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Haskellでシグナル関数を利用した　FRP に基づく

GUIライブラリの実装

眞々田 泰裕

本論文では強い型付けを持つ関数型言語 Haskell による Arrowized Functional Reactive Programming の考え方
を用いた GUIのライブラリ Yeooeyを実装する. Yeooeyは小さい GUIユニットを関数結合的に組み合わせること
でより大きな GUIユニットを構築する実装方式をとる. また、木構造を用いて GUIのウィジェット構造を管理する
ことで GUIの構造によって異なっていた型を統一し, リスト処理をはじめとする GUIユニットの一括操作を可能と
する. Yeooey ではイベント処理や内部処理を表現するために pull ベースの AFRP ライブラリである Yampa を使
用する. シグナル関数ベースで実装することで内部処理を副作用から分離し, データの流れや入出力の関係を追いや
すくする. また,pushベースの FRPの考え方と共存させることも可能にする. また,本論文では実装したライブラリ
を用いて GUI の例を構築し, 実装方法や他の GUI との比較を行う.

The goal of this paper is to develop the GUI library ”Yeooey”, which uses arrowized functional reactive

programming in Haskell, which is a strongly typed functional programming language. GUIs with Yeooey

uses a implementation method in which we create a GUI by composing some GUIs functionaly. We unify

GUI widget types and use a tree structure to manage them, so we can process GUIs at once by using

list-processing functions. We use the pull-based AFRP library Yampa to describe interactive processing.

The use of signal functions separate it into pure operations and side-effects and makes easy to comprehend

data streams and relationship between input and output. Also, Yeooey enable to use push and pull-based

FRP. Furthermore, we show how to use Yeooey by use of GUI examples and compare other GUIs.

1 はじめに

GUIは従来命令型言語による実装が主だっていた.

しかし大規模な GUIになると変数や関数の依存関係

が複雑化し, それ故に予期せぬシステム異常が発生し

易い.

そういった問題の解決法として注目されたのがオ

ブジェクト指向プログラミングであり, 現在ではオブ

ジェクト指向の性質を持ったプログラミング言語によ

る GUIが主流となっている.

しかしそれもいいところばかりではない. 規模が大

きくなればオブジェクト同士の関係やメッセージの流

れがつかみにくくなり, それによってエラーが発生し
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たり, 原因箇所の発見や修正が難しくなり易い.

それに対し, 近年は関数型言語を用いた GUIの実

装が注目されている.

関数型言語が特徴として持つ参照透明性はデータ

のや関数の依存関係を捉えやすいものとし, エラーの

発生を軽減し,発見し易くすることで強固なシステム

を確立することができる. その中でも Haskellをはじ

めとする型に厳密な言語であればその性質はより増

強される.

GUIは副作用を伴うものであるため, その点に関し

てはなるべく純粋であらんとする関数型言語に適合

しないようにも思われる.

しかしそれでも関数型言語の特長を副作用のある

領域で有効に使うために FRP(Functional Reactive

Programming) [5] というフレームワークがある.

そこで本論文では関数型言語の中でも特に型に厳

密な Haskellで FRPを活用し, GUIの実装における



可能性を模索する.

その目的を基に以前 Neooey [10] という GUI ラ

イブラリを作成した. これは別の GUI ライブラリ

Phooey [3] を元に作られている. Phooey は小さな

GUIユニットを関数的に結合させることによってよ

り大きな GUIユニットを作ることができる特長を持

つ. この Phooeyの性質は魅力的であるがその一方で

Phooeyによって実装可能なGUIの範囲は狭く, 大規

模な例に応用することができなかった. その要因の一

つと考えたのが GUIユニットの構造である. Phooey

における GUIユニットはインターフェースを担うレ

イアウトの情報と内部関数を担うイベント処理を一つ

にまとめた構造をしている. この時 GUIユニットを

結合させる際にレイアウトと内部関数も同時に結合す

るのでコードの可読性が高まり,GUIユニットを直感

的に扱いしやすくするメリットはあるが, それ故に実

装の柔軟性に欠ける. こういった問題を解決させるた

め, Neooeyとしての出発点はレイアウトと内部処理

を分離するというところにあった. 実際に Neooeyで

は Phooeyが持つ GUIユニットの結合性をレイアウ

トと内部処理のそれぞれで保持し, その上で GUIの

表現性を高めることに成功したがその一方で課題も

いくつか見つかった.

今回作成した Yeooey は Neooey を改良したもの

である. 特徴をまとめると次の通りである.

• レイアウトと内部処理の分離: Neooey と同様に

GUI をレイアウトを担う GUI ユニットである

UIユニットとイベント等の内部処理を担うウィ

ジェットアクションに分けてそれぞれで構築する.

それらをまとめて起動することで一つの GUIと

して動かすことができる.

• WidgetTree の導入: Neooey では UI やウィジ

ェットアクションの型がウィジェット構造によっ

て変化するものになっていた. YeooeyではWid-

getTree を導入することでリスト処理をはじめ

とする GUI ユニットの統一的な操作が可能と

なった.

• ウィジェットアクションの実装に Yampa を導

入: Neooeyでは個々のイベント処理を行うウィ

ジェットアクションを関数的に結合させて大きな

ウィジェットアクションを形成するものとなって

いた. このとき形成されるウィジェットアクショ

ンは pushベースの FRPに基づくものであった.

Yeooeyではウィジェットアクションの実行にシ

グナル関数を活用し, pushベースと pullベース

の双方の FRPに基づく処理を可能とした. シグ

ナル関数の処理部分と副作用を伴う入出力部分

を分離して用意することによって入出力の関係や

値の流れを読みやすくする設計がなされている.

また, 本論文では Yeooey を用いて GUI の例を実

装し, 使用方法の紹介や Neooeyとの比較を行う.

論文の構成については次の通りである. 第 2章で関

数型言語における GUIプログラミングの手法である

FRPについて説明する. 第 3章で Yeooeyの背景に

ある GUIツールキット及びライブラリについて説明

する. 第 4章で Yeooeyの実装とを行い,Neooeyとの

比較を行う. また,Yeooeyを用いた GUIの作成法を

例を挙げて説明する. そして第 5章で関連研究,第 6

章で結論を述べる.

2 FRP

命令型プログラミングやオブジェクト指向プログ

ラミングをはじめとするプログラミングパラダイム

は多数存在する. そのひとつに FRP(Functional Re-

active Programming)がある. FRPは RP(Reactive

Programming) に関数型の特徴を組み合わせたパラ

ダイムである. FRP について述べるために, まずは

RPについて言及する.

RPはGUIや株システム,ロボットなどの外界との

やり取りが多く存在するような副作用を伴うコーディ

ングで有用なパラダイムの一つである. 副作用が多い

コードは入出力の正当性を追うのが難しく, 予期せぬ

値の代入や変更が行われたりすることでバグが発生

し易く,原因の特定がしにくくなる.

例えば伝統的なパラダイムのひとつである命令型

プログラミングは内部で用意する変数や行わせたい

命令,イベントの設定を実行させたい順番に記述する.

このようなコーディングはその命令周辺の処理の流れ

を把握する上では直感的でわかりやすいかもしれな

いがイベントや変数の数が増えて規模が大きくなる



と互いの依存関係を捉えることが困難になり, 不正な

値の参照が発生し易くなる. それに対して RPでは入

出力で取り扱う値を時間によって変化するものとして

考え, この値との関係を記述してプログラムをくみ上

げる.

例えば次のような例を考える.

x = 3;

y = 2 * x;

x = 5;

print (y);

伝統的なパラダイムでは 6が印字される. y の値を

決定する際の xの値は 3であり,その後で xの値が変

更されても yの値に影響を及ぼすことはない. 対して

RPにおいては 10が印字される. 2行目の y = 2 ∗ x
は時間によって変化する値 xと y の関係として宣言

されたものであり, xの値がその後変化するとそれに

反応するように yの値が再計算される. この考え方は

予期せぬところで変数の中身が変わってもそれぞれの

変数の関係の記述によって各値の再計算が行われるた

めにバグが発生しにくく, 値を追いやすくなり保守性

が高まる. また一般に RPのコードは長さが短くなる

という特長がある.

尚,RPにおいて時間によって連続的に変化する値の

ことをリアクティブ (reactive)，リアクティブ同士の

データフローをふるまい (behavior)と呼ぶ. また，時

間によって離散的に与えられる値をイベント (event)

と呼ぶ.

RP の考え方は名称以上に浸透しており, 例えば

Microsoft Excelなどの表計算ソフトでその考え方が

使われている.

これらの考え方を関数的に実現したものが FRPで

ある. FRPは Elliott, Hudakによる論文 Fran [5]が

原形になっている. FRPでは時間によって変化する

リアクティブやイベントを主にストリーム (stream)

で表現する. ストリームは時間によって変化する値の

リストとして表すことができ, 次のように時間と値の

連想リストとして考えることができる.

type Stream a = [(Time, Value a)]

リアクティブとイベントは連続的と離散的という違

いがあるが深い関連性もある. リアクティブは初期値

及び値の変化を表現するイベント, イベントは最初の

発生を待つリアクティブとして表現することができ

る. Elliottによる論文 [4]ではその点を踏まえ，イベ

ントとリアクティブな値を相互再帰的な定義で実装し

ている.

このような時間によって変化する値をふるまい関数

のもとで動かすことによって FRPに基づいたコード

が表現される. FRPで設計されている関数部分は純

粋なので, 値の正当性を保証する.

FRPはリアクティブやふるまい関数を処理するタ

イミングによって push 方式と pull 方式の二つの駆

動方式に分類することができる. push方式は一端の

値が変化した際, その変化を他の値にも伝播させ, 芋

づる式に再計算を行う方式である. つまりイベントが

発生したときにそれに合わせて再計算を行うことが

一般的である. 一方で pull方式は一端の値が変化し

た時ではなくその値の参照が行われる時に再計算を

行う方式である. 定められたサンプリング間隔に合わ

せて各値の再計算を行うことが一般的である.

この二つの方式の優位性は値が変化する頻度によっ

て左右される. 変化の頻度が高い場合, その変化を逐

一伝える push形式ではタイムリークやスペースリー

クを多く生じさせる原因となる. そのためその情報が

必要となるタイミングで再計算を行う pull形式の方

が優れている. 逆に変化の頻度が低い場合は push形

式の方が優れている. 値の変化に即時反応して計算さ

せることができるためタイムラグが小さくて済むた

めである.

FRPにもいくつか種類があり, そのうち本論文と関

係するのは AFRP(Arrows-based Functional Reac-

tive Programming) である ( [7], [9], [1]). AFRP は

アローの一種であるシグナル関数 (signal function)

を利用して FRPを体現したものである. AFRPにお

いてイベントやリアクティブはシグナル (signal) と

呼ばれる.そしてそれらのふるまい関数に当たるのが

シグナル関数である.

シグナル関数はふるまいのようなものでシグナル

(signal)と呼ばれるリアクティブを変換する関数であ

る. AFRP では複数のシグナル関数を結合し，大き



なシグナル関数をつくることでプログラムの構築を

行う.

3 Yeooeyの背景にあるGUIライブラリ

この章では Yeooeyの開発に当たってその内部で使

用されている Yampa, wxHaskell 及び Yeooey の以

前のバージョンである Neooeyについて言及する.

3. 1 Yampa

Haskell における AFRP の伝統的なライブラリと

して Yampa が挙げられる. Yampa は Fran [5] に基

づいて開発された Haskellの GUIライブラリであり,

Yale Haskell Group [12] によって開発された. FRP

としての基本設計は pull方式に基づいている.

Yampaではシグナル関数を表現するための型とし

て SFが使われる.

data SF a b

SF 型はアローとして扱うためのプリミティブな演

算子がいくつか用意されており,それらを活用して一

つのシグナル関数を構築する.以下にその演算子の例

を載せる.

arr :: (a -> b) -> SF a b

(>>>) :: SF a b -> SF b c -> SF a c

first :: SF a b -> SF (a, id) (b, id)

second :: SF a b -> SF (id, a) (id, b)

(&&&) :: SF a b -> SF a b’ -> SF a (b,b’)

loop :: SF (a, p) (b, p) -> SF a b

loopPre :: b -> SF (a, p) (b, p) -> SF a b

3. 2 wxHaskell

wxHaskell [8] は C++で記述されている GUIツー

ルキット wxWidgetsを Haskellで扱えるようにバイ

ンディングした GUIツールキットである.

現在も更新は行われており, 公式ページ †1 から無
償で入手することができる.

ボタンやテキストコントロールなどの GUIを構成

するオブジェクトをウィジェットと呼ぶ. wxHaskell

†1 https://wiki.haskell.org/WxHaskell

では専用の関数でウィジェットを生成することができ

る. このとき同時にウィジェットハンドラが用意され,

このハンドラを通してウィジェットに視覚的な変更,

あるいは内部の処理を要求することができる.

GUIウィジェットはそれぞれプロパティを保持して

いる. プロパティはいくつかの属性の集合で表され,

ウィジェット上に表示される文字列やサイズなどの情

報が与えられる. wxHaskellでは属性のリストとして

プロパティを表現しており, ウィジェットハンドラを

通して属性を定めることが可能となっている. 以下に

wxHaskellによる GUIの簡単な実装の例を載せる.

main :: IO ()

main = start hello

hello :: IO ()

hello

= do f <- frame

[ text := "Hello!"]

quit <- button f

[ text := "Quit"

, on command := close f]

set f [layout := widget quit]

3. 3 Neooey

Neooey [10] は GUIユニットの結合性を意識して

構築された Haskell の関数型ライブラリである. そ

のベースとなる GUIライブラリには wxHaskellが用

いられている. このライブラリは Elliottによって開

発された Phooey [3] の問題点を解決させるべく実装

したものである. Phooeyにおいては UIと呼ばれる

GUIユニットがレイアウトとふるまい関数の両方を

同時に保有するように設計されている. そのことは手

軽に GUIを構成できるメリットがあるが, その一方

でイベントのやり取りが複雑になると実装が難航す

るという問題があった. そこで Neooeyではレイアウ

トを保有する GUIユニットとふるまい関数を保有す

る GUIユニットを分離し, それぞれ設計してからま

とめ上げる形にすることによって実装できる GUIの

表現幅が広がった. しかしその一方でいくつか問題点

も見られた.

• GUIユニットに対して包括的な処理ができない:



Neooey では各 GUI ユニットが自身の構造を表

現する型をそれぞれ持っている. そしてそれらを

結合させた場合はウィジェットを表す型もタプル

結合される.

uiAppend :: UI (TextCtrl, Button)

uiAppend = uiEntry <-> uiButton

uiEntry :: UI TextCtrl

uiButton :: UI Button

しかし GUIユニットが保有しているウィジェッ

ト情報が異なる場合はリスト構造などの複数の

GUIユニットに対して一括で処理を与える操作

が制限されてしまう.

• 大規模な GUIユニットの型が長大になる: 前項

でも述べた通り, NeooeyではGUIユニットを結

合させた場合, ユニットが保有するウィジェット

型がタプル結合される. このことは GUIの規模

が大きくなればなるほど型が長く複雑になってし

まう問題を引き起こす. そこで結合された型にそ

の都度新たな名前を定めることによって可読性を

助ける工夫をユーザ側に促していた.

• pullベースで実装することができない: FRPは

イベントやデータを処理するタイミングで push

方式と pull方式の 2つに区分される. push方式

はイベント駆動とも呼ばれ, ユーザの入力などに

よって外部からイベントが発生した際に状態の再

計算を行う方式である. それに対して pull 形式

はデータ駆動とも呼ばれ, 定められた間隔でデー

タが与えられ, その際に状態の再計算を行う方式

である. Neooeyでは push方式で実装するよう

に設計されており, pull方式による実装が行えな

いようになっていた.

これらの問題を解決させることが次章で述べる新

しいライブラリの開発の動機づけとなっている.

4 Yeooey

この節では我々が今回実装した GUI ライブラリ

Yeooey とその特徴について述べる. Yeooey は以前

実装を行った GUIライブラリ Neooeyをベースに改

良を加えて汎用性を高めたものである. Neooeyの特

長の一つである GUIをウィンドウやウィジェットの

レイアウトを表す UIユニットと GUI内でやり取り

する内部データの処理を表すウィジェットアクション

を分離して記述する点については共通している. 本節

では Yeooeyの構造に関して

• WidgetType

• UIユニット

• ウィジェットアクション
• expand 関数

の順で述べる. また, Yeooeyを用いて GUIを実装す

る方法を具体例を挙げて述べる.

尚,開発に当たって使用したライブラリやモジュー

ルのバージョンはそれぞれwxWidgetsが 3.0.2, GHC

が 7.10.3, Yampaが 0.10.7, wxHaskellが 0.92.2.0で

ある.

4. 1 WidgetType

Yeooey ではウィジェット構造を表現するために

WidgetType 型を導入する. WidgetType 型はボタン

やテキストコントロールなどの個々のウィジェットを一

つのデータ型としてまとめたものである. WidgetType

型はその内部で指定されたウィジェットのハンドラを

保有する.GUIに対する処理は Yeooey内部において

このウィジェットハンドラを経由して行われる.

data WidgetType =

NoWidget

| WMWin MWin

| WWin Win

| WBitmapButton (BitmapButton ())

| WBitmapToggleButton

..(中略)

| WTextCtrl (TextCtrl ())

| WToggleButton (ToggleButton ())

| WTreeCtrl(TreeCtrl())

実際の GUI では階層的にウィジェットの管理が行

われる. そこで Yeooey ではウィジェットの階層構

造を WidgetTree 型で表現する. WidgetTree 型は

WidgetType型で表される個々のウィジェットを木構

造で管理するものである.

type WidgetTree = Tree WidgetType



WidgetTree 型においてウィジェットハンドラは葉

のみが持つようにし, 節点にはウィジェットハンドラ

を持たせない. また,節点が持つ枝の本数は任意の正

整数可能であり, 設計としてはこれらの枝をリストの

形で管理している.

4. 2 UIユニット

4. 2. 1 UIユニットの構造

Yeooey では Neooey と同様にすべての GUI をメ

インフレームとメインコンテナを共通のレイアウト

として持ち, メインコンテナの中で独自のウィジェッ

ト構造を構成していくものとしている.

そこで GUI の視覚情報を担う構成単位として UI

型を導入する. UI型はメインフレームとメインコン

テナを参照して動くアクションとして定義され, さら

に WidgetTree型で表されるウィジェット構造とレイ

アウトの情報を保有している.

type UI =

MWin ->

Container ->

IO (WidgetTree, Layout)

ここで, MWin は wxHaskell におけるウィンドウフ

レーム型 Frame ()のシノニムであり, Containerは

Panel ()などのウィンドウ内で使用される梱包ウィ

ジェット型をまとめたデータ型である. そして Layout

はレイアウト情報を示す型であり,wxHaskellで使用

されている同名の型と同一のものである.

UI型は直感的には上記のようなメインウィンドウ

とメインコンテナを引数にして動くアクションとして

表現されるが, 実際は次のようにモナド変換子を使用

した定義として表される.

type UI =

ReaderT MWin

(ReaderT Container

(WriterT Layout IO) WidgetTree)

先の定義と比較すると ReaderT が型引数,WriterT

が返り値の型に対応している. モナド変換子は引数を

伴うモナド関数を状態を内包する単一のモナドとし

て扱うことができる. Yeooey では UI ユニットをモ

ナド変換子で定義することで複数の状態を表面上一

つのモナドで保有し,結合的に扱えるなどのメリット

を得ることができている.

UIユニットを構築するためにいくつかの基本的な

関数を提供している.そのうちのいくつかを次の小節

で紹介する.

4. 2. 2 UIユニットを新しく生成する

一般的な GUIはボタンやテキストエントリなどの

いくつかの基本的なウィジェットの組み合わせで構成

されている. Yeooeyではそういったウィジェットを新

しく作成するための関数が多数用意されている. これ

らの関数はプロパティリストを引数にとり, そのウィ

ジェットに行わせる処理を記述するためのウィジェッ

トハンドラを WidgetTreeとして保有する UIユニッ

トを形成する. 行わせたい処理は後述するウィジェッ

トアクションによって記述される. プロパティリス

トは wxHaskell の書式を用いており, 作成するウィ

ジェットの種類に応じた属性を指定することができる.

以下にその例を示す.

buttonUI :: [Prop (Button ())] -> UI

textCtrlUI :: [Prop (TextCtrl ())] -> UI

buttonUIはボタンウィジェットを作成するための

関数である. また textCtrlUIはユーザによって入力

することができるテキストコントロールを作成する

ための関数である.

4. 2. 3 複数のUIユニットを結合する

前小節の関数などによって作成された複数の UIユ

ニットは最終的に一つに統合される必要がある. そ

れらを行うために Yeooey では UI ユニットを結合

するための関数をいくつか備えている. 結合関数に

よって UIユニットを結合するとその内部で保有する

WidgetTreeも結合される. このとき新たに生成させ

る WidgetTreeは根にウィジェットハンドラを持たず,

結合される UIユニットの WidgetTreeをそれぞれ枝

として持つ. 以下にその例を紹介する.



(<->), (<|>) :: UI -> UI -> UI

a <-> b = rowUI 5 [a,b]

a <|> b = columnUI 5 [a,b]

rowUI, columnUI :: Int -> [UI] -> UI

二つの UIユニットを連結させる場合は演算子 (<->)

及び (<|>)を使用する. 前者は横方向に,後者は縦方

向に結合させる働きを持つ. これらはそれぞれ rowUI,

columnUIの特殊な例であるため, より細かい指定を

行いたい場合はこちらを使用する. rowUI は横方向

に, columnUI は縦方向に複数の UIユニットをまとめ

て連結させることができる. また,第一引数の Int型

は配置するウィジェット同士の間隔幅を表している.

4. 2. 4 UIユニットにレイアウト情報を付与する

UIユニットはGUIの視覚的な面を担うものである

ため, そのレイアウトを調整するためのレイアウト関

数を提供している. これらの関数は UI型の値を変換

する形で使用し, この関数らを通してウィンドウ内に

おけるウィジェットの配置やサイズ,他のウィジェット

との関係などを設定することができる. 以下にその例

を示す.

marginUI :: Int -> UI -> UI

fillUI :: UI -> UI

minsizeUI :: Size -> UI -> UI

marginUI関数は引数で与えられた UIユニットのレ

イアウトの端に余白をつくる関数である.この関数は

UIユニットのレイアウトにおける最後の仕上げとし

て使用される場合が多い. また, fillUI 関数は与え

られた UIユニットのレイアウトを拡大して余白を埋

めるレイアウト関数である. 更に fillUI 関数は UI

ユニットのサイズを指定する目的で使用する.

4. 2. 5 GUIを実行する

最終的に, ユーザーによって作成された GUI は起

動する手段が必要となる. Yeooeyでは定義した GUI

を起動するための関数として runYUI関数を提供して

いる. runYUI関数はウィジェット構造や視覚的な配置

を管理する UIとその内部処理を後述するウィジェッ

トアクション WidActを引数にとり GUIを起動する.

runYUI :: UI -> WidAct’ a -> IO ()

4. 2. 6 Neooeyとの比較

UI型は Neooeyでも導入していたが, ウィジェット

ハンドラの管理方法に違いがある. Neooeyではウィ

ジェットハンドラそのものやその構造をタプル結合の

組み合わせで表現することで管理を行っていた. ウィ

ジェットハンドラの種類や構造が変わると型も変わる

ため, 異なる型の組み合わせでもまとめることができ

るタプルを使用した経緯があった. Neooey における

UI型は型引数を一つ伴うようになっており, そこには

しばしばタプル結合されたウィジェットハンドラの構

造を表すようになっていた. この点については型を見

ることで構造がわかるというメリットはあるが, 複雑

なウィジェット構造を持つ UIユニットでは型の表示

が長く難解なものとなり, 違ったウィジェット構造を

持つ UIユニットをリストのような一括処理に対して

限界があった. それに対して Yeooeyにおける UI型

はウィジェット構造によらずその構造は WidgetTree

型となる. そのため型引数を伴わずに表現することが

できるようになり, 異なるウィジェット構造を持つ UI

ユニット同士でもリストや木構造で包括的な処理や探

索が可能となった.

4. 3 ウィジェットアクション

4. 3. 1 ウィジェットアクションの構造

YeooeyではGUIのイベント処理や内部計算などの

処理を行うための構造としてウィジェットアクション

を導入している. すべてのウィジェットアクションは

メインフレームとメインコンテナ, 及び WidgetTree

を参照して動くアクションとして定義される. この

うち WidgetTreeについては UIユニットが保有する

ウィジェット構造と対応しており, ウィジェットアク

ションを UIユニットに埋め込む際は対象の UIユニッ

トが持つものと一致している必要がある.



type WidAct’ a =

MWin ->

Container 　->

WidgetTree ->

IO a

type WidAct = WidAct’ ()

また, 実際に使用する際は UI 型と同様に直接引数

を伴う形ではなく, ウィジェットアクションもモナド

変換子を使用した定義として表される. これによって

UIユニットと同様にウィジェットアクションも単一の

モナドとして扱うことを可能にしている.

type WidAct’ =

ReaderT MWin

(ReaderT Container

(ReaderT WidgetTree IO))

ウィジェットアクションを作成する際はモナドの性

質を利用し, do記法や (>>=)演算子などを使用する.

ただしウィジェットアクションに対してモナド結合を

適用させる際は結合されるそれぞれのウィジェットア

クションが保有しているウィジェットハンドラの構造

を一致させておく必要がある. もし結合を行いたい

ウィジェットアクションが一致していない場合は後述

する expand関数を通して構造の拡張を行って一致さ

せる必要がある.

4. 3. 2 イベントウィジェットアクション

ウィジェットアクションを実装する方式のひとつと

して Yeooeyではシグナル関数を経由して行う方法を

提供している. その方法とはまずユーザー入力など外

部からイベントが発生するとシグナルを生成させる.

次にそれを入力シグナルとして GUIの本質的な計算

部分を記述したシグナル関数を動かして出力シグナル

を生成する. 最後にシグナル関数を通して得られたシ

グナルをもとに盤面を更新させるというものである.

このとき,入出力で与えられるシグナルを管理する機

能を兼ね備えたウィジェットアクションとしてイベン

トウィジェットアクションを導入する.

イベントウィジェットアクションはほとんどウィ

ジェットアクションと同一のものであるが,シグナル

を一時格納するために SignalHolder を追加で引数

にとるようになっている.

type EvWidAct’ sig a =

MWin ->

Container ->

WidgetTree ->

SignalHolder sig ->

IO a

type EvWidAct sig = EvWidAct’ sig ()

ただしモナドとして扱うメリットを享受するため,

EvWidAct についても UI ユニットや WidAct と同様

にモナド変換子による表現が使われる.

type EvWidAct’ sig =

ReaderT MWin

(ReaderT Container

(ReaderT WidgetTree

(ReaderT (SignalHolder sig) IO)))

type EvWidAct sig = EvWidAct’ sig ()

イベントウィジェットアクションもウィジェットア

クションと同様にモナドとして扱い,結合や生成を行

うことができる. また,結合の際には結合されるそれ

ぞれのイベントウィジェットアクションが保有してい

るウィジェットハンドラの構造を一致している必要が

ある. この点についても通常のウィジェットアクショ

ンと同じである. イベントウィジェットアクションに

ついても保有するウィジェット構造が異なるものを結

合させたい場合は後述する expand関数を通して構造

の拡張を行い,一致させる必要がある.

4. 3. 3 シグナル関数をウィジェットアクションに

埋め込む

シグナル関数経由でウィジェットアクションを作る

場合は makeWA 関数を使う. この関数はイベントウィ

ジェットアクションとシグナル関数, 及びウィジェッ

トアクションを作る関数を引数に取り, それらをまと

め上げたウィジェットアクションを構成する.

makeWA ::

EvWidAct inp

-> SF (Event inp) oup

-> (oup -> WidAct)

-> WidAct



第一引数のイベントウィジェットアクションはシグ

ナル関数に渡す入力シグナルを構成するために用意

するアクションである. このアクションはボタンやク

リックなどの GUI に対する操作と関連付けられ, 行

われた操作に応じた入力シグナルを生成する. このシ

グナルはイベントシグナルとなって第二引数で指定し

たシグナル関数へと伝達される.

第二引数のシグナル関数は必ずイベントシグナル

を入力シグナルとして動くものとして定義する必要

がある. シグナルの動かし方は push, pull, push-pull

の三種類を提供している. そのうち上記の makeWAは

push-pull形式の動かし方に則っている.pullを含む形

式で動かした場合はシグナルが発生していない場合

でもシグナル関数の再計算が行われる.このときシグ

ナル関数の入力として NoEventが与えられる.

第三引数の関数はシグナル関数を動かして得られ

た出力シグナルを引数に取る. その得られた値に応じ

て GUI の視覚的な更新を行わせる働きを持つ. この

シグナル関数実行後に呼び出す事後処理用関数をシ

ンク関数と呼ぶ.

4. 3. 4 入出力シグナル用ウィジェットアクション

makeWA 関数でウィジェットアクションをまとめ上

げるには, シグナル関数の他に入力シグナルを作るイ

ベントウィジェットアクションと出力シグナルを使っ

て視覚面を整えるウィジェットアクションが必要とな

る. Yeooey ではこれらのウィジェットアクションを

作るための関数を各種用意している.以下にその例を

示す.

setSigOnActionEWA :: sig -> EvWidAct sig

setTextWA :: ShowText a => a -> WidAct

イベントウィジェットアクションは関数名の末尾

に EWA, ウィジェットアクションは関数名の末尾に

WAをつけて区別している. setSigOnActionEWA関

数はボタンなどのアクションが外部から行われた際に

シグナルを発生させるイベントウィジェットアクショ

ンである. また,setTextWA 関数は引数で受け取った

String に変換できる値を反映させるウィジェットア

クションである.

4. 3. 5 Neooeyとの比較

WidgetAction 型も Neooey には導入されていた

が, いくつか違いがある.そのうちの一つは UIユニッ

トと同じように型引数を持つか否かにある.Neooey

の方は WidgetAction型についてもウィジェット構造

に沿った型引数を伴うため,探索や統一的な処理に限

界があったが Yeooey ではそれが可能になっている.

また,ウィジェットアクションの実装方法については

Neooeyと Yeooeyで大きく異なる.Neooeyではウィ

ジェットアクション内部で動的に変化する値を管理

し,push方式の FRPに基づくアクションを構築する

ことができた.その一方で pull方式で動かすことはで

きず, 自動で盤面を再計算するような GUI について

は実装がややこしく苦手としていた. その点 Yeooey

ではウィジェットアクションの実装に Yampa由来の

シグナル関数を導入することで, push 形式でも pull

形式でも動かすことを可能とした. それにより自動で

再計算される GUIについてもシグナル関数さえあれ

ば容易に実装できるようになった. さらには内部計算

を行うシグナル関数部分と GUIの入出力に関与する

ウィジェットアクションとが明確に分離されているこ

とで値の流れを追いやすくなっている.

4. 4 expand関数

Yeooey において,UI ユニットやウィジェットアク

ションを結合する際はウィジェット構造が一致してい

る必要がある.もし一致していない場合は特殊な関数

を通してウィジェット構造を調整する必要がある.

ウィジェット構造の調整は UIユニット側で行う場合

とウィジェットアクション側で行う場合の二種類存在

する. UIユニット側で行う場合はウィジェットアクショ

ンと連携させる必要のないウィジェットを切り捨てて

ウィジェット構造を簡潔にする目的で使用する. また,

ウィジェットアクション側で行う場合は保有するウィ

ジェット構造の範囲を拡張する目的で使用する. これら

の拡張関数は型クラス ExpandableWidgetStructure

のメソッドとして提供しており, それによって UI ユ

ニット,ウィジェットアクション,イベントウィジェッ

トアクションのいずれにおいても適用させることが可

能である. その拡張関数の一例は次の通りである.た



だしウィジェットの木構造の二つの枝を伴う節に対し

て使用するもののみをここでは取り扱う.

left, right ::

ExpandableWidgetStructure wa =>

Unop wa

(<=>) ::

(Monad wa,

ExpandableWidgetStructure (wa a)) =>

wa a -> wa a -> wa ()

これらは UIユニットに適用する場合とウィジェット

アクション, 及びイベントウィジェットアクションに

適用する場合で仕様がいささか異なる.

UIユニットに対しては left及び right関数を使

用することができる. 名前が示す方向のウィジェット

構造を残し, そうでない方のウィジェット構造を除去

する. ただし上下方向の結合に対しては上側のウィ

ジェット構造のみを抜き出す場合は left,下側のウィ

ジェット構造のみを抜き出す場合は rightを使用する.

ウィジェットアクション,及びイベントウィジェット

アクションに対しては left, right, (<=>) を使用す

ることができる. left, rightについては引数で与え

られたアクションのウィジェット構造が関数名が示す

方向の枝になるように拡張する. また,(<=>)は二つの

ウィジェットアクション,あるいはイベントウィジェッ

トアクションを結合する. 引数で受け取るアクション

はウィジェット構造が一致している必要がなく, アク

ションの結合と同時に保有するウィジェット構造も結

合される.

4. 5 実装例：カウンター

本節では実際の例を通して Yeooeyによる GUIの

実装の過程やその例を紹介する. 特にここではボタン

クリックによってカウントアップが行われていくカウ

ンターを実装する. ここで実装する GUIはボタンと

テキストコントロールが一つずつあり, そのテキスト

コントロールには正の整数が記載されている. その数

値はボタンが押された回数を意味しており, ボタンを

一回押すたびにカウントが 1 ずつ増えていくという

ものである.

Yeooey で GUI の実装を行う場合は入出力,UI ユ

ニット,シグナル関数,WAの順番で決定及び実装を行

うことを推奨する.本節においてもその順番で紹介を

行う.

このカウンターの例の場合,入力はボタンが押され

たことによるイベント, 出力はテキストコントロール

に表示させる文字列となる. この入出力はシグナル関

数に対する入力シグナルと出力シグナルに直結する.

そこで各シグナルに型を定めておくと見通しが立て

やすくなる.

type SigInp = Int -> Int

type SigOup = Int

入力シグナルを示す型 SigInpはボタンが押された

ときに伝達される情報の型を表す.今回は Int型の変

換を行う関数を伝達させるようにし,シグナル関数内

でそれをまとめ挙げる方式をとる. わかればいいの

で Int型を与えている. また,出力シグナルを示す型

SigOupは表示させる数値を扱うものとするため,Int

型である. ここで,テキストコントロールは文字列の

形で出力されるため, 出力シグナルについては String

型として考えてもよい. どちらの定義で実装を行って

もシグナル関数実行後に呼び出すシンク関数によって

つじつまを合わせることが可能である.

次は UIユニットの定義である. ここでは思い描く

GUI のイメージに合わせて小さな UI ユニットを結

合的に構築しつつ構成する. そのとき必要のないウィ

ジェットを保持しないなど, 保有するウィジェット構

造についても気を遣っておく.

図 1 シンプルカウンター



counterUI :: UI

counterUI

= marginUI 10 $ countBoardUI

<|> fillUI upButtonUI

countBoardUI :: UI

countBoardUI

　 = minsizeUI (sz 200 40)

$ textCtrlUI [text := "0"]

upButtonUI :: UI

upButtonUI

　 = buttonUI [text := "up"]

細かいレイアウト関数を適用してはいるが,本質だ

けを述べるとテキストコントロールウィジェットを作

成するために textCtrlUI, ボタンウィジェットを作

成するために buttonUI を呼び, それらを (<|>)演算

子で縦方向に結合することで構成されている. このと

き構築されるウィジェット構造は木構造の左枝にテキ

ストコントロールウィジェットハンドラ,右枝にボタ

ンハンドラが来る.

次は処理の本体を記述するシグナル関数の実装で

ある. 入出力シグナルの型が合うように構築する.

countSF :: SF (Event SigInp) SigOup

countSF = accumHold 0

accumHold ::

b ->

SF (Event a) b

accumHold は内部で値を保有し, 再計算の度にその

値を出力するシグナル関数である. 保有する値の初期

値は引数として与えられ, 入力イベントシグナルから

受け取った関数でその都度更新及び出力が行われる.

シグナル関数の実装が終わったらあとはそれを包み

込むようにウィジェットアクションを構築する. この

例ではボタンが押されるまで待機し, 自動で再計算を

行わせる必要がないため, push形式の FRPに基づい

て実行する. このとき makePushWA関数を使用するこ

とで push形式の実行が可能になる.

wact :: WidAct

wact = makePushWA evWA countSF sink

sink :: SigOup -> WidAct

sink = left.setTextWA

evWA :: EvWidAct SigInp

evWA = right setSigOnActionEWA (+1)

今回の例ではボタンからの入力しか考えないため,

イベントウィジェットアクション evWAは単一のイベ

ントウィジェットアクション setSigOnActionEWAで

表現することができる. また,このボタンハンドラは

ウィジェット構造の右枝に位置することになるため

rightEWA関数で拡張を行う.

シンク関数についても唯一のテキストコントロー

ルに対する処理しか考えないため,単一のウィジェッ

トアクション setTextWAで実装可能である.ただし,

テキストコントロールハンドラはウィジェット構造の

左枝に位置するので leftWA関数で拡張を行う必要が

ある.

これで一通り必要な部品の実装ができたので runYUI

系の関数を使用してひとつにまとめれば完成である.

main :: Action

main = runFYUI counterUI counterWA

Yeooey の特徴の一つに拡張や UI ユニット, ウィ

ジェットアクションの差し替えがしやすい点が挙げら

れる. 例えば UIユニットは変えずにテキストコント

ロール上で右クリックをするとカウントをリセットす

る機能を追加したい場合は 0 に変換するシグナルを

伴うイベントウィジェットアクションを追加して

evWA2 :: EvWidAct SigInp

evWA2 =

setSigOnClickREWA (const $ const 0)

<=> setSigOnActionEWA (+1)

とすることで達成される.

また,UIユニットも変更してカウントダウン用のボ

タンを追加することを考える. この場合は追加するべ

きウィジェットの UIユニットとイベントウィジェット



図 2 拡張されたカウンター

アクション,及びそれぞれを結合したものを用意する

ことで実装することができる.

counterUI2 :: UI

counterUI2 =

marginUI 10

$ countBoardUI <|> buttonsUI

buttonsUI :: UI

buttonsUI =

fillUI upButtonUI

<-> fillUI downButtonUI

downButtonUI :: UI

downButtonUI =

buttonUI [text := "down"]

evWA2 :: EvWidAct SigInp

evWA2

= setSigOnClickREWA (const $ const 0)

<=> buttonsEWA

buttonsEWA :: EvWidAct SigInp

buttonsEWA

= setSigOnActionEWA (+1)

<=> setSigOnActionEWA (subtract 1)

4. 6 実装例：ロケットランダー

前小節ではカウンターの小さな GUIの実装例を取

り扱ったが, 本節ではもう少し規模を大きくしてロ

ケットランダーと呼ばれるゲームを制作する. 尚,こ

の例は Hungerによる関数型言語 Elmで記述された

ソースコード †2 を Yeooeyで動くように移植したも

のとなっている.

ロケットランダーはロケットを操作してプラット

†2 https://blog.wearewizards.io/experience-report-rocket-

lander-in-elm

ホームに着地させるゲームである. 安全に着陸させる

ことができればゲームクリアであり, 地形に衝突して

しまうとゲームオーバーとなる.

この例はユーザからのキー入力を待つため push的

な側面を持つと同時にゲーム内時刻を経過させて定

期的に盤面を更新する必要があるため,pull的な側面

も持つ例となっている.

実装方式はカウンターの例と同様にシグナルの

型,UI,ウィジェットアクションの順で考察を行う.

図 3 ロケットランダー

まず考えるのはシグナルに関してである. シグナル

関数はゲームの状態を内部に保有し, 入力シグナルで

送られるイベントに応じて更新を行う. 今回の例では

ユーザのキーボード入力を入力シグナルとして考え

る. どのキーが押されたか,あるいは離されたかを捕

捉するように設計する. また, 出力シグナルはシグナ

ル関数がその時保持している内部状態を出力させる.

内部状態は盤面を表現するのに必要なロケットや地

形, ゲームの実行状態を持ち, シンク関数を用いて盤

面の更新を行う.

入力シグナルの型 SigInp 及び出力シグナルの型

SigOupについては次のように定義される.



data SigInp

= KeyDown Key

| KeyUp Key

| NoOp

data SigOup = Model

{ gravity :: Gravity

, ship :: Ship

, state :: GameState

, platformPos :: PlatformPos

, height :: Height

, width :: Width

}

シグナルの考察が終わったら, 次は UIユニットの

実装である. 今回の例では描画用のスクリーンウィ

ジェットを一つだけ配置するシンプルな形をとる. そ

してスクリーン用のウィジェットの上でキーの入力を

感知するように設計する.

landerUI :: UI

landerUI =

minsizeUI (sz 3000 2000)

$ panelUI []

次はウィジェットアクションの実装である. その

ために入力シグナルを生成するためのイベントウィ

ジェットアクション, 内部状態の更新を記述するシグ

ナル関数, その都度状態を盤面に反映させるためのシ

ンク関数を定める.

landerWA :: WidAct

landerWA = makeWA

landerEWA

landerSF

paintSink

landerEWA :: EvWidAct Msg

landerEWA =

do setSigOnKeyUpEWA

$ KeyUp .fromEvKey

setSigOnKeyDownEWA

$ KeyDown .fromEvKey

landerSF :: SF (Event SigInp) SigOup

paintSink :: SigOup -> WidAct

イベントウィジェットアクション landerEWA は先

ほどの考察通り, キーが押された場合と離された場

合に応じたシグナルを発生させる. シグナル関数

landerSF とシンク関数 paintSink については詳し

い定義を省略するが, シグナル関数 landerSFは入力

シグナルやゲームの状態に応じた場合分け, シンク関

数 paintSinkはゲームの状態に応じた場合分けを意

識することで比較的容易に実装することができる.

最後に実装した UIユニットとウィジェットアクショ

ンをまとめて実行を行う. runNSYUI関数はタイトル

バーに表示させる文字列とウィンドウサイズを追加で

指定することができる実行関数である.

main

= runNSYUI

"Rocket Lander"

(sz 1600 800)

landerUI

landerWA

5 関連研究

関数型言語を用いて設計された GUI ライブラリ

は多く存在する. しかしその多くは wxWidgets や

Gtk+などの C系の言語で設計されたライブラリを

少なからず活用しており, GUIの実装スタイルも逐次

実行的な形をとるものがほとんどである.

関数型言語でGUIの内部処理を記述するため, FRP

を活用するライブラリも増えてきているがそれらは

特に Haskellにおいて活発に開発されている.

reactive-banana [6] は Apfelmus によって開発さ

れた FRPライブラリである. できるだけシンプルに

記述できるよう目指して現在も開発が続けられてい

る. このライブラリは単独で使用するというよりも

wxHaskellや Gtk2Hsなどの他の GUIライブラリと

組み合わせて使用することを想定しており, 一般の

GUIライブラリに FRPの性質を持たせることができ

る. 構造としては主に FRPの概念を確立した Elliott

の論文 [5], [4] に影響を受けており, 時間によって変化

する値を Behavior 時間のある一点で発生する値を

Eventとしてこれらを結合,変換させることで処理を

記述していく.

例えば wxHaskell と reactive-banana を組み合わ



せて GUIを作成する場合,まず wxHaskellによる記

法でウィジェットを作成し, レイアウトや簡単なイベ

ントなどの設定を行い, そのあとで reactive-banana

を活用した内部処理を記述していくことになる.ウィ

ジェットハンドラについては wxHaskell によるウィ

ジェット関数によって生成された生のものを流用する

形になる. wxHaskellによる GUIアクション内で内

部処理を記述するため, GUIアクション内部での分離

は行われているが, アクション単位での分離は通常行

われていない. Yeooey の場合は UI ユニットでレイ

アウトやウィジェットハンドラの構造を設計し, ウィ

ジェットアクションで内部処理を記述するように関数

単位で分離しており,ウィジェットハンドラについては

UI ユニットや WidAct 型の内部に秘匿して直接見え

ないように設計している. ただし,reactive-bananaが

提供する領域はあくまでも GUIの内部処理面だけな

ので,他のGUIライブラリと組み合わせることによっ

て関数単位での分離は可能になる. reactive-banana

の領域は Yeooeyにおけるウィジェットアクションを

作成する際に実装する Yampaのシグナル関数部分に

対応している.

FRP に注目が集まっている一方で FRP の考え方

から脱却しようとする動きも存在する. Elm [2] は

Czaplickiによって開発された関数型のドメイン固有言

語である. Facebookが Open Source Softwareとし

て公開している Java ScriptのUIライブラリReact.js

[11] などに影響を受けており, Elm は JavaScript に

コンパイルを行いウェブサイトやウェブアプリケー

ションを生成するツールとして使用する. また,設計

に関しては強い型付けを持つ関数型言語にも影響を受

けており,Haskellと類似した構文も多く見られる. 実

装に関しては FRPの考え方を使用していたが, より

簡潔に記述することを追究した結果, 現在のバージョ

ンでは FRPを使用しないものとなっている.

Elmには Elmアーキテクチャという実装スタイル

が確立されており, このスタイルに沿ったコーディン

グを推奨している. Elmアーキテクチャによると Elm

コードは model,message,update,view の順に設計を

行うとよいとされる. model はイベントの発生に応

じて変化していく値のデータ型を表す. messageは発

生させるイベントのデータ型を表す. updateは発生

したイベントに応じた modelの変換を定める関数で

ある. view は画面のレイアウトやウィジェットに対

するイベントの設定を行う関数である.特に viewは

HTML5の構文に沿って階層的に記述できるように設

計されている.

Elm アーキテクチャの役割ごとに別々に記述する

スタイルは Yeooey の実装スタイルと通じる所があ

る. 比較すると UI ユニットが view のレイアウト部

分, ウィジェットアクションが updateに対応する. ま

たウィジェットアクション内部で動かすシグナル関数

の入力シグナルの型が message, 出力シグナルの型が

modelに対応している.

6 結論と展望

レイアウトと内部処理を分けて実装する特徴を

Neooeyから引きつぐことで GUIを結合的に構築で

きる性質を保持した. その上でそれぞれの型を再考し

て型引数をとらない形にしたことで視覚的な煩雑さ

がなくなり,またリスト処理などの柔軟な処理が行え

るようになった.

また,Yampaを導入し,シグナル関数ベースでウィ

ジェットアクションを実装することで push-pull な

FRP に基づく処理が可能となり, 簡潔に表現できる

GUIの幅が広がった. さらにイベントウィジェットア

クションを導入することで入力シグナルの伝達を表面

から隠すことでユーザーによる不注意や想定外による

ミスを起こしにくくし,可読性を高めることができた.

現状の Yeooeyでは UIユニットやウィジェットア

クションの型が型引数をとらなくなったことでウィ

ジェット構造をユーザーが管理する必要があり, それ

に従って expand系関数を適用する必要がある. これ

は小規模な GUIではさほど苦痛ではないが, 大規模

な例になればなるほど構造を常に把握しなくてはな

らない. この問題を緩和,あるいは解消に努めていき

たい.

尚,本論文で紹介した Neooeyのソースコード及び

GUIの実装例についてはウェブサイト上で公開 †3 し

†3 http://www.math.s.chiba-u.ac.jp/ ymamada/yeooey.html
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