
幸せ Scheme生活

Pla

2年生のみなさん、情報科学科への進学内定おめでとうございます。

さっそくですが本題に。

おそらく皆さんは、4学期の必修科目で、Scheme というちょっと不思議なプログラミ

ング言語に触れることになると思います。

Schemeの言語的な特徴や、細かい文法は、演習で詳しくやるでしょう。そこで、ここ

では皆さんに、まずは、演習ですらやらないかもしれない基本的なことと、一愛好家とし

て、幸せに Schemeプログラムを書くためのコツ*1を伝授します。

参考文献だとかは余計ですので書きません。

1 式、評価、そして値

Schemeどころかプログラミング言語の基本中の基本なのに、演習の内容次第では、こ

のことはさっと流してしまうかもしれません。

正確に理解してなくても、課題をやるのに差し支えはないかもしれないですが、あとで

インタプリタを作る課題になったときに、「あれっ？」と思うかもしれないので、ここで

説明しておきますね。

何を当たり前のことを、と思う人も、一応目を通しておいた方がいいと思います。

1.1 式を入力すると、計算されて、値になる

インタプリタを対話モードで起動して（たとえば、シェルで単に “guile”と打ち込む）、

“(+ 1 2 3)” と入力して、Enter キーを入れましょう。おそらく、6 と返ってくるはず

です。

*1 なにせ見た目からしてとても奇抜な言語ですから、当然、この言語ならではのコツがたくさんあります。
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例

guile> (+ 1 2 3)

6

guile>

1行目から順に見ていきましょう。

左側の “guile>”の部分はプロンプト*2です。

この例では、あなたがインタプリタに、「ねぇねぇインタプリタさん、“(+ 1 2 3)”が

どんな値なのか計算してちょうだいよ」と要求したことになります。

2行目は、インタプリタが表示したものです。

インタプリタが、「式の計算が終わったよ、答えは “6”だよー」と言っているのです。

3行目はプロンプトで、インタプリタは再びあなたの入力を待っています。あなたから

お手紙をもらえるまで*3、けなげに待ち続けています*4。

このように、「式を計算して値を求める」ことを、評価すると言います。おそらく何度

も出てくる言葉なので、ここでよく覚えておきましょう。

1.2 ’って何？

さてここまで、インタプリタに式を与えたら、計算されて、値が出てくることがわかり

ました。

式の前に “’” をつけてインタプリタに与えると、その式は、計算されずに、式のまま

返ってきます。

実際にやってみましょう。インタプリタに、“’(+ 1 2 3)” と入力を与えてください。

式が式のまま返ってくる例

guile> ’(+ 1 2 3)

(+ 1 2 3)

guile>

“(+ 1 2 3)” という式がそのまま返ってきましたね。

*2 インタプリタを起動すると勝手に表示されます。インタプリタが、「ねぇねぇそこのきみ、ここに式を入
力してよー」と言っているのです。

*3 もしくは、シグナルを受け取って死んでしまうまで。
*4 次の式まだぁ？
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この例を先ほどまでの言い方で言うと、あなたが

• ねえねえインタプリタさん、“(+ 1 2 3)” っていう式があるんだけどさ

と話しかけたら、インタプリタが

•「はいはい、“(+ 1 2 3)”ね」

と返答した、という感じです。

さてここで、「そんなもの何の役に立つの？式が返ってきてもうれしくないじゃん」と

疑問に思う人がいるかもしれません。

これが何のためにあるかと言うと、式を式のままとっておくことで、その式を、別のや

り方で計算することができるからです。

たとえば、式の長さを計算したい場合は、次のように lengthを使います。

式の長さを計算する例

guile> (length ’(+ 1 2 3))

4

guile>

しつこいようですが、さっきまでの言い方で言い換えてみます。

あなた これ電ボよ、“(+ 1 2 3)”なる式があるのでおじゃるが

インタプリタ はいおじゃるさま、“(+ 1 2 3)”でごさいます

あなた 長さはいくらかの？

インタプリタ はいおじゃるさま、“4”でごさいます

他の計算方法の例も挙げてみましょう。

式の先頭を取り出す例

guile> (car ’(+ 1 2 3))

+

guile>
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式の先頭以外を取り出す例

guile> (cdr ’(+ 1 2 3))

(1 2 3)

guile>

式を本来のやり方で計算する例

guile> (eval ’(+ 1 2 3))

6

guile>

当然ながら、あるやり方ではちゃんと計算できた式が、別のやり方では計算できな

い*5ことがあります。

たとえば、式の長さを計算したいだけであれば、次の例はうまくいきます。

式の長さを計算する例 2

guile> (length ’(1 2 3))

3

guile>

ところが、これを evalしようとすると失敗します。

式の計算に失敗する例

guile> (eval ’(1 2 3))

standard input:7:8: In expression (1 2 3):

standard input:7:8: Wrong type to apply: (1 2 3)

ABORT: (misc-error)

Type "(backtrace)" to get more information or "(debug)"

to enter the debugger.

guile>

これがどうして失敗するのかとか、エラーメッセージの詳細とかは、今は気にしなくて

*5 つまりエラーになる
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いいです。

ちなみに、課題ではおそらく、この eval に相当するものを作ることになると思いま

す*6。

2 括弧とインデントと改行

ここでは、実際に Schemeプログラムを書くときに気をつけておくとよいことを述べま

す。演習などである程度知識をつけてから読むとよいでしょう。

2.1 必要以上に括弧のネストが深くならないようにしよう

C言語などでプログラミングしたことのある人は、「ひとつの関数はなるべく長くなら

ないようにしよう」という類のプログラミングの指針を聞いたことがあると思います。

これは Scheme とて同じことです。似たような意味、似たような機能があれば、どんど

ん細かい関数に切り分けていきましょう。

名前空間を汚すのが怖ければ、処理系が何らかのモジュールに対応していればそれを使

えばよいし、あとは、関数内関数定義なんかを使うのがおすすめです。

2.2 エディタの自動インデントを使おう

Scheme プログラムを幸せに読み書きするには、エディタの自動インデント*7機能と、

括弧の対応の表示機能が必須です。

これは、次の話に直接響きます。

2.3 閉じ括弧は、極力まとめよう

C言語などでの書き方に慣れた人は、開き括弧と閉じ括弧を、同じレベルに置きたくな

ると思います。

*6 こんな複雑なエラーメッセージを出すところまで作る必要はないと思いますが (^^;;

*7 インデントというのは、プログラムの各行頭に入っているスペースのことです。
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どうにか Cっぽく……

(define (not-null-caar*? p)

(and

(pair? p)

(pair?

(car p)

)

(not

(null?

(car

(car p)

)

)

)

)

)

しかし、この書き方だと、Scheme プログラムを書くのはとても苦痛になるはずです。

この例ではわざと括弧のネストを増やしたプログラムにしていますが、インデントの読み

方さえ知っていれば、閉じ括弧でいちいち改行しない書き方にするだけで、劇的に読みや

すくなります*8。

*8 それができるような書き方をするためにはもちろん、エディタが括弧の対応を表示してくれる必要があ
ります。
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閉じ括弧をまとめたら

(define (not-null-caar*? p)

(and

(pair? p)

(pair?

(car p))

(not

(null?

(car

(car p))))))

これは、次のように読みます。

• (and ...)の部分は defineの直下にある

• 二つの (pair? ...)の部分と、(not ...)の部分は andの直下にある

まるで、ツリー*9のように見えませんか*10？

さらに、一つ目の子では改行しないようにすると、次のようになります*11。

改行も削った

(define (not-null-caar*? p)

(and (pair? p)

(pair? (car p))

(not (null? (car (car p))))))

途中の改行を削って行数が節約できたので、宣言部にあたる defineの行と、定義部に

あたるそれ以下の行の間に空行を入れてみました*12。

どれとどれとどれが、どこの子であるというのが分かるようにインデントするのは重要

*9 ツリーと言ってわからなければ、ウィンドウズユーザの方なら、Explorerのフォルダ階層表示を思い浮
かべるとよいでしょう。

*10 見えるだけでなく、これはツリーそのものを正しく表しています。
*11 名前が長かったりして、画面の横幅をあっという間に使い切ってしまいそうだとか、そういう場合は改
行してもいいかもです。

*12 これをやるかは好みが分かれそうですが。
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ですが、重要なのはそれだけです。たとえば、孫同士が同じレベルになるようにインデン

トすることに意味がある場合は少ないです。

まとめます。

• 直下の子同士のインデントが揃うようにしよう*13。これはエディタが自動でやっ

てくれるはず。

• 閉じ括弧が続く場合は、改行しないで一気に書いてしまおう。

2.4 閉じ括弧をまとめない場合

閉じ括弧は極力まとめると言いましたが、実は例外があります。

それは、あとで追加したくなるような部分がある場合です。

たとえば、先ほどの例で言うと、andの一番最後に何かを追加したくなったとき、どの

閉じ括弧から改行して追加すればよいか、ぱっと見では分かりません。

エディタに括弧の対応のジャンプ機能がある場合は、andのところの開き括弧から、対

応する閉じ括弧にカーソルを移動できるので、その直前に挿入すればよいことが分かり

ます。

とは言うものの、それすら面倒に感じる場合があるかもしれません。というわけで、あ

らかじめ andの閉じ括弧から改行してしまいましょう。

ふつう、閉じ括弧のインデントは、子のインデントと同じにします。

閉じ括弧の途中でぶった切る

(define (not-null-caar*? p)

(and (pair? p)

(pair? (car p))

(not (null? (car (car p))))

))

*13 ただし、defineの一番目の子だけは例外。一番目の子は改行せずに書き、その後で改行して、残りの子
を 2文字くらいの字下げで揃えるのが慣例です。ここで示した例も、それに倣っています。
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