
（)Sは、コンピュータの'ﾉﾐ付において、，必ず必'腿とされる「I伽倒な」

処理を「簡単な」処理として代哩してくれるプログラムといったところ

でしょうかちょっとへんな青い方ですが、これは札浦に服要なプログ

｜Csは八一ドウエアを仲介する
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図3.1ソフトウエアはプラットフ刻一ムごとに存在

で、多くのソフトウエアは特定のプラットフォームだけに対応します．

糊放のプラットフォームに対↓心するソフトウエアを作る場合、通常はプ

ラットフォームごとに|＃lｿ§を付いますそのため、ソースコードも|ﾙ1発

環境もプラットフォームごとにiVililliしてあ{)ます

妓近では、ＯＳに何を選択するか？ということがコンピュータ・アー

キテクチャ論での論争のＩＩ１心仁なl)つつありますが、それはコンピュー

タ・アーキテクチャと()Sが幡恢に紺ぴついているからにすぎません

つまり、「どのＯＳを使うか？」という,識,諭は、そのまま「どのコンピュ

ータ・アーキテクチャを使うか？」という縦i論でもあり、もっと進める

と、「どのバイナリーでソフトウエアをiVililliするか？」という縦I論でも

あるといえます‘そのため、雌近では-ノラットフォームの述いはそのま

まＯＳの述いとなっています、
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ラムです，

たとえば、ハードディスクにI'き込まれている’iIl州lを収I),''1すことを

琴えてみましょう。ハードディスクには、Ｉセクター」というiii位でデ

ータが保ｲfされていますセクターは111盤状に1fくられており、－１，ljl分

を「トラック｜といいます椴放のディスクが組み合わされている｣珊合、

IImilへ．ソドは襖激のディスク｜:のlIilじトラックをliil時に賊み11きするこ

とがnI能です。縦に並んでいるため、間のように兇えることから、これ

を「シリンダー」といいます

セクターはl()2‘1バイトとか2()48バイトとか大きさが決まっています

ディスクの1'1にはたくさんのデータを効噸良く補恥して保〃する必腿が

あるので、通常「ファイルシステム」と呼ばれる櫛造でデータを'終理し、

〆 、

鰯

(a）オペレーティングシステムがないと・・・
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〔図３２ＯＳの働き
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凶自型~すべてのCsを同じに扱うｒに『

ファイルがどこかに保仔されているわけですセクターに入りきらない

賜合は、襖数のセクターに分かれている11｣能性もあ{)ます

もし、みなさんが自作するプログラムで、このようなディスクの構造

をプログラムで直接アクセスし、データを兄つけて読まなければならな

いとしたら大変ですハードディスクのインタフェースにどうアクセス

すればいいか学ばなければならないで-ﾘ･し、セクター内の怖造を充令に

理解する必要がありますディスクの秤11tが州えて、ディスク上の場所

を渋-リーデータなどのバイト激が変わるたびに、γゾリケーションを作り

なおさなければならないかもしれません,、

ＯＳがあるおかげで、そういった･ハIグラミングをする必喫がなくな

ります‐たとえば、ファイル名さえわかれば、簡蝋にそのファイルを読

むことができたりします（図3.2）

・般的に、（)Sが狐､I1する磯能には以ﾄ゙ のものがあります

システムの起動と終了

アプリケーションの起動と終「

リソースの櫛蝿（メモリーなど）

機数の処理のＩ向1時実行（マルチタスク）とIliIl御

仮想アドレス窄間やページングの制御

I/O装rI》へのアクセスの簡紫化とIWV(インタフェースの促供

ユーザー・インタフェース（:1マンドーノｌノンプト，'やグラフィカ

ル・ユーザー・インタフェース）

ファイルシステム

ネットワーク機能

＊１コマンドプロンプト：文字列の命令を入力して編無過文字で出カザる畷能笹いい瑳才‘

鰯
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図ａ３０Ｓは有能な秘書であり、プロデューサー

副□
一

ー ’

ほかにもいろいろとあると思いますが、こういった機能をＯＳが提供

することで、アプリケーションには「やりたいことだけ」を舶述するこ

とができるようになっています

先に登場した、ＣＰＵを人に置き換えたときのことを塔えれば、これら

は「秘１１$プログラム」のような存在かもしれません（図3.3）I/O機器

とかは「棚」と考えればよく、「持ってきて」と猟めぱ備ってきてくれ

ますマルチタスクの制御は、「スケジュールの榔珊」を秘,1$がやって

くれているようなもので、「2時から会談です」といった具合に、次のⅡ；

’１FへCI〕Uの|~|昔4畦振り分けてくれます。

’
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ｒ ｒにｒｒｒｒｒ

ｒｒ.『函ＢｒすべてのCsを同じに扱うｒｒ・仁

ｉｌＯＳごとにｿー ｽｺー ドは違う：APIの違い

こんな|岬11な()Sですが、′ﾉ4は、（)Sという〃ｲがγソリケーシヨンの

秘仙を妨げる原|ﾉﾘも作っています

前敢で出てきたとおり、プログラミングI;,綿が統・されたことにより

プ１Jグラムのソースコードは脇'１１'i性が,１１くな()ましたが、′ﾉﾐ隙には多く

のプログラム・ソースコードはそのまま脇IiII1できませんなぜかという

と、ＯＳにアクセスするためのＩ肥述〃法（インタフェース）がＯＳによっ

て全く述うからです

たとえば、ファイルの縦み出しを,与えてみましょうよく似たシステ

ムを並べる必喚があると思いますので、ここではWiI1d()ＷＳと()S/2を比

べてみます（｢古い」とかＩ了っているのは‘雌？）Win〔lowsでは、般的

にファイルを読み出すには、Ｃ汽縞で以Fのようなプログラムを11｝きま

す

リスト３．１Windowsのプログラム

ＨｍｍＬＥｆｉ１ｅＨａｎｄ１ｅ；

ＢＯＯＬＳＵｃＣｅＳＳ；

chars【１００】；

ＤＷＯＲＤｎｕｌｍｅａｄ；

Ｃｈａｒ錘ﾕenameIMHXP皿H】；

/☆ファイル名取得などは省略☆／

軍ﾕeHandﾕｅ＝Crea七eFiﾕｅ（趣ﾕename，GENERｴＣＲＥＺｍ，０，Ｏｊ

ＯＰＢＮ園XｴＳｍＮＧ，０，０）；

succGss＝RGadFi]しＧ(錘ﾕGHandﾕｅ，ｓ，１００，＆numRead，０）；
CﾕOsGHandﾕｅ(錘ﾕeHandﾕｅ）；

ほぼIlilじ恵味のプ１Jグラムを()S/２上では、（､Ｉｉ補で以ドのように11き

ます

@蕊
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リスト3.2OS/2のプログラム

ＨＦェＬＥ錘１ｅＨａｎｄ１ｅ；

且ＰェＲＥｍｒｃ；

ＵＬＯＮＧｎｕｍＲｅａｄ；

charsい00］;

/＊ファイル名取得などは省略☆／

ｒｃ＝DOsOpen(錘ﾕenamG，＆錘ﾕeHandﾕｅ，＆numRead，ＯＬ，
Ｆエェ』ＥＮＯＲＭＡｪ』'

OPENACmｴＯＮｍｴｴ』エＦＮＥＷｌＯＰＥＮＨＣ唾ＯＮＯＰＥＮエＦＢＸｴS田Sl

OPENSHZlREDENXNONElOPENHCCESSREnDONｴ』Y，
ＯＬ)；

ｒＣ＝DoSRead(垂ﾕeHandﾕｅ，Ｓ，ユ００，＆uﾕＨｃｔ）；
DosCﾕose<錘ﾕeHandﾕｅ）；

非常によく似ていますが、違いますね。ここで出てくるCrcalcFile、

DosOpeI1は、ＯＳがアブリケーシ:リンⅡlに椛備している呼び出し窓１１の

ようなもので、「Al’１（アプリケーション・プ'｣グラミング・インダブェ

ース)」と呼ばれる処理ルーチンです。アプリケーションはこのAPIを使

ってＯＳの機能を利用します‘,現代のWindowsのソースコードで使われ

るAPIをWin32雪API、OS/2のものをOS/2システムＡｌ)lといい、ＯＳごとに

多敗のAPIセット（AI〕lライブラリ）が提供されています噸』

さて、これが問題のタネです。

今Ｒのコンピュータ用アプリケーションを作るとき、このようなＯＳ

が提供するAPIを使わずにプログラムを作ることは、ほとんどありえま

せんAPIは()Sのｊｌ鉢的な憐能に加えて、グラフィックスやマルチメデ

ィアなどさまざまな機能を提供するプログラムですこれらＯＳが持つ

最新のテクノロジーを駆使してこそ、最析技術に対応した「売れるソフ

トウエアｊになるわけですとくに、ユーザー・インタフェースやグラ

フィックスなどの処皿は．この'()年でめざましい進化を遂げておく）、雌

＊ｚｗｍｄｏｗｓのＡＰＩは１６ピコｆ卜潅ではＷｉｎ１６．最近はＮＥＴ、零乗はW1nFXと変化するそうです
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同じことをするソフトウエアでもソースコードは同じにならない
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W『のAPI（たとえばマイクロソフト社のDir(‘clXなど）を使わないと、良

いものが作れません。

このため、アプリケーションのソースコードのIllは()S独l‘iのAI'1のI記

述でjIllめられていますそうなると、ソースコードはあ･』という間に

()Sに依存したものになり、移械性はなくなってしまいます（図3.4）

つまり、ＯＳごとにソースコードが必要になるわけですヘタをすると、

()SのバージョンがかわったときにもAPIが原lﾉslでソフトウエアのﾉﾉ:換性

がなくなって肋かなくなり、バージョンに合わせてソフトウエアを修1K

する必喚が出てきたりします，これは呪‘だに起きている問題です

せっかく,f:ｉ水準言語が出てきたことにより｢ず話の秘l1Ili代が１１．１iまったに

もかかわらず、ソフトウエアのソースコードは、（)Sに依rf-j-るように

な｛)、他のプラットフォームには利川できないものになってしまうので

す。

′Ｗｆも以liii、Ｃ++言語を使って共通ソースコードで縄激の()Sに対応し

《鰹豊同じことをするｿﾌﾄｳｴｱでもｿーｽｺードは同じにならない 』
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たソフトウエアを作っていたことがありますこのときﾉ<空だったのは

コードの祇:｣''1でしたソースコードは2()()()il:{｢,雑のファイルが4()()ｌｌｊｌＩ近

くあり、半分は典通、、'２分は()Sごとに雛lilliする必喫がありました。機

能追加などが起こり、典辿でない部分を修'１Zしなければならない場合、

片〃のファイルを細肥し、もうハ･〃にI1ilじ修llZを加えます必幌な部分

をI'iコンハイルし、リンクエディット・‘をしなおしますこういった作

業は大変で、細喋のあった部分だけを処理しなおすための「make」と

いうソフトウエアも利川していました

Ｉ‘I社のＯＳのみが提111《する雌新|財,|;iを、他の()ｓｌ:では使えないように

することで、Ili腸で優位に立つ、というマーケティング的ねらいがある

のもｊｊ:実ですが、その結果必哩な労ﾉJは多大です

｜高機能APIの違い

ウィンドウ・システムと()Sの蝋界がJ|,淵にわかりにくいですが、多

くのＯＳではウィンドウ・システムは分離されていますそもそも、ウ

ィンドウ・システムを排たないＯＳのほうが多いのですウィンドウ・

システムが()Sと一体化しているのは、Wind()ＷＳとＭｎぐ()Sくらいでしょ

うか

APIにはウィンドウ・システムやデバイス・ドライバに依存したもの

が多くあI〕ますコンピュータのプログラムはプログラミングI.；語と

()Sだけでできているオ)けではないので‐リーフ'ノグラムはCPUのｌＩｌだけ

で処1111ができるわけではなく、外部機器といろいろな〃法で会緬（デー

タを炎換）します．

たとえば、みなさんがウィンドウのメニューでマウスを使って「ファ

U■■■ｐｂＯ■■●■｡●･･■■■■

宗３１ルクエティ‘ン卜：機数に分かれているハイプ･ﾘｰｰｺｰｰをつなぎ合わせる処理を「リンクＴディソi､」

といい離す‘,鞄4常で詳しく脱明し肌イ

鰯
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ウィンドウ・システム

1Ⅱ

ｍ団丁
グ

／ ､

フ ァ イ ル

ダイアロク
一I

可

《座畠ｳｲﾝドｳ･ｼｽﾃﾑとプﾛグﾗﾑの会話

Ｉメニューが弧|尺ご’1に

.,１ことな知らせる

←

ウインドウ涯

表鵬している

プログラム

ファイルダイアログを

表示せよと脂示

、

ノ

〕

イル」一「オーブン」という項11をクリックしたとします‐ﾘ･ると、フ

ァイル選択ダイアログ・ボックスが炎,,くされますよれ

ウィンドウを開いているソＷグラムは、その項目が「人lHlによってマ

ウスで避択された」ということをなんらかの方法で知り、（)Sに対して

｢ファイル逃択ダイアログ・ポソクスを炎,Ｋせよ」と数えなければなり

ませんこれがウィンドウ・プログラムです

この場合、ウィンドウ．システムから「マウスでクリックされた」こ

とを辿知してもらう化紺み、あるいは、そのメニューJ剛lが進択された

と、「ダイアlノグを炎,Ｋする」Ｉ跡|lみとのl川で会Iill1が1j:われたことにな

ります（図3.5)‐

（､Ｉ淵fで開発を行っていたころの111来のウィンドウ．システムでは、

ウィンドウ・システムが排つ「キューと呼ばれる僻ちけ列をlLi分のウ

ィンドウ川仁だ.推し、そこを職祝する〃法で「クリ.ソクされた｣ことを

知りました‐ウィンドウ・システムが、クリックされたことを辿知する

データ（イベントといいます）をキュー（待ち行列）に11ドき込んでくれ

鋤
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アプリケーション

拡張ＡＰ拡張API'''１ 拡塩ＡＰｌ拡張ＡＰＩ

ＯＳ･ＡＰＯＳ･ＡＰＩ デバイスドライバデバイスドライハ

オペレーティング・システムオペレーティング・システム

、

|勇搬卿P，
1幕ﾂﾄﾜ;ｸAP’

Ｌ 型

L､図3.6さまざまなAPIが拡張APIとして提供される 巳

るからです

雌近ではオブジェクト指向が一般的にな{)、盗分プログラミングとコ

ールバック・メソッド縦４という方法でシステムから逆知を受けます。ダ

イアログ・ボックスの炎,は、それ専川のＡＩ’1が蛾lilliされているので、

それを利川することになります

これらの〃法は､やはりＯＳの機能とlIil櫛にAI》Iが地lWiされているので、

OSに依h冒したコードになります。最近ではＯＳの一・部がウィンドウ処理

のようなグラフィカルな処理も行うので、ウィンドウ処理川のAPI、グ

ラフィックス処ｊＷＩｌのAPI，ネットワークAPIなどさまざまな砿張APIが

OSから提供されています（図3.6)。

さらには、｜ﾙ1発ツールなどもライブラリを提供します』これもソース

コードの非ﾉﾉ:帆を悠化させる一|Alとなっています，ある'ﾙ1発ツールを使

って|)M発したソフトウエアは、その‘ﾉ靴f蝋境がないと'ﾉ罰j:できないソフ

トウエアになってしまいます。もし、その‘ｊ罰j:卵境が特定のＣｓに依〃

したものであれば、ソースコードは、ＯＳに依存したものになってしま

います

＊４コールバノク・メソンド：全粋の動作が法ま．ているしかけの中で．自分のプログラムに「あらかじめ決

められた関数」を用急しておくことで、全体のしかけから呼んでもらうような方法を「コールバ，ク・メソソド」

といいます厳近では．「lnve｢SIonofconI｢oI〈制御の逆転)」というデザインパターンとして紹介されています。 ’



－|｢標準OS｣｢標準API｣という試み

( ‐ ｒｒ ｒｒｒｒｒｒ‐ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ ｒｒ

ｒｒｒｒｒｒｒｒ・ｒｒｒｒｒｒｒ園“ずべてのCsを同じに扱う ｒ（｡．「

（)SのＡＩ’1や'1W機能APIの細み合わせによってソースコードがlIilじにな

らない問題に対して行われたI言夫は、以ドのようなものです，

隙縦()Ｓ

際雌API

共通ライブラリ

４
．
■

Ｔ
Ｉ
△
〈
叩
〃
〕
。
ハ
ロ
、
〕

襟雌()SのアブlJ-チのひとつがＵＮⅨですＵＮＩＸのⅢlAlでは、かな

り11『くからCii補を標峨化し、Ｃ言語上にも標唯ライブラリを作るなど

標準化が盛んに行われてきました‐しかし、BSD派、SystemV派といっ

たＯＳにも流派ができ、シコ:ル（コマントプロンプトを実行するプログ

ラム）にもコマンドの述いがあるなど、ブ'1グラムの秘l1lii性がⅢなわれ

てきた嚇実もあります

ＵＮⅨでは､!i初からソフトウエアの交換が盛んで、流行が進むにつれ

UNIXの祁航が期えたことによる而換性の悪さがlHI胆になりました米

AT&T社などがＩＩ１心となって股ｳﾆしたUNⅨInlemati()I1aIと、ＩＢＭなどが

股立した()SＦ（０１〕ｅｎＳ()nwaI･cFounda1i()､）とが、ＵＮｌＸ隙準化のｉｉ導椛

を/iiったこともありますこのほか、Ｘ/Openという|､I|体がAPIなどの際

雌化を行っていましたＸ/()I)ｏｎとOSFは1996年に合併し、Ｔｈ(､()lX製n

Gr()upというＮ1体に′kまれ変わりました

＊ＰＯＳＩＸ（ボジックス）

「POSⅨｊは、IEEEとTh(､０１)ｅｎＧＩ･()111)が共同で脱だした「UNⅨの隙

WIAPI群」です。Ｐ()SIXで決められているAPIやシェルコマンドの1iiil)111ﾉ､ｌ

で作られているプログラム・ソースやスクリプトはP()SIX唯拠のシステ

ムトであればそれぞれのシステムごとにコンパイルして利川することが

函
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できるようにしたのです現代のオーブンソースで多くのシステムに対

応しているソフトウエフ'の多くは、Ｉ)()SIXのAl〕Iを脈川していま-｝．

Ｐ()SIXでは、以ドに示すAPIを定義しています‐

･ぐ（Ⅱ)１．k、ｃｘ“、シグナル、およびタイマ）

･プロセスの'ﾉ4ij:環境（ユーザーＩＤ、プロセスグループ）

･ファイルとデｲレクトリ（人出ﾉJを含む）

･端,kl/Ｏ

･システム・データベース（ハスワード・ファイルとグループ・ファ

イル）

･larとcpioのアーカイブフォーマット

(以ｋ、http://www・atmarkit.c()jp/aig/()31iI1ux/posix・hlmlから引川）

′ 、

ソースコード

ＰＯＳＩＸ標型POSIX機準

アプリケーションのアプリケーションの

ソースコードソースコード

コンパイラ

Llnux用

コンパイラ

OS/390用

コンパイラ

AIX用

コンパイラ

Windows用

コンパイラ

1,1 ~、
LinLIX‘

|Ｉ

'1ｍ OS/ｇｇ

''''１ lＭ iiIl

１W ＡＩＸ

Ⅲ

ー Ｐ

ｄ図3.7POSIX準拠ソフトウエアの配布 ＝



ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ（ず‐

r,ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ（､轍自証すべてのCsを同じに扱うｒｒ（‐

POSⅨは多くの()Sが対応したため、ｌ〕()SⅨf(i(拠のソフトウエアは、ソ

ースコード〃:換となり、多くのシステムに脇l1Iliが111能でした（図3.7）

企瀧川の大捌コンピュータで隊側するバッチソ'ログラムや･ﾘ･一バー・ソ

フトウエアなどはPOSⅨの,恩恵を受けることはできたと思います．

Ｐ()SIXはそれなりに成功しましたしかし、Javaの成功にくらべれば

かわいいものといえるでしょう。Ｉ'()SlXは、定施された機能にGUIなど

が含まれていなかったために、Ili販アプリケーションに|･分な恩恵を'j・

えることはできませんでした1990年代から雌も発展したコンピュータ

はハソコンやワークステーションであり、（;IFｌ〈グラフィカル・ユーザ

ー・インタフェース）機能を１１｝たないAPIではIli販アプリケーションを

作れないのです

そこで、UNIXの世界ではＧＩ;Iの標準化も行われ、’ｋまれたのが「X

WiI1d()ｗｌで-ﾘー

＊ＸWindow（X11R6）

ＸWindowは、liNⅨ系システムヒでのウインドウ・システムの隙雌で

-リーＸＷｉｌ,(lowにもバージＩンがあI)、４Ｍi'よlXllR6」というのがＩ１Ｉ１

ｆＩＩＩ的に使われていると忠いま-j-

X11R6は、ＸF1･“8６（LinuXやFreeBSD）など、多くの〔:NIX而換シス

テムに採川されています雌新のMaciI1l()shもサホートしています。し

かし、・般家庭で使われるようなハソコンは、ごｌ'畝|Iのように

Micr()softWind()ＷＳであり、X11R6を標準サポートしていませんウィン

ドウ・アプリケーションの市場がデスクトップ・ハソコンに依存してい

るといえる今||では、X11R6(ﾉ)APIは、ｉｉ流(ﾉ)AI'1とは,i,えないのが411'ノミ

です

駒
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一|共通ﾗｲブﾗﾘの試み
ＯＳやウィンドウ・システムなどにアクセスするAPIを典辿化して、ソ

ースコードを一つにしようという試みが行われた例もありますここで

は、IEvli:|:が提唱していた_ﾕつの技術を紹介しましょう．それはIBM

()I〕cI1CIa蔦sLibrary（I()CL）と０１)c1132.AI>Iです

＊IBMOpenCIassLibrary（lOCL）

ＩOCLは、ＩＢＭ社が光炎したオブジェクト折向のクラス・ライブラリ

で、（)S/２，Will〔１０ＷＳ，ＡｌＸｋで利川111能な典通クラス・ライゾラリと

APIのセットです。

ＩOCLには、ウインドウ処理、スレッド処理、メモリー管理、２，グラ

フィックス処理、コレクション処叫（火'1tデータを扱うためのクラス)、

浮助小散点処叫、雌激!;1.1＃.などのライブラリがありましたこれらのコ

ードを使うことで、・つのソースコードがOS/2、Windows、ＡⅨのそれ

ぞれのコンピュータ川にコンパイルできるようにしたのです．

しかし、このライブラリはＯＳの堆水機能、とくにファイル'1M巡のク

ラス・ライブラリがなかったため、呪‘災にはソースコード''１に()S川の

ファイルAPIを記述する必要がありました。また、スレッドなどに関し

ても、セマフオ（複数の処理の|司期を取るための機椛）などがiiiわって

なかったと思います結果として、その部分をソースコード（クラス）

として分けて作る必喚がありました。結果的に、作ったアプリケーショ

ンのソースコードをつに集約し、襖激のＯＳで稼伽させるということ

は成功しませんでした

′災は#iWfは6年ほど前までこのクラス・ライブラリを使った|)M発をし

ていました．Ｉ･激ノノステッブという膨大なＣ++コードを''1分で,I｝きまし

た。しかし、結局のところ複数のＯＳに対応するには、それぞれのＯＳご

とにソースコードを持つ必亜があったのを覚えています‐
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‘『図３．８１OCLの共通ライブラリの試み
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lＯＣＬクラス・ライブラリllOCLｸﾗｽ･ﾗｲブﾗﾘ’

』

■

＊Ｏｐｅｎ３２

（)pen32は、Win32-A1>IとlIJlじ,iLl述のプログラム・コードを()S/２ｋで

使えるようにしたＣｉ~;Ｗ;APIライゾラリですもうすこしわかりやすい

1-;い方をすると、巷にあふれるWindows用のソフトウエアのソースコー

ドを、コンハイルするとOS/2で肋作するようにしよう、という試みで

すWin32に定:推されている7～8ilillほどのＡＩ’1が存在し、Wind()ＷＳ川の

ブ１１グラム・ソースコードをOS/2川にコンハイルすることが'１１能でし

た先に替珊したWin32-APIを使ったファイルI/()のソースコードくら

いであれば、OS/2上で()peI132のライブラリを使えばコンパイルして実

〃できます（図3.8)，

しかし、すべてのAPIを提供しているわけではなく、一部のAPIは機

能がIlill限されていたり、サポートされていないAPIｎ体もあったりしま

した。このため、新規に|ﾙI発するアプリケーシヲンは、その制限|ﾉ1で開

ｒｒｒ

『『「

鯛
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発すれば共通ソースコードで作ることも１１能でしたが、既ｲｉｆのソフトウ

エアのほとんどはうまくいかないことのほうが多かった,ILl悩がありま

す結果として、ほとんどのソフトウエアは共通に使われることはあり

ませんでした

この試みによって'γ:んだことは、APIは１００％ﾉﾉ:換でないとﾉﾉ:換性があ

るとは言いきれない、ということですAPIに迎いがあり、雌換とか秘

↑j:''1能とうたっているものがありますが、100％秘行できないかぎり、

まったく脇行できないのと紬1,|&はほぼ|iilじということを'､)Z:んだｵ)けで

す

また、既存ライブラリの問題もあります。

Ili販されているソフトウエアや、マニアが作るフリーウエアやシェア

ウエアのほとんどは、他から供給されるライブラリ（Win〔Iowsであれば

DLL）ファイルを使って開発されています‘もし、ほとんどのソースコ

ードがコンハイル可能だったとしても、前提となっているDLLなどが存

/|;しなければやはり伽作しません．０ｌｘ,1132のようなﾉｉ換AI)Iは、IwiL1ｲliさ

れているすべてのソソ|､ウエア・ファイルが稼働できるようにするか、

すべての供給ﾉｔに対して、変換作業をしてもらわなければならないわけ

ですが、これは非現ﾌﾐ的な話、というわけです「{lチコンハイルできる、

というソースコードノノ狼は、秘'1'‘iを完令には達成できない」ということ

ですオーフンソースのGNU･'がＩすべてをオーブンソースに」とｌＩＩＩえ

るのもうなずけますソースコードはすべて入手できるようにし、

１００％変換できるようにするか、ソースコードが|ﾙl示されないことを琴

噸してバイナリーでﾉﾉ:換性を緋たせるか、のどちらかが必甥だというこ

とが、この縦1蚊でばつ送りとしたわけです

＊５米FrGeSoitwn｢０Foundation〔FＳＦ）社が舗償で配布しているソフトウエアの総称．
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｜｜ｿー ｽｺー ド互換だけではま棚題は解決しない

フｕグラミング‘_す紙を隙準化したことで、プログラムのソースコード

はﾉ換性が保てるようになったことを|iii砿で脱明しました‘ソースコー

ドに互換性があり、｜郷IIiのAPIが/jf圧していれば、プ17グラムの脇'1剛''１
●●

が保て、これで．i'|:藩i‘fとｌ,いたいところですが、解決できたのはソー
●●●●■●

スコードだけの|Al題です

ソースゴード耐典を'ﾉさ現し、ソースコードを使ってソフトウエアを流

辿すれば､ソフトウエアの111搬|‘|;をﾘﾐ呪できるとⅡl来は勝えていました，

このため、APIの僻V1化が↑j:われてきた(ﾉ)ですが、′ﾉﾐ隙には、-ﾕつほど

の問題があり'だ全な､l搬惟は実現できませんでしたつは、｜＃1,パされ

ていないなどの問題でソースゴードが入-Fできないjル合がある点です‐

もうつは、APIが慨雌化されていても、ソースコードは完令には典通

化できないことが多い点です

判クラス。ライブラリが非互換

Ｉ)()SⅨ、Ｘ１１，１OCL、（)pen32といった、礎放の()Sで典辿化を||脂し

たライブラリは、ソースコードをﾉ/:換にするための||:組みです多くの

ソフトウエアが、こういった「典辿ライブラリ」というぎえで秘liIIiされ

ようとしました。

しかし残念ながら、バイナリーノ【換は進成していませんOIx,,,32で

できたライゾラリ(1)LLなど）が、絢激の()Sで使えたわけではないの

ですライブラリをバイナリーノノ:換にする披術は非常に雌しいのです

このため､外部ライブラリなどを呼び出すソースコードを移植するには、

外部ライブラリそのも〈ﾉ)も秘''１１iする必哩があります

ところが、外部に呼び川しているライブラリなどのすべてのコードが

ソースコードで人Ｆできるわけではなく、また、すべてのシステムでそ

れらが完全に動作するように調幣するのは奄雌の技でした

ｒｒｒ

ｒｒｒ

鰯
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一|ヘッダー。ファイルごとにｿー ｽｺー ドが鵬
コンパイル・リンクエディットの終ｒしたソフトウエアは、秘'111性は

ありません‘前1iiなソースコードを例に挙げてみましょう。ｃ‘i裾を勉

強すると、必ずといっていいほど「hellowol･Ｉ｡」というサンプルを勉強

しますね

#土ｎｃユｕｄｅ＜ｓｔｄユユｂ、ｈ＞

､aﾕ、(）｛

Ｐ錘､錘（”heﾕﾕ◎worﾕｄ１''）ｊ
｝

テキストエディタにこのソースコードを人ﾉﾉし、heIlo.cというｆｉ前を

つけて保〃し、コマンドフ'】ンプトで「cchcll().c」とやればﾘ靴fファイ

ルができあがI)、hcllo､ｃｘ(、（ＷｉＩ１(l()ＷＳなら）をﾐ行すれば動作します。

APIは標準化されており、、ノースコードも標準化されています”しか

し、この出ﾉJされたプログラム（Windowsならhell０.exe、UNIX系なら

h(､110）は、他の()Sでは11ﾘﾉ作しません。WiI,〔l()ＷＳ川にコンパイルされた

hell０.cxeファイルはLinuxで実行できませんし、Linux川にコンハイルさ

れたh(110はWin(Iowsでは助作しないのです。

おかしいと思いませんか？

この秘楕は、（)Sが縦み込むファイルの形.式に淵んでいます

（)sは、（)sそのものが,没計される際にﾘ罰j:ソァイルやライブラリと呼

ばれるファイルの形式を独自に決めていますプログラムだからといっ

て、マシン語だけが入っているわけではなく、プログラムとしで腿行す

るための条i'1:や、他のプログラムとの依作'lili報などが「プログラム・ヘ

ッダー」と呼ばれる場lﾘiに11Fかれているのです』このヘッダーの形式や

番かれる内容が、ＯＳに依がする剛Alとなります！
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／ 、

|Windows用へﾂダーﾌﾀｲﾙ’
アプリケーションの

ソースコード

■

Ｐ
隠
助

可

1．ソースコードが共迎でもコンハイルした結眼のファイルも、ＯＳご

とに述う，

鯨

また、ソースコードノノ:桃は、光金ではありません

たとえば、Ｃ汽語などでは、ヘッダー・ファイルと呼ばれる、さまざ

まな宣言を含んだソーースコードを使います｡このへヅダー・ファイルは、

OSごとに述う''１能性がﾙく、一つのソースコードでは、それぞれのＯＳ

ごとに切り符えるようなコーディングが必I腿だったりして、火礎なので

す（図3.9)。

｜旧来の課題

さまざよな締賊から、ゾフトウエフ'の'だij:ファイノlに,1かれているバ

イナリーニ７－ドの解釈がJVMによってﾘﾐ辿化がはかれたとしても、ソフ

トウエアの､I搬性を同めるためには、以下の課題を解決しなければなら

ないことがわかってきました
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2．ＯＳごとにAPIがあり、ＡＩ〕Iやウィンドウ処理などの特定川述のライ

ブラリだけをI州｢Ｉ化しても成功しない。ライブラリは必喚なもの

がすべて揃わなければいけない

3．ライブラリ互換はソースコードノI換では不完全すべてがバイナ

リーll1id(!iされることが１１t要

話がすいぶん長くなりましたが、お聯たせしましたでは、Javaはこ

れらの問題をどうやって解決したのでしょうか？これもまた、前瀧で

脱,ﾘ,したJVMという仮想コンピュータで1,11,1に解決しているわけです

が、よくよく中身を細くると、ジェームズ・ゴスリングがいかにﾉ劃'で

あるかがわかります．

■JVMはOSも含んでいる

Javaのアーキテクチャは、単純な仮想コンピュータの|t様ではありま

せんー Javaの仮想コンピュータｉｔ様は、ソフトウエアの移植問題を一気

に解決し、しかも爽川性をII的に、巧妙に設計されています。ＪＶＭｌＩ:様

を読んでいると、感肋さえしますそれは以ドのようなことが嘘()込ま

れていると飛省は考えています。

1．マシン（CPUなどのj‘鳴水構造）と()Sを一つの岬にして仮想コンピ

ュータ'1:様を作ることで災行効率を向上させているＪＶＭが使う

マシン締、すなわちバイトコード|上様は、物1''1的なコンピュータ

の‘災呪方法にこだわらず、ソフトウエアで仮想的に実現されるこ

とを想定して殺計されている

2．さまざまなＯＳや()Sの上の＃'iにある現代のコンピュータが持つ．

般的な機能の共辿機能を抜きIll1し、それを慨縦に取り人ｵ'ている

たとえばデータ梅皿、I/O処理、同時実行、ファイル処剛、ネッ


