






注　意
● 本書での説明は、Mac OS X（10.10.5）およびWindows 7を使用して行っています。使用している環境やソフトのバージョンが異なると、画
面が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

● 本書に登場するハードウェアやソフトウェア、ウェブサイトの情報は本書初版第1刷時点でのものです。執筆以降に変更されている可能性が
あります。

● 本書の制作にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社のいずれも、本書の内容に関して何らかの保証をするものではなく、
内容に関するいかなる運用結果についても一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

● 本書中の会社名や商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。本書中ではTMおよびⓇマークは省略させていただいております。

■本書のサンプルファイルについて
本書のなかで使用されているサンプルファイルは以下のURLからダウンロードできます。

http://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839960247.html

● サンプルファイルのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

● サンプルファイルはすべてお客様自身の責任においてご利用ください。サンプルファイルを使用した結果で発生し
たいかなる損害や損失、その他いかなる事態についても、弊社および著作権者は一切その責任を負いません。

● サンプルファイルに含まれるデータやプログラム、ファイルはすべて著作物であり、著作権はそれぞれの著作者に
あります。本書籍購入者が学習用として個人で閲覧する以外の使用は認められませんので、ご注意ください。営利
目的・個人使用にかかわらず、データの複製や再配布を禁じます。

■本書中の文字の色について

 プログラムの囲みの中で、右のように文字自体に色が付いている場合は、
Pythonが表示させている箇所であることを示します。読者のみなさんが
入力をする必要はありません。

 プログラムの囲みの中で、右のように文字にマーカーが引いてある場合
は、そのプログラムの中で重要であったり、後で説明が出てくる箇所で
あったりすることを意味しています。

■「後から読んでも大丈夫」マークについて

 右のようなマークがついているところは、少し内容が高度なところです。
初めて本書を読むときには難しいかもしれないので、よく分からなかっ
たら飛ばしておいて、少しPythonに慣れてから、また読み直してみてく
ださい。マークがついていなくても、難しく感じるところがあったら、そ
こは飛ばして先に進み、折を見て見返してみると良いでしょう。
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chapter
1-3それでは、はじめてのPythonプログラムを入力してみましょう！  といっても、REPLなら、Pythonを簡単な電卓

として使うことができるのです。

まず、REPLを起動すると、REPLが起動したことを表す3つの大なり記号「>>>」が表示されます。この記号が出て

いたら、Pythonに指示を与えることができるという意味です。

本書では、REPLを使ってPythonの動作を確認することが多いので、もう一度確認しておきましょう。REPLにおい

て「>>>」から始まる行が人間が手で入力するプログラム部分で、その下にあるのがPythonの応答です。REPLを

使うと即時プログラムが実行されて、実行結果が表示されるのです。

REPLを電卓として使ってみよう

では、ここに「3 + 5」と入力してみましょう。そして、最後に［Enter］キーを押してください。すると、Python

がそれに答えて、8という答えを返してくれます。なお、以下のスクリプトの色がついているところは、Pythonが返

す結果です。

動作を確認するために、もう一度、足し算を計算させてみましょう。

難しくありませんね。それでは、もう少し複雑な計算もさせてみましょう。ちなみに、かけ算はアスタリスク「*」で、

割り算はスラッシュ「/」を使います。

では、もし、足し算とかけ算を同時に計算させるとどうなるでしょうか。

Pythonが返した計算結果を見ると「14」です。

ここから、足し算よりもかけ算が優先されたことに気づいたでしょうか。

>>> 3 + 5
8

REPL

>>> 111 + 222
333

REPL

>>> 2 + 3 * 4
14

REPL

>>> 2 * 5
10
>>> 10 / 2
5.0

REPL

035

chapter
2-2

Pythonで変数に値を記憶するには「変数名 = 値」と記述します。そして、変数に記憶されている値を使うときには、

変数名を指定します。

Pythonで変数を使うには？

このようにして、変数にいろいろな値を代入することができます。

REPLを起動して、変数の動きを試してみましょう。

>>> price = 1200  # ← 変数「price」に1200を代入 
>>> print(price)  # ← 変数「price」の値を参照
1200

REPL

文字種類 実際の文字 利用例

アルファベット a～z、A～Z price、point

数字（2文字目以降） 0～9 plan3、test2

アンダースコア _ orange_price、a_pt

漢字・ひらがな・カタカナ 漢字、あ～ん、ア～ン 値段、ポイント

ギリシャ文字 αβδ α、β

変数名には、アルファベット（aからz、AからZ）と数字（0から9）、アンダースコア（ _）に加えて、漢字やひらがな・

カタカナ、ギリシャ文字が使えます。ただし、数字から始まる変数名は使えません。

REPLを使って、試してみましょう。

このように、いろいろな変数を定義して利用することができます。ただし、数字から始まる変数名は使えないという

点だけ覚えておきましょう。また、変数名は、アルファベットの大文字と小文字を別のものとして扱います。

>>> FlowerPrice = 300 # ← 大文字と小文字を混ぜられます
>>> flowerPrice = 300 
>>> flower_price = 300 # ← アンダーバーも使えます
>>> 花の値段 = 300 # ← 日本語も使えます
>>> β = 30 # ← ギリシャ文字も使えます
>>>
>>> print(flower_price) # ← 変数を参照したところ
300
>>>
>>> 30sai = 300 # ← 数字から始まる変数名は使えない？
  File "<stdin>", line 1
    30sai = 300
        ^
SyntaxError: invalid syntax # ← 確かに使えません！ 文法エラーが出ました

REPL

141

chapter
3-6

Pythonは先進的な機能をたくさん持っています。このイテレータとジェネレータもその1つの機能です。

まずは、イテレータ（iterator）から見ていきましょう。これは、日本語にすれば「反復子」となり、値を1つずつ順

に取り出すための仕組みです。とはいえ、それほど難しいものではありません。もう、皆さんは実際に、イテレータ

の機能を使っているからです。イテレータの代表的な利用例がfor構文なんです。forを使って繰り返し処理を行う

方法については、すでに何度も紹介しています。

そして、ジェネレータ（generator）というのは、独自のイテレータを手軽に作成する便利な仕組みです。具体的には、

関数の中でyield文を利用すると、関数の実行状態を保ったまま、途中で別の処理を実行することができるというも

のです。どちらも、理解すると便利なものなので、実際のプログラムで動作を確認していきましょう。

ここまで、for構文を利用する際には、range()関数やリストを用いてきました。簡単におさらいしてみましょう。

イテレータと
ジェネレータについて

Chapter 3-6

●イテレータとジェネレータについて

●イテレータを自作してみよう

●yieldについて

この節のポイント

イテレータとジェネレータについて

for構文が繰り返し実行される仕組み

# （1） range()関数を使う場合
for i in range(1, 4):
    print(i)

print("---")

# （2） リストを使う場合
nums = [2, 4, 6]
for i in nums:
    print(i)

テキストエディタ fi le: src/c3/for-test.py

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

この項目は、
後から読んでも
大丈夫だよ！



III

本書は今、熱い注目を集めている、プログラミング言語Python（パイソン）の入門書です。
これからPythonでプログラミングを学びたいと思っている皆さんに向けて書きました。
Pythonはどんなプログラミング言語でしょうか。Pythonの良いところは、手軽に実用的
なプログラムが作れるところです。学習が容易でありながら生産性が高いことでも有名
です。そのため、プログラミングの初心者からその道のプロまで、幅広い層に支持され
ているプログラミング言語です。誰でも無償で利用できて、WindowsやMac OS X、
Linuxと、メジャーな環境でも使うことができます。すでにPythonは多くの分野で使わ
れており、実績も多くあります。世界有数の企業（有名なところでは、Google）が、積極
的にPythonを採用してきました。
そうした点から見ても、十分にPythonを学ぶ価値があります。とはいえ、これまで日本
では、プログラミング言語のRubyの人気に押され気味でした。しかし、科学分野や深層
学習（ディープラーニング）、Web開発でのPython利用が加速したため、今や、Python

熱風は世界をはじめ日本でも大きく吹き荒れているのです。ですから、専門書や資料が
増えている今が一番Pythonを始めるのに適していると言えるでしょう。

プログラミングができると、仕事や生活を、より豊かにすることができます。プログラミ
ングは、実用的で便利で、何より、楽しいものです。本書では、基本的なPythonの使い
方を、実用的なサンプルと共に紹介しています。何事も、最初の一歩が肝心です。ぜひ、
楽しくPythonを学んでいきましょう！

・対象読者
これからプログラミングを始めたい人
本格的なPythonプログラミングを始める前に基本を抑えたい人
Pythonについて一通り知りたい人

・謝辞
本書は、次の皆さんの協力により、より楽しく、より分かりやすい本になりました。こ
の場をお借りして、改めて感謝致します。

マイナビ出版 伊佐知子さま、溝口良伸さま、EZNAVI.net（望月まさと）さま、
杉山陽一さま、totomodsさま

はじめに
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私たちがコンピュータを操作するとき、通常は、何か

しらのアプリケーションを利用します。Microsoft

のExcelやWordも、アプリケーション（以後、アプ

リと略します）です。スマートフォンの通話アプリや

ゲームやメッセージツールもアプリです。私たちがコ

ンピュータに直接命令を出すことは、今ではほとんど

ないでしょう。私たちはアプリを通して、さまざまな

サービスを利用します。

そして、アプリを作成するのに利用するのがプログラ

ミング言語です。Pythonはプログラミング言語の中

でも、「スクリプト言語」と言って、手軽に使えるプ

ログラミング言語の1つです。スクリプト（英語：

script）というのは、台本という意味です。例えて言

うなら、コンピュータは演劇の舞台です。その上で動

くPythonのプログラムは、さながら、俳優や女優で

す。そうです、私たちが書いた台本通りに、プログラ

ムは舞台となるコンピュータの上で動くのです！　プ

ログラマーの多くはプログラミングを楽しいと感じて

います。それは、思い通りに、舞台を演出する監督の

気分を味わうことができるからです。

プログラミングやP
パ イ ソ ン

ythonについて

Chapter 1-1

●プログラミングがどんなものか知っておこう

●本書の読み方を知っておこう

●「Python」の特徴を知っておこう

この節のポイント

プログラミングとは？

図1-1-1　Pythonは台本通りに動く役者
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本書を通してプログラミングを学ぶことができます。プログラミングができると、どんな良いことがあるでしょうか？ 

大きく3つのメリットがあります。

●プログラミングによって仕事を自動化できる

●論理的思考力（ロジカルシンキング）を培うことができる

●問題解決のためのスキルを向上させることができる

プログラミングができれば、さまざまな仕事を自動化することができます。つまりPythonを利用して、身の回りの

さまざまな定型作業を自動化できます。どんな仕事をするにしても、今では、コンピュータを使わない仕事はありま

せん。そして、コンピュータを使うのであれば、プログラミングができることで、仕事の質を大きく向上させること

ができます。ちょっとした作業でも効率よく自動化することができるからです。ですから、プログラミングができる

人と、できない人では、仕事の質、また、人生の厚みが異なると言っても良いかもしれません。

また、プログラミングを通じて、「論理的思考力」（ロジカルシンキング）を鍛えることができます。これは、プログラ

ミングだけでなく、大きく人生の役に立ちます。そもそも、論理的思考力とは、物事を成し遂げるために必要となる

事柄を、列挙・整理し、具体的な手順を考えることです。論理的思考力があるなら、物事における目標や目的を明確

にすることができます。

そして、難解な問題を解く際に、複雑で大きな問題を解決が容易な小さな問題に分割して考えることができるように

なります。これは、まさに、プログラムを作るために必要とされる能力です。こうした論理的思考力は、プログラム

を作るだけでなく、現実の社会で起きるあらゆる問題に対処するのに役立つものです。このように、論理的思考力を

鍛えれば、問題解決のためのスキルも高くなると言えます。

現に、世界の大富豪の多くがプログラマー出身です。Microsoftのビル・ゲイツ、Googleのセルゲイ・ブリン、ラリ

ー・ペイジ、Facebookのマーク・ザッカーバーグなど、数兆円規模の資産を築いたIT企業の創業者は、みんなプロ

グラマー出身なんです。その見事な経営手法の背後には、プログラミングによって磨き鍛え抜かれた論理的思考力・

問題解決スキルが関係しているに違いありません。プログラミングを学ぶことには、さまざまなメリットがあるのです。

プログラミングを学ぶとどんな良いことがあるのか？

とはいえ、プログラミング言語は、現実の台本と違って、曖昧な表現を記述することはできません。コンピュータの

上で動く演者は、なかなかに頑固なのです。私たちの側が的確な指示を出さないことには、思い通りに動いてくれな

いのです。もちろん、何が悪いのかエラーメッセージを出して教えてくれるので、全くの無愛想の分からず屋という

わけではありません。しかも、幸いなことに、Pythonは、それほど気むずかしいわけではありません。

これから、Pythonについて学んで行きますが、それは、役者をどのように動かすのかを指示する台本を書くことで

あるとイメージして、楽しく学んでください。
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本書の冒頭でちょっと紹介しましたが、Pythonについて、改めて紹介しましょう。Pythonとは、オープンソースで

開発されている、フリーのプログラミング言語です。

1991年にオランダ人のグイド・ヴァンロッサムが開発し、公開したのが始まりです。2000年にバージョン2が公開さ

れると、注目を集めメジャーなプログラミング言語として認知されるようになりました。Windows/Mac OS X/Linux

とさまざまなOSで動作し、今では、多くの場面で利用されています。

Pythonの名前ですが、イギリスのTV番組『空飛ぶモンティ・パイソン』に由来しています。そして、英語の辞書を

引いてみると分かりますが『python』というのは『ニシキヘビ』を意味する単語です。そのため、Pythonのマスコ

ットやアイコンに、ニシキヘビが使われています。

続けて、Pythonの特徴を紹介しましょう。

プログラミング言語「Python」とは？

Pythonの特徴の1つ目は、可読性の高さです。インデント（タブやスペースで文字の開始位置を下げること）によっ 

て、コードの可読性が高くなるように言語が設計されています。また、より少ないコード行数でプログラムを表現で

きるようにも工夫されています。小規模なプログラムから大規模なプログラムまで、さまざまなプログラムを分かり

易く書けるようにと配慮されているのです。

また、ライブラリ（汎用的に使えるようプログラムをまとめたもの）が豊富に用意されているのも特徴です。膨大な 

ライブラリがインターネット上で公開されており、パッケージ管理ツールにより、手軽にライブラリを自作のプログ

ラムに追加できるようになっています。それで、Pythonは、Webアプリケーションやバッチ処理、デスクトップで動

くアプリケーションの開発や科学計算・機械学習などなど、さまざまな場面で活用されています。

Pythonは、オブジェクト指向開発を実践することもできます。詳しくは後ほどのChapter 6で紹介しますが、オブ

ジェクト指向とは、ソフトウェアの設計や開発において、操作手順よりも操作対象に重点を置く考え方を言います。

オブジェクト指向を使うと、効率的なソフトウェアの開発ができるのが特徴です。Pythonが扱うデータはすべて「オ

ブジェクト」の構造になっています。とはいえ、Pythonでは、オブジェクト指向をそれほど意識しなくても利用でき

るよう工夫されています。オブジェクト指向については、少しずつ覚えていきましょう。

Pythonの特徴1 ̶ 可読性の高さ

Pythonの特徴2 ̶ ライブラリが豊富

Pythonの特徴3 ̶ オブジェクト指向言語
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chapter
1-1本書を楽しく読み進めるヒントを紹介します。というのも、プログラミングの入門者が陥りやすい罠があるのです。

それは「100％理解しないと次に進めない症候群」です。これは、最初から解説やサンプルプログラムのすべてを理

解しようとして、熱心に本を読んでいく人に多いのですが、そのつど、すべてを理解しようとするため、何度も同じ

所を繰り返し読んで、なかなか先に進めなくて、イライラするという状況が連続します。最後には、本を読むのをや

めるだけではなく、プログラミングが嫌いになってしまいます。

本書を含め入門書というのは、できるだけ分かりやすくプログラミングについて説明するものですが、どうしても、

プログラミングの概念はひとことで説明できないところもあります。そもそも、そういう決まりになっており、他に

説明のしようがない場合もあります。ですから、ある程度、理解したら、分からない部分が多少あったとして先に読

み進めてください。そして、折を見て読み返してみるというのが良いでしょう。きっと、前回読んだときよりも、内

容を理解できるようになっているはずです。

本書を読み進めるヒント

そして、ぜひ、自分でサンプルプログラムを打ち込んで実行してみてください。最初は訳が分からなくても「プログ

ラムを書いて動かす」という体験が理解につながります。それから、サンプルのプログラムが正しく動いたら、少し

でも良いので、自分なりに書き換えてみてください。プログラムを書き写して、実行して、書き換えて再び動作を確

認する、これを繰り返し行うことで、理解はぐっと深まります。

それでは、読者の皆さんが、本書を通して、楽しくPythonプログラミングを習得できることを願っています（間違っ

ても、イライラして本を投げ捨てるなんてことがありませんように……）。

●もし分からないことが出てきても、こだわりすぎず読み進めよう

●分からなかった部分は、後から見直してみよう

●手を動かして、プログラムを打ち込んで実行してみよう

プログラミングは手を動かして動作を確認するのが大切
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Pythonのインストール

Chapter 1-2

●Windows/Mac OS XにPythonをインストールしよう

この節のポイント

Pythonのインストール概要

Pythonのダウンロード

Pythonは、マルチOSに対応しています。Windows、Linux、Mac OS Xなどの主要なOSで利用することができます。

また、Android、iOSなどのモバイルOS上で利用することもできます。そうです、Pythonができれば、さまざまな

プラットフォーム上でプログラムを動かすことができるのです。

ただ、プログラミングを学ぶのに主に利用する環境は、WindowsかMac OS Xだと思いますので、ここでは、

WindowsとMac OS Xについて、そのインストール方法を紹介します。

Pythonをインストールするには、まず、Pythonの公式Webサイトから、インストーラーをダウンロードします。

Webサイトのダウンロードページは、以下になります。

● PythonのWebサイト > ダウンロードページ

［URL］https://www.python.org/downloads/

ダウンロードページにアクセスすると、2つのダウ

ンロードボタンがあります。「Python 3.x.x」と

「Python 2.x.x」（xには任意の数字が入ります）の

2種類が提供されています。

Python 3とPython 2の違いについては、後ほど

紹介しますので、ここでは、「Python 3.x.x」の

ボタンをクリックしてダウンロードしましょう。

では、どのようにインストールするのか、各OSご

とに見ていきましょう。

図1-2-1　Pythonのダウンロードページ



007

chapter
1-2

Windowsでのインストール方法

インストーラーのダウンロードが完

了したら、実行ファイルをダブルク

リックして実行します。セキュリティ

の警告がでるので、発行元が「Python 

Software Foundation」であるこ

とを確認して実行ボタンをクリックし

ます。

インストーラーを実行する1

図1-2-2　アイコンをダブルクリックして実行

すると、右図のようなインストーラー

の画面がでます。ここがポイントな

のですが、画面下方にある「Add 

Python 3.x to PATH」というチェ

ックボックスにチェックをつけてか

ら、 画 面 上 側 に ある「Install 

Now」のボタンをクリックします。

再度、確認のため、ユーザーアカウ

ント制御のダイアログが表示されま

す。「コンピューターへの変更を許可

しますか？」の問いに「はい」のボ

タンを選んでクリックします。すると、

Pythonがインストールされます。

インストールを開始2

図1-2-3　チェックをつけてインストール開始

図1-2-4　変更を許可する
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Windows 7では、プログラムの一覧

に、Python 3.xが表示されていれ

ば、インストール完了です。

Windows 8/8.1では、「スタート」

画面左下に出る「↓」ボタンを押し、

アプリ一覧に表示されていれば完了

です（画面の右奥に表示されているこ

とがあるので、よく探してください）。

Windows10では、スタートメニュー

から「すべてのアプリ」をクリックし

て、Python3.xが表示されていれば

完了です。

Mac OS X版をインストールすると、「python3」というコマンドが使えるようになるのですが、Windows版では、

「python」コマンドが使えるようになります。Pythonには、2系と3系の両方があり、できれば区別して使いたいも

のです。そこで、Python 3のインストールフォルダを開きます。Windows 7では、スタートメニューから、

Python 3の「Python 3.x」のアイコンを右クリックすると「ファイルの場所を開く」というメニューがあるので、

これをクリックすると、インストールフォルダを開くことができます。Windows 8/8.1/10では、それぞれ上の「3」

の手順で確認した「Python3.x」を右クリックして「ファイルの場所を開く」を選んでフォルダを開き、そこでさら

に「Python3.x」を右クリックして「ファイルの場所を開く」をクリックしてインストールフォルダを開きます。

すると、そこに「python.exe」がありますので、これをコピー＆ペーストして複製してください。そして、ファイ

ル名を変更して「python3.exe」としてください。これで、「python3」コマンドが有効になります。

インストール終了3

「python3」コマンドを有効にする4

図1-2-5　Pythonがインストールされた！

図1-2-7
python 3コマ
ンドを作成します

図1-2-6
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Mac OS Xでのインストール方法

実は、OS Xには、最初からPython

がインストールされています。しかし、

プリインストールされているのは、

Python 2系のものです。本書では、

Python 3系を利用しますので、次の

手順でインストールしましょう。

P.006のURLからPython 3のイン

ストーラーをダウンロードしたら、ダ

ブルクリックしてインストールを開始

しましょう。

ウィザードが表示されたら、基本的

には、内容を確認して「続ける」ボ

タンをクリックしていけば、インスト

ールが完了します。

ライセンスが表示されたら、同意し

て続けます。

インストーラーを実行する1

インストールを進める2

図1-2-8　インストーラーをダブルクリック

図1-2-9　情報を確認して「続ける」をクリック

図1-2-10　ライセンスに同意します
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Finderのアプリケーションの中に、Python 3（または3.x）が見つかればインストールが完了しています。

インストール終了3

ただし、このアプリケーション・ディレクトリの中には、ランチャーやIDLEなどGUIツールが入っているばかりで、

Pytyonの実行ファイルは見当たりません。Pythonの実行ファイルは、以下のパスにインストールされます。

［本体］/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.5/bin/python3

［リンク］/usr/local/bin/python3

右のダイアログが出たら、インスト

ーラーに権限を与えて、Pythonのイ

ンストールを実行します。

少し待つと、インストールが完了し

ます。

図1-2-11　パスワードを入力します

図1-2-12　インストールが完了します

図1-2-13
Pythonがインストールされました
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ちなみに、 Mac OS X版のPython 3.5.1を使う場合、インストーラーに付属のTcl/Tkのバージョンにバ
グがあり日本語入力が全くできません。そこで、以下のページにアクセスし、8.5系の最新版をダウンロー
ドし、インストールしてください（このとき、Python 3.5.1では、8.6系に対応していないため、8.5.18
などを選んでダウンロードします）。

● ActiveTclダウンロード
［URL］http://www.activestate.com/activetcl/downloads

OS Xの IDLEで日本語が入力できない場合
T I P S

ちなみに、Linuxをベースとしている、UbuntuやRaspberry Pi（Raspbian）では、パッケージ管理シス
テムを使って、簡単なコマンドを実行するだけで、Pythonをインストールできます。
ターミナルを起動して、以下のコマンドを入力するだけです（「$」はコマンドラインが入力できる状態であ
ることを表しており、「$」自体を入力する必要はありません。また#から始まっている文はコメントなので、
やはり入力する必要はありません）。

実は、OS Xにも、Homebrewというパッケージ管理システムがあり、これを利用して、Pythonをインスト
ールすることができます。ただし、Homebrew自身もインストールする必要があります。Homebrewをイン
ストールするには以下のコマンドを実行します。

Homebrewがインストールさたら、以下のコマンドを実行します。

パッケージ管理システムを使う方法
T I P S

$ sudo apt-get install python3

# Homebrewのインストール
$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/
install/master/install)"

# HomebrewでPython3をインストール
$ brew install python3

Pythonは、さまざまなプラットフォームで動かすことができます。ここでは、主に、WindowsとMac OS Xのインス

トール方法を紹介しました。それぞれ、親切なインストーラーが用意されているので、それほど悩まずにインストー

ルできたのではないでしょうか。

この節のまとめ
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Pythonの対話モードについて

「Python」は、プログラミング言語の中でも、プログラムを逐次実行できることで有名です。

そもそも、世の中にはたくさんのプログラミング言語がありますが、大きく分けると「インタプリタ」と「コンパイラ」

の2つに分けることができます。「インタプリタ」というのは、プログラムを逐次実行する気軽に使えるプログラミン

グ言語です。これに対して、「コンパイラ」というのは、プログラムの実行前にコンパイルと呼ばれる変換作業が必

要なプログラミング言語です。当然、Pythonは前者の「インタプリタ」に属しています。

そして、多くのインタプリタには、「REPL※1」と呼ばれる対話実行モードが用意されており、PythonにもREPLがあ

ります。これを利用すると、1行プログラムを入力するごとに、その結果を見ることができるので、プログラムの学

習や、Pythonの動作を確認するのに、とても都合が良いのです。

それでは、ここでは、Pythonのことはじめとして、対話実行モードを使って、Pythonに慣れ親しみましょう！  

ちなみに、以後、対話実行モードをREPLと呼びます。

REPLを使うには、コマンドラインを起動して、「python3」コマンドを実行するだけです。とはいえ、始めてプログ

ラミングに接する多くの方は、コマンドラインにそれほど慣れていないことでしょう。OSごとにREPLの実行方法を

紹介しましょう。

ちなみに、コマンドライン（command line）とは、ユーザーがキーボードからコマンドを打ち込むことで、コンピュー

タに指令を与えることのできる画面です。与える指令のことを「コマンド」と言います。また、コマンドプロンプト

Chapter 1-3

●Pythonには対話実行モード（REPL）があるので使ってみよう

●Pythonを電卓代わりに使ってみよう

●対話実行モード（REPL）の使い方を覚えよう

この節のポイント

対話実行モード（REPL）とは？

REPLの使い方

※1　 REPLとは、英語のRead-Eval-Print-Loopの頭文字を取ったものです。入力を読んで（Read）、評価して（Eval）、結果を表示

（Print）することを繰り返し実行する（Loop）という意味です。
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※2　 WindowsにPython 3をインストールした時点では、「python」コマンドが使えるだけです。本書では「python3」コマンドを使う

ことを前提にしています。P.008を参考に「python3」コマンドを使えるようにしておきましょう。

（command prompt）とか、コンソール（console）とか、ターミナル（terminal）とも言います。表現方法はいろい

ろありますが、OSなど環境の違いによって表現が異なるだけで、同じ文脈で利用します。

まずは、コマンドプロンプトを起動します。Windows 7/8/8.1/10では、デスクトップを表示した上で、［Windows］

キーを押しながら［R］キーを押します。すると「ファイル名を指定して実行」というダイアログが表示されます。そ

こに「cmd」と入力して［Enter］キーを押します。

コマンドプロンプトの真っ黒な画面が

表示されたら、「python3」（あるいは

「python※2」）とタイプして［Enter］

キーを押します。すると、REPLが始ま

ります。

最後の行に「>>>」と表示されたら、

REPLが始まっている証拠です。

REPLを終了するには「quit()」と入力します。あるいは、コマンドプロンプトの右上の終了ボタン［x］をクリック

しても終了させることができます。

ところで、コマンドプロンプトではなく、「PowerShell」を利用して、REPLを実行することもできます。

PowerShellは強力なコマンドの実行環境です。それでいて、コマンドプロンプトとほとんど使い勝手が同じです。

ですから、本書で「コマンドライン」と表記されているプログラムを実行する際には、PowerShellを使うことをお

勧めします。

PowerShellを起動するには、［Windows］＋［R］キーを押して出る「ファイル名を指定して実行」のダイアログを

出したら「powershell」とタイプすると起動できます。コマンドプロンプトと同じように、「python3」（あるいは

「python」)とタイプして［Enter］キーを押し、REPLを開始します。

WindowsでREPLを実行する

図1-3-1　コマンドプロンプトを起動します 図1-3-2　コマンドプロンプト

図1-3-3　WindowsでREPLを起動したところ
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Mac OS Xでは、「ターミナル.app」を起動します。

Finderから起動する場合は、Finderのサイドバーから「アプリケーション > ユーティリティ > ターミナル」と

たどっていった場所にあります。あるいは、Spotlight（画面右上のメニュー上にある虫眼鏡のアイコン）をクリック

して、「ターミナル」あるいは「terminal」と入力すると起動できます。

OS XでREPLを実行する

図1-3-4
ターミナル.appを起動します

「ターミナル.app」が起動したら、

「python3」とタイプして［Enter］キ

ーを押します。すると、REPLが起動し

ます。

最後の行に「>>>」と表示されたら、

REPLが始まっている証拠です。

REPLを終了させるには、「quit()」と入力します。あるいは、ターミナル.appの左上にある赤色の終了ボタンを押

すことでも終了できます。

図1-3-5　OS XでREPLを起動したところ
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として使うことができるのです。

まず、REPLを起動すると、REPLが起動したことを表す3つの大なり記号「>>>」が表示されます。この記号が出て

いたら、Pythonに指示を与えることができるという意味です。

本書では、REPLを使ってPythonの動作を確認することが多いので、もう一度確認しておきましょう。REPLにおい

て「>>>」から始まる行が人間が手で入力するプログラム部分で、その下にあるのがPythonの応答です。REPLを

使うと即時プログラムが実行されて、実行結果が表示されるのです。

REPLを電卓として使ってみよう

では、ここに「3 + 5」と入力してみましょう。そして、最後に［Enter］キーを押してください。すると、Python

がそれに答えて、8という答えを返してくれます。なお、以下のスクリプトの色がついているところは、Pythonが返

す結果です。

動作を確認するために、もう一度、足し算を計算させてみましょう。

難しくありませんね。それでは、もう少し複雑な計算もさせてみましょう。ちなみに、かけ算はアスタリスク「*」で、

割り算はスラッシュ「/」を使います。

では、もし、足し算とかけ算を同時に計算させるとどうなるでしょうか。

Pythonが返した計算結果を見ると「14」です。

ここから、足し算よりもかけ算が優先されたことに気づいたでしょうか。

>>> 3 + 5
8

REPL

>>> 111 + 222
333

REPL

>>> 2 + 3 * 4
14

REPL

>>> 2 * 5
10
>>> 10 / 2
5.0

REPL
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ここで記述した計算式ですが、数字と演算子の間にスペースを入れて、式を見やすく表記しています。スペースを入

れても、入れなくても、同じ結果になりますので、好みや状況に応じてスペースを使い分けると良いでしょう。

ちなみに、割り算の結果を見ると、5.0とか3.0と表示されていることに気づくでしょうか。実は、Pythonでは、整

数と実数を異なる種類のデータ型として扱います。3は整数型（int）ですが、3.0は実数の型（float）であることを

示しています。ここでは、データ型という概念についてまだ意識する必要ありませんが、小数点以下が表示されてい

たら、float型なんだなと思ってください。そして、割り算（演算子「/」）を使うと、割り算の結果が整数型で表現で

きる値であっても、実数の型で計算が返されます。

計算結果「3.0」の謎

このように、REPLを使うと電卓のように使えます。REPLって本当に便利ですね。筆者は、PC上でちょっとした計算

をしたいと思ったときには、電卓アプリを起動することはほとんどなく、REPLを起動して計算しています。REPLを

使って計算すれば、ただの四則演算だけでなく、Pythonの持っているさまざまな関数を利用した計算を行うことが

できるんです。

電卓の何倍も便利なREPL

たとえば、小数点以下を切り捨てるmath.floor()や、平方根を計算するmath.sqrt()などを利用できます。この

機能を利用するには、「import math」と入力する必要があります。こんな感じで使えます。

math.floor()やimport mathについては、後で詳しく説明が出てきますので、ここでは「そういうものがあるんだ」

という気持ちで見ておいてください。もちろん、math以外にも、Pythonの高度な計算機能を利用できます。こうし

た強力な機能を使えることを思うと「REPLは電卓の何倍も便利」といえますね。

>>> (2 + 3) * 4
20
>>> (3 + (3 * 4)) / 5
3.0

REPL

>>> import math
>>> math.floor(10 / 3)
3
>>> math.sqrt(10)
3.1622776601683795

REPL

2＋3を優先させたければ、丸カッコ （ ... ）で括ることで、計算の優先順位を変更することができます。
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ここでは、Pythonを対話的に実行できるREPLの簡単な使い方について紹介しました。これから、Pythonの文法に

ついて紹介していきますが、文法を手軽に試すのに、REPLが役立ちます。また、本文で紹介した通り、計算機の代

わりとしても便利です。REPLの使い方を覚えておきましょう。

この節のまとめ

ここでは、敢えて、コマンドラインに慣れてもらうために、コマンドプロンプトやターミナルから、REPLを
起動する方法を紹介しました。しかし、Pythonのインストールパッケージを使ってインストールした場合
には、Python Shell（IDLE）というツールが付属しています。IDLEは、Windowsのスタートメニューから
「Python3.x > IDLE」で起動できます（OS Xでは、Spotlightに「IDLE」と入力して起動できます）。こ
れは、コマンドラインからREPLを起動したときと同じように、Pythonに計算させることができます。

Python Shell（IDLE）からREPLを使う方法
T I P S

図1-3-6
IDLEを起動したところ
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Python開発環境について

ここでは、いろいろなPythonの開発環境を紹介します。コードの入力支援機能を備えたもの、プログラムが見やす

くなるようカラーリング支援してくれるもの、いろいろな機能があります。どれが良いのかは、使用用途や個人の好

みによって異なります。皆さんが、使いやすそうと思ったツールを導入してみてください。とはいえ、結論からいっ

てしまうと、Pythonを開発するのにあたって、最低限必要となるのは、使い慣れたテキストエディタとPython本

体のみです。本書では、基本的には、特定の開発環境に依存せず、テキストエディタとPythonだけを用いたプログ

ラムの実行方法を紹介します。もし決まったテキストエディタがなければ、後述のAtomをお使いください。

では、テキストエディタ以上のツールを導入するメリットは何でしょうか。それは開発効率かもしれません。ある程度、

大きなプログラムを作る場合には、プロジェクトを管理する機能があると便利です。そして、たくさんのスクリプト

を作ったとき、他のプログラムで定義したクラスやメソッドなどをパッと参照できると便利です。本格的なプログラ

ムの統合開発環境を利用すると、そうしたことが簡単にできるようになります。

Pythonの本格的な統合開発環境で、よく最初に名前が挙げられるのが「PyCharm」です。大きな開発プロジェクト

でも使える、プロジェクト単位の管理機能に加え、強力なコード補完機能や、プロジェクト内の変数やクラス名を一

括で書き換えるリファクタリング機能、バージョン管理ツールとの連携など、非常に多機能です。

有料版と機能を削った無償版（コミュニティー版）があります。

［URL］https://www.jetbrains.com/pycharm/

［対応OS］Widows/OS X/Linux

［価格］199ドル /年（ただし、無償版あり）

Chapter 1-4

●Pythonの開発環境にはいろいろある

●最低限テキストエディタがあれば十分かも!?

●いろいろあるので好きなものを選ぶことができる

この節のポイント

Pythonの開発環境について結論からいうと……

PyCharm ̶ 本格的なPythonの統合開発環境
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図1-4-1　PyCharm

「IDLE」はインストーラーを使ってPythonをインストールすると標準で付いてくる簡易的な開発環境です。Python

の標準GUIツールキットであるtkinterを使って作られており、まさに、PythonによるPythonのための開発環境

ということができます。コードのハイライト・自動補完・自動インデントなど必要十分な編集機能を備えています。 

また、ステップ実行・ブレークポイントの指定・コールスタックの可視化など、デバッグ支援機能も充実しています。

とはいえ、それほど使い勝手がよくないのが難点です。

［URL］https://docs.python.org/3/library/idle.html

［対応OS］Windows/OS X/Linux

［価格］フリー

IDLE ̶ Pythonに標準付属

図1-4-2
IDLE（Pythonに標準付属する開発環境）
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図1-4-3
拡張性が高いAtomエディタ

以上、ここでは、Pythonの開発エディタについて紹介しました。冒頭の結論で紹介したとおり、スクリプト言語の

Pythonを楽しむのに「これを使わないといけない」というのはありません。好きなエディタを使うと良いでしょう。

とにかく、全自動で楽をしたければ、PyCharmがお勧めかもしれません。しかし、それほど重厚な統合開発環境は要

らないというのであれば、Atomやお気に入りのテキストエディタを使うと良いでしょう。

この節のまとめ

Atomはオープンソース開発されている、今、注目のテキストエディタです。非常に拡張性が高く、プラグインをイン

ストールすることで、さまざまな機能を追加することができます。Atomで標準の設定でも、Pythonのコードをハイ

ライトする機能がインストールされており、簡単なコード補完を使うことができます。他にも、いろいろなPython

プラグインが公開されているので、試してみると良いでしょう。

［URL］https://atom.io/

［対応OS］Windows/OS X/Linux

［価格］フリー

Atom
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エディタで書いたスクリプトを
実行しよう

プログラミングの世界では「スクリプト」という言葉をよく耳にします。冒頭で紹介したように、スクリプトというの

は、台本という意味です。ですから、Pythonは良い役者で、台本にしたがって忠実に動いてくれるという雰囲気です。

それでは、はじめてのPythonスクリプトを書いてみましょう。テキストエディタに以下の1行を記述して、「hello.

py」という名前で保存しましょう。このプログラムは、画面に「こんにちは」と表示するだけの簡単なプログラムです。

ここで、テキストエディタにプログラムを記述して保存するときには、文字コード（文字エンコーディング）を「UTF-8」

に設定してください。Python 3では、デフォルトの文字エンコーディングがUTF-8となっているからです。

なお、Atomでは初期設定でUTF-8になっていますが、変更する場合は「File > Settings」を開き、「File 

Encoding」で設定します。

もしも、特別な事情でソースコードをUTF-8以外の文字コードで保存する場合には、ソースコードに『# -*- 

coding: <encoding name> -*-』という一文を挿入する必要があります（その際、<encoding name>の部分に

は、Shift_JISやEUC-JPと入力します）。

Chapter 1-5

●テキストエディタでスクリプトを書こう

●スクリプトをコマンドラインから実行しよう

●スクリプトをIDLEから実行しよう

この節のポイント

はじめてのPythonスクリプト

一番、簡単にプログラムを実行する方法は、Pythonをインストールしたときに付属してきたIDLEを使う方法です。

Windowsであれば、スタートメニューの「Python 3.x > IDLE」をクリックして、IDLEを起動します。OS Xなら、

Spotlightに「IDLE」とタイプして、IDLEを起動しましょう。

IDLEから実行してみよう

print("こんにちは")01

file: src/c1/hello.pyテキストエディタ
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するとファイルの選択ダイアログが

開くので、先ほど保存した「hello.

py」を選択します。

IDLEで「test.py」を開いたら、 

メインメニューから「Run > Run 

Module」をクリックします。

すると、Python Shellの中に実行

結果が表示されます。無事に、「こん

にちは」と表示されることを確認し

てみてください。

もし、文字化けするようなら、テキ

ストエディタの文字コードの設定が

UTF-8になっていない可能性があり

ます。

図1-5-1　ファイルを開きます

図1-5-2　ファイルを選択します

図1-5-3　モジュールを実行します

図1-5-4　実行結果が表示されます

まず、メインメニューから「File > 

Open」をクリックします。
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ディープラーニングを理解しよう
機械学習やデータ分析が専門ではない、一般の方が対象
の解説書。ディープラーニングの代表とも言える「畳み込
みニューラルネットワーク」を例に、その仕組みを根本から
理解すること、そしてTensorFlowを用いて実際に動作す
るコードを作ることが本書の目標です。ディープラーニング
の根底にあるのは、古くからある機械学習の仕組みそのも
のです。簡単な行列計算と微分の基礎がわかっていれば、
その仕組みも理解しやすいでしょう。

TensorFlowで学ぶ
ディープラーニング入門
畳み込みニューラルネットワーク
徹底解説

マイナビ出版
中井悦司（著者）　264 ページ
価格：2,905 円（PDF）

人工知能・
機械学習

ディープラーニングの根本原理やTensorFlowの
コードの書き方を学習できる

AI技術の基礎を習得！
分類/回帰問題や深層学習を知る
機械学習の理論とPython実践法を網羅的に解説した技
術書です。機械学習とは、データから学習した結果をもと
に判定や予測を行うことです。すでにさまざまな機械学習
の方法が開発されています。本書では、それらの方法に
ついて背景にある理論や特徴を解説した上で、Pythonに
よる実装法を説明。初期の機械学習アルゴリズムから取
り上げ、前処理や次元削減、Webへの展開のほか、終盤
ではディープラーニングについても見ていきます。

Python
機械学習プログラミング
達人データサイエンティスト
による理論と実践
インプレス
SebastianRaschka（著者）・
株式会社クイープ（翻訳）・
福島真太朗（監訳）464 ページ
価格：4,320 円（PDF）

人工知能・
機械学習

AIプログラミン
グの第一歩を

踏み出すための
格好の一冊

機械学習の理論とPythonでの実践法を網羅的に解説

畳み込みニュー
ラルネットワー

クを

構成する1つひ
とつのパーツの

役割を丁寧に
解説
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