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はじめに
今日はいろいろ細かいネタを連ねていこうと思います。
細かいと言っても，ひとつひとつは大事なことばかりです。
ただ，通常，プログラミングの講義やアルゴリズムの講義では，「プログラミングができる
ようになること」や「アルゴリズムやデータ構造を設計できるようになること」がメインで
，なかなか細かいことにまで手がまわらないので，それをここでまとめてやってしまおうと
いう趣旨です。
2

Agenda
ネタ
コーディングスタンダード
exeファイルの直接実行
Visual Studio の「作業ディレクトリ」
リダイレクション
デバッグ
printfデバッグ
デバッガによるデバッグ
パイプ
プロジェクトのテンプレ
3

注
この講義のプログラムは，gcc でコンパイルしても， Visual Studio (以下VS)上の Visual
C++ (以下VC) でコンパイルしてもどっちでも良いよという話でしたが，見た感じ全員VCなの
で今日はそれ前提に話をしてしまいます。
4

コーディングスタンダード
5

はじめに
この講義の#01で名前重要とインデント重要というのを言いました。
さらにここでは，コーディングスタンダード（コーディング規約）を学び，自分の気に入っ
たスタンダードを自分の中で決めておき，統一感のある美しいコードを書くようにしましょ
う。
それは結局，
バグを未然に防ぐ
バグを入れてしまっても，読みやすいのでデバッグしやすい
他人も読みやすいので共同開発しやすい
などにつながります。
6

コーディングスタンダード
コーディングスタンダード内訳:
命名規約
コーディングスタイル
禁止事項
有名どころ
GNU coding standards
http://www.gnu.org/prep/standards/
Linux kernel coding style
http://www.kernel.org/doc/Documentation/CodingStyle
google-styleguide
http://code.google.com/p/google-styleguide/
これらにまるっと従っても良いし，俺コーディングスタンダードを自分で決めても良い。
7

命名規約
命名規約
変数名，関数名，クラス名，マクロ名それぞれに命名規約を設ける。
例1) アッパーキャメルケース: 単語区切りは大文字
例: LongVariableName
例2) ローワーキャメルケース: 単語区切りは大文字で先頭だけは小文字
例: longVariableName
例3) スネークケース: 全部小文字，単語区切りは _
例: long_variable_name
例4) 全部大文字，単語区切りは _
例: LONG_VARIABLE_NAME
定数で良く使われる。
8
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命名規約
（特に関数名で）動詞＋名詞にするのか，名詞＋動詞にするのか
動詞＋名詞の例: DrawString()
名詞＋動詞の例: StringDraw()
どっちでも構わないが，自分の中で統一は取れているべき。
bool型なものは変数も関数も is～
例: isPushed, isFirst
9

前述の google-styleguide に面白いことが書いてある。
Function names, variable names, and filenames should be descriptive; eschew
abbreviation.
(意訳) 関数名，変数名，ファイル名は誰でも読み書きできるものじゃなきゃ駄目だ。省略形
なんて死んでも使うなよ。
10

コーディングスタイル
コーディングスタイル
インデント:
ハードタブ（タブコード）
ソフトタブ（半角スペースの連続）
1段のインデントを何文字分とするか。
ハードタブにとっては，1タブコードを何文字で表すか
ソフトタブにとっては，スペースの個数
VSは確かデフォルトはハードタブ，4文字/タブ
インデントは，気をつけていてもWebからのコピペや過去のコードからのコピペをするとすぐ
混ざってしまう。
11

VSでのインデントに関する設定
VSではツール→オプション→テキスト エディターの以下の画面で設定できる。
タブのサイズ: Tabコードを画面上でスペース何個分で表示するか。
インデントのサイズ: インデント1段を何個のスペースとするか。
「空白の挿入」がソフトタブ。これにチェックしておくと，Tabキーを打ったときに，「イン
デントのサイズ」個のスペースが入る。
タブの保持がハードタブ。
12

コーディングスタイル
インデントの可視化の設定をすると，タブとスペースの誤った混在とかに気づきやすくなる
。
VSの場合: 編集→詳細→スペースの表示
13
これで早速スクリーンショットを取ろうと思ってさきほどのソースにこの操作やってみたら
，言ってるそばから混在していて泣けました。

VSでの自動フォーマット
この手の，「タブコードとスペースの混在」とか，「気がついたらインデントがグチャグチ
ャになっていた」とかは，VSの場合，
全てを選択
編集→詳細→選択範囲のフォーマット
�という手順により自動フォーマットしてくれる。便利!
14

コーディングスタイル（続き）
中括弧 { } の位置
関数の開始・終了
forやifの開始・終了
中括弧の前後のスペース
小括弧 ( ) の前後のスペース
関数呼び出し
関数定義
forやif
15

コーディングスタイル（続き）
引数のカンマの前後のスペース
演算子の前後のスペース
セミコロンの前のスペース
16
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禁止事項
禁止事項
言語使用としては用意されたり許されているのだが，バグの元になるような仕様はあえて自
分で禁じる。
禁止事項の例
変数をいろんな用途に使いまわすこと禁止
goto禁止
グローバル変数禁止
長い行禁止
google-styleguideでは80文字以上禁止
{ } の省略禁止
17

exeファイルの直接実行
18

これまでに行なっていた実行方法
初回に配った資料「Visual Studio 2010 でのエディット，コンパイル，実行の仕方」では以
下のように書いていた。
実行するときは デバッグ→デバッグなしで開始
が，この方法だけしか知らないと，VSが無いと実行できないことになってしまう。
もちろん世の中のフリーソフトとかはそんなことないですよね。
19

Visual Studioを介さずに直接実行
ではVSを介さずに直接実行するにはどうするか:
直接実行その1: exeファイルをダブルクリックして実行する。
例えば，新規プロジェクトをデフォルト設定で作った場合（そしてソリューションフォルダ
も同時に作った場合），通常は以下の場所にファイルやフォルダができるはず。(Win7)
VS上から「新規→追加」で作ったソースコード:
ドキュメント\Visual Studio 2010\Projects\ソリューション名\プロジェクト名\ソー
スコードファイル名
ビルドしたときにできる「Debug」フォルダ:
ドキュメント\Visual Studio 2010\Projects\ソリューション名\Debug
exeファイル（実行ファイル）:
上記Debugフォルダ\プロジェクト名.exe
20

実行ファイルのできるフォルダと実行ファイル
21

直接実行
ダブルクリックするとこうなります。
22

直接実行(再)
スロー(0.1倍速)でもう1回
23

ダブルクリックでの直接実行
と，このようにスローで見たとしても一瞬で終わってしまいます。
ので，たとえ正しい結果が表示されていたとしても確認のしようがありません。
というわけで，ダブルクリックでの実行は，コンソールアプリケーションにはあまり向きま
せん。
一方，ウィンドウを表示するアプリケーションのときはダブルクリックでの実行でよいでし
ょう。
24
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コマンドプロンプトでの直接実行
直接実行その2: コマンドプロンプト(以下cmd)を立ち上げ，exeファイルのある場所に cd
(change directory)し，exeファイル名を打って実行する。
25

コマンドプロンプトでの直接実行
ちなみに，exeファイルを違うフォルダに移動させても，ちゃんと実行できます。
以下は C:\temp に移動させて実行してみた例。
ですので，そのPCに限らず他のPCでも実行できます。
26

exeファイルの直接実行まとめ
VSで編集・実行していると，「練習試合」的な感じがどうしてもしてしまいますが，ダブル
クリックで実行とか他のフォルダや他のPCでも実行できると「本番」って感じがして，いよ
いよアプリ作者になったぞって感じですよね。
cmdのはcygwin時代に戻っただけかも知れませんが…。
27

Visual Studio の「作業ディレクトリ」
28

作業ディレクトリ
Cで右図のようなソースを
考える。
このプログラムは data.txt
というファイルを読み出すよ
うになっているので，このファイルをどこかに置いてやらないと fopen() 関数がエラーにな
ってしまう。
どこに置けばよいのか?
VSでは，実行ファイルを実行するときのカレントディレクトリを「作業ディレクトリ」と呼
んでいて，ここを起点に実行ファイルが実行される。
ので，data.txt はそのディレクトリ（フォルダ）に置けばよい。
29
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  FILE *fp;
  fp = fopen("data.txt", "r");
  ...
}

作業ディレクトリはどこ?
作業ディレクトリの設定
プロジェクト → プロパティ → 構成プロパティ → デバッグ の中に「作業ディレクトリ」
デフォルトでは $(ProjectDir)，つまり .vcxproj が置いてあるフォルダ，ということにな
る。
30

作業ディレクトリの憂鬱
というわけでこの例の場合は data.txt は .vcxproj と同じフォルダに置けば，VSから実行
する分にはうまくいく。
しかし，デフォルトの設定だと，.vcxproj の場所と .exe の場所は同じではない。
ので，例え data.txt を .vcxproj と同じフォルダに置いたとしても，前述のような「
.exeファイルの直接実行」をやろうとしたら，やはりうまくいかない（そこにdata.txtが無
いので）。
ので，data.txt を .exe と同じ場所にもコピーして置く必要がある。
31

作業ディレクトリの憂鬱
とは言え，同じ内容のものを複数分散して置くのは良くないので，作業ディレクトリの設定
を $(OutDir) に変更しておくのが良い。
$(OutDir) というのは実行ファイルが生成される場所のこと。
こうすれば，data.txt を置く場所も一箇所で済むし，VS上からの実行も.exeの直接実行も同
じようにできる。
作業ディレクトリの件は，自作ソフトウェアのデプロイ（実際に使える状態にパッケージン
グしたり選別したりすること）時に混乱しやすいので注意。
32
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リダイレクション
33

はじめに
cmdからプログラムを実行できることはわかった。
ただ，
1000行表示されちゃうプログラムだと最初の方の表示が流れていってしまう。
画面ではなくファイルに出せばもちろん解決するが，「普段は画面の方が良いのだけど，あ
るときだけその表示をファイルに落としたい」ということもある。
また，10行入力を要求するようなプログラムだと実行するたびに毎回10行（しかも間違えず
に）入力するのが面倒すぎる。
34

出力リダイレクションと入力リダイレクション
こういうときに，出力リダイレクションと入力リダイレクションが使える。
リ・ダイレクションですから，どこに出力（どこから入力）するかという「方向を変えてや
る」わけですね。
35

出力リダイレクション
以下のような100行表示するプログラム。
これの出力をファイルにリダイレクトするには「>」を使う（実行ファイル名がsin.exeだと
して）。
画面には何も出て来ない。
その代わり，同じフォルダに sin.dat というファイルが生成される。
sin.dat の中身は，画面に出すはずだったものが入っている。
36
// sin.cpp: output sin wave (comma separated)
#include <iostream>
#include <math>
int main(void)
{
  for(int i=0; i<100; i++){
    std::cout << (double)i*0.1 << "," << sin((double)i*0.1) << std::endl;
  }
}
$ sin.exe > sin.dat

出力リダイレクション
出力リダイレクションする場合のリダイレクト先のファイル名の拡張子は何でも構わない。
あとでテキストエディタで簡単に開きたかったら .txt とか，
今みたいにcsv形式になっているなら .csv にしておけばダブルクリックしたときに Excel
が立ち上がってくれて便利だとか。
そういうことを考えて適当に。
37

入力リダイレクション
以下のような100個データの入力を要求するプログラム。
これの入力をファイルからリダイレクトするには「<」を使う（実行ファイル名が
input.exeだとして）。
data.dat の中身は，キーボードから打ち込む予定だったものを予め打ち込んでおく。（改行
も）
入力リダイレクションする場合も，リダイレクト元のファイルの拡張子は特に決まりがある
わけではない。
38
// input.cpp: input data 100 times
#include <iostream>
int main(void)
{
  int ary[100];
  for(int i=0; i<100; i++){
    std::cin >> ary[i];
  }
}
$ input.exe < data.dat

printfデバッグ
39

デバッグの必要性
プログラミングにおいて，作ったものが毎回必ず一撃でうまく動くとは限らない。
最後まで実行されるんだけど，結果が期待と違う。
そもそも最後まで実行されず，暴走したり，エラー表示のダイアログが開いたり，フリーズ
したりする。
40
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デバッグとは
そこで我々は，バグがどこにあるかをつきとめ，それを修正する。この行為をデバッグとい
う。
英語の「デ; de」というのは脱とか否定とかという意味なので，de-bug でバグ取りというこ
と。
バグを取るための行為だったら，何でもデバッグ。
紙に書いて考えてみる。
ソースコードにバグ取りのための追加分を挿入・改変する。
ソースコードには改変を加えずに，処理系で提供してくれているバグ取りのための仕組みを
使う。
41

デバッグ
ちなみに，Visual Studio には「デバッグ開始」という操作があります。
これのせいで，「デバッグする」を「実行する」とほぼ同義で使っている人を良くみます。
例）
坂本: 昨日のプログラム，ちょっともう一回動きを見せてくれない?
学生A: わかりました，じゃ今このPCでデバッグしますね。
坂本: いや昨日時点でのバージョンで良いので，動かしてみせてくれるだけでいいよ。
学生A: ですからデバッグしますよ（以下喧嘩）
42

デバッグ
これはまあこの学生Aさんが悪いというより，Visual Studio のメニュー構成が良くないので
仕方ないですが…みなさんは区別を付けて下さいね。
ちなみに，MacOS の Xcode という統合開発環境では，実行するときは下図のように「Run」
です。
Javaでの開発で良く使われるEclipseでも「Run」です。
43

デバッグの仕方その1: printfデバッグ
デバッグの仕方その1: printfデバッグ
文字通り，printf()関数をソースコードのそこらじゅうに仕込むことで，
実行が少なくともどこまでは行われて，どこからが行われないまま終わってしまうのか。
各変数の値の確認。
というのを実行時に確認する方法。
原始的なデバッグ法ではあるが，簡単ですぐにできる。
44

デバッグの仕方その1: printfデバッグ
言葉的にはprintfデバッグと言っているが，
C++でももちろん std::cout を使って同じことができるし，
Javaでももちろん System.out.printf() を使って同じことができる。
ただ，言葉的には「printfデバッグ」という言い方が通じやすいので，どんな言語のどんな
関数で出力する場合も，大抵「プリントエフデバッグ」と言ってしまうことが多いような気
がする。
45

printfデバッグ
printfデバッグの注意点
コンソールアプリケーションの場合(C言語)
コンソールアプリケーションでは実行時にコマンドプロンプトが開くので，printf()した結
果はそこに表示される。
ただし，printf()は実はバッファリングされてしまうのでデバッグには不向き。
バッファリング: printf()したものが一時的にためこまれること。printf("a");とかした場
合に，このaはすぐには画面に表示されず，それより後のprintf()の分とあわせて数文字～数
十文字たまったら初めてまとめて画面に表示される。
同じことはC++の std::cout にも言える。他の言語でも大抵バッファリングされる。
速さのため。画面に文字を出力するというのはコンピュータにとってはかなりきつい処理な
ので。
46

printf()のバッファリング
バッファリングされてしまう例
どこまでが実行されるのかを確かめるため，左図のように所々「DEBUG:  数値」という表示
を入れた。
実行してみた結果，暴走して止まったが，画面には
とだけ表示された。
000が表示されて001が表示されなかったのだから，バグは(1)にあると思える。
が，実はバグは(2)にあった。
これは，printf()がその出現位置で必ず表示されるわけじゃないから。
printfデバッグではこのことで無用にハマってしまうことが多い。
47
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  printf("DEBUG: 000\n");
  ...
  // (1)
  ...
  printf("DEBUG: 001\n");
  ...
  // (2) ここら辺で暴走する処理
  ...
  printf("DEBUG: 002\n");
  return 0;
}
DEBUG: 000

printf()ではなくfprintf()を使おう
バッファリングされない表示として，fprintf(stderr, ...) というのがあるので，デバッグ
用途ではこちらを使う方が良い。
stderr（スタンダードエラー）: 標準エラー出力
エラーメッセージなどの出力用。通常は画面。バッファリングされない。
stdout（スタンダードアウト）: 標準出力
通常出力用。通常は画面。バッファリングされる。
ふだん printf() で使っているのはこれ。
48
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fprintf(stderr, ...)はバッファリングされない
例
今度はバッファリングされないfprintf(stderr, ...)を使ったので，(2)で暴走する場合は
，以下のように表示されてから暴走する。
49
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  fprintf(stderr, "DEBUG: 000\n");
  ...
  // (1)
  ...
  fprintf(stderr, "DEBUG: 001\n");
  ...
  // (2) ここら辺で暴走する処理
  ...
  fprintf(stderr, "DEBUG: 002\n");
  return 0;
}
DEBUG: 000
DEBUG: 001

printf()ではなくfprintf()を使おう
ただし，stdout も stderr も，どちらも通常は画面に出てくるので，画面の見た目だけでは
どちらとして表示されたのかは区別が付かない。
例えば以下では
「dir /B」の出力は標準出力に出ていて，
「dir /Z」の出力は標準エラー出力に出ている。（エラーメッセージは大抵そう）
50

標準出力と標準エラー出力の混在
ということは以下のようなコードの場合，出力が混ざってしまう場合もある。
51
#include <stdio.h>
#define SIZE 100
int main(void)
{
  int ary[SIZE];
  ...
  for(int i=0; i<SIZE; i++){
    if (ary[i] < 0){
      fprintf(stderr, "Error: 要素は正でなければなりません。\n"); //　標準エラー出
力
    } else {
      printf("%d\n", ary[i]); // 標準出力
    }
  }
}

標準エラー出力のリダイレクション
こういうとき，実はリダイレクションには，標準出力と標準エラー出力を分けて別々に違う
ファイルに書き出す機能もある。
標準出力のリダイレクションは「>」，標準エラー出力のリダイレクションは「2>」。
標準出力→prog.dat，標準エラー出力→画面
標準出力→画面，標準エラー出力→progerr.dat
標準出力→prog.dat，標準エラー出力→progerr.dat
52
$ prog.exe > prog.dat
$ prog.exe 2> progerr.dat
$ prog.exe > prog.dat 2> progerr.dat

#ifdef でコンパイル範囲の限定化
なお，デバッグが完了して正常に動くようになったら，printfデバッグしていた箇所は全て
削除するかコメントアウトしなければならない。
それはそれで面倒だし，またその後でさらにバグに気づいたときまた挿入するのかよという
ことになる。
こういうときは，デバッグの時にだけ有効化したい部分を#ifdef ～ #endif で囲むという手
もある。
#define DEBUG を消すだけですべて無効化できる。
ただしごちゃごちゃして可読性は下がる。
53
#include <stdio.h>
#define DEBUG
int main(void)
{
#ifdef DEBUG
  fprintf(stderr, "DEBUG: 000\n");
#endif // DEBUG
  ...
#ifdef DEBUG
  fprintf(stderr, "DEBUG: 001\n");
#endif // DEBUG
  ...
#ifdef DEBUG
  fprintf(stderr, "DEBUG: 002\n");
#endif // DEBUG
  return 0;
}

C++の場合
C++の場合:
標準出力:��std::cout
標準エラー出力:�std::cerr
標準入力:��std::cin
その他の言語でも，この3種類を区別していることが多い。
54

printfデバッグの亜種
一方，コンソールアプリケーションではなくWindowsフォームアプリケーション（要はウィン
ドウが開くやつ）などは，そもそも標準出力も標準エラー出力も無い。
仮にprintf()とかやってもどこにも何も出てこない。
この場合，仕方ないのでファイルにprintfデバッグ情報を書き出すという手もあるが，もっ
と手軽に MessageBox() 関数を使うという手もある。
さらに一部の言語とIDEにはデバッグ表示用の仕組みがあるのでそれを使う手もある（VSでど
うやるかは後述）
55

デバッガによるデバッグ
56
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printfデバッグの問題点
printfデバッグは手軽だが，デメリットも多い。
ソースの可読性を損ねる。
printf()関数自体の使い方を間違う可能性（%sで出すべきところを%dにしてしまったり）。
副作用が無いとは限らない。printf()する際に変数を更新してしまったり等。
マルチスレッドを使うと変数の値の更新が期待通りにならず，そもそもprintfデバッグ自体
の意味があまりなくなる。
57

デバッグの仕方その2: デバッガによるデバッグ
VSのような統合開発環境(IDE)には，必ずデバッガ機能がついている。
以下のような機能を簡単にGUIなどで操れる。
プログラムの，任意の場所での一時停止。
一行ずつの実行や一関数ずつの実行。
一時停止やステップ実行させている際の，各変数の値を見る。
出力ウィンドウ。
まあデバッガと言ってもプログラマに代わって自動的にデバッグしてくれるわけじゃなくて
，デバッグ支援機能ということです。
58

デバッグメニュー
VSの場合デバッグ関係の機能は「デバッグ」プルダウンメニューの中に集められています。
デバッグの開始中か否かで表示は変わります。
59

ブレークポイント
一時停止: ブレークポイント
ソースエディタの左の灰色の部分でクリックすると，赤い●が置ける。これがブレークポイ
ント。
ブレークポイントを置いてから「デバッグ開始」すると，その行を評価する直前で一時停止
してくれる。
何個でも置ける。
60

変数の値を見る
一時停止すると黄色い→が現れて，現在どこを実行しようとしているかがわかる。
下のペインには，現在行と直前行で使われている変数の値が表示される。
ので，printfデバッグしなくてもここを見れば変数の中身がわかる。
見ての通り，C++はインスタンス変数も表示される。便利!
61

ステップ実行
ブレークポイントを置いた箇所からはステップ実行という少しずつ実行していくことが可能
。
ステップ実行は，具体的に3つの選択肢がある。
ステップイン (F11)
1行ずつ実行する。関数呼び出しを評価したら，関数の中にも入ってそこも1行ずつ実行する
。
ステップオーバー (F10)
1行ずつ実行する。関数呼び出しを評価したら，その関数はまとめて実行してしまい，関数の
中には入らない。
ステップアウト (Shift + F11)
今実行している関数外に出るまで（呼び出し元に戻るまで），関数の残りをまとめて実行し
てしまう。
62

ステップイン
先ほどのブレークポイントを置いたソースの例では右辺が関数呼び出しになっている。この
ブレークポイントから，3種類のステップ実行をするとどうなるか。
(i) ステップイン
kyori_from_genten()関数の中に入ったのがわかる。
63

ステップオーバー
(ii)ステップオーバー
kyori_from_genten()の中に入らずに次の行に矢印が移ったのがわかる。
kyori に値が入っているのが自動変数欄でわかる。
64
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ステップアウト
(iii)ステップアウト
これだけなぜか crtexe.c という謎のソースに制御が移っている。
これは C Runtime Libary のソースで，これが最初に動いて main() 関数を呼び出すという
もの。つまりは main() 関数を最後まで実行してその呼び出し元にうまく戻ったということ
。
65

続行とブレークポイント詳細
ステップ実行している最中に，ステップ実行は止めて再度一気に実行させたくなったら「続
行(F5)」。
ブレークポイントがさらにある場合はそこまで実行してくれる。
ブレークポイントで右クリックすると，そこで常に止まるのか，それとも条件しだいでは止
まらないのか，などを設定できる。
ループが1000回回るときに1000回もF11を押していられないので，「ループカウンタ ==
999になったらブレーク」という感じで終点付近で停止させる（それまでは普通に実行）とい
うのを実現できる。
66

出力ウィンドウ
以上の方法は非常に強力で重宝するが，リアルタイムなプログラムのデバッグには使いづら
い。
ゲーム
OpenCVなどでのリアルタイム画像処理
毎回状況が変わる
こういう場合は，VSの「出力ウィンドウ」に変数値を表示させるのが便利。
ウィンドウと言ってもVSの一ペイン。OutputDebugString(文字列)という関数で文字列をいつ
でも表示できる。
67

出力ウィンドウ
OutputDebugString()はVS専用技なので，他の処理系には応用できないが，便利なので覚えて
おいて損はない。
printfデバッグに似ているが:
printfデバッグは
VS無しで行える
出力すべきコンソール（コマンドプロンプト）が無いとお手上げ
等の特徴があったのに対して，
出力ウィンドウは
VSに依存
コンソールアプリ，フォームアプリ等どんなアプリでもOK。
68

出力ウィンドウの表示例
OutputDebugString()には文字列しか渡せないが，sprintf()等と併用すれば書式付きで表示
することもできる。
http://m
arupeke2
96.com/
DBG_No
3_Outpu
tDebugW
indow.ht
ml に良い
マクロあ
り。
右の動画
はそれを
使わせて
もらって
います。
69

assert()も仕込もう
assert(式)というマクロが#include<assert.h>で使えるようになる。
式が0のとき，プログラムが強制終了する。
そこで，「絶対にここにはこないはず」という部分にassert(0); というのを仕込んでおけば
，万一そこに到達したとしても強制終了させられる。
70
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
int main(void)
{
  int num;
  scanf("%d", &num);
  switch(num % 2){
    case 0: printf("e"); break;
    case 1: printf("o"); break;
    default: assert(0);
  }
}

DebugビルドとReleaseビルド
以上，VS付属デバッガの色々な機能を見てきた。
実はこれらの技は，自分のプロジェクトをDebugビルドでビルドしないと使えない。
Debugビルドは，デバッグに必要な情報を実行ファイルに沢山埋め込むことで，様々なデバッ
グを可能にするという形態のビルド方法。
逆に言えば，Debugビルドはあくまで開発中にのみ使うべきもので，完成品はReleaseビルド
でビルドし直す。
実行速度が全然変わることもある。
71

gcc では?
gcc みたいに，IDEが無い場合はどうするのか?
「gdb」という単体デバッガがある。ブレークポイント等を設定できる。
VSのDebugビルドに相当するものとして，gcc -g というオプションがあり，これで実行ファ
イルにデバッグ情報を埋め込む。
72
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パイプ
73

パイプ
標準出力と標準入力の話をしたので，ついでだからパイプの話もしよう。
プログラミングとは直接はそれほど関係ない。
が，標準入力や標準出力が使い勝手が悪いので何でもファイルに書き出す（fprintf()）プロ
グラムや何でもファイルから読み込む（fscanf()）を書こうと考えている人には，そうじゃ
なくて標準入出力を使うようなプログラムにしとくと後から応用利くよ，という啓蒙。
という意味でプログラミングと関係ある。
74

パイプ
パイプを使うと，あるコマンドの標準出力を，他のコマンドの標準入力につなげることがで
きる。
これにより，「ひとつのコマンドにいろんな機能を詰め込む」のではなく，「単機能のコマ
ンドをたくさんパイプでつないで」，所望の仕事を実現するようなことができる。
その方が応用が利く。
UNIX/Linuxのコマンドやツールはこの思想が徹底している。
75

パイプの形式
パイプの形式
パイプを作るには「¦」を使う。
コマンド1の標準出力とコマンド2の標準入力がつながる。あたかもそれらの間にパイプが設
置されたかのように。
さらにその後にまた「 ¦ コマンド3 」などと連結も可。
76
$ コマンド1 ¦ コマンド2
コマンド1
コマンド2

パイプの例（cmdでの例）
「type ファイル名」というコマンドは，ファイルの中身を標準出力に出す。
「sort」というコマンドは，標準入力から読み取ったものを行単位でソートして標準出力に
出す。
77
$ type foo.txt
maeda
sakamoto
inoue
maeda
ido

パイプの例
これらをパイプによりつなげると
まあこの例の場合は sort < foo.txt でも良いんですけど。
78
$ type foo.txt ¦ sort
ido
inoue
maeda
maeda
sakamoto

パイプの例
さらに例えば，これがUNIXなら，uniq（ユニーク）という「連続した同一行を１つにまとめ
る」というコマンドがあるので，
WindowsではCUIはあまり使わないかも知れませんが，パイプは知っていて損は無いです。
79
$ cat foo.txt ¦ sort ¦ uniq
ido
inoue
maeda
sakamoto

プロジェクトのテンプレ
80
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はじめに
VSは非常に便利ではあるのだが，色々な設定を自動的にしてくれる代償として，ソリューシ
ョンやプロジェクトを毎回作らないといけないという面倒くささがある。
講義では特に面倒くさい。
ライブラリプログラミングでも面倒くさい。前回やったような，プロジェクトのプロパティ
で，追加のインクルードディレクトリとか追加のライブラリディレクトリとかいちいち毎回
設定しなければいけない。
ので，正直私はこのパワポに載せるコードの検証は大半はLinux+gccでやってます。
81

プロジェクトのテンプレ（ひな形）
そこで，自分用の，「プロジェクトのテンプレ」を用意しておくという手がある。
新たなプログラムを作るときは，エクスプローラでそのフォルダをコピーし，VS上でプロジ
ェクト名を変えるだけで良い。
ライブラリプログラミングでも，必要な設定がしてあってポータブルになっているフォルダ
なら，そのフォルダをコピーするだけで新たな別プロジェクトを起こせる。
82

プロジェクトのテンプレを作ろう
例えば，新規プロジェクトで，
プロジェクト名: template
ソリューションディレクトリも作る
ソースファイルを追加: main.cpp
というところまでをやると，以下のようになる。
83

プロジェクトのテンプレを作ろう
ここまでやってVSを閉じる。
あるいは，他に必要な設定（例えば前述の「作業ディレクトリ」の設定をここでしといちゃ
うと便利）があればそれもしといてからVSを閉じる。
（VSのデフォルト設定通りなら）これでそのソリューションフォルダ「template」が，マイ
ドキュメント\Visual Studio 2010\Projects の下にできている。
84

プロジェクトのテンプレを作ろう
このソリューションフォルダ「template」を毎回コピーして...
その中の template.sln かもしくは template.vcxproj を開いて，
85

プロジェクトのテンプレを作ろう
ソリューション名やプロジェクト名をVS上から変えてやる。（これは面倒ならやらなくても
構わない）
86

プロジェクトのテンプレの意義
こうすることで，新規プロジェクトを毎回作るよりは少しは楽になる。
ライブラリプログラミングも，よく使うライブラリの場合は例えば「OpenCVの設定が済んで
いてかつポータブルになっている」というフォルダを作っておけば，何度でも使いまわせる
。
「strcpy()の使い方ってどうだったっけ?」とか単純のテストをしたいだけに新規プロジェク
トを作るのはやっぱり面倒なので，こういうやり方もあるという紹介でした。
87

まっとうなプロジェクト形態
ただし，VS上からソリューション名＆プロジェクト名を変えても，もとの template という
名前が一部のファイルや設定には残ってしまう。
やはりまっとうな方法ではないので，まじめなプロジェクトではやはり新規プロジェクトか
らやってください。
この講義のような形態の場合は，
ソリューション名: 応用プログラミング
演習II
プロジェクト名: 各課題の課題番号
というような構成が一番まっとうだと思い
ます。
88

11



応用プログラム言語II / 演習II #09 様々な実践テクニック集
複数プロジェクトがあるときに
選択したプロジェクトを実行する設定
なお，そういう構成の場合はソリューションのプロパティの「スタートアップ プロジェクト
」で「現在の選択」をチェックしておく必要があります。
89

今日の課題
課題1: 以前OOPのシリーズで各自で作ったプログラムで，VSのデバッガ機能を使って
ステップ実行
変数の値の参照
などをやってみて下さい。
課題2: その他，今日の話題で便利だと思ったことを試してみて下さい。
今日は提出物は無しです。
90

今週の落穂拾い
使える話題を色々まとめていたらスライドが90枚を超えてしまいました(笑)。
これらの話題は卒業研究でプログラミングをするときなどにも頻出する実際的な話題です。
将来適宜思い出して頂けたら幸いです。
91
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