
日本ソフトウェア科学会第 35 回大会 (2018 年度) 講演論文集

プログラム変換を利用した型エラーデバッグ手法の提案

対馬 かなえ

静的型付けは多くのエラーを実行前に見つけることができるため、広く普及している。OCamlや Haskell 等で使用
されている型推論では、ユーザの手間が削減することができる一方で、ユーザが型を書かないことによりエラーの原
因を見つけるのは難しくなるという問題も発生する。また、コンパイラなどでよく使用されている、制約を列挙した
後に解くタイプではない型推論器では型の単一化の順序が決まっており、単純に使用するだけでは、一つの型エラー
プログラムを複数の側面から観測することは難しい。本論文では、型エラーのプログラムに対してプログラム変換を
かけることで、型推論の順序を変更する手法を提案する。変換したプログラムをコンパイラの型推論器にかけること
で、今まで得られなかった複数の側面からのエラーの観測が可能となり、エラーメッセージの列挙や型エラースライ
スの生成が可能となる。

1 はじめに

静的型付き言語では、コンパイル時の型検査によっ

て、実行前にプログラム中の多くのエラーを取り除く

ことができる。OCaml や Haskell の型推論では、コ

ンパイラが自動的に適した型を推論し、型に関するエ

ラーがないことを保証することで、ユーザの利便性を

向上させている。

一方で、静的型付き言語では、型エラーがある場合

には、コンパイル前に修正する必要がある。特に型推

論がある言語で、ユーザが型注釈を省略している場合

には、コンパイラはユーザが意図する実際のエラーの

原因と離れた場所を指摘することも多い。このような

場合にはユーザが労力をかけて、エラーの原因を見つ

ける必要がある。ユーザの労力を削減するために、型

エラーのデバッグをサポートする手段は重要である。

例えば、ユーザが 2 の 3 乗を計算しようと以下の

OCaml プログラム †1 を入力したとしよう。

A Type Debugging Approach using Program

Transformation.
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†1 OCaml では ^ は文字列を結合させる演算子である
が、ここでは数字を渡しているため、型エラーになっ

# 2 ^ 3;;

Error: This expression has type int

but an expression was expected of type

string

この OCaml のエラーメッセージは、int 型の 2 に

対して、string 型が期待されている、という意味で

ある。しかし残念ながら、2 の部分はユーザの意図に

合っており、このメッセージからは違う部分にエラー

の原因があることしかわからない。

このように、ある型エラーのプログラムに対して、

OCaml コンパイラは一つのエラーメッセージしか出

力しない。これは型推論のアルゴリズムで推論する順

序は決まっており、変更できないためである。例えば

関数適用では、関数部分の型を確定してから、引数部

分の型を見に行く。そのため、上のプログラムでは、

関数部分の string → string → string 型が確定

してから、2 の型を検査する。それによって、string

型が期待されているにも関わらず、int 型であるとい

うメッセージを出力している。残念ながら、型推論順

序は変更できないため、OCaml コンパイラをそのま

ま使用しただけでは、同じ型エラープログラムに対し

ている。



て異なるメッセージを受け取ることはできない。

本論文では、型エラーのプログラムに対して、プロ

グラム変換を行うことで、異なるエラーメッセージを

受け取る手法を提案する。例えば前述のプログラムを

変換し、全く同じ意味を持つ以下のプログラムを生成

する。

# (fun f -> f 2 3) (^ );;

このプログラムを OCaml コンパイラに渡すこと

で、以下のエラーメッセージが得られる。

# (fun f -> f 2 3) (^ );;

Error: This expression has type string ->

string -> string but an expression was

expected of type int -> int -> ’a

Type string is not compatible with type int

このメッセージは、先ほどのメッセージからは分から

なかった情報を示している。^ は string → string

→ string であるが、他の部分によって int -> int

-> ’a が期待されている。今回考えているユーザの

意図は、2 の 3 乗を計算することであるため、この

メッセージによって ^ が間違っていたことが分かる。

本論文は以下のような構成である。2 節では、どの

ように型の制約を抽出するかについて述べる。3 節で

は、2 節で抽出した制約を使用して、どのようにコン

パイラにかける式を生成するかについて述べる。4 節

では、それまでの節の手法を用いて、どのようにデ

バッグに用いるかについて述べる。その後、5 節で関

連研究と比較したのち、6 節でまとめる。

2 型制約の抽出アルゴリズム

プログラム変換のための基本的な着想は、プログラ

ム中の型制約を導入する部分を変数で置き換え、その

情報を環境としてくくり出すことである。本節ではど

のように型制約を抽出するかについて述べる。

図 1 に対象言語を示した。本節の残りの部分では、

構文の種類ごとにどのような処理を行っていくかにつ

いて述べる。

2. 1 定数・定義変数

まず、定数やあらかじめ定義されている変数 (+ な

ど) を対象としよう。例として、(^) 2 3 を考える。

M ::= cl (定数)

| vl (変数)

| funl x → M (無名関数)

| (M M)l (関数適用)

| ifl M then M else M (if 式)

| let x = M in M (変数定義)

| let rec f x = M in M (再帰関数定義)

τ ::= int | bool | ...
| α (型変数)

| τ → τ (関数型)

図 1 対象言語

このプログラムのうち、型制約を導入している部分

は ^、2、3 である。これらの式を新たに生成したプ

ログラム中で一意な変数で置き換え、必要な情報を環

境としてくくり出す。すると、以下のような置き換え

られた式と、その環境を得ることができる。

(v1 v2 v3, {(v1, ^); (v2, 2); (v3, 3)})
一つ目の式が、型制約が除かれたプログラムであ

り、環境は型制約をもつ部分の集合となっている。

2. 2 プログラムのノード

次に、if 式など、型制約を導入するノードを対象

としよう。例として、if true then 1 else false

を考える。if 文は 3 つの引数を受け取り、if 文を計

算した結果を返す関数と考えることができ、(fun x

y z -> if x then y else z) true 1 false と変

換することができる。すると、以下のような置き換え

られた式と、その環境を得ることができる。

(if1 v1 v2 v3, {(if1, (fun x y z -> if x then y

else z)); (v1, true); (v2, 1); (v3, false)})

2. 3 変数

次に、変数を対象としよう。例として、fun x ->

(+.) x 2 を考える。ユーザが定義する変数を定数な

どと同じように扱うと、以下のような置き換えられ

た式と、その環境が得られるが、これでは下線部の x

がそのスコープを超えてしまう。

(fun x -> v1 v2 v3, {(v1, (+.)); (v2, x); (v4, 2)})
しかし、その変数が使用されているかどうかも、重

要な型制約であるため検出したい。変数のスコープを



超えずに、その変数が使用されているかどうか検出す

るためには、id 関数が役立つ。前述のプログラム fun

x -> (+.) x 2 は fun x -> (+.) (id x) 2 (ただ

し、id = (fun k -> k)) と変換することができる。

すると、以下のような置き換えられた式と、その環境

を得ることができる。

(fun x -> v1 (id2 x) v3, {(v1, (+.)); (id2, fun k

-> k); (v4, 2)})
id2 の制約が必要とされていれば、その対象となっ

ている変数も必要とされていることがわかる。

2. 4 無名関数 (fun 文)・変数定義 (let 文)

無名関数および変数定義は新たな束縛を導入する

が、新たな型制約は導入しない †2。そのため、それ
らはそのまま、置き換えられる式に残せば良い。例と

して、let x = 2 in (+.) x x を考える。今までの

枠組みを使用して、以下のような置き換えられた式

と、その環境を得ることができる。

(let x = v1 in (v2 (id3 x) (id4 x)), {(v1, 2); (v2,
(+.)); (id3, fun k -> k); (id4, fun k -> k)}

2. 5 再帰関数定義 (let rec 文)

次に再帰関数定義を対象とする。例として、次のプ

ログラムを考える。

let rec f g =

if (=) g 0 then 0

else (+) g (f ((^) "2" "1"))

in f 10

再帰関数定義であっても、ほぼこれまでと同様に

扱うことができる。関数定義の if 文を対象とすると、

以下のような置き換えられた式を得ることができる

(環境は省略)。

if1 (v2 (id3 g) v4) v5 (v6 (id7 g) (f (v8 v9 v10)))

ここで問題となるのは、関数定義の部分で再帰的

に使用している関数 f が常に使用されることになっ

ていることである。再帰的に使用される関数に関し

ても、型エラーに関係しているかを検出したい。これ

†2 fun や let の後に書くものが変数ではなく、パター
ンを記述できる場合には制約が導入される。今回の対
象言語では変数のみ可能であるため、導入されない。

には、変数の際に使用したのと同じ発想、id 関数を

用いることで解決することができる。すると、以下の

ような置き換えられた式と環境を得ることができる。

下線部が再帰関数の使用に関する部分である。

(if1 (v2 (id3 g) v4) v5 (v6 (id7 g) ((id11 f) (v8 v9

v10))) {(if1, fun x y z -> if x then y else z);

(v2, (=)); (id3, fun k -> k); (v4, 0); (v5, 0); (v6,

(+)); (id7, fun k -> k); (v8, (^)); (v9, "2"); (v10,

"1"); (id11, fun k -> k)}

2. 6 アルゴリズム

ここまで見てきた型制約抽出のアルゴリズムを図 2

に示した。関数 extract は対象となるプログラムと、

抽出する環境 env とその時点でユーザ定義で束縛さ

れている変数集合 venv をもつ。定数もしくは束縛

されていない (venv に含まれない) 変数に対しては、

関数 gensym を使用して新たな変数を作り、その変

数を返す。それと同時に環境に、その変数と値の対応

を追加する。束縛されている変数に対しては id 関数

を導入し、それとの関数適用を返す。それ以外の構文

は基本的に env を持ち歩く再帰である。新たな変数

が導入される変数定義 (let 文) および再帰関数定義

(let rec 文) では、束縛に応じて束縛されている変数

集合 venv を更新する。

3 式の生成

本節では、前節で得た、置き換えられた式とその環

境を用いて、どのように式を生成するかについて述

べる。基本的な着想としては、ラムダ式として関数

適用する際と、let 文として定義して使用する際の、

OCaml の型推論順序の違いを用いる。

再び 2 ^ 3 を考えてみよう。前節までで以下のよ

うな置き換えられた式と環境が得られている。

(v1 v2 v3, {(v1, ^); (v2, 2); (v3, 3)})
式 v1 v2 v3 を型推論するには、それぞれの変数が

束縛されている必要がある。ここで、全てをラムダ式

として束縛し、それらに関数適用として値を与える

と、以下の式が得られ、OCaml のコンパイラは以下

のメッセージを返す。

# ((fun v1 v2 v3 -> v1 v2 v3) (^ ) 2 3);;



extract(c, env, venv) → let v = gensym in (v, (v, c) :: env)

extract(x, env, venv) → if x ∈ venv

then (let v = gensym in ((v x), (v, idf ) :: env))

else (let v = gensym in (v, (v, x) :: env))

extract(fun x -> M, env, venv) → let (M ′, env′) = extract(M, env, x :: venv) in

(fun x -> M ′, env′)

extract(M1 M2, env, venv) → let (M ′
1, env

′) = extract(M1, env, venv) in

let (M ′
2, env

′′) = extract(M2, env′, venv) in

(M ′
1 M ′

2, env
′′)

extract(if M1 then M2 else M3, env, venv) → let (M ′
1, env1) = extract(M1, env, venv) in

let (M ′
2, env2) = extract(M2, env1, venv) in

let (M ′
3, env3) = extract(M3, env2, venv) in

(if M ′
1 then M ′

2 else M ′
3, env3)

extract(let x = M1 in M2, env, venv) → let (M ′
1, env1) = extract(M1, env, venv) in

let (M ′
2, env2) = extract(M2, env1, x :: venv) in

(let x = M ′
1 in M ′

2, env2)

extract(let rec f x = M1 in M2, env, venv) → let (M ′
1, env1) = extract(M1, env, f :: x :: venv) in

let (M ′
2, env2) = extract(M2, env1, f :: venv) in

(let rec f x = M ′
1 in M ′

2, env2)

図 2 型制約を抽出するアルゴリズム extract

Error: This expression has type int

but an expression was expected of type string

このプログラムでは、引数の与えられた順序に型推

論を行っているため、(^), 2, 3 の順序で型推論に用

いられている。

推論順序を変えるためには、はじめに推論したいも

のを let 式で束縛すれば良い。ここで、例えば、2 を

let 式として追加してみよう。

# let v2 = 2 in

((fun v1 v3 -> v1 v2 v3) (^ ) 3);;

Error: This expression has type string ->

string -> string but an expression was

expected of type int -> ’a -> ’b

Type string is not compatible with type int

このプログラムでは、2, (^), 3 の順序で型推論に

用いられており、先ほどとは異なったエラーメッセー

ジを得ることができた。

この着想に基づいて、図 3 に、変数で置き換えら

れた式と環境からプログラムを生成する手法を示し

た。ここでの環境は、前節の変数名とその実際の値だ

けではなく、はじめに推論したいか否かの真偽値も持

つ。真偽値が true ならば、let 文として追加し、真

偽値が false ならば、ラムダ式として追加している。

4 型エラーデバッグ手法

本節では、前節までの方法を用いて、どのような型

エラーデバッグが実現できるかについて述べる。

4. 1 エラーメッセージの列挙

3 節で示したように、適切に環境中の真偽値を変更

していくことで、型エラーメッセージを列挙すること

ができる。

例として、2. 5節で使用した再帰関数を考えてみる。

let rec f g =

if (=) g 0 then 0

else (+) g (f ((^) ‘‘2’’ ‘‘1’’))

in f 10

まず、この環境中の全ての真偽値を false とすると、

以下のように全てラムダ式で束縛した式が得られ、そ

れをコンパイラの型推論器にかけることで、下線部に

関するエラーメッセージが得られる。

(fun if1 v2 id3 v4 v5 v6 id7 v8 v9 v10 v11 id12 id13->

let rec f g =

if1 (v2 (id3 g) v4) v5

(v6 (id7 g) ((id12 f) (v8 v9 v10)))

in (id13 f) v11)

(fun x y z -> if x then y else z) (=) (fun k -> k)

0 0 (+) (fun k -> k) (^ ) "2" "1" 10 (fun k -> k)



addlet(M, []) → M

addlet(M, (x,M2, true) :: rest) → let x = M2 in addlet(M, rest)

addlet(M, (x,M2, false), rest) → addlet(M, rest)

addλ(M, []) → M

addλ(M, (x,M2, false) :: rest) → addλ(fun x -> M, rest)

addλ(M, (x,M2, true) :: rest) → addλ(M, rest)

addapp(M, []) → M

addapp(M, (x,M2, false) :: rest) → addapp(M M2, rest)

addapp(M, (x,M2, true) :: rest) → addapp(M, rest)

add(M, env) → addlet(addapp(addλ(M, env), List.rev env), env)

図 3 型制約を用いたプログラム生成 add

(fun k -> k)

Error: This expression has type int -> int

but an expression was expected of

type string -> int

Type int is not compatible with type string

このエラーメッセージは id12 に関するものであり、

再帰的に使用されている関数 f が int → int である

のに、string → int が期待されていることがわかる。

そこで id12 の真偽値を true と更新して、新たなプ

ログラムを生成する。そのプログラムを OCaml コ

ンパイラにかけると、以下のエラーメッセージが得ら

れる。

let id12 = (fun k -> k) in

(fun if1 v2 id3 v4 v5 v6 id7 v8 v9 v10 v11 id13->

let rec f g =

if1 (v2 (id3 g) v4) v5

(v6 (id7 g) ((id12 f) (v8 v9 v10)))

in (id13 f) v11)

(fun x y z -> if x then y else z) (=) (fun k -> k)

0 0 (+) (fun k -> k) (^ ) "2" "1" 10 (fun k -> k)

Error: This expression has type string -> string

-> string but an expression was expected of

type string -> string -> int

Type string is not compatible with type int

このエラーメッセージは v8 に関するものであり、

(^)が違う型として用いられていることを示している。

このように、エラーメッセージで指摘された箇所を

let 文として追加していくことでエラーメッセージの

列挙を行うことができる。

図 4 にエラーメッセージ列挙の擬似コードを示し

た。関数 enumerate では、置き換えられた式と環境

を受け取り、それらに基づいて新たなプログラム M ′

を得る。それをコンパイラの型推論器に渡し、位置情

報を利用して環境を更新し、再帰する。もし関係する

部分が存在しなければ、エラーを起こして終了する。

関数 enumerate main では、型エラープログラム M

を受け取り、それらの型制約の抽出を行う。環境の三

つ目のパラメータを初期値 false (ラムダ式として追

加する) で追加したのちに、関数 enumerate を呼び

出している。

4. 2 型エラースライシング

実は、前節のエラーメッセージの列挙を行なってい

る際に、型エラースライシングも行われている。前節

の enumerate の再帰を数度繰り返すことで、以下の

プログラムが得られる。

let id12 = (fun k -> k) in

let v8 = (^ ) in

let v4 = 0 in

let id3 = (fun k -> k) in

let v2 = (=) in

(fun if1 v5 v6 id7 v9 v10 v11 id13 ->

let rec f g =

if1 (v2 (id3 g) v4) v5

(v6 (id7 g) ((id12 f) (v8 v9 v10)))

in (id13 f) v11)

(fun x y z -> if x then y else z) 0 (+)

(fun k -> k) "2" "1" 10 (fun k -> k)

Error: This expression has type string

but an expression was expected of type int

このエラーメッセージが指摘するエラーの箇所は環

境に関する部分ではない。そのため、これは前節の列

挙が終了した際のプログラムである。これを見ると、

let 文で追加された 5 つの型制約があれば、型エラー



let rec enumerate (M, env) =

let M ′ = add(M, env) in

let loc = M ′ のコンパイラからのエラーメッセージから位置情報 loc を取得する in

let env’ = env 中の loc に関係する部分を false にする。関係する部分がなければ終了 in

enumerate (M, env’)

let enumerate main M =

let (M ′, env) = extract(M, [], []) in

let env = List.map (fun (v, m) -> (v, m, false)) env in

enumerate(M ′, env)

図 4 エラーメッセージの列挙の擬似コード

になるために十分であることがわかる。

この型制約をもつ部分をプログラム中に戻すと、以

下のプログラムが得られる。

let rec f g =

if1 ((=) g 0) v5

(v6 (id7 g) (f (^ v9 v10))) in (id13 f) v11)

このうち、束縛されていない変数と id 関数に渡さ

れている変数は型エラーに不要であるので、見やすさ

のために、.. で置き換えると、以下のプログラムが

得られる。

let rec f g =

.. ((=) g 0) ..

(.. .. (f ((^ ) .. ..))) in .. ..)

これは型エラーになるために最低限必要な箇所を示

しており、型エラースライスである。内容を見てみる

と、((=) g 0) によって f の引数 g が int 型である

ことが要求されている。一方で、f の再帰呼び出しの

引数は (^) の関数呼び出しの結果であり、string 型

となる。int 型と string 型は単一化できないため、型

エラーとなっている。

5 関連研究

まず、型推論アルゴリズムを変更することによっ

て、エラーメッセージを改良しようという研究が挙げ

られる。Lee と Yi は型推論アルゴリズムを変更し、

型推論中に周りのプログラムからどのような型が期待

されるかを持ち歩くことで、Algorithm Wよりも小

さい範囲でエラーメッセージを出す Algorithm M [4]

を提案した。Heerenと Hage [3] は制約ベースの型推

論を使うことでエラーメッセージを改良した。これら

の型エラーメッセージはプログラマにとって便利であ

るが、残念ながらひとつのエラーメッセージでユーザ

が実際に直したい場所を特定するのは不可能である。

次に、型エラースライシングの研究が挙げられる。

Haack とWells [2] は必要とされる型制約を導き，そ

の中から型エラーを起こす最小の組み合わせを求める

ことで型エラースライスを求めている。Schilling [6]

や対馬と浅井 [7] は型制約を使用せず、既存の型推論

器を用いることで型エラースライスを求めている。こ

れらと本研究の違いは、型エラーになるか否かだけで

はなく型推論器の出力するエラーメッセージを利用し

ている点が大きく異なる。これらはエラーメッセージ

の列挙は行なっていない。

最後に、エラーメッセージ列挙の研究が挙げられ

る。Neubauer と Thiemann [5] や Chen と Erwig

[1] はどんな式に対しても成功するような新たな型推

論アルゴリズムを定義した。それぞれ方法は違えど、

ある式が複数の型を持つことを可能とすることで、型

エラーメッセージを列挙することが可能となってい

る。これらと本研究の違いは、新たな型推論アルゴ

リズムを導入するのではなく、プログラム変換と既存

のコンパイラの型推論器を用いて実現している点と、

スライシングも同時に行なっている点である。

6 まとめと今後の課題

本論文では、型エラーのプログラムに変換をかけ

ることで、型推論の順序を変更する手法を提案した。

これにより、型推論順序が決まっているコンパイラの

型推論器を使用しても、様々なエラーメッセージを出

力することが可能となった。加えて、それらのエラー



メッセージを列挙する処理により、型エラースライス

が得られることも示した。

今回の試みは始まったばかりであり、多くの今後の

課題が挙げられる。まず OCaml に組み込んだ実装

が挙げられる。現在の予備実装では、型制約の抽出

やプログラム生成は OCaml コンパイラ外で行なっ

ており、エラーメッセージの列挙の部分は手動で行

なっている。コンパイラに組み込むことで自動的に列

挙・スライシングできるようにしたい。また、実際の

OCaml にはパターンなど、より複雑な構文が含まれ

るため、今回の手法がどこまで拡張可能かについても

調査したい。最後に、今回のプログラム変換やその拡

張が、元プログラムの型を正しく移していることを示

したい。
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