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第０章 はじめに 
C++（Ｃプラスプラスと読む）は１９７９年米国のベル研究所で Bjarne Stroustrupによって C言語を

拡張する形で開発されました。C++はオブジェクト指向プログラミングを行うために考えられ、C 言語に
クラスの概念を追加したものとして考案されました。１９８３年、正式に C++と命名され、その後いくつか
の改訂を経て、現在では ANSII/ISO により標準化の草案が完成して標準化がなされようとしていま
す。 

 
オブジェクト指向プログラミングとは、１９６０年代の構造化プログラミングの考えをもとに、今日の複

雑化するプログラミングをより効率よく開発するために考案されたものであり、C++では 
 データ、プログラムのカプセル化 
 関数オーバーロードによるポリモーフィズム（多数の形態） 
 継承によるオブジェクトの再利用 

の機能により、プログラムを行うことをいいます。 
 
C++は UNIXやWindowsなどで利用可能になっていますが、特に Visual C++はWindows環境

で、Windows アプリケーション（プログラム）を効率よく開発するための開発環境として作られており、
エディタ、コンパイラ、デバッガなどから構成されています。 
しかし、本テキストでは、主に C と C++の違い、C++のクラス、クラスの継承、関数オーバーロードな

どを中心に解説し、Visual C++特有の機能については、必要最低限の操作とWindows用プログラム
作成に必要となる事柄について解説します。 

 

第１章 C と C++の違い 
C++は C を拡張したものであり、C のコーディング方法や文法はそのまま使用できます。ここでは、

C と比較して C++で拡張されている、または変更されている機能について説明します。 
 

  １－１ C++の新旧の仕様 
最近、C++の仕様が変更になっていますが、本テキストでは以下のように古い仕様のままで記述す

ることとします。 
 
新仕様： 

#include <iostream>   // 旧仕様と比べて .h が省略されています 

using namespace std;  // using は旧仕様では認められていません 

void main() 

{ 

 …… 

} 

 
旧仕様 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

 …… 

} 
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新旧の仕様による違いは、namespace およびヘッダファイルの指定方法の違いになります。古い
仕様のC++コンパイラの場合には、namespaceを注釈にすることによって、コンパイルが可能になりま
す。ヘッダファイルについては、ファイルの拡張子（.h）を付加することによってコンパイル可能になりま
す。 

 

  １－２ 注釈 
C++では C での注釈（ /* */ ）のほかに、以下のような // を使った注釈も使用することができ、//か

ら行末までが注釈になります。 
Cの注釈： 

#include <iostream.h> 

/* This is sample program */ 

void main() 

{ 

 …… 

} 

 
C++の注釈： 

#include <iostream.h> 

// This is sample program  // により注釈行を表しています 

void main() 

{ 

 …… 

} 

 

  １－３ 入出力（コンソール） 
C でのコンソールへの入出力をおこなう場合、getchar(),putchar(),printf(),scanf()などの関数を利

用する必要がありました。しかし、C++では機能が拡張され、関数のほかに入出力演算子があり、これ
を使うことにより、簡単にコンソールへの入出力をおこなうことができます。 
なお、C++で入出力を利用する場合には、必ず #include文でヘッダファイル iostream.hを指定し

てください。 
 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int a,b,c; 

    a=10; 

    b=20; 

    c=a+b; 

    cout << “a+b=”; 

    cout << c; 

    cout <<‘¥n’; 

} 

 

cout はあらかじめ定義されている標準出力のためのストリームです。cout によって、演算子<<は入
出力演算子として扱うことになります。このプログラムの出力結果は以下のようになります。 
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 a+b=30 

また、３行の coutは以下のように１行にまとめることができます。 
    cout << “a+b=” << c << ‘¥n’; 

標準入力からの入力についても cin というストリームが用意されており、以下のようにして使用するこ
とができます。 

 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int a,b,c; 

    cin >> a; 

    cin >> b; 

    c=a+b; 

    cout << “a+b=” << c << ‘¥n’; 

} 

 

  １－４ 宣言文 
C においては、宣言文、とくに変数の型宣言文はプログラムの先頭、つまりブロックの最初に定義し

なければならないという制限がありました。しかし、C++では変数の型宣言は実行文として扱われ、変
数を利用する前に宣言すれば利用可能になります。 

 
ブロックの最初で宣言する場合： 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int a,b,c; 

    cin >> a; 

    cin >> b; 

    c=a+b; 

    cout << “a+b=” << c << ‘¥n’; 

} 

 

ブロックの途中で宣言する場合： 
#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

    int a; 

    cin >> a; 

    int b; 

    cin >> b; 

    int c; 

    c=a+b; 

    cout << “a+b=” << c << ‘¥n’; 

} 
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  １－５ 関数の定義 
C++では、以下のような古い Cの関数定義における文法が使えなくなります。 
 
Cの関数定義： 

void func(a, b, c) 

int a; 

float b; 

char c; 

{ 

 …… 

} 

 

以下のように最近の新しい仕様の定義にする必要があります。 
void func(int a, float b, char c) 

{ 

 …… 

} 

 

  １－６ 参照 
関数の引数としてポインタを扱う方法の一つとして、C++では参照という概念が拡張されています。

参照の例を以下に示します。 
 

#include <iostream.h> 

void func( int &x );  // 関数のプロトタイプ宣言 

 

void main() 

{ 

int a; 

 a = 10; 

 func( a );   // 関数の呼び出し 

 cout << “a = “ << a << ‘¥n’; 

} 

 

void func( int &x )  // 関数の定義 

{ 

 x = x + 20; 

} 

 
実行結果：  a = 30 

 

  １－７ new、delete 演算子 
Cではメモリ領域を確保する場合にはmalloc()関数を使用し、その開放には free()関数を使用して

いました。C++でももちろん使用できますが、C++ではさらに new、delete 演算子を使ってメモリ領域
の確保／解放が可能になっています。 



malloc()、free()関数と new、delete 演算子との違いは通常の変数などのメモリ領域を確保する場
合には特に問題となりませんが、後で説明する class オブジェクトの領域を確保する場合には、
malloc()関数と new演算子とは機能に違いがでてきますので、C++では new、delete演算子を使うよ
うに心がけてください。 

new、delete演算子の使い方は次のとおりです。 
#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

 int *p; 

 p = new int; 

 *p = 10; 

 cout << *p << ‘¥n’; 

 delete p; 

} 

 

new、delete演算子の文法は以下のとおりです。 
 

ポインタ変数 = new 型名; 

delete ポインタ変数; 

 

また、配列などの領域を確保する場合には、以下のようになります。 
 

p = new int [10]; 

 

後述する class オブジェクトのメモリ領域の確保においては、初期化関数（コンストラクタ）、終了関
数（デストラクタ）を実行するかしないかが new、delete 演算子と malloc()、free()関数との機能で異な
ってきます。 

 

  演習１ 

キーボードから２つの整数値を読み込み、和、差、積、商を求めて表示する C++プログラムを作成
しなさい。 

       「入力例」     「出力例」 
78          78+22=100 

22 78-22=56 

78*22=1716 

78/22=3 

 
#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int a, b, wa,sa,seki,sho; 

    cin >> a; 

    cin >> b; 

    wa = a + b; 

    sa = a – b; 

    seki = a * b; 
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    sho = a / b; 

    cout << a << “+” << b << “=” << wa << ‘¥n’; 

    cout << a << “-” << b << “=” << sa << ‘¥n’; 

    cout << a << “*” << b << “=” << seki << ‘¥n’; 

    cout << a << “/” << b << “=” << sho << ‘¥n’; 

} 

 

  演習２ 

乾湿球湿度計によって不快指数を求めることができます。乾球の温度（ｄ）と湿球の温度（w） 
 がわかったとき、以下の式により不快指数（ｆ）を求めることができます。 

 f = 0.72(d + w) + 40.6 
乾球の温度と湿球の温度をキーボードから入力し、不快指数を求めるプログラムを作成しな 

 さい。 
       「入力例」     「出力例」 

30.0 28.5       f = 82.72 

 
 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

float d, w, f; 

        cin >> d >> w; 

        f =  0.72 * ( d + w ) + 40.6; 

        cout << "f = " << f << '¥n'; 

} 

 
ちなみに、不快指数と人間の感覚は次のとおりです。 
 75から 77：約 9%の人が不快と感じる 
 77から 85：約 60%の人が不快と感じる 
 85以上：約 93%の人が不快と感じる 
 

第２章 関数オーバーロード 
C++の特徴の一つとして、関数のオーバーロードという機能があります。これは、日本語で言うと関

数の多重定義と呼ばれます。一つの関数名に異なった機能を持つプログラムをいくつか定義すること

ができるものです。もちろん異なった機能は関数名からでは判別できないので、引数の型や個数の違

いにより区別することになります。C では関数は関数名だけで区別されていましたが、C++での関数の
区別は関数名だけではなく、引数の型や個数まで考慮する必要があります。 

 

  ２－１ 関数オーバーロードの簡単な例 
C++での関数のオーバーロードの簡単な例を示します。 

 

#include <iostream.h> 

void func( ) 

{ 
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    cout << “No argument” << ‘¥n’; 

} 

 

void func( int a ) 

{ 

    cout << “Integer argument” << a << ‘¥n’; 

} 

 

void func( double b ) 

{ 

    cout << “Double argument” << b << ‘¥n’; 

} 

 

void main() 

{ 

    func( ); 

    func( 12 ); 

    func( 15.23 ); 

} 

 
実行結果は次のとおりになります。 

 
No argument 

Integer argument 12 

Double argument 15.23 

 

  ２－２ デフォルト引数 
関数の引数として、その引数が指定されなかった場合、あらかじめ定められた値を引数とすることが

できます。それをデフォルト引数といいます。以下にその例を示します。 
２次元座標上のある２点間の長さを求めることを考えます。２点の x,y 座標はそれぞれ(x1,y1)、

(x2,y2)である時、２点間の長さ lengthは以下の式で表されます。 
 

22 |12||12| yyxxlength −+−=  
  

ここで、通常は点(x2,y2)は値として指定されますが、省略された場合には x2=0,y2=0として計算す
る関数を C++で作ると以下のようになります。 

 
#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

double nagasa( double x1, double y1, double x2=0.0, double y2=0.0) 

{ 

double absx, absy, length; 

    absx = x2 – x1; 

    absy = y2 –y1; 

    length = sqrt( absx*absx + absy*absy ); 
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    return length; 

} 

int main() 

{ 

double length; 

    length = nagasa( 1.0, 1.0, 4.0, 4.0 ); 

    cout << length << ‘¥n’; 

    length = nagasa( 2.0, 2.0 ); 

    cout << length << ‘¥n’; 

} 

  演習３ 

 二つの引数で示される変数の値を交換する関数を参照を使って作成しなさい。たとえば、最初  
a = 10, b=20 となっているものを a = 20, b = 10 とする関数を作成しなさい。 

 
#include <iostream.h> 

void kokan( int &x, int &y ); 

int main() 

{ 

int a, b; 

 a = 10; 

 b = 20; 

 cout << “a = “ << a << “  b = “ << b << ‘¥n’; 

 kokan( a, b ); 

 cout << “a = “ << a << “  b = “ << b << ‘¥n’; 

} 

 

void kokan( int &x, int &y ) 

{ 

int t; 

 t = x; 

 x = y; 

 y = t; 

} 

 

第３章 クラス 
C++はオブジェクト指向プログラミングが可能な言語となっていますが、オブジェクト指向を実現す

るためにはクラス(class)の利用が必須です。 
 

  ３－１ クラスの概念 
C++のクラスは、構造体のメンバーとして変数だけではなく、関数をも含めたものとみることができま

す。クラスを利用したプログラム例を以下に示します。 
 

#include <iostream.h> 

class myclass{   // classの定義 

private:    // メンバー変数の private宣言 
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 int a; 

public:    // メンバー関数の public宣言 

 void seta( int );  // メンバー関数のプロトタイプ宣言 

 int geta(); 

 void printa(); 

}; 

 

void myclass::seta(int x) // メンバー関数の定義 

{  a = x;  } 

 

int myclass::geta() 

{  return a;  } 

 

void myclass::printa() 

{  cout << "a = " << a << '¥n';  } 

 

void main()   // main 関数 

{ 

myclass r;   // classオブジェクトの宣言 

int b; 

 r.seta( 10 ); 

 b = r.geta(); 

 cout << "b = " << b << '¥n'; 

 r.printa(); 

} 

 

この例をみてわかるように、クラスの定義において変数と関数を定義しています。また、myclass 内
の変数 aは private宣言がされており、myclass内の関数以外からはアクセスできないようになってい
ます（カプセル化）。 

 

  ３－２ クラスの定義、利用 
以下に、クラスの定義と利用法について説明します。 

 

  クラスの定義 

class クラス名 { 

private:    // private 変数、関数宣言（省略時は privateとなる） 

 メンバー変数の宣言; 

 メンバー関数の宣言; 

public:    // public宣言 

 メンバー変数の宣言; 

 メンバー関数の宣言; 

protected:   // protected宣言 

 メンバー変数の宣言; 

 メンバー関数の宣言; 

};     // ;を忘れがちです 

メンバー関数の定義; 
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  メンバー関数の定義 

クラスメンバーとして宣言された関数を定義するには、::記号（スコープ演算子）を用いてクラスと関
数を関連づける必要があります。 

 

型 クラス名::関数名( 仮引数の並び ) 

{ 

 変数の宣言 

 プログラム 

} 

 

なお、クラス宣言時に関数を定義することもできます。 
 

class myclass{   // classの定義 

private:    // メンバー変数の private宣言 

 int a; 

public:    // メンバー関数の public宣言 

 void seta( int x ){ a = x; } // メンバー関数の定義 

 int geta(){ return a ;} 

 void printa(){ cout << "a = " << a << '¥n'; } 

}; 

 

  クラスの利用 

宣言されたクラスを利用するには、最初にクラスオブジェクトの宣言が必要になります。クラス名を使

って宣言します。 
 

クラス名 クラスオブジェクト名; 例 myclass r; 

 

プログラム中でクラスオブジェクト内のメンバー変数や関数を利用する場合には、構造体と同じよう

にして ．（ピリオド）を使って利用することができます。 
 

クラスオブジェクト名.メンバー名 例 r.seta(10); 

 

クラスオブジェクト型のポインタを利用する場合も構造体の時と同様に -> を使って利用すること
ができます。 

 

クラスオブジェクト名->メンバー名 例 myclass *p.r; 

        p = &r; 

        p->seta(10); 

 

  ３－３ コンストラクタ関数、デストラクタ関数 
 クラスオブジェクトの宣言は実行文であり、宣言文を実行した時またはnew演算子が実行された時に
オブジェクトが生成されます。逆にプログラム終了時または delete 演算子が実行されたとき、オブジェ
クトは消滅します。プログラム内では、オブジェクトが生成されたときに（オブジェクト内の）初期化作業
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が必要になる場合があります。同様にオブジェクトが消滅するときにも終了作業が必要になる場合があ

ります。class には初期化用の関数であるコンストラクタ関数、終了作業用の関数であるデストラクタ関
数を定義することができます。 

 

  コンストラクタ関数 

 コンストラクタ関数はメンバー関数として定義します。コンストラクト関数とするには関数名としてクラス

名と同じものを使用します。 
 

class myclass{ 

private: 

 int a; 

public: 

 myclass(){ a = 0; } // コンストラクタ関数 

 seta( int ); 

 …… 

}; 

 

void main() 

{ 

myclass r; 

  …… 

} 

 

 例では、main関数内でクラスオブジェクト r を宣言すると自動的にコンストラクタ関数 myclass()が実
行され、変数 aには初期値として 0が設定されます。 
コンストラクタ関数は戻り値を持ちません。 
 

  デストラクタ関数 

 デストラクタ関数も同様にメンバー関数として定義します。デストラクタ関数とするには関数名として～

クラス名を使用します。 
 

class myclass{ 

private: 

 int a; 

public: 

 myclass(){ a = 0; } // コンストラクタ関数 

 ~myclass(){ …… }; // デストラクタ関数 

 seta( int ); 

 …… 

}; 

 

デストラクタ関数も戻り値を持ちません。 
 
 
 



演習４ 

キーボードから正の整数をいくつか読み込み、その中で最大のものをクラスを使って記憶し、最後

にその値を表示するプログラムをクラスを利用して作成しなさい。なお、最後のデータとして、負の整数

（-1）を入力するものとします。 
       「入力例」     「出力例」 

Key in number     MAX = 567 

123 

  34 

  567 

  -1 

 
 

#include <iostream.h> 

class mymax{   // クラスmymaxの宣言 

private: 

 int reg; 

public: 

 mymax(){ reg = -1; } // コンストラクタ関数 

 void hikaku( int x ){ if( reg < x ) reg = x; } 

 int getmax(){ return reg; } 

}; 

 

void main() 

{ 

mymax m;   // クラスオブジェクトの宣言 

int a = 0; 

 cout << "Key in number¥n"; 

 while( a >= 0 ){ 

  cin >> a;  // キーボードからの読み込み 

  m.hikaku( a ); // メンバー関数の呼び出し 

  } 

 cout << "MAX = " << m.getmax() << '¥n'; 

} 

 

  演習５ 
キーボードから学生ごとの理科と算数の点数を読み込み、全員の点数を読み込み終わったら、科

目ごとの合計点と平均点を表示するプログラムをクラスを利用して作成しなさい。なお、最後のデータ

として、理科と算数の点数をそれぞれ-1 として入力するものとします。 
       「入力例」     「出力例」 

60 67     rika  total = xxxxx  average = xx.xx 

63 78    sansu total = xxxxx  average = xx.xx 

  86 89 

  … … 

  -1 -1 
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#include <iostream.h> 

class tokei{ 

        int sum; 

        int count; 

public: 

        tokei(){ sum = 0; count = 0; } // コンストラクタ関数 

        void add( int x ){ sum = sum + x; count++; } 

        int total(){ return sum; } 

        double ave(){ return ( (double)sum / (double)count ); } 

}; 

 

#define TRUE 1 

void main() 

{ 

tokei rika, sansu; 

int tenr, tens; 

        while ( TRUE ){ 

                cin >> tenr >> tens; 

                if( tenr < 0 ) break; 

                rika.add( tenr ); 

                sansu.add( tens ); 

        } 

        cout << "rika  total = " << rika.total() << 

                "  average = " << rika.ave() << '¥n'; 

        cout << "sansu total = " << sansu.total() << 

                "  average = " << sansu.ave() << '¥n'; 

} 

 

第４章 継承 

  ４－１ 継承とは 
C++では、あるクラスの持つ情報や機能を受け継いで、さらに特別の情報や機能を追加した新たな

クラスを定義する方法が用意されています。それを継承と呼びます。継承の元になるクラスを基本クラ

ス、基本クラスから情報や機能を受け継いで新たなクラスを定義することをクラスの派生、派生後の新

たなクラスを派生クラスといいます。 
派生クラスは、基本クラスの情報や機能などを継承するので、基本クラスのメンバは、派生クラスに

おいても、派生クラスのメンバのように利用できます。 
 

      派生クラス 

 

     基本クラス        
 
情報、機能     新機能の 
の継承      追加 

 
 
 

 

継

 
 

 
 

派

生 
 

 
 

 

承されるもの      継承されないもの
データメンバ   コンストラクタ 
メンバ関数（コンストラクタ デストラクタ 
とデストラクタ以外）  フレンド関数・クラス 
          （後述） 
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基本クラスのコンストラクタは、そのクラスのメンバの初期化のためのものです。もし、基本クラスのコン

ストラクタが継承されたとしても、新規に追加されたメンバの初期化はおこないません。ゆえにそのまま継

承されても意味をなしません。 
また、コンストラクタは継承されませんが、派生クラスから明示的、暗黙的に利用することは可能です。 

 

  ４－２ 派生クラス 
派生クラスは次の形式で定義します。 

 
class 派生クラス名：アクセス指定子 基本クラス名 

{ 

  //追加メンバ 

    ： 

｝;  

 
次の例は、変数を２つ管理するクラスhen2 という基本クラスを使い、変数を３つ管理するhen3とい

う派生クラスを作成しています。 
#include <iostream.h> 

class hen2{ 

 int va; 

 int vb; 

public: 

 hen2() {va=0; vb=0;};  //コンストラクタ 

 hen2(int a, int b) {va=a; vb=b;} 

 void set_a(int dt) {va=dt;} 

 void set_b(int dt) {vb=dt;} 

 int get_a() {return va;} 

 int get_b() {return vb;} 

 void disp(); 

}; 

void hen2::disp() 

{ 

 cout << "va = " << va << '¥n'; 

 cout << "vb = " << vb << '¥n'; 

} 

 

//派生クラス hen3 

class hen3 : public hen2{ 

 int vc; 

public: 

 hen3();    //コンストラクタ 

 hen3(int a, int b, int c);  //派生クラスのコンストラクタの中で 

 void set_c(int dt) {vc=dt;} //基本クラスのコンストラクタを使う 

 int get_c() {return vc;}  //ことができます。 

 void disp(); 

}; 

 

hen3::hen3() : hen2()  //派生クラスのコンストラクタやメンバ 



{      //関数の中で基本クラスのメンバ関数を 

 vc=0;     //使うことができます。 

} 

 

hen3::hen3(int a, int b, int c) : hen2(a,b)  

{       

 vc=c;      

} 

 

void hen3::disp()    

{      //同一名のメンバ関数を設定するときは 

 //cout << "ca = " <<va << '¥n'; //スコープ解決をします。 

 //cout << "cb = " <<vb << '¥n';  

 hen2::disp();   //hen2クラスの disp関数 

 cout << "vc = " <<vc << '¥n'; 

} 

 

void main() 

{ 

 cout << "hen2 class¥n"; 

 hen2 a(10,20); 

a. disp(); 

 

 cout << "hen3 class¥n"; 

 hen3 b(30,40,50); 

b. disp(); 

b.set_a(60); 

b.set_b(70); 

b.set_c(80); 

b.disp(); 

} 

 
実行結果： 

  

hen2 class 

va = 10 

vb = 20 

hen3 class 

va = 30 

vb = 40 

vc = 50 

va = 60 

vb = 70 

vc = 80 
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  ４－３ コンストラクタ、デストラクタの呼び出し順序 
派生クラスのオブジェクトを生成すると、派生クラスのコンストラクタだけでなく、基本クラスのコンスト

ラクタも自動的に起動します。このとき先に基本クラスのコンストラクタが起動し、その後派生クラスのコ

ンストラクタが起動します。 
class Cbase 

{ 

 int base1; 

 int base2; 

}; 

class Cderived : public Cbase 

{ 

 int drv1; 

 int drv2; 

}; 

Cderived drvObject; 

class Cbase{}; 

class Cburied{}; 

class Cderived : public Cbase 

{ 

 Cburied brd0bject; 

}; 

Cderived drvObject; 

 
派生クラス”Cderived”は、基本クラス”Cbase”から派生し、Cderivedのメンバには（Cburied クラス

の）オブジェクトが埋め込まれています。 
 
コンストラクタの起動順序 

 base1;  Cbase クラスの 
 base2;  コンストラクタで初期化 
 
 drv1;  Cderivedクラスの 
 drv2;  コンストラクタで初期化 
  

     

drvObject 

基本クラス     派生クラス 
Cbase   
     Cderived 
 
      Cburied 

1. Cbase  （基本クラスのコンストラクタ） 
2. Cburied （埋め込みオブジェクトのコンストラクタ） 
3. Cderived （派生クラスのコンストラクタ） 

 
デストラクタの起動順序 

1. Cderived （派生クラスのデストラクタ） 
2. Cburied （埋め込みオブジェクトのデストラクタ） 
3. Cbase  （基本クラスのデストラクタ） 

 

  ４－４ 継承の方法 
クラスの資産を継承するために派生をおこなう場合は、クラス派生の宣言において、基本クラス名の

前に private,protected,public のアクセス指定子のいずれかを与えることによって、全メンバの参照
を制限することができます。 

 
以下の３つの方法があります。何も指定しないと private継承になります。 
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♦ private継承 （私的） 
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♦ 
♦ 

protected継承 （保護） 
public継承 （公開） 

 
１）private継承 
アクセス指定子 privateを与えて派生をおこないます。 
 

class Base { 

 int pri; //private 

protected: 

 int pro; //protected 

public: 

 int pub; //public 

}; 

class Derived : private Base { 

 // … 

}; 

このとき、「クラス Baseは、クラス Derivedの私的基本クラス（private base class）である」といいま
す。派生クラスからは、基本クラスの私的メンバを読み書きすることはできません。基本クラスの保護メ

ンバと公開メンバは、派生クラス中では、私的メンバとしての扱いを受けることになり、クラスのユーザで

ある外部に対しては公開されません。 
 

  private アクセス不可 

private 
 protected 

public 
private 

protected   protected 
public   public 
基本クラス  派生クラス  

 
２）protected継承 
アクセス指定子 protectedを与えて派生をおこないます。 
 

class Base { 

 int pri; //private 

protected: 

 int pro; //protected 

public: 

 int pub; //public 

}; 

class Derived : protected Base { 

 // … 

}; 

 
このとき、「クラス Baseは、クラス Derivedの保護基本クラス（protected base class）である」といい

ます。private 継承と同様に派生クラスから基本クラスの私的メンバをアクセスすることはできません。ま
た、基本クラスの保護メンバと公開メンバは、派生クラス中では、保護メンバとしての扱いを受けること

になり、派生クラスのユーザである外部に対しては公開されません。 



 
 

  private アクセス不可 
private   private 

protected 
 protected 

public 
protected 

public   public 
基本クラス  派生クラス  

 
３）public継承 
アクセス指定子 publicを与えて派生をおこないます。 
 

class Base { 

 int pri; //private 

protected: 

 int pro; //protected 

public: 

 int pub; //public 

}; 

class Derived : public Base { 

 // … 

}; 

 

このとき、「クラス Baseは、クラスDerivedの公開基本クラス（public base class）である」といいます。
private継承、protected継承と同様に、派生クラスから基本クラスの私的メンバを自由に読み書きする
ことはできません。基本クラスの保護メンバは、派生クラス中においても、保護メンバとしての扱いを受

け、派生クラスのユーザである外部に対しては公開されません。しかし、基本クラスの公開メンバは、派

生クラスでも公開メンバとして扱われますから、派生クラスのユーザに公開されます。 
 

  private アクセス不可 
private   private 

protected  protected protected 
public  public public 
基本クラス  派生クラス  

 
一般に派生をおこなうと、基本クラスの部の公開メンバが、派生クラスの”部”に属します。また、

private継承、protected継承、public継承のいずれの場合にも派生クラスから、基本クラスの私的メン
バをアクセスすることはできません。 

 

  ４－５ アクセス権の調整 
公開部もしくは保護部に ”クラス名：：メンバ名” と、明示的に記述することによって、アクセス権を

調整することができます。 
 
以下の例では、正の整数値のカウントアップおよびカウントダウンをおこなうクラス Counter から偶
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数のカウントアップをおこなうクラス Bcounter を派生させています。 
 

#include <iostream.h> 

#include <limits.h>   //各整数型が取り出せる最大値がマクロとして 

      //定義されています。 

class Counter{ 

 private: 

  unsigned Cnt;  //カウント値 

 public: 

  Counter(void) {Cnt =0;}  //コンストラクタ 

  void Increment(void) {if (Cnt < UINT_MAX) Cnt++;} //カウントアップ 

  void Decrement(void) {if (Cnt > 0) Cnt--;} //カウントダウン 

  unsigned Value(void) {return (Cnt);} //値の返却 

}; 

 

class Bcounter : private Counter{ 

public: 

 Bcounter(void){}   //コンストラクタ 

 Counter::Value;   //関数 Value … アクセス宣言 

 void Increment (void){  //インクリメント … 再定義 

  if (Value() < UINT_MAX -1) { //基本クラスのメンバ関数と同じ名前のメンバ 

   Counter :: Increment(); //関数を再定義した場合、再定義した方の関数 

   Counter :: Increment(); //が呼び出されます。 

  } 

 } 

}; 

 

int main(void) 

{ 

int i; 

Counter x; 

for (i=0; i<5; i++){ 

x.Increment(); 

cout << x.Value() << '¥n'; 

} 

 

for (i=0; i<2; i++){ 

x.Decrement(); 

cout << x.Value() << '¥n'; 

} 

return(0); 

} 

 

 

 

 

 

 



 

実行結果： 
 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

 

公開部には、 
 

 Counter :: Value; 

 
と書かれています。 
これは、クラス Bcounter において、私的部となるはずの、基本クラスのメンバ関数を、公開部に「引

っ張り出す」ための宣言です。このような宣言をアクセス宣言といいます。 
アクセス制限においては、以下の制限があります。 
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♦ 

♦ 

♦ 

基本クラスがユーザに対して公開しているメンバを、派生クラスにおいて非公開にすることはできませ

ん。また基本クラスがユーザに対して非公開であるメンバを、派生クラスにおいてアクセスできるように

することもできません。 
アクセス宣言は型を指定せずに名前のみを指定します。多重定義された同一の名前を持つ関数に

対して、アクセス宣言をおこなうと、その名前を持つ全ての関数のアクセス権を調整することができま

す。 
派生クラスのメンバが、基本クラスのメンバと同一名を持っている場合は、その基本クラスのメンバの

アクセス権を調整することはできません。 
 

  ４－６ ポインタとリファレンスの変換 
基本クラスのポインタには、派生クラスのポインタを代入することができます。一方、基本クラスのポ

インタを派生クラスのポインタに代入しようとすると、コンパイルエラーが発生します。 
 

class CVegetable{}; 

class CCarrot : public CVegetable{}; 

CVegetable  *pVegetable; 

CCarrot   *pCarrot; 

pVegetable  = new CCarrot;   

pCarrot   = new CVegetable;  //コンパイルエラー 

pCarrot   = (CCarrot *) (new CVegetable);  

 

同じ基本クラスを使用していても、派生クラス同士のポインタ変換はできません。この場合はキャスト

する必要があります。 
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４－７ メンバ関数のオーバーライド 
基本クラスのメンバ関数を、派生クラスのメンバ関数でオーバーライドすることができます。これによ

り、派生クラスは基本クラスの処理を変更し、隠してしまうことができます。基本クラスのオーバーライド

されてしまったメンバ関数にアクセスしたいときは、スコープ演算子を利用します。 
 

class Cbase { 

public: 

    void disp(); 

}; 

class derived : public base{ 

public: 

    void disp(); 

}; 

Cbase base; 

Cderived derived; 

 

base.disp();            //基本クラスの disp() 

derived.disp();         //派生クラスの disp() 

derived.Cbase::disp();  //基本クラスの disp() 

 

基本クラスポインタ 

キャスト不要 代入不可 

 キャスト必要 

派生クラスポインタ  派生クラスポインタ 

  ４－８ 多重継承 
２つ以上の基本クラスからクラスを派生することを多重継承と呼びます。 
A と Bの２つの基本クラスから、クラス Xを派生する例を示します。 
 

class A {/* … */}; 

class B {/* … */}; 

class X :public A, protected B {/* … */} 

 
このように、複数の基本クラスをカンマで区切って与えます。また、３つ以上の基本クラスから派生を

おこなうこともできます。 
多重継承によって、クラス Xは、クラスAとクラス Bの両方の情報や機能を受け継ぐことになります。

すなわち、クラスXは一種のクラスAであり、しかも一種のクラス Bでもあるという二面性を持つことにな
ります。 
しかし基本クラスに同じメンバがあった場合、どのクラスのメンバであるかが曖昧になりがちです。こ

の多重継承はクラス階層を不明確にするおそれがありますので、十分な考慮と注意が必要になりま

す。 



  演習６ 

   以下のプログラムは日付を管理するクラス Date と元号を管理するクラス Gdateです。 
空欄を埋めよ。 
 

class Date{ 

protected: 

 int year; 

 int month; 

 int day; 

public: 

 Date(int y, int m =1, int d=1){ 

  year = y; 

  month = m; 

  day = d; 

 } 

 int Year(void) { return (year);} 

 int Month(void) { return(month);} 

 int Day(void) { return(day);} 

}; 

class Gdate     a)     public Date { 

public: 

  enum Gengou(Meiji, Taisyo, Showa, Heisei);  //列挙型 

Gdate(int y) :    b)     (y) {} 

Gdate(Gengou g, int y, int m=1, int d=1) :    c)    (y,m,d) 

{ 

 switch (g) { 

  case Meiji :  year += 1867; break; 

  case Taisyo :  year += 1911; break; 

  case Showa :  year += 1925; break; 

  case Heisei :  year += 1988; break; 

 } 

 } 

}; 

 

 a) : 
 b) Date 
 c) Date 
 

第５章 仮想関数 

  ５－１ 仮想関数とは 
仮想関数とは、指定したメンバ関数の結合を「動的結合にしなさい」と指示するものです。これは基

本クラスの中で、該当するメンバの関数に、 
 

virtual 
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というキーワードを付けるだけで実現します。 
また、派生クラスに、オーバーライドされることが予想される関数は仮想関数にしておきます。 
下の例で cost() 関数をオーバーライドした場合、このクラスから派生する全てのクラスで動的結合

がおこなわれます。 
 

class CVegetable 

{ 

public: 

 virtual void cost(){ cout << "high¥n";} 

}; 

 
class CCarrot : public CVegetable 

{ 

public: 

 void cost() {cout << "low¥n";} 

}; 

 

void main() 

{ 

 CVegetable *vegetable1; 

 CCarrot  *vegetable2; 

 vegetable1 = new CVegetable; 

 vegetable2 = new CCarrot; 

 vegetable1 -> cost(); 

 vegetable2 -> cost(); 

} 

 

実行結果： 
 

high 

low 

 
継承の章で示した「基本クラス hen2」に virtual処理した例を次に示します。 

 
#include <iostream.h> 

class hen2_v{ 

 int va; 

 int vb; 

 

public: 

 hen2_v() {va=0; vb=0;} 

 hen2_v(int a, int b) {va=a; vb=b;} 

 void set_a(int dt) {va=dt;} 

 void set_b(int dt) {vb=dt;} 

 int get_a() {return va;} 

 int get_b() {return vb;} 
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 virtual void disp();  //仮想関数 

}; 

void hen2_v::disp() 

{ 

 cout << "va = " << va << '¥n'; 

 cout << "vb = " << vb << '¥n'; 

} 

 

//派生クラス hen3_v 

class hen3_v : public hen2_v{ 

 int vc; 

public: 

 hen3_v(); 

 hen3_v(int a, int b, int c); 

 void set_c(int dt) {vc=dt;} 

 int get_c() {return vc;} 

 void disp(); 

}; 

 

hen3_v::hen3_v() : hen2_v() 

{ 

 vc=0; 

} 

 

hen3_v::hen3_v(int a, int b, int c) : hen2_v(a,b) 

{ 

 vc=c; 

} 

 

void hen3_v::disp() 

{ 

 hen2_v::disp(); 

 cout << "vc = " << vc << '¥n'; 

} 

void main() 

{ 

 hen2_v dt1(10,20); 

 hen3_v dt3(300,400,500); 

 hen2_v *p;    //hen2_v型へのポインタ宣言 

 

 dt1.disp();    //hen2_vの dispを呼ぶ 

 dt3.disp();    //hen3_vの dispを呼ぶ 

 

 p=&dt1;    //hen2_v オブジェクトのアドレス設定 

 p->disp();    // hen2_vの dispを呼ぶ 

 

 p=&dt3;    //hen3_v オブジェクトのアドレス設定 

 p->disp();    //hen3_v の dispを呼ぶ 

} 



実行結果： 

va = 10 

vb = 20 

va = 300 

vb = 400 

vc = 500 

va =10 

vb = 20 

va = 300 

vb = 400 

vc = 500 

   

  ５－２ 純粋仮想関数（抽象クラス） 
純粋仮想関数とは、他のクラスの基本クラスになることが目的であり、そのクラス自身はオブジェクト

を生成しないクラスのことです。 
仮想関数はオブジェクトの型に応じて、クラス（のメンバ関数）を選択してくれます。5-1 の例の場

合、 
 
 基本クラス hen2_v の disp関数 
 派生クラス hen3_v の disp関数 
 

を呼び出しています。実際にプログラムを作成してみると 
 ―――基本クラスは本当に基本形として使うだけで、実際のオブジェクトは派生クラスしか使

わない 
ということがあります。このようなプログラムを作成すると、基本クラス hen2_vにある disp関数は未使用
のままとなります。このような場合、プログラムによっては 

 ―――基本クラスのメンバ関数にアクセスできるのは危険 
という場合もあります。そこで、 

 
 基本クラスの dispは virtualにし、プロトタイプだけを宣言する。       
 dispの本体は派生クラスの中でクラスの中で必ず定義されることとする。  
 

とする方法が用意されました。 
純粋仮想関数の設定は、プロトタイプの後に "=0" （純粋指定子）を付けます。 

 
class CVegetable   //抽象クラス 

{ 

public: 

 virtual void cost() =0;  //純粋仮想関数 

} 

 

純粋仮想関数は、関数の定義を省略することができます。 
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  演習７ 

 
 

 

 

#include <iostream.h> 

class hen2_v{ 

 int va; 

 int vb; 

public: 

 hen2_v() {va=0; vb=0;} 

 hen2_v(int a, int b) {va=a; vb=b;} 

 void set_a(int dt) {va=dt;} 

 void set_b(int dt) {vb=dt;} 

 int get_a() {return va;} 

 int get_b() {return vb;} 

 virtual void disp() = 0;  //純粋仮想関数 

}; 

 

//void hen2_v::disp() 

//{ 

// cout << "va = "<< va << '¥n'; プロトタイプだけでよいので不要 

// cout << "vb = "<< vb << '¥n'; 

//} 

 

//派生クラス その１ hen3A_v 

class hen3A_v : public hen2_v{ 

 int vc; 

public: 

 hen3A_v(); 

 hen3A_v(int a, int b, int c); 

 void set_c(int dt) {vc=dt;} 

 int get_c() {return vc;} 

 void disp(); 

}; 

 

void hen3A_v::disp() 

{ 

//hen2_v::disp();   基本クラスの disp はない 

cout << "va = " << get_a() << '¥n'; 

cout << "vb = " << get_b() << '¥n'; 

cout << "vc = " << vc << '¥n'; 

} 

 

//派生クラス その 2 hen3B_v 

class hen3B_v : public hen2_v{ 

 int vc; 

５－１のプログラム例を純粋仮想関数を使って書き直しなさい。ただし、純粋仮想関

数を使うと、基本クラス自体のオブジェクトは宣言できません。 
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public: 

 hen3B_v(); 

 hen3B_v(int a, int b, int c); 

 void set_c(int dt) {vc=dt;} 

 int get_c() {return vc;} 

 void disp(); 

}; 

 

void hen3B_v::disp() 

{ 

//hen2_v::disp();   基本クラスの disp はない 

cout << "va = " << get_a() << '¥n'; 

cout << "vb = " << get_b() << '¥n'; 

cout << "vc = " << vc << '¥n'; 

} 

 

void main()    //派生クラスのみを使用する 

{ 

 //hen2_v dt1(10,20);  //=0 の指定があるので宣言できない 

 hen3A_v dta(300,400,500); 

 hen3B_v dtb(600,700,800); 

 hen3A_v  *p;   //hen3A_v型へのポインタ宣言 

 

 p=&dta;    //hen3A_v オブジェクトのアドレス設定 

 p->disp();    //hen3A_vの dispを呼ぶ 

 p=(hen3A_v *)&dtb;  //hen3B_v オブジェクトのアドレス設定 

      //キャストが必要 

 p->disp();    //hen3B_v の dispを呼ぶ 

} 

 

第６章 Visual C++の特徴 
Visual C++はWindowsアプリケーション（プログラム）を作成するための統合開発環境です。 
また、作成されたプログラムはメッセージ＋メッセージを処理する関数で構成されています。Windows

アプリケーションは今までのような手続き型のプログラムでなく、メッセージがこないかいつも見張り、メッセ

ージがきたら指定されたメッセージに対応する関数を実行するという方法で実行されます。メッセージに

はキー入力やマウス入力などがあります。 
 以下が VisualC++の特徴です。 
・プログラムの骨格（スケルトン）を作成する機能がある（AppWizard） 
・クラスの追加や管理をする機能がある（ClassWizard） 
・単一窓(SDI)、多重窓(MDI)、ダイアログベースのアプリケーションの原型が簡単に作成できる 
・作成した骨格には、基本的なメニューとツールバーが最初から用意されている 
・MFC（Microsoft Foundation Class）というクラスライブラリでWindowsに関する処理をおこなう 
・プログラムのドキュメントとその処理部分を別管理する（ドキュメントクラス） 
・固定的なデータはリソースとしてプログラム本体と別に管理する 
・デバック機能が充実している 
・Windows上で運用するための有用な機能が豊富に用意されている 



  ６－１ Visual C++プログラム開発の流れ 
Visual C++はプログラムを作成するとき、最初からプログラムを記述するとあまりにも負担が大きい

ので、基本的なプログラム構成を最初に作ってくれるようになっています。この骨格となるプログラムに

追加記述していくことで、アプリケーションが完成します。また、追加記述のためのツールが各種用意

されています。 
Visual C++でプログラミング開発するときの手順は次のようになります。 
1. AppWizardで原型を作成する 
2. Class Wizardでクラスの追加と管理をおこなう 
3. コードを記述する 
4. ビルド（プログラムのコンパイル）をする 
5. プログラムを実行する 

 

  ６－２ Developer Studio  
Visual C++を起動すると、図６－１のようなウィンドウが画面に表示されます。このウィンドウが開発

環境には欠かせない Developer Studioです。 
Developer Studioは、Visual C++の作業全体のまとめ役です。プロジェクトの新規作成に始まり、

ソースコードやリソースの編集、コンパイル、実行、デバックなど、Windows プログラム開発を１つの環
境の中でおこなうことができます。 

Developer Studioの画面構成は図のように、標準的なWindowsアプリケーションと同様にタイトル
バー、メニューバー、ツールバー、ステータスバーといった部分から構成されていますが、そのほかに

もプログラム開発を快適に行なうためにいくつかの要素を備えています。 
その１つがワークスペースウィンドウです。ここには、現在作業をおこなっているプロジェクト（プログ

ラム）を構成するファイルやクラス、およびリソースをページに分けて表示することができます。また、こ

の右側のスペースではプログラムコードやリソースの編集をおこないます。コンパイル時やデバック時

には Developer Studioの下部に専用のウィンドウ（アウトプットウィンドウ）が表示され、さまざまな情報
を利用者に提示してくれます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１ Developer Studio画面

作業ウィンドウ

アウトプットウィンドウ

ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
ウ
ィ
ン
ド
ウ
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  ６－３  プロジェクト 
Visual C++で作成するアプリケーションは、非常に多くのファイルから構成されています。たとえば、

プログラムコードが書かれたソースファイルやコンパイルのための情報が書かれたメイクファイル、全体

の設定を記述したプロジェクトワークスペースなど他にもたくさんのファイルが存在します。 
Visual C++ではこれらのファイルをひとまとめにしてプロジェクトと呼びます。アプリケーションの開

発は、基本的にはこのプロジェクトの中ですべておこなわれます。プロジェクト中で用いられる用語に

は以下の関係があります。 
 

1. プロジェクトワークスペース名 ＝ アプリケーションの名前 
2. プロジェクトを格納するフォルダ ＝ ディレクトリ名 

 

  ６－４  AppWizard 
新規作成を開始すると、MFC App Wizard というツールが起動し、順番にダイアログウィンドウが

表示されます。この質問に答えていくことにより、自動的にプログラムの原型となる骨格を作成すること

ができます。 
もちろん MFC App Wizard を使っても完璧なプログラムができるわけではなく、作成されるのは骨

格（スケルトン）と呼ばれるアプリケーションの枠組みにすぎません。しかし、Window アプリケーション
は、この枠組みを作り上げるまでが一仕事なので、この部分を MFC App Wizardが受け持ってくれる
ことによりプログラミングの手間は大

幅に軽減することになります。 
 

 
 

  

  
 

  ６－６  Class Wizard 
ョンの

動

  ６－５  リソースエディタ 
Windows におけるプログラミング

では、リソースというものをよく利用し

ます。リソースとは、簡単にいえば、メ

ニューやアイコン、ダイアログボックス、

プログラム中で利用されるデータパ

ーツです。 
Developer Studio には、このリソ

ースの作成や編集を簡単におこなう

リソースエディタが組み込まれていま

す（図６－２）。実際のプログラミング

においては、リソースエディタはスケ

ルトンとして作成されたメニューに

手を加えたり、新しいダイアログボッ

クスを追加するのに利用します。   

図６－２ リソースエディタ

 Windows アプリケーシ
作の基本はメッセージにあります。

たとえば、あるアプリケーションには

図６－３ Class Wizad29 



「マウスがクリックされた」というメッセージが送られます。アプリケーションはキーボードやメニュー、そ

の他さまざまな場所からのメッセージを受け取ります。それぞれのメッセージに対して、どのような処理

をおこなうか（あるいは無視するか）を細かく決めていかなければ、最終的にアプリケーションの動作が

定まりません。 
 Class Wizardにはいくつかの役割がありますが、その中でもっとも大きなウェイトを占めるのが、こ

の「メッセージごとの処理を決めていく」作業です。そのほかにも、クラスの新規作成、クラスへの変数

の追加など、ClassWizardはクラスにかかかわるさまざまな操作も担当しています。 
 

  ６－７  ＭＦＣの階層 
C 言語には多数の標準関数が用意されていて、それは「関数ライブラリ」として備えられています。

C++言語では関数ライブラリに加えて標準のクラスも用意されていて、それはクラスライブラリとして備
えられています。VisualC++のクラスライブラリは「MFC（Microsoft Foundation Class）」という名前をも
っています。VisualC++でプログラムを作るということは、MFC ライブラリに用意されたクラスを巧みに
組み合わせることを意味します。 
ここで、MFCを利用する上で重要な基本クラスを紹介します。 
 

CObject 
CObjectはMFCのほとんどのクラスの基本クラスになります。以下に示すクラスもすべてこの基本ク

ラスを使用します。ファイルの保存のためのシリアル化などの機能をもっています。CObject から派生
したクラスは、CObjectの基本機能をすべて継承します。 

 
CCmdTarget 

CCmdTarget は、メニュー、コマンドボタン、キー操作などで発生したメッセージを処理するための
基本機能をもちます。CView、CWinApp、CDocument、CWnd、CFrameWnd などは、すべて
CCmdTargetの派生クラスです。 

 
CWnd 

CWndは、ウィンドウ処理のための基本機能を提供します。特定のウィンドウを実現するときは、この
CWndから派生した CFrameWnd、CControlBar、CDialog、CViewなどのクラスを使用します。 

 
CDC 

CDC は、デバイスに出力するための機能であるデバイスコンテキストを定義した基本クラスです。
CDC を使ってクライアント領域への出力や、プリンタへの出力をします。また CDC クラスから
CClientDCや CPaintDCなどが派生されて個別使用されます。 

 
 
MFC にはそれぞれ独立した別個のクラスがあります。また、先ほど紹介した基本クラスがあって、そ

こからどんどん派生していった派生クラスもあります。派生クラスは「基本クラス」と「親→子→孫…」の

関係をもっていますから、子クラスは親クラスの性格を継承しています。たとえば第７章の例題プログラ

ム中の記述に以下のような形があります。 
 

CClientDC dc(this); 

dc. TextOut(100,200,”Hello ”);  
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これは CClientDC に関連付けられたデバイスコンテキスト dc を定義し、TextOut 関数を使って
“Hello”という文字を送っているという意味になります。 
デバイスコンテキストとはグラフィックスオブジェクトとその属性、またはデバイス上の出力に影響を

与えるグラフィックスモードを定義するデータ構造をもつものです。ディスプレイ上で描画や塗りつぶし

をおこなうためには、ディスプレイデバイスコンテキストを用意します。たとえばウィンドウに文字列を出

力するときは、CClientDCデバイスコンテキストオブジェクトを使います。  
 
 以下に MFCカテゴリ別クラスグループ階層図を示します。 
 
 

・ CObject ルートクラス 
 ・ CCmdTarget 

  ・ アプリケーションアーキテクチャーグループ 

 ・ CWnd 

  ・ フレームウィンドウグループ 

  ・ コントロールバーグループ 

  ・ プロパティシートグループ 

  ・ ダイアログボックスグループ 

  ・ ビューグループ（Windows） 

  ・ コントロールグループ 

・ 例外グループ 

・ ファイルサービスグループ 

・ グラフィックスの描画グループ 

・ メニューグループ 

・ コマンドライングループ 

・ DBC データ-ベースサポートグループ 

・ DAOサポートグループ 

・ 同期グループ 

・ Windows ソケットグループ 

・ 配列グループ 

・ リストグループ 

・ マップグループ 

・ インターネットサービスグループ 
 
 
 
 
 
 
 



 
・ インターネットサーバーAPI 

・ ランタイムオブジェクトモデルサポートグループ 

・ 単純値型グループ 

・ 構造体型グループ 

・ サポートクラスグループ 

・ テンプレートタイプコレクショングループ 

・ OLE 型ラップ関数グループ 

・ OLE オートメーション型グループ 

・ 同期グループ 

 
 

独立したクラス 

 第７章 操作実習 

  ７－１ C++を使った例題 
では、実際に C++プログラムを作成してみましょう。 
[スタート]→[プログラム(P)]→[プログラミング言語]→[Visual C++] を選択して、Developer Studio

を起動します。 
 ここでは、 
「1 月から１２月までの月を入力すると、その月にあったコメントを表示する」 
プログラムを作成してみましょう。 
 

プロジェクト作成 
 C/C++プログラムも複数ファイルで構成されますので、Developer Studio のメニュー「ファイル

(F)」→「新規作成(N)」から、プロジェクト名、ファイル名を指定します。 
 [プロジェクト]→[win32Console Application] ［プロジェクト名(N)］comment 
 [ファイル]→[C++ソースファイル]  ［ファイル名(N)］comment 
プロジェクトを格納する「位置(C)」を指定するには、隣にある<…>ボタンをクリックして、ディレクトを

選択します。 
[位置(C)] C:\USER 
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 ファイル作成画面

図７－１ 新規作成画面

プロジェクト作成画面



  ７－２ プログラムの作成 
 プログラムを入力するには、プロジェクトワークスペースウィンドウの
［File View]タブを選択（図７－２ ①）します。［comment ファイル］
アイコンの左にある「＋ 」をク リック （図７－２  ②）すると、
［comment.cpp］が表示されるので、ダブルクリックをして、作業ウィ
ンドウに以下のプログラムを入力します。 

 
      #include <iostream.h> 

 void aisatsu(int);   

 void main() 

       { 

   int tuki; 

   cout <<"何月ですか？"; 

   cin >> tuki; 

   aisatsu(tuki); 

 } 

 void aisatsu(int tuki) 

 { 

   char aisatsu[12][256]={ 

   "１月のコメント", 

   "２月のコメント", 

   "３月のコメント", 

   "４月のコメント", 

   "５月のコメント", 

   "６月のコメント", 

   "７月のコメント", 

   "８月のコメント", 

   "９月のコメント", 

   "１０月のコメント", 

   "１１月のコメント", 

   "１２月のコメント" }; 

   cout << aisatsu[tuki-1] << "¥n"; 

  } 

 

②

①

図７－２

 comment.cpp表示方法

  ７－３ ビルド処理 
プログラムの記述が終わったら、ここでプログラムを実行してみましょう。実行する前にはビルドとい

う処理をおこないます。「ビルド」というのは、メイクファイル（.dsp）をもとにプログラムをコンパイルしてリ
ンクし、実行可能なプログラムを作成することをいいます。ビルド中のエラーメッセージなどはアウトプッ

トウィンドウに表示されます。ビルドが正しく終了すると、プログラムは実行可能になります。 
一方、VisualC++には「コンパイル」というメニューもあります。これは指定されたソースファイルを１

つだけ単純にコンパイル処理します。プロジェクト全体に対してコンパイルして、実行形式プログラムを

作成する場合にはビルドを用います。 
では、ビルドコマンドを実行してみましょう。［ビルド］→［ビルド］を選択すると、プログラムのコンパイ

ルが始まります。このとき Developer Studio の画面には［アウトプット］ウィンドウが開き、コンパイル中
のメッセージが表示されます。もしコンパイル中にエラーや警告があるときはここに表示されます。 
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ビルドした結果がエラー０だったら、プログラムを起動してみ

ましょう。［ビルド(B)］→［実行 comment.exe(x)］ を選択するか、

もしくは、ツールバーにある  をクリックしても実行します。 

 
初めてプログラムを実行する場合は右図のウィンドウが表示

されますので「はい(Y)」を選択すると、図７－５のプログラムが起

動します。 
 

図７－３ コンパイル実行結果

図７－４ ビルド確認画面

図７－５ プログラム実行結果

  ７－４ ファイルの保存 
 プログラムが完成したら「ファイルを保存」をします。Visual C++プログラムは複数のファイルで構

成されていますが、そのプロジェクト全体の管理は自動的におこなわれています。この例では、まず編

集した comment.cppを保存することが必要です。 
 

1. ファイル内容を保存  
2. ワークスペース構成を保存 
3. ワークスペースを閉じる 

 

  ７－５ 終了方法 
Visual C++を終了するには、［ファイル(F)］→［アプリケーションの終了(X)］を選択します。また、ワ

ークスペースを終了させたい場合は、［ファイル(F)］→［ワークスペースを閉じる(K)］を選択します。 
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  ７－６ 保存ファイルの読込み 
 以前に保存したファイルを読み込んでプログラムの修正などをおこなうときは、そのプロジェクトフ

ァイルを読み込みます。 
［ファイル(F)］→［ワークスペースを開く(W)］ 

 

  演習８ 

  先ほど作成したプログラムで 1から 12以外の数字が入力されたら、エラーメッセージを返す 
  プログラムを作成しなさい。 
 
 

#include <iostream.h> 

 void aisatsu(int);   

 void print_tuki(int tuki=0); 

 void main() 

       { 

   int tuki; 

   cout <<"何月ですか？"; 

   cin >> tuki; 

        if (tuki >=1&&tuki<=12){ 

  print_tuki(tuki); 

   } 

   else{ 

  print_tuki(); 

  } 

       } 

 void print_tuki(int tuki) 

 { 

   char aisatsu[13][256]={ 

   "１～１２までの数字を入力してください。", 

   "１月のコメント", 

   "２月のコメント", 

   "３月のコメント", 

   "４月のコメント", 

   "５月のコメント", 

   "６月のコメント", 

   "７月のコメント", 

   "８月のコメント", 

   "９月のコメント", 

   "１０月のコメント", 

   "１１月のコメント", 

   "１２月のコメント" }; 

   cout << aisatsu[tuki] << "￥n"; 

  } 
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  演習９ 

 構造体を使って、以下のメニューを表示するプログラムを作成しなさい。 
 
ねぎま 150 
つくね 120 
なんこつ 100 
レバー 90 

 
#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

    class menu{ 

    public: 

   char name[32]; 

   int nedan; 

}; 

   void main() 

{ 

   menu yakitori[4]; 

   strcpy (yakitori[0].name, "ねぎま"); 

 strcpy (yakitori[1].name, "つくね"); 

 strcpy (yakitori[2].name, "なんこつ"); 

 strcpy (yakitori[3].name, "レバー"); 

 yakitori[0] .nedan=150; 

 yakitori[1] .nedan=120; 

 yakitori[2] .nedan=100; 

 yakitori[3] .nedan=90; 

 

   for (int i=0; i<4; i++){ 

 cout << yakitori[i].name << ":" << yakitori[i].nedan << "円" << "¥n"; 

  } 

} 

 

第８章 操作実習 

図８－１　新規作成ダイアログボックス

  ８－１  App Wizardの作成 
では、実際に App Wizardを利

用して新しいプロジェクトを作成し

てみましょう。 
Visual C++ を 起 動 し て

Developer Studio のメニューから
「ファイル(F)」→「新規作成(N)」を

選択して、[新規作成]ダイアログボ
ックスを表示します。 
まず、プロジェクトをサポートす
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図８－３　ステップ２

図８－４　ステップ３

 

テップ２ 

にデータベースへの

アクセス機能を付加する設定をおこ

 
 
 
ステップ３ 

ここでは OLE対応アプリケーションを作成
するための設定をおこなうことができます。し

かし、ここでの設定は［どの複合ドキュメントを

サポートしますか？］には、［しない(O)］を選
択します。 

 

るいくつものツールが用意されていますが、ここでは標準的な[MFC AppWizard(exe)]を選択します。 
 
プロジェクト名などを以下のようにしてください。 
プロジェクト名(N)  reimfc 
位置(C)    C:￥USER 
  
設定が終了したら「OK」ボタンをクリックすると、ここから App Wizardで設定を開始することができま

す。 
 以下に App Wizardの各種設定を説明します。 

 
 
ステップ１ 

 作成するアプリケーションの種類を選択し
ます。 

SDI（Single Document Interface） 
 …単一の窓構成にする。 
MDI (Multi Document Interface)  
 …複数の窓構成にする。 
 ここでは、[SDI] を選択します。 

 
 
 

 

 

 

ス

ここではアプリケーション

なうことができ

ますが、今回は必要ないので［データベースのサ

ポート］に［しない(O)］を選択します。 
 

 
 
 

図８－２　ステップ１



図８－５　ステップ４

図８－６　ステップ５

 

 
ステ

ステータスバー］、［印刷および印刷プレビュー］、［３Ｄ

４つにチェックボックスがつい

た状

で、初期

値の［４］のままにしておきます。 

ステッ

トが追加される

ので

イ

ルのサイズを小さく抑えることができます。 

ステッ

トのクラス

名や

して、「終了(F)」ボ

タンをクリックします。 

 

ップ４ 

  ここではその他いろいろの設定をおこないます。まず［アプリケーションへ組み込む機能］には、初

期状態のまま（［ドッキングツールバー］、［初期

コントロール］の

態）です。 
［MAPI（メッセージＡＰＩ）(I)］と［Windowsソケ

ット(W)］のチェックは２つともはずしておきま
す。これらはメールの送受信やインターネット

へのアクセスをおこなうアプリケーションを作

成するときに利用する機能です。［最新ファイ

ルの一覧に表示するファイルの数(R)］はファ
イルの一覧表示するときに、最大いくつまでフ

ァイルを並べるかを決めるものですの

 
 
 

プ５ 

［ソースファイルのコメントを生成します

か？］は、App Wizardや Class Wizardが生
成するコードに自動的にコメン

［する(Y)］を選択します。 
［ＭＦＣライブラリとのリンク］は［ＭＦＣの共

有ＤＬＬを使用(D)］にチェックを付けてください。
共有 DLLを使うと実行形式プログラムのファ

 
 
 
 
 

プ６ 

最後にApp Wizardが生成するクラスとフ
ァイルの名前を設定します。App Wizard は
プロジェクト名をもとにしてデフォル

ファイル名を決めます。 
［CreimfcApp］ を選択

 

 

 

 図８－６　ステップ６
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作成された基本的なプログラム構成に対して、ユーザが望む独自の記述を加えていきます。 

す。

がこれから作成する内容です。 

」の内容を「アプリケーション終了(X)」だけにする。 

すべて設定が終了すると、今までおこなった設定情報をみることができます。

[OK]ボタンをクリックして一連の「新規作成」操作を完了すると、ディスク上に”reimfc”という名前のフ
ォルダが作られ、その中にさまざまなファイルが格納されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図８－８ 新規プロジェクト情報 

  ８－２  プログラムの実行 
ここで、先ほど作成した App Wizardで

どこま骨格部分が作成されたのか１度ビル

ド処理をおこないます。ビルド処理が正常

に終了したら、プログラムを実行してみま

しょう。 
 
実行結果は右の図８－９

のようになります。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図８－９ 実行画面

  ８－３  プログラム作成 

ここでは、作成されたメニューバーを編集して、そこからメッセージを返すプログラムを作成してみま

 
以下の項目

・既存メニューの削除 
       「ファイル(F)
       「編集(E)」,「表示(V)」をすべて削除する。 
・メニューの追加 
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」を追加する。 
ーに「日本語(J)」,「英語(E)」を追加する。 

 
ニューの削除方法 

dで自動生成されたメニューの不要な部分を削除していきましょう。  

で削除

した

       「挨拶(G)
       その中のプルダウンメニュ

 ・追加したメニューから以下のようにメッセージを返すプログラムを作成 
          「挨拶(G)」→「日本語(J)」 ： “おはようございます” 
          「挨拶(G)」→「英語(E)」 ： “Hello!!”   

メ

まずはじめに、App Wizar
［Resource View］の[reimfc リソース*]→[Menu]→[IDR_MAINFRAME]を選択します。 
次に「ファイル(F)」メニューをクリックして、その内容のプルダウンメニューが表示されますの
い項目をクリックして、DEL を押すと削除されます。また、「編集(E)」,「表示(V)」などの親項目を

削除する場合も、同様に削除することが出来ます。 

削除したい項目を選択して DEL を押
す

図８－１０ メニューバーの削除 

 
メニューの新規作成方法 

を作成しましょう。 
と、

［メ

 

 ［キャプション(C)］タグを選択して、ここに「挨拶(&G)」と入力すると、メニューバーに入力した文字

が表

ウンメニューを作成すると ID が自動生成されますが、これでは、理解しにくい名前ですので、
以下

 日本語(J) ID_MENUITEM_J 

 
ッセージハンドラの作成方法 

ーに対応したメッセージハンドラを作成しています。 
「表示(V)→「Class 

今度は新規メニュー

図８－１１①の部分をダブルクリックする

ニューアイテムプロパティ］が表示されま

す。（もしくは、①を選択した状態で右クリック

し、その中の「プロパティ(P)」を選択してもよ
い。） 

 
 

示されます。プルダウンメニュー、「日本語(J)」,「英語(E)」を作成するときも同じような作業を行な
います。 
プルダ

のような IDに名前を変更してください。 
 
 
  英語(E)  ID_MENUITEM_E 

メ

次に先ほど作成したメニュ

まず、「日本語(J)」をクリックして右クリックし、Calss Wizard(W)を選択します。（

①

図８－１１　メニュー項目作成
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Wi
PNのメンバ関数の設定をおこないましょう。図８－１２のように 

 
1. クラス名 “CReimfcView” を選択 

 
 
（“OnMenuitemJpn”が表示さるので、このまま「ＯＫ」ボタンを押す） 

 

同じように、 ださい。 
 

いよいよ作成したメンバ関数のコードの編集をおこないます。ここでは、ID_MENUITEM_J メンバ
関数

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TODO: この位置にコマンド ハンドラ用のコードを追加してください 

おはようございます。"); 

oid CReimfcView::OnMenuitemE()  

 

zard（W）」でもよい） 
では、ID_MENUITEM_J

2. ID “ID_MENUITEM_J” を選択 
3. メッセージ ”COMMAND” を選択 
4. 「関数の追加(A)」をクリック 
5. 作成されたメンバ関数を登録

 

② ③ 

①

④ 

図 ８－１２ メンバ関数の設定 

 

⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.～5. までの処理をおこない ID_MENUITEM_Eのメンバ関数を設定してく

のコードを編集します。メンバ関数をダブルクリックすると、reimfcView.cpp メニューが表示されま
すので以下のように編集します。 

 

//

// CReimfcView クラスのメッセージ ハンドラ 

void CReimfcView::OnMenuitemJ()  

{ 

// 

CClientDC dc(this);  

dc. TextOut(100,100, "

} 

 

v

{ 
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TODO: この位置にコマンド ハンドラ用のコードを追加してください 

ello  

 
以上のところを変更して、もう一度ビルド処理をおこない、プログラムを実行してください。 

 

 

 

// 

CClientDC dc(this);     

dc. TextOut(100,200,"H !!");   

} 

実行結果は以下のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８－１３ プログラム実行画面



演習１０ 
 
画面に「目次(M)」を作成しその直下には「第０章」～「第３章」を作成する。これを選択したときに、

各章ごとが表示されるようなプログラムを作成しなさい。 
 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CMokujiView クラスのメッセージ ハンドラ 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void CMokujiView::OnMenuitem_1()  
{ 
 // TODO: この位置にコマンド ハンドラ用のコードを追加してください 
  CClientDC dc(this); 
  dc.TextOut(100,20, "第１章 ＣとＣ＋＋の違い"); 
  dc.TextOut(120,40, "１－１ Ｃ＋＋の新旧の仕様"); 
  dc.TextOut(120,60, "１－２ 注釈"); 
  dc.TextOut(120,80, "１－３ 入出力（コンソール）"); 
  dc.TextOut(120,100, "１－４ 宣言文"); 
  dc.TextOut(120,120, "１－５ 関数の定義"); 
  dc.TextOut(120,140, "１－６ 参照");                              
  dc.TextOut(120,160, "１－７ New,Delete演算子"); 
} 
 
void CMokujiView::OnMenuitem_2()  
{ 
 // TODO: この位置にコマンド ハンドラ用のコードを追加してください 
 CClientDC dc(this); 
  dc.TextOut(100,200, "第２章 関数オーバーロード"); 
  dc.TextOut(120,220, "２－１ 関数オーバーロードの簡単な例"); 
  dc.TextOut(120,240, "２－２ デフォルト引数"); 
} 
 
void CMokujiView::OnMenuitem_3()  
{ 
 // TODO: この位置にコマンド ハンドラ用のコードを追加してください 
 CClientDC dc(this); 
  dc.TextOut(100,280, "第３章 クラス"); 
  dc.TextOut(120,300, "３－１ クラスの概念"); 
  dc.TextOut(120,320, "３－２ クラスの定義、利用"); 
  dc.TextOut(120,340, "３－２ コントラクタ関数、デストラクタ関数"); 

} 
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