
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行プログラムのソースコードを読み込み、機械語コードに変換するプログラム変換装
置において、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記ソースコードの字句解
析及び構文解析を行うコード解析部と、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記コード解析部により解
析された前記実行プログラムに対し、当該実行プログラム中の手続き呼び出しにおける呼
び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検出し、当該呼ばれ側の手続きにおいて引数の参照
が実行される条件である参照条件または当該参照条件を包含する所定の条件を評価条件と
し、当該評価条件が成立する場合に当該呼び側の手続きに記述されている当該引数の評価
を実行するように前記実行プログラムを変形する最適化部と、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記最適化部により変形さ
れた前記実行プログラムを前記機械語コードに変換するコード生成部と
を備えることを特徴とするプログラム変換装置。
【請求項２】
　実行プログラムのソースコードを読み込み、機械語コードに変換するプログラム変換装
置において、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記ソースコードの字句解
析及び構文解析を行うコード解析部と、
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　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記コード解析部により解
析された前記実行プログラムに対し、当該実行プログラム中で引数の値渡しでの手続き呼
び出しが行われる箇所を検出し、当該手続き呼び出しが行われる箇所における引数の評価
と当該引数の参照が実行される条件である の順序を入れ替え、当該参照条
件により分岐したパスのうち引数の参照を行わないパスにおける引数評価を削除する最適
化部と、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記最適化部により変形さ
れた前記実行プログラムを前記機械語コードに変換するコード生成部と
を備えることを特徴とするプログラム変換装置。
【請求項３】
　実行プログラムのソースコードを読み込み、機械語コードに変換するプログラム変換装
置において、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記ソースコードの字句解
析及び構文解析を行うコード解析部と、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記コード解析部により解
析された前記実行プログラムに対し、所定の変形を施す最適化部と、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現され、前記最適化部により変形さ
れた前記実行プログラムを前記機械語コードに変換するコード生成部とを備え、
　前記最適化部は、
　前記実行プログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きと
を検出し、当該呼ばれ側の手続きを前記呼び側の手続きにインライン化する第１の変形手
段と、
　インライン化された前記呼ばれ側の手続きの先頭から制御フローを遡って

を得、当該呼ばれ側の手続きにおいて引数の参照が実行される条件である参照
条件を当該命令列の前に移動すると共に、当該命令列を複製して当該参照条件から分岐す
る各ルートに挿入する第２の変形手段と、
　前記参照条件から分岐する各ルートに挿入された前記命令列のうち、前記引数が参照さ
れないルートの不用な前記命令列を除去する第３の変形手段と
を備えることを特徴とするプログラム変換装置。
【請求項４】
　コンピュータを制御して、処理対象であるプログラムの変形を行うプログラム変換方法
であって、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出手段が、所定の記憶装
置から前記処理対象であるプログラムを読み出し、当該プログラム中の手続き呼び出しに
おける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検出する第１のステップと、
　コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される変形手段が、前記呼ばれ側
の手続きにおいて引数の参照が実行される条件である参照条件または当該参照条件を包含
する所定の条件を評価条件とし、当該評価条件が成立する場合に当該呼び側の手続きに記
述されている当該引数の評価を実行するように前記プログラムを変形し、変形したプログ
ラムを所定の記憶装置に格納する第２のステップと
を含むことを特徴とするプログラム変換方法。
【請求項５】
　コンピュータを制御して、処理対象であるプログラムの変形を行うプログラム変換方法
であって、
　前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出手段が、所定の記
憶装置から前記処理対象であるプログラムを読み出し、当該プログラム中で引数の値渡し
での手続き呼び出しが行われる箇所を検出するステップと、
　前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される変形手段が、前記プロ
グラムの前記手続き呼び出しが行われる箇所における引数の評価と当該引数の参照が実行
される条件である の順序を入れ替えるステップと、
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　前記変形手段が前記参照条件により分岐したパスのうち引数の参照を行わないパスにお
ける引数評価を削除し、かかる変形がなされたプログラムを所定の記憶装置に格納するス
テップと
を含むことを特徴とするプログラム変換方法。
【請求項６】
　コンピュータを制御して、処理対象であるプログラムの変形を行うプログラム変換方法
であって、
　前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出手段が、所定の記
憶装置から前記処理対象であるプログラムを読み出し、当該プログラム中の手続き呼び出
しにおける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検出する第１のステップと、
　前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現されるインライン化手段が、
前記呼ばれ側の手続きを前記呼び側の手続きにインライン化する第２のステップと、
　前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される変形手段が、インライ
ン化された前記呼ばれ側の手続きの先頭から制御フローを遡って
を得、当該呼ばれ側の手続きにおいて引数の参照が実行される条件である参照条件を当該
命令列の前に移動すると共に、当該命令列を複製して当該参照条件から分岐する各ルート
に挿入する第３のステップと、
　前記変形手段が、前記参照条件から分岐する各ルートに挿入された前記命令列のうち、
前記引数が参照されないルートの不用な前記命令列を除去する第４のステップと、
　前記不用な命令列が除去されたプログラムを所定の記憶装置に格納する第５のステップ
と
を含むことを特徴とするプログラム変換方法。
【請求項７】
　コンピュータを制御して、実行プログラムのソースコードを機械語コードに変換するプ
ログラムであって、
　所定の記憶装置から処理対象である前記実行プログラムのソースコードを読み出し、当
該実行プログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検
出する第１の処理を前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出
手段に実行させ、
　前記呼ばれ側の手続きにおいて引数の参照が実行される条件である参照条件または当該
参照条件を包含する所定の条件を評価条件とし、当該評価条件が成立する場合に当該呼び
側の手続きに記述されている当該引数の評価を実行するように前記実行プログラムを変形
する第２の処理を前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される変形手
段に実行させ、
　変形された前記実行プログラムを前記機械語コードに変換し、所定の記憶装置に格納す
る第３の処理を前記変形手段に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　コンピュータを制御して、実行プログラムのソースコードを機械語コードに変換するプ
ログラムであって、
　所定の記憶装置から処理対象である前記実行プログラムのソースコードを読み出し、当
該実行プログラム中で引数の値渡しでの手続き呼び出しが行われる箇所を検出する処理を
前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出手段に実行させ、
　前記手続き呼び出しが行われる箇所における引数の評価と当該引数の参照が実行される
条件である の順序を入れ替える処理を前記コンピュータのプログラム制御
されたＣＰＵにて実現される変形手段に実行させ、
　前記参照条件により分岐したパスのうち引数の参照を行わないパスにおける引数評価を
削除し、かかる変形がなされた前記実行プログラムを変形する処理を前記変形手段に実行
させ、
　変形された前記実行プログラムを前記機械語コードに変換し、所定の記憶装置に格納す
る処理を前記変形手段に実行させることを特徴とするプログラム。
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【請求項９】
　コンピュータを制御して、実行プログラムのソースコードを機械語コードに変換するプ
ログラムであって、
　所定の記憶装置から処理対象である前記実行プログラムのソースコードを読み出し、当
該実行プログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検
出する第１の処理を前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現される検出
手段に実行させ、
　前記呼ばれ側の手続きを前記呼び側の手続きにインライン化する第２処理を前記コンピ
ュータのプログラム制御されたＣＰＵにて実現されるインライン化手段に実行させ、
　インライン化された前記呼ばれ側の手続きの先頭から制御フローを遡って

を得、当該呼ばれ側の手続きにおいて引数の参照が実行される条件である参照
条件を当該命令列の前に移動すると共に、当該命令列を複製して当該参照条件から分岐す
る各ルートに挿入する第３の処理を前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて
実現される変形手段に実行させ、
　前記参照条件から分岐する各ルートに挿入された前記命令列のうち、前記引数が参照さ
れないルートの不用な前記命令列を除去する第４の処理を前記コンピュータのプログラム
制御されたＣＰＵにて実現される変形手段に実行させ、
　前記不用な命令列が除去された前記実行プログラムを前記機械語コードに変換し、所定
の記憶装置に格納する第５の処理を前記コンピュータのプログラム制御されたＣＰＵにて
実現される検出手段に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　前記第３の処理では、前記参照条件を、当該参照条件を包含する他の条件に置き換える
処理を前記変形手段にさらに実行させることを特徴とする に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータプログラムのコンパイルにおいて実行される最適化処理に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータによるデータ処理を制御するプログラムを記述するプログラミング言語のう
ち、引数を値渡しする言語、すなわち殆どの手続き型言語では、手続き呼び出しにおける
呼び側の手続き（以下、単に呼び側と称す）が、手続き呼び出しに先立ち全ての引数を評
価する（これを先行評価（ eager evaluation）という）。
【０００３】
引数の先行評価には、引数評価を呼び側本体の計算と並列に実行することで、当該引数評
価を行うことによる遅延時間を、手続き呼び出しの遅延時間と重複させて隠せる（実質的
に遅延を低減させられる）という利点がある。その反面、手続き呼び出しの呼ばれ側の手
続き（以下、単に呼ばれ側と称す）で実際に参照されない引数まで評価されてしまう無駄
がある。
【０００４】
そこで、プログラムの開発においては、引数の先行評価を行いながら、その無駄を省くた
めの方策が求められる。
Ｓｃｈｅｍｅという言語では、引数の評価は通常、先行評価で行うが、約束（ promise）
と呼ばれる閉包（ closure）として呼ばれ側に渡し、遅延評価（ lazy evaluation）に切り
替えることができる仕様となっている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
また、プログラマがプログラムの作成時に、引数が呼ばれ側で実際に参照されるための条
件（以下、参照条件と称す）から導かれる適切な条件（以下、評価条件と称す）を呼び側
に挿入することにより、呼ばれ側で引数を参照するか否かに応じて適切に先行評価を行う
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ことができる。そして自ら呼び側のソースコードに評価条件を挿入し、手続き呼び出しそ
のものを保護することができる。
【０００６】
さらに、従来から用いられているプログラムの最適化の手法として、部分不用コード除去
（ partial dead code elimination）がある。この最適化は、後続制御フローの一部分で
のみ値が参照される命令を、値を参照する命令の直前に移動し、その部分不用性を除く（
例えば、非特許文献２参照）。
【０００７】
【非特許文献１】
R. Kelsey, W. Clinger, J. Rees (eds.), "Revised5  Report on the Algorithmic Langu
age Scheme", Higher-Order and Symbolic Computation, Vol. 11, No. 1, September, 1
998, and ACM SIGPLAN Notices, Vol. 33, No. 9, October, 1998.
【非特許文献２】
J. Knoop, O. Ruthing and B. Steffen, "Partial Dead Code Elimination", In PLDI '9
4, pp. 147-158, June 1994.
【非特許文献３】
Steven S. Muchnick, "Advanced Compiler Design and Implementation", Morgan Kaufma
nn Publishers, Inc., 1997, pp. 465 - 470.
【非特許文献４】
Steven S. Muchnick, "Advanced Compiler Design and Implementation", Morgan Kaufma
nn Publishers, Inc., 1997, pp. 592 - 597.
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の各手法では、それぞれ次のような問題がある。Ｓｃｈｅｍ
ｅにおける約束（ promise）は、呼び側に delay、呼ばれ側に forceをつけることによって
、引数の評価を先行評価から遅延評価に切り替える方式である。このため、呼び側、呼ば
れ側双方のソースコードの変更を伴い煩雑である。また当然ながら、遅延評価に切り替え
ると、並列実行により引数評価の遅延時間を隠し実質的に遅延を低減できるという先行評
価の利点は失われる。
【０００９】
また、プログラミングにおいて評価条件を呼び側のソースコードへ挿入する手法は、本来
呼ばれ側に集約されていた参照条件を多数の呼び側に分散させることである。すなわち、
参照条件に基づく評価条件を、その呼ばれ側の手続きを呼び出す全ての呼び側に挿入しな
くてはならない。そのため、プログラムの変更や保守を行う場合の容易さを損なう。また
、呼ばれ側の詳細は必ずしも公開されているとは限らず、仮に公開されていたとしても、
参照条件が呼び側から呼び出せるパブリック関数やパブリックメンバであるとは限らない
。そのため、呼び側のソースコードに評価条件を挿入することが、原理上不可能な場合も
あり得る。
【００１０】
さらに、部分不用コード除去は、任意の不用コードを除去できる強力な最適化であるが、
計算量が命令数の３から５乗と非常に大きい。したがって、Ｊａｖａ（米国サン・マイク
ロシステムズ社の商標）におけるＪＩＴ（ Just In Time）コンパイラのようにプログラム
の実行時に動的にコンパイルを行うコンパイラに用いるには適当ではない。
【００１１】
そこで、本発明は、引数の先行評価を、呼ばれ側で必要とするか否かに応じて実行する効
率的なプログラムを生成することを可能とすることを目的とする。
また本発明は、プログラムのコンパイルの際に、そのような効率的なプログラムに最適化
するコンパイラを提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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上記の目的を達成する本発明は、実行プログラムのソースコードを読み込み、機械語コー
ドに変換する、次のように構成されたプログラム変換装置として実現される。すなわち、
このプログラム変換装置は、ソースコードの字句解析及び構文解析を行うコード解析部と
、この実行プログラムを変形する最適化部と、この最適化部により変形された実行プログ
ラムを機械語コードに変換するコード生成部とを備える。そして、この最適化部は、コー
ド解析部により解析された実行プログラムに対し、この実行プログラム中の手続き呼び出
しにおける呼び側の手続きと呼ばれ側の手続きとを検出し、呼び側の手続きに記述されて
いる引数の評価を、所定の評価条件で保護し、この引数を参照する場合に評価を行うよう
に実行プログラムを変形することを特徴とする。
この評価条件としては、呼ばれ側の手続きが単純な条件で保護されている場合における、
かかる条件または当該条件を包含する条件とすることができる。あるいはこの条件は、呼
ばれ側の手続きにて前記引数が参照されるための参照条件または当該条件を包含する条件
とすることができる。
【００１３】
また、本発明の他のプログラム変換装置は、コード解析部と、最適化部と、コード生成部
とを備え、最適化部は、コード解析部により解析された実行プログラムに対し、この実行
プログラム中で引数の値渡しでの手続き呼び出しが行われる箇所を検出し、この手続き呼
び出しが行われる箇所における引数評価と参照条件の評価との順序を入れ替えるように実
行プログラムを変形することを特徴とする。
【００１４】
本発明のさらに他のプログラム変換装置は、コード解析部と、最適化部と、コード生成部
とを備え、最適化部は、実行プログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼
ばれ側の手続きとを検出し、呼ばれ側の手続きを呼び側の手続きにインライン化する第１
の変形手段と、インライン化された呼ばれ側の手続きの先頭から制御フローを遡って所定
の命令列を得、呼ばれ側の手続きにて引数が参照されるための参照条件を、この命令列の
前に移動すると共に、この命令列を複製して参照条件から分岐する各ルートに挿入する第
２の変形手段と、参照条件から分岐する各ルートに挿入された命令列のうち、引数が参照
されないルートの不用な命令列を除去する第３の変形手段とを備えることを特徴とする。
【００１５】
また、上記の目的を達成する他の本発明は、コンピュータを制御して、処理対象であるプ
ログラムの変形を行うプログラム変換方法であって、所定の記憶装置から処理対象である
プログラムを読み出し、このプログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼
ばれ側の手続きとを検出する第１のステップと、呼び側の手続きに記述されている引数の
評価を、所定の評価条件で保護し、この引数を参照する場合に評価を行うようにプログラ
ムを変形し、変形したプログラムを所定の記憶装置に格納する第２のステップとを含むこ
とを特徴とする。
【００１６】
さらに、本発明の他のプログラム変換方法は、所定の記憶装置から処理対象であるプログ
ラムを読み出し、このプログラム中で引数の値渡しでの手続き呼び出しが行われる箇所を
検出する第１のステップと、このプログラムの手続き呼び出しが行われる箇所における引
数評価と参照条件の評価との順序を入れ替えるように、プログラムを変形し、変形したプ
ログラムを所定の記憶装置に格納するステップとを含むことを特徴とする。
【００１７】
また、本発明のさらに他のプログラム変換方法は、所定の記憶装置から処理対象であるプ
ログラムを読み出し、このプログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側の手続きと呼ば
れ側の手続きとを検出する第１のステップと、呼ばれ側の手続きを呼び側の手続きにイン
ライン化する第２のステップと、インライン化された呼ばれ側の手続きの先頭から制御フ
ローを遡って所定の命令列を得、呼ばれ側の手続きにて引数が参照されるための参照条件
を、この命令列の前に移動すると共に、この命令列を複製して参照条件から分岐する各ル
ートに挿入する第３のステップと、参照条件から分岐する各ルートに挿入された命令列の

10

20

30

40

50

(6) JP 3956131 B2 2007.8.8



うち、この引数が参照されないルートの不用な命令列を除去する第４のステップと、不用
な命令列が除去されたプログラムを所定の記憶装置に格納する第５のステップを含むこと
を特徴とする。
【００１８】
さらにまた、本発明は、コンピュータを制御して上述したプログラム変換装置としての各
機能を実現するプログラム、あるいはコンピュータに上記のプログラム変換方法における
各ステップに対応する処理を実行させるプログラムとしても実現される。このプログラム
は、磁気ディスクや光ディスク、半導体メモリ、その他の記録媒体に格納して配布したり
、ネットワークを介して配信したりすることにより提供することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいて、この発明を詳細に説明する。
図１は、本実施の形態によるデータ処理方法を実現するコンピュータシステムのシステム
構成を示す図である。
図１を参照すると、本実施の形態におけるコンピュータシステムは、ソースプログラム（
入力コード）をコンパイルするコンパイラ１００と、コンパイラ１００にてコンパイルさ
れたオブジェクトプログラム（出力コード）を実行して種々の処理を行うプログラム実行
部２００と、メモリ３００とを備える。コンパイラ１００及びプログラム実行部２００は
、パーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータシステムにおけるプ
ログラム制御されたＣＰＵにて実現される。メモリ３００は、コンピュータ装置のメイン
メモリであり、ＲＡＭ等で実現される。メモリ３００には、ＣＰＵを制御してコンパイラ
１００として動作させるためのプログラムやコンパイルの対象のプログラムが格納される
と共に、コンパイラ１００のコンパイル処理において、レジスタから退避される変数が一
時的に格納される。なお、メモリ３００に格納されるプログラムは、必要に応じて、適宜
磁気ディスクその他の外部記録装置に保存されることは言うまでもない。
【００２０】
図１において、コンパイラ１００は、所定のプログラミング言語で記述された入力コード
を入力して処理し、機械語で記述された出力コードを生成して出力する。この入力コード
の入力は、コード生成装置４００にて生成された入力コードを直接入力したり、コード生
成装置４００にて生成された入力コードを記憶した記憶装置５００から入力したり、ネッ
トワーク６００上に存在するコード生成装置４００や記憶装置５００からネットワーク６
００を介して入力したりすることにより行われる。コンパイラ１００により生成された出
力コードは、プログラム実行部２００により実行される。
【００２１】
図２は、本実施の形態におけるコンパイラ１００の構成を説明する図である。図２を参照
すると、コンパイラ１００は、入力コードの字句解析や構文解析を行うコード解析部１１
０と、各種の最適化によるプログラムの変形を行う最適化部１２０と、最適化されたプロ
グラムを出力コードに変換（生成）して出力する出力コード生成部１３０とを備える。
また、最適化部１２０の機能として、所定の手続き呼び出し部分をインライン化するイン
ライン化実行部１０と、プログラム中の引数の評価を行う部分を条件分岐（参照条件）の
後ろへ移動させる引数評価移動部２０と、引数評価移動部２０の処理で生じた不用なコー
ドを除去するための不用コード除去部３０とを備える。
図２に示したコンパイラ１００の各構成要素は、コンピュータプログラムにより制御され
たＣＰＵにて実現される仮想的なソフトウェアブロックである。ＣＰＵを制御する当該コ
ンピュータプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、半導体メモリ等の記録媒体に格納
して配布したり、ネットワークを介して伝送したりすることにより提供される。
なお、図２に示した最適化部１２０の各機能は、本実施の形態における特徴的な機能に関
するものである。特に図示しないが、プログラムの最適化の手段としては、実際には、本
実施の形態で説明する以外の種々の手法があり、本実施の形態による手法と併用すること
も可能であることは言うまでもない。
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【００２２】
本実施の形態は、値渡しの行われる箇所である手続き呼び出しにおいて、呼び側での引数
評価を適切な条件（評価条件）で保護することで、呼び側での無駄な引数評価を抑制する
。ここで、評価条件は通常、呼ばれ側で引数が実際に参照されるための条件（参照条件）
と同一である。すなわち、本実施の形態による最適化の本質は、引数と参照条件とに対す
る評価順序の入れ替えである。
一般に、呼び側での引数評価と評価後の引数を用いた手続き呼び出しとの間には任意の計
算を挿入することができる。しかし、本実施の形態における最適化の主要な対象であるデ
バッグやログにメッセージを出力するための手続き呼び出しでは、評価後の引数を一時変
数に受けずに、手続き呼び出しの実引数部に直接記述する（すなわち引数評価は手続き呼
び出しの直前にある）傾向が顕著である。また、その際の呼ばれ側は（デバッグやチュー
ニング時に機能を有効化し、実際の稼動時は無駄なオーバヘッドを避けるため無効化する
などの要求から）手続き全体が唯一の単純な条件（参照条件）で保護されている傾向があ
る。そのため、条件分岐（参照条件）の直前の命令列を、当該条件分岐の後ろで引数を参
照する部分の前へ移動することにより、無駄な引数評価を削減する最適化が可能となる。
【００２３】
引数と参照条件の評価順が逆になったことにより、起きるはずの副作用が起きなかったり
、起きないはずの副作用が起きたりすることを避けるため、（参照条件から合成される）
評価条件が副作用を起こす場合、引数評価は副作用を起こしてはならない。ここで、副作
用とは、例外や値の逃避（ escape）などである。副作用の除去、計算量の削減などの理由
で評価条件を変更（単純化）することもできるが、その場合は変更後の評価条件が本来の
評価条件を包含するように決める。
さらに、呼ばれ側のコードである参照条件から評価条件を合成する都合上、その呼出し点
における呼ばれ側の集合は、呼び側のコンパイル時に決まっている必要がある。呼ばれ側
が一意に決まる静的呼び出しやテストコードで静的束縛された動的呼び出し、Ｃ ++の仮想
関数のようにメソッドの実行時オーバロードを伴わない動的呼び出しは、この条件を満た
す。Ｊａｖａの仮想関数のようにメソッドの実行時オーバロードを伴う動的呼び出しは、
実行時に呼ばれ側の集合が変わったことを検出し、コードを安全側にパッチするランタイ
ムと併用し、呼び側のコンパイル時に既知の呼ばれ側に限り、本実施の形態による最適化
を実行する。また、呼び側のコンパイル時に既知の呼ばれ側の集合が複数の要素からなる
ときは、テストコードを用いて一意に静的束縛した後、本実施の形態による最適化を実行
する。
【００２４】
図２に示した構成において、インライン化実行部１０は、プログラム中の手続き呼び出し
において、上記の副作用や呼ばれ側の一意性等の条件を満足するかどうかを調べた上で、
呼ばれ側の手続きを呼び側に埋め込み、インライン化する。インライン化自体は、従来か
ら最適化の手法の１つとして周知の技術である（例えば、非特許文献３参照）。本実施の
形態でも、従来のインライン化の手法を適用することができる。
【００２５】
引数評価移動部２０は、呼び側にある引数評価の部分を参照条件（評価条件）の後ろへ移
動する。具体的には、まず、インライン化実行部１０によりインライン化された呼ばれ側
（インライン化により呼び側、呼ばれ側という区別はなくなっているが、便宜上、元の呼
び側、呼ばれ側に則ってこの称呼を用いる）の手続きの先頭から逆向きに、制御フロー解
析を行って制御フローを、制御が合流する基本ブロックの最初の命令まで（評価条件が副
作用を起こす場合は、制御が合流する基本ブロックの最初の命令を上限として最下の副作
用を起こす命令の直後の命令まで）遡る。そして、得られた命令列の前に参照条件を移動
して評価条件とすると共に、当該命令列を複製して評価条件の直後の各ルートへ挿入する
。これにより、プログラムの命令列において、引数の評価順と参照条件（評価条件）の評
価順とが入れ替わったことになる。なお、参照条件を移動して評価条件とした際、必要が
あれば上述したように評価条件を単純化することができる。
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【００２６】
ここで、本実施の形態では、元の呼び側にあった命令列を、呼ばれ側の直前の基本ブロッ
クほぼ１個分にわたって、呼ばれ側へ移動することとした。
図３は、制御フローを遡る範囲を説明する図である。
図３に示すように、制御の合流点を上限として複製され、参照条件（評価条件）の後ろへ
移動する。
しかしながら、これは理論上複製し移動可能な上限という意味ではない。原理的には制御
フロー解析によって際限なく遡り、参照条件（評価条件）の後ろへ移動することが可能で
ある。したがって、制御の合流点を越えて制御フローを遡り、参照条件（評価条件）の後
ろへ移動しても良い。
図４は、制御の合流点を越える範囲の命令列を参照条件（評価条件）の後ろへ移動した様
子を示す図である。
【００２７】
ただし、本実施の形態における最適化の主要な対象であるデバッグやログにメッセージを
出力するための手続き呼び出しでは、評価後の引数を一時変数に受けずに、手続き呼び出
しの実引数部に直接記述する（すなわち引数評価は手続き呼び出しの直前にある）傾向が
顕著である。このため、合流点を越えて命令列を移動しても最適化の効果は概ね変わらな
いと言える。したがって、実用的には、上記のように、制御が合流する基本ブロックの最
初の命令まで（もしくは当該基本ブロックの最初の命令を上限として最下の副作用を起こ
す命令の直後の命令まで）制御フローを遡り、参照条件（評価条件）の後ろへ移動すると
すれば十分である。
なお、上記の命令列の複製は、引数を評価する命令を選択して行うのではなく、制御フロ
ーで得られた範囲の命令列全体に対して行う。これにより、個々の命令を解析するといっ
た煩雑な作業を避けることができる。
【００２８】
不用コード除去部３０は、引数評価移動部２０により評価条件の直後の各ルートへ移った
引数評価を含む命令列のうち、不用なものを除去する。すなわち、引数評価移動部２０は
、単純に命令列を条件分岐の後ろへ移動し、かつ複製するのみであるので、評価条件の真
偽に関わらず、各ルートに引数評価を含む命令列が挿入されている。そこで、不用コード
除去部３０が、評価条件の真偽を調べ、  評価条件が偽（ false）となる側のルートに複製
された引数評価を、不用コード除去（ dead code elimination）により除去する。なお、
この不用コード除去については、最適化の手法の１つとして周知の従来手法（例えば、非
特許文献４参照）を適用することができる。
【００２９】
次に、本実施の形態による最適化の作用について具体的に説明する。
図５は、本実施の形態による最適化の処理の全体的な流れを説明するフローチャートであ
る。図６乃至図９は、本実施の形態の最適化によるプログラムの制御フローの変化を説明
する図である。
初期動作として、コンパイラ１００は、処理対象であるプログラムを入力し、これに対し
て字句解析や構文解析等の処理を既に行っているものとする。これらの解析の済んだプロ
グラム（中間コード）は、メモリ３００に一時的に格納されている。
図５に示すように、コンパイラ１００において、制御フロー解析等の手段により、処理対
象であるプログラム中の手続き呼び出しにおける呼び側と呼ばれ側とが検出される（ステ
ップ５０１）。図６は、検出された呼び側及び呼ばれ側の制御フローの例を示す図である
。図６において、呼び側の「手続呼出」によって呼ばれ側の手続きが呼ばれ、実行される
。
【００３０】
次に、コンパイラ１００のインライン化実行部１０が、ステップ５０１で検出された手続
き呼び出しの呼ばれ側全体が、唯一の単純な条件（参照条件）で保護されているかを調べ
る（ステップ５０２）。図６に示した手続き呼び出しにおける呼ばれ側はこの条件を満た
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す。そこで、次にインライン化実行部１０は、この呼ばれ側を呼び側へインライン化する
（ステップ５０３）。インライン化の施された処理対象のプログラムは、メモリ３００に
保持される。
図７は、図６に示した制御フローをインライン化した様子を示す図である。この状態では
、「引数評価」が「参照条件」の前に存在している。
【００３１】
次に、引数評価移動部２０が、メモリ３００からプログラムを読み出し、インライン化さ
れた手続き（元の呼ばれ側）の先頭から逆向きに制御フローを遡り、制御が合流する基本
ブロックの最初の命令まで（もしくは当該基本ブロックの最初の命令を上限として、最下
の副作用命令の直後まで）の命令列を得る。そして、参照条件を当該命令列の前に移動し
て評価条件とすると共に、当該命令列を複製して評価条件の直後の各ルートに挿入する（
ステップ５０４）。引数評価移動部２０による変形の済んだプログラムは、メモリ３００
に保持される。
図８は、図７の状態から「引数評価」を条件分岐の後ろに移動した状態を示す図である。
図８において、「参照条件」に代わって「評価条件」という条件分岐が置かれ、その真偽
いずれのルートにも「引数評価」が挿入されている。
【００３２】
最後に、不用コード除去部３０が、メモリ３００からプログラムを読み出し、引数評価移
動部２０によって評価条件の後ろの各ルートに挿入された引数評価のうち、不必要な引数
評価の命令列を取り除く（ステップ５０５）。不必要な命令列が除去されたプログラムは
、メモリ３００に保持される。
図９は、図８の状態から不用な「引数評価」を除去した状態を示す図である。図９におい
て、「引数参照」が行われないルート（「評価条件」が偽のルート）にあった「引数評価
」が削除されている。
この後、最適化の施されたプログラムがオブジェクトコードに変換され、当該オブジェク
トコードが図１に示したプログラム実行部２００により実行される。
【００３３】
以上のようにして、本実施の形態では、プログラムをコンパイルする際に、引数が呼ばれ
側で参照される条件（参照条件）から導かれる条件（評価条件）を、コンパイラ１００が
呼び側に自動的に挿入することが実現される。これは、Ｓｃｈｅｍｅで設定可能な遅延評
価（ lazy evaluation）への切り替えとは異なり、ソースコードの書き換えという繁雑な
作業を必要としない。また、評価条件を満たす場合における引数の評価は先行評価される
ため、実質的な遅延時間の短縮という利点は失われない。
【００３４】
また、本実施の形態では、プログラムをコンパイルする際にコンパイラ１００が評価条件
を呼び側に自動挿入する事が実現される。これは、プログラムの開発者が評価条件を呼び
側のソースコードへ手作業で挿入する場合とは異なり、ソースコード上で参照条件は呼ば
れ側に集約されたままであるため、プログラムの変更や保守を行う場合の容易さを損なう
ことはない。また、評価条件の呼び側への挿入の際に実装の詳細を知る必要もなければ、
アクセス権の制限を受けることもない。
【００３５】
さらに、本実施の形態では、引数の評価と参照条件（評価条件）の評価の順序を入れ替え
た後、不用コードの除去を行うが、その計算量は基本ブロック数（評価条件が副作用を起
こす場合は命令数）の１乗に過ぎない。したがって、命令数の３から５乗と非常に大きい
計算量を要する従来の部分不用コード除去と異なり、プログラムの実行時に動的にコンパ
イルを行うコンパイラに用いるのに好適である。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、引数の先行評価を、呼ばれ側で必要とするか否か
に応じて行う効率的なプログラムを生成することができる。
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また、本発明によれば、プログラムのコンパイルの際に、そのような効率的なプログラム
に最適化するコンパイラを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態によるデータ処理方法を実現するコンピュータシステムのシステ
ム構成を示す図である。
【図２】　本実施の形態におけるコンパイラの構成を説明する図である。
【図３】　本実施の形態において、制御フローを遡る範囲を説明する図である。
【図４】　本実施の形態において制御の合流点を越える範囲の命令列を参照条件（評価条
件）の後ろへ移動した様子を示す図である。
【図５】　本実施の形態による最適化の処理の全体的な流れを説明するフローチャートで
ある。
【図６】　本実施の形態の最適化によるプログラムの制御フローの変化を説明する図であ
り、検出された呼び側及び呼ばれ側の制御フローの例を示す図である。
【図７】　本実施の形態の最適化によるプログラムの制御フローの変化を説明する図であ
り、図６に示した制御フローをインライン化した様子を示す図である。
【図８】　本実施の形態の最適化によるプログラムの制御フローの変化を説明する図であ
り、図７の状態から「引数評価」を条件分岐の後ろに移動した状態を示す図である。
【図９】　本実施の形態の最適化によるプログラムの制御フローの変化を説明する図であ
り、図８の状態から不用な「引数評価」を除去した状態を示す図である。
【符号の説明】
１０…インライン化実行部、２０…引数評価移動部、３０…不用コード除去部、１００…
コンパイラ、１１０…コード解析部、１２０…最適化部、１３０…出力コード生成部、２
００…プログラム実行部、３００…メモリ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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