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実践 Real World Haskell (Windows 版) 

 

Haskell のホームページ http://www.haskell.org/ 

 

 

 GHC(Glasgow Haskell Compiler) など Haskell の全 S/W はオープンソース 

 Linux 版が主流だが Mac 版、Windows 版もある 

 膨大な外部パッケージ(Windows 版には未移植？) 

 rapid, robust, concise, correct S/W 開発 

 flexible, maintainable, high-quolity S/W 製品 

 組み込みの concurrency and parallelism 

 

内容 Haskell の命令型言語機能に焦点を当て身近なテーマを選んだ。 

 

1. Haskell (Windows 版) のインストール 

2. 最大連続区間和問題 

3. 素因数分解 

4. クイックソートの性能評価 

5. do ブロックの展開 

6. アクションの定義 

ファイルシステム (1)..(5) 

 

参考書 「Real World  Haskell」 Bryan O’Sullivan, John Goerzen, Don Stewart 著 

                        山下伸夫 伊東勝利 株式会社タイムインターメディア 訳 
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1 Haskell (Windows 版) のインストール 

 

ダウンロード  http://hackage.haskell.org/platform/windows.html  

 
 

HaskellPlatform-2011.2.0.1-setup.exe は以下の S/W をインストールする。 

 

 ghc     コンパイラ                    実行コード(.exe)を生成 

 ghci    インタプリタ                  式、関数、プログラムを評価 

 WinGHCi インタプリタ                  WinGHCi 画面で ghci を起動 

 runghc  ソース実行                    ソースをスクリプトとして実行 

 cabal   パッケージインストーラ        パッケージ DB からインストール 

 

html 形式の文書もインストールし、スタートメニューに文書へのリンクが作られる。 

 

 GHC 文書                     C:\ghc\doc\html\index.html 

 フラグ参照文書               C:\ghc\doc\html\users_guide\flag-reference.html 

 ライブラリ module 文書       C:\ghc\doc\html\libraries\index.html 

 パッケージ DB                http://hackage.haskell.org/packages/hackage.html 

 

WinGHCi を使用して話を進める。コンパイルしたのは qsort のみである。実行コードと runghc は 

main 関数から実行を開始する。 cabal でデータベース接続パッケージのインストールを試みたが

構成エラーになった。これは今後の課題にする。module 文書は必要に応じて参照した。Haskell と

関連文書の翻訳が望まれる。  
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2 最大連続区間和問題 

 

問題 長さｎの整数列がある。連続した区間の要素の和の最大値 mss を求めよ。 

 

山崎さんから解答を教えられたときショックを受けた。最大和の区間の方に目が行き、最大値の問

題である点に気づかなかった。 mss は区間と区間和を同一視し最大区間和のみを求める。 

 

mss :: [Int] -> Int 

mss (x:xs) = snd (foldl g (x,x) xs) 

 where 

     g (s,m) y = let s' = max (s+y) y in (s', max m s') 

 

ghci> mss [2,-4,2,-1,6,-3] 

7     --  (2,2), (-2,2), (2,2), (1,2), (7,7), (4,7) : (s,m) の机上トレース 

ghci> mss [-2,-4,-2,-1,-6,-3] 

-1    --  (-2,-2), (-4,-2), (-2,-2), (-1,-1), (-6,-1), (-3,-1) 

 

foldl (foldr) はリストの左端(右端)から右端(左端)までの各要素をループ処理する。引数 f が

リスト要素を処理し、引数 z が処理結果を蓄積する変数の働きをする。 

 

foldl :: (a->b->a) -> a -> [b] -> a        foldr :: (a->b->b) -> b -> [a] -> b 

foldl f z [] = z                           foldr f z [] = z  

foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs      foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs) 

 

mss の蓄積変数 (s,m) は処理中の (区間和, 最大区間和) である。処理中の区間と区間和の両方

を [..] で表し、 s = [..] 、次のリスト要素を y とする。 s > 0 なら [..y..] > [y..] なの

で [y..] は調べなくてよい。 s ≦ 0 なら [..y..] ≦ [y..] なので [y..] を調べればよい。 

mss はこの区間刈り込みを max 関数で表し、更に max 関数で最大区間和を求めている。 

 

WinGHCi には式の評価に要する時間／記憶の統計表示オプションがあるので [Integer] リストの

加算に要する時間／記憶を調べてみる。 Integer はデフォルトの多倍長整数型である。併せてリ

スト処理の時間／記憶を節約する foldl’関数についても評価してみる。 

 

ghci> foldl (+) 0 [1..1000000]              ghci> foldr (+) 0 [1..1000000] 

500000500000                                500000500000 

(1.98 secs, 148750528 bytes)                (2.68 secs, 147675352 bytes) 

 

ghci> foldl' (+) 0 [1..1000000]             リストの要素当り foldl  foldr  foldl' 

500000500000                                    時間 (micro)  1.98   2.68   0.19  

(0.19 secs, 93378672 bytes)                     記憶 (bytes)   148    147     93  

 

関数プログラムはアルゴリズムを明快に示し効率的に処理する。現実の問題にアルゴリズムを適用

するためには、外界とインタフェースを取り関数の世界を広げる手段が必要である。 
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3 素因数分解 

 

n 以下の全ての素数列を求めるエラトステネスの篩は効率的なアルゴリズムとして知られている。

primes は n 以下の全ての素数を求めるが、遅延評価により必要な素数までしか計算しない。 

 

primes :: Int -> [Int]   -- n 以下の素数列 
primes n = sieve [2..n] 

 where 

    m = floor(sqrt(fromIntegral n)) 

    sieve (p:ns) | p<=m = p:sieve (filter ((/=0).(`mod`p)) ns) 

                 | p> m = p:ns 

 

primeFactors :: Int -> [Int] -- n の素因数列 

primeFactors n = factors n (primes n) 

 where 

    factors m as@(p:ps) = case m `divMod` p of        -- m=q*p+r の (q,r) 

                            (1,0) -> [p]              -- p は最後の素因数 

                            (q,0) -> p:factors q as   -- p を素因数列に加える 

                            (_,_) -> factors m ps     -- p は因数でない 

 

コマンドの引数を素因数分解し結果を表示する関数を定義する。以下の関数が必要である。getArgs. 

putStrLn は実行結果の値 (IO a 型) を戻す関数である。ユニット型 () は値の無い型である。 

 

read  :: Read a => String -> a    -- String を Read クラスの型 a に変換 

show  :: Show a => a -> String    -- Show クラスの型 a の値を文字列に変換 

getArgs  :: IO [String]           -- コマンドの引数文字列を取得するアクション 

putStrLn :: String -> IO ()       -- 引数文字列を表示するアクション 

 

showFactors :: [Int] -> String -- 素因数列の表示文字列 

showFactors (p:ps) = 

  show p ++ showpower (length (takeWhile (p==) ps)) ++ showremainder (dropWhile (p==) ps) 

  where 

    showpower k      = if k == 0  then "" else '^': show (1+k) 

    showremainder rs = if null rs then "" else '*': showFactors rs 

 

main = do [arg] <- getArgs 

          putStrLn (" = " ++ showFactors (primeFactors (read arg))) 

 

ghci> :main 100000            ghci> :main 100001            ghci> :main 100003 

 = 2^5*5^5                     = 11*9091                     = 100003 

(0.00 secs, 2107648 bytes)    (0.06 secs, 7320332 bytes)    (0.55 secs, 54659124 bytes) 

 

ghci の :main コマンドは main 関数を起動し引数の受け渡しを行う。main の do ブロックは命

令型言語のように働き、実世界と関数プログラムを結ぶ役割を果たす。pattern <- action の代入

記法は pattern とアクションの値を matching する。 
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4 クイックソートの性能評価 

 

前田さんが C# でクイックソートの性能評価を試みたので、同様のことを GHC で行おうと考えた。

必要な関数は System.Random と Data.Time.Clock モジュールにある。測定時間は Windows のバ

ックグラウンドの影響か、かなりのバラツキがある。各々の最短ソート時間を下表にまとめた。 

 

 1 万 10 万 100 万 300 万 500 万 1000 万 

C# 0.0034 0.0424 0.4839 1.5053 2.5411 5.1216 

GHC 0.0156 0.3432 4.6176 16.6140 28.1268 61.7293 

GHC / C# 4.6 8.1 9.5 11.0 11.1 12.1 

GHCi 0.0312 0.4368 5.9280 19.8120 35.6460 74.7865 

GHCi / GHC 2.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 

 

測定時の画面の一部を示す。qsort.exe は main 関数から実行を開始する。 

            

main の各関数の型を右端に記す。 

 

main = do [arg] <- getArgs                                        :: IO [String] 

          gen <- getStdGen                                        :: IO StdGen 

          start <- getCurrentTime                                 :: IO UTCTime 

          let sorted = qsort (take (read arg) (randomRs (0,2^30-1) gen))  -- let 文 

          putStrLn ("sorted : " ++ show (length sorted))          :: String -> IO () 

          stop  <- getCurrentTime                                 :: IO UTCTime 

          putStrLn ("elapsed: " ++ show (diffUTCTime stop start)) :: String -> IO () 

 

getStdGen は標準乱数(30 ビット)発生器を生成し、getCurrentTime は現在の UTC タイム

(1970.1.1の0時を0とする時刻)を返す。 let 文はin 式を伴わず GHC のみの仕様である。 do ブ

ロックはアクションを逐次実行する記法であり、アクションと関数コードが混在しないように区分

けする役割も果たす。型システムはアクションも関数コードと同様に強い型付けをする。 
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5 do ブロックの展開 

 

do ブロックの逐次実行はモナド演算 >>= と >> によって行われる。モナドは型 m a の型クラス

であり以下の関数の型を定めている。 return 関数は命令型言語の return 文とは何の関連も無い。 

 

(>>=)  :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b -- m a の型 a の値を右辺に渡し m b を実行 

return :: Monad m => a -> m a                 -- 型 a の値をモナド型 m a に型変換 

(>>)   :: Monad m => m a -> m b -> m b        -- m a の値を無視して m b を実行 

 

>>= は bind 演算と呼ばれ、左辺のアクション (m a) の値 (型 a) で右辺の関数 (a -> m b) を

呼び出しアクション (m b) を実行する。 >> は >>= の左辺の値を無視する方法でデフォルト定義

されている (例 3)。モナド IO a をアクションの値を格納するコンテナとすれば、>>= は値の出

庫、return は値の入庫と考えられる。IO モナドを使ってモナド演算の働きを例示する。 

 

例 1 getLine :: IO String と putStrLn :: String -> IO () を >>= で逐次実行する。 

 

ghci> getLine >>= putStrLn 

Hello! Haskell world.        -- キーボードからの入力行 

Hello! Haskell world.        –- putStrLn を実行 

 

例 2 return 1 :: (Num a, Monad m) => m a と \n -> print (n+2) :: Num a => a -> IO () を >>= 

で逐次実行する。 

 

ghci> return 1 >>= \n -> print (n+2) 

3 

 

例3 print 1 :: IO () と print 2 :: IO () を >> で逐次実行する。 

 

ghci> print 1 >> print 2        ==>      ghci> print 1 >>= \_ -> print 2 

1                                        1 

2                                        2 

 

do ブロックは action, <- 代入記法, let 文で構成され、再帰的にモナド演算に展開される。 

 

♦  action は >> に展開            ♦  <- 記法は関数 f を定義する let 式と >>= に展開    

do action  ==>  action >>        do pattern <- action  ==>  let f pattern = do ...... 

   ......       do ......           ......                      f _       = fail 

                                                            in action >>= f 

 

♦  let 文は let 式に展開         ♦  do ブロックの最後は action  

do let def ==>  let def          do action  ==>  action 

       ...          ... 

   ......       in do ...... 
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6 アクションの定義 

 

アクションは do ブロックやモナド関数を用いて定義する。 

 

例 getLine は primitive 関数 getChar :: IO Char から再帰的に定義する。 

 

getLine :: IO String                                   ghci> s <- getLine 

getLine = do c <- getChar                              1234         -- キーボード入力 

             if c == '\n' then return ""               ghci> s 

                          else do s <- getLine         "1234" 

                                  return (c:s) 

 

例 putStr は primitive 関数 putChar :: Char -> IO () を String に適用して定義する。 

 

putStr :: String -> IO ()               putStrLn :: String -> IO () 

putStr s = mapM_ putChar s              putStrLn s = do putStr s 

                                                        putStr "\n" 

 

mapM, mapM_ は引数の関数 (a -> m b) を [a] の各要素に適用した結果のアクションリスト [m b] 

の各要素を逐次実行する。 mapM は sequence、 mapM_ は sequence_ を使用する。 

 

mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b] 

mapM f as = sequence (map f as) 

 

mapM_ :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m () 

mapM_ f as = sequence_ (map f as) 

 

sequence と sequence_ はアクションリスト [m a] を左から逐次実行する。sequence は >> = 、  

sequence_ は >> で実行する。 sequence は値のリスト m [a] を [m a] の右端から構成する。 

 

sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]  

sequence = foldr mcons (return [])  

  where 

 mcons a as = a >>= \h -> as >>= \t -> return (h:t) 

 

sequence_ :: Monad m => [m a] -> m () 

sequence_ = foldr (>>) (return ()) 

 

sequence 関数は以下のように展開されるが分かりにくい。 do 記法による定義も示す。 

 

sequence (a:as) = a >>= \h -> (foldr mcons (return []) as) >>= \t -> return (h:t) 

 

sequence []     = return [] 

sequence (x:xs) = do h <- x 

                     t <- sequence xs 

                     return (h:t)  
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ファイルシステム(1)  ディレクトリ操作 

 

ファイルシステムの初めに機種に依存しないディレクトリ操作の関数群を取り上げる。 WinGHCi 

はディレクトリ操作のアクションを実行し、Windows に何らかの作用をし、実行結果の値をモナド

の型 IO a に戻す。関数群の実行例と型を示す。FilePath は String の別名である。 

 

ディレクトリ操作 

 

ghci> setCurrentDirectory "F:\\"                      :: FilePath -> IO () 

ghci> dir<-getCurrentDirectory                        :: IO FilePath 

ghci> dir 

"F:\\" 

ghci> createDirectory "dir"                           :: FilePath -> IO () 

ghci> renameDirectory "dir" "dir1"                    :: FilePath -> FilePath -> IO () 

ghci> createDirectory "dir1\\dir2"                    :: FilePath -> IO () 

ghci> copyFile "foldl.txt" "dir1\\foldl.txt"          :: FilePath -> FilePath -> IO () 

ghci> dirs<-getDirectoryContents "dir1"               :: FilePath -> IO [FilePath] 

ghci> dirs 

["foldl.txt","dir2","..","."] 

 

ファイル名の変更、削除 

 

ghci> renameFile "dir1\\foldl.txt" "dir1\\foldl1.txt" :: FilePath -> FilePath -> IO () 

ghci> doesDirectoryExist "dir1\\dir2"                 :: FilePath -> IO Bool 

True 

ghci> doesFileExist "dir1\\foldl1.txt"                :: FilePath -> IO Bool 

True 

ghci> getModificationTime "dir1\\foldl1.txt"          :: FilePath -> IO ClockTime 

Wed Oct 12 16:55:56 東京 (標準時) 2011 

ghci> removeFile "dir1\\foldl1.txt"                   :: FilePath -> IO () 

ghci> removeDirectoryRecursive "dir1"                 :: FilePath -> IO () 

ghci> doesDirectoryExist "dir1\\dir2"                 :: FilePath -> IO Bool 

False 

 

その他 

 

ghci> getHomeDirectory                                :: IO FilePath 

"C:\\Users\\munakata" 

ghci> getTemporaryDirectory                           :: IO FilePath 

"C:\\Users\\munakata\\AppData\\Local\\Temp\\" 

ghci> getPermissions "cabal.exe"                      :: FilePath -> IO Permissions 

Permissions {readable = True, writable = True, executable = True, searchable = False} 
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ファイルシステム(2) 標準出力とファイル出力 

 

Haskell は C 言語の入出力を踏襲し、Handle でファイルを操作する。ファイルをオープンすると 

Handle が返される。オープン時には表の IOMode を指定する。 

 

openFile ::  FilePath -> IOMode -> IO Handle     -- FilePath を IOMode でオープン 

hClose   ::  Handle -> IO ()                     -- Handle のファイルをクローズ 

 

ReadMode 開始位置は先頭 ファイルが無ければエラー 

WriteMode 開始位置は先頭 ファイルは先ず空にする 

ReadWriteMode 開始位置は先頭 ファイルの既存データは残る 

AppendMode 開始位置は終端 ファイルの既存データは残る 

 

標準入出力には予め stdin, stdout, stderr の Handle が定義されている。標準入出力の各関数

は、その Handle をもつファイル入出力の関数に対応する。 

 

getLine  :: IO String          ==>    hGetLine  stdin  :: IO String 

putStrLn :: String -> IO ()    ==>    hPutStrLn stdout :: String -> IO () 

 

例 id 1,2,3...を付けて乱数を標準出力(ファイル出力)する。zip で id と乱数を組み合わせる。 

 

zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]    -- 二つのリストの各要素を組みのリストにする 

 

標準出力                                          ファイル出力 

main = do                                         main = do 

 [arg] <- getArgs  -- 件数                         [arg1,arg2] <- getArgs 

  gen <- getStdGen                                  ...... 

  let cnt = read arg                                let cnt = read arg1 

      out = zip [1..cnt] (randomRs (0,2^30-1) gen)  ...... 

  mapM_ (putStrLn.pair2str) out                     hdl <- openFile arg2 WriteMode 

                                                    mapM_ (hPutStrLn hdl.pair2str) out 

pair2str :: (Int,Int) -> String                     hClose hdl 

pair2str (i,r) = show i ++ ": " ++ show r 

 

ghci> :main 9                                     ghci> :main 100000 "rand100000.txt" 

1: 187458412                                      (0.58 secs, 202490120 bytes) 

2: 850445902 

3: 119271402 

4: 633015515 

5: 883978213 

6: 12881037 

7: 943598927 

8: 70193691 

9: 48272979  
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ファイルシステム(3)  ファイル入力と例外処理 

 

伝統的なファイル処理では、行毎に入力し、EOF で処理を終了する。Haskell は EOF やエラーを

例外として取り扱い、例外を受け取り処理する仕組みが備えられている。 

 

catch :: IO a -> (IOError -> IO a) -> IO a 

 

catch はアクションと例外ハンドラを引数に取り、通常はアクションの実行結果を返す。アクショ

ンで例外が発生した場合、例外ハンドラにエラーコードを渡し例外ハンドラの結果を返す。 

 

例 id 付き乱数ファイルの各行を入力し id と乱数を組のリスト [(Int,Int)] に編集する。 

 

readdata :: Handle -> IO [(Int,Int)] 

readdata hdl = readall 

  where 

    readall = do str <- catch (hGetLine hdl) eofHandler 

                 if str == "" then return [] 

                              else do ps <- readall 

                                      return (str2pair str : ps) 

 

eofHandler の例 EOF ならば IO "" を返し、他の場合は標準の ioError 関数に処理を任せる。 

 

eofHandler :: IOError -> IO String 

eofHandler e = if isEOFError e then return "" else ioError e 

 

str2pair は ": " で区切られた二つの数字列を (Int,Int) の組に変換する。次の関数を使用する。 

 

reads :: Read a => String -> [(a,String)] 

 

reads は文字列の先頭部を値に変換し [(先頭部の値, 残りの文字列)] を返す。 reads は原始的

な字句解析関数である。 

 

str2pair :: String -> (Int,Int) 

str2pair str = let [(i1,s1)] = reads str 

                   [(i2,_ )] = reads (drop 2 s1) 

               in  (i1,i2) 

 

main = do [arg] <- getArgs                    -- 入力 FilePath 

          hdl <- openFile arg ReadMode 

          pairs <- readdata hdl 

          hClose hdl 

 

ghci> :main "rand100000.txt" 

(0.89 secs, 82583428 bytes) 
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ファイルシステム(4) 遅延入出力 

 

ファイル全体を一つの遅延 String として入出力する関数がある。遅延入力文字列の記憶は利用済

みになると開放される。ただし遅延入力の String を再利用すると時間／記憶の効率を悪化する。

遅延出力は文字列を要求し続け利用可能になり次第出力する。 readFile と writeFile は自分自

身でファイルをオープン／クローズする。 

 

readFile     :: FilePath -> IO String         -- ファイルをオープンし遅延入力 

writeFile    :: FilePath -> String -> IO ()   -- ファイルをオープンし遅延出力 

hGetContents :: Handle -> IO String           -- オープン済ファイルの遅延入力 

 

例 "rand100000.txt" を "rand.txt" にコピーする。 

 

main = do str <- readFile "rand100000.txt"             ghci> :main 

          writeFile "rand.txt" str                     (0.12 secs, 34104956 bytes) 

 

遅延入出力には lines, unlines が有効である。lines は遅延入力の String を行リストに分け、 

map で処理関数を各行に適用できるようにする。 unlines は行リストを String にまとめ遅延出

力できるようにする。 

 

lines   :: String -> [String]        -- String を行リストに分ける 

unlines :: [String] -> String        -- 行リストを String にまとめる 

 

例 乱数ファイルを遅延入力し id と乱数をリスト [(Int,Int)] に編集する。 

 

main = do [arg] <- getArgs 

          str <- readFile arg 

         let inp = map str2pair (lines str) 

         putStrLn ("Read " ++ show (length inp) ++ " lines") 

 

ghci> :main "rand100000.txt" 

Read 100000 lines 

(0.11 secs, 149444696 bytes) 

 

遅延入力した String は一般の関数コードに渡すことができる。遅延入力 String の再利用の例を

示す。 

 

例 前例のリスト [(Int,Int)] を [String] に再変換し unlines して遅延出力する。 

 

main = do [arg1,arg2] <- getArgs               ghci> :main "rand100000.txt" "rand,txt" 

          str <- readFile arg1                 (2.73 secs, 1339905012 bytes) 

          let inp = map str2pair (lines str) 

              out = map pair2str inp 

          writeFile arg2 (unlines out) 



12 
 

ファイルシステム(5) 一時ファイル 

 

一時ファイルは openTempFile でオープンする。 IOMode は ReadWriteMode である。 

 

openTempFile :: FilePath -> String -> IO (FilePath, Handle)  

 

引数は一時ファイルのディレクトリ(FilePath)とファイル名の雛形(String)である。雛形に乱数を

つけて一意にしたファイル名と Handle を返す。 

 

Handle はファイルの現在位置を保持する。一時ファイルに対しては、現在位置を取得したり、別

の現在位置を指定する関数を利用することができる。 

 

hTell :: Handle -> IO Integer                       -- ファイルの現在位置を返す 

hSeek :: Handle -> SeekMode -> Integer -> IO ()     -- ファイルの現在位置をセット 

 

例 一時ファイルをオープンし、data1 と data2 を出力する。data2 の出力位置からデータを入 

力し表示する。一時ファイルは使用終了後に削除する。 

 

main = do (tmpFile, hdl) <- openTempFile ".." "Tmp.txt" 

          putStrLn ("TmpFile at " ++ tmpFile) 

          let data1 = show [1..10] 

              data2 = show [11..20] 

          pos <- hTell hdl 

          hPutStrLn hdl data1 

          putStrLn ("Writing " ++ show (length data1) ++ " bytes at " ++ show pos) 

         pos <- hTell hdl 

          hPutStrLn hdl data2 

          putStrLn ("Writing " ++ show (length data2) ++ " bytes at " ++ show pos) 

          pos' <- hTell hdl 

          putStrLn ("Current position is " ++ show pos') 

          hSeek hdl AbsoluteSeek pos 

          str <- hGetLine hdl 

          putStrLn ("Reading " ++ show (length str) ++ " bytes at " ++ show pos) 

          putStrLn ("data is " ++ str) 

          hClose hdl 

          removeFile tmpFile 

 

ghci> :main 

TmpFile at ..\Tmp2132.txt 

Writing 22 bytes at 0 

Writing 31 bytes at 24 

Current position is 57             <== 出力バイト数とファイル位置の差の理由は？ 

Reading 31 bytes at 24 

data is [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] 

(0.00 secs, 2138780 bytes) 
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