
プログラミング言語ＭＬ
その歴史，特徴，応用および最近の研究動向

大堀 淳∗

1 はじめに

MLは，パターンマッチング，例外処理，参照
型，モジュールシステムなどの機能を関数型言
語の中にうまく統合した汎用プログラミング言
語である．その静的型システムは，プログラム
の持つ汎用性を正確に反映した多相型を自動的
に推論することができ，複雑なプログラムを安
全にしかも効率良く定義することを可能にして
いる．最近の実装技術の蓄積によって実用的な
コンパイラも開発されている．MLはまた，そ
の意味論が厳密に定義され，型システムの安全
性などの望ましい性質が理論的に検証されてい
る数少ない言語である．この厳密性はMLで書
かれたプログラムに高い信頼性を与えるととも
に，プログラミング言語の種々の新しい機能の
研究の基礎ともなっている．
本稿では，汎用プログラミング言語としての

MLとプログラミング言語の研究の対象として
のMLの二つの側面を紹介する．まず第 2節で
MLの歴史的な発展を概観した後，第 3節でML
の特徴を例を用いて説明する．第 4節ではML
の基礎となった理論を説明し，第 5節でMLの
応用事例を紹介する．さらに第 6節では現在の
ML研究動向を紹介する．

2 ML発展の歴史

MLは，1970年代の後半にEdinburgh大学で，
証明導出システムEdinburgh LCF [12]のための
記述言語として開発された．LCFシステムの記
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述の対象は定理や，公理，推論規則などであり，
MLはそれらを計算機システムの中で表現，操
作するための言語，すなわちそれら数学的対象
が属する形式言語のメタ言語 (Meta Langauge)
であった．MLの名前はこの歴史的な事実によ
る．名前のみならず，MLの特徴の多くは LCF
のメタ言語としての要求に由来している．

LCF システムは，公理や推論規則を合成し
効率良く証明を導出するための証明戦略 (proof
tactics)などで構成されている．推論規則は命題
から命題を導出する関数と考えられるため，そ
れらを操作する証明戦略は，関数を合成し新たな
関数を生成するような高階の関数 (higher-order
functions)として表現するのが最も自然である．
この理由から LCF MLは，高階の関数を自由に
値として扱うことができる関数型言語として設
計された．関数型言語ではあるが，大規模シス
テムを効率よく構築するために，例外処理や参
照型などの非関数的な機能も含んでいた．

LCFシステムに限らず種々の証明導出システ
ムや推論システムは，以上のような理由から，
LispやSchemeなどの関数型言語で書かれている
ことが多い．それら既存の言語と比較した LCF
MLの最大の特徴は，プログラムの型を自動的に
推論する静的型システムを装備していたことで
ある．証明戦略などは通常，種々の場合に適用可
能な一般性のあるスキーマであり，それらの表現
も，その一般性を反映した汎用性ある関数であ
ることがが望ましい．一方，大規模なシステムの
信頼性の向上のためには，複雑なプログラムに
潜在する誤りの多くをコンパイル段階で検出す
ることができる静的型チェックも強く望まれる．
LCF MLの型システムの設計者であったRobin
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Milnerは，複雑なプログラムに潜む不整合をコ
ンパイル段階で自動検出することを目的として，
高階の関数を含むプログラムの最も一般的な型
を自動的に推論する型推論 (type inference)の
理論とその実用的アルゴリズムを構築した [28]．
この理論は，型宣言を一切必要とせずに，汎用
性ある関数の定義と静的な型チェックによる型
の不整合の検出とを同時に実現する画期的なも
のであった．LCF MLは，この型推論理論を基
礎に設計された型システムによって，型付き言
語の安全性と信頼性を損なうこと無く Lispなど
の型無し言語 (動的に型付けられた言語)の柔軟
性を実現し，LCFシステムのプログラミングの
信頼性と柔軟性の向上に大きく貢献した．

LCF MLの成功は多くのプログラミング言語
の研究者の注目を集めた．特にその型システム
は，証明導出システムのメタ言語としてばかり
でなく，汎用のプログラミング言語にとっても
有用性が高いと認識され，それ以後，LCF ML
を拡張し汎用プログラミング言語を設計する努
力が行なわれた．それらの中で今日のML∗ に採
用されている重要な成果は，パターンマッチン
グの導入とモジュールシステムである．

パターンマッチングは 1970年代にEdinburgh
大学で開発されたプログラミング言語HOPE [6]
で提案された．これは，処理したいデータ構造
をパターンを用いて記述することによって複雑
なデータの操作の記述を容易にする機構である．
Milner はこのパターンマッチング機構を LCF
MLの多相型システムと統合し，現在のMLの
骨格となるプログラミング言語 The Standard
ML Core Languageを提案した [29]．一方Mac-
QueenはHOPE言語にあったモジュールの考え
を一般化し，モジュールのための型システムを
構築し [26]，それを基にMLのためのモジュール
システムを設計した [27]．上記の 2つの論文はそ

∗ Milner の提案した多相型システムは，Miranda[50]，
Lazy ML[3] や Haskell[19] などの遅延評価に基づく言語
にも採用されている．しかし，遅延評価に基づく言語には
LCF ML に最初から含まれている参照型や例外処理など
の非関数的機能の導入は難しい．この理由から通常MLと
言う場合は，作用順評価に基づく言語をさす．本稿でもこ
の見方に従い，Standard MLをMLの標準とみなすこと
にする．

の後改定され，Harperによるストリームに基づ
く入出力処理の記述とともに，当時 LCFやML
およびHOPE言語等に興味を持つ研究者達の間
の news letterであったPolymorphismにまとめ
て発表された [30, 24, 13]．この 3つのレポート
が今日の Standard MLの原型である．その後以
上の提案に対して注意深い検討と改訂及びその
整合性の理論的な検証がなされ，1990年ML言
語の定義The Definition of Standard ML[31]が
出版された．

Standrd MLの仕様決定およびその理論的検証
の努力と並行して，MLの処理系の実装の努力が
行なわれた．LCF ML以後の，独立したプログ
ラミング言語としてのMLコンパイラの最初の
ものは恐らく Cardelliのシステムであろう [7]．
このコンパイラは 1980 年代の後半 Edinburgh
大のグループによって，上記の 3つのレポート
に定義された仕様をほぼ満たす Standard ML
コンパイラに改良され，大学や研究機関などで
使用された．またCambridge大学やフランスの
INRIA研究所でもそれぞれ独立にMLの処理系
が作成された．最近では，AT&TのMacQueen
とPrinceton大学のAppelが，Standard ML of
New Jerseyコンパイラを完成させた．このコン
パイラは効率良いコードを生成する堅牢なシス
テムであり，実用言語としての Standard MLの
普及に大きく貢献した．それ以外にも現在複数
の処理系が作成されている．

3 Standard MLの特徴

本節では，MLの特徴を例を用いて簡単に説
明する．

3.1 対話型プログラミング

MLのプログラムは一つの式である．複雑で
大きなプログラムも，多数の式の組合せによっ
て構成される一つの式である．プログラムの実
行は，式が示す値を計算することによって行な
われる．MLでのプログラミングは，Lispなど
の対話型言語同様，以下の手順を繰り返すこと
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によって行なわれる．

1) ユーザによる式の入力．

2) システムによる型検査，コンパイル，実行．

3) 実行結果とその型情報の表示．

以下に簡単な対話型プログラミングの例を示す．

- 113;

113 : int†

- (2 * 4) * (3 + 5) * 3 + (10 - 7);

195 : int

- val dollar = 108;

val dollar = 108 : int

- 400 * dollar;

43200 : int

ユーザの入力行の先頭の “-”は，MLシステム
が表示する入力促進，最後の “;”は入力の終り
の指示である．val x = Eは，式Eの結果に x

という名前をつけ，後の式で使用するための構
文である．

3.2 高階の関数と多相関数

プログラミング言語は，単に計算手順の記述
の手段に留まらず，プログラムを構築する上で
の抽象化の概念と構造化の機構を提供する．関
数型言語であるMLでは，高階の関数の定義と
その利用に関する柔軟で強力な機構を提供する
ことによってこの目的を果たしている．
関数は fn x => E式で定義する．この式は，

xを引数として受けとり，xを含む式 E の値を
計算する (名前の無い)関数を表す．以下に簡単
な例を示す．

- val double = (fn x => x * 2);

val double = fn : int -> int

- double 3;

6 : int

† 本稿では，ユーザの入力とシステムの出力を区別する
ために，後者には slanted fontを使用する．

最初の例の様に，式の値が関数である場合，評
価の結果は単に fn と表示される．型情報 int

-> intは，式の評価の結果が，int型の引数を
受けとり int型の値を計算する関数であること
を表す．double 3は関数 doubleの 3への関数
適用である．MLでは，関数適用をこのように
単に関数と引数を並べて書く．
以上の関数定義と名前の定義が統合されたも
のが以下の例で示す fun宣言文である．

- fun duplicate x = x^x;

val duplicate = fn : string -> string

- duplicate "ML";

”MLML” : string

duplicate関数の中で使われている^は文字列
の連結演算子である．
汎用性のある高階の関数も定義できる．例え
ば，与えられた関数を与えられた値に 2回適用
する関数 twiceは以下の様に定義できる．

- fun twice f x = f (f x);

val twice = fn : (’a -> ’a) -> ’a -> ’a

推論された型情報は (’a -> ’a) -> ’a -> ’a

は(’a -> ’a) -> (’a -> ’a)の括弧が省略さ
れたものであり，これは twiceが，’a-> ’a型
の関数を引き数として受けとり，’a -> ’a 型
の関数を結果として返す高階の関数であること
を示している．ここで’aは任意の型を代表する
型変数である．twiceはこの型変数を適当な型
で置き換えて得られる任意の型の関数として使
用できる．このように型変数を含む型を多相型
(polymorphic type)と呼び，多相型を持つ関数
を多相関数と呼ぶ．
多相型の中の型変数の置き換えは，その多相
関数の使用時にシステムによって自動的に行な
われる．以下に twiceの使用例を示す．

- twice double 2;

8 : int

- val fourtimes = twice double;

val fourtimes = fn : int -> int

- fourtimes 3;

12 : int
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twice double 2は ((twice double) 2)の括
弧が省略されたものであり，これは，twiceを関
数 doubleを適用し結果として得られる関数を値
2に適用する二重の関数適用である．この適用に
先だって，twiceの型の型変数’aが intに置き
換えられ，(int -> int) -> (int-> int)型
の関数として使用されている．それに続く例で
は，twice doubleの結果えられる関数を独立
の値として使用している．このようにMLでは，
関数を，整数などのデータと同様に値として使
用することができる．
以下の例から分かるように，型変数は，引き数
の型に応じて種々の型に置き換えて使用できる．

- twice duplicate "ML";

”MLMLMLML” : string

- val fourth = twice twice;

val fourth = fn : (’a -> ’a) -> ’a -> ’a

- fourth double 2;

32 : int

１番目の例では，’aは sring型に置き換えら
れている．twice twiceは twiceの自分自身へ
の適用であり，結果は関数を 22 = 4回適用する
高階の関数が得られる．この例では，’aは多相
型’a -> ’a型に置き換えられ，その結果も多相
型の関数である．

MLでは，以上のような多相型高階関数をう
まく使うことによって，複雑なプログラムを簡
潔にしかも安全に記述することができる．

3.3 データ構造とパターンマッチング

MLのもう一つの特徴は，多相関数の定義機
構が，ユーザ定義のデータ型及びパターンマッ
チングを通じたデータ型の利用機構とうまく統
合されている点である．
データ構造の定義は datatype文を用いて行
なう．例えばノードのデータ型が’aである 2分
木’a treeは以下のように定義できる．

- datatype ’a tree =

Empty

| Node of (’a * ’a tree * ’a tree);

datatype ’a tree

con Empty : ’a tree

con Node : (’a * ’a tree * ’a tree) -> ’a tree

ここで*は組型構成子である．この宣言は「型’a

treeのデータは，Emptyかまたは，’a型のデー
タ vと，’a tree型の部分木L,Rによって構成
される Node(v,L,R)の形をしたデータである」
という定義である．定義に使用されている型変
数’aは，2分木型構成子 treeのパラメータであ
り，使用されるデータの型によって自動的に適
当な型に置き換えられる．このようにMLでは，
パラメータを持つ一般性あるデータ構造を，型
変数を含む型として簡単に定義できる．Empty

と Nodeは 2分木データの生成子である．以下に
データ生成の簡単な例を示す．

- val T = Node (1,Empty,Empty);

val T = Node (1,Empty,Empty) : int tree

この例の場合，Nodeへの第一引数が整数である
ため，型変数’aが自動的に intに置き換えられ，
結果の型は int treeとなっている．
datatype文で定義されたデータ構造はパター
ンマッチングを通じて利用する．例えば，木の
高さを計算する関数は以下のように書ける．

- fun height Empty = 0

| height (Node(x,L,R)) =

1 + max(height L, height R);

val height = fn : ’a tree -> int

height は ，引 数
が Empty なら 0 を，Node(x,L,R) の形をした
木なら，1 + max(height L, height R)を計
算する関数である．ここで引数として書かれた
Emptyと (Node(x,L,R))がパターンである．こ
のようにパターンを記述することによって，デー
タ構造のテストとその分解とが自動的に行なわ
れる．さらに，このパターンマッチングの仕組
みは型推論システムとエレガントに統合されて
いる．例えば，height関数に対してMLシステ
ムはその汎用性を正確に反映した多相型を推論
している．
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3.4 例外処理

純粋な関数型言語では，広域的なジャンプや
変数の破壊的代入は表現できない．しかしこれ
ら機能があるとプログラムの効率や読みやすさ
が大幅に向上する場合がある．MLは，その静
的型システムを拡張し例外処理と参照型を加え
ることによって，関数型言語の利点を損なうこ
となくこれら二つの機能を導入することに成功
している．ここでは例外処理のみを簡単に説明
する．
上にあげた tree 型を使って，int データを
キーとし，string型データを検索する 2分探索
木を作るとする．探索木の型は(int * string)

treeと定義できる．次に探索関数 findを，探
索木とキーの値の組を引数としてとり，結果の
値を返す関数として定義したい．しかしキーの
値が存在しない場合は返す値がない．そのよう
な場合を例外として処理できれば，全体として
より簡潔なプログラムになることが多い．ML
では例外は exception文で宣言した後，raise

文で発生できる．上記の探索関数は例外の識別
子として Findを用いて，以下のように定義で
きる．

- exception Find;

- fun find (Empty,key:int‡ ) = raise Find

| find(Node((k,info),t1,t2),key) =

if key = k then info

else if key < k then find(t2,key)

else find(t1,key);

val find =

fn : ((int*string) tree * int) -> string

‡ 発生した例外は handle 文で処理する．
例えば郵便番号と都市名を格納した探索木
zip code dataが作成済みとすると，与えられ
た郵便番号から都市名探索する関数は以下の様
に定義できる．

- fun city name zip =

find(zip code data,zip)

‡ “key:int”は，引数 keyの型が intであることの宣言
である．関数の中で使用している比較演算子=および<が多
重定義された演算子であるため必要となる．

handle Find =>

"illeagal post code";

city name = fn : int -> string

もし与えられた郵便番号が zip code dataデー
タベースに存在しない場合は，find関数が Find

例外を生成し，その例外が city name 関数の
handle文で処理され，"illeagal post code"

が返される．

3.5 モジュールシステム

Standard MLは多相型システムとうまく統合
された柔軟で強力なモジュールシステムを提供し
ている．MLの多相型システムは，モジュールの
定義とその利用機構に拡張されており，モジュー
ルを含んだプログラムの型の整合性も，MLの
型システムで完全に型チェックされる． このモ
ジュールシステムは，大規模なシステムを安全
にしかも効率良く開発する上で有効であり，実
用言語としての Standard MLの大きな強みの一
つである．
モジュールは，種々の定義の集まりである．モ
ジュールに含めることのできる定義は，値の定
義，関数定義，データ型の定義，例外定義，お
よびモジュール定義などである．モジュールの
中にさらにモジュールを定義できるため，種々
の資源を木構造に階層化し，大規模なシステム
を構造化することが可能である．
モジュールは structure文で定義する．例え
ば，上記の 2分木の定義と探索関数をまとめて，
図 1のようなモジュールを定義できる．モジュー
ルで定義した資源は

module name.name

の形で参照し使用できる．また，open文

oepn module name

によって，モジュール内のすべての名前は使用
可能となる．
以上のような単純なモジュールに加えて，モ
ジュールを引数として受けとりそれを使って別
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structure Search = struct

datatype ’a tree =

Empty

| Node of ’a * ’a tree * ’a tree

exception Find;

fun find (Empty,key) =

· · ·
end

図 1: モジュール定義の例

のモジュールを生成するモジュールも定義する
ことができる．またモジュール内の特定の名前
のみを利用可能にすることもできる．

4 MLの理論的基礎

MLも他のプログラミング言語同様，多くの
機能を含んだ複雑なシステムであり，その仕様
は設計者らの注意深い分析と検討の結果決定さ
れた．しかもMLの場合，それらの分析は形式
的枠組の中で厳密に行なわれた．決定されたML
の定義 [31]は誰が読んでも同一の意味を持つ厳
密な数学的言葉で書かれている．この厳密な定
義によって多くの望ましい性質が検証されてい
る．例えば，MLは安全な言語であることが保
証されている．つまり，MLで書かれたプログ
ラムは，実行時に未定義の操作を実行してシス
テムが予期せずに停止するようなことはおこら
ないのである．
プログラミング言語が提供するプログラムの
抽象化の概念や構造化の機構の仕様の重要な部
分は，その言語の型システムによって規定され
る．型システムは，言語で表現可能な式がどの
ような型を持ち得るかを規定する形式系のこと
である．この形式系において中心となる概念は，
ある式がある条件のもとである型を持つことを
表す型判定である．MLではさらに，この型判
定を自動的に推論する機構，すなわち型推論ア
ルゴリズムが備わっている．本節ではMLの型
システムの定義とその型推論アルゴリズムの概

要を紹介する．
MLの核言語の型システムの性質の大部分は，
以下の構文規則で与えられる式の持つ型の性質
を通じて分析することができる．

e ::= c | x | fn x => e | e e |
let x = e in e

“|”は「または」の意味であり，“|”で区切られ
た各式は，メタ変数 eで代表される集合を決定
する生成規則と解釈する．例えば，fn x => e

は，「もし eが式なら，fn x => eも式である」
という生成規則を意味する．

cはプログラムで使われる定数の集合を，xは
変数の集合を代表する．すでに前節で説明した
ように，fn x => eは関数定義，e eは関数適
用を表す．let x = e1 in e2は，多相型を持つ
式 e1 に xという名前をつけ，プログラム e2 の
中で使用するための構文である．MLでの名前
の定義 val x = E;とそれに続く文脈 E′ での
その利用は式 let x = E in E′でモデル化さ
れる．fun宣言による多相型関数の定義とその
利用は，この let式と関数定義のための fn式の
組み合わせで実現できる§ ．
以上定義した式の型システムを定義する．理
解を容易にするために，let構文を含まない式
の型システムをまず定義し，後にそれを let構
文に拡張する．let構文を含まない式の取り得
る型の集合は以下の構文で与えられる．

τ ::= t | b | τ → τ

tは，MLシステムで’aの様に表示される型変
数集合，bは intなどの型定数集合を表す．
型システムは式が型を持つ条件を厳密に規定
するシステムである．式は一般に変数を含んで
いるため，その型は変数の持つ型に依存する．変
数にその型を与える型環境Aを変数集合から型
集合への関数とする．型システムは通常「式 e

が，変数の型付けを行なう型環境Aのもとで型
τ を持つ」という性質を意味する以下の形の型
判定の導出システムとして定義される．

A¤e : τ
§ 正確には，再帰的定義のための機構が必要であるがこ

こでは省略した．
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constA¤c : τ if c has the type τ

var A¤x : τ if A(x) = τ

abs
A{x : τ1}¤e1 : τ2

A¤fn x => e1 : τ1 → τ2

app
A¤e1 : τ1 → τ2 A¤e2 : τ1

A¤e1 e2 : τ2

図 2: MLの核言語の型システム (1)

型判定導出システムは，一般に以下のような型
付け規則の集合で与えられる．

A1¤e1 : τ1 . . . Ak¤ek : τk

A¤e : τ

この規則は，「各 eiが型環境Aiのもとで型 τiを
持つならば，式 eは型環境 Aのもとで型 τ を
持つ」ということを表す推論規則である．上段
の条件のない規則は常に成り立つ型判定を表し，
導出システムの公理に相当する．
let構文を含まないML式に対する型付け規
則を図 2に示す．公理 constは，定数 cは常に
そのあらかじめ定められた型を持つ式として使
用できることを示す．公理 varは，変数 xがす
でに型環境 Aで x : τ と定義されていれば型 τ

を持つ式として使用できることを示す．例えば
型判定

{x:τ}¤x : τ

は任意の τ に対しては常に成り立つ．規則 abs

は，関数式 fn x => e1が型環境Aのもとで型
τ1 → τ2 を持つのは，式 e1 が型環境 A{x : τ1}
のもとで型 τ2を持つ時であることを示している．
ここでの記法A{x : τ}は，A′(x) = τ かつ任意
の y ∈ domain(A)についてA′(y) = A(y)を満
たす型環境A′を表す．この規則は「型環境Aで
定義されている変数を含む関数定義 fn x => e1

を型チェックするためには，型環境 Aに変数 x

の型付け x : τ1を追加（もしAですでに xの型
付けがされていればそれを τ1に変更）した型環
境のもとで関数の本体 e1を型チェックすればよ
い」という，通常コンパイラが関数をコンパイ

ルする際に行なっている型チェック手続きを抽
象的な規則で表現したものと理解できる．型環
境の変更 A{x : τ1}によって，通常のプログラ
ミング言語における変数の静的なスコープ規則
が表現されていることに注意．規則 appは，関
数適用に関する型チェック手続きの自然な表現
である．
関数式 fn x => e の変数の型が指定されて
いないため，与えられた式は一般に複数の型を
持ち得る．例えば任意に型 τ に対して型判定
{x:τ}¤x : τ がなり立つから，規則 absによっ
て，任意の型 τ について，

∅¤fn x => x : τ → τ

が成り立つ．与えられた式に対して複数存在する
型判定の中で，主要な型判定 (principal typing)
と呼ばれる特に重要な型判定が存在する．

定理 1 与えられた式 eが型を持てば，主要な型
判定A¤e : τ が存在し，eに対するその他の可
能な型判定はすべてその主要な型判定の型変数
を適当な型で置き換え，必要に応じて型環境に
前提を付け加えることによって得ることができ
る．

ある式の主要な型判定は，その式が持ち得るす
べての型判定を代表する型判定である．例えば，

∅¤fn x => x : t → t

は式 fn x => xの主要な型判定であり，この式
の持つすべての型判定は型変数 tを適当な型で
置き換え，(不必要な)型宣言を型環境に追加す
ることによって得ることができる．さらに重要
なことに，主要な型判定を自動的に計算するア
ルゴリズムが存在する．

定理 2 任意の式 eに対して，もし eが型を持て
ばその主要な型判定を計算し，もし型を持たな
ければエラーを報告するアルゴリズムが存在す
る．

アルゴリズムのおおよその構造は以下の通りで
ある．
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1) 自分自身を再帰的に用いて，式を構成する
部分式の型判定を計算する．

2) 式の構造に対応する型付け規則に従い，部
分式の型判定の間に成り立つべき条件を等
式の集合として求める．

3) 単一化アルゴリズムを用いて，等式集合を
満たす最も一般的な解を，型変数の置換とし
て求め，その置換を適用し型判定を求める．

例として，式 f xの主要な型判定を計算する過
程を考えてみよう．まず，部分式 fと xの主要
な型判定を計算する．

{f : t1}¤f : t1

{x : t2}¤x : t2

求める式 f x は関数適用であり，その型判定
を導出する規則は app である．そこで，以上 2
つの型判定から，規則 appの二つの前提に当て
はまる最も一般的な型判定を作ることを考える．
まず型環境が共通でなければならないことから，
以下の型判定を得る．

{f : t1, x : t2}¤f : t1

{f : t1, x : t2}¤x : t2

さらに，規則 appの前提となる型判定の型の関
係から，t1, t2の間には，ある型 τ に対して

t1 = t2 → τ

の関係が成り立たなければならない．この条件
のもとで，式 f x の結果の型は τ となる．この
条件を満たす最も一般的な解は，t3を新しい型
変数として，t1を t2 → t3に置き換える置換で
ある．以上から，式 f xの主要な型判定が

{f : t2 → t3, x : t2}¤f x : t3

と求まる．
以上の性質は Hindleyによってラムダ計算と
等価なコンビネータ論理の分野で発見されてい
た [17]．MLの型システムの基礎となったMilner
の型推論システムは，以上の型推論システムを，
多相型と，多相型を持つ式の利用機構である let

gen
A¤e : σ

A¤e : ∀t.σ t not free in A

inst
A¤e : ∀t.σ
A¤e : σ[τ/t]

let
A¤e1 : σ A{x : σ}¤e2 : τ

A¤let x = e1 in e2 : τ

図 3: MLの核言語の型システム (2)

宣言を導入し拡張したものである．その型理論
的な定義は DamasとMilnerによって与えられ
た．彼らはまず，今まで使用した型集合に加え
て，以下の生成規則で与えられる多相型の集合
を定義した．

σ ::= τ | ∀t.σ
多相型 ∀t.σ は，σ の中に現れる型変数 tを適
当な型で置き換えて得られる種々の型の式とし
て使用可能な汎用性ある式の型である．多相型
を持つ式の定義とその利用に関する規則は図 3
で与えられる．規則 genは，型環境の中で特に
仮定されていない型変数を抽象化して，多相型
を持つ式を作る規則である．規則 instは，式の
持つ多相型の中の型変数を適当な型で置き換え，
種々の型の式として使用可能にする規則である．
規則 letは，多相型を持つ式 eに名前 xをつけ，
それを種々の型の式として使用するための規則
である．
以上の拡張によって，多相型を持つプログラ
ムの定義と使用が可能になる．例えば

let ID = fn x => x in

· · · (ID 3) · · · (ID "ML") · · ·
の形をした式において，IDの型は式 fn x =>

x の持つ主要な型 t → t の型変数を抽象して
得られる多相型 ∀t.t → t となり，ID 3では t

を intで置き換えた int -> int 型の関数とし
て，また ID "ML"では tを stringで置き換え
た string-> string型の関数として使われて
いる．
let x = e1 in e2 式の型推論は以下の様に
行なえば良い．
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1) まず e1の主要な τ 型を求め，その中の型変
数の中で型環境に現れないものを ∀で束縛
し，それを xの型 σとして記録する．

2) e2の型推論を以前同様に行なう．ただし，e2

の中で xが現れたら，その型は，ステップ
1)で記録した型 σの中の型変数の内，∀で
束縛された型変数をすべて新しい型変数で
置き換えてえられる型として推論を進める．

先に説明した型推論アルゴリズムに，以上の let
式の型推論を加えたものが，MilnerによるML
の型推論アルゴリズムWである．そのアルゴリ
ズムは，本節で定義した DamasとMilnerによ
る多相型システムに関して完全であること，す
なわち，アルゴリズムは常にプログラムの持つ
主要な型を推論することが証明されている．

5 MLの応用事例

MLは伝統的に定理証明システムの構築に使
用されてきた．Edinburgh LCFシステムにはじ
まり，Edinburgh LCFを発展させた Cambrige
LCFシステム [39]，GordonによるVLSIの検証
のためのHOLシステム [11]，Constableらによ
る直観主義的型理論に基づく定理証明システム
Nuprl[8]，Paulsonによる種々の証明チェッカー
のためのプラットフォーム ISSABLE[40]等多く
のシステムがMLで実装されている．以上は，大
学で研究用に作られた実験システムとしての性
格が強い．

5.1 Standard ML of New Jerseyコン
パイラ

MLを使用しての実用システム構築の報告は，
MLの実用コンパイラの普及が始まったばかり
であることもあり，あまり多くは存在しないよ
うである．筆者の知る出版された唯一のものは，
MacQueenと Appelによる Standard MLで書
かれた Standard ML of New Jerseyコンパイラ
の構築報告 [1, 2]である．彼らの初期の意図は
種々の実験を行なうためのインタープリタを作

ることであったが，その後このプロジェクトは
その目的を拡大し，Standard MLの高品質の実
用コンパイラを構築することを目指した．後期
の論文 [2]で彼らはその目的について「Standard
MLはこれまでに作られた中で最良の汎用プロ
グラミング言語の一つでありうる．それを証明
するために高品質，堅牢で高速なコンパイラを
提供する」と述べている．

このコンパイラは約 6万行のソースコードで
作られている．この内，ガーベジコレクションを
含んだ実行時ルーチンと機械種別毎の機械命令
の記述，およびオペレーティングシステムとの
インターフェイスルーチンはC言語で書かれて
いるが，その他のおよそ 92%はMLで書かれて
いる．その構造は，入力したプログラムを簡単な
ラムダ式に変換する部分と，そのラムダ式を機
械命令に変換する部分に大別される．前半では，
入力プログラムを構文解析しそれに対応する抽
象構文木を生成し，本稿第 4節で紹介したよう
な型推論を行なった後，パターンマッチングや
例外等の処理をラムダ式に変換する処理を行な
う．後半では，ラムダ式をCPS式と呼ばれるよ
り機械命令に近い中間語に変換し，機械の種類
に依存しない最適化を行なった後，機械種類に
応じた機械命令を生成している．以上の処理の
各段階毎に生成されるデータはMLの datatype
文で定義したデータ構造で表現され，各段階の
処理はMLのモジュールとして実現されている．
この構造のため，比較的大規模なシステムにも
関わらず，作成者本人以外にも分かりやすく改
良や改造が行ない易い構造になっている．

完成されたコンパイラはほぼ彼らの目的を満た
すものになっているといえよう．彼らの報告によ
れば，例えばMIPSプロセッサー上でのKnuth-
Bendixベンチマークの実行時間は，最適化オプ
ションつきでコンパイルしたCプログラムの 1.6
倍程度に収まっている．現在実装技術の研究は急
速に進歩しており，現在の速度はこの数字より改
善されていると思われる．この結果は，Standard
MLが単に大学での実験研究用の言語ではなく，
実用システムの構築にも使用し得るプログラミ
ング言語であることを示したものと言える．ま
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た，このコンパイラは，MLやその他の関数型
言語の新たな機能の実装実験等を行なうプラッ
トフォームとしても価値あるものである．

6 MLの研究動向

ML言語に関する研究はプログラミング言語理
論の分野で現在最も活発に研究されているテー
マの一つであり，毎年数多くの論文が発表され
ている．その研究内容も多岐に渡り，これまでに
発表された研究成果を網羅的に解説することは
不可能である．そこで本節では，ML言語の研究
の基礎となった理論の研究を紹介した後，最近の
研究の一部を紹介する．ここで取り上げたトピッ
クは，著者の興味を反映したものになっていこ
とをご了承願いたい．MLの研究動向に興味のあ
る読者は，最近のプログラミング言語に関する
代表的な国際会議，例えばACM Symposium on
Principles of Programming LanguagesやACM
Conference on Lisp and Functional Program-
ming Languages などの会議録を参照されたい．
また，近年ACM SIGPLANがMLに関するワー
クショップを毎年開催している．しかしこれま
では，その会議録は公には出版されていない．

6.1 MLの基礎的性質の研究

MLの理論の基礎となった論文はMilnerの多
相型型推論理論である [28]．この論文でMilner
はMLの核言語の主要な型判定を推論するアル
ゴリズムWを与え，さらに，核言語の指示的意
味論を定義し，型推論アルゴリズムがその意味
論に関して健全であることを証明した．Damas
とMilner[9]は，MLの核言語の型システムを自
然演繹システムとして提示し，Milnerのアルゴ
リズムがこのシステムに関して完全であること
を示した．以上の二つの論文がMLの基礎を与
えた論文である．Milnerの論文で定義されたア
ルゴリズムWは多数の種々のシステムに採用さ
れている．DamasとMilnerによる型システムの
定式化は簡潔でかつ論理学の形式にしたがった
扱いやすいものであり，以後MLの核言語型シ

ステムの形式的な定義，並びに多相型言語の基
礎的性質を研究する基礎として使用されている．

Milnerの論文 [28]では再帰的な多相型は扱わ
れてなかった．MacQueen，Plotkin，Sethiらは
Milnerの意味論を再帰的な多相型に拡張し，Mil-
nerの型の健全性の定理が，拡張された言語にも
成立することを示した [25]．

MacQueenは第 2節で紹介した彼の提案した
Standard MLのモジュールシステム [23]を型理
論的に基礎付ける理論を提案した [25]．Mitchell
とHarperは，モジュールを含んだStandard ML
全体を統一的に説明するための理論を提案した
[33, 15]．

以上の各理論は，伝統的なラムダ式で表現可
能な純粋な関数型言語を前提に構築されている
ため，MLに含まれている非関数的な機能には必
ずしも当てはまらない．例えば，MLの多相型シ
ステムの安全性は，非関数的機能を追加すると
成り立たないことがすでにMilnerの論文で指摘
されていた．現実のMLでは，非関数的な機能
の使用にアドホックな制約を加えることによっ
てこの問題を回避していた．Tofteはこの問題を
分析し，非関数的な機能をも説明する意味論を
提案した [48]．またLeroyとWise[22]やHoang，
Mitchell，Viswanathan[18]らもTofteとは独立
に，同様の理論を提案した．

6.2 MLの拡張の研究

以上の研究で構築されたMLの理論を一般化
し，MLの型システムを拡張しようとする研究
が盛んに行なわれている．

ここ数年特に注目を集めたトピックの一つに，
MLにレコード型やサブタイプの考え方を導入
する研究がある．第 4節で紹介した Damasと
Milnerの多相型理論は，レコードやバリアント
の演算の多相性を表現することができなかった．
これらデータ構造は，種々のデータ処理システ
ムにとって必須のデータ構造であり，MLの型
システムのこの制限は，MLをデータ処理シス
テムの構築に使用する上での大きな制限になっ
ていた．Wand[51, 52]はこの問題に最初に取り
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処理系名 特徴 問い合わせ先
Standard ML of New Jersey Full SMLシステム dbm@resarch.att.com
Poly/ML Full SMLシステム ahl@ahl.co.uk
PoplogML Full SMLシステム pop@cs.umass.edu
sml2c Full SMLの C言語へのコンパイラ dtarditi@cs.cmu.edu
Edinburgh ML 核言語のみ (ftpアドレス)ftp.dcs.ed.ac.uk
ANU ML 核言語のみ mcn@anucsd.anu.edu.au
MicroML 核言語のみ mahler @cs.umu.se
Caml Light 核言語＋ α xavier.leroy@inria.fr

図 4: MLの種々の処理系

組み，MLの型推論システムをレコード演算に
拡張しようと試みた．以降，幾つかの提案がな
され [46, 20, 36, 43, 44] またその効率的なコン
パイル理論がつくられ [35]，現在ではほぼ解決
の見通しがついたと言える．

MLの型システムの拡張の研究としてはその
他に，並行計算との統合 [45, 5]，分散処理機能
の導入 [38]，継続計算 (continuaton)の導入 [10],
より柔軟なモジュールシステムの提案 [16, 49]，
オブジェクト指向の概念との統合 [37, 53]，外部
データ操作のためのダイナミック型の導入 [21]，
その他多数の研究が現在でも盛んに行なわれて
いる．

7 おわりに

MLは，堅牢な理論的な基礎に基づき定義さ
れた洗練された高水準プログラミング言語であ
る．高品質のコンパイラの出現によって，実用
プログラミング言語として普及しつつある．ML
はまた，現在でも盛んに研究され発展し続けて
いる言語でもある．その理論的な厳密さによっ
て，プログラミング言語の理論研究の基礎とし
ても使用され，MLを基にしたプログラミング
言語の新しい機能の研究が盛んに行なわれてい
る．本稿では，MLの以上の 2つの側面を紹介し
た．最後に，MLに関する教科書およびML処
理系を紹介する．

ML でのプログラミングの資料としては，
Harper のノート [14] が長い間テキストとして
使われていた．入手しずらいかも知れないが，
良く書かれたMLの入門である．近年になって，
MLプログラミングの教科書が相次いで出版さ
れている [41, 42, 47, 54, 34]．筆者が読む機会を
得た教科書の中では，Paulsonによる [41]が推
薦できる．MLの基礎理論の解説を含んだ教科
書は [55]がある．さらに型理論一般の入門には，
[32, 4, 56]などの解説論文が参考になる．

現在のところ最も完成度と品質の高い Stan-
dard MLの処理系は第 5節で紹介した Standard
ML of New Jersey と Abstract Hardware Ltd.
の Poly/ML であろう．Standard ML of New
Jersey は AT&T が著作権を保有するが，ソー
スコードを含めたシステム全体が無償で配布さ
れていおり，誰でも自由に使用や改造等を行なう
ことができる．Poly/MLはAbstract Hardware
Ltd.が販売している商品である．その他種々の
システムが実装されている．表 4に最近MLの
ニュースグループ (comp.lang.ml)にポストされ
た処理系の情報を紹介する．
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