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今ふうのWindows画
面でプログラムを動か
すには？

付録 -1
そっけないあなたも素敵ですが

これまでで、かなりプログラムに詳しくなってきました。でも、練習してきた
プログラムって、

こんな感じのちょっとそっけない画面で動きましたよね。まあ、足し算をした
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りするのに実用上の問題はありませんが、たとえば売り物のソフトで今どきこん
な画面のものは見かけません。

この章では、「売ってるソフト」っぽい画面で自分のプログラムを動かしてみま
す！　イメージとしては、Windows 画面のようなやつです。

Windows っぽい画面のデザインなんて難しそうですが、「画面のパーツ」は
Visual C++ が用意してくれるので、そんなにめんどうではありません。

ただ、下準備が今までと違いますので、まずプロジェクトを作るところからは
じめましょう。

そもそも作りはじめの儀式が違う

Visual C++を起動して、メニューバーから「ファイル」→「新規作成」→「プロジェ
クト」と進んでいきます。
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今までの練習では、プロジェクトの種類で「全般」を、テンプレートで「空の
プロジェクト」を選んでいましたが、「Windows っぽい画面」を簡単に利用するた
めには、プロジェクトの種類で「CLR」を、テンプレートで「Windows フォーム
アプリケーション」を選択します。

プロジェクト名を適当につけて、「OK」を押して下さい。

こんな感じの画面が出てきます。今までとちょっと違いますね！　これまでは
とにかくプログラムのことだけを考えていればよかったのですが、「Windows っ
ぽい画面」で動くようにするためには、「画面のデザイン」もしなければいけませ
んよね。
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こういう画面ではデザインも自分でやる

なので、デザイン用の画面が表示されているわけです。一番広いスペースをとっ
ているメインの画面に「Form1.h[ デザイン ]」というタブがあって、現在そこが
選択されています。ここで画面のデザインを作っていくわけです。ちょっとやっ
てみましょう。

今は画面というかウィンドウの背景になる部分だけが表示されていますので、
ここにいろいろパーツをのっけていきます。パーツは画面の右側にある「ツール
ボックス」というタブをクリックすると現れます。

出てきましたね。これは使っていないと自動的にまたしまわれてしまうのです
が、「ツールボックス」と書かれている右側にある虫ピンのようなアイコンをク
リックすると、隠れずにじっと表示され続けます。しばらくこれを使いたいので、
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虫ピンアイコンをクリックして隠れないようにして下さい。
もしツールボックスがまったく画面上に表示されていない方がいたら、メ

ニューバーから「表示」→「ツールボックス」とクリックして下さい。

ツールボックス……道具箱というだけあって、中にはいろいろ入っています。
今度は「コモンコントロール」をクリックしてみましょう。「コモンコントロール」
とは、「一番よく使うパーツ」くらいの意味で捉えてもらえれば OK です。
「コモンコントロール」の中をのぞくと、ボタンやラベル、テキストボックスと

いった、Windows 画面やホームページでおなじみのパーツが一通りそろってい
ます。

これを「Form1.h［デザイン］」に貼り付けて、画面を作っていくわけです。準
備はいいでしょうか？
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Windows画面でも 
しつこく足し算ゲームを作る

では、「Windows 画面版注」の足し算ゲームを作ってみましょう。どんなパーツ
が必要でしょうか？

「足される数を入れるパーツ」
「足す数を入れるパーツ」
「数を入れたら計算を開始するパーツ」
「計算結果を表示するパーツ」

欲をいえば他にもいろいろ出てきますけど、最小限これだけのパーツがあれば
足し算ゲームは成り立つと思います。

どんなパーツを使えばいいだろう？

これを「コモンコントロール」の中から選んでいくのですが、

数を入れるパーツ　　　は　テキストボックス（TextBox）
計算を開始するパーツ　は　ボタン（Button）
結果を表示するパーツ　は　ラベル（Label）

GUI版足し算ゲームに
挑戦！付録 -2

（注）�アイコンやマウスを使うWindows のような操作体系のことをGUI（グラフィカル・ユーザ・インタ
フェース）といいます。今まで作ってきたような、文字とキーボードを主に使うものは、CUI（キャ
ラクタ・ユーザ・インタフェース）です。
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が、それぞれ適していると思います。
まず「足される数を入れるパーツ」を配置してみましょう。「コモンコントロー

ル」の「TextBox」をクリックして、Form1 の「このあたりがいいかな」と思える
場所でもう一度クリックします。

今まで背景だけだったウィンドウにテキストボックスが表示されました。ここ
に「足される数」を入れるわけです。

続いて、もう 1 つテキストボックスを作ってみましょう。

これで「足す数」も入力することができますね。左のテキストボックスに「足
される数」を、右のテキストボックスに「足す数」を入れて計算をするわけです。
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ボタンだって1発で作れる

次に、「計算を開始するパーツ」を配置します。コモンコントロールの「Button」
をクリックした上で、Form1 のボタンを配置したいあたりでもう一度クリックし
て下さい。

これが「計算ボタン」になります。
最後に「計算結果を表示するパーツ」を配置しましょう。コモンコントロール

の「Label」をクリックして、さらに Form1 の上でクリックを行います。結果を
配置したいあたりがいいですね。
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これで配置そのものは完成です。ただ、これだけだとちょっと「いかにも適当
に作った」感じなので、すこし手を入れましょう。

パーツの細かい部分を修正していく

まず、ボタンに「button1」と書かれていますが、はじめて使う人にはあまりに
も不親切だと思いますので、文字を「けいさん！」に変えます。

ボタンをクリックすると、Visual C++ の画面右下に「プロパティ」という小画
面が出てきます。もし表示されない場合は、ボタンを右クリックして出てくるメ
ニューの中から、プロパティを選んでクリックして下さい。

ボタンにかんする情報がまとめられている画面なんですね。たとえば、

（Name）　button1

というところを見ると、このボタンの名前が「button1」であることがわかります。
プログラムを書いていて、このボタンを使いたくなったときは、「button1」とい
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う名前で呼んであげないと動いてくれないわけです。

デザインはしてみたものの、
どうやってプログラムと
結びつければいいんだ？

button1 って名前で
呼んでくれれば動くよ！

名前はプロパティ画面で
確認できるからね！

画面パーツとプログラムの結びつけ

これがけっこう大事なので、いま Form に配置したそれぞれのパーツが、プロ
グラム的にはどんな名前になっているのか、プロパティ画面を使って全部確認し
てみて下さい。

「足される数を入れるためのテキストボックス」� →　textBox1
「足す数を入れるためのテキストボックス」� →　textBox2
「計算をはじめるためのボタン」� →　button1
「計算結果を表示するためのラベル」� →　label1

こうなっていると思います。作りかたによっては、数字の部分が違う人がいた
かもしれません（1 回作って、また消して……なんて繰り返していると、数字が
どんどん大きくなっていきます）。

数字自体はなんでも構わないので、「正確な名前」を控えておいて下さい。あと
でプログラムを書くときに、名前を呼んでパーツに仕事をしてもらうのですが、
これが非常にシビアなんです。
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1 文字間違えただけでも（数字を間違ったり、大文字と小文字を間違ったりし
ただけで！）へそをまげて動かなくなってしまいます。ずいぶん気位が高いです
ねえ。

パーツの名前が確認できたら、さっき途中になっていたボタンの文字を変更
しましょう。button1 のプロパティ画面の下の方に Text という項目があります。
今は、「button1」とボタンの名前と同じ文字が入っていて、それが画面上のボタ
ンに表示されているのですが、これを変えちゃいます。

「けいさん！」に変えてみました。こっちのほうがわかりやすいですよね。
同じように、label1 のプロパティも見てみます。
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やはり、Text の項目には「label1」と、このラベルの名前と同じ文字が入って
います。ここは、のちのち計算結果を表示する場所です。最初は何も入っていな
い方がいいので、消してしまいましょう。
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すると、Form1 の方は……

それに応じて画面の内容が変更されています。これで画面のデザインは終了で
す！

押そうとするとボタンが
逃げるようにとか
できないんですか？

もっと先に
やるべきことが
あるでしょ

いや、別にできるけどさ
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イベントではじまるってなんだ？

次にプログラムを書いていきます。ここで今までとちょっと発想を変えないと
いけません。過去に練習してきたプログラムは、開始すると書いた順に命令が実
行されていったのですが、このような Windows 画面とペアになるプログラムは
それではまずいのです。なぜでしょうか？

今までの
プログラム

そうだね

順に実行していれば
よかったんだよね

同じじゃダメなの？

ボタンを押したときにはこう、とか、
数字を入れたときには、こうって
動かしたいんじゃないの？

そうすると、書いた順に
命令を実行していけばいいって
わけにはいかないなあ

イベント駆動型 
プログラム付録 -3
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グラフィカルな画面で動かすプログラムは、「アイコンでここをクリックする
と、こう動く」「ここに数字を入力すると、こう動く」というふうに、何らかの操
作をきっかけにプログラムが動き出します。したがって、プログラムの書き方も、

「ボタンがクリックされたら、ここが動くよ」などと工夫する必要があるのです。
特におぼえる必要はないですが、「なにかのきっかけ」のことを業界用語でイベ

ントといいます。そのため、マウスをクリックしたり、タイマーをきっかけにし
たりして動き出すプログラムのことをイベントドリブン（イベントによって動き
出す）型のプログラムといいます。みなさんは、今はじめてイベントドリブン型
のプログラムを書いているわけです。

と言っても、そんなに新しいことを覚える必要があるわけではないので、気楽
にやって下さい。今作っている足し算ゲームでは、「ボタンのクリック」をきっか
けに「足し算をするプログラム」が動けばいいので、ボタンのクリックがイベン
トになるわけです。

どういうふうに作るかですが、イベントに関連するパーツをクリックしてみて
下さい。この場合であれば、「けいさん！」ボタンをダブルクリックします。

Visual C++が自動的に作ってくれる部分

するとやたらに長いプログラムが出てきます。ものすごい長さでちょっと怖く
なりますが、これは画面にいろいろパーツを配置したので、その位置決めなどを
しているプログラムです（さっき、テキストボックスを作ったり、ボタンを作っ
たりしたときに Visual C++ が自動的に書いてくれたんですね。親切です）。

なので、いくら長くても全然気にする必要はありません。ボタンがどの位置に
あるかとか、いくつあるかなどは Visual C++ にまかせておけば大丈夫です（ち
なみにメイン画面のタブが「Form1.h」に変更されています。もとのデザイン画
面に戻りたい場合は、おとなりの「Form1.h［デザイン］」をクリックして下さい）。

私たちは、自分が書く部分に集中しましょう。意識しなければならないのは、
最後のこの箇所だけです。
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#pragma endregion
 private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender,
 System::EventArgs^  e) {
    }
 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender,
 System::EventArgs^  e) {
    }
 };
}

赤く色をつけた部分に注目して下さい。button1_Click と書いてあります。
button1がクリックされると、｛  ｝で囲まれた部分のプログラムが動くんです。

ちょっと今までのプログラムの

int main(void)

{

 このあいだにプログラムを書く
}

に似ていますね。
したがって、今回は、

 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::

EventArgs^  e) {

  このあいだにプログラムを書く
   }

ここにプログラムを書いていけば、「ボタンを押すことによって動く」プログラ
ムにすることができます。
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プログラムの骨格の確認

では、さっそくプログラムを書いていってみましょう。足し算ゲームの骨格は
もう大丈夫ですよね？

プログラムの流れ
足される数を入れる変数バケツを作る ←　a にしておきましょうか

足す数を入れる変数バケツを作る ←　b にしておきましょう

計算結果を入れる変数バケツを作る ←　なんか単純ですけど、cでいきましょう

変数バケツ aに足される数を入れる

変数バケツ bに足す数を入れる

変数バケツ cに変数バケツ aと変数バケツ bの中身を足したものを入れる

変数バケツ cの中身を表示する

それぞれすでに練習した命令ばかりなので、おなじみの「黒画面」であればみ
なさん問題なくこのプログラムを作ることができると思います。

でも、今作ろうとしているのは、「Windows っぽい画面による足し算ゲーム」
ですから、プログラムのこの部分が問題になってきます。

変数バケツ aに足される数を入れる

変数バケツ bに足す数を入れる

 →　 元ネタの数はデザイン画面の方にあるんだけど、どうやって変数バケ

ツに入れるの？

変数バケツ cの中身を表示する

 →　 中身はたしかに変数バケツ cに入っているけど、どうやったらデザイ

ン画面のほうにそれを渡せるの？
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つまり、自分の書いているプログラムと、デザイン画面の間で数字や文字の受
け渡しをしないとうまく動かないわけですが、そんなこと今まで練習しませんで
した。どうやるのでしょうか？

ここに入れた数字を
プログラムの方の
変数バケツ aに
入れたいんですよ

そのためには
2つをちゃんと
結びつけないとね

プログラム

変数バケツ a

おいらに入れてよ！

画面とプログラムの橋渡しをしよう！

そこで出てくるのが、「パーツの名前」です。これを使うと、デザイン画面とプ
ログラムの間で数字や文字を受け渡すことができます。パーツの名前、覚えてま
すか？

「足される数を入れるためのテキストボックス」� →　textBox1
「足す数を入れるためのテキストボックス」� →　textBox2
「計算をはじめるためのボタン」� →　button1
「計算結果を表示するためのラベル」� →　label1

こうでしたよね。
で、足される数は利用者によって、textBox1 に入れてもらう予定です。プロ
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グラム的には、変数バケツ a に足される数を入れる予定なので、

変数バケツ a　に　textBox1 の中身　を入れてやればいいことになります。

「textBox1 の中身」は、Visual C++ では　textBox1 -> Text　と表すので、
「変数バケツ aに textBox1の中身を入れる」を C 言語になおすと、

a = textBox1 -> Text

となります。

中身の「かたち」を変える

ただ、これはちょっと問題があって、このまま翻訳するとエラーになります。
なぜかというと、「textBox1 の中身」すなわち、「textBox1 -> Text」は、名前の

とおりテキスト（文字）が入っています。中に入っているものが「1」だろうと「A」
だろうと「あ」だろうと、すべて平等に文字として扱うんです。

でも、変数バケツ a はのちのち計算をするために、「数字」を入れるための変数
バケツでなくてはいけません。C 言語は、「この変数バケツにはどんな種類のもの
が入るのか」がかっちり決まっていましたよね。

したがって、

 数字が入る用   文字が入る用

 a = textBox1 -> Text

ということになって、翻訳機に怒られます。数字が入る用のバケツに文字は入れ
られないのです。そこで、文字を数字に変換するための、こんな命令を使います。

int::Parse（ この中に入っているものを数字扱いに変えちゃう！ ）
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たとえば、こんなふうに書けば本来は文字扱いである textBox1->Text の中
身を数字扱いに変更することができます。

int::Parse（textBox1 -> Text）

これなら数字専用の変数バケツである a に中身を入れられます。

a = int::Parse（textBox1 -> Text）;

◉ a = int:Parse（textBox1 -> Text）; ← : : を : にしてしまった！

◉ a = int.Parse（textBox1 -> Text）; ← : : を . にしてしまった！

◉ a = int::Parse（TextBox1 -> Text）; ← textBox1が TextBox1に！

◉ a = int::Parse（textBox -> Text）; ← textBox1が textBoxに！

◉ a = int::parse（textBox1 -> Text）; ←Parse が parse に！

これで入力の問題は解決できそうです。前半部分のプログラムを作ってみま
しょう。

int a;　　←足される数を入れる変数バケツを作った
int b;　　←足す数を入れる変数バケツを作った
int c;　　←計算結果を入れる変数バケツを作った

a = int::Parse( textBox1 -> Text );

 　← textBox1の中身（足される数）を変数バケツaに入れた。ただし、textBox1
の中身は文字で、数字を入れるための変数バケツaには入らないので、int::
Parseという命令で数字に変更した。

（注）�数字用の変数バケツは今まで通りの作り方ができるのですが、文字用の変数バケツは作り方が変わ
ります。たとえば、String^a;とすると、文字用変数バケツ aが作れます。配列にしたりする必
要がないので楽なのですが、ちょっとややこしいですね。
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b = int::Parse( textBox2 -> Text );

　 　← textBox2の中身（足す数）を変数バケツbに入れた。ただし、textBox2の中身
は文字で、数字を入れるための変数バケツbには入らないので、int::Parseと
いう命令で数字に変更した。

c = a+b ;

 　←足される数に足す数を加えて、結果を変数バケツcに入れた。

今新しく出てきた命令にちょっと慣れていないかもしれませんが、他の部分や
プログラムの流れ自体は、「黒画面」で作った足し算ゲームとまったく同じです！
これで計算結果はすでに変数バケツ c に入ってしまったんですから簡単なもので
す。あとは、計算結果である変数バケツ c の中身を画面に表示するだけです！

計算結果をWindows画面に表示する

ただ、ここも工夫が必要ですね。「黒画面」だったら printfを命令するだけで
よかったのですが、今はデザイン画面のほうに結果を渡してあげないといけませ
ん。デザイン画面で結果を表示するためのパーツには、label1 という名前がつい
ていました。

要するに、

label1の中身　←　変数バケツcの中身を入れる

こういうことができればいいわけです。（先ほどまでは、たとえば textBox1 の
中身を変数バケツ a に入れようとしていましたが、今回は、矢印の向きが逆であ
ることに注意！）で、「label1 の中身」を C 言語で書くと、

label1 -> Text

こうです。さっきの「textBox1 の中身」を表す「textBox1 -> Text」と似てい
ますね。ここに変数バケツ c の中身を入れたいわけですから、
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label1 -> Text = c;

なんかこれでよさそうじゃないですか？　そんなにうまくいくはずがない？　
たしかにそうですね。なぜうまくいかないのか説明できたら、すごく C 言語を理
解していると思います。どうでしょう？

またまた中身の「かたち」を変える

そう、

label1->Text  ←　これは文字扱い
c   ←　これは数字扱い

なんですよね。すると、

label1 -> Text = c;

は文字を入れるべきところに、むりやり数字を入れようとしていることになって、
やはり翻訳機が怒ってエラーになります。むかつきますねえ。

まあ、あたまのかたい翻訳機相手に怒ってもしかたがないので、ここは大人
になって「翻訳機ルール」に従います。変数バケツ c の中身を、入れる先である
label1->Textにあわせて「文字扱い」に変更してあげればいいわけです。さっ
きやった要領ですね。

さっきは、

int::Parse（ この中に入っているものを数字に変えちゃう！ ）

この命令を使って文字を数字に変えましたが、数字を文字に変えるには次のよ
うにします。今は変数バケツ c の中身を文字扱いに変えたいのですが、こんなふ
うに書きます。
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　この中に入っているものを文字に変えちゃう！

c.ToString()

String は文字列のことですから、上の命令は「変数バケツ c の中身を文字列
にしろよ」くらいの意味になります。変数バケツaの中身を文字扱いにしたければ、
a.ToString()でいいわけです。

これを label1->Text の中に入れてあげればいいので、命令全体はこうなり
ます。

label1->Text = c.ToString();

◉ label1->Text = c,ToString(); ← c.To が c,To に！

◉ label1->Text = c.toString(); ← c.To が c.to に！

◉ label1->Text = c.ToString; ←かっこをつけわすれた！

◉ｌａｂｅｌ１-> Ｔｅｘｔ = ｃ．ＴｏＳｔｒｉｎｇ（）;

	 ←なぜかすべて全角に！

これで、変数バケツ c の中身を Form1 に表示することができそうです！　プ
ログラム全体を見てみましょう。

int a;
int b;
int c;

a = int::Parse( textBox1->Text);
b = int::Parse( textBox2->Text);

c = a+b ;

label1->Text = c.ToString();



��

付録 -3　イベント駆動型プログラム

付
録

これが、

 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, 
System::EventArgs^  e) {
 このあいだ

    }

に入っていればいいわけです。

Windows ふうプログラムの実行

では、さっそく動かしてみましょう。Windows っぽい画面のプログラムも、ビ
ルドのしかたは今までといっしょです。メニューバーの「ビルド」から、「ソリュー
ションのビルド」をクリックして下さい。

ここでエラーが出ても、めげずにデバッグして下さいね。先ほども述べました
が、C 言語は名前関係の書き方にとってもシビアです。

textBox1が TextBox1になっていただけでもうエラーですから、なんだか間
違い探しみたいですが（実際、デバッグってそんな作業です）、根気よく虫を見つ
けて下さい。

うまく翻訳が終了したら、メニューバーで「デバッグ」→「デバッグなし開始」
とクリックしていきます。
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おお！　ちゃんと画面が表示されました！　なんだかこれだけでも感動しま
す。ただ、ここであわてて「けいさん！」ボタンを押さないで下さい。textBox1（足
される数を入れるところ）にも、textBox2（足す数を入れるところ）にもまだ数
が入っていないので、いきなりここでボタンを押すと、「数字が入ってないよ！」
と怒られて強制終了です。なんだかあまり気分がよくないので、できれば避けま
しょう。

両方のボックスに数字を入れて、「けいさん！」ボタンを押すと……

「足される数」に 10 を、「足す数」に 20 を入れて、「けいさん！」ボタンを押し
てみたら、ちゃんと 30 と正しい結果が表示されました！
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親切設計みたび

調子に乗って、もう少しいじってみましょう。

こんなふうにラベルを 3 つ追加します。それぞれのラベルをクリックして、プ
ロパティ画面からラベルに書かれている文字を変更します。Text という項目を
いじるんでしたよね。
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これは label2 を変更しているところです。label3 と label4 も変更すると、画面
はこのように変わります。

こうするだけでも、だいぶ親切になった気がします。プログラム自体は変更し
ていませんが、ちゃんと動くか実行してみましょう。

完璧ですね。ちゃんと動きました！
こういうときは思いっきりニヤニヤして下さい。プログラムを書くのを仕事に

していて、「もうこの人はプログラムなんて書き飽きてるだろう」という人でも、
やっぱり自分の作ったプログラムが動くと、ニヤニヤ、ニマニマするものです。
夜中の IT 企業に行くとそんな人がたくさんいて、ちょっとこわい感じがします。
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でも、わたしもこのサンプルプログラムを作りながらニヤニヤしているので、全
然人のことは言えません。

とにかく、あたらしいやり方で書いたプログラムが 1 つできあがりました。は
じめてつくった Windows 画面プログラムとしては上出来ではないでしょうか。

ちょっと「黒画面」のプログラミングよりややこしいところがありますが、慣
れればこれも楽しいものです。なんせ見栄えがいいですしね。

GUI の方が圧倒的に
よさそうだけど、
違うんですか？

まあ、そうなんだけど、CUI なら
能力の低いコンピュータでも

割と楽に動くよ

キーボードに慣れてる人は
CUI の方が早く操作できたり

するしね

CUI GUI
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プログラムってメールとかで配れる？

最後に、もしこれを友だちに自慢したくなったときに、配布する方法を考えて
みましょう。Word や Excel だったら、作ったファイルをそのまま送れば OK で
すよね？

ニンジンの方が
いいなあ

Word のファイル

W

すばらしい文章ができたので、
友だちみんなに送ろう

ぼくたちもWord を
持ってる必要があるけどね

プログラムの配布付録 -4
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Visual C++ で作ったプログラムも基本的にはそうなのですが、ちょっと気を
付けなければならないことがあります。

画面の赤く囲んだ部分を見て下さい。「Debug」と書かれているのがわかります。
今まで全然意識してきませんでしたが、Visual C++ には、デバッグモードと

リリースモードという 2 つのモードがあります。
デバッグモードが今まで使ってきた方で、「現在作成中」を意味します。プロ

グラムを翻訳するときに、どこが間違っていたのかを詳細に指摘してくれたり、
1 行ずつ動きを確かめながら実行していくことができたりします。前に説明し
たインタプリタみたいですよね。作成中はこの方が間違いを見つけやすいので、
Visual C++ は起動したときにはデバッグモードで動くようになっています。

しかし、世の中にいいことずくめの話はありません。デバッグモードは、見返
りとして保存しておくファイルのサイズが大きくなったり、実行するときの動き
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が遅くなったり、余計なファイルを作ったりします。
デバッグモードの嬉しさはおもに、「作るときに間違いを見つけやすい」ことに

あるので、完成してしまったらむしろうざったくなるのです。

完成したときのためのリリースモード

そこでリリースモードという別のモードが用意されています。これでビルドを
行うと、間違い探しに必要な機能は持っていないのですが、ファイルは小さくな
りますし、実行速度も速くなります。プログラムが完成して、もうしばらく変更
しないとか、友だちに配るために小さいファイルにしたい、動作を速くしたいと
思ったときなどは、リリースモードでビルドを行うとよいです。

やり方は簡単で、先ほど見た「Debug」と書かれているところをクリックすると、
「Release」と書かれている別のメニューが出てくるので、そちらをクリックして
切り替えます。これでリリースモードになりました。

その状態で、メニューバーから、「ビルド」→「ソリューションのビルド」とクリッ
クしていくと、リリースモードでコンパイルを行うことができます。

ではビルドによって作られた、翻訳済みのマシン語ファイルはどこに保存され
ているのでしょうか？

以前に「保存したプログラムをもう一度読み出す」ことを練習したときに見
ましたが、エクスプローラを使って「ドキュメント」→「Visual Studio 2008」→

「Projects」と進んでいきましょう。
「Projects」フォルダの中には（作っていれば）たくさんのプロジェクトが入っ

ています。仮に先ほどの足し算ゲームを「さんぷる」というプロジェクト名で作っ
ていたとすると、「Projects」フォルダの中に「さんぷる」フォルダがあるはずです
ので、その中を見ます。

ここに「Release」フォルダができているはずです。中を見てみましょう。
「さんぷる .exe」というファイルがあります。これが翻訳済みマシン語ファイル

（正確に言うと、それプラス実行に必要ないくつかのファイルを混ぜたもの）です。
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自慢したいときは、友だちにこれを送れば OK です！（ちなみに、この exe ファ
イルは Visual C++ を持っていない人でも動かすことができます。中身のプログ
ラムは見られませんけど）

別に「さんぷる」フォルダを全部送ってもいいのですが、複数のファイルになっ
ていて送りにくいですし、プロジェクトを管理している sln ファイルは Visual 
C++ を持っている人でないと開けません。Word や Excel と違って、Visual C++
をあらかじめ持っている人ってそんなに多くないですよね。

Visual C++ を持ってない人は、「さんぷる」フォルダ全体を送っても、結局そ
の中の「Release」フォルダに入っている、「さんぷる .exe」ファイルしか使わない
ことになるので、配るときはこれを 1 つ送れば十分です。exe ファイルなら、ど
んなにへんなプログラムを書いていても、マシン語に翻訳されているのでばれな
いですしね！

 練習問題

問1  この章で作ったプログラムを、引き算をするプログラムに変更してみましょう。

問 2  3つの数が足せる足し算プログラムを作ってみましょう。

問3  文字列と文字列を連結する、「文字の足し算」プログラムを作ってみましょう。

問 4  Windows画面の背景部分を、写真などの壁紙に変えてみます。どこをいじ
ればいいと思いますか？
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 問 1

int a;

int b;

int c;

a = int::Parse( textBox1->Text);

b = int::Parse( textBox2->Text);

c = a-b ;

label1->Text = c.ToString();

c = a+b;を c = a-b;に変更すればOKです。
ただ、グラフィカルなプログラムを作っていることを忘れないで下さいね。

フォームの「足される数を入れてね！」といった表示を、「引かれる数を入れて
ね！」に変えないとおかしなことになります。見た目にも注意を払わないといけ
ないので、けっこう大変です。
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 問 2

足す数が 2つになるわけですね。変数バケツを 1個増やして足し算に加えてあ
げればよさそうですが、問 1でも問題になったように入力画面のデザインも変更
しないとプログラムと整合しなくなってしまいます。上図のように変更してみて
下さい。新しく追加した要素の名前を忘れないように！（プログラム内で使いま
す）

int a;

int b;

int c;

int d;

a = int::Parse( textBox1->Text);

b = int::Parse( textBox2->Text);

c = int::Parse( textBox3->Text);　←　 

d = a+b+c ;

label1->Text = d.ToString();

新しく追加したテキストボックスの
名前が textBox3 だった場合
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 問 3

本書で取り上げている方法でウィンドウ画面のプログラムを作る場合は、黒画
面のプログラムを作る場合と少し文法などが違ってくるんでしたよね。
文字列を入れる変数バケツを宣言する場合も、配列にする必要はありません。

次のように宣言することで、

String^a;

文字列を入れる用の変数バケツを作ることができます。
プログラムの全体像は次のようになります。

String^a;

String^b;

String^c;

a = textBox1->Text;

b = textBox2->Text;

c = a + b ; ←

label1->Text = c;

あとは、textBoxの内容（もともと文字扱い）を数値に変換したり（int::
Parse()）、数値を textBoxに再度入れ直すために文字列に再変換したり
（ToString()）する手間が省けるのでかえってシンプルなプログラムになりま
す。
その他には、入力画面のデザインを変更するのも忘れないようにします。

これで文字列を連結できます
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 問 4

Form1 のプロパティで BackgroundImage を変更します。さいしょは「なし」
になっていますが、右側についている「…」ボタンを押して、背景にしたい画像
を指定すると、その画像がForm1の背景として表示されます。

これで、Form1 が以下のような背景になるわけです。
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