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・本書は『プログラミングコンテストチャレンジブック』（2010年9月発刊）を改訂したものです。

・本文中に登場する製品およびサービスの名称は、関係各社または個人の商標または登録商標となっている場合があります。

免責事項

本書に記載された内容による運用においていかなる障害が生じても、株式会社マイナビならびに

著者、本書制作関係者は一切の責任を負いません。
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現在、プログラミングコンテストは数多く開催されています。Google Code Jam、TopCoder、

ACM/ICPCなどの名前を聞いたことがある人も少なくないでしょう。本書で扱うのはそれらのよう

な、問題を正確にできるだけ多く解くことを競うプログラミングコンテストです。

プログラミングコンテストの世界は非常に奥が深く、経験を積んだプログラマーであっても良い成

績を残すことは容易ではありません。プログラミングコンテストで勝つには、柔軟な発想力と幅広

い知識を用いて問題を解くアルゴリズムを考え、それらを素早く正確に実装しデバッグできなけれ

ばなりません。

しかし、プログラミングコンテストは上級者だけのためのものではありません。多くの場合、初心

者でも取り組めるような問題も用意され、幅広い参加者が楽しめるように配慮されています。また、

良い成績が収められなくても、上に述べたような能力を効率的に向上させることにつながりますし、

何より、楽しく刺激的な時間を過ごすことができます。

本書は著者陣が多くのプログラミングコンテストに参加し、練習や勉強を重ねて得た、さまざまな

知識やノウハウをまとめたものです。主にアルゴリズムや考え方について扱っており、非常に基礎

的な内容からはじめ、かなりハイレベルな内容まで扱っています。それらは難易度や依存関係を考

えて並べられており、内容の多いトピックは難易度で分けて何度か扱っています。各トピックの解

説は説明と例題から成っています。

本書を読むために必要なものは、基礎的なプログラミング能力だけです。ソースコードはC++で記

述されていますが、基本的な機能のみを使っており、C++の経験がなくても読みやすいように配慮

しました。

【改訂にあたって】

第1版は著者の予想を遥かに超える高い評価をいただき、大変感謝しています。特に、プログラミ

ングコンテスト自体に強い関心を持たない方々にも手にとっていただくことができました。これは

本書がアルゴリズム自体だけでなく、その設計法や活用法も学ぶことができるという点で画期的な

本だったことによると考えています。

第2版では新たに、計算幾何、枝刈り探索、分割統治法、文字列アルゴリズムの4つのトピックを

追加した他、より理解を深めるための練習問題の紹介や、さらなる高みを目指す読者のために本書

で触れない発展的内容の紹介を追加し、より一層充実した内容となっています。

はじめに
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1-1 プログラミングコンテストって何？

➠まずはじめに、プログラミングコンテストとはどのようなものかについて説明します。

プログラミングコンテストとは名前の通り、プログラミングを題材として行う競技です。問題を解くコンテスト、

性能を競うコンテスト、アイディアを競うコンテストなど、世の中にはさまざまなプログラミングコンテストが

ありますが、本書では問題を解くコンテストを扱います。

問題を解くコンテストは開始と共に問題が何問か提示され、それをできるだけ多く解くことを目指します。プロ

グラミングの問題は、例えば次のような形式をしています。

くじびき
あなたの友人は次のようなゲームをあなたに仕掛けてきました。数字が書かれたn枚の紙切れが袋に入って

います。あなたはこの袋から紙切れを取り出し、数字を見て袋に戻すということを4回行い、4回の紙切れ

の数字の和がmになっていればあなたの勝ち、そうでなければ友人の勝ちとなります。あなたはこのゲーム

に何度か挑戦しましたが、一度も勝つことができませんでした。怒ったあなたは袋を破り、すべての紙切れを

取り出して本当に勝つ可能性があるのかを調べることにしました。紙切れに書かれている数字がk1,k2,...,k n

であったとき、和がmになる取り出し方が存在するかどうかを計算し、存在するならYes、存在しないなら

ばNoと出力するプログラムを作成してください。

%制約
・1≦ n≦50
・1≦m≦108

・1≦k i≦108

入力

n = 3
m = 10
k = {1, 3, 5}

出力

Yes（例えば1, 1, 3, 5のように出れば、和が10になります）

入力

n = 3
m = 9
k = {1, 3, 5}

出力

No（和が9になるような出方は存在しません）

8
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この問題を解くために、例えば次のようなプログラムを作成します。

#include <cstdio>

const int MAX_N = 50;

int main() {
int n, m, k[MAX_N];

// 標準入力より入力
scanf("%d %d", &n, &m);
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf("%d", &k[i]);

}

// 和がmになる組合せが見つかったかどうかのフラグ
bool f = false;

// 4重ループにより全通りの出方を試す
for (int a = 0; a < n; a++) {
for (int b = 0; b < n; b++) {
for (int c = 0; c < n; c++) {
for (int d = 0; d < n; d++) {
if (k[a] + k[b] + k[c] + k[d] == m) {
f = true;

}
}

}
}

}

// 標準出力へ出力
if (f) puts("Yes");
else puts("No");

return 0;
}

多くのコンテストでは、ソースコードを提出すると自動的にコンパイルし実行され、判定のために用意された入

力ファイルが入力されます。そして出力が正しいかを判定し、正しければ正解となります。

ここで、あたりまえながら重要なことは、プログラムの実行には時間制限があるということです。たいていのコ

ンテストでは、実行時間の制限は数秒となっています。プログラムの実行が実行時間制限を超えてしまうと、終

了されてしまい、不正解の扱いになります。そのため、効率的な解法を考えなければなりません。

例えば、この問題では「1≦n≦50」という条件があるので、上のような単純な4重ループのプログラムでも、

1秒もかからず答えを出すことができます。

しかし、これが「1≦n≦1000」であったならばどうでしょう？　4重ループのプログラムではとても数秒では

終了せず、不正解になってしまいます。しかし、この問題にはさらに効率的な解法が存在し、「1≦n≦1000」

の場合でも解くことができます（25ページで再び扱います）。

以上より、プログラミングコンテストは、次の2つの要素の複合競技だと言えます。

9
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■効率的で正しいアルゴリズムを考える
■それを正しく実装する

そして、アルゴリズムを考えるためには

■柔軟な発想力
■基礎的なアルゴリズムの知識

が必要となります。

10
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1-2 どんなコンテストがあるの？

➠プログラミングコンテストにはさまざまなものがありますが、ここで有名なものをいくつか紹介
しておきます。

世界規模のコンテスト－－Google Code Jam（GCJ）

Google社がほぼ毎年開催している世界規模のプログラミングコンテストです。2～3時間で4問程度の問題を

解く形式で行われます。オンラインで行われる数回の予選を勝ち抜くと、オンサイトで行われる決勝戦に参加す

ることができます。このコンテストの特徴は、問題毎にSmallとLargeという2つの入力データが用意されてい

ることです。難しい問題であっても、入力サイズが小さければ簡単に解くことができる場合などもあり、幅広い

レベルの参加者が楽しめる形となっています。また、GCJではサーバー上での自動実行ではなく、手元で実行し

て結果を一緒に提出する形となります。

上位ランクを目指せ！－－TopCoder

TopCoder社はプログラミングコンテストを企画・開催する会社で、さまざまなジャンルのコンテストを開催し

ています。その中の1つAlgorithm部門では、ほぼ毎週SRM（Single Round Match）という形式のコンテス

トが開かれています。このコンテストには次のような特徴があります。

1. 1時間15分という短い時間で計3問の問題を解く。

2. 提出の結果は終了後までわからず、少しでもミスをすると0点となってしまう。

3. コーディング時間の終了後に、他の人のプログラムを見てバグを探し、間違った解を返すような入力を与

えることでスコアを手に入れる撃墜ラウンドが存在する。

特に3.はこのコンテストのみが持つ特徴で、他の人のプログラムを読むよい機会にもなります。SRMでの結果

をもとに競技者をランク付けするレーティングシステムもあり、非常に人気があります。また、年に一度、TCO

（TopCoder Open）というトーナメント戦も行われており、こちらはオンラインで行われる数回の予選を勝ち抜

くと、ラスベガスで行われる決勝戦に参加することができます。

最も歴史のあるコンテスト－－ACM/ICPC

ACM/ICPCは、アメリカの計算機学会ACMが主催している大学生向けのコンテストで、最も歴史のあるプログ

ラミングコンテストです。三人一組のチーム戦で、5時間で10問程度の問題を解く形式で行われます。三人で

一台のPCを使う必要があり、また他のコンテストに比べて問題数が多く、かつ実装の重たい問題が多い傾向が

あるため、チームワークが非常に重要となります。日本から参加する場合は、まずオンラインで行われる国内予

選に参加し、勝ち抜くとアジア大会に参加できます。そこで上位の成績を得ると世界大会に進むことができます。

中学・高校生向けの情報オリンピック－－JOI/IOI

情報オリンピックは科学オリンピックの1つであり、中学生・高校生を対象としたプログラミングコンテストで

す。日本では、まず日本情報オリンピックに参加し、そこで良い成績をおさめると、国際情報オリンピックに日

11
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本の代表選手として参加することができます。他のコンテストでは多くの問題を早く解くことを目指しますが、

情報オリンピックでは制限時間内に問題が解ければ時間は関与せず、また他のコンテストに対して1問あたりに

かけられる時間が圧倒的に長くなっています。中高生向けながら、毎年非常に難易度の高い問題が出題されてい

ます。

Web上で自動採点－－オンラインジャッジ

Web上には、過去のプログラミングコンテストの問題を自動採点してくれるオンラインジャッジというシステ

ムがいくつか稼働しています。このシステムを用いて練習を行うことができます。また、中には定期的に独自の

コンテストを開いているところもあるので、参加してみるのもよいでしょう。有名なオンラインジャッジをいく

つか挙げておきます。

■PKU Online Judge（POJ）･････････http://poj.org/

大量の問題があります。
■会津大学オンラインジャッジ（AOJ）･･http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/

日本語の問題も扱っています。
■Sphere Online Judge（SPOJ）･････http://www.spoj.pl/

いろいろな言語を使うことができます。
■SGU Online Contester ･･･････････http://acm.sgu.ru/

過去のコンテストに擬似参加する機能があります。
■UVa Online Judge････････････････http://uva.onlinejudge.org/

老舗のオンラインジャッジです。しばしばコンテストも開催されています。
■Codeforces ･･････････････････････http://codeforces.com/

TopCoderと同様に定期的にコンテストが行われており、他サイトと同様に過去問にも取り組めます。

12
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1-3 この本での進め方

➠この本で扱っている内容や進め方の注意点について解説しておきます。

本書で扱う内容について

この本では主に、プログラミングコンテストでよく出題されるような典型問題や、基礎的なアルゴリズムの解説、

知っていると役に立つようなテクニックについて解説を行っていきます。典型問題の解法や、基礎的なアルゴリ

ズムをただ覚えただけでは、難しい応用問題や柔軟な発想を要する問題を解くことは難しいでしょう。そこで、

理解を深めるためにPOJからの過去問や一部のオリジナル問題を通して実際の応用例などを紹介していきます。

また、章の最後には実際にGCJで出題された問題に挑戦するコーナーを用意しています。選りすぐりの問題ばか

りを紹介していくので簡単に解法に辿り着けないかもしれませんが、まずは自分で解法を考えてみることをおす

すめします。その上で解説を読むことで、理解がよりいっそう深まることでしょう。

もちろん、本書で解説した解法以外にももっと簡単な、もしくは効率的な解法が存在する場合もあります。別解

法について考えてみるのもよいでしょう。

使用する言語について

コンテストごとに使用可能な言語は異なりますが、ほとんどのコンテストで使うことができ、実行速度が速い、

ライブラリが充実しているなどの理由により人気が高いC++をこの本では用いることにします。また、ソース

コードは基本的にg++用に書かれています。

問題の扱いについて

世界規模の大会では、当然問題文は英語となります。しかし、問題文の英語はそれほど難しいものではなく、ま

た使われている単語も非常に限られているため、すぐに慣れることでしょう。もちろん、英語の試験ではないの

で自由に辞書などを使うこともできます。また、中には日本人を対象とした日本語の問題文のコンテストも存在

します。英語の読解は本質から外れますので、この本では最初の例のように日本語で要約された形の問題文を扱

うことにします。

プログラムについて

多くのコンテストでは入力は指定された形式に沿って標準入力を用いて与えられますが、この部分も本質から外

れるため、この本では入力はすべてmain関数で読み込まれてグローバル変数に置かれたのち、関数solveが呼

ばれることによって問題を解く形式を用いることにします。例えば最初の例の場合、次のようになります。

// 入力はここに読み込まれて入っているとする
int n, m, k[MAX_N];

void solve() {
bool f = false;
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for (int a = 0; a < n; a++) {
for (int b = 0; b < n; b++) {
for (int c = 0; c < n; c++) {
for (int d = 0; d < n; d++) {
if (k[a] + k[b] + k[c] + k[d] == m) {
f = true;

}
}

}
}

}

if (f) puts("Yes");
else puts("No");

}

練習問題について

本書で扱ったトピックに関連する問題を各章末で紹介しています。理解を確認したり、定着を図ったり、応用力

を養うために役立ててください。問題は各トピックごと、おおまかに難易度順に並べられています。中には非常

に難しい応用問題も含まれています。

本書を読破したら－－さらなる練習方法

さらに自分で練習を行う場合には、オンラインジャッジを用いたり、TopCoderのPractice Roomというシス

テムを利用するとよいでしょう。特に、TopCoderでは解説（Editorial）があったり、他の人の解答例を読むこ

とができるため、どうしても解法がわからない問題があった場合にも対処することができるのでおすすめします。

14
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1-4 どうやって解答を提出するの？

➠ここではPOJとGCJを例にとって、解答の提出方法を紹介します。

POJへの提出の仕方

実際に、POJを使って書いたプログラムを提出してみましょう。URLはhttp://poj.org/です。まず、POJを利用

するには登録が必要です。登録画面では名前とパスワード以外にもメールアドレスなどを入力するところがあり

ますが、特に埋める必要はありません。

無事登録することができたら、テスト用問題のA+B Problemに提出してみましょう。

A+B Problemは標準入力から整数a、bを読み込み、その和a+bを標準出力に出力します。A+B Problemに

は提出例も載っています。次のプログラムをサブミットしてみましょう。

15
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#include <cstdio>

int main() {
int a, b;
scanf("%d %d", &a, &b);
printf("%d¥n", a + b);
return 0;

}

問題文の一番下のSubmitというリンクから提出できます。結果は次のようになります。

無事、Acceptedをもらうことができました。Acceptedが正解で、もし間違った答えを出してしまった場合に

はWrong Answerとなります。printf("%d¥n", a + b)をprintf("%d¥n", a * b)と書き換えてサブミットしてみ

ます。そうすると、予想通りWrong Answerが返ってきます。

オンラインジャッジにも、コンテストと同じくプログラムの実行時間に制限があります。A+B Problemの場合

には1000MSになっています。あえて時間制限を超えてしまうようなプログラムを提出してみます。printfの

後の行にfor (;;) ;を追加します。Time Limit Exceededが返ってきました。
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システムの使い方は大体こんな感じです。サブミットの結果には他に次のようなものがあります。

Runtime Error メモリのアクセス違反や、例外を出したときなどに返されます。

Memory Limit Exceeded プログラムが使用可能なメモリ制限を超えてしまったときに返されます。

Presentation Error
答えが合ってるにもかかわらず、改行や空白など出力形式が間違っていると

きに返されます。

Output Limit Exceeded 出力を出しすぎたときに返されます。

Compile Error

コンパイルエラーになるソースコードをサブミットすると返されます。コン

パイルエラーの内容はOnline Statusの「Compile Error」のリンクを辿る

ことで見ることができます。

System Error, Validator Error
システム側のエラーが原因でプログラムの正誤を判定できなかったときに返

されます。

GCJへの提出の仕方

今度はGCJのシステムの提出の仕方を説明します。GCJのURLはhttp://code.google.com/codejam/です。

本番のコンテストの告知や実施もこのページで行われます。コンテストのルールやスケジュールも載っているの

で、よく確認しておくとよいでしょう。

Practiceというボタンを押すと、過去のコンテストの一覧などが見られるページに移動します。
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GCJでは登録していなくても練習することができますが、参加するときに登録することになるので、前もって登

録しておくといいでしょう。Upcoming Contestのところには一番近いコンテストの予定が表示されます。コ

ンテストがはじまると、ここに参加用のリンクが表示されます。

本書で紹介されているGCJの問題には、いつのどの問題かを書いておいたので練習の際に参考にしてください。

Previous Contestsの一覧からコンテストの名前をクリックすると、練習用のページに移動します。練習用の

ページといってもほとんど本番のページと同じです。左下のTop Scoresで本番中のスコアを見ることができま

す。Full scoreboardを押すと、より詳しい結果を見ることができます。

Full scoreboardでは、詳しいスコアだけでなく、本番中に提出されたソースコードをダウンロードすることも

できます。左の真ん中あたりにはSubmissionsという枠があり、本番中の問題ごとの提出状況や配点が表示さ

れます。

上から提出用のフォーム、問題文、入力の仕様、出力の仕様、制約、サンプルの順に並んでいます。制約に

SmallとLargeがある以外はPOJとほとんど同じです。

Download A-small.inと書かれたリンクを押すと、入力ファイルのダウンロードがはじまります。本番では、

入力ファイルをダウンロードするとカウントダウンがはじまり、制限時間を過ぎてしまうとTime Limitになり、

Incorrectと同等の扱いになります。入力ファイルがダウンロードできたら、自分の作ったプログラムに渡して

答えをファイルに出力します。Submitボタンを押すと提出用のフォームが現れます。your output fileに答え

を出力したファイルを、source file(s)にはソースコードを指定※してSubmit fileボタンを押します。練習の場

合、結果はすぐに表示されます（次ページの図参照）。

※ソースコードを指定するのは本番だけです。

本番では、Smallに提出するとすぐにCorrectかIncorrectが表示されます。Incorrectの場合には何度でも再

提出できます※。Largeの場合にはコンテストが終了するまで正誤はわかりません。提出制限時間内なら何度で

も再提出できますが、時間を過ぎると二度と提出できなくなります。間違ってLargeのファイルをダウンロード

してしまうと大変なことになるので、提出するときは慎重にしましょう。

※Incorrectの場合にはペナルティが加わります。
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コンテストでは、最終的には得点の合計が大きい順に順位が付きます。Smallを解いたからといって無理に

Largeを解く必要はありません。Largeがわからないときには、他の人が解けている問題やすぐに解けそうな

Smallなどを先に解くのも有効な戦略になります。

年やRoundによってルールが変わる可能性があるので、詳しいルールはGCJのページで確認してください。
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1-5 効率的なアルゴリズムを目指すには

➠アルゴリズムを考える際に重要な計算量の考え方を紹介します。

計算量って何だろう

問題に合わせて効率的なアルゴリズムを考える際に重要なのが、計算量の考え方です。思いついたアルゴリズム

をすべて実装し間に合うか実験するというわけにはいきません。考えたアルゴリズムが十分に効率的であるかを

判断するために、アルゴリズムの計算量を見積もるべきです。

計算量は、通常「何に比例するか」で考え、それをアルゴリズムのオーダーと呼びます。例えば、9ページのプ

ログラムではn回のループが4重になっているので、実行時間はn4に比例します。そして、n4に比例するものを

O(n4)と書き、この実行時間を「O(n4)時間」※というように書きます。

※これをランダウのO-記法と言います。正確な定義は
比例するということではありませんが、はじめのう
ちはそのような認識で問題ありません。また、しば
しば「時間」は省略され、「O(n4)」だけでn4に比例
する実行時間を表すことがあります。

実行時間について

プログラムの実行時間は、計算量だけで決まるわけではありません。例えば、ループの中の処理の複雑さ等によ

っても実行時間は変わります。しかし、そのような差は多くの場合、たかだか数十倍程度です。一方、例えば

n=1000であれば、O(n3)時間のアルゴリズムとO(n2)時間のアルゴリズムの実行時間は単純に考えれば1000

倍違うということになります。プログラムの実行時間を短くするには、アルゴリズムの計算量がまず重要です。

アルゴリズムの計算量を見積もって、そのアルゴリズムが実行時間制限に間に合うかを簡単に判定するには、計

算量のオーダーの式に最大の場合の数値を代入してみます。例えば、O(n2)時間のアルゴリズムを考えていて、

問題文に「n≦1000」という制限が書いてあるならば、n2にn=1000を代入し、1,000,000となります。こ

の数値を元に、次のような目安が適用できます。

実行時間制限が1秒の場合

1,000,000 余裕を持って間に合う。

10,000,000 おそらく間に合う。

100,000,000 非常にシンプルな処理でない限り厳しい。
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1-6 気楽にウォーミングアップ

➠プログラミングコンテストの問題の雰囲気や、アルゴリズムを考え計算量を見積もる過程に慣れ
てもらうことを目標として、いくつかの問題を扱います。難しいものも含まれますので、自分で
解法が思いつかなくても大丈夫です。解説を読み、面白さを味わってもらえればよいと思います。

まずは簡単な問題から

三角形
n本の棒があります。棒iの長さはa iです。あなたは、それらの棒から3本を選んでできるだけ周長の長い三

角形を作ろうと考えています。最大の周長を求めなさい。ただし、三角形が作れない際には0を答えとしな

さい。

%制約
・3≦n≦100
・1≦a i≦106

入力

n = 5
a = {2, 3, 4, 5, 10}

出力

12（3, 4, 5の棒を選んだとき）

入力

n = 4
a = {4, 5, 10, 20}
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出力

0（どのように選んでも三角形は作れない）

3つの棒を選んだ際に、その3つの棒で三角形が作れる必要十分条件は、

最も長い棒の長さ<他の2本の棒の長さの和

となります。

3重ループですべての棒の選び方を試し、上の式を用いて三角形が作れるかを判定し、作れるのであればその三

角形の周長を答えの候補にするというアルゴリズムを考えることができます。

3重ループを用いると、計算量はO(n3)時間となります。n3にn=100を代入しても106ですので、この計算量

で十分間に合いそうであることがわかります※。

※この問題はO(n log n)時間でより効率的に解くこと
ができます。興味があれば考えてみてください。

// 入力
int n, a[MAX_N];

void solve() {
int ans = 0; // 答え

// 棒を重複して選ばないようi < j < kとなるようにしている
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
for (int k = j + 1; k < n; k++) {
int len = a[i] + a[j] + a[k];        // 周長
int ma = max(a[i], max(a[j], a[k])); // 最も長い棒の長さ
int rest = len - ma;                 // 他の2本の棒の長さの和

if (ma < rest) {
// 三角形が作れるので、答えを更新できれば更新
ans = max(ans, len);

}
}

}
}

// 出力
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printf("%d¥n", ans);
}

POJの問題「Ants」

Ants（POJ No.1852）
長さLcmの竿の上をn匹のアリが毎秒1cmのスピードで歩いています。アリが竿の端に到達すると竿の下

に落ちていきます。また、竿の上は狭くてすれ違えないので、二匹のアリが出会うと、それぞれ反対を向い

て戻っていきます。各アリについて、現在の竿の左端からの距離x iはわかりますが、どちらの方向を向いて

いるのかはわかりません。すべてのアリが竿から落ちるまでにかかる最小の時間と最大の時間をそれぞれ求

めなさい。

%制約
1≦L≦106

1≦n≦106

0≦xi≦L

入力

L = 10
n = 3
x = {2, 6, 7}

出力

min = 4（左、右、右）
max = 8（右、右、右）

まず考えられる解法として、すべてのアリの向いている方向を全通り試す、全探索のアルゴリズムが考えられま

す。全探索を行うには再帰関数などを用います（詳しくは2-1節を見てください）。

アリの向いている方向の場合の数は一匹につき2通りあり、それがn匹あるので、2×2×...×2=2n通りです。小

さいnであればこれも現実的ですが、指数関数はnの増加に伴って凄い勢いで増加してしまいます。

2nが増加していく様子

n 1 5 10 20 30 100 10000 1000000

2n 2 32 1024 1048576 109 1030 103010 10301030

全探索のプログラムの実行時間も、この場合の数に伴って増大します。一般に、そのようなオーダーの実行時間

を指数時間と呼びます。指数時間のアルゴリズムは、あまり大きな入力を処理することができません。
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それでは、全探索より効率的な解法を考えてみます。まず最小の時間は、すべてのアリが近いほうの端に向かう

としてしまえばよさそうです。実際、このような場合に二匹のアリが出会うことはなく、また、これより短い時

間で端に到達することはできません。

次に、最大の場合を考えるために、アリが出会った場合にどうなるかをよく考えてみましょう。

実は、二匹のアリはすれ違ってそのまま進んでいったと思ってしまっても何も問題ないことがわかります。この

ように考えると、すべてのアリは独立に動けるようになるので、最大の時間を求めるためには端までの距離の最

大値を求めればよいことになります。

このようにすれば、最大の場合も最小の場合もすべてのアリを一度ずつ調べるだけでよく、O(n)時間のアルゴリ

ズムとなります。「n≦106」という制限から、このアルゴリズムで間に合うということがわかり、これで問題を

解くことができます。

// 入力
int L, n;
int x[MAX_N];

void solve() {
// 最小の時間を計算
int minT = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
minT = max(minT, min(x[i], L - x[i]));

}

// 最大の時間を計算
int maxT = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
maxT = max(maxT, max(x[i], L - x[i]));

}

printf("%d %d¥n", minT, maxT);
}
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この問題は、発想力が問われるタイプの問題の最たる例と言えます。このように、はじめはわからなくても、思

いついてみればプログラムは拍子抜けするほど簡単になってしまう問題もあります。

ハードルが上がった「くじびき」

はじめに扱った問題「くじびき」で、nに関する制限が「1≦n≦1000」となった場合を考えてみましょう（問題

文は8ページを参照してください）。はじめの4重ループのアルゴリズムはO(n4)時間であり、n=1000をn4に

代入すると1012となり、とても間に合いそうにないということがわかります。アルゴリズムを改善しなければな

りません。

for (int a = 0; a < n; a++) {
for (int b = 0; b < n; b++) {
for (int c = 0; c < n; c++) {
for (int d = 0; d < n; d++) {
if (k[a] + k[b] + k[c] + k[d] == m) {
f = true;

}
}

}
}

}

上は、はじめに記載したプログラムのループの部分です。一番内側のdに関するループがやっていることは、

ka+kb+kc+kd = mとなるdがあるかを調べている

ということですが、式を移項すると、

kd = m－ka－kb－kcとなるdがあるかを調べている

というように言い換えることができます。つまり、配列kにm－k a－k b－k cなる数が含まれているかを、すべての

要素を見て調べているということになります。

これをより高速に調べる方法を考えてみましょう。適切なデータ構造を使う方法もありますが（2-4節で扱いま

す）、ここでは二分探索というアルゴリズムを紹介します。

●●二分探索とO(n3 log n)のアルゴリズム
探したい値m－k a－k b－k cをxと置きましょう。事前に配列kを昇順にソートしておきます。すると、kの中央の

数字※を見たとき、

※偶数個の場合、中央の数字はありませんが、中央に
最も近いどちらかの値を見ます。

xより小さければ、xはあるなら半分より後ろにある
xより大きければ、xはあるなら半分より前にある

ということがわかります。これを、半分になったxの存在し得る部分に再び適用すれば、xの存在し得る場所は

1/4になります。これを繰り返していけばxの存在し得る場所をどんどん狭めることができ、最終的にxが存在

するかを確かめることができます。

25

1-6 気楽にウォーミングアップ

01  12.3.1 10:01 AM  ページ 25



二分探索のアルゴリズムでは、一度に候補の場所が約半分になります。したがって、長さnのソート済み配列k

に数xが含まれているかを確かめる際は、log2 n回程度の繰り返しで済みます。二分探索の計算量はO(log n)時

間であり、このようなオーダーの実行時間を対数時間と呼びます。対数時間の処理はnが大きくなっても非常に

高速です。

nが大きくなってもlog2 nが小さい様子

n 1 10 100 1000 10
6

10
9

log2 n 0 3 7 10 20 30

最も内側のループを二分探索に置き換えたアルゴリズムは

ソートにO(n log n)時間
ループにO(n3 log n)時間

となります。n log nよりもn3 log nのほうが大きくなるので、このような際には合わせてO(n3 log n)時間と考

えます。よって、このアルゴリズムはくじびきの問題を解くO(n3 log n)時間のアルゴリズムとなります。

// 入力
int n, m, k[MAX_N];

bool binary_search(int x) {
// xの存在し得る範囲はk[l], k[l + 1], ..., k[r - 1]...
int l = 0, r = n;

// 範囲に何も含まれなくなるまで繰り返す
while (r - l >= 1) {
int i = (l + r) / 2;
if (k[i] == x) return true; // 見つかった
else if (k[i] < x) l = i + 1;
else r = i;

}

// 見つからなかった
return false;

}
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void solve() {
// 二分探索を行うためにソート
sort(k, k + n);

bool f = false;

for (int a = 0; a < n; a++) {
for (int b = 0; b < n; b++) {
for (int c = 0; c < n; c++) {
// 最も内側のループの代わりに二分探索
if (binary_search(m - k[a] - k[b] - k[c])) {
f = true;

}
}

}
}

if (f) puts("Yes");
else puts("No");

}

実際には、このbinary_search関数のような関数は、自分で実装することなく標準で使えることが多いです。例

えばC++であれば、この関数とほぼ同様の機能を持つ関数がSTLに含まれています。

●●O(n2 log n)のアルゴリズム
しかし、n3 log nにn=1000を代入すると、これでもまだ不十分なことがわかります。さらにアルゴリズムを

高速化しなければなりません。先ほどは4重ループのプログラムの最も内側のループに注目しました。それでは、

内側の2つのループに着目してみてはどうでしょう。

先ほどと同様に考えると、内側の2つのループは

kc+kd = m－ka－kbとなるc, dがあるかを調べている

ということになります。このままでは二分探索を適用することはできません。しかし、k c+k dの取り得るn2通り※

の数字をあらかじめ列挙しソートしておけば、二分探索を利用することができます。

※正確にはn(n+1)/2通りで十分ですが、簡単のため
n2通り列挙することにします。

このアルゴリズムは

ソートにO(n2 log n)時間
ループにO(n2 log n)時間

となり、全体でもO(n2 log n)時間となります。よって、これならばn=1000でも間に合いそうであることが確

認できます。

// 入力
int n, m, k[MAX_N];

// 2つで作れる数を格納する配列
int kk[MAX_N * MAX_N];

bool binary_search(int x) {
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// xの存在し得る範囲はkk[l], kk[l + 1], ..., kk[r - 1]
int l = 0, r = n * n;

// 範囲に何も含まれなくなるまで繰り返す
while (r - l >= 1) {
int i = (l + r) / 2;
if (kk[i] == x) return true; // 見つかった
else if (kk[i] < x) l = i + 1;
else r = i;

}

// 見つからなかった
return false;

}

void solve() {
// k[c] + k[d]の取り得る数を列挙
for (int c = 0; c < n; c++) {
for (int d = 0; d < n; d++) {
kk[c * n + d] = k[c] + k[d];

}
}

// 二分探索を行うためにソート
sort(kk, kk + n * n);

bool f = false;
for (int a = 0; a < n; a++) {
for (int b = 0; b < n; b++) {
// 内側の2つのループの代わりに二分探索
if (binary_search(m - k[a] - k[b])) {
f = true;

}
}

}

if (f) puts("Yes");
else puts("No");

}

この問題では二分探索という基礎的なアルゴリズムの知識と、4つの数を2つずつに分けて考えるという発想の

両方が要求されました。また、このように、あまり効率的でない計算量のアルゴリズムから計算量を小さくして

いくことは「計算量を落とす」などと呼ばれ、アルゴリズムを考える際にしばしばこのような過程を踏みます。
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2-1 すべての基本“全探索”

➠全探索とは、しらみつぶしにすべての可能性を調べ、その中から解を探す方法です。ここでは深
さ優先探索と幅優先探索という2種類の探索法を扱います。

再帰関数

関数の中で同じ関数を呼び出すことを再帰呼び出しと言い、再帰呼び出しをする関数を再帰関数と言います。例

えば、階乗を計算する関数int fact(int n)を作りたいとします。もちろん、ループで書くこともできますが、

n!=n×(n－1)!なので次のように書くこともできます。

int fact(int n) {
if (n == 0) return 1;
return n * fact(n - 1);

}

再帰関数を書くときには、必ず関数が停止するように作る必要があります。先ほどの例では、n=0のときには

factを再帰呼び出しするのではなく直接1を返しています。この条件がないと無限に関数を呼び出してしまい、

プログラムが暴走してしまいます。

フィボナッチ数列を計算する関数int fib(int n)を書いてみましょう。フィボナッチ数列の定義はa0=0、a1=1か

つa n=a n-1+a n-2(n>1)です。この場合、初項の条件が終了条件にあたります。数列の定義をそのまま関数にする

だけで書くことができます。

int fib(int n) {
if (n <= 1) return n;
return fib(n - 1) + fib(n - 2);

}

この関数を実際に実装すると、fib(40)のような小さなnに対しても、計算にかなり時間がかかってしまいます。

これは、この関数の再帰呼び出しが、次図のように指数的に広がるためです。
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フィボナッチ数列の場合、fib(n)のnの値が一定ならいつ呼び出しても同じ値を返すので、1回計算したら配列な

どにメモしておくことで高速化できます。fib(10)を呼び出したときに、同じnでfibが何度も呼び出されている

のを見れば、かなり高速化されることがわかります。これはメモ探索や動的計画法という考え方で、後で扱います。

int memo[MAX_N + 1];

int fib(int n) {
if (n <= 1) return n;
if (memo[n] != 0) return memo[n];
return memo[n] = fib(n - 1) + fib(n - 2);

}

スタック

スタック（Stack）は、pushとpopという2つの操作ができるデータ構造です。pushはスタックの一番上にデ

ータを積む操作です。popは逆にスタックの一番上からデータを取り出す操作です。つまり、最後に入れた要素

が最初に出てきます（これをLIFO：Last In First Outと呼びます）。

スタックは配列やリストを使って簡単に作ることができますが、C++やJavaの標準ライブラリには最初から用

意されており、コンテストで必要になったときは、それらを利用するといいでしょう。C++の標準ライブラリで
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は、stack::popは一番上から取り除くだけの関数になっています。一番上にあるデータを見るにはstack::top

を使います（一般的にpeekとも呼ばれる操作です）。

関数の呼び出しはスタックで実現されています。したがって、再帰関数は再帰呼び出しの代わりにスタックを用

いて書き直すこともできます。実際に書き直さなければならない場面はまれですが、スタックの使い方の練習と

してやってみるのもいいかもしれません。以下はstackの使用例です。

#include <stack>
#include <cstdio>

using namespace std;

int main() {
stack<int> s;            // int型をデータとするスタックを用意
s.push(1);               // {} → {1}
s.push(2);               // {1} → {1,2}
s.push(3);               // {1,2} → {1,2,3}
printf("%d¥n", s.top()); // 3
s.pop();                 // 一番上から取り除く {1,2,3} → {1,2}
printf("%d¥n", s.top()); // 2
s.pop();                 // {1,2} → {1}
printf("%d¥n", s.top()); // 1
s.pop();                 // {1} → {}
return 0;

}

キュー

キュー（Queue）はスタックと同じように、pushとpopという2つの操作ができるデータ構造です。スタック

と違うのはpopが一番上から取り出すのではなく、一番下から取り出すということです。つまり、最初に入れた

要素が最初に出てきます（これをFIFO：First In First Outと呼びます）。
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スタックと同じくC++やJavaの標準ライブラリには最初から用意されています。JavaとC++では関数の名前

と用途が微妙に違うので、使うときには注意しましょう。また、C++ではqueue::frontが一番下のデータを見

る関数になっています。以下はqueueの使用例です。

#include <queue>
#include <cstdio>

using namespace std;

int main() {
queue<int> que;              // int型をデータとするキューを用意
que.push(1);                 // {} → {1}
que.push(2);                 // {1} → {1,2}
que.push(3);                 // {1,2} → {1,2,3}
printf("%d¥n", que.front()); // 1
que.pop();                   // 一番下から取り除く {1,2,3} → {2,3}
printf("%d¥n", que.front()); // 2
que.pop();                   // {2,3} → {3}
printf("%d¥n", que.front()); // 3
que.pop();                   // {3} → {}
return 0;

}

深さ優先探索

深さ優先探索（DFS：Depth-First Search）とは、探索の手法の1つです。ある状態からはじめ、遷移できなく

なるまで状態を進めていき、遷移できなくなったら1つ前の状態に戻るということを繰り返して解を見つけます。

例えば数独なら、適当なマスの値を決めて、また他のマスの値を決めて、と進めていき、解に到達できなければ

直前の一手をやめて、また適当なマスの値を決めていくといったふうになります。深さ優先探索は、その性質上

再帰関数で簡単に書けることが多いです。

次の問題を解いてみましょう。

33

2-1 すべての基本“全探索”

状態の遷移の順番

02  12.3.1 10:14 AM  ページ 33



部分和問題
整数a1、a2、…、anが与えられます。その中からいくつか選び、その和をちょうどkにすることができるか

を判定しなさい。

%制約
・1≦n≦20
・－108≦ai≦108

・－108≦ k≦108

入力

n=4
a={1,2,4,7}
k=13

出力

Yes（13 = 2 + 4 + 7）

入力

n=4
a={1,2,4,7}
k=15

出力

No

a1から順に加えるかどうかを決めていき、n個すべてについて決め終わったら、その和がkに等しいかを判定し

ます。状態数が2n+1程度なので計算量はO(2n)になります。この探索をプログラムで書くと次ページのようにな

ります。aの添字は解説中の添え字と1ずれています。プログラム中で使われる0からはじまる添字規則と、問

題文中で使われる1からはじまる添字規則を混同しないように注意しましょう。
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//入力
int a[MAX_N];
int n, k;

// iまででsumを作って、残りi以降を調べる
bool dfs(int i, int sum) {
// n個決め終わったら、今までの和sumがkと等しいかを返す
if (i == n) return sum == k;

// a[i]を使わない場合
if (dfs(i + 1, sum)) return true;

// a[i]を使う場合
if (dfs(i + 1, sum + a[i])) return true;

// a[i]を使う使わないに拘わらずkが作れないのでfalseを返す
return false;

}

void solve() {
if (dfs(0, 0)) printf("Yes¥n");
else printf("No¥n");

}

深さ優先探索は、一番はじめの状態から遷移を繰り返すことで辿り着けるすべての状態を生成します。したがっ
て、すべての状態に対して操作を施したり、全状態を列挙したりできます。

Lake Counting（POJ No.2386）
大きさがN×Mの庭があります。そこに雨が降り、水溜りができました。水溜りは8近傍で隣接している場
合につながっているとみなします。全部でいくつの水溜りがあるでしょうか？（8近傍とは、次のWに対す
る*の部分を指します）

***
*W*
***

%制約
・N, M≦100

入力

N=10, M=12
庭は次図（'W'は水たまりを、'.'は水たまりでないところを表します）

W........WW.
.WWW.....WWW
....WW...WW.
.........WW.
.........W..
..W......W..
.W.W.....WW.
W.W.W.....W.
.W.W......W.
..W.......W.
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1 2
豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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