
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース・プログラムをコンパイルするコンパイラを格納した記録媒体であって、
　前記コンパイラは、コンピュータに、
　ソース・プログラム格納部に格納されている前記ソース・プログラムを読み出し、前記
ソース・プログラム中の並列化指示文を検出するステップと、
　前記並列化指示文を検出した場合に、当該並列化指示文内部の構造に従って、当該並列
化指示文に含まれる所定の字句を抽出し、各前記所定の字句の識別情報を階層構造をもっ
て記憶装置上に配置することにより、

解析処理で用いる中間データであり且
つ前記並列化指示文に対する第１フロントエンド内中間言を生成するステップと、
　前記解析処理 に応じて、前記解析処理に

処理情報を前記所定の字句毎に格納
する処理テーブル格納部から、前記記憶装置内の前記第１フロントエンド内中間言の前記
所定の字句の識別情報を基に、前記所定の字句に対応する前記処理情報を取得するステッ
プと、
　を実行させるためのコンパイラである、記録媒体。
【請求項２】
　前記解析処理で用いる中間データであり、前記並列化指示文が有効となる文の第２フロ
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ントエンド内中間言に、前記第１フロントエンド内中間言への参照情報を付加し、前記記
憶装置に格納するステップ、
　をさらに実行させるためのコンパイラであることを特徴とする請求項１記載の記録媒体
。
【請求項３】
　前記階層構造が、リスト構造であることを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項４】
　ソース・プログラムをコンパイルするコンパイル装置であって、
　前記ソース・プログラムを格納するプログラム記憶手段と、
　

解析処理 処理情報を所
定の字句毎に格納する処理情報記憶手段と、
　前記プログラム記憶手段に格納されている前記ソース・プログラムを読み出し、前記ソ
ース・プログラム中の並列化指示文を検出する手段と、
　前記並列化指示文を検出した場合に、当該並列化指示文内部の構造に従って、当該並列
化指示文に含まれる前記所定の字句を抽出し、各前記所定の字句の識別情報を階層構造を
もって記憶領域上に配置することにより、前記解析処理で用いる中間データであり且つ前
記並列化指示文に対する第１フロントエンド内中間言を生成する手段と、
　前記解析処理 に応じて、前記処理情報記憶手段から
、前記第１フロントエンド内中間言の前記所定の字句の識別情報を基に、前記所定の字句
に対応する前記処理情報を取得する手段と、
　を有するコンパイル装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、コンパイラに関し、より詳しくは並列コンピュータに対するソース・プログラ
ムをコンパイルするコンパイラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、複数のＣＰＵ（ Central Processing Unit）を有するコンピュータは、ＣＰＵ価格
の下落等の理由で普及してきている。よって、例えばＯｐｅｎＭＰといった、共有メモリ
型の並列コンピュータ向けプログラミングにおけるＡＰＩ（ Application Program Interf
ace）の使用も広がってきている。このような状況の下、並列コンピュータのためのコン
パイラの重要性も上がってきている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来では並列化指示文がソース・プログラムにおいて指定されていた時に、コン
パイラでは並列化指示文内の構造情報を保持することなく処理していた。また、並列化指
示文と当該並列化指示文が有効となる文（式を含む）との関係を示す情報を保持すること
なく処理していた。このため、コンパイラにおける処理が複雑になり、且つ速度の向上を
阻害していた。
【０００４】
よって本発明の目的は、新規のデータ構造を導入して高速処理可能な、並列コンピュータ
のためのコンパイラを提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る、並列化指示文を含むソース・プログラムをコンパイルするコンパイラは、
コンピュータに、当該ソース・プログラム中の並列化指示文を検出するステップと、
【０００６】
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並列化指示文を検出した場合に、当該並列化指示文内部の構造に従って当該並列化指示文
の少なくとも一部分の各処理コードを階層構造をもって記憶領域上に配置することにより
、並列化指示文に対するフロントエンド内中間言を生成するステップとを実行させる。
【０００７】
これにより構文解析、意味解析などの解析処理で階層構造を有するフロントエンド内中間
言を使用することができるようになり、その都度階層構造を確認しながら解析処理を行っ
ていた従来よりも処理が高速化される。
【０００８】
また、並列化指示文が有効となる文のフロントエンド内中間言に、当該並列化指示文が有
効となる文のフロントエンド内中間言から当該並列化指示文に対するフロントエンド内中
間言への参照情報を付加するステップをさらに実行させるようにする。これにより、並列
化指示文とそれが有効となる文との関係が明確となる。使用する記憶領域を削減する効果
もある。
【０００９】
なお、上で述べたようなコンパイラが通常のコンピュータで実行されれば当該コンピュー
タはコンパイル装置となる。また、コンパイラは、例えばフロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等の記憶媒体又は記憶装置に格納
される。また、コンパイラの処理途中の中間的なデータは、コンピュータのメインメモリ
などの記憶装置に格納される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態に係る機能ブロック図を図１に示す。コンピュータ１は、Ｏｐｅｎ
ＭＰなどのＡＰＩに従った並列化指示文を含むソースプログラムのファイル１０をコンパ
イルし、生成したオブジェクトコードのファイル３０を出力するコンパイラ２０を実行す
る。コンパイラ２０には、プログラミング言語に従って書かれたソースプログラムに含ま
れる各字句を解析する字句解析部２１と、ソースプログラムの構造を解析する構文解析部
２２と、ソースプログラムの意味内容を解析する意味解析部２３と、中間言変換部２４と
が含まれる。この字句解析部２１と構文解析部２２と意味解析部２３と中間言変換部２４
はフロントエンド部４０と呼ばれ、フロントエンド部４０内で用いられる中間言をフロン
トエンド内中間言と呼ぶ。中間言変換部２４は、フロントエンド内中間言を最適化処理な
どで用いるコンパイラ内中間言（単に「中間言」と呼ばれることもある。）に変換する。
またコンパイラ２０には、最適化処理を行う最適化処理部２５と、最適化処理などの結果
を用いてオブジェクトコードを生成するコード生成部２６とがさらに含まれる。
【００１１】
本実施の形態では構文解析部２２に以下で説明する処理を追加することにより、Ｏｐｅｎ
ＭＰなどに従って記述された並列化指示文をリスト構造化して、フロントエンド内中間言
を生成する。リスト構造は階層構造の一種である。
【００１２】
例えば、
#pragma omp parallel private(a,b) lastprivate(c)
上の並列化指示文が有効となる文
といった文がソースプログラムに含まれている場合には、図２に示すようなデータ構造を
生成する。なお、「 #pragma omp」はＯｐｅｎＭＰのＡＰＩであることを示すものである
。また、上の例では parallelが指示子（ directive）、 private及び lastprivateが節（ cla
use）、ａ，ｂ及びｃが並びと呼ばれている。
【００１３】
図２では、並列化指示文が有効となる文のコード格納域２０１と、その文についての各種
情報格納域２０３とが含まれる。例えば、並列化指示文がＦＯＲ文であれば、コード格納
域２０１にはＦＯＲ文であることを示すコードが格納され、各種情報格納域２０３にはル
ープの情報等が格納される。なお、ここまでは従来と変わらない。この領域を a_statemen
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tと呼ぶ。本実施の形態では、並列化指示文の指示子（上の例では parallel）のアドレス
格納域２０５が、並列化指示文が有効となる文のフロントエンド内中間言において付加さ
れている。これにより、以下に示すリスト構造へのアクセスが容易になり、並列化指示文
と当該並列化指示文が有効となる文との関係が明確化される。また、並列化指示文の存在
のみを示すフロントエンド内中間言が不要になる。
【００１４】
指示子のアドレス格納域２０５に格納されているアドレス（＊１）が、指示子 parallelに
関連する節へのリンク情報等が格納される情報域２０７の先頭となる。また、情報域２０
７に対応して、 parallelに対応する処理コードが格納される情報域２０９も設けられてい
る。また、節 priveteに関連する並びへのリンク情報及び節 lastprivateへのリンク情報等
が格納される情報域２１１と、 privateに対応する処理コードが格納される情報域２１３
とが対応して設けられている。さらに、節 lastprivateに関連する並びへのリンク情報等
が格納される情報域２１５と、 lastprivateに対応する処理コードが格納される情報域２
１７とが対応して設けられる。
【００１５】
節 privateに関連する並びａに関連する他の並びへのリンク情報等が格納される情報域２
１９と、ａに対応する処理コードが格納される情報域２２１とが対応して設けられる。ま
た、節 privateに関連する並びｂに関する情報が格納される情報域２２３（上の例では空
）と、ｂに対応する処理コードが格納される情報域２２５とが対応して設けられる。また
、節 lastprivateに関連する並びｃに関する情報が格納される情報域２２７（上の例では
空）と、ｃに対応する処理コードが格納される情報域２２９とが対応して設けられる。な
お、処理コードは、指示子、節、並びの種類を区別することも可能な一意のコード（数値
）である。例えば parallelは０ｘ０１、 privateは０ｘ０２である。
【００１６】
このようなデータ構造を生成するために、従来の処理フローに加えて実施される処理フロ
ーを図３を用いて説明する。最初に並列化指示文か否かを判断する（ステップＳ１）。並
列化指示文でなければ元の処理に戻る。並列化指示文である場合には、指示子があるか判
断する（ステップＳ３）。並列化指示文であって指示子がない場合には、エラーであるか
ら元の処理に戻る。もし指示子がある場合には、指示子の処理コードをリスト構造に設定
する（ステップＳ５）。これがリスト構造の先頭領域となる。なお図２の例では parallel
の処理コードを設定する。そして、並列化指示文が有効となる文のフロントエンド中間言
に、リスト構造の起点を登録する（ステップＳ７）。図２の例では指示子のアドレス格納
域２０５に、指示子 parallelの情報域２０７のアドレスを格納する。
【００１７】
以下の説明では、情報域２０７及び２０９、情報域２１１及び２１３、情報域２１５及び
２１７、情報域２１９及び２２１、情報域２２３及び２２５、情報域２２７及び２２９を
それぞれ１つの情報域として説明する場合もある。
【００１８】
次に未処理の節が存在するか判断する（ステップＳ９）。未処理の節が存在しない場合に
は、元の処理に戻る。もし未処理の節が存在している場合には、節の処理コードをリスト
構造に設定する（ステップＳ１１）。なお、節の処理コードをリスト構造に設定した場合
には、最初は当該節に関連する指示子の情報域に当該節の情報域のアドレスを格納する。
また、節が２つ以上ある場合において、２番目以降の節については前の節の情報域に当該
節の情報域のアドレスを格納する。図２の例では、指示子 parallelに関連する節は privat
eと lastprivateの２つあり、節 privateの情報域２１１のアドレスは指示子 parallelの情
報域２０７に格納され、節 lastprivateの情報域２１５のアドレスは節 privateの情報域２
１１に格納される。
【００１９】
そして未処理の並びが存在するか判断する（ステップＳ１３）。もし未処理の並びがなけ
ればステップＳ９に戻る。一方、未処理の並びが存在している場合には、並びの処理コー
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ドをリスト構造に設定する（ステップＳ１５）。なお、並びの処理コードをリスト構造に
設定した場合には、最初は当該並びに関連する節の情報域に当該並びの情報域のアドレス
を格納する。また、並びが２つ以上ある場合において、２番目以降の並びについては前の
並びの情報域に当該並びの情報域のアドレスを格納する。図２の例では、節 privateに関
連する並びはａとｂの２つあり、並びａの情報域２１９のアドレスは節 privateの情報域
２１１に格納され、並びｂの情報域２２３のアドレスは並びａの情報域２１９に格納され
る。なお、節 lastprivateに関連する並びはｃだけであり、並びｃの情報域２２７のアド
レスは節 lastprivateの情報域２１５に格納される。
【００２０】
ステップＳ１３及びステップＳ１５は未処理の並びが無くなるまで繰り返される。図３に
示すような処理により図２に示されるようなデータ構造が生成される。
【００２１】
図２に示されるようなデータ構造は、図４に示すような処理テーブルと合わせて使用され
る。図４の処理テーブルでは、列４０１が処理１についての情報を格納しており、列４０
３が処理２についての情報を格納している。また、行４０５が parallelの処理コードに対
応する、処理１、処理２．．．についての情報を格納しており、行４０７が privateの処
理コードに対応する、処理１、処理２．．．についての情報を格納しており、行４０９が
variableの処理コードに対応する処理１、処理２．．．についての情報を格納している。
【００２２】
処理１、処理２といった処理は、例えば構文解析の情報取得又は処理関数実行や、意味解
析の情報取得又は処理関数実行、型チェックの情報取得又は処理関数実行、コンパイラ内
中間言の取得といった、構文解析部２２、意味解析部２３及び中間言変換部２４において
実行される各種処理である。
【００２３】
例えば、処理１を型チェックのための情報取得とし、例えば図４のａ１をｏｎ、図４のａ
２をｏｆｆとする。そうすると、型チェックのための情報取得を行う際には、 parallelの
処理コードに対してはｏｎという情報が、 privateの処理コードに対してはｏｆｆという
情報が取得できる。同様に、処理２を意味解析用関数アドレスとし、図４のｂ１を parall
el用の意味解析用関数アドレスとし、ｂ２を private用の意味解析用関数アドレスとする
。そうすると意味解析処理を行う際には、 parallelの処理コードに対して parallel用の意
味解析用関数アドレスを取得することができ、その関数を実行することができる。また、
privateの処理コードに対しては private用の意味解析用関数アドレスを取得することがで
き、その関数を実行することができる。
【００２４】
本実施の形態では、処理テーブル内の情報を取得する場合には、例えば以下のような式を
用いる。
テーブル情報＝処理テーブル［処理コード］．処理ｘ
ここで処理ｘとは、処理１、処理２．．．を表す。このように処理テーブルから取得した
「テーブル情報」を用いて処理を行うことができる。例えば、処理１がコンパイラ内中間
言の取得であって、ａ１が parallel（処理コード 0x01）のコンパイラ内中間言である para
llel_xであり、ａ２が private（処理コード 0x02）のコンパイラ内中間言である private_x
とすると、
parallelコンパイラ内中間言＝処理テーブル［０ｘ０１］．処理１
で parallelコンパイラ内中間言に parallel_xが入る。
privateコンパイラ内中間言＝処理テーブル［０ｘ０２］．処理１
で privateコンパイラ内中間言に private_xが入る。
【００２５】
一例として中間言変換部２４における、処理テーブル及び処理コードを用いたフロントエ
ンド内中間言からコンパイラ内中間言への変換処理（本実施の形態における変更分）を図
５を用いて説明する。
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【００２６】
最初にリスト構造を有する文のフロントエンド内中間言であるか否かを判断する（ステッ
プＳ２１）。本実施の形態の場合、指示子のアドレス格納域が存在しているか検査すれば
良い。もし、リスト構造を有する文のフロントエンド内中間言でなければ、元の処理に戻
る。リスト構造を有する文のフロントエンド内中間言であれば、並列化指示文のコンパイ
ラ内中間言を生成する（ステップＳ２３）。並列化指示文のコンパイラ内中間言は、従来
と同じである。
【００２７】
そして指示子が存在しているか判断する（ステップＳ２５）。指示子が存在しているかは
、リスト構造において最初の処理コードを調べればよい。処理コードは、指示子、節、並
びの別をも示している。もし、指示子が存在していなければ元の処理に戻る。指示子が存
在していれば、指示子のコンパイラ内中間言を処理テーブルを用いて設定する（ステップ
Ｓ２７）。ここでは、指示子コンパイラ内中間言＝処理テーブル［指示子の処理コード］
．処理１（処理１がコンパイラ内中間言の取得である場合）という処理を行う。
【００２８】
次に未処理の節が存在しているか判断する（ステップＳ２９）。ステップＳ２９の最初の
実施の場合には、リスト構造内の指示子の情報域に格納されている他の情報域のアドレス
が存在しているか否かで判断する。ステップＳ２９の実施が２度目以降の場合には、前の
節の情報域内に、並びの情報域以外の情報域のアドレスが格納されているかで判断する。
もし、未処理の節が存在していない場合には、元の処理に戻る。未処理の節が存在してい
る場合には、節のコンパイラ内中間言を処理テーブルを用いて設定する（ステップＳ３１
）。節の情報域のアドレスにアクセスし、その節の処理コードを取得する。そして、節コ
ンパイラ内中間言＝処理テーブル［節の処理コード］．処理１という処理を行う。
【００２９】
次に、未処理の並びが存在しているか判断する（ステップＳ３３）。ステップＳ３３の最
初の実施の場合には、リスト構造内の節の情報域内に、他の情報域のアドレスが存在する
か確認し、もし存在する場合には当該他の情報域のアドレスにアクセスしてその情報域に
格納された処理コードが並びの処理コードか否かで判断する。また、ステップＳ３３の２
度目以降の実施の場合には、現在の並びの情報域に他の情報域へのアドレスが格納されて
いるかで判断する。もし、未処理の並びが存在していない場合には、ステップＳ２９に戻
る。一方、未処理の並びが存在している場合には、並びのコンパイラ内中間言を処理テー
ブルを用いて設定する（ステップＳ３５）。並びの情報域のアドレスにアクセスし、並び
の処理コードを取得する。そして、並びコンパイラ内中間言＝処理テーブル［並びの処理
コード］．処理１という処理を行う。
【００３０】
以上のような処理を行うことにより、フロントエンド内中間言からコンパイラ内中間言を
生成することができるようになる。指示子、節及び並びの処理コードを含むリスト構造と
処理テーブルを保持しているため、無駄な解析処理を行わずに済むので、簡単且つ高速に
コンパイラ内中間言を処理テーブルから取得することができる。
【００３１】
なお、ステップＳ２５以降の処理は、他の処理、例えば、意味解析用情報の取得や、意味
解析処理の実施（意味解析用関数関数アドレスの取得と実行）等の場合でも、ステップＳ
２７、ステップＳ３１及びステップＳ３３を「テーブル情報＝処理テーブル［処理コード
］．処理ｘ」といった形の処理に変更すれば、他の処理に適用することができる。その場
合には、無駄な解析処理を行わずに済むので、簡単且つ高速に所望の処理を実施すること
ができるようになる。また、新たな処理が必要になった場合には、処理テーブルの列の数
を増やせば簡単に対処することができるようになる。
【００３２】
以上本発明の一実施の形態を説明したが、様々な変形が可能である。例えば図１において
最適化処理部２５の後にコード生成部２６が設けられているが、最適化処理の他に他の処
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理（例えばレジスタ割付処理）を実施した後にコード生成処理を行うような構成であって
もよい。また、リスト構造は図２のような構造でなくとも、並列化指示文の構造が表され
た階層的なデータ構造であっても良い。また、図３及び図５の処理フローはＯｐｅｎＭＰ
における並列化指示文を前提とした処理フローとなっているので、他のルールに従った並
列化指示文の場合にはその並列化指示文の構造に従って変更する必要がある。上でも述べ
たが図４の処理テーブルは、列を追加すれば様々な処理に対処できるようになり、行を増
やせば取扱い処理コードの数が増える。
【００３３】
また、図１のコンピュータ１がネットワークに接続されており、ソースプログラム・ファ
イル１０が他のコンピュータから送信されてきたり、オブジェクトコード・ファイル３０
が他のコンピュータへ送信されるような場合もある。他のコンピュータは並列コンピュー
タである場合もある。
【００３４】
さらに上で述べたコンパイラは通常のコンピュータにおいて実行されるプログラムの形態
で実施され、その場合、コンパイラは、例えばフロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁
気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等の記憶媒体又は記憶装置に格納される。プ
ログラムであるコンパイラは、ネットワークを介して配布される場合もある。
【００３５】
（付記１）
ソース・プログラムをコンパイルするコンパイラを格納した記録媒体であって、
前記コンパイラは、コンピュータに、
前記ソース・プログラム中の並列化指示文を検出するステップと、
前記並列化指示文を検出した場合に、当該並列化指示文内部の構造に従って当該並列化指
示文の少なくとも一部分の各処理コードを階層構造をもって記憶領域上に配置することに
より、並列化指示文に対するフロントエンド内中間言を生成するステップと、
を実行させるためのコンパイラである、記録媒体。
【００３６】
（付記２）
前記並列化指示文が有効となる文のフロントエンド内中間言に、当該並列化指示文が有効
となる文のフロントエンド内中間言から前記並列化指示文に対するフロントエンド内中間
言への参照情報を付加するステップ、
をさらに実行させるためのコンパイラであることを特徴とする付記１記載の記録媒体。
【００３７】
（付記３）
各前記処理コードに対応する１又は複数の処理情報を格納する処理テーブルを用いて、前
記並列化指示文に対するフロントエンド内中間言内の前記処理コードから現在の処理内容
に対応する前記処理情報を取得するステップと、
を実行させるためのコンパイラであることを特徴とする付記１記載の記録媒体。
【００３８】
（付記４）
前記現在の処理内容が、型解析、構文解析、意味解析、又はコンパイラ内中間言生成であ
ることを特徴とする付記３記載の記録媒体。
【００３９】
（付記５）
前記階層構造が、リスト構造であることを特徴とする付記１記載の記録媒体。
【００４０】
（付記６）
前記並列化指示文の部分には、指示子、節及び並びが含まれ、
前記指示子の処理コードの下位に前記節の処理コード、前記節の処理コードの下位に並び
の処理コードがリンク付けされる
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ことを特徴とする付記１記載の記録媒体。
【００４１】
（付記７）
ソース・プログラムをコンパイルするコンパイル装置であって、
前記ソース・プログラム中の並列化指示文を検出する手段と、
前記並列化指示文を検出した場合に、当該並列化指示文内部の構造に従って当該並列化指
示文の少なくとも一部分の各処理コードを階層構造をもって記憶領域上に配置することに
より、並列化指示文に対するフロントエンド内中間言を生成する手段と、
を有するコンパイル装置。
【００４２】
【発明の効果】
以上のように、新規のデータ構造を導入して高速処理可能な、並列コンピュータのための
コンパイラを提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコンパイラを実行するコンピュータの機能ブロック
図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係るフロントエンド内中間言の一例を示す図である。
【図３】図２のデータ構造を生成するための処理フローを示す図である。
【図４】処理テーブルの一例を示す図である。
【図５】フロントエンド内中間言からコンパイラ内中間言を生成するための処理フローを
表す図である。
【符号の説明】
１　コンピュータ　　１０　ソースプログラム・ファイル
２０　コンパイラ　　２１　字句解析部　　２２　構文解析部
２３　意味解析部　　２４　中間言変換部　　２５　最適化処理部
２６　コード生成部　　３０　オブジェクトコード・ファイル
４０　フロントエンド部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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