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プログラム理論と言語 

有村担当分「まとめ演習」（ 終担当回） 
有村 博紀 

 
授業の評価について．前半と後半を合わせて期末試験を実施します．実施の日時と方法については，

授業中に説明があります．有村担当部分に関しては，授業で配布のスライドコピーおよび演習プリン

トに関連する内容から，出題を予定しています． 
以下の「まとめ演習」に，授業の内容（導入部分と，有村担当分の手続き型言語と関数型言語）に

ついてまとめていますので，試験勉強の参考にしてください．大問の番号の後に（＊）がついたもの

は，発展問題またはオプション問題です． 
 
1. あなたは，どんなプログラムがよいプログラムだと思うか，その基準を 3 つ以上与えよ．各基準につ

いて，その理由や例を与えること． 
 
2. 低級言語と高級言語の比較に関する以下の表において，次の問いに答えよ． 

(1) 表の（ア）から（エ）の欄には，次の(A)〜(D)の文のどれが入るか？ 
(A) 人間にとって理解することが困難 
(B) 人間に理解しやすい 
(C) 汎用性を高めた手続きで記述をするために、無駄な手続きを含む 
(D) 無駄な手続きがないため高速に動作する 

(2) 表の（オ）と（カ）の欄に，次のプログラミング言語名の番号を二つに分けて入れよ． 
(E) C 言語，(F) 機械語，（G）アセンブラ，（H）Java，（I）Python 

 
 

利点 欠点 言語の例 

高級言語 (ア)  （ウ） （オ） 

低級言語 (イ)  （エ） （カ） 

 
3. インタプリタ言語とコンパイラ言語の比較に関する以下の表において，次の問いに答えよ． 

(1) 表の（ア）から（カ）の欄には，次の(A)〜(F)の文の一つずつが入る．どれが入るか(A)〜(F)の
記号で表を埋めよ． 

(A) プログラムの実行時にプログラムを解釈し，CPU で実行する． 
(B) プログラムの実行前にプログラムを読んであらかじめ CPU の命令列（手続き）に変換し，



実行時には命令列を直接実行する． 
(C) プログラムの修正と動作確認の手続きが容易なこと． 
(D) あらかじめ CPU への操作に読み替えられているので高速に動作する．あらかじめ、ある

程度のプログラムのチェックが可能なこと． 
(E) 逐次的に CPU への操作に読み替えるために実行が遅いことと，間違えたプログラムのチ

ェックが実行時にしか行えないこと． 
(F) プログラムの修正と動作確認の手続きが煩雑なこと． 

(2) （発展）Java 言語は，インタプリタ言語とコンパイラ言語のどちらだと思うか．理由をあげて，

答えよ． 
 

 
実行の仕方 利点 欠点 言語の例 

インタプリタ

型言語 
(ア)  （ウ） 

 
（オ） 
  

（インタプリタ

型 の ） LISP ，

Python, Ruby 

コンパイラ型

言語 
(イ)  （エ） 

  
（カ） 
  

C 言語，C＋＋言

語  

 
4. 手続き型言語に関して，次の問いに答えよ． 

(1) 手続き型言語の特徴（主要な概念）を 3 つあげよ． 
(2) 次にあげる手続き型言語の構成要素のうち，構造化プログラミングに関係ないものを一つ選べ． 
(3) 手続き型言語におけるプログラミングにおいて，構造化プログラミングにはどのような利点が

あるか？ 簡単に説明せよ． 

5. （手続き型言語）次の問いに答えよ．次に示す語句（a）〜（m）から適切なものを一つずつ選んで，

以下の文（1）と（2）の【1】〜【6】内に当てはめよ． 
(1) 変数の出現に関して，その左辺値（L-value）は変数の【1】を表し，右辺値（R-value）は

(a) 代入文と複文（文の合成） 
(b) 条件文（IF 文, IF-THEN 文, IF-THEN-ELSE 文） 
(c) CASE 文（SWITCH 文） 
(d) GOTO 文 
(e) くり返し文（FOR 文，WHILE 文，DO-UNTIL 文） 
(f) 手続き宣言と手続き呼び出し 
 



変数の【2】を表す． 
語句：（a）性質，（b）値そのもの，（c）場所（番地），（d）メモリ使用量 

(2) 次の C 言語で書かれたプログラムの 2 行目の代入式「x = y」において，変数 x は【3】と

して出現しており，変数 y は【4】として出現している． 
語句：（e）右辺値（R-value），（f）未定義値（g）左辺値（L-value），（h）中間値（M-value） 

 
(3) 手続き呼び出し（関数呼び出し）において，値による手続き呼び出し（call by value）で

は，引数として手続きに変数の【5】を渡す．これに対して，参照による手続き呼び出し（call 
by reference）では，引数として手続きに，変数の【6】を渡す． 
語句：（i）返り値，（j）場所，（k）参照カウンタ，（m）値 

 
回答【1】   【2】   【3】   【4】   【5】   【6】 

 
6. （関数型言語）関数型言語に関して，次の問いに答えよ． 

(1) 関数型言語とはどのような言語か？ 簡単に説明せよ． 
(2) 関数型言語の利点と欠点について，それぞれ 1 つ以上のべよ． 

 
7. （関数型言語）非負整数 n≥0を与えると nの階乗を返すプログラム fact に関して次の問いに答えよ．

（ヒント：易しいので心配な人はプログラムを一度手が書いてみましょう） 
(1) fact の再帰的関数によるプログラムをかけ．（プリントそのまま書き写して良い） 
(2) fact(5)の実行過程を示せ.（備考：簡約手法はなんでも良い．） 

 
8. （関数型言語）非負整数 m, n≥0 の 大公約数 gcd(m, n)を求めるプログラム gcd について次の問い

に答えよ． 
(1) 非負整数 m, n≥0 の 大公約数とは何か？ 簡単に説明せよ． 
(2) プログラム gcd(m,n)を与えよ． 
(3) gcd(64,28)プログラムの実行過程を値呼び、名前呼びの二つの簡約手法で示せ。 

 
9. （関数型言語*）適用な関数型言語を選んでリスト処理を行うプログラムを書くことを考える．この

とき，次の問いに答えよ．なお選んだ言語を書くこと（授業のスライドの言語でも，自然言語の疑似

コードでも良い） 
(1) 整数を要素にもつリスト X を受け取り，その要素の総和を返すプログラム listSum(X)を書け． 
(2) リスト X とリスト Y を連結したリストを返すプログラム append(X, Y)を書け． 
(3) 上記の append(X, Y)を用いて，与えられたリスト L を反転したリストを返すプログラム

reverse(L)を書け． 
(4) 上記のアルゴリズム append(X, Y)の計算ステップ数（時間計算量）を入力リストの長さ n のオ

int x, y = 5;  
x = y;  
  



ーダーで与えよ． 
(5) 計算ステップ数が O(n)であるようなリストの反転プログラム reversefast(L)を書け．どのよう

にすれば良いか？（ヒント：2 引数の補助関数 reverse1 を作って，これを呼び出して使う．）使

用するプログラミング言語は何でも良い（例えば，Haskel や scala 等の言語）．ただしリスト

（連結リスト）の操作には次の演算子だけを使い，言語の組込み手続きの append や reverse を

使ってはいけない． 

 

10. （関数型言語*）適用な関数型言語を選んで，与えられた自然数（0 以上の整数）に 1 を足した値を

返す関数 succ(X)だけを用いて，再帰的定義を用いて次のプログラムを書け． ただし，加算+と，乗

算*，べき乗算^等の言語の組込み演算は使ってはいけない．条件文（if-then-else）は用いて良い． 
(1) 自然数 X と Y を受け取り，その和 X+Y を計算するプログラム plus(X, Y)． 
(2) 自然数 X と Y を受け取り，その積 X*Y を計算するプログラム times(X, Y)．ただし，(1)で書い

た plus(X, Y)を用いること． 
(3) 自然数 X と Y を受け取り，X の Y 乗（XY）を計算するプログラム power(X, Y)．ただし，(2)で

書いた times(X, Y)を用いること． 
 

11. （発展・オプション*）授業で学んだ以下のトピックについて一つ選び，簡単に説明せよ． 
(1) （手続き型言語）計算機における手続き呼び出しの実現方法 
(2) （関数型言語）末尾 適化 
(3) （関数型言語）手続き型言語における名前呼びと参照呼び 
(4) （プログラミング言語の歴史）仮想機械を用いたプログラミング言語（どのようなものか説明

し，その例をあげよ．） 
(5) （関数型言語）関数型言語の特徴として副作用がないことがあるが，それはなぜ良いのか？ 
(6) （自由題）手続き型言語と関数型言語のいずれか（または両方）に関連するトピックを一つ選

び，400 字以内で説明せよ．図やプログラム例を使っても良い（これらは字数制限には含めな

くて良い．） 
 

連結リストの演算子 
（i） 空リスト[ ] （または Nil, None など） 
（ii） 構成子::によるリストの構築．任意の要素 X とリスト Y に対して，X::Y で先

頭要素(CAR)が X で，リストの残りの部分(CDR)が Y であるようなリスト

を表す．  
（iii） パターン照合によるリストの分解．与えられたリスト L に対して，それが空

リスト[ ]でなければ，パターン照合 L = X::Y によって先頭部分 X と残りの

部分 Y を取り出せる． 
（iv） 記法(ii)は，条件文やケース文でも利用可能であるとする（Haskell や scala

に例があります）． 


