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はじめに
先日はTA吉岡君のアンケートにお答え頂きありがとうございました。
その回答のひとつに「Brainf*ckとかでHello, World」というのがあってびっくりしましたが
，ちょうど中休みのネタにはちょうど良いかと思いまして今日はそれをやりたいと思います
。
提案ありがとう！
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はじめに
世の中には非常に多くのプログラミング言語があります。
例えば Wikipedia (ja)の「プログラミング言語一覧」(http://goo.gl/JCNgI)を見ると
，200以上の言語が列挙されています。
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はじめに
なぜこんなにもたくさん言語があるのか?
用途の違い
汎用
特定用途用 (Web用，事務計算用，組み込み用...)
思想の違い
手続き型
オブジェクト指向
関数型
実行ファイル生成の仕方の違い
コンパイラ型
インタプリタ型
型付けの違い
静的型付け
動的型付け
目指す使われ方の違い
どんな人にも使って欲しい
コンパイラの学習用
使われなくてもよい，作ってみたいから作った
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はじめに
ところで，プログラミング言語というのは，どんな要件を満たしていればプログラミング言
語と名乗ってよいのだろうか?
例えば:
足し算しかできない言語
画面表示しかできない言語
などを設計し（かつそれのコンパイラを作っ）たら，それも立派に言語を名乗れるだろう。
しかし，使う人がいるかどうかは別問題。「ひと通りのこと」ができないと普通には使いづ
らい。
では「ひと通りのことができる」というのはどういうことなのか?
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電気を使うコンピュータ以前
バベッジの機械式コンピュータ: Difference Engine（1849）
多項式の計算を「機械で」行うもの。掛け算を足し算に落としこんで，その繰り返し加算を
行う。計算したい値を「機械的に」セットし，あとはグルグルと手動でハンドルを回しまく
ると結果が「機械的に」現れる。
多項式で近似表現できるものならなんでも計算できる。
が，自由に「プログラム」できるわけではない。sin(30°)もsin(31°)も計算はできるが
，その値によって条件分岐ができたりはしない，ということ。
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Difference Engine

電気を使うコンピュータへの架け橋:
チューリングマシン
では，条件分岐などを含むいわゆるプログラミングをしたかったら，何があれば良いのか?　
逆になぜ機械式ではプログラミングが困難なのか?
Alan Turing は，「最低何さえあれば，あらゆる計算が可能か」を架空の仕組みで考えた。
それがチューリングマシン（1936）。
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チューリングマシン
チューリングマシンは以下の3つからなる。
無限に長いテープ。
1または0が書き込める。
1つのヘッド。
テープの値を読み書きできる。
テープ上を右や左に動ける。
ステートマシン（有限状態機械）。
「現在の状態」および「テープから
読んだ値」に応じて:
ヘッドを右に動かす
ヘッドを左に動かす
テープに0を書く
テープに1を書く
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チューリングマシンからコンピュータへ
たったこれだけで（有限な操作で行えるなら）あらゆる計算が可能（なことが証明された
）。
チューリングマシンはただの概念だが，これをハードウェア化すれば良い。
読み書きできる機構（テープとヘッドの代わり）
状態を覚えておける機構（ステートマシンの代わり）
繰り返せる機構
停止できる（終了を判断できる）機構
こういうことができるものをチューリング完全と呼ぶ。
この考え方から，世界最初のコンピュータENIACへとつながっていった。
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ネタ言語は本当にネタなのか?
プログラミング言語も一緒で，「チューリング完全である言語」なら理論上はなんでもでき
ることになる。
CやJavaなどはチューリング完全。
どんなに馬鹿馬鹿しく見える言語でも，それがチューリング完全であるなら，汎用性がある
と喧伝して良い。
難解言語（Esoteric Language）:
本当に馬鹿馬鹿しい言語（チューリング完全ではない）
HQ9+ など
馬鹿馬鹿しく見えるんだけど，実はチューリング完全になっている言語
Brainf*ck，Whitespace など
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Brainf*ck
Brainf*ck （正式名称は Brainfuck）
難解言語と呼ばれている言語のひとつ。
チューリング完全。というかそもそもチューリングマシンに似ている。
パズル的に脳みそをくすぐられるのでこういう名前らしい。
コンパイラやインタプリタが簡単に作れるので，いろいろな実装がある。Webブラウザ上で動
くものも。
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Brainf*ck で Hello, World
Brainf*ck で Hello, World.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
+++++++++++++++++++++++++++++.
+++++++.
.
+++.
-------------------------------------------------------------------.
------------.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
++++++++++++++++++++++++.
+++.
------.
--------.
------------------------------------------------------.

Brainf*ckの言語仕様
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Brainf*ck 言語仕様
Brainf*ck の言語仕様 - データ構造:
1バイトの容量が並んだ配列が1つ用意されている。
この配列に名前は無い。どうせこの配列しか操作できないので。
要素数は「適当に大きい」。
すべての要素は予めゼロに初期化されている。
配列のインデックスは，特に0番目とか1番目とかという名前はついていない。が，ここでは
便宜的に最初の要素を0番目と呼ぶことにし，【0】と表すことにする。
この配列の各要素を指すためのポインタが1つ用意されている。
このポインタにも名前はない。
初期状態では【0】を指している。
これら以外に変数などは作れない。
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Brainf*ck 言語仕様
Brainf*ck の言語仕様 - 入出力:
キーボード等から入力できる。（入力ストリームがある，と規定されているだけで，特にキ
ーボードである必要はない）
画面等に出力できる。
これらは，ASCIIコードを前提に行われる。日本語は無理。
1桁の数値の出力は，その対応する文字を出力することで一応可能。2桁以上の数値は工夫が
要る。
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Brainf*ck 言語仕様
Brainf*ck の言語仕様 - 命令:
命令は8個。命令の名前はそれぞれ1文字。
> ポインタを配列の1要素後ろへと動かす。
< ポインタを配列の1要素前へと動かす。
+ ポインタが指している要素の中身を+1する。
- ポインタが指している要素の中身を-1する。
. ポインタが指している要素の中身を出力する。
, 入力から1バイト読み込んで，ポインタが指している要素に代入する。
[ ポインタが指している要素の中身が0なら，対応する]の直後までジャンプする。そうでな
いなら何もしない。
] ポインタが指している要素の中身が0でないなら，対応する[にジャンプする。そうでない
なら何もしない。
16
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Brainf*ck 言語仕様
Brainf*ck の言語仕様 - その他:
コメントは無い。8種の命令以外の文字はすべて無視されるので，8種の命令以外で書けばコ
メントは書けなくもない。
「;」的な命令の終わりを表す記号もない。どのように改行してもしなくてもOK。
17

18
JISコード（≒ASCIIコード）

Brainf*ckの内部状態の初期状態
初期状態を図で表すとこんな感じ。
19

Hello, World の解読
先ほどのHello, Worldの1行目（をもうちょっとわかりやすく，+が10個ごとに空白や改行を
入れる。どうせ無視されるので）
+が72個
.が1個
ポインタが指している要素の中身は72。これをASCIIコードと思って出力するのでHが出力さ
れる。
20
++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++
++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++.

Hello, World の解読
同2行目。
+が29個
.が1個
ポインタが指している要素の中身は101。これをASCIIコードと思って出力するのでeが出力さ
れる。
以下同様に， 【0】に足し引きを繰り返すことで目的のASCIIコードに到達しては . で出力
というのを繰り返している。
21
++++++++++ ++++++++++ +++++++++.

Hello, World の解読
ただ，これだけだと，「ソースコードの見た目」こそ面白いものの，工夫が無いので脳みそ
をくすぐられている気がしない。
しかし！例えば1行めの「Hを出力」は，実はこうも書ける。
22
++++++++[>+++++++++<-]>.

解読
++++++++
[
何もしない
>
+++++++++
23

解読
<
-
]
前の方にあった [ にジャンプ
[
何もしない。
24

3



応用プログラム言語II / 演習II #10 Brainf*ck で Esoteric Language Programming
解読
>
+++++++++
<
25

解読
-
]
前の方にあった [ にジャンプ
[
何もしない。
>
26

解読
+++++++++
途中省略
+++++++++
<
27

解読
-
]
前の方にあった　[ にジャンプ。
[
ポインタが指している要素の中身が0なので，対応する]の直後までジャンプ。
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解読
>
.
ASCIIコード72の文字「H」を出力。
つまり，「72回足す」というのを，「9×8回足す」と考える。
しかし，掛け算は用意されていないので，とりあえず「8」を作っておき，「9足す度に8のや
つを1ずつ減らしていく」というふうに考える。
29

解読
>
.
ASCIIコード72の文字「H」を出力。
つまり，「72回足す」というのを，「9×8回足す」と考える。
しかし，掛け算は用意されていないので，とりあえず「8」を作っておき，「9足す度に8のや
つを1ずつ減らしていく」というふうに考えた結果が上記のコード。
30

解読
72は9×8回というふうに分解できるが，では73みたいな素数はどうするのか?
9×8+1と考えればよい。以下は「I」と出力される。
なお，所望の数値を【0】ではなく【1】に作り出すのが気持ち悪ければ，以下でも良い。
31
++++++++[>+++++++++<-]>+.
>++++++++[<+++++++++>-]<.

Brainf*ck で脳みそくすぐり
というわけで， [ ] でループも作れる。
以上のコードは，+ を72回書くよりいくぶんかの工夫が入ったことになる。
結局，Brainf*ck というのは，
少ない材料を，
如何にうまく組み合わせて，
所望の動作を実現するか。
というパズル的な要素があるので，脳みそがくすぐられる，ということになるわけだ。
32
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Brainf*ck で脳みそくすぐり
もちろん，「そんなの面倒くさいから+72個書けば良いじゃん」という考え方も十分あり。
単純でカッコは良くないけど，確実に動くコードを短時間で書くのか，
カッコ良くてハッカーぽいけど，確実に動くかどうかは一見わかりづらい，読むのも書くの
も時間がかかるコードを書くのか。
この両者は大抵の言語でよくありうる状況であり，その感覚を研ぎ澄ますという意味でも
，Brainf*ckみたいな言語やその例題を知る意味はあると思います。
33

その他コード例
その他の例
加算（2+5）破壊的版
2を【0】に入れる。
5を【1】に入れる。
2行めが加算。2や5は保存されず破壊され，結果は【0】に入る。
34
++>+++++<
>[-<+>]<

その他コード例
加算（2+5）非破壊的版
2を【0】に入れる。
5を【1】に入れる。
【3】を途中経過を入れるのに使う。
結果は【2】に入る。
35
++>+++++<
[->>>+<<<]
>>>[-<+<<+>>>]<<
[->>+<<]
>>[-<+<+>>]<

Brainf*ckのインタプリタ
36

Brainf*ck コンパイラ or インタプリタ
Brainf*ck はコンパイラやインタプリタが小さく作れることでも知られている。
開発者Mullerは元々それを意図して設計している。
もともとポインタとかインクリメントとか，大抵の言語で実装可能な概念しか使っていない
ので実装もしやすい。
この講義の最初の方で，better C としての C++ をやっていた。ので，せっかくなのでその
学んだ範囲内でインタプリタを書いてみたのが次スライド。
[ ] の対応チェックとか，255を超えたらどうすんだチェックとかはやってないですが。
37

38
// Brainf*ck インタプリタ
#include <iostream>
#include <string>
typedef char byte;
static const int ARRAY_SIZE = 30000;
// Brainf*ckのプログラムのクラス
class BrainfuckProgram
{
private:
  // ソースコード
  std::string code;
  // Brainf*ckの「配列」とそれ用の「ポインタ」
  byte array[ARRAY_SIZE];
  byte *pointer;
  // 今ソースコードの何命令目を評価しているかを表す「プログラムカウンタ」
  int program_counter;
（続く）

39
  // 現在評価している命令，配列の状態，ポインタがどこにあるかを表示する関数。
  void dump(void)
  {
    byte *p;
    static byte *last = NULL;
    if (pointer >= last){
      last = pointer;
    }
    std::cout << code[program_counter] << ": ";
    for(p=&array[0]; p<=last; p++){
      std::cout << static_cast<int>(*p);
      if (p == pointer){
        std::cout << "@";
      }
      std::cout << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
  }
（続く）

40
public:
  // コンストラクタ
  // 引数: Brainf*ck のコード
  BrainfuckProgram(std::string specified_code)
  {
    code = specified_code;
    for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++){
      array[i] = 0;
    }
    pointer = &array[0];
    program_counter = 0;
  }
（続く）
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 void run(void)
  {
    while(1)
    {
      switch(code[program_counter]){
        case '+': (*pointer)++; break;
        case '-': (*pointer)--; break;
        case '>': pointer++;    break;
        case '<': pointer--;    break;
        case ',': std::cin >> *pointer; break;
        case '.': std::cout << *pointer; break;
        case '[':
          if (*pointer == 0){
            program_counter = code.find("]", program_counter) + 1;
          }
          break;
        case ']':
          if (*pointer != 0){
            program_counter = code.rfind("[", program_counter);
          }
          break;
      }
      dump();
      program_counter++;
      if(program_counter >= code.size()) break;
    }
  }
};   （続く）
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int main(void)
{
  BrainfuckProgram bf_prog("+>++><<>[-<+>]<");
  bf_prog.run();
  return 0;
}

Brainf*ck 統合開発環境(?)
さらに良い開発環境もある。
BrainF*ck SDK
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/prog/se493107.html
ステップ実行が可能なので，何が起きているか把握しやすい。
「ある文字列を出力するためのBrainf*ckコード」を生成する機能があるため，Hello, World
とか1秒で作れてしまう。
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まとめ
一見ネタ言語に見えるBrainf*ckだが:
チューリング完全になっている。
少ない命令を組み合わせて大きな仕事を作っていくという考え方が鍛えられる。
これは，アセンブリ言語での開発にも通じるものがある。
コンパイラやインタプリタを作りやすいので，腕試しにちょうど良い。
何か新しい言語を覚えたら，その言語でBrainf*ckインタプリタを試しに書いてみる，という
のも良い。
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今日の課題
課題1: BrainF*ck SDKをダウンロードし，デスクトップ等に伸張して下さい。このソフトウ
ェアはインストールの必要が無いので，bfsdk_x86.exe もしくは bfsdk_x64.exe を直接実行
すれば動きます。
このソフトで，加算破壊的版と加算非破壊的版をそれぞれステップ実行し，何故それらのコ
ードで足し算ができるのかを確認してください。
課題2: スライド38のBrainf*ckインタプリタ by C++を写経して実行して下さい。
提出してください。
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今日の課題
課題2: 自分の苗字をローマ字で表示するコードをBrainf*ck で書いてください。動作確認に
はBrainF*ck SDK が良いでしょう。ただし，BrainF*ck SDKの「ある文字列を出力するための
Brainf*ckコードを生成する機能」は使わないで下さい。
拡張子 .b で保存して提出してください。
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今週の落穂拾い
制御構造のもうひとつの肝である分岐をBrainf*ckでどう書くかは今回出しませんでした。
興味があったらぜひ「Brainf*ck 条件分岐」などでググって調べてみて下さい（いきなり自
分で作るのはつらいと思うので）。
途中ちょっとだけ出てきたHQ9+というのは，プログラミングの授業で良く出される課題に答
えるためのみの言語です。
47

今週の落穂拾い
「Rubyで作る奇妙なプログラミング言語」という本も出版されています（絶版）。同書付録
目次が，一言解説付きEsoteric言語一覧みたいになっていて良い感じなので，転載します。
新次元のプログラミング言語、Befunge
文字を一種類しか使わない言語、Wierd
英文学的プログラミング言語、Shakespeare
数値を「調理」する言語、Chef
関数だけでできている言語、Unlambda
ちょっと草植えときますね型言語、Grass
1キロバイトでコンパイラが書ける言語、False8
0次元のプログラミング言語、NULL
A, AAA言語、AAAAAAAAAAAAAA!!!!
普通の言語に似て非なる言語、INTERCAL
地獄から来た言語、Malbolge
風にたなびく煙のような言語、KEMURI
データをドライブする言語、Taxi4
48
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