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まえがき

　本書は、2006年3月に出版した「速習C言語入門」の改訂版に
なります。初版出版から早いもので6年になりますが、今なおC言語
を学ぶ人たちは数多くいます。それは、やはりC言語がすべてのプロ
グラミング言語の基本に位置づけられているからでしょう。私自身、
学校でC言語プログラミングを教えていますが、C言語をきちんと習
得すると、JavaやC#といった最近主流のオブジェクト指向言語に
もスムーズに入っていくことができます。また、脚光を浴び始めた
iPhoneやiPadのアプリ開発では、C言語にオブジェクト指向を取
り入れたObjective-Cを使って開発を行います。このように、まだ
まだC言語を学ぶことの意義は大きいと考えています。
　本書は、はじめてプログラミングを学ぶ方に向けたC言語の入門書
です。最後まで読み通せるように、やさしいサンプルプログラムを用
い、図解しながら、ていねいにわかりやすく解説しています。
　本書には、今までの入門書にはない工夫がたくさんあります。ま
ず、ポイントを透明シートでかくしながら確認できるようにしまし
た。次に、細かな解説をソースコードの行間に入れました。そして、
学習したことがらをあやふやにせず、きっちりと理解、記憶しながら
進めるように、単元ごとに演習問題を用意しました。特に、配列につ
いては早い段階で取り上げ、何度も演習を繰り返すようにしていま
す。配列を使いこなさなければ、きちんとしたプログラムが作れない
からです。また、C言語を学ぶ上で必要となる情報処理の基礎知識に
ついても「再確認！情報処理の基礎知識」というコラムで解説するよ
うにしました。
　このように、本書はじっくり学ぶ構成になっていますが、各ステッ
プを着実にこなしていけば、結果的に「急がば回れ」で「速習」にな
ります。今までC言語は難しいとあきらめていた方も、きっと身につ
くはずです。
　本書がみなさまの学習のお役にたてることを願ってやみません。

 　2012年7月

 菅原　朋子



本書の使い方
　本書は脳に定着する新メソッドにより、必ずC言語が身につく入門
書です。何冊もC言語の入門書を買ったがいつも途中で挫折してしま
う……という方でも必ず身につきます。本書では 3大挫折ポイントを
3ステップの学習法で攻略します。

●ステップ1
　挫折ポイントその１は、なんとなく読んでいるうちにわからなくなるとい
うもの。これは理解していないのに読み進み、わからないことが雪だるま式
にふくらんでいくからです。そこでステップ1。赤の透明シートをかぶせる
とチェックポイントがかくれるようになっていますので（30cm以上離して
見てください）、章や節などの区切りで、理解しているか確認しながら読み進
みましょう。また、コラムの「再確認！情報処理の基礎知識」もぜひ読んで
ください。より理解が深まり、記憶が確実になるはずです。

① 演算子 
「 」の形で用い、 が真かつ が真であるとき（ と がともに
真のとき）に1を、それ以外のときに0を生成します。表の使用例の 

は、 と がともに0より大きいときのみ1となり
ます。

第4章　まとめ

① 式は、変数や定数、およびそれらを演算子で結合したものです。
② 演算の対象をオペランドと呼びます。
③ 算術演算子には、 、 、 、 、 の5種類の演算子があります。
④  複合代入演算子は算術演算子と単純代入演算子を組み合わせ
たものです。

赤の透明シートでかくしてチェック

赤の透明シートで
かくしてチェック

※  関数名などの読み方に決まりはありませんが、記憶が定着しやすいように
一般的と思われる読みのふりがなを振っています。



●ステップ2
　挫折ポイントその2は、途中でソースコードが読めなくなってしまうと
いうもの。ソースコードが長くなり、わからない部分が増えるとストレスが
たまり学習意欲が低下します。そこでステップ2。わからなくなったらソー
スコードの行間に書かれている解説を見てみましょう。ソースコードが簡単
に理解できるはずです。さらに、赤の透明シートでソースコードのチェック
ポイントをかくし、理解しているか確認してみましょう。

●ステップ3
　挫折ポイントその3は、わかったはずが、いざとなるとプログラムが書
けないというもの。百聞は一見に如かず。実際にプログラムを書かなければ
身につきません。そこでステップ3。本書は、取り組みやすい演習問題を豊
富に掲載しました。解答例のソースコードに解説を加えたHTML文書を本
書サポートサイト（http://book.mynavi.jp/support/pc/soku_c/）で配
布しています。演習問題に取り組み、実際にプログラムを書いてみましょう。

自 紹介 表示 う

コメント（注釈）

自己紹介を表示するプログラム
ヘッダファイルの取り込み

プログラムの入り口 関数

関数の開始

あいさつを画面表示
標準出力関数 表示文字列　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改行

はじめまして、菅原朋子です。

1  型配列の を宣言し、このstrに好きな文字列を
キーボードから入力してください。入力したら、表示して内容
を確認してください。☆

サンプルコード 実行結果例

演習

ソースコードの意味
を解説（ソースコー
ドには記述しません）

難易度を表します。☆の数が少ないほど簡単です

解答例のソースコード
ファイル
解答例の実行ファイル

実行結果例 グレーはユーザーの入力 Enterキーの入力

ソースコード各部の
解説（ソースコード
には記述しません）
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第1章 機械のコトバと翻訳者
　この章ではプログラミング言語とC言語の概要に
ついて学びます。これから学習するC言語が、プロ
グラミング言語全体の中でどのような位置づけにあ
るかを理解しましょう。

章目次
●1・1 プログラミング言語とは   3
●1・2 C言語の概要   7
●まとめ   9

■コラム
［再確認! 情報処理の基礎知識］

高水準言語の種類̶5

［用語］
言語プロセッサ̶9

［さらなる理解のために］
高水準言語の系図̶10



はじめに

2

　コンピュータを動かすためには、その手順を指示するプログ
ラム（ソフトウェア）が必要です。プログラムはコンピュータが
理解できるコトバで書かなければなりません。
　人間は五十音などを使った複雑な言葉を理解できますが、実
はコンピュータが直接理解できるコトバは、電流の「OFF」と
「ON」を数字の「0」と「1」に置き換えた機械語だけです。しか
し、人間が0と1だけでプログラムを書くのはとても大変です。
ですから、人間にわかるプログラミング言語を使ってプログラ
ムを書いてから、機械語に翻訳します。
　現在、数え切れないくらいのプログラミング言語が世の中に
存在しています。C言語はその中でもっとも使われているプロ
グラミング言語です。プログラミング言語としての歴史が古
く、効率のよい無駄のないプログラムが書けるからです。また、
近年開発されたプログラミング言語の多くはC言語のスタイル
を踏襲しています。そのため、C言語は最初に学ぶプログラミン
グ言語として、学校や企業の新人教育などでいちばんよく取り
上げられます。
　C言語はプログラミング言語の基本です。C言語を使いこな
せるようになると、あらゆる局面で応用が利くようになります。
ぜひ最後まで本書を読み通し、C言語を習得してください。



1 1 プログラミング言語とは

Programming Language
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　よく、「コンピュータ、ソフトがなければただの箱」といわれますが、
コンピュータはプログラムがなければ何も仕事をすることができません。
では、そもそもプログラムとはどのようなものなのでしょうか。

1 11  機械語とアセンブリ言語
　プログラムとは、コンピュータに仕事をさせる命令とデータをひとかた
まりにしたものです。コンピュータはプログラムがあってはじめて動作す
ることができます。電源を入れたときから切るときまで、コンピュータの
頭脳であるCPU（中央処理装置）がプログラムの命令とデータを解読し、
処理を行っているのです。
　そして、そのプログラムを書くために、英語などを元に作られたのが
プログラミング言語です。

図1-1-1　機械語とアセンブリ言語

機械語
10111000 00101101
00000001 10001110
11010000 10111100
00110100 00001101
00110110 10001100
00011110 01011000
00000000 10110100
00110000 11001101

アセンブリ言語
main_::
 MOV BX,1
 MOV AX,2
 ADD BX,AX
 XOR AX,AX
 RET
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　コンピュータが直接理解できるのは、前述のように0と1の数字の羅列
で表現された機械語です。国によって言葉が異なるように、機械語も
CPUの種類ごとに用意されています。今から60年ほど前に開発された初
期のコンピュータでは、この機械語を使ってプログラムが書かれていまし
た。けれども、0と1だけの機械語で書いていたのでは生産性が上がりま
せん。そのため、まもなくアセンブリ言語と呼ばれるプログラミング言語
が開発されました。
　このアセンブリ言語では、加算する命令を「ADD」と書いたり、メモリ
上のデータを移動する命令を「MOV」（moveの略）と書いたりします。こ
れなら人間にも理解しやすいですね。アセンブリ言語が開発されて、だい
ぶプログラミングの効率がよくなりました。けれども、まだ十分ではあり
ません。アセンブリ言語は機械語の命令を記号（ニーモニックと呼びます）
に置き換えただけです。そのため表現が豊かではなく、大規模なプログラ
ムを書くのには不向きです。また、CPUの種類ごとにアセンブリ言語が
異なっているので、同じ内容のプログラムでもCPUが違えば書き直さな
ければなりません。

1 21  高水準言語の登場
　そこで、次に開発されたのが高水準言語です。アセンブリ言語のような
機械語に近いプログラミング言語を低水準言語、人間の自然言語（英語な
ど）に近いものを高水準言語と呼びます。
　1956年、F

フ ォ ー ト ラ ン

ortranという科学技術計算向けのプログラミング言語が開発
されました。これが世界初の高水準言語です。その後も多くの高水準言語
が世に生み出されました。C言語も高水準言語の一種です。
　高水準言語はどれもみな、アセンブリ言語にくらべるとはるかに人間が
理解しやすい書き方をします。たとえば加算には「ADD」ではなく、数式
で使われる「+」が使われます。また、表現力が格段に向上し、機械語の
複数の命令を1つにまとめたりもしています。そして、何よりも、アセン
ブリ言語と違って、CPUの種類によってプログラムを書き分ける必要が
ほとんどないのです。こうして開発効率はずっとよくなりました。
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　ところで、なぜ、高水準言語はCPUの
種類に大きく依存しないのでしょうか。多
くの日本人は日本語しかしゃべれません
が、英語の通訳者を介せばアメリカ人と話
をすることができます。中国語の通訳者を
介せば中国人とも話せます。同じように、
高水準言語ではコンパイラと呼ばれる翻訳
プログラムを使い、CPUの種類ごとの機
械語に翻訳するからです。

再確認！ 情報処理の基礎知識

　高水準言語は、機械語への翻訳の仕方やプログラミング手法の
違いでいくつかの種類に分類されます。以下に代表的な種類を説
明しておきましょう。
　まず、翻訳の仕方で分けるとインタプリタ言語とコンパイラ言
語があります。インタプリタ言語は、コンピュータがプログラム
を機械語に翻訳しながら順次実行していきます。一方、コンパイ
ラ言語は、あらかじめ翻訳しておいてから一気に実行します。
　インタプリタ言語で書いたプログラムは、翻訳作業の分どうし
ても実行速度が遅くなります。そのため、インタプリタ言語は大
規模なプログラムや高速処理が求められるプログラムには向きま
せん。一方、コンパイラ言語では、翻訳済みの機械語を実行する
ので処理速度が速くなります。
　次にプログラミング手法の違いで分けると、手続き型プログラ
ミング言語とオブジェクト指向プログラミング言語があります。
手続き型プログラミング言語は、コンピュータに行わせる処理の
流れ（手続き）に沿ってプログラムを書いていきます。一方、オブ
ジェクト指向プログラミング言語は、データとそれに対する手続

図1-1-2　高水準言語  C言語

int main(void)
{
  int a, b, c; 

  a = 1;
  b = 2;
  c = a + b;

  return 0;
}

高水準言語の種類
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きを「オブジェクト」としてまとめて、それらを組み合わせてプロ
グラムを作っていきます。
　最近ではオブジェクト指向プログラミング言語が主流になり
ましたが、オブジェクトの「手続き」の部分を記述するには、手
続き型プログラミング言語の考え方も理解している必要があり
ます。
　C言語は、「コンパイラ言語」、「手続き型プログラミング言語」
に分類されます。

●翻訳の仕方による分類

機械語に翻訳してから実行 ※  Java は特殊な言
語で、インタプリ
タ言語としての側
面も持つ。

コンパイラ言語
C言語　Fortran　C

コ ボ ル

OBOL
C
シープラスプラス

+ +　J
ジ ャ バ

ava※など

機械語に翻訳しながら実行

インタプリタ言語 B
ベ ー シ ッ ク

ASIC　P
パ ー ル

erl など

●プログラミング手法による分類

処理手順に重点を置く

手続き型プログラミング言語
C言語　Fortran　COBOL
BASIC など

オブジェクト指向プログラミング言語 C++　Java　Perl など

操作対象に重点を置く
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1.2　C言語の概要

　C言語は、いつ何のために開発されたのでしょう。そして、現在、どの
ような分野で使われているのでしょうか。

2 11  C言語の歴史
　C言語は、1972年ごろU

ユ ニ ッ ク ス

NIXというオペレーティングシステム（OS）を
記述するためにAT&Tのベル研究所のデニス・リッチーによって開発さ
れました。
　その後、C言語はさまざまな分野で使われるようになり、プログラミン
グ言語を開発する会社の多くが独自の仕様を加えていきます。そのため、
C言語には多くの方言ができてしまいました。方言が多くなると、あるコ
ンピュータ用に開発したC言語のプログラムが別のコンピュータに移植で
きないといったことが起こります。そこでA

ア ン シ

NSI（アメリカ規格協会）に
より、1989年にC言語の統一規格が制定されました。このANSI規格のC
言語はANSI Cと呼ばれます。いわばC言語の共通語といえます。本書の
説明やプログラム例も、このANSI Cに基づいています。

2 21  C言語の利用分野
　C言語が開発されてから、すでに40数年の年月を経ていますが、いま
だに多くのシステムがC言語で開発され続けています。これほど長い間、
開発の第一線で使用されているプログラミング言語はほかにありません。
それだけ強力なプログラミング言語だといえましょう。
　C言語は高水準言語の一種です。けれども、低水準言語に近い高水準言
語だといわれます。低水準というのは機械語に近いという意味ですが、C
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言語は高水準言語でありながら、アセンブリ言語でしか記述できなかった、
ハードウェアに直接アクセスするようなきめの細かいプログラミングが可
能なのです。そのため、人間が直接利用するワープロやゲームのような
アプリケーションから、その裏でコンピュータの制御を行うオペレーティ
ングシステム、そして、携帯電話や家電製品などに組み込まれているマイ
クロコンピュータ上で動くプログラムまで、さまざまなプログラムを開発
するのに使われています。

C言語の利用分野例
 ・アプリケーションプログラム
　…人間が直接利用するプログラム
　（例）ワープロソフト、表計算ソフト、ゲームソフト、Web関係のソフトなど
 ・オペレーティングシステム
　…コンピュータの制御を行うプログラム
　（例）UNIXオペレーティングシステムなど
 ・マイクロコンピュータのプログラム
　…極小コンピュータ上のプログラム
　（例）携帯電話、家電製品など
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1.2　C言語の概要

言語プロセッサ

　言語プロセッサ（翻訳プログラム）の名称と動作を英語の意味とくら
べてみましょう。

言語プロセッサ 英語

名称 意味 つづり 意味

アセンブル アセンブリ言語を機械語に翻訳す
ること。

assemble 組み立てる

アセンブラ 上記を行うソフトウェア。 assembler 組立工

コンパイル 高水準言語で書かれたソースコー
ドを機械語に翻訳すること。

compile 編集する

コンパイラ 上記を行うソフトウェア。 compiler 編集者

インタプリタ 高水準言語で書かれたソースコー
ドを、機械語に変換しながら実行
するソフトウェア。

interpreter 通訳

① コンピュータはプログラムによって処理を行います。
② プログラムはプログラミング言語によって記述されます。
③  コンピュータが直接理解できるプログラミング言語は機械語
です。

④ C言語はコンパイラによって機械語に翻訳されます。
⑤  C言語はUNIXというオペレーティングシステムを記述するた
めに開発されました。

⑥ C言語の統一規格はANSI Cです。
⑦  C言語は高水準言語でありながら、ハードウェアに直接アクセ
スするような記述が可能です。
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さらなる理解のために

　高水準言語には多くの種類がありますが、それらは互いに影響
を受けて開発されています。下図に主な高水準言語の系図を示し
ます。C言語が多くのプログラミング言語に影響を与えているの
がよくわかりますね。

斜体

　影響の流れ

：オブジェクト指向の
　プログラミング言語

1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

言語

高水準言語の系図



第2章 C言語の基本作法
　この章では、手順に従って実際にプログラムを作
成してみましょう。細かな内容は学習を進めていく
うちに理解できるようになりますので、まずは画面
に文字列を表示するプログラムを作れるようにして
ください。

章目次
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［補足］
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はじめに

12

　本章では、実際に簡単なC言語のプログラムを作成し、実行さ
せてみましょう。この章で作成するのは、「hello, world」という
文字列を画面に表示するプログラムです。
　ブライアン・カーニハンとC言語の開発者デニス・リッチー
がC言語の文法についてまとめた、『The C Programming 
Language』という本があります。この本は2人の頭文字を取っ
て通称「K＆R」と呼ばれ、C言語のバイブルとなっていますが、
その中で最初に書かれたプログラムも「hello, world」と画面に表
示するものでした。ですから、この一文には、C言語の事始め
のような意味合いがあるのです。日本語でいえば、「いろは」で
しょうか。本書でもこの一文を表示することからはじめること
にします。
　さて、たったこれだけの文字列を表示する小さなプログラム
ですが、一言では説明できない多くの学習事項を含んでいます。
とりあえず割愛せずに一通りの説明をしますが、本章を読み
終えた時点でそれらを理解できなくても、まったく問題はあり
ません。ここではCプログラミングの手順とスタイルだけをわ
かっていただければいいのです。細かいことは本書を読み進め
ているうちに必ずわかるようになります。
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　C言語のプログラムを作成し、実行してみましょう。必ずコンピュータ
上に開発環境を準備して（巻末の付録A参照）一緒にやってみてください。
「百聞は一見に如かず」ですよ。

1 12  Cプログラムの作成手順
　Cプログラムの作成は次の手順で行われます。まず、流れを把握してく
ださい。
①  テキストエディタを使ってプログラムコード（ソースコード）を入力し
ソースファイルを作成します。

②   ソースファイルをコンパイルし、オブジェクトファイルを作成します。
③   オブジェクトファイルと他のオブジェクトファイルやライブラリファ
イルをリンクし、実行ファイルを作成します。

④   実行ファイルを実行します。

図2-1-1　Cプログラム作成の流れ

オブジェクト
ファイル
xxx.obj

ライブラリ
ファイル
xxx.lib

ソース
ファイル
xxx.c

実行ファイル
xxx.exe

コンパイラ リンカエディタ

コード入力コード入力コード入力ド コンパイルコンパイルコンパイルパ リンクリンクリンクン

実行
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　本書では、マイクロソフトのWindows OS上で、付録Aで紹介した
Borland C++ Compiler 5.5.1を用いてこの流れを説明します。他の環境を
お使いの方は、それぞれのマニュアルを参照してください。

1 22  ソースファイルの作成
　C言語のプログラミングで最初に行うのは、プログラムの元（ソース）
となるソースファイルの作成です。テキストエディタを使用して、実際に
C言語のソースコードを記述します。
　テキストエディタとは、テキスト（文字）だけを編集するソフトウェア
です。マイクロソフトのWordのようなワープロソフトは、文字の大きさ
や色などの書式情報が保存されるのでソースファイルの作成には向きませ
ん。Windows OSをお使いの方は、秀丸エディタやTeraPadというテキ
ストエディタを使うのがオススメです（『付録A1 テキストエディタにつ
いて』参照）。C言語の予約語（P.52参照）が強調表示され入力ミスを防ぐ
ことができます。なお、本書ではWindows OSに標準で備わっているメモ
帳を使用して解説することにします。
　では、実際に図2-1-2のようにソースコードを入力してみましょう。こ
のとき、次の点に注意してください。
 ・英数字は半角で入力する。
 ・小文字と大文字は区別する。
 ・セミコロン（;）とコロン（:）、{}や()の括弧を間違えない。
 ・空白はTabキーと半角スペースキーで入力する。
　なお、円マーク（¥）をバックスラッシュ（\）で表すコンピュータをお
使いの方は、¥を\に読み替えてください。
　入力し終わったら、C言語のソースファイルであることを示す拡張子
（P.15参照）「.c」をつけて保存します。ここでは、Cドライブに「cwork」
という名前のフォルダを作り、「sample.c」というファイル名で保存する
ことにします。
　メモ帳をお使いの方は、保存時に「ファイルの種類」を「すべてのファイル」
にしておかないと、拡張子が「.txt」になってしまうので注意してください。
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図2-1-2　サンプルプログラム

拡張子

　ファイル名のうち「.」以下の部分を拡張子と呼び、ファイルの種類
を表します。OSは拡張子によってファイルの種類を判断します。

sample.txt

テキストファイル
を表す拡張子

例 sample.bmp

ビットマップ画像
を表す拡張子

sample.c

C言語ソースを
表す拡張子

　Windows OSは通常、初期状態では拡張子が表示されないようになっ
ています。次の手順で拡張子を表示するようにしておきましょう。
① ［スタート］→［コンピューター］より［ツール］→［フォルダ オプショ

ン...］を選択します（ツールが非表示の場合には「Alt」キーを押すと
表示されます）。

 　 Windows XPの場合は［スタート］→［マイ コンピューター］→［ツー
ル］→［フォルダ オプション...］。

② ［表示］タブをクリックし、「登録されている拡張子は表示しない」
のチェックを外します。
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1 32  コンパイル
　C言語で作成したソースファイルは、コンパイラという翻訳ソフトを
使って機械語であるオブジェクトファイルに変換します。この作業をコン
パイルと呼びます。
　コンパイルするためにはコンパイラがコンピュータにインストールされ
ている必要があります。コンパイラをインストールしていない方は、ここ
でいったん中断し、付録A.2とA.3を参考にコンパイラのインストールと
設定を行ってください。
　さて、コンパイラの準備はできたでしょうか。Borland C++ Compiler 
5.5.1をお使いの方は、コマンドプロンプト上でカレントディレクトリ（現
在の作業対象のフォルダー）を「C:¥cwork」に移動した後、次のように
入力してコンパイルを行ってください。コマンドプロンプトの使い方は付
録A.4で解説しています。

図2-1-3　コンパイル

　コンパイルが成功すると、以下のようにメッセージが出力されます。

図2-1-4　コンパイル成功

　もし、次のようにエラーメッセージが表示された場合は、ソースコード
の入力を間違えたことになります。図2-1-2をよく確認し、ソースコード
を修正してから再度コンパイルしてください。
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図2-1-5　コンパイル失敗

フォルダーとディレクトリ

　Windows OSだけをお使いの方には、「ディレクトリ」という言い
方はなじみが薄いと思いますが、これはフォルダーと同じものです。
UNIXやMS-DOSなどのC

シーユーアイ

UI環境では、フォルダーはディレクトリと
呼ばれます。
　CUIとは、キャラクター・ユーザー・インターフェースの略で、ユー
ザーがキーボードで入力し、コンピュータが文字や記号だけで情報を
表示する操作環境です。一方、Windows OSやMac OSなどのように、
ウィンドウやアイコンなどを多用し、キーボードとマウスなどを併用
する操作環境を、グラフィカル・ユーザー・インターフェースの略で
G
ジーユーアイ

UIと呼びます。
　コマンドプロンプトは、CUIであるMS-DOSをWindows OS上で
使えるようにしたものです。本書ではコマンドプロンプトを使ってC
プログラムを実行するので、フォルダーをディレクトリと表記してい
ます。

1 42  リンク
　リンクは、オブジェクトファイルにライブラリファイルや他のオブジェ
クトファイルを連係させ実行ファイルを作成する作業です。実は、すでに
リンクは済んでいます。上記のように、「bcc32 sample.c」と入力する
と、コンパイルと一緒にリンクも行われます。ですから、実行ファイルも
すでにできていることになります。
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　dirコマンドを用いてディレクトリの内容を見てみましょう。ソース
ファイル以外にもファイルができていますね。拡張子「.obj」はオブジェ
クトファイル、「.exe」は実行ファイルを示します。なお、「.tds」ファ
イルの使用には、別途Turbo Debugger 5.5が必要になります。ここでは
説明を割愛します。

図2-1-6　ディレクトリ内容の確認

1 52  実行
　最後はプログラムの実行です。「sample.exe」と実行ファイル名（プ
ログラム名）を入力してみましょう。次のように「hello, world」と表
示されれば成功です（このとき「.exe」は省略してもかまいません）。

図2-1-7　実行

ソースファイル
実行ファイル
オブジェクトファイル
デバッグ情報ファイル
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再確認！ 情報処理の基礎知識

　Cプログラミングの流れがわかったところで、プログラミング
のフェーズ（段階）がシステムの開発の中でどこに位置するのか確
認しておきましょう。
　伝統的な開発手法にウォーターフォールモデルがあります。こ
の開発手法は、システム開発の全作業をいくつかのフェーズに分
 け、フェーズごとに作業を進めていく
 ものです。ちょうど滝のように
 作業が上から下へと流れて
 いくことからネーミン
 グされています。

基本計画： 開発システムを分析し要求定義（ユーザーの要求を仕
様書にまとめたもの）を作成します。

外部設計： ユーザーの視点からユーザーインターフェースに関す
る部分の設計を行います。

内部設計： 開発者の立場から内部的な処理の設計を行います。
プログラム設計： 各プログラムの内部構造の設計を行い、モジュー

ル分割を行います。モジュールはC言語では関
数（8章参照）に該当します。

プログラミング： モジュールの論理構造の設計とコーディングを
行います。コーディングとは実際にソースコー
ドを記述する作業です。

テスト： 作成したプログラムに誤りがないかをチェックします。
誤りがある場合には修正します。

運用保守： 実際に運用し、使用後の不具合や不都合は修正します。

ウォーターフォールモデル

基本計画

外部設計

内部設計

プログラム設計

プログラミング

テスト

運用保守
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　はじめてのCプログラムが完成したところで、次は各部の詳細について
説明します。最初から全部を理解しようとは思わず、だいたいのスタイル
を把握するようにしてください。

2 12  サンプルコードの解説
　あらためてサンプルのソースコードを見てみましょう。

hello, worldを表示するプログラム

コメント（注釈）

01. /* hello, worldを表示するプログラム */
stdio.hヘッダファイルの取り込み

02. #include <stdio.h>
03.

Cプログラムの入り口main関数

04. int main(void)
main関数の開始

05. {
 「hello, world」を画面表示する

06.  printf("hello, world¥n");
07.

 main関数からOSへ正常リターン

08.  return 0;
main関数の終了

09. }

サンプルコード 実行結果例sample.c sample.exe

例
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2.2　Cプログラムの様式

① コメント
1行目の/* */で囲まれた部分をコメント（注釈）と呼びます。プログ
ラムの説明を書いてください。コンパイラは、/* */で囲まれた部分
は機械語に翻訳しません。

② #include <stdio.h>
2行目はstdio.hというファイルをこの部分に取り込んでいます。
拡張子「.h」のファイルはヘッダファイルと呼ばれ、stdio.hは6行
目に書かれているprintfという画面表示を行う関数（まとまりのある
機能を実現する単位）を使用するための宣言が記述されています。2行
目でstdio.hをプログラムコードに挿入し、sample.cと一緒にコン
パイルしています。
このようにコンパイルに先立って行われる処理をプリプロセス（前処
理）と呼び、前処理を行うプログラムをプリプロセッサと呼びます。
#includeのように#ではじまる行はプリプロセッサに指令を与えま
す。
プリプロセッサ指令については2.4節でさらに詳しく説明します。

③ int main(void)
4行目はCプログラムの入り口です。Cプログラムを実行するときに、
OSが最初に呼び出すのがmain関数です。main関数は最低限次の部
分を書かなければいけません。

int main(void)
{
    return 0;
}

最初のintはmain関数の返却値型で、プログラムが終了するときに
OSに対して返却する値がint型（整数）であることを示します。
return 0;の部分でOSに正常終了を意味する0を返却しています。
この0はint型なので、mainの前にはintを書きます。
次のmainは関数名です。Cプログラムはすべて関数を組み合わせて構
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成されています。main関数はシステムに必ず1つだけ存在するCプロ
グラムの入り口です。
voidはOSがmain関数を呼び出すときに、何も引

ひきす う

数（渡す値）はない
ということを意味します。引数がある場合については8章で説明します。

④ { }
C言語では、まとまりのある文を{}で囲んでブロック化します。関数
は必ず{}で囲み、ブロック化しなければなりません。

⑤ printf関数
6行目のprintfは画面表示を行う関数です。ここでは、「hello, 
world」という文字列を表示して改行しています。

⑥ return文
8行目のreturn 0;はOSに対し、正常終了を示す値0を返却します。
異常終了のときには、異常に応じた値を返却します。

2 22  Cプログラムのスタイル
　ずいぶんと難しい説明が続きましたが、最低限押さえておいてほしいの
は次のことだけです。あとは、学習を進めるうちに少しずつわかってきます。
① Cプログラムに最低限必要なのは次の部分です。

#include <stdio.h>
int main(void)
{
 return 0;
}
なお、printfなどの入出力関数を使わない場合には#include行は
不要です。

② 通常は小文字を用いて記述します。
特別な場合に大文字を使う場合もあります。
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2.2　Cプログラムの様式

③ 文の終わりにセミコロン（;）をつけます。
;を忘れるとコンパイルエラーになるので注意してください。

④ 字下げ（インデント）で見やすくします。
{}で囲んだブロックの中はブロックの外よりも何文字分か下げて書き
ます。これを字下げと呼びますが、通常はTabキーを使って入力しま
す。Tab幅の文字数はテキストエディタで指定することができます。
本書では紙面スペースの関係で2文字幅を用います。
int main(void)
{
    文 ;
}

⑤ 適切にコメントを記述してください。
適切なコメントを書き、見やすくわかりやすいソースコードにしましょ
う。

1  自分の名前を表示するプログラムを作成してください。☆
サンプルコード 実行結果例a2-2-1.c a2-2-1.exe

{}の中は字下げします

演習
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　Cプログラムの作成手順と概要がわかったところで、文字列を画面に表
示するプログラムをいくつか作ってみましょう。

3 12  2行以上表示する
　まずは、printf関数を使って複数行の文字列を表示するプログラムを
作成します。

自己紹介を表示してみましょう。

コメント（注釈）

01. /* 自己紹介を表示するプログラム */
stdio.hヘッダファイルの取り込み

02. #include <stdio.h>
03.

Cプログラムの入り口main関数

04. int main(void)
main関数の開始

05. {
 あいさつを画面表示
 標準出力関数("表示文字列　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改行");

06.  printf("はじめまして、菅原朋子です。¥n");
 住んでいるところを画面表示
 標準出力関数("表示文字列　　　　　　　　　　　 改行");

07.  printf("日本に住んでいます。¥n");
 好きな食べ物を画面表示
 標準出力関数("表示文字列　　　　　　　　　　　　 　　　　改行");

08.  printf("好きな食べ物は乳製品です。¥n");
09.

 main関数からOSへ正常リターン

10.  return 0;
main関数の終了

11. }

例
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2.3　文字列を画面表示する

サンプルコード 実行結果例s2-3-1.c s2-3-1.exe

　printfは標準出力関数です。通常、標準出力にはディスプレイが割り
当てられています。ですから、printfを使うと画面に文字列を表示する
ことができます。printfはダブルクォーテーション（"）で囲まれた文字
列を画面に表示します。
　s2-3-1.cでは、printfを3行使い、3行の文字列を表示しています。
printfが3行ですから、文字列も3行。当たり前といえば当たり前です
ね。
　では、6～8行目を次のように書き換えてみてください。

06. printf("はじめまして、菅原朋子です。");
07. printf("日本に住んでいます。");
08. printf("好きな食べ物は乳製品です。");

　実行してみると文字列が1行になってしまいましたね。では、次のよう
にすると今度はどうでしょう。

06. printf("はじめまして、¥n菅原朋子です。¥n");
07. printf("日本に住んでいます。¥n");
08. printf("好きな食べ物は¥n乳製品です。¥n");

　今度は5行表示されますね。どうも、printfの数だけ文字列を表示す
るわけではなさそうです。
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3 22  エスケープシーケンス（拡張表記）
　みなさんは、printf中の「¥n」の箇所で文字列が改行されることに気
がついていますね。この¥nは改行を行うエスケープシーケンス（拡張表
記）です。
　コンピュータで扱う文字には改行やタブのように目に見えない文字が存
在します。これらは、コンピュータの表記では欠かせないものですが通常
の文字で表現することはできません。そこで円マーク（¥）を用いて、¥n
や¥tのように表記するのです。

いろいろなエスケープシーケンスを用いたプログラムを書いてみま
しょう。

コメント（注釈）

01. /* エスケープシーケンスを確認するプログラム */
stdio.hヘッダファイルの取り込み

02. #include <stdio.h>
03.

Cプログラムの入り口main関数

04. int main(void)
main関数の開始

05. {
 タブの確認
 標準出力関数(" 　　　   タブ　　　     　表示文字列　　　　　　　　　　　　　　改行");

06.  printf("これは¥tエスケープシーケンスの確認です。¥n");
 "と'の確認
 標準出力関数("文字"  文字'　　　        表示文字列　　　　　　　　　　　　　　　　改行");

07.  printf("¥"も¥'もエスケープシーケンスで表示します。¥n");
 改行を使わない場合の確認
 標準出力関数("文字￥　　表示文字列　　 　");

08.  printf("¥¥nを使わないと");
 改行を使わない場合の確認
 標準出力関数("　　　　表示文字列　　　　　　　　　　　　改行");

09.  printf("1行に続けて表示されます。¥n");
 改行を使う場合の確認
 標準出力関数("文字¥　　　　　　　　　改行　　表示文字列　　 改行");

10.  printf("¥¥nを使うと、¥n改行します。¥n");
 バックスペースの確認
 標準出力関数("文字¥　　      表示文字列　　　　　　　　　　");

11.  printf("¥¥bでは表示位置を戻します。");
 バックスペースの確認
 標準出力関数("　 後退  後退  後退   後退  後退  後退  ");

12.  printf("a¥bb¥bc¥bd¥be¥bf¥bg");

例
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2.3　文字列を画面表示する

 警告音の確認
 標準出力関数("改行　　　 表示文字列　　　　　     文字? 警告 警告 警告 警告 警告");

13.  printf("¥n警告音も聞こえますか¥?¥a¥a¥a¥a¥a");
14.

 main関数からOSへ正常リターン

15.  return 0;
main関数の終了

16. }

サンプルコード 実行結果例s2-3-2.c s2-3-2.exe

（タブ） （改行）
（改行）
（改行）

（改行）
（改行）

（この位置に続けてb, c, d, e, f, gと表示）（改行）
（警告音を5回鳴らす）

　このプログラムにはたくさんのエスケープシーケンスが使われていま
す。「¥」、「"」、「'」などの機能文字も一般の文字と区別をするために「¥"」
のようにエスケープシーケンスで示します。
　代表的なエスケープシーケンスを表にまとめてみましょう。

表2-3-1　主なエスケープシーケンス

表記 意味

¥n 改行 ：次の行の先頭に移動する

¥t 水平タブ：次の水平タブ位置に移動する

¥b 後退 ：現在行で前に移動する

¥f 改頁 ：次の論理ページの先頭に移動する

¥r 復帰 ：現在行の先頭に移動する

¥a 警告 ：警告音を鳴らす

¥¥ 文字¥ ：円マーク

¥' 文字’ ：シングルクォーテーション（一重引用符）

¥" 文字” ：ダブルクォーテーション（二重引用符）

¥? 文字? ：クエスチョンマーク

¥0 空文字 ：文字列終了コード
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1   次の実行結果例のようになるように、文字列をprintfで表示
してください。☆

サンプルコード 実行結果例a2-3-1.c a2-3-1.exe

（タブ） （タブ）
（タブ） （タブ）（タブ）
（タブ） （タブ）

（警告音）

再確認！ 情報処理の基礎知識

　標準出力関数の説明をしたところで、コンピュータの5大装置
について確認しておきましょう。
　コンピュータは、入力、記憶、演算、制御、出力の5つの装置
から構成されています。これをコンピュータの5大装置といいま
す。
① 入力装置：
　  入力装置は人間の目や耳に相当し、コンピュータは入力装置か
らデータを入力します。キーボード、マウス、イメージスキャ
ナなどが該当します。

② 記憶装置：
　  人間の脳の記憶部分に相当し、入力されたデータを記憶する装
置です。

　  主記憶装置（メモリ）やハードディスクなどの補助記憶装置が
該当します。

③ 演算装置：
　  人間の脳の思考部分に相当し、データの演算を行います。次の
制御装置と共にCPU（中央処理装置）が該当します。

演習

コンピュータの5大装置
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2.3　文字列を画面表示する

④ 制御装置：
　 人間の中枢神経に相当し、他の4つの装置を制御します。
⑤ 出力装置：
　  人間の手や口に相当し、処理したデータを外部に出力する装置
です。ディスプレイやプリンタなどが該当します。

入力装置

演算装置

出力装置

CPU

記憶装置

主記憶装置

プログラム

データの流れ
制御の流れ

制御装置

補助記憶装置
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　コンパイル前にソースファイルに対して前処理を行うのがプリプロセッ
サです。プログラムコード中の#ではじまる行は、プリプロセッサ指令と
呼ばれ、プリプロセッサに指示を与えます。

4 12  #include
　#includeの場合は、< >や ""で囲んで記述したヘッダファイルを、そ
の位置に挿入（インクルード）します。

図2-4-1　#includeの動作例

include
ファイル
xxx.h

ソース
ファイル
xxx.c

include部分

………………
ソース部分

オブジェクト
ファイル

オブジェクト
ファイル

ライブラリ
ファイル

実行ファイル

プリプロセッサによる前処理

コンパイル単位

リンク

コンパイル
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2.4　プリプロセッサ指令

構文 #include
① #include　<ファイル名>
② #include　"ファイル名"

① 標準ヘッダファイルのインクルード
printf関数のようにC言語の処理系（P.32参照）に用意されている関
数を標準ライブラリ関数（6章参照）と呼びますが、標準ライブラリ関
数を使用するには、関数ごとに決められた標準ヘッダファイルをイン
クルードしなければいけません。
標準ヘッダファイルは<>で囲んで、
#include <stdio.h>
のように記述します。#include指令によって、<>で囲まれた標準
ヘッダファイルが標準ディレクトリから検索されインクルードされま
す。通常、「include」という標準ディレクトリが用意され、そこに
標準ヘッダファイルが格納されています。

② ユーザー定義のヘッダファイル
一方""で囲まれたヘッダファイルは、通常、ユーザー定義のヘッダ
ファイルです。標準ライブラリ関数とは別にユーザーも関数を作るこ
とができますが、そこでの関数プロトタイプ宣言（P.263参照）やマクロ
定義（P.32参照）などが多い場合にはヘッダファイルを作成しそれらを
記述します。
ユーザー定義のヘッダファイルは""で囲んで、
#include "myheader.h"
のように記述します。""で囲まれたヘッダファイルの場合は、一般に、
まずソースファイルのあるディレクトリが検索されます。そこにない
場合には標準ディレクトリが検索されます。

このようにヘッダファイルの記述を分けるのは、標準ディレクトリを特
別扱いし、標準ヘッダファイルの誤った変更や削除を防止するためです。
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処理系依存
　システムを開発していると、処理系依存という言葉をよく耳にしま
す。本書でも、処理系依存として説明する部分がいくつかあります。
　処理系とは、広い意味ではコンパイラやOS、CPUまでを含めた開
発環境のことをいうのですが、一般的にはコンパイラを意味します。
特に処理系依存という場合には、コンパイラによる定義や解釈の違い
を指すことが多いようです。そもそもコンパイラ自体がCPUやOSに
依存していますし、コンパイラにはその開発会社による独自の設計思
想が反映されていますので、ANSI規格外の部分では違いが出てくるの
です。

4 22  #defi ne

　プログラミングでは、「マジックナンバーは使わない」という鉄則があ
ります。マジックナンバーといっても野球の話ではありません。プログラ
ミングの世界では、何の前触れもなく、いきなり使われる数値を通称マ
ジックナンバーと呼びます。
　マジックナンバーの使用を避けるためにC言語では数値にマクロ名をつ
けます。そして、コンパイルの前処理で#defi neを使い、マクロ名を数
値で置き換えます。これをマクロ定義と呼びます。

構文 #defi ne

#define　マクロ名　置換文字列

マクロ名LIMITを100で置き換えます。

 #define LIMIT 100    /* 限界値 */

例
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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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