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1 プログラムとは

人間どうしの対話であれば、自然言語によりコミュニケーションが行われるが、共通理解 (常識と呼ばれ

る)があれば、正しい情報交換が可能となる。曖昧性もあるため、誤解を生む可能性も高い。

コンピュータによって処理される手順は、プログラムと呼ばれる。人間の使う自然言語は、コンピュー

タによって処理する手順の記述には、不向きである。コンピュータにとって理解しやすい簡単な人工的言

語である、プログラム言語が必要とされる。

プログラム言語によって記述された一連の手順 (プログラム)を、組み合わせたもの、さらにその処理に

必要なデータを総称して、ソフトウェアと呼ぶ。

計算結果が得られるための理論や手順は、アルゴリズム (Algorithm)と呼ぶ。アルゴリズムを、プログ

ラム言語により具体的に表現したものが、プログラムと呼ばれる。

1.1 コンピュータの基本的構成

コンピュータは基本的に、CPU、メモリ (主記憶装置)、補助記憶装置、周辺装置からなる。CPU は、メ

モリの中に記憶されているプログラムの手順に沿って、データを処理する。そのプログラムは、補助記憶

装置に記録されており、プログラムの起動によりメモリに転送される。
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図 1: CPUと記憶装置

メモリは、2種類に分類できる。

ROM Read Only Memory の略であり、内容を書き換えることができない。電源が切れてもその中の情

報が消えない。

RAM Random Access Memory の略であり、内容を書き換えることが可能。電源が切れると内容が消え

てしまう。
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通常のコンピュータでは、電源を入れた直後の OS を起動するための簡単なプログラム (ブートローダ)

や、補助記憶装置や周辺装置を扱う基本的プログラム (BIOS:Basic I/O System)は、ROMに記憶しておく

必要がある。OS はユーザの操作により、補助記憶装置に記憶されているプログラムを、主記憶中の RAM

に読みだし、その手順に沿って処理を行う。

ただし携帯端末や小型の制御用コンピュータでは、実行するプログラムは決まった処理しか実行しない。よってプ

ログラムのほとんどは、ROM に記録される。

2 プログラム言語とは

2.1 機械語とアセンブリ言語

ノイマン型コンピュータでは、プログラムやデータを主記憶に記憶し、命令を実行する場所の情報 (プロ

グラムカウンタ)を、１命令の処理毎に１つづつ増やすことで、一連の処理が行われる。

機械語の１命令は、

• CPU 内部の数値論理演算装置 (ALU:Arithmetic and Logical Unit) にて、どのような計算を行う

のか、

• 演算結果をどこに記憶するのか (オペランド)

の情報を、0/1の２進数にて表す。その演算手順が数字だと理解しづらいので、計算の意味を表す文字で

表現できる様にしたものをアセンブリ言語と呼ぶ。

しかし人間にとってはコンピュータの内部構造を熟知していないと、命令を記述できないためたとえア

センブリ言語でも不便。

補助記憶装置や周辺装置を直接操作する様な基本的プログラムや、メモリ等を保護・管理する特殊な CPU

命令は、CPU の内部構造により大きく異なるため、機械語・アセンブリ言語で記述する必要がある。

2.2 高水準言語 (高級言語)とプログラムパラダイム

人間にとって理解しやすく、自然言語のような曖昧さの無い、人間の考えを表現しやすいプログラム言

語は、高級言語と呼ばれる。

アルゴリズムを高級言語で記述する際に「どの様な文法だとプログラマにとって理解しやすいか？」と

いった考え方は、プログラムパラダイムと呼ぶ。

プログラムパラダイムは、大分類すると４種に分けられる。

手続き型言語 コンピュータで実行すべき、計算順序を記述する。FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL,

C 等。機械語に変換しやすいため、高級言語の多くを占める。

関数型言語 関数の集まりによってプログラムを記述する。LISP 等。論理的に分かりやすい記述だが、複

雑なメモリ管理が必要であったため、特に人工知能プログラムに利用される。

論理型言語 論理式の集まりによってプログラムを記述する。Prolog 等。同じく人工知能プログラムで有

効。計算順序を明示しないため、人工知能の並列処理面で期待される。

オブジェクト指向言語 基本的には手続き型言語であるが、プログラムを記述する際にデータ構造に注目

し、データ構造に付随する手続きによってプログラムを記述する。C++,Java 等。大規模プログラム

を作る際に、プログラムの再利用が容易なので、近年、実用プログラムの世界で注目されている。
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3 言語プロセッサ

コンピュータが理解して実行できる命令は、機械語だけである。よって、プログラム言語によって記述

された手続きは、何らかの変換により機械語で処理する必要がある。この変換処理を行うソフトウェアを

言語プロセッサ (または言語処理系)と呼ぶ。

3.1 プログラムの実行方式

高級言語を機械語へ変換する作業は複雑であり、長い処理時間が必要となる。

コンパイラ方式 よって処理の前にあらかじめ高級言語を機械語に変換・記録しておき、プログラムを実

行する際は、その機械語のプログラムを主記憶に呼び出し実行する。翻訳に相当する。

利点としては、変換作業が不要で、すぐに実行可能であり、処理が速い。

欠点としては、巨大なプログラムでは実行前の変換作業に時間がかかり、動作の確認が困難となる。

インタプリタ方式 高級言語での命令を１つづつ読み込み、それに相当する機械語を実行し、これを繰り

返す。通訳に相当する。

一度実行した命令でも、その度毎に再び機械語に直すため、変換処理に無駄がある。

利点として、すぐに動作ができるため、プログラムの動作確認ができる。このためプログラムの開発段

階で便利。しかしプログラム全てを機械語に変換しないため、プログラムの間違いが埋もれたままになる

可能性がある。
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3.2 特殊なプログラム実行形態

バイトコードインタプリタ方式 インタプリタの処理速度の欠点を補うための方法。高級言語でのプログ

ラムをコンピュータにとって処理しやすい数値データ (バイトコード)に変換する。命令を実行するときに

は、そのバイトコードの読みとりと、機械語に変換を繰り返す。人間にとって理解しやすい記述を理解す

るための処理は、あらかじめ行われるため、単純なインタプリタ方式よりは高速である。

プログラムの実行が始まった時点で、バイトコードへの変換をして、その後、バイトコードを実行する

場合もある。

バイトコードを実行するインタプリタを、機械語の異なるコンピュータ毎に開発しておくと、バイトコー

ドを異なるコンピュータ間で共有することができる。(仮想機械:Virtual Machine 方式)
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エミュレータ方式 機械語が異なるコンピュータ間では、ソフトウェアを相互に利用するのが困難である。

このため異なるコンピュータの機械語を、１命令毎に自分のコンピュータ用の機械語に変換しながら実行

する方式。

１命令毎に機械語を機械語に変換するため、高速動作はできない。

3.3 コンパイラのプログラムの実行

複雑なアプリケーションプログラムを作る場合、あらかじめ作られた小さな部品となるプログラム (ラ

イブラリ)を再利用すると、プログラム作成が容易になる。

複数人数でプログラムを開発する場合、機能別にプログラムをサブモジュールに分割して開発を行い、

それを組み合わせて最終的に実行する機械語プログラムを作成する。

しかしサブモジュールをコンパイルする時には、他のモジュールのプログラムやデータの場所や、ライ

ブラリの場所を決定できない。このため、他のサブモジュールやライブラリの場所が未決定のままの機械

語データが必要となる。これを中間コード (オブジェクトプログラム)と呼ぶ。

最終的に実行する機械語を生成するには、中間コードを組み合わせ、他のモジュールやライブラリの場所

を決定する処理 (リンク)が行われる。この処理を行うプログラムをリンケージエディタ (リンカ)と呼ぶ。
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3.4 ライブラリの扱い

様々なプログラムで一般的によく利用される共通処理 (ライブラリ)は、リンカにより、それぞれの機械

語に組み込まれる。この場合複数の機械語の内部に、同じ共通処理のプログラムが、何度も組み込まれる。

これでは補助記憶装置が浪費されることになる。さらに複数プログラムの並列処理を行う場合、主記憶上

に同じ命令列が配置され、メモリの有効利用ができない。

この様な従来方式のライブラリを、静的ライブラリ (静的リンクライブラリ) と呼ぶ。

メモリの浪費を防ぐために、ライブラリを利用するときに、異なるプログラム間で共有する方式は、共

有ライブラリとか動的リンクライブラリと呼ぶ。
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静的リンクライブラリは、ライブラリ中の機能の呼び出しが単純であり、高速処理が可能である。しか

し、ライブラリ中の機能をバージョンアップ (あるいは間違いを修正)した際に、すべてのプログラムのリ

ンク処理を行う必要があり、コンピュータシステムの保守性でも問題がある。

動的リンクライブラリでは、機能呼び出しがわずかに複雑になるものの、メモリの有効利用が可能であ

る。ライブラリのバージョンアップでもライブラリのファイルの交換で、すべてのプログラムの再リンク

無しにバージョンアップ作業が完了する。
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