dehne文を接続し,第2フェーズを適用するこ

とによって,利用者作成のCプログラムについても名前の付け替えを自動

的に行える.レたがって,利用者は内部識別子を知らなくてもCdimpleの

出力関数群を利用できるようになる｡

　Cdimpleで生成される関数群は,通常,他のC関数(例えぱメインプログ

ラム)から関数呼び出し文で起動して用いる｡しかし,利用者がメインプ

ログラムを用意しないときには,標準入力から頂を読み込んで,項に現れ

るすべての関数記号を関数とみなして実行し,得られた項を標準出力に出

力するようなメインプログラムが用意される｡この湯合には,関数のト

レース機能も用意しているため,仕様のデバッグに有効である｡

3.3.4　実行速度の評価

　Cdimpleから出力されたプログラム,Lisp上のDimp㈲KSIH84]から出

力されたプログラム,および,手書きのLispプログラムに対して速度評価

を行った｡使用した機械は,Ustation/E5で,LispはKyoto　Common　Lisp

を利用した｡

　測定には,リストのappend,naive　reverseおよびhanoiの塔の仕様を用

いた.表3.1に測定結果を示す.ここで,(COMP)と書かれているのは,
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表3士Cdiml)leで生成されたプログラムの速度

append

　100

　　nalve

everse　6

hanoi

6

　hanoi　3

n　PLO/十

Lisp 660ms 16700ms 1590ms 一

Lisp(COMP) 90ms 370nls 140ms -

Dimple 2980ms 59190ms 12950ms 104760ms

DimPle(COMP) 1360ms 21310ms 5020ms 47800ms

Cdimple 75ms 730ms 720ms 4840ms

Lispコンパイラを用いた結果である｡また,on　PL/O十とあるのは,プロ

グラミング言語PL/O十の代数的仕様記述【TKSI鯛を第4で述べるLassに

入力して得られるPL/O十言語処理系を用いて,PL/O十プログラムを実行

した結果である.

　これらの結果から,Cdimpleが生成したプログラムは,Lispコンパイラ

を用いたLispプログラムと同程度の速度で働くことがわかった｡また,

Cdimple自身の処理速度は表3ご2に示すように十分速く,全体の処理速度は

Cコンパイラの速度に依存している｡
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表3.2:　Cdimpleの処理に要する時間

append

100

　n&1ve

everse　6

hanoi

6

Cdimple 3　jsec 4.6sec 5.0sec

C　Compiler 33jsec 43{)sec 44.8sec

total 36.4sec 47石sec 49.8sec

3.4　抽象データ型の直接実現アルゴリズムの改良

3.4.1　仕様の段階的実現

53

　Cdimpleに限らず,一般に直接実現によって生成されたプログラムの効

串は必ずしも良いとはいえない｡そこで,効率の悪いと思われる部分につ

いて仕様を段階的に手続ぎ型言語で実現することは有用であろう｡本節で

は,段階的実現における手続ぎ型言語との接続性に関する問題点を明らか

にし,その解決法を与える.

　例として,図3.4に示すFactの仕様を考える｡ここで,ZeroはOを衷す

関数記号,Succは引数より1だけ大ぎい数を与える関数を表す関数記号で

ある.この仕様では,数を1進表現しているので,これから直接実現され

た関数Fadの実行速度は遅く,また,数を表現するための大きな記憶領域

が必要になる｡
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ZZ

Zero　:　　　　-〉int　;

Succ　:　int　　　　-》int　;

Sum　:　1nt,1nt　-〉int　;

Mult　:　int,int　-〉int　;

Fact　:　int　　　　-〉int　;

ZZ

Sum(Succ(x),y)==Succ(Sum(x,y));

Sum(Zero0,x)==x;

Mult(Succ(x),y)==Sum(Mult(x,y),y);

Mult(Zero0,x)==ZeroO;

Fact(Succ(x))==Mult(Fact(x),Succ(x));

Fact(Zero())　==Succ(ZeroO);

ZZ

図14:階乗の仕様(組み込み関数を使わないもの)

Zero　:

Succ　:　int

-》int　;

一》　int　;

Sum　　:　int,int　一〉　1nt　;

Mult　:　int,int　-〉int　;

ZZ

Fact　:　int

ZZ

Fact(Succ(x))

一》　int　;

==Mult(Fact(x),Succ(x));

Fact(Zero　O　)==Succ(Zero　O　);

ZZ

図3,5:階乗の仕様(組み込み関数の記述を除いたもの)
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Zero　:

Succ　:　int

-〉　1nt　;

‘》　int　;

Sum　　:　int,int　-〉　int　;

Diff　:　int,int　-〉　int　;

Mult　:　int,int　-〉　int　;

Zerop:　int

ZZ

Fact　:　int

ZZ

Fact(x)

-〉　boo1;

-〉　int　;

==IF(ZeroP(x),ZeroO,

　　Mult(Fact(Diff(x,Succ(ZeroO))),x));

ZZ

図3.6:階乗の仕様(等式に変更を加えたもの)

}
a
}
J
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　そこで,Fad以外の関数,すなわち,Zero,Suec､Sum,Multの四つの関

数については,利用者作成のC関数を用いることにする｡これら四つの関

数を組み込み関数として宜言し,これらに関する等式を消して得られる仕

様を図3ぶこ示す.

　ところが,この仕様の等式の左辺は組み込み関数を含んでいるため,こ

れにCdiml)1eアルゴリズムを適用して得られる関数群は正常に動作しな

い｡これは,次に述べる理由による｡

　図3,5の仕様から生成されるC言語の関数Factの〈条件部1〉は,この関数

の第1引数と"Succ(ヱ)"とがマッチするかどうかを判定する条件文であ

る｡しかし,Fadの引数であるint型はZero､Succ,Sum,Multの四つの組

み込み関数を実現する際,C言語の整数型として実現している｡実際,

hctが呼ぱれるとぎには/'Succ(ZeroO)"のようなint型の正規形の代わ

りに,C言語の整数型の値が引ぎ渡される.したがって,〈条件部1〉は常

にマッチングに失敗するので,正常に働かないのである.

　このため,3.3.2に述べたCdimpleの入力記述言語では,等式の左辺の

項は組み込み関数を含んではならないという制限を設けている｡現在の

Cdiml)1eで処理するためには,Factに関する等式を書き直して,例えぽ,

図3.6のように仕様を変更する必要がある.

　この例でわかるように,関数を人手で実現する度に,他の関数に関する

等式の変更が必要になるのでは,手続き型言語との接続が良いとはいえな

い.
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山

　それでは,この制限を敢り除《ためには,どのようにCdimpleアルゴジ

ズムを改良すれぱ良いであろうか｡

　上で述べたことから考えると,等式の左辺に組み込み関数を含んでいる

と正常に動作しない原因は,ソートintの項の正規形がC言語の整数とし

て実現されているにも関わらず,システムにはこの対応関係が知らされて

いないという点にある｡そこで,解決法の一つとして,組み込み関数を実

現する際に,この対応関係を関数として書かせることにする｡

　この例の場合では,次のような関数になる.

　　ABS_int(n)

　　int　n:

{if(n==O)

　　return(mkterm("Zero"));

else

return(mjkterm("Succ",n-1))

}

　これは,変数nに入れられた整数に対応する正規形を求め,その最も外

側の関数記号を残して,それ以外の部分を再び整数に直す関数である.例

えぱ,ABS_intは,0､1､2y‥が与えられると,それぞれ,ZeroO､Suce(O),

Succ(1),…を返す関数である｡

　組み込み関数が扱う各々のソートに対してこのような関数ABSを,組み

込み関数の実現の際に用意する｡この関数を用いると,目的とするマッチ

ング,すなわち,組み込み関数記号を含む項ぐと実現された値を含む項η

とのマッチングを行なう関数Match(い7)を次のように再帰的に定義でぎ
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巾ぐが変数のときは,真を返す｡

(2け=∫(仏…ム)で,/が祖み込み関数記号ならば,がこ

　ABSを施した結果をタ(り1,…,w)とすると,5=g,かつ,

　?vlatch(ぐ1､似y詐細仙叫JJ匹それぞれ真であるとぎのみ真を返

　す｡

(3バ=/(ぐI､…ふ)で,5が組み込み関数記号でないとぎは,77=

　　が(η1･'゛“･η･l)とすると･/=ジ･かつ,Match(ぐ1,リ1),…,Match(&､W)

　　がそれぞれ真であるときのみ真を返す.

　したがって,上に示したマッチングを行う〈条件部1〉を生成するように,

Cdiml)leアルゴジズムを改良すれぱ良い.

3.4.2　仕様の対話的変更

　Cdimpleは仕様から手続き型言語のプログラムを生成するという意昧

で,一種のコンパイラであると考えられる｡これをTRSコンパイラと呼ぶ

ことにする｡これに対して,仕様の等式を直接解釈しながら実行するシス

テムをTRSインタプジタと呼ぶ.TRSコンパイラで生成されたプログラ

ムはTRSインタプジタで実行するよりもかなり高速に動作するが,規則

の迫加や変更に対しては再コンパイルというオーバーヘッドが生じ,再コ

ンパイルに時問がかかれぱ全体の速度を低下させる原因となる.実際,表
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3.2に示したようにこの再コンパイルの時間は小さな仕様に対しても比較

的時間がかかる｡

　仕様中の等式の追加変更は,デバッグの際に起こるぱかりでなく,

Knutll-Bendixアルゴリズム[KB701や第6章で述べる代数的仕様の検胆の

際にも頻繁に行われるため,その度に行なわれる再コンパイルを避けるこ

とが望ましい｡

　Cdiml)leは仕様からCプログラムを生成するので,それをCコンパイラ

を用いて実行形式にコンパイルして仕様の直接的な実行が可能になる｡

Cdimpleにより生成されたC言語のプログラムは,3.3.4で述べたように

非常に効率よく働く.しかしながら,生成されたCプログラムのCコンパ

イルとジンクに時間がかかるため,仕様の等式の追加や変更が頻繁に起こ

る用途には向いていない｡

　本節では,この問題を解決すべく,項書換え系の直接実行を阿なう際に

コンパイルされたプログラムとインタプジタが共存して働く機構について

述べる｡これにより,変更された規則とは無関係な部分についてはあらか

じめコンパイルされたプログラムを用い,追加,変更がなされた規則につ

いては,インタプジタを用いて実行することがでぎ,再コンパイルするこ

となく,しかも,効串の良さを央わずに済む｡

　以下では,Cd≒)leのように最内戦略に基く項書換えを行なう手統き型

プログラムを生成するシステム(以下では,このシステムをTRSコンパイ

ラと呼ぶ)に対して,上で述べたインタプリタの機能を迫加するための方
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法を示し,Cdimpleに対して

る.

インタプリタの機能の追加

第3章柚象データ型の代数的仕様の直接実現系CDIMPLE

この機能を実現した際の実際の効率を評価す

　3.2.2で示したように,最内戦略に基づくTRSコyパイラが生成する関

数Leは,5を左辺の最外に持つ規則Eげ)のみに依存している｡したがっ

て,規則の追加や変更が起こったとぎ､その左辺の最外の関数記号を∫と

すると,それに対する関数fJだけが使用できなくなる｡そこで,TRSコ

ンパイラが生成する関数に次の機能を追加しておくことによって,その関

数から必要に応じてインタプジタを呼びだして利用することが可能にな

る｡

(1)各関数記号かこ対して,それを左辺の最外に持つ規則が変更された

　　り,迫加されたかどうかの情報を入れておくための変数ismodinedJ

　　を用意する｡

(2)インタプジティプに書き換えを行い,かつ,Lcが満たす系3.4を満た

　　す関数にcを用意しておき,変数1smodifiedJが真であるとぎには,

　　Leを呼び出す代わりににcを呼び出す｡

　　各関数記号/ごとににeを用意しておくのは大変なので,次の性質

3,7を満たす関数restride(Levalを用意し,f'ヱを71個の引数ぐ1,…ふとし

て呼び出す代わりに,/(ぐI,…ズ,,)を引数としてrestrietedJvalを呼び出せ

ぱよい.
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[性質3.7]ぐI,…ふをそれぞれ正規形とするとき,y(ぐI,…ふ)を引数と

して呼び出されると,nfW(パμ仏…心))が存在すれぱそれを返す.

restridedJva1は,次のように実現できる｡

Casel引数とマッチする規則が存在しないとぎには,引数をそのまま返

　　す｡

Case2引数とマッチする規則が存在するとき,その右辺を第1引数とし

　　て,また,マッチングさせるのに必要な代入を第2引数として,関数

　　substJnとeva1を呼び出し,得られた項を返す｡

また,substJnd_eva1は,次のような2引数関数である｡

Casel第1引数が変数のとぎ,その変数に,第2引数の代入をぼどこして

　　得られる項を返す｡

Case2第1引数を/(ξ1､…,&)とする｡ぐ1,…,ぐJこ対して,sul)st-andJval

　　　を適用して得られる項を,それぞれ,恥…,77,,とする｡

Case2-1変数ismodifled-fが真のとぎ,/(771　､　…,77,1)を引数として

　　restridedJnlを呼び出して得られる項を返す｡

Case2-2変数ismodi釦djが偽のとぎ,ηI,…､77,,を引数として関数

尚　aを呼び出して得られる項を返す｡
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(defun　SUM　(xy)

　(if(eq(car　x)'ZERO)

　　y

　　(1ist　JS　(SUM(cadr　x)y))))

(defun　MULT　(xy)

　(if(eq(car　x)JZERO)

　　(1ist　゛ZERO)

　　(SUM(MULT(cadr　x)y)y)))

(defun　FACT　(x)

　(1f(eq(car　x)'ZERO)

　　(11st　'S　(1ist　'ZERO))

　　(MULT　X(FACT(cadr　x)))))

図3ヱ測定に用いたLISPプログラム

　　3.4.2で述べた考え方に基づいて,図3.4の階乗の仕様に対してインク

プジタの機能を追加したプログラムについてその効率を評価した.比較

対象としては,オジジナルのCdimple､および,KCL　Lisp　Compilerを用い

た｡LISPについては,図3.4の仕様と同じ働きをする図3.7のLispプログ

ラムを用いて評価した｡

　　まず,測定を行った環境を示す｡

機械:SUN3/60､OSto

Lisp　:　Kyoto　Common　Lisp､　ver.1987/9/30,値スタックの大ぎさ32　KByte



3よ柚象データ型の直接実現アルゴリズムの改良

表3･3:対話的処理によるオーバーヘッド

FACT　G FACT　7 FACT8

LISP　Conlpiler OjGsec 一一“SeC 一一aSeC

Cdimple　oriがna1 0.07sec 0.6Gsec 6.07sec

Test　1 Oj2sec Oj8sec 9j4sec

Test　2 0ご13sec L07sec 9.87sec

Test　3 L53sec 1L64sec 105.70sec

Test　4 L64sec 13　j6sec 124.20sec

゜V磁ue　Stack　Overnow

°value　Stack　Overflow
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Cdimpleおよぴlestプログラム:実行時のスタックの制限2048

　　KByte,Cコンパイルの最適化なし

結果を表3.3に示す｡表中のTESTの意味は次の通りである.

Test1:インタプジタを使用せず｡

Test2:　E(Faet)の規則,すなわち,Factを左辺の最外に持つ規則について

　　　インタプジタを使用｡

lest3:　E(Sum)の規則,すなわち,Sumを左辺の最外に持つ規則について
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インタプジタを使用｡

Test4:すべての規則についてインタプリタを使用.

結果として,

巾オリジナルのCdimPleと比較して,Test1は50パーセント遅い程度

　　であり,インタプリタの機能を組み込むためのオーバーヘッドがそれ

　　ほど大きくないこと,

(2)Cdimpleは,インタプジタのみを用いる恥st4よ□0倍程度速いこ

　　と,

が分かった｡図3.4の仕様をCdimpleで,Cプログラムに変換するのに,

0.4秒が必要であり,さらにこれをCコンパイラで実行形式に変換するの

に4,2秒を要する｡したがって,この機能をCdimpleに組み込むことによ

り,規則の変更や迫加の一回当り,少なくとも4秒は節約でぎることが判

明した｡

3.5　おわりに

　本傘では,抽象データ型の直接実現アルゴリズムを提案し,それにい

くつかの改良を加えた.また,実際に抽象データ型の直接実現システム

Cdiml)1eを作成し､これにより直接実現されたプログラムが十分な速度で

働くことを確認した｡



3豆　おわりに Gふ

　CdimPleは,第4章で述べるプログラミング言語の代数的仕様から言語

処理系を生成するシステムであるLassを構成するツールとして,また,第

5章で述べる代数的仕様記述法に悲づくコンパイラ生成系[SKSI鯛を実現

するためのツールとして有効に利用されている.また,Cdimlかは,行エ

ディタの代数的仕様からの行エディタプログラムの自動生成の道具として

も利用されている【KSI86ト

　その他にも,Cdinlpleは,C言語に対する柚象データ型を扱う機能の付

加,すなわち,データ型の一部を抽象データ型の代数的仕様で定義できる

ようにC言語の拡張を行なってできた言語Ultra　C　の処廻系[YSI881を実現

する際に利用されている｡

　本章の最後に述べたCdimpleアルゴジズムの改良を実際に実現し,その

問題点を調べることは今後の課題である.また,代数的仕様を仕様の等価

変換により,それを直接実現したとぎに本質的に速度効率の良い仕様に変

換することは,今後の重要な課題である｡
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第4章

代数的仕様記述法に基づく言語処理系の自動

生成系Lass

4.1　はじめに

　プログラミング言語の代数的仕様記述法は,図4ぶこ示すように,基本的

には,プログラミング言語の構文領域ならびに意味領域をそれぞれ抽象

データ型,すなわち,代数として捉え,意味写像と呼ぱれる構文領域から

意味領域への写像を与えることによって言語を仕様記述する方法である｡

　これらのうちで,北らの方法【KSI87]は,次の特微を持つ.

出等式を用いる柚象データ型の代数的仕様記述法を用いて,意昧領域

　　を仕様記述する｡

(2)代数的手法の枠組みの範囲を超える概念を導入せずに記述が可能で

　為る｡

　　　　　　　　　　　　　67
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svntax

semantic
mapping召

semantlcs

図4.1:プログラミング言語の仕様記述の枠組み

　抽象データ型の代数的仕様記述法では,仕様を項書き換え系とみなすこ

とにより,それが表す柚象データ型を実現できる｡したがって,意昧領域

が直接的に実現できるので,(1)と(2)は,単純な機構に基づいてプログラ

ムの記号実行が可能であることを意昧する,

　しかしながら,文献【KSI8月の方法では,入力のあるプログラミング言

語の意味を自然に与えることは困難であった｡すなわち,プログラムの意

味を入力から出力への関数として捉えるための枠組みに欠けていた｡

　そこで,北らのアプローチに基づいて,プログラミング言語の代数

的仕様からプログラムの記号実行系を自動生成する言語開発支援シ

ステムLass(LAnguage　development　Suppo雨ng　System)の開発をすると共

に,それを通して,入力機能を持つ言語の意昧を自然に記述する方

法,プログラムの代数的仕様に基づく記号実行のための方法,プロ

グラミング言語の仕様記述言語の設計,言語処理系の自動生成の方
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法,ならびに,その実現方法などについて検討し,明らかにしてきた

[SKSI85d,　SKSI85b,.　SKSI85(≒SSI87,　SSI90bL　本傘は,これらをまとめて,

加筆,整理し,議論を深めたものである｡

　Lassは,UNIX上の標準的なツールであるLexとYacc,および,第3章

で述べたCdinlpleの三つのツールを用い,これらにプリプロセッサを加え

て実現されている｡特に,意味領域がCdimpleのような汎用的なツールを

用いて自然に実現でぎたのは,プtコグラミング言語の代数的仕様配述法が

先に述べた(1),(2)の性質を持っているからである｡

　Lassの特長は,目的言語や機械,あるいは,実現の詳細に関する情報を

用いないで,プ･グラミング言語の代数的仕様という柚象的な実在のみに

基づいてプログラムを実行でぎることである｡

　以下,4.2で入出力を持つ言語の意味が自然に記述でぎるように改良し

たプログラミング言語の代数的仕様記述法を与える｡4.3では,仕様に基

づくプログラムの直接実行の方法を明らかにする｡4.4では,4.2で述ベ

た仕様記述法に基づいて設計したLassの仕様記述言語について述べる｡

4.5では,4.3で述べた方法の実装について述べる｡さらに,4.6では,代

入文と入出力文だけからなる言語を例として,その仕様からLassが生成す

る言語処理系の実行例を示す｡最後に,4.7では,これまでに発表されて

いる他のシステムとの比較検討を行う｡
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4.2　プログラミング言語の代数的仕様記述法

　文献[KSI87]で提案されたプログラミング言語の代数的仕様記述法に対

して,入出力機能を自然に記述でぎるように改良を加える.文献【KSI87]

の方法は,図4jに示すように構文領域と意味領域を柚象データ型として

とらえ,言語の意昧をその二つの領域間の写像である意昧写像として与え

るものである｡言語の仕様は,これらの領域ならびに写像の各々の仕様の

組として与える.本節では,入出力を持つプ･グラムの意味を入力から出

力への関数としてみなせるように.文献[KSI87]の方法の意昧写像とその

記述法を拡張する｡すなわち,入力を与えるための割当汐をパラメタとし

て持つように意味写像を拡張して,プ･グラムの意昧を,入力すなわちθ

が与えられると出力を返す関数として定義する｡

4.2.1　構文領域の仕様と構文領域

　構文領域の仕様Gは,文脈自由文法である｡すなわち,非終端記号

の集合yvT,終端記号の集合T､生成規則の集合凡開始記号Soの4項

組〈jvT工P,So〉である.

　各々の生成規則にはそれぞれ異なる名前がつけられており,生成規則

pの名前をname(p)で表すことにする｡また,Pの左辺と右辺を,それぞ

れ,1hs(p)､rhs(p)で表す｡次のように定められる関数記号の集合P'から

なるシグニチャをG'=くjvT､7)'､扇tか,､sortp･〉とするとき,構文領域£(G)

は,シグニチャG'の項代数判月として定義される.
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巾戸={name(拘IPE巧

71

(2)各がE芦についてpを皿me(p)=p'を満たす規則とするとき,

　　arityパ列はrhs(p)の非終端記号をその生起の順に並べて得られる記

　　号列

(3)各yE芦についてPをname(P)=7)'を満たす規則とするとぎ

　　sortF･(が)=1hs(ρ)

　以下,本章では,記号Gと記号7)は,それぞれ,シグニチャぴと演算

記号領域戸を表すことにする.

4.2.2　意味領域の仕様と意味領域

　意味領域の仕様7)は,等式を用いて記述された柚象データ型の仕様,す

なわち,シグニチャΣ=〈S,F,arity,sort〉,変数の集合ド,げUド)等式の集合

£の3項組〈Σ爪£〉である.

　次のように定められる項代数7[F]上の関係≡Eは合同関係である,

任意のリ'∈判月について

f Ξ£がi汀£トリ沁£'

　すなわち,直観的には,≡むは£を用いて等しいことが推論でぎるとい

う関係である｡

　意味領域タ£)(D)は,合同関係≡fを用いて定められる.すなわち,Σ項

代数判月の≡がこよる商代数判F]/≡Eである.
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4.2.3　意味写像の仕様と意味写像

　意昧写像は,生成規則の各々に対して丁度一つの意味方程式を与えるこ

とによって記述される｡すなわち,意昧写像の仕様Pは,非終端記号に意

昧領域のソートを対応させる関数£):yT→タ,£(哨からタ尽p)への関

数を記述する関数変数訂,構文領域上の変数の集合X,意味方程式の集

合R={丑冷∈杓の4項組である｡変数の集合yを{仇,…ふ}とすると

き,意味方程式馬叫ity(p)=yl…凧,､sort(p)=y)は次の形式である｡

訂匠J1,…,ら)]=仙ノ1←訂匹レ‥､‰←訂[ら||

ここで､j=1､…､引こついて,孔EXはsort(翔=凧を満たす変数,

仏0勺まsort(!/,)=£)(肩)を満たす相異なる変数である.また,(FUFUy)

項0まsort(ぐ)=p(y)を満たす｡

　6?を変数集合1/からΣ代数Sp(p)への割当とするとき,意昧写像は,次

の条件を満足する写像se7恂(Γ):£(G)→S斑D)である.

任意の意味方程式

訂匠JI､…､ら)1=仙/1←訂匹|,…d/｡←訂匹B

とsort㈲=凡を満たす任意のち∈判月(j

て.

se7狗(Γ)0柏､…ム))=e�yぽ)(ぐ)

=1 n)につい
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ここで,μはyからタp(7))への割当であり,加にm洵(Γ)(む)

(j=1､…,n)を割り当てる｡また,+は定義域の異なる二つの

割当の和を表す｡すなわち,召十μは汐の定義域に含まれる引数

に対しては汐を適用し,μの定義域に含まれる引数に対しては

μを適用する割当である｡
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　意味写像s凹旬(Γ)は,プログラムヘの入力を表す割当汐をパラメタとし

て,プログラムを表すP項をその出力を表す意昧領域の要素に移す写像で

ある｡したがって,プログラムの意味は入力から出力への関数としてとら

えることがでぎる｡

4.3　言語の代数的仕様に基づくプログラムの直接実行

　プログラムprogの直接実行は,progに対応するP項ぐとprogへの入力

に対応する割当引こ対して,意味写像を適用する,すなわち,se四(Γ)(ξ)

を求めることによって行える｡本節では,意味写像seme(F)の実現を考え

る.s回旬(Γ)に対して次の命題が成り立つ｡

semθ(Γ)=eむ�jz)(p)oJ

これは,文献[KSI87]で示された命題

se琲(Γ)=eむ�sz)(p)oJ

の自然な拡張であり,それと同様な手法で証明できる｡この命題は,図

4,2に示すように,意味写像se7均(Γ)が,構文領域判刑からア【FUF]への
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syntactic

domain

　判刈

d

semantlc

mapPmg

　　Γθ

｢intermediate
representation

7【FUF]

semantic

　domain

判月/≡f

e四/が)(p)

図4.2:意味写像の実現

写像dと,7【FU月から意味領域タ£)(7))上へのθをパラメタとする写像

eむ司7)(゜)との合成であることを表している｡したがって,意味写像を実現

するにためは,これらの二つの写像族を実現し,それらの関数合成を実現

すれぱよいことがわかる｡

　心ま,次を満たす7【月からア[FUy]への写像である:

任意のpE尽ならびに,む∈判刑(j=1,‥マl)に対して,

arity(p)=yい‥yv,,,sort(p)=yvとするとき,sort(ち)=y

(i=1,…,71)ならぽ,

J(p(fl､…､○)=e回げ即門ぐ)

で,芦∈7)に 関する意味方程式を

(4.1)

`●●

4-

`Ss

4-
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A7[ρ(ヱ1,…ぃら月=仙/l←訂匹],…､ぬ←訂[ら】]

とするとぎ,μは,i=1,…ぷに対して,変数払への巾,)の

割当である｡

}
O

{
J
ー

　判FUF】が自由項代数であること,および,eulの定鞍から,次のよう

になる｡

eむ司m刈(ぐ)=

μ(?/,),　　ぐ=禎Eyのとぎ

J､　　　　ξ=jMΞ1/のとき

/,　　　　ぐ=jE尽a吠y(/)=εのとき

j(e回跨即゛】(ξ1),…,e回げ即゛】(ぐ,,)),

　　　　　　ぐ=y(ぐ1,…ふ)jE尽arityげ)≠εのとき

　このことから,e回跨即゛】(ぐ)は,ぐの中の変数仙EYをμ(μ,)で賑き換

えた項を返す関数であることがわかる｡

　したがって,(4,1)式は,次式のようになる｡

d(p(ち,…,な))=仙/1←d(f1)､…､旅←d(ち,)]

　つまり,,d(p(t1､…j,,))は,(FUy)項0こ対して,0こ出現する

!/1,…ぷEyをそれぞれd(z1),…､d(ね)で計算される項で置き換えた項を

返す関数である｡

　例えぱ,数式の計算のみからなる言語の仕様について考えよう｡次の生

成規則は加算式を定義しており,Plusという名前がつけられている.
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Plus　:　　exPr　:　:　゜　exPr　J+J　exPr

この生成規則に対応する意味方程式刃PlusE戸は次のようになる｡

川Plus(J1ダ2)]=Add(訂【刈,訂[祠)

　さて,1+2+3に対応する戸項Plus(Plus(‥1‥,¨2‥),‥3‥)を利こ適用する

と､

d(Plus(Plus("1∵'2"ド3"))

　=Add(a[Plus("1∵'2")],a{"3"D

　=　Add(Add(al"　1"]､a【"2]),aF'31)

　となる｡弗T)

を返すとすれば,

d("2几d("3")が,それぞれ,F項Num10,Num20,Num30

これは,

Add(Add(Num10､Num20),Num3()) 汪2)

となる｡

　e回ポ)(゛)は,(juy)項をΣ代数SjっCD)上で評価する写像族であり,そ

の定義から分かるように,変数･EXに対してはθ(肩を返し,演算記号j'

に対してはΣ代数SjT)(7))の演算戸"(別を呼ぴ出す関数である.例えば,

げ2)のy項にe回ポ)(7))を適用すると,次のようになる｡
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--

阿

etjaぐ(郡C沁獅肋o仙頑肩心剔いれ�川))

　=　jL浪戸z)(r)}(λ&戸D(句(Λ‰川1タD(p)0,y皿･l戸z〕)(p)O)､yl印?3sむ(7))O)

　したがって,代数タ果D)の各々の演算が実現されれぱ,e回/芦(則は容

易に実現できる｡

4.4　プログラミング言語の仕様記述言語

　Lassの入力を記述するための仕様記述言語は,4.2で述べたプログラミ

ング言語の代数的仕様記述法に基づいて設計されている｡しかし,実際に

プログラミング言語を仕様記述する際に,通常は既知のものとして受け入

れられる程度の基本的な部分まで記述(例えぱ,構文に関しては,識別

子,数字列,予約語などを記述,意味に関しては,整数上の演算などを記

述)するのは大変であり,また,これらに対する記述が全体に占める割合

が大きくなりすぎ,読解性を損なうことになりかねない｡そこで,これら

の基本的な部分についてはあらかじめ記述が与えられているものと考え,

本記述言語では記述しない.

　以下では,例に基づいて具体的に脱明する.例としてとりあげる車純な

言語SLは,整数のみを扱い,代入文,read文,write文の系列からなる車

純な言語である｡図4.3の例は言語SLで書かれたプログラムで,入力され

た整数をそのまま出力するプログラムである｡
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var　x,y;

read　x;

y:゜x;

write　y

図43:車純な言語のプログラムの例

spechead{{

　very　tiny　language,　sakai,　ver‘1･1,　25/APr/89

}}

図4.4:琳純な言語の仕様(speehead部)

　本仕様記述言語における仕様は大きく分けて五つの部分,すなわち,

specheaj部,ol)er部,axiom部,t.ermina1部,rule部で構成されている｡

以下では,これらを順に説明する｡

(1)spechead部

　回4ぶこ示すように,仕様の管理に必要な情報,例えぱ,仕様記述者

　名,日付,バージョンなどが書かれる｡

(2)oper部

　シグ゛チャΣ=〈S,F､arity､sort〉を

〈oper〉:〈a1〉,‥`､〈a,l〉-≫〈s〉;



4.4.プログラミング言語の仕様記述言語

TRUE,FALSE:　-〉　boo1;

NOT:　boo1　-〉　boo1;

AND,0R:　boo1,boo1　-》　boo1;

IF:　booi,*,*　一》　*;“

0,1,2,‥ベ　ー》int;

ZERO_INT:　一》　int;

SUCC-INT,PRED-INT,MINUSごrNT:　1nt　-〉　int;

SUM一エNT,D工FF-iNT,MULT-INT,DIV-INT,MOD_INT:　int,int　-〉　int;

EQ_INT,LT_INT,LE_工NT,GT_INT,GE_INT:　int,int　-》　boo1;

゛a゛/b≒‥ベ　　ー》　char;

EQ-CHAR,LT-CHAR,LE-CHAR,GT-CHAR,GE-CHAR:　char,　char　-〉　boo1;

"abC","xyの):I,‥･:　　“〉　String;

EQ-STR:　string,　string　-〉boo1;

LENG-STR;　string　-〉　int;

SUB一STR:　string,int,int　-〉string;

CONC-STR:　string,　string-》string;

CHAETO-STR:　char‾〉string;

"abcl',"defg",･‥:　　一〉　1d;

EQ一エD:　id,id　-〉boo1;

EMPTYJILE:　-》file;

END_OFJ工LE:　file　-》boo1;

READ_INTJROMJILE:　file　-〉int;

WRITE_工NTJO∠F工LE:　1nt,　file　-〉file;

REMOVE_工NTJROMJILE:　file　-〉file;

READ_CHARJROMJILE:　file　-〉　char;

WRITE_CHARJOJ工LE:　char,　file　-〉file;

REMOVE_CHARJROMJILE:　file　-》file;

　゜IFについては,関数名のオーバーローディングが行われている.

すなわち,*が同一ソートの関数のすべてにIFという一つの名前がつ

けられている｡

図4.5:組み込みの演算記号

{
リ

｢
i
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oPer{{

ApplyFile:

lnitState:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

file-file,file　-〉　file;

“》　state;

Added,UPdate:id,attr,state　‾〉　state;

UPdateS:　　　　　id,state“attr　‾〉　state‾state;

RetriveS:　　　　id　-〉　state-attr;

APPlyState:　　state“state,state　‾〉　state;

}}

●●●

図4j:単純な言語の仕様(oper部)

の形式で宣言する.この宜言文は,〈al〉…〈恥〉､〈s〉の各々がSの要素で

あること,〈oper〉がFの要素であること,〈oper〉のaljtyとsortがそれ

ぞれ,arity(〈oper〉)=〈紬‥･叫〉,sort(〈oper〉)=〈s〉であることを表

している｡図4.6に示す演算記号は,Lassによってあらかじめ用意さ

れている組み込み演算記号であり,これらについては宜言しない｡

図4,6の例では,(1)はアジティがfile-nle　nleでソートがmeである演

算記号ApplyFileを,(2)はアジティが空でソートがstateである演算

記号lnitStateを,(3)はアリティがid　int　stateでソートがstateであ

る演算記号AddedとUpdateを宜言している｡

(3)axiom部
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£の要素である等式を

〈げ'Uド)項〉==〈(FUド)項〉;
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の形式で記述する｡変数の集合1/の宜言は行わない｡変数は等式毎

に有効範囲を持ち,等式が違えぱ別の変数として見なされる｡例と

して示した言語の等式集合は,図4汀のように記述される｡

(4)termina1部

　Tの要素である終端記号を

〈終端記号〉=〈正規表現》;

の形式で宜言する.終端記号としては,引用符'で囲まれた一文宇,

もしくは,英字で始まる英数字列のみが許される｡

終端記号が示す文字列は,図4.8の(3)(4),(5),(6)のように正規表現で

記述する｡ただし,(2)のように終端記号と正規表現が同じである場

合には(1)のように等号以下を省略してもよい｡

termina1部の最初には,prec部があってもよい.prec部では,いく

つかの終端記号(数式演算子)に対して,結合性と優先順位が指定で

ぎる.例えぱ,四則演算については次のように記述する｡

　　Prec{{

　　j+},　J_J　:　1eft;

　　j*≒　ソJ　:　1eft;

}}
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axiom{{

　APPlyF11e(St゛StJi“Fi(PO),iO)

--

一一 AttrJile(

　Retrieve("-outPut",

　　APPlyState(PO,

　　UPdate("-outPut"･

　　　FileJttr(EMPTYJiLE()),

　　　　UPdate("-inPut",

　　　　　FileJttr(iO),工nitStateO)))));

UPdate(idO,aO,lnitStateO)

==Added(id0,a0,1nitStateO);

UPdate(idO,aO,Added(id1,゛1,sO))

==エF(EQユD(id0,1d1),Added(id0,a0,sO),

Added(id1,a1,UPdate(id0,a0,sO)));

APPlyState(UPd゛teS(idO･s゛O)'sO)

==UPdate(idO･APPlySt゛te‾Attl(s゛o'sO)'sO);

}}

●●會

図4.7:単純な言語の仕様(axiom部)

(1)

(2)

(3)

(4)
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termina1

　≒≒

{{

≒J°≒≒

VAR=("var"|"VAR")　;

RD　　=("read"|"READ")　;

WT　=("write"l"WRITE")　;

ASN=　":="　;

}}

図4.8:車純な言語の仕様(termina1部)

な払正規表現の構文はLexに準じている

(5)rule部

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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生成規則の集合Pと意味方程式の集合瓦を記述する｡各々の生成規

則とそれに対応する意昧方程式は,図4.9のように,,//(ダブルスラッ

シュ)を区切り記号として,並べて記述される,(1)の生成規則は,

その名前をsPROGとし,非終端記号progが終端記号`X/AR,非終端

記号VJist,終端記号V,非終端記号sJistの並びからなることを表し

ている｡

生成規則中に現れる終端記号以外の名前は,非終端記号であるとみ

なされ,最初に記述された生成規則の左辺の非終端記号は,開始記

号タoとみなされる｡
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図4.9:車純な言語の仕様(rule部)
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}}

第4章代数的仕様記述法に基づく言語処理系の自動生成系LASS

rule{{

　sPROG　:　Prog　:　:　゜　VAR　v-1ist　勺jsユist

//&[sPROG(v,s)]

゜ApnyFile(

St-St-Fi-Fi(ComPosition(&[s],&[v])),i゛芦t);

sREAD:　stm　:　:　=RD　id

//&[sREAD(1)]

゛ComPosition(

　　Updates(≒inPut",

　　FileJttrS(

　RemoveS(AttrJ11eS(RetrieveS(¨_inPut¨))))),

UPdateS(&[i〕,

　lnt_AttrS(

　ReadS(AttrJileS(RetrieveS(¨_inPut"))))));

(1)

(2)
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意昧方程式については,関数変数訂を記号&で表すこと,および,

構文領域上の変数が意昧方程式ごとに局所的に用いられることを除

ぎ,定義の通りである.また,(1)の意昧方程式中にはinputという

変数が用いられているが,これは,入力を与えるために用意された

変数である.

また,四つの非終端記号intjd､ehar,stringについては,それらを定

義する生成規則とそれに対応する意味方程式があらかじめ用意され

ており,記述は行わない｡

4.5　Lassの実装

　本節では,4.3で述べた考え方に基づいて動作する言語処理系をLassが

どのように生成するかについて述べる｡

　4.3の議論から,ぐを実行すべきプログラムに対応する戸項,汐をプログ

ラムに与える入力を表す割当とするとき,プログラムの実行は

e凹ぐ(7))(敵))

の計算をすることである｡Lassでは,この計算を行うために,プログラム

を構文解析してP項ぐを求め,これに写像族dを適用してd(ぐ)を求めるs-i

変換部,および,与えられた入力から割当汐を求め,s-i変換部で得られた

J(ぐ)に対してe回ぐ)ゆ)を適用する実行部の二つのフェーズからなる言語処

理系を生成する｡
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　まず,s-i変換部の実現について述べる｡

　s-i変換部は,入力されたプログラムを構文解析してjP項ぐを求め,これ

に写像族dを適用する｡4.3の結果から,P(fl､…ム)へのdの適用は,μ

に関する意味方程式を

訂[p(11,…,ら)|=(【1/1←訂函レ‥､‰←訂匡J

とするとき,まず,tl､…､Gの各々にdを適用し,その結果得られる

(FUド)項(1､‥･､(,,を,(FUド)項(中の変数?ノ1､…､‰の代わりに置き換

えることによって実現する｡すなわち,戸項ぐへのdの適用は,意味方程

式を,ぐの樹造に関して再帰的に適用すれぱよい｡

　このことから,dの計算は,合成属性を一つだけ持つ属性文法と考える

ことができる｡例えぱ,生成規則svLSTとそれに関する意味方程式

svLST:　vユist　::=vユist　J　/　id

　//&[svLST(v,i)〕

　　゜ComPosition(

　　　　　UPdateS(&[i],

　　　　　　lntJttrS(MkSt-lnt(O))),

　　　　　&[v]);

から,次の直構文変換(SDT:S即tax　Directed　Tranふtion)【ASU鯛の規則で

ある生成規則と意昧規則の対を咋ることができる.

V-i1St　::=　VユiSt　≒J　id

vユist｡VAL

　　°maketerm(tIComPosition"　,
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maketerm("UPdateS"　,　id　.VAL　,

　　maketerm("工nt_AttrS",

　　　miketerm("MkStT-lnt",

　　　　　maketerm(¨O¨)))))

vユ1st｡VAL)
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ここで,maketermは,項を木で表現すると考えると,第1引数を根の名前

に,残り･の引数を順に子供に持つ新しい木を作る関数である｡この意味規

則は,右辺の属性変数id｡VALとVJistyALから左辺の属性変数v玉st.VAL

の計算方法を示している｡

　合成属性のみを持つ属性文法は,構文解析と同時に計算でぎ,このよう

なプログラムの生成は,Yaccなどの構文解析系生成システムを用いて容

易に実現でぎる｡例えぱ,上の直構文変換の規則を実現するYaceの入力

文は次のようになる.

　　VユiSt　:　:　=VユiSt≒Jid:

　　　$$=concstr(¨ComPosit　ion(UPdateS(¨,

　　　　　　　　　　$3,

　　　　　　　　　　¨,工ntJttrS(MkSt一エnt(o))),"

　　　　　　　　　　$1,

　Yaccでは各々の非終端記号に対して属性変数を一つもっており,

豺､S1､S3は,それぞれ,生成規則の左辺,右辺の1番目,右辺の3番目の非

終端記号の属性変数を表す.また,concstrは文字列を迪接するC言語の

関数である｡
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　したがって,構文領域の仕様と意昧写像の仕様を上で述べたようにして

直構文変換の規則に変換し,さらにこれをYaceの入力文に変換しYaccに

入力することによってs,i変換部が生成できる｡

　実行部については,第3章で述べた柚象データ型の直接実現系Cdiml)le

を利用して実現できる｡Cdimpleは,等式を用いて記述された柚象データ

型の代数的仕様を入力すると,それを実現して,C言語で書かれた関数定

義文を生成する｡生成された関数群とそれが扱うデータである項の集合を

代数とみなすとその代数は仕様が表す代数と同型になっている｡したがっ

て,意味領城の仕様7)を,Cdimpleの入力形式に変換し,これをCdimple

に入力することによって,意昧領域S£)(7))を実現する関数群と,項ξをこ

れらの関数群の上で評価するe回ポ)(7))を実現する関数eむ�(ξ,θ)が生成で

ぎる｡ここで,引ま変数に項を割り当てる必要があるが,Lassでは,意味

方程式に現れる変数に対して,入力から変換された組み込みのソートであ

るnleの項を割り当てるようにした.

　Lassは,以上で述べた方法に基づいて,仕様記述言語で書かれたプログ

ラミング言語の仕様からその言語の処理系を自動生成する｡その構成は図

4,10に示すように,プリプロセッサと,Lex,Yaec､Cdimpleの三つのツール

からなっている｡なお,プリプロセッサ自身もLexとYa.ccの二つのツール

を用いて咋成された｡

　Lassに言語の仕様を入力すると,まず,プジプロセッサによって各々の

ツールの入力形式に変換され,さらに,Lex､Yaccを用いてs-i変換部が生



4t実行例

program

specincation　of　language

s-l　translator

図410:　Lassの構成

executor

vahle
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成され,そして,Cdimpleを用いて実行部が生成される.s,i変換部は,プ

ログラムを構文解析し,それから得られるP項を,意昧写像の仕様に従っ

て再帰的に中間表現の(FUド)項に変換する.さらに,実行部は,げUド)

項に入力を与えて意味領域上で評価することにより,それを直接的に

実行する｡なお,s-i変換部は,構文(Syntax)から中間表現(lntermediate

representation)への変換系であるため,このような名前がつけられた.

4.6　実行例

　4.4の中で例として用いた言語の仕様は120行であり,この言語の処理系

の生成には,Lex,YEc､Cdimple､Cコンパイラにかかる時間を含めて,

Sun3/60上で16,1秒を要した｡生成された言語処理系の実行例を図4j1に
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APPlyFile(

　St-StJ1-Fi(

　ComPos　ition(

　　ComPosition(

　　UPdateS("-outPut"･

　　　FileJttrS(

　　　　WriteS(

　　　　Attr-lntS(RetrieveS(¨y¨)),

　　　　AttrJileS(RetrieveS(¨_outPut¨))))),

　　ComPosition(

　　　UPdateS("y¨,intJttrS(MkSt一エnt(2))),

　　　ComPosition(

　　　　UPdateS("-inPut"･

　　　　FileJttrS(

　　　　　RemoveS(

　　　　　AttrJileS(RetrieveS(¨_inPut¨))))),

　　　UpdateS("x",

　　　　lntJttrS(

　　　　ReadS(

　　　　　AttrJileS(RetrieveS(¨_1nPut¨)))))))),

　　ComPosition(

　　　UPdateS(¨y¨,lntJttrS(MkSt一エnt(O))),

　　　UPdateS(¨x¨,lnt-AttrS(MkSt一エnt(O)))))),

　1nput)

(a)hltermediate　representation　(G-term)

123　456　789

123

(b)lnput

(c)Resulting　value

図4j1:単純な言語のプaグラムの実行例
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示す｡(a)は,図↓3のプログラムをs-i変換部入力して得られる中間表現で

ある｡中間表現と入力(b)を実行部に入力すると実行結果(c)が得られる｡

　また,プログラミング言語として基本的な制御機能を備えた言語

PL/O{Wir76]や,それに入出力機能などを付加した言語PL/O十について

も,それらの仕様の記述【KSIT871からLassを用いて言話処理系を自動生

成し,生成された言語処理系によるプログラムの直接実行を行った｡これ

により,Lassを用いて比較的大ぎな言語がその仕様から自動的に実現でき

ることを確認した｡PL/O反びPL/O十の仕様の大ぎさは,それぞれ,約

650行,約1300行であり,各々の処理系の生成には,Sun3/60上で,それ

ぞれ,47,8秒,78.3秒を要した｡

4.7　他のシステムとの比較

　Lassのように,プ･グラミング言語の形式的仕様記述からその処理系を

自動生成する試みとして,次のようなものがある.

　AndersonらのSEMANOL【ABB761は,メタ言語で書かれた操作的な仕様

に基づいて,対象とするプログラムを直接的に解釈実行するシステムであ

る.また,Pagan【Pag80]の方法は,SEMANOLと同様に,メタ言語(Algo1

68)を用いて仕様(インタプリタ)を与え,対象とするプログラムをインタ

プリタに入力して部分評価【Ers771することによって,Algo1　68　へのコンパ

イルを行う｡

　これら二つの方法では,操作的に仕様を与えているため,これをインタ
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プリタとしてプログラムを容易に実行でぎるが,検証などの意味論に関す

る問題を形式的に扱うことは困難である.

　MossesのシステムSIS[Mos79]は,表示的なアプローチに基づいている｡

構文に意味を与えるための意味方程式は,関数型言語(LAMB)に変換可能

なラムダ式の形式で記述される｡SISにより生成された変換系は,対象の

プログラムをLAMBプログラムに変換し,LAMBインタプジタを用いて

これを実行する｡

　Goguenら【GPG81]は,Lassと同様に,等式を用いて代数的に言語の仕

様記述を行っている｡Lassと異なる点は,主に,言語の構文と意味を区別

せずに一つの代数として記述すること,この代数領域の実現は行わずに,

等式言語のインタプリタであるOBJTを用いて,対象とするプログラムを

直接的に実行すること,入力について形式的に扱われていないことであ

る.

　これらのシステムはレ目的言語に関する仕様を与えることなくプ

ログラムを実行でぎるという点でLassと共通する考え方をしてい

る.これに対して,言語の仕様にそれを目的言語を用いて実現す

るために必要な実現の仕様を加えた仕様,いわぱ,コンパイラの

仕様からのコンパイラの自動生成についても多《試みられている

【JS80､RC80､Ras82,GG82,Mos80､Des82､Pa181　､　CJ83､Roy86L

　これらの内で,特に,Moss州Mos80】は,ソース言語の記述とその意味

領域の目的言語による実現の仕様を与え,意味写像と実現の合成によりコ
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ンパイラを構成する方法をとっている｡この考え方に従えば,Lassは,C

言語を目的言語とし,意昧領域の目的言語による実現を,意味領域の仕様

からCdimpleを用いて自動的に行う｡したがって,s,i変換部で生成された

Σ項はC言語の関数呼び出し文とみなすことがでぎ,また,Cdimpleで生

成された実行部はCプログラムであるので,Lassは,ソース言語の仕様の

みから,C言語を目的とするコンパイラを生成するシステムであると考え

ることもでぎる.

4.8　おわりに

　本章では,プログラムをその言語の代数的仕様に基づいて記号実行する

方法を示し,プログラムを記号実行する言語処理系を,どのようにすれぱ

仕様から自動生成できるかを明らかにした｡また,この考え方に基づい

て,実際に作成した言語処理系自動生成システムLassの概略を示した,

　さらに,4.6で述べたように,プログラミング言語PL/Oや,PL/O十の

仕様記述から,Lassを用いてそれらの言語処理系を生成した｡その際に,

テストプログラムを実際に実行することによって,それらの仕様の誤りを

比較的簡単に発見できた｡このことは,プログラミング言語の代数的仕様

の直接実行に基づく検査のためのツールとしても有用であることを示して

いる.

　生成される言語処理系の効率は,意味領城の実現の方法に依存してい

る｡Lassでは,Cdimpleを用いてこれを直接実現しているために,効率が
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良いとは言えない｡これについては,人手で意味領域を実現することに

よって効率の改善が可能であ則YKSI85トまた,中間表現であるげU回

項の部分評価による効率改善も可能であろう[YNS･1861.

　Lassでは,意昧領域の仕様記述をする際,等式を並べることによって

行っている｡しかし,これは,仕様のモジュール化の観点からは好ましい

ことではなく,この部分の階層化が望まれる｡



第5章

コンパイラの代数的仕様記述と自動生成

5.1　はじめに

　第4章では,ソース言語の構文領域と意味領域をそれぞれ代数領城とし

て捉えて構文領域から意昧領域への準同型写像を記述することによって

ソース言語を仕様記述し,この仕様に基づいてソースプログラムを直接的

に実行する言語処理系を生成する方法を与えた｡したがって,これらは

ターゲット言語が固定された場合のコンパイラ自動生成であり,コンパイ

ラがソース言語からターゲット言語への写像であるという観点からは十分

ではない｡これに対して,文献【Gau80､Des82､TWB80,Mos80,Des831の方

法は,基本的には,図5.1のようにプログラム言語の構文領域,意味領城を

柚象データ型あるいは代数とみなし,それぞれの領域間の写像を記述する

というアプローチをとっている｡このアプローチでは,図5.1の可換性を示

すことによって,コンパイラフの正当性を検証する｡

　　　　　　　　　　　　　　　　95
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図5士コンパイラ仕様記述の枠組み

　例えぱ,文献【TWB80]では,ソース言語の構文領域からターゲット言語

の構文領域への準同型写像1を与えている｡しかしながら,コンパイラを

直構文変換1として記述しているため,そのままでは変数の格納領域の割

り当て(以下では,雄に変数の番地割り当てという)の問題を扱えない｡こ

れは,ソース言語とターゲット言語の構文領域,ならびに,それらの領域

上の演算だけを用いてコンバイラを仕様記述しているためであり,これで

は実際的なコンパイラが仕様記述できるとは言い難い｡

　1ここでいう直構文変換とは,生成規則の左辺の非終端記号の値を右辺の非終端記号

からもとめられるように,各々の生成規則に対して変換規則を一つずつ与えることで定

められる変換である(文献【ASU鯛参照)｡
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　この問題を解決するためには,いわゆる記号表の概念が必要である｡こ

の概念を取り入れたロンパイラの仕様記述法がGaude1則Gau801によって

提案されている｡しかしながら,そこでの記号表およびその操作は代数的

な枠組の外にあるメタな概念として扱われているため,コンパイラの正当

性の形式的検証を困難にし,仕様の実現からの独立性を損なっている｡

　この問題を解決するために,ソースおよぴターゲット言語,ならびに,

コンパイラを図5.2のように捉えて,代数的に仕様記述するアプローチ

をとり,研究を行ってきた[SKSI85a､SKSI86､SSI86b].　このアプローチで

は,コンパイラドメインの中でソース言語の構文領城からターゲット言語

の構文饌域へのコンパイラ関数の他に,補助関数としてソース言語の構文

領域と補助ソートから補助ソートペの関数や,ソース言語の購文領域と補
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助ソートからターゲット言語の構文領域への関数を定義している

　本章では,まず,このアプローチにしたがって,記述の直構文変換的

な性質を保ちつつ,コンパイラを純代数的に仕様記述する方法を提案す

る孔このように,コンパイラにとって本質的な概念である記号表を代数的

な枠組みの中に陽に導入することで,実際的なコンパイラの代数的仕様記

述が可能となるぱかりでなく,コンパイラの正当性の検証が等式論理の帰

納的定理の証明法などを応用することによって形式的に行えるようになる

[SSI8叫SSI90a,　SSI921.本方法に基づいて記述されたロン゛イラの仕様の

検証法については第7章で述べる｡

　次に,本論文の仕様記述法で記述されたコンパイラの仕様からコンパイ

ラを自動生成する手法を示す｡この自動生成法は,代数的仕様の直接実現

と直構文変換を組み合わせる手法である｡この手法を用いて,実際に,第

3傘で述べたCdimpleおよぴUNIX上の標準的なツールであるLexとYaee

を利用して,コンパイラ自動生成システムを構成している｡

　また,本論文のコンパイラ仕様記述法と自動生成法の有効性を実証する

ため,プログラミング言語PL/Oのコンパイラの仕様記述を与え,その仕

様からコンパイラを自動生成した実験とその結果について述べる｡

　2殿近,文献【HR891において,配号安を代数的な枠組の中にとり入れたコンパイラの

配述がなされている｡柚象構文(abstract　syntax)に対してコンパイラを記述しているの

が,本鴎文との主な違いである.
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5.2　コンパイラの仕様記述法

5.2.1　準備
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　本章では,識別子,数値,文字列などの基本的なものについては,文献

[Des83､KSIT絹と同様に,あらかじめ構文や意昧が与えられているものと

して議論を進める｡これらの基本的なものについては,｢基本｣という言

葉を冠して表す｡

　抽象データ型の仕様は,すでに存在する基本的なデータ型の仕様に,

ソート,関数記号,等式を迫加する形の仕様であるとする｡すなわち,抽

象データ型の仕様ごは,基本仕様5,E=<S､尽arity､sort≫,変数の集合

ド,(FUF)等式の有限集合£の4項組<召､Σ､X,£≫である｡ここで,

基本仕様召は基本シグニチャΣ″=≪ダ,戸',arity″,sort5≫,変数集合1/汽

(F“UIダ″)等式集合£″の3項組<Σ“､1/″,£″≫であり,

タsCタ
　　-　　i

FがCF
　　-

yEF“ならぱ,arity″(/)=arityげ),

かΞFsならぱ,sort“(/)=･sort(/)

が満たされるとする･｡

　仕様Cの表す抽象データ型は,等式集合E“U£の全てのモデルのクラ

スの始代数であるとする{IS8ル

　例えぱ,bool型の基本仕様を前提にした自然数の仕様は,図5.3に示す
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USE　Boo1;

OPERATORS

　Zero:　-》　int;

　Succ:　1nt　-〉　1nt;

　Add:　1nt,1nt　-〉　1nt;

　Le:　int,1nt　-》　boo1;

EQUATIONS

　Add(Zero0,x)==x;

　Add(Succ(x),y)==Succ(Add(x,y))

　Le(Zero0,x)==TrueO;

　Le(Succ(x),Zero())　==　False();

　Le(Succ(x),Succ(y))==Le(x,y);

図5.3:　bool型を基本仕様とした自然数の仕様

形式で記述される｡

　本傘では,この形式で柚象データ型の仕様を記述する｡また,ブール値

(ソートbool),整数(ソートint),識別子(ソートid)に対する基本仕様が与

えられているとして議論を進める｡

5.2.2　コンパイラの仕様記述の基本的な考え方

　プログラム言語は,その構文領域,意味領域,および,構文領域の各要

素に意味領域の各要素を対応付ける意昧写像を与えることによって明確に

定義される｡一般に,構文領城の記述は文脈自由文法で与えられ,意味写

像はその文法に従って直構文変換として記述される｡一方,コンパイラ
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は,ソース言語からターゲット言語への写像であり,任意のソースプログ

ラムpに対して,1)の入出力関係とI)が写像された先のターゲットプ･

グラムの入出力関係が一致するような写像である｡このような見方は図

5jのようにまとめられ,プログラム言語およびコンパイラの自然な捉え方

として定着している｡

　図5jの捉え方をそのまま定式化して,コンパイラを代数的枠組みの中

で代数間の写像として仕様記述する試みがADJグルーブ[TWB80]でなさ

れている｡しかしながら,コンパイラを直構文変換として記述しているた

めに,そのままでは変数の格納領域の割り当ての問題を扱えない｡すなわ

ち,各々の生成規則に対して変換規則を1つずつ与えるという方法でコン

パイラを記述しようとすると,変数に対応する構文木はそれを部分木とし

て含む構文木によらず一定のターゲット言語の構文木に変換されることに

なる.言い換えると,ソースプログラム中に現れる変数は,コンパイラ設

計の段階でそれに対して割り当てられる番地が決定されることになり,こ

れは非現実的である｡

　この問題を解決するためには,いわゆる記号表の概念が不可欠である｡

なぜならぱ,記号表に相当する機構がなければ,ソースプログラムにおけ

る変数の出現位置,あるいは,文脈に依存して変数の格納領城の割り当て

を変えるための情報が得られないからである｡

　記号表の概念を取り入れた方式でのコンパイラの仕様記述法については

Gaudelら【Gau80]によって提案されている｡しかしながら,そこでの記号
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表およびその操作は仕様記述言語の外にあるメタな概念として扱われてい

る.例えぱ,文献{Des831のPASCALコンパイラの仕様では,次のように

して代入文に関する記述がなされている｡

comp(assign(回r,e昂r))

゜seq(comP(e卯r),sto(OFF(回r)))

すなわち,式e印rの変数凹rへの代入は,e呼rをコンパイルして得られ

る命令系列の後に,回rの格納番地に値を格納するためのsto命令を付け

加えることによって行われる｡この中で,0FFはメタ記号であり,変数を

格納する番地を求める働ぎをする｡このようにOFFをメタ記号として扱う

理由は,変数urの割り当て番地を保持するために必要な記号表を仕様記

述言語の枠組みの中で導入しておらず,記号表を仕様記述言語の外にある

大域的なデータとして扱っているため,それを操作するOFFも仕様記述言

語の外の機能,すなわち,メタな機能としなければならないからである.

　このようなメタ記号は,具体的には,LISP関数として記述されている.

メタ記号の導入によって,代数的な枠組みから逸脱せざるをえず,コンパ

イラの正当性の形式的検証を困雛にし,仕様の実現からの独立性を損なう

原因となっている｡

　メタな概念を衷すメタ記号を用いないで,コンパイラをソース言語の構

文領域からターゲット言語の構文領域への写像として仕様記述するには2

つの方法が考えられる.

　―つは,図5.4のように記号表が組み入れられた形でターゲット言語の構
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文領域の仕様を与え,あくまでコンパイラを構文領域の間の写像として仕

様記述する方法である｡もう一つは,図5.2のようにソース言語とターゲッ

ト言語のそれぞれの構文領域に記号表の領域を加えた領域をコンパイラ領

域とし,コンパイラはコンパイラ領域の一つの関数とみなす方法である｡

　本論文では,後者の考え方を採用し,コンパイラの仕様記述,自動生成

について議論する.前者の方法では,記号衷等のコンパイラにとって本質

的と思われる部分がターゲット言語の拡張として記述される｡しかし,こ

れはコンパイラが構文領域の間の写像であるという主張に対して不自然で

ある｡また,コンパイラの本質的な部分をターゲット言語の拡張として捉

える必然性はなく,むしろ,ソース言語とターゲット言語の両方の拡張と

した方が自然である｡これが,後者を採用した理由である｡
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5.2.3　構文の記述

'
a第 章コンパイラの代数的仕様記述と自動生成

　ソース言語とターゲット言語の記述は,他の方法と同様に文脈自

由文法として与える｡先にも述べたように,基本的な構文要素につ

いては,それらの集合があらかじめ与えられているものして記述す

る｡すなわち,4.2.1の定義に基本非終端記号の集合yTsを加えた5項

組〈yT,yT仇Tゴ),タo〉である.

　yT“⊆がとすれぱ,4.2.1と同様の議論により,すなわち,生成規則の

名前を関数記号と考えることによって文脈自由文法Gを抽象データ型の仕

様£(G)=くB､くyTj)､arity､sort〉､φ､φ〉とみなすことができる.

　例えぽ,Plusという名前を持つ生成規則

　　　Plus　:　exPr　:　:゜　exPr　゛+J　exPr

は,右辺の非終端記号列をアリティとし,左辺の非終端記号をソートとす

る関数記号Plus　:　exPr､exPr→exPrと考えることができる｡さらに,int

を基本非終端記号とし,,生成規則

　　　Num:　expr　:　:　゜　int

があるとすると,1十1十1を表す項は,

　　　　Plus(Plus(Num(1),Num(1)),Num(1))

のようになる｡

5.2.4　コンパイラの仕様記述

5.2.2で述べたように,本方法では,ソース言語とターゲット言語のそれ
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ぞれの構文領域に記号表などを記述するための補助の領城を加えた領域を

コンパイラ領域とし,=･ンパイラをコンパイラ領域の一つの関数とみなし

て,これを記述する｡この関数は,コンパイラ関数と呼ばれ,ソースプtコ

グラムからターゲットプログラムヘの関数である｡

　Σをシグニチャ〈タ､F､arity,sort〉とする｡コンパイラの仕様,すなわち,

コンパイラ領域の仕様は,柚象データ型の仕様C=く召､Σよ杓とコンパイ

ラ関数記号ブoEFとの対〈C訪〉である.ここで,joのアリティとソートは

arity(yo)=討'､sort(yo)=対'であり,nこはソース言語玩とターゲット言

語£,の抽象データ型としての仕様

£｡=〈召､〈yび≒P£'〉湊ゆ〉

恥=〈召,〈yvT仏戸'〉,φ､φ〉

が含まれているものとする｡すなわち,

yT£″UyT£'cタ､?£'U7)ね⊂F
　　　　　　　-　　　　　　　　　-

である｡また,

yT£'nyT£'=φ

であろとする｡また,討･EyT叫討'EyT仙は,それぞれ,ソース言語

とターゲット言語の開始記号である｡

　コンパイラ領域をこのように定義することによって,記号表などの補助

の領域が柚象データ型として記述でぎる｡その結果,記号表などの環境を
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陽に与えることが可能になるため,メタ記号などを用いることなく,形式

的な仕様を与えることができるようになる｡

5.3　　PL/Oコンパイラの仕様

　5.2で述べたコン゛イラの仕様記述法の有効性を示すために,PL/Oコン

パイラを仕様記述する【SKSI86トただし,本節では,PL/0コンパイラの

仕様記述のうちで,主に,変数の割り当ての記述の部分,すなわち,変数

宜言部と変数への代入文に焦点を絞り,これがどのように記述されるかを

示す3.なお,言語PL/Oは,Wirth[Wir761においてコンパイラ昨成の説明

に例として用いるために股計されたものである｡

5.3.1　ソース言語の仕様

　PL/O言語は,単純ではあるが,ブロック構造を持ち,言語としての基本

的な制御機能である条件文,繰り返し文,手続ぎ呼び出し文などを備えて

いる｡変数は,プロック毎に宜言され,静的スコープを持つ｡

　PL/O言語の仕様は図5.5に示す通りであり,例えぱ,変数宜言は次のよ

うに書かれる｡

　　var　x,y;

5.2.3で述べたように,プログラムは,生成規則の名前を関数記号とする項

を用いて表せるので,上の例ぱ次の項として表される.

3PL/0コンバイラの仕様全嫁については付録Bを参照されたい



=id

=int

図5j:　PL/O言語の仕様(一部)

5.3,　PL/0コンパイラの仕様

TERM工NAL

　　Jvarl,　J･J,　};J,　j,J,　儡･映

NONTERMINAL(Basic)

　　int,　1d

NONTERM工NAL

　　Program,block,var-part,var-1ist･var-name･

　　stm,exPrか　　゛゛゛

RULE

　　Program　　　　:　progra皿　　::゛　block　'フ

　　Block･　　　　　　:　block　　　　:　:　゛　const一Part　var一Part

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Proc-Part　stm

　　varPart　　　　:　var-part　:　:　゛　゛var　゛　var-1ist　'　y

　　N1-varPart　:　var-Part　:　:　゛

　　Bs_varList　:　var_1ist　::=　var-na皿e

　　ln_varList　:　var_11st　::=　var_11st　'　/　var_name

　　varNaJne　　　　:　var_name　::=　id

var_EX

Num-EX

●●●

START　SYMBOL

　　Program

替●●

:　exPr

:　exPr

107
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varJart

　　l
ln_varList

Bs_VarList　　varName

　　l　　　l
　varNa皿e　　　　"y“

　　|

図5.6:　PL/O言語における変数宣言を表す項

Var_Part(

　ln｡VarList(Bs-varList(varNae(¨x¨))

　　　　　　　varNae("y")))

ここで,変数x,yを表す項は.それぞれ,varName(¨x¨),varName(¨y¨)で

あり,変数宣言は,それらのジストとして表される.この項は,図5.6のよ

うに木の形で表現することができる｡

5.3.2　ターゲット言語の仕様

　PL/Oロン･'゛イラのターゲット言語は,PL/o計算機と呼ぱれるスタック

マシンの命令系列である｡命令には,1it(数値のスタックヘのロード),1od

(変数の値のスタックヘのロード),sto(スタックの先頭の値の変数領域ヘ

の書き込み),c礁サブルーチンの呼び出し),1nt(スタック上に変数格納領
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域を確保),jmp(無条件分岐),jl)c(零判定分岐),ol)r(算術演算)の7種類

がある｡

　PL/O計算機のメモリはスタックとしてのみ用いられるため,変数を格

納する領域はスタック上にとられる｡int命令はこの領城催保ための命令

であり,例えぽ,

int　O｡5

の実行によって,スタックの先頭が移動して,5個分の変数領域が確保さ

れる.ここで,命令の第1引数はiod,sto,cal以外でぱ意昧がな《,常にOで

ある｡

　スタック上に確保された変数をアクセスする命令は,lodとstoである.

これらの命令は,スタック上に置かれた現在の環境の底を示すベースレジ

スタを利用して,現在の環境,あるいは,それより外側の環境の変数領域

をアクセスできる｡環境の指定は,第1引数によってなされ,これがOで

あれぽ現在の環境を示し,nであれぱnだけ外の環境を示す｡第2引数

は,第1引数で指定された環境のベースアドレスからのオフセットであ

る｡例えぱ,

sto　O･,4

によって,現在の環境のスタックの底から4番目の領域の値が更新され

る.

ターゲット言語の仕様は図5.7のように記述される.



110 第5章コンパイラの代数的仕様記述と自動生成

TERM工NAL

　　j10d≒　)sto≒　)ca1≒　'1it≒　゛int≒　≒≒　)O≒　●参●

NONTERMiNAL(Basic)

　1nt

NONTERM工NAL

　　inst_1ist,　inst

RULE

　　N1_lnstList　:　inst_1ist　::z

lnstList

Lod-lnst

Sto_lnst

Ca1_lnst

Lit_lnst

lnt-lnst

●●4

START　SYMBOL

　　inst_11st

:　inst-11st　::=　inst_1ist　inst

:　inst

:　inst

:　inst

:　inst

:　inst

一

-

-

-

qodj　int　j　/　int

JStOJ　int　≒J　int

=　jCall　int　≒J　int

-

-

=　jint″　゛O゛　゛

図5ブ7:　PL/O計算機の仕様(一部)

qit゛　゛Oj　≒'l　int

　J

l
int
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　例えぱ,上の命令'sto　0,4'は,項sto-エnst(0,4)として表現される｡ま

た,次のような命令系列

　　1nt　0,5

　　1od　0,4

　　sto　O､4

は,それらのリストとして表される｡

　　　lnstList(

　　　　lnstList(

　　　　　lnstList(NL_lnstList0,1nt｡lnst(0,5)),

　　　　　Lod-lnst(0,4)),

　　　　Stoj[nst(0,4))

5.3.3　コンパイラの仕様

　まず,変数の格納番地や手続ぎの開始番地を保持しておくために,記号

表を用意する｡この記述を図5.8に与える｡記号表(ソートsym-tal))は,識

別子(ソートid)とその属性(ソートsym-type)の対のリストである｡PL/0

言語では,定数,変数,手続ぎ名の3種類の識別子があり,これらに対

して必要な属性値は,それぞれ,整数定数,変数の格納番地,于続きの

開始番地である.整数をこれらの属性に変換するために,ConstType,

varType､ProcTypeという関数記号を用意する｡例えぱ,varType(5)は,

変数の格納番地が5であることを示す属性である｡また,SymType-lnt

は,属性から整数値を取り出すための関数記号である｡

　記号表は,lnitSym孔b､AddedSymTal),NewBlockの三つの関数記号に
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OPERATORS

　　ConstTyPe,varTyPe,ProcTyPe

SymTyPe゛工nt

工svar

lnitSymTab

AddedSymTab

Addvar

NewBlock

GetBlockNum

GetSymtyPe

奏
参

噂
肇

噂

●

奉
章

●

●

參
参

馨
巷

―
豪

int

sym_tyPe

sym-tyPe

-〉　sym_tyPe;

-〉

-〉

-》

id,sym一type,sym-tab　　‾〉

id,sym_tab　　　　　　　　　　　-〉

syln_tab　　　　　　　　　　　　　　　-〉

id,sym_tab　　　　　　　　　　　-〉

id,sym_tab　　　　　　　　　　　一〉

EqUAT工ONs

　SymType一エnt(ConstTyPe(1nt))-int　;

　SymType一エnt(varType(int))==1nt;
　SymTyPe“lnt(ProcType(int))-i゛t;
　]:svar(ConstTyPe(int))==FALSEO;

　〕:svar(varType(int))==TRUEO;
　工svar(ProcTyPe(int))==FALSEO;

int;

boo1;

sym-tab;

sym-tab;

sym-tab;

sym-tab;

int;

sym一tyPe;

Addvar(id0,工nitSymTabO)
==AddedSymTab(id0,vajz･TyPe(Three()),工nitSymTab　O　);

Addvar(id0,NewBlock(sym_tab))
==AddedSymTab(1d0,varTyPe(Three()),NewBlock(sym_tab));

Addvar(1d0,AddedSymTab(1d1,varType(1nt),sym_tab))

==AddedSymTab(id0,
　　　varType(ADD1_INT(int)),
　　　AddedSymTab(id1,varTyPe(int),sym_tab));

Addvar(id0,AddedSymTab(id1,ConstType(int),sym_tab))
==AddedSymTab(1d1,ConstTyPe(int),Addvar(id0,sym_tab));

Addvar(id0,AddedSymTab(id1,ProcTyPe(int),sym_tab))

==AddedSymTab(id1,ProcTyPe(int),Addvaエ(id0,sym_tab)) 肇
斎

GetBlockNum(1d0,1nitSymTab　O　)==ZERO_INT();

GetBlockNum(id0,AddedSymTab(id1,sym_tyPe,sym_tab))

==工F(EqUAL｡ID(1d0,id1),ZEROJ:NT0,GetBlockNum(id0,sym-tab));

GetBlockNum(id0,NewBlock(sym-tab))

==ADD1-INT(GetBlockNum(id0,sym-tab));

GetSymtyPe(1d0,AddedSymTab(id1,sym-tyPe,sym-tab))
==IF(EQUAL_工D(id0,id1),sym-tyPe,GetSymtyPe(id0,sym_tab));

GetSymtyPe(id0,NewBlock(sym_tab))==GetSymtyPe(1d0,sF_tab);

図5,8:　PL/Oコン･゛イラの記号表の仕様
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より購成される｡lnitSymTal)Oは空の記号表を,AddedSymTab(x､y,z)は

記号表zに識別子xとその属性値yを迫加した記号表を表す.また,

NewBlockは新しい環境を積み上げることを示す関数記号である.また,

Addvarは,変数を新たに記号表に登録する｡このとき,もし,それが現

在の環境の最初の変数であれぱ,その属性値が3に股定され,そうでなけ

れぱ,現在の環境に登録されている変数の属性値の最大値より･1だけ多《

設定される｡

　プログラム中の宣言文から記号表を作るために,図5.9に示すMk孔b

で始まる関数記号を用意する.これらの関数記号は,その第1引数に与

えられたソース言語の定数宜言や変数宜言から,第2引数に与えられた

記号表に識別子と属性の対を追加して得られる記号表を返す｡例えぱ,

MkTabごvarNameは,次のように定義され,関数Addvarを用いて,変数を

登録している｡

　　MkTab-varNae(varNae(id),sym-tab)

　　゛Addvar(id,sym-tab);

　コンパイラ関数記号はCompである｡これは,ソース言語の開始記号

(program)をアリティ,ターゲット言語の開始記号(instムt)をソートとす

る関数記号である,次の等式で示されるように,Compに与えられた

ソースプログラムは,空の記号表,および,コンパイル開始番地と共に

ConlpiProgramに引き渡される.

　　　ComP(Progra)

　　　゜s　Comp-Program(Progra,　lnitSymTabO　,　0)
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OPERATORS

　　MkTab-ConstPart:

　　MkTab_ConstList:

　　MkTab_ConstDef　:

　　MkTab｡varPart　　:

　　MkTab-varList　　:

　　MkTab_varNajne　　:

　　MkTab_ProcPart　:

　　MkTab-ProcList　:

　　MkTab_ProcDc1　　:

第5章コンパイラの代数的仕様記述と自動生成

const-Part　,　sym_tab　　　　-〉　sym　tab｡
const-1ist･sym-tab　　　　一〉　sym‾tab:

const一def　l　sym-tab　　　　　-〉　sym2tabl
var-Part　゛　sym-tab　　　　　　‾〉　sym一tab;

var'11st゛sym-tab　　　　　　‾〉　sym｡tab;

var-name゛sym一tab　　　　　‾〉　sym一tab;

Proc-Part,sym_tab,int　一〉　sym　tab,

proc-1ist･sym一tab,int　“》　sym2tab:
Proc-dc1゛sym一tab･int　　‾〉　sym一tab;

EQUATIONS

　ComP｡varPart(varPart(var-1ist).sym-tab,ic)

　==工nst-lnstList(

　　　　lnt_工nst(ic,
　　　　ADDJ:NT(ComP-varList(var_1ist,sym-tab),3))) 奢

ー

ComP-varPart(N1-varPart　O　,sym-tab･　ic)-N1-IllstLis七〇;

ComP-varList(Bs一V&rList(var一naJne)･syl'1-t゛b)

ss　Comp-varNaJne(var-name,sym-t゛b);

ComP-varList(工n-varList(var-1ist　･var-name)･sym-t゛b)
==ADD｡INT(

　　　ComP-varList(var_1ist,sym_tab),
　　　ComP-varName(var-name.

　　　　MkTab-varList(var_1ist,s戸_tab)));

ComP-varName(varNae(id),sym-tab)

==エF(㈹_INT(GetBlockNum(1d,sym_tab),0),0,1);

MkTab-varPart(varPart(var_1ist),sym-tab)
==MkTab-varList(var-1ist,sym_tab);

MkTab-varList(Bs｡varList(var-name),sym_tab)

==　MkTab_vajrName(var｡name,sym-tab);

MkTab_varList(ln-varList(var｡1ist,var｡name),sym｡tab)
==MkTab-varName(var_name,MkTab_VarList(var_1ist,sym_taTb));

MkTab-varNaJne(varName(id),sym-tab)==Addvar(id,sym-tab);
●●

図5.9:記号表に情報を追加するための仕様
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ここで,Comp-Progranlのように,Compの後にソース言語の非終端記号

が付けられた関数記号は,その非終端記号から生成される文をコンパイル

してその結果得られるコードを返す｡これらの関数記号の第2引数,およ

ぴ,第3引数には,それぞれ,コンパイルを行うのに必要な環境である記

号表とコンパイル開始番地が与えられる｡

　Comp-Programは,Comp-Blockの結果をそのまま返す関数である｡

Comp-Progra皿(PrograJn(block)･syll-tab　･　1c)

==ComP-Block(block,sym-tab,ic)

Comp-Blockは,定数宜言,変数宣言,手続ぎ宣言,文の四つの部分のコン

パイル結果を組み合わせて,プロックのコンパイルを行い,文に対する

コードの後に手続きの部分のコードを生成する｡

　この部分をWirthがPASCALを用いて作成したコンパイラと比較する

と,Wirthのコンパイラでは,最初にjmp命令を生成しその後で手続ぎの

コードを生成し,殿後に文のコードを生成しており,本仕様のコンパイラ

が発生するコードでは余分な命令が省かれている｡このような,前方参照

処理が容易に記述できるのは,Sizc_valPartのような補助的な演算が記述

できるからである｡

　図5.10に示すComp_Bloekを定義する等式の中で文をコンパイルする関

数Comp3tmを利用する部分を見ると,その第1引数にはコンパイルすベ

ぎ文が渡され,第2引数にはComl)-Bloekの第2引数として渡された記号

表に対して,定数宜言,変数宜言,手続き宣言の情報を追加した記号表が
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ComP-Block(Block(const-Part･var-Part･P17oc-Part･stm)･

　sym-tab,ic)

゜゜Append工nst(

　　　APPendlnst(

　　　　ComP-varPart(var-Part,

　　　　　MkTab_ConstPart(const-Part,sym-tab),1c),

　　　　APPendlnst(

　　　　　ComP-Stm(stm,

　　　　　　　MkTab-ProcPart(Proc-part,

　　　　　　　　MkTab-varPart(var一Part,

　　　　　　　　　MkTab-ConstPart(const-Part　,　sym-tab)),

　　　　　　　　ADD_INT(Size-varPart(var_Part),

　　　　　　　　　ADI)-INT(Size_Stm(stm),1c))),

　　　　　　　ADD｡I訂(Size-varPart(var_part),ic)),

　　　　　lnst-lnstList(Ret_lnst　O　))),

　　　ComP-ProcPart(Proc-Part,

　　　　MkTab-ProcPart(Proc-Part,

　　　　　MkTab-varPart(var-Part,

　　　　　　　MkTab-ConstPart(const_Part,sym_tab)),

　　　　　ADD_INT(Size_varPart(var-Part),

　　　　　　　ADD_INT(Size-Stm(stm),ic))),

　　　　ADD｡工NT(Size_varPart(var_Part),

　　　　　ADD-INT(Size-Stm(stm),ic))))

図5jO:　PL/O言語のブロック部をコンパイルするための仕様
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渡され,第3引数にぱComp-Blockの第3引数として渡されたBlockのコン

パイル開始番地に変数宣言のコードの長さを加えた番地を渡していること

がわかる｡

　次に,変数への代入文のコンパイルについて考えよう｡代入文のコンパ

イルを定義する等式は,

　　ComP-Stm(Assign-Stm(id,exPr),sym-t3･b,　ic)

--

--

lnstList(

　　　　　ComP-EXPr(exPr,sym-tab,ic),

　　　　　Sto-エnst(Add(Size-EXPr(exPr),ic),

　　　　　　GetBlockNum(id,sym｡tab),

　　　　　　SymTyPe“　lnt　(GetSymtyPe(1d,sym-tab))));

である｡これは,CompJExprによって得られた式の部分のコードの後

にsto命令を置くように定義されている｡sto命令の厦かれる番地は,

Size-Expr(expr)の文だけ後ろにずらされる｡代入される変数の環境が何レ

ベル外にあるかは,GetBlockNum(id､sym-tab)によって記号表から求めら

れる｡また,その変数のその環境における相対的な格納番地は,

　　　SymType`lnt(GetSymtype(id,sym-tab))

によって,記号表から求められる.

　このように,コンパイラを柚象データ型の関数Comp,Comp-Program､

Comp-Stm､‥･として捉え,記号表などの環境を陽に与えられるように記

述することによって,変数の割り当てなどのコンパイラの本質的な部分

を,メタ記号を用いることなく自然に記述することがでぎた｡これは,本

記述法の有効性を実証するものである.
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id

stm

-
-

exPr

図5.11:ソースプログラムの構文木の部分木

5.4　仕様からのコンパイラ自動生成

　本記述法に基づいて記述された仕様からコンパイラを生成するには,次

の三つの部分からなるコンバイラを構成するのが自然である｡

構文解析部:　ソースプログラムの構文解析を行って,ソースプログラムの

　　項を得る｡

項変換部:　構文解析部で得られた項にコンパイル関数を適用してターゲッ

　　　トプログラムの項を得る｡

コート゛生成部:　項変換部で得られた項からターゲットプログラムを生成す

　　る｡

これらのうち,項変換部は,仕様の抽象データ型を実現することで実装で

きるので,第3章で述べたCdimpleなどの抽象データ型の直接実現システ

ムが利用できる.したがって,以下では,構文解析部とコード生成部の生
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成について述べる｡

　構文解析部はソースプログラムの購文解析をして,構文木を項の形式で

出力すれぱよい.例えば,次の代入文に関する生成規則

　　Assign-Stm:　　stm　　:　:　゜　id　j　:　゛　゛　exPr

について考えると,図5､11の構文木の部分木に対して,それを次の形の項

に変換すれぱよい｡

　　　AssignJtl1(りid,77exPr)

ここで,ηid,77･II,rは,それぞれ,構文木ぐ1aぺ｡｡rrに対する項である｡この

変換は直構文変換を用いて行うことができる｡先に挙げた生成規則に対し

ては,次の直構文変換規則を用意すれぽよい.

　　　stm　　:　:゜　id　゛　:゜゛　exPr

　　　stm　　:　:　゜　゛Assign-Stm)　゛C　id　≒J　exPr　J)゛

すなわち,最初の規則を用いて構文解析をすると同時に,2番目の規則を

用いて文字列を生成していくと,ソースプログラムの解析が終了した時点

で所望の項が得られる｡

　コード生成部は項からテキストを生成するフェーズであり,構文解析部

とは全《逆の動作を行えぱよいので,直構文変換規則の順番を逆にするだ

けで,それ以外は構文解析部と同様に実装できる｡例えぱ,ターゲット言

語の生成規則

　　Lod｡lnst　:　　inst　:　:　=　int　llodJ　int　≒j　int

に対して,
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int　:　:=　JLod-lnstj　J(J　intl　゛　/　int2　J)?

1nt　:　:=　qod゛　intl　≒゛　int2

を用意することによって,ターゲットプログラムの項からテキストを生成

でぎる.

　さて,残されたのは直購文変換規則の実現であるが,これには,4.5で

述べた方法と同様に,UNIX上のツールであるLexとYaecが利用できる｡

例えぽ,先に示した直購文変換規則

　　stm　::゜　1d　≒゜J　exPr

　　stm　:　:゜　゛Assign-Stm゛　゛　(J　id　≒゛expr　゛)゛

は,次の形式で,

る.

　　Lex:

それぞれLexとYaeeに入力することによって実装でき

　":="　return(ASSIGN);

Yacc:

　stm　:　1d　ASSIGN　expr

　　　　=゜　$$゜concstr("Assign_Stm","(",$1,",",$3,")");

ここで,eonestrは,文字列の迪接を行うC言語の関数である｡Lexに対す

る記述は,文宇列':='を切り出して,Yaceに対して終端記号ASSIGNを

渡すことを指示している｡Yaccに対する記述の2行目に書かれたC言語

の文は,変数$1,$3に入っているidとexprの構文木の項から,それらを関

数記号AssigLStmの引数に持つ項を得るためのものである｡

　以上で述べた考え方に基づいて,コンパイラ生成系を作成した｡そのた

め,5･,2で述べた記述法に基づいて,具体的な仕様記述言語の設計を行っ
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　sOurCe

program

algebraic　specincation　of　compiler

　　Σ[刻term　　　　　　Σ区】term

図5.12:コンパイラ生成系の構成
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　target

progr削n

た[SSI86b].コンパイラ生成系は図5j2に示すように,Lex,Yacc　,　Cdimple

の三つのツールの他に,プリプロセッサから構成されている｡プジプロ

セッサは,購文解析部とコード生成部を生成するために,上で述べたよう

なLexをYaccの入力規則を仕様中の文法規則から作り出す.また,項変換

部を生成するために,仕様で与えられた等式集合を取り出して,Cdiml)1e

の入力形式に変換している｡

5.5　PL/Oコンパイラの自動生成とその動作例

　5.3で述べたPL/Oコンバイラの仕様を5.4のコンパイラ生成系を用い

て,直接的に実現した｡PL/Oロンパイラの仕様は約580行であり,これ
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const　m=84,n=36;

var　xly.z;

procedure　GCD;

　　var　f,g;

　　begin

　　　f:゜x;　g:゜y;

　　　while　f<≫g　do

　　　　　begin

if　fくg　then　g:゜g-f;

　　　　　　　if　g<f　then　f　:゛f-g

　　　　　end;

　　　z:=f

　　end;

begin

　　x:sm;　y:゛n;　ca11　GCD;

end｡

図5､13:最大公約数を求めるPL/OプログラムGCD

からコンパイラを生成するのに,SUN3/60を用いて,約83秒を要した｡

　実現されたコンパイラを用いて,種々のPL/0プログラムをコンパイル

することによって,仕様の誤りの発見,訂正が行えた｡また,仕様を変更

しても,コンパイラ生成系を用いて,容易にコンパイラを作り直してテス

トができるため,無駄な命令を省いた短いコードを発生させるコンパイラ

の仕様をすぱやく咋成することができた｡このことは,本論文で述べたコ

ンパイラの仕様記述法,ならびに,コンパイラ生成系の有用性を示すもの

である､
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ComP(
　Program(
　　Block(
　　　ConstPart(
　　　　　工n-ConstList(Bs_ConstList(ConstDef(¨m¨,84)),
　　　　　　ConstDef("n",36))),
　　　varPart(
　　　　　ln_varList(
　　　　　　工n_varList(Bs｡varList(varName(¨x¨)),
　　　　　　　varName("")),
　　　　　　varNa皿e(¨z¨y)),
　　　ProcPart(
　　　　　Bs-ProcList(
　　　　　　ProcDc1("GCD",
　　　　　　　Block(N1-ConstPart　0　,
　　　　　　　　varPart(工n-va17List(
　　　　　　　　　　Bs_varList(varNae(¨f“)),
　　　　　　　　　　varName(¨g¨))),
　　　　　　　　N1-ProcPart0,
　　　　　　　　BeginEnd-Stm(
　　　　　　　　　工n-StmList(
　　　　　　　　　　ln｡StmList(
　　　　　　　　　　　ln_StmList(
　　　　　　　　　　　　Bs-StmList(
　　　　　　　　　　　　　　Assign-Stm(llf'≒var-EX("x")))j
　　　　　　　　　　　　Assign-Stm(“g".var-EX("y"))).
　　　　　　　　　　　WhileDo_Stm(
　　　　　　　　　　　　NE-Cond(var-EX("f"),var_EX("g")),
　　　　　　　　　　　　BeginEnd｡Stm(
　　　　　　　　　　　　　　ln_StmList(
　　　　　　　　　　　　　　　Bs_StmList(
　　　　　　　　　　　　　　　　工fThen_Stm(
　　　　　　　　　　　　　　　　　LT-Cond(var-a(¨f¨),

満漂邸:
Miiius_EX(var EXぐg¨),-----一一-ヽ'一-∽--‾`　C

var_EX(¨f¨))))),
　　　　　　　　　　　　　　lfThen_Stm(
　　　　　　　　　　　　　　　　LT-Cond(var-EX(¨g¨),
　　　　　　　　　　　　　　　　　var_EX("f")),
　　　　　　　　　　　　　　　　Assign-Stm("f'≒
　　　　　　　　　　　　　　　　　Minus_EX(var-EX(¨f"),
　　　　　　　　　　　　　　　　　　var-EX(¨g¨)))))))),
　　　　　　　　　Assign-Stm(¨z¨,var-EX(¨f¨))))))))･
BeginEnd-Stm(
　工n-StmList(
　　　〕:n_StmList(
　　　　ln_StmList(
　　　　　　Bs-StmList(Assign-Stm("x".var-EX("m")))･
　　　　　　Assign-Stm("　"IVar一EX("n"))).
　　　　ca11_stm(¨GCD¨y),
　　　N1_Stm())))))

図5j4:プログラムGCDの項
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lnstList(lnstList(工nstList(lnstList(

lnstList(工nstList(工nstList(lnstList(

lnstList(工nstList(lnstList(lnstList(

lnstList(lnstList(工nstList(lnstList(

工nstList(lnstList(lnstList(工nstList(

lnstList(工nstList(工nstList(工nstList(

工nstList(工nstList(lnstList(工nstLis七(

lnstList(工nstList(lnstList(工nstList(

lnstList(lnstList(工nstList(工nstList(N1_工nstList　0　,

工nt_工nst(3)),Lit_lnst(84)),Sto_工nst(0,3)),

Lit-lnst(36)),Sto_lnst(0,4)),Ca1_工nst(0,6)),

Ret-エnstO),　lnt_lnst(5)),Lod_工nst(1,3)),

Sto-エnst(0,3)),Lod_lnst(1,4)),Sto_工nst(0,4)),

Lod-エnst(0,3)),Lod_lnst(0,4)),NE_工nst　O　),

JPc｡工nst(32)),Lod_工nst(0,3)),Lod_工nst(0,4)),

LTJ:nst　O　),　JPc_工nst(23)),Lod_工nst(0,4)),

Lodごlnst(0,3)),Diff_工nstO),Sto_lnst(0,4)),

Lod｡lnst(0,,4)),Lod_工nst(0,3)),LTJ:nstO),

JPc-エnst(31)),Lod-エnst(0,3)),Lod_lnst(0,,4)),

Diff-lnst　O　),Sto｡工nst(0,3)),JmP-lnst(11)),

LodJ:nst(0,3)),Sto-エnst(1,5)),Ret_lnst　O　)

図5.15:　GCDに対するPL/O計算機の項
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図5j6:　GCD　に対するPL/O計算機のコード
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　最後に,仕様から生成されたコンバイラの動咋例を示す.図513は,最

大公約数を求めるPL/OプログラムGCDである｡これを第1フェーズに

入力すると図乱i4の項が得られる｡これを第2フェーズに入力して,コン

ノぐイジング関数Coml)を適用すると図5.15の項が得られる｡さらに,第3

フェーズにより,図5jGのPL/O計算機のコードが得られる｡このコードは

Wirthのコンパイラによって得られるコードよりも短い｡このコンパイル

には,SUN3/60を用いて,0.4秒を要した.

5.6　おわりに

　本章では,コンパイラを柚象データ型の一つの関数としてとらえて,そ

れを代数的に仕様記述する方法を提案した｡また,実際に,PL/oコンパ

イラを記述することを通じて,関数呼び出しに伴うアドレス計算や変数の

割り当てなどの記述が,代数的な枠組みを越えることなく自然に記述でき

ることを示した｡

　さらに,コンパイラの代数的仕様からコンパイラを生成する方法を示

し,実際にコンパイラ生成系を実現した｡このシステムを用いることに

よって,コンパイラの仕様からただちにコンパイラの実現が得られるた

め,仕様の誤りの発見,訂正を素早く行うことができるぱかりでなく,よ

り良いコンパイラを設計するためのツールとしても有用である.

　本傘で述べた方法によりコンパイラの形式的な仕様を与えることができ

るので,コンパイラの仕様の検朕の議論が可能になる｡これについては第



5五　おわりに
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7章で述べる｡また,PASCALコンパイラなどの大規模なコンパイラの仕

様を記述することは,今後の課題である.
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第6章

代数的仕様の検証のための被覆集合帰納法

6.1　はじめに

　等式を用いて代数的に記述された抽象データ型の仕様が,所望の性質を

満たすことの検証は,仕様に基づいて作成される,あるいは,自動生成さ

れるソフトウエアの信頼性の向上のために重要である｡

　代数的仕様の検証は,典型的には,等式で衷現される性質がその仕様の

意味する代数の上で成立することを肛明することである｡仕様の意昧する

代数が仕様を満たす代数のクラスの始代数であるとぎは,この検肛は,仕

様を等式理論とみなし,性質を表す等式がその理論の帰納的定理であるこ

とを証明することに対応する｡

　帰納的定理の機械的斟明方法としては,lnduction,less　lnduction　と呼ぱれ

る手法が研究されてぎている【Mus80,Gog80,HH80,Pau84,Pue84,LLT87]｡

これらの方法はいずれもKnuth-Bendixアルゴジズム【BM川を利用してお

　　　　　　　　　　　　　　　　129
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り,次のような問題点がある｡

(1)手続きが無限ループに陥り易い｡

(2)項の上の順序の与え方によって,証明に央敗したり停止しなかったり

　　する｡

(3)否定的な結果が導かれた場合,すなわち,等式が帰納的定理ではな

　　いことが証明されたとき,仕様のどの部分にその原因があるのかが

　　実行結果から分りづらい｡

(1)と(2)は,lnduction-less　lnductionの手法で証明に失敗したり停止しな

かった場合に,項の上の順序の与え方や等式の適用の戦略を変更して証明

を繰り返し試みる必要性があることを衷している.また,(3)は,証明の

過程が直観的には理解しづらいためであり,仕様が満たすぺき性質を満た

すように仕様を変更するための指針が得にくいことを意味している.すな

わち,仕様の検証を通じた仕様の誤りの修正には,あまり適していない｡

　これに対して,伝統的な帰納法の朕明法は完全な機械化は困難であ

るが,(2)については問題がなく,また,(1)､(3)に対しても有利である

と考えられる｡実際に,被覆集合(cover　set)に基づく帰納法がZhangら

[ZKK88】により提案されている,

　著者も,Zhangらとぼぽ同時期から,代数的仕様の帰納的定理の帰納法

に基づく証明を行う際にこれを支援する手続ぎ,ならびに,その手続きの

正当性について研究を行ってきた【SSI89a､SSI89b､SSI90a､SSI91b､SSI91亦
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　第G章では,代数的仕様の帰納的定理の証明の機械的支援として有効な

被覆集合帰納法を提案する｡

　以下,6.2では代数的仕様の帰納的定理とその購造帰納法に基づく胆明

を形式化する｡6.3では被覆集合帰納法を提案しその多変数化,多重化を

行なう｡6.4では他の方法との比較を行なう｡6.5ではさらに,被覆集合帰

納法に改良を加える.

6.2　帰納的定理と構造帰納法

　本節では,まず,代数的仕様〈Σ爪£〉における帰納的定理を定義し,そ

の証明を行なうための構造帰納法の形式化を行なう｡

6.2.1　帰納的定理とメタ変数

まず,帰納的定理を定義しよう

[定義6.1]£を(FUF)等式の集合,いを(FUI/)項とするとき,

y(ぐQ;　77)を定義城とする任意の基礎代入θ∈び(ξ゛り)に対して£ト印Q=岬9

ならぱ,£トi,JO=む7と書き,｢£の下でぐと77が帰納的に等しい｣,もし

くは,｢0む7は£の帰納的定理である｣という｡　　　　　　　　　　ロ

　一般には,£トi,,aξ277を満たす等式0=;ゴ77は,£トぐ心77を満たすとは

限らない,例えぱ,図6.1は,o,suc(o),Suc(suc(o))､…と表現された自然

数の2の剰余を求める関数Modの仕様である｡この仕様に対して,等式
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Mod(Mod(川2　Mod(妁は烏｡aの定理ではないが,帰納的定理である.すな

わち,

烏｡d　l/　Mod(Mod(ヱ)汗Mod(肩

烏｡dトilld　Mod(Mod(･))J4odけ)

(Gj)

(6,2)

　次に,後での議論を容易にするためにメタ変数を導入する｡メタ変数

は,直観的には任意の基礎項を表現するために用い,帰納法による証明を

記号的に扱う際に必要となる.

　メタ変数の集合を訂1/とし､メタ変数にはSのソートが対応づけられ

ているとする｡すなわち,訂1/には関数sorり匹訂F→夕が付随してい

るとする｡(ソートを定める他の関数と同様に,この関数をsortと略記

する.)項の集合判FU月はメタ変数を含む項の集合7[FU17U訂U]

に自然に拡張できる.集合7[FUドU訂ド]の要素を(FUFU訂ド)項と

呼ぷ.項いΞ7[fUFU訂ド]中に現れるメタ変数の集合をMV(ぐ)で表

す.また,同一ソートのメタ変数と(FUU)項の対からなる有限集合

{〈斑ズI〉､…､〈μ,μ,,〉}をメタ変数への代入と呼ぷ｡その定義域は,代入と

同様にdomを用いて定義される｡また,ぐ1､…,Gがすべて基礎項,すな

わち,F項であるようなメタ変数への代入の集合をΘAfyと書き,その内

でdom㈲=Xを満たす汐,Ξ叫zyの集合をΘ7fyで表す｡以下では,払琲

などのp冷rで始まる文字列をメタ変数を表す記号として用いる.

　メタ変数の導入に伴い,本論文で扱われる等式理論は,メタ変数を含む

ように論理式すなわち等式が拡張される.(FUドU訂ド)項を両辺に持つ
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等式を(FUドU訂V)等式と呼ぶ｡メタ変数を含む等式集合£の定理の集

合ど(£)の定義においては,メタ変数は定数記号と同等に扱われるものと

する｡

　次に,トi,､aの定義をメタ変数を含む場合に拡張する｡

[定義6.21　rをげUドU訂ド)等式の集合,eをげUドU訂1/)等式とする

とぎ,任意の汐∈Θ四),ならぴに,任意のpeo茄印に対して£吊トe押

が成り立つとき,£'トi,､aeと書く｡　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　等式集合£がメタ変数を含まない時には,eの変数をメタ変数に,ある

いは逆にメタ変数を変数に置き換えても,eが£の定理,あるいは,帰納

的定理であるかどうかには影響しない｡すなわち,次の命題が成り立つ｡

[命題6.3]£を(FUI/)等式の集合,eを(FUド)等式とする｡また,変数

に対してメタ変数を一対一に対応させる関数y→訂1/をryとする｡この

とき,次の二つが成り立つ.

　£トe　iff　£ト･7(e)

£トind　e　近　£トindべe)

□

　以下では,脱明の都合上,(FUF)等式eではなく,げU訂F)等式eに

対して£トi,､パを証明する方法を議論するが,命題6.3はこれらの方法がメ

タ変数を含まない帰納的定理の胆明にそのまま適用でぎることを保証す

る｡
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6.2.2　構造帰納法

第6章代数的仕様の検証のための被覆集合帰納法

　構造帰納法[Bur69]は,帰納的に定裴されたデータ上の性質を証明する

のに適した帰納法である.本節では,まず,構造帰納法を形式化し代数的

仕様の帰納的定理の証明に適用できるようにする.

　本論文を通じて,シグニチャの演算記号は構成子(construdor)と非構

成子(dehed　syml)ol)に分けられていると仮定する[HH801　.　すなわち,代

数的仕様〈Σ工£〉に対して,関数記号の集合FがCとpに分割されてお

り,任意の基礎項0こ対して,£トξ277を満たす構成子のみからなる基

礎項7げ判CIが存在するとする1.このような条件を満たすFの分割は必

ず存在し(例えぱ,£)=礼また,その十分条件で決定可能なも,のが知ら

れている【HH80､LLT87].以下では,仕様に対して,そのような分割が与

えられているものとして議鴎を進める.

　構成子のみから構成される基礎項を構成子基礎項と呼ぶ｡構成子以外の

関数記号を含む基礎項には,£の下でそれと等しいことが推論でぎる構成

子基礎項が存在することから,次の命題が成り立つ.

[命題6,4]£を(FUド)等式集合,cを(FU訂1/)等式,メタ変数の集合

XがX⊆訂F(e)を満たすとする｡このとぎ,任意の構成子基礎項の

代入タ∈Θ勺こ対して£トdであるならぱ,£トi,､パである.また,

X⊇A片(e)のときは逆が成立する｡　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

IHnetらIHH80】の張件とは異なり,基礎項η∈割C}の唯一性は要求レない
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　この命題は,等式eが帰納的定理であることを証明するのに,構成子基

礎項の代入についてだけ調べれぱよいことを示している｡したがって,構

造帰納法は次のように形式化できる｡

[定理6.5(構造帰納法)]£をげUI/)等式の集合,eをげU訂ド)等式

とし,pをeに出現するメタ変数でそのソートをsとする.ま

た,/EFについて,p1,…､旅を互いに異なるメタ変数とし,

sort(荊)…sort(以)=arity(/),ならびに,{p1,…,扨}∩訂ド(0=φを満た

すとするとき,

任意の汐∈Θ泣∩哨J゛(e)について,j(≡Cかつsortげ)=sかつ

£ト{巾←祠則sort(拓)=s､1≦j≦た}ならぱ

£ト小←∫(p1､…､ぶ]θ　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨3)

が成り立つならぱ,

£トind　e 叫4)

　□

　この定理を証明するために,項の大きさを,0こ含まれる関数記号と変

数の出現の合計,すなわち,ぐを木として表現したとぎのノードの数と

し,|ξ|と表記する.

〈定理6.5の証明〉式(6,4)が成り立たないと仮定すると,命題(L4より,

£l/Jとなる構成子基礎項の代入幻ΞΘ茄(')が存在する.その内で|湖
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の最小のものを19'と置く.戸の最外の関数記号をDΞCとすれば,

戸=y(PI､…､政)ρを満たす匹Θ泣∩肖}が存在する.がの最小性より,

so叫仙)=sならぱ£トφ←拓]加十的(1≦j≦た) (6石)

が成り立つ｡式(Gj)､(□)より,£ト巾←y(PI,…,以)](ρ十θ'),すなわ

ち,£ト汐が導かれ,θ'の選び方に矛盾する｡したがって,式昨4)が導

かれる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口

　定理6jの帰納法による証明を機械的に支援するためには,式(6.3)をよ

り記号的に扱う必要がある｡そのために,メタ変数を含む等式の推論に関

して二つの命題を用意する｡

[命題6.6]Fを(FUI/UMV)等式の集合､eをげUI/UMV)等式とする.

このとき,£'トeならぱ,任意のρ∈Θ六に対して,.E'ρト印｡

〈略証〉椎論において,等式中のメタ変数は定数と同様に扱われるため,

Fトeの証明からFpト印の証明が直接的に構成でぎる｡　　　　　　ロ

[命題6,7]£を(FI　U　I/)等式の集合,£'を(FUyUMV)等式の集合,eを

(FUドUMV)等式とする｡このとぎ,｢£U£'トe｣ならぽ,『£ト£'な

らぽ£トe｣｡

〈略証〉£U£'トeの証明中の£'の要素を使う部分を£ト£'の証明で置き

換えることによって£トeの肛明が構成でぎる.　　　　　　　　　　　ロ

　定理6ゐ中の式(6,3)を記号的に扱えるように変更した次の帰納法が成り

立つ.
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[系6.8(記号推論可能な構造帰納法)】£を(FUU)等式の集合,eをげU

訂U)等式,pをeに出現する変数でモのソートをsとする｡ま

た,5EFについて,pl,…､旅を互いに異なるメタ変数とし,

sort(μ1)…sort(以)=arity(几{恥…,以}nF(e)=(βを満たすとするとき,

/ECかつsort(/)=詩らぱ

£U{φ←拓目sort(拓)=s､1≦i≦た}トφ←j(PI､…､旅)】　昨6)

が成り立つならぱ,

£トind　e

〈証明〉式(6句に命題Mを適用すると,

任意の汐∈Θ泣∩゛㈲m勺こ対して

£U{φ←祠則sort(拓)=s,1が≦吋

　　トφ←/(ph…,以)押

が成り立つ. これと,命題6.7から定理6.5の前提が成り立つ｡

6.,3　被覆集合帰納法

(6句

□

　6.3では,まず,一変数の被覆集合帰納法を与え,多変数への拡張,多重

帰納法への拡張,一般化の導入を行なう｡
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6.3.1　被覆集合帰納法の定義とその正当性

　複雑な構造のデータを表現することができる代数的仕様記述法の帰納的

性質を証明するためには,購造帰納法は十分な証明能力を持っているとは

いえない｡例として,図6ぶこ示す2の剰余の仕様を考えよう｡

　この仕様において,等式Mod(Mod(p));=ごMod(P)が烏｡aの帰納的定理であ

ること,すなわち,

£Modトind　Mod(Mod(7J))だMod(p)

を構造帰納法によって証明するためには次の二つを示す必要がある｡

烏｡a　トMod(Mod(o)沁Mod(O),

烏｡dU{Mod(Mod(り)沁Mod(9)}

　　トMod(Mod(Suc(9)))2　Mod(Suc(g))

(6.8)

(6,9)

(6,10)

しかしながら(6.10)は成り立たないため構造帰納法では証明できない.

　このような能力不足を改良するため,被覆集合の概念を導入することに

よって,構造帰納法を拡張する｡

　そのために,まず,被覆集合を定義する.

[定義6.9(被覆集合)]ソートsの(CU訂F)項の集合訂は,次の性質を

満たすときソートsの被覆集合と呼ばれる｡

ソートsの任意のC項7戸こ対して,リ=19(ぐ)を満たす項ぐ∈訂

とdom㈲⊇訂1ダ(ξ)を満たす代入タEem,が存在する｡　　ロ
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6洛被覆集合帰納法

被覆集合は,,代入により構成子基礎項を被覆する項の集合である,

次に関係とS,,hT,とS9T,とSJを定義する.
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[定義6.10〕判FU訂F]上の2項関係とs､,hT,とs叫r､とsJは次のように定碇

される｡

(1) と芦
`
J

sort(り)=sort(ぐ),

S詑T　?7

回

ぐもしくは77はぐの部分項
一

一

(2)ぐとsJ　77

　　　ぼ

　　7か←が]=ぐ､sort(p)=sort(ヅ),pEMV(77')を満たす7μョ判FU訂F]

　　とpE訂17が存在する｡

(3□

ξ

とSuT

　ぼ

77

とSubT　77へη'とSuPT　77を満たす7かΞア田U訂月が存在する.

　ξとsaT　77　かつぐ≠77のときは,ξ》-sJrリと書く｡また,とs縦r,

ついても,同様に表記する.

□

とSuTに

　ξとSJリフは77がぐと同一ソートの部分項であることを表す｡ぐとS｡I,T　77

は,直観的には図6.2に示すように,7)と同一ソートであるぐの部分項ぐ'を
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タM｡d={nat}

尽od=CModupMod

　　CMod={O:→nat､

　　　　　　　suc　:　nat　→nat}

　　pMod={Mod　:　nat　→nat}

烏･d°{Mod(O)20､　Mod(Suc(O)冲;Suc(O)､

　　　　　Mod(Suc(Suc(翔)J･lod(J)}

図6.1:自然数の2の剰余の仕様

〉-
---

図6.2:関係SupTの性質
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ρEMV(ぞ)で置ぎ換えた頂い7とが一致することを表す｡また,

とSubT　ととS9Tの合成関係である｡

　これらの三つの関係について次の二つの命題が成り立つ｡
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とsぼは

[命題6.111任意のいげ判FU訂川,および,dom(の⊇訂ド(ぐ)を満たす

任意の汐∈Θ六に対して,

(i)

ζ
″
`
`
'

とsミ77ならぱ,闘≧|湖

(2)0=≒T77ならぱ{消≧匯|

また,(1)､(2)ともに,ぐ≠似kらぱ,闘≠回|.

〈証明〉(巾こついては,とS｡hTが部分項の関係であることから明らか

であるので,(2)についてのみ示す｡と紬,Tの定義より,巾←消=ぐ,

sort(p)=sort(ず)冲EMVげ)を満たすいΞ判CU訂ド1とpEj片が存在

する｡いま,

四|　=　|心-ザ四

=　　|η[7J←ザθ】θ|

-　㈲ト71(μ/θト|湖)

が成り立つ｡ここで,n≧Oは77中におけるpの出現の数である｡ところ

が,pE訂1/(77')であることから,|り'θ|≧|湖.ゆえに,|消≧励|が成り

立つ,

　また,ぐ≠77ならぽ,pE7μヽつp≠77'であるため,7z≫0かつ

|仰|≫㈲|.ゆえに,|哨≫|湖.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
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[命題6.12]任意のい7∈7[FU訂ド],および,dom(の⊇訂1/(ξ)を満たす

任意の6りΞΘ六に対して,ξ》-sJηならぼ,|網>|湖.

〈証明〉ぐh日Tリならぱ,

(1)ヨ(匹tぺ とsul,r乙S (ysubT　77

(2)ヨ(､s,tぺ〉-s9T(､(とsぃhT　77

の少なくとも一方が成り立つことと命題G｡11より明らかである｡ □

[定理6.13(被覆集合帰納法)]£を(FUF)等式の集合,eを(FU訂1/)等

式,7)をeに出現する変数でそのソートをsとする｡また,訂をソートs

の被覆集合で訂1/(e)∩訂F(訂)=φを満たすとする｡このとき,

任意の汐∈Θ茄(印JA即e)について,

ぐ∈訂かつ£ト{φ←巾にysJリ}ならぱ£トφ←學　　(6j1)

が成り立つならぱ,

£トind　e (6.12)

〈証明〉式(6.12)が成り立たないと仮定すると,命題6.4より,£1/dとな

る構成子悲礎項の代入6りΞe茄(e)が存在する.その内で㈲|の最小のもの

をがと匿く,被覆集合の定義より,戸=ひを満たす0Ξ訂と/HΞΘ茄(ξ)

が存在する.　したがって,£|/巾←ぐ](ρ･十が),命題6.12よりぐ〉-sJr　77　なら

ぱ任意のりに対して|ひ|>|卯|であるから,/=ひの最小性より,任意

の引こ対して,
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7げsごぐならば£ト小←リ|(ρ十妁
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(6j3)

が成り立つ.式(6j3)､(G,11)より,£ト小←ぐ1(戸十妁,すなわち,£ツ汐

が導かれ,がの選び方に矛盾する｡したがって,式(6,12)が導かれる.ロ

定理6j3,命題G爪命題6.7から次の系が得られる｡

[系6.14(記号推論可能な被覆集合帰納法)]£をげUド)等式の集合,cを

げU訂ド)等式,Pを0こ出現する変数でそのソートを5とする｡また,

訂をソートsの被覆集合で訂F(e)∩訂ド(訂)=φを満たすとする｡このと

ぎ,

いΞ訂ならぱ､£U{小←771に》-s･T刀}ト小←ぐ]

が成り立つならぱ,

£トind　e

(6,14)

(6j5)

　　□

[例6.15]被覆集合帰納法を用いて,式昨8)が図6,1の仕様の帰納的定理

であることを証明する.まず,ソートnatの被覆集合万H｡aを次のように

とる｡

仙｡a={o,suc(o),suc(suc(り))}

pにÅ/H｡4の各々の要素をいれて帰納法を適用する.

(i)OE万H｡Jこ対して,Mod(O);=sOE烏｡aであるので,
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烏｡aトMod(Mod(O)け;Mod(O)

(ii)suc(o)∈坊｡Jこ

で,

対して,Mod(Suc(O))心Suc(O)∈烏｡aであるの

£H｡4トMod(Mod(S哨O)))2　Mod(Suc(O))

(㈲suc(suc(9))∈仙｡Jこ対して,

£H｡aU{Mod(Mod(g)沁Mod(g)､

　　Mod(Mod(Su巾))吋Mod(Suc(9))}

　トMod(Mod(Suc(Su巾))))2　Mod(Suc(Suc(Q)))

6.3.2　多変数の被覆集合帰納法

　以上で述べた拡張構造帰納法は,車一変数に対して帰納法を適用するも

のであるが,これをさらに多変数に対して適用する帰納法に拡張すること

がでぎる.そのための準備として,被覆集合を拡張する｡

[定義6.16](CU訂ド)項のn項組の集合訂は,次の性質を満たすとぎ

slx‥･×恥の被覆集合と呼ぱれる.

sort(リ1)=sh…､sort(77,,)=s,1を満たす任意のC項恥…､り,,に

対して,リ1=汐(ξl)､…､W=S(いを満たす〈ξ1,…ズ,,〉∈訂と

dom(の⊇訂ド(ぐl)U‥･U訂1/(ξ,,)を満たす6いΞΘAzyが存在す

る｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□
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　変数を含む項はいかなる項とも関係がないと考えることによって

判FU訂U]上の関係h･･Tを7[FUIダU訂川上の関係べJに拡張する.す

なわち,

ξべ｡Tリ1ff訂ド(ξ)=訂ド(77)=φ､かっぱys,,T　77

　以下では,混乱がないとぎにはべ｡Tを〉-Sdと書く.

　命題6.12を(FUドU訂回項のn項組の場合に拡張した次の命題が成り

立つ｡

[命題6.17]〉-SljTと非負整数上の大小関係>の二つの関係が同じ方法で

71項組上の関係に拡張されているとする｡このとぎ,任窓のげUIダU訂ド)

項の77項組〈ぐ1､…ズ,,〉,〈771,…､77,1〉と,dom(θ)⊇訂ド(ξ1)U…U訂ド(ξ,,)

を満たす任意の汐∈Θm川こ対して,

〈ξ1ぐ‥,&〉》゛suT〈リ1ぐ‥､?7,,〉

ならぱ,

″
I
C
‘

-iく
ー

である.

洲､…,16,θ|〉≫〈17�レ‥巾7消〉

□

　MJの77項組上の関係への拡張は,その方法で非負整数上の大小関係>

を7z項組上の関係に拡張して得られる関係>が無限減少列を生じない方法

で(例えぱ辞書式順序によって)行われているとすると,次の定理が成り立

つ.
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[定理6.18(多変数に対する被覆集合帰納法)]£を(FUI/)等式の集合,e

をげU訂ド)等式,ph…､p,,をdこ出現する変数,訂をsort(pl)×‥･×

sort(ル)の被覆集合で訂ド(e)∩訂ド(訂)=φを満たすとする｡このとぎ,

　　任意の汐∈碗汐いJ¨4J″゛(いJme)について,

　　〈ξ1､…ふ〉∈訂,かつ,

　　£ト{φl←応…小,←な]|〈ξ1,…,G〉〉-sJ〈応…泌〉}ならぱ,

　　£トφ1←仏…､拓,←司　　　　　　　　　　　　　　　　　(6,16)

が成り立つならぱ,

£トind　e

　この定理は,定理6.13と同様に証明できる｡

命題6.7を適用すると次の系が得られる｡

(6,17)

　　□

この定理に命題6.6とまた,

[系6,19(記号推論可能な多変数に対する被覆集合帰納法)]£を(FUI/)

等式の集合,eを(FU訂F)等式,p1,…心をeに出現する変数,訂を

sort(pl)×‥･xsort(μ,,)の被覆集合とする｡このとぎ,

〈ξl,…ぱ,,〉∈訂ならぱ,

£U(妁)1←応…小l←仙川〈ぐ1､…ズ,,〉ySljT〈む,…,な〉}

　　ト妁)1←ぐ1,…､p,t←ぐ,l]

が成り立つならぱ,

(6.18)
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£トind　e

SAdd={　nat}

八dd=CAddU£)Add

　　Gdd={O:→nat､

　　　　　　　　suc　:　nat　-4　nat}

　　£)Add={Add　:　nat,　nat→nat}

£Add={Add(ぶ､O)だぶ,

　　　　　　Add(r､SucO/)抑Suc(Add(Jd/))}

図G.3:自然数上の加算の仕様
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昨19)

□

　多変数に対する被覆集合帰納法を用いた証明例として加算の可換性の証

明を示す.図6.3は,自然数上の加算の仕様である｡

[例6.20]図6.3の仕様について,

瓦ddトi,,d　Add(p0,90)Q=･Add(g0,坤)

を胆明する｡ソートn.atxnatの被覆集合j444を次のようにとる.

j心a4 ={〈o､o〉,〈suc(p),o〉､〈o,suc(Q)〉,〈suc(p)､suc(な)〉}

(6.20)
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　辞書的順序を用いて〉-s｡Tを(FUIダU訂1/)項の2項組上の関係に拡張す

ると,式(6,18)が成立することを次のように証明でぎる｡

(1)〈o,o〉∈仙ddについて,pOいOにそれぞれoとoを入れて帰納法

　を遁用すると,

£AaaトAdd(O､O)a　Add(O､O)

(1i)〈suc(礼o〉∈坑aについて,pOと9oにそれぞれsuc(p)とoを入

　れて帰納法を適用すると,

£AddU{Add(p,ご)だAdd(ご,7))ぐ‥}

　トAdd(Suc(池O徊Add(O､Suc(p))

(㈲〈o､su巾)〉∈訂｡について,poと9oにそれぞれoとsuc(9)を入

　れて帰納法を適用すると,

£AaaU{Add(0,巾=ごAdd(り､o)}

　トAdd(O､Suc(g))･=ごAdd(Suc(9),0)

(iv)〈suc(j))､suc(g)〉∈訂alについて,pOと90にそれぞれsuc(p)と

suc(g)を入れて帰納法を適用すると,

£Add　U{Add(P､こ)穴ゴAdd(こ,p)ぐ‥,

　　　　Add(Suc(p)､り沁Add泳Suc(p))}

　　トAdd(Suc(μ)､Suc(9)沁Add.(Suc(g)､Suc(μ))
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　辞書式順序を用いて拡張しているので,2項組〈Pズ〉はその第2頂

ぐ∈判fUFU訂F]に関わらず〈Suc(p),0〉ysJ〈p,ぐ〉である,　したがって,

推論に用いることのできる等式は無数に存在することになるが,等式

Add(7)､ご);=ごAdd(ご､p)は,推論の際に変数こに任意の項を代入でぎるので,

それらの内で最も一般的な等式と考えられる｡　　　　　　　　　　　ロ

6.3.3　多重帰納法への拡張

　複雑な検証を行なうには一般化と帰納法の多重化が不可欠である｡し

かしながら,定理6.13や定理6j8の帰納法では前提が｢任窓の引こ対して

£ト£哨ならぱ£ト洵』の形式で,結論の形式が£トi,,aeであるため,こ

れを多重帰納法として適用できない｡そこで,前提と結諭を同じ形式にす

ることにより被覆集合帰納法を拡張してこれを可能にする.

[定理6.2　1　(多重帰納法向きの被覆集合帰納法)]£を(FUド)等式の集合,

E'を(FUI/U訂F)等式の集合,eを(FU訂ド)等式,pをcに出現す

る変数でそのソートをsとする｡また,訂をソートsの被覆集合で

訂y(e)∩訂y(訂)=φ､訂回ど)∩訂y(訂)=φを満たすとする｡このとき,

　　任意のθ∈Θ鸚ぽ糾mξ)J(e)にづいて,

　　ぐ∈訂かつ£ト£'[μ←崇かつ£ト{φ←巾ぽ》-SIT　77}ならぱ

　　£トφ←印

が成り立つならぱ,

　　任意の汐∈Θ2江(恥J゛(e)について,

(6,21)
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£ト£句ならぼ£トd (6.22)

〈証明〉式匯22)が成り立たないと仮定すると,命題6.4より,£ト£りか

つ£l/所となる構成子基礎項の代入θ∈Θ茄(゛)o六(')が存在する.その

内で|湖の最小のものをθ'と置く｡被覆集合の定義より,/=邸を満た

すDΞ訂と/)GΘ1汀(oが存在する｡が

で,

£ト郡μ←ぐ】(ρ十が)

ならびに

£吋[7)←ぐ](ρ十妁

=[7)←ぐ湘'=[p←ξ】(ρ十的なの

である.命題6.12よりい-sむ,7ならぽ任意のがこ対して|ひ|>|卯|である

から,戸=ひの最小性より,任意の引こ対して,

いくsJぐならば£'トφ←771(ρ+θ') (6,23)

が成り立つ.式(6,21)､(6.23)ならびに,式(6,21)より,£トφ←ぐ](ρ+妁

すなわち,£l/　eθ'が導かれ,がの選び方に矛盾する.したがって,式

昨22)が導かれる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　定理6.21の式(G,21)と式(6,22)は同じ形式であるため,式(6,21)を導く

ために再帰的にこの定理を用いることがでぎる｡また,

芦
s
'

e訂ならぽ£U伺μ←ぐ]UEト{φ←7711い-sJ　77}

トφ←ξ】 (624)
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が成り立てぼ,式(6,21)が成り立つ｡したがって,式匹21)が成り立つこ

とを示すためには,式(6,24)を示すか,あるいは,,再帰的に帰納法を適

用すれぱ良い.また,式G.22が£'=ゆとして得られれば,定義G｡2より

£トh､aが得られる.

　次に,定理6.21の多重帰納法と共に用いられるように,一般化の手法を

形式化する｡

[定理6.22(一般化)]£を(FUI/)等式の集合,£'をげUドU訂ド)等式

の集合,eを(FU訂ド)等式,(をeのソートsの部分項とする｡また,μ

をソートsのメタ変数でpダ訂F(e),列n什'(£')を満たすとする｡このと

き,

　　任意の恥ΞΘ鴬Jご(g'糾四e)について,

　　£ト£'θかつ£ト(θypθならぱ£トe[ぐ/湘　　　　　　　　　(6.25)

が成り立つならぽ,

任意の汐∈Θ沼;(S')JJ゛(e)について

£トΓθならぱ£ト� 昨2G)

ここで,e【(か1はeの部分項ぐをpで厦ぎ換えて得られる項を表す｡

〈証明〉式(6.26)が成り立たないと仮定すると,£ト£'θかつ£l/所を

満たすSGΘ茄(の肖吟)が存在する,ρ={〈p,卵〉}とおぎ,式(6,25)を用

いると,£トe[ぐ←庶ρ十のが得られる.碓/庶ρ十の=水/即押=Jで

あるので,£1トdが導かれる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口
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タエsort　°{　boo1,nat,11st　}

八sort　°　Clsortuplsort

　　Clsort　°　{True:　→boo1奏
　　　　　　　　False:　→boo1,

　　　　　　　　0:　→nat,

　　　　　　　　S:　nat→nat,

　　　　　　　　Ni1:　→11st,

　　　　　　　　　cons:　　nat,1ist　→　1ist　}

£)18ort　s　{lnsert:　nat,11st→1ist,
Sort:　11st→11st,

lsOrdered:　1ist→boo1,

●膏● }

£ls｡rt={isOrdered(NiiO)gゴTrue(),

　　　　　lsOrdered(Cons(x,N110))gごTrue　0　,

　　　　　lsOrdered(Cons(x,Cons(y,z)))

　　　　　QゴAnd(GreatEqua1(x,y),lsOrdered(Cons(y,z))),

　　　　　Sort(Ni10)2　Ni10,

　　　　　Sort(Cons(x,y))Q:;　lnsert(x,Sort(y)),

　　　　　lnsert(x,Ni10)2　Cons(x,N110),

　　　　　lnsert(x,Cons(y,z))

　　　　　a　lf(GreatEqua1(x,y),

　　　　　　　　　Cons(x,Cons(y,z)),Cons(y,lnsert(x,z))),
●参● }

図G.4:選択法に基づくソーティングの仕様
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[例6.23]図6,4に示す選択法に基づくソーティングの仕様に対して,玖上

で述べた手法を用いた証明例を付録に示す｡この仕様においてlsOrdered

は与えられたジストが降順であるとぎにTmeを返す関数である｡し

たがって,£トiod工sOrdered(Sort(PO))2　TrueOを示すことによって,

ソーティングの結果は降順であることが証明される｡

6.4　他の方法との比較

　Zhang【ZKK鯛らは,著者とぼぽ回時期に被覆集合の概念に茄づく帰納

法を提案している｡実際,6.3.1ならびに6.3.2で定義した被覆集合帰納法

は,Zhangらの方法とよく似ている｡本節では,これらの比較を行う｡

　著者の方法(以下では方法Sと呼ぶ)とZhangらの方法(以下では方法Z

と呼ぶ)とは,本質的には,次の二つの点で異なる.

出被覆集合の定義

(2)帰納法の仮定の定め方

　(1)については,方法Sでは,被覆集合を作る際に構文的に被覆するよう

に,すなわち,任意の項η∈判C]に対して,η=･7(ぐ)となるようなぐの集

合をとった｡これに対して,方法Zでは,等式集合Eに基づいて,すなわ

ち,£ト772吋ぐ)として定義している｡これを比較すると,方法Sで被覆

集合の条件を満たす集合は,方法Zにおいても被覆集合になる.すなわ



154

タM｡dP

第6章代数的仕様の検証のための被覆集合帰納法

゜{nat,pair}

昂｡dP=G｡dPU£)ModP

　　CModP　°　{O:→nat,

　　　　　　　Suc　:　nat　-゛　nat,

　　　　　　　Pair　:　nat,nat→Pair}

£)IModP={Mod　:　nat　→nat

　　　　　ModP　:　Pair　→Pa1r}

£M｡dPコ{Mod(O)だo､

　　　　Mod(Suc(O))･=ごSuc(O),

　　　　Mod(Suc(Suc(ヱ)));=s　Mod(礼

　　　　ModP(Pair(rd/)沁Pair(Mod(礼Mod(y))}

図6.5:自然数の対の2の剰余の仕様

ち,(1)については方法Sは方法Zに含まれる｡文献{ZKK88】の最大公約

数の例は方法Zが浸れていることを示すものである｡

　(2)については,方法Sでは,h｡Tという関係を用いて生成する｡これ

に対して,方法Zでは,この部分に部分項を返す関係〉-S｡hTを用いてい

る｡トsJはh､市Tの拡張になっているため,方法Sが方法Zを含んでい

る.
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以下では,(2)についてSの方が優れている例をあげる｡
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[例6.24]図6,5の仕様は,自然数の対に対して,その各々の要素の2の剰

余を求める関数ModPの仕様である.等式eをModP(ModPG巾丿咄JOうと

するとぎ,£ModPトi,､aeは,著者らの方法では,被覆集合を次のようにとる

ことにより証明できる｡

A7H｡4『 ={Pair(O､O)､Pair(0,Suc(O))､Pair(O､Suc(Suc㈲))､

　　Pair(Suc(O),0)､Pair(Suc(O)､Suc(O)),

Pair (suc(o)､suc(suc(g)))､

Pair(Suc(Suc(p))､o)､Pair(Suc(Suc(μ))､Suc(O))､

Pa1r(Suc(Suc(p))､Suc(Suc(g)))}

　例えぱ,Pair(Suc(Suc(p))､Suc(Suc(9)))∈訂に対しては次のことを示せ

ぱよい｡

£M｡dPU{e[ぶ←Pair(P,!/)],

　　　　e【J←Pair(Suc(p),1/)],

　　　　巾←Pair(Suc(suc(p)),9)1,

　　　　巾←Pair(Suc(Suc(p)),Suc(Q))】}

　　　ト巾←Pair(Suc(Suc(p)),Suc(Suc(り)))]

　巾←Pair(Suc(Suc(p)),Suc(Suc(g)))]の両辺は次のように烏･dpで書ぎ

換えられる｡

　　烏｡4汁ModP(ModP(Pair(Suc(Suc(p)),Suc(Su巾)))))
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　　　　2　Pair(Mod(Mod(p)),Mod(Mod(g)))

£ModPトModP(Pair(Suc(Suc(p)),Suc(Su雨))))

　　　　　　Q=;Pair(Mod(p)､Mod(9))

これに,巾'←Pair(pd/)】を適用すれぱ,両辺が等しいこ

jyH｡arの他の要素に対しても同様に証明される｡

とが導かれる｡

　この例の場合,方法Zでは帰納法の仮定となる等式集合が空になる｡そ

の理由は,Pair(Suc(Suc(p))､Suc(Suc(g)))の中にそれと同一のソートであ

るPairをもつ部分項が存在しないためである｡なお,彼らの方法では次

の補題を与える必要がある.

£M｡dPトind　ModP(ModP(Pair(1/､z)))だModP(Pair(1/,z))

6.5　被覆集合帰納法の改良

　機械的な証明を支援する観点からいえぱ,補題がなるべく少なくてすむ

方が望ましい｡その意味で,6.3で述べた被覆集合帰納法は,代数的仕様

の帰納的性質の証明に適しているが,まだ,能力に不十分な点がある｡本

節では,その点を明らかにし,被覆集合帰納法の改良を行う｡

　図6.6の仕様は,自然数の2次元ベクトルの和を定義している｡この仕様

に対して,ベクトル和の可換性,すなわち,

£Addv　トind　Addv(Jd/)たAddv(?/､J) (6,27)
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タAddv={nat,vec}

八ddV=CAddVU£)AddV

　　CAddv={O:→nat,

Suc　:　nat　→nat､

　　　vec　:　vec,　vec→vec}

゜{Add　:　nat,nat　-゛　nat,£)AddV

　　　　　Addv　:　vec､　vec→vec}

£Addv={Add(J,0)穴=;J,

　　　　Add(J､Suc(1/)冲Suc(Add(･,!/)),

　　　　Addv(vec(J,!/),vec(zぷ)吋vec(Add叫社Add(!/ぷ))}

図6.6:自然数の2次元ベクトル上の加算の仕様

157
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を被覆集合帰納法で証明することはでぎない｡ここでは,次に示すソート

vecxvecの被覆集合を用いて証明を試みることによって,央敗の原因を

示す｡

j7Aaav ={くvec(o､o)､vec(o､o)〉､

　　くvec(suc(p)､o),vec(o,o)〉､

　　くvec(o､o)､vec(suc㈲,o)》､

くvec(Suc(p),Suc(Q))､vec(Suc㈲,Suc(t))〉}

　この中で,くvec(O､o)､vec(Suc(7‘)､O)〉∈万A4avに関しては,%,eをそれぞ

れ次の等式とするとぎ,

りl

e

-

嚇-⇒

-

-

次式を示す必要があるが,

£AddVU{貼}ト　e

Addv(vec(0,0),vec(r,J))

2　Addv(ve巾,牡vec(O､O))

Addv(vec(O､O)､vec(Suc(7･)､O))

2　Add(vec(Suc(r)､o),vec(0,0))

これは成り立たない｡

これをもう少し詳し《観察しよ ,等式(6,29)の両辺は,それぞれ,

(6,28)

昨29)

(6,30)

(6.31)

昨32)

ヽ
つ

£Addv　ト(左i2;1)2　vec(ら雌叫JOよ徊勾

£AddV　ト(右辺抑veC(SUC(7ヽ)､o)
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となる.　したがって,£Addvと帰納法の仮定である等式(6.28)を用いて

vec(Suc(Add(Oげ))､O)とvec(Suc(叶O)が等しいことが示せればよいのであ

るが,£AddVを用いて等式昨28)の両辺を£Addv等価な項に蒙き換えても,

次の式しか導けない｡

£Addv　ト　vec(Add(oげ),0)だvec(r,0) (□3)

この等式は,£AddV　と等式昨28)から導かれたものであるから,これを式

(6.31)と式(02)に適用してもよい.実際,武(6よ)に適用してこれが式

(6,32)と等しいことが示されれぱよいのであるが,式(6,3　1　)の関数記号

veeとAdd､の間にSucが入っているためこれは不可能である｡もし,等式

(6.33)の代わりに,次の等式

Add(Oげ)心?゛ (6.34)

のようにより強い等式を帰納法の仮定として用いてよいならぽ,これを式

(6.31)に適用して式(6,32)と等しいことが示すことができ,朕明が可能に

なる｡

　以上の考察に基づいて,等式(6,34)のような帰納法の仮定が用いられる

ように被覆集合帰納法を拡張する｡

[定義6.25](FUy)等式の集合£に対して､次の条件を満たす関数記号∫

をE消約的(あるいは車に消約的)という｡

(FUI/)項ぐ1,‥･､G,771ぐ‥､77,jこ対して,
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£ト∫(ぐI,…､G)Qゴ∫(η1,…､77,1)

ならぱ

£トぐ1だηh‥･,£トξnQ=;り,1

□

　召を項書換え系として捉えたとき合流性があるならぱ,左辺の最外に現

れない関数記号は消約的である｡

i定義6.2哨Eをげい勺等式集合,coをE消約的な構成子の集合とす

る.このとき,(FUFU訂F)等式を引数として,(FUFU訂ド)等式の集

合を返す関数DecmpとDerivEを次のように定義する｡

Decm

-

-

(ぐQ=;77)

　Decml)(ξlaり1)U…UDecmp(&2　77,,)

　　　　　　ぐ=∫(ぐ1,‥･,ξn),η=/(η1,‥',η,l)

　　　　　　かつ/∈らのとき

　{ぐ;=l=;77}　それ以外のとき

DerivE(ぐ277)={ぞ;=s7/げトξ2ξ'､£ト7j々7/}

□
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　直観的には,Decmpは与えられた等式の両辺の根から順に,等しいCO

の関数記号を取り除いてできる等式の集合を返す｡また,DerivEは等式の

両辺をそれぞれ£によって等しいことが椎論できる項で置ぎ換えて得られ

る等式すべての集合を返す｡

　これらの二つの関数に関して次の命題が成り立つ｡

[命題6.27](FUy)等式集合£,(FUドU訂1/)等式刈こ対して,£トeな

らぽ,

(a)任意の等式0ΞDecmp(e)に対して,£トe'が成り立つ｡

(1))任意の等式○ΞDerivE(e)に対して,£トe'が成り立つ.

□

[命題6.28]eを(FUI/U訂川等式,θ∈Θごをメタ変数への代入とす

る.このとぎ,

DeclTlp(d)⊇{洵匯EDecmp(e)}

DerivE(J)⊇{♂則♂EDerivE(e)},

が成り立つ｡

昨35)

(G,36)

　　□

　Decmpはその定義域を(FUドU訂ド)等式の集合に自然に拡張でぎる｡

すなわち,£'を(FUI/U訂F)等式の集合とするとぎ,

Deemp(£')=UDecmp(e)
　　　　eE£″
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このように拡張されたDecmpに対しても上の命題6.27と命題6.28が成り立

つ｡

　DecrnpとDerivEの概念を用いて記号被覆版被覆集合帰納法を拡張す

る｡ただし,簡車のために一変数の帰納法,すなわち,系6.14の帰納法の

拡張について述べる｡

[定理6.29(拡張された被覆集合帰納法)]£を等式集合,eを等式,Jをe

に出現する変数でそのソートをsとする.また,訂をソートsの被覆集合

とする,このとき,

ぐG訂ならぱ,

　　　£UUDecmp(DerivE(巾←頑)ト巾←ぐ]
　　　　　ηべSuTξ

が成り立つならば,

昨37)

　　£トinパ,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.38)

〈証明〉式(6,37)に命題6.6と命題6.7を順に速用すると次式が得られる｡

　　任意の幻EΘ茄(ξ)J゛(e)ついて,

　　0Ξ訂かつ£ト　UDecrnp(DerivE(巾←面)持らぱ£ト巾←崇
　　　　　　　　　ヤくSuT4

これに,命題G.28を適用すると次式が得られる｡

任意の吋Θ頁(匹9(e)ついて,

昨訂かつ£ト　UDeemp(DerivE(巾←巾))ならぱ£ト巾←巾
りべSuT4
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これに,命題6.27を適用すると次式,すなわち,定理6j3の前提が得られ

る｡

任意の汐∈○茄(OJ印勺こついて,

いE訂かつ£ト{φ←･7]θIO-sJ　77}ならぱ£トφ←崇

□

　このように拡張された被覆集合帰納法が手続き化でぎるかどうかについ

て述べてお《必要がある｡DerivE(e)は一般的に無限集合である｡したがっ

て,拡張された被覆集合帰納法は,一般的にいえぱ手続き化できない｡し

かしながら,項書換え系児(£)が合流性を満たし,eの両辺が正規形を持

つ場合には,DerivE(e)の代わりにeの両辺をそれぞれ正規形で賑き換えて

でぎる等式n玩(E)(e)を用いても肛明能力が落ちることはない【SSI91a].斌

下ではこれを示す.

　項書換え系児(£)における正規形に出現する関数記号を構成子とするこ

とにより構成子の集合Cを定めることができる｡項書換え系児(£)が合流

性をみたすならぽ,左辺の最外に現れない関数記号は消約的構成子であ

り,これから消約的構成子の集合Coを定めることがでぎる.このとぎ,

次の定理が成り立つ｡

[定理6.30]£を(FUI/)等式集合とし,児(£)が合流性を満たすとする.

また,e/を(FUyUMV)等式とし,nら(E)(e)が存在するとする｡このと

き,
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£UDecmp(DerivE(e))トど

ならぽ,

£UDccmp(nG(E)(e))トe',

　この定理は,

される｡

次の補題の(1)から㈲を順に用いる

(6,39)

(6jO)

□

とにより容易に証明
･●S

t-

[補題6.31]£を(八八/)等式の集合とし,児(£)が合流性を持つとする.

また,£'を(FUvU訂杓等式の集合,e,eツ'を(FUyU訂V)等式とす

る｡このとき次が成り立つ｡

出　£'Un粉(E)(e汁e

(2)£U£'U{e'}トeならぽ£U£'UDeemp(内トe

(3)£U£''トeならぱ∀e″EDerivE(e)､£UFトど

(4)£U£'トeならぱ∀e'EDecmp(e),£U£'トe' □

　定理6.30は,ある等式の両辺が等いヽことを£UDecmp(DerivE(e)汁e'

を用いて推論できるならぱ,£UDecmp(I海(E)(e))トどを用いても推論で

ぎることを示している.したがって,ある帰納的定理が定理6.29の帰納法

で証明できるならぱ,次の系の帰納法で服明できることがわかる｡
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〔系6.32]eを等式,jrを等式に出現する変数でそのソートをsとする.ま

た,訂をソートsの被覆集合とする｡このとぎ,任意のいΞ訂に対して,

　　　£U　U　Decmp(nfg(E)(巾←リ]))ト巾←ξ|
　　　　　　刀咆｡Tξ

が成り立つならぱ,

£トil;リ?

6.6　おわりに

(い1)

□

　代数的仕様の帰納的定理の証明に適した帰納法である被覆集合帰納法を

提案し,その多変数化と多重化を行ない,一般化について形式化した｡ま

た,それらの正当性の証明を行なった｡

　多重化された被覆集合帰納法の証明能力は,一般化を含まない場合に

は,lnduetionless-lnductionによる手法と同程度であると予想している｡

また,一般化を含む場合には,被覆集合帰納法の方がすぐれた胆明能力を

持つと考えられる.実際,付録Aで示した駐明は一般化なしでは非常に困

難である｡これらの方法の証明能力の差を明らかにすることは今後の課題

である｡

　仕様を項書換え系とみなしたとき有限停止性を満たすという条件の下

で,系6.14の一重の被覆集合帰納法に基づいて帰納的定理の証明を支援す
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る手続きについては既に文献[SSI89alに示している.多重帰納法を用いた

証明を支援する手続き,ならびに,これらの実現は今後の課題である.



第7章

コンパイラの代数的仕様の検証法

7.1　はじめに

　仕様記述法に望まれる重要な性質の一つは,仕様の正当性の検証を行な

いやすいことである.これはコンパイラの仕様についても同様であり,生

成されるコンパイラの信頼性を向上させるためには仕様の検証が有効であ

る｡また,検駐の方法によっては検証の途中で仕様の誤りが発見でぎ,そ

の修正を行なうための有用な情報が得られる｡

　コンパイラの正当性は,一般には,｢任意のソースプログラムに対し

て,そのソースプログラムの意味とそのソースプログラムをコンパイラに

かけて得られるターゲットプログラムの意味が等しい.｣として定義でぎ

る｡ここで問題となるのは,言語の意味を記述する方法と,ソースプログ

ラムとターゲットプログラムの意味の等しさの定義である｡

　本章では,言語の意味の記述法については,基本的に第4章のLassの入
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力として用いた仕様記述法を利用する.これにより,言語の意昧は,ソー

ス言語とターゲット言語のそれぞれについて,構文領城から意味領域への

意味写像として与えることがでぎる｡

　意味の等価性としては,ソース言語の意味領城からターゲット言語の意

味領域への変換を意昧する写像ごを,コンパイラの仕様と同様な方法を用

いて関数として与える｡すなわち,ソース言語の意味領域の要素とター

ゲット言語の意味領域の要素の等価性は,この写像を通じて定義される｡

　以上により,図5.1において,コンパイラの写像7,ソース言語の意昧写

像61,ターゲット言語の意味写像飢　ソース言語の意味領域の要素とター

ゲット言語の意味領域の要素を対応させる写像εを定めることができる｡

これにより,図5jの可換性を示すことによってコンパイラの検証を行な

うことができる｡

　以上の考え方に基づき,第5章で述べた記述法に基づいて書かれたコン

.'゛イラの仕様の検証を行なうための枠組を提案する.また,PL/Oサブ

セット言語のコンパイラの仕様を実際に検証し,それから得られた結果に

ついて述べる｡

7.2　仕様の検証の枠組

　検胆の対象は,第5章の記述法に従って記述されたコンパイラの仕様で

ある.すなわち,ソース言語の構文領域の仕様

£｡=〈5,〈jvT£',jPj″･〉･φ酒〉



7.2.仕様の検証の枠組

ならびに,ターゲット言語の構文領域の仕様

£,=〈s､〈yび≒戸'〉泳φ〉

コンパイラ領域の仕様

C=〈〈召､Σc､yc､£c〉,/o〉
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から構成される.

　プログラミング言語の意味の記述は,これらのソース,ターゲットの各

言語の構文領域から意味領域への写像を定義する｡Lassの入力に用いた記

述法では,構文領域に基本仕様を含む形式で定義がなされていないため,

これを拡張したものを用いる.すなわち,ソース言語の意昧領城S玖,,な

らびに,ターゲット言語の意味領域S炳は,基本仕様召を加えた形式

夕£)｡=く召,Σタ£)'jノタ£)',£sz)'〉

タp,=く召,ΣsD'jパ£)',£sD'〉

として与える｡ソース言語の意味写像の仕様は4.2.3で述べた方法をその

まま用いると,次のように与える｡

Γ｡=〈pj､jr,xj､双j〉

　意味写像の記述は,意味方程式として与えられているため,これを次の

ようにして柚象データ型の仕様P｡=〈5,ΣΓ｡,玲｡､£r｡〉とみなす.
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･シグニチャΣΓ｡は次のように定められるソートの集合ダ･と関数記号

　の集合F｢･の対〈ダ',F｢'〉である.

SΓ'

FΓ'

一

-

一

-

夕£'U夕S烏

FL'UFsz)'U

{訂回v匪∈ⅣT≒arity(訂一勺凧sort(訂jv)=む(y)}

･変数の集合衿｡はド9'UX'である｡

･等式の集合£r｡は,意昧方程式の集合R'の各々の要素を次のように

　変換して得られる等式の集合である｡

意味方程式

訂匠JI､…､J,l)]=仙/l←訂匯],…,!/｡←訂{ら]】

に対して,a,rity(p)

式

=y1…凡.､sort(p)=jvとするとぎ,等

訂-y(p(J1､…､ら))2仙/1←訂jV1(J1),…d/,l←訂jV,l(ら)]

は£r｡の要素である｡

　また,ターゲット言語の意味写像の仕様もソース言語の意味写像の

仕様と同様に,P,=〈ぴ､訂'､X″,把〉として与えて,抽象データ型の仕様

Γ,=〈5､ΣΓ,j今,漬r,〉とみなす.,
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　最後に,ソース言語の意味領域の要素をターゲット言語の意昧領域の要

素に対応させる写像勁の仕様瓦をコンパイラの仕様と同様の方法で与え

る｡

児=〈〈召,Σyuy£刄〉､びo〉

このとぎ,ソース言語とターゲット言語の意味領城の仕様タ仙とタ仙を含

むものとする｡

7.3　検証の方法

　実際にコンパイラの仕様を検証するために,前節で述べた仕様のすペ

てを含む柚象データ型の仕様y=〈5,Σ゛､y`',が〉を定義する｡これは,

£｡,£ぱ､タ玖,タ£)j,r｡､P,,児の各仕様のそれぞれのソートの集合,関数記号の

集合,変数の集合,等式集合の和集合をとることによって行なう｡

　以上のようにして得られた抽象データ型の仕様yは図7.1の領域として

概念づけられる｡

　コンパイラの仕様の検朕は,rf(ム(り)Qリo(Γ｡(o)がyの等式集合£゛の

帰納的定理であること証明することによって行なう.これか証明されれ

ぱ,すべてのソースプログラムHこ対して,tをコンパイルして得られる

ターゲットプログラムの意味と,fの意味をターゲットプログラムの意味

に変換したものが等しいことが示される｡

　これは,第6章の被覆集合帰納法を用いることによって際明が可能であ

る｡
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7章コンパイラの代数的仕様の検証法

domain　of　y

target　syntax

ニコフj
mappmg

Pt

Lt

SDt

target　semantics

図7よコンパイラの仕様の検証の枠組み

7.4　PL/Oサブセットのコンパイラの仕様の検証

　コンパイラの仕様の検証例として,PL/Oサブセットのコンパイラの仕

様を検胆した｡PL/0サプセットは,整数変数の宜言,整数値と変数値の

四則演算の計算式,ならびに,その計算値の変数への代入文の系列からな

る言語である｡この言語は非常に簡車ではあるが,変数宜言を持つためそ

のコンパイラには変数の格納領域を割り当てる機能が必要である｡すなわ

ち,コンパイラとして本質的な記号表を管理する機能があるという点で,

このコンパイラは自明でなはい変換を行なっている｡

検証に必要な柚象データ型の仕様全部を付録Cに掲載する.この仕様に
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おいて,四つの関数記号COMP,REPR､SM-program,TM-t-programは,

それぞれ,コンパイラん意味領域の変換弥ソース言語の意味写像Γ｡､

ターゲット言語の意味写像Γ,を表している｡

　したがって,このコンパイラの仕様は,次の等式が仕様yの帰納的定理

であることを証明することによって検証される.この服明は,第6傘の被

覆集合帰納法を用いて容易に証明できる｡

TM-t-Progra(COMP(J)汁REPR(SM-Program(J))

7.5　おわりに

　第5章のコンバイラの仕様記述法に基づいて書かれたコンパイラの仕様

を検証する方法を述べ,実際に,PL/Oサプセットのロンパイラの仕様を

検証した.その際にコンパイラの仕様の記述誤りが一つ発見,修正でぎ

た｡

　本方法では,図7.1の可換性に基づく検証法を示したが,goの与え方に

よって,その証明の手間が相当に変化する｡すなわち,!7oの仕様児を非常

に詳しく与えた場合には,検証の手間が少なくて済む｡実際,PL/0サプ

セットのコンパイラの仕様の検駐はこの部分を比較的詳しく与えた｡しか

しながら,この部分の仕様をソース言語とターゲット言語の意味領域の内

で入出力に関する部分のみの対応に限ると,その検駐は比較的面倒なもの

になる｡この場合の検証,ならびに,その際に胆明のための道具として第

6章の被覆集合帰納法が十分であるかなどについては今後の牒題である｡
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第8章

結論

8.1　本論文のまとめ

　本論文では,形式的な意味記述からコンパイラを自動生成する方法を明

らかにするために,代数的千法を採用してコンパイラの仕様記述法,その

仕様の検証法,コンパイラの自動生成法に関する一迪の研究を行なった｡

　まず,第3章で述べたように,コンパイラ生成系を昨成するためのツー

ルを作成した｡すなわち,抽象データ型の直接実現システムのアルゴジズ

ムを与え,実際に,Cdimpleシステムを作成した｡Cdipmleによって生成

されるプログラムは大変高速であり,代数的手法に基づ《仕様記述からの

ソフトウエア自動生成のためのツールとして有効であることが示された｡

　次に,第4章で述べたように,プログラミング言語の代数的仕様からイ

ンタプリタを生成する方法に関して研究を行なった｡すなわち,プログラ

ミング言語の代数的仕様から,その言語のプログラムを直接的に実行する

　　　　　　　　　　　　　　　　175
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方法,ならびに,そのような実行系を生成する方法を示した｡実際にLass

システムを作成し,PL/Oなどの言語についてLassを用いて言語処理系を

生成した｡その結果,Lassがプログラミング言語の設計のためのツールと

しても役立つことが示された｡

　第5傘では,ソース言語とターゲット言語,ならびに,ソース言語から

ターゲット言語への変換の情報を代数的に記述したものをコンパイラの仕

様とし,この仕様からのコンパイラ生成を図った.仕様からコンパイラを

自動生成する方法についても議論し,実際,このシステムを試作した｡

PL/O=･ンパイラの仕様記述,ならびに,その自動生成を通じて,この仕

様が自然に記述でき,また,生成されたコンパイラが効率的なコードを生

成することがわかった｡

　また,第6傘では,コンパイラの仕様の検証のための準備として,抽象

データ型の仕様と等式が与えられたとき,その等式が仕様の帰納的定理で

あることを斟明するための被覆集合帰納法を提案した｡この方法に従って

いくつかの帰納的定理を証明することによってこの方法の有効性が示され

た｡

　最後に,第7傘では,第5章の方法で記述されたコンパイラの仕様の検駐

を行なうための枠組を与え,実際に被覆集合帰納法を利用してPL/Oサプ

セットのコンパイラの仕様を検駐した｡

　これらの研兜の結果として,車純ながら言語として基本的な機能を備え

た言語のコンバイラを形式的に仕様記述がでぎ,その仕様からコンパイラ
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を自動生成できることが実証された｡さらに,言語の意味記述に対するコ

ンパイラの仕様の検証についても形式的な検証の枠組にしたがって検証が

可能であることが示された｡また,形式的な意昧記述からのコンパイラの

自動生成について,代数的アプローチが,仕様の記述性,コンパイラ自動

生成系の実現性,仕様の形式的検証の可能性において有効であることが確

かめられた｡

8.2　今後の課題と展望

　第3傘で述べたCdimpleの利用により,等式で書かれた抽象データ型の

仕様をCプログラムとして実現することが可能になる｡現在実装されてい

るCdimpleでは,3.4.2で述べた機能,すなわち,仕様の段階的な実現を支

援する機能と仕様の対話的変更を支援する機能が組み込まれていない｡こ

れを実装しその問題点を調べることは今後の課題である｡

　第5章のコンパイラの仕様記述法を用いて言語PL/Oのロン゛イラの仕様

記述を行ないその自動生成を行なったが,実用的な言語のコンパイラの記

述は与えていない｡今後,PASCALコンパイラなどの実用的な仕様を記述

し,本仕様記述法の評価を行なう必要がある｡

　第6章の多重化された被覆集合帰納法の胆明能力は,一般化を含まない

場合には,lnduetionless-lnductionによる手法と同程度であると予想して

いる｡また,一般化を含む場合には,被覆集合帰納法の方がすぐれた証明

能力を持つと考えられる｡実際,付録Aで示した証明は一般化なしでは非
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常に困難である｡これらの方法の証明能力の差を理論的に明らかにするこ

とは今後の牒題である.

　第7章において,コンパイラの仕様の検証を図7.1の可換性に基づく枠組

を示したが,ソース言語とターゲット言語の意味領域間の写像goの与え方

によって,その朕明の複雑さが相当に変化する｡本研兜では,goの仕様を

比較的詳しく与えたので検証の手間が少なくて済んだため,第6章の被覆

集合帰納法で十分に証明の機械的な支援が可能であった｡この部分の仕様

を必要最小限,すなわち,ソース言語とターゲット言語の意味領域の内で

入出力に関する部分のみの対応に限るとその検証は複雑になるが,与える

仕様が少ないという意昧で検証としての価値が増大する｡この場合の検

証,ならびに,その際に証明のための道具とレて第6章の被覆集合帰納法

が十分であるかなどについて検討する必要がある.

　代数的仕様を速度効率の良いプログラムに実現することは,より実用的

なコンノ伺ラの自動生成のために必要であるのみならず,代数的な仕様に

基づくソフトウエアの自動生成アプローチからも重要である｡このために

は,部分評価などに基づく仕様の等価変換が有望であると考えられ,これ

について研究を行なっていく必要があると思われる.

　本鴎文で採用した代数的仕様記述法では,基本的に仕様を等式の集合と

して与えている.例えぼ,第3章のCdinlpleの入力は,等式を並べて記述

しているため,仕様のモジュール化の観点からは好ましいことではな《,

また,読解性を低下させる原因にもなる.このため,継承の概念などを採
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り入れて,代数的仕様記述法を階層化する必要がある｡

　本論文では,エラー処理の記述は非常に簡便な方法を採用したが,代数

的仕様記述におけるエラー処理には,解決すべき多くの問題が残されてい

る｡例えぱ,エラーが起こるための条件を代数的に陽に記述する方法で

は,エラーの伝播についても記述せざるを得ないため,その記述量が膨大

な量になり,また,その仕様の意味が形式的に与えられなくなることがあ

る｡また,通常のブログラムではエラー処理とエラーからの復帰のための

処理が書かれるが,これを仕様としてどのように表現すべぎかという問題

がある｡これらは難しい問題ではあるが,これからの研完が望まれる.

　最近では,RISC方式を採用したCPUを搭載するワークステーションが

多くなってぎている｡この種の機械はコンパイラによってその性能が決ま

るといっても過言ではない｡とくに,機械語の命令系列には満たすべぎ時

間的な制約が多くあるため,そのコンパイラはその制約を満たしながら,

効率的に動咋するコードを生成する必要がある｡このような時間的制約を

含むプログラムを代数的に自然な記述を与えられるか否かを今後研究する

必要があろう｡
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　最後に,研兜活動を行なうに当たりいろいろとお世話になった山岸慶子

事務官に感謝します.
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付録A

被覆集合帰納法に基づく証明例

第6章で示した被覆集合帰納法の適用例として,以下では選択法に基づく

ソーティングの仕様の性質を表す等式が帰納的定理であることの駐明を与

える｡

　図6.4に示す選択法に基づ《ソーティングの仕様に対して一般化と多重帰

納法を用いて£ト1a　lsOrdered(Sort(pO))gごTrueOを鮮明する.

　このためには次の補題が必要である.

£lsortトind　GreatEqua1(x,y)

2　0r(Not(GreatEqua1(y,x)),Eq･11(･･y))

この補題は,定理6j9の一重の被覆集合帰納法をそのまま適用して証明で

きる｡この補題は£I｡｡rtに加えておく｡

　被覆集合をいくつか用意しておく｡

ソート11stの被覆集合
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196 付録A被覆集合帰納法に基づく証明例

　　A仙l｡rt={Ni10,Cons(p1,q1)}

ソート1istの被覆集合

Aがsort吋Ni10　･　Colls　(P2･Ni10),Cons(P2,Cons(q2,r2))}

ソートboo1の被覆集合

　　Aぢ8｡rt吋Trlle()･F11seO}

まず,pOに財lsortの各々の要素を入れて帰納法を適用する｡

　1　Ni10e訂1:s｡rtに対しては,

　　　　£ls｡rtト〕:sOrdered(Sort(Ni10))a　True()

　　が成り立つ｡

2　Cons(P1,q1)任財ls｡rtに対して,

　　　　£7lsortト]:sOrdered(Sort(Cons(P1,q1)))

　　　　　　　　たlsOrdered(工nsert(P1,　Sort(q1)))

　　が成り立つので,

　　　　£lsortトisOrdered(Sort(q1))タg　TrueO　ならぼ

　　　　£ls｡rtトlsOrdered(工nsert(P1,Sort(q1)))1?2　True()

　　を示す必要がある｡Sort(q1)をPP1に一般化すると,

　　　　£:[sortトエsOrdered(Sort(q1))1?2　TrueOかつ

　　　　£ェsortトSort(ql)a　2　PP11?　ならぽ

　　　　£lsortトエsOrdered(lnsert(p1,PP1))a　2　True　o

　　Pp1にMis｡rtの各々の要素を入れて帰納法を適用する,

　　2-1　Ni10∈訂18｡rtに対しては･

　　　　　　£lsortトlsOrdered(lnsert(p1,N110))2　True()

　　　　が成り立つ｡

　　2-2　Cons(P2,N110)EM18｡rtに対して,
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　　　　£ェsortトlsOrdered(lnsert(P1,Cons(p2,Ni10)))

　　　　　　　　　゛lsOrdered(工f(GreatEqua1(p1,p2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(P2,Ni1())),

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(p2,Cons(P1,Ni1()))))

　　が成り立つので,

　　　　£lsortトlsOrdered(Sort(q1))1?2　TrueOかつ

　　　　£ls･rtトSort(q1)汐QゴCons(p2,N110)汐ならぱ

　　　　£ェsortトlsOrdered(lf(GreatEqua1(p1,p2),

　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(p2,Ni1())),

　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,Cons(P1,Ni1()))))汐

　　　　　　　　　z　True()

　　を示す必要がある｡GreatEqua1(p1,p2)をPp2に一般化すると,

　　　　瓦sortトlsOrdered(Sort(q1))aたTrue()かつ

　　　　£lsortトSort(q1)θ2　Cons(P2,Ni10)1?かつ

　　　　£18ortトGreatEqua1(P1,P2)aたPp2汐ならぽ

　　　　£lsortトlsOrdered(lf(pp2,

　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(P2,Ni1())),

　　　　　　　　　　　　　　　　Cons｡(P2,Cons(P1,Ni10))))1?z　Trueo

　　PP2に硝｡｡｡tの各々の要素を入れ゛C帰納法を適用する.

　2-2-1　True()∈訂7s｡rtに対して,

　　　　　　£lsortU{エsOrdered(Sort(q1))だTrue(),
　　　　　　　　　　　Sort(q1);=ごCons(P2,Ni10),

　　　　　　　　　　　GreatEqua1(P1,P2)2　True())
　　　　　　ト〕:sOrdered(工f(True0,

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(p2,Ni10)),

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,Cons(pl,Ni10))))2　Trueo

　　　　が成り立つ.

　2-2“2　False　OEMr8ortに対して,

　　　　　　£18ortU{lsOrdered(Sort(q1))Q=･True(),

　　　　　　　　　　　Sort(q1)2　Cons(P2,Ni10),

　　　　　　　　　　　GreatEqua1(p1,P2)2　FalseO　}
　　　　　　トlsOrdered(lf(False0,

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(P2,Ni10)),

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,Cons(P1,Ni10))))たTrue()

　　　　が成り立つ｡

2‘3　C°u(P2.Cons(q2,r2))EMis｡rtに対して,
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　　　£18ortトlsOrdered(lnsert(P1,Cons(P2,Cons(q2,r2))))

　　　　　　　　　2　lsOrdered(

　　　　　　　　　　　工f(GreatEqua1(P1,P2),

　　　　　　　　　　　　　Cons(p1,Cons(p2,Cons(q2,r2))),

　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,工f(GreatEqua1(P1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(p1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(P1.r2))))))

　が成り立つので,

　　　£18ortトエsOrdered(Sort(q1))1?;:とTrue　O　かつ

　　　£18ortトSort(q1)θQ:;　Cons(P2,Cons(q2,r2))θかつ

　　　£18｡rtトエsOrdered(工nsert(P1,Cons(q2,r2)))θ2　TrueO　かつ

　　　£ls｡rtトエsOrdered(工nsert(P1,Cons(P2,r2))μ2　True()かつ

　　　£18ortトlsOrdered(工nsert(P1,r2)μgとTrue　O　ならば

　　　£ェ8｡rtトlsOrdered(

　　　　　　　　　　〕:f(GreatEqua1(p1,p2),

　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(P2,Cons(q2,r2))),

　　　　　　　　　　　Cons(P2,工f(GreatEqua1(p1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,工nsert(P1,r2))))))θ;=とT:rue()

　を示す必要がある｡GreatEqua1(P1,P2)をPP3に一般化すると,

　　　£18ortトlsOrdered(Sort(ql)μ2　True()かつ

　　　£lsortトSort(q1)θz　Cons(P2,Cons(q2,r2))θかつ

　　　£lsortトエsOrdered(工nsert(P1,Cons(q2,r2)))θz　True()かつ

　　　£lsortトlsOrdered(工nsert(P1,Cons(P2,r2)))θ2　TrueOかつ

　　　£lsortトlsOrdered(工nsert(P1,r2))a　2　True()かつ

　　　£lsortトGreatEqua1(p1,P2)1?2　PP3ならば

　　　£ls｡rtトlsOrdered(

　　　　　　　　　　lf(PP3,

　　　　　　　　　　　Cons(pl,Cons(P2,Cons(q2,r2))),

　　　　　　　　　　　Cons(P2,1f(GreatEqua1(P1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(P1,r2)))))μgごTrue()

　PP3に,釘r8｡rtを適用する.

2-3-I　TrueOE釘rs｡rtに対して,

　　　　　　£エ8･rtU{lsOrdered(Sort(q1))2　TrueO}

　　　　　　　　　U{Sort(q1)z　Cons(P2,cons(q2,r2))}

　　　　　　　　　U{lsOrdered(lnsert(P1,Cons(q2,r2)))2　TrueO}
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　　　　　　　　　U{lsOrdered(lnsert(P1,Cons(P2,r2)))2　TrueO}

　　　　　　　　　U{lsOrdered(lnsert(p1.r2))2　True　O　}
　　　　　　　　　U{GreatEqua1(p1,P2)1?だTrue())

　　　　　　ト　lsOrdered(

　　　　　　　　工f(True(),

　　　　　　　　　　Cons(P1,　Cons(p2,cons(q2,r2))),

　　　　　　　　　　Cons(P2,1f(GreatEqua1(p1,　q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(q2,t2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(P1,r2))))))だTrueo

　　　　が成り立つ｡

2-3-2　False　O　EμΓs｡rtに対して,

　　　　　　£ェs｡rtトlsOrdered(

　　　　　　　　　　　　lf(False0,

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(P2,cons(q2,r2))),

　　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,工f(GreatEqua1(p1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(pl,cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(p1,r2))))))

　　　　　　　　　　　apFaz　lsSorted(

　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P2,1f(GreatEqua1(P1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,工nsert(p1,r2)))))

　　　　が成り立つので,

　　　　　　£lsortトlsOrdered(Sort(q1))1?g　True　O　かつ

　　　　　　£lsortトSort(q1)a　z　Cons(P2,Cons(q2,r2))1?かつ

　　　　　　£lsortトlsOrdered(lnsert(P1,Cons(q2,r2))μ2　True()かつ

　　　　　　角:s｡rtトlsOrdered(エnsert(P1,Cons(P2,r2)))17　;:s　True()かつ

　　　　　　ElsortトエsOrdered(工nsert(P1,r2)μ2　T:rue　O　かつ

　　　　　　£ェsortトGreatEqua1(P1,P2μQゴFalse()ならぱ

　　　　　　£18｡rtトエsSorted(

　　　　　　　　　　　　Cons(P2,1f(GreatEqua1(p1,q2),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cons(P1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(P1,r2)))))りQゴTrueo

　　　　を示す必要がある｡GreatEqua1(P1,q2)をPP4に一般化すると,

　　　　　　£18ortトlsOrdered(Sort(q1))θg　T:rue　O　かつ

　　　　　　£ェ8ortトSort(q1μ2　Cons(P2,Cons(q2,r2))汐かつ

　　　　　　£ls｡rtトlsOrdered(工nsert(P1,Cons(q2,r2)))61　g　True　O　かつ

　　　　　　£18.rtトエsOrdered(工nsert(P1,Cons(p2,r2)))6?　2　True()かつ

　　　　　　£ls･rtトエsOrdered(lnsert(P1,r2))1?gむTrueOかつ
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証明終り

付録A被覆集合帰納法に基づく証明例

£lsortトGreatEqua1(P1,P2)1?2　FalseOならぱ

£lsortトGreatEqua1(P1,q2)θ2　pP4ならぱ

£ls｡rtトlsSorted(

　　　　　　Cons(P2,工f(PP4,

　　　　　　　　　　　　Cons(P1,Cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　Cons(q2,工nsert(P1,r2)))))θ2　True()

　　pp4に,Mr｡｡rtを適用する.

2-3-2-1　TneOEMrs｡rtに対して,

　　　　　£18｡rtU{エsOrdered(Sort(q1))･=ごTrueO}

　　　　　　　　U{sort(q1)z　Cons(P2,Cons(q2,r2))}

　　　　　　　　Uls=Ordered(lnsert(P1,Cons(q2,r2)))2　TrueO}

　　　　　　　　UlsOrdered(lnsert(P1,Cons(P2,r2)))QゴTrueO}
　　　　　　　　UisOrdered(lnsert(P1,r2))Q:;　True　O　}

　　　　　　　　U　GreatEqua1(p1,P2)2　FalseO}

　　　　　　　　UGreatEqua1(P1,q2)2　True())

　　　　　トlsSorted(

　　　　　　　Cons(p2,工f(True　0　,

　　　　　　　　　　　　　cons(P1,cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(P1,r2)))))g=;Trueo

　　　　が成り立つ｡

2-3-2-2　False()EMrs｡rtに対して.

　　　　　£18ortU{lsOrdered(Sort(q1))2　True())

　　　　　　　　U{Sort(q1)z　Cons(P2,Cons(q2,r2))}

　　　　　　　　UエsOrdered(lnsert(P1,Cons(q2,r2)))2　T:rue())

　　　　　　　　UエsOrdered(lnsert(P1,Cons(P2,r2)))z　T:rue　O　}

　　　　　　　　UエsOrdered(lnsert(P1,r2))2True())

　　　　　　　　U　GreatEqua1(p1,P2)z　FalseO}

　　　　　　　　UGreatEqua1(p1,q2)2　FalseO}
　　　　　トエsSorted(

　　　　　　　Cons(P2,1f(False　0　,

　　　　　　　　　　　　　Cons(P1,cons(q2,r2)),

　　　　　　　　　　　　　Cons(q2,1nsert(p1,r2)))))だTrueo

　　　　が成り立つ｡
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付録B

PL/Oコンパイラの仕様

第5章で仕様記述したPL/Oコンパイラの全仕様を付録として掲敏する｡

sPechead{{
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UNARY 一
一 1eft;

付録B　PL/0　コン゛イラの仕様

}}

nontermina1{{
　　Program.　block.　const-Part　l　const-1ist　.　const_def,
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°,0PR　JOj　≒J　j9j

=OPR　JOj　≒゛N10

=OPR　JO゛

:=OPR　jO゛

:=　OPR　jO゛

Program
block,sym-tab,int

≒j　N11

≒J　N12

‰J　N13

-≫

-》

var一Part,sym-tab,int　　-〉

var_1ist,sym-tab -≫
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ComP-varName

ComP-ProcPajrt

ComP-ProcList
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ComP-StmList
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MkTab_ConstPart:

MkTab_ConstList:

MkTab-ConstDef　:

MkTab｡varPart　　:

MkTab-varList　　:

MkTab-varName　　:

MkTab_ProcPart

MkTab-ProcList

MkTab-ProcDc1

Size_Block

Size_varPart

Size｡ProcPart

Size-ProcList

Size｡ProcDci

Size_StmList

Size｡Stm

Size_Cond

Size-EXPr
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付録B　PL/O　コンパイラの仕様

var_name,sym_tab　　　　　　-〉

Proc-Part　,　sym一tab　,　int　-》

Proc-11st,sym_tab,int　-〉

Proc一dc1,sym_tab,int　　一〉

stm-11st,sym_tab,int　　-≫

stm,sym_tab,1nt　　　　　　　-》

cond,sym_tab　　　　　　　　　　-》

exPr,sym-tab　　　　　　　　　　-〉

const一part　,　sym-tab　　　　-〉

const-1ist,sym_tab　　　　-〉

const-def,sym_tab　　　　　-〉

var-Part,sym一tab　　　　　　-〉

var-1ist,sym_tab　　　　　　一〉

var-name,sym-tab　　　　　　一〉

proc-part　,　sym-tab　,　int　一〉

Proc-1ist,sym-tab,int　一〉

Proc-dc1,sym-tab,int　　一〉

block　　　　　　　　　　　　　　　　　-〉

var-Part　　　　　　　-〉

Proc-Part　　　　　　　　　　　　　->

Proc-1ist　　　　　　　　　　　　　-≫

Proc-dc1　　　　　　　　　　　　　　-〉

stm_1ist　　　　　　　　　　　　　　　-≫

stm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-〉

cond　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-〉

exPr　　　　　　　　　　　　　　　　　　-≫

inst-1ist,1nst_1ist　　　-〉

1nst　　　　　　　　　　　　　　　　　　-〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-〉

ConstTyPe･varType.ProcTyPe

SymTyPe―エnt

lsvar

AddedSymTab

Addvar

NewBlock

GetSymtyPe

GetBlockNum

One,Two,Three

嚇
奢

廟
幸

●

●

働
φ

奢
奢

響
奢

奢
秦

奪
奪

嘩
噺

int

sym_tyPe

sym-type

id,sym｡tyPe,sym-tab

id,sym｡tab

sym-tab

id,sym-tab

id,sym_tab

int;

inst_11st;

inst_1ist;

inst_1ist;

inst_1ist;

inst_11st;

inst_1ist;

sym_tab;

sym_tab;

sym_tab;

sym_tab;

sym_tab;

sym-tab;

sym_tab;

sym_tab;

sym｡tab;

int;

int;

int;

int;

int;

int;

int;

int;

int;

inst-11st;

inst-1ist;

sym_tab;

sym-tyPe;

int;

boo1;

sym一tab;

sym-tab;

sym-tab;

sym-tyPe;

int　;

int　;

-〉

-〉

-〉

-〉

-〉

-〉

-》

-〉

-〉

}}

axiom{{

　ComP(Program(block))

　==ComP｡Block(block･lnitSβT゛bO･ZERO一エNTO) i
l

ComP-Block(Block(const,Part　,　var-Part　･　戸゜c-P゛t･st°)･
　sym_tab,ic)

==APpendlnst(
　　APPend工nst(

　　　ComP-VarPart(var｡Part,

　　　　MkTab-ConstPart(const_Part,sym_tab),
　　　　ic),



　APPendlnst(

　　ComP-Stm(stm,

　　　MkTab-ProcPart(Proc_Part　,
　　　　MkTab-varPart(var_part,

　　　　　MkTab_ConstPart(const-part,sym_tab)),
　　　　ADD_工NT(Size_vaごrPart(var_Part),

　　　　　ADD_工NT(Size-Stm(stm),ic))),

　　　ADD_INT(Size_varPart(var｡part),ic)),

　　工nst-lnstList(Ret_工nst　O　))),
ComP-ProcPart(Proc-Part･

　MkTab-ProcPart(Proc_Part,

　　MkTab-varPart(var_Part,
　　　MkTab_ConstPart(const_Part,sym-tab)),

　　ADD_工NT(Size_vajrPart(var_Part),

　　　ADD_INT(Size_Stm(stm),1c))),

　ADD_INT(Size_varPart(var_Part),
　　ADD_工NT(Size_Stm(stm),1c))));

Comp-varPart(varPart(var-11st),sym-tab,ic)

==lnst-lnstList(
　　lnt-lnst(ADD_工NT(Comp_varList(var_11st,sym-tab),Three　O　)));

ComP-varPajrt(N1-varPart　0　,　sym｡tab,ic)

==N1-lnstListO;

ComP-varList(Bs-varList(var-nae),sym-tab)

s°　ComP-varName(var-name.sym-tab);

ComP-varList(ln-varList(var-1ist･゛゛-゛゜e),s戸1-t゛b)

==ADD-INT(Comp_varList(var-1ist,sym_tab),

　　ComP-varName(var-namel
　　　MkTab_varList(var_1ist,sym_tab)));

ComP-varName(varName(id),sym-tab)
==工F(Eq-INT(GetBlockNum(id,sym_tab),ZEROJ:NT()),

　　　ZERO_INT(),0neO);

ComP-ProcPart(ProcPart(Proc-1ist)･sy゛-t8.b･1c)

==ComP-ProcList(Proc-1ist,sym-tab,ic);

ComP-ProcPart(N1-ProcPart　O　,sym-tab　,　ic)

==N1_】:nstListO;

ComP-ProcList(Bs-ProcList(proc,dc1)･sβ-t゛b･ic)

=゜ComP-ProcDc1(Proc_dc1,sym_tab,ic);

ComP-ProcList(ln-ProcList(proc-1ist,芦oc-dc1)･8F-t゛b･ic)

s゛　APPendlnst(ComP-ProcList(Pr°c-list･sy“1-tab･ic)･

　　ComP-ProcDc1(proc,dc1･sym-tab･
　　　ADD-エNT(Size_ProcList(Proc-11st),ic)));

ComP-ProcDc1(ProcDc1(id,block),sym-t゛b,1c)
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206 付録B　PL/O　コン･゛イラの仕様

==Comp-Block(block,NewBlock(sym-tab),ic);

ComP-StmList(Bs-StmList(stm),sym-tab,ic)

-ComP｡Stm(stm,sym-tab,1c);

ComP-StmList(工n-StmList(stm-1ist　,stm)･sym-tab.ic)

゜゜ApPend工nst(ComP-StmList(stm-1ist,sym-tab･ic)･

　　　ComP-Stm(stm,sym-tab,
　　　　ADD-エNT(Size_StmList(stm_1ist),ic)));

ComP-Stm(Assign-Stm(id,exPr),sym-tab,ic)

==]:nstList(ComP-EXPr(exPr,sym_tab),
　　　Sto-lnst(GetBlockNum(1d,sym-tab),

　　　　SymTyPe-lnt(GetSymtyPe(1d,sym_tab))));

ComP-Stm(can-stm(id),sym-tab.1c)

==　lnst-instList(
　　　Ca1_lnst(GetBlockNu(1d,sym-tab),

　　　　SymType一エnt(GetSymtype(id,sym_tab))));

ComP-Stm(BeginEnd-Stm(stm-1ist),sym-tab,ic)

s°　ComP-StmList(stm-1ist,sym-tab,1c);

ComP-Stm(lfThen_Stm(cond,stm),sym_tab,ic)
゜=APPend工nst(

　　　工nstList(

　　　　ComP-Cond(cond,s芦-tab),
　　　　JPc一エnst(

　　　　　ADD-INT(Size-Stm(工fThen_Stm(cond,stm)),ic))),
　　　ComP-Stm(stm,sym-tabj

　　　　ADD1-INT(ADD_INT(Size_Cond(cond),ic))));

Comp-Stm(WhileDo_Stm(cond,stm),sym-tab,1c)

==　工nstList(
　　　APPendlnst(

　　　　工nstList(
　　　　　ComP-Cond(cond,sym-tab),

　　　　　JPc｡lnst(

　　　　　　ADD-INT(Size-Stm(WhileDo_Stm(cond,stm)),ic))),

　　　　Comp-Stm(stm,sym_tab,
　　　　　ADD1.工NT(ADD-エNT(Size-Cond(cond),ic)))),
　　　JmP-lnst(ic));

ComP-Stm(N1-Stm0　,sym-tab,1c)

==N1.工nstList　O　;

ComP-Cond(Odd｡Cond,(exPr),sym-tab)

゜=　lnstList(ComP_EXPr(exPr,sym_tab),0･dd_lnst());

Comp-Cond(Eq_Cond(expr0,exPr1),sym_tab)

==lnstList(



　　　APPendlnst(ComP-Expr(exPrO,sym-t゛b),

　　　　ComP-EXPr(expr1　,　sym-tab)),

　　　EqJnst());

ComP-Cond(NE-Cond(exPrO,ex芦1)･sp-t8･b)

==lnstList(
　　　APpendlnst(Comp-Expr(exprO.s戸1-t゛b)･

　　　　ComP-EXPr(expr1,sym_tab)),

　　　NE_lnst());

ComP-Cond(LT-Cond(exPrO.exPr1),sym-tab)

==lnstList(
　　APpend工nst(Comp_Expr(exPr0,sym_tab),
　　　Comp-EXPr(expr1,sym-tab)),

　　LT-エnst　O　);

Comp-Cond(GT_Cond(exPr0,exPr1),sym_tab)
==　lnstList(

　　　APpendlnst(ComP_£xpr(expr0,sym_tab),

　　　　　ComP-EXPr(expr1,sym_tab)),
　　　GT-lnst());

Comp-Cond(LE_Cond(exPr0,exPr1),sym_tab)

==lnstList(

　　　APpendlnst(ComP_Expr(exPr0,sym_tab),
　　　　　ComP-EXPr(exPr1,sym_tab)),

　　　LE-lnst());

ComP-Cond(GE_Cond(exPr0,exPr1),sym_tab)

==lnstList(
　　　APpendlnst(Comp_Expr(expr0,sym_tab),
　　　　　ComP-EXPr(exPr1,sym-tab)),

　　　GE_lnst());

ComP-Expr(Par-EX(expr),sym-tab)
==ComP-EXPr(exPr,sym_tab);

ComP一EXPr(var-EX(id),sym-tab)

==　lnst一エnstList(
　　　IF(lsva:r(GetSymtyPe(id,sym_tab)),
　　　　　Lod_lnst(GetBlockNum(id,sym_tab),

　　　　　　SymTyPe一エnt(GetSymtyPe(id,sym-tab))),
　　　　　Lit-lnst(SymTyPe一エnt(GetSymtyPe(id,sym_tab)))));

ComP-£XPr(Num-EX(1nt),sym-tab)
==工nst-lnstList(Lit_lnst(int));

ComP-EXPr(Plus-EX(exPrO,exPr1),sym-t゛b)

==lnstList(
　　　　APPendinst(ComP-EXPr(exPr0,sym_tab),

　　　　　Comp-EXPr(exPr1,sym_tab)),

　　　　Add_lnst());
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208 付録B　PL/O　コンパイラの仕様

ComP-EXPr(Minus-EX(exprO,exPr1),sym-tab)

==工nstList(
　　　APpendlnst(ComP_EXPr(exPr0,syln-tab),

　　　　Comp｡Expr(exPr1,sym-tab)),
　　　Diff-エnst());

Comp-EXPr(Star-EX(exprO,exPr1),sym一tab)
==　工nstList(

　　　APPend工nst(ComP-EXPr(exPrO,sym-tab),

　　　　ComP-EXPr(exPr1,sym_tab)),
　　　Mult-lnst());

ComP｡EXPr(Slash-EX(exPrO,exPr1),sym-tab)
==lnstList(

　　　APPendlnst(ComP_EXPr(exPr0,sym_tab),

　　　　Comp-EXPr(expr1,sym_tab)),
　　　Div-エnst());

Comp-EXPr(UMinus-EX(exPr),sym-tab)

==工nstList(
　　　ComP｡EXPr(exPr,sym-tab),

　　　Neg-lnst　O　);

MkTab｡ConstPart(ConstPart(const-1ist),sym-tab)
-MkTab-ConstList(const_11st,sym_tab);

MkTab_Con8tPart(N1_ConstPart　0　,sym-tab)==sym_tab

MkTab-ConstList(Bs｡ConstList(const_def),sym_tab)
==MkTab-ConstDef(const_def,sym_tab);

参
―

MkTab-ConstList(ln-ConstList(const_1ist,const_def),sym_tab)
==MkTab-ConstDef(const_def,

　　MkTab-ConstList(const_1ist,sym_tab));

MkTab_ConstDef(ConstDef(id,int),sym_tab)

==AddedSymTab(id,ConstTyPe(int),sym_tab);

MkTab-varPart(varPart(var-1ist),sym_tab)

==　MkTab-varList(var｡1ist,sym_tab);

MkTab_varList(Bs_vaLrList(var-name),sym-tab)

==　MkTab｡VarName(var_name,sym_tab);

MkTab-varList(工n-varList(var_1ist,var_name),sym_tab)

==　MkTab-varName(var_name,
　　　　MkTab-varList(var-1ist,sym-tab));

MkTab｡varName(varName(id),sym_tab)

==Addvar(id,sym_tab);



MkTab_ProcPart(ProcPart(Proc-11st),sym_tab,1c)

==MkTab-ProcList(procユist,sym_tab,ic);

MkTab_ProcPart(N1-ProcPart　0　,　sym_tab,ic)==sym_tab;

MkTab-ProcList(Bs_ProcList(proc_dc1),sym-tab,ic)

゛s　MkTab-ProcDc1(proc-dc1.sym-tabsic);

MkTab-ProcList(工n_ProcList(Proc_1ist,proc-dc1),sym｡tab,ic)

==MkTab-ProcDc1(Proc-dc1,
　　　MkTab｡ProcList(proc_1ist,sym-tab,ic),

　　　ADD-INT(Size_ProcList(Proc-1ist),1c));

MkTab_ProcDc1(ProcDc1(id,block),sym-tab,ic)
==AddedSymTab(id,ProcType(ic),sym-tab);

Size｡Block(Block(const｡part,var_part,Proc-part,stm))

==ADD-iNT(Size_Stm(stm),
　　　ADD-INT(Size_varPart(var-part),

　　　　Size-ProcPart(Proc-part)));

Size_varPart(varPart(var-1ist))==One　O　;

Size-varPart(N1-varPart　O　)==ZERO-INTO;

Size-ProcPart(ProcPart(Proc_1ist))

-Size-ProcList(Proc_1ist);

Size-ProcPart(N1_ProcPart　O　)==ZERO_工NT();

Size_ProcList(Bs_ProcList(Proc_dc1))
==Size-ProcDc1(Proc-dc1);

Size-ProcList(in-ProcList(proc_1ist,Proc_dc1))

==ADD-INT(Size-ProcDc1(Proc-dc1),
　　　Size-ProcList(proc_1ist));

Size｡ProcDc1(ProcDc1(id,block))

==Size_Block(block);

Size-StmList(Bs_StmList(stm))

==Size_Stm(stm);

Size｡StmList(in_StmList(stm_11st,stm))

=s　ADD-INT(Size_Stm(stm),
　　　Size_StmList(stm_1ist));

Size-Stm(Assign_Stm(id,exPr))

==ADD1-エNT(Size-EXPr(exPr));

Size_Stm(Ca11_Stm(1d))==One　O　;
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210 付録B　PL/O　コン゛イラの仕様

Size-Stm(BeginEnd_Stm(stm_11st))

==Size_StmList(stm_11st);

Size｡Stm(lfThen｡Stm(cond,stm))

==ADD1_INT(
　　　ADD_工NT(Size｡Stm(stm),Size-Cond(cond)));

Size-Stm(咄ileDo_Stm(cond,stm))

==ADD｡INT(Two(),

　　　ADD｡工NT(Size-Stm(stm),Size-Cond(cond)));

Size｡Stm(N1-StmO)==ZaO｡工NTO;

Size-Cond(Odd_Cond(exPr))
==ADD1-エNT(Size｡EXPr(exPr));

Size-Cond(Eq_Cond(exPr0,exPr1))
==ADD1-INT(

　　　ADD-INT(Size｡EXPr(exPr1),Size-E≒)r(exprO)));

Size-Cond(NE-Cond(exPr0,exPr1))

==ADDI｡工NT(
　　　ADD-エNT(Size-EXPr(exPr1),Size_EXPr(exprO)));

Size｡Cond(LT-Coild(exPr0,exPr1))

==ADD1.1NT(

　　　ADD｡工NT(Size_EXPr(exPr1),Size_EXPr(exPrO)));

Size-Cond(GT-Cond(exPr0,exPr1))

==　ADD1-INT(

　　　ADD｡工NT(Size-EXPr(exPr1),Size_EXPr(exPrO)));

Size-Cond(LE_Cond(exPr0,exPr1))

==ADD1.1NT(
　　　ADD｡INT(

　　　　Size｡EXPr(exPr1),Size_EXPr(exPrO)));

Size-Cond(GE-Cond(exでPr0,exPr1))
==　ADD1-INT(
　　　ADD｡工NT(

　　　　Size｡EXPr(exPr1),Size_EXPr(exprO)));

Size-Expr(Par｡£x(exPr))
==Size-EXPr(expr);

Size-Expr(var-EX(1d))==One　O　;

Size-EXPr(hm_EX(1nt))==One();

Size-Expr(Plus｡£x(exPr0,expr1))

==ADD1-INT(
　　　ADD_工NT(



　　　Size-EXPr(expr1),Size_EXPr(exPrO)));

Size-EXPr(Minus_EX(exPr0,exPr1))

==ADDI_INT(

　　ADD-エNT(
　　　　Size-EXPr(exPr1),Size_EXPr(exPrO)));

Size-EXPr(Star-EX(exPr0,exPr1))

==ADD1_INT(

　　　ADD_INT(
　　　　Size-EXPr(exPr1),Size-Expr(exPrO)));

Size-EXPr(Slash-EX(exPr0,exPr1))

==ADD1-INT(

　　　ADD-エNT(
　　　　Size-EXPr(expr1),Size-EXPr(exPrO)));

Size-EXPr(UMinus-EX(exPr))

==　ADD1.工NT(Size-Expr(exPr));

】:nst一エnstList(1nst)
==1:nstList(N1-lnstList　0　,　inst);

APPendlnst(inst-11st　,N1-lnstList　O　)‘s　111s七-11st;

APPendlnst(inst-1ist,lnstList(1nst-1ist1･111st))
==lnstList(APPendlnst(inst｡1ist,inst_1ist1),1nst);

SymTyPe-lnt(ConstType(int))-ご　int;

SymTyPe-lnt(varTyPe(1nt))==int;

SymTyPe`lnt(ProcTyPe(int))゛゜1nt;

工sVar(ConstTyPe(int))==FALSEO;

lsvar(varTyPe(int))==TRUEO;

工sVa:r(ProcTyPe(int))==FALSEO;

AddVar(id0,工nitS戸TabO)
==AddedS戸Tab(id0,varTyPe(Three()),工nitSymTab　O　);

Addvar(id0,NewBlock(sym｡tab))
==AddedSymTab(id0,va:rTyPe(Three()),NewBlock(synl-tab));

AddVar(1d0,AddedSymTab(id1,VarTyPe(int),sym_tab))

==AddedSymTab(1d0,
　　varTyPe(ADD1.工NT(1nt)),
　　AddedSymTab(id1,VarTyPe(1nt),sym_tab));

Addvar(id0,AddedSymTab(id1,ConstTyPe(int),sym_tab))
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212 付録B　PL/O　コン゛イラの仕様

　==AddedSymTab(id1,
　　　ConstType(int),

　　　Addvar(1d0,sym_tab));

　Addvar(id0,AddedSymTab(id1,ProcTyPe(in七),sym-tab))
　==AddedS戸Tab(1d1,

　　　ProcTyPe(int),

　　　Addvaヱ(id0,sym_tab));

　GetBlockNu(id0,工nitSymTab　O　)==ZERO_工NTO;

　GetBlockNum(id0,AddedSymTab(1d1,sym_tyPe,sym_tab))

　==IF(EQUAL_ID(id0,id1),

　　　　ZERO_iNT0,
　　　　GetBlockNum(id0,8ys_tab));

　GetBlockNum(1d0,NewBlock(sym｡tab))

　==ADD1.工NT(GetBlockNum(1d0,sym_tab));

　GetSymtyPe(1d0,AddedSymTab(id1,sym｡tyPe,sym-tab))

　一エF(EqUALJ:D(1d0,1d1),

　　　　sym-type.

　　　　GetSymtyPe(1d0,sym-tab));

　GetSymtyPe(id0,NewBlock(sym_tab))
　==GetSymtype(id0,sym｡tab);

　OneO==SUCC(ZERO-エNTO);

　TwoO==SUCC(OneO);

　Three　O　==SUCC(TwoO);
}}
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Program　;

var-dc1-Part　;

var-name-1ist　;

var_name-1ist　;

var｡naj71e　;

statement　;

statement｡11s七

statement-1ist
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付録C

PL/Oサブセットコンパイラの検証

第7章で述べたコン･゛イラの代数的仕様の検証法に悲づ《PL/Oサプセット

のコンノ゛イラの仕様は,等式

が以下で定義される抽象データ型の仕様yの帰納的定理である

明する
`W

{､- とによって行なわれる｡

検証に用いる柚象データ型の仕様y:

ZZ

　　　　/*function　symbols　of　PL/OS　syn七actic　domain　*/

PROGRAM

VAR_DCL_PART

VAR-NAME_L工ST

VAR_NAME_L工ST2

VAR_NAME

STATE,MENT

一
蓼

―
雛

夢
曾

一
ゆ

榛
奢

φ

申

STATEMENT｡L工ST　:

STATEMENT_L工ST2:

EXPR,EXPR8

EXPR2

EXPR3

薯
参
　
禰
1

参
著

var｡dc1-Part;.sta七ement-1ist

var-naJne-11st

var-naJne

var_name-1ist,var_name

id

id.exPr

statement

statement_1ist,statement

exPr
id

int
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214

EXPR4,EXPR5,EXPR6,EXPR7

孝
畢 exPr.exPr

付録C　PL/Oサプセットコン゛イラの検証

/*PLO　machine　syntactic　domain　*/

T-PROGRAM

INST｡L工ST

INST_LIST2

:　inst-11st

:

:　inst-1ist,inst

INST,INST2,工NST3,工NST4,工NST5

　　　　　　　　　　　　　　　:　int,int

/*　function　symbols　for　comPiler　*/

CO･MP

COMP-PROGRAM

俸
番

●

●

COMP_VAR-DCL_PART　:

COMP-VAR｡NAME_LIST:

COMP-VAR｡NAME

COMP｡STATEMENT
参
一

φ

●

COMP-STATEMENT｡LIST

COMP_EXPR 奢
一

AUXC_VAR_DCL_PART　:

AUXC-VAR_NAME_LIST:

AUXC-VAR-NAME

APPEND_INST

INIT_C_SYMTAB

C-SYM-OFF

C_工NS_SYM

C_RET_OFF

UNDEF｡INT

参
奉

奢
I

魯
昏

奉
一

奢
一
　
奉
一

Program
Prcgramlc-symtab

var-dc1-part.c一symtab

var_name_1ist,c-symtab

var_naヱne,c_symtab

statement,c｡symtab

:　statement-11st,c-symtab

　exPr.c一symtab

　var｡dc1.partlc-symtab

　var_name_1ist,c一symtab

　var｡name,c-symtab

　inst-11st,inst-1ist

id,int,c-symtab

id,c-symtab

id,c-symtab

-≫　exPr

-〉

-〉

-〉

一
参

t一program
inst-1ist

inst_1ist

-〉　inst

-〉

-≫

-〉

-≫

-〉

一〉

-〉

-〉

-〉

-〉

-〉

-〉

-≫

-〉

-〉

-〉

-〉

條
摯

一
ー

考
ー

饗
1

t-program;

t-Program;

inst_1ist;

inst_1ist　;

inst　;

inst-1ist

inst_1ist

inst_1ist

c_symtab;

c_symtab;

c-symtab;

inst-1ist

c-symtab;

c_symtab;

c_symtab;

int;

int;

/*function　symbols　of　PL/OS　semantic　domain　*/

INIT-STATE

I_STATE-STATE

APPLY｡STATE

COMPOS工TION

ADD｡ID_D

UPDATE｡D

RETR工EVE_D

●

参
争

噺
香

蓼
幣

嚇
嗇

●

●

爺
嚇

-〉

-〉

-〉

-≫

-≫

-〉

-〉

-〉

-〉

一〉

-〉

-≫

-〉

一
1

参
ー
ー
ー

争
寥

state　;

state-state

state　;

state-state

state-state

state-state

state-1nt

state-1nt

state一int

state-1nt

state　;

1nt　;

1nt　;

畢
ー
參
ー

●

l'

state-state,state

state一state,state-state

id,int

id,state-1nt

id

SUM-エNT-D,DIFF-エNT-D,MULT-エNT-D,DIV-エNT-D

M工NUS-エNT_D

MAKE-STATE一INT

ADD-エD,UPDATE

RETRIEVE

APPLY-STATE-INT

拳
奢

奪
櫨

一
昏

巻
希

一
曇

馨
魯

state一int,state-int

state-1nt

int

state,id,1nt

state,id

state-1nt,state

曇
蓼

秦
1

参
ー
齢
1
聯

}



/*function　symbols　of　PL/O　machine　semantic　domain　*/

IN工T_M_STATE

APPLY_M_STATE

PUSHSTK

POPSTK

TOPSTK

MK_STATE

UPDATE_MEM

奪

参
参

蕃
俸

翻
一

者
馨

奮
一

S
嚇

inst｡m_state

int,m_state

m_state

m_state

registerlmemory

int,m_state,int

RETRIEVE_MEM　　　:　m_state,int

UPDATE_TOP｡REG　:　int,m_state

RETRIEVE_TOP_REG:　m､state

NOP

SEQUENCE 殤
慟

L工TT,0PR,INT,LOD,

　　　　　　　　　　　　　　　:

IN工T_MEM 旬
奪

inst,inst

STO

int

MEM-CELL,STORE_MEM

LOAD_MEM

INIT_REG

MK_REG

STORE_TOP-REG

LOAD_TOP_REG

ー
咎

膏
参

今
倦

畢
轡

参
昏

響
奢

int,memory,int

memory,int

int

int.register

register

/*　func七ion　symbols　for　encoding　*/

REPR　　　　　　　:

REPR_STATE　　　　　:

REPR_STATE-STATE

REPR_STATE一エNT　:

AUXR

AUXR_STATE

馨
奢

看
響

　state

　state,r_symtab

:　state-state,r一s:ymtab

　state一int,r-symtab

　state

　state,r_symtab

AUXR_STATE一STATE:　state-state,r｡symtab

AUXR_STATE‐エNT　:　state-int,r_sym七ab

工NIT_R_SYMTAB　　:

R_SYM_OFF

R_工NS-SYM

R-RET｡OFF

卵

●

奉
一

泰
φ

id,in七,r_symtab

id,r_symtab

id,r_symtab

-〉　m_state

-》　m_state

-》　m_state

一〉　m-state

-≫　iれt　;

`〉　m-state

-≫　m_state

-〉　int　;

゛〉　m-state

　一〉　in七　;

-》

-》

inst

inst

一〉　inst

4
1
李

瀞

峰
ー

゛≫memory

一≫

-≫

-〉

-〉

-≫

-≫

-〉

-≫

-〉

-〉

-≫

4≫

-〉

-〉

-≫

ン
ン

　
一
　
一

-〉

ー
魯
ー
峯

寥

嗇
参

老
ー
魯

瀞

働
―

審
-
帚

l

讐
―

memory　;
int　;

register

register

register

int　;

m_state

m-state

inst　;

inst　;

●

l

軸
か

孝
参

r-symtab　;

r-symtab　;

r-symtab

r-symtab

r-symtab

l
響
ー
肇

l

r_symtab　;

int　;

/*function　symbols　for　P10s2　meaning　function　*/

SM-Program　　　　　:　Program

SM-var一dc1-Part:　var一dc1-Part

SM_var_name_11st:　var-name-iist

SM-va.r_name　　　　:　var_name

SM-statement　　　:　statement

SM_statement-1ist

一≫

-≫

-〉

-〉

-》

state　;

state-state

state一state

state一s七ate

state-state

参
ー
r

膚
1

s
l

會
ー
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SM-expr

忖録C　PL/Oサプセットコン.'゛イラの検証

:　statement_1ist

:　expr

-〉　state-state　;

-≫　state-int　;

/*　function　symbols　for　P10ms2　meaning　fu､nction*/

TM一t“program　　　:　t-Program

TM-inst_1ist　　　:　inst_1ist

TM_inst ●

●
inst

-〉　m_state　;

“〉　m_st-st　;

一〉　m_st-st　;

　　　/*　eqations　for　compiler　*/

C_工NS-SYM(1d0,工NIT_C-SYMTABO)
==C-SYM-OFF(id0,ZERO0,1N工T_C_SYMTAB　O　);

C_工NS_SYM(id0,C_SYM-OFF(1d1,int0,c_symtabO))

==C-SYM_OFF(id0,
　　　　　　ADD1-INT(intO),

　　　　　　C_SYM-OFF(1d1,iat0,c-symtabO));

C-RET-OFF(id0,C-SYM_OFF(id1,int0,c_symtabO))

●=工F(EQUAL-ID(1d0,id1),int0,C-RET｡OFF(id0,c_symtabO));

C-RET-OFF(1d0,1NIT-C-SYMTAB　O　)==UNDEF_INTO;

APPEND-エNST(inst-1ist0,工NST_LIST　O　)==inst_1istO;

APPEND_工NST(inst_1ist0,1NST_LIST2(1nst_1isti,instO))

s=〕:NST_LIST2(APPEND_工NST(inst_11st0,inst_1ist1),instO);

COMP(PrograO)==COMP_PROGRAM(Program0,1NIT_C_SYMTAB　O　);

COMP｡PROGRAM(PROGRAM(var｡dc1-Part0,statement_11stO),

　　　　　　c-symtabO)
==T-PROGRAM(

　　APPEND-エNST(

　　　COMP-VAR-DCL-PART(var_dc1_Part0,c_s芦tabO),
　　　COMP-STATEMENT_LIST(statement_1ist0,

　　　　AUXC-VAR-DCL-PART(var_dc1_partO,c_symtabO))));

COMP-VAR-DCL-PART(VAR-DCL-PART(var_name-1istO),c_symtabO)
==COMP_VAR-NAME_LIST(var_name_1ist0,c｡symtabO);

COMP-VAR-NAM£｡LIST(VAR｡NAME｡LIST(var_nameO),c_symtabO)

==INST-LIST(COMP-VAR｡NAME(var_nae0,c-symtabO));

COMP｡VAR-NAME_LIST(VAR_NAME-LIST2(var｡nae_1ist0,va:r_nameO),

　　　　　　　　　c_symtabO)

==INST_LIST2(
　　COMP-VAR_NAME｡LIST(var-name-1ist0,c-symtabO),

ZZ



　　COMP_VAR_NAME(var_name0,
　　　AUXC_VAR_NAME_LIST(var_nameユist0,c_symtabO)));

COMP_VAR_NAME(VAR_NAME(id0,c_symtabO)

==エNSTユIST2(
　　　INST_LIST2(
　　　　INST_LIST2(工NST_LIST0,1NST5(ZERO0,0NEO)),

　　　　INST(ZERO0,ZEROO)),
　　　工NST4(ZERO　0　,C_RET_OFF(1d0,C_INS_SYM(id0,c_symt;abO))));

COMP_STATEMENT(STATEMENT(id0,exPrO),c_symtabO)

==INST_LIST2(COMP_EXPR(exPr0,c_symtabO),
　　　　　　　INST4(ZERO(),C_RET_OFF(id0,c_symtabO)));

COMP-STATEMENT_LIST(STATEMENT_L工ST(statementO),c_symtabO)

==COMP_STATEMENT(statement0　,　c_symtabO);

COMP-STATEMENT_L工ST(
　STATEMENT_L工ST2(statement_1ist0,statementO),

　c_symtabO)
==APPEND_INST(COMP_STATEMENT_LIST(statement_1ist0,c｡symtabO),

　　　　　　　COMP_STATEMENT(statement0,c｡symtabO));

COMP_EXPR(EXPR(exPrO),c_symtabO)

==COMP_EXPR(exPr0,c_s戸tabO);

COMP_EXPR(EXPR2(id0,c-s戸tabO)
==INST_LIST(工NST3(ZaO0,C-RET_OFF(id0,c_symtabO)));

COMP_EXPR(EXPR3(intO),c_symtabO)

==工NST_L工ST(工NST(ZERO0,intO));

COMP-EXPR(EXPR4(exPr0,exPr1),c_sFtabO)

==INST_L工ST2(
　　APPEND_工NST(COMP-EXPR(exPr0,c_symtabO),
　　　　　　　　COMP-EXPR(exPr1,c_symtabO)),

　　INST2(ZERO　0　,　TWOO));

COMP_EXPR(EXPR5(exPr0,exPr1),c-symtabO)

==INST-LiST2(
　　APPEND_工NST(COMP_EXPR(exPr0,c_symtabO),

　　　　　　　　COMP-EXPR(exPr1,c_symtabO)),

　　INST2(ZERO0,THREEO));

COMP-EXPR(EXPR6(exPr0,expr1),c-syTnt　abO　)

==工NST_LIST2(
　　APPEND_INST(COMP_EXPR(exPr0,c_symtabO),
　　　　　　　　COMP_EXPR(exPr1,c-symtabO)),

　　INST2(ZERO0,FOURO));

COMP_EXPR(EXPR7(exPr0,expr1),c_symtabO)

==工NST_LIST2(

217



218 付録C　PL/Oサプセットコン゛イラの検証

　　APP£ND_INST(COMP-EXPR(expr0,c_s芦tabO),

　　　　　　　　COMP-EXPR(exPr1,c_symtabO)),
　　INST2(ZERO0,FIVEO));

COMP-EXPR(EXPR8(exPrO),c_symtabO)

==INST-LIST2(COMP-EXPR(exPr0,c_symtabO),

　　　　　　　INST2(ZERO0,0NEO));

AUXC-VAR-DCL-PART(VAR_DCL_PART(var-name_1istO),c_symtabO)

==AUXC-VAR_NAME_L工ST(var_name_1ist0,c_symtabO);

AUXC-VAR-NAMEユIST(VAR_NAME_LIST(var-naeO),c_symtabO)

==AUXC_VAR_NAME(var-name0,c-symtabO);

AUXC_VAR_NAME｡LIST(VAR-NAME｡LIST2(var_nalne_1ist0,var_nameO),

　　　　　　　　　c_symtajbO)

==AUXC-VAR_NAME(var_name0,
　　　　　　　　AUXC-VAR-NAME_LIST(var_name_1ist0,c_symtabO));

AUXC_VAR_NAME(VAR-NAME(id0,c-symtabO)

==C｡INS｡SYM(1d0,c_symtabO);

工NST3(1nt0,UNDEFJ:NTO)==INST_L工STO;

INST4(int0,UNDEF_工NTO)==INST-LISTO;

　　　/*　eqations　for　encoding　*/

R-INS-SYM(id0,1訂T-R｡SYMTABO)

==R-SYM_OFF(id0,ZERO0,1NIT_R_SYMTAB　O　);

R_INS_SYM(id0,R-SYM-OFF(id1,int0,r_symtabO))
==R-SYM-OFF(1d0,

　　　　　　ADD1_工NT(intO),
　　　　　　R-SYM_OFF(idl,int0,r-symtabO));

R-RET_OFF(id0,R-SYM_OFF(id1,int0,r-symtabO))

==工F(EQUAL｡ID(id0,id1),intO,R-RET｡OFF(id0,r_symtabO));

REPR(sta七eO)==REPR_STATE(state0,1NIT_R_SYMTABO);

REPR-STATE(APPLY_STATE(state-state0,stateO),r｡symtabO)

==APPLY｡M｡STATE(
　　REPR_STATE-STATE(state-state0,

　　　　　　　　　　　AUXR_STATE(state0,r_symtabO)),

　　REPR-STATE(stateO,r｡symtabO));

REPR_STATE(工NIT-STATE0,r-symtabO)==INIT-M-STATEO;

REPR_STATE(ADD_ID(state0,1d0,intO),r_symtabO)



==UPDATE_MEM(
　　　int0,

　　　REPR-STATE(state0,r_symtabO),

　　　R_RET_OFF(id0,

　　　　　　　R-エNS_SYM(idO,AUXR_STATE(state0,r_symtabO))));

REPR-STATE(UPDATE(state0,id0,intO),r_symtabO)

==UPDATE_MEM(1nt0,

　　　　　　　REPR_STATE(state0,r_symtabO),

　　　　　　　R_RET_OFF(id0,AUXR_STATE(state0,r､symtabO)))

REPR_STATE-STATE(COMPOSIT工ON(state-state0,state-state1),

　　　　　　　　r_symtabO)
==SEQUENCE(

　　　　STO(R_RET_OFF(id0,R-INS_SYM(id0,r_symtabO))))

REPR_STATE-STATE(UPDATE｡D(1d0,state-intO),r-symtabO)

希
夢

参
ー

==SEqUENCE(REPR_STATE-INT(state-1nt0,r-symtabO),

　　　　　　STO(R､RET-OFF(id0,r_symtabO)));

REPR-STATE-INT(RETRIEVE-D(idO),r_symtabO)
==LOD(R-RET-OFF(id0,r_symtabO));

REPR_STATE一エNT(MINUS_INT_D(state-intO),r-s芦tabO)
==SEQUENCE(REPR_STATE一エNT(state-int0,r｡symtabO),0PR(ONEO));

REPR-STATE-INT(SUM_INT-D(state-int0,state-int1),r｡symtabO)
==SEQUENCE(

　　REPR_STATE-INT(state-1nt0,r_symtabO),
　　SEQUENCE(REPR_STATE-INT(state-int1,r_symtabO),

　　　　　　　0PR(TWOO)));

REPR_STATE一エNT(DIFF-INT-D(state-int0,state-1nt1),r-symtabO)
==sEqUENCE(

　　REPR-STATE-INT(state-int0,r-symtabO),

　　SEqUUCE(REPR_STATE-INT(state-int1,r-symtabO),
　　　　　　　0PR(THREEO)));

REPR_STATE-INT(MULT-エNT-D(state-1nt0,state-1nt1),r_symtabO)

==SEQUENCE(

　　REPR-STATE-iNT(state-int0,r_s芦tabO),
　　SEQUENCE(REPR_STATE一エNT(state-int1,r-symtabO),
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220 付録C　PL/Oサプセットコン･゛イラの検証

　　　　　　　OPR(FOURO)));

REPR_STATE-INT(D工V_INT_D(state-int0,state-int1),r_symtabO)

==SEQUENCE(
　　REPR_STATE一エNT(state-int0,r_symtabO),

　　SEQUENCE(REPR-STATE一エNT(state-int1,r_symtabO),

　　　　　　　0PR(HV£O)));

REPR_STATE一エNT(MAKE_STATE-INT(intO),r-symtabO)==LITT(1ntO);

AUXR_STATE(IN工T-STATE0,r_symtabO)==r_symtabO;

AUXR_STATE(APPLY-STATE(state-state0,stateO),r_symtabO)

==AUXR-STATE-STATE(state-state0,
　　　　　　　　　　AUXR_STATE(state0,r-symtabO));

AUXR-STATE(ADD-エD(state0,1d0,intO),r_symtabO)

==R-エNS_SYM(id0,AUXR_STATE(state0,r_symtabO))

AUXR_STATE(UPDATE(state0,id0,intO),r_sym七abO)

==AUXR-STATE(state0,r-symtabO);

峯
1

AUXR_STATE-STATE(COMPOS工T工ON(state-state0,state-state1),
　　　　　　　　r-symtabO)

==AUXR_STATE-STATE(
　　state-state0,

　　AUXR_STATE-STATE(state-state1,r_symtabO));

AUXR_STATE-STATE(I_STATE-STATE0　,r_symtabO)==r_symtabO;

AUXR_STATE-STATE(ADD-エD_D(1d0,intO),r_symtabO)

==R-エNS_SYM(id0,r_symtabO);

AUXR-STATE-STATE(UPDAT£_D(id0,state-intO),r_symtabO)

==r-symtabO;

STO(UNDEF_工NTO)==NOP();

LOD(UNDEF_工NTO)==NOP();

S印UENCE(isnt0,SEQUENCE(inst1,inst2))
==SEQUENCE(SEQUENCE(inst0,1nst1),inst2);

SEQUENCE(NOP(),instO)==instO;

SEQUENCE(inst0,NOP())-instO;

　　　/*equations　for　PL/Os　semantic　mapPing　*/

SM-Program(PROGRAM(var_dc1_PartO,statement_1istO))



==APPLY_STATEO(

　　　COMPOS工TION(SM_statement(statement-1istO),

　　　　　　　　　　SM-var-dc1-Part(var_dc1_PartO)),
　　　工NIT_STATEO);

SM_var-dc1-part(VAR-DCL-PART(var_nameユ1stO))
==　SM_var-name_1ist(var_name_1istO)　　;

SM-var_name-1ist(VAR-NAM£-L工ST(var_nameO)
==　SM-var-name(var_nameO) 療

ー

SM_var_name｡1ist(VAR｡NAME-LIST2(var-name_11st0,var_naeO))

==COMPOS工TION(SM｡va:r｡name(var_nameO),
　　　　　　　　SM_var-nse-1ist(var｡nae-1istO));

SM_var_name(VAR-NAME(idO))==ADD-ID_D(id0,ZERO())

SM-statement(STATEMENT(id0,exPrO))
==UPDATE｡D(id0,SM｡exPr(exPrO));

SM-statement-1ist(STATEMENT_LIST(statementO))

==　SM-statement(statementO)　　;

ー
瀞

SM_statement_1ist(STATEMENT｡L工ST2(statement-1ist0,statementO))

==COMPOSIT工ON(SM-statement(statementO),
　　　　　　　SM-statement-1ist(statement_iistO));

SM-exPr(£XPR(exPrO))==SM-exPr(exPrO);

SM-exPr(EXPR2(idO))==RETRIEVE-D(idO);

SM-exPr(EXPR3(intO))==MAKE-STATE-INT(intO)

SM-exPr(EXPR4(exPr0,exPr1))

==SUM一エNT-D(SM-exPr(exPrO),SM-exPr(exPr1))

SM-exPr(aPR5(exPr0,exPr1))
==　D工FF-エNT-D(SM_exPr(exPrO),SM｡exPr(exPr1))

SM-exPr(EXPR6(exPr0,exPr1))

奏
-

僻
-

●

蓼

==　MULT_工NT-D(SM-exPr(exPrO),SM-exPr(exPr1))　　;

SM-exPr(EXPR7(exPr0,exPr1))
==D工V_INT-D(SM｡exPr(exPrO),SM｡exPr(exPr1))

SM-exPr(EXPR8(exPrO))
==MINUS-INT-D(SM_exPr(exPtO))　　;

暑
蓼

/*equations　for　p10　machine　semantic　maPPing　*/
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222 忖録C　PL/Oサプセットコン゛イラの検証

　TM-t-Program(T-PROGRAM(1nst-1istO))
　==APPLY_M_STATE(TM_1nst_1ist(inst_1istO),INIT_M_STATE　O　);

　TM_inst_1ist(INST_LIST　O　)==NOP();

　TM_inst_1ist(工NST-L工ST2(1nst_1ist0,instO))
　==SEQUENCE(TM_inst-11st(inst_1istO),TM_inst(instO));

　TM_inst(工NST(int0,int1))==LITT(1nt1);

　TM-inst(】:NST2(int0,int1))==OPR(int1);

　TM-inst(工NST3(int0,int1))==LOD(int1);

　TM_1nst(INST4(int0,int1))==STO(int1);

　TM-inst(工NST5(1nt0,int1))==〕:NT(int1);

ZZ


