
 

 

 1.オブジェクト指向技術の 
  過去と現在 

 

 

 この章では，CORBA と OMA，Java と JavaBeans，そして COM/DCOM の特徴

を紹介すると同時に，それら新しい技術にオブジェクト指向の考え方がどのように反

映されているのかを説明します。 

 「オブジェクト指向」というテクノロジー自体は，過去 10 年以上にわたって注目

され続けてきたわけですが，その利点が現実的レベルで広く認識されるようになった

のは比較的最近のことです。その理由として，CORBA や Java，あるいは COM といっ

た技術が比較的容易に入手できるようになったこと，また実際のシステム開発の現場

においても，これら技術が利用されるようになったことなどが要因として挙げられる

でしょう。「それはオブジェクト指向技術ではなくて，コンポーネント技術だ」と思

われる方もいるかもしれません。ではオブジェクトとコンポーネントの違いとは何で

しょうか。ここでは，そのようなことにも言及していきます。 

 

1.1 最先端のアプリケーションシステム 

 まず，CORBA，Java，COM などの技術が，どのようなところに用いられている

のかを見てみましょう。最初に Java ですが，これはホームページの閲覧を通して既

にご存知の方が多いかと思います。ページがなかなか表示されないと思ったら，WWW

ブラウザに「Java を起動しています」というメッセージが表示されていた，という経

験をお持ちの方は少なくないでしょう。Java とはオブジェクト指向プログラミング言

語の一種で，ネットワーク上で自由に交換できるプログラムの実現を意図して開発さ

れた言語のことです。WWW ブラウザ上で起動されているのは，Java 仮想マシン

JVM1と呼ばれるソフトウェアです。この仮想マシン上で，Java を用いて記述された
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1 JVM：Java Virtual Machine の意。 
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プログラムが動きます。WWW ブラウザには，通常，この JVM が組み込まれていま

す。 

 あるいは，Microsoft 社の Internet Explorer でホームページを閲覧しているとした

ら，COM を利用していることでしょう。COM は Microsoft 社を中心として推進され

ている技術標準規格であり，また実行時環境のことです。Internet Explorer には，

COMを利用したActiveXコントロールと呼ばれる拡張サービスを含むHTML文書を

表示する機能が備わっています。また，CORBA にも，ホームページの閲覧で出会っ

ているかもしれません。例えば，ホテルや航空券の予約，あるいは商品の購入が行え

るセキュリティ付きのホームページで，自分自身に関する情報が記憶され，次回に訪

れた際には商品の送付先や決済の仕方などを再入力することなく済んだ，という経験

がおありでしょう。そのようなホームページでは，カストマリレーションシップマネー

ジメント CRM2，ないしワンツーワン OTO3と略称されるサービスがミドルウェアと

して使用されていることがあります。この CRM や OTO サービスの実現に，OMG4に

より制定された CORBA5という標準規格が広く用いられています。 

 これらの新しい技術が用いられてソフトウェアシステムが開発されている背景とし

て，大きく 2 つの理由が挙げられます。1 つは最先端の技術を採り入れ，それまでに

ない新しいサービスを提供するシステムを新規に開発するというものです。もう 1 つ

は，既存のレガシーシステムを統合し，ネットワーク時代の趨勢に適合したシステム

として，拡張と適応を継続していこうとするものです。この節では，前者の例として

インターネット上における電子コマースを可能とするアプリケーションを，また後者

としてユーザ主導による既存のレガシーシステムを統合したアプリケーション開発の

事例を取り上げ，どのようなことが要求されており，それを満たすためにどのような

技術が適用されているのかを紹介します。 

 

                                                  
2 CRM：Customer Relationship Management の略。 
3 OTO：One-To-One サービスの略。顧客と企業があたかも 1：1 対応することの意。 
4 OMG：Object Management Group のこと。オブジェクト指向テクノロジに関する標準化を推

進している業界団体。 
5 CORBA：Common Object Request Broker Architecture and specification の意。OMG によ

り策定され，公開されている，オブジェクト間要求交換に関する共通標準仕様。 
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1.1.1 電子コマースを可能とするアプリケーション 

 電子コマースにはさまざまな技術が適用されています。ここでは先に述べたCRM，

ないし OTO と呼ばれるサービスに焦点を当て，そこにオブジェクト指向の考えがど

のように適用されているのかを見ていきます。OTO と呼ばれるサービスは，もともと，

米国は BroadVision 社の One-To-One と呼ばれる製品が提供していたサービスに由来

します。それまでのインターネット上の電子コマースは，不特定多数の人にサービス

を提供すること自体が主であり，利用者個人を識別し，その個人専用の何らかのサー

ビスを提供するまでには至っていませんでした。そこに登場した OTO は，利用者を

個人として識別し，その個人に固有な情報(例えば誕生日であるとか，それまでにどの

くらいの頻度で購買をしているか，あるいはどのような範疇の商品をよく購入してい

るか，など)に基づき，その時点で適切と思われるホームページの内容を動的に生成し，

提示するという方法を確立したのです。これは利用者にとっては「行き付けの店」が

出現したことになり，同じ商品を買うなら行き付けの店の方が買いやすいのは，例え

ばそのような本屋や理髪店/美容院を想像してもらえれば納得できるでしょう。 

 現在，OTO のようなソフトウェア製品はカストマリレーションシップマネージメン

ト(CRM)というカテゴリで呼ばれ，米国では，個々の顧客対応が可能なインターネッ

トホームページを作成するうえで，ほとんど標準といってもよいぐらいに利用されて

います。商品やサービスを提供する側の企業と，インターネットを経由してそれら商

品やサービスを利用する側の顧客とを，あたかも 1 対 1 の関係を有しているかのよう

に見せかけ，その関係を管理・維持するミドルウェアと捉えることができるでしょう。 

 一昔前のホームページでは，電子コマースを行うにも，顧客一人ひとりを識別する

ことはできませんでした。一般に「企業の売上げの 80%は 20%の優良顧客から，残り

の売上げ 20%が残りの顧客 80%から」と言われますから，企業にとっては，その会社

の製品やサービスを購入ないし利用してくれる優良顧客を識別し，その顧客のニーズ

を把握して適切な対応を取り，常にその優良顧客を惹きつけておくことが，まさに死

活問題です。ホームページを商用目的で開設している企業にとっては，そこでの取引

や広告においても，個人を識別できることには大きな価値があります。OTO はそれを

実現してくれるミドルウェアです。それはまた，私たち顧客側にとっても，何度も同

じ情報を入力しなくて済むという点でメリットがあり，また何にも増して「好み」を

分かっていてくれるというのは，顧客心理を微妙にくすぐるものではないでしょうか。 
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 では，その OTO の中で，オブジェクト指向テクノロジはどのように利用されてい

るのかを見てみましょう。ここではBroadVision社の製品であるOne-To-Oneを例に，

OTO のアーキテクチャを図 1.1 に模式的に示します[1]。 
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図 1.1 One-To-One アーキテクチャ 

 

 OTO は適用される業種に対応してファイナンス用，コマース用などいくつかの種類

が用意されているのが普通ですが，ここではコマース用のものを示してあります。例

えばファイナンス用では，図中のトランザクションエンジンがファイナンシャルサー

バを含むシステムになり，オープンアダプタ(OA：Open Adapter)を経由して，その

先にファイナンシャルシステムが接続されます(詳細は，参考文献[1]を参照してくだ

さい)。トランザクション管理とオープンアダプタに接続されるソフトウェアツールが，

システム化対象のドメインによって異なってきます。オープンアダプタを使ってさま
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ざまな既存ツールをインターネットシステムに接続することができます。また，1：1

サービス(1：1 Service)は個人管理のサービスを提供します。そして，インタラクショ

ン管理(Interaction Manager)が顧客からのリクエストを受け取り，レスポンスを返し

ます。One-To-One Tools は，OTO を組み込んでシステムを開発するためのツール群

です。 

 図中央の ORB は Object Request Broker(オブジェクトリクエストブローカ)の略称

です。OTO は，CORBA で規定された ORB を用いています。トランザクション管理，

個人管理サービス，商取引に必要なツールとの接続部品，WEB ページ作成ツールが

提供されていますが，これらは CORBA が定義するオブジェクトモデルに基づいてお

り，その仕様は IDL (Interface Definition Language)で定義されています。IDL は言

語非依存の仕様記述の表記法で，それをプログラミング言語にマッピングする方法が

規定されています。いくつかの言語へのマッピングが定義されており，IDL で記述さ

れた仕様を，用途にあったプログラミング言語で実装することができます。 

 顧客は一般的な WWW ブラウザを使用して，OTO インターネットアプリケーショ

ンを利用することになります。HTTP サーバを通してアプリケーションに伝えられた

利用者のリクエストは，図中央の ORB を介して，適切なサービスを提供するソフト

ウェアシステムを起動し，その結果が再び ORB を介して利用者に返されます。顧客

からは，その仕組みは見えません。サービス群は 1 台のマシン上で稼働する必要はな

く，ネットワークで接続された複数マシンに分散していてもかまいません。将来，商

取引のために新しいソフトウェアツールが必要になった場合には，そのツールのため

のオープンアダプタを作成し，それを介して ORB に接続されます。既存のアダプタ

や利用者に直接その影響が波及することはありません。もしも ORB を介さない構造

であったとしたら，どうなるでしょうか。新規ソフトウェアを統合するために，その

ツールと関係を持つことになる既存要素はすべて変更する必要が生じるでしょう。 

 CORBA は，正式名称を Common Object Request Broker Architecture といい，分

散オブジェクト環境の規格です。分散オブジェクト環境とは，オブジェクトを前提と

した分散システムのことであり，OMG(Object Management Group)が CORBA の規

格を制定しています。ここで Broker とは，日本語でいえば仲買人(ブローカ)を意味し

ます。CORBA の中核をなすのは Object Request Broker(ORB，オブジェクトリクエ

ストブローカ)と呼ばれるソフトウェアコンポーネントで，クライアントとサーバの仲

立ちをします。サービスを利用するクライアント，およびサービスを提供するサーバ
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は，それぞれ ORB に接続するオブジェクトとして構築されます。両者の間における

リクエストやその結果のやり取りは，ORB を介し，クライアントオブジェクトとサー

バオブジェクト間のやり取りとして実現されます。 

 BroadVision 社がインターネットでのサービスを提供するミドルウェアを構築する

ために CORBA を採用したのは，おそらく分散システムを実現する標準として他の選

択肢が考えられなかったからでしょう。CORBA に相当する規格としては，現在

DCOM と呼ばれるものがあるだけです。分散システムの実現には，集中型システムで

は発生することのない複雑な問題への対処を前もって考慮しておかなければなりませ

んが，CORBA や DCOM はそのような複雑さを隠蔽してくれます。 

 一方で，CORBA はアーキテクチャです。ORB をアプリケーションシステムの中に

持ち込むということは，そのアプリケーションシステムのアーキテクチャを従来とは

異なるものにします。また，CORBA はオブジェクトモデルを規定しています。つま

り，分散オブジェクト環境では，ネットワークでやり取りされるものは，情報とサー

ビスを併せ持ったオブジェクトですが，そのオブジェクトがどういうものであるのか

を規定しています。したがって，CORBA を採用すると決定したとき，システムの基

本構造もある程度決定されたことになります。 

 この例で見たように，CORBA のような技術を導入することにより，効率的な分散

アプリケーションシステムの構築を，従来に比べて容易に行えるようになります。同

時に，CORBA のような技術の導入は，それによりシステムのアーキテクチャがある

程度規定されるので，それはシステム開発プロセスにも影響を与えます。システム開

発プロセスについては 2.2 節で詳しく紹介しています。 
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