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1  イントロダクション 

このチュートリアルの目的は、プログラミングを教えることでも、関数プログラミングを教えることで

もありません。高度に技術的な解説書である Haskell Report [4] を補うことを意図しています。尐く

とも 1つの他の言語(関数型言語であることが望ましい)の経験のある人にやさしい Haskell の入門書を

提供することを目指しました。 Haskellの言語設計原理、関数型プログラミング言語と技術を調査する

には文献[3]を参照してください。 

Haskell 言語は、1987年に生れて以来、長足の進化をとげました。このチュートリアルでは Haskell 98

を扱います。これ以前のバージョンはすでに時代遅れになっています。皆さんには Haskell 98 の使用

をお勧めします。 Haskell 98 の実装にはさらに多くの拡張がほどこされていますが、これらの拡張は

まだ正式の Haskell 仕様には採用されていません。本書ではこうした拡張については触れません。  

http://www.cs.yale.edu/homes/hudak-paul.html
http://www.cs.yale.edu/homes/peterson-john.html
http://coyote.lanl.gov/HOMES/jfasel.html
mailto:nobsun@sampou.org
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/intro.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/functions.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/patterns.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/classes.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/moretypes.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/io.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/stdclasses.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/monads.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/numbers.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/modules.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/pitfalls.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/arrays.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/end.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html#$haskell-98
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html#$huda89a
http://haskell.org/report
http://haskell.org/report
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言語を紹介する方針は次の通りです。概念の背景を説明し、用語を定義し、例をあげ、詳細については

Haskell Reportの該当個所を示します。この「やさしい Haskell 入門」を読み終えるまでは、細いとこ

ろは無視することを勧めます。 Haskell の Standard Prelude (Haskell Report の付録 A と Library 
Report[5]) には沢山の役に立つ Haskell コードがあるので、このチュートリアルを終えたら全部を通

しで読むことをお勧めします。 Standard Prelude を読めば、実際の Haskell コードがどのようなもの

であるかが掴めるだけでなく、Haskell の定義済み標準関数や型に慣れ親しむことができます。

http://www.haskell.orgには Haskell 言語と実装に関する豊富な情報があります。 

 

[構文は例のなかで必要になったときに、このように [ ] で括って示します。Haskell Report はすべて

の典拠です。参照はレポート(§2.1)のように示します。]  

 

Luca Cardelli の表現でいえば、Haskellは強く型付けされた(typeful) プログラミング言語であると言

えます。型は誤用されやすいので、初心者は最初から複雑で強力な Haskell の型システムに十分注意を

払うべきです。Perl、Tcl、Scheme のような強い型付けのない(untypeful)言語の経験しかない人にとっ

ては尐し骨が折れるかもしれません。Java、C、Modula、ML に明るい人にとっても自明ではないでしょ

う。 Haskell の型システムは他の言語と違いより強力だからです。「強い型付けのあるプログラミング」

は Haskell プログラミングの一部であって避けては通れません。  

2  関数型言語 Haskell 

Haskell は純関数型言語なので、計算は式(expression)を値(value)に簡約することで行われます。すべ

ての値は型(type)をもちます。直観的には型は値の集合と考えることができます。式には、整数 5, 文

字 'a', 関数 \x -> x+1 等のアトミックな値が含まれます。リスト [1,2,3] や 組 ('b',4) も式です。  

式が値を表しているのと同様、型式(type expression)は型値あるいは単に型(type)を表します。型式に

は、Integer(多倍長整数型)、Char(文字型)、Integer -> Integer(Integerから Integer への関数型)等

のアトミックな型と、Integer のリスト[Integer]、Charと Integerの組(Char,Integer)のような構造を

持つ型があります。 

値はすべて関数の引数と返り値になり得、データ構造に入れることもできます。一方、型はある意味で

は値について記述する役割のものです。値とその型を結びつけることを型付け(typing)といいます。例

であげた値の型付けは以下のようになります。:: は「の型は」と読みます。 

 

                          5  :: Integer 

                         'a' :: Char 

                         inc :: Integer -> Integer 

                     [1,2,3] :: [Integer] 

                     ('b',4) :: (Char,Integer) 

 

関数は一連の等式で定義します。例えば、関数 inc は一つの等式で定義することができます。  

 

inc n          = n+1 

 

等式は宣言(declaration )の例です。型シグネチャ(type signature(§4.4.1))も宣言です。型シグネチ

ャを用いて inc の型付けを宣言することができます。 

 

inc            :: Integer -> Integer 

 

式 e1 が評価(簡約)されて別の式や値 e2 になるのを e1 => e2 と表記します。例 inc (inc 3) => 5  

http://haskell.org/library
http://haskell.org/library
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html#$haskell-libs
http://www.haskell.org/
http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#type-signatures
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Haskell の静的型システムは、型と値の関係を定義し Haskell プログラムの型安全(type safe)を保証

します(§4.1.3)。プログラマが整合性のない型を使っていないことを保証します。 'a' + 'b' は適切

に型付けできません。静的型付けを行う言語の利点は、型エラーはすべてコンパイル時に検出されるこ

とです。型システムはエラーをすべて検出するわけではありません。1/0 という式は型付け可能ですが、

評価すると実行時エラーになります。型システムはコンパイル時に多くのプログラムエラーを見つけ、

プログラムの正しさの確認に役立ち、実行時の型タグや型テストを省略する効率のよいコードを生成し

ます。 

型システムは型シグネチャが正しいことを確認します。 Haskell の型システムは強力なので、型シグネ

チャをまったく書かなくても良いくらいです。この場合、型システムが正しい型推論(type infer)を行

ってくれます。しかし、incでやったように型シグネチャを書くのは良い考えです。型シグネチャは最も

有効なドキュメントであり、プログラミングエラーを白日の下に照らし出すのに役に立つからです。 

[型を表わす識別子は Integer、Charのように大文字ではじまります。 inc のように値を表わす識別子

は小文字ではじまります。また、foo、fOo、fOO はすべて違う識別子です。]  

2.1  多相型 

Haskell では多相型(polymorphic type)を取り扱うことができます。多相型はすべての型の上で全称修飾

された型を表します。 [a] はすべての型 a に対して a のリスト型からなる型の族をあらわします。

[1,2,3], ['a','b','c'], [[1],[2,3]] は皆 [a] のメンバーです。 

 

[上の a のような識別子を型変数(type variable)とよびます。型変数は大文字にはせず、 Intのような

特定の型と区別します。型変数は暗黙に全称修飾されています。]  

リストは関数型言語でよく使われるデータ構造であり、多相性の概念の説明に丁度いいデータ構造です。

リスト [1,2,3] はリスト 1:(2:(3:[])) の簡略表記です。[] は空リスト、: は中置構成子で最初の引

数を次の引数(リスト)の前に加えます。: は右結合性をもつので 1:2:3:[] と書くことができます。 

ユーザ定義関数の例としてリストの要素数を数える問題を考えましょう。 

 

length                  :: [a] -> Integer 

length []               =  0 

length (x:xs)           =  1 + length xs  

 

この定義はこれだけで十分説明になります。この等式は「空リストの長さは 0、最初の要素が xで残り

が xsであるようなリストの長さは 1 に xsの長さを加えたものである」と読むことができます。ここで

は命名の習慣がつかわれています。 xs は xの複数形であり、読むときもそのように読みます。 

この例は Haskellのパターン照合(pattern matching)を浮き彫りにしています。等式の左辺には [] や

x:xs というパターンが含まれています。関数適用の際にパターンは実引数と照合します。 [] は空リス

トにのみマッチし、x:xsは 1つ以上の要素をもつリストにマッチします。このとき、 x は最初の要素に

束縛され、 xs はリストの残りの部分に束縛されます。照合が成功すると右辺が評価され、関数適用の結

果として返されます。照合が失敗すると次の等式が試されます。すべての等式でパターン照合が失敗すれ

ばエラーとなります。パターン照合を使って関数を定義するのは Haskellの常套手段です。Haskell の

種々のパターンに慣れておく必要があります。 

関数 lengthは多相関数の例でもあります。この関数はあらゆる型の要素をもつリストに適用することが

できます。たとえば、[Integer]、[Char]、[[Integer]] などです。 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#type-semantics
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リスト上の別の多相関数をあげておきましょう。関数 head はリストの最初の要素を返し、関数 tail は

最初の要素をのぞく残りのリストを返します。関数は引数のすべての値に対して定義されているわけで

はありません。これらの関数が空リストに適用されると実行時エラーが起こります。 

 

head                    :: [a] -> a 

head (x:xs)             =  x 

 

tail                    :: [a] -> [a] 

tail (x:xs)             =  xs  

 

多相型を使うと或る型が別の型よりも一般的であり、定義されている値の集合がより大きいことに気付

きます。型 [a] は型 [Char] よりも一般的であり、後者の型は前者の型から導出できます。型の一般性

の順序付けに関して、 Haskell の型システムは 2つの重要な特性を発揮します。正しく型付けされた式

は唯一の主型(principal type)を持つことが保証され、主型は自動的に推論できます(§4.1.3)。型推論

機構はプログラマが型の問題で頭を悩ますのを軽減してくれます。  

主型は「式や関数のすべてのインスタンスを含む最も一般性のない型」ということができます。 head の

主型は [a] -> a であり、[b] -> a, a -> a, a では一般的すぎ、[Integer]->Integer では限定的すぎ

ます。唯一の主型が存在するのは Hindley-Milner 型システムの特徴です。この型システムは、Haskell、

ML、Miranda (Research Software Ltd.の登録商標)の型システムの基盤になっています。 

2.2  ユーザ定義型 

Haskell では data 宣言を使って型を定義することができます(§4.2.1)。Haskellの定義済の型で重要

なのは真理値の型です。  

 

data Bool               = False | True  

 

ここで定義した型は Bool型であり 2 つの値 Trueと False を持っています。 Bool は無引数の型構成子

(type constructor)です。 True や False は無引数のデータ構成子(data constructor)(単に構成子と

もいう)です。色の型を定義しましょう。  

 

data Color              = Red | Green | Blue | Indigo | Violet  

 

Bool型と Color型は列挙型の例であり、有限個の無引数のデータ構成子から構成されています。つぎは

単一のデータ構成子からなる型の例です。  

 

data Point a            = Pt a a 

 

Point型は本質的には型の直積(2引数)であり、タプル型(tuple type)と呼ばれます。タプル型は別の言

語ではレコード型と呼ばれています。 一方、 Bool や Color のように複数の構成子をもつ型は直和型

((disjoint) union or sum type)と呼ばれます。 

重要なのは Point は多相型だということです。 Point はすべての型 t に対して t を座標とする点の

型を定義するものです。 Pointは 1引数の型構成子です。型 t から新しい 型 Point t が作られます。

同様に、リストの [] も型構成子です。すべての型 t に [] を適用すると、新しい型 [t] になります。

Haskell の構文では [t] を [] t と書くことが許されています。同様に -> は中置の型構成子です。2 つ

の型 t と u に対して、t -> u は型 t の要素から型 u の要素へ写像する関数の型です。 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#type-semantics
http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#datatype-decls


5 

 

データ構成子 Ptの型は a -> a -> Point aであることに注意します。式 Pt 'a' 1は正しく型付けでき

ません。'a'と 1は別の型だからです。以下は正しい型付けです。  

 

Pt  2.0  3.0            :: Point Float 

Pt  'a'  'b'            :: Point Char 

Pt True False           :: Point Bool 

 

データ構成子を適用して値を得ることと、型構成子を適用して型を得ることを区別することが重要です。

前者は実行時にどのように計算するかということであり、後者はコンパイル時の型安全を確かめる型シ

ステムのプロセスの一部です。  

[型構成子 Point とデータ構成子 Pt は別の名前空間にあり、型構成子とデータ構成子に同じ名前を使

うことができます。] 

 

data Point a = Point a a 

 

最初はややこしく見えますが、これで型構成子とデータ構成子の関連が明らかになります。  

2.2.1  再帰型 

型は再帰的に構成することができます。二分木の型を考えてみましょう。  

 

data Tree a             = Leaf a | Branch (Tree a) (Tree a)  

 

二分木の多相型を定義しました。木の要素は a 型の値を含む Leafノード、再帰的に二つのサブツリー

を含む Branch ノードです。  

データ宣言を読むときは、 Tree は型構成子、 Branch や Leaf はデータ構成子であることを思いだし

てください。構成子間の関係を理解したら、上の宣言は本質的には以下のような構成子 Branch や Leaf 

の型の定義であることが分かるでしょう。  

 

Branch                  :: Tree a -> Tree a -> Tree a 

Leaf                    :: a -> Tree a 

Leaf の要素のリストを返す関数 fringe を定義したいとします。関数の型は Tree a -> [a] です。関

数 fringe は、 length と同様、パターン照合を使って定義しています。違いはデータ構成子 Leaf と 

Branch があることです。 ++ は中置演算子で 2つのリストを連結します。 

 

fringe                     :: Tree a -> [a] 

fringe (Leaf x)            =  [x] 

fringe (Branch left right) =  fringe left ++ fringe right 

2.3  型の同義名 

Haskellには型の同義名(type synonym)を定義する方法があります。よく使う型に別名を付けるものです。

型の同義名は type 宣言によって定義しますが、新しい型を定義するものではありません。(§4.2.2)。 

 

type String             = [Char] 

type Person             = (Name,Address) 

type Name               = String 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#type-synonym-decls
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data Address            = None | Addr String  

Person -> Name の型は (String,Address) -> String と同じ型です。型の同義名をニーモニックとする

ことでプログラムの可読性が改善されます。多相型に新しい名前を付けることもできます。型 a の値と

型 b の値を結びつける「連想リスト(association list)」型を例示します。 

 

type AssocList a b              = [(a,b)] 

2.4  組み込み型は特別な型ではない 

リスト、タプル、整数、文字などの組み込み型を紹介し、ユーザ定義型の定義方法を示しました。組み

込み型はユーザ定義型と比べて特別なことがあるのでしょうか？答えはノーです。組み込み型は利便性

と歴史的な慣習によるものであり、意味としてはユーザ定義型と何も違いがありません。 

(以下、組み込み型が data 宣言でどのようなものになり得るかの例示を省略) 

2.4.1  リストの内包表記と数列表記 

他の関数型言語と同様、Haskell にはリストの内包表記(list comprehension)として知られるリストを

生成する構文があります。次の例で説明します。  

 

[ f x | x <- xs ] 

 

この式は直観的に「xs から順に引き出した x について、 f x をすべて集めたリスト」と読みます。 

x <- xs は生成部(generator)と呼ばれています。生成部を複数持つこともできます。  

 

[ (x,y) | x <- xs, y <- ys ] 

 

要素は左から右へ入れ子の生成部から選ばれていきます。右端にある生成部がもっとも速く変化します。 

xs を [1,2]、ys を [3,4] とすれば、結果は [(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)] になります。 

生成部のほかにガード(guard)とよばれるブール式を書くことができます。ガードは生成される要素に制

約を与えます。お馴染のソーティングアルゴリズムの定義をあげておきます。  

 

quicksort  []           =  [] 

quicksort (x:xs)        =  quicksort [y | y <- xs, y<x] ++ x : quicksort [y | y <- xs, y>=x] 

リストの数列表記という構文もサポートしています。 

[1..10] => [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

[1,3..10] => [1,3,5,7,9] 

[1,3..] => [1,3,5,7,9, ...(infinite sequence) 

2.4.2  文字列 

文字列リテラルの "hello" は文字リスト ['h','e','l','l','o'] の簡略表記です。 "hello" の型

String は文字リストの型の同義名であり、リスト上の多相関数は文字列にも適用できます。 

 

"hello" ++ " world" => "hello world"  
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3  関数 

Haskell の関数の貌を見ていきます。二つの引数を足す関数の定義を考えましょう。  

 

add                     :: Integer -> Integer -> Integer 

add x y                 =  x + y 

 

これはカリー(curry) 化された関数の例です。呼び名は、この概念を有名にした Haskell Curry から来

ています。アンカリー(uncurry) 化された関数にはタプルを使います。  

 

add (x,y)               = x + y 

 

関数 add の適用は add e1 e2 という形式になります。これは (add e1) e2 と同等の式です。関数適用は

左結合性をもちます。関数 add を最初の引数に適用すると新しい関数ができて、これを二つ目の引数に

適用するということです。関数 add の型 Integer -> Integer -> Integer とも整合が取れています。

この型は Integer -> (Integer -> Integer) と同等です。 -> は右結合性をもちます。 add を使うと

違うやり方で inc を定義することができます。 

 

inc                    = add 1 

 

これはカリー化された関数の部分適用(partial application)の例であり、関数が返り値となる例です。 

今度は関数を引数としてわたす例を考えてみましょう。 map 関数が完璧な例です。  

 

map                     :: (a->b) -> [a] -> [b] 

map f  []               =  [] 

map f (x:xs)            =  f x : map f xs 

 

[関数適用は最も高い優先順位をもっており、等式の右辺は (f x) : (map f xs) と構文解析されます。] 

map 関数は多相型であり、 map の型シグネチャは最初の引数が関数であることを明示しています。 2つ

の a は同じ型にインスタンス化されなければなりません。 b についても同じです。 次の例はリストの

要素をそれぞれ 1だけ増加させます。  

map (add 1) [1,2,3] => [2,3,4]  

このような使いかたをする関数を高階(higher-order)関数と呼びます。 

 

  

3.1  ラムダ抽象 

ラムダ抽象(lambda abstraction)を使って無名関数を定義することができます。 inc 関数は \x -> x+1、

add 関数は \x -> \y -> x+y と書くことができます。入れ子のラムダ抽象は \x y -> x+y と書いても

同じです。inc x と add x y の等式定義は以下の等式を簡略化したものです。 

 

inc                    = \x   -> x+1 

add                    = \x y -> x+y 

 

x の型が t1 、 exp の型 が t2 の場合、 \x->exp の型は t1 -> t2 になります。 
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3.2  中置演算子 

中置演算子は関数なので等式を使って定義することができます。リストの連結演算子を定義すると次の

ようになります。  

 

(++)                    :: [a] -> [a] -> [a] 

[]     ++ ys            =  ys 

(x:xs) ++ ys            =  x : (xs ++ ys) 

 

[一般の識別子が英数字で構成されるのに対して、演算子の字句はすべて記号で構成されます。 - は前

置演算子にも中置演算子にもなります。 - 以外に前置演算子はありません。]  

関数上の重要な中置演算子である関数合成(function composition)の例を見てみましょう。  

 

(.)                     :: (b->c) -> (a->b) -> (a->c) 

f . g                   = \x -> f (g x) 

3.2.1  セクション 

中置演算子は関数ですから部分適用が可能です。 Haskell では中置演算子の部分適用のことをセクショ

ン(section)といいます。例を見ましょう。  

(x+) = \y   -> x+y 

(+y) = \x   -> x+y 

(+) =   \x y -> x+y 

[この ( ) は必須です。]  

セクション (+) は中置演算子を同等の関数へ変換します。セクションは中置演算子を関数の引数として

渡すのに便利な方法です。map (+) [1,2,3] が関数のリストを返すことを確かめてください。すでに定

義した add が (+)、inc が (+1) であることも分かります。 

 

inc                    = (+1) 

add                    = (+) 

中置演算子を関数に変換しましたが、その逆は可能でしょうか。可能です。関数をバッククウォートで

括るだけです。 x `add` y は add x y と同じです。リストの要素かどうかを調べる述語関数 elem は、 

x `elem` xs と中置演算子にした方が x is an element of xs と読みやすくなります。 

関数の定義方法がいろいろあって混乱したかもしれません。これらの定義方法のサポートを決定するに

あたっては、歴史的な慣習が反映されていますし、中置演算子と関数の取り扱いの一貫性を確保したい

という要望も反映されています。 

3.2.2  結合性宣言 

結合性宣言(fixity declaration)は、中置演算子と中置構成子(`elem` のような一般の識別子も含む)の

優先度と右結合(infixr)、左結合(infixl)、非結合(infix)を宣言します。優先度は 0 から 9 で指定し

ます(9 が最強、関数適用の優先レベルは 10)。 ++ と . の結合性宣言は以下のようになります。 
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infixr 5 ++ 

infixr 9 . 

 

両方とも右結合が指定されています。優先度は ++ が 5 、 . が 9 です。同じ結合性宣言で 1 つ以上

の演算子を指定することができます。演算子の結合性宣言をしない場合、デフォルトで infixl 9 が指

定されたことになります。結合性ルールの詳細は(§5.6)を参照してください。  

3.3  関数は非正格 

bot が次のように定義されているとします。 bot は停止しない式です。  

 

bot                     = bot 

 

停止しない式の値を⊥(ボトム)で表わします。1/0 のように実行時エラーになる式もこの値を持ちます。

このようなエラーは回復不可能であり、プログラムをこれ以上継続できなくなります。I/O システムの

EOF エラーなどは回復可能であり、例外の方法で取り扱います。 

関数 f が正格(strict)であるとは、停止しない式に適用されれば適用式も停止しないことをいいます。

f bot が ⊥ の時かつその時にかぎり f は正格であるといいます。ほとんどのプログラミング言語の関

数は正格ですが、 Haskell では違います。常に 1 を返す関数 const1 を考えましょう。 

 

const1 x                = 1 

 

const1 bot の値は 1 です。操作的にいえば、const1 は引数の値を必要とせず、引数は評価されません。

だから停止しない計算に陥いることがないのです。非正格関数は遅延関数(lazy function)とも呼ばれ、

引数については遅延評価とか必要呼び評価といわれています。 const1 (1/0) も 1 になります。  

非正格関数は多くの場面で役に立ちます。主要な利点は、プログラマが評価の順を気にしなくてもよい

ことです。必要もないのに余分にコストの掛かる値を計算するかもしれない、と心配せずに関数に渡す

ことができます。 

別の方法で非正格関数を説明します。Haskell は、伝統的な言語の代入(assignment)ではなく、定義を

用いて計算をすすめます。たとえば、  

 

v                       = 1/0 

 

の宣言は「 v を 1/0 と定義する」と読み、「 1/0 を計算し結果を v へ代入する」とは読みません。

宣言だけでは計算は起こりません。 v の値(定義)が必要になったときにゼロ除算エラーが発生します。

代入するプログラミングでは、プログラムの意味は代入する順序に依存するので、代入の順序に細心の

注意が必要です。一方、定義は単純で、どのような順で出現してもかまわず、プログラムの意味には影

響を与えません。  

3.4  「無限」のデータ構造 

非正格な性質の利点はデータ構成子も非正格であることです。構成子は特殊な関数にすぎません。関数

との違いはパターン照合で使われることです。リスト構成子 : は非正格です。非正格の構成子で無限

(infinite)のデータ構造を定義することができます。次は 1 の無限リストです。  

 

ones                    = 1 : ones 

 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/modules.html#fixity
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面白いのは numsFrom 関数です。numsFrom n は n から始まる無限の整数リストです。 

 

numsFrom n              = n : numsFrom (n+1) 

 

これを使って平方数の無限リストを構成することができます。 (^) は中置の指数演算子です。 

 

squares                 = map (^2) (numsFrom 0) 

 

実際の計算では無限列から有限部分を取り出したいわけです。この用途で使える関数 take、takeWhile、

filter 等が定義されています。多数の有用なリスト関数がモジュール PreludeListにあるので参照して

ください。 take n はリストから最初の n 個の要素を取り出します。 

 

take 5 squares => [0,1,4,9,16]  

ones は循環リスト(circular list)の例です。遅延性は効率の面も重要です。本当の循環リストとして

実装されるので空間が節約されます。 

フィボナッチ数列は循環数列を使って効率よく計算することができます。 fib が自分自身を使って定義

されている点に注目してください。自分の尻尾をおいかける定義になっています。 

 

fib             = 1 : 1 : [ a+b | (a,b) <- zip fib (tail fib) ] 

 

zip は二つのリストの要素を互いにペアにしたリストを返します。  

 

zip (x:xs) (y:ys)       = (x,y) : zip xs ys 

zip  xs     ys          = [] 

3.5  エラー関数 

Haskell には error という組み込み関数があります。返す値は多相型で実際の型は分かりません。この

型の値を受けとることはないのです。 

 

error                   :: String -> a 

 

すべての型によって共有される値⊥があります。 error の返す値は⊥です。すべてのエラーの値は⊥で

あることを思い出してください。 error の実装は、チェックのために文字列引数を印字するというのが

妥当なところでしょう。 error 関数は何か誤りがあったときにプログラムを停止させるのに使用します。 

head の定義は以下のようになっています。  

 

head (x:xs)             =  x 

head  []                =  error "head{PreludeList}: head []" 

4  Case 式とパターン照合 

関数はパターンを使って定義します。関数 length や fringe は、リストや Tree のデータ構成子のパタ

ーンを使って定義されています。この節ではパターン照合を詳細に見ていきます(§3.17)。 

パターン照合は、組み込み型(リスト、タプル、文字列、数、文字など)やユーザ定義型に関係なく、す

べての型で使うことができます。定数のタプルのパターンを照合する contrived 関数の例を見ましょう。 

 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/exps.html#pattern-matching
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contrived :: ([a], Char, (Int, Float), String, Bool) -> Bool 

contrived    ([],  'b',  (1,   2.0),   "hi",   True) = True 

関数の仮引数(formal parameters)または変数(variable)もパターンです。パターン照合が必ず成功し、

副作用として仮引数(変数)は実引数に束縛されます。等式のパターンには 2つ以上の同じ仮引数を含ん

ではいけません。これは線型性(linearity )と呼ばれる性質です(§3.17, §3.3, §4.4.2)。  

仮引数のように必ず照合が成功するパターンを不可反駁(irrefutable)パターンといいます。逆に反駁

(refutable)パターンは照合が成功しない可能性があります。 contrived は反駁パターンの例です。不

可反駁パターンには他に 3 種類があります。そのうちの 2 つを紹介します。残りの遅延パターンにつ

いては 4.4 節まで待ってください。 

アズパターン 

アズパターン(as-pattern)はパターンに名前を付けます。パターンに名前が付いていると等式の右辺で

使えて便利なことがあります。リストの第一要素を複製する関数は以下の二通りで書けます。 

 

f (x:xs)               = x:x:xs 

f s@(x:xs)             = x:s 

 

x:xs のパターンに名前 s を付け、右辺でパターンと同じ式 x:xs を使わずに済ますことができます。

アズパターンを使う利点は x:xs を再構築しないことです。アズパターンは常に照合に成功しますが、

サブパターン(x:xs)は照合に成功しないこともあります。 

ワイルドカード 

値を気にしないパターン照合があります。 head と tail 関数は次のように書き換えることができます。  

 

head (x:_)             = x 

tail (_:xs)            = xs 

 

この定義ではパターンの一部は気にしないことが「広告」されています。各ワイルドカードはどんなも

のとも照合が成功し、何にも束縛されません。というわけで、ワイルドカードは等式のなかに 1 つ以上

あってもかまいません。 

 4.1  パターン照合の意味論 

パターン照合はどのような順序で行われ、どのパターン照合も成功しなかったらどうなるのでしょうか。 

パターン照合は失敗(fail)、成功(succeed)、発散(diverge )することがあります。成功した照合はパタ

ーンの中の仮引数を束縛します。発散は値がエラー(⊥)を含んでいるときに起こります。照合は「上か

ら下、左から右」に行われます。等式のどこでパターン照合が失敗しても等式のパターン照合が失敗し

たことになり、次の等式が試されます。すべての等式でパターン照合が失敗すると関数適用は実行時エ

ラーとなり、値は⊥になります。  

[1,2] と [0,bot] をパターン照合する場合、1 と 0 はマッチしないのでパターン照合は失敗します。 

[1,2] と [bot,0] をパターン照合する場合、1 と bot を照合すると発散がおこります。 bot は ⊥ に

束縛されていることを思い出してください。 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/exps.html#pattern-matching
http://www.sampou.org/haskell/report-j/exps.html#lambda-abstractions
http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#function-bindings
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/patterns.html#tut-lazy-patterns
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パターンがガード部をもつことがあります。数の符号を調べる関数は次のようになります。  

 

sign x |  x >  0        =   1 

       |  x == 0        =   0 

       |  x <  0        =  -1 

 

一連のガードが同じパターン x を使っていることに注意します。これらは上から下へ評価され、最初に 

True となったところでパターン照合が成功します。  

4.2  例 

パターン照合のルールが関数の意味に微妙に影響することがあります。次の take と take1 の定義を考

えてみましょう。最初の 2 つの等式の順序が逆になっています。 

 

take  0  _       =  []                      take1  _  []      =  [] 

take  _  []      =  []                      take1  0  _       =  [] 

take  n  (x:xs)  =  x : take (n-1) xs       take1  n  (x:xs)  =  x : take1 (n-1) xs 

 

次の結果に注目してください。  

take  0   bot =>  [] take1 0   bot =>  ⊥ 

take  bot [] =>  ⊥ take1 bot [] =>  [] 

どちらがよいかは難しいところです。 takeは 第一引数が 0 のときに第二引数で発散しないことに重き

をおき、 take1 は第二引数が [] のとき第一引数で発散しないことにに重きをおいて定義されているこ

とがわかります。標準プレリュードは take の定義を採用しています。  

4.3  Case 式 

関数定義のパターン照合を示してきました。case 式(case expression)はパターン照合を使い値の構造

的な性質に基づいた「ディスパッチ制御」を可能にします。関数定義のパターン照合の意味は、case 式

より単純なものと考えられることが Haskell レポートに示されています。次のようなパターン pij  をも

つ関数定義は、意味論的には右側の case 式と同等です。ここで xi は新しい識別子です。 

 

                                 f x1 x2 ... xk = case (x1, ..., xk) of 
f p11 ... p1k = e1                                       (p11, ..., p1k) -> e1 
...                     ==>                             ... 
f pn1 ... pnk = en                                       (pn1, ..., pnk) -> en 
 

take の関数定義は以下の case 式と同等になります。一般的な解釈については(§4.4.2)を参照。 

 

take m ys               = case (m,ys) of 

                               (0, _)    ->  [] 

                               (_, [])   ->  [] 

                               (n, x:xs) ->  x : take (n-1) xs 

 

case 式のパターン照合ルールは関数定義の場合と同じです。型については言及しませんでしたが、case 

式の右辺や関数定義の一連の等式の右辺は同じ型でなければなりません。正確には同じ主型を共有しな

ければなりません。 

http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#function-bindings
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Haskell の条件式 if e1 then e2 else e3 は下の構文の簡略形です。 

case e1 of  True  -> e2  

 
False -> e3 

この展開を見ると e1 が Bool 型、 e2 と e3 は同じ型でなければならないことがはっきりと分かります。

if_then_else_ を関数と見なせば Bool->a->a->a の型をもちます。  

4.4  遅延パターン 

Haskell では遅延パター ン(lazy pattern)とよばれるパターンがあり、~pat という形式をもちます。遅

延パターンは不可反駁であり、値 v と ~pat の照合は pat が何であっても成功します。 pat のなかの

識別子が右辺で利用されるときは v が pat にマッチすると仮定した場合の値に束縛されるか、さもな

ければ ⊥ になります。 

例をあげましょう。無限リストはシミュレーションプログラムを書くのに使いよいデータ構造です。こ

うした使い方をする無限リストをストリームといいます。サーバプロセス server とクライアントプロ

セス client の間のやりとりの簡単なケースを考えてみましょう。 client は要求を server に送り、

server は要求に対して応答を返します。 client は引数として初期メッセージ init を取ります。 

 

 

 

メッセージシーケンスをシミュレートするコードは図式と同じになります。 

 

reqs                     = client init resps 

resps                    = server reqs 

 

サーバとクライアントの構造は以下のように仮定します。 next 関数はサーバの応答を得て次の要求を

決定し、process 関数はクライアントの要求に対する応答を返すとします。 

 

client init (resp:resps) = init : client (next resp) resps 

server      (req:reqs)   = process req : server reqs 

 

このプログラムは何も出力しないという問題があります。問題は client が最初の要求 init を送信する

前に respとパターン照合を試みることです。パターン照合が「早すぎる」のです。これを是正するには 

client の再定義が必要です。  

 

client init resps         = init : client (next (head resps)) (tail resps) 

 

これで動作するようになりますが、遅延パターンを使う方がもっとよい解決法です。  

 

client init ~(resp:resps) = init : client (next resp) resps 

 

遅延パターンは不可反駁なので直ちに照合は成功し、最初の要求が発信され、最初の応答が生成されま

す。残りは reqs と resps の再帰の部分が面倒をみてくれます。この例は以下の定義を加えると実際に

動作します。 

 

reqs 

resps 
Server Client 

init 
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init                    = 0 

next resp               = resp 

process req             = req+1 

 

動作結果を例示します。 

 

take 10 reqs => [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]  

4.5  字句の有効範囲と入れ子形式 

式のなかで入れ子の有効範囲を作る「ブロック構造」が欲しくなることがあります。ある部分だけの局

所的な束縛を作りたいときです。 

let 式 

let 式(let expression)は局所的な束縛が必要なときに役に立ちます。簡単な例を考えてみましょう。 

 

let y   = a*b 

    f x = (x+y)/y 

in f c + f d 

 

let 式によって作られる局所的な束縛は相互再帰的(mutually recursive)です。パターン束縛は遅延パ

ターンとして扱われます。 let 式内で許される宣言は、関数束縛、パターン束縛、型シグネチャーです。  

where 節 

where 節(where clause)はガードをもつ等式にまたがる有効範囲の束縛に便利な構文です。 

 

f x y  |  y>z           =  ... 

       |  y==z          =  ... 

       |  y<z           =  ... 

     where z = x*x 

 

where 節は等式の集まりと case 式のトップレベルでしか使えません。where 節は関数宣言と case 式

の構文の一部です。where 節の有効範囲はそれを覆う式の上だけです。let 式の束縛と同じ制約が where 

節にも適用されます。 

4.6  レイアウト 

Haskell で等式や宣言の終端を示す終端記号( ; 等)がなぜ必要ないのでしょうか。前節の let 式はなぜ

右側のように構文解析されないのでしょうか。 

 

let y   = a*b               let y   = a*b f 

    f x = (x+y)/y    ==>        x   = (x+y)/y 

in f c + f d                in f c + f d 

 

レイアウト(layout)と呼ばれる二次元構文を用いているからです。レイアウトは「カラム位置に揃えら

れた」宣言に依存しています。上の例で y と f が同一のカラムから始まっていることに注目してくだ

さい。レイアウトの詳細は Haskell レポート(§1.5,§B.3)にまかせますが、レイアウトの使い方は直

観的にわかります。ただ、覚えておいて欲しいことがあります。  

http://www.sampou.org/haskell/report-j/lexemes.html#lexemes-layout
http://www.sampou.org/haskell/report-j/syntax-iso.html#layout
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キーワード where, let, of に続く次の文字は、where 節、let 式、case 式の開始カラム位置を決定し

ます。開始カラムは、where 等を含むレイアウトの開始カラムより右になります。そうしなければ曖昧

になってしまいます。レイアウトは開始カラム位置よりも左側で何かが開始されたときに終わります。 

このルールはクラス宣言やインスタンス宣言の where にも適用されます。5 節を参照してください。後

で議論する do キーワードもレイアウトを使います。宣言部はキーワードと同じ行でも次の行でも始め

ることができます。  

レイアウトはグルーピング機構の簡略表記です。上の let は以下のものと同等です。  

 

let { y = a*b ; f x = (x+y)/y } in f c + f d 

 

{ } と ; に注目してください。この表記法は二つ以上の宣言を 1 行に収めたいときに便利です。以下

も正しい式です。  

 

let y = a*b;  z = a/b; f x = (x+y)/z 

in f c + f d 

5  型クラスと多重定義 

Haskell の型システムについて説明します。既に述べた多相はパラメータ(parametric)多相とよばれるも

のです。この他にアドホック多相あるいは多重定義(overloading)と呼ばれる種類のものがあります。ア

ドホック多相の例を幾つかあげると、  

 1、2 などのリテラルは固定長整数と任意長整数の両方で使われることが多い。  

 + のような数値演算子は何種類もの数値上で定義されることが多い。  

 同値演算子 == は数値やその他多くの型の上で動作することが多い。  

Haskell は型クラスによってアドホック多相(多重定義)を制御する方法を提供しています。多重定義さ

れたものの振舞いは、型によって違いがあることに注意してください。振舞いが定義されていないか、

エラーになる場合もあります。一方、パラメータ多相は、型そのものは重要ではないことに注意してく

ださい。 fringe 関数は木の葉の要素が何であるかには関係ありません。 

同値性の例からはじめましょう。同値性を定義したい多くの型があります。同値性を定義したくない型

もあります。関数が同値であるかどうかの判定は一般に困難です。同値性といっているのは値同値性の

ことです。対照的な概念としてポインタ同値性があります。Java 言語の == です。ポインタ同値性は参

照透明性を持たないので関数型言語とは相性がよくありません。この点を明かにするために、リストの

要素かどうかを検証する elem 関数の定義をみてみます。  

 

x `elem`  []            = False 

x `elem` (y:ys)         = x == y || (x `elem` ys) 

 

[ `elem` は関数 elem の中置形式です。== と || は同値演算子と論理和演算子です。]  

elem の型は a->[a]->Bool です。そのためには == の型は a->a->Bool でなければなりません。同値性 

== を定義したくない型もあると言ったにもかかわらずです。こんなことにも注目しています。== を全

ての型の上で定義できたとしても、二つのリストを比較するのと二つの数を比較するのは全然違うこと

です。これらの仕事をさせるために == が多重定義できることを期待するわけです。  

http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/classes.html#tut-type-classes
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型クラス(type class)はこの問題を解決するのに都合のよい仕組です。型クラスを使うとクラスのイン

スタンスとして型を定義でき、クラスに付随する操作を多重定義することができます。同値演算子のク

ラスを定義してみましょう。  

 

class Eq a where  

  (==)                  :: a -> a -> Bool 

 

Eq は定義するクラスの名前、== はクラスの操作です。この宣言は「型 a がクラス Eq のインスタンス

であるのは、 == が存在しクラスで定義された型をもつ場合である」と読みます。 

型 a がクラス Eq のインスタンスであるという制約を Eq a => と書きます。 Eq a => は型式ではなく

型に対する制約を表現しているので文脈(context)と呼ばれます。文脈は型式の前に置きます。このクラ

ス宣言の効果は次の型を == に割当ることになります。  

 

(==)                    :: (Eq a) => a -> a -> Bool 

 

これは「== はクラス Eq のインスタンスである型 a に対して a->a->Bool の型をもつ」と読みます。

このシグネチャは elem の例で使われる == の型です。文脈による制約は elem の主型に波及します。  

 

elem                    :: (Eq a) => a -> [a] -> Bool 

 

これは「elem はクラス Eq のインスタンスである型 a に対して a->[a]->Bool の型をもつ」と読みま

す。 elem がすべての型の上で定義されているわけではなく、要素の同値性の比較方法がわかっている

型の上で定義されていることを示しています。  

インスタンス宣言(instance declaration)は Eq クラスのインスタンスになる型と == の実際の振舞い

を指定します。たとえば次のようにします。  

 

instance Eq Integer where  

  x == y                =  x `integerEq` y 

 

この宣言は「 Integer はクラス Eq のインスタンス型であり、 == のメソッドを定義する」と読みます。 

== の定義はメソッド(method )と呼ばれます。 integerEq は整数の同値性を比較するプリミティブ関数

です。関数定義と同様、メソッドの右辺はどのような式でもよいことになっています。この宣言により

任意倍長整数の同値性を == を用いて比較することができます。同様に、浮動小数の比較を == を用い

て行うことができます。 

 

instance Eq Float where 

  x == y                =  x `floatEq` y 

 

Tree a のような再帰的な型でも同様に扱うことができます。この場合は Eq a => の文脈が必須です。  

 

instance    Eq a => Eq (Tree a) where  

  Leaf x         == Leaf y          =  x == y 

  (Branch l1 r1) == (Branch l2 r2)  =  (l1==l2) && (r1==r2) 

  _              == _               =  False 

 

葉の同値性は要素の同値性を用いて比較されます。付加される制約は、 Tree a の同値性は既に知られ

ている a の同値性を用いて実現するということです。文脈をインスタンス宣言から取り除くと静的型エ

ラーが発生します。  
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プレリュードには型クラスが豊富にあります。実際の Eq クラスの定義はもう尐し複雑です。  

 

class  Eq a  where 

  (==), (/=)            :: a -> a -> Bool 

  x /= y                =  not (x == y) 

 

Eq は同値性と非同値性の操作をもつクラスであり、非同値性操作 /= のデフォルトメソッドの使い方を

例示しています。クラス宣言にデフォルトメソッドが定義されていると、インスタンス宣言でメソッド

を定義しなくてもデフォルトメソッドが使われます。前に定義した 3 つの Eq クラスのインスタンスも

完全に動作し、非同値性の定義(同値性の論理否定)が作られます。  

クラス拡張(class extension)の記法もサポートしています。 Eq クラスのすべての操作を継承(inherit)
した Ord クラスを定義しましょう。 Ord クラスは Eq クラスから継承した操作の他に、比較操作と min 

と max 関数をもつものとします。  

 

class  (Eq a) => Ord a  where 

  (<), (<=), (>=), (>)  :: a -> a -> Bool 

  max, min              :: a -> a -> a 

 

クラス宣言の文脈に注目してください。 Eq は Ord のスーパークラス(super class)、Ord は Eq のサ

ブクラス(subclass)といいます。 Ord のインスタンスの型は Eq のインスタンスでなければなりません。 

クラス包含の利点は文脈の簡略化にあります。 Eq と Ord のクラス操作を使用する関数の型式は、文脈 

(Eq a, Ord a) ではなく (Ord a) を利用することができます。 Ord が Eq を包含しているからです。

さらに、サブクラスのメソッドはスーパークラスのメソッドの存在を仮定することができます。例えば 

Ord の実際の宣言は (<) のデフォルトメソッドを非同値操作で定義しています。  

 

x < y                   =  x <= y && x /= y 

 

2.4.1 節で定義した quicksort の主型は次のようになります。  

 

quicksort               ::  (Ord a) => [a] -> [a] 

 

quicksort は順序付き型の値のリストでのみ操作できるということです。この文脈は quicksort の定義

のなかの比較操作 < と >= から導かれます。  

多重継承(multiple inheritance)も認められています。クラスが 2 つ以上のスーパークラスを持つこと

もあるからです。次の例のクラス C は Eq と Show の両方から操作を継承しています。  

 

class (Eq a, Show a) => C a where ... 

 

[クラスメソッドはトップレベルの宣言として扱われ、変数と同じ名前空間を共有します。クラスメソッ

ド名は、変数名あるいは別のクラスのメソッドの両方を表示するのには使えません。] 

これまで「1階」の型を使ってきました。型構成子 Tree は a を引数にとり Tree aの型を返します。

このような高階の型をクラス宣言で使用することができます。プレリュードにある Functor クラスを考

えましょう。  

 

class Functor f where 

  fmap                  :: (a -> b) -> f a -> f b 

 

http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/goodies.html#tut-list-comps
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fmap は map 関数を一般化したものです。型変数 f は f a と他の型に適用されています。型変数 f が 

Tree のように引数をとる型構成子に束縛されることを期待しています。 Functor の Tree インスタン

スは次のようになります。 

 

instance Functor Tree where 

  fmap f (Leaf x)       = Leaf (f x) 

  fmap f (Branch t1 t2) = Branch (fmap f t1) (fmap f t2) 

 

インスタンス宣言は型構成子 Tree が Functor のインスタンスであると宣言しています。これは総称的

「コンテナ」型を記述する能力のあることを示し、任意の木、リスト等の型の上で統一的に動作する関

数を可能にします。  

[型適用は関数適用と同じ書き方をします。型 T a b は (T a) b と構文解析されます。タプルのような

型はカリー化可能な別のスタイルで書きます。関数は (->) が型構成子です。 (->) f g と f -> g は同

じです。同様に、[] a と [a] は同じです。タプルの型構成子(データ構成子でもあります)は (,)、(,,) 

などとなります。]  

型システムは型付けできない不正な式を検出しますが、不正な型式に起因するエラーについてはどうで

しょうか。 Tree Int Int はある種のエラーを起こすはずです。 Tree は一つの引数しかとらないから

です。どのように不正な型式を検出するのでしょうか。答は型の正当性を確認する第 2 の型システムに

あります。型は類(kind )と結びついています。類は型が正しく使用されることを確認するものです。  

型式は 2 つの形式をとる類に分類されます。 

 記号 * は具体的なデータ対象に結びついた型の類を表す。値 v の型が t なら t の類は * です。 

 1 と 2  が類ならば 1- 2 は類 1 の型を取り類 2 の型を返す型の類である。 

型構成子 Tree の類は *->* 、Tree Int の類は * です。Functor クラスのメンバーは類 *->* でなけ

ればならず、次のような宣言は類付けエラーを引き起こします。Integer の類は * だからです。 

 

instance Functor Integer where ... 

 

類はプログラムに直接あらわれることはありません。コンパイラは型検査の前に類を推論します。型シ

グネチャが類エラーを起こすとき以外は、類はプログラムの後ろに隠れています。類は非常にシンプル

であり、類衝突が起こればコンパイラは類エラーメッセージを表示できなければなりません。類に関す

る詳細は(§4.1.1, §4.6)を参照してください。（以下、OOP との対比を省略） 

 

6  再び、型について 

ここでは、型宣言のより進んだ側面を詳しくみていくことにします。 

7  入出力 

Haskell の I/O システムは純粋に関数的でありながら、伝統的なプログラミング言語がもつ表現力をす

べて兼備えています。命令型言語では、プログラムは世界の状態を確認、変更するアクションを通じて

進行します。アクションには、変数の読み書き、ファイルの読み書き、ウィンドウのオープンなどがあ

ります。アクションは Haskell の一部ですが、言語のコアの部分からすっきりと切離されています。  

http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#type-syntax
http://www.sampou.org/haskell/report-j/decls.html#kindinference
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8  標準クラス 

Haskell の定義済みの標準型クラスを紹介します。一部のクラスは簡単に紹介しました。これらのクラ

スは Haskell の標準ライブラリになっており、Haskell ライブラリレポートに記述されています。 

9  モナド 

はじめて Haskell にふれる人にとってモナド(monad)の概念は謎です。Haskell ではモナドに頻繁に出

会います。 I/O システムはモナドによって構成されており、モナドのための構文(do 式)も用意されて

います。  

10  数 

Haskell には種々の数値型があります。これらは Scheme [7] と Common Lisp [8] の数値型をもとにし

ています。標準の数値型には、固定長と任意倍長の整数(Int, Integer)、整数で構成される比(Rational)、

単精度と倍精度の実数(Float, Double)、浮動小数の複素数(Complex)があります。ここでは数値クラス

の構造の概略を説明します。詳細についてはレポートの(§6.3)を参照してください。 

11  モジュール 

プログラムはモジュール(module)の集合です。モジュールは名前空間の制御と抽象データ型の生成のた

めにあります。トップレベルのモジュールは、これまで議論した結合性宣言、データ宣言、type 宣言、

クラス宣言、インスタンス宣言、型シグネチャ、 関数定義、パターン束縛等をすべて含みます。宣言は

どのような順序で出現してもかまいません。ただし、インポート宣言はモジュールの最初になければな

りません。トップレベルのスコープは相互再帰的です。  

12  型付けの落し穴 

Haskell を使う際、初心者に共通する型システムの問題について直観的な説明をします。  

13  配列 

関数型言語の配列はインデックスから値への関数とみなします。しかし、配列要素への効率的なアクセ

スを確保するために、アクセス関数の領域の特別な性質の利点を十分活用できることを確認しておく必

要があります。連続した整数からなる整数の有限部分集合の同型性という性質です。 Haskell は配列を

関数としては扱わず、サブスクリプト演算を行う抽象データ型として扱います。  

14  次の段階 

Haskell の膨大なコレクションが haskell.org のウェブサイトで利用できます。コンパイラ、デモ、論

文、そして Haskell と関数プログラミングに関する重要な情報を見つけることができます。リアクショ

ンのあるアニメーションのための言語 Fran とコンピュータミュージックのための言語 Haskore は、特

に興味を引くと思います。コンパイラ／インタプリタは、ほとんどのハードウェアと OS で動作します。 

Hugs システムは小さく可搬性があり、Haskell を学習するのに大変秀れたシステムです。 

 

  

http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html#$RRRRS
http://www.sampou.org/haskell/tutorial-j/haskell-tutorial.html#$steele:common-lisp
http://www.sampou.org/haskell/report-j/basic.html#numbers
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