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M1 チップ搭載 Mac ユーザ⽤ 

オセロのための開発環境構築マニュアル 

本資料の対象 
l 2020 年以降に発売された Mac で M1 チップを搭載しているユーザ 
 
⽬的 
l 2021 年 2 ⽉現在，プログラミング⾔語のオセロの課題で使⽤する VirtualBox(PC 内で

仮想 PC を作成するアプリケーション，VM:VirtualMachine とも呼ばれる)が M1 チッ
プ搭載 MacPC に対応していない．そのため，本マニュアルでは，VM を使⽤しないオ
セロ開発環境の構築⽅法について説明する． 

 
全体の流れ 

1. gcc のインストール 
2. XQuartz のインストール 
3. EGGX / ProCALL のインストール 
4. Make ファイルの作成 
5. オセロの動作確認 

 
Mac で C ⾔語のプログラミングするために 
 Mac にはデフォルトで C ⾔語を*コンパイルするための gcc がインストールされ
ていない．そこで，ターミナルから xcode を介して gcc をインストールする． 
 
ターミナルの開き⽅について説明する． 
ホーム画⾯の Lunchpad を開く 
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Lunchpad をクリックすると，Mac の中の様々なアプリケーションが表⽰される．特に設定 
をしていない場合，ターミナルは「その他」の中にある． 

「その他」をクリックすると拡⼤され，ターミナルのアイコンが表⽰されるので，アイコン
をクリックすると，端末が起動する． 

ターミナルを開くと，以下のような画⾯が表⽰される． 
Last login:（ターミナルを開いた時間） 
ユーザ名＠PC の名前 ％ 

 
ターミナルでは%の後にコマンドを⼊⼒することでファイル操作やダウンロードができる． 
次にターミナルに” xcode-select --install ”と⼊⼒し，xcode をインストールする． 
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ここで”--install”の前に半⾓スペースが⼊⼒されていることに注意する． 
”xcode-select(space)--install”，(space)の部分には” ”空⽩⽂字スペースを⼊⼒する． 

 
次のウィンドウが表⽰されるので「インストール」をクリック 

「同意する」をクリックし，ダウンロードが終了するまで待つ． 
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gcc がインストールされたか確認をします．”gcc -v”をコンソールに⼊⼒する．ここでも，-
v の前に半⾓スペース(“ ”)が必要です． 

 
コマンドを⼊⼒して以下のような内容が出⼒されれば gcc の準備は完了です． 
(＊バージョンの違いによっては出⼒される数字が違う場合もあります．) 

 
<余談：以下は必須ではありません> 
この時点で，ターミナルで C ⾔語のプログラムをコンパイルし，実⾏することが可能です． 
試しに，以下のようなプログラムを実⾏してみると、 
test.c 
#include<stdio.h> 
int main(void){ 
 printf("Hello World\n"); 
 return 0; 
} 

ターミナルに“gcc -o test test.c”を⼊⼒し，コンパイルします．次に”./test”と⼊⼒し実⾏フ
ァイルを実⾏します．するとプログラムが起動し，⽂字が出⼒されます． 
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*コンパイル：プログラミングコードを機械語に変える処理のこと．⼈間が読み易いコード
(C ⾔語など)を機械に理解させるには０と１など機械が読み易い形式に変換する必要があ
る． 
 
描画ライブラリを使⽤するための準備 
 EGGX/ProCALL を M1 チップ搭載 Mac で使⽤するには Xquartz と呼ばれるアプ
リケーションをインストールする必要がある． 
Xquartz は公式サイトからダウンロードできる．( https://www.xquartz.org/ ) 
中央の⽮印が指している”XQuartz-2.7.11.dmg”をクリックしてダウンロードする． 
ダウンロードが完了したら，ファイルをクリックして実⾏する． 

アイコンをクリックして、インストーラを起動させる． 
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インストールを選択する 

パスワードを⼊⼒ 
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「続ける」をクリック 

 
「続ける」をクリック 
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Agree をクリック 

 
 
インストールをクリック 
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この画⾯が表⽰されたらインストール完了です。 

 
インストーラはゴミ箱に⼊れてください． 

 
最後にちゃんとダウンロードされたか確認をします． 
Lunchpad を開いて検索ボックスから Xquarz を探します．Xquartz が表⽰されたら、アプ
リを起動して，Xquarz を最新バージョンにアップデートしてください．起動時に最新バー
ジョンにアップデートするかを尋ねられます． 
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C ⾔語⽤の画⾯描画ライブラリ 
 

C ⾔語の基本的なライブラリだけでは，*端末に printfのような⽂字を表⽰する程
度しかできない．EGGX/ProCALL(以下 Eggx)は，C ⾔語のグラフィックスライブラリであ
る．Eggx を使⽤することで様々な図形を描画できる． 
 
*端末：ファイル操作やコマンドによって様々な操作ができるソフトウェアのこと．OS に
よっては呼び名が違う，Ubuntu では端末，Windows ではコマンドプロンプト，Mac では
ターミナルが標準で付属している． 
 

Eggx のインストール⽅法について説明する．まず eggx を web 公式ページ
( https://www.ir.isas.jaxa.jp/~cyamauch/eggx_procall/index.ja.html )よりダウンロードする． 
 
公式ページを開いて下にスクロールすると，下の画⾯の”ソースパッケージとインストール
⽅法”についての項⽬がある．その中の最新安定版”eggx-0.94.tar.gz”をクリックしダウンロ
ードする．(注意：資料作成時の最新版は 0.94だが，更新される場合があるため数字が異な
る場合がある) 
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Eggx をダウンロードに保存する． 

 
ダウンロードしたファイルは、ログイン時のディレクトリであるホーム・ディレクトリの 
下の「ダウンロード」というディレクトリに置かれる。これをログインしたときのディレ 
クトリであるホーム・ディレクトリに移動させる。 
 
以下の順番でターミナルにコマンドを⼊⼒する． 

cd ~/Downlaods 
ls 
mv eggx-0.94.tar.gz .. 

“cd”はディレクトリ(フォルダ)を移動するコマンドである．ここでは，ホームディレクトリ
からダウンロードに移動している． 
次に”ls”(注意：⼩⽂字 LS)コマンドを⽤いて現在いるディレクトリ内のファイルを表⽰させ
ている．ここでダウンロードした eggx のファイルがあるか確認する． 
最後に”mv”コマンドを使ってファイルをホームディレクトリに移動させている． 
“mv”は “mv (移動させたいファイル名) (移動先)”のように、対象のファイル名と移動先を
スペースで区切って指定する．なお，今回はホームディレクトリを”..”(ピリオド２つ)で表
している．(*これについて詳しく知りたければ Linux コマンドについて学習することをお
勧めする．) 

“mv”で移動させた後，”ls”で確認すると，eggx ファイルが現在のディレクトリにないことが
わかる． 
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次に，移動させた eggx ファイルを展開する． 
ターミナルに以下のコマンドを⼊⼒する． 

cd 
gzip -dc eggx-0.94.tar.gz | tar xvf - 

 

 
以下のような出⼒が確認できれば完了． 
“ls”でホームディレクトリに eggx ファイルが確認できる． 
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次に XQuartz を起動する． 
デスクトップの下部にあるDock の XQuartz のアイコンをクリックすると， 
画⾯左上に XQuartz に関するタブ項⽬が表⽰される． 
「アプリケーション」>「ターミナル」を選択． 

「ターミナル」が起動すると xtermの画⾯が表⽰されるので 
以下の３つのコマンドを順番に⼊⼒しコンパイルします． 

cd eggx-0.93r5  
ln -sf Makefile.linux64 Makefile  
make  
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続いて，以下のコマンドを⼊⼒してインストールします． 
mkdir ~/eggx  
cp libeggx.a eggx*.h egg ~/eggx/. 
cd ~  

 

 
Make ファイルの作成 
 
テキストエディタ(emacs,mi)をmac にインストールして,Makefile を作成する． 
以下の３点に注意して作成すること 
1. ファイル名は必ず”Makefile”に設定する． 
2. make ファイルの保存先はホームディレクトリに設定する． 
3. ホームディレクトリのパス(HOME=以降)は，ターミナルで”cd”⼊⼒してから”pwd”を

⼊⼒して確認して，表⽰されたホームディレクトリのパスを⼊⼒する． 
HOME=/home/user  
 
all: othello  
 
othello: othello.c  
(TAB) gcc -g -Wall othello.c -o othello -I$(HOME)/eggx -L$(HOME)/eggx -leggx -lX11 -lm -
I/opt/X11/include/ -L/opt/X11/lib/ 

(*よくあるミスに４⾏⽬の gcc -g 以下略の先頭の空⽩をスペースで書き込む⽣徒が例年現
れる．必ずmakefile の空⽩は TABキーで⼊⼒することを忘れないでほしい．また，４⾏⽬
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は改⾏せずに記述する．) 
Xterm上でオセロを起動したさいに，⽂字化けする場合がある． 
もし，⽂字化けした場合は以下のコードをxterm上に⼊⼒すると，新しいウィンドウでxterm
が開く．新しく開いた xterm上でオセロを実⾏すると⽂字化けしない． 
 

xterm -en UTF-8 
 

 
 
動作確認 
 
Xterm上でmake を実⾏する 
 

 
Make でコンパイルされているにもかかわらず，２度⽬のmake を実⾏すると以下の⽂書が
表⽰されるが，問題なくコンパイルされている．（⽂の意味は，「以前のコンパイル内容から
変更がないからコンパイルしないよ」という内容） 
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xtermに”./実⾏ファイル名”を⼊⼒し、コードを実⾏する.  
./othello 

 
無事オセロの盤⾯が表⽰されたら開発環境は完成です． 
 
 
 
 
 
 
 
参考資料 
1. M1 チップ搭載 Mac の初期設定について 
2. EGGX について 
3. Xcode をダウンロードせずに command-line-tool をインストールする⽅法について 
 


