
まえがき

プログラミングとその関連技術は近年ずいぶん注目されています。小学校
でプログラミング教育が必修化されますし、IT人材・AI人材の育成も社会
全体の課題だと言われています。しかし、IT人材や AI人材となるには、実
際のところ何ができるようになればよいのでしょうか？
学校で伝統的に学んでいるような科目では、学習での到達目標が想像しや

すいことが多いです。算数であれば、日常的な計算——たとえばお店での売
り上げの計算——ができるようになればよいでしょう。英語であれば、海外
からの旅行者と少し話ができたり、英語の文章を少し読めたりすることを目
指したいです。地理であれば、さまざまな地域の特徴や特産品などについて
多少なりとも知ることが目標になるでしょう。しかしプログラミングは、そ
のような明確な到達目標はあまりありません。比較的新しい分野なので、定
番の学習内容がないということもあります。が、より本質的な問題は、「プ
ログラミング」はただの技術でしかなく、それを活用する知識や思考法なし
では役に立たないことにあります。
英語と比較してみましょう。確かに英語もそれ自体はただの技術ですが、

私たちが人類である以上、活用は難しくありません。英語でのコミュニケー
ションも、英文を読むことも、究極的には人間同士のやりとりに過ぎないわ
けですから。しかし、プログラミングは違います。単にプログラムの字面の意
味がわかっても、それだけではせいぜいコンピュータで遊ぶことしかできま
せん。プログラミングを活かすには、それを動かすコンピュータのしくみや、
私たちが本当にやりたい現実のことをプログラミングに落とし込む技術を知
る必要があります。しかし、それらをすべて、しかも簡単に学べる本はこれ
まで少なかったかと思います。
本書は、プログラミングはもちろん、それを活かすための知識や考え方も、

すべて同時に最短距離で学べるものを目指して執筆いたしました。本書を学
ぶことで、プログラムの表層的な書き方だけではなく、コンピュータが得意・
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不得意としているのはどのようなことなのか、なぜ世の中にはさまざまなプ
ログラミング言語があるのか、また現実の問題にコンピュータを使おうとす
るとどのようなところで失敗しがちなのか、などを包括的に知ることができ
るはずです。
本書は、これからプログラミングや情報技術を学ぼうとする方には、もち
ろんお勧めできます。しかしそれだけではありません。以前少し学ぼうとし
たが挫折してしまった方、忘れてしまった方などにはさらにお勧めできます。
というのは、以前の挫折はプログラミングを活かす考え方までたどり着けな
かったためであり、本書によってそれが補われる可能性が高いからです。ま
た、本書は入門書ではありますが、その先に繋がるような話題——専門用語
で言えば、計算量や機械学習など——も端々にちりばめてあります。そのた
め、ある程度プログラミング経験のある方が読んでも多くの発見があるので
はないかと思います。
なお、本書の内容訂正などの補足情報はサポートページ（http://www.utp.

or.jp /book/b590055.html）にて公開しております。本書に現れるプログ
ラムもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
本書の執筆にあたっては、その企画から構成に至るまで、東京大学出版会
の岸純青さんに全面的にサポートしていただきました。岸さんなしには、本
書が世に出ることはありませんでした。心から感謝いたします。
　 2021年 7月

森畑明昌



第1章 プログラミングへのいざない

1.1 なぜプログラミングを学ぶのか

本書は「プログラミングに興味はあるが、今までプログラミング経験はほ
どんどない」ような方に向けて書かれています。そのような方の中には、プ
ログラミングを学ぶとどんなよいことがあるのか、やや懐疑的な人もいるか
もしれません。もちろん、プログラミング以外のさまざまなこと——たとえ
ばスポーツとか、語学とか、芸術鑑賞とか——も有意義でしょう。とはいえ、
プログラミングから得られるものが多いことは間違いありません。
まず、プログラミングはもちろん役立ちます。コンピュータを使った仕事

や作業には、少しのプログラミングで劇的に簡略化できることがたくさんあ
ります。私の場合も、課題の採点や成績の集計、ウェブページの更新などに
自分の作ったプログラムを日々利用しています。いまどきコンピュータを使
わないことの方が少ないぐらいですので、コンピュータをより有効活用でき
るというのは大きなメリットになります。もちろん、自分にとって役に立つ
だけではなく、収入に繋がる可能性もあるでしょう。仕事を得るための「資
格」としては、プログラミングスキルは現状かなりコストパフォーマンスが
よい、つまり仕事を得やすい割に習得しやすい、ものだと思います。
さらに、プログラミングはとにかく面白いです。実際、「プログラマ」と呼

ばれる人の多くは、仕事でプログラムを書くだけでは飽き足らず、趣味とし
てもプログラムを書いています。自分でデザインしたプログラムが、さまざ
まな苦労をへて、上手く動いたときには大きな達成感があります。しかも、そ
うやって自分が作ったプログラムを実際に仕事や遊びに使えるのです。自分
向けに設計された既製品にはないものを使う、そして必要に応じてそれを改
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善し続けられるとなると、愛着も出てきます。
また、プログラミングにはパズルのような知的遊戯としての面白さもあり
ます。プログラムの作成には、小さなピースを組み合わせてゆくジグソーパ
ズルのような側面もあり、また手がかりを元に可能性を推論する論理パズル
や数独のような側面もあります。そのため、頭を使う遊びが好きな人は、プ
ログラミングも好きになることが多いようです。パズルをより難しくするた
め、何らかの制約をあえて加えて（たとえばできる限り短いプログラムを書
く、など）プログラミングをしている人までいるぐらいです。
プログラミングを自己表現として行っている人もいます。プログラミング
は、日本語や英語とは違いますが、ある種の文章を作るものではありますの
で、表現に凝ったりすることが可能です。普通の人が書かないような面白い
プログラムを作ることもできますし、読みやすさ・理解しやすさに徹底的に
こだわることもできます。「美しい」プログラムを追求することだってできま
す。プログラマは多かれ少なかれ自分なりのこだわりを持ってプログラムを
書いています。
さらに、プログラミングを学ぶことで、コンピュータをよりよく知ること
ができます。現代社会はコンピュータの活用を前提にしていますので、コン
ピュータをよりよく知ることは、現代をよりよく理解することに繋がります。
たとえば、情報技術を使って業務や生活を改善できる可能性はあるのか、イン
ターネット上で「危ない」とされることはなぜ危ないのか、人工知能（AI）・
機械学習技術の強みと限界はどのあたりにあるのか、なぜしばしばプログラ
ムのミスが理由で大きな事故が起こるのか、といったことは、プログラミン
グを学ぶことで、完全に理解できるかどうかはさておき、よりよく理解でき
るようになります。プログラミングは新しい視野を与え、世界を広げてくれ
るといえるでしょう。
実は、プログラミングの知識はプログラミング以外でも役立ちます。プロ
グラミングスキルとは「コンピュータのような空気をまったく読まない相手
に自分の意図どおりの仕事をさせる技術」ですから、仕事のマニュアル化や、
前提をあまり共有していない新人・外注先などへの仕事の発注などの際に活
きてきます。また、論理的に推論することが重要になりますので、囲碁や将
棋などのゲームや、数学などにも役立つと言われています。
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プログラミングの特徴の 1つとして、前提として求められるものが少ない、
という点も挙げられるでしょう。たとえば、プログラミングは 1人でできま
す。仲間と一緒にやる趣味も楽しいものですが、そういう趣味は仲間がいろ
いろな理由（たとえば仕事や育児が忙しくなるとか、体調を崩すとか）で集
まらなくなると、続けるのが難しくなってしまいます。また、プログラミン
グは、持病があったり体の動作に不自由があったりしても行いやすいです。
年齢の影響も小さく、若者から高齢者まで同じように楽しむことができます。
この点もプログラミングの小さくないメリットだと言えるでしょう。

1.2 本書のアプローチ

世には星の数ほどのプログラミング入門書があります。その多くは、特定
のプログラミング言語、または特定の目的のためのプログラミングを学ぶこ
とを目的としています。もちろん、そのプログラミング言語を今まさに使お
うとしている場合や、その目的のためのプログラムを今まさに作ろうとして
いる場合には、それらは非常に役に立ちましょう。しかし、プログラミング
の本質を学び理解するという観点からは少々迂遠だと思います。
たとえ話で説明させてください。世にはいろいろなプログラミング言語が

ありますが、それらは「プログラミング」という国の方言のようなものです。
つまり、「○○言語で作る△△」というような本は、「大阪弁でのビジネス会
話1)」というようなものだとイメージすればよいでしょう。この本は近畿地
方でビジネスをしたい人には非常に役に立つでしょう。しかし、「日本語」を
学びたい人や、「日本」について学びたい人にとって、どれくらい有益でしょ
うか。むしろ大阪特有の文化やビジネスシーン特有のやりとりを日本全体で
普遍的だと誤解することになったりしないでしょうか。
本書のデザインはそれらの本とは異なります。本書はまったく前提知識の

ない人がプログラミングを学び理解するための最短距離を目指しています。
そのため、特定のプログラミング言語・特定の目的に依存した内容はできる

1)私は関西で生まれ育っており、大阪弁に悪い印象はまったくない（むしろどちらかと
言えば好きだ）ということは強調しておきます。
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限り避けています。ただ、残念なことに、プログラミング言語の世界には「共
通語」のようなものがありません。そこで本書では（仕方なく）Pythonとい
うプログラミング言語を使います。とはいえ Pythonを使っているのは本質
的ではなく、また本書の内容はいかなる意味でも Pythonに特化したもので
はありません。
プログラミングを理解するにあたっては、プログラムの書き方以外にも知
るべきことがあります。まず、プログラムがコンピュータを操作する物である
以上、コンピュータについてのある程度の知識は必須でしょう。コンピュータ
を理解することで、人類がなぜプログラムを書く必要があるのか、その際に
どのようなことに注意が必要なのか、などを知ることができます。また、プロ
グラムを作る際には、どのようにプログラムをデザインし構成してゆくのか、
という考え方が非常に重要になります。これらの知識や考え方は、プログラミ
ング言語やプログラミングの目的が違っても共通です。そのため、一度これら
を学んでおくことは、別のプログラミング言語を学ぶことになったり、異なる
目的でプログラムを作りたくなったりしても、まったく無駄にはなりません。
以上のことをふまえ、本書では Pythonでのプログラミングを学びますが、

Python特有の要素は極力避け、力点はむしろコンピュータやプログラミン
グ言語についての基本的な知識やプログラミングのための基本的な考え方の
習得においています。今までまったくプログラミングをしてこなかった人で
も、本書を学べばプログラミングの基本的な概念や考え方を一通り知ること
ができるでしょう。また、今まで我流のプログラミングをしてきた人であれ
ば、本書によってプログラミングの世界の広がりを垣間見ることができるか
と思います。

1.3 プログラミングの学び方

話す相手が外国人かコンピュータか、という違いはありますが、プログラ
ミング言語を学ぶのはやはり語学です。そのため、英語などの外国語と同じ
ようにして学ぶことになります。
まず最初は、基本的な単語や例文を学びます。語学である以上、最低限の単
語や構文を覚えないことには話が始まりません。とはいえ、外国語の場合に
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比べれば、覚えるべき単語や構文はわずかです。基本的な単語や構文を学ぶ
過程では、外国語を学ぶ場合と同様、まずは教科書等にある基本例文を学び、
その例文を少し変化させるとどのような意味になるかを確認してゆくのがよ
いでしょう。なお、プログラミングの場合、ネイティブにあたるコンピュー
タに気兼ねなく質問できますので、いろいろな可能性を自由に試しながら学
ぶことができます。
基本的な単語や構文を覚えたら、それをどのように組み合わせれば大きな

プログラムを構成できるのか、その考え方を学ぶことになります。実現した
いことが複雑になってくると、それをどうやってプログラムに落とし込んで
いけばよいのか、すぐにはわからなくなってきます。その際には、いわゆる
「文章作成技術」のような技術が必要になります。伝えたい論旨があったとし
て、それを（たとえば）序論・本論・結論に分解し、またそれぞれの部分を
適切な段落から構成し……といった具合です。実はプログラミングを学ぶ際
に本当に難しいのは、単語や構文を覚えることではなく、この「大きなプロ
グラムを構成する技術」を習得することなのです。そのため、プログラミン
グの学習では、実際にある程度の規模のプログラムを作成してみることが重
要になってきます。
「大きなプログラムを構成する技術」がいかに重要かを知るために、株価を
分析して一儲けするプログラムを作ることを想像してみましょう。このよう
に目的がわかりやすいものであっても、プログラム作成の方針は簡単には決
まりません。プログラム中で「株価」はどう表現すればいいのでしょうか？
「株価の変動」とは？ 儲けられそうな状況はどう分析すれば見つかるでしょ
うか？ 分析結果はどう表示すればよいでしょうか？ 時々刻々とデータを取
得するには？ マウスで操作できるようにするためには？ 考えるべきこと
はいくらでもあります。しかも、個々の要素が問題なくプログラムできるだ
けでは不十分です。全体が論理的に整合していなければプログラムは正しく
動作しません。少し複雑なプログラムを作り始めると、全体はすぐに数百行
とか千行とかになってしまいます2)。しかし、実際のプログラミングの過程

2)なお、大規模なソフトウェアであれば、プログラムが数十万行単位になることもまっ
たく珍しくありません。
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では、その中のまず数行、という単位で書き進めてゆくしかないのです。一
度にすべてを書き切ることはできませんから、以前書いたプログラムの続き
を書き足すことになったり、間違いを修正することになったり、といったこ
とも必要となります。以上のような状況を考えると、ある程度の規模のプロ
グラムを作る際には、プログラムの全貌を大まかにデザインしつつ全体と整
合するように各部分を構成してゆく技術、というものが必須であることがわ
かっていただけるかと思います。
外国語を学ぶ際には「興味のあるものに外国語で触れる」ことがしばしば
勧められます。たとえば、映画が好きな人だったら海外の映画を字幕（可能
ならその外国語の字幕）で見るのがよい、スポーツが好きな人なら好きな競
技の外国語での中継を見るのがよい、などといった具合です。プログラミン
グ言語についても同様で、興味のある内容、自分がコンピュータにやらせた
い処理に関するプログラムを書くのがよいでしょう。プログラムを書くのは
頭をフル回転させることになりますので、正直に言ってかなり疲れます。し
かも、苦労して書いたプログラムは大抵どこか間違っていて、その間違いを
修正するためにもう一苦労させられることになります。このような苦労を乗
り越えるためには、やはり自分が興味を持てるような目的があることが望ま
しいでしょう。

1.4 本書の構成

本書は大きく 3つの部分から構成されています。
最初の部分である第 2章と第 3章では、プログラミングの背景となる基礎

知識として、コンピュータやプログラミング言語の基本的な仕組みなどを説
明しています。プログラミングを楽しみたいだけなら、この部分は読み飛ば
すこともできます。しかし、プログラミングを通じてコンピュータの織りな
す世界に足を踏み入れたいのでしたら、この部分はその助けになるでしょう。
次に、第 4章から第 8章までは、本書の主題であるプログラミングそのも

のについての内容です。第 4章ではまず Pythonの基本的な単語や構文を学
びます。実は単語や構文を学ぶのはここだけです。その後、第 5章以降はすべ
て、大きなプログラムを構成する技術、達成したい目標をプログラムに落と
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し込む技術について説明しています。この部分では、考え方の部分が特に大
事です。そのため、具体的なプログラムを作成して動作を確かめるだけでな
く、どのようにプログラムをデザインするのかという部分をぜひ感じてほし
いと思います。なお、第 5章から第 8章については、前から順に読む必要は
まったくありません。興味のあるトピックから順に取り組むのがよいでしょ
う。ただし、後半の章ほど少しずつ高度な内容にはなってはいます。
最後の部分は付録です。第 4章から第 8章は Pythonをプログラミング言

語として採用してはいるものの、「Pythonプログラミング」を解説するもの
にはなっていません。むしろ、言語によらず使えるような一般的な考え方、
アプローチについて説明しています。これに対し、付録では Pythonプログ
ラミングについて解説しています。この部分は、外国語を学ぶ場合にたとえ
れば、辞書と文法書をまとめたような物に対応するでしょう。本書の主題で
ある「プログラミングを理解すること」からすれば、この部分は蛇足と言え
なくもありません。しかし、実際にさまざまな Pythonプログラムを書きた
い、という場合には、この部分が役に立つのではないかと思います。



第2章 コンピュータとは何か

2.1 コンピュータの今昔

皆さんが本書を手に取った動機は、おそらく、コンピュータを自由に操り
たい、コンピュータを理解したい、といったものでしょう。プログラミングは
確かにコンピュータを自由に操る唯一無二の手段ですし、またそれを通して
コンピュータの理解を深めることもできます。一方で、プログラミングにあ
たっても、コンピュータのことをある程度知っておくのが望ましいです。た
とえば自動車について「ガソリンを燃やして得たエネルギーでタイヤを回転
させて進む」というぐらいのことを知っておくのは、自動車を運転する上で、
また予想外のトラブルが起こったときに対処する際などにも、大いに役に立
つでしょう。コンピュータについても同様で、ボタンを押すと結果が出てく
る魔法の箱だと思っていては、いつまでたってもコンピュータを自由に操作
できるようにはなりません。本章を通して見てゆくことになりますが、幸運
にして、コンピュータは概念上はそれほど複雑なものではありません。
まずは少しだけ歴史をひもといてみます。「世界初のコンピュータは何か」

には諸説ありますが、人類最初期のコンピュータとしては 17世紀頃にパスカ
ルやライプニッツが作成した（とされる）ものが挙げられることが多いよう
です。これらは、特殊な形状の歯車の回転によって、足し算等の計算を行う
ものでした。この機構は時代が下るに従って洗練されてゆき、20世紀半ばに
は手回し式計算機が広く使われるようになりました。また 20世紀後半には計
算機構が電気回路で実現されるようになり、電卓が家庭などでも広く使われ
るようになりました。
さて、手回し式計算機などの歴史的なコンピュータと現代のコンピュータ
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図 2.1 パスカルの計算機
（著作権者：David. Monniaux、

Wikipediaより）

図 2.2 タイガー手回し計算機
（著作権者：Momotarou2012、

Wikipediaより）

の違いは何だと思いますか？　いろいろな答えがありうると思いますが、大
きく分けると以下の 3つのどれかになるのではないでしょうか。

• 性能の違い：現代のコンピュータは、それまでのコンピュータに比べて
はるかに多くの計算をはるかに高速に処理できます。

• 構造の違い：現代のコンピュータは歯車のような機械式ではなく、半導
体による電気回路に基づいています。

• 用途の違い：現代のコンピュータは、数の計算だけでなく、ワープロ、イ
ンターネット、動画視聴、ゲーム、その他あらゆる用途に使うことがで
きます。

この 3つの違いはいずれも現代のコンピュータを理解する上で非常に重要な
点になっています。順に見てゆきましょう。

2.2 コンピュータとその性能

まずは性能についてです。現代のコンピュータは確かに非常に高性能です。
このことは、人間にとって実際に本質的な違いを生み出しているところがあ
ります。
例としてテレビのデジタル放送を挙げましょう。デジタル化される前のテ
レビ放送はアナログでした。アナログ放送は、糸の代わりに電波を使う糸電
話のようなもので、原則として放送内容が「そのまま」電波として送られて
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きて、家庭のテレビでそれを「そのまま」表示するものでした。アナログの
放送が絶対に悪いということはないのですが、アナログ故の欠点もありまし
た。たとえば、原理的に画質や音質が上げにくい、電波の受信しやすさによ
る影響が大きい、録画等すると画質や音質が劣化する、などといったもので
す。これに対し、現代のデジタル放送では、放送内容そのものではなくそれ
を「データ」化したものを送受信することで、電波状況が比較的悪くても高
画質・高音質の放送を楽しめるようにしています。
アナログとデジタルの違いは、大きな荷物（たとえば本棚などを想像する

とよいでしょう）をどこかに送りたいとき、そのまま送る（アナログ）か、
いったんバラして部品ごとに送るか（デジタル）、というようなイメージで
理解してもらえればよいかと思います。アナログは簡便ですが、狭い廊下の
奥の部屋に運び込むのは大変です（つまり電波状況に影響されやすい）。一
方、デジタルであれば、狭い廊下でも小分けにして運び込むことができます
（つまり電波状況に影響されにくい）。その代わり、部屋に運び込んだ後に部
品から荷物を組み立て直す必要が出てきます。現代のデジタルテレビ放送で
は、この「組み立て直し」の作業をテレビに内蔵されたコンピュータが行っ
ています。このコンピュータの性能が悪いと、生放送をリアルタイムに楽し
めなくなってしまいます。つまり、デジタル放送が問題なく実現できている
のは、近年コンピュータの性能が高くなり、安価で高性能なコンピュータを
テレビに組み込めるようになったことも一因だったのです。
同じようなことは他にもさまざまな場面で起こっています。たとえば、最

近の自動車は人や障害物などに衝突しそうな状況を検知するシステムが入っ
ていますが、これもコンピュータの高性能化によって可能となっています。衝
突の検知のためには、車載カメラの画像を詳しく分析し、障害物が近づいて
いる状況を発見するようなことをしているのですが、これにはかなり複雑な
計算が必要になります。もしコンピュータの性能が悪く、衝突しそうだと気
づくのに数秒かかるとしたら、計算している間にぶつかってしまうでしょう。
また、最近のデジタルカメラには被写体の顔を自動的に見つけてフォーカス
を合わせる機能がありますが、これもコンピュータによる画像の分析によっ
て実現しています。もしコンピュータの性能が悪いために顔の検出まで 1分
かかるとしたら、この機能は誰も使いたがらないでしょう。



12 第 2 章 コンピュータとは何か

図 2.3 ビー玉サーキットによる簡単なコンピュータの概念図。ビー玉（黒丸）、
ビー玉が流れるレール、ビー玉が入るケース（四角）、ビー玉をせき止めるゲート
（点線）、および計算箱からなる。

このように、コンピュータの高性能化は、コンピュータの利用が実際に有
益になる場面を大きく広げています1)。そのため、コンピュータの利用やプ
ログラムの作成にあたっては、「それはコンピュータでの処理にどの程度の時
間・コストがかかるのか？」という視点は非常に重要になります。

2.3 コンピュータは電気回路

さて、確かに現代のコンピュータは大規模・高性能なものなのですが、原
理だけを見れは案外単純です。小さな物であれば、電気回路なしで、人手で
作ることも不可能ではありません2)。以下では、コンピュータの動作原理を
ビー玉転がしでたとえて説明します。後ほど説明しますが、ビー玉転がしは
ちゃんと現代のコンピュータの動作に対応します。
いま、たくさんのビー玉が転がるサーキット（回路）を考えます。レール
があちこちに張り巡らされており、ビー玉はその上を縦横無尽に転がるもの

1)一方で、「コンピュータには原理的に何が可能か」には現代のコンピュータの高性能化
はほぼ影響を与えていません。この点については専門的には面白い話がたくさんあるの
ですが、本書の範囲を超えるので割愛します。
2)実際ドミノ倒しでコンピュータを作ろうというプロジェクトがあるぐらいです。とは
いえ、ドミノ倒しでは説明がちょっと煩雑になりますので、本書ではビー玉転がしの比
喩を採用しています。
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です。イメージを図 2.3に示します。
私たちの目的は、ビー玉が転がるさまを通してコンピュータを——とりあ

えずは計算（たとえば足し算）を——実現することです。このためには、ビー
玉が無秩序に転がっては困ります。意図どおりにビー玉を転がすため、必要
のないビー玉を入れておくケースや、ビー玉が転がるのをせき止めるゲート
を用意します。
図 2.3では、ビー玉が入るケースを小さな四角（縦に 4つ並んでいるもの

です）で表しています。この中にはビー玉（黒丸）が入っているものも入っ
ていないものもあります。これにレールが繋がっており、さまざまな場所に
ビー玉が転がってゆけるようになっています。なお、ケースには左からビー
玉が入り、右から転がり出るとしてください。
ビー玉ケースは、コンピュータ中で扱うデータを記憶するために使います。

たとえば、コンピュータを使って数を数えるなら、「ビー玉がケースに入って
いる」状況を 1、「ビー玉がケースに入っていない」状況を 0に対応させるこ
とになるでしょう。話が面倒にならないよう、各ケースには 1個しかビー玉
が入らないものとします。つまり、ケースは空か、ビー玉が 1個入っている
かのどちらかです。1つのケースで記憶できる情報はごくわずかです（この
情報量を 1ビットと呼びます）。そのため、通常はいくつかのケースを並べ、
それらをまとめて運用しています。たとえば、現代のコンピュータなら 64個
のビー玉ケースが 1単位になっているのが普通です。これによって 2以上の
数も数えられるようになります。
ビー玉を転がすレールも、ケースと同様、一度には 1つずつしかビー玉が

流れないとしましょう。ちなみに、64個のケースが 1単位になっている場合、
レールも 64本を 1単位としてまとめます。ビー玉が勝手に転がり出さない
よう、また転がってきたビー玉が間違ったケースに転がり込まないよう、各
レールにはゲートを付けます（図中の点線）。これらゲートは日頃は閉じてい
ます。
ゲートが開くと、ケースからビー玉が転がり出て、「計算箱」と書かれた箱

に転がり込みます。この箱は、ビー玉で計算をするための特別な仕掛けがあ
り、その仕掛けに従ってビー玉が転がり出ます。といってもそれほど大した
物ではありません。少しビー玉の動きを切り替えるだけです。
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図 2.4 XORの入力と出力の関係

具体例として、XOR（排他的論理和）と呼ばれるものを紹介します。この
箱は、2つの入力レールのどちらか片方だけからビー玉が流れてきたときに、
出力レールにビー玉を流します（図 2.4）。つまらないものに見えるかもしれ
ませんが、実はこれがコンピュータの計算で重要な役割をになっています。
「ビー玉あり」を 1、「ビー玉なし」を 0だと思うと、この素子は 2つの入力
の足し算に対応するのです（図 2.5）！ ただし、入力が両方 1の場合（つま
り両方のレールからビー玉が来たとき）は注意が必要です。出力は「2」であ
るべきなのですが、「2」は 0か 1では、つまりビー玉の有無ではうまく表せ
ません。そこでコンピュータは「2進数」の考え方を採用することで、「2」は
2桁の数「10」（「じゅう」ではなく「いちぜろ」です）で表します。そして、
XOR素子は、この数の 1の位に対応する「0」を出力しています。少し複雑
ですが、筆算で「23+17」を計算するときに、1の位の「3+7」が 10になっ
てしまうので、とりあえず 1の位には 0を書き、10の位に 1繰り上げる、と
いう仕組みとまったく同じです。
なお、2桁以上の足し算も XORをいくつか並べることで実現できます3)。
これも、まさに筆算と同じやり方です。筆算では、1の位から順に、1桁の足
し算を繰り返してゆくことで、3桁や 4桁の足し算を行います。これと同じ

3)繰り上がりを表現するために、追加で ANDと呼ばれるものも使いますが、理屈はほ
とんど同じです。
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0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 2 = 10（2進数）なので、1の位は 0

図 2.5 1桁の足し算（2進数）

ように、コンピュータも（2進数の）1桁の足し算を繰り返すことで大きな数
の足し算をしているのです。
兎にも角にも、「計算箱」からは何かしらビー玉が転がり出てきます。この

ビー玉はぐるっと回ってゲートが空いているケースに転がり込みます。コン
ピュータは、これを 1サイクルとして、これを何度も何度も何度も何度も繰
り返すことで、計算を進めています。
計算を何度も進める過程では、ゲートを開閉するタイミングが大変重要に

なります。ゲートを開けすぎると、本来するべきでない計算をしてしまった
り、間違ったケースにビー玉が入ってしまったりします。しかし、ゲートを
閉じすぎると計算が進みません。そのため、コンピュータにはゲート開閉の
タイミングをつかさどる時計（クロックと呼びます）があり、これに従って
ゲートを操作しています。コンピュータを買う際、性能の目安として「クロッ
ク周波数 3GHz」といった表記を見かけると思いますが、これがこの時計の
ことです。たとえば 3GHzなら 30億分の 1秒ごとにタイミングを計りゲー
トを操作しています。
ここまで、ビー玉サーキットで足し算をするコンピュータを考えてきまし

た。先ほども述べましたが、このビー玉サーキットは現代のコンピュータと
もちゃんと対応するものです。表 2.1を見てください。本物のコンピュータ
では電気（特に電圧の高低）をビー玉の代わりに使います。しかし、それ以
外は大差ありません。ビー玉が転がるレールの代わりには電気の導線を使い、
ビー玉ケースの代わりには電気を蓄える回路を使います。ビー玉のゲートは
電気回路のスイッチに対応します。計算箱、たとえばXORなどは「半導体」
と呼ばれる特殊な金属で実現しています。クロックにいたってはコンピュー
タもビー玉サーキットもまったく同じです。本物のコンピュータは、ビー玉
サーキットを電気で再現したものだと思ってもらってもよいでしょう。
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表 2.1 コンピュータとビー玉サーキットの対応

本物のコンピュータ ビー玉サーキット
電気 ビー玉

電気の導線 レール
電気を蓄える回路 ビー玉ケース
電気のスイッチ ゲート

電気の流れを切り替える半導体素子 計算箱
クロック クロック

もちろん、実用上はビー玉ではなく電気を使っていることは大変重要な差
です。ビー玉ではちょっと傾いたり揺れたりするだけで処理がおかしくなっ
てしまいますし、小さなビー玉を大量に転がすことも、1秒間に数億回ゲー
トを操作することもできないでしょう。電気回路と半導体というしくみが利
用できたことで、大規模で高性能なコンピュータが実現できています。
ともあれ原理的には以上がコンピュータのすべてです。コンピュータでは、
ゲート（電気スイッチ）の開閉を 1秒間に数十億回行い、ケースに蓄えたビー
玉（電気）をあっちに転がしたりこっちに転がしたりしている、ただそれだ
けの（電気）回路なのです。

2.4 電卓とコンピュータを分けるもの

手回し式計算機や電卓は数の計算をするだけのものでした。数の計算であ
れば、2.3節で見てきたコンピュータの原理で実現できそうでした。しかし、
これはせいぜい「電気仕掛けで自動的に動くそろばん」程度の物でしかあり
ません。私たちが「コンピュータ」という場合、計算はもちろん、文書作成・
メール・インターネット・動画視聴・ゲームなど、さまざまなことができるも
のを想像するでしょう。このような「コンピュータ」は、「電気そろばん」と
は何かしら本質的に違うところがありそうなものです。そうでなければ、そ
ろばんでも（人力では大変かもしれませんが）インターネットや動画視聴が
できることになってしまいます。
実は、現代のコンピュータとそろばんや電卓には、たった 1つだけですが
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決定的な違いがあります。それは、コンピュータは、計算を自律的に進めると
いう点です4)。そろばんの場合、どの珠をどう動かすかは操作する人間が判
断しています。電卓であっても、やはり人間がどのキーを操作するかによっ
て、どのような計算が行われるかが決まっています。しかし、コンピュータ
は違います。次にどのゲートを開閉するかは、自身が保持しているデータに
よって、つまりある特別なケースの一群にどのようにビー玉が入っているか
によって決まります。さらに、その特別なケースにどのようにビー玉を蓄え
るかも、自身のゲートの開閉によって、つまりその特別なケースにどのよう
にビー玉が蓄えられているかによって決まるのです！5)

ビー玉サーキットの比喩で語るなら、特別なケースにビー玉が入るとその
重みでどこか別のゲートが開く、というような仕掛けを想像してもらえばよ
いかと思います。あるケースにビー玉が入ったのでこのゲートが開いてビー
玉が転がりだす、そのビー玉が別のケースに入ったことで別のゲートが開く、
それによって別のビー玉が転がりだし……というようなことを延々と続ける
のが、コンピュータのやっていることなのです。
なお、この特別なケースにどのようにビー玉を蓄えるか、ひいてはコン

ピュータにどのような手順で計算を進めさせるかを司るものが、本書の主
題であるプログラムです。そして、このように計算を進めるコンピュータ
を、プログラムをデータとして記憶（内蔵）した状態で計算を行うことか
ら、プログラム内蔵方式のコンピュータと呼びます6)。

4)なお、計算を自律的に進めるコンピュータは第二次世界大戦頃から使われています。現
代の人工知能ブーム等とはまったく関係ありません。
5)この説明には納得できない人もいるかもしれません。私たちは、電卓やそろばんと同
様、日々コンピュータをマウスやキーボードを使って「操作して」いるのですから。しか
し残念ながら、マウスやキーボードはコンピュータを「直接」操作するものではありませ
ん。あくまで、コンピュータが自分の特別なケースのデータを決めるに当たって「参考に
する」に過ぎないのです。実際、マウスやキーボードをどんなに操作してもコンピュー
タがまったく反応してくれなくなった経験はないでしょうか。そのようなことは、コン
ピュータがマウスやキーボードの操作を確認しないまま計算を進め続けているとき（つ
まり、特別なケースの中身が「マウスやキーボードを確認せよ」に対応するデータにな
らないまま計算が進んでいるとき）に起こるのです。
6)この方式の発明者の 1人の名前をとったフォンノイマン型コンピュータという呼び方
も広く使われています。



18 第 2 章 コンピュータとは何か

プログラム内蔵方式であることは、それほど本質的な差には感じられない
かもしれません。プログラム内蔵方式で実現できることは、それと同じ手順
で手動でゲートを開閉することで、プログラム内蔵方式でなくても行えるの
ですから。しかし、現実にはこの差はとてつもなく大きいです。プログラム
内蔵方式でない場合、自動的に行える処理は事前に準備された機能だけです。
たとえば電卓の場合、事前に用意されたキーに対応する計算しか自動的には
行えません。それ以上の計算がしたければ、人手で操作する必要があります。
しかし、プログラム内蔵方式の場合、うまく自律的に計算し続けることさえ
できれば、事前に電気回路としては準備されていない、さまざまな処理を自
動化できる可能性があります。そのため、汎用のコンピュータとして使える
可能性があるのです。
汎用コンピュータの可能性がある、といっても、実際に用意されている機
能はごく単純な計算（たとえば足し算）に過ぎません。足し算を自律的に繰
り返すことで、そんなにいろいろなことができるのでしょうか？　驚くべき
ことですが、この問いに対する答えは「Yes」です。実際のところ、この数十
年のコンピュータの発展は、プログラム内蔵方式のコンピュータがいかにさ
まざまなことを効率よく自動的に処理できるか、の発見だったといってもよ
いでしょう。そしてそれを支えたのは、まさに本書で学ぶ内容である、「プロ
グラムをうまく作る方法」にほかならないのです。
ここまでの話をまとめます。現代、コンピュータがこれほど広く使われて
いるのには大きく 3つの理由があります。まず第一に、プログラム内蔵方式
により、（規模や能力が高まれば）非常に広い用途に使えるように設計され
ていること。次に、コンピュータの構成要素が、たとえばそろばんの珠や歯
車、ビー玉のようなものではなく、小さく密度高く構成できる電気回路であ
ること。そして、半導体技術などの発展により、実際に大規模で高性能なコ
ンピュータが構成できたことです。プログラム内蔵方式であっても、大規模
化・高性能化がなされなければ、実際にさまざまな用途に使うことはできま
せんでした。そして、大規模化・高性能化を支えたのは、電気回路とその上
の単純な半導体としてコンピュータが構成できたことなのです。
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図 2.6 コンピュータの構造の模式図

2.5 CPU・記憶装置・入出力装置

さて、せっかくなのでもう少しコンピュータの理解を深めましょう。図 2.6

にコンピュータ全体の模式図を示しました。
ここまで「コンピュータ」として説明してきたものは、通常CPU（Central

Processing Unit、中央演算処理装置）と呼ばれる部分に対応します。これは
コンピュータの心臓とも言える部分で、まさに計算を行っています。つまり、
ビー玉を高速に転がし続けているのが CPUだと思ってもらって構いません。
実際にコンピュータを利用することを考えると、CPUだけでは少し困り

ます。コンピュータでは大量のデータを保持・処理したいのですが、それを
全部 CPUに覚えさせるのは、実は少々無駄なのです。大量のデータを処理
するのが目的だとしても、CPUが各瞬間に処理しているのは 1つのデータ
でしかありません。つまり、すべてのデータを CPUが覚えるのは、CPUに
とっては無駄なデータを常にたくさん覚えていなければならないことになり
ます。これは、行列のできるお店だったとしても、そのお店の側は 1人ずつ
お客に応対することになる、という状況に似ています。どうせ 1人ずつしか
相手しないのなら、お店を広くするのは無駄が多いでしょう。
このような問題を解決するために、コンピュータではデータの記憶は記憶装

置という特別な部分に任せています。もちろんCPUもデータを記憶できます
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データも客も一度にすべてを処理することはできない
（alexlmx/PIXTA（ピクスタ））

（ビー玉を蓄える「ケー
ス」のことで、レジスタ
と呼ばれます）が、本当
に直近の計算に必要な、
ごくわずかなデータだけ
を扱っています。
記憶装置には大きく
分けて 2種類あります。
1つは主記憶装置（いわ
ゆる「メモリ」）で、コ
ンピュータが計算を行う
際のデータを記憶してい
る場所です。CPUは必要に応じて主記憶装置からデータをレジスタに移動さ
せ、計算を行い、計算結果を主記憶装置に書き戻します。しかしながら、私
たちが使いたいデータを全部主記憶装置に置いておくのも、いろいろと不安
があります。計算の過程で書き換わってしまうかもしれませんし、またそう
でなくても、コンピュータの電源を切ると主記憶装置のデータは消えてしま
います。そのため、勝手に書き換わったり消えたりしては困るデータ、たと
えば画像データやエクセルデータなどを保存する際には、DVD、ハードディ
スク、SSD、コンパクトフラッシュメモリなど、主記憶装置とは異なる記憶
装置を使います。これらは補助記憶装置と総称されます。つまり、普段私た
ちがコンピュータを使っているときは、補助記憶装置から主記憶装置にデー
タを読み出し、さらに主記憶装置のデータを CPUのレジスタに移し、計算
し、その後主記憶装置、補助記憶装置と順にデータを書き戻していることに
なります。
この状況は、以下のような喩えで理解できるでしょう。あなたは仕事のた
めの作業場をもっています。この作業場が CPUです。その時々でさまざま
な仕事があり、仕事ごとに必要な材料や道具（データ）が違います。作業場
は広くないので、すべての材料や道具を置いておくことはできないため、普
段は大きな倉庫にしまっています。この倉庫が記憶装置です。やるべき仕事
が決まったら、まずは倉庫から必要な材料や道具を作業場に持ってきた上で
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（記憶装置からのデータの読み出し）、仕事を行います。仕事中に別の道具が
必要になったり、またさっきまで使っていた道具が不要になったりしたとき
は、随時倉庫から道具等の出し入れをします。最終的に仕事が終わったら、作
業場を片付け、道具などを倉庫にしまいます。
CPUと記憶装置があればコンピュータとして本質的な部分は揃っていま

す。しかし、CPUと記憶装置だけでは、我々がコンピュータを操作するとき
にとても不便です。コンピュータにやるべき仕事を指示するのも一苦労です
し、コンピュータが行った処理の結果もすぐにはわかりません。そのため、
コンピュータには普通は入出力装置と総称されるものがついています7)。計
算の状況を確認するためのモニタやプリンタ、操作するためのマウス・キー
ボードなどが入出力装置の一例です。また、補助記憶装置やインターネット
接続なども入出力装置とみなすことがあります。
入出力装置がコンピュータの本質ではないという点は、コンピュータを理

解する上で重要なポイントです。コンピュータにとっては、適切な計算結果
を主記憶装置に書き込むことができれば、計算としては完了していることに
なります。わざわざモニタ上に表示したりするのは、もちろんやってもよい
のですが、コンピュータにとっては追加の余計な仕事にあたります。これは、
近代的なコンピュータがプログラム内蔵方式であることにも関係しています。
プログラム内蔵方式では、コンピュータが自律的に計算を進めることができ
ます。ユーザに計算結果を示し続きの処理方法を問い合わせる必要はありま
せん。そのため、モニタ上にあえて結果を表示するのは、ユーザがそれを求
めた時や、ユーザからの指示が必要になったときだけでよいのです。
なお、本書でも原則として「適切な結果を計算する（つまりメモリ上に保

持する）」ことを目的としてプログラムを作成します。結果の確認のために
画面に表示したりするのは、本書の記述とは別に、必要に応じて行ってくだ
さい。

7)入出力装置はコンピュータの本質ではないため、スーパーコンピュータなどでは、入
出力装置を省く（必要に応じて接続する）ことも珍しくありません。
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2.6 データの表現と機械語

ここまで、コンピュータがどのように動作しているかを学んできました。

1. ユーザは入出力装置を介してデータとプログラムをコンピュータに入力
します。

2. コンピュータは入出力装置から主記憶装置、そして CPUへとデータと
プログラムを読み込みます。

3. CPUはプログラムに従って高速に自律的にゲートを開閉し、計算を進め
ます。

4. CPUから主記憶装置に計算結果が返されます。
5. ユーザは必要に応じ、入出力装置で計算結果を確認し、次の指示を与え
ます。

以上でコンピュータの動作はわかりました。しかし、コンピュータが操作し
ているデータ（プログラムを含む）はどのような物なのでしょうか？　
CPUが扱うデータについては、以前「ビー玉がある」「ビー玉がない」を表
すケースを一定数ごとにまとめたものだと説明しました。実は、主記憶装置、
補助記憶装置、入出力装置まで含めて、この点は変わりません。コンピュー
タの扱っているデータは、どこまで行っても「1（ある）」と「0 （ない）」の
集まりでしかないのです。数字であっても、文章であっても、画像であって
も動画であっても、プログラムであっても、コンピュータが扱っているデー
タはすべて、0と 1の羅列なのです。
このことは、今まですこし曖昧にしてきた「CPUは具体的にどのような計

算ができるのか」ということにも関連します。CPUはプログラム（CPUが
理解できるプログラムを機械語と呼びます）を読み込み、その内容に従って
ゲートを開閉することによって計算を進めます。これにより、一度にたくさ
んのゲートを開閉できますので、たとえば XOR 1個よりは複雑な計算もで
きるようにはなります。しかし、それでもなお、CPUが 1回にできる計算と
いうのはせいぜい以下のようなものです。
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• 0と 1の羅列で表現された 2つの数の足し算・掛け算
• あるレジスタ内のケースがすべて「0」であることの確認
• あるレジスタ内のケースの状況の変更（たとえばすべて「0」にする）
• データの主記憶装置からレジスタへの読み込み、また逆にレジスタから
主記憶装置への書き戻し

主記憶装置とのデータのやり取りを除けば、本当に足し算・掛け算程度なの
です。これは、データがそもそも 0と 1の羅列でしかないため、足し算・掛
け算以上に複雑な処理を考えても仕方がないためです。
CPUが読み込むプログラム（機械語）は、CPUができることに応じて決

まります。よって、機械語の単語は「足し算をせよ」とか「掛け算をせよ」と
いったごく簡単な処理にしか対応しません。間違っても「この動画を再生せ
よ」とか「この文章から『プログラム』という語句を見つけよ」というよう
な機械語はありません。なお、当然のことですが、機械語も 0と 1の羅列で、
普通の人にはまったく読めたものではありません。
幸運にして、以上のような状況、つまり CPUでは 0と 1の羅列しか扱え

ず、機械語もごく単純な計算以外の機能を提供していないということ、を意
識しなければならない場面はほとんどありません。しかし、プログラミング
を学ぶのでしたら、この状況を知っておいた方がよいでしょう。この状況を
知ることが、なぜプログラミング言語が必要で、私たちが行うプログラミン
グという行為はどのようなものなのか、というような根源的な問いに対する
答えを導くことになるからです。なお、この問いについては、次章で考えて
ゆくことにしましょう。

2.7 本章のまとめ

本章では以下のことを学びました。

• 現代のコンピュータは、大規模・高性能であること、電気回路によって
構成されていること、そして汎用であることが特徴です。

• コンピュータの汎用性はプログラム内蔵方式によって実現されています。
プログラム内蔵方式のコンピュータは自身が計算したデータ（プログラ
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ム）に従って、自律的に次の処理を決めています。
• コンピュータは CPUと記憶装置から構成されており、これに加え必要
に応じて入出力装置を用います。

• CPUは記憶装置からデータを読み込み、プログラムに従い計算を行い、
その結果を記憶装置に返すことを繰り返します。

• CPUは電気回路であり、クロックに従ってスイッチを入れたり切ったり
することで、0と 1の羅列のデータに対して計算を行っています。

• CPU は機械語によるプログラムによって動作が決まります。機械語で
は、単純な数値の計算や、メモリから CPUへのデータの読み出し、書
き戻し程度の簡単な処理だけが記述できます。




