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前回の課題
課題3: 中～大規模なアプリケーションの場合，起動時に「設定ファイル」を読み込んで，そ
の値により動作を変えるということを良くやります。
そこで，以下のような設定ファイルを読み込み，設定項目と設定値を，それぞれキーと値と
して std::map<なんとか, かんとか> な変数に格納していくプログラムを書いてください。
要所要所が関数化されているとなお望ましいです。
1
fullscreen : yes
bgm : yes
level : 3
server : server1.sit.ac.jp
設定項目
設定値
設定項目と設定値との間は「:」があり，「:」の両側にはひとつ以上のスペースがあるとす
る。

前回の課題フォロー
という課題を前回やりました。
で，割と何人かの人が
std::string fullscreen;
std::string bgm;
などのように個別に変数を宣言していたので，背後から「そうではなくてstd::map<何とか,
かんとか>に格納していくんだよ，その方が便利でしょ?」と言ってみたら「便利かなぁ?」と
いう疑問を頂きました。
その場では「いや，便利じゃん」で済ましてしまいましたが，便利な理由を改めて説明しま
しょう。
ちなみに上記のような書き方を個別変数作戦，std::mapを使う方をstd::map作戦と呼ぶこと
にします。
2

前回の課題フォロー
例えばいま，設定項目は4個どころではなく100個くらいあったとします（すごくカスタマイ
ザブルなアプリですね!）
そうすると個別変数作戦でいくと，そもそも変数を100個用意しないといけないので，その時
点で面倒だし，もしバージョンアップして設定項目が増えたらさらに変数を増やさないとい
けないわけです。
さらに，shokika() という，様々な初期化を行う関数を作ることを考えましょう。main() 関
数から shokika() 関数を呼び出す際には，各種設定を引き渡す必要があるとします。
3

個別変数作戦だと
もし個別変数作戦だと，
4
void shokika(std::string fullscreen, std::string bgm, (省略) ,
             std::string settei099, std:string settei100)
{
  /* ロジックは省略 */
}
int main(void)
{
  std::string fullscreen;
  std::string bgm;
   (�中略)
  std::string settei099;
  std::string settei100;
  /* ファイルから読み込む処理省略 */
  shokika(fullscreen, bgm, (省略), settei099, settei100);
}
ここに仮引数を100個
並べる必要がある。
ここに実引数を100個
並べる必要がある。
ここに変数宣言を100個
並べる必要がある。

std::map作戦だと
std::map作戦だと，
5
void shokika(std::map<std::string, std::string> sett)
{
  /* ロジックは省略 */
}
int main(void)
{
  std::string settei_key, settei_atai;
  std::map<std::string, std::string> settei;
  /* ファイルから読み込む処理省略 */
  shokika(settei);
}
受け取るのはたった１つの
std::map で良い。この中にすべて
の設定項目が含まれている。
ただ１つのstd::mapを
渡せば良い。
std::string は，1行分を
読み込んで覚えておくための
キーと値用の2つで十分。
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はじめに
前回までは，「ちょっと便利さが加わったC言語」的な使い方としてのC++について学んでき
ました。
ですが，C++の本質は実はそこではなく，「オブジェクト指向機能が加わったC言語」の方に
本質があります。
なんせ，C++の最初の名前は「C++」という名前ではなく「C with Classes」という名前だっ
たくらいなので（Classというのはオブジェクト志向で使う，ものの集まりの概念）。
7

はじめに
そこで今回からは，
オブジェクト指向とは何か
C++でオブジェクト指向はどう書くのか
などについて説明していきたいと思います。
8
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はじめに
ちなみに，オブジェクト指向という概念は，C++にしかない機能ではなく，色々な現代的な言
語で採用されています。それだけ便利だからでしょう。
ですので，この知識は他の様々なオブジェクト指向プログラミング言語（OOPL; Object-
Oriented Programming Language）に応用できるでしょう。また，大規模な開発をするときに
，思考の仕方を共通化できるでしょう。
Java
大学の教育ではそれほど使われませんが，企業ではごく普通に使っています。
C#
Microsoft 製OOPL。クラスライブラリが豊富。GUIが割と簡単に作れる。この講義のハンドア
ウトは，C#で自作した「ハンドアウトPDFジェネレータ」を使って印刷しています。
Ruby
和製OOPL。スクリプト言語です。私も毎日使っています。
Objective-C
iPhone用アプリはこれで書きます。
Python
etc...
9

はじめに
そういう意味では，オブジェクト指向を学ぶにはこれらどの言語から学んでも構いません。
今回も相当悩みました。
でもやっぱり潰しが利くC++かなと。Javaでも良いのですが，Javaを本気でやろうとすると厳
密すぎる言語仕様にめげると思うので...。
個人的には Ruby でやりたいです。というか後半でやるかもしれん。
10

余談
なお，ちまたのオブジェクト指向の説明ではよく「現実世界をそのままプログラムに表現す
ることができる」という言われ方をします。
よく「動物クラス」とか，それを継承した犬クラスのインスタンスに鳴けとメッセージを送
るとか，という喩え話がよく出てきます。
ですが，ここでは，オブジェクト指向は
必ずしもそうではなく，どちらかと言うと
「プログラミングを楽に行うための総合
技術である」という立場を取ります。
これは，「オブジェクト指向でなぜつくる
のか」という書籍の説明に感銘してです。
同書に敬意を表します!
11

オブジェクト指向という言葉の意味
12

オブジェクト指向(Object-Orietend)とは
今までC言語ではどういうプログラミングをしてきたかというと:
「動詞」に相当することを作っていくような感覚で作ってきたのではないでしょうか。特に
関数部分は。
その感覚は，関数名を考えるときに割と良く現れます。
計算をするための関数は calc() にしよう，とか。
で，その何かをしてくれる関数に対して，材料を差し出すわけです。「これを使って足し算
してください」というように差し出すわけです。引数という仕組みを使って。
動詞が主役で名詞（モノ・コト）が脇役です。
なので，「やる」こと中心主義で書いていくので，「手続き型言語」などとも呼ばれるわけ
です。
13

オブジェクト指向(Object-Orietend)とは
一方，オブジェクト指向プログラミング(OOP)では:
モノやコトを中心に考えます。これが主役です。名詞が主役になるわけです。
一方動詞は脇役に回ります。
モノを英語で object というので，モノ側に主役の方向性を向けているよということでオブ
ジェクト指向，というわけです。
14

クラス:
まとめて，隠して，たくさん作る
15

OOPの三大要素
OOPには三大要素というものがあります。
クラス
ポリモーフィズム（次回）
継承（次回）
これらは，プログラムの無駄を省いて整理整頓するための仕組みです。
16

2



応用プログラム言語II / 演習II #04 オブジェクト指向言語としての C++（その1）
クラスを説明する題材
これらの効能を，以下では「シューティングゲームのキャラ」を題材にして見ていきます。
想定するシューティングゲーム:
自機1機画面上にいます。
敵が複数画面上にいます。
17

クラス
クラス: まとめて，隠して，たくさん作る仕組み。
関数と変数を「まとめる」
まとめることで名前付けが楽になる。またそれ故後から探しやすくなる。
クラスの内部だけで使う変数や関数を「隠す」
1つのクラスからインスタンスを「たくさん作る」
18

クラスの良い所1: まとめることができる
まずシューティングの敵キャラを1キャラ分実装することを考えます。
とりあえず今までの知識で作る（OOPは使わない）と，以下のようになるでしょう（簡単のた
め，当たり判定はとりあえず作らない）。
このコードを，徐々にOOPっぽくしていきます。
19

クラスの良い所1: まとめることができる
これをクラスを使ってまとめると
やったこと:
クラス名を決める（Teki）。
{ } でくくる。
変数名と関数名を変えた。
20
Point

クラスの良い所1: まとめることができる
もとのリスト1だと，変数も関数もすべてグローバルに定義されていた。
もし敵だけでなく自機も実装するなら，やはり同様に変数も関数もすべてグローバルに定義
することになる。
一つのソースファイルを大きな入れ物だとすると，リスト1のような定義の仕方は，敵だろう
が自機だろうがすべていっしょくたにごちゃごちゃその入れ物に入れるということになる。
21

クラスの良い所1: まとめることができる
対して，リスト2の方式では，大きな入れ物（ソースファイル）の中にさらに小さな入れ物
（クラス）を用意し，その中に変数や関数を入れている。
こうすることで，全体から見た時の部品の数を減らすことができてわかりやすくなる。
自分の部屋の片付けに例えると: 服や本をすべてばらばらに「部屋」の中に置いておくとカ
オスになる。そこで普通はタンス（服を入れる）や本棚（本を入れる）という小さな入れ物
を用意してその中に入れる。
そし我々の目に入るのは「HanesのTシャツ」や「吾輩は猫である」ではなく，タンスや本棚
という少ない部品だけが目に入るわけです。
22

クラスの良い所1: まとめることができる
「クラス」という言葉が突然オブジェクト指向の文脈で出てきたから身構えますが，そうい
えば私達は，小学校の頃から「クラス」に属していたわけですよね。１年１組とかっていう
。
あれもまさに，「まとめ」ていたわけです。クラスというのは何かの単位でまとめることを
表しているわけですね。
まあ学校のクラスわけは「似た性質のもの」をまとめていたわけではありませんが…。
23

ここまではまだクラス定義の段階
ちなみに，リスト1に含まれている関数たちはまだ「関数定義」しただけで，「関数呼び出し
」をされたわけではありません。
同様に，それらをクラスに含めたリスト2の関数たちもまだ「関数定義」しただけです。つま
りこれはまだ単なる設計図です。
そもそも main() 関数もまだ無いしね。
24
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構造体との関係
クラス定義の書き方を見て，「これって関数も含めることのできる（Cで言うところの）構造
体じゃね?」と思った人はスルドイです。
C言語から入った場合はまずはその理解の仕方でOKです。
つまり，「.」演算子によって，ある実体の「中にある」メンバにアクセスできる，というよ
うな使い方は同じなのです。
クラスではこれにさらにポリモーフィズムや継承などが加わってその辺から（Cの）構造体と
は異なってきます。
なお，ややこしいことにC++には「C++で言うところの構造体」というのもあって，これは実
はクラスと同じだったりするので，上記で言っている「構造体」とは「Cの構造体」のことで
す。
25

クラスの良い所2: 名前づけが楽になる
もとのリスト1では，変数名や関数名に teki というのをつけていた。敵にまつわるものだか
ら。
teki_x, teki_y
yomikomu_teki
ugokasu_teki
hyouji_teki
もし今度は自機に関するこれらを宣言しようと思ったら，jiki_x とか，yomikomu_jiki とか
という名前をつけることになる。
26

クラスの良い所2: 名前づけが楽になる
しかしここでは敵に関する変数や関数たちは class Teki の中にまとめたので，teki という
言葉をつける必要がなくなった。
なので，teki の付かない，よりシンプルな名前に変更した。
もし class Jiki をまた別に作って，その中に int x を宣言したとしても大丈夫。「Teki
の中の x」と「Jiki の中の x」は区別される。
27
別物として扱われる

クラスの良い所2: 名前づけが楽になる
名前づけが楽になって関数名がシンプルになると，使う側として関数も探しやすくなる。
探しやすい，というのは部品の再利用性を高める上でも重要なポイント。
28

クラスの良い所ここまでの小まとめ
クラスの良い所1: まとめることができる
仲間的な（複数の）関数と（複数の）グローバル変数を1つのクラスにまとめることができる
。
部品の数が減って片付け上手になった感。
クラスの良い所2: 名前づけが楽になる
まとめたおかげで，名前にプレフィックス（前につける言葉）やポストフィックス（後ろに
つける言葉）が必要なくなる。
関数名がすっきりし，探しやすくなる。
再利用しやすくなる。
29

クラスの良い所3: 隠せる
いま例えば，敵のキャラクタを「ハンドル」という数値で管理するとする。
敵用のグラフィクスをファイルから読み込んだときに一つハンドルを割り当てる。表示のと
きにハンドル番号で表示する。
このために int handle という変数を用意する。
handle は yomikomu() 関数と hyouji() 関数からしか使わない。
さらに例えば，敵をかっこ良く登場させたいので，表示の際に光るエフェクトをかけて表示
させるとする。
このために effect() という関数を作るとする。
effect() は hyouji()内部からしか呼ばれない。
30

クラスの良い所3: 隠せる
ここで，この変数 handle や関数 effect() は，Teki クラス内部からしか使われない。
このとき，handle や effect() をクラスの中に隠してしまい，外には見せなくすることがで
きる。
一方，x や y はクラスの外に見せた方がプログラムを書きやすいだろうし，また hyouji()
関数とはクラス外に見せないと意味がない。
31

private: と public:
C++ではこれらを以下のキーワードにより指定できる。
private�:�クラスの外に見せない
public:��クラスの外に見せる
デフォルトでは（どちらとも書かなかった場合），private: とみなされる。（ので，リスト
1だとすべて非公開になってしまうので実はリスト1のままだと使えない）
32
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private と public の指定の仕方
こんな感じで使う。
33
Point
Point
この範囲がprivate:　になる
（クラスの外に見せない）
この範囲がpublic:　になる
（クラスの外に見せる）

クラスの良い所ここまでの小まとめ
private: によって，クラスの外に見せる必要の無いものをクラス内のみに隠せる。
private: な変数は，クラス内に限ってグローバル変数のように扱える。クラス外からはその
存在が見えないので，読み書きもできない。
private: な関数は，クラス内の関数からに限って呼び出すことができる。クラス外からはそ
の存在が見えないので呼び出せない。
これによって，スコープがプログラム全体に及んでしまう悪しきグローバル変数を極力使わ
ずに済む。
public: でクラス外に見せることもできる。
public: な変数はクラス外から自由に読み書きできる。
public: な関数はクラス外から自由に呼び出せる。
34

クラスの良い所4: たくさん作れる
ここまでの説明での class Teki { ... }; というのは，クラスの定義（設計図）であった。
この設計図を元に，実体を量産できる。量産してできる実体のことを，インスタンスという
。
自動車の設計図があれば，そこから自動車を量産できるのと同じです。
たい焼きの金型があれば，そこからたい焼きを量産できるのと同じです。
35

インスタンスの作り方
Tekiクラスのインスタンスは以下のように作る。
36
Point
Point

クラスから作られるインスタンス
Teki zako のような書き方は，int num; のような書き方と同じですね。
この zako とか boss とかが「Tekiクラスのインスタンス」です。
「Tekiクラスのオブジェクト」ですという言い方もありますが，この講義ではインスタンス
で統一します。
37

メンバ変数へのアクセス
メンバ変数へのアクセスは「.」演算子を使います。
ただし前述のように public: な変数のみ。
38
zako と boss の座標は別々に扱える

メンバ変数やメンバ関数は
それぞれのインスタンスに存在
この例のように zako.x と boss.x は全くの別物となる。
つまり，x や y はそれぞれのインスタンスに作られることになる。なので，インスタンス変
数とも言う。
39
boss
x, y
yomikomu()
ugokasu()
hyouji()
zako
x, y
yomikomu()
ugokasu()
hyouji()
別物

メンバ関数へのアクセス
メンバ関数へのアクセスは「.」演算子を使います。
ただし前述のように public: な関数のみ。
40
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量産メリット
このように量産することで何が嬉しいのか?
「同じような性質」を持つものを，その共通性質を抜き出してクラス化しておき，そこから
作るインスタンスは別々に管理することができる。
この例の場合は，敵を2体出現させ，それぞれ独立の座標を持たせ，またそれぞれ別々の動き
をさせることができる。
クラス側では複数のインスタンスが同時並列に存在することなど意識する必要はない。
41

クラスの良い所ここまでの小まとめ
クラスはインスタンス化によりたくさん増やすことができる。
同じような性質や情報のものを複数同時に別々に扱える。またそれによりクラス内部のロジ
ックは「自分のことだけ考えればよい」ことになりシンプルに作れる。
インスタンス変数はそのインスタンス専用のグローバル変数として使える。
42

クラスについてまとめ
クラスというのは，まとめて，隠して，たくさん作る仕組みである。
変数と関数をまとめる
クラスの内部だけで使う変数や関数を隠す
1つのクラスからインスタンスをたくさん作る
ここまでで色々なメリットについて紹介してきました。が，「楽になる」とかっていう抽象
的なメリットも結構あるので，まだあまりピンと来ないかも知れません。
次回のポリモーフィズム＆継承では割と具体的に感動できると思います。
43

クラスの実例
44

クラスの実例
まだポリモーフィズムの話と継承の話が残っているのですが，ここまででもまあまあオブジ
ェクト指向を使う意義がありますので，それらの説明は来週に。
ここではいくつかのクラス定義サンプルを紹介して理解を深めてもらいます。
様々のモノやコトがクラスにできます。
45

銀行口座クラス
銀行口座はどんな口座でも
名義人
口座番号
預金額
がある。
そして，ATMに行ったときにできる操作として，
残高照会
金をおろす
金を預ける
これをクラス化してみる。
46

銀行口座クラスの設計
預金額変数は public: か private: か?
預けたお金は銀行が持っていてくれて，一方我々の手元にはおろさない限りは来ない。
つまり口座の中にあるイメージなので，private: がよい。
名義人＆口座番号は public: か private: か?
これらは本来「口座開設」のときに決める or 決まるものなので，「コンストラクタ」で実
現するのがちょうど良い。がコンストラクタの説明は来週に回します。
どちらも通帳の表紙に書いてあったりするものなので，一応 public: にしてみる。
47

銀行口座クラスのソースコード
48
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銀行口座クラスのソースコード
49

2次元座標上のベクトルクラス
次はもうちょっと抽象的な例として「2次元座標上の1つのベクトル」を表すクラス。
Cでこういうのを作ろうと思ったら，構造体そのものを返却値としてやりとりしたり，構造体
のアドレスを引きすうとしてやりとりしたりなど面倒くさかった。
クラスの仕組みを使えば，あるインスタンス自身に対して作用させる関数を作れる。
50
(x, y)

2次元ベクトルクラスのソースコード
51

2次元ベクトルクラスのソースコード
52

今日の課題
課題1: リスト7かリスト8のどちらかを，意味をかみしめながら写経してください。
課題2: クラスを1つ考えて，それを実装してください。
オリジナリティが必要です。
53

今週の落穂拾い
オブジェクト指向技術は，現実世界をそのまま表現できる技術としてちまたではよく説明さ
れます。
クラスは「種類」，インスタンスは「具体的なもの」。
例えば，犬クラスを作ってそこからポチやタロというインスタンスが産まれる。と。
54

今週の落穂拾い
つまり，「種類（分類）」が先にあって，そこから具体的なものが産まれると説明されるわ
けです。
でも現実は，オス犬とメス犬が仲良くなることでしか具体的なポチは産まれません。
というかそもそも，現実世界では具体的なものがまず有りきで，それがどう分類されるかは
見方などにより様々に分類がされるわけです。
私は大学では「教員」ですが，家に帰れば「夫」，バンド活動しているときは「ベーシスト
」，外に出れば「通りすがりの男」です。
つまり，オブジェクト指向言語の書き方（種類が先，具体は後）と現実世界（具体が先，種
類は後）は真逆なわけです。
というわけで，「オブジェクト指向は現実をそのまま写し取れる」というのは，理解するイ
メージとしては良いかも知れませんが，「そのまま」というのは言い過ぎだということでし
ょう。
55

今週の落穂拾い
なお，クラス内の関数は以下のような書き方で定義することもできます。
56
しかしこれだと，メンバ関数をまとめてクラスの中に入れる感が薄れてしまうので今回のよ
うな書き方にしました。
今回のようにクラス内に関数定義も書くと自動的に「インライン関数」となってしまうので
すが，その辺はまたおいおい。
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