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　条件によって処理を変える場合によく用いられるのが，if ～ else
の文です。このような処理を条件分岐といいます。

if ～ else の文は，次のように記述します。

… 条件式を満たしているときは，
 　　 処理 Aに進む。
… 条件式を満たしていないときは，
 　　 処理 Bに進む。

　「if 条件式」や「else」の最後には，コロン（:）をつけます。

□点数によって処理を変える
if ～ else の文を使って，点数によって処理を変えてみましょう。
① 使用ファイル「PY_05」を IDLE で開く。
② 次のように記述する。

③ ファイルを保存して，実行する。
④ シェルウィンドウで点数を入力して， Enter キーを押す。
⑤ 入力した点数によって，メッセージが表示される。

□ else の省略
if ～ else の文では，処理が 1つの場合，else 以降を省略すること

ができます。else 以降を省略すると，条件式を満たしていないとき
には何も実行しません。
　上の例の場合，else 以降のコードを省略すると，80 点未満の場合
は何も表示されず，80点以上のときだけ，「合格です」と表示されま
す。

◉ブロック
　Python では，インデントを使
ってブロック（処理のまとまり）
を定義します。if 文の処理は，す
べてブロック内に記述します。

◉条件式
　条件にあっている場合は真
（True），あっていない場合は偽
（False）という答えを出す計算式
を条件式といいます。

◉比較演算子
　条件式でよく用いられるのが比
較演算子です。たとえば，「==」
では，左右の値を比較して，等し
ければ「True」となります。
演算子 意味
== 値が等しい
!= 値が等しくない
< より小さい
> より大きい
<= 以下
>= 以上

if ～ else の文では，条件式を満たしているときには処理A，満たしていない
ときには処理Bというように，条件によって処理を変えることができます。

❶ if ～ else

◆ 使用ファイル：PY_05，PY_06

if 条件式 :
    処理 A
else:
    処理 B

80 点以上の場合 80点未満の場合

　　条件によって処理を変えてみよう３

score=int(input(" 点数を入力してください。:"))
if score>=80:
    print(" 合格です ")
else:
    print(" 不合格です ")

if ～ elif ～ else の文は，次のように記述します。

　… 条件式 1を満たしているときは，
  処理 Aに進む。
　… 条件式 2を満たしているときは，
  処理 Bに進む。
　… すべての条件式を満たしていないときは，
  処理 Cに進む。

「elif 条件式２」の最後にも，コロン（:）をつけます。

□点数によって処理を３つに分ける
if ～ elif ～ else の文を使って，処理を 3つに分けてみましょう。
① 使用ファイル「PY_06」を IDLE で開く。
② elif 以下の２行を次のように追加する。

③ ファイルを保存して，実行する。
④ シェルウィンドウで点数を入力して， Enter キーを押す。
⑤ 入力した点数によって，メッセージが表示される。

◉条件分岐の処理順序
　条件分岐の中に複数の条件式が
ある場合，上から順に条件を確認
していき，最初に条件を満たした
処理のみを実行します。その後の
処理は行われませんので，条件を
記述する順番に注意します。

◉論理演算子（ブール演算子）
　複雑な条件式を記述する場合に
は，and や or などの論理演算子
を使うことができます。

〈and の使い方〉
条件式 1 and 条件式 2
　and を使うと，両方の条件式の
結果が True の場合のみ，結果が
True となります。どちらかが
FalseのときはFalseとなります。
　「英語も数学もどちらも90 点以
上なら」という条件は，次のよう
に記述します。

〈or の使い方〉
条件式 1 or 条件式 2
　or を使うと，どちらか一方の条
件式の結果が True のとき，結果
が True となります。両方とも
False の場合のみ False となりま
す。
　「英語か数学のどちらかが90 点
以上なら」という条件は，次のよ
うに記述します。

〈not の使い方〉
not 条件式
　not を使うと，条件式の結果が
False のときは True，True のと
きは False となります。
　「英語が 90 点以上でないなら」
という条件は，次のように記述し
ます。

if 条件式 1:
    処理 A
elif 条件式 2:
    処理 B
else:
    処理 C

使用ファイル「PY_07」を IDLE で開き，if ～ elif ～ else の文を使って，点数
が 80点以上の場合は「◎」，60 点以上の場合は「○」，40 点以上の場合は「△」，
40点未満の場合は「×」と表示されるプログラムを作成し，実行してみましょう。

練習問題

if 英語>=90 and 数学>=90: 

80 点以上の場合

60点以上 80点未満の場合

60点未満の場合

score=int(input(" 点数を入力してください。:"))
if score>=80:
    print(" 合格です ")
elif score>=60:
    print(" 努力が必要です ")
else:
    print(" 不合格です ")

if 英語>=90 or 数学>=90:

if not 英語>=90:

複数の条件に応じて処理を分ける場合には，if ～ elif ～ else を使います。
elif ～は条件の数に応じていくつでも使うことができます。

❷ if ～ elif ～ else

if 条件式 :
    処理 A
    ...

ブロックインデント

（半角スペース４つ）
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