
 

 
      画面にデータを表示する 
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例題 1(a) 右図のように，自分の氏名と年齢を 2 行に分け

て表示するプログラムを作成しなさい。年齢は int 型の変数

に代入してから表示すること。 

 氏名 山田太郎 
 年齢 20歳 

例題 1(b) 生まれた年(西暦)を int 型の変数に，身長を float 型の変数に，イニシャル

(アルファベット 1 文字)を char 型の変数に，それぞれ代入して，画面に表示するプロ

グラムを作成しなさい。 

 

考え方(a) 

 この例題は，文字の並びと変数の値を画面に表示する例題である。 

 変数を使用するには，ブロック(中括弧“ { ”と“ } ”で括られた部分)の先頭で変

数を宣言する必要がある。宣言では変数のデータ型と名前(変数名)を記述する。 

 
   5:  int age;                    /* 年齢 */ 

 

 変数に値を代入するには，変数と代入する値を = で結ぶ。この = は変数に値を格

納することを意味し，数学の式での等しいという意味とは異なる点に注意すること。 

 
   6:  age = 20; 

 

 一般に，変数に最初に値を代入することを変数の初期化と呼ぶ。変数の宣言と初期

化は，以下のように同時に記述することもできる。 

 
  int age = 20; 

 

 画面に表示するには printf 関数を使用する。printf では，表示したい文字列をダブ

ルクォート " で括って指定する。この文字列を書式文字列と呼ぶ。 
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   7:  printf("氏名 山田太郎¥n"); 

 

 書式文字列では，上記の「氏名」と「山田」の間の空白のように，空白も 1 つの文

字として取り扱う。また，改行やキーボードから直接入力できない文字は，エスケー

プシーケンスと呼ばれる特殊な表現を用いて表現する。記号 ¥ とそれに続く 1 文字

がエスケープシーケンスで，例えば改行するには ¥n を使用する。標準規格の正しい

表記では 〈 を用いるが，文字コードの関係上，日本では ¥ を用いることが多いため，

本書では ¥ と表記する。 

 変数の値を表示するには，書式文字列の中に変換指示子を埋め込み，表示する変数

を指定する。「int 型変数 age の値を 10 進数で表示する」には，変換指示子として %d

を使用する。 

 
   8:  printf("年齢 %d 歳¥n", age); 

 

ℵ 解答例(a) ℑ 

 1: #include <stdio.h> 

 2:  

 3: int main(void) 

 4: { 

 5:     int age;                    /* 年齢 */ 

 6:     age = 20; 

 7:     printf("氏名 山田太郎¥n"); 

 8:     printf("年齢 %d 歳¥n", age); 

 9:     return 0; 

10: } 

 

考え方(b) 

 この例題は，異なるデータ型の変数に対して値を代入して表示する問題である。す

べての変数を宣言し，それぞれの変数に値を代入し，最後に printf で表示する。 

 考え方(a)で述べたように，最初に，ブロックの先頭で必要な変数のすべてを宣言す

る。ここでは例題の指示に従い，int 型，float 型，char 型の 3 つの変数を宣言する(解
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答例(b)の 5～7 行目を参照のこと)。 

 次に，それぞれの変数に値を代入していく。 

 
   9:      myBirthYear = 1985;         /* 1985 年生まれ */ 

  10:      myHeight = 175.5;           /* 身長 cm */ 

 

 1985 や 175.5 のように，プログラムに直接埋め込まれて変化しない数値を定数と呼

ぶ。定数は日常表記する形式で記述して構わない。ただし，定数にもデータ型があり，

1985 のように小数点なしの表現では int 型の定数として，175.5 のように小数点付き

では double 型の定数として扱われる。また，以下のように，データ型を明示した表

現や，16 進数などによる定数の表現がある。 

 
1234  int 型の定数 123.4  double 型の定数 

1234u / 1234U  unsigned int 型の定数 1234l / 1234L  long 型の定数 

01234  8 進数による表現 0x1234 / 0X1234  16 進数による表現 

123.4f / 123.4F  float 型の定数 1.23e4 / 1.23E4  1.23 × 104 

 

 次に，char 型の変数にイニシャルを表す文字を代入する。文字はシングルクォート

「 ' 」で括って表現する。これを文字定数と呼ぶ。なお，文字の並びを文字列と呼び，

ダブルクォート「 " 」で括って表現する。文字と文字列は厳密に区別される。 

 
  11:          myInitial = 'Y';            /* 山田太郎の Y */ 

 

 文字は，コンピュータの内部では文字コードと呼ばれる整数値によって表現される。

上記の「変数に文字を代入する」操作は，実際には文字コードを代入する操作である。 

 printf による表示では，表示する変数の型に注意して適切な変換指示子を用いるこ

と。ここでは，int 型は %d，float 型は %f，char 型は %c で表示する。複数の変数

の値を表示するには，書式文字列中に変換指示子をいくつか埋め込み，それと同数の

変数を列挙する。 

 
  13:      printf("学生 %c，%d 年生まれ，身長 %f cm¥n", 

  14:             myInitial, myBirthYear, myHeight); 
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ℵ 解答例(b) ℑ 

 1: #include <stdio.h> 

 2:  

 3: int main(void) 

 4: { 

 5:     int myBirthYear;            /* 誕生年 */ 

 6:     float myHeight;             /* 身長 */ 

 7:     char myInitial;             /* イニシャル */ 

 8:  

 9:     myBirthYear = 1985;         /* 1985 年生まれ */ 

10:     myHeight = 175.5;           /* 身長 cm */ 

11:     myInitial = 'Y';            /* 山田太郎の Y */ 

12:  

13:     printf("学生 %c，%d 年生まれ，身長 %f cm¥n", 

14:            myInitial, myBirthYear, myHeight); 

15:  

16:     return 0; 

17: } 

 

 

 

 定数の話が出てきたので，定数を #define を用いて定義する方法を紹介しておく。

プログラムの先頭で( #include 文の次あたりに書くことが多い)，以下のように記述す

ると，それ以降，3.1416 の代わりに PI と記述することができる。 

 
  #define PI 3.1416 

  ... 

      /* プログラム中では... */ 

      s = r * r * PI;    /* 半径 r の円の面積 s を求める */ 

 

 関連して，C 言語ではヘッダファイルを読み込むと，その中で定義された定数を使

うことができる。以下に，limits.h を読み込み，int 型で表現できる最大値を表す

INT_MAX と，最小値を表す INT_MIN を使用する例を示す。 
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  #include <limits.h>      /* INT_MAX, INT_MIN が define されている */ 

  ... 

      /* プログラム中では... */ 

      printf("int 型の最大値 %d, 最小値 %d¥n", INT_MAX, INT_MIN); 

 

 
   

 

 

 

1.1 今日の月と日それぞれを int 型変数に代入し，天気とともに表示しなさい。 

          表示例：4 月 1 日 本日は晴天なり 

1.2 五十音表のあ行からた行までを表示するプログラムを作成しなさい。仮名と仮

名の間に空白を入れ，行ごとに改行しなさい。最後に，音を出すエスケープシー

ケンス ¥a を入れてみなさい。 

1.3 円周率 PI を 3.1416 に #define により定義し，float 型変数と int 型変数に代

入して表示するプログラムを作成しなさい。 

1.4 char 型変数に '7' を，int 型変数に 7 を，それぞれ代入して表示するプログラ

ムを作成しなさい。 
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      キーボードからデータを読み込む 
 

2 

 

 

例題 2(a) キーボードから 2 つ整数を読み込み，順に表示しなさい。float 型と double

型の 2 つの変数への読み込みも試すこと。 

例題 2(b) キーボードから 2 つの文字を読み込み，順に表示しなさい。 

 

考え方(a) 

 キーボードから入力された数値を変数に読み込む例題である。本書では，値の読み

込みに scanf 関数を使用する。scanf では，データを読み込む際の書式を書式文字列

として記述し，それに続けて値を読み込む変数を指定する。 

 
  11:      scanf("%d", &i1); 

 

 書式文字列の書き方は printf と似ており，上記は %d によってキーボードからの入

力を int 型の値に変換して読み込むことを示している。 

 書式文字列に続いて，読み込む先の変数を指定する。この際，printf と異なり，変

数名の前にアンパサンド & が付いていることに注意すること。ここでは & を付け

ることによって，「指定した変数に」という意味を表現している考えればよいだろう。 

 複数の値を読み込む際は，解答例(a)のように scanf を何回か利用してもよいし，書

式文字列中で複数の値の読み込みを指定してもよい。以下に，1 つの scanf で float 型

と double 型の 2 つの変数への読み込みを行う例を示す。double 型では %lf を使って

いる点に注意すること。 

 
  18:      scanf("%f %lf", &flt, &dbl); 

 

 書式文字列中でスペースが指定されると，実際の入力においては，空白文字(改行，

スペース，タブなど)が読み飛ばされる。 
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入力例 1：2 つの数値を改行して入力する例 ( [RET] は改行の入力を表す) 

  2 つの実数を入力してください 

  1234.5[RET] 

  678.90[RET] 

  実数 1(float) 1234.500000, 実数 2(double) 678.900000 

 

入力例 2：2 つの数値をスペースで区切って入力する例 

  2 つの実数を入力してください 

  1234.5 678.90[RET] 

  実数 1(float) 1234.500000, 実数 2(double) 678.900000 

 

ℵ 解答例(a) ℑ 

 1: #include <stdio.h> 

 2:  

 3: int main(void) 

 4: { 

 5:     int i1, i2; 

 6:     float flt; 

 7:     double dbl; 

 8:  

 9:     /* int 型変数への読み込みと表示 */ 

10:     printf("整数 1 を入力してください¥n"); 

11:     scanf("%d", &i1); 

12:     printf("整数 2 を入力してください¥n"); 

13:     scanf("%d", &i2); 

14:     printf("整数 1  %d, 整数 2  %d¥n", i1, i2); 

15:  

16:     /* float 型/double 型変数への読み込みと表示 */ 

17:     printf("¥n2 つの実数を入力してください¥n"); 

18:     scanf("%f %lf", &flt, &dbl); 

19:     printf("実数 1(float) %f, 実数 2(double) %f¥n", flt, dbl); 

20:  

21:     return 0; 

22: } 
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考え方(b) 

 文字を読み込む場合は，書式指定に %c を使用する。ただし，%c の場合は空白も

文字として読み込まれるので注意が必要である。例えば，以下のように 2 つの文字を

読み込むプログラムに，文字 'X' と 'Y' を，改行を挟んで入力したとしよう。 

 
  scanf("%c", &c1); 

  scanf("%c", &c2); 

 

  入力 

  X[RET] 

  Y[RET] 

 

 上記の入力では，'X' '¥n' 'Y' '¥n' という 4 文字の並びがプログラムに与えられる。

すると，先頭の scanf では変数 c1 に文字 'X' が代入されるが，2 番目の scanf では変

数 c2 に文字 '¥n' が代入される。このように，scanf による文字の入力では，空白文

字が読み飛ばされず，特に改行のような普段意識しない空白文字の存在によって意図

しない結果になることがあるので注意すること。 

 

ℵ 解答例(b) ℑ 

 1: #include <stdio.h> 

 2:  

 3: int main(void) 

 4: { 

 5:     char c1, c2; 

 6:  

 7:     /* char 型変数への読み込みと表示 */ 

 8:     printf("1. 2 つの文字を入力してください¥n"); 

 9:     scanf("%c %c", &c1, &c2); 

10:     printf("文字 1 %c, 文字 2 %c¥n", c1, c2); 

11:  

12:     /* 上記からの連続だと以下は意図しない動作をする */ 

13:     printf("2. 2 つの文字を入力してください¥n"); 

14:     scanf("%c", &c1); 

15:     scanf("%c", &c2); 

16:     printf("文字 1 %c, 文字 2 %c¥n", c1, c2); 
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17:  

18:     return 0; 

19: } 

 

 
   

 

 

 

2.1 日付を年，月，日に分けて入力して，表示するプログラムを作成しなさい。 

2.2 上記の解答例(b)の後半が意図しない動作をする理由を述べ，正しく動作する

ように修正しなさい。 

2.3 4 つの文字を読み込んで表示するプログラムを作成しなさい。複数のスペース

で区切って入力する，改行して入力するなど，いろいろな入力を試しなさい。 
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      書式を指定して表示する 
 

3 

 

 

例題 3 キーボードから実数を読み込み，以下の 5 種類の変換指示子で表示するプロ

グラムを作成しなさい。様々な実数を入力して，実際の表示を確かめること。 

  (a) %f    (b) %6.2f    (c) %-6.2f    (d) %10f    (e) %.1f 

 

考え方 

 この例題は，printf における変換指示子の最小桁数や精度の指定を確かめる例題で

ある。printf における書式の指定では，%d，%f，%c のように変数をどのような形式

で表示するかに加えて，最小の桁数や精度を併せて指定することができる。 

 変換指示子は，以下のような形式である。 

 

  % [フラグ] [0] [フィールド幅] [精度] [型指定] 変換文字 

 

 上記で，かぎ括弧 [ ] で括った部分は省略が可能である。例題の(a) %f は，これら

がすべて省略され，変換指示子だけが指定されている。%d や %c についてはすでに

紹介したので，これ以上は触れない。 

 例題は変換指示子 %f についてフィールド幅と精度を変えて試す問題である。

フィールド幅は，表示結果が持つ最低限のフィールドの長さである。精度は，変換指

示子によって解釈が異なる。%f の場合は小数部分の桁数を表し，省略された場合は 6

である。精度は先頭にピリオド . を付けて指定する。 

 「実行例」に解答の実行例を示す。(b) %6.2f は，フィールド幅 6，精度 2 を指定す

ることを意味する。この場合，表示結果は小数部分が精度で指定された 2 桁になり，

小数点が 1 桁分占有する。そして，整数部は最低 3 桁の幅を持つ。表示が全体として

フィールド幅に満たない場合，足りない分だけ先頭にスペースが挿入され，右寄せで

表示される。(c) %-6.2f のように，フラグにマイナス - を指定すると左寄せで表示さ

れる。 
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 (d) %10f では，フィールド幅として 10 桁を指定しているが，精度の指定は省略さ

れている。この場合，精度は 6 と解釈される。 

 (e) %.1f は，%の後の数値がピリオドで始まっていることに注意すること。「.1」は

精度が 1 であることを示し，フィールド幅は省略されている。 

 なお，printf 関数の書式文字列において % が出現すると，変換指示子であると解

釈される。% を文字として表示するためには，"%%f" のように % を重ねて指定する。 

 

 実行例  

  適当な実数を入力してください 

  12.123 

  (a) %f の場合     [12.123000] 

  (b) %6.2f の場合  [ 12.12] 

  (c) %-6.2f の場合 [12.12 ] 

  (d) %10f の場合   [ 12.123000] 

  (e) %.1f の場合   [12.1] 

 

ℵ 解答例 ℑ 

 1: #include <stdio.h> 

 2:  

 3: int main(void) 

 4: { 

 5:     float f; 

 6:  

 7:     printf("適当な実数を入力してください¥n"); 

 8:     scanf("%f", &f); 

 9:  

10:     printf("(a) %%f の場合     [%f]¥n", f); 

11:     printf("(b) %%6.2f の場合  [%6.2f]¥n", f); 

12:     printf("(c) %%-6.2f の場合 [%-6.2f]¥n", f); 

13:     printf("(d) %%10f の場合   [%10f]¥n", f); 

14:     printf("(e) %%.1f の場合   [%.1f]¥n", f); 

15:  

16:     return 0; 

17: } 
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3.1 キーボードから整数を読み込み，以下の変換指示子で表示するプログラムを作

成しなさい。様々な整数を入力し，実際の表示を確かめること。 

          (a) %d   (b) %6d   (c) %-6d   (d) %6.4d   (e) %-6.4d 

3.2 4 つの文字 'A', 'Z', 'a', 'z' について，それぞれの文字コードを 8 進数，10 進数，

16 進数で表示するプログラムを作成しなさい。その際，表示の桁を揃えて，

表形式になるようにすること。 

3.3 重力加速度(9.80665)と光速度(2.99792458×108 )を #define で定義し，それぞ

れを適切な型の変数に代入して表示するプログラムを作成しなさい。 
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