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 コンピュータやインターネットに興味ある読者なら，Java については耳にしたこと

があるだろう。Java は，1995 年に Sun Microsystems 社が発表したプログラミング

言語(実際には，プログラミング言語とその言語によって作成されたプログラムを実行

するための環境一式)である。コンピュータに関する研究や開発の成果として，現在で

も様々な言語が生まれている。その中で，既存の強力な言語に対抗できるだけの先進

性と実用性の両方を兼ね備えた言語だけが，我々の目に触れて使用できるようになる。

Java はそのような数少ない言語のひとつで，近年では最も注目を集めている。 

 本章では，以下について学習する。 

 

 ✐  Java の特徴 

 ✐  Java の実行の仕組み 

 ✐  アプリケーションとアプレット 

 

1.1 Java の特徴 

 Java は，オブジェクト指向の本格的なプログラミング言語である。オブジェクト指

向プログラミング言語は，特に初学者にとっては習得するのが難しいものが多い。

Java の文法は C 言語や C++言語に似ているがずっと整理されており，初学者にとっ

ては比較的学習しやすい言語である。  

 Java のプログラムは様々なコンピュータ上で実行することができる。これは，Java

のプログラムが特定のプラットフォーム(ハードウェアや，OS などのソフトウェア)

に依存しないバイトコード(Bytecode)と呼ばれる形態に変換されるからである。Java

のプログラムを実行するためには，バイトコードを解釈し，実行するためのプログラ

ムが必要である。このプログラムは仮想マシンと呼ばれ，実際の多種多様なプラット
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フォームに合わせて用意されている。 

 様々なコンピュータ上で実行されることを考えると，プログラムがちょっとしたこ

とで動作しなくなったり，なんらかの問題の原因になることは避けなければならない。

Java では，C 言語や C++言語では問題の原因となることが多かったメモリ管理につ

いて，その大部分を自動的に行うように設計されている。また，コンパイル時と実行

時にプログラムをチェックすることで信頼性を高めている。同時に，言語レベルでセ

キュリティについても配慮している。 

 インターネット・ブラウザのような大規模なプログラムでは，複数の仕事を同時処

理する必要が出てくる。例えば，ユーザとのやり取り，ネットワークでのデータの交

換，ウィンドウの表示などを同時に処理する。これらの処理は互いに関連しながらも，

比較的独立した処理の流れを持っている。このような処理の流れをスレッド(thread)

と呼ぶ。Java では，1 つのプログラム中で複数のスレッドを同時に実行するための機

構を備えており，このような機構をマルチスレッド(Multithread)と呼ぶ。プログラ

ムの製作者から見ると，それぞれのスレッドに集中してプログラムを作成でき，プロ

グラムが過度に複雑になるのを防ぎながら，一方でユーザに対しては応答性の良いプ

ログラムを作成することができる。 

 実用的なプログラムを作成する際には，プログラマが一から十まですべて作成する

のではなく，既存の部品をいくつも利用して作成する。このような部品はクラスライ

ブラリ(Class Library)と呼ばれる形で提供される。Java では，このクラスライブラ

リが非常に充実している。例えば，ファイルなどとの入出力やプログラムで使用頻度

の高い部品を集めたクラスライブラリ，アプレットを作成するためのクラスライブラ

リ，ウィンドウを使用した GUI(Graphical User Interface)を作成するためのクラス

ライブラリ，ネットワークによる通信を行うためのクラスライブラリなど，高度な機

能を実現するクラスライブラリも用意されている。 

 Java についてもう一点挙げるとすれば，Java がまだまだ成長し続けていることを

指摘しておくべきであろう。新しいテクノロジが Java に投入されたり，あるいは Java

を用いて実現されたりしている。残念ながら，本書ではそこまで解説することはでき

ないが，Java を通してプログラミングの基礎を学び，同時に Java 言語を習得するこ

とは，非常に有益なことであろう。 

 14



1.2 Java の実行の仕組み 

1.2 Java の実行の仕組み 

 Java で作成されたプログラムは様々なコンピュータの上で実行することができる。

“Write at once, run everywhere”(いったん書いたら，どこでも動く)というキャッ

チフレーズが示すように，MS-Windows ベースのコンピュータでプログラムを作成

したとしても，Macintosh や UNIX で実行することができる。これまでのプログラミ

ング言語でもこのようなことがまったくできなかったわけではないが，実行速度が遅

かったり，どうしても機種ごとの違いが大きかったりして，なかなか実用的に使用す

るは難しかった。 

 一般にプログラムを作成する際には，使用する言語の約束や記述方法に従って人間

がコンピュータに対する命令を 1 行 1 行に記述していく。ここで作成される(多くの

場合，人間が読むことのできる)命令の並びはソースコード(source code)あるいは単

にソースと呼ばれ，ファイル(ソースファイル)に保存される。コンピュータはソース

コードを直接実行するわけではない。すなわち，何らかの方法でソースコードをコン

ピュータが実行できる形式に変換しなければならい。この実行できる(executable)形

式のプログラムをどのタイミングでどのように作成するかによって，プログラミング

言語はコンパイラとインタプリタに大別される。 

 図 1.1 に，コンパイラとインタプリタにおける実行について示す。 

 コンパイラは，ソースコードから一括して実行形式を作成する。コンパイラでは，

コンパイルと呼ばれる操作でオブジェクトファイルと呼ばれる中間的な形式のファイ

ルを作成し，リンクと呼ばれる操作で複数のオブジェクトファイルを結合(リンク)し，

実行形式ファイルで保存する。コンピュータは実行形式ファイルを読み込んで，そこ

に書いてある命令を実行する。実行形式はコンピュータの機種や OS ごとに異なり，

互換性はない。これに対してインタプリタ型では，インタプリタと呼ばれるプログラ

ムが，ソースコードを 1 行ずつ翻訳しては実行する。インタプリタを機種ごとに用意

すればソースコードの内容をどこでも実行できるが，1 行 1 行翻訳する作業があるた

め，実行速度は遅い。 
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図 1.1 コンパイラとインタプリタ 

 

 Java はインタプリタ型である。しかし，Java ではソースコードをコンパイルする

必要もある。Java におけるコンパイルは，前述のコンパイラのように実行形式を作る

のが目的ではなく，コンピュータの機種や OS に依存しない(Architecture Neutral)

形式に変換することが目的である。この形式をバイトコード(Bytecode)と呼ぶ。バイ

トコードはコンピュータが直接実行することはできないし，また，他のプログラムの

部品とリンクされてもいない。 

 Java では，各コンピュータごとにバイトコードを実行するプログラムを用意する必

要がある。このプログラムは Java 仮想マシン(JVM：Java Virtual Machine)と呼ば

れ，現実には存在しない仮想的なコンピュータをソフトウェアで実現したものである。

また，バイトコードは，その仮想的なコンピュータの実行形式である。JVM は，バイ

トコードを実際のコンピュータが理解できる形に逐次変換しながら実行する。すなわ

ち，インタプリタ型の実行を行う。 
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 バイトコードを実行する上でもうひとつ重要なのは，JVM だけではなく，プログラ

ムの部品であるクラスライブラリが必要であることである。Java ではクラスライブラ

リが非常に充実しており，基本的なクラスライブラリについては，プログラムを作成

する環境(開発環境)とプログラムを実行する環境(実行環境)の両方で同じものが利用

できる。独自のクラスライブラリは，ネットワークなどで伝送することができる。ク

ラスライブラリはプログラムの実行時に JVM に読み込まれ，その時点でリンクが行

われる。 

 このように，バイトコードを実行するためには，そのコンピュータ上に Java を実

行するための道具立て一式が必要である。この道具(といってもプログラムだが)を，

Java の実行環境(JRE：Java Runtime Environment)と呼ぶ。また，Java 実行環境

に開発用のツールを加えたものが Java 開発環境(JDK：Java Development Kit)であ

る。Java の実行環境と開発環境は，JavaSoft から無料で配布されている。また，実

行環境については，インターネット・ブラウザなどと一緒に配布されている。 
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図 1.2 Java でのプログラム開発と実行 
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1.3 Java プログラムの様々な顔 

 Java によって作成できるプログラムは，アプリケーション，アプレット，サーバサ

イド Java，携帯アプリなど非常に幅広い。 

 アプリケーションは，ワープロやグラフィックス関係のプログラムなど，これまで

Java 以外の言語で作成してきたプログラムと同等と考えてよい。アプリケーションの

実行には Java 実行環境を用いる。Java は，GUI 作成のための Swing 等，アプリケー

ション作成を容易にする機能を備えている。 

 アプレットは，インターネット・ブラウザ中で実行することができるプログラムで

ある。Web ページ(HTML ファイル)中で，<applet> タグによって実行するプログラ

ムを指定する。インターネットを介してそのホームページにアクセスすると，ブラウ

ザは <applet> タグで指定されたプログラムを自動的にダウンロードして実行する。

一般に，Java の実行環境はブラウザに含まれる。アプリケーションやアプレットの作

成には，最も基本的な Java 開発環境である J2SE(Java2 Standard Edition)を用いる。 

 サーバサイド Java は，Java を使って Web ページ等を動的に生成する機能であり，

Web サーバ等のサーバ用途として用いられる。代表的なものには Java Servlet，

JSP(Java Server Pages)などがある。これらを使うことで，掲示板やショッピングサ

イトなどの幅広い Web サービスを簡単に作成することができるため，Java の主利用

目的のひとつとなっている。Servlet/JSP は，エンタープライズ向けの Java である

J2EE(Java2 Enterprise Edition)で使うことができる。 

 Java は，PC やサーバ以外の環境でも動作する。代表的なものとしては，携帯電話

などの組み込み機器向けアプリケーションを作成するための J2ME(Java2 Micro 

Edition)，IC カード上で動くソフトウェアを作成するための JavaCard API などがあ

る。これらの環境には独自の JVM が備わっている。 

 このように Java は様々な場面で利用されるが，プログラムの作り方や文法はどの

ような環境でもほぼ同じである。このため，基本的な Java のプログラミング方法を

学べば，幅広い分野でのプログラム開発ができるようになる。 
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