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発表概要

高速な LL（ 1 ）構文解析表作成方式
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LL（ 1 ）構文解析は，そのトップダウン解析という性質により，現在でも使用されることがある．こ
の解析を実現するための一手法として，表駆動パーサを使う方法がある．これは，文法から LL（ 1 ）
構文解析に必要となる表を作成し，その表に基づき解析を行うという方法である．本発表はこの表の
高速な作成方式について述べたものである．本方式の特徴は次のとおりである．(1) 探索に基づく作
成方式．一般的に，LL（ 1 ）解析表の作成では First と Follow という集合を計算し，それに基づいて
表を作成する．この表の作成に使用されるアルゴ リズムとしてよく知られているものに，Aho らの著
書に掲載されているアルゴ リズムがある．このアルゴ リズムでは First と Follow の計算させるため
に値を伝播させている．本方式では不要な繰返しを防ぐ ため，伝播ではなく探索により計算を行う．
(2) 必要に応じた First と Follow の計算．前述のアルゴ リズムでは表の作成のためにすべての First
と Follow を計算しているが，本方式では不要な部分の計算は行わない．(3) First と Nullable の同時
計算．あるアルゴ リズムではあらかじめ Nullable を計算済みであることを要求するものがある．本
方式では First を計算するときに同時に Nullable を計算することで高速化を図っている．

Fast LL(1) Parsing Table Construction Algorithm
Yutaka Hashimoto,† Eiichi Hayakawa,†† Yasufumi Yoshizawa†
and Nobumasa Takahashi††
LL(1) parsing is still used because of the top-down parsing feature. The one method to
realize this parsing is to use a table driven parser which parse input symbols by using a table
which is generated from some other tables to parse the LL(1) grammar. In this presentation,
we show a fast construction algorithm to generate these tables. The features are following:
(a) Construction based on traverse: Generally, to construct the tables, algorithm calculates
FIRST and FOLLOW sets and then calculates a final table from those sets. One of famous
algorithm is written in a book by Aho et al. It propagates values to calculate FIRST and
FOLLOW. Our method is based on traverse rather than propagation because of reducing
redundant calculation loops. (b) Demand calculations for FIRST and FOLLOW: The algorithm written in the book mentioned above calculates all FIRST and FOLLOW sets, but our
method does not calculate unnecessary parts of the sets. (c) Simultaneous calculations for
FIRST and NULLABLE: Some algorithms request NULLABLE is already calculated. Our
method calculates FIRST and then simultaneously calculates NULLABLE for faster calculation.
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