
2006年 5月

2006年 5月 08日 (月) ◆《1》始めの一歩、末の千里 ★
2006年 5月 09日 (火) ◆《2》３つの基本構文 ★
2006年 5月 10日 (水) ◆《3》３つの基本要素：リテラル ★
2006年 5月 11日 (木)
2006年 5月 12日 (金)

2006年 5月 15日 (月)
2006年 5月 16日 (火)
2006年 5月 17日 (水)
2006年 5月 18日 (木)
2006年 5月 19日 (金)

2006年 5月 22日 (月)
2006年 5月 23日 (火)
2006年 5月 24日 (水)
2006年 5月 25日 (木)
2006年 5月 26日 (金)

2006年 5月 29日 (月)
2006年 5月 30日 (火)
2006年 5月 31日 (水)
2006年 6月 01日 (木)
2006年 6月 02日 (金)
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Smalltalk use: better
2006年 5月 10日 (水)

《3》３つの基本要素：リテラル

先代と同じ味を作り上げても、
誰も認めてはくれない、
先代と違う味を出してはじめて
「先代と似てきた」そう言われる。

料理人 徳岡
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Smalltalk use: better

真樹育未 著
　監修：小泉ひよ子とタマゴ倶楽部
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2006年 5月 10日 (水)
《3》３つの基本要素：リテラル

先代と同じ味を作り上げても、
誰も認めてはくれない、
先代と違う味を出してはじめて
「先代と似てきた」そう言われる。

料理人 徳岡

◆ Alan Kay さんが描いた夢は、四半世紀の時空を越
えて、Squeak という形で転生しました。Smalltalk 
とはひと味を違う Squeak の今後の展開が楽しみで
す。わくわく。

キーワード ◆ Alan Kay・Character・Float・
LargePositiveInteger・SmallInteger・String・
センダー・メッセージ式・リテラル・レシー
バー・変数



　　　　　　メッセージによる情報の伝達
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◆ Smalltalk のプログラムを構成するのは、次の３つ
の基本要素です。
　(1) リテラル
　(2) 変数
　(3) メッセージ式
共通するのは「これらを評価すると、オブジェクトが
得られる」ということです。
リテラル ◆ よく使われるリテラルを紹介します。

◆ すべてのオブジェクトには、それが属するクラスが
存在します。メッセージ class を送ると、そのクラス
が得られます。メッセージ式 3 class から、整数 3 の
クラスは、SmallInteger であることが分ります。

◆ オブジェクトにメッセージを送ると、オブジェクト
が得られます。すると、得られたオブジェクトに、再
びメッセージを送ることができます。メッセージ式 3 
sqrt を評価すると、3 の平方根 
1.732050807568877 が得られます。さらに、メッ
セージ式 3 sqrt class を評価すると、得られた実数の
クラスは、Float であることが分ります。

◆ メッセージ printString を送ると、その文字列表記
が得られます。メッセージ式 3 printString を評価す
ると、文字列 '3' が得られます。さらに、メッセージ
式 3 printString class を評価すると、得られた文字
列のクラスは、String であることが分ります。

13 factorial          "6227020800"
13 factorial class          "LargePositiveInteger"

◆ メッセージ式 13 factorial class から、13 の階乗
は普通の整数ではなく、不定長の桁数を表現できる整
数 LargePositiveInteger であることが分りま
す。

Tips

　　　　　Kent Beck, 1996
　　　　　Smalltalk Best Practice Patterns, 
ISBN013476904X

◆ XP の提唱者でもある、Kent Beck さんのルーツ
は、Smalltalk にあった。イディオムの宝庫です。

　　　　　　どうすればいい
次の式を評価するとエラーとなります。その理由を説
明してください。また、どうすれば、このエラーを回
避できますか。正解は、ひとつとは限りません。

'ABCDE' at: 3 class

課題

class

3 class          "SmallInteger"

3 のクラスが得られる

3

SmallInteger

3 printString          "'3'"
3 printString class          "String"

printString

'3' のクラスが得られる

class

3 の文字列表記が得られる

3

'3'

String

sqrt

3 sqrt          "1.732050807568877"
3 sqrt class          "Float"

1.732050807568877 の
クラスが得られる

class

3 の平方根が得られる

3

1.732050807568877

Float

　　　　　　メッセージによる情報の伝達
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が得られます。すると、得られたオブジェクトに、再
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sqrt を評価すると、3 の平方根 
1.732050807568877 が得られます。さらに、メッ
セージ式 3 sqrt class を評価すると、得られた実数の
クラスは、Float であることが分ります。

◆ メッセージ printString を送ると、その文字列表記
が得られます。メッセージ式 3 printString を評価す
ると、文字列 '3' が得られます。さらに、メッセージ
式 3 printString class を評価すると、得られた文字
列のクラスは、String であることが分ります。

13 factorial          "6227020800"
13 factorial class          "LargePositiveInteger"

◆ メッセージ式 13 factorial class から、13 の階乗
は普通の整数ではなく、不定長の桁数を表現できる整
数 LargePositiveInteger であることが分りま
す。

◆ メッセージ at: を送ると、指定された位置の要素が
得られます。文字列 'ABCDE' の先頭から数えて３番
目の文字 $C が得られます。また、メッセージ式 $C 
class を評価すると、得られた文字のクラスは、
Character であることが分ります。

Tips

メッセージ

センダーレシーバー

to: 受取人
from: 差出人

レシーバー

メッセージを受信する対象を
表します。メソッド呼び出し
によって起動される、コード
を記述します。

メッセージ

プログラミング言語よって、
これをメソッドの呼び出し、
イベントの通知などとして実
現します。

センダー

メッセージを送信する対象を
表します。メソッド呼び出し
を起動する、コードを記述し
ます。

受取人

手紙の
内容

差出人　　　　　　どうすればいい
次の式を評価するとエラーとなります。その理由を説
明してください。また、どうすれば、このエラーを回
避できますか。正解は、ひとつとは限りません。

'ABCDE' at: 3 class

◆ オブジェクトがメッセージをやり取りする様子は、
手紙や電子メールのやり取りと比較すると分りやすい
でしょう。

3 printString          "'3'"
3 printString class          "String"

printString

'3' のクラスが得られる

class

3 の文字列表記が得られる

3

'3'

String

'ABCDE' at: 3          "$C"
$C class          "Character"

at:

'ABCDE' の３番目の文字が得られる

3

$C のクラスが得られる

class$C

Character

'ABCDE'sqrt

3 sqrt          "1.732050807568877"
3 sqrt class          "Float"

1.732050807568877 の
クラスが得られる

class

3 の平方根が得られる

3

1.732050807568877

Float


