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1. 挨拶
初めましての人もそうじゃない人も、おはこんばんちは。stibear です。
突然ですが皆さん、Lisp というプログラミング言語をご存知でしょうか。
Lisp とは、
LISP（リスプ）は、プログラミング言語の一種である。括弧を多用す
る独特の構文を持つ。名称「LISP」はリスト処理を意味する英語「list
processing」に由来する。
(引用元：Wikipedia)
といった言語です。この Lisp にはたくさんの方言があり、現在人気のあ
る Lisp の方言は、Common Lisp、Scheme、Clojure などがあります。
さて、この Lisp の特徴の一つにマクロが挙げられます。マクロとは、
big や far の意味を持つギリシア語に由来し、プログラム中の文字列を、
予め定義されている規則に則って置換することをいいます。プログラミン
グにおいてこれを使用することで、メタプログラミングを行うこともでき
ます。今回はこのマクロについてお話したいと思います。
なお、この記事では、Lisp のマクロについて（特に Common Lisp につ
いて）
、Lisp のソースコードを多く用いて解説しています。そのため、非
Lisper のために簡単に(Common）
Lisp について次に説明を設けています。

Lisp について
Lisp は、その特徴として、
● 動的型付け
● 前置記法
● コード自身をファーストクラスオブジェクトとして扱え
る
などがあります。Lisp のプログラミングは S 式（symbolic
expression）で行われ、S 式は括弧を用いて表現されます。例えば
次のようなものです。
1: (+ 1 2)
これは、+関数を 1 と 2 を引数にして呼び出しています。Lisp にお
いては、S 式はリスト構造を表現しています。Lisp の関数は、それ
自身がリストとして書かれているため、データと全く同様に扱うこ
とができ、それをうまく活用したのが Lisp のマクロシステムです。
正確には S 式の定義は、
● アトム
● S 式同士のペア
となります。アトムとは、1 や 2 などの数値、#\a などの文字、”hoge”
などの文字列、foo などのシンボルといったものなどを指します。
ペアとは、アトムまたは他のペアを 2 つ組み合わせた構造のこと
で、通常はドット対(A . B)として表されます。Lisp におけるリス
トは、このペアを連結リスト状に組み合わせた、(A . (B . (C . ())))
のような形のものです。
（()は空リストと呼ばれるもので、
Common Lisp では nil とも表現されます。
）ちなみにこのペアは
コンスによって実装されています。コンスは２つのポインタの組に
なっていて、コンスの前を「car（カー）」
、後ろを「cdr（クダー）
」
といいます。cdr に空リストが来ると、それをリストとして表現す
る際には、表現されなくなります。

コンスの car や、cdr を参照するための同名の関数が用意されてお
り、それぞれ
1: > (car ’(1 2))

; (1 2) = (1 . (2 . ()))

2: 1
3: > (cdr ’(1 2))

; (1 2) = (1 . (2 . ()))

4: (2)
このように使用します。
（
「>」というのは Lisp の REPL を表してい
ます。REPL とは、インタプリタのようなもので、Lisp の式を渡す
と評価してその結果を返してくれます。
「;」は一行コメントです。
）
(1 2)の前に付いている’はクォートと呼ばれ、続く式の評価を 1 回
止めることができます。リストは評価されると、関数呼び出しと認
識されてしまい、上の場合だと、1 という関数呼び出しだと思われて
しまうため、エラーを吐かれます。そのため、クォートして評価を
止めています。
Lisp では関数やマクロを定義して、プログラミングをします。関
数はλ式で表すことができます。λ式の書式は、次のようになって
います。
(lambda 引数リスト [[宣言* | ドキュメント]] フォーム*)
例えば次のような場合、
1: (lambda (a b &optional c) (list a b c))
引数リストに(a b &optional c)と書くことで、a と b という引数の
他に、省略可能引数として c という引数を取っています。そしてそ
の引数に LIST 関数を適用しています。引数リストでは、他にも、
● &rest（引数をリストにまとめて渡す）
● &key（キーワードの設定）
● &body（マクロ内で使用され、&rest と同義）
● &aux（補助変数を指定）
といったマーカが使えます。関数を定義する際は DEFUN を使います。

DEFUN の書式は次の通りです。
(defun 関数名 引数リスト [[宣言* | ドキュメント]] フォ

ーム*)
使い方としては、
1: (defun fibo (n)
2:

(if (= n 0) n

3:

(+ (fibo (- n 1)) (fibo (- n 2)))))

このようにします。
マクロ定義も関数定義と似たようなもので、DEFMACRO を使いま
す。DEFMACRO の書式は、この通りです。
(defmacro マクロ名 引数リスト [[宣言* | ドキュメント]]

フォーム*)
Common Lisp は Lisp-2 と呼ばれる、関数と変数の名前空間が分
かれた Lisp のため、普通に hoge や a、b といったシンボルを評価
すると変数として評価されてしまいます。そのため、関数として続
く式にアクセスするためには、#’を使います。例としては、次のよ
うになります。
(functionp ’+) => nil
(functionp #’+) => t
（その他記事中に出てくる Lisp の関数やオペレータの説明は最後
にまとめてあります。
）

2. C 言語のマクロ
ところで、マクロといえば、皆さんにとって身近な（？）ものは C 言語
のマクロではないでしょうか。たとえば、
1: // 二乗を求めるマクロ
2: #define square(x) ((x) * (x))

このようなものでしょう。しかし、もしこれを
1: // 二乗を求めるマクロ（誤り）
2: #define square(x) (x * x)
このようにしてしまうと、square(n + m)のようにした際に、(n + m * n +
m)のような形に展開されてしまいます。これでは、思っていた通りの結果
が返りません。これは、C 言語のマクロが単なる文字列置換であるためで
す。他にも、下のように式の多重評価をしてしまったり、名前衝突をして
しまったりなど、問題点は多数あります。
1: #define square(x) ((x) * (x))
2: int main() {
3:

int a = 0, b;

4:

b = square(a++);

5:

// 上を展開すると b = ((a++) * (a++))となり、

6:

// a をその値に置き換えると、b = ((1) * (2))となります。

7:

// おそらく 12 になるのを予想したでしょうが、

8:

// 結果は異なっています。

9: }

3. Lisp のマクロ
マクロシステムは様々な言語（Common Lisp, Scheme, Scala, Haskell,
etc...）に用意されていますが、それぞれを、homoiconic なマクロとそう
でないマクロ、
hygenic なマクロとそうでないマクロとに分類できます
（表
1）
。
表1
homoiconic

non-homoiconic

hygenic

Scheme

Haskell

non-hygenic

Common Lisp

Scala

homoiconic（同図像性）とは、Lisp の S 式のように、Code と Data の区

別がない事をいいます。Lisp のマクロは、S 式で表される構文木を組み替
えます。
S 式の同図像性のために、Lisp のマクロは強力となりうるのです。
hygenic（健全性）とは、名前衝突の可能性が無いことをいいます。Scheme
の syntax-rules や Haskell の Quasi-quote を使えば、健全性のあるマクロ
を定義できます。マクロの健全性については、様々な言語において議論が
行われてきた（もしくは、行われている）分野です。次の章では Lisp に
おけるマクロの健全性の解決方法を紹介しています。
では Lisp のマクロを見てみましょう。Lisp のマクロには 2 種類ありま
す。CommonLisp などの「伝統的なマクロ」と、対して、Scheme の「健
全なマクロ」と呼ばれるものです。まずは、
「伝統的なマクロ」の方から
見てみましょう。と、その前に、バッククォートの説明だけしておきまし
ょう。バッククォートは、
「`」を使い、これもクォート同様に評価を止め
てくれるのですが、若干その動作がトリッキーです。というのは、バック
クォートされた式の中であっても、アンクォート（,）を使うことで特定
の式だけを評価させることができます。たとえば、
1: (let ((a 10))
2:

`(a ,a))

この式を評価すると、(A 10)となります。「,@」は「,」と似ていますが、
それに続く式（評価された結果がリストでなければなりません）を、それ
を取り囲んでいるリストとつなぎあわせます。これは、リストのどこであ
っても同様です。その違いを見てみると、「,」だと、
1: > (let ((lst ’(1 2)))
2:

`(0 ,lst 3))

3: (0 (1 2) 3)
こうなるのが、
「,@」だと、
1: > (let ((lst ’(1 2)))
2:

`(0 ,@lst 3)

3: (0 1 2 3)
このようになります。これでバッククォートについてひと通り理解してい
ただけたと思います。

さて、バッククォートの説明が済んだところで、Lisp の伝統的なマクロ
を見ていきたいと思います。まずは、先程の C 言語のマクロを Lisp の伝
統的なマクロで書いてみましょう。
1: ;; 二乗を求めるマクロ(Common Lisp 版)
2: (defmacro square (x)
3:

`(* ,x ,x))

これが、Lisp の伝統的なマクロです（EXPT を使えばいいとか関数でいい
とかいうツッコミはなしで＾＾；）
。ただし、これには問題点があります。
このマクロを次のように使ったとしましょう。
1: (let ((a 0))
2:

(square (incf a)))

するとかえってくる値は 2 です。これは評価が２回行われているせいで、
MACROEXPAND を使うと明らかです。
1: > (let ((a 0))
2:

(macroexpand ’(square (incf a))))

3: (* (INCF A) (INCF A))
INCF によって a の値が 2 回インクリメントされているのがわかります。よ
って、このマクロは次のように書かれるべきです。
1: ;; 二乗を求めるマクロ(Common Lisp 修正版)
2: (defmacro square (x)
3:
4:

`(let ((tmp ,x))
(* tmp tmp))

C 言語との比較のために、Lisp での二乗を求めるマクロをご紹介しまし
た。しかし、この記事で以降紹介していく通り、Lisp のマクロはもっと強
力です。ただの文字列置換ではないのです。たとえば、
1: > (for (i 1 5)
2:
3: 1
4: 2

(print i))

5: 3
6: 4
7: 5
このように使うマクロはおそらく
1: (defmacro for ((var start stop) &body body)
2:

`(do ((,var ,start (1+ ,var))

3:

(limit ,stop))

4:

((> ,var limit))

5:

,@body))

このように書けるでしょう。しかしこのマクロにはバグがあります。た
とえば、
1: (for (limit 1 5)
2:

(print limit))

このように、i ではなく limit という変数名を使用したとします。する
とたちまちこのマクロは動くかなくなるでしょう。どうしてこうなるのか
は、MACROEXPAND-11を使えば一目瞭然です。
1: > (macroexpand-1
2:
3:

’(for (limit 1 5)
(print limit)))

4: (DO ((LIMIT 1 (1+ LIMIT))
5:
6:
7:

(LIMIT 5))
((> LIMIT LIMIT))
(PRINT LIMIT))

さらに、次のような場合にも、このマクロは使用者の予想と異なった動
きをするでしょう。
1: (let ((limit 0))
2:
3:
1

(for (x 1 10)
(incf limit x))

MACROEXPAND と異なり 1 回だけマクロ展開を行います。

4:

limit)

使用者は 55 が返るのを期待しますが、無限ループとなります。これら
のような現象はマクロに変数が捕捉されてしまっているために起こるも
のです。ではこの変数捕捉2を避けるためにはどうすればいいでしょうか。

4. GENSYM と健全なマクロ
Lisp における変数捕捉の解決策は、2 つあります。
1.

GENSYM 関数による特殊なシンボル（アンインターンドシンボル）
によるもの

2.

健全なマクロによるもの

前者は Common Lisp、後者は Scheme による解決策です。今回は、特に
前者について詳しく述べていきます。GENSYM 関数は特殊なシンボルを返し
ます。これは、アンインターンドシンボル、つまり、パッケージにインタ
ーンされないシンボルです。アンインターンドシンボルの話をするため、
まずパッケージの話をしましょう。
パッケージには、名前の文字列からシンボルへのルックアップテーブル
（名前シンボルテーブル）が含まれています。Lisp の読取器は未修飾、つ
まりコロンが含まれていない名前を読み込み、それを INTERN 関数に渡し
ます。INTERN 関数は、与えられた文字列を名前に持つシンボルをパッケー
ジ（名前シンボルテーブル）から探し、それに対応するシンボルを返しま
す。存在しない場合は、新たに作り、パッケージに追加します。
しかし、コロンで始まる名前で書かれるキーワードシンボルや、#:で始
まるアンインターンドシンボルの場合は異なります。キーワードシンボル
は KEYWORD パッケージにインターンされます。さらにそのとき、読取器は、
そのシンボルを名前及び値にした定数を定義します。そのため、キーワー
ドシンボルをクォートせずに使えるのです。アンインターンドシンボルは
その名の通り、どのパッケージにもインターンされません。読取器は#:で

2

他言語では名前衝突とも呼ばれる。

始まる名前を読み込む度に新たにシンボルを作ります。つまり、人が打ち
込んだり、プログラムが生成したりしたどんなシンボルとも eq にならな
いということです。
ゆえに、GENSYM 関数の返すシンボルを使えば、名前衝突の可能性はなく
なるわけです。この GENSYM 関数を使ってさきほどの FOR マクロを書きな
おすと、次のようになります。
1: (defmacro for ((var start stop) &body body)
2:
3:

(let ((limit (gensym)))
`(do ((,var ,start (1+ ,var))

4:

(,limit ,stop))

5:

((> ,var ,limit))

6:

,@body)))

これを MACROEXPAND-1 してみると、
1: > (macroexpand-1
2:
3:

’(for (limit 1 5)
(print limit)))

4: (DO ((LIMIT 1 (1+ LIMIT))
5:
6:
7:

(#:G626 5))
((> LIMIT #:G626))
(PRINT LIMIT))

このようになるはずです3。
ここまで、GENSYM による変数捕捉の回避を説明してきました。しかし、
GENSYM による回避は、健全性の保証を完全にはできていません。ここで、
健全性の定義を見てみましょう。マクロが健全であると言うためには、
1.

展開時の環境に影響を与えず、

2.

展開時の環境の影響を受けない

ということが保証されていなければなりません。環境とは、簡単に言えば、
どのシンボルが束縛されており、その束縛する値がなんであるかを持って

3

#:G626 という印字名に意味はありません。

います。環境は、暗黙的なものではありますが、プログラム中に遍在して
おり、LET などは、新たに環境を作り出します。GENSYM によるマクロは、
確かに新たに環境を作り出していますが、元の文脈を上書きしないことが
保証されており、1 の要件は満たしているといえます。2 の要件に関して
は、Common Lisp のような伝統的なマクロだと、マクロ内で使用してい
る関数、オペレータなどが、展開先の環境で別の束縛を受けていた場合、
上書きされてしまい、予想に反する動きをするでしょう。
1: > (defun fn (x) (+ x 1))
2: FN
3: > (defmacro mac (x) `(fn ,x))
4: MAC
5: > (mac 10)
6: 11
7: > (labels ((fn (y) (- y 1)))
8:

(mac 10))

9: 9
これに関しては、関数にも GENSYM を使ったり、独立したパッケージに定
義したりするなどして回避することもできますが、根本的な解決にはなっ
ておらず、そのため GENSYM による健全性の保証は不完全と言えます。
次は健全なマクロを見てみましょう。Scheme の健全なマクロはパター
ンマッチを用いて、syntax-rules で定義できます。健全なマクロで書いた
FOR ループは次のようになります。
1: (define-syntax for
2:
3:
4:
5:
6:
7:

(syntax-rules ()
((_ (var start stop) body ...)
(let ((limit stop))
(let loop ((var limit))
(cond
((not (> var limit)) body ... (loop (+ var 1)))))))))

Scheme の健全なマクロは、クロージャになっており、マクロより外の変

数を捕捉することはありません。つまり、Common Lisp はマクロ呼出し
が行われた場所でマクロ展開が行われますが、Scheme の健全なマクロは
それ自体が、関数のように環境を持っており、その中のシンボルの値はそ
の環境の中での束縛が有効になります。Scheme で意図的に変数捕捉をす
るには、R6RS で定義された、syntax-rules より低レベルな syntax-case
を使用することで可能です。

5. アナフォリックマクロ
今まで、変数捕捉はまるで悪者かのように扱ってきましたが、変数捕捉
も気をつけさえすればとても便利に使えることもあります。不便なだけで
したら、Scheme の健全なマクロのように変数補足しないようにすればよ
いのです。しかし、Common Lisp などのいわゆる伝統的なマクロは変数
捕捉し得る設計になっています。これは、変数捕捉は単なる悪でもないと
いうことです。
変数捕捉を意図的に行うマクロに、アナフォリックマクロがあります。
アナフォラ（anaphora）とは、前方照応という意味です。照応とは、文
章の中などで、代名詞や指示語を用いて具体的な何かを指し示すことです。
その中でも特に、前に出てきたものを指す場合を前方照応といいます。ま
ずはアナフォリックマクロの説明の前に、例を見てみましょう。アナフォ
リックマクロの最も有名なものの一つに AIF があります。今回はそれを見
てみましょう。
1: (defmacro aif (test-form then-form &optional else-form)
2:
3:

`(let ((it ,test-form))
(if it ,then-form ,else-form)))

お気付きの通り、it は GENSYM を使っていませんから、変数を捕捉するこ
とがわかります。もし IF 式の条件文部分にコストの高い計算があった場
合、それを真文部分で再度評価するのは非常に無駄です。あるいは、副作
用のある関数などを呼ぶ際にも、複数回呼ぶと返る値が変わってしまうと
困ります。その際、通常は、IF と LET を使って、

1: (let ((tmp (big-long-calculation)))
2:

(if tmp (foo tmp)))

このように書きます。しかしこれは非常に冗長に感じます。そこで、AIF
を使って、
1: (aif (big-long-calculation)
2:

(foo it))

このように書くことができます。it が、条件部分で評価された式、つまり
前方の式を参照していることがわかります。これがアナフォリックマクロ
です。このように、変数捕捉も工夫次第で、便利に使うことができます。
ちなみに、R6RS で定義された syntax-case を使って AIF を書くと、こ
のようになります。
1: (define-syntax aif
2:

(lambda (x)

3:

(syntax-case x ()

4:

[(k c b ...)

5:

(with-syntax

6:

([it (datum->syntax #'k 'it)])

7:

#’(let ((it c))

8:

(if it b ...)))])))

6. マクロを定義するマクロ
Lisp のマクロの強みは、コードがデータと同様に S 式という構文木によ
って表されることによって得られたものであることは、もう既に皆さんに
お伝えしました。ならば、マクロの定義も S 式で表す Lisp においては、
マクロを定義するマクロを書くことも可能です。Lisp では、昔からの慣習
で、関数名などには「-」で単語をつなげた、説明的な名前を使用してい
ます。そのため、DESTRUCTURING-BIND 関数や、MULTIPLE-VALUE-BIND 関数
のような、非常に名前の長い関数があります。しかし、愚直にそのような
長い名前を使わずとも、次のように短い名前で定義すればいいのです。

1: (defmacro dbind (&rest args)
2:

`(destructuring-bind ,@args))

3: (defmacro mvbind (&rest args)
4:

`(multiple-value-bind ,@args))

注目してほしいのは、これらの定義が非常に似通ったものだということで
す。どうやらこれらの定義をマクロにやらせることができそうです。それ
は次のようになります。
1: (defmacro abbrev (short long)
2:
3:

`(defmacro ,short (&rest args)
`(,’,long ,@args)))

マクロを定義するマクロを定義する際にはたいてい、上の ABBREV マクロ
のように、入れ子になったバッククォートを使用します。ネストしたバッ
ククォートは理解しづらいですが、少しずつ段階ごとに分けて見ていくと、
理解できるようになります。次の展開例を考えてみましょう。
1: (defmacro mvbind (&rest args)
2:

`(multiple-value-bind ,@args))

バッククォートの中から multiple-value-bind を取り出しておくとわかり
やすいでしょう。変数を作り、そこに束縛しておきましょう。
1: (defmacro mvbind (&rest args)
2:
3:

(let ((name ’multiple-value-bind))
`(,name ,@args)))

multiple-value-bind は long として、mvbind は short として ABBREV の引
数に与えられますから、先頭にバッククォートをつけて、
1: `(defmacro ,short (&rest args)
2:

(let ((name ’,long))

3:

`(,name ,@args)))

となります。
最後に、
name を',long に置き換えて、
let を取り払えば、ABBREV
の定義になります。
1: `(defmacro ,short (&rest args)

2:

`(,’,long ,@args))

7. リードマクロ
S 式の一生を考えたときに、その中で重要な瞬間というのは、読み込み
時、コンパイル時、実行時でしょう。コンパイル時はマクロが、実行時は
関数が、それを操ります。残った読み込み時に機能するのが、これから述
べるリードマクロです。
リードマクロは、Lisp の読取器を制御することで、任意の文字列を読み
込み、Lisp で扱うことができるようにします。リードマクロを定義するに
は二通り方法がありますが、順に見ていくことにしましょう。
リードマクロを定義する一番簡単な方法は、マクロ文字を定義すること
でしょう。マクロ文字とは、Lisp の読取器に特別な扱いを要求する文字で
す。文字「a」は文字「b」と全く同じ扱いですが、文字「(」はそれらと
は異なる扱いでしょう。そういった文字にはそれぞれ関数が関連付けられ
ていて、Lisp の読取器がマクロ文字を読み込んだ際の指示を与えます。そ
のマクロ文字は、SET-MACRO-CHARACTER 関数で定義できます。与えられた
数値の符号を反転させるマクロ文字!を定義してみましょう。
1: (set-macro-character #\!
2:
3:

#’(lambda (stream char)
(list ’* -1 (read stream t nil t))))

SET-MACRO-CHARACTER 関数は、マクロ文字として定義する文字と、その文
字を読取器が読み込んだ際に呼ばれる関数を引数に取ります。第２引数の
関数は、引数としてマクロ文字の位置のストリームと文字を受け取ります。
しかし、このマクロ文字によるリードマクロは、１文字しか使えないた
め、不便です。そこで、ディスパッチングリードマクロと呼ばれるものを
使います。ディスパッチングリードマクロでは、2 文字使うことができま
す。ディスパッチングリードマクロの１番目の文字は、ディスパッチング
マクロ文字でなければならず、MAKE-DISPATCH-MACRO-CHARACTER 関数で定
義できます。しかし、既に#がディスパッチングマクロ文字として定義さ

れており、それを使うことができます。#で始まる組み合わせは一部予約
されており、それ以外の組み合わせを、予め定義されていない限り、使用
することができます。
ディスパッチングリードマクロを定義するには、
SET-DISPATCH-MACRO-CHARACTER 関数を使います。この関数は
SET-MACRO-CHARACTER 関数と似ていますが、文字の引数を 2 つ取ります。
今回は、#?の組み合わせで、定数関数のためのリードマクロを定義してみ
ましょう。
1: (set-dispatch-macro-character #\# #\?
2:

#’(lambda (stream char1 char2)

3:

`#’(lambda (&rest ,(gensym))

4:

,(read stream t nil t))))

これを使うと、
1: > (mapcar #?’hoge ’(1 2 3 4))
2: (HOGE HOGE HOGE HOGE)
3: > (eq (funcall #?#’zerop) (symbol-function ’zerop))
4: T
このようなことが可能になります。
リードマクロは、単なるマクロ文字以外にも、例えばリストのデリミタ
のような使い方もできます。もし、x から y までの整数からなるリストを
書く際に、次のように書けると便利でしょう。
1: > #[1 10]
2: (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
そのようなリードマクロは次のように定義できます。
1: (set-macro-character #\] (get-macro-character #\)))
2:
3: (set-dispatch-macro-character #\# #\[
4:
5:
6:

#’(lambda (stream char1 char2)
(let ((accum nil)
(pair (read-delimited-list #\] stream t)))

7:

(do ((i (ceiling (car pair)) (1+ i)))

8:

((> i (floor (cadr pair)))

9:

(list ’quote (nreverse accum)))

10:

(push i accum)))))

目新しいものは READ-DELIMITED-LIST 関数ぐらいでしょう。この関数は第
1 引数にリストの終わりとして扱う文字を与えます。]がデリミタとして認
識されるために、先にマクロ文字として定義しておく必要があります。

8. マクロにこだわる理由
どうしてそんなにもマクロにこだわるのか、関数でいいではないか、そ
う思われるかもしれません。しかし、マクロで書く意味はちゃんとあるの
です。それが、マクロでしか書けない場合や、関数で書くよりもマクロで
書くべきであるときがあるのです。それは例えば、次のような場合です。
1.

変形
与えられる引数を評価前に操作したいときがあります。SETF は、
その一例です。関数の場合、与えられる引数は、先に評価されて
から、関数が呼び出されます。そのため、引数を評価前に変形さ
せたい場合は、マクロで書く必要があります。

2.

変数束縛
引数のレキシカルな束縛を変更する必要があるものはマクロ
で書かれなければなりません。なぜなら、関数では、それがクロ
ージャとして守られ、その外の束縛を変更できないためです。

3.

条件分岐による評価
1 で述べた通り、関数では引数は全て評価されます。条件分岐
を提供するような制御構造は、ある引数は特定の条件下において
のみ評価されます。これを実現するには、マクロで定義されるこ
とが必要です。

4.

複数回の評価
関数において、引数は全て、きっかり 1 回のみ、評価されます。

これは、FOR などの制御構造を定義する際には邪魔になってしま
うでしょう。
5.

関数呼び出しを節約する
マクロが展開されるのは、コンパイル時です。つまり、それが
どれだけ複雑で、コストの高い処理であっても、実行時のオーバ
ーヘッドにはなりません。よって、マクロで定義することで、関
数呼び出しを節約することができます。

6.

Lisp との密な結合
ある問題を解くプログラムを書く代わりに、マクロを使ってそ
の問題を Lisp が既に解法を知っているような問題に変形できる
ことがあります。この場合、大抵プログラムは小さく、効率的な
ものになります。

9. なぜ Lisp か
お気づきの通り、筆者は Lisper です。Lisp に出会う以前は、C 言語や
Java などにも手を出していましたが、Lisp に出会ってからはそれらの言
語で書く気すら起きません。
なぜなら非 Lisp にはマクロがないからです。
Lisp について John Foderaro という著名な Lisper が言ったように、Lisp
の神髄はまさに、
Lisp is a programmable programming language.
という点にあります。そして、Lisp において、マクロこそが Lisp を
programmable programming language たらしめている理由なのです。も
ちろん、Lisp 以外にも Lisp マクロと似通ったものはあります。それはた
とえば、C 言語のマクロや、Haskell の Template Haskell などでしょう。
しかし、C 言語のマクロはタダの文字列置換です。それに対して Lisp は S
式を操作してプログラムを生成します。つまり、Lisp を自分の思い通りに
拡張することができるということです。Template Haskell は、C 言語の
マクロよりはよっぽど強力で、Lisp のそれに近いですが、既に述べた通り、
non-homoiconic です。それよりは、プログラム自体もデータとして扱え

る、homoiconic な Lisp がより強力なのは当然のことです。
皆さんもこの記事を読むことで Lisp の、そしてそのマクロの強力さを
少なからず感じていただけたと思います。もちろんこの記事にある例は、
強力な Lisp のマクロのごく一部でしかありませんが、もしこれで Lisp に
興味を持っていただければ非常に嬉しく思います。
Lisp に興味を持ってくださった方のために、いくつか書籍を紹介してお
きますと、Common Lisp の入門書としては、Peter Seibel 著「Practical
Common Lisp4」か、Conrad Barski M.D. 著「Land of Lisp5」がおすす
めです。Scheme の入門書は、Scheme の処理系 Gauche でのプログラミ
ングについて解説した、Kahua ロジェクト著、川合 史朗監修「プログラ
ミング Gauche」をおすすめします。Lisp のマクロに関しては、Paul
Graham 著「On Lisp6」
（この記事を書くにあたって、この On Lisp をか
なり参考にしました。
）
、Doug Hoyte 著「Let Over Lambda7」が詳しい
です。

10. 付録：関数・オペレータの定義8
LABMDA シンボル
シンタックス:
lambda lambda-list [[declaration* | documentation]] form* =>

nameless-function
変数と値:

lambda-list --- 関数の引数リスト。
declaration --- 宣言式。評価されない。
documentation --- 文字列。評価されない。

4

邦訳は佐藤 匡俊、水丸 淳、園城 雅之、金子 祐介らによる「実践 Common Lisp」

5

邦訳は川合 史朗による同名の書籍

6

邦訳は野口 開による同名の書籍

7

邦訳はタイムインターメディア HOP プロジェクトによる同名の書籍

8

詳しくは、Common Lisp HyperSpecTM などをご覧ください。

form --- フォーム。
nameless-function --- 無名関数。
説明
関数オブジェクトを返す。
例
(lambda (a b)
(+ a b)) => #<FUNCTION>
DEFUN マクロ
シンタックス:
defun function-name lambda-list [[declaration* | documentation]]

form*
=> function-name
変数と値:

function-name --- シンボル。
lambda-list --- 関数の引数リスト。
declaration --- 宣言式。評価されない。
documentation --- 文字列。評価されない。
form --- フォーム。
説明
関数を定義する。
例
(defun add1 (n)
“add 1 to n”
(+ 1 n)) => ADD1
DEFMACRO マクロ
シンタックス:
defmacro name lambda-list [[declaration* | documentation]] form*
=> name

変数と値:

name --- シンボル。
lambda-list --- マクロの引数リスト。
declaration --- 宣言式。評価されない。
documentation --- 文字列。評価されない。
form --- フォーム。
説明
マクロを定義する。
例
(defmacro mac1 (a b)
“Mac1 multiplies and adds”
`(+ ,a (* ,b 3))) => MAC1
(mac1 4 5) => 19
LET スペシャルオペレータ
シンタックス:
let ({var | (var [init-form])}*) declaration* form* => result*
変数と値:

var --- シンボル。
init-form --- フォーム。
declaration --- 宣言式。評価されない。
form --- フォーム。
result --- フォームによって返された値。
説明
変数（とその初期値）をとり、新たな環境を作ってその中で form を
評価する。
例
(setq a 10) => a
(let ((a 1) (b 2))
(+ a b)) => 3

; a に 10 を代入

(+ a 2) => 12
EXPT 関数
シンタックス:
expt base-number power-number => result
変数と値

base-number --- 数値。
power-number --- 数値。
result --- 数値。
説明
base-number を power-number で冪乗する。
例
(expt 2 3) => 8
INCF マクロ
シンタックス:
incf place [delta-form] => new-value
変数と値

place --- 値への参照。
delta-form --- フォーム。delta を生成するために評価される。デフォ
ルトは 1。

delta --- 数値。
new-value --- 数値。
説明
place の値に delta を足した値を place に代入し、また、それを返す。
例
(let ((a 10) (b 20))
(incf a)
(incf b 2)
(+ a b)) => 33

MACROEXPAND, MACROEXPAND-1 関数
シンタックス:
macroexpand form &optional env => expansion, expanded-p
macroexpand-1 form &optional env => expansion, expanded-p
変数と値

form --- フォーム。
env --- 環境オブジェクト。デフォルト値は nil。
expansion --- フォーム。
expansion-p --- ブーリアン値。
説明
与えられたフォームを与えられた環境で展開し、その結果を返す。
例
(defmacro hoge ()
`(dotimes (x 10)))
(macroexpand ’(hoge))
=> (BLOCK NIL
(LET ((X 0))
(DECLARE (TYPE UNSIGNED-BYTE X))
(TAGBODY
(GO #:G738)
#:G737
(TAGBODY)
(PSETQ X (1+ X))
#:G738
(UNLESS (>= X 10) (GO #:G737))
(RETURN-FROM NIL (PROGN NIL)))))
(macroexpand-1 ’(hoge)) => (DOTIMES (X 10))

DO マクロ
シンタックス
do ({var | (var [init-form [step-form]])}*) (end-test-form

result-form*) declaration* {tag | statement}*
=> result*
変数と値

var --- シンボル。
init-form --- フォーム。
step-form --- フォーム。
end-test-form --- フォーム。
result-form --- 暗黙の PROGN。
declaration --- 宣言式。評価されない。
tag --- go タグ。評価されない。
statement --- 混合フォーム。
result --- RETURN または RETURN-FORM フォームが実行されると、その
フォームから値が返る。そうでなければ result-form から返る。
説明
1. 変数 var を init-form の評価結果に初期化します。init-form が
ない場合は nil に初期化されます。
2. end-test-form を評価し、結果が真であれば繰り返しを終了しま
す。ここで result-form を評価し、その結果が do の返り値と
なります。 result-form がない場合は nil を返します。
3. 本体の S 式を順番に評価します。
4. 変数 var の値を step-form の評価結果に更新します。step-form
がない場合は何もしません。
5. 2 から 4 までを繰り返します。
例
(defun fact (x)
(do ((n 2 (1+ n)) (result 1))
((< x n) result)

(setq result (* result n))))
(fact 5) => 120
PRINT 関数
シンタックス
print object &optional output-stream => object
変数と値

object --- オブジェクト。
output-stream --- 出力ストリーム。
説明
出力ストリームに対してオブジェクトを出力する。
例
(print ’hoge)
HOGE
=> HOGE
(print 100)
100
=> 100
(print “fuga”)
“fuga”
=> “fuga”
GENSYM 関数
シンタックス
gensym &optional x => new-symbol
変数と値

x --- 文字列、もしくは非負整数。
new-symbol --- 未使用のアンインターンドシンボル。
説明
アンインターンドシンボルを生成し、返す。

例
(gensym) => #:G739
LABELS スペシャルオペレータ
シンタックス
labels ((function-name lambda-list [[local-declaration* |

local-documentation]] local-form*)*) declaration* form*
=> result*
変数と値

function-name --- シンボル。
lambda-list --- 関数の引数リスト。
local-declaration --- 宣言式。評価されない。
local-documentation --- 文字列。評価されない。
local-form --- 暗黙の PROGN。
declaration --- 宣言式。評価されない。
form --- 暗黙の PROGN。
説明
ローカル関数を定義する。
例
(defun fact (n)
(labels ((foo ((n1 n) (p n))
(if (= n1 1)
p
(foo (1- n1) (* p (1- n1))))))
IF スペシャルオペレータ
シンタックス
if test-form then-form [else-form] => result*
変数と値

test-form --- フォーム。

then-form --- フォーム。
else-form --- フォーム。
result --- test-form が真なら then-form を、そうでなければ else-form
から値が返る。
説明
まず、test-form が評価され、それが真なら then-form を評価し、そ
の値を返す。偽なら else-form を評価し、その値を返す。真、偽のと
き、それぞれ else-form、then-form は評価されない。
例
(defun onep (n)
(if (= n 1) t))
(onep 2) => NIL
(onep 1) => T
SET-MACRO-CHARACTER 関数
シンタックス
set-macro-character char new-function &optional

non-terminating-p readtable
=> T
変数と値

char --- 文字。
new-function --- 関数指定子。
non-terminating-p --- ブーリアン値。デフォルトは偽。
readtable --- リードテーブル指定子。デフォルトは現在のリードテー
ブル。
説明
char をマクロ文字として、readtable で指定されたリードテーブルに、
new-function で指定された関数を関連付ける。
例
(defun single-quote-reader (stream char)

(declare (ignore char))
(list ’quote (read stream t nil t)))
(set-macro-character #\’ #\’single-quote-reader) => T
LIST 関数
シンタックス
list &rest objects => list
変数と値

objects --- オブジェクト。
説明
引数による新たなリストを生成し、返す。
例
(list 1 2 3 4 5) => (1 2 3 4 5)
(list ’hoge “fuga” #\a #\b) => (hoge “fuga” #\a #\b)
READ 関数
シンタックス
read &optional input-stream eof-error-p eof-value recursive-p =>

object
変数と値

input-stream --- 入力ストリーム指定子。
eof-error-p --- ブーリアン値。デフォルトは真
eof-value --- オブジェクト。デフォルトは NIL。
recursive-p --- ブーリアン値。デフォルトは偽。
object --- (Lisp 読取器にパースされた)オブジェクト、もしくは
eof-value。
説明
印字されたオブジェクト表現を input-stream で指定されたインプッ
トストリームからパースし、オブジェクトを作って返す。

例
(read)
>> 100
=> 100
SET-DISPATCH-MACRO-CHARACTER 関数
シンタックス
set-dispatch-macro-character disp-char sub-char new-function

&optional readtable
=> T
変数と値

disp-char --- 文字。
sub-char --- 文字。
new-function --- 関数指定子。
readtable --- リードテーブル指定子。デフォルトは現在のリードテー
ブル。
説明
disp-char に続いて sub-char が読まれた時、new-function で指定さ
れた関数が呼ばれるよう readtable で指定されたリードテーブルに関
連付ける。
例
(set-dispatch-macro-character #\# #\{
#'(lambda(s c n)
(let ((list (read s nil (values) t)))
(when (consp list)
(unless (and n (< 0 n (length list))) (setq n 0))
(setq list (nth n list)))
list))) => T

MAPCAR 関数
シンタックス
mapcar function &rest lists+ => result-list
変数と値

function --- 関数指定子。
lists --- リスト。
result-list --- リスト。
説明
lists のリストから一つづつ function で指定された関数に引数として
渡し、その返り値でリストを作り、返す。
例
(mapcar #’1+ ’(1 2 3 4 5)) => (2 3 4 5 6)
CEILING 関数
シンタックス
ceiling number &optional divisor => quotient, remainder
変数と値

number --- 実数。
divisor --- ゼロでない実数。デフォルトは整数の 1。
quotient --- 整数。
remainder --- 実数。
説明
quotient * divisor + remainder = number
例
(ceiling 2.0) => 2, 0.0
(ceiling 2.1) => 3, -0.9000001
(ceiling 3.01) => 4, -0.99

FLOOR 関数
シンタックス
floor number &optional divisor => quotient, remainder
変数と値

number --- 実数。
divisor --- ゼロでない実数。デフォルトは整数の 1。
quotient --- 整数。
remainder --- 実数。
説明
quotient * divisor + remainder = number
例
(floor 6.9) => 6, 0.9000001
(floor 6.8) => 6, 0.8000002
(floor 6.0) => 6, 0.0
1+ 関数
シンタックス
1+ number => successor
変数と値

number --- 数値。
successor --- 数値。
説明
number に 1 足した数値を返す。
例
(1+ 7) => 8
(1+ pi) => 4.141592653589793d0
CADR 関数
シンタックス
cadr x => object

変数と値

x --- リスト。
object --- オブジェクト。
説明
(cadr x) = (car (cdr x))
例
(cadr ’(a b)) => b
NREVERSE 関数
シンタックス
nreverse sequence => reversed-sequence
変数と値

sequence --- シーケンス。
reversed-sequence --- シーケンス。
説明
sequence を逆順にしたシーケンスを返す。sequence は破壊される。
例
(nreverse (list ’a ’b ’c)) => (c b a)
PUSH 関数
シンタックス
push item place => new-place-value
変数と値

item --- オブジェクト。
place --- 値への参照。
new-place-value --- リスト。
説明
place で参照されたリストに item をコンスし、それを place に代入す
る。

例
(let ((list ’(1 2 3 4)))
(push 0 list)
list)
=> (0 1 2 3 4)

