
Small Basic プログラムの基本スタイル  

文法は至ってシンプルです。 

高度なプログラミング言語と比較すると「できないこと」が多々

ありますが、覚えることが少ない分プログラミングをすぐに始めることができます。 

一般的な言語と比較すると 

 マルチステートメントはサポートしない 

 プログラムは、メインルーチンとサブルーチンで構成される 

 変数は、型宣言不要（型宣言することはできない） 

 変数は、定義されていれば、サブルーチンでも使用できる 

 プログラムは GOTO などの特別な命令がない限り，行番号の小さい行から大きい行へ順番に実行される 

 プログラムは END 命令があるとそこで終了する 

 変数の大文字と小文字の区別される 

 ウィンドウは、テキストウィンドウとグラフィックウィンドウがある両ウィンドウを表示することも可能 

 デバッグ機能はない ・文字列の書式機能はない 

Small Basicの文法概要 

コメント ( ’ ) シングルクォート 'これはコメントです 

定数 

整数値   10 

実数値   10.5 

文字列 ( " )ダブルクォートで囲む "こんちには" 

変数 
型を持たないため定義不要 

名前に値を代入すれば OK 

Value=10 

TextWindow.WriteLine(Value+20)   

Value="Test" 

TextWindow.WriteLine(Value+"123") 

配列 一つの変数で複数のデータを扱う 

name[1] = 1 

name[i] = TextWindow.Read()  

name[x][y] = 1 

演算 

加算 ( + )プラス 10 + 2 

減算 ( - )マイナス 10 - 2 

乗算 ( * )アスタリスク 10 * 2 

除算 ( / )スラッシュ 10 / 2 

文字列演算 ( + )プラス 
両方が数値であれば、整数の加算が行われる 

片方が文字列であれば連結される 

論理 
論理和 Or 式 または 式 

論理積 And 式 かつ 式 

等価判定 左辺式 ＝ 右辺式 等しいとき True、それ以外は False 

代入 変数 = 式 式の結果を変数に代入 

文字列連結 文字列の連結、文字列と変数の連結 

text="text" 

text = text + "123" 

value = 123 

text = text + value 

http://moeprog.web.fc2.com/moe/sb/index.htm


ラベル <ラベル名>：コロン 
Label: 

Goto Label 

条件判定 If <判定式> Then 文 EndIf if (a=1) Then 

繰り返し 
For ～ EndFor   

While ~ EndWhile   

メインルーチン サブルーチンを除く部分全般 Sub～EndSubで囲まれていない領域 

サブルーチン Sub <サブルーチン名> ～ EndSub 

Sub Initialize 

  TextWindow.WriteLine("初期化処理") 

EndSub 

入出力やサービス機能については、オブジェクトが提供されています（APIリファレンスマニュアル）  

画面は 2種類（オブジェクトを利用します） 

 グラフィックウィンドウ 

 テキストウィンドウ 

それぞれのウィンドウは独立していて、グラフィックウィンドウとテキストウィンドウを 

プログラムから同時に画面表示することができます。 

 

このプログラムを実行すると、2つのウィンドウが同時に表示します。 

 

 

 

 

 

 

どちらかのウィンウインドウを閉じるとプログラムを終了します。   

※それぞれ、2つ以上を表示することは出来ません。  

Small Basicデバッグ方法（問題解決方法） 

Small Basicはデバッガ機能は装備されていません。そのため、 

 プログラムの問題 

 プログラム実行の流れ 

 計算結果 

期待する動作にならない場合、どこに問題があるかを調べるのに手間がかかってしまいます。そこで、グラフィ

ックウィンドウベースのプログラムの場合、テキストウィンドウに実行状態を表示することでどこに問題がある

のかを発見するのに役に立ちます。 

必要な箇所に、TextWindow.WriteLine()を追記して実行状態や計算結果などを表示します。  
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Math(浮動小数演算) 

Math クラスはメソッドと関係する便利な数式を提供  

属性（Properties） 

プロパティ 構文 内容 

Pi  (取得専用) Math.Pi パイ（Π）の値を取得 

オペレーション（Operations） 

メソッド 構文 内容 

Abs 

Math.Abs(number) 
与えられた数値の絶対値を取得（例  -

32.233 → 32.233） 
number 絶対値を取得する対象となる値。 

Returns 与えられた値に対する絶対値 

 Ceiling 

Math.Ceiling(number) 
指定された値より大きいか等しい整数値

を取得（例 32.233 → 33） 
number 上限値を取得する対象となる値。 

Returns 与えられた値に対する上限値。 

 Floor 

Math.Floor(number) 
指定された値より小さいか等しい整数値

を取得（例 32.233 → 32） 
number 下限値を取得する対象となる値。 

Returns 与えられた値に対する下限値。 

 NaturalLog 

Math.NaturalLog(number) 

与えられた数字の自然対数を取得 number 自然対数を取得する対象となる値。 

Returns 与えられた値に対する自然対数値。 

 Log 

Math.Log(number) 
与えられた数字の自然対数（基数 10）を取

得 
number 対数を求める対象の数字 

Returns 与えられた数字の対数 

 Cos 

Math.Cos(angle) 

ラジアンで与えられた角度に対応するコ

サインを取得 

angle コサインを求める対象の角度 （単位

はラジアン） 

Returns 与えられた角度のコサイン 

 Sin 

Math.Sin(angle) 

ラジアンで与えられた角度に対応するサ

インを取得 

angle サインを求める対象の角度 （単位は

ラジアン） 

Returns 与えられた角度のサイン 

 Tan 

Math.Tan(angle) 

与えられた角度のタンジェントをラジア

ン単位で取得 

angle タンジェントを求める対象の角度 

（単位はラジアン）。 

Returns 与えられた角度のタンジェント。 

 ArcSin 

Math.ArcSin(sinValue) 

与えられたサインの値に対応する角度を

ラジアン単位で取得 

sinValue 角度を求める対象のサインの値。 

Returns 与えられたサインの値に対する角

度 （単位はラジアン）。 

 ArcCos Math.ArcCos(cosValue) 与えられたコサインの値に対応する角度



cosValue 角度を求める対象のコサインの値。 をラジアン単位で取得 

Returns 与えられたコサインの値に対する

角度 （単位はラジアン）。 

 ArcTan 

Math.ArcTan(tanValue) 

与えられたタンジェントの値に対応する

角度をラジアン単位で取得 

tanValue 角度を求める対象のタンジェントの値。 

Returns 与えられたタンジェントの値に対

する角度 （単位はラジアン）。 

 GetDegrees 

Math.GetDegrees(angle) 
ラジアン単位で与えられた角度を度単位

に変換 
angle ラジアン単位で与えられた角度。 

Returns 度単位に変換された角度。 

 GetRadians 

Math.GetRadians(angle) 
度単位で与えられた角度をラジアン単位

に変換 
angle 度単位で与えられた角度。 

Returns ラジアン単位に変換された角度。 

 SquareRoot 

Math.SquareRoot(number) 

与えられた値のルートを取得 number ルートの値が必要な値。 

Returns 与えられた値に対するルートの値。 

 Power 

Math.Power(baseNumber, exponent) 

指定されたべき乗の基数を上昇 
baseNumber 上昇させるべき乗の指数の値。 

exponent 基数を上昇させるべき乗。 

Returns 指定された指数を上昇させる基数。 

 Round 

Math.Round(number) 与えられた値を四捨五入して最も近い整

数値にする（例 32.233 → 32.0、32.566 

→ 33） 

number 近似値が必要な値 

Returns 与えられた値に対して四捨五入された値。 

 Max 

Math.Max(number1, number2) 

2 つの数値を比較して、2 つのうちの大き

い方を返す 

number1 比較対象の 2 つの値のうちの最

初の値。 

number2 比較対象の 2 つの値のうちの次の値。 

Returns 2 つの値のうちの大きい方の値。 

 Min 

Math.Min(number1, number2) 

2 つの数値を比較して、2 つのうちの小さ

い方を返す 

number1 比較対象の 2 つの値のうちの最

初の値。 

number2 比較対象の 2 つの値のうちの次の値。 

Returns 2 つの値のうちの小さい方の値。 

 Remainder 

Math.Remainder(dividend, divisor) 

最初の値を 2 番目の値で割った余りを返

す 

dividend 割られる値。 

divisor 割る値。 

Returns 除算の後の余り。 

 GetRandomNumber 

Math.GetRandomNumber(maxNumber) 

1 か ら  maxNumber の 間 の 乱 数

（maxNumber を含む）を取得 
maxNumber 要求された乱数値の最大値。 

Returns 指定された最大値よりも小さいか

等しい乱数。 

 


