
 

 

 

 １.はじめに 
 

 

 

 また，UNIX オペレーティングシステムのシステムコールやライブラリ関数群への

インタフェースが充実していることから，アプリケーションプログラムの記述にも用

いられている。そのため，以前は Pascal が中心であった，大学，専門学校，高等学校

などで教育するプログラミング言語も，C 言語が中心となっている。 

 さらに，大規模なソフトウェアの記述，ソフトウェアのメンテナンス(維持，管理)

のために，オブジェクト指向の導入が進んでいる。その結果，プログラミング言語も

C++や Java などの普及が進みつつある。 

 C 言語は，コンパイラ言語のひとつである。テキストファイルとして記述されたソー

スプログラムは，コンパイラによって実行コンピュータの機械語(マシン語)に変換さ

れる。プログラムの実行は，この機械語が実行コンピュータの CPU に与えられるこ

とによってなされる。 

 コンパイラ言語は，プログラム実行時には，すでに生成されている機械語プログラ

ムを実行することから，後に述べるインタープリタ言語に比べて実行速度が速いとい

うメリットを持っている。しかし，プログラムの開発段階においては，コーディング，

コンパイル，実行というサイクルが繰り返されることから，その手間が大きいという

問題がある。 

 

 コンピュータのプログラムを記述するために，様々なプログラミング言語が研究，

開発され，利用されている。 

 UNIX オペレーティングシステムおよびこれと互換性のあるオペレーティングシス

テムである Linux などの発達と普及によって，現在，広く利用されているプログラミ

ング言語が C 言語である。C 言語は，UNIX オペレーティングシステムそのものを高

級言語で記述するのに用いられたという点で画期的なものであり，システムプログラ

ム(オペレーティングシステムやミドルウェアなど)の記述に特に利用されている。 
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1. はじめに 

 これに対して，シェルスクリプトや本書で解説する Perl は，インタープリタ型のプ

ログラミング言語である。インタープリタ言語では，インタープリタという翻訳実行

プログラムがソースプログラムを逐次的に読み込んで機械語に変換し，アプリケー

ションを実行するという手順を取る。したがって，実行速度についてはコンパイラ言

語に劣るものの，開発サイクルは，コーディングと実行の繰り返しとなり，効率が高

まる。そのため，特にプロトタイピングにおいて，Perl は威力を発揮する。 

 また，このインタープリタの持つ性質は，プログラミングの学習に用いる言語とし

ても，有効なものである。プログラミング学習においては，本書のような教科書をベー

スとして，様々な文法事項を学ぶことが必要となるが，その理解のプロセスにおいて，

簡単なプログラムを実際に作成，実行することが重要である。この段階では，文法的

に誤ったプログラムを書くことがしばしばであり，それを修正，再実行するプロセス

が繰り返される。特に，初学者にとっては，このプロセスをできるだけ簡便に実現す

ることは重要であり，インタープリタ言語である Perl を教育用に用いるひとつの根拠

になる。 

 プログラミングの学習においては，シーケンス，条件分岐，繰り返しといった制御

構造や，配列，レコードといったデータ構造，関数やプロシージャ，サブルーチンと

いったものを利用した構造化の概念とその手法が重要である。Perl は，一般的な手続

き型言語の持つほとんどの制御構造，データ構造，構造化手法を提供している。 

 制御構造では，C 言語と同様に，if 文，while 文，for 文，do...while 文がサポート

されている。これらに加えて，unless 文，until 文，do...until 文，foreach 文を導入

することにより，実用プログラムをより書きやすくしている。特に，foreach 文は，

Perl の特徴的なデータ構造であるリスト(配列を一般化したもの)のための繰り返し構

造であり，これを使いこなすことは，Perl プログラミングを上達させるひとつの重要

なステップとなる。 

 変数には，C 言語の持つ変数型はなく，すべてスカラー型という 1 つの型だけで実

現されている。また，Perl プログラム中で変数をあらかじめ宣言する必要がない。こ

れは，タイピングミスなどのために，意図しない変数を使ってしまうバグを生み出す

原因にもなってしまうが，宣言の手間が省かれることによって，より手軽にプログラ

ミングすることができるというメリットにもなっている。 

 データ構造には，配列を一般化したリストが用意されている。これは，スカラー型

の順序列であり，配列のようにアクセスすることができる。しかし，配列のようにイ
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1. はじめに 

ンデックスを用いて順序を意識したアクセスだけではなく，インデックスを用いない

アクセスをもサポートしている。例えば，foreach 文を用いて配列のすべての要素に

アクセスする記述では，インデックスを用いない記述が可能である。 

 さらに Perl では，配列と非常によく似ているが，インデックスに数値以外の値を与

えることができる連想配列をサポートしている。これはハッシュと呼ばれ，インデッ

クスはキーと呼ばれる。 

 また，Perl はサブルーチンをサポートしており，構造化プログラミングを可能とし

ている。 

 UNIX オペレーティングシステムでは，あるタスクを実行したい場合に，そのタス

クを実現するプログラムそのものを開発するのではなく，そのタスクを複数のサブタ

スクに分割し，それぞれのプログラムを開発し，ファイルリダイレクトやプロセス間

通信のメカニズムを利用してそれらのプログラムを連係させ，最終的に所望のタスク

を実現する，という方法がとられている。この分割された小さなタスクを，容易に，

短い期間で開発する道具として，また，これらの小さなタスクを連係させる道具とし

て，Perl やシェルスクリプトなどの言語が用いられる。 

 小さなタスクの集合として，大きなタスクを実現するという方法がしばしば用いら

れるのが，テキスト処理である。私たちの手元には様々なテキストデータがあり，こ

れに対して，置換，並べ換え(ソーティング)やフォーマッティングといった様々な処

理を日常行っている。ここで活躍するのが，フィルターと呼ばれる一連のプログラム

である。 

 フィルタープログラムは，標準入力(キーボード)からの入力データを読み込み，処

理結果を標準出力(コンソール画面)に出力する。ここで，UNIX オペレーティングシ

ステムでは，シェルのファイルリダイレクト機能を利用することができる。これは，

標準入出力をファイルに切り替える機能である。例えば，シェルのコマンドラインで

sort コマンドを利用する場合を考える。sort コマンドは，標準入力から入力されたテ

キスト文章を行ごとに辞書順に並び替え，その結果を標準出力に出力する。ファイル

リダイレクト機能を用いることによって，指定したファイル file1 からの入力を並び

替え，その結果を指定した別のファイル file2 に出力することができる。 

 

  [hig@hignote hig]$ sort < file1 > file2 
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1. はじめに 

 Perl は，フィルタープログラムを容易に開発できるよう，ファイル入出力，特に標

準入出力を用いたプログラムが簡単に記述できる。例えば，標準入力(すなわちキー

ボード)から入力されたスカラーデータをスカラー変数に格納するには，次の 1 行を記

述すればよい。 

 

  $inputdata = <STDIN>; 

 

 また，このスカラー変数の値を標準出力(すなわちコンソール画面)に出力するには，

次の 1 行を記述すればよい。 

 

  print STDOUT $inputdata; 

 

 標準出力への出力では，ファイルハンドルの記述を省略することができる。 

 

  print $inputdata; 

 

 このような記述によって開発された複数のフィルタープログラムを，ファイルリダ

イレクトやパイプの機能を用いて結合することによって，より高度な機能を実現する

ことができるのである。 

 Linux(UNIX)オペレーティングシステムでは，実行可能ファイルの種類を区別する

ためにマジックナンバーという数値が用いられている。これは，ファイルの最初の 2

バイト(16 ビット)に格納されている数値である。これが #! に等しいならば，このファ

イルはスクリプト(インタープリタプログラム)ファイルであり，この直後にこのファ

イルを読み込むべきインタープリタのコマンド名(パス名)が格納される。Perl のイン

タープリタは，perl というコマンドであり，しばしば /usr/bin というディレクトリに

格納される。したがって，Perl プログラムファイルの 1 行目は，以下のようになる。 

 

  #!/usr/bin/perl 

 

 Perl は，インタープリタのプログラム言語であるから，この perl コマンドは，実行

ファイルを 1 行ずつ読み込んでプログラムを実行する。ただし，perl コマンドは，ソー
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1. はじめに 

スファイルを逐次読むことはしない。まず，Perl プログラムの全体を読み込んで，そ

れを中間言語にコンパイルする。そして，コンパイルによって生成された中間言語を

逐次，実行するコンピュータの機械語に翻訳しながら実行する。したがって，Perl プ

ログラムに含まれる文法エラーはすべてコンパイルの段階で検出されるので，イン

タープリタによるプログラムの実行がひとたび開始されたならば，文法エラーでプロ

グラムの実行が停止することがない(実行時エラーで停止することはある)。 

 ここでは，簡単な Perl プログラムを記述してみる。例題として，画面に Hello World. 

と表示するプログラムを作成，実行してみる。 

 まず，各自のシステムに Perl がインストールされていることを，システム管理者に

問い合わせるなどして確認する。このとき，Perlインタープリタプログラムであるperl

コマンドのファイルシステムにおける位置，すなわちパス名を確認する必要がある。

ここでは，/usr/bin/perl に Perl インタープリタがインストールされているものと仮定

する。 

 プログラムは，システムにインストールされているテキストエディタを利用して編

集する。Linux(UNIX)には，emacs，mule，vi などのエディタがあり，各自が使い慣

れたものを用いればよい。 

 
  #!/usr/bin/perl 
 
  print "Hello World.〈n"; 
 

 このように入力できたならば，適当にファイル名を付けてディスクに保存する。例

えば，test1.pl という名前で保存したとする。 

 次に，この test1.pl というファイルを実行可能ファイルとしなければならない。そ

のためには，ファイルのアクセス制御情報を変更し，実行可能とする必要がある。

Linux(UNIX)では，chmod コマンドを用いてアクセス制御情報を変更する。以下のよ

うに実行する(詳細については，man chmod を実行するなどして，マニュアルページ

を参照すること)。 

 
  [hig@hignotePerl]$ chmod a+x test1.pl 
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1. はじめに 

 Perl プログラムを実行するには，スクリプト(プログラム)が格納されたファイルを

コマンドのようにシェルに与えればよい(カレントディレクトリにコマンドサーチパ

スが設定されているならば，test1.pl とするだけでもよい)。 

 
  [hig@hignotePerl]$ ./test1.pl 
  Hello World. 
  [hig@hignotePerl]$  
 

 コンソール画面には，Hello World. と表示されたはずである。もし，Perl プログラ

ムに文法エラーが含まれているならば，画面には，エラーメッセージが表示される。

この場合は，再度エディタを使ってプログラムを修正しなければならない。 

 Perl プログラム中には，コメントを記述することができる。シェルスクリプトがそ

うであるように，# で始まる行はコメント行とみなされ，Perl インタープリタはその

中身を解釈しない。 

 Perl プログラムは，同じことを実行するのに様々な記述方法が可能であることが特

徴である。特に，様々な省略記法が許されているため，Perl プログラミングに慣れて

くると，短いプログラムを記述することが可能である。例えば，以下に挙げる 2 つの

Perl プログラムは，Linux(UNIX)の cat コマンドと同じ機能を提供する。すなわち，

コマンド引数で与えたファイル名を持つファイルの内容をコンソール画面に表示する

というものである。 

 
  #!/usr/bin/perl 
 
  foreach $file(@ARGV){ 
   if(open(INFILE, "$file")){ 
    while($line = <INFILE>){ 
     print("$line"); 
    } 
   } 
   else { 
    warn "open error〈n"; 
   } 
  } 
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  #!/usr/bin/perl 
 
  while(<>){ 
    print; 
  } 
 

 このように，記述量が大きく異なるプログラムを書くことが可能である。したがっ

て，Perl の文法に精通し，Perl プログラムを書き慣れることによって，より簡潔なプ

ログラミングが可能になる。ただし，過度に簡潔にすることによって，書いた本人に

しか理解できないプログラムを書いてしまう可能性もあるので，注意しなければなら

ない。C 言語などの他のプログラム言語でプログラミングする場合と同様，適切なコ

メントを挿入することが重要である。 

 ここで，Perl の特徴的な機能のいくつかについて説明する。 

 まず，データ構造としてリストとハッシュがサポートされている点が挙げられる。

リストは，スカラー値の列(シーケンス)であり，配列を一般化したものと考えること

ができる。リストの例を以下に示す。 

 
  ("Higaki", "Saitama", 165, 34) 
 

また，これを配列としてアクセスすることもできる。 

 
  @higaki =("Higaki", "Saitama", 165, 34); 
  print $higaki[1]; 
 

このプログラムでは，コンソール画面に Saitama と表示される。しかし，Perl では

むしろインデックスを用いない使い方の方が一般的である。 

 
  @cities =("Shinjuku", "Saitama", "Chiba", "Yokohama"); 
  foreach $city(@cities){ 
   print "$city〈n"; 
  } 
 

リスト変数 @cities の要素を順に取り出して，その値をコンソール画面に表示する。

ここでは，Shinjuku，Saitama，Chiba，Yokohama と順に表示される。 
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1. はじめに 

 リストを配列としてアクセスする場合，通常，そのインデックスには小さな整数値

が用いられる。これに対して，任意のスカラー値をインデックス(キー)とする配列が

連想配列であり，Perl ではハッシュと呼ばれている。 

 
  $town{"higaki"} = "hatoyama"; 
  print $town{"higaki"}; 
 

このプログラムでは，コンソール画面に hatoyama と表示される。 

 フィルタープログラムでは，標準入力から 1 行ずつ(スカラー変数に)読み込んで，

あるいはファイル全体を(リスト変数に)読み込んで，その値に処理を施す。ここで行

われる典型的な処理形態として，あるパターンにあてはまる行について，あるいは，

あるパターンにあてはまる部分文字列を対象として定められた処理を行うというもの

がある。このパターンマッチングで用いられるのが，正規表現である。 

 正規表現は，UNIX の他のコマンドでも広く用いられている。例えば，grep コマン

ドでは，引数で与えらえた正規表現パターンに一致する文字列を含む行のみを画面に

表示する。 

 Perl では，正規表現を用いたパターンマッチング，すなわち，あるスカラー変数の

値が指定されたパターンにマッチするか否かによって真偽を返すことや，指定された

パターンについて別のパターンに置き換える置換機能が提供されている。これらを用

いて，複雑なテキスト処理を単純なパターンマッチングおよび置換処理の組み合わせ

によって実現することが可能である。 

 
  @paragraph =( 
   "Tokyo is the capital of Japan.", 
   "It is a very big city.", 
   "Many many people live in Tokyo.", 
   "There are 23 blocks." 
  ); 
  foreach $sentence(@paragraph){ 
   if(/is/){ 
    print("$sentence〈n"); 
   } 
  } 
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 if 文の条件式に記述されている /is/ がパターンマッチングである。ここでは，is を

含む行(リストの要素)だけがコンソール画面に表示される。 

 本章で述べたように，Perl はプロトタイピングにしばしば用いられる。さらに，イ

ンターネットで現在最も広く利用されているアプリケーションである WWW(World 

Wide Web)において，WWW サーバで WWW クライアントからの要求を受け取って

プログラムを実行する仕組みである CGI(Common Gateway Interface)において，そ

のプログラムの記述言語として Perl が利用されている。 

 インターネットにおいて，WWW サーバをはじめとするネットワークアプリケー

ションサーバプログラムを実行するコンピュータでの利用が拡大しているのが Linux

オペレーティングシステムである。そこで本書では，Perl の実行環境として Linux

オペレーティングシステム(あるいは，他の UNIX および UNIX 互換オペレーティン

グシステム)を想定する。Linux オペレーティングシステムのインストールやその基本

的なオペレーションについては，他書を参照されたい。ただし，Linux オペレーティ

ングシステムの重要な概念であるプロセスやファイルシステムについては，Perl プロ

グラミングの学習を通して学ぶことができるように工夫してある。 

 最後に，次章以降の構成について簡単に説明する。 

 

 2 章では，基本的なデータであるスカラーについて学ぶ。 

 3 章では，Perl で実現される制御構造について学習する。プログラミングの初学者

は，3 章までを終えることによって，簡単なプログラムを作成することが可能である。

また，この 3 章までで学んだ事項は，他のプログラム言語においてもほぼ共通に適用

できるものである。 

 4 章と 5 章では，リストとハッシュというデータ構造について述べる。 

 6 章では，Perl の持つ重要な特徴のひとつである正規表現について解説する。Perl

の提供する正規表現は非常に強力である。 

 7 章，8 章では，Perl によるファイルシステムの利用，9 章ではプロセス管理シス

テムの利用について述べている。ここでは，Linux オペレーティングシステムのファ

イルシステム，プロセス管理システムの学習を行いながら，それを Perl で利用するた

めの方法を解説する。 

 10 章では，Perl の応用についていくつか述べる。 
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