
６．ネットワークプログラミングによる IP通信

1 はじめに

計算機技術と通信技術の融合を端としてインターネットに象徴されるコンピュータネットワークは急速に進
化してきている．遠隔地からの情報サービスの利用や各種情報資源の共有，そして高度な分散処理環境，新た
な人と人とのコミュニケーションをも産み出している．
その基盤を支える通信インフラの光ファイバ化，インターネット規模での通信を可能とするネットワーク通
信規約であるインターネットプロトコル (IP)の標準化とその普及により，世界中の計算機同士が現実的な速度
でコミュニケーションすることが可能である．今後ともこれらをさらに活用するためのネットワークサービス
／アプリケーションの開発の重要性はますます高まっていくと予想される．
本実験では，パソコンを用いて，簡単な TCP/IP通信を行うプログラムを作成し，その動作を確認する．そ
して機器同士，あるいはアプリケーションが相互に円滑に会話するための約束事であるプロトコルについて理
解する．実験第 1日目は，サーバ／クライアントプログラムを例題を通して作成し，基本的な通信の流れを理
解する．実験 2日目は簡単なサーバクライアントアプリケーションを作成し，その動作を確認する．

2 実験ネットワーク環境

実験用に使用するパソコン４台で図 1のような LAN を構成している．各端末の IPアドレスはクラスCのプ
ライベート IPアドレスである 192.168.0.101～192.168.0.104が割り当てられている．全てHUBを経由しおり，
100Base-TX（100Mbps UTPケーブル）の Ethernet環境となっている．

HUB

192.168.0.101 192.168.0.102 192.168.0.103 192.168.0.104

図 1:実験ネットワーク
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3 ネットワーク概略

3.1 ネットワークアーキテクチャ

インターネットは，LAN や ISDNなどの広域ネットワーク網がルータを通して相互接続され，全体として一
つの大きなネットワークとして構成される．そのネットワークを結ぶ通信方式は様々であり，インターネット
規模での機器間のコミュニケーションを可能とするためには通信の約束（プロトコル）が必要である．そのた
めに標準化されているのがインターネットプロトコル (IP)である．
ここで重要となるのがネットワークアーキテクチャの階層化である．類似した機能は同一の層に集め，各層
に独立性を持たせる．これにより，ある層の機能拡張が他の層の機能へ影響することを最小限に抑え，新しい
技術の導入や通信機能の拡張を容易に行うことができる．この考えを基にネットワークイメージを描いたのが
図 2である．
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図 2: ネットワーク階層のイメージ

まず最下層に通信方式や媒体に依存するネットワーク・インターフェース層があり，ここで通信の確立と伝
送路上での誤り検出やその回復を行い，高信頼なデータ転送機能を担う．EthernetやATM, FDDI,無線 LAN規
格が直接この層に関係することになる．通信容量の高速化，光ファイバ等の媒体の導入といった拡張によって，
ネットワークシステム全体の構成変更が必要とならないようになる．
最下層で実現される伝送路上に流れるデータは，その上位のネットワーク層として IP層で規格化される．こ
こで，インターネット規模での機器の識別（IPアドレス）により，ルータを経由して相手先までデータを届け
る機能が実現される．そのための具体的な情報は，データの先頭に付けられる IPへッダの部分に格納されて
いる．主な内容が図 3に示されているが，送り元，宛先の IPアドレスを基に，図 2に示しているように各機
器が IP層を備えることで，通信方式に関係なく世界レベルでネットワーク機器間の通信が実現される．

IPへッダ

ユーザデータ

バージョン へッダ長

発信元IPアドレス

宛先IPアドレス

IPパケット

図 3: IPへッダ

そして IPへッダ以下に付加されるデータ部はさらに規格化されており，IP層の上位の層としてトランスポー
ト層と呼ばれている．具体的にはTCP ( Transmission Control Protocol)とUDP(User Datagram Protocol)である．
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基本的に一つの IPパケットのデータサイズには制限（65535バイト以下）が設けられており，データは複数の
IPパケットに分割される．さらにネットワークのルータの経路選択の動作により，送出したパケットが順番に
相手先に届く保証はなく，時には混雑（輻輳）によって途中のネットワーク機器でのオーバフローでパケット
が失われることもある．つまり IP層では相手先の応答確認，誤り検出，再送を行うといったデータ転送の手順
に関する約束は含まれておらず，その役割はこのトランスポート層で担うことになる．詳細は次の節に示す．
以上の階層上にネットワークを活用するための具体的なサービスを担うアプリケーション層が構成される．

WWWや電子メール，Telnet, FTP等々，各アプリケーションが理解できるデータがトランスポート層以下でや
りとりされ，そのデータを基に各アプリケーションで定義されたプロトコルに従って所望の動作が行われる．
以上のように各階層で厳密に定義された種々の約束事がプロトコルであり，円滑なデータのやりとりを可能
とする．WWWや電子メール等のサービスもそうであるが，各種アプリケーション同士の通信においても円滑
に行うためのプロトコルが定義されており，例えば単に相手の計算機のユーザにメッセージを送信する場合に
おいても以下の約束事を規定しなければならない．

(1)ユーザのメッセージの入力方法
(2)通信の接続方法や切断方法
(3)送信データの単位，構造をどうするか．
(4)その転送方法，受信後のデータ復元
(5)ユーザへの出力

といった一連の約束事項を厳密に定義してはじめて汎用的で意味のある通信が行われる．

3.2 TCPとUDP

トランスポート層のプロトコルは，各アプリケーションがそのサービスの特性に応じて使い分ける．TCPは
コネクション型のプロトコルであり，通信先との接続制御，データの再送制御や順序制御が行われ,相手先と
の確実な通信を可能とする．WWWや電子メール等々，ネットワークの多くのサービスが TCPを利用してい
る．それに対して，UDPはコネクションレス型のプロトコルであり，散発的な単一の要求に対して単一の応答
で十分であるサービスは，接続制御の手間を考慮して，UDPプロトコルを用いることが多い．
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チェックサム
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TCPへッダ
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制御するデータ等々

図 4: TCPとUDPへッダ

図 3のユーザデータ部には，図 4のようにそれぞれのプロトコルに応じたへッダを付加したデータが格納
されることになる．どちらのプロトコルにもポート番号という識別番号があるが，これはアプリケーション
（サービス）の種類を識別するための番号であり，各アプリケーションごとに番号を振ることで，複数のサービ
スの通信を効率的に管理することが可能である．主要なサービスはポート番号が決まっており，WWWは 80

番，電子メールは 25番，POP(Post Office Protocol)は 110番である．基本的に 1024番以下のポート番号は様々
なシステムサービスで予約されているため独自にネットワークアプリケーションを作成する場合には 1024番
以上でその他のサービスと重複しない番号を使う必要がある．
ネットワークアプリケーションは，TCPによる通信か，あるいはUDPかを選択することができる．当然，送
受信先双方とも同一のプロトコルにする必要がある．相手先との通信のためには，宛先 IPアドレス，通信先
の目的のポート番号が分かれば IPパケットを送出することができる．コネクション型の TCPの場合には，接
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続の確立のためのやりとりや届けられたパケットの順序の確認／処理，ロスが生じている場合には再送処理等
が行われるため頻繁に通信がなされ，確実にそのポートのアプリケーションにデータが渡されるようプロトコ
ルが定義されている．
コネクションレスのUDPの場合には，送出した IPパケットが相手に受信されたかどうかの確認はプロトコ
ルに定義されているわけではない．つまり信頼性のない通信プロトコルであり，連続的に送ったパケットが順
番に届く保証もなく，また途中のルータによって廃棄されたとしてもそれを知る手段は定義されていない．単
発的な要求で返信パケットも単一のパケットで十分であるようなアプリケーションの場合には使い勝手が良い
が，信頼性を向上させるためにはアプリケーション側での対策が必要となる．仮に相手先の計算機にその IPパ
ケットが届けば，内容を解釈しそのポート番号のアプリケーションが IPパケットを読み込み処理が行われる．
通信の開始時点においては，受信側のプログラムは TCPであれば自分のポートへの接続待ちの状態，UDP

であれば自分のポートのUDPパケットを監視し続けている必要があり，サーバプログラムとして動作すること
になる．本実験では，これらの一連の動作を行うプログラムを実際に作成し理解することが大きな目的である．

3.3 ソケットプログラミング

図 2で紹介した最下層のネットワーク・インターフェース層は基本的にネットワークハードウェア機能やそ
のドライバソフトウェアが担う．そして IP層の処理系，さらに TCPやUDPのプロトコルの実装（各種配送制
御やへッダ部の付加）はオペレーティングシステム（OS）の機能の一部として実装されている場合がほとんど
である．したがってプログラマは，IPに関する知識と TCPとUDPの通信の取り扱いを知っていれば容易に独
自のネットワークアプリケーションを作成することができる．

UNIX計算機環境においてネットワークプログラムを作成するための方法として，古くからソケットという
概念が用いられてきた．WWWや電子メールのネットワークサービスも UNIX上でのソケットプログラミン
グにより開発が進められてきた経緯がある．ソケットプログラミングとは，送信元の計算機と受信先でそれぞ
れソケット（データの仮想的な窓口）を生成し，送信ソケットにデータを流すと受信先のソケットからデータ
が出てくるイメージである．本実験におけるWindows OS，プログラム開発としてVisual C++を利用した環境
上でも，UNIX計算機とほぼ同じ記述方法で全て C言語で記述できるソケットプログラムを作成することが可
能である．読み込むへッダファイルが少し違うのみであり，一部の修正でUNIX計算機でもコンパイル実行で
きる．
実験では，C言語における構造体を使う個所やデータの転送時には配列の知識を要求する部分が少々あるが，
サンプルプログラムや章末のリファレンスを参考にして理解してほしい．基本的にネットワーク部分（ソケッ
トの生成）に関する C言語の記述は TCPやUDPのプロトコルに応じて決まった手続きを踏むため，約束事と
して認識してほしい．また実験時間に限りがあるため，ソケットに関する関数群を全て網羅しているわけでは
なく，詳細な部分に関しては省略している説明が多くある．そのため実験では，基本的なコンピュータ通信の
流れ，その C言語による実装の概観の理解に努め，興味ある者はさらに専門書を参考にして詳細なプログラミ
ング技術を身につけることで理解を深めることができる．

4 C言語によるプログラム作成手順

プログラムの新規作成

以下に基本的な作成手順を示すが，ファイル名等は第１週目で作成するファイル名を例にして説明していくが，
同様の手順で 2週目のプログラムも作成することになる．その場合には以下の説明中のプロジェクト名を違う
名前で指定すれば良い．

(1) 作業フォルダの作成
実験で作成するプログラムは全て作業フォルダの中に保存するようにする．いつ作成したプログラムか
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図 5: TCP/UDPの通信の流れ

分かるように以下のようなルールで各班の作業フォルダを作成する．

D:Yシステム実験 2 Y実験 [日付] [AM or PM]

9月 26日午前の実験であれば，

D:Yシステム実験 2 Y実験 0926AM

という名前のフォルダを作成する．

(2) Visual C++の起動と新規プログラムファイルの生成
今回の実験では通信プログラムの送信側，受信側の２つのプログラムを作成する必要があるが，Visual

C++を２つ起動して作業を行っていくことになる．

まずデスクトップ上の「Microsoft Visual C++ 6.0」から起動．(無ければスタートメニューから起動)

そして [ファイル]メニューの新規作成を選択し，表示されるウィンドウで [プロジェクト]タブを選択．
左の欄の中から「Win32 Console Application」を選択．右欄の位置の指定欄で先ほど作成したフォルダ
「D:Yシステム実験 2 Y実験 0926AM」を指定．プロジェクト名として「server1」と入力してOKボタン
をクリック．次に表示されるウィンドウで「空のプロジェクト」を指定して「終了」ボタンをクリック
する．次のウィンドウもそのままOKとする．

再度 [ファイル]メニューの新規作成を選択し，今度は [ファイル]タブが選択されていることを確認する．
左の欄で「C++ソースファイル」を指定し，右欄のファイル名として「server1.c」を入力してOKボタン
をクリックする．すると server1.cの空のファイルの編集ウィンドウが表示される．この中にプログラム
を作成していく．

再度，デスクトップ上の「Microsoft Visual C++ 6.0」を起動．同様の手順でプロジェクト名「client1」の
空プロジェクトを作成し，ファイルとして「client1.c」も作成しておく．

(3) リンクの設定を行う
起動した２つのVisual C++に対して最初に一度だけリンクの設定を行う必要がある．これは今回作成す
るプログラムがネットワーク通信を行うソケット関連の関数を使っており，ビルド実行時のリンク処理
でOS付属のソケットライブラリとリンクするために必要となる．

[プロジェクト]メニューの中の「設定」を選択．表示されるウィンドウの「リンク」タブをクリックす
る．「オブジェクト/ライブラリモジュール」欄の最後に空白を入れて以下を追加する．
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wsock32.lib

これをプロジェクト server1,client1どちらも行っておく必要がある．

(4) プログラムの記述
第 1週目の実験では，最初にUDPの通信を行う例題プログラム server1.c,および client1.cのプログラム
を作成することになる．次に TCPの通信を行う server2.c，client2.cの作成を行う．

2週目は各班，独自の通信プログラムを作成することになる．

プログラムのコンパイル・リンク（ビルド）

一通りプログラムが作成できたら，次のステップとしてコンパイル・リンク処理を行う．これにより計算機
上で実行できるファイルが作成される．

5 UDPを用いた通信

まず以下の例に示すUDP通信プログラム server1.c, client1.cを作成し,動作を確認しなさい．
尚，Visual C++では “ //” があると，その行の以降の文を無視してくれるため，プログラムの説明等のコメン
ト文として利用することが出来る．また /∗・・・コメント・・・∗/のように” /*” と”*/” で囲むことでも同じ機能が
ある．以下の例題でもコメント行を挿入しているが，実際に以下の例題を入力するのにコメント行は省略して
も構わない．

[実行手順]

(1) まずテストとして，同一端末上で通信試験を行ってみると良い．
通信相手先の IPアドレスを自分自身の IPアドレスにしておく．

(2) server1.exeを実行する．データ待ちの状態となる．

(3) clent1.exeを実行する．server1.exe側にデータを送信し，送られたデータが表示されたかどうか確認する．

(4) ネットワーク経由で同様のことを行う．
相手先の IPアドレスを実際の通信先に変更してビルド．同様の試験を行う．
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Example 1: server1.c

#include <stdio.h>
#include <winsock.h> //Windowsのソケット関連の定義ファイル

char message[1024];

main()
{

int sock;
struct sockaddr_in sinme;
short port=10001;

//以下 2行は WindowsOSでのみ必要となる部分:socket利用の宣言（DLL利用の宣言）
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsaData);

//アドレス情報の設定
sinme.sin_family = AF_INET;
sinme.sin_port = htons(port); //ポート番号の指定
sinme.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//サーバ側のアドレス指定

//ソケット生成 UDP
sock=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
//ポートへのバインド
bind(sock, (struct sockaddr *)&sinme, sizeof(sinme));

printf("Waiting for UDP Data from Client.\n");
//ソケットからのデータ待ち
recv(sock, message, 1024,0);

printf("Received Message=%s\n",message);

}
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Example 1: client1.c

#include <stdio.h>
#include <winsock.h>//Windows のソケット関連の定義ファイル

char message[1024];

main()
{

int sock;
struct sockaddr_in sinhim;
short port=10001;
char *IPaddress="192.168.0.101";

//以下 2行は WindowsOSでのみ必要となる部分:socket利用の宣言（DLL利用の宣言）
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsaData);

//アドレス情報の設定
sinhim.sin_family = AF_INET;
sinhim.sin_port = htons(port);//ポート番号の指定
sinhim.sin_addr.s_addr = inet_addr(IPaddress);//宛先指定

//ソケット生成 UDP
sock=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
//送信宛先のアドレス・ポート指定、UDPの場合には接続処理が行われるわけではない。
connect(sock, (struct sockaddr*)&sinhim,

sizeof(struct sockaddr_in) );

printf("Input Message:");
gets(message);
//message文字列（ヌル文字含む）の送信
send(sock, message, strlen(message)+1,0);

}
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6 TCPを用いた通信

まず以下の例に示す TCP通信プログラム server2.c, client2.cを作成し,動作を確認しなさい．UDPとの比較
のため，UDPプログラムはそのまま残しておき，新しいプロジェクトを作成して server2.c, client2.cを作成し
なさい．

[実行手順]

(1) まずテストとして，同一端末上で通信試験を行う．
通信相手先の IPアドレスを自分自身の IPアドレスにしておく．

(2) server1.exeを実行する．接続待ちの状態となる．

(3) clent1.exeを実行する．server1.exe側にデータを送信し，送られたデータが表示されたかどうか確認する．

(4) ネットワーク経由で同様のことを行う．
相手先の IPアドレスを実際の通信先に変更してビルド．同様の試験を行う．
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Example 2: server2.c

#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <winsock.h> //Windowsのソケット関連の定義ファイル

char message[1024];

main()
{

int sock, sock2;
struct sockaddr_in sinme;
struct sockaddr_in from;
int len=sizeof(from);
int one=1;
short port=10001;

//以下 2行は WindowsOSでのみ必要となる部分：socket利用の宣言（DLL利用の宣言）
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsaData);

//アドレス情報の設定
sinme.sin_family = AF_INET;
sinme.sin_port = htons(port); //ポート番号の指定
sinme.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//サーバ側のアドレス指定

//ソケット生成 TCP
sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
//ポートへのバインド
if(bind(sock, (struct sockaddr *)&sinme, sizeof(sinme)) <0)

printf("Can’t bind.\n");
listen(sock,SOMAXCONN);
//接続要求待ち
printf("Waiting for Connection Request.\n");
sock2=accept(sock, (struct sockaddr *)&from, &len);
if(sock2 < 0 ){

printf("Can’t accepted.\n");
exit(0);

}else{
printf("Connected from %s.\n",inet_ntoa(from.sin_addr));

}
//ソケットからのデータ待ち
recv(sock2, message, 1024,0);
printf("Received Message=%s\n",message);

close(sock);//切断処理
}
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Example 2: client2.c

#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <winsock.h>//Windows のソケット関連の定義ファイル

char message[1024];

main()
{

int sock;
struct sockaddr_in sinhim;
short port=10001;
char *IPaddress="192.168.0.101";

//以下 2行は WindowsOSでのみ必要となる部分:socket利用の宣言（DLL利用の宣言）
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsaData);

//アドレス情報の設定
sinhim.sin_family = AF_INET;
sinhim.sin_port = htons(port);//ポート番号の指定
sinhim.sin_addr.s_addr = inet_addr(IPaddress);//宛先指定

//ソケット生成 TCP
sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
//サーバへの接続処理
if(connect(sock,(struct sockaddr *)&sinhim, sizeof(sinhim) ) < 0 )

printf("Can’t connect.\n");
else

printf("Connected.\n");

//データの読込
printf("Input Message:");
gets(message);
//message文字列（ヌル文字含む）の送信
send(sock, message, strlen(message)+1,0);

close(sock);//切断処理
}
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7 第 1回目の実験課題

作成したUDPプログラム，TCPプログラムで以下の比較を行いなさい．

1. server側を起動せずに client側を実行するとどうなるか？

2. ポート番号の値を変えてみるとどうなるか？

3. 大量のデータ通信を行ってみる．
UDP, TCP双方とも次のようにプログラムを変更して比較してみる．client側から 1024バイトのデータ
を連続で 10万回ほど送信し（100MB弱のデータ送信），それが完了するまでの時間を見てみる．ダミー
の 1024バイトデータを作成し，send,recv関数の部分を繰り返すように変更するだけでよい．TCPの場
合には以下の補足事項を参考に．

【補足】
(1) 1024バイトのダミーの文字列を生成する．

memset(message, ’a’, 1024);

memset関数を使うことで，message文字配列の 1024文字分 (バイト)をアルファベットの”a” で埋め尽くす
ことができる．
(2) TCPデータの受信関数 recv()に注意．
クライアント側から 1024バイトづつ send関数で送信しても，受信側の serverで 1024バイトづつ recv関数
で受信できるとは限らない．大抵の場合，recv関数が一度に読み込むサイズは 1024バイト未満となる．した
がって recv関数の戻り値が受信バイト数であることを利用して以下のように記述すると良い．

total=0;

while(1){

rc=recv(sock2, message, 1024,0 );

if(rc > 0) total=total+rc;

if(total == 1024 * 100000 ) break;

}

(3)時間の計測
Windowsで簡単に時間の測定をする場合には，GetTickCount()関数が便利である．

t=GetTickCount();

で int型変数 tに，計算機の起動時からのミリ秒 [msec]が代入される．
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余裕がある班は以下を試してみなさい．

1. UDPプログラムでブロードキャスト通信を行う (TCPではできない)．
UDPの送信プログラムでブロードキャストパケットを送出するように変更する．ブロードキャストとは，
同一セグメントの LANに接続された全ての端末向けに発信するパケットを出すことであり，実験環境で
は 192.168.0.255という IPアドレスを宛先としてUDPパケットを送出すると，全端末に同一のパケット
を一度に配信することができる．

UDPプログラムのサーバ側 server1.cでブロードキャストパケットを受け取れるように記述の追加が必要
である．

変数の定義追加：

int one=1;

以下の行を server1.cの bind関数の前に挿入する．

setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (char *)&one, sizeof(one));

client1.cの宛先アドレスを 192.168.0.255に変更後，例題同様に通信試験を行ってみる．さらにサーバプ
ログラムを複数の端末で同時に実行しておき，別の端末からクライアントを実行してメッセージを発信
してみるとどうなるか．
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8 第 2回目の実験課題

各班ごとに独自にサーバ／クライアントサービスを考え，それらを実装したプログラムを作成し，動作を確
認しなさい．UDP, TCPどちらのプロトコルを用いても構わないが，そのサービスに適したプロトコルが好ま
しい．
例題：

1. 文字会話プログラム
文字情報の交換を行う．サンプルプログラムを少々変更することで簡単に実現できる．

2. サーバとジャンケンをする．
クライアント側からサーバに”G” or “C” or “P” といったような情報を送り，サーバは勝ち，負け，あい
こといった情報を返す．

3. その他なんでも．．．

【補足】サーバ側 (TCPの場合)で何度も接続を受け付けられるようにする方法．
下記のように listen関数以降を無限ループにすることで，クライアントからの接続を何回でも受け付けること
ができる．（ただし，この記述方法では同時接続は１つだけ可能．同時接続に対応するためには以下の無限ルー
プ部分を子プロセス化したり，スレッドを生成することになる．）

listen(sock,0);

while(1){

printf("Waiting for Connection Request.\n");

sock2=accept(sock, (struct sockaddr *)&from, &len);

・
・
・
close(sock2);

}

9 レポートについて

レポートには作成したプログラム（二週目のプログラムのみ）を添付してもらいますので，実験終了後，作
成したプログラムを印刷するのを忘れないようにして下さい．
レポートには今回の実験の目的を明確に書くようにしてください．また実験前準備として，インターネット
プロトコル（IP）についての理解，TCPやUDPの挙動の確認を通して，プロトコルについて理解した内容を
記述すること．
実験内容に関する記述では，作成したプログラムの内容，実行動作の検証を通して，コンピュータ通信の流
れをまとめなさい．
また独自のネットワークアプリケーションの構築を通して，インターネットの今後重要となる機能や活用方
法を議論しなさい．
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付録

C言語リファレンス

文字列の扱い
文字１字分を定義する場合には

char c;

のように定義することができる．c=’A’;のように文字を代入することが可能．プログラム中で文字を表す場
合には’ 　’ で囲む．
文字列の定義は文字の配列として扱われる．
5文字分 (1文字 1バイトである)の文字配列を定義する宣言.

char message[5];

このとき連続した 5文字分のメモリ領域が確保される．
　 [0]　 　 [1]　 　 [2]　 　 [3]　 　 [4]　
それぞれの文字にアクセスするには 1文字目であればmessage[0]のようにアクセスすることができる．また
このように定義されたmessage変数自身は，文字列が格納されているメモリ空間の先頭アドレスを指し示す変
数でありポインタと呼ばれる．明示的にポインタ変数を定義するには，

char *message;

のように変数の前に”*”を付けて宣言することでポインタ変数が用意できるが（同様に全ての変数の型に対し
てポインタは定義できる），実際に文字列を格納するメモリ領域を確保しているわけではないことに注意．以
降のリファレンスで紹介している文字列を扱う関数は，ポインタ変数を引数にして処理が行われる．つまり実
際に関数の呼び出しで文字列情報をやり取りするわけではなく，文字列が保存されているアドレス情報が関数
に渡される．
確保された文字配列には，文字列の終わりを示す文字を所望の文字列の最後に配置することができる．これ
により文字配列の大きさより小さな任意の文字列を表現することができる．文字列の最後に入れる文字をヌル
文字といい’Y0’ (文字コード:0)で表され,次のように格納される．
　’c’ 　 　’ i’ 　 　’s’ 　 　’ t’ 　 　’Y0’ 　

　’a’ 　 　’b’ 　 　’c’ 　 　’Y0’ 　 　 any　

文字列が固定の場合には以下のように定義することで，必要なサイズの文字配列（文字数＋ヌル文字分）が
確保できる．プログラム中で文字列を直接記述する場合には” . . . ”で囲む.

char *message="My Name is CIST.";

または

char message[]="My Name is CIST.";

プログラム中では，利用できるメモリ領域に関して十分注意する必要がある．基本的には，必要な最大サイ
ズの文字配列を用意（宣言）しておけば良いのであるが，その割り当てたサイズ以上の文字列を操作しようと
すると，予期せぬ動作を引き起こす．利用する文字列を扱う関数によっては，メモリに書き込むサイズを検査
していないものが多く，簡単に割り当てた文字配列以外のメモリ領域のデータを壊すことができる．（コンパイ
ル／リンク時にはこのようなチェックは行われない．）最近ではこれに関するソフトウェアの不備を突いたウィ
ルスやセキュリティの問題が多く発生しており，バッファオーバランと言われる．基本的には，常に書き込む
文字列の大きさと割り当てられている文字列バッファのサイズをチェックすることで簡単に回避できる問題で
もある．
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文字列を扱う主な関数
gets/puts 標準入力から文字列を 1行取得/標準出力へ出力
書式 gets( char *string ) / puts( const char *string)
意味 gets: string文字列を標準入力から 1行読み込む/puts: 標準出力へ出力．
利用例 例 1

char message[10];

gets(message);

標準入力からの文字の入力まちの状態となる．任意の文字列を入力し，改行キーでその
文字列が messageに格納される．改行キーはヌル文字に置き換えられる．

「注意」
例１の場合には確保されている文字配列は 10文字分である．標準入力からそれ以上の
文字が入力されるとバッファオーバフローが発生し，現在ではセキュリティ上危険とさ
れている関数である．代わりに fgets()関数が利用されるが，セキュリティに関係しな
い部分であれば特に気にしなくて良い．

strlen 文字列の長さを返す
書式 strlen( char *string )
意味 string文字配列に格納されている文字列の長さを返す
利用例 例 1

length=strlen(message);

message 文字配列に格納されている文字列が ’c’ ’ i’ ’s’ ’ t’ ’Y0’ の場合には
lengthの値は４である． ’a’ ’b’ ’Y0’ any any の場合には 2となる．

sizeof データサイズを返す演算子
書式 sizeof( type )
意味 変数のサイズ (何バイトか)を取得することができる
利用例 例 1

char message[10];
sizeof(int) //= 4 [byte]
sizeof(message) //=10 [byte]
sizeof(double) //=8 [byte]

直接変数の型を指定すると，その型のデータサイズが分かる．文字配列名を指定すると
文字配列のサイズが返される．例 1では値がそれぞれ 4, 10, 8バイトと書いてあるが，
int型や double型のデータサイズは CPUや OSによってサイズは異なる．
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strcpy 文字列をコピーする
書式 strcpy( char *dest, const char *src )
意味 文字列 srcを destにコピーする
利用例 例 1

char message1[20];
char message2[20];

strcpy(message1, "System Jikken");// -->ex1

strcpy(message2, message1); // -->ex2

ex1では message1が S y s t e m 　 J i k k e n Y0 . . .
ex2でこの内容が message2文字列にもコピーされる．

strcat 文字列の連結を行う
書式 strcat( char *dest, const char *src )
意味 文字列 srcを destに追加する
利用例 例 1

char message1[20];
char message2[20];
char message3[]="CIST";

strcpy(message1, "System");
strcat(message1, " Jikken");
strcat(message1, message3);

最終的にmessage3が S y s t e m 　 J i k k e n C I S T Y0 . . .
となる．

strcmp 文字列の比較を行う
書式 int strcmp( char *string1, char *string2 )
意味 文字列 string1と string2を比較する．等しい場合，戻値=0

利用例 例 1

char message1[]="CIST";
char message2[]="abcd;
char message3[]="CIST";

if(strcmp(message1,message2) == 0 ) printf("Same String\n"); // ex1
if(strcmp(message1,"CIST") == 0 ) printf("Same String\n"); // ex2
if(strcmp(message1,message3) == 0 ) printf("Same String\n"); // ex3

例 1の場合，ex1の printf文は実行されない．ex2と ex3は実行される．
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memcpy メモリ領域をコピーする
書式 memcpy( void *dest, void *src, size )
意味 ポインタ srcで表されるアドレスから sizeバイトの領域を destアドレス以降にコピー

する
利用例 例 1

memcpy(message2, message1, sizeof(message1) );

message1文字配列をそのサイズ分 message2にコピーする．

memset メモリ領域のバイト列を指定する
書式 memset( void *dest, int c, size )
意味 ポインタ srcで表されるメモリ領域から sizeバイトを cで埋める
利用例 例 1

memset(message, ’A’, sizeof(message) );

message文字配列のすべての文字を’A’ にする．
例 2

memset(message, 0 , sizeof(message) );

message文字配列のすべての文字を’Y0’（ヌル文字）にする．

atoi 整数値を表す文字列を整数値に変換する
書式 atoi( char *dest )
意味 ”1234”といった数字文字列を整数値に変換する
利用例 例 1

int a,b;
char string[]="10001";

a=atoi("123"); // a=123 となる
b=atoi(string); // b=10001 となる

このように整数値を表す文字列を数値に変換してくれる．

sprintf 書式付データを文字列に出力する
書式 sprintf( char *dest, ” . . .”，. . . )
意味 printf文が標準出力に表示するのに対して，sprintf文は文字配列に出力する
利用例 例 1

int a=5;
double f=0.1;
char string[100];
char mes[]="Message";

sprintf(string, "My Name is CIST.");
sprintf(string, "Answer: a=%d", a);
sprintf(string, "Answer: f=%f", f);
sprintf(string, "Message=%s", mes ); //文字列の代入は %s ．

以上の例のように任意の書式で文字列を生成することができる．出力先が異なるだけ
で，基本的な使い方は printf文と同じである．
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ソケット関連の関数
関数の意味の説明にとどめる．基本的な使い方は本実験のサンプルプログラムのように利用する．詳細は専門書を参考.

socket ソケットを生成する
書式 socket( int type, int socket type，int protocol )
意味 ソケットの生成．ネットワーク通信を行う標準的なソケットの場合には，typeの部分に

は AF INET．socket typeの部分は UDPソケットであれば SOCK DGRAM, TCPソケッ
トの場合には SOCK STREAM. protocolは 0で良い．戻り値はソケットの ID(ディスク
リプタ descriptor)を表す整数値．ソケット生成以降のソケット関連の関数で使う．

利用例

int sock;

sock=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); // UDP ソケットの生成
sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // TCP ソケットの生成

bind バインド
書式 bind( int sock, struct sockaddr *myaddr，size )
意味 myaddrで指定されたアドレス，ポートにバインドする．当該システムにおいて指定し

たポートが既に他のサービスで使われている場合にはエラー（戻り値が負の値）を返
す．つまりバインドとはアプリケーションが自システムのポートに接続するような動作
を行う．

利用例

struct sockaddr_in addr;
short port=11111;

addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons(port);
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
if(bind(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) <0)

printf("Can’t bind.\n");

listen 接続を待つ
書式 listen( int sock, int backlog )
意味 TCPのサーバ側で接続を受け入れ開始するときに実行する．backlogの値は接続が未確

立の接続要求を何個まで許容するか設定する．そのシステムでの最大値を指定するに
は SOMAXCONNと指定する．接続が未確立とは，クライアントが接続を試み，そし
てサーバ側で次に紹介する accept関数によって接続確立が受け入れられるまでを意味
する．

利用例

listen(sock, SOMAXCONN);
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accept 接続要求を受け付ける
書式 int accept(int sock, struct sockaddr *addr, socklen t *addrlen)
意味 TCPのクライアントからの接続要求を受け入れる．戻値は接続後に使う新しく生成さ

れたディスクリプタである．addrには接続元であるクライアントのアドレス情報が格
納される．

利用例

struct sockaddr_in from;
int len=sizeof(from);

sock2=accept(sock, (struct sockaddr *)&from, &len);

接続受け入れ後のデータの送受信を行う関数 recv/sendでは accept関数の戻り値 sock2
を使う．

connect 接続する
書式 connect(int sock, struct sockaddr *serv addr, socklen t addrlen)
意味 クライアント上から，serv addrで指定されるアドレス，ポートへ接続する．接続に失敗

すると戻り値が負の値となる．UDPソケットのクライアントで使われた場合には，接
続処理が行われるわけではなく，送受信関数 send/recvの標準の相手先として serv addr
が登録される．

利用例 例: TCPの接続例

struct sockaddr_in srv_addr;
short port=10001;
char *IPaddress="192.168.0.101";

srv_addr.sin_family = AF_INET;
srv_addr.sin_port = htons(port);//ポート番号の指定
srv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(IPaddress);//宛先 IP指定

sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
if(connect(sock,(struct sockaddr *)&srv_addr, sizeof(srv_addr) ) < 0 )

printf("Can’t connect.\n");
else

printf("Connected.\n");

send/recv データの送受信
書式 send(int sock, void *buf, size t size, int flags )

recv(int sock, void *buf, size t size, int flags )
意味 TCPまたは UDPデータの送受信を行う．send：ポインタ bufで示されるアドレスから

sizeバイトのデータが送信される．recv:受信データが bufアドレスに格納される．send
の戻り値は実際に送信したバイト数，recvの戻り値は受信バイト数．エラー発生の場
合，ともに負の値を返す．

利用例 例

char message[]="CIST";
char buf[256];

send(sock, message, strlen(message), 0 );
recv(sock, buf, 256, 0);

受信バイト数は，recv関数の sizeで指定した値となるとは限らない．何らかの割り込
み処理等で size未満となるのが通常であり，所定バイトに達するまで繰り返して受信
するように記述するとよい．

setsockopt
getsockopt ソケットオプションの設定変更/設定取得（説明省略）
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ステートメント

for 繰り返し（ループ）
書式 for(式 1 ;式 2 ;式 3 )
意味 ループの開始前に式 1が実行される．式 2はループを継続する条件式．式 3は繰り返し

ごとに実行される式．
利用例 例 1

for(i=0; i< 10; i++){
(処理 1)

}

ループ前に i=0が実行され，処理 1が一回実行されるごとに，i++が実行される（i++は
i=i+1と同じ）．その後，条件式である i＜ 10が評価され，満足していれば 2回目の処
理 1が実行される．i＜ 10を満たしていなければループ終了．したがって，例 1では処
理 1が 10回実行されてループが終了することになる．
例 2

for(;;){
(処理 2)

}

これは特殊な例であるが，式 1，式 2，式 3を全て省略すると，無限にループを継続す
る．ループの中断処理を行なう break文と組み合わせて使われることが多い (breakの項
目参照).
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while 繰り返し
書式 while(式 1 )
意味 式 1がループを継続する条件式である．式 1を満たしている (真である)限りループが

継続する
利用例 例 1

i=0;
while( i< 10 ){

(処理 1)
i++;

}

ループ前に i=0が実行され，一回目の処理 1の実行の前に条件式 i＜ 10が評価される．
満たしていなければ，処理 1は一度も実行されずにループは終了する．例 1では満たし
ているので 1回目の処理 1は実行される．処理 1の後に明示的に i++を実行しており，
2回目の処理の前に再度 i＜ 10が評価される．for文との大きな違いは条件式の評価が
繰り返し処理前に行なわれる点である．例 1では結果的に処理１が 10回実行される．
例 2

while(1){
(処理 2)

}

評価式である式 1の値が常に 1である．つまり条件式が偽となる 0には決してなるこ
とはないため，無限にループを繰り返す．for(;;)の場合と同様にループの中断処理を行
なう break文と組み合わせて使われることが多い (breakの項目参照).
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do ∼ while 繰り返し
書式 do {処理 1 }while(式 1 )
意味 式 1がループを継続する条件式である．処理 1が実行された後に式 1でループを継続

するか評価する．満たしている (真である)限りループが継続する
利用例 例 1

i=0;
do{

(処理 1)
i++;

}while( i < 100 );

処理 1がまず実行される．その後，継続して繰り返すかを条件式 i＜ 100で判断する．
満たしていなければ，do{ }内が繰り返し処理される．満たしていない場合はループを
終了する．この例 1では最終的に処理 1が 99回実行される．

break 繰り返し（ループ）を中断する
書式 break;
意味 do, for, while, switch文を強制的に終了する
利用例 例 1

while(1){
(処理 1)
if( value == 0) break;

}

変数 valueの値が 0であれば (if文の使い方は次項参照),ループの条件に関わらず強制
的に終了する．

continue 繰り返しの先頭に戻る
書式 continue;
意味 do, for, whileの繰り返し開始位置にジャンプする．
利用例 例 1

while(1){
処理 1；

if( value == 0) continue;

処理 2;
}

変数 valueの値が 0であれば繰り返し処理の残りの処理 2を実行せず，次の繰り返し処
理に強制的に移る．

6 — 23



if 条件式の評価に応じて処理コードを変える
書式 if(式 1 ){ (処理 1) }else{ (処理 2) }
意味 式 1が評価式を満たしている（真である）場合は処理 1が実行され，偽であれば処理 2

が実行される
利用例 例 1

if(i==1){
(処理 1)

}else{
(処理 2)

}

変数 iの値が 1であれば処理 1が実行される (==は演算子の項目参照)．そうでなければ
処理 2が実行される．
例 2

if(i==1){
(処理 1)

}

else以降は省略することもできる．
例 3

if( i>=0 && i<=5 ){
(処理 1)

}

&&を用いて，i＞=0かつ i＜=5というように ANDの評価を行なうこともできる．
例 4

if( i!=0 || i!=5 ){
(処理 1)

}

｜｜を用いて，i!=0または i!=5というようにORの評価を行なうこともできる．!=は「等
しくない」の意．
例 5

if( i<5 ){
(処理 1)

}else if( i<10 ){
(処理 2)

}else{
(処理 3)

}

else ifにより複数の条件を段階的に評価できる．i＜ 5を満たしていれば処理 1が，満
たしていなければ else ifにより i＜ 10を評価し，それを満たしていれば処理 2を実行
する．どれも満たしていない場合に処理 3が実行される．
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switch, case 条件式の評価に応じて処理コードを変える
書式

switch( 式 1 ){
case 定数 1:
処理 1
(break;)

case 定数 2:
処理 2
(break;)

default:
処理 3

}

意味 式 1と一致する定数があれば，その処理が実行される．一致するものがなければ default
の部分の処理が実行される．ある case文の処理を行なった後，それ以降の case文の処
理判定が必要なければ breakで switch文から抜けることができる．尚，式 1は整数値に
なる式，定数の部分も整数値である必要がある．同様の処理は if文を用いても記述す
ることができるが，処理をある値の定数で分岐させたい場合には，switch文の方が分か
りやすく記述できる．

利用例 例 1

switch( value ){
case 0:
処理 1;
break;

case 1:
処理 2;
break;

case 2:
処理 3
break;

default:
処理 4;

}

変数 valueの値が 0であれば処理 1，1であれば処理 2，2であれば処理 3，その他は処
理 4が実行されて switch文を終了する．
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goto ジャンプする
書式 gotoラベル;
意味 ラベルを定義した個所にジャンプする．goto文はとても便利な分岐方法であるが，む

やみに使うとプログラムの流れを追跡しにくくなる．ほかに方法がない場合や特別な理
由がない限り使わないようにすること．

利用例 例 1

my_func(){

if(i == 1) goto label1;

i=i+3;

label1:

i=j+2;
}

例のようにラベルの定義にはコロンを使う．最初の if文が真であれば label1:を定義し
た部分にジャンプする．switchや continue, 関数から戻る return，関数の定義，{}を活
用すれば gotoを使う必要はほとんどない．なるべく goto文は使わない．
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演算子

== 値が等しいかの評価を行なう．

！= 不等評価を行なう．

＜ 大小関係の判定（小なり）

＞ 大小関係の判定（大なり）

＜= 大小関係の判定（以下）

＞= 大小関係の判定（以上）
書式 式 1 ==式 2，式 1＜=式 2
意味 2つの式あるいは値を評価して，真であれば True,偽であれば Falseを返す．if文やwhile

文等の条件式の中で使われる
利用例 例 1

if( i==1 ) i=i+1;
if( j<=1 ) j=j+1;
if( k>=1 ) k=k+1;
if( m!=1 ) m=m+1;
if( n <1 ) n=n+2;

注意間違えやすい例

if( i=1 ) break;

==とするところを=と間違えて記述してもコンパイル時にエラーにならない．この場合
には i=1の代入式として処理される．i=1の値は真である（０でない）ため break文が
実行される．

++ インクリメント演算子

- - インクリメント演算子
書式 変数++,変数- -, ++変数， - -変数
意味 変数に 1加える（＋＋の場合），1減じる（- -の場合）
利用例 例 1

i=0; j=0;
i++;
j--;
val=++i;
val=i++;

++(- -)を変数の前に置くか，後に置くかで処理される順序が異なる．val=++i;の場合に
は，変数 valに iの値を代入する前に i=i+1が実行される．val=i++;の場合には iの値を
valに代入してから i=i+1が行なわれる．
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論理演算子

&& 論理AND演算子

｜｜ 論理OR演算子
書式 式 1 &&式 2 ,式 1｜｜式 2
意味 &&: 式 1と式 2ともに真のときに真となる．｜｜: 式 1と式 2のどちらかが真であれば真

となる．
利用例 例 1

if( a==1 && b==1 && c==1) i=10;
if( x==1 || y==1 || z==1 ) i=0;

複数の条件式の値を評価することができる．

ビット演算子

& ビットごとのAND演算子

｜ ビットごとのOR演算子

ˆ ビットごとの排他的OR演算子

˜ ビットごとの反転

＜＜ 左シフト演算子

＞＞ 右シフト演算子
書式 例：式 1 &式 2 ,式 1｜式 2
意味 式の値をビットごとに演算する
利用例 例 1

a1=0x00ff;
a2=0xff00;
a3= a1 & a2; // a3=0x0000 となる
a4= a1 | a2; // a4=0xffff となる

2つの変数 a1と a2をビットごとに AND演算，OR演算している例．
例 2

a1=0x01;
a2=0x10;
a3= a1<<1; // a3=0x02 となる
a4= a2>>1; // a4=0x08 となる

2つの変数 a1と a2をビットシフトしている例である．
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関数（実験に関係しそうな関数のみ列挙）

rand() 0～32767の間の擬似乱数を生成する

srand() 乱数ジェネレータを初期化する
書式 rand(), srand( seed value )
意味 擬似乱数の生成，seed valueは乱数の生成に使われる初期値
利用例 例 1

value=rand();

0～32767の間の乱数が生成され valueに代入される．尚，いきなり rand()によって乱数
を生成すると，毎回毎回同じ乱数値が生成される．そのため rand()を使う前に srand()
を一度だけ呼び出して乱数系列のシード値を設定する必要がある．
例 2

srand( time(NULL) );
value=rand();

この例はシード値を現在の時間から決めることで，毎回同じ乱数が生成されないように
した簡単な例である．
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printf() 文字列を出力する
書式 printf(” .....” ,....)
意味 printf: 文字列を出力する．
利用例 関数の機能は豊富であるため，ここでは簡単な利用例のみ書いておく．詳しくは専門書

を参考にして下さい
例 1

printf("My Name is CIST.\n");

” .....”で囲んだ文字列を出力する．最後の”\ n”は「改行しなさい」という特別な意味を
持つ．
例 2

i=100;
printf("Answer= %d \n", i);

出力する文字列の部分に%dが挿入されている．「整数値 iの値を%dの部分に代入して表
示しなさい」という意味となる．
例 3

value=0.1234;
printf("Answer= %f \n", value);

出力する文字列の部分に%fが挿入されている．「小数点数 valueの値を%fの部分に代入
して表示しなさい」という意味となる．
例 4

i=10;
value=0.1234;
printf("Answer= %d , Value = %f \n", i, value);

この例のように複数の代入をすることが可能である．この場合には「Answer = 10 ,
Value = 0.123400」のようにそれぞれ順に代入されて出力される．
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