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 プログラムの理解にグラフィック表示は有効である．なぜならプログラムはテキストの羅列ではなく，

構造をもつオブジェクトだからである．しかし，ソースプログラムを抽象構文木の形式で表示するのは得

策ではない．テキスト表示には，コンパクトに情報を表現するという利点がある．本稿では，筆者の構文

エディタ開発の（失敗の）経験から，グラフィックで表示するレベルとテキストを用いるレベルを分離し

てプログラミング開発環境を作成するのが望ましいと主張する．現在筆者らは，この考えに基づき，アー

キテクチャレベルの開発にグラフィック表示を用い，ソースプログラムレベルでは伝統的なテキストエデ

ィタを用いるプログラミング環境を開発している．テキストエディタを使用するソースプログラムの粒度

を十分細かくすれば，仕様からプログラムを自動生成するツールを組み込むことで，エラーを引き起こし

やすい人間によるソースプログラムの作成工程を削除することができるのではないかと考えている． 
 

Balancing Text and Graphics in a Programming Environment 

YASUSHI KAMBAYASHI†1   

  Graphics allows us to understand programs easily. Because a program is not a sequence of 
texts but is a structured object.  It is, however, not wise to show an entire program as a 
abstract syntax tree; soon we run out the displaying area. In this paper, the author claims 
(based on his failed attempt) to display the architecture level of a program in graphics, and 
to display source program level in text.  The author is leading a project developing a 
programming environment based on this thought.  The user of this programming 
environment is supposed to construct the architecture of a program graphically, and to use 
traditional text editor to finish the source program.  When the grainarity of the source text 
is fine enough, it may be possible to accommodate the source program generator in order to 
eliminate the error prone human programming. 

1.  
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は じ め に 

プログラミングに際してプログラマの負担を軽減す

る手法は，プログラミング環境として様々に考案され

ている．構造エディタ 1) は，そのようなプログラミン

グ環境の主要部をなすものである．特徴は，構文規則

をエディタに持たせることにより，構文エラーを含む

プログラムを作成できなくするところにある． 
筆者は，グラフィックユーザインタフェースを用い

て，ソースプログラムをテキストでなく，抽象構文木

として作成する構文エディタ／エディタジェネレータ

を開発した 2)．その機能は，次のとおり． 
(1) 作成するプログラムの構文を，抽象構文木として

編集する．（エディタジェネレータ） 
(2) 定義した構文に従って，抽象構文木としてプログ

ラムを作成する．（構文エディタ） 
プログラムの可視化に関する特徴は，プログラムを，

図１のように最初から最後まで抽象構文木として作成

するところにあった．プログラムがテキストでなく構

造体であるということを理解するには適当であったが，

実用的なプログラムを作成しようとすると，即座に画

面からはみ出してしまうのは瞭然である． 
そのような問題に対処するために，図２に示すよう

な省略表示機能や部分木表示機能を盛り込んだ．しか

しながらプログラム全体を抽象構文木として表示する

のは実用的ではないことがわかった． 
ところが構造体であるプログラムの構造を表すのに

は，グラフィック表示が有効であることは間違いない．

したがって，グラフィック表示するべきレベルとテキ

スト表示するべきレベルを峻別し使い分けることが肝

要である．  
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本稿では，筆者らが開発を進めている，アーキテク

チャレベルでグラフィックスを用いたプログラミング

開発環境について報告する．  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 アーキテクチャ支援環境 

 Fig.3  Architecture Support Graphical Environment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 プログラムを抽象構文木として作成する 
Fig.1  Constructing a Programas an Abstract Syntax Tree 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 分離型プログラミングに基づいたプログラミング環境 
 Fig.4  Programming Environment Based on the Separation Principle 

2.  3.  

 r

プログラミング環境 

図３に，グラフィックで表現すべきレベルのプログ

ラミング環境を示す．モジュールの依存関係のみなら

ず，データとコードの依存関係を示す．データとコー

ドを異なるモジュールとする分離型プログラミング 3)

を支援するためである．筆者らはそのようなプログラ

ミング方法を提唱しており，生産性への効果の検証の

ためにプログラミング環境を構築している．オブジェ

クト指向プログラミングよりも細かなデータ隠蔽／開

示の制御が可能になると考えている． 
予備的検証によれば，プログラミングの理解度への

貢献は，関数の呼び出し関係よりもデータとコードの

依存性の表現にあることが示唆されているので，デー

タ／コード依存性のみを記述すればよい． 
図４は、試作を進めているプログラミング環境であ

る．データ部とコード部は別々に編集される．アーキ

テクトが，どのようなデータ／コードモジュールが必

要かを決め，かつデータ部を作成（名前決定）するこ

とにより，各コードモジュールの仕様はかなり単純化

できる． 

今後の課題と展望 

本プログラミング環境が編集する各コード部は単一

機能へと落とし込むことが可能であり，仕様も単純化

できる．十分に単純であれば，データ名などは決定済

なので，ソースプログラムの代わりにより理解しやす

い仕様を書き込むことも可能であろう．プログラム自

動生成系を組み込むことを考えている． 
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図 2 ALISE 省略表示とサブヴューウィンドウ 
Fig.1  ALISE Abbreviation View and Sub View Window 

 


