
 

 第1 章 
  プログラムを作ろう 
 

 

1.1 プログラムの構造 

 英語を初めて学んだときのことを思い出してみよう。最初は SV，SVC，SVO など

のような 5 文型がどうのこうのというより，挨拶の練習などを通して感覚的に英語を

学んでいったのではないだろうか。これはプログラミング言語を学ぶときも同じで，

最初は習うより慣れることが重要である。分からないことはあまり気にせず，ともか

くプログラミングしていこう。 

 C 言語プログラマにとって，おそらく最も有名なプログラムはハローワールドと呼

ばれているものであろう。この本でも最初のプログラムとして，ディスプレイにたっ

た 1 行 "Hello World" と表示するこのプログラムを取り上げる。 

 
#include <stdio.h> 

int main( void ) 

{ 

        printf("Hello World¥n"); 

        return 0; 

} 

プログラム 1.1 最も有名な C プログラム 

 

 1 行目 #include <stdio.h> の説明は「第 10 章 プリプロセッサ」のところまでお

預けで，それまでは呪文だと思って常にプログラムの先頭に書くことにする。 

 2 行目 int main( void )は，引き数(これも後で説明する)を持っていない main とい

う名前の関数を表している。C 言語のプログラムは，一般に複数の関数から構成され

ており，その中に 1 つだけ main という名前の関数がある。このプログラムの場合は
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1. プログラムを作ろう 

1 つの関数しかないので，その名前は必然的に main となる。 

 3 行目“ { ”から 6 行目“ } ”までが関数の本体で，中括弧に挟まれて様々な C

言語の文が書かれる。ここでは，ディスプレイに "Hello World" と表示する実行文が

1 行と，これも当面は関数の最後に書く呪文と思ってほしいのであるが，return 0; と

いう行があるだけである。 

 

1.2 プログラムの入力と実行 

 試しに，このプログラムを実際に動かしてみよう。まず，このプログラムをコン

ピュータが分かる形に変換してあげなくてはならない。この変換作業をコンパイルす

るという。この変換処理はコンパイラというプログラムで行う。このコンパイラには

いくつか種類がある。あなたの持っているコンピュータがどのようなものかは，調べ

てみてほしい。実際にあなたがどのコンピュータを使えるか，どのコンパイラを使え

るかによって，この先は異なる。 

 ここでは，UNIX や Linux などのいわゆる UNIX 系と呼ばれるシステム，および

Windows 上で Cygwin と呼ばれる UNIX のような環境を模擬するシステムで動作す

る gcc というコンパイラを利用した場合と，Windows XP 上で，Visual Studio .NET

および Borland C を使用した場合のプログラム作成・実行例について説明する。他の

コンピュータ，コンパイラでも，それほど異なるわけではないので，参考に読んでみ

てほしい。 

 

1.2.1 gcc を用いたプログラムのコンパイル・実行 

 プログラムを書くためには，エディタと言われるプログラムを使用する。UNIX 系

環境では，Emacs とか Mule，vi と呼ばれるエディタが一般的であるが，その説明は

ここでは割愛する。Cygwin でも vi が動作するし，Windows 上で動作する Meadow

と呼ばれるエディタもある。とりあえず，エディタは何でもよいので，自分の環境に

合ったエディタを使用して，なにはともあれ，上記プログラム 1.1 を打ち込んでみて

ほしい。 

 打ち込んだら，“hello.c”という名前で保存する。ここまではエディタで行う作業

である。続いて，このプログラムをコンパイルする，という作業を行う。一般的には
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1.2 プログラムの入力と実行 

C コンパイラとして，cc と打ち込むのであるが，gcc が動く環境では，cc の代わりに

gcc と打ち込む(この例で，“%”が表示されている部分はコンピュータが表示する部

分で，システムによって表示は異なる。実際にあなたが入力するのは，“gcc”から後

である。打ち込み終わったら“Return”または“Enter”と書かれたキーを押してほ

しい)。 

 

  % gcc hello.c 

 

 すると，問題がなければ，プロンプト(上記の例では，“%”)のみが表示されるはず

である。もし，他に何かが表示されたとしたら，どこかに打ち間違いがあるというこ

となので，もう一度エディタで直してから，やってみてほしい。さて，無事コンパイ

ルに成功したら，実行してみよう。今，“hello.c”というプログラムをコンパイルし

た。コンパイラはこのプログラムをコンピュータが直接分かる形にして，“a.out”と

いう名前の実行ファイルを作成する。試しに，ファイルを調べてみると， 

 

  % ls 

  a.out hello.c 

  % 

 

となり，確かに“a.out”という名前のファイルが存在する。このファイルを実行する

ためには，以下のようにする。 

 

  % ./a.out 

  Hello World 

  % 

 

 プログラムが正しければ，上記のように，確かに "Hello World" と表示されるはず

である。 
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1. プログラムを作ろう 

1.2.2 Windows XP 環境における 

   Visual Studio.NET 上でのプログラムの作成・実行 

 Windows XP では，UNIX 環境と異なり，統合環境といって，エディタやコンパイ

ラなどを統合した環境が提供されている。今回はその代表例として，Visual 

Studio .NET を使用してみる。まず Visual Studio .NET を起動する。 

 Windows XP を起動した状態で，「スタート」と書かれたボタンから，「すべての

プログラム」→「Microsoft Visutal Studio .NET 2003」の順に選択し，「Microsoft 

Visual Studio .NET 2003」というプログラムを起動する(図 1.1)。 

 

 

図 1.1 Microsoft Visual Studio .NET 2003 の起動 

 

 すると，図 1.2 のようになにやら複雑に分かれたウィンドウが開かれるはずである。 

 

 

図 1.2 Microsoft Visual Studio .NET 2003 の起動画面 
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1.2 プログラムの入力と実行 

 この画面の詳しい説明は，ここでは割愛して，とりあえずプログラムを作成してみ

よう。ファイルというメニューから，新規作成を選択し，そこからプロジェクトを選

択する(図 1.3)。 

 

 

図 1.3 ファイルメニュー 

 

 選択後，新しくウィンドウが開かれる。このようにして出てくるウィンドウのこと

をダイアログという。このダイアログでは，右側のテンプレートと書かれた部分で，

プロジェクトのテンプレート(作成しようとするプログラムの種類と思ってもらって

かまわない)を選択する(図 1.4)。 
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1. プログラムを作ろう 

 

 

図 1.4 新しいプロジェクトダイアログ 

 

 この種別は本来，様々な Windows のアプリケーションを作成するためのものであ

るが，ここでは本書のプログラム学習のため，最もシンプルな「空のプロジェクト」

を選択し，その下の「プロジェクト名」の部分にプロジェクトの名前を入力する。こ

こではプロジェクト名は“test1”とする(図 1.5)。 

 

 

図 1.5 新しいプロジェクトダイアログの選択・入力例 
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1.2 プログラムの入力と実行 

 この状態で OK をクリックすると，図 1.2 の状態に戻る。が，よく見ると，ウィン

ドウの右側の表示が変わっているはずである(図 1.6)。 

 

 

図 1.6 メインウィンドウの右側部分 

 

 この状態が，ソリューションと呼ばれるプログラムの大きな枠組み部分が作成され

た状態である。ここでようやくプログラムを作成する準備段階の終了である。このあ

と，実際にプログラムを打ち込むためのファイル(ソースファイルと呼ぶ)を作成する

処理を行う。 

 図 1.6 上側，「ソリューションエクスプローラー」の中の「ソースファイル」と書

かれている部分で，マウスの右ボタンをクリックし，メニューから「追加」を選択，

さらに表示されるメニューから，「新しい項目の追加」を選択する(図 1.7)。 
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1. プログラムを作ろう 

 

 

図 1.7 新しい項目の追加 

 

 すると，「新しい項目の追加 － test1」というダイアログが開かれるので，右側テ

ンプレートの部分から，「C++ ファイル」を選択し，下部のファイル名の部分に

“hello.c”というファイル名を打ち込み，「開く」ボタンをクリックする(選択したの

は C++ であるが，ファイル名の最後の部分(拡張子)を“.c”にしておくことで，C 言

語のコンパイルが行われる，図 1.8)。 

 

 

図 1.8 新しい項目の追加ダイアログ 
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1.2 プログラムの入力と実行 

 すると，何も書かれていないウィンドウが開かれるはずである(図 1.9)。よく見ると，

そのウィンドウには，そのすぐ上の部分に，“hello.c”と書かれており，そのすぐ下

で入力用に縦線(カレットなどと呼ぶ)が点滅している。ここがプログラムを入力する

ウィンドウである(図 1.9)。 

 

 

図 1.9 “hello.c”ウィンドウが開かれた状態 

 

 この“hello.c”と書かれたウィンドウに先ほどのプログラム 1.1 を打ち込んでみよ

う。途中で色が変わったりするが特に気にしないで打ち続ける。すべて打ち込めたら，

「ファイル」メニューから「hello.c を保存」というメニューを選択し，打ち込んだプ

ログラムを保存する。ここまでがエディタで行われる仕事である。統合環境ではこの

ままコンパイル，実行することが可能である。とりあえず，難しいことは後回しにし

て，実行してみよう。まずはコンパイルである。「ビルド」メニューから「ソリュー

ションのビルド」というメニューを選択する。 

 これで，コンパイルが開始される。画面例では下に出ている出力ウィンドウにコン

パイルの状況が出るので，そこをチェックしよう。普通であれば，最後に， 
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1. プログラムを作ろう 

 
---------------------- 終了 ---------------------- 

 

    ビルド : 1 正常終了，0 失敗，0 スキップ 

 

という表示になるはずである。こうなっていれば，多分プログラムを正しく打ち込め

ているので，実行してみる。実行にはデバッグメニューの「開始」というメニューを

選択する。図 1.10 のような画面が表示されれば成功である。通常の状態だと，Hello 

World と表示してすぐにウィンドウが消えてしまうが，おおむね正しく表示されてい

ればここでは正しいと考えて差し支えない。うまくいかなかった場合には，もう一度

プログラムをよく見て，修正してからビルド，開始をもう一度やってみよう。 

 

 

図 1.10 実行結果 
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1.2 プログラムの入力と実行 

1.2.3 Windows XP 環境における 

   Borland C++ 5.5.1 上でのプログラムの作成・実行 

 Borland C++ 5.5.1 は，インターネット上から無償でダウンロードし，インストー

ルして実行することができるように公開されている C 言語のコンパイラである。

Windows のアプリケーションの作成をする場合には商品の購入が必要となるが，本書

の内容を理解するためのプログラムの学習程度には十分利用することが可能であるの

で，ここで簡単に紹介しておく。 

 なお，インストール方法は付属のドキュメントや Web ページに書かれているので，

ここでは省略する。 

 プログラムの入力には，メモ帳を利用するか，なんらかのエディタを入手して用い

ることとなる。メモ帳を利用する場合，ファイルを保存したときに勝手に拡張子“.txt”

が付いてしまうという問題があるので注意してほしい。これはエクスプローラなどで

変更するか，コマンドプロンプト上で“ren”コマンドを利用してファイル名を変更

する必要がある。いずれにしても，拡張子の変更を毎回行うのは結構面倒であるので，

拡張子の変更の必要のないエディタの利用をオススメする。1.2.1 項で紹介したエディ

タも参照してほしい。 

 さて，無事にプログラムが入力できたら，コンパイルして実行する必要がある。こ

のためにはコマンドプロンプトを利用する。Windows XP では，「スタート」メニュー

から「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にメニューを選択すると，そこで

表示されるメニューの中に「コマンドプロンプト」があるので，それを選択してほし

い。 

 Borland C++ が正しく設定されていれば，ここで bcc32 と入力するとオプションの

一覧が表示されるはずである。確認してほしい。 

 この状態で，cd コマンドなどを利用して，入力したプログラムを保存してあるフォ

ルダに移動し，そこでファイルをコンパイルする。ここでも，“hello.c”という名前

でファイルが保存されていると仮定する。 
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1. プログラムを作ろう 

 

 

図 1.11 コンパイル 

 

 ここで，図 1.11 のように表示されればコンパイルは成功である。同じフォルダに

“hello.exe”という実行ファイルが作成されているはずである。このファイルはプロ

ンプトに続けて，“hello”と入力すれば実行される(図 1.12)。 

 

 

図 1.12 実行状況 

 

 何かうまくいかなかった場合には，最初から手続きを見直してほしい。 
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