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●　はじめに　●

少し長めのまえがき～本書の読み方に代えて

　この本は、これからプログラミングを学ぼうとする人や、すでにプログラム言語
の文法を学び、プログラムを書いてみようとしている人に向けて書かれた、プログ
ラミングの基礎を身につけるための本です。最初にお断りしておきたいのですが、
この本は入門ではなく基礎です。数時間かけて読み通せば、プログラミングの入口
に立てるというものではありません。もちろん入門的な内容もありますが、これか
らの何年かにわたり、プログラミングに取り組んでいくうえで、さまざまな段階で
必要となってくる知識をまとめたものです。したがって、Cや Java などのプログ
ラム言語の文法を体系的に整理した本ではありませんし、最短距離でひととおりの
ことを学びたいという方にはあまり向いていません。読者のみなさんがこれまでに
身につけてきた知識や、置かれている環境によっては、かなり難しい話もあります
し、さしあたって必要のない知識もあるかもしれません。ただ、多くの人がいつか
はぶつかると思われる壁をテーマとして選び、それを乗り越えるお手伝いをしよう
と心がけて書いたものなので、何年か後に役に立つこともあるでしょうし、後になっ
てやっと分かるということもあるでしょう。関係がないと思っていた知識が意外な
ところで役に立つこともあるはずです（数時間で読み飛ばすだけの本よりも、何年
も使えるほうが、読み応えがあっていいと思いませんか）。

＊

　そういうわけで、取り扱う内容も多岐にわたっているのですが、プログラム言語
の文法書が「縦糸」の本だとすれば、これは「横糸」の本にあたります。1章では
プログラミングとはどういうことかという概要をお話しています。具体的な話から
読みたいという方は 1章を飛ばしてもらってもかまいません。2章ではコンピュー
タのしくみから、3章ではデータから、4章では処理から、5章ではオブジェクト
からといったそれぞれの観点でプログラミングの基礎知識について見ていきます。
　各章では、どの項目もなぜそうなっているのか、なぜそんなことをするのかとい
う理由や背景、しくみについてできる限り説明を加えています。たとえば、10 進
数を2進数に変換するときには元の数値を2で割った余りを次々に求めていきます。
その方法はどんな本にでも書いてあります。しかし、なぜ 2で割った余りを求める
のかという理由について書かれたものは見たことがありません。その理由を知って
いると意外な方面に応用が利きます。やり方だけでなく、この本ではそういった理
由や意味を大切にしながら、図を使ってていねいに解説するようにしています。

iii

はじめに



　また、言葉で説明するだけでなく、ホントにそうなっているのかを確かめられる
ように、できるだけ実際の画面を証拠として掲載しています。整数の演算でオーバー
フローしたらどうなるのかを確認するためにレジスタの内容を表示してみる、Cの
自動変数や静的変数がメモリ上のどの位置に確保されるのかを確認するためのアド
レスを表示する、確保したメモリを解放しないとどうなるかを確かめるためにヒー
プ領域の使用状況を表示する、などなど、簡単なプログラムを使ってさまざまな実
験をしています。そのため、各章では、それぞれの実験にもっとも適したプログラ
ム言語を使っています。2章では主にアセンブリ言語、3章と 4 章では主に C、5
章では主に Javaを使います。
　取り上げたプログラムについてはもちろん解説を加えていますが、文法的なこと
がらについては細かく説明していません。書き方のルールや言語の違いにこだわる
よりも、むしろ、そこで何をしているのかを理解するように心がけて読んでいただ
ければと思います。しかし、どうしても文法が気になるという方はプログラム言語
の入門書などをあわせて読むとよいかと思います（巻末に参考文献をいくつかあげ
ておきます）。

＊

　この本の「横糸」という性格上、話がときどき脱線したり、かなり遠いところま
で展開していくこともありますが、ぜひそれを楽しんでください。ハイキングでも
何でも、最短距離を効率よく進むよりは、道ばたに生えている草花を見たり、時に
脇道にそれて清流で涼んだりするほうが、発見が多いと思います。突然、道が開け
てすばらしい景色を目の当たりにしたり、知らないはずの場所なのになつかしさを
感じたりすることもよくあります。そういった積み重ねが真の理解につながるのだ
と思います。
　もちろん、この本はプログラミングに関するあらゆる知識を網羅しているわけで
はありません。オブジェクト指向設計、デザインパターン、バージョン管理などの
開発ツール、デバッグツール、さまざまなアルゴリズムについてはあまり取り扱っ
ていません。各章で取り上げたテーマの中でも触れていない話があるかと思います。
しかし、どんな問題にぶつかったとしても、みずから解決できる力が身につけられ
ることを目指し、壁を乗り越えるための足場となるテーマを選び、それを軸にステッ
プアップできるようにと話を進めたつもりです。
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＊

　どの人の本棚にも宝物のような本があると思います。ふと思い出して手にすると、
いつも新しい発見があるような、そんな本です。私の本棚にもすでに絶版になった
ものを含めそういう本が何冊かあります。それらの名著を引き合いに出すのはあま
りにもおこがましいので、具体的に名前をあげるのは避けますが、ほんの少しでも
それらの本に近づけるように、との思いを抱きつつこの本を執筆しました。長く手
にとって読んでいただければ、筆者としてこの上ない喜びです。
　最後になりましたが、この本を執筆する機会をくださった株式会社 マイナビ（旧
社名：毎日コミュニケーションズ）の滝口直樹さん、角竹輝紀さん、出町浩一郎さ
ん、編集担当として筆者を叱咤激励しつつ、あらゆる作業を取り仕切ってくださっ
た同社の山口正樹さん、いかめしい概念図を親しみのあるイラストでぐっと身近に
引き寄せくださったフクモトミホさん、マッキーソフトさん、そのほかこの本の出
版にご尽力くださった方々に感謝の意を表します。

2010 年 5月　羽山 博
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章

プログラミングとは

この章ではプログラム言語やプログラミングについての概要を見ていき
ます。まず「世界を表現する」という観点からプログラミングをとらえ、
続いてプログラム言語や開発環境、プログラム開発の流れなどについて
概観します。旅行やハイキングにたとえると、必要となる装備を整え、
到達すべき目標に向かって、出発点とルートを確認するステップにあた
ります。



素朴な疑問なのですが、プログラミングとはいったい何なの
でしょう。「コンピュータを使った作業の手順を書くこと」
と言われますが、どうもイメージが湧きません。

1.1
プログラミングってどういうこと

　プログラミングの経験がある人に「プログラミングって何？」と聞くと、たいてい

の場合、上のような答えが返ってくると思います。さらに「とにかくやってみれば分

かるよ」と、身も蓋もないような一言が付け加えられるかもしれません。確かにそれ

はそうなのですが、どういうイメージを持って取り組むかということも重要なので、

もう少し突っ込んで考えてみましょう。

抽象化について考える

　少しばかり夢のある言い方をすると、 プログラミングとは世界を表現することと
言えるでしょう。これは単なる美辞麗句ではなく、プログラミングを実践してきた
上での実感です。例えば、在庫管理のような業務プログラムでは、“ビジネスの世
界（の一部）”を表現する必要があります。具体的には、棚や商品などのモノや、
払い出しなどの手続きを記述しなくてはなりません。ロールプレイングゲームなど
のゲームプログラムでも、仮想的ではありますが、やはり 1つの“ファンタジック
な世界”を表現します。主人公やモンスター、宝箱、罠などのモノ、レベルアップ
やさまざまなできごとを記述することは、むしろ、“世界を構築する”といったほ
うが適切かもしれません。
　ところで、世界を表現するといっても、あるがままにすべてを表現することはで
きません。そのために、 抽象化が行われます。抽象化というのは、目的から見て、
必要なものだけを取り出し、不要なものは削ぎ落とすということです。例えば、身
体測定の結果を集計したいときには、人を身長や体重などのデータで表します。人
をできるだけありのままに表そうとすると、その人の成績や趣味、通学路、家族構
成など、数え切れないほどの種類のデータが必要です（実際にはいくらデータを集
めてもその人を記述することは不可能でしょう）。そこで、直接の関係がないデー
タは除外されることになります。人を身長と体重だけで単純化して表すこと、これ
が抽象化です。ただし、目的によって抽象化の方法は変わることにも注意してくだ
さい。例えば、兄弟の有無と体格の関係を知りたい場合には、その人を表すのに家
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族構成のデータも必要になります。また、成績の集計をしたいときには、人は各教
科の成績で表されます（図1.1）。

成績集計という目的
からみた人物像

目的：身体測定の結果を集計

身体測定という目的
からみた人物像

目的：成績の集計

人物に関する
さまざまな情報

身長：171.3cm
体重：65.5kg

国語：85点
英語：87点

父：48歳

母：45歳 妹：12歳

図1.1　目的によって抽象化の方法は異なる

よりよい世界を構築すること

　何かを作るといっても、巨大な電力プラントを建設することから、手のひらに乗
るような粘土細工を作ることまで、種類も規模も千差万別です。プログラミングも
それと同じで、大規模なネットワークシステムのプログラムを作ることも、趣味で
ちょっとしたメッセージを表示する簡単なプログラムを作ることも、やはりプログ
ラミングです。
　大規模な業務プログラムの場合、システムエンジニアが業務を分析・設計し、プ
ログラム仕様書を作成するのがふつうです。その場合、プログラミングとは、プロ
グラム仕様書に書かれた仕事をプログラム言語で記述することになります（図
1.2）。
　一方、趣味のプログラミングの場合は、いちいちプログラム仕様書を作ることは
ないでしょう。規模にもよりますが、すべてはプログラミングをする人の頭の中に
あると言っても過言ではありません。
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プログラミング
　仕様書に基づいて
　プログラムを作成

システム分析
　インタビュー、
　現地調査 ... などによる

システム設計
　改善された新しい
　システムを作成

仕様書

図1.2　システム開発の大きな流れ

　さきほど、プログラミングとは世界を表現することである、とお話しました。し
かし、単に、現在の状態を表現するわけではありません。あるがままの世界ではな
く、よりよい世界を作り出すことが重要です。このことは、大規模な業務プログラ
ムであっても、趣味のプログラムであっても同じです。業務プログラムでは「より
よい」とは「より効率的な」「より使いやすい」といった意味になるでしょうし、
趣味のプログラムなら「より魅力的な」「より楽しい」といった意味になるでしょう。

プログラムは作業の手順なのか？

　さて、ここで、プログラミングとは 作業の手順を書くこと、という最初の答えに
戻りましょう。つまり、プログラムとは作業の手順で、それを書くことがプログラ
ミングだというわけです。この答えは間違ってはいませんが、実は重要な側面を見
落としています。それは、データです。これまで、くどくどと「世界を表現する」
とか「抽象化」とかお話ししてきたのは、データという側面にも注目してもらいた
かったからです。どのような結果を求めたいのか、そのためにどのような データが
利用できるかを明らかにしておくことはプログラミングにとってきわめて重要で
す。作業の手順も確かに重要ですが、まずはデータです。プログラミングの入門書
には「まず、手順をフローチャートで表しましょう」と、手順に注目させるものが
よくありますが、そのイメージを抱いたまま、プログラミングに取り組むと「理解
はできるけれど自分では作れない」という困難に陥りがちです。手順以前にデータ
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に注目することはとても重要で、その困難を解決するのに大いに役立ちます（図
1.3）。

図1.3　手順以前にデータに注目する

はじめ

終わり ?

合計←0

件数←0

成績入力

成績入力

合計←合計＋成績

件数←件数＋1

YES

NO

A

終わり

フローチャートでは
手順を記述する

平均←合計／件数

A

平均を表示

　最後にここを考える
（出力と入力を結ぶもの）

プログラム仕様書を
もとにデータを洗い出す

成績

（整数）

合計

（整数）

件数

（整数）

平均

（浮動小数点数）

　ここから考える
（出力 = 目的 =
　 結果として欲しいもの）

ファイル
（この例では
　必要ない）

　次にここを考える
（入力・ファイル = 結果を得る
　ために利用できるもの）

入力 作業領域 出力

ファイル

…　その前に
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私は根っからの文系人間で、数学とか理科は苦手な上、機械
音痴なのですが、そんな私でもプログラミングができるよう
になるでしょうか。

1.2
数学が苦手でも
プログラミングはできますか

　全く問題ありません。義務教育レベルの数学の知識があると何かと便利ですが、絶

対に必要というわけでもありません。プログラミングに数学が必要という先入観は、

プログラミングの入門書に、数学的なサンプルプログラムが掲載されることが多かっ

たからではないかと私は想像しています。

プログラミングに
必要な数学とは

　プログラミングの入門書で、例えば在庫管理や販売管理のサンプルプログラムを
取り上げようとすると、業務の説明が面倒になるということもあるのでしょう。数
学的なサンプルプログラムが使われるのは、三角形の面積を求めたり、角度を求め
たりするだけであれば、背景の業務の説明が不要ですし、学生にとっては、実務的
な例よりはむしろなじみがあるからでしょう。
　在庫管理や販売管理など、多くの業務プログラムで必要となる 数学の知識は、せ
いぜい四則演算程度のものです。1.1 節でお話したように、プログラミングとは、
プログラム言語の文法にしたがって、世界を表現したり、世界を構築することと言
えるので、むしろ文系の人にこそ向いていると思います。実際、文系出身のプログ
ラマやシステムエンジニアもたくさんいます。

プログラム言語は
英語よりはるかにカンタン！

　また、言語とか文法と言うと難しそうに聞こえますが、プログラム言語を身につ
けるのは 英語を学ぶよりもはるかに簡単です。私たちが英語を何年勉強してきたか
を考えてみるとそのことがよく分かります。中学、高校、人によっては大学と、6
年～ 10 年もの間勉強しても、英語はなかなか身につかなかったのではないかと思
います。しかし、プログラム言語なら初心者でも 3か月程度でマスターできます。
なぜなら、ルールがきわめて少ないからです。また、プログラム言語を 1つ使える
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ようになると、ほかのプログラム言語の習得もきわめて容易になります。新しい プ
ログラム言語でも、1日ぐらいあればだいたいのことはできるようになります。
　 コンピュータは指示通りにしか動きません。自然言語のような例外がないから簡
単なのです。英語の「a」と「the」の使い分けも不要ですし、動詞が不規則に変化
することもありません。状況に合わせて言い回しを変えたりする必要もありません。
わずかなルールを覚えれば、あとはその組み合わせです。もちろん、数学の問題を
解くような難しさもありません。たいていの場合、やりたいことをそのまま書くだ
けでいいのです。
　個人的な話なので、すべての人に当てはまるわけではないと思いますが、私はか
つてフランス文学にあこがれて、文学部に入りました。しかし、私には理数系だけ
でなく、語学の才能もなかったらしく、フランス語がまるでできず（60 点でなん
とか通してもらいました）、結局、心理学の方向に進みました。そこでプログラミ
ングと出会ったわけですが、実際にまともなプログラムが作れるようになったのは
就職してからでした。外国語ができなくてもプログラム言語は身につけられますし、
数学ができなくてもプログラミングはできます。
　ただ、最近ではあまりにもコンピュータが使いやすくなっているので、適当に書
いてもそれなりに動くだろう、と思ってしまう人もいるようです。その点について
は少し気をつけてもらったほうがいいかもしれません。コンピュータはそこまで気
が利いているわけではないので、私たちの意図をくみ取ってくれたりはしません。
空気を読んでくれたりはしないのです。したがって、プログラム言語の文法からは
ずれるとエラーになってしまいます。といっても、責められるべきは私たちではな
く、私たちの意図を解釈できないコンピュータのほうです。コンピュータのルール
に私たちが従わなければならないと考えるよりは、限られたルールしか理解できな
いコンピュータに合わせて、私たちがコンピュータに何をすべきか教えてやってい
るのだ、と考えたほうがいいと思います。
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書店に行くとさまざまなプログラム言語の本があって、迷っ
てしまいます。それぞれ役割が異なるとは思うのですが、最
初に学ぶのはどのプログラム言語がいいのでしょうか。

1.3
どのプログラム言語を
学べばいいのでしょうか

　学校や職場で必要とされているプログラム言語があれば、その言語を身につけるこ

とを最優先させるべきでしょう。しかし、この質問の含むところは「どの言語がもっ

とも簡単に使えるのか」ということから「どの目的にどの言語が適しているのか」、さ

らには「プログラミングの本質がよりよく理解できるのはどの言語なのか」といった

ことまで、人によって異なっていると思われます。答える人によって薦める言語が違

うのも、議論が尽きない（あるいはすれ違う）のもそのような観点の違いによるもの

かもしれません。

どんな姿をしているか
見てみよう

　高校生の頃、私は地理という教科が苦手でした。「メキシコではサイザル麻が採
れ……」などと暗記することができなかったからです。「サイザル麻」なるものを
見たこともないのに、そういう知識を詰め込まないといけないのは苦痛以外の何も
のでもありませんでした。今では、Wikipediaなどを見れば、写真もありますし、ダー
ツの的を作るのにも使われるといった興味深い話を知ることもできます。しかし当
時の資料集には作物の分布図のような地図とか気温や降水量のグラフぐらいしか
載っていなかったのです。
　それと同じように、どのプログラム言語が自分に適しているのかを知るのに、名
前と特徴だけを列挙されても実感が湧かないと思います。そこで、代表的な プログ
ラム言語がどんな姿をしているかを見ながら、具体的に特徴を見ていくことにしま
しょう。
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すぐに結果を出したいなら
Visual Basic

　 Visual Basic for Windows*1では、 フォームと呼ばれる台紙のようなウィン
ドウに ラベルや ボタンなどの部品を配置していくだけで、完成イメージに近いウィ
ンドウが作成できます。私たちは コード（命令）を書くことによって、それらの部
品の動作を決めることができます。コードを記述するための文法も比較的簡単なの
で、初めての人でもさほど抵抗はないと思われます（図1.4）。

①

②

①　フォーム上にラベルとボタンを配置

②　ボタンをクリックしたときに実行されるコードを書く

図1.4　Visual Basic for Windowsの画面

*1　Visual Basic for Windows は、MacOSや Linux では使えません。
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Visual Basic for Windows はすばやくプログラムが作成できるので、アンケートの
集計作業やデータの分析、あるいはプログラムの プロトタイプ（試作品）作成をで
きるだけ早く済ませたいといった場合に向いています。あまりに簡単にプログラム
が作れるせいか、初心者向けで機能が限定されているというイメージがありますが、
本格的な（大規模な）業務プログラムももちろん作成できます。例えば、私の知り
合いの会社には、人事・給与システムの開発にVisual Basic for Windows を使っ
ているところもあります。最近では、プログラミングの学習に Visual Basic for 
Windows を利用する大学も増えてきました。
　なお、データが  Excel などの表計算ソフトで作られているなら、表計算ソフトの
 マクロ言語を使うといいでしょう。マクロ言語とはアプリケーションの中で、作業
を自動化したり、データを処理したりするための言語です。Excel のマクロ言語は
 Visual Basic for Applications と呼ばれるもので、Visual Basic for Windows とよ
く似た文法になっています。

インターネットでは
百花繚乱

　ひと昔前であれば、事務処理には  COBOL、科学技術計算には  FORTRANと答
えておけばよかったのですが、その後、これらの言語よりも、 Cや  Javaといっ
た言語がよく使われるようになってきました（Cと Java についてはあとで見るこ
とにします）。
　最近では、インターネットを利用することが当然のようになっているので、より
細分化されてきています。例えば、 ウェブページのユーザーインターフェイスを作
成するにあたっては、 HTML（Hyper Text Markup Language）でページの構造
や内容を書き、 CSS（Cascading Style Sheet）でデザインを決め、 JavaScript
で動きを記述するのが一般的です。Internet Explorerなどのウェブブラウザを使っ
てウェブサーバーにアクセスすると、HTMLファイルのデータが送られてきます。
JavaScript のプログラムはHTMLファイルの中に含まれており、ウェブブラウザ
上で実行されます（図1.5）。構造のあるデータを表現するには  XML（eXtended 
Markup Language）が使われます。また、Flash アニメーションを制御するため
には  ActionScriptと呼ばれる言語がよく使われています。
　なお、HTML、XMLや CSS は文書やデータの構造、スタイルを記述するための
ものなので、通常はプログラム言語には分類されません。
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<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">
<!--
span.ActionWord{color:red}
-->
</style>
<script language=javascript>
<!--
function showTime(){
objDate = new Date();
alert(objDate.getHours() + ":" + objDate.getMinutes());
}
-->
</script>
<title>時刻の表示ページ</title>
</head>
<body>
<h1>時刻の表示</h1>
<p>ボタンを<span class="ActionWord">クリック</span>してください<br>
<input type=button value="時刻" onclick="showTime()"></p>
</body>
</html>

CSS

JavaScript

HTML

ウェブコンテンツ
HTMLファイル

ウェブサーバー

プログラム
が動く

HTML

インターネット

図1.5　HTML、CSS、JavaScript の例と位置づけ

　一方、サーバー側では、データ処理のために  Perlや  PHPといった言語を使っ
たり、データベースの検索や更新のために  SQL（Structured Query Language）
と呼ばれる言語を使ったりします。ウェブブラウザでテキストを入力したり、ボタ
ンをクリックすると、 サーバー側に指示が送られ、これらの言語で書かれたプログ
ラムがサーバー上で実行されます（図1.6）。
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#! /usr/bin/perl
read(STDIN, $buffer, 256);
($Hour,$Minute)= split(/&/, $buffer);
open(LOG,">./time.dat");
print LOG $Hour, ":", $Minute, "\n";
close(LOG);

ウェブサーバー

プログラム
が動く

フォームのデータ

結果のデータ

Perl
PHP
SQL

インターネット

Perl

図1.6　Perl の例と位置づけ

　こうなると、いったいどこから手を付けていいのか分からなくなるかもしれませ
ん。「ウェブページにアニメーションを組み込みたい」といった明確な目的があれば、
ある程度は絞り込みやすいのですが、プログラミングをしっかりと身につけたいと
いう場合には（それが目的なら）、C や Java から入るのがいいでしょう。
JavaScript や ActionScript など、多くのプログラム言語の文法が、Cや Java によ
く似ているというのもその理由の 1つです。 Cや  Java をマスターすれば、ほか
の言語も比較的容易に理解できるでしょう。なお、Java と  JavaScript は、名前や
文法は似ていますが異なるものです。

プログラミングの本質を
理解したいならCかJava

　コンピュータが直接実行できる 機械語やそれを読みやすくした アセンブリ言語を
学ぶことは、コンピュータのしくみやデータの取り扱い方を詳しく知る上で役に立
ちます。逆に、コンピュータのしくみやデータの取り扱い方を知っていれば、プロ
グラムを作る上での大きなプラスとなります。そのため、本書でも、第 2章でコン
ピュータのしくみを実証的に理解していきます。
　ただし、現在ではコンピュータそのものに近い言語を直接使うことは少なくなって
きました。「しくみ」を理解したいという目的も押さえつつ、実用面を考えると、C
を学ぶといいでしょう。Cはアセンブリ言語ほど機械語には近くありませんが、機械
語でできることの多くと、人間にとっての理解のしやすさを両立しています（図1.7）。
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①　Cのプログラムは関数が集まってできている

②　Cのプログラムは main関数から実行される（ここでは _tmainという名前）

③　Cのプログラムでは文の終わりに「;」を書く

④　プログラムの実行例

図1.7　Cのプログラム（Microsoft Visual Studio 統合開発環境を利用して作成した例）

　一方、コンピュータのしくみにあまりとらわれず、世界を表したいという人や、
 オブジェクト指向の考え方に触れたいという人には Java のほうがいいかもしれま
せん。もちろん、Java もプログラム言語なのでコンピュータのしくみと切り離し
て考えることはできません。しかし、Java には Cの ポインタ変数のような煩わし
さがないので、思いがけないエラーに悩まされることが少なくなるでしょう（図
1.8）。

③

②

①

④
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①　Java のプログラムはクラスが集まってできている

② 　Java のプログラムは mainメソッドから実行される（ただし、そうでない場合もある）

③　Java のプログラムでは文の終わりに「;」を書く

④　プログラムの実行例

図1.8　Javaのプログラム（Eclipse 統合開発環境を利用して作成した例）

　ただ、入門のレベルではどちらでも同じようなものです。Cではポインタ変数と
 構造体の理解が、Java では クラスと オブジェクトの理解が最大の山場です。Cに
オブジェクト指向を取り入れた  C++という言語もありますが、Java に比べると
複雑なので、Cがある程度できるようになってからでも遅くはないと思います。
　なお、ここでは、できるだけ「つぶしが利く」という観点で、それを学んでおけ
ばほかの言語も理解しやすい、あるいは、一般にもよく使われている言語を取り上
げました。どの言語にも長所と短所があります。ここでは、あくまでも入口を示し
ただけなので、ほかの言語を使っている人からは、「○○という点に関しては××
言語のほうが優れている」という意見もあると思います。
　最初に学んだ言語がすべてではありません。ある程度使えるようになったら、別
の言語も使ってみるといいでしょう。どこが優れているかが実感として理解できま
すし、ほかの言語と比較することによって、それまで学んできた言語の意味が分か
ることもあります。

③

①
②

④
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プログラミングにパソコンが必要なのは当然のこととして、
それ以外に何が必要なのでしょうか。必要なものをそろえる
にはどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。

1.4
プログラミングに必要なものは

　すでにパソコンを持っていてインターネットに接続されていれば、0円から始めら

れます。必要なものは、 ソフトウェア開発キットや 統合開発環境と呼ばれるソフトウェ

ア、そして少しばかりの好奇心です。

ソフトウェア開発キットは
大工道具のようなもの

　ソフトウェア開発キットは  SDK（Software Development Kit）と呼ばれ、 コン
パイラや ライブラリ、 プログラム実行環境（Runtime Environment）など、プロ
グラム開発に必要な最低限のツール（道具）が含まれています。コンパイラとは、
私たちが作ったプログラムを機械語のプログラムに翻訳するためのソフトウェアで
す（21ページ参照）。ライブラリには実行可能なプログラムを作成するための部品
が備わっています。日曜大工に例えると、ノコギリやカナヅチなどの大工道具がコ
ンパイラ、釘やねじなどの部品がライブラリにあたります。プログラム実行環境は、
作った犬小屋などを据え付けるための土台といったところでしょうか。
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　表1.1はよく使われているソフトウェア開発キットをまとめたものです。

表1.1　よく使われているソフトウェア開発キット

ソフトウェア開発
キット

利用できるプログラ
ム言語

利用できるシステム 入手先

Microsoft Windows 
SDK

Visual Basic、Visual 
C++、Visual C#

Windows XP/
Vista/7

http://msdn.
microsoft.com/ja-jp/

netframework/
default.aspx

Java Platform, 
Standard Edition 
（Java SE） 

Development Kit

Java
Windows XP/
Vista/7、Linux、

MacOS

http://java.sun.com/
javase/downloads/

index.jsp

　Javaの開発キットは JDKと略され、用途によって上記のStandard Edition（SE）、
Enterprise Edition（EE：企業での大規模開発向け）、Micro Edition（ME：携帯端
末や携帯電話などのモバイル機器向け）があります。
　ソフトウェア開発キットを利用すれば、Windows などに付属のテキストエディ
タやコマンドプロンプトなどを使って、プログラムが開発できるようになります。
しかし、それらを個別に利用するのは面倒なので、一般的には、次に説明する統合
開発環境を使います。
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統合開発環境は
専用の作業部屋

　 統合開発環境は  IDE（Integrated Development Environment）とも呼ばれます。
統合開発環境には、開発キットに加えて、プログラムをより効率よく開発するため
のツールがそろっており、それだけでプログラムの作成から実行、テストまでの一
連の作業ができるようになっています。またヘルプも充実しており、プログラムの
作成時にコードを補完する機能などもあります。
　日曜大工専用の作業部屋に、電動ノコギリや電動ドライバー、さらには旋盤など
の専門的な工作機械までが備わっているイメージです。
　無料で利用できる統合開発環境のうち、よく使われているものを表1.2にまと
めておきます。画面のイメージについては、図1.4（9ページ）、図1.7（13ページ）、
図1.8（14ページ）を参照してください。

表1.2　よく使われている統合開発環境

統合開発環境
利用できるプログラ

ム言語
利用できるシステム 入手先

 Visual Studio 2008 
Express Edition

Visual Basic、Visual 
C++、Visual C#

Windows XP/
Vista/7

http://www.
microsoft.com/

japan/msdn/vstudio/
express/

 Eclipse
Java、C、C++、

PHPなど

Windows XP/
Vista/7、Linux、

MacOS

http://mergedoc.
sourceforge.jp/ など

　これらの統合開発環境を付録として添付している書籍もあるので、インターネッ
トからダウンロードして自分でインストールできるかどうか不安に感じる人は、そ
ういった書籍を利用するのもいいでしょう。
　これらの統合開発環境は無料とはいえ、豊富な機能が備わっているので、プログ
ラミングの学習だけでなく、本格的な業務プログラムの開発にも利用できます。な
お、業務用の統合開発環境には、さらに、さまざまなツールが付加されているもの
や、サポートを含めて有償で販売されているものがあります。
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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1 2
豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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