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3

はじめに：
 なぜ Visual C#か、
 なぜ画像処理と数値計算か

「Visual C++の勉強部屋」との関連 

筆者は、2000年ごろから、ウエブサイト「Visual C++の勉強部屋」（http://

homepage3.nifty.com/ishidate/vcpp.htm）で、Microsoft社の統合開発環
境（IDE）によるC++プログラムの作成方法を紹介してきた。そこでは、プログ
ラミングの基礎や文法には重点を置かず、とにかく作ってみて、代表的な数値計算
アルゴリズムを体験してみたり、電気回路や電子回路の動作を確認してみたり、興
味ある図形を描いてみたり、と電気・情報系の学生、若手技術者に、楽しみながら、
プログラムに親しんでもらおうと努めてきた。
やがて、画像処理や画像認識に範囲を広げていったが、この分野は、高度な処理
機能を持ったソフトウェアが商業的に販売され、実用化されており、個人レベルで
容易にこなせるものではない。そこで、この分野も基礎的で、原理を理解し、楽し
んでもらうことを目的に紹介してきた。その結果、余り難解でない入門用として広
く親しまれてきた。
ところが、Visual Studio Express 2012、Visual Studio Express 2013になっ

てから、情勢が変わった。これらで「Visual C++の勉強部屋」をさらに継続・発
展させようとすると、Win32プロジェクトが中心になってしまい、気軽なプログ
ラム開発という、最初の趣旨から離れてしまうことになった。

なぜ Visual C#なのか 

古くは、C言語が開発言語の中心であり、永らく用いられてきた。しかし、プロ
グラム開発が、工場生産のごとく、多人数、多グループで、効率的に行われるよう
になり、オブジェクト指向のC++が重宝されるようになった。
一方、ユーザから見た環境では、マウスを使ったインタラクティブ（会話的）な
ものになり、プログラム開発側も、OSが提供するコントロール部品に関連するコー
ドの量が増えてきた。

なぜ Visual C#か、なぜ画像処理と数値計算か
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つまり、C言語が、CPUのレジスタ・レベルとコミュニケーションできることで、
その地位を得た時代から、その後の言語は、人とのコミュニケーションをいかにう
まく図れるかが重要視される時代に、移ってきたのである。
最近のMicrosoft社のVisual Studioに対する動きを見ていると、それは、も
はやVisual C++ではなく、比較的似ているVisual C#でしかない、ということ
になる。
プログラム言語は、その名の通り、英語などの言語に似ている。C++を英語（British 

English）とすると、C#は米語（American English）なのかもしれない。C++

からC#に移るのは比較的簡単で、その逆もいえる。
優れた統合開発環境と、豊富なクラスライブラリを持つ .NET Frameworkを

共に使用でき、しかも従来のC++の知識が十分活用できるのは、Visual C#とい

うことになる。

なぜ画像処理なのか 

最近、クルマの自動運転が話題になっている。衝突防止装置や、道路標識認識シ
ステムも、実用化されつつある。犯罪捜査では、監視カメラが活躍し、医療では、
MRIやCTなどによる画像診断が必須である。銀行ＡＴＭも、入出国管理も、生
体認証技術が利用されている。
これらは、すべて画像認識技術の応用であり、この前段階としての画像補正や特
徴抽出には、高度な画像処理が使用されている。すなわち、情報処理技術の応用分
野において、画像処理の比重は非常に高くなっているのである。
一方、ハードウエア面から見ると、CPUの高速化、マルチコア化によって、処
理能力は飛躍的に向上し、メモリの低廉化、大容量化と共に、より複雑で大量の画
像処理が可能になった。
個人レベルで画像処理を見ると、自分がデジカメで撮影した画像を、自分で作成
したプログラムで独自に加工する、いわば、手作りの楽しみを味わうことができる。

数値計算が面白い 

数値計算の歴史は古い。多くは、精度向上と計算時間短縮の相反する目標との戦い
であり、難解なアルゴリズムも増えた。しかし、最近の高速CPUの出現により、直
接的で理解しやすいプログラムでも、十分使用に耐える結果を得られるようになった。

はじめに
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数値計算の対象は、本来、アナログな現象である。古くは、計算結果を数値のプ
リント出力（ディジタル）で得るのが普通であったが、現在は、やはり、高速
CPUのお蔭で、図形や画像でのアナログ的出力が即時に得られ、現象を理解しや
すくなっている。
つまり、数値計算は、現在では、特別な技巧を要さず、直感的な結果が容易に得
られる便利なツールに生まれ変わったのである。したがって、実験データの整理や、
電気回路の動作理解に、気軽に数値計算を活用して欲しい。見違えるような論文や
レポートになることは間違いない。
ここで紹介した等角写像は、複素数計算の神秘的な面をのぞかせている。ここで
は紹介していないが、複素数計算によるMandelbrot やJulia などの図形描画も
面白い。

基礎もしっかりと、その他への応用も 

Visual Studio Express 2013は、非常に優れた開発環境である。ここでは、入
門者が必ず通るコンソールアプリケーションをはじめ、Visual C#が得意とする
Windowsフォームアプリケーションの基礎も紹介する。
主なコントロール部品の使い方を、理工系技術者が興味を持てる内容で解説して
いるので、「Visual C++の勉強部屋」と併せて利用していただければ、その他の
応用にも、十分お役に立てると思われる。
語学の学習は、いきなり、難解で面白くない文法書を読むのではなく、自分の好
きな易しい読み物を読むことから始めるべきである。そして、ある程度理解して、
使えるようになったら、文法書を読んで、頭の中を整理すると良い。
本書が、皆さんにとって、易しい読み物であることを願う。

使用した環境
Microsoft社のサイトからダウンロードした、Visual Studio Express 2013 

for Windows Desktopを、Windows 8.1 OSと、中級程度のCPUで使用し、
すべてのプログラムの動作を確認してある。

なぜ Visual C#か、なぜ画像処理と数値計算か
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1.1 入門編 1：
 コンソールアプリケーション
 を始める

1.1.1　コンソールアプリケーション 

コンソール アプリケーションは、「コンソール・ウィンドウ」（略してコンソール）
を使用するもので、入力はキーボードから、出力はコンソール画面への文字出力に
限られる。しかし、これでも、プログラムの中心部分である計算、判断などの処理
の習得と動作の確認には十分である。プリンタへの出力や、グラフィック表示はで
きない。

1.1.2　プロジェクトの新規作成 

1）「Visual Studio 2013 Express for Windows Desktop」（以 後、「Visual 

Studio」と略す）を起動する（デスクトップからアイコンをダブル・クリック
するなどして）。

図1.1.1 起動すると最初に開く「スタートページ」ウィンドウの一部
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2）図 1.1.1 に示すスタートページが開く。プロジェクトを作成すると、左側の「最
近使用したファイル」欄にプロジェクト名が表示される（この図は、すでに使用
し始めてからのもの）。

3）スタートページで、「開始」欄の「新しいプロジェクト」をクリックすると、
図 1.1.2 で示す「新しいプロジェクト」ウィンドウが開くので、左欄で「Visual 

C#」→「Windows」を選択し、右欄で「コンソールアプリケーション」を選
択する。

　下方の「名前」欄に希望するプロジェクト名を入力し（自動的につけられるデフォ
ルトの名称でも良い）、特別の意図がないかぎり、「場所」は、デフォルトのまま
にしておく。自動的に、「ソリューション名」欄が入力されるので、「ソリューショ
ンのディレクトリを作成」のチェックはそのままにして、「OK」をクリックする。

4） 「Visual Studio」のウインドウが開き、中央のコードエディタ部には、図 1.1.3 
に示すように、Program.cs が表示され、スケルトンの（骨格だけの）プログ
ラムができている。何らかの理由で、これが表示されていないときは、右側のソ
リューションエクスプローラーで、「Program.cs」をダブル・クリックする。
　Visual C++のWin32アプリケーションで見られた、_tmainとか_TCHAR*など

がない。これは、.NET FrameworkがUnicodeになっており、それを全面的
に使用するVisual C#が、Unicodeに文字コードを暗黙的に限定しているから
である。また、文字列　"    " の前に付ける「L」も必要ない。

図1.1.2 最初に開く「新しいプロジェクト」ウィンドウ

1.1入門編１：コンソールアプリケーションを始める
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大部分のプログラムでは、上部のusingに続く名前空間は、Systemのみで十分で、
他は削除しても良い。また、Main( )の引数は、引数を与えてプログラムを起動す
るためのもので、一般的には使用しないので、( )内を空欄またはvoidに書き換え
ても良い。
画面右側のソリューションエクスプローラー部には、図1.1.4に示す「ソリューショ
ン’ConsoleApplication1’」ができており、「Program.cs」がソースファイル
である。もし、ソリューションエクスプローラーが表示されていないときは、メニュー

図1.1.3 開いたコードエディタ部にできているスケルトンプログラム

図1.1.4 ソリューションエクスプローラーの内容
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から、「表示」→「その他のウィンドウ」→「ソリューションエクスプローラー」
を選択する。

1.1.3　プログラムの作成 

コードエディタ部で、「static void Main()」の中の {と } の間にプログラム（ソー
スコード）を記述する。 プログラムの構造にしたがって、自動的に字下げが行わ
れる。また、入力未完了などで、文法的にエラーがある場合には、赤い波線のアン
ダーラインで注意を促してくれる。
図1.1.5は、コンソールアプリケーションのプログラム例で、どのようなことが
できるかを示すためのものである。具体的には、次のことを行っている。

図1.1.5 コンソールアプリケーションのプログラムの一例

1） コンソール上部のタイトルバーに文字を入れる--- Console.Titleに文字列を代
入する

2） 文字列を表示し、改行しておく--- Console.WriteLine( )の括弧の中に "  " で

囲んで記入する

1.1入門編１：コンソールアプリケーションを始める
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3） 改行だけをする--- Console.WriteLine( )の括弧を空欄にしておく
4） 文字列を表示し、改行しない --- Console.Write( ) の括弧の中に "  " で囲んで
記入する

5） コンソールに入力した文字列を読み取る --- Console.ReadLine( )で得られる
6） 文字列を数値に変換する--- int.Parse(string1)などを使う（int以外に 、

doubleも使える） 
7） 書式を指定して、数値をコンソールに表示する --- Console.WriteLine( )で、
書式指定文字列（文字列と書式指定文字列（{0}や{1}など）を使う

1.1.4　プログラムのビルド（コンパイルとリンク） 

1）メニューから、「ビルド」→「ソリューションのビルド」を選択する。
2）画面の下部の出力ウィンドウにエラーや警告が表示される。警告は、無視する
ことができるが、エラーがある場合には、プログラムを実行させることができな
い。図1.1.6は、ConsoleApplication1が正常にビルドされたことを示す例で
ある。

図1.1.6 エラー無くビルドできたことを示す「出力」ウィンドウの一例

3）エラーや警告が表示された場合には、その理由を示す説明文の場所にカーソル
を持って行きダブル・クリックすると、コードエディタの該当部分の左端に印が
表示される。行番号を付けてあれば、行番号で指摘してくれる（行番号の付け方
は、1.1.8 項で説明する）。ただし、コンパイラが解釈を誤って、別の場所を指
摘する場合がある。

4）修正して、再び「ビルド」→「ソリューションのビルド」を選択する。
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1.1.5　プログラムの実行 

1）メニューから「デバッグ」→「デバッグなしで開始」を選択する（「Ctrl」＋「F5」
でも良い）。

2）プログラムが実行される。図1.1.7は、プログラム実行時の画面で、コンソー
ルが開き、プログラムの実行結果が示されている。 

図1.1.7 プログラムの実行結果

1.1.6　プログラムの保存 

ビルドを行うと、自動的にプログラムが格納される。ビルドに成功しないまま
「Visual Studio」を閉じようとすると、「以下の項目への変更を保存しますか？」
のウインドウが現れるので、「はい」をクリックする。
「Visual Studio」のメニューから、「ファイル」→「すべてを保存」を選択して
も良い。

1.1.7　既作成のプロジェクト（プログラム）を呼び出し、
 必要に応じて再編集し、実行させる 

◎ 最近作成したプロジェクトの場合
スタートページの「最近使用したファイル」から、希望するプロジェクトをクリッ
クする。

1.1入門編１：コンソールアプリケーションを始める
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◎ 古いプロジェクトで、「最近使用したファイル」に見当たらない場合
1）スタートページの左側の「プロジェクトを開く」をクリックする
2）「プロジェクトを開く」ウィンドウが開くので、該当するプロジェクトのフォ
ルダをダブルクリックして展開する。

3）「<プロジェクト名>.sln」を選択し、「開く」をクリックする。

上記いずれかの方法を用いると、 統合開発環境のウィンドウが開き、コードエディ
タ部にプログラムが表示されるので、必要に応じて変更し、ビルドし、実行する。

1.1.8　コードエディタに行番号を付ける方法 

プログラムにエラーがあった場合には、エラーメッセージが行番号で教えてくれ
るので、行番号を付けておくと、便利である。

1）  メニューから「ツール」→「オプション」を選択する。
2）  図1.1.8のような「オプション」ウィンドウが開くので、「テキストエディタ」
→「C#」と選択し、右の「設定」欄の「行番号」にチェックをつけて、「OK」
をクリックする。

図1.1.8 行番号設定のための「オプション」ウィンドウ
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まとめ 

・ プログラムは、自動的に作成されるスケルトン（空）プログラムの
staic void Main(  )

 の中に記述する

・ タイトルバーに文字を入れる場合には、
Console.Title="      ";

 を使用する。

・ キーボードから入力したものは文字（文字列）なので、計算で使用するときには、
int.Parse(string1);

 などで、数値化する必要がある。

・ 計算結果などの数値をコンソールに出力するには、原則として、
a.ToString;

 などで、文字列化する必要がある。

・ WriteLine( )を使うと、自動的に数値を文字列に変換することができる。

メ　モ 

・ コードエディタに行番号を付けておくと、エラーや警告に対して、チェックする
のに楽である。

・ 文字コードはUnicodeとの、暗黙の了解がある。

1.1入門編１：コンソールアプリケーションを始める
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1.2 入門編 2：
 コンソールに文字を表示し、
 ファイルに出力する
理工系の技術者や学生にとって、コンピュータは計算をして、結果を数値で求め
る道具であり、結果は、表形式で表すと見やすい。
表を作成する場合には、書式（フォーマット）を揃えることが重要で、一般に、

1）整数値の出力は右詰めにすること、
2）実数値の小数点の位置を揃えること、
3）小数点以下の桁数を揃えて四捨五入すること、

などが要求される。これらには、.NET FrameworkのString.Formatメソッドが

便利である。
計算結果は、パソコン上で見るだけではなく、ファイルに保存し、印刷したり、
表計算ソフトにデータを移してグラフ化したりできると便利である。これらの目的
でファイルに出力する方法についても述べる。

1.2.1　数値を文字列として画面に表示する 

 いろいろな方法 

任意のデータ型の変数をaとすると、下記の方法で文字列化でき、表示できる。いっ
たん、Stringクラスの変数string1に代入する方法は、コンソールアプリケーショ
ン以外の、Windowsフォームアプリケーションなどでも使用できる。

1） データ型変数を、明示的に文字列に変換しないで、直接そのまま使用する。
　一番簡単な方法で、数値を文字列化したものと普通の文字列とを混在させること
もできる。
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Console.WriteLine(a);

　は、aが整数でも実数でも使用できる。

String string1=""+a;

Console.WriteLine(string1);

　も使える。string1にaのみを代入する String string1=a;はエラーに なる。""

のような空の文字列をaの前または後に加えておくと良い。

2） ConvertクラスのToStringメソッドを使う。

Convert.ToString(a);

　も使えるが、特にメリットはない。

3） 各データ型クラスのToStringメソッドを使って、文字列に変換する。
　書式指定はできるが、文字列の占有桁数指定ができないので、右詰めができない。

String string1=a.ToString();

Console.WriteLine(string1);

　または、

Console.WriteLine(a.ToSTring());

　のようにして使用する。
　ToString()の括弧内には、書式指定のための引数を入れることができる。技術
計算に有用なものを下記に示す。

ToString() 引数なしの場合は、整数は、符号を含めてすべて、実数は double
型は有効数字 15桁、 型は 7桁

ToString("D") 10進数の意、整数に対しては引数なしと同じ、実数では実行時エラー

1.2入門編 2：コンソールに文字を表示し、ファイルに出力する
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ToString("Dq") q桁で表示し、頭に 0が付く（一種の右詰めではあるが、頭に 0が
付く）

ToString("E") 指数表示の意、仮数部は小数点以下 2桁（デフォルト）

ToString("Eq") 仮数部は小数点以下 q桁

ToString("F") 固定小数点の意、小数点以下 2桁（デフォルト）

ToString("Fq") 小数点以下 q桁

ToString("#,##0") 整数の 3桁区切り（数値が 0の場合には、1桁だけ 0を表示する）

4）StringクラスのFormatメソッドを使って文字列に変換する。
　String.Formatメソッドは、C言語系のprintfと同等な機能を持っている。下
記は最も簡単な用法を示し、{ }内は変数の並び順である。

string1=String.Format("A={0},  B={1},  A+B={2}",a,b,a+b);

　より細かく指定する場合には、{ }の中に符号を含む占有桁数（フィールド幅）、
整数、実数、指数表示などの種別を指定する記号（D、E、Fなど）、表示桁数ま
たは小数点以下の桁数または有効桁数を記すことができる。
　{ }の中を{n,p:Aq}で表すとすると、以下の指定ができる。

n
変数の並び順（インデックス番号）、省略できない

p
占有桁数（コンマ、ピリオド、マイナス、空白を含む）、省略された場合、また
は桁数不足の場合は、符号を含めてすべてを左詰めで表示

A 表示形式、省略された場合は、自動的に最適の形式が選ばれる

D 10進表示、整数に限る、実数はエラーになる

E 指数表示

F 固定小数点表示

q

表示形式 D との併用の場合（Dq のように）、 頭に 0 を付けた、マイナス記号を
除く桁数（デフォルトは 0 が付かないでそのまま） 
表示形式 E との併用の場合（Eq のように）、仮数部の小数点以下の桁数（デフォ
ルトは 6）
表示形式 F との併用の場合（Fq のように）、小数点以下の桁数（デフォルトは 2） 
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　結局、数値計算の出力に最も実用的なものは、

 [例]

{n,9:F2} C言語形式の %9.2f に相当

{n,5:D} C言語形式の %5d に相当 ( {n,5} のように省略することもできる )

　である。

1.2.2　書式指定文字列の例としての数表の作成 

以上の説明のように、String.Formatメソッドを用いて文字列string1を作成し、
Console.WriteLineメソッドでstring1を書き出せば、数値計算結果の作表ができ
る。しかし、実際には、途中に文字列 string1を介さないで、直接、Console.

WriteLineメソッドを使用しても、同等の結果が得られる。実例を図1.2.1に示す。

図1.2.1 数表作成のプログラム

Console.Read(); は、「続行するには…」の表示を抑えるために使用している。
その代わり、終了させるには「Enter」などのキー入力を2回行う必要がある。
図1.2.2は実行結果である。

1.2入門編 2：コンソールに文字を表示し、ファイルに出力する
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図1.2.2 得られた結果

1.2.3　計算結果をファイルとして保存する方法 

単純なコンソールアプリケーションでは、計算結果がコンソールに表示されるだ
けで、保存できない。したがって、ここではコンソールに書き出す代わりに、ファ
イルに書き出す方法を紹介する。
図1.2.3はファイルに書き出すプログラムで、StreamWriterクラスの名前空間と
して、System.IOを指定しておく。出力したいファイルの名称は、new 

StreamWriter(<パス名、ファイル名>)、で指定する。すでに同名のファイルが存
在する場合には上書きし、存在しなければ新たに作成する。
単に、"NumberTable.txt"とした場合には、以下に保存される。

ドキュメント /Visual Studio 2013/Projects/<プロジェクト名>/<プロジェク
ト名>/bin/Debug/

StreamWriterクラスのオブジェクトをswriter1としておき、従来のConsole.

WriteLine()の代わりに、swriter1.WriteLine()を使ってファイルに書き出す。
最後に swriter1.Close(); でストリームを閉じ、バッファーをフラッシュする。
ここでは、string1を生成してから、WriteLine()を用いたが、図1.2.1の場合
と同様に、WriteLine()の引数で書式指定しても良い。
このプログラムを実行しても、コンソール上には、数表は表示されない。できた
ファイルは任意のエディタで開くことができるが、文字コードを「Unicode(UTF-8)」
に設定できないと日本語の文字化けが生じる。印刷したい場合には、エディタの機
能を利用する。
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