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も'だってもらえませんJavaに池拠した'ﾙ1発ツールやソフトウエアはあ

りますが、それらはまた何らかの製I‘!,!,fiを排っていますハッケージな

どにコーヒーカッブのマークが付いていますが、あれがJavaの仕様とい

うことですJavaは||:様であり、製IWIではないのですこのJavaのＩｔ様

が、｜|畔''１の多くのソフトウエア・ベンダーの逆持を受け、lltWIlIにlム

まり、ソフトウエア堆盤として定i'fしてきたことになります（図1.2)‘

ハソコンショソプにそのものが売っていることはありませんが、ＪＶＭ

と呼ばれる「仮想コンピュータ」を突け-}-るためのソフトウエアが各社

から提供されています。この仮想：7ンビ:１．－ダは、今やあI)とあらゆる

コンピュータ上で稼働'り．能であり、そのﾉｆ伽‘|'|;の,１.liさは他に瀬を兄ない

ほど商いものですnJavaで作られているソフトウエフ'は、メーカーが動

作係,ilI;、サポートなどを提供するために充分なテストを施し、非鮒にI陥

広いり１，噸のコンピュータを動作対熟とすることができますしかも、辿

鮒のソフトウエアはコンピュータのlflIi類ごとに〃｛l:するのが一般なのに

対して、Javaのソフトウエアのソースコードは一つだけです余計なソ

ースコードの開発とテストを何度も、何度も、繰り返す必喚はないので

す

このことは、ソフトウエアの開発に対する批演を少なくすることに貞

献していますソフトウエア開発の投蘭が小さくなることは、新しいソ

ソトウエアの|ﾙ1発への搬yfができることと、ソフトウエアのＩｌｊＩＷｉを向I：

することに役砿ちます命

日世界初では怠いが､成功例としては世界初

コンピュータｌ:に仮想コンピュータを助かす技術であること、そして、

難IAlで典辿のⅡ:様を持つこと．こういったことは、Ｊ;lvaが初めて行った

ことではありませんでした。

コンピュータのソフトウエアを、コンピュータのマシンそのものでな

風
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く、仮想化されたコンピュータの上で隙側させようという仮想コンピュ

ータの考え方は、メインフレームの時代からありました率'』そして、業

界で共通の仕様を持つことも、仮想コンピュータだけでなくＯＳや共辿

部品などについても、さまざまな卜n体やコミュニティが共通の仕様を実

現すべく、鍔ﾉﾉした脈史があります

しかしそれらが灘股し定謝することはなく、それに対してJavaは他の

技術と違い大変成功した例ということができます。1995年に登場してか

ら,0年の間に、企業アプリケーシＩンをはじめ、家電製品などの細み込

みソフトウエアなどに底く池通し、ドlllll例はｲド々 jＷえています。１１堺が

このJavaという仮想コンピュータを受け入れた'11f賊には、コンピュータ

の機種が増え、性能も卜分に出る時代になったこともあったと言えるで

しょう、また、インターネット時代がJavaを後･'11'しした点も見逃すこと

はできません

Javaが成功した理山は非常にたくさんあり、説Iﾘ'しきれない感じもし

ます。Javaは高性能になったハードウエアのもと、さまざまな技術を取

り込み、それまで問題となっていたことがらを'１.ち破ったことが大きな

j,MII,でしょう。また'|:嫌をオープンにし、衿で||:様を満てていけるよう

にしたことも大きな理1,,です．ここでは、鋪2噸以降で稀しくその理山

を説明する前に、Javaでなぜソフトウエアを|ﾙl発するのか、そのポイン

トを押さえておくことにしましl:う‘，

J1ｿﾌﾄｳｴｱがいろいろなコンピュータで実行可能

Javaは仮想コンピュータの||:嫌なので、Javaプログラムは当然のこと

ながら、その仮想コンピュータ川のブ１７グラムとして作られ、仮想コン

＊１メインフレームのＶＭなども成功した仮坦コンピュータの例ですが、鍔分割を言的としたものであり、

JnvaのＶＭとは本言的に這うものです、
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先ほどすこし触れましたが、この仮想コンピュータをJavaの'11界では

｢JavaVirtualMachineOava仮想マシン)ｊといい、略して「ＪＶＭｊと呼

びます

ＪＶＭの助作||:様（1没,;|･）は、ｉﾘl雌かつIi州11に決められてお()、ＪＶＭは

たくさんのﾉ触性テストに合格しなければなりませんノ触性テストと

は、ベンダーが提供するJVIvIが業界標準で決められているｉｔ様どおりに

肋作するかを確認するためのものです。Javal細Ii化機|伽ＣＩ〕（Javi’

〔､()mmunilyl),．()ccss）からＣＴＳ（C()ｍＩ)alil〕ilily'1､(･slSuil(､：ノノ:換性テスト

スイート）が提供されており、このテストに介桁しないとJiIvaやコーヒ

ーカップのロゴを使うことができません。

その代わりにこのテストに合格したＪＶＭｋでなら、.ｈ,w,のソフトウエ

アはどれでも様側するはずですこの脱|ﾘIをただ1ii純に,測りlされると、

｢ふ－ん、そういうものか。だから？」で終わってしまいますそこが

Javaの最もすごいところなのに、ですへ

今'1ではたくさんの徹瓶のコンピュータがｲＭｉしますコンピュータ

の砿航が少なかった片はそれほど問題になりませんでしたが、コンピュ

ータの脈類が端えれば増えるほど、ソフトウエアを開発するエンジニア

は、ソフトウエアの移植という問題に悩みつづけてきました

１１&初の俳悩は「せっかく作った繊維なプログラムをもう・唯使いた

い｣、ということでした。１１ロケットのlliﾉI辿,||･ｳ;':、リビ(）｜:げの鵬}|･、社

典の紬Ij,計節、などなど、コンピュータの機能をとえてきたのはソフト

ウエアです｡一度作ればまた使いたいと思うのが人１冊というものですが、

雌念ながらそれはできませんでした。多くのソソトウエアはコンピュー

タの卿ｌＲに依.l'jしており、新しい機{IIiがIIl1たI)バージ訂ンが上がったり

するたびに、再開発が繰り返されてきたのです。せっかく作ったソフト

ウエアですが、機禰変更のたびにゴミ術に捨てられていくのは悲しい現

函
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'災でした

また、今||では'11じょうな性能や機能を持つコンピュータが襖激I:伽

〃/l;し、選択肢となることも多々あります。３０年ほど前は、コンピュー

タといえばある特定の企業の名前を代名詞として使っていたこともあっ

たほど、メーカーの激は限られていましたが、今やコンピュータは選択

する時代となっていますコンピュータ・メーカーが少なかった時代、

ソフトウエアはコンピュータの付属品のような扱いをされていました

が、今'1ではソフトウエア専門のメーカーが数多く存圧しますそうい

った時代に、ソフトウエア・メーカーは襖激のコンピュータで隙棚111能

なソブトウエフ'を作って販売しなければなりません

しかし、これにはたくさんのコストが必要です。なぜなら、コンピュ

ータのソフトウエアは「機緬によってそれぞれソースコードを作らなけ

ればならないｊからです‘ソフトウエアのⅢ1発と保’､1：（バグの修11《、バ

ージヨン櫛JIl1、機能追加などの作業）は、とてつもないコストがかかり

ます“紬果として概数の祁瓶のコンピュータに対応したソフトウエアを
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§哩璽.３Ｊavaはどのｺﾝビﾕーﾀでも実行可能 ノ図1.3Javaはどのコンピュータでも実行可能
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コンピュータの祁煎とともにもう一つソフトウエアの秘械の雌となっ

たのが、オペレーティング・システム（ＯＳ）です（)Sはｊ11本ソフトウ

エアともI;.われ､コンピュータを動作させるために欠かせない存A;です

今'1のソフトウエアはＯＳが提供する機能を使って、はじめて動作する

ことができます（)Sが提供する擬能は「API（ApplicationPr()Rrammil1R

II1tcI･fa“)」と1112ばれるソフトウエアによってアプリケーションから呼

び出せます。しかし、ＯＳもまたコンピュータの種類とIril様、襖激の諏

揃があり、APIも､１１然ＯＳごとに異なります‐そのため、あるＯＳ川に作

眼‘ﾉできるのはIlij州を独1I1するほどの大きなシェアを持つ大企業のみと

なり、それ以外のソフトウエア・メーカーは機輔依仔のソフトウエアを

販売するしかありません。

ソースコードを共通化してソフトウエアの開発を効率化したり、撫激

のコンピュータで稼働できるようにしたりする試みはいろいろとij:われ

てきましたしかし、コンピュータ・メーカーやＯＳメーカーは壊別化

のために新機能を追加し、互換性はみるみると失われていきます結果

として、コンピュータごとに開発してしまったソフトウエアは、別のコ

ンピュータ川にIlilじ機能を'jIさ呪するのは雌しくなっていき、ソフトウエ

ァはコンピュータの砿煎に依ｲI§したものになっていきます。

Javaはこれを「中間笥語」という共通のコードにコンパイルし、ＪＶＭ

という仮岨コンピュータの肋作のﾉf換性品質を・定に保つという方法で

別ｌｆに解決した(ﾉ)です（図1.3)‘

かくして、｜時代やコンピュータの機価が変わっても、・哩作.’たブ

'1グラムをそのまま実行できる」という、過去50年にわたって続けられ

てきたソフトウエア|ﾙl発行の妙は、Javaによって呪喪のものとなったわ

けです『、

lJava自身がOSとしての機能を定義している

鰯
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ったソフトウエアは、別のＯＳでは助かない、といったことが,煙こりま

すこうしたlAj題を解決し、ソースコードを共通化できるようにする鍔

〃が、過去にもいろいろと行われてきました

たとえば、ＯＳ自体を標準化しようという活動や、ＯＳのAPIを標準化

しようという活助がありましたウィンドウ・システムのAPIを|細({化

しようという動きもありました。複激のコンビュークヒで、共辿のクラ

ス・ライブラリを提供しようという試みもありました。まったく別の

OSのAPIを棋倣するライブラリの開発をしたこともありました。しかし、

杉くのものは失敗しました。コンピュータの機ｉＩＩｉや()Sを作るベンダー

は、（)SのlillilIlliをｋげるために独I‘I機能を作っていったために、典辿ソ

ースコードのⅡ:様だけではソフトウエアが作れないのです。

javaはこれらの派勤とはまったく迷うアプローチで、この|Al脳を兄！lド

に解決しました，これもまた、光に餓賜した「仮辿コンピュータ」で対

応したのです仮想コンピュータにＯＳのAPIにあたる機能を持たせてし

まったのです（図1.4)．

つまり、Javaが定義する仮想コンピュータでは、今１１〃征する多くの

コンピュータや()Ｓが標準的に持つ機能をＷ旅し、汎川的に利川できる

機能を抽出することに成功していますこのため、Javaの仮想コンヒュ

:n幅

、
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一タはほとんどの'jl4コンビ.,隻一タに似1IlilIl能なだけでなく、.』卜州に/K換

性の,Wiいものが作成!'i能ですこれにより、javaはどのコンピュータで

も動くのです。

これには、大きな代悩もありますそれは「I(.ｉ腿な機能が使えないこ

とがあるｌということですたとえば、ハソコンでテレビを兄たりビデ

オの柵災をしたりする、といったことは雌近のハソコンでは．般的にな

りつつある技術ですが、これらのことはJavaのプログラムではできない

ことが多いのですなぜなら、一般には公|H1されていないOS特(1.のAPI，

ハードウエアへのIIiI:桜的なアク･ヒス、ネイティブ・デバイス・ドライバ

などがないと'だ現できないからです

しかし、Javaはこういったことに安易にｆを出さず、ＯＳに依仔しない

ことに特化したために、今までのソフトウエア・テクノロジーがなしえ

なかったIWi哩なﾉﾉ:換性を'災現することがでさたのです（なお、雌近では

J剛：JavaNativclI1lerfaccという機能を使うとできますし、雌新のAPIで

は、こういった高度なグラフィックスやデバイスにアクセスするための

APIも定雑され始めています）

Javaは、龍!/１１隙池のAI〕Iを災lWiすることで、仮想コンピュータのｋで

実行する標準のＯＳとしての11:微も、きちんと膿lWiしているわけです

Javaが充分なOSの機能を持っているため、ネイティブのOSのAPIにアプ

リケーションが面接アクセスする必喚がないので、アプリケーションの

/触性がJ|§術に１１１く縦I#できるわけですね

"噺純粋なオブジェクト指向である

１１輔などからプログラミングの〃法を学び、ハソコンで''1分の好きな

プログラムを開発する、という''11,i人プログラマには、オブジェクト術IｲI」

は「とつつきにくいｌ「雌しい」「|ﾙI発効縦が悠い」「迎い」１１mい」など

の盤いイメージばかりが１１立ち、「なにがすばらしいのかよくわからな

駒
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い」という印敷があることでしょう

そこで、１１W‘liにij:って「オブジェクト指向入'''1」なる普蒋を職人して

縦んでみますオブジェクト指向は「現実に近い設計ができ」「開発効

率が良く」「メインテナンス性に優れている」ソフトウエア開発の〃法

論と,'いてあります試しにオブジェクト指向でプログラムを作ってみ

ますところが、やはりよくわからず現実離れし、作るファイルの雌も

咽え、あとで兄たときなんだかわからなくなりますニこれではダメだ、

と感じ「やはり''1分にはC高語がいい」となってしまった継験をお持ち

の〃も少なくないのではないでしょうか

リさは、オブジェクト指向の恩恵を雌も強く受けるのは、企業システム

を|ﾙ|発するプロジェクトです（図1.5)。とくに多くのプログラマが参加

するシステム州発や、法iltの攻IEや企業合併に併せて、長期にわたって

ソースコードを修Ili（｢改修」といいます）しながら使いつづけていく

図1.5大勢のエンジニアが参画する企業システムの開発にオブジェクト指向は役立つ

鍵
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ようなアプリケーション・ソフトウエアのjル合は、オブジェクト脂向の

効果がはっきりと現れます

本iIドを読まれている方の中に「自分はプログラマ」と思う〃がどれだ

けおられるかわかりません，プログラマであれば、ｎ分のスキルを向上

するためになにを学ぶでしょうかたぶん群えはこうです「フ１１グラ

ミング・テクニックを学ぶ」それはそうですいかに性能の良いプロ

グラムを作るか、いかに機能の高いシステムを作るか、それがプログラ

マのlIlil1Iliだからです”それは今でも変わ{)ませんし、Javaでも|Iilじです，

しかし、これが企災システムに大きな州',ｉｆをJj､えてきたことをごｲI:じで

しょうか，

火Ｍｌ棋なソフトウエア開発では、ソフトウエアを小さな塊に分ける

｢モジュール化」というやり方がかなりハ:から行われていま-｝－これは、

別にI)LＬ（ダイヅーミ､ソク・リンク・ライブラリ）というような折しいⅢ

念だけではなく、３０年近く前のメインフレーム・コンピュータの時代か

らあるソフトウエアの開発テクニックです

モジュール化では、システムを一定の蝋位の部分に分けて、多人敗で

分け合って部分ごとに開発を行います大川供ソフ|､ウエアとなれば、

いろいろな人が開発に参加します．ある人は新人社↓』だったり、ある人

はベテラン・プログラマだったり、ある人は超マニアだったりします

このような蝋境の''１で‐つのシステムを作っていくうえで、雌も火変な

''１W労となるのは「ルールを守らせること」だとへiI11fはぎえています

"if苫は、オブジェクト指向言語を次のように吟えていますさまざま

な経験や考え〃を持つプログラマが集まってＩ．|:､ＩＦをするとき、1没Iil･汁の

肱|､XIにl叉せず、ルールを､'１:りながら岐火限のプ17グラミングができるよ

う「ルールを'､1:ることを強制することができる｜‘1.,1%である

オブジェクト指向によるソフトウエアlﾙ|苑には「ｌⅢしい」｜|ﾙ1発11ｔが

jＷえる｜｜'Ⅲい’といった欠点もあります、しかしjavaは、そういった

範
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オブジェクト桁向が持つさまざまな「欠点」を火肌にも受け入れつつ、

オブジェクト術向をとことん突きIi,ｌｉめ、これまた初めて成功した「純粋

なオブジェクト指向,;語」．醤としてiIt界に認められたのです。それはや

はり企業システムにJav〔'が使われたことが脊景にあると言っても過言で

はありません

．|拡張可能な仕様の集合体である

‐Javaはインターネソトと一締に満ってきた」そのようにお考えの

〃もいらっしゃるのではないでしょうか’1峡、Javaが発表されたのは

1995年で、１１本でインターネットが尚川化された年ですこれはたまた

まではなく、やはりインターネットとJavaは密接に関係しています。

Javaが、そもそも組み込み系のプログラミング『;語「OAK」として作

られていたという紬ぱ(稲ですが、その経{１tさや洗練されたオブジェク

ト脂向Ｉ稲などの特性が「インターネットでブL1グラムを配備するのに

便利」ということになり、インターネット用のプログラミング言語とし

て使われ始めたのですその後Ｗ(､bサーバーｌｌＩｌｌのアプリケーション開発

にも採川され、Ｊ２ＥＥ（Java2EIllGI･Ｉ)riscE(lili()､）という火AM悦な企熊ア

プリケーション向けのⅡ:嫌まで仙允しました。

インターネット時代にはたくさんの業界牒碓が発生しては消え、いく

つかのものは推界にｲ↑脇しました。Javaは成功したものの一つです。

Ｗ↑は、インターネ､ソトのテクノlノジーや雌近のテクノロジーを総る

とき、一つの持論というか独I'|の号え方を持っています。それは「般低

のものこそが雌,1.ｉである」というものです。これが葱味するところは、

IIJ〔低限やりたいことだけが定侭（ﾂﾐ渋）されている'1:脈（プログラム）

ﾛ■■■■■■■■■■■■毎■■■■■■■■■■F■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛq■■早■q■■■■甲P■P■■ｐ■句■町､■旬印■ゆpGp■■■句●qU■各●｡■p●●●０口●０曲■■■■■■｡■■■■■■p■巳■●Ｂａ■■■●■■■■■B■■■●■I

＊２Javaには「蕊本型」というオブジェク|､柑向的でないものが含まれていまり.が、ここではプロシージャ言
詑として扱えない、という息味で「純粋な｜と班現してい:iす。
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図1.6Javaは「技術のつまみぐい」ができる

はIli鰯に受け入れられる、というものです。実際、インターネットで流

ij:しているXＭＬ（EXt〔､llSibl(､MarkuI〕Lallguage)、ＳＯＡＰ（Siml)k,()hi(,Cl

AccessProtoco1）などのテクノロジーは、いずれも必要雌低限のことだ

けが定義された||:嫌で、卯州にシンプルです‘そして、肱帳Iり．能なとこ

ろも!R甥です〔

Javaの仕様も実はこれにあてはまります。Javaには何''1.という'|:様が

ありますが、そのほとんどが、Javaのベース仕様（JVMの仕様）以外と

は直接的には関係ないことが多く、独立しています。このため、これも

縦荷流の!iFい〃ですが、｜テクノロジーのつまみ食いｊができるのです

(図1.6)。

つまみ食いができることで、雌新技術を「令体ができあがるまで」時

つことなく試すことができ、Javaの行く末を予想することもでき、企堆

は来たる時代にＭiえることができます‘，

また、拡帳性も1lx腿です。

Javaの仕様は、独,ﾘﾉ:しているとはいえ、別の仕様を拡推するようにつ

鋤
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くられたものも多く存向;しますたとえば、ＪＳＰ（JavaSPrverPages）は

サープレット（scrvlc【）と呼ばれるサーバー・アプリケーション技術を

拡張したものですし、Ｊ２ＥＥは基本I|:様であるJ2SE（Java2Stalldard

Edition）を蜂盤に使います甥は、ノ!§盤になる技術はiii体で使うことが

でき、それをあとで川途に合わせて肱恢して使うようにすれば、111く彼

術をlltに提供することができ、・腿作ったブIjグラム（yf雄）も無駄に

せずに技術誠新が'１J能である、ということなのです。これには、Javaが

オブジェクト指向言語であることがlルけになっているのは言うまでもあ

りませんＵ

このように、「岐低限のことを決めた」「つまみ食いができるｊｌｌいk性の

問い」「拡帳nJ能な」仕様の集まりがJavaのⅡ:様であり、だからこそ、

Javaは今Ｒの市場に受け入れられているのです

■企業に必要な機能が搭載されている

次なるJavaの魅力（特徴）とは、「企堆に必甥な機能が搭載されてい

る」ということです

これは、そもそもJavaがそうであったというよりは、企災システムを

ｆがけるベンダーがこぞってJava菜界に参入した結果といえると思いま

す‐

Javaが発表されたばかりのころは、ｊａｗｌはウィンドウ・プログラム

(WiI1dowsやＸWin〔lowのソソ|､ウエフ'）を作るための小さな'ﾉﾐ行蝋蝋で

しかありませんでしたJavaアブリケーシ，ンと呼ばれるローカル実行

のプログラムと、アプレットというブラウザヒにアニメなどを実行する

プログラムを作るための機能だったのですしかし、企業がJavaを採用

し、メインフレームやオフコンの代わりに社Iﾉ1システムやインターネッ

ト・システムをJavaで11:り始めたことで、Javaは一気に企業向けの機能

を伸ばしていきました
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JavaはＤＭ：、.＃'卜I仙されるブラ､ソトブォームごとに'1:嫌が１１:られていま

す（図1.7)。

一つ'1は桃,|W咽祈、’’1)A、ilill御機器、家瓶、カーナビなどに僻Iliされ

る「組み込み系」と|呼ばれる機器川のＩＪ２ＭＥ（Java2Mi(F1･()Ｅ(liti()､)」

ですみなさんのイルIWi慨iIiの咽血にもコーヒーカッフのマークが表ノパさ

れることがありませんか？家の炊飯器のプログラムがJavaで作られてい

るかもしれませんカーナビのコマーシャルで「P()w(典re〔lbyJ(wa」と炎

,Ｋされるのを兇つけてみましょう『

二つ[lはハソコンやリークステーション（設liIや映lIlIiの細典などに使

われる大きなディスプレイが接続されるようなコンピュータ）のデスク

トップlIlIiIiIiのアブリケーシ･リンに利川される「J2SIi｜ですもともと

Javaはこの分野から胎まりました雌近では火）!:の隙伽jIポットの操作

プログラムも、Javaで伸られているそうです。ＳＦではなく、本､Iiの話な

んですよ。いろいろなコンピュータを持つ研究荷や投術荷が・締に使え

小型腿麗

宙 型

Ｅコ

ニ

iL図1.7企業で使われるありとあらゆるｺﾝビｭーﾀに対応したJava －~ｙ
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る蝋境として選択されたということですね

そして、サーバーの||:様である′J2EE」ですJ2EEの'1:嫌は、イン

ターネット・サーバーの流れから始まったもので、オリンピック、テニ

ス、ゴルフなどの情報発信サイトで数百万人のユーザーのIIil時アクセス

を畑!#にさばいてみせ、雌近では航窄機のチケットｒ約や金剛のアプリ

ケーシ胃ツンなど、非附に高い僑順性を求めるシステムでも､ド女(で使われ

るようになりました。

こうした仕様ができあがったのは、なにもJavnを|ﾙl発したジェーム

ズ・ゴスリング″:‘が尺ｒだったからではなく（いえ、もちろん彼はﾉﾐ

ですが)、やはり企災が、商用にはJavaが向いていると愛け入れ、攻沸

を繰り返した結果と言えるはずですハ

企巣が係川するコンピュータの'1:組み（アーキテクチヘ,といいます）

や、プ１．１グラミング!;緋は、マニアックな||川人プ11グラマが巡択するjル

合とはかなり災なります。やはり、長期的な鵬望、巡川や保'､1：（メイン

テナンスと改修)、購入するメーカーのサポート体制など、さまざまな

ことを検I;､Ｉして採川する必要があるのですJavaを採川し、拠供してい

るベンダーはそういうことを排からユーザーとともに築いてきたベンダ

ーばかりであり、経験が豊富です．その維験とニーズをJavaに細み込ん

だ結果、現在のJavaの姿があるのです。

銅多くの企業が支えるオープンな仕様である

岐初に述べたように、ソフトウエアのアルゴリズム（'|‘'．細みとなる砦

え方）の好命は長いはずなのに、ソフトウエアのソースコードの燃命は

g■■■■●■●■ppq■■■■P■■■■■■●●由be■｡bgpqや■●■ａＢｑｐ■●●■色■●■■･■■●■■■■■■■●■■■｡■■凸■■●■■■■■■｡■■■●■dDb■■■●●､●■●｡■Ｐ■ﾛ■1句p■p■■■■■■■■■■■q

＊３ジェームス・ゴスリング氏はJavaの生みの親で、現在SunMic｢osyslems社の剛l上畏＆秘めていRkイ,１Ｊａｖｎ

の前身となったOAKプロジコクトをリードし、Javaプログラマのなかで【よ神撤のように州めら札．ｒい岬。術

年、サンフランシスコで行われるJaVaの祭典「JavaOne」では茶調謂油などを脳めるほか、握手会にはたくさ
んのプログラマか.艮蛇の列を作ります．
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編
図1.8世界中の人や企業が集って決められるJavaの仕様

､ﾉド術に蝿いものですj11Illは、プログラミング言語が変わったり、ＡＰＩ

が変わったりするためであり、以|iiiはしかたがないことだとあきらめて

いました，しかし、Ｊａｗｌは、仮想コンピュータという概念でこれを解決

でさます。さらに、Ｉ庇嬰なことはオープンな技術であることがこれを加

速します。

もし、.1;'v;'が仮想コンビ.１．－タの慨念を僻っていたとしても、特定企

堆の製11,!',だったらどうでしょうか。その企業がコスト削減や戦略1ﾙﾐ換な

どでJavaをやめてしまったら、やはりJavaのプログラムはそれまでにな

ります折しい｛k術やソログラミング,;語に秘捕せざるをえないでしょ

う．

しかし、′ﾒﾐ際のJavaはオープンで、たくさんの企業がサポートします

(図1.8）これは技術的な問題よりもはるかに社会環境的な問題ですが、

この安心感こそが、企堆がJavaを脈川する皿巾なのです採川した企堆

がJavaをやめてしまっても、他にﾉﾉ:換性の尚いり計｣:蝋境やアプリケーシ

ョン・サーバーを扱っているメーカーはたくさんあります．淘汰される

ことはあっても、JavaやJ2EEがなくなることはあまり考えられません。

国
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この安心感は、他のプラットフォームでは'だ呪で琶ていません

javaIt様のほとんどは、雌水的にIlf場（マーケット）と巡助していま

す単純な「趣味のプログラミング」や「遊びのコンピュータ」という

ものとは全く違います｡研究目的の採旅度外視の技術探求とも述います

・企堆が豚える、折しい製品戦略とも、全く述うのです

Javaは、参加企業が集まり、合意を持って化隙が決められています

このため、オープンな技術（オーブンテクノロジー）と,i･われています。

||:嫌を施定する機椛（プロセス）を決めているのが「JCI）（Java

C()mmuI1ilyl》I･()ＣＯＳＳ)」です。JCPに1111って、Javall:槻策定のコミニ1.ニテ

ィが形成されています

JCPは、総本的に企業の集まりでできています。’た際には、’'''１１人でも

参lllできますので、ホビー・ユースで入っている人も、大学牧概や'Ｗｋ

もいるでしょうしかし、多くの参加背は企堆の「プロ」のソフトウエ

ア技術荷集Ｎｉですコ

アマチュアや研究家と、プロの違いは、企業活助と結びつけるかどう

か、ということにあると簸者は痔えていますへifffも．唯「プロ」のは

しくれですので、それを切り離すことは（今のところ）ありません州

に、キャッシュ・フローを考えながら技術を考えなくてはなりません

今までたくさん現れては消えていった技術と比鮫すると、JCPのすば

らしいところは企業活動と密接に関係していることだと思いますＪＣＰ

で決められていく技術のほとんどは、できるかぎり多くの企災が「I‘I社

で|冊1発できる」「Ｈ社に有益である」ということを陥惚し、合意したも

のとして作られています。コンピュータが｢|f場を持つかぎり、この考え

〃は非俄に1,甥です。

５０年|iiiならいざ知らず、今11のコンピュータは｜税金で作るもの｜で

はなくなりました急人類が経済活動の一部として、′k派を災えるものの

一つとして、市場が多大な投資をするものとなっています。コンヒュー
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タがなければ、今11のIli民'|：活のほとんどはWIlｲ<なものにノルうてしまう

でしょう。それほどやりがいのある'|:!lＩだから、コンピュータの||:'１１:は

やめられないのです．

ＪＣＰは惜鞭をインターネットに公|ﾙiしています‘Ｊ(､Pでは、｜|:様の案

をｉＪＳＲ：JavaSl)('ci6caIi()、Ｒ(‘qu(､silと呼び、JSRをJ(Ｃｌ)に提案すること

により、javaの仕搬策定が輪まりますＪＳＲには一つひとつにJSR．

×××という要領で番号が付けられます。

仕様策定の手順は「タイムライン」という職料に‘'かれてありますが、

簡1iiにいうと、だれかが「やI)たい」といい、ノバ淵されたらグループを

結成してドラフトを作り、M1Ilかレビューを締てだ成版を作って公|ルル、

保'､1:していく、という段取りになります”JCPの参加メンバーは堆水的

にだれでもグループに入れますし、企業メンバーはすべてのJSRをレビ

ューすることができます

Javaを選択する多くの企業が、その理由としてJavaのオーブン性を挙

げています⑤これは、JCPが「多くの企業の合意のもとに仕様を蛎定す

る」賛rlrを持っているためであＩ)、一企雛の独lWrで|k嫌が変化したり、

製品ラインが消滅したりする111能性を低くしているからであると号えて

いいでしょう‐

現在のJCPのプロセス仕様は、爽際には粁余曲折の結果出来..上がった

ものですが、今となっては、それは「'kみの11ｷしみ」だったと思えます

今11のJavall:様は、JCPがあるおかげで、安心して良期にわたって使い

つづけられるのです

☆ ☆☆

以上、Javaがなぜ成功し、多くのユーザーに使われてきたのか、兇て

きました次唯以降では、javaの抜術を佃別に一つひとつ1.1ﾘ〔に脱lﾘＩし

ていくことにしましょう

ｒｒ

ｒｒ

勧



C⑫LＵＭＮ

ａ岬Javaよ報ま話まよａ

早足で見るJava発展の歴史

一一一Javaは、１９９５年に発表されて以

来、毎年のように進化を続けてきま

した。最初の発表はHotJavaという

アプレットの表示用ソフトウエアで

した。このため、最初のころJavaと

いえばアプレットのプログラミング

言語と思われたのはしかたのないこ
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JavaBeansなどの仕様が公開され、

Javaの仕様が拡張され始めました。

１９９７年には、ＪＤＫが１１にバー
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サーバーサイドJavaの登場

このころ、インターネット・サー

バーにJavaが使われ始めます。それ

まではHTTPサーバーにＣＧ|という技

術を組み合わせて使うのが一般的で

したが、大規模システムを作るうち

に、パフォーマンスの悪さ、キヤパ

シプィの低さ、アプリケーションの

可搬性の低さ、間発効率の悪さなど

が問題になり始めました。サーブレ

ット技術でWebアプリケーションを

作ることでこれらの問題が解決され

るため、急速に広まりました。Ｊａｖａ

を基盤にするサーバーが各社から出

始めたのです。

しかし、課題もありました。それ

は、Javaサーバーの互換性の問題に

より、Javaサーバー上で拙築された

アプリケーションやパッケージ・ソ

フトウエアが、広く使えないのです。

J2EEという仕撫は、これを改善

するために「APIや仕様の組み合わ

せ」を正確に定義したもの、という

ことができます。



このようにして、１９９９年に発表え言われているそうですっ

されたJava1.2の仕様から、エンタこの過去数年、Javaは「Webア

ーブライズ・リーバーの仕様が追加ブリケーシヨン・サーバー」と「モ

され、J2EEアプリケーション・サーパイル」という比較的企業が内部的

バー市場という新しい世界を作り上に使う|Tエリアで便われることが多

げてきたのです。 く、パソコン市場から遠ざかってい

たように思います。

モバイル市場でも活躍 しかし、また鮫近パソコンのデス

これと同I崎にモバイル市場も花咲クトッブでのJavaの存在が、見直さ

くことになりますｎＪ２ＭＥですね。みれてきています。それは、ＡＷＴ

なさんの多くが使われている挑器雨（AbstractWindowsToolkit）、

話のi-modeですが、これはなんと日Swing、ＳＷＴ（StandardWidgeI

本発のJavaﾉ:l:様です。i-modeやToolkit）といったＧＵｌの部品のバリ

Ｍ|ＤＰ(MobilelnfOrmationDeviceエーションが増え、HotSpotなどの

P｢ofile）というモバイル機器や組み高速化技術も進んだこと、さらにパ

込み槻器用のJava仕様は、なんとなソコン自体の能力が向上したことな

く特殊市場のように思われていますどが起因しています。

が、Javaのランタイムの出荷台数でＮＡＳＡが火星探査ロボットの制

いえば世界で最も多く稼働している御システムをJavaで開発している

のだそうです。Javaのランタイムとのは有名な話ですが、価値あるソフ

は、ＪＶＭのことです。 トウエアを作るにはJavaが最適な

最近では、モバイル機器のブログ環境であるといえるのではないでし

ラミング言語はJavaで決まり、とさようか。
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