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以下のプログラムを実装し，学年と所属，学籍番号，氏名を明記した用紙に実行結果とソースコー

ドを印刷して提出すること．

問題 1 整数を格納するリスト構造を書け．そのとき，以下の操作を指定された計算量で実装すること．

ここで nはリストの要素数である．

• addFirst(L, i): リスト Lの先頭に整数 iをもつ要素を O(1)時間で追加する．

• search(L, i): 整数 iがリスト L上にある場合は 1を，ない場合は 0を O(n)時間で返す．

• delete(L, i): 整数 iを持つすべての要素をリスト Lから O(n)時間で削除する．

• print(L): リスト Lの要素を先頭から順にすべて表示する．

完成したプログラムを用いて，空のリスト L1に addFirst(L1, 3), addFirst(L1, 2), addFirst(L1, 1) を

実行し，実行結果（print(L1)の結果）を示せ．次に，空のリスト L2に addFirst(L2, 5), addFirst(L2, 3),

addFirst(L2, 5), addFirst(L2, 6), addFirst(L2, 5), print(L2) を実行し，実行結果（print(L2)の結果）を

示せ．

ソースコード 1 リスト

1 #include<stdio.h>

2 #include<stdlib.h>

3

4 typedef struct cell {
5 int elem;

6 struct cell ∗next;
7 }cell;
8

9 typedef struct list {
10 cell ∗head;
11 }list;
12

13 /∗ リストを生成する関数 ∗/
14 list∗ create() {
15 list ∗L = (list ∗)malloc(sizeof(list));

16 L−>head = (cell ∗)malloc(sizeof(cell));

/∗ ダミーセル ∗/
17 L−>head−>next = NULL;

18 L−>head−>elem = −1;

19 return L;

20 }
21

22 /∗ リストの先頭に要素を追加する関数 ∗/
23 void addFirst(list ∗L, int elem) {
24 cell ∗add = (cell ∗)malloc(sizeof(cell));

25 add−>elem = elem;

26 add−>next = L−>head−>next;

27 L−>head−>next = add;

28 }
29

30 /∗ リスト内を探索して
elemが含まれるか探す関数 ∗/

31 int search(list ∗L, int elem) {
32 cell ∗ptr = L−>head−>next; /∗ ダミーセ

ルをスキップする ∗/
33 while(ptr != NULL){
34 if(ptr−>elem == elem) {
35 return 1;

36 }
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37 ptr = ptr−>next;

38 }
39 return 0;

40 }
41

42

43 /∗ リストの中身の表示する関数 ∗/
44 void print(list ∗L) {
45 cell ∗ptr = L−>head−>next; /∗ ダミーセ

ルをスキップする ∗/
46 while(ptr != NULL) {
47 printf("%d␣", ptr−>elem);

48 ptr = ptr−>next;

49 }
50 printf("\n");

51 }

52

53 int main() {
54 /∗ 第 1の入力の処理 ∗/
55 list ∗L1 = create();

56 addFirst(L1, 3);

57 addFirst(L1, 2);

58 addFirst(L1, 1);

59 print(L1);

60

61 /∗ 第 2の入力の処理 ∗/
62 list ∗L2 = create();

63 /∗ ここに入力を与えるコードを書く ∗/
64 print(L2);

65 return 0;

66 }

問題 2 整数を格納するスタック構造を書け．そのとき，以下の操作を指定された計算量で実装するこ

と．ここで nはスタックの要素数である．

• push(S, i): スタック S の先頭に整数 iをもつ要素を O(1)時間で追加する．

• pop(S): スタック S の先頭の要素を O(1)時間で削除する．

• top(S): スタック S の先頭の要素を O(1)時間で返す．

• print(S): スタック S の要素を先頭から順にすべて表示する．

完成したプログラムを用いて，空のスタック S に push(S, 5), push(S, 3), push(S, 6), pop(S),

push(S, 3), push(S, 7), pop(S), print(S) を実行し実行結果（print(S)の結果）を示せ．

問題 3 整数を格納するキュー構造を書け．そのとき，以下の操作を指定された計算量で実装すること．

ここで nはキューの要素数である．

• enqueue(Q, i): キュー Qの末尾に整数 iをもつ要素を O(1)時間で追加する．

• dequeue(Q): キュー Qの先頭の要素を O(1)時間で削除する．

• top(Q): キュー Qの先頭の要素を O(1)時間で返す．

• print(Q): キュー Qの要素を先頭から順にすべて表示する．

完成したプログラムを用いて，空のキュー Q に enqueue(Q, 5), enqueue(Q, 3), enqueue(Q, 6),

dequeue(Q), enqueue(Q, 3), enqueue(Q, 7), dequeue(Q), print(Q) を実行し実行結果（print(Q) の

結果）を示せ．

問題 4（*） 文字列として入力された数式（例. (1 + 2) ∗ (3 + 4)）を計算するプログラムを書くのは，

括弧や演算子の優先順位を考慮する必要があるため容易ではない．そこで，演算子を被演算子の後に書

く逆ポーランド記法というものが存在する．例えば (1 + 2) ∗ (3 + 4)は 12 + 34 + ∗と記述される．逆
ポーランド記法で書かれた整数と四則演算からなる任意の数式を受け取り，計算結果を表示するプログ

ラムを書け．（ヒント: スタック構造を用いる．）

完成したプログラムに，10␣3␣*␣7␣*␣12␣/␣9␣3␣/␣2␣5␣-␣*␣+を入力し，実行結果を示せ．入力例
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の␣は空白を意味する．

図 1 数式 (A+ B) ∗ (C − (D/E))を表現する木構造．帰りがけ順で出力すると逆ポーランド記法

AB + CDE/− ∗になる．

問題 5（*） 問題 1 のリスト構造を改良し，ポインタ型 struct cell *で要素の「位置」を表し，指定

した位置への要素の挿入/削除を可能にせよ．完成したソースコードを提出せよ．（ヒント: 位置 q は

q->nextのセルの場所を示すものとする．）
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