
｢ちゃんと動くコンピュータ｣のために

ソフトウェア基礎科学分野 (住井研究室)
デモ1:r再軌 と rフラクタル図形J｢

① 一辺の長さがaの正三角形を描く｡

② 描いた正三角形の各頂点について､

aを半分にして､①を繰り返す｡ …
簡単なプログラムで複雑な図形が描ける !【
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岳 竪 【甲 等 す声に何の研究をしてるの?

欝 【Al･q>:ピi一夕･ソフトウェア
, 州 , ト ーー1につもit数学的に考える理論

とその応用を研究しています｡
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ソフ ト開発の トピックス

【はu管理ツ-ル】を活用して､プロジェクト瞥哩の品架を高める

wlndolVS81デJてイスからSurFaCe2アプリ開発までJB析トピックを網羅

クラウドOS時代の新たな汀基盤がアイデアを現策にし.企集を成功に叫く

Androldを活用したサービスやアプリケーションの先iW 向を紹介

製品やソリュ-シヨンを詳しく解脱 【週刊rTproSpeclal】

赦g科学的J(ク洪水方法Z*のすすめ

数理科学的バク撲滅方法論のすすめ一一一日次
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事着 任井 英二郎

rプログラミング言語理槍｣という研究分野がある｡この分野の研究者たちは.

rMLJrHaskellJ｢Scheme｣あるいは｢入計井｣｢TE計井｣(円周宰計井のことではな

い)など､多くのプログラマにとっては聞いたこともない言語やモデルについて.日

夜研究している｡ただ,そのような盲信はr耗しいJr役に立たない｣などと思われ

がちだ｡

この連載では､こうしたプログラミング言語やソフトウエ7科学の様々な研究を､

できるだけ普通のプログラマやエンジニアにもわかりやすく(どちらかといえば理

論よりも実用に王点をおいて)紹介していく｡

貫新は毎月第2水稚8(1月のみ第3水JI日)
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第2回 r単一代入｣と｢末尾再伸｣

第3回 計井tの工夫でプログラムは劇的に速くなる

第4回 的数型青精とオブジェクト指向､およびOCamlの〝0′について

第5回 LablGLで3Dグラフィックス ～OCamlの｢多相バリアント｣とrラベル付

き引致｣～

第6回 OCarTIJの｢モジュール･システムJ

第7回 r代数データ型｣でいろいろなデータを表してみる

第8回 独 自のプE3グラミング首橋を開発してみよう(その1)

第9回 独 自のプログラミング骨頂を的発してみよう(その2)プログラムを実

行できるようにする

第10回 静的スコープと関数クEj-ジヤ

～関数型首倍のインタプIJタを書いてみる～

第11回 クロージャによる題軽t並行プロセスの簡単実装法
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す

【Java技術JL前事点)】ayaFx2ではじめる､
GUl開発 策17回キャンJ(ス
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l セッション概 要

｢未来を予測するJL良の方法は.未来を発明してしまうことだ｣7ラン･ケイの有名な青菜です｡また,ポール･

グレ7ムは｢百年の書精 一TheHundred-YearLaneuage｣というエッセイを書き,百年後を予想して現在どの選

択肢に賭けるべきかを考洪しています.

このセッションでは書桔牧打者.処理系央装着に暮まっていただき､次の3つの東関をパネラーにぶつけ.未

来の書措.百年後の7精を｢発明ル ていきます.

1 首年後の書矧 まどうなっていると患いますか7

2 1のために.あなたは今まで何をしてきましたか7

3 1のために,あなたはこれから何をしますか?

l出;1

● LarryWall(Perl)

●まつもとゆきひろ(Ruby)(ネットワーク応用通†書研究所)

● 佐井英二郎(MlnCaml)(東北大学)

4JI田暮#(Ypsllon)(リトルウィング)

●ひげぽん(Nosh)け イポウズうポ)

司会 今泉★史(千葉大学)

To inventthefuturebyLightwelghtLanguages

'ThebestwaytopredlCtthe～turelStOInventlt.'saldAlanKaySrncesoftwarev/lHbeeverywherelnOUT

仙ture,proErammlnglanEUaEeSareltheltoo一tobuIIdtheイuturelfyouwanttolnVentthefuture,ltlSCrUClal

toinventthenehtlanguaee

WelnVlteflVePanellStSh'omthe什OntllneOflaneuaEedeslgnandlmPlerylentatl0n.anddlSCUSSthe九ItureOf

programmlnelanOJageS,Startlng什omask;nEthefoHovJlnethreequestlOnStOthem

lWhatkLndoflanguaEedoyouthEnkwlllbethebestbrthenextcentury?

2 WhathaveyoudonetoeetthebestlaneuaEe?

3Whatw川youdotolnVentthebestraneuaBe?

PanellStS

J LarryWalr(Perr)

+YuklhlrO"Matz'Matsumoto(Ruby)

●EulrOSumll(MlnCaml)

●YoshlkatsuFuJlta(Yps‖on)

+hlgePOn(Nosh)

Moderator

●TakashHmalZuml(ChlbaUnlVerSlty)
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型システム入門 プログラミング言語と型の理論

著者 BenarTm CPherCe菅

住井莱二郎 監訳
遠藤僑介 ･酒井政裕 ･今井敬吾 .黒木裕介 今井宜洋 .才川隆文 .今井健男

共訳

･定価 7140円(本体68m +撹)

･B5 528頁
･lSBN 978-4-274-06911-6

･発売日 2013/03

と監禁慧 !プルダウンD_ド
訳者によるサボ叶 ジ

◆PDF版はこちら

溢本体価格は変更される場合があります.

戦通常2-3日以内で発送いたL,誘す｡

r主寧自次l【詳細日次】

型システムを理解するうえでの定番fを翻訳

型システムとは､プログラミング言語の安全性や効率を高めるうえで重要な理輪 ･手法です｡本書は､

その型システムについて基礎的な括題を網羅し､実装例を交えて丁率に解説したTheMITPress発行

の解説書TypesAndProgrammrngLanguages'(TAPL)を同駅したものです｡言語設計者や学生

だけでなく､静的型付言語を深く理解して活用したいプログラマーにとってもキ重な情報となってい

ます｡

★このような方におすすめ

什報科の学生､研究者

静的型付言語を利用するプログラマー

主要目次

日本活版に寄せて

監訳者序文

実用的情報

序文

計辞

第1章 はじめに

第2章 数学的準備

d第1部 型無しの計井体系

第3車 型無し算術式
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