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　前回は Visual Studio の起動からプロ
ジェクトの作成から実行までの流れを
学んだ。VIsual Studio では効率よく開
発できるようにプロジェクト ウイザー
ドが用意され、用途に応じた様々な形式
のウインドウを簡単に作れる。今回は
「MFCアプリケーション ウイザード」を
例にマウス操作で色々な形式のウインド
ウを作ってみよう。

　まずは前回の復習を兼ねつつプロ
ジェクト ウイザードの使い方を学ぼう。
Visual Studio を起動し、「ファイル」メ
ニューの「新規作成」にある「プロジェ
クト」を選択する（図1）。するとプロジェ
クトの種類や保存位置などの設定画面が
表示される。ここで「MFC アプリケー
ション」を選択し、下部にプロジェクト
の「名前」を入力する（図 2）。そして
プロジェクトの保存フォルダを確認後、
「OK」ボタンを押す。
　すると「MFC アプリケーション ウイ
ザード」が開く（図 3）。前回はここで「完
了」ボタンを押した。今回は多く用意さ
れている設定を見るため「次へ」を押し
て先に進む。
　次の画面ではウインドウ構成などの選
択肢が用意されている（図 4）。ここで

図 1　プロジェクトを新

しく作るには「ファイル」

メニューの「新規作成」

から「プロジェクト」を

選択する

図 2　するとプロジェク

トのテンプレートや名前、

保存先フォルダの指定画

面が開く。ここで「MFC

アプリケーション ウイ

ザード」を選択する

プロジェクトを作る

多様なウインドウが
簡単にできる
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は「アプリケーションの種類」から「シ
ングル ドキュメント」を選択する。最
後に「完了」ボタンでMFC アプリケー
ション ウイザードを閉じてプロジェク
トを作成する。

ビルドして実行する
　作成したプロジェクトは実行前にビル
ドする必要がある。「ビルド」メニュー
にある「ソリューションのビルド」を使
いビルドする（図 5）。
　ビルドをすると画面下部の「出力」ウ
インドウに進行状況が表示される。ビル
ドが正常に終わると、ここに「ビルド： 
1 正常終了、0 失敗」のように表示され
る（図 6）。これを確認したら、プロジェ
クトを実行するため、「デバッグ」メ
ニューの「デバッグ開始」を選択する。
　すると作成したアプリケーションが実
行し、ウインドウが開いた（図 7）。

色々な選択肢を試す
　MFC アプリケーション ウイザードの
2画面目には様々な選択肢が用意されて
いる。次に、それらがどのようなウイン
ドウ構成に対応しているのかを見ていこ
う（図 8）。
　「シングル ドキュメント」は 1つのウ
インドウだけからなるアプリケーション
用で、ウインドウの中に子ウインドウ
をを作る用途には向かない。同じウイン
ドウ構成のアプリケーションとしては、
Windows に標準で備わっている「メモ
帳」や「ペイント」、「Internet Explorer
（Ver6 まで）」などがある。
　「マルチ ドキュメント」は 1つのウイ

図 3　ウイザードのウイ

ンドウが開いたら「次へ」

ボタンを押す

図 4　「アプリケーション

の種類」を設定する画面

が開いた。まずは「シン

グル ドキュメント」を試

してみよう。選択して「完

了」ボタンを押す

図 5　するとプロジェク

トが自動的にできる。次

に「ビルド」メニューか

ら「ソリューションのビ

ルド」からプロジェクト

をビルドする

図 6　画面下部の「出力」

ウインドウでビルドが正

常終了したことを確認後、

「デバッグ」メニューの

「デバッグ開始」を利用し、

実行する

図 7　内部に複数のウインドウ

を作れない「シングル ドキュメ

ント」（SDI）形式のウインドウ

が開いた

プロジェクトを実行する

①正常終了を確認する

②実行する
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ンドウの中に、複数の子ウインドウをを
作ることができる。「Word」や「Excel」
など、一般的な市販ソフトの多くがこれ
と同じウインドウ構成となっている。
　「ダイアログ ベース」はメニューや
ツールバーを持たず、ウインドウの大き
さも変える必要のないアプリケーショ
ン向けとなる。同じウインドウ構成は
Windows に標準で備わっている「電卓」
や各種の設定画面などで使われている。
　「複数のトップレベル ドキュメント」
はこれまでのウインドウと同じように見
えるが、「ファイル」メニューに「新し
いフレーム」という項目が用意され、あ
たかも複数起動しているかのようにウイ
ンドウが開く。
　「プロジェクト形式」の「Windows エ
クスプローラ」と「MFC 標準」は、こ
れまで紹介したウインドウ構成に対して
指定する。「Windows エクスプローラ」
を選択すると、ウインドウが左右に分割
され、「小さいアイコン」のようなアイ
コン表示を切り替えるためのコマンド
が用意される。この形式はWindows が
標準で備えている「エクスプローラ」の
ような、左側がツリーで右側がリスト
ビューという構成のアプリケーション作
成に適している。

韓国語でメニューを作る
　「MFC アプリケーション ウイザード
の 2画面目ではメニューなどに用いる
言語の指定もできる（図 9）。リストか
ら言語を選ぶだけでハングル文字のメ
ニューを持ったアプリケーションも簡単
に作ることができる。しかし利用してい

色々なウインドウを作る

図8　「MFC アプリケーション ウイザード」の 2画面目では用途に応じた様々な

ウインドウ構成を選べる

図 9　さらにメニューなどで利用

される言語の設定も簡単にできる。

標準で 9ヶ国語が用意されている

図 10　日本語や英語以外の言語を利用

する場合は、フォントがインストール

されていないと正常に表示されないの

で注意が必要だ
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る PCに、その言語のフォントがインス
トールされていない場合には「・」で置
換され、きちんと表示されないので注意
が必要だ（図 10）。

全体像を把握する
　これまで「MFC アプリケーション ウ
イザード」の 2画面目で設定できる項
目について見て来た。このウイザードに
はほかにも多くの設定項目が用意されて
いる。最後に用意されている設定画面を
1画面目から一通り簡単に見てみよう。
　中には難解で理解できないものも多く
含まれる。今の段階では難しいものは飛
ばし、分かるものだけに注目し、“こん
な設定ができるんだぁ” 程度に受け止め
て欲しい。また、余力があれば設定を変
えたプロジェクトを作成し、どうなるか
実験してみるのもいいだろう。
　最初の画面では概要が表示されている
（図 11）。2画面目では前のページで見
たような大まかなウインドウ構成の設定
ができる（図 12）。3～ 4画面目では作
成したデータ関連の設定で、データの扱
い方や名前、保存時の拡張子などを設定
する（図13、14）。5画面目では「Access」
や「SQL Server」といったデータベース
利用の有無を指定する（図 15）。
　6画面目はウインドウの「最小化」な
どのユーザーインターフェース関連の指
定を、7画面目では「ファイル」メニュー
に表示される最近利用したファイル名
の一覧数などの設定ができる（図 16、
17）。最後の 8画面目では生成するソー
スコードのファイル名やウインドウの機
能を決めるのに利用する（図 18）。

一通り眺めてみる
図11　ウイザード内に用意されて

いる設定画面を簡単に見てみよう。

最初の画面では概要が表示されて

いる

図 16　「最小化」ボタンなどの

細かいウインドウの見た目を設

定できる

図 14　4 画面目ではファイルの

拡張子などを入力できる

図 12　2 画面目では大まかなウ

インドウ構成を指定できる

図 17　印刷機能を利用するかや

最近使ったファイルの一覧数な

どを指定できる

図 15　「SQL」のようなデータ

ベースを利用する場合の指定を

行える

図 13　3 画面目は作成したデー

タの利用方法を設定する

図 18　最後の画面ではソース

コードに関する設定ができる


