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第 2章 初級コース — 単純なバグ


2.1 タイプミス
もっとも単純なバグは，単なるタイプミスによるものです．タイプミスの多くはコンパイラが文法エ


ラーを出してくるためにすぐに気がつきますが，中には C言語の文法上，コンパイラにはタイプミス
なのかどうかを判断できないものがあります．ここでは文法エラーとならないミスを見てみましょう．


2.1.1 演算子の書き間違い


演算子の書き間違いで典型的なのは


if (a = 0) ...


のような例です．この if文の中身は，おそらく「a == 0」の間違いでしょう．しかしここでは「a =


0」という代入文になっているため，変数 aにゼロを代入し，式は値としてゼロを持つことになります．


よってこの if文が真（true）になることはありません．最近のコンパイラは，条件式があるべき部分
（if文，while文など）が代入文になっているとワーニングを出すのが普通ですから，ワーニングメッ


セージをきちんと読めばすぐにわかるでしょう*1．


こうしたバグを防止するために，条件をあえてひっくり返して


if (0 == a) ...


と書くように癖をつける，という方法もあります．しかしこれはあまり直感的な書き方とはいえません


し，両側が変数であった場合には意味をなさないため，根本的な解決になっていません．このような書


き方を覚えるくらいなら，コンパイラのワーニングに注意するように心がけるべきです．


似たような例としては，


for (i == 0; i < NUM; i++) （「i = 0」の間違い）
...


あるいは


if (a =! b) （「a != b」の間違い）
...


といったものや，他にも


-i; （「--i;」の間違い）


*1 こうしたバグは慣れとともに次第に減りますが，比較を=で行うような他の言語（VHDLなどがそうです）を利用するよ
うになると，再発させる傾向があるようです．
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2.1 タイプミス


p == NULL; （「p = NULL;」の間違い）


などがあります（いずれも文法エラーにはならない点に注意してください）．特に最後の例は，見つけ


にくいバグの原因になりそうですね．


C言語では似たような演算子がいくつもありますから，タイプミスで異なる演算子にならないように
注意が必要です．条件文で利用する条件式，数値の代入に利用する代入式，計算に利用する演算式など


は，その本来の目的はそれぞれ異なる，異質のものです．しかし C言語ではこれらはすべて同じ文法の
演算式として一律に扱われていますから，演算子をちょっと書き間違えただけではコンパイラはエラー


を出しません．


ただし，これらのタイプミスに関しては，最近のコンパイラはワーニングメッセージを出すのが普通


です．あるいは，エディタによってはこうしたミスを検出するものもありますから，そうしたツールを


利用してもよいでしょう．


大抵のコンパイラでは，ワーニングを出力するレベルをコンパイル時のオプションで調整できます．


ワーニングはコンパイラからの警告メッセージです．文法的な問題はなくても，ワーニングはバグその


ものか，もしくはバグすれすれのミスを指摘していることが多いのです．本来は，ワーニングの出力レ


ベルを極力厳しくして，それでもワーニングがなくなるまでプログラムのチェックと修正を行うべきで


しょう．


2.1.2 数字の書き間違い


C言語では数値の前に「0」を付けるとその数値は 8進数として扱われます．したがって，


017


は 1 × 81 + 7 × 80 = 15となり，10進数の 15を意味します．
8進数では 0～7の数字しか使えませんから，桁を揃えようとして


int a[] = {
...
09993,
09997,
10001,
...


などと書くと，文法エラーになります．


しかしエラーになるならよいのですが，


int a[] = {
...
00100,
01000,
10000,
...
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第 2章 初級コース — 単純なバグ


のような場合はエラーにならずにコンパイルが通ってしまいます．実際には期待しているものと別の数


値が格納されることになりますから，発見しにくいバグになる可能性があります．なお，strtol()に


よる文字列→数値変換でも同様のことがいえます．


実数では先頭に 0を書いても 8進数とはみなされません．ただし


double d;
d = 110.9;


と書くところを


d = 110,9; （ピリオドをコンマに間違えた）


と間違えないように注意してください．これはエラーになりませんし，ワーニングも出ません．なぜな


ら，C言語ではコンマによって複数の式を続けて書くことができ，この場合は「d = 110」と「9」が


別々の式とみなされるからです．コンマとピリオドはキーボード上でも近くにありますし，フォントに


よっては区別がつきにくいこともありますので，注意が必要です．


2.1.3 コンマ忘れ


ANSI Cでは，文字列を並べて書くとそれらは連結されることになりました．これは


printf("abcdefg\nhijklmn\nopqrstu\nvwxyz\n");


のように長い文字列を記述する際に


printf("abcdefg\n"
"hijklmn\n"
"opqrstu\n"
"vwxyz\n");


のように適当な位置で文字列を分割することで，読みやすくできるようにするためです．もしくは


#define PROGNAME "Sample"
#define VERSION "1.0"
...
printf("This is " PROGNAME " version " VERSION "\n");


のような連結をできるようにするためです．


これは気をつけないと，本来結合したくない文字列を連結してしまう結果になることがあります．た


とえば次の例は 0～7のカラーコードに対応する色名の配列を定義していますが，「"blue"」と「"red"」


が連結されて「"bluered"」となってしまいます．
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2.1 タイプミス


char *color_name[] = {
"black",
"blue" （コンマを忘れた）
"red",
"magenta",
"green",
"cyan",
"yellow",
"white",
NULL


};


for (i = 0; color_name[i] != NULL; i++) {
printf("%s\n", color_name[i]);


}


(実行結果)


black
bluered （"blue"と"red"が結合されている）
magenta
green
cyan
yellow
white


このミスを犯しやすいのは，新たにデータを追加するときのコンマの付け忘れです．実際に筆者は，


char *color_name[] = {
"black",
"blue",
"red",
"magenta",
"green",
"cyan",
"yellow"


};


のような配列の終端にさらに（この例では「"white"」を）追加しようとして，終端の「"yellow"」の


行をそのままコピーアンドペーストして修正したために，
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第 3章 中級コース — よくあるバグ


3.1 整数型にまつわるバグ
C言語を利用する上で，整数はもっとも基本となる数値です．しかしふだんなにげなく利用している


整数でも，バグの原因となることは意外に多いものです．


コンピュータが整数を扱う場合には，数値をコンピュータで扱いやすいような特定の内部表現に置き


換えています．このため我々が自然に整数を扱う場合とは異なる，様々な制限が発生します．整数にま


つわるバグは，このような内部表現の理解不足が原因となることが多いようです．


3.1.1 オーバーフロー


2.7.1節で説明したように，整数型で表現できる数値の範囲はあらかじめ決まっています．演算の結
果，範囲の上限を超えてしまうことをオーバーフローと呼びます*1．


オーバーフローが発生した場合には，たいていの言語ではエラーとなってプログラムが停止するなど


します．しかし C言語ではそのようなチェックはされずに，通常は正負の折返しが発生します．正の
最大値を超えてオーバーフローした場合は負の最小値，逆に負の方向へのオーバーフローでは正の最大


値に折返し，そのまま処理が続けられます．


たとえば


short a, b, c;


a = 30000;
b = 30000;
c = a + b;
printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, c);


のようなプログラムを実行すると


a = 30000, b = 30000, a + b = -5536


といった結果になります．正の整数同士を足し合わせたのに，結果が負になってしまいました．本来


の答えはもちろん 60000 ですが，これは short 型では表せないため，おかしな結果になったのです．


long型で計算すればこうしたことは起きません．


short型の変数を使って，整数型変数で表現できる範囲の上限付近で何が起きるかを見てみましょう．


*1 これに対してアンダーフローは，double 型で表現できる正の最小値を下回ってしまうこと（つまり，細かすぎる値）で
あり，整数の下限を超えてしまうことではありません（詳しくは 3.2.5節を参照してください）．下限を超えてしまうこと
は，「負の方向へのオーバーフロー」などと表現できます．
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3.1 整数型にまつわるバグ


int i;
short a;


a = 32764;
for (i = 0; i < 10; i++) {


printf("%d\n", a);
a++;


}


(実行結果)


32764
32765
32766
32767
-32768
-32767
-32766
-32765
-32764
-32763


short 型変数の上限は 32767 です．プログラムでは変数 a に 1 を次々と加えていき，上限である
32767 までは正しく計算されています．32767 を超えると突然負の数になりますが，実は −32768 は
short型で表せる数値の下限です．一度オーバーフローして aの値が −32768になると，そこから先
は −32767,−32766, . . .と再び正しく 1ずつ加算されています．
たとえば昇順のループ


for (i = 0; i < NUM; i++)
...


を降順に変えたい場合は


for (i = NUM - 1; i >= 0; i--)
...


としますが，うっかり i++を直し忘れて


for (i = NUM - 1; i >= 0; i++) （i++のままになっている）
...


としてしまったらどうなるでしょうか．このループを実行すると，変数 iの値が NUM - 1から始まっ


て，iで表せる上限の値を超えて負の値となったところでループが終了します*2．つまり，本来期待し


*2 これは変数 iが符号付き整数の場合です．もし iが符号なしだと，ループは終了しません．もっとも，変数 iが符号なし
だと条件「i >= 0」が常に成り立ってしまうため，コンパイラがワーニングを出してくるかもしれません．
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第 3章 中級コース — よくあるバグ


ているのとは異なる範囲で，期待している回数よりもはるかに多くのループが実行されてしまうわけ


です．


他にもオーバーフローが原因でバグとなる例があります．たとえば平均値の計算を考えてみましょ


う．平均値の計算では forループで値をすべて加算していき，最後に個数で割る方法が簡単です．


int sum;
int a[NUM];
double average;
...
sum = 0;
for (i = 0; i < NUM; i++) {


sum += a[i];
}
average = (double)sum / NUM;


しかしこの方法だと，場合によっては合計値が大きくなりすぎてオーバーフローを起こすかもしれま


せん*3．このようなバグは，データによって発生したりしなかったりするので注意が必要です．この場


合には sumを double型にしたり，もしくは


average = 0.0;
for (i = 0; i < NUM; i++) {


average += (double)a[i] / NUM;
}


のようにして，あらかじめ個数で割った値を加算していくことで，オーバーフローによるバグを予防す


ることができます．


たとえば，2点間の距離を求める際に


int x, y;
double d;
...
d = sqrt(x * x + y * y);


のようにすると，場合によっては (x2 + y2)が大きな値になってしまう可能性があります．これは，


d = sqrt((double)x * x + (double)y * y);


のようにして double型にキャストして計算すれば，int型の上限の問題は気にしなくてよいことにな


ります．とくに科学技術計算では，むやみに数値が大きくならないよう注意が必要な場合が多々あり


ます．


*3 平均値の計算くらいでは大丈夫かもしれませんが，2 乗平均などではオーバーフローが十分に考えられます．最小二乗法
などを利用するときには注意が必要です．
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3.1 整数型にまつわるバグ


C言語で変数を定義する際には，値のとり得る範囲をあらかじめ考慮して，オーバーフローしないよ
うに型を選ぶ必要があります．安易な short型の利用は要注意です*4．それほど広い値をとらない変


数では int型を使えばよいわけですが，大きな値となる可能性がある場合は注意してください．また


int型のビット数は処理系によって異なりますから，自分が使用している環境では int型が何ビットな


のか，知っておく必要があるでしょう（プログラム中では sizeof(int)でバイト数を知ることができ


ます）．


また符号付きの変数を使っている場合でも，暗黙の型変換により知らないうちに符号なしの演算が行


われる場合があります．暗黙の型変換については，3.3節で説明します．


3.1.2 負の値


当然のことですが，整数は正の値だけではなく，負の値もあります．int型の変数は負の値を持つこ


ともできますが，unsigned int型の変数には負の値はありません．


たとえばシミュレーションなどで海抜高度を扱うことを考えてみましょう．普通，海抜高度は正の値


ですから，


struct {
unsigned int latitude; /* 緯度 */
unsigned int longitude; /* 経度 */
unsigned int height; /* 海抜 */


};


のようにして，unsigned int 型で保持することが考えられます．しかし，埋立地や地下トンネルな


ど，場合によっては負の高度もあり得るわけです．そうすると，通常は正しい計算結果が得られます


が，たまたま負の値が入ったときにおかしくなるといった現象が起きることになります．計算結果が極


端に崩れてくれればよいのですが，それらしい結果が出てしまうと発見しにくいバグになります．


unsigned int型への代入も注意が必要です．たとえばなんらかのデータを読み込む際に


if (read(fd, buf, sizeof(buf)) < 0)
...


のような書き方はよく見かけますが，read()が返してきたサイズを保存しようとして，これを


unsigned int size;
...
if ((size = read(fd, buf, sizeof(buf))) < 0)


...


のように修正してしまうと，read()のエラーを検出できなくなってしまいます．


*4 配列ならともかく，メモリを節約するために変数を shortにするのは，現代ではまったくナンセンスです．多くは short


と intの相互変換などのコードが入ったりして余計にメモリを消費しますし，そもそもオーバーフローの危険性を高めて
まで数バイト節約することにあまり意味はありません．
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