
◆◆◆　　２・８・１０・１６進数　（補数対応・進法入力対応）　Radix Complement　　◆◆◆

一般的な「十進法」（１０進数、基数＝１０）の数値から、基数を変換して、利用頻度が高く代表的な

二進法・八進法・十進法・十六進法　の４種類について、補数での表現を含めて扱えるようにします。

整数のみならず、小数にも対応しています。（電卓で指定する小数部桁数までの近似値表現）

負の数の表現方法は、マイナス符号や補数表現など、４種類から選ぶことができます。

（マイナス符号は「追加」ページで選択可）

当機能は「進法」ページの下段側で設定します。

（この他の基数法：三進法や五進法や十二進法や六十進法などについては、補数表現には非対応ですが

　基数[ｎ]を[２～６４]の範囲とする 別項「基数法（ｎ進数）・１～５」にて対応しています。）

具体的な設定項目については、以下で見ていきます。

変更した設定内容を電卓に反映させるには、設定画面の最下部にある「ＯＫ」ボタンを押します。

（ＯＫボタンが押されない限り、電卓には反映されないようになっています。）
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次の例は、電卓で [92.84375]の値を入力して、２・８・１０・１６進数の様式で表示したものです。

ここでは、２進数・８進数・１０進数・１６進数に共通の表現様式として

　 　負数表現：４種類•
　　　　　　　…　［一般(マイナス符号)］［符号ビット］［減基数の補数］［基数の補数］

を選択でき、さらに、２進数・８進数・１０進数・１６進数それぞれの表現様式として

　 　任意の０～１０桁ごとに空白を置く、桁区切りの表現•
　 　整数部の先頭をゼロで埋めて、指定した一定の桁数に整える整形機能•
　 　変換した数値に基数の値を併記する、明確化の機能•
　 　ラテン文字アルファベットの、大文字小文字の優先選択（１６進数のみ）•
が利用できます。

選択肢「負数表現」について　－　補数表現などへの対応（詳しくは後述）

「補数」というのは、大まかに言えば、元の数に足すと基数になる数（基数を補う数）のことです。

（１０進数の [６]では、補数（基数１０の補数）は [４]になり、減基数９の補数は [３]になります。）

補数は、パソコンなどデジタル機器の仕組みで「負の数」の表現に利用されることが多くなっていますが

このように負の数に限らず正の数でも、単純に「補数の書き方」を使った表現は考えられます。

これらを簡単に確認できるよう、ここでは「基数の補数」および「減基数の補数」についても

２進数・８進数・１０進数・１６進数のすべてに共通して指定できるようにしています。

また、一般的な表現（負の数ではマイナス符号を使う方法）や、絶対値表現（本項では「符号ビット」）

についても選択できるようにしており、数学などの基礎的な理解にも役立つようにしています。
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◆　概要　◆

我々が通常利用している数値は「十進法」の概念に基づいたものになっています。

１０進数の一般的な表現については、「諸言語」「漢字文化圏」「記数法１・２」に収録しており

１０進数以外の基数をとる表現についても「基数法（ｎ進数）」として基数６４までは対応していて

多くの場合「切替」ボタンで対応できると思われます。

ここでは、それらに未収録の「補数表現」と

桁区切り方式など基数表現に特有の「表現様式」に対応します。

二・八・十六進法については、数学や情報処理の分野で多用されます。

　それぞれの進法の様式に応じた「入力と計算」については

　別途「進法入力」としております。電卓画面の説明書をご参照ください。

　（進法入力を利用するかどうかは「基本」ページで設定します。）

ここで扱うのは、「諸言語」「漢字文化圏」「記数法」などと同様に

入力済みの数値から「切替」ボタンで簡単に表示できる値

すなわち「１０進数から変換した値」になります。

１０進数から各進法へ変換した値が簡単に得られるだけでなく

小数やマイナスの数値表現にも対応しており

各進法に特有の表現様式も自在に操れるよう工夫しています。

２進数

　　基数:２

　減基数:１

基数２－１ （＝減基数１） 1 1

桁の数字 0 1

減基数［１］の補数 1 0

８進数

　　基数:８

　減基数:７

基数８－１ （＝減基数７） 7 7 7 7 7 7 7 7

桁の数字 0 1 2 3 4 5 6 7

減基数［７］の補数 7 6 5 4 3 2 1 0

１０進数

　　基数:10

　減基数:９

基数 10－１ （＝減基数９） 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

桁の数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

減基数［９］の補数 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

１６進数

　　基数:16

　減基数:15

基数 16－１ （＝減基数 15） F F F F F F F F F F F F F F F F

桁の数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

減基数［15］の補数 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

◆　ページ名「進法」について

一般的な十進法以外に、ここでは、２・８・１６の基数をとるので、本来的には「基数法」ですが

「基数法」と同じ読み方になる、別項「記数法」とは明確に区別する必要があることや

別個に設けている「進法入力」と同じ、２・８・１６の基数をとる関係から

ここでは、ページ名を「進法」としています。
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◆◆　設定項目　◆◆

ここでは特に記載の無い限り、２進数の場合を例に説明します。

下段部分には、各項の様式を設定するための、操作上の「共用部分」があります。

（２・８・１０・１６進数ごとに、別々に設定可能です。）

なお、選択した各項についてではなく、４つすべての項目に同じ様式を設定したい場合には

左下の「一括設定」にチェックを入れると、その時点(以降)の様式で、一度に設定できます。

　　（基数の明確化の選択肢は頭文字などが基数ごとに異なるため一括設定の対象外です。）

共用部分の項目には、以下のものがあります。（別項「基数法（ｎ進数）」と同様）

●　桁区切り（しない／する）、桁区切り桁数（スライダ）

●　桁数一定化(整数部)（しない／する）、整数部桁数（数値指定）

２・８・１０・１６進数に特有の表現様式を、対話形式で（インタラクティブに）設定できます。

設定を変えると例示も変化しますので、好みの表現様式に設定してください。

数値部分の様式に関する、「桁区切り」と「桁数一定化」による編集効果は、次のようになります。

（ここでは下に示した「４桁区切り」「整数部２４桁」「変換結果のみ」の場合で例示しています。）

 　×－×

 　○－×

 　×－○

 　○－○

　　  変換結果のみ（基数明記なし）  

（桁区切りと桁数一定化の両方が「する」の場合、負数表現が「一般(マイナス符号)｣であれば、　

桁数に満たない小数部の末尾は [0] で補われます。　

それ以外では、補数表現との兼ね合い(後述)により、小数部は有効桁までの表現となります。）
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●　変換結果に追加する定型的表現（基数の明確化など）

各項の右側には、数値部分に明示できる「基数の明記」の有無や様式に関する、15種の選択肢があります。

　 　（編集様式が端的に表現されています。）

このうち、色がやや薄い、左端の列と最上段の７種は、別項「基数法（ｎ進数）」の選択肢↓と同様です。
　

また、濃いめの色の８種は、基数を「数字」ではなく「英語の頭文字」であらわす、同様の選択肢です。

　２進数　binary [ B ]／[ b ]

　８進数　octal [ O ]／[ o ]

１０進数　decimal [ D ]／[ d ]

１６進数　hexa-decimal [ H ]／[ h ]

（大文字／小文字が選べます。頭文字を数値表現の先頭側に置く場合は、左端に数字の [0] をつける模様です。）

左端の列

　　 　  変換結果のみ（基数明記なし）

　　 　  変換結果を括弧で囲む（基数明記なし）

　　 　  変換結果を括弧で囲み、基数を下付き文字で明記

最上段

　　 　  変換結果に、基数を下付き文字で明記

　　 　  変換結果に、基数を下付き文字(括弧つき)で明記 ← 初期値

　　 　  変換結果に、基数を括弧つきで明記

　　 　  変換結果を括弧で囲み、基数を明記

二段目（頭文字・大文字）

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(大文字)を先頭側に明記

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(大文字)を末尾に明記

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(括弧つき大文字)を末尾に明記

　　 　  変換結果を括弧で囲み、基数の頭文字(大文字)を末尾に明記

三段目（頭文字・小文字）

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(小文字)を先頭側に明記

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(小文字)を末尾に明記

　　 　  変換結果に、基数の頭文字(括弧つき小文字)を末尾に明記

　　 　  変換結果を括弧で囲み、基数の頭文字(小文字)を末尾に明記

なお「下付き文字」には、Unicodeの「上付き・下付き」から U+2080～2089,208D,208E を使っています。
ワープロ等での文字の表現書式に見られる「表示サイズを小さめに変更して上側や下側に配置した通常の文字」ではなく

表示サイズは変更しないまま使える「上側や下側に小さく書かれる文字」です。（フォントによっては未対応も有）

（例：右から 通常の数字等(ASCII)、上付き、下付き →　0123456789() ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁽⁾ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₍₎ ）
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●　大文字／小文字

１６進数では [10]～[15] の表現にラテン文字アルファベットを使うため

「大文字」と「小文字」のどちらを使うのかを指定できます。

            111111

10進数の 0～15   0123456789012345

16進数の 0～15 [ 0123456789ABCDEF ]　← 大文字

[ 0123456789abcdef ]　← 小文字

 

 

　　例　１０進数の [65535] を１６進数に変換　　(16３×15)＋(16２×15)＋(16１×15)＋(16０×15) 

大文字：　FFFF 小文字：　ffff

●　Byte, Word, Dword, Qword

この４つのボタンを使うと、情報処理分野で多用されてきたデータ長（桁数）に、簡単に設定できます。

各ボタンが押されると、選択中の基数の「桁区切り桁数」と「整数部桁数」を、次のように設定します。

基数
桁区切り

桁数

Byte：バイト Word：ワード Dword：２ワード Qword：４ワード

８ビット １６ビット ３２ビット ６４ビット

　２進数 ４桁 ８桁 １６桁 ３２桁 ６４桁

　８進数 ３桁 ３桁 　６桁 １１桁 ２２桁

１０進数 ３桁 ３桁 　５桁 １０桁 ２０桁

１６進数 ４桁 ２桁 　４桁 　８桁 １６桁

最大値（２進・１６進） 255 65,535 4,294,967,295 18,446,744,073,709,551,615

（ Dword = Double Word：２ワード分の長さ、Qword = Quad Word：４ワード分の長さ ）

また、「桁区切り」「整数部桁数」ともに、自動的に「する」が選択されて、有効になります。

８進数や１０進数では、これらの表現は一般的ではありません。その場合は２進・１６進での最大値が入る桁数にしています。

指定した桁数では例示の数値（10進数で[92.84375]）が収まりきらない場合には、例示域内にメッセージが表示されます。

（整数部桁数の初期値を２４桁にしているのは、桁区切りした場合に３桁と４桁の公倍数で見やすく例示できるためです。）

（事前に[一括設定]のチェックボックスにチェックを入れておけば、[一括設定]も可能です。

　この場合は、この４つのボタンのうち１つを押せば、４つの基数すべてに上記の桁数で設定がおこなわれます。

　ただし、その設定がおこなわれた際には、[一括設定]のチェックは自動的に外れるようになっています。

　これは、上記の桁数が４つの基数で「すべて異なる」ため、一括設定の意味する「すべて同一」ではなくなるからです。

　そのあとに[一括設定]にチェックを入れてしまうと、選択してある基数の設定が、４つの基数に反映されることになります。

　このため、これら４つのボタンを使って[一括設定]する場合は、設定の最後におこなうのが良いでしょう。）
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●　例示切替

右下部分にある「例示切替」では、電卓での数値が「負の数」になった場合や、小数部の有無により

小数部のない整数部だけで表現する場合の様式を、例示域にてシミュレーションできます。

例示の数値は、１０進数で [92] [92.84375] [-92] [-92.84375] の４つです。
（この数値は ２・８・１６進数 への基数変換でも比較的少ない桁数で表現できるよう、例示用として選定したものです。）

この「例示切替」における選択は、設定用の例示のみであり、電卓での表現には反映されません。

●　負数表現

２進数・８進数・１６進数といった、10以外の基数をとる基数法（ｎ進法）では、負の数の表現には

「符号ビット」（絶対値表現）や「補数表現」（減基数の補数／基数の補数）が採られることが多いため

十進法では「マイナス記号」がごく一般的ですが、他の基数法では「やや特殊な表現」といえます。

「符号ビット」や「補数表現」の場合は

　「先頭の１桁が [０] ならば、正の数値」と判断します。

　逆に、先頭の１桁が

　・　二進法では [１]

　・　八進法では [７]

　・十六進法では [Ｆ] ならば、負の数値、と判断します。

しかしながら書き方によっては、必ずしも先頭にゼロを書かない場合も多くあります。

これは「○進数について説明する場合」などに多く見られる、シンプルな書き方です。

　このシンプルさは、理解しやすさに繋がる重要な表現ですが、その場合には必然的に

　マイナスの数値のことは除外して考える、ということが前提となっています。

　先頭にゼロを書かないのは、負数表現「なし」の状態だと言えます。

　表現するだけならそれでいいのですが、電卓においては「１０進数から変換した値」を扱うため

　変換前のもとの１０進数が、すでにマイナスになっていることがあり得ます。

　これらの進法ではマイナス記号を使うのは一般的ではありませんが

　負数表現「なし」の場合でも負の数かどうかは判別できるよう明示する必要があるため

　負の数の場合には敢えてマイナス記号をつけて、シンプルに表現できるようにしています。

ここではそれを、負数表現「一般（マイナス符号）」としています。

また「補数表現」には２種類の表現があります。（後述）

　負数表現

　　•　一般（マイナス符号）

　　•　符号ビット

　　•　減基数の補数

　　•　基数の補数

表現する場面に応じてお選びください。

※ 例示切替と負数表現による例示の変化は、概要を一覧にして本稿の巻末付近に掲載しています。

RosettaCalc　２進数・８進数・１０進数・１６進数 （補数対応）　Complement   7/29



◆　基礎　◆

現代社会でごく一般に用いられるのは、１０進数（十進法）です。

数学や情報処理分野では、二進法・八進法・十六進法も、よく利用される記数法です。

十進法の［１０］や、二進法の［２］は、「基数」と呼ばれます。

１０進数の基礎的なルールは、わかりきっていることではありますが

あらためて書けば、次のようになっています。

　【１０進数】（十進法）では

　「０～９」の１０個の数字を用いて１桁分の数値をあらわし

　「９」の値を超えると繰り上がるので「１０」となり１桁増えます。

これと同じことを、それぞれの基数でおこないます。

それぞれのルールは、次のようになります。

　【２進数】（二進法）では

　「０～１」の２個の数字を用いて１桁分の数値をあらわし

　「１」の値を超えると繰り上がるので「１０」（イチゼロ）となり１桁増えます。

　【８進数】（八進法）では

　「０～７」の８個の数字を用いて１桁分の数値をあらわし

　「７」の値を超えると繰り上がるので「１０」（イチゼロ）となり１桁増えます。

　【１６進数】（十六進法）では

　「０～９ および Ａ～Ｆ」の１６個の数字と英字アルファベットを用いて１桁分の数値をあらわし

　「Ｆ」(=15)の値を超えると繰り上がるので「１０」（イチゼロ）となり１桁増えます。

（１６進数では、１桁分の値を表現するのに０～９の数字１０個だけでは足りませんから

　数字に加えてアルファベットのＡ～Ｆの文字６個を１０～１５の数値に割り当てて

　０～１５までの数値を、１桁だけで表現できるようにします。）
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実際の数値で書きあらわすと、次のようになります。

　１０進数　　　　２進数　　８進数　　１６進数

　　　１　　　　　　　１　　　　１　　　　１

　　　２　　　　　　１０　　　　２　　　　２

　　　３　　　　　　１１　　　　３　　　　３

　　　４　　　　　１００　　　　４　　　　４

　　　５　　　　　１０１　　　　５　　　　５

　　　６　　　　　１１０　　　　６　　　　６

　　　７　　　　　１１１　　　　７　　　　７

　　　８　　　　１０００　　　１０　　　　８

　　　９　　　　１００１　　　１１　　　　９

　　１０　　　　１０１０　　　１２　　　　Ａ

　　１１　　　　１０１１　　　１３　　　　Ｂ

　　１２　　　　１１００　　　１４　　　　Ｃ

　　１３　　　　１１０１　　　１５　　　　Ｄ

　　１４　　　　１１１０　　　１６　　　　Ｅ

　　１５　　　　１１１１　　　１７　　　　Ｆ

　　１６　　　１００００　　　２０　　　１０

　　１７　　　１０００１　　　２１　　　１１

　　１８　　　１００１０　　　２２　　　１２

　　１９　　　１００１１　　　２３　　　１３

　　２０　　　１０１００　　　２４　　　１４

　　２１　　　１０１０１　　　２５　　　１５

　　２２　　　１０１１０　　　２６　　　１６

　　２３　　　１０１１１　　　２７　　　１７

　　２４　　　１１０００　　　３０　　　１８

　　２５　　　１１００１　　　３１　　　１９

　　２６　　　１１０１０　　　３２　　　１Ａ

　　２７　　　１１０１１　　　３３　　　１Ｂ

　　２８　　　１１１００　　　３４　　　１Ｃ

　　２９　　　１１１０１　　　３５　　　１Ｄ

　　３０　　　１１１１０　　　３６　　　１Ｅ

　　３１　　　１１１１１　　　３７　　　１Ｆ

　　３２　　１０００００　　　４０　　　２０

　　３３　　１００００１　　　４１　　　２１

　　３４　　１０００１０　　　４２　　　２２

　　３５　　１０００１１　　　４３　　　２３

　　３６　　１００１００　　　４４　　　２４

　　３７　　１００１０１　　　４５　　　２５

　　３８　　１００１１０　　　４６　　　２６

　　３９　　１００１１１　　　４７　　　２７

　　４０　　１０１０００　　　５０　　　２８

　　４１　　１０１００１　　　５１　　　２９

　　４２　　１０１０１０　　　５２　　　２Ａ

　　４３　　１０１０１１　　　５３　　　２Ｂ

　　４４　　１０１１００　　　５４　　　２Ｃ

　　４５　　１０１１０１　　　５５　　　２Ｄ

　　４６　　１０１１１０　　　５６　　　２Ｅ

　　４７　　１０１１１１　　　５７　　　２Ｆ

　　４８　　１１００００　　　６０　　　３０

RosettaCalc　２進数・８進数・１０進数・１６進数 （補数対応）　Complement   9/29



このように、２進数では「２」以降の数字が使われることはなく

８進数でも「８」以降の数字が使われることはありません。

これは１０進数でも、数字１桁だけでは「１０」の値が表現できないのと同じことです。

（言うまでもないことですが「１０」は２桁です。）

つまり「１桁では基数にはなり得ない」「基数に達したら繰り上がる」ということです。

このように、繰り上がって２桁の「１０」（イチ・ゼロ、と読みます）となった段階では

それぞれが示す値は、次のようになります。

　　【２進数】の「１０」は、【１０進数】の　「２」を示します。

　　【８進数】の「１０」は、【１０進数】の　「８」を示します。

　【１６進数】の「１０」は、【１０進数】の「１６」を示します。

なお、１０進数では当然ながら

　【１０進数】の「１０」は、【１０進数】の「１０」を示します。

　　　　　　　（イチゼロ）　　　　　　　 （じゅう）

とそのままですが、上とあわせて見ますと

「繰り上がった２桁目の１」に「基数の重み」が来ていることがわかります。

このことから

　【１０進数】の ２桁目の１ ＝ 10    は １０の１乗 の　１０　を示します。

　　　　　　　　　　　　　（イチゼロ）　　　　　　　（じゅう）

と書き直すことができます。

１桁目の１は常に１ですから以下では書きませんが、続く「３桁目」以降はどうかというと

　【１０進数】の ３桁目の１ ＝ 100   は １０の２乗 の　　　１００　を示します。

　【１０進数】の ４桁目の１ ＝ 1000  は １０の３乗 の　　１０００　を示します。

　【１０進数】の ５桁目の１ ＝ 10000 は １０の４乗 の　１００００　を示します。

であることからも想像できるように

　「基数の２乗」が３桁目の重み　　（←１０の２乗＝　　１００）

　「基数の３乗」が４桁目の重み　　（←１０の３乗＝　１０００）

　「基数の４乗」が５桁目の重み　　（←１０の４乗＝１００００）

となっています。これは「位取り記数法」のルールとも言えます。
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まとめますと、１０進数では次のようでした。

　【１０進数】の ２桁目の１ ＝ 10    は １０の１乗 の　　　　１０　を示します。

　【１０進数】の ３桁目の１ ＝ 100   は １０の２乗 の　　　１００　を示します。

　【１０進数】の ４桁目の１ ＝ 1000  は １０の３乗 の　　１０００　を示します。

　【１０進数】の ５桁目の１ ＝ 10000 は １０の４乗 の　１００００　を示します。

つまり「基数の冪乗（べきじょう。累乗ともいいます）になると繰り上がる」ということですので

それぞれを上記にあわせてまとめますと

　　【２進数】の ２桁目の１ ＝ 10    は　 ２の１乗 の　　２　を示します。

　　【２進数】の ３桁目の１ ＝ 100   は　 ２の２乗 の　　４　を示します。

　　【２進数】の ４桁目の１ ＝ 1000  は　 ２の３乗 の　　８　を示します。

　　【２進数】の ５桁目の１ ＝ 10000 は　 ２の４乗 の　１６　を示します。

　　【８進数】の ２桁目の１ ＝ 10    は　 ８の１乗 の　　　　８　を示します。

　　【８進数】の ３桁目の１ ＝ 100   は　 ８の２乗 の　　　６４　を示します。

　　【８進数】の ４桁目の１ ＝ 1000  は　 ８の３乗 の　　５１２　を示します。

　　【８進数】の ５桁目の１ ＝ 10000 は　 ８の４乗 の　４０９６　を示します。

　【１６進数】の ２桁目の１ ＝ 10    は １６の１乗 の　　　　１６　を示します。

　【１６進数】の ３桁目の１ ＝ 100   は １６の２乗 の　　　２５６　を示します。

　【１６進数】の ４桁目の１ ＝ 1000  は １６の３乗 の　　４０９６　を示します。

　【１６進数】の ５桁目の１ ＝ 10000 は １６の４乗 の　６５５３６　を示します。

というようになります。

一方、小数部については、１０進数から見ていきますと

　【１０進数】の 小数第１位の１ ＝ 0.1    は　　　　１０分の１　を示します。→ 0.1

　【１０進数】の 小数第２位の１ ＝ 0.01   は　　　１００分の１　を示します。→ 0.01

　【１０進数】の 小数第３位の１ ＝ 0.001  は　　１０００分の１　を示します。→ 0.001

　【１０進数】の 小数第４位の１ ＝ 0.0001 は　１００００分の１　を示します。→ 0.0001

となっていますので、やはり同じように「基数の冪乗（累乗）」でとらえて

　　【２進数】の 小数第１位の１ ＝ 0.1    は　　２分の１　→ 0.5

　　【２進数】の 小数第２位の１ ＝ 0.01   は　　４分の１　→ 0.25

　　【２進数】の 小数第３位の１ ＝ 0.001  は　　８分の１　→ 0.125

　　【２進数】の 小数第４位の１ ＝ 0.0001 は　１６分の１　→ 0.0625

　　【８進数】の 小数第１位の１ ＝ 0.1    は　　　　８分の１　→ 0.125

　　【８進数】の 小数第２位の１ ＝ 0.01   は　　　６４分の１　→ 0.015625

　　【８進数】の 小数第３位の１ ＝ 0.001  は　　５１２分の１　→ 0.001953125

　　【８進数】の 小数第４位の１ ＝ 0.0001 は　４０９６分の１　→ 0.000244140625

　【１６進数】の 小数第１位の１ ＝ 0.1    は　　　　１６分の１　→ 0.0625

　【１６進数】の 小数第２位の１ ＝ 0.01   は　　　２５６分の１　→ 0.00390625

　【１６進数】の 小数第３位の１ ＝ 0.001  は　　４０９６分の１　→ 0.000244140625

　【１６進数】の 小数第４位の１ ＝ 0.0001 は　６５５３６分の１　→ 0.0000152587890625

というようになります。
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次の表は「整数部 10桁・小数部 10桁」で [1111111111.1111111111] と書ける桁位置ごとの [1] が

各基数ごとのｎ進法において表現する値をまとめたものです。（太い線が小数点の位置になります。）

桁位置 ２進数 ８進数

+10 ２９ 512 ８９ 134,217,728

+９ ２８ 256 ８８ 16,777,216

+８ ２７ 128 ８７ 2,097,152

+７ ２６ 64 ８６ 262,144

+６ ２５ 32 ８５ 32,768

+５ ２４ 16 ８４ 4,096

+４ ２３ 8 ８３ 512

+３ ２２ 4 ８２ 64

+２ ２１ 2 ８１ 8

（小数点位置→）
+１ ２０ 1 ８０ 1

-１ ２-１ 1/２ 0.5 ８-１ 1/８ 0.125

-２ ２-２ 1/４ 0.25 ８-２ 1/64 0.015625

-３ ２-３ 1/８ 0.125 ８-３ 1/512 0.01953125

-４ ２-４ 1/16 0.0625 ８-４ 1/4096 0.000244140625

-５ ２-５ 1/32 0.03125 ８-５ 1/32768 0.000030517578125

-６ ２-６ 1/64 0.015625 ８-６ 1/262144 0.000003814697265625

-７ ２-７ 1/128 0.0078125 ８-７ 1/2097152 0.000000476837158203125

-８ ２-８ 1/256 0.00390625 ８-８ 1/16777216 0.000000059604644775390625

-９ ２-９ 1/512 0.001953125 ８-９ 1/134217728 0.000000007450580596923828125

-10 ２-10 1/1024 0.0009765625 ８-10 1/1073741824 0.000000000931322574615478515625

　         [1.1]（２）　 　　＝　   [ 1.5 ]（10）

　        [10.01]（２）　 　　＝　   [ 2.25 ]（10）
　        [11.11]（２）　 　　＝　   [ 3.75 ]（10）

　       [100.001]（２）　 　　＝　   [ 4.125 ]（10）
　       [111.111]（２）　 　　＝　   [ 7.875 ]（10）

　      [1000.0001]（２）　 　　＝　   [ 8.0625 ]（10）
　      [1111.1111]（２）　 　　＝　  [ 15.9375 ]（10）

　     [10000.00001]（２）　　　＝　  [ 16.03125 ]（10）
　     [11111.11111]（２）　　　＝　  [ 31.96875 ]（10）

　[1000000000.0000000001]（２）　＝　 [ 512.0009765625 ]（10）
　[1111111111.1111111111]（２）　＝　[ 1023.9990234375 ]（10）
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１０進数 １６進数

10９ 1,000,000,000 16９ 68,719,476,736

10８ 100,000,000 16８ 4,294,967,296

10７ 10,000,000 16７ 268,435,456

10６ 1,000,000 16６ 16,777,216

10５ 100,000 16５ 1,048,576

10４ 10,000 16４ 65,536

10３ 1,000 16３ 4,096

10２ 100 16２ 256

10１ 10 16１ 16

10０ 1 16０ 1

10-１ 1/10 0.1 16-１ 1/16 0.0625

10-２ 1/100 0.01 16-２ 1/256 0.00390625

10-３ 1/1000 0.001 16-３ 1/4096 0.000244140625

10-４ 1/10000 0.0001 16-４ 1/65536 0.0000152587890625

10-５ 1/100000 0.00001 16-５ 1/1048576 0.00000095367431640625

10-６ 1/1000000 0.000001 16-６ 1/16777216 0.000000059604644775390625

10-７ 1/10000000 0.0000001 16-７ 1/268435456 0.0000000037252902984619140625

10-８ 1/100000000 0.00000001 16-８ 1/4294967296 0.00000000023283064365386962890625

10-９ 1/1000000000 0.000000001 16-９ 1/68719476736 0.000000000014551915228366851806640625

10-10 1/10000000000 0.0000000001 16-10 1/1099511627776 0.0000000000009094947017729282379150390625

[1000000000.0000000001]（２）　＝　[  512.0009765625 ]（10）
[1111111111.1111111111]（２）　＝　[ 1023.9990234375 ]（10）

[1000000000.0000000001]（８）　＝　[ 134217728.000000000931322574615478515625 ]（10）
[1111111111.1111111111]（８）　＝　[ 153391689.142857142724096775054931640625 ]（10）

[1000000000.0000000001]（10）　＝　[ 1000000000.0000000001 ]（10）
[1111111111.1111111111]（10）　＝　[ 1111111111.1111111111 ]（10）

[1000000000.0000000001]（16）　＝　[ 68719476736.0000000000009094947017729282379150390625 ]（10）
[1111111111.1111111111]（16）　＝　[ 73300775185.0666666666666060336865484714508056640625 ]（10）
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◆　小数部を含んだ表現　◆

ここでは１０進数からの基数変換による数値表現を扱っています。

このため、小数部の基数変換については、少々厄介な問題が付きまといます。

例として１０進数の [0.1] 以降の小数第一位までを変換する場合を見てみます。

１０進数 ２進数

0.1  0.00011001100110011001100110011001100110011001100110…　(0.00011)

0.2  0.00110011001100110011001100110011001100110011001100…　(0.0011)

0.3  0.01001100110011001100110011001100110011001100110011…　(0.010011)

0.4  0.01100110011001100110011001100110011001100110011001…　(0.0110011)

0.5  0.1

0.6  0.10011001100110011001100110011001100110011001100110…　(0.10011)

0.7  0.10110011001100110011001100110011001100110011001100…　(0.10110011)

0.8  0.11001100110011001100110011001100110011001100110011…　(0.110011)

0.9  0.11100110011001100110011001100110011001100110011001…　(0.1110011)

このような場合、小数部においては 割り切れずに 無限に続く

「循環小数」が多くなる、ということがわかります。

無限に続く、ということは、本来的には「計算が終わらない」ということも意味しています。ただし

それでは電卓としての役目が果たせませんので、当アプリでは自動的に、常に電卓画面に明示されている

端数処理に用いる小数部の桁数を用いて、「切り捨て」をおこなって表示します。（次の場合は１０桁）

このため実際の変換値の［近似値］となる場合がありますが、これは基数変換では止むを得ない措置です。

基数変換を伴う際には、特に小数部の扱いに留意し、認識を誤ることのないよう、ご注意ください。
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（２進数：50桁、８進数：30桁、１６進数：20桁）

８進数 １０進数 １６進数

 0.063146314631463146314631463146…　(0.0631463) 0.1  0.19999999999999999999…　(0.19)

 0.146314631463146314631463146314…　(0.1463) 0.2  0.33333333333333333333…　(0.3)

 0.231463146314631463146314631463…　(0.231463) 0.3  0.4CCCCCCCCCCCCCCCCCCC…　(0.4C)

 0.314631463146314631463146314631…　(0.31463) 0.4  0.66666666666666666666…　(0.6)

 0.4 0.5  0.8

 0.463146314631463146314631463146…　(0.4631463) 0.6  0.99999999999999999999…　(0.9)

 0.546314631463146314631463146314…　(0.54631463) 0.7  0.B3333333333333333333…　(0.B3)

 0.631463146314631463146314631463…　(0.631463) 0.8  0.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC…　(0.C)

 0.714631463146314631463146314631…　(0.71463) 0.9  0.E6666666666666666666…　(0.E6)

次の「小数部桁数」の異なる３例は、いずれも１０進数の [0.1] を２進数の近似値として表現しています。

　

　

　

「循環小数」となった場合は、このように何十桁、何百桁、あるいは何万桁まで求めたとしても

［真の値］になることはないので、［近似値］でしか表現できません。

つまり、時にはあきらめることも必要だということです。
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◆　負の値の表現　◆

２進数・８進数・１６進数などの記数法では

わかりやすくするための前提として「負の値は用いない」という場合も多くありますが

計算などで、あえて負の値を扱う場合には、一定のルールがとられることになっています。

２進数においては「絶対値表現」「１の補数(表現)」「２の補数(表現)」

といった方法で　負の値が表現されることが多く

１０進数のような形で「マイナス符号」が用いられることは、むしろ特殊といえます。

２進数での、それぞれの特徴は、次のようになっています。

　 　• 絶対値表現 　２進数で表現した数値（絶対値）の

　先頭（左端）に、１桁の「符号ビット」を付与する方式です。

　 　• １の補数表現 　２進数で表現した数値（絶対値）の

　各桁ごとで０と１とを入れ替えて

　「各桁で足して（基数－１）になる値」（＝補数）

　を求める方式です。　　　　　　　　　　　　　　（減基数の補数）

　 　• ２の補数表現 　２進数で表現した数値から求めた「１の補数」に

　１を足すことで求められます。　　　　　　　　　（基数の補数）

このように補数には２通りがあります。

　呼び方は、より一般的には（基礎を反映した呼び方にすると）

　２進数でいう「２の補数」は、「基数の補数」

　２進数でいう「１の補数」は、「減基数の補数」と呼ばれます。

各基数ごとに示すと次のようになります。

　　　　　　　　　基数の補数　　減基数の補数

　　２進数　→　　　２の補数　　　　１の補数

　　８進数　→　　　８の補数　　　　７の補数

　１０進数　→　　１０の補数　　　　９の補数

　１６進数　→　　１６の補数　　　１５の補数

「減基数の補数」（１の補数）については「足して（基数－１）になる値」ですので

２進数では　「０」に対する１の補数は「１」、「１」に対する１の補数は「０」

というように、各桁で、０と１を入れ替えた値となります。

「符号ビット」については、正の値ならば「０」が、負の値ならば

２進数では　「１」が、先頭（左端）に付くことになります。

桁数（桁位置）が揃っていることが前提ですので

桁数が不足する場合は、各数値の左端にある「符号ビット」を補います。

このため、符号ビットは「１の補数」や「２の補数」でも付くことになります。
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たとえば元の値が、正の数の「１」（＝＋１）であったとすれば

元の値は左端に正の符号ビットが付いて「０１」と表現されます。

これを４桁で揃えるとすれば「０００１」となります。

　１０進数　　２進数（絶対値）　　　正の２進数

　　　１　　　　　　　１　　　　　　　０００１

　　　２　　　　　　１０　　　　　　　００１０

　　　３　　　　　　１１　　　　　　　００１１

　　　４　　　　　１００　　　　　　　０１００

　　　　　　（絶対値の２進数の左端に、正の符号ビット「０」を付ける）

元の値が負の数であったとすれば、２進数での負の表現は

【絶対値表現】

　１０進数　　２進数（絶対値）　　　負の２進数（絶対値表現）

　　－１　　　　　　　１　　　　　　　１００１

　　－２　　　　　　１０　　　　　　　１０１０

　　－３　　　　　　１１　　　　　　　１０１１

　　－４　　　　　１００　　　　　　　１１００

　　　　　　（絶対値の２進数の左端に、負の符号ビット「１」を付ける）

【１の補数】

　１０進数　　正の２進数　　　　　　負の２進数（１の補数）

　　－１　　　　０００１　　　　　　　１１１０

　　－２　　　　００１０　　　　　　　１１０１

　　－３　　　　００１１　　　　　　　１１００

　　－４　　　　０１００　　　　　　　１０１１

　　　　　　　（正の２進数をもとに、０と１を入れ替える）

【２の補数】

　１０進数　負の２進数（１の補数）　負の２進数（２の補数）

　　－１　　　　１１１０　　　　　　　１１１１

　　－２　　　　１１０１　　　　　　　１１１０

　　－３　　　　１１１１　　　　　　　１１０１

　　－４　　　　１０１１　　　　　　　１１００

　　　　　　　　　　　　（１の補数＋１）

というように、表現方法の採り方によって値が変わってきますので

間違わないためにも、表現方法を決めておくことは重要です。
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◆　利便性　◆

さて、２進数での計算においては「２の補数」を使うと、「引き算」をする際に

符号を反転した値の「足し算」でおこなうことができるので有利です。

　１０進数　正の２進数　　　　１０進数　負の２進数（２の補数）

　　　１　　　０００１　　　　　　－１　　　　１１１１

　　　２　　　００１０　　　　　　－２　　　　１１１０

　　　３　　　００１１　　　　　　－３　　　　１１０１

　　　４　　　０１００　　　　　　－４　　　　１１００

これらの右辺と左辺を足し算して１０進数ではゼロになる場合を考えます。

　　　　　０００１　　　　　００１０　　　　　００１１　　　　　０１００

　　（＋）１１１１　　（＋）１１１０　　（＋）１１０１　　（＋）１１００

　　───────　　───────　　───────　　───────

　　　　１００００　　　　１００００　　　　１００００　　　　１００００

この足し算の結果の左端の「１」を

「桁あふれした」と見なして無視する、とすればゼロとなりますので

「引き算」が、負の数の「足し算」によってできる、ということになります。

念のために、他の場合でもやってみておきましょう。

　　１０進数　　　　　２進数　　　　　　　　　１０進数　　　　　２進数

　　　　　４　　　　　０１００　　　　　　　　　　－３　　　　　１１０１

　（＋）－１　　（＋）１１１１　　　　　　　（＋）　２　　（＋）００１０

　─────　　───────　　　　　　　─────　　───────

　　　　　３　　　　１００１１　　　　　　　　　　－１　　　　　１１１１

　桁あふれして４桁目の符号ビットは「０」　　桁あふれなく４桁目の符号ビットは「１」

　　　　　　　　　→正の２進数　　　　　　　　　　　　　　　→負の２進数（２の補数）

　　　　　　　　　　　００１１　→「３」　　　　　　　　　　　　１１１１　→「－１」

このように「２進数での２の補数」には高い利便性があるため

この手法はコンピュータ内部の演算での一般的な方法となっています。
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◆　補数について　◆

「補数」というのは、「足して（基数－１）になる値」ですので

　　２進数の　[０] に対する補数は [１]　　[１] に対する補数は [０]

　　８進数の　[０] に対する補数は [７]　　[１] に対する補数は [６]

　１６進数の　[０] に対する補数は [Ｆ]　　[１] に対する補数は [Ｅ]

というようになります。

「符号ビット」については、正の値ならば「０」が、負の値ならば「０の補数」の

　　２進数では [１]

　　８進数では [７]

　１６進数では [Ｆ] が、先頭（左端）に付くことになります。

符号ビットは「１の補数」や「２の補数」でも付くことになります。

たとえば元の値が [(＋)１] であったとすれば

元の値は左端に正の符号ビットが付いて [０１] と表現されます。

元の値が [－１] であったとすれば

　　　　　　　　絶対値表現　１の補数　　２の補数

　　２進数では　　１１　　　　１０　　　　１１　　

　　８進数では　　７１　　　　７６　　　　７７　

　１６進数では　　Ｆ１　　　　ＦＥ　　　　ＦＦ　

というように、表現方法によって値が変わってきます。

なお、補数表現ではこのような書き方となることから

整数部（小数点よりも左側）が２桁以上でないと、正しい表現とはいえません。

しかしながら、電卓では小数部の進法表現にも対応しているため

整数部が１桁となってしまうことも起こり得ます。

このため、使い方によっては、正負の表現が逆転したり

意図しない数値となってしまうことなどが起こり得ますので、ご注意ください。

◆　負数表現「符号ビット」について

当アプリでは「絶対値表現」の代わりに「符号ビット」という項目を設けて

先頭の１桁で正負の判断ができるようにしたものがあります。

この名称は「わかりやすさ」に配慮したものです。

これと「整数部桁数一定化」の機能を組み合わせると、標準的な「絶対値表現」の書き方になります。

（「絶対値表現」には、特に形式化された書き方は無い模様ですので、当アプリで工夫したものです。）
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◆　例示切替と負数表現による例示の変化

以下では、２・８・１０・１６の基数法ごとに、小数部の有無で分けて例示しています。
（小数部の桁揃えは「一般(マイナス符号)」のみで有効です。ただし「進法入力」時には無効になります。）

  • 正の数  （「桁区切り４桁 ・整数部桁数２４桁」…しない）

小数部なし [92] 小数部あり [92.84375]

  • 一般(マイナス符号)

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 符号ビット

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 減基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

この設定では、「符号ビット」の場合に正の数をあらわす [0] が先頭に付くだけで

それ以外は基礎的な表現となります。

（正の数の［補数］表現にも符号ビット [0] を付けて書く場合もありますが、当アプリでは右頁のように

　整数部桁数一定化の機能が使えますので、それを使わない設定では 意図的に省くようにしています。）

（［符号ビット］の場合は、文字通り、正の数でも「符号ビット」を付けることで表現しています。）

RosettaCalc　２進数・８進数・１０進数・１６進数 （補数対応）　Complement   20/29



※ [桁区切り／整数部桁数一定化] での [する／しない] [しない／する] の組み合わせ例は割愛しています。

  • 正の数  （「桁区切り４桁 ・整数部桁数２４桁」…する）

小数部なし [92] 小数部あり [92.84375]

  • 一般(マイナス符号)

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 符号ビット

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 減基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

この設定では、「一般(マイナス符号)」の場合のみ、小数部にも「末尾 [0]」の桁揃えがおこなわれます。

（「補数」の場合、負の数は［ビット反転］で表現しますが、桁揃え整形のために小数部の末尾に追加したゼロでも　　

［ビット反転］すると数値自体が変わってしまうことから、桁揃えのためのゼロでも追加すべきではありません。　　

「符号ビット」では桁揃えしてもいいのですが「補数」と比較しやすい形式を残すため敢えて桁揃えしていません。）

また整数部は２４桁で一様に整形されており、先行する十分な桁数の [0] で埋まっているため

正の数であることを表現する、先頭の「符号ビット」の [0] も、目立たなくなっています。

（この形式は「絶対値表現」に対応します。符号ビットの桁位置は、負の数の場合(次頁)との比較でも確認できます。）
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  • 負の数  （「桁区切り４桁 ・整数部桁数２４桁」…しない）

小数部なし [-92] 小数部あり [-92.84375]

  • 一般(マイナス符号)

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 符号ビット

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 減基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

負の数では、「一般(マイナス符号)」の場合は もちろん [-] の符号が付きます。（符号は別途選択可）

それ以外の、「符号ビット」「減基数の補数」「基数の補数」の３種については

各基数ごとの「減基数」を示す１桁が、負の数をあらわす「符号ビット」として、先頭に付与されます。

（減基数＝基数－１）（２進数：[1]、８進数：[7]、１０進数：[9]、１６進数：[F] ）

また「減基数の補数」では、先頭の符号ビット以外の各桁が「ビット反転」した補数表現となっており

さらに「基数の補数」は、その「減基数の補数」の末尾桁に１を加えることで表現されることになります。
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※ [桁区切り／整数部桁数一定化] での [する／しない] [しない／する] の組み合わせ例は割愛しています。

  • 負の数  （「桁区切り４桁 ・整数部桁数２４桁」…する）

小数部なし [-92] 小数部あり [-92.84375]

  • 一般(マイナス符号)

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 符号ビット

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 減基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

  • 基数の補数

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

この設定は、これまでの集大成となります。

すなわち、「一般(マイナス符号)」の場合は、もちろん [-] の符号が付きますし

正の数の場合と同様に負の数でも、小数部には「末尾 [0]」の桁揃えがおこなわれます。

「符号ビット」の場合は、負の数をあらわす「減基数」の１桁が先頭に付く以外は [0] で整形されます。

この設定での「符号ビット」表現の形式は「絶対値表現」の形式になっています。

「減基数の補数」では、各桁が「ビット反転」の補数表現のため、先行部分は符号ビットで埋まっており

「基数の補数」は、その「減基数の補数」の末尾桁に１を加えることで表現されることになります。
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画像例

正の数 （１０進数で [92.84375] ） （「桁区切り・整数部桁数一定化」　左：しない、右：する）

（桁区切り4桁・整数部は 16桁にしています）

  一般• (マイナス符号)

　

　

　

　

  符号ビット•
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  減基数の補数•

　

　

　

　

  基数の補数•
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負の数 （１０進数で [-92.84375] ） （「桁区切り・整数部桁数一定化」　左：しない、右：する）

（桁区切り4桁・整数部は 16桁にしています）

  一般• (マイナス符号)

　

　

　

　

  符号ビット•
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  減基数の補数•

　

　

　

　

  基数の補数•
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◆　備考　「進法入力対応」とは

当アプリの電卓では、通常の［０～９］の数字を使った十進法での入力以外にも

［０～１］だけの二進法、［０～７］の八進法、［０～９ および Ａ～Ｆ］の十六進法 での入力も

設定の変更により利用可能にすることができます。

当アプリではそれらの入力方法を「進法入力」と呼んでいますが、その入力の際に

電卓画面の表示域に表示する、２進数・８進数・１６進数での「表現様式」については

本項で設定した表現様式の一部が、自動的に適用されるようになっています。（１０進数も含む）

このことを、当アプリでは「進法入力対応」と呼んで、進法入力を利用する際には

本項の設定が、利用者に意識してもらえるように、標題に追加しているのです。

「進法入力」では、２・８・１０・１６の基数選択（16進数では大文字小文字も選択可）以外にも

３つのチェックボックスで、次の項目が選べるようになっています。

  ① • 実施の可否 実際に進法入力を利用　する／しない

  ② • 編集表示 本項の編集様式を適用　する／しない

  ③ • 負数表現 正負の補数表現を適用　する／しない

このうち ① については、基数を１０から２・８・１６へ変更しても自動的に「する」になります。

（その状況下で「しない」に変更すると、「入力用」に選択された十進法での通常入力に戻ります。）

そして ②「編集表示」が、本項で指定した次の項目（前述）が反映されるかどうかの選択になります。

●　桁区切り（しない／する）、桁区切り桁数（スライダ）

●　桁数一定化(整数部)（しない／する）、整数部桁数（数値指定）

●　変換結果に追加する定型的表現（基数の明確化など）

（本項では「一般(マイナス符号)」の場合に「桁区切り」と「桁数一定化」の両方が指定されるとおこなわれる　　　

小数部の末尾にゼロを追加して整形する桁揃えは、一般に末尾桁に追加していく「入力」の際に　　　

対象の桁位置がわかりにくくなるため、進法入力では無効にしています。）

また ③「負数表現」については、本項では多様な表現を示すため４種類から選べるようにしていますが

進法入力では単純化しており、チェックボックスで選べるよう「一般」と「補数」の２択にしています。

これらの表現は次のように対応しています。

  • 進法入力の「一般」　－ 　本項の「一般(マイナス符号)」

  • 進法入力の「補数」　－ 　本項の「基数の補数」

このように「進法入力」は、「入力用」に選択された十進法での「通常入力」に代わるものと言えます。

実際にご利用の際には、本項での設定が表現様式の基本にあることも意識に入れてお使いください。

 

 ※ 進法入力について詳しくは電卓画面の説明書をご参照ください。
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