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線形論理型言語の Java 言語による処理系の設計と実装
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フランスの論理学者 J.-Y. Girard によって線形論理 (linear logic)1) が発表されて以来，プログラ
ミング言語への応用が盛んに研究されている．線形論理に基づく論理型言語については，すでにいく
つかが提案されている：Lolli2) ，Lygon3) ，LO4) ，LinLog5) ，Forum6) ，HACL7) ．しかし，Java
上の処理系が実現されたものはまだ存在していない．
これらの言語では，動的に生成，消費される「リソース」を論理式のレベルで表現できる．そのた
め効率のよいリソース処理は実装上最も重要な問題の 1 つである．Lolli，Lygon，Forum について
は，インタプリタ処理系が開発されている (Lolli は SML 及び λProlog 上，Lygon は Prolog 上，
Forum は SML，Prolog 及び λProlog 上)．これらの処理系では，リソースは木構造として表現され
ているため，リソースを消費した場合に木構造の再構築が必要となり，効率低下の原因となっている．
本稿では，線形論理型言語 LLP の概要と，LLP から Java へのトランスレート方式ついて述べる．
LLP 言語は Prolog のスーパーセットで，Lolli のサブセットになっている．リソースはコンパイル
コードと自由変数の束縛情報から構成されるクロージャ(closure) にコンパイルされ，ただ 1 つのリ
ソース表により管理される．リソースの呼び出しは通常のプログラム呼び出しに統合される．
N クイーン配置問題を解く LLP プログラムの実行速度は，標準的な Prolog ベンチマークに含ま
れる N クイーンプログラムを MINERVA でコンパイルしたものより，N = 12 で約 1.5 倍速い．ま
た，Prolog ベンチマークの実行速度は，既存のトランスレータ jProlog と比較して，平均で 3 倍強
の高速化を実現している．

Java Implementation of a Linear Logic Programming Language
Mutsunori Banbara,† Kyoung-sun Kang††
and Naoyuki Tamura††
There have been several proposals for logic programming language based on linear logic:
Lolli2) , Lygon3) , LO4) , LinLog5) , Forum6) , HACL7) . In these languages, it is possible to create and consume resources dynamically as logical formulas. The efficient handling of resource
formulas is therefore an important issue in the implementation of these languages. Lolli,
Lygon, and Forum are implemented as interpreter systems; Lolli is on SML and λProlog,
Lygon is on Prolog, Forum is on SML, λProlog and Prolog. But, none of them have not been
implemented in Java.
In this paper, we describe a method for translating a linear logic programming language
called LLP into Java. LLP is a superset of Prolog and a subset of Lolli. In our design, resource formulas are compiled into closures which consist of a reference of compiled code and
a set of bindings for free variables. Calling resources is integrated with the ordinary predicate
invocation.
LLP program for N -Queen (N = 12) is about 1.5 times faster than a N -Queen program
in classical Prolog benchmarks which is compiled by MINERVA. On average, the execution
speed of generated code for classical Prolog benchmarks is about 3 times faster than existing
Prolog-to-Java translator called jProlog.

J.-Y. Girard によって考え出された新しい論理体系で

1. は じ め に

あり，計算機科学のさまざまな分野への応用が期待さ

線形論理 (linear logic)1) は，フランスの論理学者

れている．特にプログラミング言語への応用は盛んに
研究されており，線形論理に基づく論理型言語につい
ては，すでにいくつかが提案されている：Lolli2) ，Ly-
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gon3) ，LO4) ，LinLog5) ，Forum6) ，HACL7) ．Lolli，
Lygon，Forum については，インタプリタ処理系が開
発されている (Lolli は SML 及び λProlog 上，Lygon
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は Prolog 上，Forum は SML，Prolog 及び λProlog

ラグメントに基づいている．A は atomic 論理式を表

上)．しかし，Java 上の処理系が実現されたものはま

し，~
x はスコープ中のすべての自由変数を表す．

C ，G，R はそれぞれ “節”，“ゴール”，“リソース”

だ存在していない．
これらの言語では，動的に生成 (追加)，消費される
「リソース」を論理式のレベルで表現できる．そのた
め効率のよいリソース処理は実装上最も重要な問題の

1 つである．

を表す．⇒ は直観主義論理の含意を意味し，A ⇒ B
と !A ( B は同値である．
リソース R の定義は以下のものに置き換えること
ができる．

リソースの生成は，Prolog における節の assert に

R ::= R0 | R & R

似ている (ただし，バックトラックによりキャンセル

R0 ::= A | G ( A | G ⇒ A | ∀x.R0

される)．例えば，ゴール (q ( p) ⇒ G におけるリ
ソース q ( p の生成は，節 p:-q の assert とまった
く同じ効果をもち，ゴール G の実行中に呼び出すこ

なぜならば，線形論理では以下の論理的同値性が成り

とができる．この場合，リソースは節と同じ方法でコ

立つからである．

ンパイルすることができる．

G1 ((G2 ( R) ≡ (G1 ⊗ G2 ) ( R

しかし，自由変数を含むリソースのコンパイルは容

G ((R1 & R2 ) ≡ (G ( R1 ) &(G ( R2 )

易でない．例えば，ゴール (q(X) ( p(X)) ⇒ G 中の

∀x.(R1 & R2 ) ≡ (∀x.R1 ) &(∀x.R2 )

変数 X は自由変数であり，リソースの生成後に他の

G ((∀x.R) ≡ ∀x.(G ( R)☆4

ゴールによって代入される可能性がある．すなわち，
このリソースは実行時に自由変数の束縛情報を必要と
する．そのため普通の節と同じようにコンパイルする

さらに，(R1 ⊗ R2 ) ( G と R1 ((R2 ( G) が論理

ことはできない．

的に同値であることから，乗法的論理積 ⊗ で結合さ

本稿では，線形論理型言語 LLP

☆1

の概要と，LLP

れたリソースも使用することができる．

から Java へのトランスレート方式 (特に，リソースコ

以降，R0 で定義される論理式を primitive リソー

ンパイル) ついて述べる．LLP 言語は Prolog のスー

スと呼び，primitive リソース中の atomic 論理式 A

パーセットで，Lolli

☆2

のサブセットになっている．リ

をそのヘッド部と呼ぶ．また，R ( G，R ⇒ G 中

ソースはコンパイルコードと自由変数の束縛情報から

に出現するリソース R をそれぞれ linear リソース，

構成されるクロージャ(closure) にコンパイルされ，た

exponential リソースと呼ぶことにする．

だ 1 つのリソース表により管理される．リソースの呼
び出しは通常のプログラム呼び出しに統合される．

プログラム中では，上記のフラグメントに対応した
以下のような記法を用いる．

現在，本稿で述べる方式に基づく LLP 処理系 (Pro-

log Café) の開発を進めており，第 6 節で標準的な

C ::= A. | A:-G.

Prolog ベンチマーク，及び N クイーン配置の全解探

G ::= true | top | A | G,G | G&G |
G;G | !G | R-<>G | R=>G

索問題を解く LLP プログラムを用いて，Prolog Café

R ::= A | R&R | G-<>R | G=>R |

の性能評価を行う．

forall x\ R

2. 線形論理型言語 LLP

演算子の優先度は，広いものから順に “forall”,

C ::= !∀~
x.A | !∀~x.(G ( A)
G ::= 1 | > | A | G ⊗ G | G & G |

“\”, “:-”, “;”, “&”, “,”, “-<>”, “=>”, “!” とする．
LLP は Lolli のもつ大部分の機能をサポートしてい

G ⊕ G | !G | R ( G | R ⇒ G

るが，以下のものが記述できないという制限がある．

R ::= A | R & R | G ( R | G ⇒ R | ∀x.R

• 節の Linear 宣言 (使用回数を制限された節の記述)
• 全称記号を含んだゴール ∀x.G

本稿で述べる LLP 言語☆3 は上のような線形論理のフ

• 高階の量化記号と λ 項の単一化
☆3

☆1
☆2

http://bach.seg.kobe-u.ac.jp/llp/
http://www.cs.hmc.edu/~hodas/research/lolli/

☆4

論文 8) で述べたものに G ( R，G ⇒ R，∀x.R が追加され
ている．
変数 x が G 中に自由な出現をもたない場合に限る．
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3. リソースプログラミング

3

3.2 リソースの消費
atomic ゴール A の実行はリソース消費とプログラ

LLP の最も大きな特徴は，さまざまな「リソース

ム呼び出しの 2 つの意味をもつ．これらの選択は非決

プログラミング」が可能な点である．実行中に動的に

定的であり，バックトラックによりすべての可能性が

追加，削除 (消費) されるリソースは，ただ 1 つのリ

実行される．例えば，次の質問は 1 と 2 を表示する．

ソース表によって管理される．

3.1 リソースの追加
リソースはゴール R-<>G の実行によって追加され

r(2).
?- r(1) => r(X), write(X), nl, fail.
ゴール G1 &G2 は Prolog の G1 ,G2 と同様であるが，

る．例えば，次の質問はリソース r(1) をリソース表

実行の前にリソースがコピーされ，G1 と G2 で消費

に追加した後，ゴール r(X) を実行する．この質問は

されるリソースは同じものでなくてはならない．例え

成功し，解 X = 1 をもつ．

ば，次の質問は，ゴール r(X) と r(Y) が同じリソース

?- r(1) -<> r(X).
ゴール R-<>G において，リソース R は G の実行中

を消費しなければならないので，2 つの解 X = Y = 1，

Z = 2 と X = Y = 2，Z = 1 をもつ．

にすべて消費されなければならない．例えば，次の質

?- (r(1), r(2)) -<> ((r(X)&r(Y)), r(Z)).

問ではリソース r(1) が消費されないため失敗する．

ゴール !G はゴール G と同様であるが，exponential

?- r(1) -<> true.
リソース G-<>A は規則型リソースを表す．リソース
中のゴール G は，ヘッド部 A が消費されると同時に
実行される．例えば，次の質問は成功して 1 を表示
する．

?- (write(X) -<> r(X)) -<> r(1).
リソース R1 ,R2 は，R1 と R2 がともにリソースとし

リソースしか消費できない．次の質問は成功し，解

X = 1，Y = 2 をもつ．
?- r(1) => r(2) -<> (!r(X), r(Y)).
ゴール top は，消費可能なリソースのいくつかを消費
する．例えば，1 つ目の質問は成功し，2 つ目の質問
は，消費可能なリソースが残るため失敗する．

?- (r(1), r(2)) -<> (r(X), top).

て利用できることを表す．次の質問はリソース r(1)

?- (r(1), r(2)) -<> r(X).

と r(2) を追加した後，その両方を消費する．この質

3.3 プログラム例

問は成功し，2 つの解 X = 1，Y = 2 と X = 2，Y = 1
をもつ．

?- (r(1), r(2)) -<> (r(X), r(Y)).
次の質問は上とまったく同じ振舞をする．

?- r(1) -<> r(2) -<> (r(X), r(Y)).

LLP の簡単なプログラム例を 2 つ紹介する．その
他のプログラム例に関しては，文献 9) に詳しく述べ
られている．Lolli のプログラム例については，Hodas
と Miller の論文 2) にいくつか紹介されている．
以下は有向グラフの経路を見つける LLP のプログラ

⇒ の左側のリソースは無限のリソースを表し，何度

ム例である．グラフの弧を規則型リソースを使って表

でも使用可能であり，また 1 度も使わなくてもよい．

すことにより，次のような条件を簡潔に表現している．

次の質問は成功し，解 X = 1 と X = 2 をもつ．

?- r(1) => r(2) => (r(X), r(X)).

• それぞれの弧は高々1 度しか使えない．
• 経路は連結している弧の推移閉包である．

リソース R1 &R2 はどちらか一方がリソースとして利

このプログラムは規則型リソースの消費性，及び規則

用できることを表す．例えば，次の質問で r(1)&r(2)

としての利点を十分に生かしており，循環経路を含む

が追加されたとき，r(1) か r(2) のどちらか一方だけ

場合に生じる問題点もうまく解消している．

が消費可能であり，両方を消費することはできない．
この質問は成功し，2 つの解 X = 1 と X = 2 をもつ．

?- (r(1) & r(2)) -<> r(X).

% Path Finding Program
path :-

全称記号の付いたリソースの ⇒ による追加は，Prolog

(a -<> b) -<>

% arc a -> b

の assert と同じ効果をもつ☆ ．例えば，次の質問にお

(b -<> c) -<>

% arc b -> c

けるリソースの追加は，節 p(X) :- q(X) を assert

(c -<> a) -<>

% arc c -> a

するのと同じ意味をもつ．

(c -<> d) -<>

% arc c -> d

(d -<> b) -<>

% arc d -> b

?- (forall X\ (q(X) -<> p(X))) => r.

a -<> (d, top). % find path from a to d
☆

リソースの追加はバックトラック時にキャンセルされる．
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次のプログラム例では，規則型 exponential リソー

処理系を Java 言語で実装する長所には次のようなも

スを追加することにより，述語 test/1 を一時的に定

のがある．

義している．この述語は filter 中で呼び出され，要

(1)

素が条件を満たすかどうかチェックするのに使われる．

開発できる．

(2)

豊富な Java 言語のクラスライブラリをそのま

(3)

Java のプラットフォーム独立性により，開発し

% choose(Xs, Y, Zs)
% Zs is a list of elements greater than Y in Xs.

ネットワークプログラミングが可能な処理系を

ま利用できる．

choose(Xs, Y, Zs) :-

た処理系は Java が動作するすべての環境で利

% define test/1 and then call filter/2

用可能となる．

(forall X \ ( X>Y -<> test(X) )) =>

特に (1) の例としては，いくつかの組み込み述語を用

filter(Xs, Zs).

意することにより，指定した URL から HTML(XML)
のソースファイルをダウンロードし，それらを DCG

% filter(Xs, Zs)

を使ってパージングすることが可能となる．このよう

% Zs is a list of elements satisfying test/1 in Xs.

な機能は，Java 言語を使えば簡単に実装できるが，他

filter([], []).

の言語では単純な作業ではない．(2) の Java クラスラ

filter([X|Xs], [X|Zs]) :- test(X), !,

イブラリに関しては，3D グラフィクス，分散処理な

filter(Xs, Zs).
filter([_|Xs], Zs) :- filter(Xs, Zs).

ど数多く開発されており，今後も増加していくものと
予想できる．これらのクラスライブラリの機能を自由
に取り込める，Java と強い連結性をもつ LLP/Prolog

4. LLP から Java へのトランスレート方式
この節では，LLP，Prolog などの論理型言語を Java
上で効率良く実装するための方法について議論した後，

処理系を開発することは有用である．例えば，Java の
制約解消ライブラリを利用することにより，制約論理
型言語に拡張することも可能である．
本稿で述べる処理系の設計を開始したのは 1997
14)

LLP を Java にトランスレートする際に生じる問題点

年

と，その解決法について述べる．

性を含む) と効率性 (実行速度の高速化) であった．

4.1 Java による LLP 処理系の設計
現在 Prolog の実装に関しては，the Warren Ab-

であり，設計上のキーポイントは拡張性 (簡潔

効率のよい LLP/Prolog 処理系を Java で開発する
には，少なくとも以下の 3 つの方式が考えられる．

stract Machine (WAM)10) が事実上の標準なってお

(1)

り，数多くの拡張 (高階，並行，制約，線形論理) が

ンパイラ

提案されている．田村と金田は，論文 11) において，

(2)

LLPAM/WAM の Java エミュレータ

LLP のための拡張 WAM である LLPAM を提案した．

(3)

LLP/Prolog から Java へのトランスレータ

また LLPAM の拡張として，LLP のリソースコンパ

方式 (1) 及び (2) は，当初設定したキーポイントを満

LLPAM/WAM から Java バイトコードへのコ

イル方式 12) ，LLPAM の理論的基礎とゴール > の実

足するものではなかった．方式 (1) は最も実行速度が

装方式 8) に関する研究が行われた．

速いと考えられるが，Java バイトコードへのコンパイ

また，Prolog から C 言語へのトランスレート方式

ルは，非常に複雑な作業であり，Java のバージョンに

も盛んに研究されており，論文 13) にいくつかの処理

大きく依存する．方式 (2) は最もシンプルなアプロー

系の実装方法が詳しく述べられている．これらの研究

チであるが，巧妙な最適化をしない限り，実行速度の

は，Java へのトランスレート方式を考える上で有用

高速化は見込めず，単独の実行可能コードを生成する

なアイデアを含んでいるが，最大の違いは Java には

こともできない．

関数ポインタがない点である．
一方，Java 言語の発表以来，Java による論理型言
語 (特に Prolog) 処理系の設計，開発が活発に研究さ

以上のことから，(3) の LLP から Java へのトラン
スレート方式の研究を進めることにした．この方式は，
以下のような長所をもつ．

れている．Java の実行速度に関する問題は，近年の

• 方式 (1) に次いで，実行速度の高速化が可能

JIT(Just-In-Time Compiler)，HotSpot などの開発

• エミュレータにおけるオーバーヘッドの回避

により徐徐に改良されているものの，現時点で十分満

• 単独で実行できるコードの生成

足できるものではない．しかしながら，LLP/Prolog

Prolog に関しては，B. Demoen と P. Tarau によっ
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て jProlog☆ と呼ばれるトランスレータが開発されて
いる．jProlog はバイナリ変換 (binarization transfor-

mation)15) と呼ばれるコンパイル方式に基づいてい
る．jProlog のトランスレート方式は非常に有用であ
り，実行速度に関しても，かなりの高速化が実現され
ているが，いくつか改良すべき点も残っている．主要
な改良点は以下の通りである．

• インデキシング (indexing) の実装
• ヘッド部引数における単一化のコンパイル
• 継続ゴール (continuation) のコンパイル
4.2 Prolog のトランスレート
項は VariableTerm，IntegerTerm，SymbolTerm，

StructureTerm，ListTerm のいずれかのクラスのオ
ブジェクトにトランスレートされる．Term クラスは
すべての項のスーパークラスであり，unify メソッド

5

public class PRED_p_2 extends Predicate{
...
// constructor of predicate p/2
public PRED_p_2(Term _a1,
Term _a2,
Predicate _cont){
arg1 = _a1;
arg2 = _a2;
cont = _cont;
}
public Predicate exec(){
engine.aregs[1] = arg1; // set X
engine.aregs[2] = arg2; // set Y
engine.cont = cont;
// set Cont
engine.setB0();
// set cut point
return the code for choice instruction;
}
}
図 1 述語 p/2 のエントリポイント
Fig. 1 Code for an entry point of p/2

をもつ．
節はバイナリ変換 15) によってすべてバイナリ節に
変換された後，述語ごとにクラスの集合にトランス

ナリ述語 p/3) はクラスの集合にトランスレートされ
る．図 1 は述語 p/2 のエントリポイントを示す．

レートされる．クラスの集合は，述語呼び出しに使わ

ゴールはエントリポイントのオブジェクトとして表

れるただ 1 つのクラス (以降，エントリポイントと呼

される．例えば，ゴール p(1,Z) は図 1 のコードを使っ

ぶ) と節，選択命令，インデキシング命令を表すクラ

て，次のように作成される (co は p(1,Z) が成功した

スから構成される．Predicate クラスはすべての述

後で実行される継続ゴールを表す)．

語のスーパークラスであり，exec メソッドと engine
フィールドをもつ．engine フィールドは，実行時に活

Term t1 = new IntegerTerm(1); // create 1

性化されている LLP エンジン

Term t2 = new VariableTerm(); // create Z

☆☆

を格納するために使

われる．また，engine.aregs，engine.cont フィー

// create a goal p(1,Z)

ルドはそれぞれ引数レジスタ，継続ゴールレジスタを

Predicate p = new PRED_p_2(t1, t2, co);

表す．
以下，次の簡単なプログラムを用いてトランスレー
ト例を示す．

述語 p/2 が実行されると，図 1 中の exec メソッドは
引数 X，Y と継続ゴール Cont の値をレジスタ aregs
と cont にそれぞれ格納し，WAM の選択命令 “try L”

% Source clauses
p(X, Y) :- q(X), r(Y).
p(X, X).

に似たコードを返す．
一方，選択命令，またはインデキシング命令から，
実行の制御が節に移った場合，エントリポイントでレ
ジスタに格納した値を取り出す必要がある．そのため，

% Binary clauses

述語 p/2 の 1 番目の節のコード (図 2) は，レジスタ

p(X, Y, Cont) :- q(X, r(Y, Cont)).

aregs から引数 X，Y の値を，レジスタ cont から継

p(X, X, Cont) :- true(Cont).

続ゴール Cont の値をそれぞれ取り戻し，次に実行す
べきゴールのコードを返す．

最初に，各節 (Source clauses) はバイナリ変換により

以上，述語のトランスレート例を説明してきたが，

バイナリ節 (Binary clauses) に変換される．その際，

ここで継続ゴールの実装方法について議論する．バイ

継続ゴールが最後の引数として加えられるため，述語

ナリ変換よる継続ゴールの実装方法には，いくつか考

p/2 のアリティは 1 増える．その後，述語 p/2 (バイ

えられる．jProlog では，継続ゴールを項オブジェク
トにトランスレートし，継続ゴールを実行する度に述

☆
☆☆

http://www.cs.kuleuven.ac.be/~bmd/PrologInJava/
引数レジスタ，trail スタックなどを含む実行環境

語表 (ハッシュ表) を通じて，項から対応するエントリ
ポイントを検索する方法を用いている．すなわち，継
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final class Clause1 extends PRED_p_2{
public final Predicate exec(){
...
// retrieve X
a1 = engine.aregs[1].dereference();
// retrieve Y
a2 = engine.aregs[2].dereference();
// retrieve Cont
cont = engine.cont;
// create r(Y,Cont)
p1 = new PRED_r_1(a2, cont);
// create and return q(X,r(Y,Cont))
return new PRED_q_1(a1, p1);
}
}

public final class RES_p_2 extends Predicate{
...
public final Predicate exec(){
...
a1 = engine.aregs[1].dereference();
a2 = engine.aregs[2].dereference();
// set the value of X to a3
a3 = engine.aregs[3].dereference();
cont = engine.cont;
// unify the 1st argument with X
if ( !a1.unify(a3, engine.trail) )
return engine.fail(); // backtrack
return new PRED_q_2(a1, a2, cont);
}
}

図 2 節 p(X,Y) :- q(X),r(Y). のコード
Fig. 2 Code for the 1st clause p(X,Y) :- q(X),r(Y).

図 3 リソース ∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y )) のコード
Fig. 3 Code for the resource ∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y ))

続ゴールはコンパイルされておらず，順次インタープ

パイル方式について述べる．

リットされ実行される．この方法のメリットは，一度

第 3 節で述べたように，LLP ではさまざまな「リ

生成した述語オブジェクトを述語表を使って再利用で

ソースプログラミング」が可能である．例えば，規則

きる点である．本稿では，継続ゴールを述語オブジェ

型リソース G-<>A がリソース表に追加されたとき，

クトにトランスレートするため，生成されたコード

リソース中のゴール G は A が消費されると同時に実

は以下の簡潔なループによって実行される．しかし，

行される．初期の実装では，リソース G-<>A はコン

jProlog のように一度生成した述語オブジェクトを再

パイルされず，項としてリソース表に格納されていた．

利用することはできない．

このため A のリソース消費は組み込みの単一化関数，
ゴール G の実行はメタコールによりそれぞれ実装さ

Predicate code;

れ，リソースの実行速度を低下させる原因となってい

Set the target predicate to code;

た．この問題を解消し，効率のよい「リソースプログ

while (code != null){

ラミング」を実現するために，リソースのコンパイル

Set code.engine to point to
the current LLP engine;
code = code.exec();
}

は非常に重要である．
自由変数を含まないリソースのコンパイルは容易で
ある．これらのリソースは自由変数の束縛情報を必要と
しないので，節とまったく同じ方法でトランスレートで
きる．例えば，リソース ∀X.∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y ))

継続ゴールに関して，本稿の方法と jProlog の方法
の処理速度はほぼ同等である．これは継続ゴールを表

は節 p(X, Y ) :- q(X, Y ) と同様にトランスレートさ
れる．

す項オブジェクトを生成し，ハッシュ表を使って対応

自由変数☆ を含むリソースのコンパイルは容易でな

する述語オブジェクトを検索，実行するコストと，述

い．例えば，リソース ∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y )) にお

語オブジェクトを毎回生成し，実行するコストが同程

いて，変数 X は自由な出現である．このリソースを

度になっているためと考えられる．しかし，今後の拡

消費するためには，実行時に X がどのような値に束

張性を考えた上，継続ゴールを述語オブジェクトにト

縛されているかを知らなければならない．

ランスレートする方法を選択した．初期の実装では，

この問題を解決するために，新しいデータ構造クロー

継続ゴールを return することなく，順次入れ子で実行

ジャを導入する．クロージャ構造はコンパイルコード

していく方法も試みた．しかし，この方法はプログラ

への参照と自由変数の束縛情報から構成される．

ムによって Java のスタックがすぐにオーバーフロー
してしまうという欠点がある．

クロージャが実行されると，まず自由変数が使用可
能な引数レジスタにセットされ，その後コンパイル

4.3 リソースのコンパイル
すべてのリソースは primitive リソースに分解され
ることから，この節では，primitive リソースのコン

☆

ここではリソース中に出現する変数が，そのリソース中で束縛
されていないとき，リソースの自由変数を呼ぶ
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コードが実行される．そのため，生成されるリソース

例中の add res/2 の第２引数 [q/1,0,[X]] は，追加

のコードは，自由変数の値を取り出す命令を含む必要

されるリソースのクロージャを表しており，第 1 要素

がある．例えば，リソース ∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y ))

はリソースのファンクタ (述語記号とアリティ)，第 2

のコード (図 3) は，第 3 引数レジスタ (aregs[3]) に

要素はリソースの通し番号，第 3 要素はリソース中に

格納されている自由変数 X の値を取り出し，第 1 引

出現する自由変数を示している．

数と単一化している (さらに複雑なリソースのトラン
スレート例は第 5 節で示す)．

ゴールR=>G，G1 &G2 ，!Gは，以下のように展開さ
れる．

ク ロ ー ジャ構 造 は ClosureTerm ク ラ ス に よっ
て 簡 単 に 表 現 で き る ．例 え ば ，図 3 の リ ソ ー ス

% LLP の節

∀Y.(q(X, Y ) ( p(X, Y )) のクロージャは次のように

p(X, Y) :- q(X) => r(Y).

作成される．ただし，varX は自由変数 X を表すもの

% 展開後の節

とする．

p(X, Y) :begin_exp_imp(A),

Predicate res = new RES_p_2();

add_exp_res(q(X), [q/1,0,[X]]),

Term[] var = {varX};

mid_exp_imp(B),

ClosureTerm c = new ClosureTerm(res, var);

r(Y),
end_exp_imp(A, B).

G. Nadathur は論文 16) において，λProlog のゴー
ル D ⊃ G をコンパイルするのに同様のアイデアを用

% LLP の節

いている．しかし，λProlog には LLP の ( に相当

p(X, Y) :- q(X) & r(Y).

する演算子がないことから，そのクロージャの取扱い

% 展開後の節

は異なる．

p(X, Y) :-

本稿では，LLP から Java に変換することを意味す

begin_with,

る言葉として「トランスレート」という用語を使用し

q(X),

ているが，リソースをクロージャに変換することを意

mid_with,

味する言葉としては，
「リソースのコンパイル」という

r(Y),

用語を使用するもとする．

end_with.

4.4 LLP のトランスレート
この節では，Prolog にはない LLP の演算子 “-<>”，

“=>”，“&”，“!” のトランスレート方法について述べる．
ゴールR-<>G，R=>G，G1 &G2 ，!Gは，バイナリ
変換される前に各演算子ごとに対応する命令列に展開

% LLP の節
p(X, Y) :- !((q(X), r(Y))).
% 展開後の節
p(X, Y) :-

される．この展開方法は，論文 8)，12) に述べられて

begin_bang,

おり，本稿で詳細は述べない．

q(X),

以下にゴールR-<>Gの展開例を示す．

r(Y),
end_bang.

% LLP の節
p(X, Y) :- q(X) -<> r(Y).

展開された節は，Prolog の節と同様にバイナリ変換

% 展開後の節

された後，Java にトランスレートされる．R-<>Gの

p(X, Y) :-

コード生成については，次節でさらに詳しく述べる．

begin_imp(A),
add_res(q(X), [q/1,0,[X]]),
mid_imp(B),
r(Y),
end_imp(A, B).

5. Prolog Café: LLP から Java へのトラ
ンスレータシステム
この節では，前節のトランスレート方式に基づいた

LLP 処理系 (Prolog Café) について述べる．
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final class PrimRes{
int level;
int deadline;
boolean isOutOfScope;
SymbolTerm functor;
ClosureTerm closure;
Term rellist
public PrimRes(){}

(6)
//
//
//
//
//
//
//

consumption level
deadline level
out of scope flag
functor for the
head part
closure for resource
related resources

}

論理式 R 中にあったすべての primitive linear
リソースの isOutOfScope フラグを true にす
る (これはその後の実行で消費不可能にするた
めである)．

primitive リソースの追加には，以下の組込み述語
が使用される．

•

PRED begin imp 1(Term a1,Predicate cont)

ステップ (1) に対応し，リソース表 (RES) の底を

図 4 PrimRes クラス (リソース表のレコード構造)
Fig. 4 The PrimRes class (the record of resource table)

示す top の値を第 1 引数 a1 に保存する．

•

PRED add res 2(Term a1,Term a2,Predicate cont)

5.1 リソース表

ステップ (2) に対応し，primitive linear リソー

リソース表 RES は PrimRes クラス (図 4) の配列で

スをリソース表 RES に追加する．第 1 引数 a1 は

ある．RES は (，⇒ によってリソースが追加される

リソースのヘッド部の項であり，第 2 引数 a2 は

と増加し，バックトラックにより減少する．RES の各

リソースのクロージャである．a1 のファンクタは

エントリはただ 1 つの primitive リソースに対応する．

functor フィールドに，a2 は closure フィール

level，deadline，isOutOfScope フィールドはリ

ドにそれぞれ格納され，RES の底を示す top の値
が 1 だけ増加する．

ソース消費のために使われる．その使用法については
論文 8) に述べられおり，本論文では詳細は述べない．

rellist フィールドは & で結合されたリソース (関

PrimRes res = new PrimRes();

連リソース) の相対位置を表すものであり，その使用

Set level, deadline, and

法については論文 11) に述べられおり，本論文では詳

isOutOfScope fields;

細は述べない．

res.functor = functor of a1;

functor，closure フィールドは格納されるリソー

res.closure = (ClosureTerm) a2;

スの情報を表す．functor フィールドには，リソー

Record this entry in the hash

スのヘッド部のファンクタ (述語記号とアリティ) が，

and symbol tables;

closure フィールドには，リソースのクロージャ構造

RES[top++] = res;

が格納される．

5.2 R ( G のコード

•

PRED mid imp 1(Term a1, Predicate cont)

リソース R はゴール R ( G (または R ⇒ G) に

ステップ (3) に対応し，リソース表 (RES) の底を

よって追加される．ゴール R ( G の実行概要は以下

示す top の値を第 1 引数 a1 に保存し，追加され

の通りである．

た primitive linear リソースの関連リソースの相

(1)

対位置 (rellist フィールドの値) を生成する．

現在のリソース表 (RES) の底を示す top の値を
変数 Xi に保存しておく．

(2)

(3)

•

PRED end imp 2(Term a1, Term a2, Predicate cont)

論理式 R 中のすべての primitive linear リソー

ステップ (5,6) に対応し，追加された primitive

ス (n 個とする) をリソース表に追加する．ま

linear リソース (RES[a1] から RES[a2 − 1]) が消

た，これらのエントリをハッシュ表に追加する

費されているかどうかチェックする．すべて消費さ

(述語記号と第 1 引数をキーとする)．

れていれば，それらのリソースの isOutOfScope

リソース追加後の top の値を変数 Yi に保存

フラグを true にする (これはその後の実行で消

しておく (Yi = Xi + n)．また，追加された

primitive linear リソース (すなわち RES[Xi ]

費不可能にするためである)．

•

から RES[Yi − 1]) の関連リソースの相対位置

(rellist フィールドの値) を生成する．

PRED begin exp imp 1(Term a1, Predicate cont)

PRED begin imp 1 と同様
•

PRED add exp res 2(Term a1,Term a2, Predicate cont)

(4)

ゴール G を実行する．

primitive exponential リソースをリソース表に追

(5)

論理式 R 中にあったすべての primitive linear

加する．level，deadline フィールドに primi-

リソース (すなわち RES[Xi ] から RES[Yi − 1])

tive exponential リソース用の値が代入されるこ

が消費されているかどうかチェックする．

とを除けば，PRED add res 2 と同じである．
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static Predicate resP = new RES_p_2();
static SymbolTerm symP = symbol p/2;
public final Predicate exec(){
...
Term[] args = {varX, new VariableTerm()};
// create head p(X, Y )
a3 = new StructureTerm(symP, args);
Term[] vars = {varX};
// create closure
a4 = new ClosureTerm(resP, vars);
p1 = new PRED_end_imp_2(a2, a5, cont);
p2 = Code for the goal G;
p3 = new PRED_mid_imp_1(a5, p2);
// add ∀ Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y ))
p4 = new PRED_add_res_2(a3, a4, p3);
return new PRED_begin_imp_1(a2, p4);
}
図 5 ゴール ∀Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y )) ( G のコード
Fig. 5 Code for the goal
∀Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y )) ( G

•

PRED mid exp imp 1(Term a1, Predicate cont)

関 連 リ ソ ー ス の 相 対 位 置 (rellist フィー ル
ドの値) を生成する必要がないことを除けば，

PRED mid imp 1 と同様である．
•

PRED end exp imp 2(Term a1,Term a2, Predicate cont)

追加された primitive exponential リソースの

isOutOfScope フラグを true にする．exponential リソースは，何度でも使用可能なので消費
チェックをする必要はない．
リソースへのアクセスを高速化するために，ハッシュ
表を用いる．PRED add res 2 と PRED add exp res 2
の第 1 引数にヘッド部のファンクタではなく項全体
が使われているのは，追加されるリソースのハッシュ
キーを求めるためである．今のところ，述語記号と第

1 引数の値をキーとして使用しているが，今後の改良
に備えて項全体を送ることにした．
リソースへのアクセスをハッシュ表だけに頼ること
はできない．第 1 引数が未代入の変数であるゴールを
実行する場合，そのファンクタをもつすべてのリソー
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public final class RES_p_2 extends Predicate{
static Predicate resQ = new RES_q_1();
static SymbolTerm symQ = symbol q/1;
...
public final Predicate exec(){
...
a1 = engine.aregs[1].dereference();
a2 = engine.aregs[2].dereference();
// retrieve X
a3 = engine.aregs[3].dereference();
this.cont = engine.cont;
// unify the 1st argument with X
if ( !a1.unify(a3, engine.trail) )
return engine.fail();
...
Term[] args = {a1};
// create head q(X)
a5 = new StructureTerm(symQ, args);
Term[] vars = {a1};
// create closure
a6 = new ClosureTerm(resQ, vars);
p1 = new PRED_end_imp_2(a4, a7, cont);
p2 = new PRED_r_1(a2, p1);
p3 = new PRED_mid_imp_1(a7, p2);
// add q(X)
p4 = new PRED_add_res_2(a5, a6, p3);
return new PRED_begin_imp_1(a4, p4);
}
}
public final class RES_q_1 extends Predicate{
...
public final Predicate exec(){
...
a1 = engine.aregs[1].dereference();
// retrieve X
a2 = engine.aregs[2].dereference();
this.cont = engine.cont;
// unify the 1st argument with X
if ( !a1.unify(a2, engine.trail) )
return engine.fail();
return cont;
}
}
図 6 リソース ∀Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y )) のコード
Fig. 6 Code for the resource
∀Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y ))

スにアクセスしなければならない．同様に，追加され
た時に第 1 引数が未代入の変数であったリソースも，

るリソースのコードである．ただし，varX は変数 X

そのファンクタをもつゴールが実行される度に，アク

を表すものとする．

セスされなければならない．このため，シンボル表の

5.3 Atomic ゴールの実行

各エントリは 2 つのリストをもっている．1 つは，そ

LLP では，atomic ゴールはリソース消費と述語呼

のファンクタをもつリソースすべてのインデックス値

出しを意味する．ファンクタ p/n をもつ atomic ゴー

のリスト，もう 1 つは，そのファンクタをもち，追加

ル A の実行概要は以下の通りである．

時に第 1 引数が未代入の変数であったリソースすべて

(1)

のインデックス値のリストである．

消費できる可能性のある primitive リソースの
インデックス値のリストをハッシュ表とシンボ

図 5 はゴール ∀Y ((q(X) ( r(Y )) ( p(X, Y )) ( G

ル表から得て (述語記号と第 1 引数をキーとし

のコードであり，図 6 はこのゴールによって追加され

て検索する)，それぞれのリストをレジスタ R1

10
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public class PRED_p_2 extends Predicate{
static SymbolTerm functor = functor p/2;
static Predicate L = ordinary code for p/2;
static Predicate L0 = new L0();
static Predicate L1 = new L1();
static Predicate L2 = new L2();
...
public Predicate exec(){
...
engine.lookUpHash(functor);
if (!engine.pickupResource(functor, 3))
return L;
return engine.tryResource(L1, L0);
}
}
final class L0 extends PRED_p_2{
public final Predicate exec(){
engine.restoreResource();
if (!engine.pickupResource(functor, 3))
return L2;
return engine.retryResource(L1, L0);
}
}

1999

ゴール A0 の exec メソッドが実行されると，まず，
第 1 引数，第 2 引数，継続ゴールがそれぞれのレジス
タに格納される．

lookUpHash メソッドは実行概要 (1) の手続きに対
応しており，レジスタ R1，R2 にそれぞれリストをセッ
トする．R1 はヘッド部の述語記号が同じであり，第

1 引数に同じ値をもつリソースのインデックス値を含
み，R2 はヘッド部のファンクタ p/2 であり，追加時に
第 1 引数が未代入の変数であったリソースのインデッ
クス値を含む．

pickupResource メソッドは R1 (R1 が空の場合は
R2) からファンクタが p/2 でかつ消費可能なリソース
のインデックス値を 1 つ探し出し，その値を第 3 引数
レジスタに格納する．さらに，R1 と R2 を未使用のリ
ソースに更新しておく．メソッド実行時に，消費可能
なリソースがなければ，ただちにゴール A0 の通常の
コードを呼び出す．

tryResource メソッドは，WAM 命令の “try L” と
同じであるが，レジスタ R1，R2，cont (継続ゴール)

final class L1 extends PRED_p_2{
public final Predicate exec(){
ClosureTerm clo = engine.consume(3);
return engine.executeClosure(clo);
}
}

の値も選択点フレームに保存する．また，選択点フ
レームの BP フィールド (next clause) に L0 をセット
し，L1 を返す．
実行の制御が L1 に移ると，consume メソッドが第

3 引数レジスタに格納されたインデックス値をもつリ

final class L2 extends PRED_p_2{
public final Predicate exec(){
return engine.trustResource(L);
}
}

ソースに消費マークを付け，そのクロージャを取り出
す．続いて，executeClosure メソッドは抽出された
クロージャの自由変数を使用可能な引数レジスタに
セットし，コンパイルコードを返す (コードは外側の

図 7 atomic ゴール p/2 のコード
Fig. 7 Code for an atomic goal p/2

ループでただちに実行される)．
リソース消費の 1 つの試みが失敗すると，実行の

(2)

と R2 に格納する．

制御は L0 に移る (tryResource において，BP が L0

R1，R2 中でファンクタ p/n をもつ各リソース

にセットされているため)．restoreResource メソッ

エントリ R に対して，以下を試みる．

ドによって選択点フレームの値がすべて取り戻された

(a)

(b)
(c)
(3)

R がスコープ外☆ であるか，R が linear

後，再び pickupResource メソッドが呼び出される．

リソースですでに消費されている場合，

retryResource メソッドは，選択点フレーム中の R1

失敗する．

と R2 の値を最新の値に更新し，再びリソース消費を

エントリ R に消費されたことを示すマー

行う L1 を返す．pickupResource メソッドの実行時

クを付ける．

に消費可能なリソースがなければ，制御は L2 に移る．

L2 において，trustResource メソッドは現在の選

R のクロージャを実行する．

すべての試みが失敗した後，ゴール A の通常

択点フレームを削除し，制御をゴール A0 の通常のコー

のコードを呼び出す．

ドに渡す．
0

図 7 はファンクタ p/2 をもつ atomic ゴール A の
コードである．以下，図 7 の動作を詳しく説明する．

次に，atomic ゴールの最適化について述べる．図 7
のコードでは，プログラム中にリソースがまったくな
い場合でも，ゴールの実行のたびにリソース消費が可

☆

R ( G によって追加された R は，G 中でのみ消費可能であ
り，他のゴールは消費できない．

能かどうか試す必要があり，これに伴うオーバーヘッ
ドは無視できない．
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この問題を解決するために，新しくリソース宣言を
導入する．リソース宣言は，Prolog のダイナミック
宣言 (:- dynamic p/n) と同じような効果をもつ．例
えば，リソース宣言:- resource p/n は他の述語が
ファンクタ p/n をもつリソースを追加したり，消費
したりできることを意味する．すなわち，リソース宣
言されていない述語に関しては，リソース消費を行う
コードは生成されない．
リソース宣言がその威力を発揮するのは，通常のプ
ログラム呼び出しのない述語に適応された場合である．
この場合，atomic ゴールはリソース消費のみを意味
し，本稿で述べる最適化は，この場合に限られる．最
適化のアイデアは以下の通りである．

• 消費可能なリソースがただ 1 つしか存在しない
場合，選択点フレームを作る必要はなく，そのリ
ソースを消費するだけでよい．

• 最後の消費可能なリソースを消費する前に，選択
点フレームを削除しても安全である．

11

public class PRED_p_2 extends Predicate{
...
static Predicate L3 = new L3();
// added
...
public Predicate exec(){
...
if (!engine.pickupResource(functor,3))
return engine.fail();
// changed
if (!engine.hasMoreResource()) // added
return L1;
return engine.tryResource(L1, L0);
}
}
final class L0 extends PRED_p_2{
public final Predicate exec(){
...
if (!engine.pickupResource(functor, 3))
return L2;
if (!engine.hasMoreResource()) // added
return L3;
return engine.retryResource(L1, L0);
}
}

atomic ゴールの最適化コードを生成するために，以
下の新しいメソッドが使われる．

• public final boolean hasMoreResource()
レジスタ R1，R2 の中に消費可能なリソースが存在
するかどうか調べ，もし存在しなければ失敗する．
上記の最適化のアイデアは，hasMoreResource メ
ソッドを pickupResource メソッドの直後に挿入する

final class L3 extends PRED_p_2{
// added
public final Predicate exec(){
return engine.trustResource(L1);
}
}
図 8 p/2 の最適化コード (通常の述語呼び出しがない場合に限る)
Fig. 8 Optimized code for p/2 when there is no ordinary
predicate invocation

ことにより，簡単に実現できる．図 8 はファンクタ

p/2 をもつ atomic ゴール (図 7) の最適化コードであ

(2)

る．ただし，図 7 と重複する部分は省略している．

5.4 assert と retract の実装
Java のハッシュ表を使った assert と retract の

抽出したリストに節 C を加えて，新しいリス
ト L を作成する．

(3)

リスト L のコピーをハッシュ表に登録する．

上記の処理のうち，(3) においてコピーを取る必要

実装について述べる．実装をより簡単にするために，

がある．それは，節 C が assert された後で，C 中

以下の特別な組み込み述語を用いる．

の変数への代入が起こる可能性や，また (1)–(3) での

• put_term(+Key, ?Term)
第 1 引数の Key を第 2 引数 Term の値にマップす
る．Key は基底的 (ground) な項でなければなら
ず，Term 中の変数はそのまま (コピーされること

変数束縛が，バックトラックによってすべてキャンセ
ルされる可能性があるからである．
次に節 C の retract の実行概要を示す．

(1)

なく) ハッシュ表に格納される．

• get_term(+Key, ?Term)
Key にマップされている値を取り出し，Term と

(2)

抽出したリストのコピー L を作成する．

(3)

L の各要素である節 C 0 に対して，以下を試みる．
(a)

単一化する．キーにマップされている値がなけれ
ば，Term は空リストと単一化される．
ハッシュ表の各エントリは節のリストを表し，キー
にはヘッド部の述語記号とアリティを使用する．
節 C の assert の実行概要は以下の通りである．

(1)

ハッシュ表から，節 C のキーにマップされてい
る節のリストを抽出する．

ハッシュ表から，節 C のキーにマップされてい
る節のリストを抽出する．

節 C 0 と節 C が単一化可能でなければ失
敗する．

(4)

L の未試行の部分をハッシュ表に登録する．

retract の処理に関しても，同様の理由で (2) にお
いて抽出したリストのコピーを取る必要がある．
付録 A.2 に assert と retract のソースコードを
示す．

12
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Program
boyer
browse
chat_parser
nrev
(300 elements)

poly_10
queens_12
(first solution)

queens_16
(first solution)

queens_20
(first solution)

reducer
zebra
average ratio

SICStus 2.1
WAM code
446 ms
(1.0)
559 ms
(1.0)
30 ms
(1.0)
20 ms
(1.0)
36 ms
(1.0)
10 ms
(1.0)
545 ms
(1.0)
15,009 ms
(1.0)
36 ms
(1.0)
40 ms
(1.0)

SWI 3.2.6
WAM code
2,867 ms
(6.4)
2,280 ms
(4.1)
67 ms
(2.2)
180 ms
(9.0)
157 ms
(4.4)
90 ms
(9.0)
5,200 ms
(9.5)
148,943 ms
(9.9)
97 ms
(2.7)
60 ms
(1.5)

MINERVA 2.0
JDK1.1, no-JIT
27,627 ms
(61.9)
19,469 ms
(34.8)
329 ms
(11.0)
545 ms
(27.3)
1,059 ms
(29.4)
623 ms
(62.3)
36,355 ms
(66.7)
1,037,970 ms
(69.2)
898 ms
(24.9)
712 ms
(17.8)

Prolog Café 0.42
JDK1.1, no-JIT
81,401 ms
(182.5)
65,245 ms
(116.7)
1,462 ms
(48.7)
901 ms
(45.1)
2,425 ms
(67.4)
710 ms
(71.0)
40,791 ms
(74.8)
1,145,028 ms
(76.3)
2,591 ms
(72.0)
1,223 ms
(30.6)

jProlog 0.1
JDK1.1, no-JIT
261,699 ms
(586.8)
390,272 ms
(698.2)
2,148 ms
(71.6)
4,612 ms
(230.6)
4,156 ms
(115.4)
1,727 ms
(172.7)
100,592 ms
(184.6)
2,850,569 ms
(189.9)
8,204 ms
(227.9)
2,214 ms
(55.4)

(1.0)

(5.9)

(40.5)

(78.5)

(253.3)

表 1 Prolog ベンチマークの実行結果 (実行回数 5)
Table 1 Execution time of classical Prolog benchmarks (#Runs Avged.= 5)

6. 性 能 評 価
本稿で述べた LLP 処理系 (Prolog Café) は，トラ

行結果が 0 ms) であったものは載せていない．Pro-

log Café は recorda/3，recorded/3，keysort/2 な
どの組み込み述語をまだサポートしていないため，

ンスレータ (SICStus Prolog で記述) と LLP システ

nand と simple analyzer の 2 つが実行できなかっ

ム (Java で記述) から構成されている．また，現在の

た．jProlog も組み込み述語不足のため，いくつかの

最新版 (0.42) ではブートストラップも完了している．

ベンチマークが実行できなかった．また，jProlog は

全ソースコードを含む Prolog Café の最新のパッケー

(IF->THEN;ELSE)，DCG を直接処理できないため，

ジは，以下の Web サイトから入手可能である．

ベンチマークには多少コードを書き換えたものを使用

http://pascal.seg.kobe-u.ac.jp/~banbara/PrologCafe/

この節では，標準的な Prolog ベンチマーク，及び N
クイーン配置の全解探索問題を解く LLP プログラム

した．
以下に比較に用いた Prolog 処理系を挙げる．

• SICStus Prolog 2.1 (commercial, Swedish In-

を用いて，Prolog Café の性能評価を行う．時間はす

stitute of Computer Science)

べて Vine Linux (MMX Pentium 266MHz, 128MB

現在最もポピュラーな商用コンパイラであり，そ

Memory) 上で測定した．Java (no-JIT) には Linux

の実行速度は非常に高速である．Prolog プログラ

JDK 1.1.7 を使用した．

ムは，WAM コードにコンパイルされ，エミュレー

6.1 Prolog ベンチマークを用いた Prolog Café

☆

タにより実行される．Sparc (Sun-4)，MC68020

(Sun-3, NeXT) プラットホームでは，ネイティブ

の性能評価
表 1 は，Prolog 処理系の性能比較によく用いられ

コードコンパイルをサポートしている．本稿で使

る Prolog ベンチマークの実行結果である．表 1 の最

用したバージョン 2.1 は最新版 (3.7.1) ではない

下行は SICStus Prolog の実行速度を 1.0 とした場合

が，その実行速度に大きな差はない．

の各プログラムの比率の平均を表している．

• SWI-Prolog 3.2.6 (free, J. Wielemaker)

Prolog ベンチマークには表 1 に挙げたもの以外に

☆☆

SWI の大きな特徴はコンパイルの速さと，充実

もたくさんある．今回は代表的な 28 種類の Prolog プ
ログラムを使用したが，SICStus Prolog での実行速

☆

度が微量 (実行回数 5 回の内，少なくとも 1 回の実

☆☆

http://www.sics.se/isl/sicstus.html
http://www.swi.psy.uva.nl/projects/SWI-Prolog/

Vol. 40

No.SIG10 (PRO5)
N
8
9
10
11
12

線形論理型言語の Java 言語による処理系の設計と実装

LLP 0.43 (LLP)
LLPAM code
50 ms
(1.0)
226 ms
(1.0)
1,006 ms
(1.0)
4,912 ms
(1.0)
25,754 ms
(1.0)

Prolog Café 0.42 (LLP)
JDK 1.1, no-JIT
2,396 ms
(47.9)
9,952 ms
(44.0)
44,336 ms
(44.1)
217,474 ms
(44.3)
1,150,125 ms
(44.7)
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MINERVA 2.0 (Prolog)
JDK1.1 no-JIT
2,276 ms
(45.5)
10,868 ms
(48.1)
54,437 ms
(54.1)
294,408 ms
(59.9)
1,711,187 ms
(66.4)

表 2 N クイーン配置の全解探索問題実行結果 (実行回数 5)
Table 2 Execution time of N -Queen puzzle (all solutions, #Runs Avged.= 5)

した組み込み述語である．実行速度では SICStus

2

Prolog，BinProlog に劣るものの，非常に知名度
の高いアカデミック Prolog コンパイラである．

• MINERVA 2.0 (commercial, IF Computer)

J

☆

Java 言語による商用の Prolog コンパイラであり，
Prolog プログラムを独自の抽象機械コードにコ

1

I

3
4

処理系の 1 つである．

5

1996 年に開発された Prolog から Java への最初

4

5

6

7

8

U=I+J

2

ている．現時点で最も高速な Java による Prolog

• jProlog 0.1 (free, B. Demoen and P. Tarau)

3

1

ンパイルし，それを Java で実行する方式をとっ

☆☆

2

16

-7

6
7
8

のトランスレータであり，Prolog Café を開発す

D=I-J

る上でベースとなったトランスレータである．

Prolog Café の実行速度は，jProlog と比較して，平
均で約 3.2 倍速い．MINERVA と比較した場合，ベン
チマークにより同程度のものから 4.4 倍遅いものまで
あるが，平均で約 2 倍遅くなっている．表 1 の boyer

7

図 9 8-queen program におけるリソース
Fig. 9 Resources in 8-queen program

の実行速度が他のベンチマークに比べて大きく遅いの
は，WAM 命令の switch on constant に相当するもの

ある．ここでは，N クイーン配置の全解探索問題を解

が実装されてないためと考えられる．

く LLP プログラム (付録 A.1 参照) をベンチマーク

また，Prolog Café は，SICStus，SWI と比較して，
それぞれ 78.5 倍，13.3 倍遅くなっている．Prolog Café
の JIT を使った実行速度は，ベンチマークによって多

として，Prolog Café を用いて本稿のトランスレート
方式 (特に，リソース処理) の評価を行った．
使用した LLP プログラムは，リソースの消費性の

少の差はあるが，no-JIT より平均で 2.2 倍速くなる．

利点 (一度消費されたリソースは二度と消費できない

よって JIT の効果を考慮すれば，SICStus，SWI よ

という特徴) をうまく生かしている．このプログラム

り，それぞれ 35 倍，6 倍遅い程度に抑えられる．

は，各列，各右上がりのライン，各右下がりのライン

6.2 LLP プログラムを用いた Prolog Café の性
能評価
第 3 節で述べたように LLP は，Prolog と比較し
て，さまざまな「リソースプログラミング」が可能で

がリソース c/1，u/1，d/1 に対応しており，クイーン
を配置する時に対応するリソースを消費する．例えば，

i 行 j 列に配置する場合，リソース c(j)，u(i + j)，
d(i − j) を消費する．よって，クイーンがお互いに攻
撃し合わないかどうかというチェックは，リソースが

☆
☆☆

http://www.ifcomputer.com/MINERVA/
http://www.cs.kuleuven.ac.be/~bmd/PrologInJava/

消費可能かどうかのチェックにより自動的に行われる

(図 9 参照)．
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比較対象としては以下の 2 つを用いた．

(1)

Prolog ベンチマーク中の N クイーン問題を解
く Prolog プログラム (付録 A.1 参照) を MIN-

(2)

1999

7. お わ り に
本稿で述べた処理系 Prolog Café，比較に用いた

ERVA でコンパイルしたもの．

jProlog，MINERVA を含め，近年 Java 上の Prolog

同じ LLP プログラムを線形論理型言語で初の

処理系が数多く開発されている．

コンパイラ処理系である LLP でコンパイルし

• LLP 0.43 (free, N. Tamura et al.)

Prolog インタプリタには，BirdLand’s Prolog in
Java，CKI Prolog，DGKS Prolog，JavaLog，Jinni，

たもの．
☆

JP，LL な ど が あ る ．BinNet Corp. が 開 発 し た

現在最も高速な線形論理型言語のコンパイラ処

Jinni☆☆ は，軽量でマルチスレッドにも対応した Pro-

理系である．LLP は， LLP プログラムを拡張

log インタプリタであり，ネットワークプログラミング

WAM である LLPAM にコンパイルし，それを

が可能である．M. Winikoff が開発した W-Prolog☆☆☆

エミュレータで実行するという方式をとっている．

は GUI を備え，WWW ブラウザ上でアプレットとし

Prolog プログラムもそのまま実行可能であり，そ

ても使うことのできる Prolog インタプリタである．

の実行速度は，SICStus Prolog と比較して 2〜3
倍遅い程度である．

本稿では線形論理型言語 LLP から Java へのトラ
ンスレート方式を提案し，その方式に基づいた LLP

(1) に関して，MINERVA は表 1 の Prolog ベンチ

処理系 Prolog Café の性能評価を行った．Prolog ベ

マークにおいて，Java 言語で実装された処理系の中で

ンチマークの実行速度は，平均で jProlog より約 3 倍

最も速く，Prolog Café より平均で約 2 倍の高速化を

速く，MINERVA より約 2 倍遅いという結果を得た．

実現している．使用した Prolog プログラムは「Prolog

また，N クイーン配置問題を解く LLP プログラムの

の技芸」にある N クイーンプログラムとほぼ同様で

実行速度は，N = 12 で，標準的な Prolog ベンチマー

ある．このプログラムでは，クイーンは，select/3

クに含まれる N クイーンプログラムを MINERVA で

によって 1 つ 1 つ配置され，クイーンがお互いに攻撃

コンパイルしたものより約 1.5 倍速いという結果を得

し合わないかどうかというチェックは，not attack/2

た．これらの結果から，本稿で提案したトランスレー

によって行われる．すなわち，これらはすべてリスト

ト方式は「リソースプログラミング」の特徴をうまく

構造への操作である．

使ったプログラムに対して高速な実行が可能であると

(2) に関して，その他の線形論理型言語の処理系は，

言える．

大部分がインタプリタであり，高速な処理が可能なも

今後の課題としては以下のものを考えている．

のはまだ少ないと言える．

• 本稿で述べた方式では，生成されるクラスファイ

MINERVA と比較した場合，Prolog Café による

ルの数が非常に大きくなるという問題がある．述

LLP プログラムの実行速度は，N = 8 でほぼ同程度，

語及びリソースをメソッドにコンパイルし，Java

N が大きくなるにつれて速くなり，N = 12 で約 1.5

のリフレクション機能を使って実行する方式につ

倍速くなる (表 2 参照)．また，N > 12 ではこの差が

いても検討する必要がある．

さらに大きくなる．これはハッシュを使ったリソース

• 全称記号を含んだゴール ∀x.G の実装

の処理速度と逐次的なリスト構造の処理速度の差によ

• HTML パーザの作成

るものであり，Prolog Café は，リソースの性質を十

• Java の制約解消系 (現在開発中) を用いて，Prolog
Café で制約プログラミングを可能にする．

分生かしたプログラムに対して，効率のよい実行が可
能であると言える．

• ネットワーク上でオブジェクトの交換を可能にす

LLP と比較した場合，Prolog Café の実行速度は約

る JavaSpaces との融合

45 倍遅くなっている (表 2 参照)．この LLP プログ

• コンパイルスピードの向上

ラムに関して，Prolog Café の JIT を使った実行速度

• 浮動小数点演算の追加

は，no-JIT より約 3.6 倍速くなる．よって JIT の効

謝辞 最後に，査読者の方々，並びにプログラミン

果を考慮すれば，LLP より約 12 倍遅い程度に抑えら

グ研究会において貴重な御意見を下さった皆様に，感

れる．

謝いたします．

☆☆
☆

http://bach.seg.kobe-u.ac.jp/llp/

☆☆☆

http://www.binnetcorp.com/Jinni/
http://luke.wvhtf.org/~winikoff/wp/
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付

録

A.1 比較に用いたプログラム
Prolog プログラム: N -Queen
queens(N,Qs) :range(1,N,Ns),
queens(Ns,[],Qs).
queens([],Qs,Qs).
queens(UnplacedQs,SafeQs,Qs) :select(UnplacedQs,UnplacedQs1,Q),
not_attack(SafeQs,Q),
queens(UnplacedQs1,[Q|SafeQs],Qs).
not_attack(Xs,X) :not_attack(Xs,X,1).
not_attack([],_,_) :- !.
not_attack([Y|Ys],X,N) :X =\= Y+N, X =\= Y-N,
N1 is N+1,
not_attack(Ys,X,N1).
select([X|Xs],Xs,X).
select([Y|Ys],[Y|Zs],X) :- select(Ys,Zs,X).
range(N,N,[N]) :- !.
range(M,N,[M|Ns]) :M < N,
M1 is M+1,
range(M1,N,Ns).
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LLP プログラム: N -Queen
:- resource n/1, result/1, c/1, u/1, d/1.
queen(N, Q) :n(N) -<> result(Q) -<> place(N).
place(1) :n(N), (c(1),u(2),d(0)) -<> solve(N, []).
place(I) :I > 1, I1 is I-1,
U1 is 2*I, U2 is 2*I-1,
D1 is I-1, D2 is 1-I,
(c(I),u(U1),u(U2),d(D1),d(D2)) -<>
place(I1).
solve(0, Q) :result(Q), top.
solve(I, Q) :I > 0, c(J),
U is I+J, u(U),
D is I-J, d(D),
I1 is I-1, solve(I1, [J|Q]).

A.2 assert と retract のソースコード
assert(Clause) :canonical_clause(Clause, Key, Cl),
get_term(Key, Cls0),
copy_term([Cl|Cls0], Cls),
put_term(Key, Cls).
retract(Clause) :canonical_clause(Clause, Key, Cl),
get_term(Key, Cls0),
copy_term(Cls0, Cls1),
select_in_reverse(C, Cls1, Cls),
C = Cl,
put_term(Key, Cls).
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