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新たなコンポーネントモデル「UNO」

UNO（Universal Network Object，ユーノウと発音）とは，OpenOffice.org が利用しているコンポーネン

トモデルのことです．似たようなものに COM や CORBA などといったコンポーネントモデルや分散オブジェ

クト技術がありますが，UNO は OpenOffice.org を実装するために新たに考案されたコンポーネントモデル

です．

UNO では，コンポーネントを提供するサーバとそれを利用するクライアントとに分割されます．このように

サーバとクライアントに分割することで，ソフトウェアの各種機能が細分化されてできたコンポーネントを，異な

るソフトウェアで再利用することができるようになりました．
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OpenOffice.org はこのようなコンポーネントモデルの元に動作しているため，マクロやその他のプログラ

ムから OpenOffice.org の機能を利用することができるようになります．逆に，新しいコンポーネントを作成す

ることにより，OpenOffice.org の機能を拡張するということもできます．6 章では OpenOffice.org の機能を

拡張する方法を解説しますが，その前提とて UNO の知識が必要になります．本章では，UNO に関して分かり

やすく解説します．

また，5 章ではあらかじめ用意された OpenOffice.org の拡張機能をインストールする方法を解説します

が，その拡張機能がどのようにして実現されているのかも本章で説明します．

UNO の特徴

様々なプログラムやプラットフォームからネットワークやプロセスをまたいで再利用可能なコンポーネントを

提供することを目標に UNO は開発されました．現在の UNO は以下のような特徴を持っています．

オープンソース

UNO プログラムの実行環境は LGPLライセンスの元で自由に使うことができます．

マルチプラットフォーム対応

Windows，Linux（x86，PPC），Solaris（SPARC，x86），FreeBSD，Mac OS Xなどで利用できます．また，

今のところ未対応のプラットフォームについても，OpenOffice.org コミュニティにより移植されているかもしれ

ません．

プログラミング言語に非依存

UNO を利用すれば，サーバが提供するコンポーネントがどのようなプログラミング言語で実装されていて

も，クライアントには影響しません．例えば，C++で実装されたコンポーネントでも，Javpa で実装されたプログ

図 1:ＵＮＯコンポーネントモデルのサーバとクライアントの分離



ラムから利用することができます．

ブリッジによる多数のプログラミング言語に対応

今のところ，C++，Java または Python で UNO コンポーネントを実装することができます．しかし，UNO に

は異なるプログラミング言語環境間を相互に接続するブリッジというものが存在します．これにより，UNO コン

ポーネントを C++や Java，Python だけでなく，OpenOffice.org BASIC や CLI をサポートするプログラミン

グ言語からも利用することができます．また，今後もっと多くのプログラミング言語に対応する予定です．

OLE オートメーションのサポート

UNO コンポーネントを提供するサーバは OLE Automation サーバとなりえます．つまり，Visual Basic や

Delphi などの OLE Automation に対応したプログラミング環境から OpenOffice.org のコンポーネントを

利用することができるのです．これにより，Windows プラットフォームで開発を行うプログラマは，自分がよく

使うプログラミング言語を使って，UNO コンポーネントを利用することができます．

柔軟な接続形態

ネットワーク上の他のコンピュータや同一コンピュータの異なるプロセスのコンポーネントを透過的に利用

することができます．また，CORBA とは違い，同一プロセス内でのコンポーネントのやり取りができるため，高

速な動作が期待できます．

図 2:UNO コンポーネントを様々なところから利用する



例外割り込み機構の採用

メソッドから呼び出し元へのエラー通知方法として，例外割り込み機構を採用しています．COM が採用して

いるエラーコード方式とは違い，Java や C++の例外処理機構をそのまま利用でき，エラー処理のためのコー

ドとコードロジックを分離することができます．

OpenOffice.org と UNO の関係

OpenOffice.org は UNO コンポーネントを提供するサーバのひとつです．つまり， UNO を使えば

OpenOffice.org が提供する機能の多くを他のプログラムから利用することができます．これにより，ワープロ

ドキュメントや表計算ドキュメントを操作するプログラムなどを実装することができます．

また，OpenOffice.org はサーバであると同時に，クライアントプログラムのひとつでもあります．つまり，独自

UNO コンポーネントを実装し，OpenOffice.org にそのコンポーネントを利用するように仕向けることで，

OpenOffice.org の機能を拡張することもできるのです．このように OpenOffice.org の機能を拡張する

UNO コンポーネントをアドオンと呼びますが，これについては本章の最後に説明します．

UNO の概念と用語

それでは，アドオンを作成する前に，本章では，最低限必要となる UNO の知識と用語を確認します．用語や

知識云々の前に，とりあえずアドオンを利用してみたい，作成してみたいという方は，以下に各用語の簡単な解

図 3:OpenOffice.org における UNO の働き



釈をリストにしてみましたので，これを見て先に 5，6 章を読んでいただいても構いません．ただし，中には「サー

ビス」や「インターフェース」などといった一般的に使われている用語を，UNO では別の意味で使っているも

のがありますので注意してください．

● インターフェース: 複数のメソッドをまとめたオブジェクトの外部仕様

● サービス: 複数のインターフェースとプロパティをまとめたオブジェクトの外部仕様

● （UNO）IDL: サービスやインターフェースを規定するのに用いられる言語

● サービスマネージャ: UNO オブジェクトを生成する Factory

● コンポーネントコンテキスト: サービスマネージャを保持するルートオブジェクト

● パッケージ: アドオンのインストールを簡単にしてくれるアーカイブ

それでは，ここからは UNO 特有の用語を理解していきましょう．また，用語の理解を通じて UNO の概念も

理解しましょう．UNO の概念を理解することは，OpenOffice.org の拡張機能や UNO を利用したアプリケー

ションの開発の道しるべとなるだけでなく，OpenOffice.org のような大規模なソフトウェアを開発したり，サー

バークライアント型のシステムを構築する際のヒントにもなるでしょう．

サービス1とインターフェース

UNO において，サービスとはオブジェクトの外部仕様のことを指します．Java でいうところの抽象クラスに

注1: サービスという用語は，OpenOffice.org 2.0 がリリースされる以前までは曖昧な意味で使われていて，とても漠

然としたものでした．今では新しく定義がなされていますが，本章では従来の漠然としたものを，実際にどのようなも

のであるのかという形で解説しています．なぜならば，下位互換性を維持するために従来の曖昧な意味で使われる

ことがまだ多く，OpenOffice.org の機能拡張のためには従来の意味を理解したほうが実用的だからです．また，従

来の意味を知っていれば新しい定義にもすぐ慣れるでしょう．新しい厳密な定義については，OpenOffice.org 

SDK に付属の開発者用ドキュメント（6 章で解説）の 3章を参照してください．

図 4:これらの用語の関連を示した図



相当します．UNO が提供するオブジェクトは少なくとも 1つ以上のサービスをサポート2しています．サービス

は UNOIDL3により規定されます．UNOIDLで規定された外部使用をもとに，UNO オブジェクトは実装され

ます．

サービスは 1つ以上のインターフェースと任意の数のプロパティから構成されています．インターフェース

は，関連する複数のメソッドの集合であり，そのメソッド名や引数，戻り値などといったものは，同じく UNOIDL

に より規定さ れ ま す ． ま た ， イ ンター フ ェ ー ス に は継承の概念があ り ，全て の イ ンター フ ェ ー ス は

com.sun.star.uno.XInterface と い う イ ン ター フ ェ ー ス を継承 し て い ま す ．図 5 に ，例 と し て

com.sun.star.text.XSimpleText というインターフェースの継承関係を示しました．XSimpleText インター

フェースは，ここに挙げている全てのメソッドの集合ということになります．

図 6 では，XSimpleText というインターフェースをサポートする SpecialCell という架空のサービスを表

した図です．この図によれば，SpecialCell というサービスは Address というプロパティと，XSimpleText と

XCell インターフェースのメソッドの全てをサポートするということになります．

注意すべきなのは，UNOIDLによって定められたサービスの仕様は抽象的なものであり，どのようにしてそ

の機能を実現するのかは定められていません．Java においては，1つのクラスに対して 1つの実装しかありえ

ませんが，UNO においては，1つのサービスに対していくつもの実装がありえます．

このように，仕様と実装が分離されているという点が UNO の特徴です．これにより，UNO コンポーネントの

開発者は柔軟に実装ができるようになるのです．図 6 を見ればわかるように，一つのサービスに対して複数の

実装がありえます．

さらに，この仕様はプログラミング言語に依存しないため，どのようなプログラミング言語でも，UNO オブ

ジェクトを扱う場合には同じAPI リファレンスを見ればよいことになります．つまり，ここで説明したサービスとイ

ンターフェースの関係さえ理解すれば，API リファレンスを読むことができるようになります．

注2: 規定された仕様を満たすこと

注3: UNO Interface Definition Language: UNO クライアントが提供されたオブジェクトを利用するための外部

仕様を記述するのに使われる言語

図 5:XSimpleText インターフェースの継承関係



サービスマネージャ

UNO にはサービスマネージャという特殊なオブジェクトが存在します．サービスマネージャは

createInstance（）というメソッド4を持っていて，引数にサービス名を渡すことでそのサービスをサポートする

オブジェクトをインスタンス化して返します．しかし，具体的にどのような実装がされたオブジェクトが返ってく

るのかは分かりません．これは，先に説明した通り，1つのサービスに対していくつもの実装がありえるからであ

り，サービスマネージャがどの実装をインスタンス化するのかを状況に応じて決定します5．

また，UNO コンポーネントは Java や C++で実装されています．これらの UNO コンポーネントをクライアン

トで使用する場合，UNO コンポーネントが実装されたプログラミング言語とは異なるプログラミング言語によ

りオブジェクトをインスタンス化することが考えられます．各プログラミング言語で定められたインスタンス生成

の仕方（例えば Java や C++における new 演算子）には違いがあり，それによりいくつかの制約が生じます．こ

の問題はサービスマネージャが，createInstance（）という統一されたメソッドを提供することにより解決され

ます．

コンポーネントコンテキスト

UNO のサーバにはコンポーネントコンテキストという，支配的なオブジェクトが存在します．ここでは詳しく

解説しませんが，UNO オブジェクトを扱うプログラムを実装する際にはよく見かけるものです．

このコンポーネントコンテキストの重要な役割の一つは，サービスマネージャを保持している点です．つまり，

1.コンポーネントコンテキストから getServiceManager（）などの関数によりサービスマネージャを得る，2.

サービスマネージャより createInstance（）メソッドによりインスタンス化を行う，というのが UNO オブジェク

トをインスタンス化の基本的な流れになります．

OpenOffice.org SDK付属の開発者用ガイドにはいたるところサンプルコードが書いてありますが，その

多くが，すでにコンポーネントコンテキストの参照があるという前提で書かれています．そういうわけで，UNO

注4: インスタンス化の際にオプション引数を与える，createInstanceWithArguments（）というメソッドもあります．

注5: GoFデザインパターンにおける，FactoryMethod や AbstractFactoryみたいなものだと考えると理解しやすで

しょう．

図 6:架空の SpecialCell サービス



オブジェクトを利用する際には，常にコンポーネントコンテキストの参照がどこにあるのか分かるようにしておき

ましょう．

オブジェクトの破棄

全てのサービスは少なくとも 1 つ以上のインターフェースをもっていて，全てのインターフェースは

XInterface インターフェースをサポートすることは先に述べました．つまり，全ての UNO オブジェクトは少な

くとも XInterface インターフェースの acquire（）と release（）というメソッドを持っていることになります．全

ての UNO オブジェクトは内部にリファレンスカウンタを持っていて，acquire（）を呼び出すとこれが 1 だけ増

加し，逆に release（）を呼び出すと 1 だけ減少します．その結果，リファレンスカウンタが 0 になるとそのオブ

ジェクトは破棄の対象になります6．

しかし，Java ではこれらのメソッドを明示的に呼び出す必要はありません．なぜならば，queryInterface（）

メソッド7およびデストラクタによりこれらのメソッド呼び出しがカプセル化されているからです．つまり，Java で

UNO オブジェクトを使用する際には，その他のオブジェクトと同様に UNO オブジェクトの破棄に関して気を

注6: オブジェクトはすぐに破棄されるとは限りません．例えば，Java により実装されたオブジェクトは Java のガーベッ

ジコレクションにより破棄されるまで，メモリ上に残っています．

注7: サポートしているインターフェースに型変換を行う UNO に特有のメソッドです．型キャストみたいなものですが，こ

こでは詳しくは解説しません．使い方については，6 章のサンプルコードにもこのメソッドが使われているので，そちら

を参照してください．

図 7:サービスマネージャによるオブジェクトの生成



使う必要がありません．

UNO コンポーネントのインストール

レジストリデータベース8

OpenOffice.org をインストールしたディレクトリ以下の program/services.rdb と program/types.rdb

という 2つのバイナリファイルがレジストリデータベースです．OpenOffice.org SDK に付属の regview とい

うコマンドラインツールを使うとこのデータベースの内容を表示することができます．

レジストリデータベースには，サービス名に対応する UNO オブジェクトの実装（DLLファイルや jar ファイ

ル）のロケーションとその UNO オブジェクトを読み込むコンポーネントローダが指定されています．サービス

マネージャはこのデータベースを参照し，要求されたサービスを実装する UNO オブジェクトを，指定されたコ

ンポーネントローダを使って読み込みます．

つまり，サーバ側に配置された UNO コンポーネントを利用するには，レジストリデータベースに登録されて

いなければいけません．

パッケージの役割

C++や Java で実装されたコンポーネントは，最終的に DLLファイルや jar ファイルとなります．レジストリ

データベースとこれらのファイルは UNO の実行環境に適切に配置されなければならないのですが，この作

業はとても煩雑で，面倒です．

注8: Windows のレジストリとは別のものです．

図 8:レジストリデータベースを利用したインスタンスの作成



このような操作を簡単にするためにパッケージが存在します．コンポーネントの開発者は必要なファイルを

まとめてアーカイブして一つのパッケージを作成することができるので，コンポーネントの配布がしやすくなりま

す．また，UNO の実行環境にはパッケージをインストールするコマンドが付属しているため，コンポーネントのイ

ンストール作業が楽になります．

さらに，OpenOffice.org にはパッケージマネージャが付属しています．これを使えば，コマンドが扱えない

ユーザにも簡単に UNO コンポーネントをインストールすることができます．パッケージマネージャの使い方は

5 章で解説します．

アドオンとは

アドオンとは，OpenOffice.org の UI（ツールバーやメニュー）を通じて新たな機能を提供する UNO コン

ポーネントのことです．アドオンを作ることで，

● Calc の新しい関数やグラフ

● OpenOffice.org のデータアクセス機能のための新しいデータベースドライバ

● 新しいフィルタ（ある特定のファイル形式の読み書き）

● 独自のウィザード

● ツールバーやメニューから呼び出せる新しい機能

といった拡張をすることができます．アドオンを OpenOffice.org のユーザーが利用するためには，ツール

バーにボタンを配置するなどしなければいけませんが，このようなボタンをツールバー上のどこにどのように配

置するかなどを指示する設定ファイルがアドオンには必要です．

アドオンとこれらの設定ファイルをまとめて梱包したものをアドオンパッケージと呼びます．5 章ではアドオン

パッケージをインストールして利用する方法を，6 章ではアドオンパッケージの作成手順を解説します．

図 9:OpenOffice.org SDK に付属しているサンプルアドオン



コラム URE とは

こ こで紹介した UNO の 実行環境は， OpenOffice.org で 利用 す る た め に 作ら れた も ので あ り ，

OpenOffice.org のコンポーネントを利用する以外には今のところあまり使い道はありません．UNO の実行

環境を手にいれるということは，それはすなわち OpenOffice.org をダウンロードしてインストールということ

でした．

しかし，2005 年 6 月に OpenOffice.org とは独立した UNO の実行環境「 URE（Uno Runtime 

Environment）」が OpenOffice.org よりリリースされました．これにより，わざわざ OpenOffice.org をダウン

ロードしなくても UNO を利用することができます．

UREについては，日本語の関連文章はおろか，原語（英語）の関連文書も揃っておらず，まだまだ環境整備

がされていませんが，一応以下の URLよりダウンロードしてインストールして使うことができます．

http://download.openoffice.org/680/ure.html （英語）

OpenOffice.org に付属してくる UNO の実行環境とは違いいくつかの機能制限がされていますが，興味

がある方は，ぜひ URE を用いて UNO を体感してみてください．最近は，Mozilla の XPCOM，Gnome の

Bonobo などの比較的新しめコンポーネントモデルが注目されている中，UNO もこれから注目されるコン

ポーネントモデルの一つになるかもしれません．
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