
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) ◆《4》３つの基本要素：変数 ★
2006年 5月 12日 (金) ◆《5》３つの基本要素：式 ★

2006年 5月 15日 (月) ◆《6》万能メソッド ★
2006年 5月 16日 (火) ◆《7》ブロッククロージャー ★
2006年 5月 17日 (水) ◆《8》基本要素の意義：リテラルとは ★
2006年 5月 18日 (木) ◆《9》基本要素の意義：変数とは ★
2006年 5月 19日 (金) ◆《10》基本要素の意義：式とは ★

2006年 5月 22日 (月) ◆《11》はやくオブジェクトになりたいっ ★
2006年 5月 23日 (火) ◆《12》はやくメッセージになりたいっ ★
2006年 5月 24日 (水) ◆《13》true/false が Boolean だったら ★
2006年 5月 25日 (木) ◆《14》true/false が Boolean でないのは ★
2006年 5月 26日 (金) ◆《15》そして True/False が生まれる ★

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 26日 (金)

《15》そして True/False が生まれる

高橋「テレビと高橋の講義には気を付けよう
ということだと思います」

放送大学・国際政治（’０４）高橋和夫
第1回 テレビと国際政治～もうだまされないために～

◆ 韓流ブームの火付け役ともなった「冬ソナ現象」
は、まだ記憶に新しいところです。しかし、その内容
には、昭和40年代に放映されたドラマを寄せ集めた、
パッチワークを見せられる思いがします。かと思え
ば、日本沈没 (1973)、犬神家の一族(1976)、戦国自
衛隊(1979)、南極物語(1983) など、さまざまな作品
がリメイクされています。私などは、つい懐かしさが
先行して見入ってしまいますが、その当時を知らない
人たちには、新鮮な感動を誘うのでしょうか。

!essages are the heartbeat of a Smalltalk program.

-- "ent Beck
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真樹育未 著
　監修：小泉ひよ子とタマゴ倶楽部

#ily Be$  鈴蘭 の季節に

2006年 5月 26日 (金)
《15》そして True/False が生まれる

高橋「テレビと高橋の講義には気を付けよう
ということだと思います」

放送大学・国際政治（’０４）高橋和夫
第1回 テレビと国際政治～もうだまされないために～

◆ 格差社会は、IT 業界も例外ではありません。Java/
Eclipse や C#/VisualStudio の生産性の低さには居た
堪れず、先祖返りを見せられる思いがします。これら
の開発環境を見ていると、南極物語と同じ年に公開さ
れた Smalltalk-80 には遠く及ばず、その格差には愕
然とする思いです。本来の統合開発環境は、このよう
な際物ではなかったはずです。もう騙されないために
も…。もちろん、 Smalltalk だけがその選択肢で?ﾍな
く、Allegro Common Lisp など、真の統合開発環境
と呼べるものも、いくつか存在します。知ってる人だ
けが得をする。知らないあなたは…。
◆ 十数年前（1988-1990年）に作成したセミナー資
料をもとに、連載記事（復刻改訂版）として公開しま
した。当時のセミナー受講者のみなさんも、今では最
前線でご活躍のことと思います。初めてご覧になった
みなさんは、十数年前に作成した記事を見て、どのよ
うに感じられたでしょうか。この連載が、旧くて新し
い Squeak/Smalltalk を知る一助となれば幸いです。

キーワード ◆ Boolean・False・ifTrue:ifFalse:・
True・パッチワーク・思考フレーム・統合開発環
境
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《15》そして True/False が生まれる
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ifTrueifFalse := [:trueBlock :falseBlock |

trueBlock value].

ifTrueifFalse

value: [3 factorial] value: [3 negated].        "6"  

ifTrueifFalse
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ifTrueifFalse := [:trueBlock :falseBlock |

falseBlock value].

ifTrueifFalse

value: [3 factorial] value: [3 negated].        "-3"

false

ifTrue: [3 factorial] ifFalse: [3 negated]      "-3"

ifTrueifFalse

:trueBlock

value

:falseBlock

-3

False

◆ すると、メッセージ value: [3 factorial] value: [3 
negated] を受け取ったときに、単に、２番目のブ
ロック式を評価するだけでよくなります。

◆ すると、メッセージ value: [3 factorial] value: [3 
negated] を受け取ったときに、単に、１番目のブ
ロック式を評価するだけでよくなります。

◆ メッセージ ifTrue:ifFalse: に相当するブロック 
ifTrueifFalse を用意します。すると、メッセージ式 
ifTrueifFalse value: true value: [3 factorial] value: 
[3 negated] は、true ifTrue: [3 factorial] ifFalse: 
[3 negated] に相当します。

◆ クラス Boolean で実現する場合について考えま
す。（１）ブロック引数 bool は、Boolean のインス
タンスと仮定した true/false を束縛します。
（２）bool が参照するオブジェクトに、ifTrue:
ifFalse: を伴うメッセージを送ります。（３）true な
ら、ブロック引数 trueBlock が束縛するブロックを評
価します。（４）false なら、ブロック引数 
falseBlock が束縛するブロックを評価します。

◆ と、ここまでは、これまでの話とさして変りはあり
ません。では、問題です。今、ここで用意したブロッ
ク ifTrueifFalse は、何に相当するものでしょう。そ
の答えは、まさに、ifTrue:ifFalse: そのものです。つ
まり、自身を実現するために、自身の実現が前提と
なっているのです。この「鶏が先かタマゴが先か」そ
の解決策のひとつとなるのが、true/false を Boolean 
のインスタンスにしないということです。こうして、
クラス True/False の存在意義が生まれます。
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bool ifTrue: [trueBlock value]
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◆ クラス True で実現する場合について考えます。
このとき、false について考慮する必要はありませ
ん。なぜなら、true が、そのクラスの唯一のインス
タンスだからです。

◆ クラス False で実現する場合について考えます。
このとき、true について考慮する必要はありません。
なぜなら、false が、そのクラスの唯一のインスタン
スだからです。
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統合開発環境

ifFalse:

To be continued
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