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革新的なプログラミング環境として登場したC++Builderもついに、バージョン６がでるまでに
なりました。C++BuilderはRADツールと呼ばれる開発環境の一種で直感的なプログラミングを可
能にします。また、ANSI準拠のC++をフルサポートしていますので、これまでCやC++を使って
いた方は、その知識をフルに活用してプログラミングすることができます。
本書では、このC++Builderを使う上で役立つ情報を提供するために、リファレンスマニュア

ル＋サンプルプログラムという構成をとっています。すべてのコンポーネントの解説に簡単なサ
ンプルプログラムが付属しますので、実際の動作を確認しながらボタンなどのコンポーネントの
使い方を理解することができます。
とにかく、C++Builderでいろいろなプログラムを書いてみて、それぞれのコンポーネントにつ

いて理解してみてください。本書がその助けになれば幸いです。

本書の目的
本書は、以下のような方を対象としてC++Builderでのプログラミングに必要な情報を提供する

ように心がけました。

● C++またはCを習得していて、Windowsプログラミングの興味のある方
● C++Builderのコンポーネントの機能を理解したい方
● Delphiは便利だと思ったが、あらためてPascalを覚えるのに抵抗のある方

本書では、読者の方がある程度なんらかのプログラミング言語を習得していることを前提とし
ています。このため、CとC++については簡単は構文解説程度にとどめています。C++やCについ
て理解したい方は、これらの言語の入門書を併用してください。
また、本書では、C++Builderの提供する機能以外を使うWindowsプログラミングの詳しい説

明も省略しています。これらについては、Windows API（Application Programming Interface）に
ついて詳しく書かれた書籍やオンラインヘルプを参考にしてください。
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本文中の表記について

本書では、わかりやすくするために以下のような記号を用いて、本文の解説に付随する補足情
報を表記しています。

注意してほしい部分や、本書をすすめる前に確認してほしい部分です。

プログラミングで役に立つ、ちょっとしたテクニックを説明する部分です。

説明上の注意点やポイントとなる部分です。

C++Builderの機能についての表記
C++ Builder 6のコンポーネントや機能を解説する際には、以下のようなアイコンを付加して機

能を分類表記しています。

このアイコンが付いた機能やコンポーネントは、C++ Builder 6 Personalでは利用できません。

このアイコンが付いたコンポーネント、プロパティ、メソッドなどは、VCLアプリケーション
でのみ利用できます。CLXアプリケーション作成時には利用できません。

このアイコンが付いたコンポーネント、プロパティ、メソッドなどは、CLXアプリケーション

iv

本書の表記について

NOTE

TIPS!

POINT



でのみ利用できます。VCLアプリケーション作成時には利用できません。

※ VCL、CLXについては『1-1 C++Builderの特徴』（→p.3）を参照してください。なお、CLXア
プリケーションは、C++ Builder 6 Personalでは作成することができません。

このアイコンが付いたコンポーネントは非ビジュアルコンポーネントです。

※ 非ビジュアルコンポーネントについては本文9ページを参照してください。

リスト中での表記について
また、本書ではプログラムのコードを次のリストのように表現します。リスト中で、網掛けを

した部分が、その場所で入力しなければならない部分、もしくはプログラムの記述を変更した部
分となります。

サンプルプログラムの表記について
本書の第2部では、コンポーネントごとにサンプルプログラムを交えながら解説を進めていま

す。掲載したサンプルプログラムの表記原則については、『7-5コンポーネントのサンプルプログ
ラムについて』（→p.202）で説明しています。

また、本文中のプログラムでは、以下の規則に基づいてプログラムが記載されています。

変数名
変数名は、変数のタイプに続けて一文字目が大文字で始まる名前をつけています。たとえば、

Testという名前でグローバル変数である場合には、変数名はgTest になります。ただし、例外として
一般によく利用されているループ変数 i, j, k や、ポインタを表すp, q などについてはこの表記は

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject ＊Sender)
{
if (OpenDialog1->Execute() == true) {

Image1->Picture->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
}
}
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適用しません。これは、そのほうが多くのプログラマにとって読みやすいだろうという筆者らの
判断です。せっかく読みやすくするために表記法を決めているのに、逆に読みにくくなったので
は元も子もありません。
以下、変数のタイプを示す文字を示しておきます。

コンポーネント名
コンポーネント名は、機能にコンポーネントの種類（タイプ）を続けます。例えば、取り消し

（Cancel）の処理を実行するボタン（Button）であれば名前はCancelButtonとします。また、メ
ニュー項目（Menu）であれば、CancelMenuといった具合に名前をつけます。
なお、本書では、他の部分の命名規則については、基本的にC++Builderの開発元であるボーラ

ンド社が推奨する命名規則に準じています。ボーランド社の推奨命名規則についてはC++Builder
6付属のオンラインマニュアル等を参照してください。
命名規則をきっちり決めておくことは、他の人に対して読みやすいプログラムとするだけでな

く、あとで自分が読み直すときにも大いに役立ちます。プログラムを作るときには、自分なりの
命名規則を守る癖をつけておきたいものです。
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変数のタイプを示す文字 説明 表記例

g グローバル変数 gTimer
m クラスのデータメンバ（メンバ変数） mText
the ローカル変数 theSwapTmp
s 構造体 sPtr
F プロパティの実体として利用するデータメンバ（メンバ変数） FValue
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