
 

 

 1.オブジェクト指向(Object 
  -Oriented)システムの背景 

 

 

 まず，オブジェクト指向システムの概念が生まれてきた背景について考えてみる。 

 

1.1 背景 

 事務処理，グループウェア，CAD 等の設計，意思決定，教育等の広範囲な分野で，

通信ネットワークとコンピュータが利用されてきている。また，データベースシステ

ム，オンライン銀行システム等の巨大なソフトウェアが開発され，運用，利用されて

きている。 

 コンピュータのソフトウェアは，これまで C 言語等のプログラム言語を用いて主に

開発されてきていた。複雑で膨大なソフトウェアの開発と運用について，以下のよう

な問題点が指摘されてきた。 

 

 ① ソフトウェア危機，ソフトウェア技術者の不足 

 必要とされるソフトウェアを開発するために十分な数と質のソフトウェア技術

者を確保することが難しくなっている。 

 ② ソフトウェア生産性と信頼性の向上を図る必要性 

 ソフトウェアを効率的に開発することに加えて，仕様を満足したバグのないソ

フトウェアを開発できることが求められている。既存ソフトウェア資源の有効な

再利用，モジュール化が求められている。 

 ③ アプリケーション間の相互運用性 

 ネットワーク上に分散された種々のソフトウェア資源を，相互に利用できるこ

とが求められてきている。インターネットの普及により，世界中のデータベース

等のコンピュータ資源を利用できることが求められている。 
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 こうしたソフトウェア問題を解決するための試みとして，1970～1980 年代に，人

工知能ではエキスパートシステム(expert system)，ソフトウェア工学ではジャクソン

法等の種々の方法が考案されてきた。しかしながら，エキスパートシステムは，限定

された分野に対しては有効であったが，どの分野にも有効ではなかった。このように，

以上のソフトウェア問題の抜本的な解決方法とはなっていない。本書で述べるオブ

ジェクト指向のアプローチも，上記のソフトウェア問題を解決しようとする 1 つの方

法として提案されてきたものであった。 

 オブジェクト指向システムの概念は，1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけて，

ソフトウェア工学，人工知能，データベースシステム等の種々の分野で独立に考案さ

れてきたものである。具体的なシステムと概念として，以下がある。 

 

 ① フレームモデル(frame model)［Minsky，M.］。 

 ② オペレーティングシステム (OS)におけるケーパビリティ (capability)

［Den-nis,J.］。 

 ③ 並列計算モデル(Actor)［Hewitt，C.］。 

 ④ Smalltalk-80［Kay，A.］。 

 ⑤ 離散系のシュミレーション(Simula)［Nygaard.K.］。 

 ⑥ 抽象データ型(ADT：abstract data type)。 

 ⑦ データモデル(リレーショナルモデル)。 

 

 フレームモデルは，人工知能の分野で考えられてきた概念である。これは，人間が

物事をどのようにして認識するかについてのモデルである。人間は，物のフレーム

(frame)という枠組みを記憶しており，対象となる物が，フレームと対応付けられると

きに，対象物を認識できるとするものである。例えば，車はタイヤ，エンジン，ハン

ドル等の構造を持つ。車のフレームは，タイヤ，エンジンといった属性から構成され

る。実際の車は，具体的にどのようなタイヤを持ち，どのようなエンジンを持つかを

示したものである。後述するクラスが，フレームにあたる。 

 現在のコンピュータは，メモリ内にプロセスが存在し，実行される。いわゆるスト

アードプログラム(stored program)方式である。プロセスは，命令が記憶されるテキ

スト部とデータが記憶されるデータ部から構成される。プログラムカウンタが示す命

令が実行され，プログラムカウンタが次の命令に移動する。メモリの要素をみたとき，
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これがデータか命令かを区別できない。したがって，何らかの異常により，プログラ

ムカウンタがデータが記憶されているメモリ要素を示し，これを命令として実行して

しまうと，プロセスが暴走したり，特権領域を不正にアクセスしたりしてしまう。こ

うした問題を解決するため，メモリの要素に，これが命令であるかデータであるかを

示すことが考えられた。これをケーパビリティ(capability)という。ケーパビリティと

しては，誰が何を行えるかといったセキュリティ機能も与えることができる。これは，

メモリ内に記憶されている値とこれに対して何を行えるかといった操作を一体化させ

たものと考えられる。 

 Actor モデルでは，コンピュータでプログラムを並列に実行することが考えられた。

ここでは，Actor という実行単位にメッセージを送ることにより起動させることが考

えられた。Actor は，現在のクライアントサーバモデルのサーバと類似している。後

述するメッセージパッシングの機構である。 

 シミュレーションの分野でも，対象となるものと，これらの間の相互作用を考える

ことにより，シミュレーションを行う言語として，Simula があった。 

 データベースシステム［15,58］では，1970 年代始めから，抽象代数に基づいたリ

レーショナルモデル［12］が提案され，データモデル(data model)の概念が確立して

いる。データモデルは，テーブルといったデータ構造とこれに対する操作演算を一体

化させた概念である。操作演算としては，SQL が国際標準データ言語として広く利用

されている。データベース内のデータは，SQL を用いてのみ操作できる。利用者は，

データベースの物理的な構造を意識せずに利用できる。 

 この中で，特に，抽象データ型(ADT：abstract data type)の概念は，オブジェクト

の概念に主要な影響を与えている。抽象データ型とは，プログラム言語の整数型といっ

たデータ型を拡張した概念である。抽象データ型は，データ構造とこれを操作する手

続き(演算)とを一体化(カプセル化)したものである。利用者は，データ構造を手続きを

用いてのみ操作させるものである。抽象データ型は，オブジェクトと同じ概念を示し

ている。 

 Smalltalk-80は，Xerox社のPalo Alto研究所(PARK)で開発されたシステムである。

以上述べたオペレーティングシステム，データベースシステム，プログラム言語，コ

ンピュータアーキテクチャ，人工知能等の種々の分野で考えられてきた概念を整理し

て，オブジェクト指向システム(object-oriented system)としてまとめあげたものであ

る。次章で述べるメッセージパッシング，メソッド等のオブジェクト指向システムの
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用語と概念は，Smalltalk-80 で開発されたものである。この意味で，オブジェクト指

向の分野での貢献度は大きなものがある。Smalltalk-80 は閉じたシステムであったた

めに，既存のソフトウェア資源，例えば C 言語で書かれたデータベースシステムのア

プリケーションソフトウェア等を利用できない欠点があった。このため，現在では，

オープンなシステムである C++，Java がオブジェクト指向のプログラミング言語と

して広く利用されている。本書では，C++と Java について，第 5 章と第 6 章で述べ

る。 

 

1.2 抽象データ型 

 C 言語等のプログラム言語の整数型(int)，文字型(char)といったデータ型(data 

type)を考えてみる。整数型のデータは，1 ビットの符号ビット，数を示す 31 ビット

の合計 32 ビットから構成されている(図 1.1)。こうしたデータ構造だけでなく，どの

ような演算が 32 ビットのデータ構造に適用できるかも重要である。整数型のデータ

には四則演算( +，-，*，/ )を適用できる。一方，文字型に対しては，四則演算を適用

できない。別の例としてファイルを考えてみる。UNIX や Windows のファイルは，

バイト列をデータ構造としている。このデータに対して，open，close，read，write，

create，remove といった演算を適用できる。このように，データ型とは，データ構造

とこれに対する操作演算を一体化(カプセル化(encapsulation))させたものである。 

 

 

図 1.1 整数型 

 

 コンピュータにより提供される整数型，文字型といった基本的なデータ型の概念を

一般化することにより，抽象的なデータ型を考えることができる(図 1.2)。例えば，学

校での学生の成績管理を考えてみる。学生の成績についてのデータを集めたファイル

がある。このファイルを用いて，学生の成績を計算するプログラム，成績順に学生を

出力するプログラム，学生の評点を与えるプログラム等がある。このファイルとプロ

グラムをひとまとめにしたものが，成績型という抽象的なデータ型である。成績につ

いてのファイル内のデータは，これらのプログラムを用いてのみ利用できる。 
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［抽象データ型(ADT：abstract data type)］ 

 抽象データ型とは，データ構造とこれに対する操作演算を以下のように一体化させ

たものである。 

 

 ① 利用者は，抽象データ型が提供される操作演算を用いてのみ，データ構造を操

作できる。これ以外の方法により，直接にデータ構造を操作できない。 

 ② 利用者には，データ構造と操作演算をどのように実現したかが隠蔽(hide)され

ている。したがって，データ構造の実現方法と，操作演算の実現方法が変化して

も，利用者の利用方法には影響しない。 

 

 

図 1.2 抽象データ型 

 

 抽象データ型が提供する操作演算の呼び出し形式と返り値の仕様が，インタフェー

スとなる。抽象データ型を用いたプログラム言語として Ada，Alphard，Clu，Euclid

等が考えられてきた。 

 抽象データ型は，ソフトウェアのモジュールである。モジュールは，これが提供す

るインタフェースを通してのみ利用できる。モジュールの実装を変更しても，インタ

フェースに変更がなければ，このモジュールを利用しているプログラムに影響を与え

ないで済む。しかし，あるプログラムがモジュール内の内部的なデータを直接利用し

ていると，モジュールの実装の変更があった場合に，このプログラムは動作しなくなっ

てしまう。 
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［例］抽象データ型 counter の例を以下に示す。counter は，up，down，zero といっ

た演算を提供している。up と down は，おのおの counter の値を 1 つ増加と減少を行

う。zero は，counter の値を 0 とする。counter は，0 から 59 までの値を取れるとす

る。利用者は，これらの演算を用いて，counter の値の増減を行える。しかし，up，

down 等の演算がどのように実裝されているかは，利用者には見えない。 

 このことから，抽象データ型の定義は，以下の 2 つの部分に分けて与えられる。 

 

 ① インタフェースの定義 

 ② 実裝(implementation) 

 

 インタフェースの定義では，データ構造と，演算の呼び出し形式，返り値の定義が

行われる。実装では，演算をどのように実装するかが定義される。実装部に，演算を

実行するプログラムが書かれる。 

 

［抽象データ型 counter の定義］ 
TYPE  counter 
  DEFINITION 
    integer  range 0..59; 
     OPERATIONS  /* 演算の定義 */ 
      up (counter); 
      down (counter); 
      zero (counter); 
  END  counter; 

 

［counter の実現］ 
TYPE  counter 
  IMPLEMENTATION 
   PROCEDURE up (VAR a: counter); 
    begin 
     if a = 59 then a := 0  else a := a + 1; 
    end;  
   PROCEDURE down (VAR a: counter); 
    begin 
     if a = 0 then a := 59  else  a := a - 1; 
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    end;  
   PROCEDURE zero (VAR a: counter); 
    begin 
     a := 0; 
    end;  
 END  counter; 

 

［例］次に，抽象データ型 stack について考えてみる。stack は，push と pop という

演算により，stack に対するデータの追加，取り出しを行うものである。stack 内のデー

タは，pop 演算により，push された順番と逆の順(FILO：fast-in-last-out)に取り出さ

れる。top は，stack の先頭の(最後に push された)データが何であるかを示す。size

は，stack 内のデータ数を示す。newstack は，新しい stack を作る演算である。push: 

stack × character → stack は，push の引数が stack と character で，この結果 stack

が得られることを示している。例えば，push(s, x)は，stack s に character x が push

された stack を示す。このように，演算が，抽象代数の関数として定義されている。

このようにして，各演算の呼び出し形式と返り値が定義される。 

 次の問題として，これらの演算により，何を行うことができるのかという演算の意

味が問題となる。ここでは，push，pop，top，size といった演算の意味を，論理式(等

式公理)により与える「公理論」的な定義について考える。axioms 部では，公理論的

に演算の意味が定義される。ここで，s を stack，x はデータを示す。s に x を push

した後に pop を行うと x が取り出される。pop(push(s, x)) = s は，このことを示して

いる。スタックが空であるときに，pop を行うことはできない。空の stack を pop す

ると，スタックが底割れ(underflow)するという。逆にスタックの記憶領域は有限であ

るので，無限に push できない。記憶領域以上にデータを push すると，スタックが

溢れる(overflow)という。restrictions は，これらの制限を示している。 

 
specification  stack 
   s is a stack;  
   x is a character;  
operators  /* 演算の定義 (多類(many-sorted)代数) */ 
   newstack: → stack  
   push: stack × character → stack  
   pop: stack → stack  

 17



1. オブジェクト指向(Object -Oriented)システムの背景 

   top: stack → character  
   size: stack → integer  
axioms  /* 演算の意味の定義 */  
   pop (newstack) = newstack()  
   pop (push (s, x)) = s  
   top (push (s, x)) = x  
   size (newstack()) = 0  
   size (push (s, x)) = size (s) + 1  
restrictions 
   pop (newstack())    raises an underflow error 
   size (push (s, x)) ≥ n  raises an overflow error 

 

 

図 1.3 抽象データ型 stack 

 

 stack は，ポインタ，配列等を用いて実装できるが，利用者には，スタックの実装

方法が隠蔽されている。例えば，配列を用いて実装されていたが，途中でポインタを

用いた実装に変更されたとする(図 1.3)。利用者が，push，pop といった stack 型に

より提供されている演算を通してのみ利用しているならば，実装の変化に影響されず

に済む。しかし，プログラムが stack の内部的なデータ構造を直接に操作していると，

実装が変化して，このプログラムは動作しなくなってしまう。 
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1.3 オブジェクト指向とこれまでのソフトウェアシステム 

 ソフトウェアシステムとは，プログラムを設計，開発，保守するための全体のシス

テムである。ソフトウェアには，以下の 2 つの捉え方がある。 

 

［ソフトウェアの捉え方］ 

 ① データ/手続き指向ソフトウェア(data/procedure-oriented software)。 

 ② オブジェクト指向ソフトウェア(object-oriented software)。 

 

 ①のデータ/手続き指向ソフトウェアは，従来のソフトウェアの考え方である。ここ

では，ソフトウェアは，以下のデータと手続き(procedure)から構成される。手続きが

実行され，ファイルの read と write といったデータ操作演算が実行されると，データ

がアクセスされる。 

 

 ① データ＝ソフトウェアにより操作される情報 

 ② 手続き＝ソフトウェアの単位であり，データを操作する手続き。ファイル等の

データに対して，プログラムとしての手続きを作成するものである。 

 

 これに対して，②のオブジェクト指向システムは以下の 2 種の要素から構成される。 

 

 ① オブジェクト＝データとこのデータを操作する手続き(演算)のパッケージ。 

 ② メッセージ＝オブジェクトの操作の指示。 

 

 あるファイル F を操作するいくつかの手続きがあるとする。オブジェクトは，この

ファイルと手続きをひとまとまりとしたものである。手続きを実行するためには，オ

ブジェクトにこの手続きの実行を依頼することにより行われる。依頼は，オブジェク

トにメッセージを送信することにより行われる。オブジェクトは，メッセージを受信

すると，メッセージが指示する演算を実行する。このことは，私達の日常で行われて

いる仕事の行い方に類似している。例えば，会社で，プロジェクトリーダは，仕事を

分割し，メンバに分割された仕事を依頼する。メンバは，依頼を受けると仕事を行い，

結果をリーダに返す。各メンバがオブジェクトである。 
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 また，データベースシステム等の情報システムの標準的なアーキテクチャとなって

いるクライアントサーバモデルでの，サーバがオブジェクトである。例えば，データ

ベースシステムを考えてみる。データベースシステムは，サーバとクライアントから

構成される。サーバには，データベースがあり，クライアントではアプリケーション

プログラムが実行される。アプリケーションプログラムが，データベースを操作する

ための SQL を実行すると，クライアントからサーバに SQL が送信される。サーバは，

SQL を受信すると，これを実行し，結果をクライアントに返す。このように，サーバ

に SQL をメッセージとして送信し，SQL の実行という仕事を依頼することにより，

計算が行われる。 

 これまでに述べてきたことをまとめると，オブジェクト指向システムの目的は以下

のようになる。 

 

［目的］ 

 ① データと手続きの一体化 

 データとこれに対する操作を行う手続きを一体化(カプセル化)する。オブジェ

クトは，抽象データ型(ADT：abstract data type)である。 

 ② モジュール化 

 ①としてデ－タ構造とこれに対する操作演算を一体化し，ひとまとまりの実体

として定義する。これがどのように実現されているかを知る必要がない(情報隠

蔽)。 
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