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はじめに
本書は、C# の入門レベルを終えた方々やソフトウェア開発に長く従事してきた方々を対象とし
て、C# を使った本格的なシステムを開発するときに悩むようなことがらを中心にまとめた書籍で
す。

C# は、プログラミング入門者にとって比較的習得が容易な言語ですが、使いこなすとなると話
は別です。表面上の簡単な使い方で十分なのか、C# の本格的な使用法までマスターするかで、習
得までの労力は大きく異なります。本書は、C# 特有な機能を使いこなすレベルまではいかなくて
も、いろいろな言語をマスターし、システム開発にも慣れ親しんだ人が、C# を使用してシステム
プログラミングを行うのに最低限必要と思われる内容を解説します。たとえば、目的の性能を達
成するための方策を知りたい場合や、あるいはオープンソースのプロダクトなどと融合したシス
テムを開発したい場合などを想定しています。もちろん、C# の初心者に読んでいただいても有益
でしょうが、本書は一般の入門書と異なり、ある程度の知識と経験があることを前提として解説
しているので、最初に読む本として適しているとは言えません。
本書は、目次からも分かるように、C# や .NET.Framework を体系的に学びたい方々を対象とし
た書籍ではありません。C# の概要を網羅的に学びたい方々には別の書籍にあたることをお勧めし
ます。そのかわり、C# に慣れてしばらくした頃に読み直すと良さそうな題材を厳選しました。一
般の C# 入門書では解説しないデータ型の基礎、マネージドコードとアンマネージドコードの融
合、並列処理の基礎、並列処理で問題となる GUI とスレッドの関係、データ並列、デリゲートと
ラムダ式、同期処理、フォーム間やスレッドからのコントロールアクセス、そしてプロセス制御
などを解説します。入門書を読破して簡単なプログラムを開発できるようになった人が、実際の
システムを開発するようになったときに読んでほしい内容としました。
本書の対象読者を以降に示します。

.

●

.

●

. C# でシステムプログラミングを行いたい人

.

●

.

●

.

●

. C# で並列処理や非同期処理について知りたい人
. アンマネージドとマネージドを融合させたい人
. スレッド間などのコントロールアクセスで悩んでいる人
. プロセス間通信を行いたい人
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開発現場の実状に即して
何事にも、現実と理想の間には隔たりがあります。その隙間を埋めるのも大事なテーマです。

C# と .NET.Framework を使用したシステム開発では、アンマネージドコードを知る必要はあり
ません。ところが、現実のシステムはたくさんのソフトウェアの組み合わせによって成り立って
います。過去に蓄積した資産を無視して、システムをゼロから開発することは稀です。また、新
規開発であっても、システムの一部を外部のライブラリやオープンソースに頼る場合も少なくあ
りません。さらに、すべてをマネージドコードで開発すると、所望の性能を満たせない場合もあ
ります。そのようなケースでは、開発環境を適材適所で使い分けるのも重要です。もちろん .NET.

Framework では、このような場合を想定して、たくさんのクラスやインターフェースが用意され
ています。しかし、それでも自身で解決しなければならないことが起きるのが、現実のシステム
開発です。このような現実を考え、本書は、あまり触れられることのない、アンマネージドコー
ドとマネージドコードとの融合にもページを割きました。同様に、なるべく C# 内で性能を満足で
きるように、並列処理の解説にも多くのページを割いています。このような背景から本書は一般
の C# や .NET.Framework の入門書とは、構成が一味異なっています。

雑感
本書はいくつかの変遷を繰り返しながら完成しました。本書の元となった最初の書籍は、十年
以上前に発行されたものです。当時は、C# が一般に使われ始めようとした時期で、C/C++ をメイ
ンで使用していた人向けに、C# を使用した場合、どのようにシステムプログラミングを行えばよ
いか解説しました。おかげさまで増刷を重ね、その後、大幅改訂と増補を行いました。その時期
には、相当数の C# 入門書が存在していましたが、それでも毛色が異なった書籍だったのが幸い
したか、それほど部数は多くありませんがコンスタントに売れ続ける書籍となりました。しかし、
出版時期の C# や .NET.Framework のバージョンとの乖離も目立つようになり、不定期に改訂を

C# や .NET.Framework、そして Visual.Studio のバージョンに合わせ、
行っています。改訂作業は、
リライトするだけで良いだろうと考えていました。しかし、それが甘い考えだと気づくのに時間
は要しませんでした。C# のバージョンアップでは、大幅な変更がなされ従来の記述法が適切な解
ではなくなることも少なくなく、全面的な書き直しも発生します。言語や .NET.Framework の拡
張によって、プログラマの負担が大幅に低減されていることも珍しいことではありません。この
ため改訂のたびに大きな書き直しが発生します。そんなこんなで、多くの時間を奪われます。さ
らに、以前の書籍を継承すると大幅にページ数が増大するため、現在では重要でないだろうと思
われるトピックを削除する作業にも時間を奪われます。以上のような状況により、非常にバタバ
タしましたが何とか完成にこぎつけた次第です。
さて、この書籍の元となった書籍を執筆したのは、親族が療養中で頻繁に帰省していた時期で
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す。長期の帰省を繰り返していたのが昨日のようです。帰省した当日に、温泉で長湯して高熱を
出してしまったのも想い出となりました。私の田舎は温泉が出やすいため、町で運営している温
泉を銭湯のように使用します。熱を出した日は長旅に加え湯冷めしないことを過信し、つい油断
をしてしまいました。帰省したときに、お風呂を使うことはなく毎日温泉へ出かけます。ゆった
りお湯につかったあと、くつろぎの空間でテレビを眺めながら、飲み物をゆったり飲む時間は東
京では味わえません。テレビから流れる番組も、ラジオから流れる音楽も東京と変わらないのに、
時間はゆったり流れ東京とは別物のように感じます。
田舎の風景は相変わらず昔の面影のままですが、空き家が増え道路だけが立派になっていきま
す。道路は立派になりますが、それを活用する公共サービスが充実されているかは良く分かりま
せん。完全に車社会化が進んでおり、鉄道も学生など限られた人たちが利用するだけのようで
す。そういえば、帰省した時に、最寄りの駅を利用したことはなく、空港からはバスかレンタ
カーを使っています。このような状況が車を持たない高齢者にとって本当に良いのか疑問に思う
ときもあります。都会に住んでいる人はバスやタクシーを利用したら良いだろうと考える人も多
いでしょうが、タクシーさえ呼べない地域も日本には少なくないでしょう。私の故郷もタクシー
を気軽に呼べる環境ではありません。ただ、そこは田舎の助け合いで、うまく機能しているので.
しょう。
時が経つに連れ、高齢化が進み、若い人は少なくなっています。小学校も中学校も閉鎖が続き、
高校の入学者も減少の一途です。まるで日本の少子化を先取りした様子を見ているような気分に
もなります。村の空き家も増え、幼少のころの賑わいは遠い昔になりました。昔は子供たちが走
り回っていた海岸、海、そして広場に出かけても、そこには静寂だけがあり、小一時間滞在して
も誰一人も現れません。私の家も空き家になって久しく、すでに玄関への通路も竹林になり、家
に入ることさえ難しくなりました。家の中は朽ち果てていると思いますが、大きな台風に幾度と
なくさらされても未だに建っています。もう少し若ければ、U ターンも考えましたが、実家が空
き家になるのが早すぎました。
田舎に帰るたびに、私の心はいつもリフレッシュされます。東京で悩んでいたことが、なぜ悩
みなのか分からなくなります。単純に現実を逃避できたためなのか、それとも田舎には何か魅力
があるのか、まだ自分で把握できていません。言えることは田舎に帰ると、時間の流れがゆっく
りとなることです。もっとも田舎に帰っている期間は自身が休暇なのであって、日常を過ごして
いる人達とは、また違った感想があるのでしょう。田舎は東京より、生活コストがはるかに安く、
リタイヤ後の環境としては良さそうです。全国の調査でも住みやすさランキングの上位にランク
されますので U ターンも良いのですが、いろいろなしがらみがあって実現しそうもないです。変
なストレスもなく、精神的にも肉体的にも健康を維持できそうな気がします。もう少し若ければ
職場を田舎に移したのですが、もうその時期は過ぎました。
数年前の帰省時のことです。東京に戻るときに、母に「明日、帰るよ」と言ったら「もう、帰
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るのは東京か！？」と問われました。一瞬、意味が分からなかったのですが、
「ああ、帰るという
表現がおかしかったんだな」と分かるまで数秒とかかりませんでした。確かに、何気なく “ 帰る ”
という表現を使っていますが、私の “ 帰る ” 場所は、東京なのか田舎なのか自分でもわかりません。
生活した年数は、遥かに東京が長くなりました。しかし、自分の場所は実家にあるような気がす
るのは何故なんでしょう。東京から田舎に行くときも、
「田舎に帰る」と表現するし、田舎から東
京に行くときも「東京に帰る」と表現していることに、母の一言で気がつきました。私の帰る場
所は何処なのか未だ不明です。こんなたわいのないことを飛行機の中で考えながら東京へ戻った
のも遠い想い出となりました。
室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思ふもの」の解釈はいろいろあるようですが、自分なり
の解釈ができてきた気がします。同じ内容なのに、20 代で感じたときと現在ではずいぶん違った
ものとなりました。
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本書の使用にあたって
開発環境、および、実行環境の説明を行います。

Windows バージョン
Windows.10 を使用します。Windows.8.1 などでも問題ないでしょうが確認は行っていません。

Visual Studio バージョン
無償の Visual.Studio.2019.Community を使用します。他のバージョンでも問題ないでしょう
が、.NET.Framework との関係もあり、最新の環境を使用することを勧めます。

用語
クラスとオブジェクト
クラスとオブジェクトはなるべく使い分けています。クラス、オブジェクト両方に適用できる
内容については、クラス、オブジェクトを省いている場合もあります。

クラスとインスタンス
クラスとインスタンスもなるべく使い分けています。クラス、インスタンス両方に適用できる
内容については、クラス、インスタンスを省いている場合もあります。

オブジェクトとインスタンス
オブジェクトとインスタンスもなるべく使い分けていますが、インスタンスよりオブジェクト
が適当と思われる部分ではオブジェクトを使用しています。

フォームとウィンドウ
フォームとウィンドウは同じものを指します。主にデザイン時にはフォーム、実行時にはウィ
ンドウと記述しています。これは、C# 特有の説明ではフォームを使用し、Windows 全体にかか
わる実行などの表現はウィンドウが適切と判断したためです。

メインスレッドとワーカースレッド
本書ではユーザーインターフェースを受け持つスレッド（UI スレッド）をメインスレッド、そ
うでないスレッドをワーカースレッドと表示しています。基本的に UI スレッドがメインスレッド
になるとは限りませんが、便宜上、このような表記を用いました。
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タスクとスレッド
スレッドとタスクを共存して使用しています。本来はスレッドであっても .NET.Framework の
クラス名がタスク（Task）のため、タスクと表現した方が適切と思われる部分ではタスクを使用
します。

フィールドとメンバ
C# では、C++ のメンバに相当するものをフィールドと呼びます。本書では、メンバという記述
を主に使用し、C# に特有な部分の解説でフィールドと記述しています。

デリゲート
クラスなどと異なり、デリゲートには宣言と実体の区別がありません。両方ともデリゲートと
表現しているので、宣言と実体の違いは文脈から判断してください。

マネージとマネージド
英文では managed ですが、和文ではマネージが採用されています。本書では英文に倣って、マ
ネージド、アンマネージドと記述します。

ユーザーアカウント
最近の Windows ではユーザーやアカウントの管理が強化されています。たとえば、
「標準
ユーザー」ではプログラムのインストールやアンインストールは制限されます。コンパイラや

OpenCV のインストールやセットアップで警告が出ることがあるので、なるべく「管理者」で実
行してください。もちろん、管理者アカウントを使用する場合、危険なこともできるので十分注
意してください。

Any CPU か x64、あるいは x86
本書では x64 を中心にチェックしました。これはオペレーティングシステムのビット数が 64
ビットだったためです。もちろん、自身で管理すれば x86 でも問題ありません。DLL などの例も
あるので、組み合わせを間違えないようにしてください。

URL
URL の記載がありますが、執筆時点のものであり、変更される可能性もあります。リンク先が
存在しない場合、キーワードなどから自分で検索してください。
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C# の基本

C# の解説に入る前に、.NET.Framework について簡単におさらいします。「.NET.Framework
とは何か」と問われれば、まずは、クラスライブラリの集合体であるということができます。ク
ラスライブラリを使用すれば、システムのさまざまな機能にアクセスできます。.NET.Framework
が提供するクラスライブラリは、完全にオブジェクト指向となっています。さらに、.NET.

Framework はプログラムの実行環境であるということもできます。.NET.Framework で開発した
プログラムは .NET.Framework コードに変換され、そのコードを .NET.Framework 環境が実行し
ます。
このクラスライブラリの集合体と実行環境を合わせたものを、.NET.Framework と呼んで差
し支えないでしょう。実行環境は Java に似ていますが、Java が Java で閉じているのに対し
て、.NET.Framework 環境は、Visual.Basic であろうが、C++ であろうが、C# であろうが、.NET.

Framework で開発されている限り言語に依存しない点が異なります。言語が混在するアプリケー
ションでも、デバッグはシームレスに行われます。図 1.1 に、Windows 上の .NET.Framework の
概要を示します。

1
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マネージドコード
（C#、VB.NET、C++/CLIで開発）

従来のコード

.NETランタイム

オペレーティング・システム

図1.1●.NET Frameworkの概要

C# は、Microsoft 社によって .NET.Framework と同時に開発された新しい言語です。それだけ
に、.NET.Framework との親和性もひときわ高いといえるでしょう。
本章では、まず C# のデータ型の概要と、参照型、値型の説明を行い、それから文字列の扱い、
配列、構造体、メソッド呼び出しなどの引数の扱い、およびデリゲートなどの基本を解説します。

1-2

データ型

他の言語と同様に、C# にもデータ型があります。int などの型名は、予約語として C# 言語に
予約されています。
整数型には、ビット長、符号の有無でいくつかの型が存在します。また、IEEE754 準拠の浮
動小数点数が用意されています。他の C 系言語と異なる型として、金額などの財務計算に適した

decimal 型があります。この型は小数も扱うことができます。2 進数の浮動小数点数を使用する
と 10 進数の小数以下に丸めなどの誤差の生じる恐れがありますが、decimal 型を使用すればそ

のような誤差は発生しません。

文字型の char もあります。ただし C# の char 型は、C/C++ などの char とは異なり、常に 2

バイトです。内部コードには Unicode が使用されます。C/C++ では、char をバッファなどに使
用して内部を 1 バイトずつスキャンする場合もありますが、C# の char 型はあくまでも文字を扱

うデータ型という位置付けになっています。C# でバッファを単純にバイト単位で処理するには、
byte 型もしくは sbyte 型を使用します。

C# には文字列型も用意されています。C/C++ では char 型の配列で文字列を保持しますが、C#

には専用の string 型が用意されています。string 型は、これまでの型と違い、参照型です。
「値

型」と「参照型」の違いについては後述します。他にもさまざまな型がありますが、個別の型の
詳細についても後述します。

2
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データ型

各データ型は、C# ではサイズが固定されています。たとえば int 型の場合、C ではプラット

1

フォームや処理系によって異なりますが、C# では常に 4 バイトを占めます。

変数の宣言方法やスコープなどは、C/C++ とほぼ同じです。しいて異なる点をあげれば、クラ

2

ス内で宣言する変数を、一般的にはメンバ変数と呼びますが、C# ではフィールドと呼びます。メ
ソッドやローカル変数などは一般的な呼び方と同じなので、本書の記述ではメンバ変数も使用し

3

ます。

4

値型と参照型

C# の デ ー タ 型 は、 値 型 と 参 照 型 の 2 つ に 大 き く 分 類 で き ま す。 た と え ば int 型 は 値 型、

5

string 型は参照型です。この 2 種類の型は、メモリを確保する方法で大きく異なります。C# に

よるプログラミングでは、使用する変数がどちらの型であるかを意識しなければなりません。C#

6

のデータ型を値型と参照型に分けて以降に示します。

7

値型の一覧

8

表1.1●整数型
型

sbyte

範囲

サイズ

−128 〜 127

符号付き 8 ビット整数

char

0 〜 255

符号なし 8 ビット整数

U+0000 〜 U+ffff

Unicode16 ビット文字

−32,768 〜 32,767

符号付き 16 ビット整数

0 〜 65,535

符号なし 16 ビット整数

−2,147,483,648 〜 2,147,483,647

符号付き 32 ビット整数

0 〜 4,294,967,295

符号なし 32 ビット整数

byte

short

ushort
int

uint
long

ulong

−9,223,372,036,854,775,808 〜 9,223,372,036,854,775,807

符号付き 64 ビット整数

0 〜 18,446,744,073,709,551,615

符号なし 64 ビット整数

9
10

表1.2●浮動小数点型
型

float

double

範囲

サイズ
−45

± 1.5 × 10

〜± 3.4 × 1038

−324

± 5.0 × 10

〜± 1.7 × 10308

7桁
15 〜 16 桁

表1.3●decimal型
型

decimal

おおよその範囲
−28

± 1.0 × 10

有効桁数

〜± 7.9 × 1028

28 〜 29 桁

表1.4●bool型
型

bool

おおよその範囲

true または false

有効桁数
—

3
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参照型の一覧
表1.5●参照型
型

object
string

1-3

範囲

サイズ

—

—

—

—

値型とは

値型とは、変数の宣言を行った時点で、そのデータ型の領域自体が確保される型を指します。
リスト 1.1 のプログラムを例に説明します。
リスト1.1●値型の宣言
using System;
public class Class1
{

public static void Main()
{

short s=10;
long L=10L;
Console.WriteLine("s={0}",s);

}

}

Console.WriteLine("L={0}",L);

このプログラムでは、s の宣言部分で、実際の short 型変数 s の領域 2 バイトが確保され、L

の宣言部分で、実際の long 型変数 L の領域 8 バイトが確保されます。

値型については、ごく一般的な変数の宣言であり、特に変わったことはありません。しかし、

次節で説明する参照型は、一般的な言語とは多少異なる点があります。

4

1-4

1-4

参照型とは

参照型とは

1
2

参照型は値型と違い、変数の宣言部分で、そのデータ型の領域が確保されるわけではありませ

ん。C# で予約されている参照型のデータ型は、string 型と object 型の 2 つのみです。しかし、

3

object 型を基底としたクラスなどが多数存在するため、実際のプログラミングで参照型を扱う機
会は決して少なくありません。

4

C# では、基本的にポインタを使用することはできません。「基本的に」と書いたのは、互換性
確保のためか、限定的な方法でポインタの使用が許されているからです。しかし、C# では、十分

5

な理由がない限りポインタを使用すべきではないでしょう。
では、C# ではクラスのオブジェクト（インスタンス）にどのようにアクセスするのでしょうか。

6

リスト1.2●疑似コード

7

MyClass Class1;
Class1 = new MyClass();

8
9

C# で参照型のオブジェクトを作成するには、new を使用します。リスト 1.2 の例で示すと、

Class1 の宣言部分では、MyClass のオブジェクトを参照するメモリが確保されるだけで、オブ

10

ジェクトの実体は作られません。

object 型は C# の標準型、ユーザー定義型の基底となる親の型です。クラスについては、本書

を読み進めるうちに理解が進むでしょうから、ここで細かい説明は行いません。

もう 1 つの string 型ですが、これは文字列の処理に使用します。C/C++ 言語の学習では、第

1 の壁がポインタ、第 2 の壁が文字列処理ともいわれますが、C# ではごく自然に文字列を処理で
きます。リスト 1.3 を見てください。
リスト1.3●C#による文字列処理
using System;
public class Class1
{

public static void Main()
{

string s;
s="test";

Console.WriteLine("s={0}",s);

5
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s="Spacesoft";
}

}

Console.WriteLine("s={0}",s);

s の宣言部分では、文字列への参照情報を保持するための領域が割り当てられます。そして、

「=」によって文字列が s に代入され、WriteLine メソッドで出力されます。このプログラム実行
結果は次のようになります。
s=test

s=Spacesoft

注意しなければならないのは、s への文字列の代入は、s に割り当てられた領域に文字列の実
体を格納することではないという点です。正確には、その文字列への参照情報（ポインタ）が格
納されることになります。この例では、宣言によって s の領域が割り当てられた後、まず文字列
"test" の実体への参照情報が s に格納され、次に文字列 "Spacesoft" の実体への参照情報に

更新されます。

このように、値型と参照型では変数に格納するデータの取り扱いに大きな相違点があります。

1-5

C# の型と Alias の関係

C# の組み込み型のキーワードを表 1.6 に示します。これらは System 名前空間に組み込まれた

型の Alias（エイリアス、別名）です。

表1.6●C# の型と.NET Framework 型の対応
C# 型

.NET Framework 型

byte

System.Byte

bool

sbyte

System.SByte

char

System.Char

double

System.Double

decimal
float
int

6

System.Boolean

System.Decimal
System.Single

System.Int32

1-5

C# 型

.NET Framework 型

long

System.Int64

uint

C# の型と Alias の関係

1

System.UInt32

ulong

object

System.UInt64

2

System.Int16

3

System.String

4

System.Object

short

ushort

System.UInt16

string
表1.7●暗黙型
型

var

範囲

サイズ

—

—

5
6

object 型と string 型以外はすべて単純型です。また、C# 型と Alias は相互に交換可能です。

たとえば、整数の short と System.Int16 を使用して宣言した変数は同じ性質を持ちます。C#

7

します。

8

型の実際の型を表示するには、GetType メソッドを使用します。プログラム例をリスト 1.4 に示

リスト1.4●ch01¥01type¥00GetType¥ConsoleApp¥Program.cs（一部）

9

int i = 0;

System.Int32 i32 = 0;

10

Console.WriteLine("i = " + i.GetType());

Console.WriteLine("i32 = " + i32.GetType());

実行結果は次のようになります。int 型も System.Int32 型も System.Int32 型であること

が分かります。

i = System.Int32

i32 = System.Int32

7
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C# の型

1-6

C# で使用されるデータ型の詳細を説明します。

bool 型

bool 型 は System.Boolean の エ イ リ ア ス で す。bool 型 変 数 に は bool 値（true ま た は

false）を代入できます。

リスト1.5●ch01¥01type¥01Bool01¥ConsoleApp¥Program.cs
using System;
namespace Bool01
{

class Program
{

static void Main(string[] args)
{

bool bRval = true;
if (bRval)

Console.WriteLine("bValはtrueです。");

else

}

}

}

Console.WriteLine("bValはfalseです。");

C++ などではリスト 1.6 のような記述が可能ですが、C# では無効となります。
リスト1.6●ch01¥01type¥02Bool02¥ConsoleApp¥Program.cs（一部）
int iRval = 1;

...

if (iRval)

8

// ←コンパイルエラーになる

1-6

C# の型

byte 型

1

byte 型 は、0 か ら 255 ま で の 整 数 を 格 納 で き る 符 号 な し 8 ビ ッ ト 整 数 型 で す。byte か

ら short、ushort、int、uint、long、ulong、float、double、decimal へ は、 暗 黙 の

2

型変換はできません。必要な場合は明示的にキャストしてください（以下のサンプルコードは

3

型変換が組み込まれています。逆に、byte に入る値より大きな数値型から byte への暗黙の

ch01¥01type¥03Byte01¥ConsoleApp¥Program.cs 参照）。

4

byte b1;
b1 = 10;

5

は問題ありませんが、
byte b1;

6

b1 = 300;

7

はコンパイルエラーとなります。代入演算子の右側にある算術式が int 型として評価されるため
です。このエラーを抑止するには、キャストと unchecked 文を使用します。

8

byte b1;

unchecked
{
}

9

b1 = (byte)300;

10

次の例でも、b1*b2 は int 型と解釈されるため、コンパイルエラーとなります。
byte b1 = 10, b2 = 20;
byte b3 = b1 * b2;

//←コンパイルエラー

このエラーを解決するには、キャストを使用します。
byte b1 = 10, b2 = 20;

byte b3 = (byte)(b1 * b2);

//←明示的にキャストすればOK

このように、C# の型チェックは厳しく、型変換がらみでコンパイルエラーとなることが少な
くありません。基本的に、型変換が起きる場合は明示的にキャストするとよいでしょう。特に、
オーバーフローが起きるような、大きな型から小さな型への代入などは注意が必要です。

sbyte 型

sbyte 型は、128 から 127 までの符号付き 8 ビット整数を格納します。キャストやコンパイ

ルエラーなどについては、符号付きの byte と考えればよいので省略します。
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char 型

C# の char 型は 16 ビットで Unicode 文字を格納できます。char 型の定数は、文字リテラル、

16 進数（エスケープシーケンス）、Unicode 表現を記述できます。あるいは、数値をそのまま文
字コードへキャストできます。

リスト 1.7 は、さまざまな方法で char 型変数に文字 A を代入するコードです。C/C++ の char

と混同しないように気を付けてください。
リスト1.7●文字'A'を代入する
char cLiteral = 'A';

// リテラル

char cCast

// キャスト

char cHex

= '¥x0041';
= (char)65;

char cUnicode = '¥u0041';

// 16進数

// Unicode

char 型変数は、ushort、int、uint、long、ulong、float、double、decimal へ暗黙の

型変換ができます。

decimal 型

decimal 型は、10 進数計算のために用意された 128 ビットのデータ型です。財務や金融の計

算で、浮動小数点数では無視できない誤差が発生するような場合の使用に適しています。メイン

フレームなどでは CPU が 10 進数命令（BCD パックド演算命令など）を装備していますが、一般
的なパーソナルコンピュータには 10 進数命令がないため、言語でサポートしています。本書の主
眼であるシステムプログラミングにはあまり関係がないため、詳細は省きます。

double 型

double 型は、64 ビットの浮動小数点数を格納します。代入演算子の右側にある実数値リテラ

ルは、double 値として扱われます。整数を double 型として扱いたい場合は、サフィックスに d

または D を使用します。

リスト1.8●ch01¥01type¥04Double01¥ConsoleApp¥Program.cs（一部）
double d = 3d;

1 つの式に整数型と浮動小数点型の数値を混在させることができます。整数型と浮動小数点型
が混在する場合、整数型は浮動小数点型に変換されます。
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