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第 3回●コンパイラの設計

　2001年9月の終わりに東京信濃町の明治記念

館で行われた、「Linux Conference 2001」とい

うイベントに参加しました。私が参加したのは

最終日のカーネルハックの発表と懇親会だけで

すが、Linux関連のイベント参加は初めてのこ

とで楽しく過ごしました。このイベントでの私

の発表は多粒度TLBの話だったのですが、多

粒度TLBといってもピンとこないことが多い

ので、このたび「Linux Super Page Project」

と名前を変更しました。プロジェクトとなって

いるので、参加者は何人いるのかとたずねられ

たりしますが、実は私1人だけのプロジェクト

です（笑）。Alphaをターゲットにしたプロジェ

クトから少し範囲を広げて、さまざまなプロセッ

サアーキテクチャでラージページと同等のTLB

効率を目指す、動的なページサイズ可変カーネ

ルを設計するプロジェクトとしていきます。IA-

64のような64ビットマシンの方が大規模メモ

リの要求は大きいと思うので、まずはこういっ

たプロセッサから着手しますが、x86を排除し

ているわけではなく、他のプロセッサでの可能

性も探っていこうと思います。

　カンファレンスの発表スライドは、「Linux

Super Page Project『Linuxへのページ粒度可

変機構の組み込みと性能評価』」（記事末の

Resource［1］を参照）をご覧ください。

■ IBMのPower4について

　IBMが発表したPower4マシン「IBM eServer

pSeries 690モデル681」には興味が引かれます

ね。おそらくプロセッサ屋さんなどは、この低

誘電率絶縁体やSOI（Sillicon On Insulator）、

銅配線などの技術的な面と、オンチップデュア

ルプロセッサという面に注目しているので、い

ろいろな雑誌などで解説記事が出るでしょう。

そこで、ここではちょっと違う側面から眺めて

みます。マシンのそのものの解説は IBMのサ

イトに行って見てください（［2］）。

　このシステムは、メインフレーム上の業務ア

プリケーションに対する要求をよく認識してい

る、IBMならではの設計がなされていると思

います。LPAR（Logical Partitioning：論理パー

ティショニング）による論理分割やメモリース

ループットの大きさは、このマシンで本格的に

メインフレーム市場を取ろうという意志が感じ

られます。LPARで分割したパーティションに

Linuxを載せることもできます。Linux Japanの

2001年11月号に出ていたナノカーネルも面白

い技術ですが、あちらが IBMでいうところの

PMA（1980年代のVM/SP HPOの技術）なの

に対して、LPARはVM/XAの技術を元に大幅

に効率を上げたもので、柔軟性が非常に大きい

のが特徴です。論理分割された各パーティショ

ンは、比較的簡単なマッピング論理で物理的な

リソースのアドレスマッピングを変更して割り

当てを受けられ、自分が割り当てられていない

リソースはOSから見えなくなります。これに

より、仮想マシンのオーバーヘッドは最低限に

抑えて高速で柔軟性のあるシステムが構築でき

ます。今まではこのような柔軟性のあるシステ

ムは、同じIBMのメインフレームであるzSeries

くらいしかなかったわけで、（IBMの互換機メー

カーである富士通なども同様のシステムを提供

していますが）データセンターを集約して効率

を上げたい業務用のシステムにはとても良い素

材だと思います。

　一方、他社はマルチプロセッサマシンの物理

分割ができるようにしています。これはPPAR

（Physical Partitioning：物理パーティショニン

グ）とIBMは呼んでいます。物理分割では、特

に入出力関係の割り当てを設備設置のときに考

えておかないと、後からは修正がききません。

また、メモリなども物理的に分割されると、パー

ティションごとに最適なメモリ容量を与えたい

という要求に応えることが難しくなります。何

しろ物理分割では論理回路として切り離してし

まうのですから、切り離しの単位でしか分割で

きないし、切り離した向こう側にある回路には

手出しができなくなるのです。

　LPARを実装しているメインフレームでは、

サブチャネルの番号をパーティションに割り当

ててしまえば入出力のマッピングは比較的容易

にできるのに対して、UNIX系のシステムの入

出力はメモリマッピングになっていることが多

く、普通に考えると一段階余分なアドレス変換

をしないと入出力もマッピングできません（メ

インメモリに関しては、どちらも一段余分なマッ

ピング機能が必要なことには変わりありません

が、メインメモリの割り当ての粒度は比較的粗

くて良いのに対して、入出力は小さなメモリを

マッピングしなくてはならないのです）。

　ところが入出力をPCIに限定してしまえば、

パーティションのブート時にPCI BIOSがアド

レス割り当てをするため、小さな単位でのマッ

ピングの必要がなくなります。IA-32のアーキ

テクチャに固執する必要のないマシンにとって

は、LPARの入出力部分の設計は実は比較的容

易なのかもしれません。PCIの本数はたかがし

れているので、割り込みもマッピング機構を用

意して割り当てパーティションに直接報告する

ようにすれば、割り込み応答も遅くならなくて

すむのでしょう（ただし、私はハードウェアの

設計を見ていないので、これらの話は記事を見

たかぎりの推測に過ぎません）。

　今分かっている範囲では、LPARへの割り当

てはCPUは 1台単位、メモリは 256Mbytes単

位、PCIは 1スロット単位ということです。

　エンタープライズ部門のLinuxの利用を促進

するOSDL（［3］）も活動をしていることだし、

これからも従来汎用機しか選択肢がありえない

分野にどんどんLinuxをベースとしたシステム

が進出すると面白いですね。

■コンパイラの設計

　インタプリタの設計に引き続き、今月号から

コンパイラを設計していきます。コンパイラを

設計するためにはターゲットプロセッサの命令

を決定する必要があります。プロセッサに必要

な機能については 11月号を参照していただく

こととして、ここでは必要な機能をどのように

実現していくかを考えましょう。

　ハードウェアを簡単にするためにロード・ス

トアアーキテクチャのRISCにするという話を

11月号でしました。そこで、メモリをアクセ

スする命令としては、

・ロード  LD

・ストア  ST
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を用意します。

　高級言語で必要とされる、フレームポインタ

をベースアドレスとしたインデックスアクセス

を実現するために、インデックスアドレス方式

を命令形式として用意することにします。

　インデックスアドレス方式は、メモリアクセ

スを行うときにインデックスレジスタを指定し

て、インデックスレジスタの値と、ディスプレ

イスメントと呼ばれる命令コード中に示す数値

の和を、メモリのアドレスとして利用するもの

です。この方式の歴史は古く、IBMの汎用コ

ンピュータSystem/360でもすでに使われてい

て実績のあるアドレスモードです。System/360

の系列ではインデックスとベースの2つのレジ

スタの和を利用していたのに対して、RISCの

走りである801プロジェクトではインデックス

側があまり使われていないことに注目してベー

スレジスタのみの方式に変更しています。そこ

で、インデックスアドレス方式と呼ばずにベー

スアドレス方式と呼ぶ場合もありますが、意味

は同じです。元々System/360（現在のzSeries）

などでは、ベースレジスタはスタックフレーム

やユーザーページの基底（ベース）アドレスを

保持するもので、インデックスレジスタは配列

の添字（インデックス）を与えるものとして作

られています。しかし、配列の参照のために大

部分のレジスタ・メモリタイプの命令にインデッ

クスを指定するようなアーキテクチャにしたこ

とは、やはり無駄が多いと思います。配列参照

は一般プログラムでそれほど頻出するものでは

ありませんからね。コンパイラが生成するコー

ドを解析して、ソフトウェアが使う命令だけを

用意するというRISCの思想に沿った 801プロ

ジェクトでは、インデックスレジスタを廃止し

てベースレジスタのみでメモリの参照を行うよ

うに変更しています。

　ディスプレイスメントの指定できる範囲は、

ソフトウェアから見たアーキテクチャの使い勝

手に影響します。1960年代であればSystem/360

の 12ビットのディスプレイスメント（変位と

もいう。12ビットは4Kbytes相当）も容認でき

たのですが、ソフトウェアが大型化した現在で

は使い勝手はあまり良いとはいえません。

SPARCやMIPSなどのRISCプロセッサは大抵

16ビットのディスプレイスメントが使えるよ

うになっています。32ビットの定数が必要な

場合には、上位 16ビット値を格納した後下位

16ビットとマージするなど手間をかけていま

す。ただ、この方法ではアドレス定数などの情

報が複数の命令に分散してしまい、リンカなど

の実現が多少トリッキーになります。MIPSな

どでは、擬似命令を用意してアドレス定数が勝

手な命令間で分割されないようにすることで対

応しているようです。完全なアドレスを定数で

生成できない以上、12ビットだろうが16ビッ

トだろうが大差ありません。

　この問題に対する比較的スマートな方法は、

System/360系列と同様に定数自体はメモリ中

に書いておき、必要な場合にメモリから読み出

す方法です。汎用機のアセンブラをご存知の方

なら

L 1,=A(label_name)

のような記述式と思っていただければ分りやす

いのではないでしょうか？

　知らない方のために一応解説しておきます。

zSeriesではL命令はロード命令を表します。初

めの1はロード命令でデータを読み出すレジス

タの番号です。=A(label_name)は、label_name

というラベルのアドレスへのポインタをアセン

ブラが管理するデータ領域に作成して、そのポ

インタのデータを示すアドレスを表します＊1。こ

のように、アセンブラを記述する人（もしくは

コンパイラ）は明示的にポインタを意識するこ

となく変位部分では指定できない数値をアセン

ブラ中で利用することを可能にしています。

　もちろん、プログラムの各セクションがどの

ベースアドレスを利用するかの管理が必要になっ

てきます。それでも複数命令に分断されたアド

レス定数にリンカが無理矢理リンク情報の書き

換えを行うよりは、ポインタのデータをリンカ

が書き換えるように設計した方がよりスマート

だと思います。

　このように、必要な即値データをポインタを

仲介して生成するようにすることで、我々のプ

ロセッサでも問題を簡単にすることができます。

といっても、ベースレジスタをアセンブラで管

理する必要があるので、アセンブラの設計に注

意が必要になります。この方式は長期的にこの

ような対策をとることができるという可能性を

示唆するだけで、（私が）これを実現するアセ

ンブラを設計するわけではないことにご注意く

ださい。

　さて、前置きが長くなりましたが、ロード命

令とストア命令は次のような表記を使うことに

します。

LD $1, 100($2)
ST $3, 3($0)

レジスタ番号を表す数値は $記号を付けます。

オペランドの記述は

変位(ベースレジスタ)

の形を取ることにします。命令長は 16ビット

としたので、変位の範囲はその半分の8ビット

とします。スタックフレームの前をアクセスす

ることはないので、変位は通常正の値だけでい

いのですが、我々は命令数を低減することを狙っ

ているので、変位に2の補数による符号付き2

進数を使うことにします。そこで、変位として

利用できる範囲は

-128～ 127

となります。

　2つ目のオペランドである「変位(ベースレ

ジスタ)」の部分は、アドレスを表すのでアド

レスのラベルを記述しても構わないこととしま

す。ただし、この連載で設計するアセンブラで

はベースレジスタの自動管理をしていないので、

ラベルはベースレジスタが$0であることを前

提とすることにします。System/360と同じく

ベースレジスタに$0を指定した場合には、$0

はアドレスの加算には用いないことにします。

従って、この場合には変位が直接アドレスを与

えます。

　アドレスを計算する機構を用意したのだから、

その結果をプログラムで使うための命令も追加

しておきます。それはSystem/360などにもあ

りますが、ロードアドレスという命令です。こ

の命令ではアドレス加算の結果をレジスタに格

納するようにします。

ロードアドレス LDA

　オペランドはロードアドレスと同じように変

位とベースレジスタを指定します。変位が正負

両方の値を取れることからこの命令をレジスタ

に小さな整数を加算するために利用することも

できます。例えば、

LDA  $3, -4($3)

という命令は$3レジスタの内容から 4を減算

する命令になります。また、ベースレジスタに

$0を指定することによってレジスタに小さな

整数を設定する命令としても利用できます。

LDA  $0, 1($0)

という命令は$0レジスタに 1を設定する命令

になります。

　他の命令の組み合わせで実現できる命令を作

らないことを前提に、演算器の構成を考えると、

表1のようなものがあればよさそうです。演算

＊1　実際に機械語に展開するときには、変位とベースレジスタとインデックスレジスタ（これは通常０）に変換されます。インデックスレジスタやベースレジスタに０を指定すると、０番のレジスタの内容は無視
して 0を指定されたインデクスもしくはベースはアドレス加算に使用されません。

【表 1】演算器の構成

加算 ADD

論理積 AND

否定 NOT

右シフト Shift Right(SR)

比較 Set Less Than(SLT)
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のソースとディスティネーションのレジスタを

独立して設定できるようにすると、2項演算で

はレジスタを3つ、単項演算ではレジスタを2

つ設定する命令が必要になります。

　減算は引く側の数値を否定演算でビット反転

して加算した後、定数の1を加算することで代

用できます。定数加算には前述のLDAが利用で

きるので

NOT $2,$2
LDA $2,1($2)
ADD $1,$1,$2

のような命令列で減算も実行できます。

　論理和その他の論理演算は論理積と否定の組

み合わせで実現できます（リスト1、リスト2）。

多少冗長でコードは長くなりますが、このよう

に組み合わせ論理演算はすべて実現できます。

　左シフトは加算で代用できます。

ADD $1,$1,$1

　左シフトは2進数で考えれば2倍しているだ

けなので、加算命令を使って2倍数を作ってあ

げることで代用できるのです。

　次に、減算が命令の組み合わせでできるのに、

用意する命令の中に比較が入っているのはおか

しいと思うかもしれません。しかし、16ビッ

ト整数の数値で表現できる範囲の減算でオー

バーフローを起こすと、減算結果で比較を行う

のは困難になります（実は、元の数値を保存し

て、元の数値の符号を併せて判定すれば可能で

すが、比較のための命令列は結構厄介になりま

す）。比較命令として用意する命令はSet Less

Thanという命令です。この命令はMIPSの命

令セットにも入っているものですが、2つの数

値を比較して第1の数値が第2の数値より小さ

い場合に、命令の結果として1をディスティネー

ションレジスタに書き込みます。この条件を満

たさない場合にはディスティネーションレジス

タには 0が書き込まれます。

　一般に大小の比較なら引いて負になればよい

と簡単に考えるのですが、数値の範囲によって

はオーバーフローで符号が変わり、この前提が

成り立たなくなります。話だけでは分かりにく

いので例題で示してみます。16ビットの符号

付整数は 2の補数という表現形式で表します。

これは表したい数をVとすると、リスト3のよ

うな式で表される数値を用います。ここで、d0、

d1……d15は、それぞれ0ビット目、1ビット

目……15ビット目の 1/0の数値を表していま

す。例えば、-1という数値をこの式に当てはめ

ると d0 = d1 =……= d15 = 1となります

（1111111111111111(2)）。この形式で表せる

最小の数はリスト4になります。逆にこの形式

で表せる最大の数はリスト5になります。比較

の演算として32767と-1を比較してみましょ

う。大小関係は10進で見ると一目瞭然です。比

較のために減算を行って結果がどうなるか見て

みるとリスト6のようになってしまいます。C

言語ではオーバーフローを無視する仕様になっ

ているので、この結果は間違いではありません。

では、リスト 7の結果はどうなるでしょうか?

　減算した結果の符合だけで判定すると、（a-

b < 0だから）a<bという結果になるはずです。

ところが、比較計算の結果は正しく比較できて

います。これはCの言語仕様では計算時のオー

バーフローを無視するようになっていても、比

較演算ではオーバーフローを考えて演算してい

るからです。

　intが32ビットのLinuxで実験するときには、

32767の代わりに2147483647を用いてくださ

い。このように比較の演算は通常の演算と異な

る処理が必要となるので、命令としても別に用

意します。

　C言語の条件制御文の仕様は条件文の実行結

果として、0か0以外かで条件判定を行うよう

になっています。C言語を実現するためには条

件制御文を実現する必要があるのはもちろんで

す。そこで、比較した結果を使って条件分岐を

行う命令が必要になります。条件分岐命令は比

較演算の結果が0か0以外になるかによって分

岐する命令とします。命令仕様をこのようにす

ることでC言語との整合性がよくなります。と

すると、命令数を節約するとすれば、0か0以

外で後続命令を切り替える条件分岐命令を1つ

用意すればよいことになります。

　例えば、if文を実現するには

条件計算
条件＝０ならば ELSE/NEXTへ
THEN文実行
ELSE/NEXT:

のような流れで命令を組み立てます。また、

while文では

LOOP:
条件計算
条件＝０なら ENDへ
WHILE本文実行
GOTO LOOP
END:

のように命令を組み立てます。ここで「リテラ

ル：」の形の行はその場所の命令アドレスを示

すラベルを表します。これらの例を見て分かる

ことは、条件分岐命令としては、条件計算の結

果が0の場合に分岐するものだけでよさそうと

【リスト 1】論理和

NOT $1,$1

NOT $2,$2

AND $1,$1,$2

NOT $1,$1

【リスト 2】排他的論理和

NOT $0,$1

AND $0,$1,$2

NOT $0,$0

NOT $2,$2

AND $1,$1,$2

NOT $1,$1

AND $1,$0,$1

NOT $1,$1

【リスト 3】

V = -d15*2^(15) + Σ di*2^i

【リスト 4】

1000000000000000(2) = -32768

【リスト 5】

0111111111111111(2) = 32767

【リスト 6】

32767 - (-1) = 32767 + 1 => 1000000000000000(2) == -32768

【リスト 7】

#include<stdio.h>

void main() {

int a,b;

  a = 32767;

  b = -1;

  printf("%d - %d = %d, %d > %d = %d\n", a,b,a-b,

a,b,a>b);

}

【表2】条件文の演算結果を加工

1 a<b --> slt

2 a>b --> slt(オペランド順序を変更)

3 a==b --> a-bの結果を0と比較

4 a<=b --> !(a>b)

5 a=>b --> !(a<b)

6 a!=b --> !(a==b)
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いうことです。それによって条件分岐命令を1

つだけにすることができます。

 多くのプロセッサには多種類の比較命令が用

意されています。しかし、ここでは比較命令と

してはあえて1つだけに絞ります。実際には条

件分岐命令で0か0以外を切り分けるようにす

るので、比較命令と条件分岐命令を組み合わせ

て多種類の比較演算を行えます。

　表2のように条件文の演算結果を加工するこ

とによって、よく使う条件文は構成できます。

そこで、条件を計算する命令は少なくてすみま

す。このように比較命令sltがあれば通常の演

算命令と併用してC言語に必要となる程度の条

件演算は作ることができます。

　ここで示したようにslt命令を用意しておけ

ば命令の組み合わせで多くの条件を設定できる

ことが分かります。それでは、条件によりプロ

グラムの動作を変更するにはどうしたら良いで

しょうか？　一般に、プロセッサでは条件分岐

命令がこの目的に用意されます。我々のプロセッ

サも条件分岐命令を用意しましょう。

　前出のアルゴリズムを観測すれば、必要な条

件分岐命令は実は演算結果が0のときに分岐す

る命令だけであろうということが分かります。

そこで、分岐命令として 0の場合に分岐する

「Branch on Zero」（BZ）命令を用意することに

します。分岐先命令のあるアドレスを命令で指

定するので、この部分はメモリアクセスの命令

と同様に「変位＋ベースレジスタ」で表し、ラ

ベルを使った表記を認めるとします。

BZ $1, label

とすることで、$ 1 レジスタが 0のときには

labelの示すアドレスに分岐し、0以外のとき

にはBZ命令の次の命令に実行が移るものとし

ます。

　関数の実現のためには、分岐したところに

制御が戻ってくる仕組みが必要になります。分

岐する先はBZ命令と同様に変位とベースレジ

スタで指定しますが、戻ってくるためには戻

りアドレスをどこかに記憶する必要がありま

す。x86のプロセッサでは戻りアドレスはスタッ

クに記憶することになっていますが、スタッ

ク操作を行う命令は多少複雑な動作が必要と

なります。我々は、他の操作で代用できるも

のはなるべく代用して命令数を低減すること

を考えているので、できれば、命令からスタッ

クという専用のメモリ管理に依存するものを

避けたいところです。

　では、制御を戻すために必要な情報とはなん

でしょうか？　実は戻ったときに読み出す命令

のアドレスさえ分かっていれば制御を戻すこと

はそれほど難しくないのです。そこで、関数呼

び出しのための命令には戻り番地をどこかに記

憶するための機構を用意します。どこにって？

　一番簡単に使えるのはレジスタです。呼び出

しから戻る情報をリンクと呼び、リンク情報を

格納しながら分岐する命令として「Branch and

Link」（BAL）命令を用意します。

BAL $2, func

とすることで、この命令の次の命令アドレス（リ

ンク）を$2レジスタに格納した後、funcの示

す命令アドレスに分岐します。

　さて、以上をまとめるとコンパイラが命令を

生成するために必要な命令セットは表3のよう

なものになります。

　前に書いたように命令コードは 16ビット長

とします。作成しているコンパイラ言語の整数

型は16ビットであり、I形式命令のLDA命令で

直接作成できる定数値は 8ビットであるため、

コンパイラが定数を生成するためにはシフトと

加算を組み合わせる必要があります。例えば、

238という数値をコンパイラが生成しようとす

る場合にはI形式で直接表すことのできる-128

～127の数値を用いてリスト8のような計算を

行います。

　MIPSアーキテクチャなどのように、レジス

タの上位に命令からの即値を格納する命令（Load

High命令）を有するプロセッサもありますが、

なるべくハードウェアを小さくするという当初

の狙いがあるので敢えて命令の組み合わせで実

現させています。

　さて、コンパイラのコード生成で利用する命

令はほぼ揃いました。これら以外にも入出力の

命令である、INやOUT命令などがありますが、

命令の説明ばかりしていてもつまらないので一

旦説明を終えます。

　これらの命令を使ってコンパイラのコード生

成を行っていきますが、少し長くなったのでコ

ンパイラのソースコード（今月号の付録CD-

ROMに収録）だけ示して、コード生成部分の

説明は次号のお楽しみとしたいと思います。そ

れまで掲載したリストを見ながらコンパイラの

動作を体験していていただけたら幸いです。

　最後に、2月号ではコンパイラの詳細な設計

の話とアセンブラの設計について述べていきま

す。なかなかハードウェアの話にならないと首

を長くしている方もいらっしゃると思いますが、

しばらくお待ちください。

　Linuxで論理回路を作成する場合に利用可能

なツールはそれほど多くはないのですが、その

中でこの連載ではPARTHENON（［4］）という

ツールを利用していきます。このツールの記述

言語はSFLという言語で、企業などで利用が多

いVerilogやVHDLとは異なりますが、言語の

違いはあまり問題ではなく、どれか1つでも習

得すれば他の言語の理解は容易です。早めにハー

ドウェアで楽しみたい方は、PARTHENONの

webサイトの「その他の情報」というリンクを

たどるとツールのダウンロードが可能になって

いますので、ご利用ください。

【リスト 8】

LDA $1,1($0)

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

ADD $1,$1,$1

LDA $1,110($1)

【表 3】必要な命令セット

メモリ、即値などを扱う命令群（I形式命令） LD、ST、LDA、BZ、BAL

レジスタ演算命令群（R形式命令） ADD、AND、NOT、SR、SLT

汎用レジスタ数 4（$０～$３）
ただし、$０は I形式のベースレジスタとして用いるときには
値0として扱う。

I形式ディスプレイスメント 8ビット符号付（－128～ 127）


