
講義「アルゴリズムとデータ構造」

第1回 ガイダンス

大学院情報科学研究院 情報理工学部門
情報知識ネットワーク研究室

喜田拓也

2019/5/21講義資料



今日の内容

事務連絡等

今年度の授業計画

出席・試験・成績について

「アルゴリズムとデータ構造」について

アルゴリズムとは何か

データ構造とは何か

アルゴリズムの簡単な例（ユークリッド互除法）

計算のモデルについて
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今年度の授業計画

回 日付 曜日 時間 担当者 内容

1 2019年4月4日 木曜日 2 喜田ガイダンス

2 2019年4月9日 火曜日 4 喜田アルゴリズムと計算量

3 2019年4月11日 木曜日 2 有村 基本的なデータ構造(1) リスト・スタック・キュー

4 2019年4月16日 火曜日 4 有村 基本的なデータ構造(2) ヒープ

5 2019年4月18日 木曜日 2 有村 基本的なデータ構造(3) 再帰アルゴリズム

6 2019年4月23日 火曜日 4 喜田探索のためのデータ構造(1) 二分探索木・AVL木

7 2019年4月25日 木曜日 2 喜田探索のためのデータ構造(2) 木の巡回

2019年4月30日 火曜日 祝日

2019年5月2日 木曜日 祝日

8 2019年5月7日 火曜日 4 有村 探索のためのデータ構造(3) 最適二分探索木

9 2019年5月9日 木曜日 2 有村 探索のためのデータ構造(4) ハッシュ

10 2019年5月14日 火曜日 4 喜田整列のアルゴリズム（１）

11 2019年5月16日 木曜日 2 喜田整列のアルゴリズム（２）

12 2019年5月21日 火曜日 4 喜田グラフとネットワークのアルゴリズム（１）

13 2019年5月23日 木曜日 2 喜田グラフとネットワークのアルゴリズム（２）

14 2019年5月28日 火曜日 4 有村 アルゴリズム関連の最近の話題

15 2019年5月30日 木曜日 2 有村 アルゴリズム関連の最近の話題（予備）

16 2019年6月4日 火曜日 4 有村・喜田 試験



出席・試験・成績について

出席

毎回出席簿を付けます

欠席する場合は欠席届を提出してください

様式は工学部学生便覧の最終ページにあります

欠席届の無い場合は無断欠席とみなします

試験

科目最終回（１６回目）に行う予定です

持ち込みは不可です

成績

シラバスの通りです
（授業への参加態度10％，レポート20％，学期末試験70％）
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なぜ「アルゴリズムとデータ構造」を学ぶのか？

効率的なプログラムを作成できるようになるため

効率的とは

• 計算時間が短い

• メモリ使用量が少ない

メリット

• アルゴリズムは全てのプログラム言語で役に立つ

• 情報理工学系大学院の入試に出題される科目

• IT関連に就職する人には常識とされる

• パズルに強くなる
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効率的なプログラムが作れると・・・

ワトソン君
• IBMリサーチ (2011/02/16)
• クイズ番組で人間に勝利！
• 100万冊の本を読んで回答
• 人工知能と自然言語，

アルゴリズム，検索の技術で

From http://www-
06.ibm.com/ibm/jp/lead/ideasfromibm/watson/

米国の人気クイズ番組「ジョパディ！」のワトソン君
クイズ王に挑戦中

AlphaGo
• Google DeepMindが開発した

コンピュータ囲碁プログラム
• 2015年10月にプロ囲碁棋士を

ハンディなしで破った
• 2017年5月には世界トップ棋士

である柯潔（コ・ジェ）に勝利
• DNNとモンテカルロ木探索
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アルゴリズムとは何か



アルゴリズムとは

計算問題を解くための機械的に実行可能な手続き

最大公約数を求める問題（GCD）

入力： 正整数𝑎𝑎0, 𝑎𝑎1
出力： 𝑎𝑎0と𝑎𝑎1の最大公約数

入力例： (𝑎𝑎0,𝑎𝑎1) = (28,12), (987654321, 123456789)

部分和問題（SUBSET-SUM）

入力： 𝑛𝑛 + 1個の正整数𝑎𝑎0,𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛−1, 𝑏𝑏
出力： 𝑏𝑏 = ∑𝑗𝑗∈𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑗𝑗 となる 𝑆𝑆 ⊆ 0,1, … ,𝑛𝑛 − 1

が存在したら yes，存在しなかったら no

入力例： 𝑎𝑎0,𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,𝑎𝑎4,𝑎𝑎5, 𝑏𝑏 = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60
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アル・フワリズミ （Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī ）

紀元780-850
古代バグダットの数学者 兼，
哲学者，地理学者

著書「アラビア数字の計算法」を執筆

アルゴリズムという用語は，
アル・フワリズミの名前にちなんでつけられた

アルゴリズム
＝「ある数を求めるための定められた計算の手順」

photo: http://ja.wikipedia.org/wiki/, 
"Muhammad ibn Musa Al-hwarizmi"
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アルゴリズムをどう表現する？

1. 自然言語（日本語など）の文章による表現
「𝑛𝑛が𝑎𝑎0と𝑎𝑎1を共に割り切るかを，𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1から始めて一つずつ
小さな値𝑛𝑛に対してチェックし，初めて割り切る値𝑛𝑛を出力する」
長： 特別に知識を必要としない
短： 厳密に書くのが困難．制御構造を表現しにくい

2. プログラミング言語（C言語など）による表現

for(n=a1; n>0; n--)
if(a0%n=0 && a1%n=0) return n;

長： 厳密に書ける．制御構造を表現しやすい
短： 記述言語の知識が必要

3. フローチャートによる表現 (右図)
長： 制御構造を理解し易い
短： 読みにくい．あまり複雑な構造には適さない 終了

𝑛𝑛 ← 𝑎𝑎0

𝑎𝑎0と𝑎𝑎1が
共に𝑛𝑛で割り

切れる

nを出力

yes

no

開始

10

𝑛𝑛 ← 𝑛𝑛 − 1



アルゴリズムの擬似コードによる表現

4. プログラミング言語っぽく書きつつ，
数学の記法や自然言語での記述を許す

𝑛𝑛 ← min(𝑎𝑎, 𝑏𝑏)
loop

if 𝑎𝑎と𝑏𝑏が共に𝑛𝑛で割り切れる then
return 𝑛𝑛

end if
𝑛𝑛 ← 𝑛𝑛 − 1

end loop

長： 読みやすい，制御構造を表現しやすい

短： 制御構造記述の知識が少し必要

無限に繰り返す

𝑛𝑛の値を返してこの手続きから抜ける
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プログラム言語の歴史を振り返ると・・・

古代※[1940s-1950s]： 機械語, アセンブラ

中世[1960s]： FORTRAN, LISP, ALGOL（PASCAL）
近世[1970s]： C言語

近代[1980s]： C++, Objective C, SmallTalk
現代[1990s-]： Java（Scala）, Perl, Python, Ruby, etc... 

データ構造が組み込まれていまぁす！

※ 歴史区分は喜田が勝手につけたものなので真に受けないでください 12

さて，ここでクイズです．
新しいプログラム言語はどこが違うでしょうか？



データ構造とは何か



データ構造とは
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計算のために，記憶領域に効率良くデータを格納する

ための配置法

[Niklaus Wirth, 1975]
アルゴリズム ＋ データ構造 ＝ プログラム

※ 片山卓也 訳．新訳は「アルゴリズムとデータ構造」，浦昭二，国府方久史．

データ構造を用いる利点：

• うまく設計すれば，計算時間と記憶領域を効率化できる

• 仕様（仕事）と実装（プログラム）を分けて考えられる（抽象化）

• モジュール化することで誰もが使える（ライブラリ化）



授業で学ぶデータ構造の範囲
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機械語のデータ
レジスタ値とその番地

基本データ型
char, int, large int, double, 

構造データ型
配列（array），構造体（struct）

基本的データ構造
リスト（linked list），スタック（stack），
待ち行列（queue）

先進的データ構造
二分探索木（binary search tree），
平衡探索木（balanced search tree），
ハッシュ表（hash table）

昔の言語（C, Pascal）も
持っている型

型がない

最近の言語（C++, 
Java, etc.）が持つ
ライブラリ

「アルゴリズムとデータ構造」
で学ぶ範囲

「プログラミング」で学ぶ範囲



データ構造がわかると，こういう質問にも答えられます

Q. 「vectorとlistはど

のように使い分けれ
ばよいですか？」

Q. 「list と，stackと
queueはどうちがうの
ですか？」
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アルゴリズムの具体的な例
（ユークリッド互除法）



ユークリッド（Euclid, Εὐκλείδης [Greek]）

紀元前300 生まれ

アレキサンドリアの数学者

ユークリッドの「幾何学原論」（Elements）は，
歴史に残る数学の名著

後世に大きな影響を与えた
http://en.wikipedia.org/wiki/Euclid

エジプト中部のオクシュリュンコスで発見された
『原論』の断片（第2巻の命題5）

紀元100年頃（http://en.wikipedia.org/wiki/Euclid）

The frontispiece of Sir Henry 
Billingsley's first English version 
of Euclid's Elements, 1570

1巻: 平面図形の性質

2巻: 面積の変形（幾何的代数）

3巻: 円の性質

4巻: 円に内接・外接する多角形

5巻: 比例論

6巻: 比例論の図形への応用

7巻: 数論

8巻: 数論

9巻: 数論

10巻: 無理量論

11巻: 立体図形

12巻: 面積・体積

13巻: 正多面体

「原論」全１３巻の内容
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計算問題：二つの正数の最大公約数を求めよ

まずは，手計算で２４と３６の最大公約数を求めてみよう！

次に，最大公約数を求めるアルゴリズムを書いてみよう！

最大公約数（greatest common divisor, GCD）問題

入力: 2個の正整数 𝑋𝑋, 𝑌𝑌
出力: 𝑋𝑋と𝑌𝑌の最大公約数［𝑋𝑋と𝑌𝑌の両方の約数のうちで

最大のもの］

19



素朴な方法 （Naïveアルゴリズム）

𝑛𝑛 ← min 𝑋𝑋,𝑌𝑌
loop
if 𝑋𝑋と𝑌𝑌が共に𝑛𝑛で割り切れる then
return 𝑛𝑛

end if
𝑛𝑛 ← 𝑛𝑛 − 1

end loop
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ユークリッドの互除法

「明示的に記述された最古のアルゴリズムとしても知られ、
紀元前300年頃に記されたユークリッドの『原論』第 7 巻、
命題 1 から 3 がそれである」 [https://ja.wikipedia.org/wiki/ユークリッドの互除法]

入力： 二つの非負整数 𝑋𝑋, 𝑌𝑌 (𝑋𝑋 ≥ 𝑌𝑌)
出力： 𝑋𝑋 と 𝑌𝑌 の最大公約数
手順：

1. 𝑎𝑎 = 𝑋𝑋, 𝑏𝑏 = 𝑌𝑌 とする

2. 𝑏𝑏 = 0 なら，𝑎𝑎 を出力して終了する

3. 𝑎𝑎 を 𝑏𝑏 で割った余りを新たな 𝑏𝑏 とし，
更に元の 𝑏𝑏 を新たに 𝑎𝑎 として ステップ2. に戻る
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ユークリッドの互除法の擬似コード

𝑎𝑎 ← 𝑋𝑋, 𝑏𝑏 ← 𝑌𝑌
loop
if 𝑏𝑏 = 0 then
return 𝑎𝑎

end if
𝑟𝑟 ← 𝑎𝑎 を 𝑏𝑏 で割った余り
𝑎𝑎 ← 𝑏𝑏, 𝑏𝑏 ← 𝑟𝑟

end loop
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どっちのアルゴリズムの方が効率的？

自然数𝑋𝑋, 𝑌𝑌（𝑋𝑋 ≥ 𝑌𝑌）の最大公約数を求めるアルゴリズム

単純なアルゴリズム と ユークリッドの互除法

ではどちらの方が効率的なアルゴリズムなのか？

それを調べるときに，用いるマシンやプログラミング言語
が異なると，結果が変わってくる！

どのような計算モデルを用いて，どのように評価するのか
をはっきりさせる必要がある
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計算のモデルについて



計算モデル１ チューリング機械
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1936年にAlan Turingが提案した計算モデル

計算量理論の土台となっている

制御部は，テープヘッドの位置するマス目の文字を読み込んだり，異なる文字
に書き換えたりすることができる．また，制御部には現在の状態（𝑞𝑞 ∈ 𝐾𝐾）が記憶
されている

テープヘッドが指すマスの文字と制御部の状態で次の動作が決まる

１回の動作は次の３つからなる

１． テープヘッドが位置するマス目の文字を書き換える

２． テープヘッドを左右に１マス以下動かす

３． 制御部の状態を新しい状態に書き換える

Σ: 文字集合（有限個のシンボル）
𝐾𝐾: 有限個の状態

テープヘッド

制御部 （状態𝑞𝑞）

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1テープ



計算モデル２ ランダムアクセス機械
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入力テープ

出力テープ

プログラム

制御カウンタ 累算器

記憶
レジスタ

(四則演算・ジャンプ命令など可能)

ランダムアクセス記憶を持つ逐次実行型の計算モデル
計算能力はチューリング機械と同等
RAM（Random Access Machine）モデルと呼ばれる

• 任意の大きさの整数を格納できるレジスタを持つ

• レジスタの個数に限りはない（無限個存在する）

• 任意のレジスタに1ステップでアクセス可能
普通のメモリ
＝配列みたいなもの

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

制御部

テープヘッド

テープヘッド



今日のまとめ
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アルゴリズムとは，
計算問題を解くための機械的に実行可能な手続き

データ構造とは，

計算のために記憶領域に効率良くデータを格納する
ための配置法

アルゴリズムの具体例
GCD問題に対する，Naïve法とユークリッド互除法

計算のモデルについて
チューリング機械とRAMモデル



付録



チューリング賞をご存知ですか？

現代計算機の産みの親であるアラン・チューリング
の功績を称えて，1966年に米コンピューター学会
（ACM）が設定した賞

近年の受賞者
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2010 Leslie G. Valiant 計算論的学習理論に関する研究とコンピュータ科学のより幅広
い理論への貢献

2011 Judea Pearl 確率的および因果的推論の算法を発展させることで，人工知能
に基礎的貢献をした

2012 Silvio Micali, Shafi Goldwasser 暗号理論、計算複雑性理論への貢献、ゼロ知識証明の発明

2013 Leslie Lamport 分散／並列システムの理論と実践への貢献

2014 Michael Stonebraker データベースシステム分野の基礎構築に貢献

2015 Martin E. Hellman, B. Whitfield Diffie 公開鍵暗号に関する業績と暗号を学問分野にまで高めた功績

2016 Timothy J. Berners-Lee WWW（HTTPとHTML）の発明

2017 John L. Hennessy, David A. Patterson RISCの開発

2018 Yoshua Bengio, Geoffrey E. Hinton, Yann LeCun 深層学習の研究により人工知能分野の発展に貢献

Alan M. Turing
[1912-1954]
イギリス



ゲーデル賞は？

理論計算機科学分野で優れた功績を残した人に，
ACMとヨーロッパ理論コンピュータ学会が贈る賞．

論理学者クルト・ゲーデルに由来．計算機科学分
野ではチューリング賞と並んで権威を持つ．日本人
では戸田誠之助先生が「多項式階層と複雑性クラ
ス#Pの関係」に関する研究で1998年に受賞 Kurt Gödel

[1906-1978]
オーストリア
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2012 Elias Koutsoupias, Christos Papadimitriou, Noam Nisan, Amir Ronen, Tim Roughgarden, Éva Tardos

2013 Dan Boneh, Matthew K. Franklin, Antoine Joux

2014 Ronald Fagin, Amnon Lotem, Moni Naor

2015 Daniel Spielman, Shanghua Teng

2016 Stephen Brookes, Peter W. O'Hearn

2017 Cynthia Dwork, Frank McSherry, Kobbi Nissim, Adam Smith

2018 Oded Regev

2019 Irit Dinur

近年の受賞者

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Godel.jpg


さらにネヴァンリンナ賞は？

Fields Medal (1936-)，Carl Friedrich Gauss Prize 
(2006-)と共に国際数学者連盟が設ける賞

4年に一度，情報科学に於ける数学分野に貢献し
た受賞時に40歳以下の者が対象

Rolf  Nevanlinna
[1895-1980] 
フィンランド

John von Neumann 賞 (1992-) 副賞4000ドル (IEEE)
コンピュータ関連の科学・技術に著しく貢献した者を顕彰するために1990年に設置された
「理論的・技術的・事業的な成功に対して，長期的な視点で」対象者を選考
個人またはグループで3人まで．von Neumannは現代コンピュータの発明者
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2002 Madhu Sudan

2006 Jon Kleinberg

2010 Daniel Spielman

2014 Subhash Khot

2019 Constantinos Daskalakis

1982 Robert Tarjan

1986 Leslie Valiant

1990 Alexander Razborov

1994 Avi Wigderson

1998 Peter Shor

受賞者一覧



データ構造とアルゴリズムの定番教科書

この授業の教科書（一冊持っていると良い．自習には本は必須）

• 茨木俊秀，「Cによるアルゴリズムとデータ構造」，照晃堂

• 平田富夫，「アルゴリズムとデータ構造＜改訂 C言語版＞」，森北出版

• Aho, Hopcroft, Ullman, “The Design and Analysis of Computer 
Algorithms”, Addison Wesley, 1974. 最初のデータ構造の教科書の一つ

• Knuth, “The Art of Computer Programming”, Addison-Wesley
1巻（基本算法），2巻（準数値算法），3巻（整列と探索）, 1975.
基本部分の百科辞典．機械語で記述．全部読んだ人は少ない？

• Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein, “Introduction to Algorithms, 3rd 
Edition”, MIT Press, 2009. 
現在，最も定評がある教科書．企業やプロコンなどでの勉強会の定番

（日本語訳有，3巻組）
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