
1st chapter

はじめに
この章では，まず，本書の読み進め方と記法に関してのいくつかの約束事について紹介

してから，処理系のインストール方法などの準備について述べます。最後に OCaml の代
表的な特徴や歴史について簡単に述べます。もし，あなたがプログラミング初心者で「ほ
かの言語もよく知らないのに，OCaml の特徴を説明されてもわかりそうもないや」とか
「プログラミングの本なのにプログラムもなしに文章だけ読まされるのはたまらないや」
とか思うならば（気持ちはわかります :-)），その部分は飛ばしてもらっても構いません。
ただ，どこかの時点で戻ってきて，一度は読んでもらえるとよいと思います。

1.1 この本の読み方
この本を読むにあたって，ほかの言語でのプログラミングの経験があることはそれほど

仮定していません。OCamlでのプログラミングに関する用語はなるべく解説して導入す
るようにしていますが，コンピュータシステム一般の用語はあまり解説していませんので，
コンピュータ用語集などがあるとよいかもしれません。プログラミングの経験は仮定しま
せんが，一部の例を理解するには高校数学の知識や，論理的・数学的思考は必要だと思い
ます。また，導入する用語自体は，初心者向けに限らず，いわゆる計算機科学で学ぶ専門
的なものも含まれています。文中では，ほかの言語（特に Javaや C言語）と比較したり，
それらに例えたりして説明していますが，Javaや C言語を知らない人はそういう部分は読
み飛ばしてもらって結構です。
この本を読み進めるためには「よく頭と手を動かす」，つまり，よく考え，かつ実際にプ

ログラムを作ってみることが必要です。登場する例には，ほぼすべて，OCamlコンパイラ
からの応答が載っているので，読んだだけでわかった気になるかもしれませんが，是非，
自分でも一度は例を入力して結果を確認するようにしてください。また，本に載っていな
いことでも，どんどん試してください。OCamlの対話式システムは，いろいろな例を気軽
に試せるようにできています。いろいろな例を試してみることがプログラミング上達への
近道です。
本文中では，プログラム例を

# 1 + 1;;

- : int = 2

のように書きます。このうち一行目のようなタイプライタ体（abcd）の文字はプログラマ
の入力を，二行目のようなタイプライタ斜体（abcd）の文字は対話式システムからの応答
を示します。行頭の # はプロンプト（prompt）と呼ばれる，対話的システムから出される
「入力をしてください」という意味の記号で，入力の一部ではありません。
本書はだいたい 3部構成になっています。まず第 1部が第 2章～第 8章で，ここで

OCamlプログラミングの基本的事項を学びます。第 2部として第 9章～第 11章で，ライ
1



第 1章　はじめに

ブラリの使い方や，大きなプログラムを開発する際には必須の，プログラムのモジュール
分割の方法を学びます。最後に第 3部として第 12章～第 16章で OCamlのオブジェクト
指向機能や OCaml用の GUI ライブラリである LablTkを含めた OCamlの先進的機能を
紹介します。内容が高度な章・節については * 印（さらに高度な章・節には ** 印）をつ
けていますので，初めて読む時にはこれらの部分を（ひとまず）飛ばしてもらって構いま
せん。また，各所にコラムとして，本文中で紹介していない OCamlに関する豆知識，コ
ンピュータ科学に関連するうんちく:-)を紹介しています。
本書のサポートページは http://www.sato.kuis.kyoto-u.ac.jp/∼igarashi/

OCaml/の中にあります。最新情報・サンプルプログラム・正誤表についてはこちらを参
照してください。

1.2 準備
プログラミングを始めるにあたっては，まず OCamlプログラムを実行するための言語

処理系ソフトウェアが必要です。インストール方法については付録 A を参考にしてくだ
さい。
プログラムを実際に書いて保存するためにはエディタを使います。もし，いつも使って

いるエディタがあればそれを使ってもらって構いませんが，特に決めているものがない場
合には，OCamlのソフトウェア一式に含まれている OCaml Browserというソフトウェア
にエディタが含まれていますので，それを使うのが手軽でしょう。詳しくは付録 Bを見て
ください。
また Emacsを使っている人は，プログラムの編集・実行がすべて Emacsを通して行え

ます。そのために ocaml-modeと呼ばれる Emacs lispソフトウェアが使えますので，これ
を使うことをおすすめします。ocaml-modeを使うための設定の方法，使い方については
付録 Cを見てください。

1.3 OCaml に関する情報源
OCamlの総本山はフランスの INRIA（Institut National de Recherche en Informatique et

en Automatique）という国立の計算機科学・情報科学に関する研究所で，WWWの URL

は http://caml.inria.fr/です。ここから FAQ，リファレンスマニュアルなどの（英
語またはフランス語の）文書，言語処理系のソースプログラムとインストールすれば即
使えるバイナリパッケージ，OCamlを使って書かれたソフトウェアなどが利用できます。
OCamlのリファレンスマニュアル*1（英語）は，必ず必要というわけではありませんが，
本書で紹介しきれなかったライブラリやプログラム開発のツールなどに興味のある人は参
照してください。また，英語は苦手だ，という人は，マニュアルの（一部の）日本語訳な
どが読める http://ocaml.jp/にアクセスすることをおすすめします（最近は更新が止

*1 http://caml.inria.fr/pub/docs/manual-ocaml/index.htmlに HTML 版がありますが，言語処理系のパッケージに
も含まれているはずです。
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まっていて少し古いバージョンのようですが，ほとんど問題ないと思います）。

1.4 OCaml の特徴*

準備も整ったところで，早速プログランミングを始めましょう！ といきたいところです
が，その前に少し OCamlの特徴について簡単に紹介しておこうと思います。この章の初
めにも書きましたが，もし，あなたがプログラミング初心者であれば，この部分はひとま
ず飛ばして，後で読んでもらって構いません。

OCamlの特徴の中で特に大事なのが

• OCamlは関数型言語である
• OCamlは強く型付けされた言語である

という二点です。最初にこの二点についてふれた後に，その他の特徴についてごく簡単に
紹介します。

1.4.1 OCaml は関数型言語である
世の中にはたくさんのプログラミング言語があります。そして，言語によってプログラ

ムを書く時の「ものの考え方」が少しずつ違います。その「ものの考え方」が近いものを
まとめて「～型言語」と呼んだりします。
例えば，C言語という言語は命令型言語（imperative language）と呼ばれます。命令型

言語の特徴的な考え方は，「プログラムはコンピュータに対する命令の列」である，という
ことです。命令というのは，例えば，『画面に「明日は晴れ」と表示しろ』というものだっ
たり，『メモリのあそこに 53という数値をしまっておけ』というものだったりします。こ
れを決められた順番でこなしていくことがプログラムの実行ということになりますし，命
令の列を決めるのがプログラミングの作業，ということになります。
一方，OCamlは関数型言語（functional language） と呼ばれます。関数（function）と

いうのは，高校の数学などで習った f (x) = x2 +2x+1みたいな二次関数やら，三角関数
sinx，cosxといった，あの関数のことです。関数型言語の特徴的な考え方は，「プログラム
は関数を組み合わせた式」である，ということです。例えば極端な話 1+1とか，上の f

を使った f (3)みたいな式がプログラムだというわけです。そして，プログラムの実行は式
の値を求めることです。つまり 1+1や f (3)がプログラムなら，2や 16がその実行結果
です。実際のプログラミングの作業は，例えば上の f のような関数を自分で定義すること
になります。関数型言語には OCamlのほかに，有名なものでは Lisp，Scheme，Haskell，
Standard MLなどがあります。
ここでひとつ注意しておきたいのですが，この区別はあくまでもプログラムを書く時の

中心となる考え方によるおおまかな区別であって，命令型言語では関数を定義できない，
とか，関数型言語では画面に文字を表示するような命令がない，とかということではあり
ません。実際，C言語にも関数を定義する機能はあって，書こうと思えば関数を多用した
プログラムを書くこともできます。その逆に，OCamlにも画面に文字を表示する命令があ
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りますし，命令をたくさん並べたようなプログラムを書くこともできます。ですから，「～
型言語」という言葉は，命令を多用した「命令型プログラミング」のスタイルと，関数を
多用する「関数型プログラミング」のスタイルのどちらを補助する機能がより豊富かどう
かを示していると考えてください。
では，関数型プログラミング・言語のメリットは何でしょうか？ 筆者は，ずばり，

• プログラムを書くために覚える概念が少なくて楽
• プログラムから，その挙動を読み取ったり確かめたりするのが楽

ということだと考えています。特に二点目は非常に重要です。プログラムというのは，書
いて動けばそれで終り，ではありません。プログラムというのは，有用であればあるほど，
複数の人で，長期間に渡ってバージョンアップをしながら開発されるものなのです。とい
うことは，プログラムは人（開発をする仲間，来週や一年後の自分）に読まれ，理解される
ことを意識して書かなければいけない，ということです。その作業が楽だということは，
プログラムの拡張・修正もしやすい，ということにつながります。
ただし！「楽」になるには，ひとつだけコツを身につける必要があります。それが再帰

（recursion）という考え方です。再帰については，この本の全体を通じてみっちりと学ん
でいきます。

1.4.2 OCaml は強く型付けされる言語である
さて，プログラミング言語には推奨するプログラムのスタイルによって，「命令型」や

「関数型」があるという話をしました。今度は別の軸からプログラミング言語を分類する
ことで，OCamlのもうひとつの特徴を紹介します。
プログラミング言語には静的型付き言語（statically typed language）と呼ばれるものと

動的型付き言語（dynamically typed language）と呼ばれるものがあります。それらが何か
を説明するには，まず型（type）とは何なのかを簡単に説明する必要があります。「型」と
いうのは，普通は「個々のものの形を決めるもの」とか「個々のものの形を抽象したもの」
といった意味で，「クッキーの型」とか「柔道の型」とか「型にはめる」といった使い方を
します。英語では “type” といいますが，これは「あの女の子は僕のタイプだ」と日本語と
しても使われますね。プログラミング言語の用語としての「型」の意味は「プログラム実
行中に扱われるデータの種類」です。例えば，具体的なデータである整数の 1とか文字列
"abc"に対して，これは整数型，文字列型に属する，といったことが決められています。
そして，かけ算や結合といった各種演算に対しては，「かけ算は整数型のデータふたつに対
して行われる」とか「結合は文字列のデータふたつに対して行われる」といった，演算対
象の型に関する約束事が決まっています。
動的型付き言語では，こういった約束事が守られているかを，プログラムを実行しなが

らチェックしていきます。そして，約束事が守られていない，例えば，数値の 3と文字列
"abc"のかけ算が行われようとした場合には，実行を中断してエラーを発生させます。こ
のような，型に関する約束事が守られていないためにプログラム実行時に発生するエラー
を型エラー（type error）と呼びます。動的型付き言語にはLisp，Perl，Rubyなどがあり
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ます。
これに対して，静的型付き言語では，プログラムを実行する前にそのプログラムが約束

事を守っているか（正確には，そのプログラムをもし走らせたならば約束事を守るかどう
か）どうかをチェックします。約束事を守っていないと判断されたプログラムは，実行を
始めることすらできません。このチェックのことを 静的型検査（static type checking）と
呼びます。静的型付き言語には，C言語，Javaなどがあります。OCamlも静的型付き言語
です。
静的型付き言語は，静的型検査の厳密さによってさらに，強く型付けされる（strongly

typed）言語と弱く型付けされる（weakly typed）言語に分けられます。強く型付けされる，
というのは，静的型検査によってプログラムの安全性───少なくとも言語の仕様で定義さ
れていない挙動をしない，さらに多くの場合は，文字列に対するかけ算のような型エラー
が起こらないこと───が保証されることをいいます。弱く型付けされる，というのは，静
的型検査に通ったプログラムでも安全性が保証されるわけではないということです。C言
語は弱く型付けされる言語ですが，JavaやOCamlは強く型付けされる言語です。
強く型付けされる言語を使うメリットは明らかです。まず，静的型検査の段階で，あら

かじめ多くのプログラムミスを発見することができます。そして，一旦静的型検査に通過
すれば，そのプログラムを実行しても，型エラーが絶対発生しないことが保証されるので
す。これによって，プログラムのデバッグ（間違い直し）が非常に楽になります。
ここで念のため注意しておきますが，型エラーが発生しないということが，即プログラ

ムにまったく間違いがない，というわけではありません。例えば，1から nまでの積を計
算するプログラムを書くべきところ，間違えて 1から nまでの和を計算するプログラムを
書いてしまっても，その間違いを静的型検査で発見することはできません。しかし，ある
種のエラーがない，ということは，プログラムに間違いがあった時の原因が絞られるので，
本当の間違いを発見しやすくなるということにつながります。
強く型付けされる言語は，実行できるプログラムの種類を制限することによって安全性

を確保するわけですから，よく，プログラミングの柔軟性が損なわれる，と言われます。
この点，OCamlでは，多相的型システム（polymorphic type system）によって，かなり高
い柔軟性が確保されています。また，C言語や Java言語では，プログラマがプログラムの
いろいろな所に「ここは～型ですよ」という意味の宣言をしなければいけないのですが，
OCamlでは，プログラマはこのような宣言を省略することができます。その代わりに処理
系が「ここは～型のはずですね」と推論してくれます。これが OCamlの目玉機能のひと
つ型推論（type inference）です。

OCamlでは多相型システムと型推論によって，できるだけ動的型付き言語に近い感覚で
プログラムを書きつつ，安全性を確保することが可能になっています。

1.4.3 その他の特徴
その他の OCamlの特徴としては，以下のようなものが挙げられます。

• 関数を引数として受けとる関数や，関数を返す関数という高階関数（higher-order
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function）の導入による抽象度の高いプログラミング
• 対話式コンパイラ（interactive compiler）による対話的な開発
• パターンマッチング（pattern matching）による，より宣言的なプログラミングのサ
ポート

• 強力なモジュール・システム（module system）による，大規模プログラミングに必
要な分割コンパイル（separate compilation）や，プログラム部品間の情報隠蔽に役
立つ抽象データ型（abstract data type）のサポート。また，ファンクター（functor）
と呼ばれる，パラメータを持つモジュールによる，再利用性の高い大規模プログラミ
ングのサポート

• ごみ集め（garbage collection）による，自動メモリ管理。プログラマは C 言語の
malloc/freeなどを使ったメモリ管理のように頭を悩ませる必要がありません

• オブジェクト指向プログラミング（object-oriented programming）のサポート
• Tk，GTK，OpenGLなどが呼びだせる GUIライブラリ
• バイトコード（bytecode）による，コンパイル済みプログラムの高い可搬性の確保

などが挙げられます。GUIライブラリに関しては，本書では Tkを使うためののライブラ
リ LablTkを紹介します。

1.5 OCaml の歴史
OCamlは ML *1 というプログラミング言語を祖先として発展してきたプログラミング

言語です。OCamlのご先祖様であるプログラミング言語ML は，元々 1970年代にイギリ
スのエジンバラ大学でロビン・ミルナー（Robin Milner）らによって開発されたEdinburgh

LCFというコンピュータによる証明記述システムに起源を持ちます。このシステムは数学
の定理をコンピュータを使って証明するためのものですが，そのシステムには証明をする
ための「戦略」をプログラムするための言語が備わっていました。これが ML です。ML

はMeta Languageの略ですが，メタ（meta）という言葉は「～を超えた」といった意味の
接頭辞です。ここでの Meta Language（メタ言語）というのは定理を書くための論理式な
どの言語的対象を操作するための言語というくらいの気持ちです。
後に 1980年代になって，ミルナーらによって標準的な ML として Standard MLが提案

され，現在までにいくつかの処理系が開発されています。一方，1980年代後半，フラン
スの INRIA でカテゴリカル抽象機械（categorical abstract machine，通称 CAM）という
手法による ML の実装方式が開発されました。その処理系が Camlと呼ばれるものです。
その際に，Standard MLではない文法が採用されたのですが，その理由については，開発
者のひとりである Guy Cousineauは http://www.pps.jussieu.fr/∼cousinea/Caml/

caml history.htmlで，「新しいプログラミング（手法）の需要に対応するのが（標準化
のしばりによって）妨げられないように」と述べています。Camlは，1990年頃にザビエ・
ルロワ（Xavier Leroy）によって，新しい実装方法が開発されてCaml Lightが誕生します。

*1 エムエルと読みます
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その後，モジュール機構を導入した Caml Special Lightを経て 1996年にオブジェクト指
向機能が加わった OCamlがリリースされました。OCamlもバージョン 1から 3へ進むに
つれて，ラベル付き引数，多相ヴァリアントなどの機能が追加されて進化を続けています。
今では，（Standard MLから見れば）ML の方言でありながら，その処理系の実装の質の高
さから，最も人気のあるML 処理系のひとつとして利用されています。
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