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マクロ展開処理の追跡を行うＣ言語前処理系解析器
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概要：C 言語を対象としたプログラム解析ツールの多くは前処理後のプログラムを解析の対象としている
が，Erust らの調査では前処理指令を用いない C 言語プログラムは存在せず，前処理指令は全ステップ数
の 8.4%を占めていることから，C 言語プログラムの正確な解析には前処理によって置換・挿入される要素
の対応付けが必要である．そこで，筆者らは前処理前後での要素の対応関係と前処理過程をモデル化して
出力するＣ言語前処理系解析器を提案し，作成・評価した．その結果，得られたモデルを用いることで，
マクロ展開前後のプログラムの要素の対応付けと，前処理過程の可視化が可能であることがわかった．
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1. はじめに
ソフトウェアに対する品質・コストの要求が高まってお

Yoshikazu ARAI2

関係を含む，前処理過程をモデル化した形式 CPPXML と

CPPXML 形式の出力に対応したＣ言語前処理系解析器を
提案し，作成・評価した．

り [1]，それに対応すべく，品質の確保や工数削減，保守性

その結果，得られたモデルを用いることで，前処理前後

の向上を目的としたプログラム解析ツール [2], [3], [4], [5],

のプログラムの要素の対応付けと，前処理過程の可視化が

[6] の開発も多く行われている．

可能であることがわかった．

しかし，既存の C 言語を対象としたプログラム解析ツー
ルは前処理済み C プログラムを入力として要求しており，
前処理済みプログラムの取得には解析ツールとは無関係の

2. 前処理解析の課題
2.1 C 言語前処理の問題点

既存の前処理系の出力を用いている．そのため，前処理に

C プログラム中で前処理命令の出現位置は C 言語の文

よって失われるマクロや前処理指令などの情報を得ること

法とは独立しており，記述の自由度が非常に高く，マクロ

ができず，前処理前後でのプログラムの対応関係を取得す

による予約や要素の置換・結合が可能，条件付きコンパイ

ることができない．

ル命令を用いてプログラムの一部の書き換えが可能である

Erust らの調査 [7] によると前処理指令を用いない C 言

が，図 1 の引数の選択が問題となる例や括弧の対応付けが

語プログラムは存在せず，また，前処理指令は全ステップ

問題となる例が示すように，前処理を無視すると引数の数

数の 8.4%を占めていることから，C 言語プログラムの正

や，括弧の対応関係などが定まらないプログラムも記述可

確な解析には前処理命令も含めた解析が必要である．

能なため，前処理前のプログラムの構文解析は非常に難し

そこで，筆者らは前処理結果の出力および要素の対応
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く，正確な解析が困難である．
一方，前処理系の行う動作を模倣する場合は次に挙げる
点が問題となる．

(2.1-a)マクロ展開の仕様には明文化されていない事項が存
在し，処理系が独自に対応を行っている

(2.1-b)既存の処理系で施されている独自拡張の存在

1

Vol.2017-SE-195 No.29
2017/3/13

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

// 引数の選択が問題となる
int write_to(
#ifdef _HAS_STDIO
FILE fp,
#else
int fd,
#endif
unsigned char *data, size_t size) {
（略）
// 括弧の対応付けが問題となる例
#ifdef _HAS_STDIO
if (fwrite(data, 1, size, fp) != size) {
#else
if (write(fd, data, size) != size) {
#endif
（略）
}
}
図 1

前処理前のコードの構文解析が難しい例

Fig. 1 An example where it is difficult to pase code before

準の前処理命令ではない．そのため，模倣を行うためには
対象処理系の仕様を調査する必要があり，多くのコストが
必要となる．

(2.1-c) に は ，処 理 系 内 部 で 定 義 さ れ る マ ク ロ
(_msc_var や__i686 な ど) が あ る ．gcc[8] で あ れ ば
gcc -E -dM -xc /dev/null などで調査することが可能
ではあるが，設定される内容や条件については対象処理
系の仕様を調査する必要があり，多くのコストが必要と
なる．また，処理系から提供されるシステムヘッダファイ
ル内では，独自マクロや独自命令が多用されており，シス
テムヘッダファイルによって提供されるマクロ (stdin や

va_arg 等) の内容も処理系依存である．そのため，システ
ムヘッダファイルを用いるためには，独自マクロや独自命
令への対応が必要となることも動作模倣の課題である。

preprocessing.

2.2 既存手法
/* 元コード */
#define STR(s) STR_(s)
#define STR_(s) #s
#define PASS(x) x
PASS(a)b;
STR(PASS(a)b);
/* cpp(gcc version 4.8.5) */
a b;
"ab";
/* MCPP V.2.7.2 */
a b ;
"ab";
/* Microsoft(R) C/C++ Optimizing Compiler
* Version 19.00.24215.1
*/
ab; // 他の処理系と意味的に異なる結果
"ab";
図 2

マクロ展開で意味的に異なる結果が得られる例

Fig. 2 An example in which semantically different results are
obtained by macro expansion.

前処理過程の追跡を行っている先行研究 [10], [11], [12],

[13], [9] では，次に示す手法を用いて対応関係などを得て
いる．

(2.2-a)前処理前のプログラムを受理できるようにツールを
拡張 [10], [11]

(2.2-b)既存の前処理系のオプションで得られる出力や，コ
ンパイル時に得られるデバッグ情報から情報を得る [9]

(2.2-c)既存の前処理系を改造して必要な情報を出力させ
る [12]

(2.2-d)前処理前のプログラムに追跡子を埋め込み，前処理
後の結果と対応づける [13]

(2.2-a) は GNU GLOBAL [14] や Doxygen [15] などの
厳密なコード解析が不要なツールで採用されているが，そ
のため，前処理命令を挿入できる位置に強い制約を設ける
ことで，構文解析を可能にしているものもあるが，適用可
能なソースコードの範囲が狭く限定されたる欠点がある．

(2.2-b) では前処理結果に冗長な情報を含ませるオプショ
(2.1-c)処理系やシステムが提供するヘッダファイルで用い
られているマクロ

ンの有効化 (gcc では-M, -dM, -dI など) や，デバッグ情報
を有効化してコンパイルを行うなどして，各処理の結果に

(2.1-a) は，前処理系の模倣を行う際の大きな問題であ

含まれる情報を収集して解析を行うものである．(2-a) と

り，既知の仕様に従って処理系を実装しても，これが原因

違い前処理系を用いるため，正確な前処理結果を容易に得

で既存の処理系と意味的に異なる展開結果となることがあ

ることが可能だが，マクロ展開についての情報が得られず，

る．図 2 に GCC [8], mcpp [9]，VisualC で意味的に異な

前処理前後のプログラムの要素間の対応付けが困難である．

る結果が得られる例を示す．

(2.2-c) は既存の前処理系に対して拡張・改造を行い，マ

(2.1-b) には次に示すものがある．

クロ展開等の情報を収集するものであり，gcc の前処理機能

• GCC に存在する#include_next マクロ

をライブラリ化した Cpplib[16] や clang::Preprocessor[17]

• clang に存在する#import マクロ

を用いる研究 [12] などがある．この方式は (2.2-b) と同様

• GCC でサポートされている引数 0 個をサポートする

に正確な前処理結果を容易に得ることが可能であるが，改

可変長引数マクロの書式

造元となった前処理系への動作環境や機能の依存度が強く，

• 非標準の#pragma 指令

機能拡張，移植，前処理系のバージョンアップなどに必要

これらは，処理系に依存した動作を行うものであり，標

なコストも大きいものとなる．実際に PCp3[12] は cpplib2
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系が用いられており，現在の gcc が提供する cpplib のバー

表 1 トークンの種別と意味

ジョンとはかけ離れているが，更新などがされていないた

Table 1 Token type and meaning

め，現状のままでの利用は困難である．

トークン種別

意味

Ident

識別子もしくは予約語を示す

なるトークン列に対し追跡子と呼ばれるトークンを付加し

Keyword

演算子もしくは記号を示す

た後，既存の前処理系を用いて前処理を行い，前処理前後

Number

整数値定数を示す

String

文字列定数を示す

Space

空白文字，コメント，条件付きコンパイル

(2.2-d) は前処理前の C プログラム中で前処理の対象と

のプログラム中に含まれる追跡子から展開結果の対応関係
を取得するものである．他の方式と比べて，既存の前処理

などで読み飛ばされたコードを示す

系をそのまま利用できるため移植性の高さや保守の低コス

NewLine

改行を示す

トが利点であるが，行を跨ぐマクロや，可変長マクロの引

TokenRef

既存のトークンへの参照を示す

数の扱いに問題があること，追跡子を埋め込むことにより
一部のマクロ形式の解析が不可能になることなど利用には
制限がある．また，既存の前処理系が対応していない非標
準の#pragma 指令などは処理を行うことができず，実際の

理の流れを次に示す．

ビルド時に用いる処理系とは違う処理系を用いるケースに

(3.1-a)前処理前ソースコード中のトリグラフの置換を行う．

は適用ができない．

(3.1-b)前処理前ソースコード中のバックスラッシュに改行

このように既存の研究が用いる手法は一長一短である．

3. 提案する前処理追跡手法
3.1 前処理に要求する機能
前処理系に要求する機能は次の通りである．

文字が続く並びを削除し，行を連結する．

(3.1-c)前処理前ソースコードをトークン列に変換する．コ
メントは１文字の空白トークンに置換する．改行は保
持する．

(3.1-d)トークン列からトークンを順次読み取り，前処理指令

(3-a)前処理前後での対応関係の取得

の処理と Dave Prosser’s C Preprocessing Algorithm

(3-b)前処理での展開過程の取得

[18] に従ったマクロ展開を行い，前処理後のトークン

(3-c)未対応の#pragma 指令の保持

列を得る．

(3-d)特定の処理系に依存しない
(3-e)前処理で得られた展開過程と結果の出力をコード解析
ツールへの入力に利用

(3.1-e)前処理後のトークン列から前処理後のプログラムを
出力する．

(3.1-c), (3.1-d) より，前処理系は入出力を文字列ではなく

(3-a) は多くの既存手法で取得可能であることが示され

トークンで扱うことが必要となる．これに習い，CPPXML

ている．しかし，(3-b) については，既存手法 (2.2-d) 以外

では展開される要素をトークン単位で扱うこととし，ソー

では示されていない．

スコード上，違う位置に登場する同一の字面の要素を区別

また，(3-d) と (3-c) は，既存の前処理系を用いる既存手
法 (2.2-b, c, d) では満たすことができない．

するためにトークン毎にユニークな ID を割り当てること
とした．

また，いずれの方式も出力はプリプロセス後の C ソース

また，前処理系によってトークンは表 1 に示す種別情報

コードと対応付け情報となっており，(3-e) には前処理後の

のうち TokenRef を除くいずれかに分類されるため，モデ

ソースコードと対応付け情報を読み取り，C プログラム解

ル上のトークン情報にはこれらも含まれる．

析時のトークン読み取り時に再度の対応付けが必要となる

表 1 に示す種別情報のうち，TokenRef は通常の前処理

ため，出力結果を用いたツールを実装する際にコストが発

系では必要のない種別である．図 3 の例のように，複数箇

生する．

所で定数マクロが利用されるコードにおいて，前処理前の

これらの要求を満たすモデル CPPXML の提案と出力

トークンを複製して前処理後のトークン列に挿入してしま

用の C 言語前処理系解析器 CSCPP の実装を行い，評価

うと出力トークン列上では同一の ID を持つトークンが複

した．

数登場することになり，展開の対応関係を用いた逆変換の
際，置換対象となる前処理後トークン部分列が一意に定ま

3.2 前処理の展開過程の表現

らない問題が発生する．この対策として，CPPXML 形式

かつて，K&R や C89 では C 言語の前処理は手法が定義

においてトークンの複製は，複製対象のトークンへの参照

されておらず，ISO/IEC C90 で初めて Phases of Transla-

として TokenRef を用いて表現する．TokenRef 型のトーク

tion として定義された．また，複雑なマクロ展開の部分に

ンは参照先トークンの ID とは別に自身を示すユニークな

ついては アルゴリズムが Dave Prosser’s C Preprocessing

ID を持つため，前処理後トークン列において同一の ID を

Algorithm [18] として公開されている．これに従った前処

持つトークンが複数登場する問題が起きない．
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// 展開前コードで出現するトークン num は１つ
#define NUM num
int n1 = NUM;
int n2 = NUM;
// 展開後コードにはトークン num が複製される
(空行)
int n1 = num;
int n2 = num;
図 3

マクロ展開時にトークンのコピーが発生する例

Fig. 3 An example in which a copy of a token occurs at macro
expansion.

M odel = {Tall , Tinput , Toutput , Log}
前処理追跡モデル

t = (T okenKind, String, Id)
トークンを構成する情報の組．

Tall
前処理中に登場する全てのトークン t の集合．

Sinput = (t1 , t2 , · · · , tn |ti ∈ Tall , 1 ≤ i ≤ n)
前処理前のソースコードから得られたトークン列．

Soutput = (t1 , t2 , · · · , tm |ti ∈ Tall , 1 ≤ i ≤ m)
前処理後のソースコードと対応するトークン列．

r = (ReplaceKind, Ssrc , Sdst )
3.3 前処理命令とマクロ処理
(3.1-d) で行われる前処理命令とマクロ展開の処理の大ま
かな流れを次に示す．
(3.1-1)出力トークン列を空列とする．
(3.1-2)読み戻しトークンスタックを空とする．
(3.1-3)トークンを一つ取得する．取得するトークンは次の方法
で選択される

(3.1-3-i)読み戻しトークンスタックが空で無い場合，読み
戻しトークンスタックの最上位要素を取り出す．

(3.1-3-ii)読み戻しトークンスタックが空の場合，入力ソー
スコードからトークンを一つ読み取る．

(3.1-3-iii)入力ソースコードから読み取れなければマクロ展
開終了．

(3.1-4)取得したトークンが前処理命令，もしくは展開可能なマ
クロであるか調べる

(3.1-4-i)合致する場合，取得したトークンに加え展開に必

トークン列中の部分列 Ssrc から 部分列 Sdst への書き
換え操作の記録．

Ssrc = (t1 , t2 , · · · , to |ti ∈ Tall , 1 ≤ i ≤ o)
展開前トークン列

Sdst = (t1 , t2 , · · · , tp |ti ∈ Tall , 1 ≤ i ≤ p)
展開後トークン列

Rall
前処理によって行われる書き換え操作 r の集合

Log = (r1 , r2 , · · · , rq |ri ∈ Rall , 1 ≤ i ≤ q)
トークン列 Tinput から トークン列 Toutput を得るま
でに適用した書き換え操作の記録を示す 書き換え操
作 r の操作系列．
書き換え操作 r の順列 Log は入力トークン列 Sinput へ
の適用順序に並んでおり，順に適用していくことで出力
トークン列 Soutput が得られるうなっている．

要な数のトークンを追加で読み取り，展開前トークン

さらに，トークンの ID には同名であっても出現箇所に

列を作成して前処理を適用．その結果得られた展開後

依存した ID が割り当てられ，マクロ展開時に与えられた

トークン列を読み戻しトークンスタックに積む．

パラーメタを構成するトークンは新たにユニークな ID が

(3.1-4-ii)合致しない場合，読み取ったトークンを出力トー

割り当てられた TokenRef による参照に置き換えられる．

クン列に追加する

(3.1-5)(3.1-3) に戻る

このことより，前処理系が行うマクロ展開などの動作は
次のように表現できる．

• 前処理とは入力ソースコードから得られた入力トーク
ン列 Sinput に対して，有限個の書き換え操作 Log を適
用して出力トークン列 Soutput を得る．

• 有限個の展開操作は入力トークン列の並びから一意に
定まる．

• 書き換え操作 r とは，入力トークン列中のあるパター
ンに一致する部分列（展開前トークン列 Ssrc ）を，部分

同じパラーメータのマクロ展開であっても，出現箇所が異
なれば展開前，展開後どちらもトークン列を構成するトー
クンの ID は一致しない．そのため，本モデルでは，前処
理前後での対応関係取得だけではなく，前処理内で行われ
るマクロ展開処理の追跡や，前処理後のトークン列から前
処理前への復元が可能となる．

4. CSCPP と CPPXML の設計と実装
前章で述べた前処理追跡モデルの生成を行う機能を持
つ前処理系 CSCPP と，モデル表現形式 CPPXML を実装
した．

列に書き換え操作を適用して得られたトークン列（展
開後トークン列 Sdst ）で置き換える．
展開処理の追跡で必要な情報は，この展開前トークン列

4.1 CPPXML
CPPXML は 3.3 で示したモデル定義を元に，トークン

Ssrc と展開後トークン列 Sdst ，そして，対応関係を示す前

のユニークな識別番号，ファイルとの対応関係を加えて，

処理の種別を組とした情報である．

XML 形式で表現したものである．

これらより筆者らが提案する展開処理を記録した前処理
追跡モデル M odel の定義を次に示す．
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

4.1.1 要素の説明
ファイル名表: Files
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// header.h
01: #define add(x,y)
02: #define sum

x + y
add

// code.c
01: #include "header.h"
02: #define ONE 1
03: sum(ONE,ONE);
図 4

解析コード例

Fig. 4 An example of code to parse.

<Files>
<File Id="F1" Path="code.c" />
<File Id="F2" Path="header.h" />
</Files>
図 5

ファイル名表

Fig. 5 A file name table.
表 2 入力コードと対応している例

Table 2 Example corresponding to input code
ID

トークン種別

キーワード

_61

Ident

sum

_65

Keyword

(

_67

Ident

ONE

_69

Keyword

,

_71

Ident

ONE

_73

Keyword

)

_87

Ident

;

トークンに対応づけられるファイル名を File ノードの

Path 属性に格納した表．ファイル名とトークンの対
応はトークンの File 属性に対応する File ノードの ID
を格納することでする．ID は’F’ に続けて整数値の形
式で割り当てる．
図 4 に示すコードから得られるファイル名表を図 5 に
示す．
トークン表: Tokens

<Tokens>
<Keyword Value="#" Id="_1" File="F1" />
<Ident Value="include" Id="_2" File="F1" />
<UserPath Value="header.h" Id="_3" File="F1" />
<NewLine Id="_4" File="F1" />
<Keyword Value="#" Id="_5" File="F2" />
<Ident Value="define" Id="_6" File="F2" />
<NewLine Id="_7" File="F2" />
<Ident Value="add" Id="_10" File="F2" />
<Keyword Value="(" Id="_12" File="F2" />
<Ident Value="x" Id="_14" File="F2" />
<Keyword Value="," Id="_16" File="F2" />
<Ident Value="y" Id="_19" File="F2" />
<Keyword Value=")" Id="_21" File="F2" />
<Ident Value="x" Id="_25" File="F2" />
<Keyword Value="+" Id="_29" File="F2" />
<Ident Value="y" Id="_32" File="F2" />
<NewLine Id="_34" File="F2" />
<Keyword Value="#" Id="_37" File="F2" />
<Ident Value="define" Id="_39" File="F2" />
<NewLine Id="_40" File="F2" />
<Ident Value="sum" Id="_43" File="F2" />
<Ident Value="add" Id="_46" File="F2" />
<NewLine Id="_47" File="F2" />
<Keyword Value="#" Id="_49" File="F1" />
<Ident Value="define" Id="_51" File="F1" />
<NewLine Id="_52" File="F1" />
<Ident Value="ONE" Id="_55" File="F1" />
<Number Value="1" Id="_58" File="F1" />
<NewLine Id="_59" File="F1" />
<Ident Value="sum" Id="_61" File="F1" />
<TokenRef Id="_63" Ref="_46" />
<Keyword Value="(" Id="_65" File="F1" />
<Ident Value="ONE" Id="_67" File="F1" />
<Keyword Value="," Id="_69" File="F1" />
<Ident Value="ONE" Id="_71" File="F1" />
<Keyword Value=")" Id="_73" File="F1" />
<TokenRef Id="_75" Ref="_58" />
<TokenRef Id="_78" Ref="_58" />
<TokenRef Id="_83" Ref="_75" />
<TokenRef Id="_84" Ref="_29" />
<TokenRef Id="_85" Ref="_78" />
<Keyword Value=";" Id="_87" File="F1" />
<NewLine Id="_88" File="F1" />
</Tokens>
図 6 トークン表

Fig. 6 A token table.

後述の入力列，出力列，置換情報中に出現するトーク
ンを格納した表．一つのトークンを一つのノードが示
し，ノード名が表 1 で示したトークン種別と対応して
いる．
図 4 に示すコードから得られるトークン表を図 6 に示
す*1 ．
入力列: Input

Tokens 属性に前処理器が入力として読み取ったトーク
ンを ID 番号で出現順に並べたもの．前処理前の C コー

<Input Tokens="_1 _2 _3 _4 _49 _51 _55 _58 _59 _61
_65 _67 _69 _71 _73 _87 _88"
/>
図 7

入力列

Fig. 7 A sequence of input tokens.

<Output Tokens="_4 _7 _40 _52 _83 _84 _85 _87 _88"
/>
図 8

出力列

Fig. 8 A sequence of output tokens.

ドと等価である．図 4 に示すコードから得られるトーク
ン表を図 7 に，部分列_61 _65 _67 _69 _71 _73 _87
が入力コード sum(ONE,ONE); と対応している例を表

クンを ID 番号で出現順に並べたもの．前処理後の C

2 に示す．

コードと等価である．図 4 に示すコードから得られ

出力列: Output
*1

Tokens 属性に前処理器が出力として書き出したトー

掲載スペースの関係で，カラム位置情報 Column と空白情報
Space は省略した．

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

るトークン表を図 8 に，部分列_83 _84 _85 _87 _88
が出力コードと対応している例を表 3 に示す．
置換情報: Deriverd
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表 3 出力コードと対応している例

Table 3 Example corresponding to output code
ID

トークン種別

参照先

_83

TokenRef

_75

キーワード

_75

TokenRef

_58

_58

Number

_84

TokenRef

_29

Keyword

_85

TokenRef

_58

Number

1

_87

Keyword

;

_88

NewLine

\n

1
_29
+
_78

表 4 置換情報の種別と意味

Table 4 Type and meaning of replacement information

<Deriverd>
<FromInclude Id="D1">
<From TokenRefs="_1 _2 _3 _4" />
<To TokenRefs="_4 _5 _6 _10 _12 _14 _16 _19 _21
_25 _29 _32 _34 _37 _39 _43 _46 _47" />
</FromDefMacro>
<FromDefMacro Id="D2">
<From TokenRefs="_5 _6 _10 _12 _14 _16 _19 _21
_25 _29 _32 _34" />
<To TokenRefs="_7" />
</FromDefMacro>
<FromDefMacro Id="D3">
<From TokenRefs="_37 _39 _43 _46 _47" />
<To TokenRefs="_40" />
</FromDefMacro>
<FromDefMacro Id="D4">
<From TokenRefs="_49 _51 _55 _58 _59" />
<To TokenRefs="_52" />
</FromDefMacro>
<FromObjectMacro Id="D5" MacroRef="M5">
<From TokenRefs="_61" />
<To TokenRefs="_63" />
</FromObjectMacro>
<FromObjectMacro Id="D6" MacroRef="M6">
<From TokenRefs="_67" />
<To TokenRefs="_75" />
</FromObjectMacro>
<FromFuncMacro Id="D10" MacroRef="4">
<From TokenRefs="_63 _65 _75 _69 _78 _73" />
<To TokenRefs="_83 _84 _85" />
</FromFuncMacro>
</Deriverd>

置換情報のノード名

意味

FromDefMacro

マクロ宣言の出現

FromBuildinMacro

組込みマクロを置換

FromObjectMacro

定数マクロを置換

FromFuncMacro

関数マクロを置換

FromConcat

トークン連結演算子の適用

FromStringize

文字列化演算子の適用

FromIf

文字列化演算子の適用

FromInclude

#include 指令の出現

FromIfdef

#ifdef 指令の出現

図 9 置換情報

FromElif

#elif 指令の出現

Fig. 9 Replacement information

FromElse

#else 指令の出現

FromUndef

#undef 指令の出現

FromError

#error 指令の出現

FromWarning

#warning 指令の出現

張など特定の処理系に依存する指令 (#include_next

FromLineDirective

#line 指令の出現

等) には対応しない．

– ISO/IEC C90 標準の前処理指令のみに対応．gcc 拡

– 未対応の#pragma 指令についても同様．
前処理で適用されたトークン列の置換処理を適用順に
並べたもの．置換情報の種別に応じたノード名が割り
当てられる以外は共通で，ID は’D’ に続けて整数値の

– これらが出現した場合，エラーとするか，エラーと
せずそのまま前処理結果に出力するかを選択可能．

• 前処理結果の出力

形式で割り当てられ，子要素として From と To を持

– 通常の前処理系と同様の C コード形式の出力．

つ．前処理によって，トークン列中の From と一致す

– 提案した前処理追跡形式である CPPXML の出力．

る部分列が To で示されるトークン列に書き換えられ
たことを示しており，子要素は前処理による適用順で
並ぶ．
置換情報のノード名と対応する意味を表 4 に，図 4 に
示すコードから得られる置換情報を図 9 に示す．

• ポータブルな実装
– C#言語のみを用いて，.NET Framework 4.5.2 の標
準クラスライブラリの範囲のみで実装した．

5. 評 価
開発した CSCPP の性能評価と，解析で得られる CP-

4.2 C 言語前処理系解析器 CSCPP

PXML 形式が実用的であることを確認するために CP-

作成した CSCPP は提案した前処理追跡形式である

PXML を用いて前処理展開の可視化ツールを開発した．そ

CPPXML を出力可能な前処理系で次に示す特徴を持つ．

の際の，入力には標準ライブラリを用いていない組み込み

• ISO/IEC C90 に準拠した展開処理
– で示した手順に従って前処理を実行．
– マクロ展開アルゴリズムには Dave Prosser’s C Preprocessing Algorithm [18] を利用．
• 非標準指令・未対応プラグマの扱い
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

システム向けソースコードの一部を用いて行った．
評価に用いた実行環境を次に示す．

CPU Intel Core i5-3320M
RAM 16GB
OS Windows 10 Pro
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表 5

実行時間とファイルサイズの比較

Table 5 Comparison of execution time and file size
ソースコード 1 (#include ファイル数:26)
ファイルサイズ

ステップ

処理時間

バイト数 / 比率

行数 / 比率

ミリ秒

元コード

83981 / 1.00

1784 / 1.00

-

Ｃコード

313654 / 3.73

8787 / 4.92

556

CPPXML

4242767 / 50.52

52093 / 29.20

1647

cl.exe

335659 / 4.00

8231 / 4.61

119

ソースコード 2 (#include ファイル数:46)
ファイルサイズ

ステップ

処理時間

バイト数 / 比率

行数 / 比率

ミリ秒

元コード

115023 / 1.00

2535 / 1.00

-

Ｃコード

452608 / 3.93

15250 / 6.02

913

CPPXML

6360224 / 55.30

73989 / 29.19

1976

cl.exe

490573 / 4.26

14554 / 5.74

134

図 10

マクロ展開可視化ツール CppView

Fig. 10 Macro expansion visualization tool CppView

5.2 マクロ展開処理の可視化ツール
解析で得られた CPPXML 形式が有用性を有することを
確認するために，CPPXML を読み込みマクロ展開を可視
化する対話ツール CppView を開発した．ツールの実行例
を図 10 に示す．

5.1 実行時間とファイルサイズの比較
CSCPP による前処理時間，得られる出力のステップ数と

CppView は HTML と TypeScript を用いて作成したブ

ファイルサイズについて，通常の前処理実行時，CPPXML

ラウザ上で動作するコード可視化ツールで，ソースコード

用の実行時で測定した．また，比較用として Visual Studio

上の任意のマクロや前処理命令をクリックすることで前処

2015 の C/C++ コンパイラである cl.exe

*2

での実行結果

理の適用や巻き戻しを対話的に実行できる．また，ツール
の実装規模は TypeScript 部分が 372 行，HTML 部分が 36

も測定した．
時間計測には Windows の elapsedtime コマンドを用いた

行と非常に小さく，開発も１人が約６時間の作業時間で作

実行結果より，CPPXML 形式での出力では，ファイル

成できた．

サイズが元ソースコードの約 50 倍，プリプロセス結果同

このことから，提案する前処理モデルとそれを XML 形

士で比べると約 14 倍増加している．これは通常の前処理

式化した CPPXML 形式はマクロ展開等の前処理の追跡を

情報に次に示す情報が XML 形式の利便性形式として追加

行うに十分な情報を持っており，また利便性も高いことい

されたためである．

える．

• 書式がタグ形式に変換される．
• 出力するトークンには位置情報や空白要素などの要素

6. まとめ
本研究では，提案するモデルによって前処理前後での

が含まれる．

• 前処理によって行われた置換処理の情報含まれる．

対応関係と展開過程を正確に追跡することが可能である

たとえば，追跡子方式では得られる最終結果のサイズは

ことを示し，提案モデルを XML 記法で表現した記述方

前処理後の C プログラムのサイズの 7〜13 倍であるが十

式 CPPXML と CPPXML を生成する前処理系 CSCPP を

分許容範囲であるとのことから，CPPXML 形式化による

作成した．そして，CPPXML と CSCPP を用いた評価に

ファイルのサイズ増加も同様に十分許容範囲であるとい

よって，提案手法は実用的であることと，前処理の展開過

える．

程が必要となるツールの実装において CPPXML 形式が有

処理時間ではテキスト形式と比べて 2〜3 倍の実行時間

用であることを確認できた．

を要している．これはトークンが確定すればそのまま出力

今後は，筆者らの開発している C 言語コーディング規

することができる通常形式に対して，トークンの XML 形

約チェッカ [19] および，C 言語解析フレームワークにて

式への整形と CPPXML に含まれる情報の構成が主な要因

CPPXML 形式を扱えるよう拡張し，前処理の展開情報を

である．追跡子方式では 946 行のファイルに対して 1.4 秒

扱うことが可能なコード検査器への応用を行う．

の時間を要しており，CSCPP は 1784 行のファイルに対し
て 1.64 秒である．そのため，本方式は十分に高速であると
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