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はじめに

しかしこの場合に、システムの使用目標があらかじ
め明確である場合と、それとは別にシステムの機能の
開発が先行して、その使用目標が不明確である場合と

システムという言葉が使われ始めてからすでに相当

がある。たとえば、現在のコンピュータ・システムの

の年月が経過した。今さらここでシステムの定義を議

大部分は前者であり、画像通信システムは後者に属す

論する必要はないと思われるが、この概念は起こすべ

る。もちろん両者の区別が不明確なものも多数あり、

くして起こり、つねにまた新しいものへの創造につな

それらが時の経過とともに後者から前者、または前者

がっている。

から後者ヘ変わってゆくことも当然である。

近代の社会の発展を振り返ると、すべて新しい原理や

またこのことは、さらにシステムを構成するコンポー

手段の発見と発明とによって、われわれの社会生活の形

ネントにおいても同様である。新しい原理のコンポー

態が変化をとげつつ、人間の活動範囲の拡大と生活の向

ネントがその分野の研究者によって考え出されて、多

上が続けられてきたが、その間はつねに「このような物

分将来使われるであろうと思って作り出されても、そ

理現象を利用してみたらばとか、このような使い方はど

れがシステムの一部として使われないこともある。ま

うであろうか」といった工夫の繰返しであった。

たそれがシステムの発展とともに使われるようになっ

初期にはそれらが 1 つの道具として考えられ、その
機能を利用することで新しい分野が開け、次にはそれ

たり、それによってシステムが飛躍的に発展すること
もよくある例である。

らを組み合わせて使用するという考え方が発展し、よ
り高度の機能を発揮するとともに、さらにはまた新し

たとえば、LSI が作り出されてからすでにほぼ 10 年

い方法の開拓ともなって、限りない発展を続けて今日

の年月が経過しているが、今日ようやく LSI を使う方

に至ったと言うことができるし、今後もこの様式で限

向が見い出されているようなものであるし、また一方

りなく発展すると思われる。

では CCD があり、バブル・メモリができていてもこれ
を十分に活用するようなシステム側からの要求はまだ
起きていない事実もある。

1

システム発展の形態と条件

現在使われているシステムの発展の経過をたどると、

また、グラス・ファイバが作られてからすでに何十
年もの年月が経過しており、これが光の伝送路として
使われてからももう長い年月を経過したが、これが通

前述したようにまず新しい原理と手段の発見と発明と

信システムのコンポーネント・システムとして取りあ

ともに、それらの組合わせによるシステムとして特定

げられたのはここ 1 〜 2 年のことである。しかし、光

の目的を達成するように作り上げられてきた。

通信として通信に光を使ったものは、もう半世紀も前
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におこなわれているし、さらには、原理的に言えば人

ものは前者に重点がおかれ、またあるものは後者に重

類の光による長距離通信はすでに人類の集団生活の発

点がおかれている。

生とともに始まっている。

しかし、新しいシステムを考える場合には、これら

すなわちシステムは、それぞれのコンポーネントの

をいかにうまく判断するかがもっとも大切な点であっ

性能の壁が 1 つ 1 つ取り除かれるとともに飛躍的に発

て、たとえば次の世代のコンピュータはいかにあるべ

展をとげ、システムの利用目的の範囲と質とが変化拡

きかというような課題にたいしては、これらの 3 つを

大をとげ、またそれがコンポーネントヘの要求となり、

適確に判断し、バランスをとりながらそれに必要なコ

それらが因となり果となって、からみ合いながらシス

ンポーネントの発達と社会の発展との両者の結合点を

テムの発展と巨大化をもたらしている。しかしこの間

見い出したガイド・ラインの設定が必要になってくる

に、システム設計側とコンポーネント研究側との間に

のであって、そのためにはコンポーネント技術の発展

十分な意志の疎通があったかと言えば、それは必ずし

の基本形態の把握と、システムの社会における位置の

も十分ではなく、意志の疎通が十分におこなわれた場

適確な把握が前提とされることは言うまでもない。

合のほうが少ないと言えるようである。
すなわち、それぞれの分野の専門家は、自分自身の
属する専門分野における発展形態の原理に従った発展
方法からくる発想があり、またこれとは別に、その専
門分野外からくる刺激による着想による発展形態とが
ある。

2

システムの目標の設定

システムも他のものと同様に、もっとも合目的的に
設計され、働くべきものであることは言うまでもない。
システム設計に着手するときには、その使用目的が細

ところが、近年のようにコンポーネント自身の研究

部にわたり明確にされる必要があるが、それが新しい

にも巨大な知識と経験の積重ねが必要になり、またシ

システムである場合には、設計に着手する時点での使

ステムとしても巨大になって、個々のコンポーネント

用目的の設定と、それが使用されてからの様態との間

を理解するのには凡人の能力からすると不可能に近い

にずれを生じることもきわめて普通であり、しかも使

状況では、上記の現象もある程度止むを得ないことと

用目的が進歩の急激な分野を相手とする場合にはよく

も思われるが、システム側においてはコンポーネント

起きることである。また社会とのつながりの密接なも

の発展における基本的な形態と限界を理解する必要が

のは、社会の変化とともにこのことが発生する。

きわめて大きいことだけは指摘できるし、それがシス
テムの発展の 1 つの原動力であるとも言える。
しかしまたシステム自身も、システム自身の持つ発

すなわち、1 つのシステムが完成して稼動し始めたと
きには、もはや古いものになってしまうということは
よく経験されることである。

展形態があり、またそれとは別に外界からの要請によ
る発展方向をも合わせ持っている。したがって、シス

これがシステム単体として存在するうちはまだよい

テムの発展の基礎要因としては、コンポーネント、シ

のであるが、これが巨大になればなるほど、他の類似

ステム自身、外部要因の 3 つが組み合わされ、それら

のシステムの導入に妨害になることもあり、またその

が因となり果となって蛇行的に発展していくものであ

分野の発展を阻害することになることも多い。すなわ

り、それらのどれが欠除してもよい発展が望めないも

ち、システム設計の際の合目的性の判断には、社会の

のであると言い得る。

変化にたいする洞祭が必要になってくるのである。
さらには社会の発展とともに、それぞれのシステム

今日までの各種システムの発展をながめると、ある
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ぞれに有機的な結合を要求されてくるので、それにつ

た新しい生命が生まれて育ってゆくものの集団であり、

れてより巨大なシステムヘの発想が生まれてくる。そ

その中で働くシステムもつまるところ、この人間社会

れが既存のシステムの上に傘をかけた形態で発展する

の変化とともに存在し消滅してゆく必然性を持たされ

ものと、新しく巨大な新しいシステムを作ってゆく方

ている。

向とがある。それぞれともに既存のシステムをその傘

したがって、人間社会にあるものはすべて人間の生

下に、あるいはその内部に消化吸収してしまう形態と

命の発生と成育と消滅とともに変化することを余儀な

して発達してゆく。

くされており、システムの設計もこれを無視すること

しかし巨大なものは、必ずしも既存の単独システム

は許されない。

が提供しているサービスを十分に満足させることとは
限らないし、それができない場合が多く、そのため巨

しかし、何百年も変わらない巨大な大理石作りの建

大なシステムの発展と並行してサブ・システムとして、

物の中に近代生活を営んでいる人もあり、1 代限りの木

あるいはコンポーネント・システムとしての存在と発

造の家屋に住んでいるものもいる。システムもこれと

展が必要になってくる。しかしそれは、既存のものと

類似し、それぞれのシステムは、この人間社会のどの

は異なった新しい機能の付与を必要とされてくるので

位置におかれ、位置すべきものかを設定し、設計する

あり、それは単独でもあり、また巨大システムのサブ・

ことが必要であり、コンピュータ・システムもまさに

システムとしても機能するものでなければならない。

その例の典型であろうと思われる。すなわち、システ
ム設計の基本には、そのシステムの社会生活の中の位

ところが社会は生き物であり、つねに変化をとげて

置と変化にたいする適応性と、その寿命とがまず最初

いるので、それにたいしていかにシステムが対応でき

に設定されなければならないし、その限定されたもの

るか、いかにして社会の変化とともに変化してゆくか

以外のものは、合目的的な設計からは外れたものであ

が必要になってくる。

るということができよう。

もちろん、変化の激しいところとほとんど変化しな
いところとがあることは当然であるが、それらを含め
てもシステムとして合目的的に機能する必要があり、
そのためにはそれに対応したサブ・システムの種類分
けと、それを含む巨大なシステムとのインタフェース
設定がもっとも重要な課題となってくる。

3

システムの信頼度

さて、われわれの日常生活が次第に巨大なシステム
の中に、組み込まれてくると、言うまでもなくシステム・

しかし、いずれにしてもシステムは人間の設計し製

ダウンは日常生活の停止につながってくるし、生命の

作するものであり、われわれ人間の作り出したハード

危険にまで及ぶことさえもある。システムが単一で動

ウェアとソフトウェアから成っている。一度それを作

いている間は、その 1 つのダウンはそれほどに大きな

り上げると、その目的に従って働き続けるものである

影響を及ぼさないが、システムが巨大になればなるほ

が、結局のところは生き物ではないので、次第に古く

どその影響の及ぶ範囲が大きく、かつ深刻になること

なっていたんでくるものである。そのために故障を発

は言うまでもない。

見し、修理して働かせようという発想が生まれ、その
ためのハードもソフトも開発されている。

そのために、従来システム・ダウンを起こさないた
めの各種の工夫がおこなわれ、FIT とかこの他の種々の

しかし、社会の変化はいうまでもなくそれを構成し

指標のもとに設計がおこなわれている。また故障の波

ている人間の動きと変化であり、それはとりもなおさ

及度、スタンバイ・システム等々、限りなく工夫がお

ず人間という生き物が成長し、老衰し死んでゆき、ま

こなわれている。

ビジネスコミュニケーション

2014 Vol.51 No.11

85

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

アーカイブ

しかしこれらは、いずれもシステム内部の要因によ

システムは次第にサブ・システムの集合体としてのシ

るものを考えているのがほとんどであって、外部要因

ステム構成に向かっていく方向からして、そのシステ

によるものの工夫についてはあまり考慮されていない

ム全体の機能の中に含ませて考えるのが妥当な将来の

のが現状である。

方向ということができる。

すなわち、システムのインプットについての変化に

すなわち、平常時から異常時、非常災害時にかけて

ついては、設計当初の計画の範囲内に限定して考えら

の機能の連続的な移行形態を持つシステムが要請され

れており、それ以上の入力変化にたいしては対応しな

てくるのであって、この移行形態そのものがシステム

い前提で設計されていることが多く、それ以上の問題

信頼度として定義されるべきものと思われるとともに、

については異常時の問題として別に処理されることを

このような漸進移行的信頼度を持つシステムが設計さ

期待している。

れるべきものと考えられてくるのである。

しかし、大地震で大部分が破壊されるとか、大火災
の場合のようなときには、非常事態という定義も大略
想定されるが、中小の災害や異常状態あるいは一種の

むすびに

社会的な急変にたいしての対策になると、その変化の
程度を想定すること自身が非常にむずかしく、実に多

以上、新春にあたり読者諸賢からのご教示を得たい

種多様の考え方がでてくるためにとかく見過ごされて

と思い、日頃小生の脳裏を去来しているシステムに関

いる。

した問題点の 2 〜 3 を被露申し上げてみた。
石油危機が言われ始めてからエネルギー、食糧等々、

しかし、これからの社会の動きを考えると、社会の

次から次へと明日にも人類の進展が止まるような話題

中の各種各様の制約条件が次第にゆるやかになり流動

ばかりで昨年は過ぎてしまったが、しかし、われわれ

性を増加してきているので、それを考慮に入れたシス

の社会が次第に各種のシステムが有機的に結合された

テム設計をしないと、わずかの社会的な変化にたいし

巨大なシステムの中で動いてゆく現実は、止まるとこ

てさえもシステム・ダウンを起こす可能性が多くなっ

ろを知らないと思われるし、またこのような巨大なシ

てきた。

ステムを流動的に動かし得るものだけが、この地球上

すなわち、入力の量と質との変化に対応し得るシス
テム設計として、どこまでを考慮すべきであるかの推

に生き永らえることができるであろうと思われてくる
のである。

定と、現実にそれ以上の変化が発生したときの処理方
法との考慮を必要とされてきていると言える。

読者諸賢は、ますます高度なシステム構成への理念
と、さらにそれを発展させる新しい考え方の創造に向

この機能を 1 つのシステムの中に考慮して組み立て
るべきものか、または他のシステムとの組合わせのう
えに作られるべきものかは、それぞれの場合に応じて
決定されることはもちろんであるが、前述したように
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かって進まれると思われるし、また小生もそれを心か
ら祈念したいと思っている。
新春にあたり、今後の読者諸賢のご健闘を祈り筆を
擱くこととする。
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システム・ハイアラーキ
●安藤
●平戸

博／日本ユニバック株式会社 大型ソフトウェア第 2 部 部長
利伸／日本ユニバック株式会社 大型ソフトウェア第 2 部 リーダ

はじめに
わたくしたちは、ますます大型化・複雑化しつつあ

すなわち、小さなシステムを S O とし、より大きいシ
ステムを Sl、S2、…Sn…とすると、
SO ⊂ Sl ⊂ S2 ⊂…⊂ Sn ⊂…
で、このおのおのの機能を FO、Fl、…Fn…とすると、

る社会の中に生きている。環境の問題、
エネルギー資源、
食糧の危機など最近の社会問題は、きわめて複雑なも

FO ⊂ F1 ⊂ F2 ⊂…⊂ Fn ⊂…
と書け、Fi ＋ 1 =Fi ＋αであると言える。

のばかりである。いずれもが、他のあらゆるものと関
係をもち、密接に結びついているように見える。が、
それらの問題は、元来複雑でむずかしさをもつものな
のであろうか。

2）システムとコンピュータ
システム関係の書物には必ずコンピュータが登場し
ているが、実はコンピュータはなくともシステムは存

日常の生活を振り返ってわかることであるが、身近

在するものなのである。小企業の事務処理やデータ処

な出来事としてのおのおのは、複雑なものでも無秩序

理システムはコンピュータなしにおこなうし、かなり

なものでもない。

の能率も信頼も得ている例はたくさんある。多少規模

これはコンピュータ・システムでも同じことなので

の大きいシステムを考える場合でも、コンピュータを

あるが、まとめて取り扱おうとしたり、より広い範囲

抜きにしてまずそのシステムを十分分析して、効率よ

に拡げようとするときに、無秩序が生まれ、制御の複

い処理方式を設計することが先決である。大規模にな

雑さが現われてくるわけである。したがって、こういっ

るに従って処理すべきデータも増え、変換も複雑にな

た

るが、その中でコンピュータに適した作業を上手にコ

複雑さ

の取扱いをどのように学び、理解するか

によって、わたくしたちの明日の生活は大きく影響さ
れることになる。ここで、複雑なシステムがハイアラー

ンピュータに分担させる形で使用するわけである。
ただ、あまりにも膨大なデータ処理のシステムでは、

キ（階層）概念によって、どのように整理されるか考

十分大きなコンピュータあるいは数台のコンピュータ

えてみよう。

複合システムにその大半を組み込んでしまう例はめず
らしくない。生来、コンピュータ・メーカに近い立場

1）システムとハイアラーキ
ある目的をもって、入カデータを出カデータに変換
する機能を有するもの

のものは、かなり大胆にコンピュータを取り入れてシ
ステム設計をする。これはコンピュータの性質・特徴

をシステムと呼ぶことにする

を熟知しており、処理の適・不適をよく知ったうえで

と、これらシステムは、その大小にかかわらず単独に

初めてできることである。同時に、データが非常に多

は存在せず、つねに他と共存し、互いに影響し合う関

い複雑なシステムも、単純な変換プロセスで処理でき

係となる。そして、その中により小さなシステムを含み、

ること、言い換えれば大きなシステムを比較的簡単な

またその外側にあるより大きなシステムに含まれてい

構造にモデル化する研究実績に基づいているわけであ

る。これを システムの階層 とか、包合関係 と言っ

る。

ている。
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されていないシステムを対象にして、そのシステムの

2）電力供給システム

もつ構造を明らかにし、厳密な説明と形式化を得るこ

発電所が多数にあり、消費は広域でその特性もまち

と」は、さらに深く特性研究をおこなってそのシステ

まちであり、地域外への補給送電も考えたりして、蓄

ムをより望ましい方向に導き、最適化をはかる理論展

積できない電力の生産から消費までの管制システムも

開をすすめる場合の必要条件となっており、ここにも

大規模なものである。このシステムでは、地域の消費

ハイアラーキ概念が活かされている。

量を刻々と把握し、発電電力と交換電力をバランスさ
せて、全コストを最小にすることが目的となる。
図 2 の形の利点として、

1

複雑なシステムの例

①単一コンピュータでは扱える量がまず問題
②必要な処理のターン・アラウンドが短くてすむ

システムの規模の大型化と複雑性の増大は、とどま

③事故にたいして鋭敏で、地域下の条件変化はそのコ

るものではないが、身近かに関係する比較的大規模な

ンピュータまたはプール・コンピュータのレベルで

システムを 2 〜 3 紹介しよう。

対処でき、影響を他に及ぼさない
④センタ・コンピュータはより高度な問題に専念しつ
つ、有機結合の要として働ける

1）鉄鋼業におけるシステム
鉄鋼は注文ごとに生産しているわけではなく、一定

などがあげられる。

量の溶けた鉄塊からとれるだけ多くの注文の仕様の品
数を切り取る方式をとっている。したがって、切り捨

別稿の交通や医療システムも大規模システムの代表

てる鉄片や、余らせる鉄塊を少しでも少なくするため

的な例であるが、それらの共通点をここでまとめてみ

に、顧客の注文から生産スケジュール、モータ、温度、

ると、 複雑な大規模システムというものは、相互に関

切断タイミングまでのすべての情報処理を総合化して

係のあるサブ・システムから構成され、それを階層的

制御するシステムを構成している。図 1 で、最上部は 2 ヵ

に配列したものである

月から数ヵ月期間の注文をまとめて利益を最大（無駄

つかのサブ・システムは、その中でさらに多数のサブ・

を最小）にする組合わせを考え、中段では 1 〜 2 週間

システムを含んでいる 。

ことがわかる。しかも、 いく

単位の注文量の生産計画を具体化する。下段ではプロ
セス制御として物理的処理が制御される。

受注情報
受注情報

長期プランの作成
長期プランの作成
（2〜6（2〜6
ヵ月） ヵ月）

センタ・コンピュータ
センタ・コンピュータ

プール プール
,1
,1
コンピュータ
コンピュータ

製鋼スケジュール
製鋼スケジュール
鋼処理具体化
鋼処理具体化
具体化（1〜2
具体化（1〜2
週分） 週分） （1〜2（1〜2
週分） 週分）

コーク・ コーク・
高炉
シンタ シンタ
制御
制御
制御
素材

素材

高炉
転炉
制御
制御

冷間
インゴッ インゴッ
転炉
圧延
ト・スラ ト・スラ
制御
制御
ブ制御 ブ制御

図 1 総合化された鉄鋼システムのモデル
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地域 1,1
地域 1,1 地域 1,ｉ
地域 1,ｉ
地域ｎ,1地域ｎ,1 地域ｎ, j地域ｎ, j
コンピュータ
コンピュータ
コンピュータ
コンピュータ コンピュータ
コンピュータ
コンピュータ
コンピュータ

冷間
熱間 熱間
圧延
仕上げ 仕上げ
制御
制御 制御

プ ロ プセ ロス セ ス

プール プール
,ｎ
,ｎ
コンピュータ
コンピュータ

製品

製品

地域 1,1
地域 1,1 地域 1,ｉ
地域 1,ｉ

地域ｎ,1地域ｎ,1 地域ｎ,ｊ地域ｎ,ｊ

図 2 電力供給システムのコンピュータ構成例
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システム・ハイアラーキ

あるサブ・システムの動作・成功は、他のサブ・シ

2 ハイアラーキ概念に関する考察
サブ・システムが同じ階層にあることを
ルにある
を

ステムの動作・成功に大きく左右される。特に上下関
係の場合、ある SS が成功するか否かはその IS の動作

同一レベ

結果によって評価される。たとえば、双方が意志決定

と言う。多くの階層からなるシステム構造

サブ・システムの場合、IS の意志決定は SS の送るパラ

多レベル・システム

と呼ぶが、この多レベルの

ハイアラーキ概念を明確にすることが、大規模システ

メータによって大きく左右され、また IS の決定いかん
により SS の評価も大きく影響されることになる。

ムを形式化するうえで直接役に立つ。
以下、そのハイアラーキについて検討しよう。

2）ハイアラーキの分類
定性的あるいは定形的な特質を捉えて分類すること

1）ハイアラーキの性質

は、複雑で不確かなものを理解するときにきわめて有

（1）縦配列（垂直分解）

益なので、ここでハイアラーキの分類をしてみよう。

構成する多数のサブ・システムは縦配列を構成し、お
互いに相互作用をもつ。2 レベル間で見るとき、より上
のサブ・システムを シュープリマル・サブシステム（以
下 SS）、より下のものを インフィマル・サブシステム

ある文献は（注 1）では
ロン

ストレータ 、 レアー 、 エシェ

と 3 種の基本形の存在を指摘している。わたく

しなりの解釈で紹介してみよう。
（注 1）『階層システム論』（共立出版）、33 頁参照

（以下 IS） と呼ぶ。外部とのデータの入出力は最下位レ
ベルがもっとも多く発生するが、データの入出力はすべ
てのレベルのサブ・システムに存在する（図 3 参照）
。

（1）ストレータ
複雑なシステムを完全に、詳細に認識・記述すること
ができたとしても、実際にはあまり役立たない冗長なも

（2）干渉（行動優先権）
どのレベルでもより上のサブ・システムから影響を

のになってしまう。当面必要としている観点であるシス

受け、より下のサブ・システムはなんらかの形で拘束

テムを把握すると、異なる観点からなされた把握とかな

される。SS が IS にたいしてもっとも強い影響を与える

り相違のあるものになる。この観点を 1 つのシステム行

が、これを

と呼び、IS の決定・行動のまえに

動の基準とみなすと、そこには特徴、尺度や変数がある。

干渉するか否かで、先意志決定干渉（命令干渉）、後意

このようなシステムの捉え方を、ストレータ化 と言い、

志決定干渉（訂正干渉）などに分けられている。

この基準のことを ストレータ と言う。

干渉

3

たとえば、コンピュータを取りあげてみるとき、そ

（3）依存性（従属性）

のハードウェア構成や性能、結合形式に基準をおくの

シュープリマル・システム
ＳＳ

は 1 つのストレータとなり、制御プログラム等のソフ

制御入力

フィード
バック情報

干渉
インフィ
マル・
システム
ＩS1

3

インフィ
マル・
システム
ＩS2

トウェアについても 1 つのストレータとなる。このソ
フトウェアのストレータは、さらにサポートされる言
語、処理形態、サポート・パッケージ等に分割されて

インフィ
マル・
システム
ＩSｎ

評価基準の多様さを示す（図 4 参照）。
また、一般の産業プラントは素材やエネルギーを物
理的に処理するストレータ、情報の管理とオペレーショ

入力

プ

ロ

セ

ス

図 3 2 レベルの階層の構成と干渉依存の例
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ンの制御をするストレータおよび効果と利益を考える
経済行動に関するストレータ等の種類に分けることが
できる。これらストレータは、ある生産品を取り扱う
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ストレータ・2
入力
プログラム
・データ

S/W：制御プログラム
他のプログラム

ストレータ・2 の例

出力
処理
結果

リアルタイム処理、デマンド処理、
リモート・バッチ処理、バッチ処理
など、すべてを同時に処理できるダ
イナミック・スケジュールをおこな
うＯS の下で、商用のタイムシェア
リング・サービスをおこなっている
システムである。

ストレータ・1 の例

ストレータ・1
出力

入力
H/W：物理操作

ワイヤ・メモリ、262ＫW を上層メ
モリとし、コア・メモリ 512ＫW を
下層メモリとしている。演算 / 制御
装置 2 つをもつマルチ・プロセサを
上層プロセサとし、アレイ・プロセ
サ、通信 / 基本入出力装置の複数台
プロセサを下層プロセサとしてもっ
た大型システムである。

（ストレータ・1 とストレータ・2 は、い
ずれも左図を説明している。ストレータ
の性質の含味を試みられたい）

図 4 コンピュータのストレータとその例

プロセスを対象とした同一のシステムのものである。
このストレータには、以下の性質がある。

テムの完全な理解を得るための最良の方法である。
ストレータを下方向にたどればより詳細な説明を得、
上方向にたどれば意義・目標などに関する理解が得
られるからである。
このように、複雑なシステムを理解するためには、 ス
トレータ化モデルによる階層的アプローチ

がもっと

も適切な方法となる。まず興味や必要性のあるストレー
タに着目し、そこから上あるいは下のストレータを考
察するわけである。
（2）レアー
あるレベルの解が得られると、それに続く問題のパ
ラメータを固定できる形の構造がある。この固定によ
り下のレベルの問題は完全に規定され、解を得られる

①各システムには固有のものとみなされるいくつかの

という順序づけがなされる場合である。このようなば

ストレータがあり、必要な時どのストレータを選択

あい、順序づけて配列されたサブ問題が解かれて、 シ

するかは観察者の知識レベルや、必要としているシ

ステムの解

ステムによって決められる。

より簡単なサブ問題の族の解が元の問題の解を含んで

②各ストレータは、用語、原理、概念など変数を独自
に持っている。したがって、他のストレータと無関
係に 1 つのストレータのうえでシステムを考えるこ
とができる。
③あるストレータでシステムを捉えた記述は、他のス
トレータと相互関係はない。すなわち、あるストレー

が得られるわけであるが、このように、

いるとき、このような階層を
おのおのの問題レベルを

レアーの階層

レアー

と言う。

たとえば、機能的意志決定のシステムを取りあげて
みると、図 5 のように 3 段階に分かれる。
①初期条件下での方向探索（自己組織化）
全体の目標をできるだけ正確に追求できるように下

タでシステムを特性づけるために用いられた原理・

位のレアーの機能内容を選択する。

法則は、他のストレータの原理・法則から導きだす

②不確かなものの確認や除去（学習・適応）

ことはできない。

と言い、

不確実なものの集合を小さくして選択を簡単にする。

④同一システムの異なるストレータにおける機能把握に
は、非対称な相互依存性が存在する。これは作用の優

In

先度に対応し、上位のストレータによって下位のスト

An

レータはある程度規定されるし、あるストレータの上
でシステムが適切に稼動するには、下位にあるすべて

I2

のストレータが正しく稼動する必要のあることをさす。

I1

D2
A2

⑥ストレータを上下に横切って考察することは、シス

90

A1
I

P
（一般形モデル）

A

プロセス

成果

全に理解することにつながる。

行動
選択

D1

の研究はより効果的に行える。また、各ストレータ
間の相互依存性を無視することは全体の行動を不完

学習と
適応

テーマ

⑤ストレータ間の結合は少ないほうが、システム行動

自己
組織化

Dn

（機能的レアー階層）

図 5 多レアー階層の一般形と機能的レアー階層
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システム・ハイアラーキ

タル・システムの観点

③解を求めるための戦略の決定（選択）

に立って

システム全体の

行動の選択をおこなう。

階層的なモデル化（ストレータ化）と、システム全

実際にはあるレアーのある部分は、さらに分解して

体の仕事の階層化（レアー化） によって、エシェロ

取り扱われたりするが、どんなに複雑な意志決定シス

ンを構成するレベルとサブ・システムの仕事の分担

テムでも、本質的機能の概念化により、ほぼこのパター

を明確にすることである。

ンで説明されてしまう。

また 3 概念の共通の特徴としては、
①より上位のサブ・システムは、システム全体の行動
の

（3）エシェロン
あるシステムが、明確に区別できる相互関係をもつ

より大きな部分 、あるいはより広い見方に関心

をもつ。すなわち、より下位レベルのサブ・システ

サブ・システムで構成されており、あるサブ・システ

ムが内部的な変動にたいしてより速く反応するので、

ムは意志決定サブ・システムであり、かつそれが他の

局部的変動には関心を払わなくて良い

意志決定サブ・システムから影響（制御）を受ける意
味で階層的に配列しているようなばあい、この階層レ
ベルを

エシェロン

ロン・システム

と呼び、このシステムを

エシェ

と言う。

①これを構成している意志決定サブ・システムは、お
異なる

意志決定周期

は、

下位のサブ・システムのそれより長い
③より上位のサブ・システムは、より

多くの不確定性

を持ち、定量的定式化はより困難である

このときの特徴には、次の 2 つがある。
のおの

②より上位のサブ・システムの

などがあり、数式を使わないで述べれば、このよう
なものがハイアラーキの概念、性質となる。

目標をもつ。これはシステム全体

が効率良く動作するために必要である。
②下位のサブ・システムも、独自に
選択する自由度

意思決定変数を

を持っているので、上位サブ・シ

3 階層アプローチの評価

ステムも下位サブ・システムの目標探索行為を完全

総合システムは、しばしばシステム全体のパフォー

に制御することはできない。これは、この構造を効

マンスを改善する目的で、現存するシステムの再構成

果的に活動させるための基本的な条件である。

が行われることがある。このとき、プロセスの設計と
プロセスを制御する設計を同一レベルで進めては、再

3）3 概念の関係と共通の特徴
以上のストレータ、レアー、エシェロンの基本形は、
次のような形で関係をもつ。
（1）多レアー・システムの概念は、必ずしも意志決定

構成による効果は期待できずに、独立に進めたことと
同じような結果に終わってしまう。総合的に目標を達
成するためには、すべての

サブ・システムの相互作用

にも着目して、物理処理をするプロセスとそれを制御

の問題の中に存在するものではなく、大きなシステ

するプロセスなどのように

ムの構成分子の意志決定問題としても存在する。す

化を図って、おのおのを十分有機的に結合すること

なわち

が重要である。この立体構造的なアプローチ、これが

多レアー・システムは、多エシェロン・シ

ステムの中に組み込まれている 。
（2）多レアー・システムの概念は、サブ問題の解がシ

基本的なところから階層

ハイアラーキ認識に源を発していることは言うまでも
ない。ここでもう一度、その特質をまとめてみよう。

ステム全体の問題を包含するように構成されている。
このときの特定の サブ問題を解くために、多エシェ
ロン・システムの構造が利用される こともある。
（3）多エシェロン・システムを考察することは、 トー
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（1）ストレータ化による総合評価の実現
一般のシステムには、物理的なストレータと経済的
なストレータが必ずある。また対象に応じ、いろいろ
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なストレータを認めて、一面的なアプローチを避ける

調節機能をもったサブ・システムをどのように結合し

ことができる。

統合していくかは、これからの社会システムにとって

（2）レアー化による問題モジュールの明確化
複雑な課題全体から出発して、過程をサブ問題とし、

きわめて重要なことである。単なる入カデータや処理
機能分担のわずかなミスとはいえ、総合システムの中

多レアー階層を構成して各サブ問題の存在を明らかに

にあるサブ・システムの内容が互いに矛盾していたり、

できる。

全体目標に照らして一貫性がなかったりすると、目標

（3）エシェロン化による資源の有効利用

達成は遠のくばかりである。あらゆるものが他のあら

システム全体の構造を明らかにすることにより、大

ゆるものと関係しているような現総合システムをその

規模で複雑なシステムにおいてでも、各所で必要とな

危機から救い正常な状態に戻すには、個々のサブ・シ

る資源を無駄なく活用しやすくなる。

ステムがおのれの問題を解決して、かつ全体の問題解
決にも貢献するという、 サブ・システム間のお互いの

（4）融通性と信頼性
同じ理由により、サブ・プロセスの変化による手続
き変更等の影響は局所化でき、そのコストも安く、ま

調和

を生みだすことが大事である。

具体的には、そのようなサブ・システムを構築でき

た時間も少なくてすむ。また、多くのレベルに分散化

るような

科学的な、精密な理論を身近かなものとし、

することにより、システムの信頼性も得られる。

システムにおける複雑さというものをより多くの人に
理解されること

が必要であろう。

いままで述べたこのハイアラーキ概念は、あまりハ

おわりに
ある共通の目的を達成するために、それぞれの自己

イアラーキそのものの議論がなされていないので構造・
性質の紹介に終わったが、理論化と数学的展開の一般
化されるのを願ってやまない。

コンピュータのソフトウェアとシステム
●上條

史彦

特別法人情報処理振興事業協会 開発振興部長

はじめに

慣行上ハードウェアと対比して論じられるのであろう。
さらに、ソフトウェアが眼に見えない存在であるため、
特殊なものという通念ができていることもある。

ソフトウェアと呼ばれるものの内容は捉えどころが

本節で取りあげるソフトウェアは、コンピュータの

ない。利用技術と訳される場合もあるが、これとて限

プログラムに限定することとする。世上話題とされる

られた範囲でしか現実を写していない。しかしソフト

ソフトウェアにはプログラミング・アルゴリズムが作

ウェアは、コンピュータを構成要素とするあらゆるシ

り難かったり、あるいは特にコンピュータのプログラ

ステムから切り離すことはできない。いわば構成部品

ムにする必要がなかったりするものが多いが、それら

である。ハードウェアもシステムの部品なので、コン

はすべて議論の範囲外としよう。

ポーネント技術を論じる場合に区別する必要はない。
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論じている間は、個々に独立した利用が主たるものな

の項に、ネットワークについては同名の項に論ずるこ

ので、システムと呼ぶには遠い存在であった。ところ

とにし、マイクロ・プログラミングは今のところハー

がパンチ・カード・システム（PCS）に関連する入出力

ドウェアの話題に分類されると考えて、残る 4 項目に

装置、磁気記録を利用する外部記憶装置などが計算装

ついて触れてみたい。

置と組み合わされて、ハードウェアがボックスを連結
したシステムとして登場するに及んで、それを運転制

1）仮想記憶の採用

御するプログラムが出現した。基本ソフトウェアと呼

仮想記憶方式はタイムシェアリング・システムに利

ばれる一群のプログラムである。相互に有機的に結合

用されたので、珍しい技術ではなくなってきている。

され自律的な動きをする機能をもつがゆえに、システ

たまたま ATLAS で開発されたページ・メモリがその説

ムとして捉え得るものである。

明に利用されたため、仮想記憶がすなわちページ・メ

プログラミング・システムにはいろいろなジャンル
があろうが、ここではそういう言葉で呼ぶにはもっと

モリなりと考える人が多いが、これは誤解である。
仮想記憶方式を実現する方法として思いつくままに

も古くからあるオペレーティング・システム、現在で

例をいくつかあげてみよう。

は技術的にもっとも洗練されているプログラミング言

①バロ―ス社が B5000 に採用したページ・メモリを均

語プロセサ、マルチプル・ユーザ・アクセスという次
世代機の目標に直結しているタイムシェアリング・シ
ステム、同じく次世代の重点テーマとなっているデー

一なセグメントの集合として考える方式
②アレンバブコック社の RUSH に採用された固定区間
のスワッピング

タ・ベース・システム、はなばなしい話題をふりまい

③ MIT の CTSS に採用された、主メモリ全域（ターミ

ているコンピュータ・ネットワークなどについて考え

ナル・ユーザに開放されている部分に限る）のスワッ

てみることにしよう。

ピング

アプリケーションのシステムについても論ずベき点

④命令語のアドレス部のビット数によって仮想アドレ

が多い。しかし、本号のなかですでに多くの紙数が割

ス・ ス ペ ー ス の 上 限 を 設 定 す る も の。IBM の

かれていることでもあり、重複するのは避けたい。

TSS/360 で採用された

最近のオペレーティング・システムの開発規模は数

⑤仮想アドレス空間（有限）の一部を繰返し使用するこ

百人年といわれているが、アプリケーションのなかに

とにより、ユーザごとに異なるアドレス空間を作り出

もそれに匹敵するものがでてきていることだけを書き

すもの。IBM の OS/370、VS2 リリース 2 はその例

とめるにとどめる
例にあげた中にはページングをハードウェアでおこ
なうもの（動的アドレス翻訳機構）、ソフトウェアだけ

1

オペレーティング・システム

オペレーティング・システムの最近の話題は仮想記
憶方式の採用、ファイル・シェアリング技術の発達、

に頼るもの、再配置レジスタを使うものなど各種各様
な仮想記憶があり、かつ同じアドレス変換を用いても
ユーザ向けのアドレス空間の創出にはいろいろな工夫
がなされている。

可用性への配慮、ネットワーク・システムヘの方向づ

多様化は技術が完成期へ入った証拠といえるが、特

けなどであろう。やや水準の異なる話題にはシステム・

筆大書すべきはこれが汎用オペレーティング・システ

インテグリティの問題、パフォーマンス、マイクロ・

ムに採用された点であろう。仮想記憶はタイムシェア

プログラミングの応用などがあげられる。このうち、

リングのような共同利用システムや、プログラム製作

ファイル・シェアリングはデー夕・べース・システム

工場などではぜひ必要とされる機能である。しかし、
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ファイル処理や報告書作成を旨とする平均的なパッチ

ング・ステップ数で）存在すると仮定してもそう遠く

処理のユーザや、単純繰返し作業を大量高速に処理し

はあるまい。フレッシュなシステムでも一連の検査に

ようとするオンラインの窓口事務のシステムにとって

は合格しているわけだから、それの MTF（Mean Time

はどうだろうか。その評価は今後に待たれる。

to Failure）を 5 日とし、ユーザからの苦情が殺到しな

プログラミング技術が変わってくることは自明であ

いと考えられる MTF を最低 30 日としてみよう。1 つ

ろう。仮想記憶、特にページングのシステムでは、過

1 つのエラーの発生確率を等しいものとし、修理期間を

大なページングでシステム・オーバヘッドを招くのは

無視すればユーザで働いている初期システムを 10 台と

面白くない。プログラムについては局地性を十分意識

しても、エラー 1,000 個あたり約 1,500 日のラン・タ

したプログラム設計が望まれるし、データの扱いにお

イムが初期誤りを直すのに必要となる。そして 1,500

いても配置に工夫がいる。

日は新しく発表されたハードウェアの市場寿命に匹敵
する期間である。

2）信頼性と可用性
LSI の利用とマイクロ・プログラミングの採用により、

悲観的数字が導かれたが、オペレーティング・シス
テムにたいする機能上の要求範囲が今までのように拡

ハードウェアの信頼性は大幅に改善された。LSI は機能

大の一途をたどり、かつシステム寿命が 5 年前後とい

素子数が多くなった割には信頼度が高いので、論理回

う前提にたつ限り、ソフトウェア危機は現実の姿であ

路部分の故障を減らすのに直接貢献している。一方、

る。オペレーティング・システムにたいして過大な要

マイクロ・プログラミングは一過性の故障にたいする

求を出すのをやめて、本当に必要な機能のみを利用す

自動再試行を行わせるのに活用されている。命令再試

るようにし、ハードウェアの市場寿命すなわち設置年

行はその好例である。

数を 30 〜 50% 延長すれば、ユーザ／メーカともに危

ソフトウェアでも、ハードウェアの進歩に並行して
いろいろな手法が編み出され、実用化されている。プ

機は回避できるのだが、世の中はままならぬものだ。
技術的な解決法は探し出されていないわけではない

ログラムによる再試行にはプログラムのリロードや入

が、その進歩は決して早くはない。

出力時のオルタネート・パスの設定、さらには 0 によ

①ハードウェアの互換性を保ちながら、新規システム

る割算などアプリケーション・プログラムの異常にた

を開発してゆくこと、特に命令の実行をマイクロ・

いする繰返し演算など、種々な分野での例がある。

プログラムによっておこなうことにより、基本命令

多重プロセサ・システムも、信頼性向上のための方
策といえよう。中央演算装置の故障は、一時的にせよ

の水準で互換性を保つこと。
②仮想計算機システムの技術により、ハードウェアを

システム内の他の装置で代替するわけにはゆかない。

製作する前の時期からソフトウェアの開発・テスト

ハードウェアの故障のうちではもっとも致命的である。

をおこなって、実用期間を延長すること。

多重プロセサ・システムでは能力が落ちても、健全な

以上の 2 点が現在少しずつ実現されている対策であ

装置だけである程度の処理は続けられる。
多重プロセサが信頼性を高める結果を得るのには、
オペレーティング・システムが同じ水準に達しなけれ

る。①はいわばハードウェアの標準化であって、計算
機技術の進歩を封じこめようとする側面を有し、②は
技術的にあまりに未完成である。

ばならない。しかし、ソフトウェアは人間が作るもの
であるから、誤りをまったくなくすことはできないだ

3）システム・インテグリティ

ろう。数百人年といわれるオペレーティング・システ

ソフトウェアが大規模となり、モジュール化が進ん

ムの製作作業であるから、工場で出来上ったばかりの

でくると、分業の影響、機能の広範さ、いろいろなイ

プログラムには数千個の単位での誤りが（プログラミ

ンタフェースでの意志疎通のむずかしさなどの理由か
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ら、出来上ったシステムとユーザの期待との間の不整

前に、マニュアルを頼りにシステム（プログラム）設

合が目立ってきた。

計がおこなわれてしまい、導入後はシステムとしては

多岐にわたる機能を総合化された 1 つのシステムで

末端に位置するアプリケーション部分を多少手直しで

実現せざるを得ないのが、オペレーティング・システ

きるくらいしか改善の余地が残されていない。システ

ムの宿命であるが、マニュアルを読んでする解釈と現

ム・ライフが近づくと、次期システムの検討が非常な

実の動作が一致しなくなってきているのである。巨大

労力を費しておこなわれるが、基礎となる知識は現行

化した機構にたいしては、どこでも普偏的にあらわれ

システムのものである。パフォーマンスの良否が定ま

る問題にオペレーティング・システムも到達したわけ

るもっとも大切な制御システムの内容や運用法には、

だろうが、こればかりは喜んでよい問題ではない。

新システムの知識はそれほど注ぎこまれない。

解釈と動作の不一致は、個々のモジュールの設計者

種々なジョブ・ミックスや入出力構成にたいするス

とそれをいくつかまとめて機能として利用するユーザ

ループットの測定は、この時期にこそおこなわれるべ

との間に、目的意識を一致させることができていない

きである。それも単に導入機種の選定のためではなく、

ことを意味する。時にはそのためにファイルのデータ

適用業務の機械化効率の最適化という立場からおこな

が破壊されたり、実時間システムが停止する恐れさえ

われなければ意味がない。

ある。人間が作っている組織の場合には、人間の力で
対応策がとられ、事なきを得ることができるが、プロ
グラムが主体の場合はそうはいかない。前述の MTF の
議論についても、システム・ダウンの要因は、その重

2

データ・ベース

要さにおいてソフトウェアの誤りとオペレーションの

データ・ベース関係の話題は大きく 2 つの分野にわ

誤りが、ハードウェアのトラブルと同等の問題として

けることができる。データそのものに関する部分と、

取りあげられるのである。

データを管理・利用してゆくうえで必要な技術に関す
る部分である。後者はもともと、オペレーティング・
システム内のデータ管理機能であって、現在たまたま

4）パフォーマンス
システム・オーバヘッドを含めた処理速度の間題を

機能的に未発達であるため、パッケージ・プログラム

取りあげたい。多重プログラミングが常態化したので、

化されているにすぎない。データ・ベースの管理技術

処理効率として経過時間／ジョブや CPU 時間／ジョブ

についてはデータ独立性とそれにからむアクセス・メ

が不正確な指標であることは、広く理解されたようで

ソッド、データ・ベースの信頼性、利用技術の一部を

ある。しかし、スループットは理論上は正しくても、

なすプログラミング言語、データの管理責任などに分

汎用的な数値化は大変むずかしい。入出力機器構成、

割して考えることができる。

スケジューリング・アルゴリズム、ジョブの特性など
により、実測値はかなり大幅に変動するものであるこ
とを念頭においておきたい。
われわれが直面している問題は、パッチ処理のみ、

1）データ・ベースとデータ
データ・ベースの管理技術については多くの人が種々
な意見を述べ、かつ非常に多くの実体化されたプログ

もしくはパッチ処理と定型的なオンライン業務を組み

ラムがある。しかしその対象となるデ―夕の扱いにつ

合わせたシステムで、いかに仮想記憶システムを利用

いてはあまりにも議論されていないのではなかろうか。

するかということである。多くのシステムには今まで

この問題をなおざりにしてデータ・ベースの華やかな

実証的な最適化策が欠けていた。システム開発の典型

面ばかりを追いかけると、意外に早く反省期がやって

的パターンを見れば明らかである。ハードウェア導入

くると思われる。
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データについて言えることは、われわれが日常取り

データ・ベースにおいては利用上の開始・終了の概

扱っているものに比べると、非常に限られた、特殊な形

念が、バッチ・ジョブのそれと非常に異なる。バッチ

のものしか扱えないという事実である。データであるか

処理ではファイルはプログラムと一体で設計されてい

ら、業種や業務のすべてにまたがるので、その種類や量

るので、プログラムの寿命が終わるとともに一応の終

は莫大である。しかし今までコンピュータが取り扱って

末がやってくる。データ・ベースにはそのような明確

きた形式のものだけが、現在論じられているデータ・ベー

な区切りはない。特にフィジカル・データ・ベースは

ス・システムの対象となれる。換言すれば、この範囲で

プログラムとまったく異なる挙動を示すと考えられる。

はなんら新しいものはないということである。

そこで必要となるのが、データ・ベースの回復技術の

データについて言える第 2 の点は、データ・ベース

必要性である。データ・ベースが使用不能となると、

の構築をおこなう時にはデータを体系的に収集し、吟

多くのプログラムに被害が及ぶことからしても、回復

味して、関係の深いものを可能な限り集めないと在来

機能は最低限必要なものの 1 つということができよう。

のシステムに比べて利点が明白とならないということ

データの管理の必要性は 2-1）項で述べた。管理の

である。換言すれば、
初期投資が膨大となり、
しかもファ

基本として体制の問題があるのは前述のとおりだが、そ

イルの中味はそれまですでに収集されていたデータで

れを助ける技術開発についても考察する必要があろう。

占められるという事実である。

利用者とのインタフェースはデータ・ベースの項の

データ・ベース・システムの有用性は、電算機関係

最後の話題である。プログラミング言語をどのように

者と知識を持っている人以外には非常に説明し難い。

定めるかという問題が、データの属性、データ・ベース・

もともとコンピュータやソフトウェアが一般には理解

システムの仕様などと一緒にされたまま、長い議論が

し難い存在であるうえに、外見は在来のファイルと変

続けられている。データ・ベース関係のプログラミン

らないデータ・ファイルを総合化してゆく過程を理解

グ言語は、システム・プログラムの機能によっていち

してもらうのは大変なことだ。

じるしく制約される。この事実を念頭において議論を

CODASYL DBTG でも、GUID/SHARE TASK FORCE
でも、データ・ベース・システム利用上の要件として、

整理すれば、いろいろな論争が少しは第三者にも理解
できるようになるのではなかろうか。

組識にデータ・ベース管理責任者を組み込むことをあ
げているが、管理体制の有無は前述の理由からも、もっ
とも大切なチェック・ポイントであるといえよう。

（1）データの独立性
データの独立性は CODASYL DBTG 案を支持するグ
ループと、GUIDE/SHARE グループとの長い論争点で

2）データ・ベース・システム
データ・ベースの技術の基本形は、ファイル・シェ

あった。前者はプログラミング言語（COBOL）によって、
プログラマのデータ・レコード（ロジカル・レコード）

アリングであろう。ファイル・シェアリングという言

にたいするイメージを確定でき、かつそのレコードを

葉から、それまで収集されているファイルや新しいデー

他のプログラムと共有できればすべて可とする、とい

タを収めたファイルを 1 個のファイルに統一すること

うニュアンスのものである（紙数からして詳細な紹介

を連想する人もいるようであるが、それは間違いであ

はあきらめたい）。一方、後者はフィジカル・デー夕・

る。フィジカル・ファイルはもちろんのこと、ロジカル・

レコードとロジカル・データ・レコードを完全に分離

ファイルも必要に応じて分割して管理する体系のほう

して考え、実体としてはフィジカル・データ・ベース

が自然であり、現実にそうなっているシステムが多い。

のみを作る。ロジカル・データ・レコードはプログラ

このような手法の中心となるのがデータの（プログラ

ムごとにバインディング技術の改良によって写し出そ

ムからの）独立性の技術である。

うという方法を提唱している（実際にはその間に主体
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構造を考えている）
。

めの有力な材料となろう。

2 者の差の生じた原因は簡単には解明できないが、両

回復技術は、オンライン・システムと共通する部分

者が出発点で関係していたオペレーティング・システ

が多い。最近のようにオンライン・ファイル処理が普

ムの差は少なくともその 1 つと考えてよかろう。フィ

及してくると、データ・ベースの利用も当然そうした

ジカル IOCS とロジヵル IOCS（またはアクセス・メソッ

基盤のうえに適用されるであろう。技術的に共通点が

ド）の分離の程度、ロジカル・ファイルで許される標

多いということは、それだけ完成度も高いわけであり、

準化（たとえば装置からの独立性）の達成度合いなどが、

ユーザにとっては信頼性を確かめられることにもなる。

具体的な比較対象として例示できる。
ユーザにとっては、データの独立性は完全であれば
あるほどよい。この傾向は、システム・オーバヘッド

（3）データ・ベースの管理
データ・ベース管理業務には、

が目立たなくなる大形機になると顕著である。次代の

①フィジカル・データ・ベースの定義と変更

システムとしてはアクセス・メソッド独立性と、フィ

②データ・ベースにたいするアクセスの条件の管理、

ジカル・データ・ベースにたいする制御手段（通常の

それに関連してロジカル・データ・ベース（および

アクセスは除く）の 2 機能が欠くべからざるものだと

プログラム）の定義

考えられる。

③機密保護に関する管理

不思議なことに現在提供されたり、提案されている

④フィジカル・データ・ベースのアクセス頻度の測定

データ・ベース・システムは非常に八方美人的なもの

などにより、パフォーマンスの改善をおこなうこと

が多く、上記 2 機能は形式的に扱われているにすぎず、

などがあげられる。なかでも機密保護とパフォーマン

そうかといって中小形機に具体化するためには余りに

スの問題はいままで触れてないので、簡単に解説して

広範すぎて、現実的でない。

おこう。

（2）データ・ベースの回復技術
回復技術の基本はジャーナリングとチェック・ポイ
ントであろう。

機密保護の基本は、アスセス要求者を同定すること
である。データ・アクセスのたびにこれをおこなうと、
オーバヘッドが大きすぎるので、データ・ベースをオー

ジャーナリングはファイルにアクセスがあった時、

プンする時に処理する。従来のファイル・オープンと

その前後（またはどれか片方）でのデータ・イメージ

は異なり、1 つのロジカル・レコードを合成するために

を実時間で記録してゆく手法である。非常なシステム・

いくつものフィジカル・ファイルが用いられるので、

オーバヘッドを喰うので、データ・ベース・システム

ファイル（またはデータ・セット）ごとの処理ではま

利用上の問題点となっている。ソフトウェアでは効率

ずい。たとえば、人事ファイルの人名・住所は許しても、

をよくするのに限界があるので、将来はハードウェア

給与、健康等に関するデータなどの流出は防がねばな

での解決が望まれる。それまではサマライズド・ジャー

らない。

ナルを作る方法などで切り抜けるしかあるまい。

ユーザごとに部分的なアクセスを許すために、デー

チェック・ポイント／リスタートは以前から利用さ

タ・ベース・システムでは、アクセスの許容範囲の登録、

れている技術で、オペレーティング・システムの機能

すなわちデスクリプタ・データ・ベースが作成される。

に入る。データ・ベース・システムの場合は、1 日の運

オープン時にこれが参照され、プログラムとデータの

転の終了はチェック・ポイントをとることであり、翌

バインディングがおこなわれるのである。デスクリプ

朝の起動はリスタートに他ならない。こうした運用形

タにはプログラムが必要とするロジカル・レコードの

態も、データ・ベース・システムの特性を理解するた

フィールド構成、フィールドが記憶されているフィジ
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アーカイブ

カル・ファイルの名前、アクセス条件などが記録される。

局のところ報告書作成が中心で、本格的なファイル処

ユーザの固定は大変むずかしい問題である。ユーザ

理には向いたものが少ない。特に新規のプログラミン

名、アクセスの同時と場所、キーワード、暗号コード

グ言語を定義したシステムの場合には、言語の普及に

などのソフトウェア的方法の他に、鍵や ID カード、オ

時間と幸運を必要とするという不確実さがある。

ペレータ等、第三者のクロス・チェックなどが用いら
れている。オンライン・システムの場合には端末装置
の構成、設置場所などによる識別（ターミナル ID）も
用いられる。
いずれにせよ、使用記録から異常なアクセスをモニ
タするのはデータ・ベース管理者の役目である。

3

タイムシェアリング・システム

タイムシェアリングはようやく市場に受け入れられ
始めたようである。1967 〜 68 年頃乱立していた TSS
サ ー ビ ス が ど う や ら 整 理 さ れ、1 社 で 数 十 台 の コ ン

（4）プログラミング言語
データ・ベースにアクセスをおこなうためのプログ
ラミング言語について考えてみたい。従来、
データ・ベー

ピュータを保有するような大型のサービス会社が出現
している。
ダートマス大の BASIC に端を発した GE の ISBD、

スの議論をする際に、やや大きすぎると思われる比重

SBC の CALL/360 と CYBERNET による CDC のネッ

がかけられていた分野である。

ト ワ ー ク、SDS に 源 流 を 求 め る こ と が で き る COM

もとより新しい言語を作ることのむずかしさを否定
するものではない。データ・ベースの機能を十分とり

SHARE や TYMSHARE などは、すでに完成したサービ
ス・ネットワークである。

入れた新しい言語体系を造り出すことは、基礎的技術

タイムシェアリングにあらわれている顕著な方向性

が流動的なるがゆえに、不可能に近いといったほうが

として、1 つは適用分野の専門化、第 2 にネットワー

よいであろう。まして、もととなるオペレーティング・

ク化／大型化、最後に情報提供型サービスをあげるこ

システムのデータ・ベース・サポートが千差万別で、

とができる。

しかも激動期のさなかである。
現在もっとも作業が進んでいるといわれる CODASYL

適用分野の専門化は、意識的なものであったかどう
かについては現在ではわからない。1970 年頃の不況に

DBTG 案にしても、IOCS とのインタフェースの標準化

耐えて残り、その後事業を拡張している TSS センタが、

が困難なためか、パッケージ・プログラムとしての意

いずれもはっきりした特色を持っているように見える

識が非常に強い。FOR TRAN や PL/I との間でのファイ

ことから導き出された結論である。設計計算のような

ル・シェアリング、オンラインとバッチ処理の共存な

技術計算に重きをおく CYBERNET、経営問題中心の

どの条件を無視してしまっているのはそのあらわれで

GE − MARK Ⅲ、CALL/360、仮想計算機を売物とす

ある。

る VS/67 等々がその例である。

母言語方式をとるものはこの他にも例が多い。この
方式にはシステム・プログラムや言語プロセサとの関

ハードウェアのネットワーク化を図っているところ

連機能が多く、単独で定められない部分がでてくる。

も多い。アメリカでは東海岸と西海岸の時差を利用し

これにたいする独立言語方式は、フィジカル・ファイ

て営業時間を延長できるし、ピーク時を平均化できる。

ルの存在を前提として、ファイル定義のメカニズムに

さらに全国的な事業活動をおこなっている会社の、事

よって、独立したパッケージ・プログラムとファイル

務処理用オンラインの代行業務ができるという営業上

を結合させるものである。処理ルーチンをライブラリ

の利点がある。この点は日本にも適用できそうだ。

化しておけば、プログラミングの手間が省けるが、結
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大型センタを増設したほうが利益が大きいといわれて

とではあるが普及しつつあり、ALGOL は実用言語とし

いる。GE がクリーブランドに集中的なセンタを設け、

ては 1 歩後退した感じである。

他社も集中方式にならうところが多い。グロッシュの

もっとも動きの激しいのは CODASYL DBTG 案を中心

法則はタイムシェアリング業界においても健在である。

とした COBOL の拡張作業であろう。これが完成すると

サービス内容として情報提供業務が大きく取りあげ

COBOL はいままでの習慣的処理機能から、一段と複雑

られてきている。かつてタイムシェアリングという言

な機能をもったものへと変身する。大形機ユーザはよい

葉が華やかなりし頃、コンピュータ・ユーティリティ

としても、COBOL の利用者の大部分を占める中・小形

の概念がもてはやされた。情報提供サービスはその方

機のユーザヘのなんらかの配慮が必要となろう。

向に 1 歩近づくものとして興味深い。
提供される情報は一時考えられたような産業統計、

問題向け言語では APT/ADAPT、GPSS、SIMSCRIPT
などの在来の言語に混って、ビジネス用簡易言語の動

社会統計といったものではなく、もっとダイナミック

きがある。RPG がシステム／ 3 で採用されて、ふたた

なデータに比重がある。株価情報、商品市況などはそ

び勢いを盛り返した。日本では RPG はそれほど受入れ

の典型である。日本でも株価情報、不動産取引情報な

られておらず、各社各様なビジネス用 POL が利用され

どが企業化されているが、こちらは専用オンライン・

ているようである。POL への方向は一時ほど急激では

システムで、TSS 処理ではない。

ないが、マン・パワー・コストの上昇に伴い着実に前

日本でもタイムシェアリング・サービスが企業ベー
スに乗りつつある。10 社以上が名乗りをあげており、
すでに軌道にのったところもいくつかはあるようだ。
日本のタイムシェアリングの特色はリモート・ジョ
ブ・エントリー（RJE）の比率が高いことだ。さらにユー

進してゆくであろう。
最近その地位を確立した言語は BASIC である。タイ
ムシェアリングが普及すると BASIC は主要言語の仲間
入りをすることになろう。この他注目すべき言語とし
て APL、MARK Ⅳの動向がある。

ザ向けのライブラリが不足がちで、どちらかといえば
科学技術計算に偏っているといわれている。これらの

2）ネットワーク

批評は当らずとはいえ遠からずといったところだろう

ARPA ネ ッ ト ワ ー ク を 始 め と し て、 実 験 的 な コ ン

が、何分まだ始まったばかりなので具体的な姿は今後

ピュータ・ネットワークの数は多い。同系統の CPU を

に待つところが大きい。

連結したホモジニアスなものも、ARPA のように特性の
異なったハードウェアをヘテロジニアスに連結してメ

4

プログラミング言語と
コンピュータ・ネットワーク

1）プログラミング言語
プログラミング言語には、一般に普及されるものと

リットを出そうとするものも、ともに実動している。
このうち商業ベースにのっているものは、前述のタ
イムシェアリング・サービス関係であろう。ロード・シェ
アリング、規模の利益などを追求する手段として利用
されている。

研究・実験向けのものとの 2 つの分野がある。後者の

コンピュータ・ネットワークについては、その将来

範疇では数えきれないなどの言語が作り出され、ほと

性からして議論すべき点が多いが、紙数の関係からあ

んど使われずに消えていっている。一部例外的に利用

きらめる。財団法人日本情報処理開発センターの『コ

され保守されているものもあるが（例 LISP、SNOBOL、

ンピュータ・ネットワークに関する研究開発報告書』

JOVIAL 等）
、普及はしていない。

など、多くの調査資料が公開されているので、そちら

汎用化された言語の中では FOR TRAN については大

にゆずることにしよう。

きな動きは、製品化の水準ではない。PL/I がゆっくり
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