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自然結合制約を含む型推論アルゴリズムの実装方式

佐々木 智啓　上野 雄大　大堀 淳

本稿では，型付き関数型言語のコンパイラに自然結合演算を加える実装方式について報告する．自然結合は強力なレ
コード演算のひとつであり，関係データベースにおける基本演算のひとつでもある．レコードを含む型付き言語が自
然結合をサポートするならば，より柔軟かつ記述力の高いレコード処理が書けるようになるとともに，SQL とのよ
り高い親和性も実現できると期待できる．この目的のため，著者らは SML#に自然結合演算を加え，その型推論器
を実装した．本稿では，まず自然結合を含む型システムの概要を紹介したのち，行った実装の詳細と利用例を報告
し，今後の展望について述べる．

1 はじめに

自然結合は関係代数において部分的な 2 つの記述

を統合する演算と解釈できる．関係データベースにお

いては 2 つのテーブルを結合する基本演算のひとつ

として提供されている．以下は関係データベース上で

の自然結合演算 ◃▹の例である．
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文献 [1]によれば，自然結合演算は 2つの値の上限を

計算する演算の特殊な場合であると解釈できる．し

たがって，適切な順序関係を定められるならば，関係

データベース以外の処理系でも自然結合演算を提供

できるはずである．

この一般化された自然結合演算を ML系関数型言

語に組み込みの演算として提供できるならば，複雑な

データを取り扱うプログラムをより効率よく記述でき

るようになり，ML系関数型言語の可能性を大きく広

げると期待できる．また，提供された演算と SQLの

MLへの統合方式 [5]を組み合わせれば，SQLの自然

結合をMLに型付きで統合することも可能である．

自然結合演算の ML系関数型言語への組み込みに

向け，著者らは自然結合演算を含む ML の型システ

ムの開発に取り組んできた [7]．この型システムは文

献 [3]の型システムをベースとして作られている．ま

た，LET多相などの文献 [3]の型システムで扱ってい

ない箇所を補うために，HM(X)型システム [2]の制約

を型システムに加える考え方を加えて導入している．

文献 [7]で示した型システムは従来のML系型システ

ムとほぼ直行しており，ML系型システムを採用する

実際のコンパイラに容易に実装できると思われる．

著者らは文献 [7] の型システムを SML# コンパイ

ラ 3.1.0 版 [8] を拡張することで実装した．実装の過



程では文献 [7]で述べられていない種々の課題が発生

した．その主要な要因はランク 1 多相性である．ラ

ンク 1 多相型をうまく推論するために，SML#コン

パイラの型推論アルゴリズムは様々な構文の型推論

時に多相型に対する多様な処理を行なっている．今回

実装する型システムでは，多相型は束縛する型変数

に閉じた制約も束縛している．したがって，変数式，

LET式，JOIN式のみで制約を取り扱うのではなく，

多くの箇所で制約を取り扱う必要があった．本稿では

文献 [7]で提案された型推論器の実装と技術的な課題

の詳細を報告する．

自然結合を SML#に導入する具体的な内容は，以

下の構文を加えることである．

join(e1, e2)

この構文はレコード e1 と e2 を自然結合したレコー

ドを表す．構文を完成させるためには型推論器とコー

ド生成器の拡張が必須である．拡張した SML#コン

パイラはこの構文に文献 [7]で与えられた通りの多相

型を与える．文献 [7]では型システムについては言及

している一方，多相的な自然結合の評価モデルの構築

は将来の課題としている．そのため現段階では結果

のレコードを計算するコード生成は未実装であり，こ

の構文を実行すると例外が発生するようにしている．

SQL を ML に統合する際に必要となる toy term の

生成にはこれで十分であり，したがって自然結合を含

む SQLクエリのMLへの統合は可能である．以上の

機能を実現するため，SML#コンパイラの型推論器

までのフェーズを拡張した．

行った拡張はほぼ型推論器で閉じている．本稿では

SML#の型推論器に制約に基づく型規則を導入する

ための方針とその実装の詳細を述べる．さらに，本稿

では，より完全な自然結合演算の MLへの統合に向

けた展望を述べる．

本稿の構成は以下の通りである．2 節では文献 [7]

の型システムの概略を述べる．3 節では SML#にお

けるランク 1 多相性の概略を述べる．4 節では型シ

ステムの SML#コンパイラへの実装の詳細を述べる．

5節で結論と今後の展望，特により完全な自然結合演

算のMLへの統合に向けた課題を述べる．

2 自然結合演算の型付け

本節では，文献 [7]が提案する自然結合演算に関す

る制約ベースの型システムの概要を述べる．

型付け規則を自然結合制約で拡張するために，自

然結合制約の導入，型ジャッジメントの拡張，多相型

の拡張が行われた．自然結合制約はオペランドと結

果の関係を示し，その形は τ = τ ⊔ τ の形である．型

ジャッジメントは型環境 Γと式 eから型 τ を導出す

る形を制約集合 C で拡張し，C,Γ ⊢ e : τ の形で示す

ようにした．多相型 σ は束縛した変数に閉じている

制約集合を加え，∀t.C ⇒ τ の形で示すようにした．

式に対する型付け規則のうち，制約が関連するもの

は以下のように示された．
C,Γ ⊢ e1 : τ1 C,Γ ⊢ e2 : τ2

(τ = τ1 ⊔ τ2) ∈ C

C,Γ ⊢ join(e1, e2) : τ

C1 ∪ C2,Γ ⊢ e1 : τ1

C1,Γ{x : ∀t.C2 ⇒ τ} ⊢ e2 : τ

(FTV (Γ) ∪ FTV (C1)) ∩ t = ∅, FTV (C2) ⊆ t

C1,Γ ⊢ let x = e1 in e2 : τ

変数 xに対する型付け規則は xに対応する多相型に

閉じている制約集合をインスタンス化し，インスタン

ス化された制約集合が型ジャッジメントにおける制約

集合の部分集合であるという条件を加えている．

文献中に示された自然結合制約で型推論アルゴリ

ズムを拡張するためのアイデアを以下に述べる．ま

ず，制約集合はグローバルなものとみなす．そのた

め，LET式のケースで閉じている制約を多相型に束

縛させる場合を除き，制約集合は常に和をとる．ま

た，制約が増えるのは JOIN 式または変数式のみで

ある．得られる制約集合は LET式の型推論時に解き，

トップレベルが LET式以外の式は等価な LET式と

みなすことでトップレベルで制約を解くようにする．

また，制約集合を解く場合も計算時間の増加を抑える

ためにオペランドの型に自由変数が存在しない制約

のみを解く．LET式のケースで多相型に束縛しない

変数は型環境 Γから制約集合 C をたどって到達でき

る変数とする．



3 ランク 1多相性

SML#コンパイラが採用するランク 1 多相性を持

つ型システムは文献 [6]に示されている型システムを

基としている．また，SML#におけるランク 1多相の

概略は SML#のマニュアルにも記述されている．本

節では，4節を読む上で前提となる，SML#コンパイ

ラが採用する型システムの概略を述べる．

SML#コンパイラで扱う単相型 τ，多相型 σ はそ

れぞれ以下のように定義される．

τ ::= t | b | τ → τ | · · ·
σ ::= τ | ∀t.σ | τ → σ | · · ·

多相型が部分型に現れるため，多相型の生成が LET

式のみではなく関数抽象式でも行われる．

ランク 1 多相性を導入することで従来の型システ

ムから大きく変わる関数適用式について述べる．この

型システムにおける関数適用式の型付け規則を以下

に示す．
Γ ⊢ e1 : τ → σ Γ ⊢ e2 : τ

Γ ⊢ e1 e2 : σ

これを踏まえた上で関数適用式 e1 e2 に対する型推論

アルゴリズムW で起こることを述べる．まず，式 e1

に対しW を適用し，e1 の型 σ1 を得る．型付け規則

から，なんらかの τ1，σ2 に対し，σ1 と τ1 → σ2 を

単一化する必要がある．従来の単一化アルゴリズム U
は多相型に対して適用できず，単一化対象の型にも多

相型が含まれているため，U を用いる以外の手段で
単一化する必要がある．提案された型推論アルゴリ

ズムでは，σ1 の形に応じて型の一部分をインスタン

ス化することで単一化としている．また，式 e2 に対

しW を適用し，得られた e2 の型 σ3 の freshな型変

数による単相型のインスタンス τ2 を生成し，τ1 と τ2

の単一化を行なっている．

4 型推論アルゴリズムの実装

著者らは文献 [7]で提案された自然結合制約を含む

型推論アルゴリズムを SML#コンパイラの型推論器

を拡張することで実装した．3節で述べたランク 1多

相性により，提案されたアルゴリズムでそのまま型推

論器を拡張することはできない．本節では，SML#コ

ンパイラの型推論器におけるランク 1 多相性の扱い

に触れた上で，型推論器の主な変更点と，実装後の型

推論器を用いた型推論の例を述べる．

SML#コンパイラの型推論器は，ランク 1 多相性

に関してはおおむね文献 [6]で示されたアルゴリズム

をそのまま実装している．型推論器内では多相型に

対する処理は大まかに generalization，instantiation，

coercion に分けられ，型推論器中の様々な箇所に発

生する．ここで，coercion は多相型を部分に含む型

を等価な型にする処理の SML#コンパイラ内での呼

び方である．これらの説明と変更点を以下で述べる．

generalizationは与えられた型に閉じている型変数

を束縛し，多相型を作る処理である．演算を行わない

関数式等の式，LET式の型推論時に多相型を生成す

る際に行われる．閉じている型変数の導出は与えられ

た型から到達可能な型変数から，型環境から到達可能

な型変数を除外することで行う．

generalization に対しては，以下の 2 つの変更を

行った．まず，多相型で束縛するものはその中に閉じ

ているという性質の保持のために，導出時に現在の

制約集合もたどるよう変更した．また，多相型では

束縛した変数に閉じている制約も束縛しているため，

現在の制約集合中から束縛対象の変数に閉じている

制約も導出す 1るよう変更した．

instantiation は多相型が束縛している型変数に新

しい型変数を割り当て，単相型とする処理である．変

数の型推論時や U を使用するために多相型のインス
タンスを生成する際に行われる．新しい型変数の割り

当ては，束縛している型変数から新しい型変数への代

入を作成し，その代入を適用することで行う．

instantiation に対しては，インスタンス化対象の

多相型が束縛している制約を制約集合に追加する変

更を行った．多相型で束縛している制約も満たすべき

制約であるため，束縛している制約にも作成した代入

を適用し，制約集合に追加するよう変更した．

coercion はある型を型推論を進める上で必要な型

に一致させる処理である．3節で述べた関数適用式の

型推論時のように，部分に含まれる多相型を等価な単

相型に変換する処理も行われる．

coercion に対しては，変換される型が多相型の場



合，その多相型に含まれる制約も満たすべき制約で

あるので，この制約も制約集合に追加するよう変更

した．

また，提案されたアルゴリズムでは LET 式及び

トップレベルで制約を解くようにしていた．アルゴリ

ズムの方針に従った上で多相型が制約を束縛する前に

制約を解かせるため，generalization前とトップレベ

ルに制約を解く処理を追加した．

最後に，実装後の型推論の実例を示す．まず，SQL

の自然結合に型付けした例を示す．SML#は SQLを

プログラムへ統合する機能を有しており，この機能に

自然結合を追加した．対話型モードで SQLの自然結

合の型を推論したものを以下に示す．

# _sql db =>

> select #t.name, #t.age

> from (#db.t1 natural join #db.t2) as t;

val it = fn

: [’a#{t1: ’b, t2: ’c}, ’b#{}, ’c#{},

’d, ’e, ’f, ’g,

’h#{age: ’f, name: ’d}.

(’h = ’b join ’c) =>

’a db -> (’d * ’f) query]

推論結果の型は，データベース dbは少なくとも 2つ

のテーブル t1と t2を有しており，t1と t2の自然結

合の結果は少なくとも 2つの列 ageと nameを有す

ることを示している．次に，制約を満たす型が存在し

ないが，型推論が行えてしまう例を以下に示す．

# fn (x, y) =>

> (#a x ^ "a", #a y + 1, _join (x, y));

val it = fn

: [’a#{a: string}, ’b#{a: int}, ’c#{}.

(’c = ’a join ’b) =>

’a * ’b -> string * int * ’c]

このとき，制約を満たす xと yの型は存在しないが，

制約の妥当性の確認はオペランドの自由変数が存在

しなくなるまで行わないため型推論は行えてしまう．

5 まとめと今後の展望

本稿では，文献 [7]で報告している自然結合制約を

含む型推論アルゴリズムの実装を報告した．既存の型

推論アルゴリズムに対する自然結合制約による拡張は

そのアルゴリズムの性質によっては文献で言及されて

いる以外の課題が存在するが，拡張を適切に行えば実

現できる．また，型推論器の拡張による変更の範囲は

ほぼ型推論器の実装に閉じていることが確認できた．

実際に SML#コンパイラの型推論器を自然結合制約

で拡張した例を報告し，利用可能であることも確認で

きた．

今後の課題は自然結合の計算を実現することであ

る．一般化された自然結合の意味は文献 [1]で示され

ている．自然結合を言語に導入する観点では文献 [4]

で導入の概略が示されている．一方で，これらを現実

のコンパイラへ導入するには型主導コンパイルにお

ける扱いといった種々の課題が存在する．
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