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 はじめよう、アルゴリズムコレクション

 はじめよう、アルゴリズムコレクション
 ■本書の概要  

本書は、プログラミングコンテストの問題を攻略するための「アルゴリズムとデータ構
造」を体得するための参考書です。初級者が体系的にアルゴリズムとデータ構造の基礎を
学ぶことができる入門書となっています。

プログラミングコンテストでは、高い数理的能力で上位ランクを得ることができます
が、多くの入門者においては基礎アルゴリズムの応用が目の前の問題の攻略に繋がりま
す。つまり、基礎対策をすることでランクを上げることができ（問題が解けて）、コンテ
ストをより楽しむことができます。

基礎対策と言っても辛い勉強ではありません。そこには、体得したスキルで問題を解い
ていく楽しみ、応用する楽しみ、アルゴリズムとデータ構造を網羅的に「コレクション」
していく楽しみがあります。

このような楽しみを体感しながら学習・対策できるように、本書では、コンテストの競
技システムに類似した、オンラインジャッジと呼ばれるプログラムの自動採点システムを
通してアルゴリズムとデータ構造を獲得していきます。

本書の役割

アルゴリズムとデータ構造

プログラミングコンテストオンラインジャッジ

柔軟な発想力

典型・必携ライブラリ集

入門問題集・過去問 リアルタイムで競争

思考力・数学・テクニック

図1: 本書の役割
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オンラインジャッジで獲得したアルゴリズムとデータ構造は、知識・ライブラリ 1の一
部としてプログラミングコンテストに活かすことができます。ただし、コンテストで上位
になるためには、より高度なアルゴリズムと柔軟な発想力・数理的能力が必要になりま
す。上位ランクインのための本格的なサポートまではできませんが、本書では、オンライ
ンジャッジの活用法とともに、コンテストへ向けた勉強法も簡単に紹介します。

 ■教員の皆様へ  

本書は、アルゴリズムの概要と計算効率の概念からはじまり、情報処理技術者・プログラ
マとして欠かせない汎用的なアルゴリズムとデータ構造に関する問題、解説、模範解答を
含んでいます。プログラミングコンテストに特化した参考書としてだけではなく、プログ
ラミングやアルゴリズムとデータ構造に関する科目の教材としてもご活用いただけます。

 ■オンラインジャッジを活用しよう  

アルゴリズムとデータ構造は単なる知識ではなく読むだけでは身に付きません。演習問
題を解くためのコードを実装してその正しさと性能を確かめる必要があります。しかし、
多くの場合、アルゴリズムを組んだプログラムにはバグが含まれてしまいます。仕様に合
わない効率の悪いアルゴリズムでプログラムを書いてしまうこともあります。オンライン
ジャッジは、厳格なテストデータに基づき（このようなテストデータを自分で作成するの
は骨が折れます）、プログラムの欠陥の有無を示し、「本当に正しい実装」を通してアルゴ
リズムとデータ構造を体得することをサポートします。さらに、反復学習により、以下の
資質・能力を得られることが期待できます：

 ▶情報処理技術者・プログラマとして最低限必要な基本的アルゴリズムとデータ構造の幅広い
知識が身に付きます。

 ▶プログラマに必要とされる能力を体得することができます。具体的には、文書から要件を正
確に理解し、仕様に忠実でバグのないプログラムを意識したコーディングができるようにな
ります。さらに、計算効率・メモリ使用量などの、コンピュータの資源を意識した設計・コ
ーディングができるようになります。

また、魅力的なのは、問題を自力で解決した際に、オンラインジャッジから受ける正解判
定が、ささやかな喜びを与えてくれることです。モチベーションを維持しながらゲーム感
覚で学習を進めることができます。経験値を得て新しい問題を解決し、さらにその経験が
新たな武器となるような反復演習は、ゲームに共通するものがあります。体得したスキル

1　汎用的なプログラムを再利用可能な形で集めたものをライブラリと言います。



5

 はじめよう、アルゴリズムコレクション

はコレクションとなり、プログラミングを１つの趣味として見出すこともできるでしょう。

 ■本書で扱う問題  

本書の演習問題は、オンラインジャッジの各問題をイメージした次のようなカードから
始まります。

ALDS1_X_X: Convex Hull

制限時間 1sec　 メモリ制限 65536 KB 　正解率 12.34%

図2: 問題・アルゴリズムのカード

このカードは問題の概要を表すもので、以下の情報から構成されています。

 ▶基本情報 . オンラインジャッジの問題ＩＤ、タイトル、ＣＰＵ・メモリ制限、正解率などの
基本情報が書かれています。制限時間は、提出したプログラムの実行時間です。

 ▶入力と出力 . どんな入力からどんな出力を行えばよいかを表す簡単なイラストが描かれてい
ます。

 ▶アルゴリズム . どのようなアルゴリズムで解決するかのビジョンが簡単なイラストで表現さ
れています。「?」と表記されている場合は考える「楽しみ」とします。

 ▶難易度 . 思考、実装それぞれについての難易度を0.5刻みの５段階の★で表します。★が1 ポ
イント、☆が0.5ポイントです。「思考」のポイントが多いほどアルゴリズムが難しく、「実
装」のポイントが多いほどコーディング量が増えます。ただし、コーディング量については、
アルゴリズムとデータ構造に関する標準ライブラリを用いなかった場合の実装量を想定して
います。

入力 アルゴリズム 出力

思考★★☆　　実装★★★

必要スキル 難易度 獲得スキル
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 ▶必要スキル（アイコン）. この問題を解くために必要な前提スキルを表します。本書では、必
ずしも順番に問題を解く必要はありませんが、各問題の必要スキルを身に付けてから挑戦す
ることを推奨します。

 ▶獲得スキル（アイコン）. この問題を解決したときに得られるスキルです。これらは以降に解
く問題の必要スキルになっていきます。本書で獲得できるスキルの一覧が付録の472-473ペ
ージに掲載されています。

本書のスタート地点で必要な前提スキルは、プログラミングの基礎である「変数」や
「四則演算」に加え、おおよそ次の７つです：

配列 多次元配列 条件分岐

繰り返し 関数 構造体

ポインタ

図3: 本書の前提スキル

これらのスキルは、何かしらの言語（C/C++ や Java など）の基礎を一通り学習すれば
身に付けることができます。これらの知識に自信がなければ入門書などで予習を行うこと
をお勧めします。

本書で扱う問題は、情報処理において基礎的かつ汎用的なものです。これらのいくつか
は、多くのプログラミング言語で既にライブラリとして提供されているものです。しかし、
標準ライブラリの中身を知ることにより、その性能や挙動（何ができて何ができないか）
を深く理解することは、それを利用するプログラマにとって必要なことです。

一方、本書ではC++ の標準テンプレートライブラリ（STL）の汎用的なアルゴリズムと
データ構造の使い方も適時紹介します。あわせて、基本的なアルゴリズムとデータ構造を
組み合わせ応用することで、やや難しい問題を解くことにもチャレンジします。

 ■本書の活用方法  

本書の各章は、次のような項目から構成されています（1. と4. は必要に応じて掲載さ
れるオプションです）。
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 はじめよう、アルゴリズムコレクション

1.  問題にチャレンジする前に

2.  問題

3.  解説

4.  考察

5.  解答例

Chapter

Sections

コーディング

図4: 本書の活用方法

まず、各章の最初でそのテーマに関する用語や概念を簡単に説明します。基礎的なアルゴ
リズムやデータ構造の概要も紹介します。続くセクションごとに、以下の項目が含まれます。

「問題」は実際に演習でチャレンジする問題で、「解説」にてそれを解くためのアルゴリ
ズムの詳細と実装方法を解説します。これらは「対」として考え、状況に応じてコーディ
ングを行うタイミングを変えてください。例えば、難易度や経験に応じて以下のような学
習の順番を想定しています：

 ▶問題→ 解説→ コーディング→ 考察・解答例
本書では多くの基礎的問題（基礎的なアルゴリズムの知識を確認する問題）を扱うため、
初学者にとっては問題を読んでからすぐにコーディングを行うのは困難です。無理をせず
に、「問題と解説」を読んだ後にコーディングにチャレンジしてください。オンラインジャ
ッジでどうしても正解できない場合は解答例を参考にしましょう。また、正解した場合も
考察・解答例を確認し、自分の実装方法と比べ、改善点がないか考えてみましょう。

 ▶問題→ コーディング→ 解説→ 考察・解答例
問題を読んで、ヒントなしで解けると思ったらコーディングにチャレンジしてみましょう。
オンラインジャッジで正解が出たらクリアとなりますが、想定解法から新しい知見を得る
ことができるかもしれないので、解説や考察も確認してみましょう。

「考察」では、想定解法の計算量や、アルゴリズムの特筆すべき特徴や注意点などを考
察します。

「解答例」では、解答例の一つとして、オンラインジャッジで実際に正解できるC また
はC++言語のコードを紹介します。各問題について、解法は様々であり、紹介するコー
ドよりもより優れた実装方法が存在することを念頭において、参考にしてください。
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Part 1　［準備編］プロコンで勝つための勉強法

準備編では、これからプログラミングコンテストにチャレンジする方や入門者向けに、
少しでも順位を上げるための勉強方法を紹介します。

 ▶本書はオンラインジャッジシステムと密な連携をしているユニークなアルゴリズムとデー
タ構造の教科書です。自ら実装を行い、正しさの自動的なチェックを受けてから次に進む
ことで、基礎を着実に身に付けることのできる本になっていると思います（秋葉）。

 ▶初めてプログラミングに触れた頃、何もかもが手探りで相当な時間を無駄にしました。オ
ンラインジャッジシステムが登場し、新しい知識・技術の獲得から実装能力の体得に至る
までのサイクルは劇的に縮まりました。本書を用いた学習法が今後の王道になると確信し
ています（Ozy）。



15

オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
活
用
し
よ
う

１章

1.1 “プロコン”で勝つための勉強法

オンラインジャッジは、提出されたプログラムの正しさとその効率の自動判定を行う
WEBシステムです。24時間インターネットからアクセスして自由に自分のペースで問題
を解くことができます。この章では、本書で扱うAizu Online Judgeを中心に、オンライ
ンジャッジを紹介し、その使い方を解説します。

1.1 “プロコン”で勝つための勉強法
 ■プログラミングコンテストの紹介  

プログラミングコンテストには様々な大会があります。代表的なものとして、テーマに
沿ったアプリケーションを開発してそのアイデアや技術力を競う大会や、ゲームのAI（人
工知能）を作成する長期的な大会、短時間で与えられた問題を解く大会などがあります。
本書で扱うプログラミングコンテストは、主に「問題を解く」競技形式のコンテストにな
ります。

プログラミングコンテストはおおよそ次のような競技形式で行われます：

 ▶制限時間内に、与えられた複数の問題を解きます。

 ▶正解した問題数、あるいは点得の合計によって順位が決まります。

 ▶問題数や得点が同じ場合は、誤答が少ないあるいはより早く問題を解いたチームが上
位になります。

このような競技形式では、様々な難易度の問題が出題されるので、入門者から挑戦する
ことができます。また、順位付けのルールが明確なので、勝者を決める正確なランキング
が行われます。プログラミング技術、思考力、アルゴリズムの知識、チームワークを養う
ことができ、その教育効果が非常に高いアクティビティとなっています。

１ 章

オンラインジャッジを活用しよう
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まずは、代表的なプログラミングコンテストをいくつか紹介します。
学生を対象とした代表的なコンテストとして以下の３つの大会が挙げられます：

 ▶情報オリンピック 
http://www.ioi-jp.org/

国際科学オリンピックのひとつで、高校生以下の生徒（個人）を対象とする国際大
会です。日本情報オリンピックで優秀な成績を修めた選手が日本代表として選抜さ
れ、国際情報オリンピックに出場することができます。情報オリンピックは、優れた
アルゴリズムを考えるための高い数理的能力が求められる、とてもレベルの高い大会
です。

 ▶パソコン甲子園プログラミング部門 
http://web-ext.u-aizu.ac.jp/pc-concours/

高校生と高等専門学校生（３年生まで）を対象とする全国大会で、毎年会津大学で
開催されています。２人１組のチーム戦です。マシンは１台しか使えないので、チー
ムワークが必要になります。情報オリンピックよりも問題数が多く、典型的なアルゴ
リズムを応用する問題や実装力を重視する問題が出題されることが特徴です。

 ▶ ACM-ICPC（国際大学対抗プログラミングコンテスト） 
http://icpc.baylor.edu/

計算機科学の分野で最も影響力のある学会のひとつであるACMが主催する、大学
対抗のプログラミングコンテストです。３人１組のチーム戦です。３人でマシンは１
台しか使えないので、よりチームワークが重要になります。各地で開催されるアジア
地区予選で優秀な成績を修めると世界大会へ出場することができます。高度なアルゴ
リズムの設計に加え、高い実装力とチームワークが求められる大会です。

参加資格に制限がない定期コンテストの場として以下の２つのサイトが挙げられます

 ▶  TopCoder（トップコーダー） 
http://www.topcoder.com/

プログラミングコンテストとソフトウェアのクラウドソーシング 1を行うサービス
です。いくつかの部門があり、その中でも定期的に開催されるSRM（Single Round 

Match）では、アルゴリズムに関する問題を１時間程度で解きます。記録されていく
成績に応じて、各ユーザにはレーティングとそれに応じた「色」が与えられます。ト
ップコーダー攻略ガイド「最強最速アルゴリズムマー養成講座」（SBクリエイティブ）
も出版されており、学習環境も整っています。

 ▶ AtCoder（アットコーダー） 
http://atcoder.jp/

1　企業が、要求するソフトウェアの開発をコンテストとして掲示し、参加者の解答を募ること。
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1.1 “プロコン”で勝つための勉強法

定期的にプログラミングコンテストを開催しています。問題は日本語で、ビギナー
向けのコンテストも開催されているので、プログラミングを始めたばかりの方でも気
軽に参加することができます。また、企業や学生有志が主催するコンテストなど、非
常にレベルの高いコンテストも開催されています。

このようなコンテストの各問題は、プログラミングによって解決することができる課題
で様々な分野から出題されます。完成したプログラムを審判（ジャッジシステム）に提出
して、正解・不正解の判定を得ます。ジャッジシステムではテストデータによってアルゴ
リズムの効率と正しさが厳格に検証されます。

このような形式のコンテストで参加者に求められるのは、以下のことをより速く・間違
いのないように行うことです：

 ▶問題文（仕様）を理解する。

 ▶十分効率の良いアルゴリズムを考える。

 ▶プログラムを作成する。

 ▶バグを修正する（なるべくバクを埋め込まないプログラムを書く）。

 ■どんな対策が必要？  

上記のことから、プログラミングコンテストで順位を上げるための対策として必要なこ
とは主に以下の３つになります：

1. プログラミング言語
○ コンテストで最低でも１問解くためには、プログラミング言語の基本文法を知っている
必要があります。多くのプログラミングコンテストでC/C++/Javaを使用することがで
きます。どれでもいいので、１つの言語を選んで、変数・標準入出力・分岐処理・繰り
返し処理・配列などの基本構文を習得しておきましょう。本書では、C++言語を推薦
し、主にC++による解答プログラムを紹介します。

2. 基礎的なアルゴリズムの知識とライブラリの活用
○ 初級から中級レベルまでは、多くの場合基本アルゴリズムとデータ構造、それらに関す
る既存ライブラリの活用で問題を解くことができます。正しくかつ効率の良いアルゴリ
ズム・データ構造を知っていれば（持っていれば）、バグを作らずより速く解くことに
繋がります。

○ 高等的なアルゴリズムやデータ構造でも、コンテストに出題される可能性があるものを
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ライブラリとして持っておけば、それらを再利用するチャンスはより多くなります。

3. 柔軟な発想力とより高度なアルゴリズム
○ 上位入賞を目指すには、高度な思考力と発想力に加え、より幅広い知識と高い実装力が
必要になります。本書では対応できませんが、参考文献の「プログラミングコンテスト
チャレンジブック（マイナビ）」でより高度なアルゴリズムやコーディングテクニック
を幅広くマスターすることができます。

 ■どうやって対策するの？  

プログラミングコンテストの対策として、本を読むことや、過去問を解いてみることが
考えられますが、コーディングの実践と反復練習（数をこなす）は不可欠になります。対
策として、以下の２つの方法をお勧めします。

 ▶定期コンテストに出場する
○ 強くなるための最も効果的な方法のひとつは、定期開催のコンテストに出場して、終
了後に必ず復習することです。本番で解けなかった問題（自分のレベルより一歩先の
問題）に絞って、解説や模範解答を参考にしながら復習すると、無理なくモチベーシ
ョンを保てるでしょう。AtCoder、Codeforces、TopCoder、UVa オンラインジャッ
ジ等が定期コンテストを開催しているので、積極的に参加しましょう。

 ▶オンラインジャッジを活用する
○ ある程度基礎を固めてからコンテストに参加したい、定期的にコンテストに参加する
ことが難しい、マイペースで自分にあった問題をたくさん解きたいときなどはオンラ
インジャッジを活用しましょう。次の節でオンラインジャッジを使う意義と活用方法
を詳しく紹介します。

 ■オンラインジャッジをフル活用！  

オンラインジャッジの活用には以下の３つの意義があります。

 ▶コンテスト同様の自動審判システム：厳格にジャッジされることに慣れよう
○  特に入門者は、コンピュータが自動で行うジャッジのシステムに慣れる必要がありま
す。問題の仕様を満たす様々な入力データに対して正しい出力を行うプログラムを作
成しなければなりません。アルゴリズムの間違いや、ささいなコーディングミスでも
不正解になってしまうことを体感しましょう。コーナーケースを考慮して、どのよう
な入力に対しても正しく動作するプログラムを常に意識しましょう。

○ コンテストでは、制限を超えたCPUやメモリを使用する効率の悪いアルゴリズムの
プログラムは不正解と判定されます。入力の制約を基に、考えたアルゴリズムの計
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1.1 “プロコン”で勝つための勉強法

算量を見積もり、どのような計算が実機でどのくらいのリソースを使用するかを感覚
（経験）として知っておきましょう。

 ▶整理されたコース問題と豊富な過去問題が収録：数をこなして知識を獲得しよう
○ プログラミング言語を１つ覚えたら、基本アルゴリズムの知識を獲得しましょう。ア
ルゴリズムの理解とコーディングの正しさの確証を得るためにオンラインジャッジを
活用することができます。体系的に整備されたオンラインジャッジのコース問題を活
用すれば、短期間で網羅的な基本アルゴリズムとデータ構造、典型問題に対する解法
を習得することができます。

○  過去問にチャレンジして、幅広い問題に対するテクニックを蓄積しましょう。過去
問を解く際にはいくつかの注意点があります。まず、類似問題にチャレンジする場合
は、コードを洗練することを意識して反復練習をしましょう。十分満足のいくコード
ができたら、それを類似問題に対するテンプレートとして活用しましょう。また、自
分のレベルにあった質の良い問題を選びチャレンジすることが大切です。有志によっ
て非公式難易度表（ICPC・JAG等）もまとめられているので、是非活用しましょう。

 ▶全国からたくさんのユーザが登録：ライバルと競争してお互いに学び合おう
○ オンラインジャッジには全世界から多くのユーザ（ライバル）が登録しており、各ユ
ーザの問題数（解答状況）やレーティング、各分野のステータスなどが公開・更新さ
れています。ライバル（友達）を決めてその人との差を意識してオンラインジャッジ
を活用してみましょう。例えば、ライバルがチャレンジしている問題に絞って、問題
を埋めていくことで、モチベーションを維持することができます。AOJ-ICPC (http://

ichyo.jp/aoj-icpc)のような便利なツールも公開されていますので是非活用しましょう。
○ 一方、他のユーザが公開しているソースコードを参考にして、自分の解答をより洗練
することができます。自分が正解した問題でも、強い人のコードを参考にして自分の
コーディング力を磨いていきましょう。
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1.2 オンラインジャッジとは
オンラインジャッジシステムにはたくさんの問題が収録されています。ユーザは問題文

に書かれている仕様や制限（CPU時間やメモリ使用量）を満たすプログラムを作成しま
す。各問題に対するプログラムのソースコードをオンラインジャッジに提出すると、「仕
様に基づいた入力データに対して正しい出力を行っているか」、「指定された制約内で処理
を行っているか」を自動で判定し、即座に結果をフィードバックしてくれます。

C/C++ プログラム

xx.cpp
実行ファイル

a.out
処理・結果

g++ xx.cpp ./a.out

入力例 出力例

問題文

正解/不正解実行時エラーコンパイルエラー採点結果

解答コード

ユーザ

問題を観覧

オンラインジャッジ

検証器

ジャッジ入力 ジャッジ出力

問題集

図1.1： オンラインジャッジの概要

図のように、オンラインジャッジはコンパイル・実行から、ジャッジデータを使ったテ
ストまでを自動で行ってくれます。各問題には複数の入力データ（ジャッジ入力）とそれ
に対する正しい出力データ（ジャッジ出力）が準備されており、提出されたプログラムに
ジャッジ入力を与えて実行した出力結果が、対応するジャッジ出力と一致するかどうかを
検証します。

国内では、会津大学のAizu Online Judge、競技プログラミングの定期コンテストを開
催しているAtCoder 2、問題を自由に追加したりコンテストが開催できる灘高校のNPCA 

Judge 3などが知られています。

2 http://atcoder.jp/
3 https://judge.npca.jp/
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1.2 オンラインジャッジとは

本書では主にAizu Online Judge (以下AOJと略します ) のコース問題を題材にして学
習を進めます。この章では、AOJの使い方を簡単に解説します。それでは、さっそく次の
URLからAOJのページにアクセスしてみましょう。

http://judge.u-aizu.ac.jp

AOJ のホーム画面は次のようになっています。

図1.2： AOJ ホーム

まずは、ページ右上の国旗のアイコンをクリックして、サイトの表示言語を設定しま
す。日本語または英語を選択することができます。AOJのホームには、最近の提出状況、
お知らせ、掲示板の最新書き込み情報などが表示されています。

AOJは機能ごとにいくつかのページから構成されています。次のようにページ上部ヘッ
ダのメニューからそれぞれのページへ移動することができます。

図1.3：AOJ の基本メニュー
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ヘッダのリンクから各メニューを選択することができます。各メニューは以下のページ
へのリンクになっています。メニューにマウスをのせるとサブメニューが開きます。

 ▶問題セット．問題が分類されてまとめられたページへの入り口です。本書で題材にする問題
セットについては1.4節で詳しく確認します。

 ▶ランキング．サイト内ユーザのランキング（順位）ページです。本書では扱いませんが、問
題の解答状況でユーザのランキングが行われています。

 ▶ステータス．提出プログラムの判定結果一覧です。詳しくは1.5節で確認します。

 ▶コンテスト．本書では扱いませんが、過去に開催されたプログラミングコンテスト、開催予
定のコンテストなどの情報を閲覧することができます。

 ▶コース．アルゴリズムやプログラミングの導入として、基本的な問題を順番に解いていくた
めのコースです。本書で題材にする問題セットについては1.4節で詳しく確認します。

1.3 ユーザ登録する
オンラインジャッジにプログラムを提出するためには、ユーザ登録を行う必要がありま

す。ユーザ登録はページ上部のヘッダメニュー右上の「登録・設定」ボタンから行いま
す。ボタンを押すとサブメニューが現れますので、さらに「登録・設定」リンクへ進んで
ください。次のような新規ユーザ登録ページが表示されます。

図1.4：ユーザ登録ページ
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1.3 ユーザ登録する

ユーザ登録を行う前に、右上リンクより、プログラムの提出に関する注意事項を確認し
てください。登録に必要な情報は、ユーザ ID、パスワード、名前、所属（学校名や勤務
先等）です。各入力右側の注意事項に従って必要事項を入力し、送信ボタンを押します。
正しい入力が行われ「ご登録ありがとうございます」というメッセージが表示されれば登
録完了となります。

ヘッダメニューのログインボタンを押すとサブメニューが現れるので、登録したユーザ
IDとパスワードを入力し、Sign In（ログイン）ボタンを押してください。

AOJでは、ログインを行わなくても問題を閲覧しプログラムを提出することができます
が、ログイン後は以下の機能面で便利になります：

 ▶自分がすでに解いている問題や進捗を把握することができます。
 ▶自分が提出したソースコードを閲覧することができます。
 ▶掲示板の投稿やタグ付け、ブックマーク機能などを利用することができます。
 ▶その他の詳しい機能については、チュートリアル 4をご覧ください。

4：http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/AOJ_tutorial.pdf

▶

▶

▶

▶

ポイント



24

Part 1　［準備編］プロコンで勝つための勉強法

1.4 問題を閲覧する
 ■1.4.1　問題の種類  

AOJには基本的な問題や各種コンテストの過去問などが収録されています。本書で題材
にする演習問題へのアクセスは２通りあり、以下のファインダーまたはコースを用います。

次のように、メニューの「問題セット」にマウスポインタを合わせると、出典やレベル
によって問題がまとめられているファインダーのリストが表示されます。

図1.5：問題セットのリスト

AOJの多くの問題はVolume 0 - Volume 26に収録されています。本書ではこれらの問
題は扱いませんが、ここではこれらを「チャレンジ問題」とよぶことにします。本書で
は、リストのトップの Introductionに含まれる「コース問題」を演習問題として用いま
す。Introductionはさらにいくつかのコースのリストになっており、以下の問題セットが
含まれています：

 ▶ Introduction to Programming にはプログラミング入門のための課題が収録されています。

 ▶ Introduction to Algorithms and Data Structures にはアルゴリズムとデータ構造の課題が収
録されています。本書前半の演習問題に対応します。　
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1.4 問題を閲覧する

 ▶ Library of ○○○ にはライブラリ作成の参考となる問題が収録されています。本書後半の演
習問題に対応します。

 ■1.4.2　ファインダーから探す  

他のユーザの正解率などを確認しながら、問題の一覧から問題を選択したい場合はファ
インダーを使います。問題セットのリストから次のようなファインダーに移動します。

図1.6：ファインダー：問題リスト

ファインダー右上部のプルダウンメニューVolume、Sourceで絞り込みの方法を変更
することができます。Volume はコンテストの過去問を問題 IDを基準にまとめたチャレ
ンジ問題のリストです。Source はコンテストやコースの出典キーワードで問題をまとめ
たリストです。

問題リストでは各問題の制限時間・メモリ、正解率、自分が正解しているかのチェック
を確認することができます。



26

Part 1　［準備編］プロコンで勝つための勉強法

 ■1.4.3　コースから探す  

問題が分類されたトピックごとに、自分視点の進捗度・スコアを確認しながら問題を選
びたい場合はコースを使います。AOJヘッダメニューのコースがコースリストへのリンク
となっています。コースを選ぶと次のようなトピックリストが表示されます。

図1.7: コース：トピックリスト

各コースはいくつかのトピックから構成されており、それぞれの達成度（％）とスコア
を確認することができます。次のように、各トピックはいくつかの問題リストで構成され
ています。トピック名が問題リストへのリンクとなっています。問題リストでは、各問題
の現時点での得点を確認することができます。

図1.8：コース：問題リスト
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1.5 問題を解く
 ■1.5.1　問題文を読む  

ファインダーまたはトピックの問題名 (リンク）から問題ページを開きます。次の図は
問題文の例です。

図1.9：問題文の例

問題ページはヘッダと本文から構成されています。ヘッダには問題に関する以下の基本
情報が含まれています。

 ▶制限．問題を解答するために利用できるCPU の時間とメモリ量が指定されています。提出プ
ログラムの実行時間やメモリ使用量がこれらの値を超えると不正解となります。

 ▶言語切り替え．英語がサポートされている問題はまず英語の問題文が表示されます。日本語
の問題を読む場合は「Japanese version is here」リンクをクリックします。

 ▶メニューリンク．次のように、ヘッダ右上のアイコンはその問題に関する詳細ページへのリ
ンクまたはアクションになっています。
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表1.1：問題文メニュー

アイコン リンクまたはアクション

提出 プログラムの提出フォームを開きます。詳しくは事項で確認します。

統計 問題に対する統計情報ページへ移動します。統計情報ページでは、
正解率、正解者リストとランキングを閲覧することができます。

掲示板 問題に関する議論やアナウンスが行われている掲示板へ移動します。

解答例 解答例のページへ移動します。公開されている正解ソースコードを
閲覧することができます。

タグ 問題に関連付けられたアノテーションページへ移動します。カテゴ
リタグやブックマークを閲覧・追加することができます。

本文には以下の内容が記載されています。

 ▶問題文．問題の内容が書かれています。問題文に定義された仕様を満たすプログラムを作成
しなければなりません。

 ▶入力の説明．問題の入力に関する説明が書かれています。プログラムはここで定義されてい
る入力形式で入力データを読み込まなければなりません。特に指定がない限り「標準入力」
から読み込みます。

 ▶出力の説明．問題の出力に関する説明が書かれています。プログラムはここで定義されてい
る形式で出力を行わなければなりません。特に指定がない限り「標準出力」へ出力します。

 ▶制約．問題には問題の入力値の範囲や制約が記述されています。判定用のデータに用いられ
るデータサイズの上限等が明記されているので、アルゴリズムの設計のために参考にします。

 ▶入出力例．入力例は、審判データとして与えられる入力の「例」であり、入力の説明で定義
された形式に従っています。出力例は入力例に対する正しい出力を示します。

入力例・出力例で示されるデータは、問題の入出力の「形式」を確認するためのもので
あって、簡単な例であることに留意してください。出力例と一致したプログラムが正解
になるとは限りません。提出されたプログラムはより厳格でサイズが大きいデータを用
いて判定されます。

ポイント
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一般的にオンラインジャッジでは、解答プログラムの出力値が厳密にチェックされま
す。入力をうながすメッセージ出力やデバッグ出力などを残さないように注意してくだ
さい。また、余分な空白・改行を出力する、あるいは必要な空白・改行が不足している
と不正解と判定される場合もありますので注意が必要です。
 

 ■1.5.2　プログラムを提出する  

問題ページの提出アイコンをクリックすると提出フォームが現れるので、必要な項目を
入力します 4。ここでは先ほどの問題例に対応した「１つの整数xを入力し、xの３乗を出
力する」というプログラムを作成して提出してみましょう（※ただし、下図のフォームの
プログラムは、xの２乗を出力し、意図的に間違いを含めています）。

図1.10：プログラムの提出フォーム

提出フォームは以下の項目を含みます。

 ▶ユーザ情報．ユーザ ID とパスワードを入力します。これらはログインしている場合は自動的
に入力されます。

 ▶問題番号・タイトル．これから提出するプログラムが解く問題の番号・タイトルが表示され
ます。

 ▶使用プログラミング言語．提出するプログラムの言語を選択します。AOJ ではC, C++, Java, 

4 問題の分類によってデザインが異なりますが、同じ機能を持ちます。

ポイント
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C++11, C#, D, Ruby, Python, PHP, JavaScriptで書かれたプログラムを提出することができます。

 ▶ソースコード．プログラムのソースコードを貼り付けます。プログラムを作成したエディタ
などからソースコードをコピー＆ペーストして貼り付けてください。

 

AOJ ではWEB 上でのエディタをまだサポートしていません。解答プログラムは直接提
出フォームに書きこむのではなく、普段使用しているお好みのエディタなどでコーデ
ィングし、動作を確認した上で貼り付けましょう。様々な機能拡張が行えるエディタ
（Emacs など）を利用することを推奨しています。

 

以上の入力項目を埋めたら、提出フォーム下部の提出（Submit）ボタンを押してプロ
グラムを提出します。リセット（Reset）ボタンでソースコードをクリアし、キャンセル
（Cancel）ボタンでフォームを閉じることができます。提出フォームに正しく必要事項を
入力し、提出ボタンを押すと判定結果ページへ遷移します。

ポイント



31

オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
活
用
し
よ
う

１章

1.5 問題を解く

 ■1.5.3　判定結果を確認する  

プログラムの判定結果は、次のような最近のジャッジ結果を表示するステータスリスト
内に表示されます 5。

図1.11：判定結果画面

ステータスリストには提出・採点状況が新しい順に表示されています。ここでは、例と
して間違ったプログラムを提出したのでStatus に“Wrong Answer” と表示されます。

リストには主に以下の情報が含まれています。

 ▶ Run#．各提出プログラムに割り当てられる固有の IDです。審査結果やソースコードはこの
ID によって管理されます。Run#をクリックすると、審査結果の詳細ページへ移動します。

 ▶提出者．提出者のユーザ IDです。クリックするとユーザ情報のページへ移動します。

 ▶問題．プログラムに対応した問題番号です。クリックすると問題ページへ移動します。

 ▶結果．提出プログラムの判定結果です。判定は以下の状態のいずれかであり、上から順番に
チェックされ結果が決定されます：

5 問題の分類によってデザインが異なりますが、同じ機能を持ちます。
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表1.2：判定結果

状態 意味

In Queue 提出プログラムがキューに追加されました。ジャッジサ
ーバに送られるまで待機中です。

Waiting Judge プログラムを実行中です。判定結果待ちです。ブラウザ
をリロードするかこのリンクをクリックしてください。

Judge Not Available
一時的に判定を行うことができません。データが準備中
かシステムによって制限された場合等に判定不可となり
ます。

Compile Error 提出されたプログラムのコンパイルに失敗しました。
Compile Error のリンク先を確認してください。

Runtime Error

提出されたプログラムの実行中にエラーが発生しまし
た。不正なメモリアクセス、スタックオーバーフロー、
ゼロによる割り算など多くの原因が考えられます。ま
た、main 関数は必ず0 を返すようにしてください。

Time Limit Exceeded 制限時間を超えました。不正解です。問題に指定された
制限時間内にプログラムが終了しませんでした。

Memory Limit Exceeded
制限メモリ使用量を超えました。不正解です。提出され
たプログラムは、問題に指定された以上のメモリを使用
しました。

Output Limit Exceeded 提出されたプログラムは、制限を越えたサイズの出力を
行いました。不正解です。

Wrong Answer
不正解です。提出されたプログラムは審判データと異
なる出力データを生成しました。あるいは、検証器
（special judge）が不正解と判断しました。

WA:Presentation Error

出力の形式が誤っています。提出されたプログラムは、
正しい計算結果を出力していますが、余計な空白や改行
を行っていたり、あるいは必要な空白や改行を出力して
いません。

Partial Points 上記不正解の状態において、部分点が得られている場合
に付加されます。リスト内に部分点が表示されます。

Accepted 正解です。提出されたプログラムは上記すべての審査に
おいて拒否されなかったため、“受理”されました。

 ▶言語．提出されたプログラムの言語です。リンクからバージョンの情報などを確認すること
ができます。

 ▶ CPU使用時間．提出プログラムが該当問題の審判データに対する結果を出力するのに要した
秒単位の時間です。AOJ では最大20 秒（※言語によって緩和されます）プログラムを走らせ
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ます。複数の審判データファイル（テストケース）がある場合は、その結果の中で最大のも
のが表示されます。

 ▶メモリ使用量．提出プログラムが該当問題の審判データに対する結果を出力するのに要した
キロバイト単位のメモリ使用量です。複数の審判データファイルがある場合は、その結果の
中で最大のものが表示されます。

 ▶コード長．提出プログラムのバイト単位のサイズです。

 ▶提出日時．プログラムが提出された日時です。

判定結果のRun#または結果（Status）リンクから次のような判定結果詳細ページへ移
動します。

図1.12：判定結果詳細ページ

詳細ページでジャッジからのメッセージ（主にコンパイルエラー）を確認することがで
きます。オンラインジャッジでは、複数の審判データファイル（テストケース）で正誤・
性能判定が行われます。判定結果詳細ページでは、各テストケースごとの判定結果と性能
を確認することができます。

審判結果詳細ページの入出力ファイルへのリンク、または詳細タブをクリックすると、
次のようなテストケース確認ページへ移り、審判データとして利用されたテストケースを
確認することができます（未公開のデータもあります）。
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図1.13：テストケースの確認（ケース１）

ページ左側にジャッジで利用された各テストケースの入力データ、右側に対応するテス
トケースの出力データ（正しい答え）が表示されます。ここでは、1つ目のテストケース
ではAccepted （正解）されていることを示しています。

矢印ボタン（リンク）でテストケースを変更することができます。

図1.14：テストケースの確認（ケース２）

ここでは、２つ目のテストケースでWrong Answer になっていることを示しています。
入力が3のときは27と出力しなければなりませんが、提出したプログラムは正しい出力
を行っていません。プログラムを修正してStatus がAccepted になることを確認してみ
ましょう。

 

オンラインジャッジでは審判結果にかかわらず何度でも再提出を行うことができます。
正解するまで、あるいは納得のいく性能や順位が得られるまで、何度でもチャレンジし
ましょう。
 

ポイント
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1.6 マイページ
マイページ（ユーザページ）では自分や他のユーザのステータスを閲覧することができ

ます。次のように、チャレンジ問題のステータスは正解問題数、レーティング、レーダー
チャートで表された各分野の進捗、などを閲覧することができます。

図1.15：チャレンジ問題のステータス

 

これらのチャレンジ問題に関するステータスやランキングには、本書のコース問題の結
果は反映されませんが、アルゴリズムとデータ構造の基本を身に付けたら、是非チャレ
ンジしてみてください。

一方、次のように、トピックスリンクからコースの各トピックの進捗度の一覧を閲覧す
ることができます。

ポイント
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図1.16：トピックス進捗率

1.7 本書での活用方法
本書で扱う演習問題は、コースAlgorithms and Data Structures I に含まれる全47問お
よびLibrary of ○○○に含まれるいくつかの精選問題となっています。本書の各所にこれ
らの演習問題が指定されていますので、問題 ID を参考にAOJ の問題ページを閲覧してチ
ャレンジしてください。

各問題のプログラムを作成したらフォームから提出し、採点結果を確認してください。
スコアや進捗を確認しながら目標を設定し、自分のペースで問題を解くことを楽しんでく
ださい。



プロコンのための
アルゴリズムとデータ構造
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基礎編では、基本的なアルゴリズムとデータ構造を学習し、それらに関する問題を解い
ていきます。ここで取りあげるアルゴリズムやデータ構造は、汎用性があるもので、標準ラ
イブラリとして提供されているものも多くありますが、以下の点で学ぶ意義があります。

 ▶類似しているにもかかわらず標準ライブラリでは対応できない処理に対して、自分で応用
する力を鍛えることができます。

 ▶長所・短所と計算量を知ることで、適切なアルゴリズムの選択ができ、不具合が発生した
ときにも対処することができます。

 ▶言語やライブラリの使い方だけで満足せず、アルゴリズムを自ら実装するよい練習課題と
なります。
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2.1 アルゴリズムとは

基本的なプログラミング言語の構文や書き方を一通り習得すると、それらを組み合わせ
ることによって様々な問題を解決することができるようになります。問題解決において
は、特定の言語のルールに関する知識よりも、問題を「どのような手順」で解決するか、
つまりアルゴリズムを設計する能力が求められます。

この章では、簡単な問題を用いてアルゴリズムとその計算量について導入を行います。

2.1 アルゴリズムとは
アルゴリズムは「算法」や「演算手順」などと直訳することができますが、広い意味で

は「あることを達成するための手順」のことです。「朝起きて→着替えて→朝食を食べて
→自転車で学校へ行く」という日常の行動も一種のアルゴリズムです。コンピュータの世
界では、データ処理、数値演算、組み合わせ計算、シミュレーションなどの問題を解決す
るための手順をアルゴリズムと呼びます。

厳密には、アルゴリズムは問題に対する正しい出力を行い「停止する」、明確に定義さ
れた規則です。世の中に存在する問題に応じて、アルゴリズムは無数に存在しますが、そ
の選択によって計算時間が大きく変わってきます。新しいシステムを開発したり、問題を
解決する際、先人たちによって研究開発された数々の古典的なアルゴリズムを利用・応用
することで、効率的に問題を解決することができます。また、アルゴリズムを自ら考える
必要がある場合でも、それらの考え方を応用することができます。

２ 章

アルゴリズムと計算量
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2.2 問題とアルゴリズムの例
簡単な問題を通して、アルゴリズムの例をみてみましょう。

問題: Top 3

10人分のプレイヤーの得点が記録されたデータを読み込んで、その中から上位3
人の得点を順に出力してください。ただし、得点は100点満点とします。

入力例 　　　出力例
 　　　

この問題をプログラムとして実装することを考えます。このような単純な問題に対して
も以下のようにいくつかのアルゴリズムが考えられます。

Algorithm 1: 3回探索する

1. 各プレイヤーの得点を配列A[10] に入力する。
2. Aの中に含まれる10 個の数から最大の値を探して出力する。
3. 2. で選ばれた要素を除いた9 個の数の中から、最大値を探して出力する。
4. 2. 3. で選ばれた要素を除いた8 個の数の中から、最大値を探して出力する。

Algorithm 2: 整列してから上位3つの得点を出力する

1. 各プレイヤーの得点を配列A[10] に入力する。
2. Aを降順に整列する。
3. Aの最初の3 つの要素を順番に出力する。

Algorithm 3: 各得点ごとの人数を数える

1. 得点p を獲得した人数を配列C[p] に記録する。
2.   C[100], C[99], ... , の順に、C[p]が1 以上の場合p をC[p] 回出力する（ただし合計3
回まで）。

25 36 4 55 71 18 0 71 89 65 89 71 71
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2.2 問題とアルゴリズムの例

Algorithm 1 は最初に思いつく率直な方法の１つと考えられます。一方、データを整列
するためのアルゴリズムを利用することができるのであれば、Algorithm 2 の方が簡潔な
プログラムを間違い無しに実装できるでしょう。また、データを整列するためにも多くの
アルゴリズムが考えられ、その選択によっても計算効率が違ってきます。

Algorithm 3 は、計算効率は良さそうですが、場合によっては大きな記憶領域が必要そ
うです。扱うデータが、テストの点数や人の年齢のように、範囲の狭いものであれば記憶
領域も少なく、計算効率も良いので非常に良い方法です。しかし、扱うデータの取りうる
値の範囲が広すぎる場合は、大きな記憶領域が必要になり、実用的ではありません。

このように、与えられた問題を解く方法は１つとは限らず、様々なアルゴリズムを適用
することができます。問題の性質、入力の大きさや制約、さらには自分の能力やコンピュ
ータの資源などにも応じて考えることになります。

「問題：Top 3」を一般化した次の問題を考えてみましょう。

問題: Top N

m個の整数ai (i = 1, 2, ..., m) が与えられます。その中で値が大きい順にn 個出力し
てください。

制約　m ≤ 1,000,000
　　　n ≤ 1,000
　　　0 ≤ ai ≤ 106

この問題の場合、どのアルゴリズムが適当か考えてみましょう。アルゴリズムの設計で
重要なことは、問題の仕様で与えられている入力値の制約です。コンピュータは速いと
言えど、m、n、aiが結構大きな値なので、どんな方法でも高速な処理になるとは限りませ
ん。

プログラムの簡潔さや書き易さでアルゴリズムを選ぶこともできますが、重要なことは
計算の効率とメモリの使用量です。2.4節で、問題の入力の上限を基に、アルゴリズムの
計算効率を見積もる方法を学習します。
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2.3 疑似コード
アルゴリズムを説明する方法には様々なものがあります。そのひとつが自然言語（日本

語や英語など）とプログラミング言語の構文を組み合わせた疑似コードです。

本書では、必要に応じてアルゴリズムを疑似コードを用いて解説します。これは、アル
ゴリズムの説明書であるとともに、なんらかのプログラミング言語で実装するための１つ
の手がかりとなるものです。本書で用いる疑似コードには明確な文法はありませんが、以
下のような要領で記述することにします。

 ▶変数を英文字で表します。宣言文や型は省略します。

 ▶構造文として多くのプログラミング言語で使用できる if、while、for 文を用います。

 ▶ブロックは{ }ではなくインデント（字下げ）で表します。

 ▶ C/C++言語を模倣した演算子を用います。例えば、代入演算は=、等価演算は==、不等価
演算子は!=で表します。論理演算子として、論理和||、論理積&&、否定!を用います。

 ▶配列A の長さ（サイズ）は、A.length と表記します。

 ▶配列A のi 番目の要素をA[i] で表します。

 ▶配列の添え字は0 オリジン 1
 と1 オリジンを場合によって使い分けます。

1　  0オリジンでは、配列のインデックスを0から数えます。サイズがN の配列には0番目からN-1番目までの要素が存在
します。
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2.4 アルゴリズムの効率
コンピュータは計算処理を一瞬でこなしているように感じますが、実際には入力の大き

さとアルゴリズムの効率に依存した量だけプロセッサのリソースを使用しています。高速
に動作する優れたプログラムを書くためには、問題の性質を十分に考慮し、可能性のある
全ての入力に対して効率良く動作するアルゴリズムを考える必要があります。

与えられた問題を解くためのアルゴリズムを考えるとき、その効率を評価するための
「ものさし」が必要になります。アルゴリズムを考えてプログラムを実装する前に、まず
はその効率を推測し、解決したい問題を解くのに十分かどうかを確認する必要がありま
す。この過程を無視すると、苦労して書いたプログラムが使い物にならなかった、という
失敗をしてしまいます。

コンピュータの処理能力は日々進歩する一方、処理するデータの量や複雑さも日々増し
ています。ビッグデータ 2の活用、計算機の可能性、省エネに繋がるアルゴリズムの効率
化などを背景に、より効率の良いアルゴリズムの開発を目指した研究が盛んに行われてい
ます。

 ■2.4.1　計算量の評価  

アルゴリズムの効率は主に以下の２つの計算量で評価されます。

 ▶時間計算量（time complexity）．プログラムの実行に必要な時間を評価します。計算機の
プロセッサをどれだけ利用するかを見積もります。

 ▶領域計算量（space complexity）．プログラムの実行に必要な記憶領域を評価します。計
算機のメモリをどれだけ利用するかを見積もります。

一般的には、システムの環境を考慮した上で、時間計算量と領域計算量のトレードオフ
やバランスを考えてアルゴリズムを設計します。領域計算量よりも時間計算量の方が問題
になることが多いので、本書では特に指定がない限り「計算量」を時間計算量という意味
で使用します。

2　  巨大なデータ集合の集積物で、その活用のための解析、検索、可視化などの技術的な課題が多くあり、盛んに研究が行
われています。
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 ■2.4.2　Ｏ表記法  

アルゴリズムの効率を評価する「ものさし」のひとつがＯ表記法です。Ｏ表記法は、
Big-Oh-Notation とも言われ、例えばO(n) やO(n2) のようにn を問題の入力サイズとした
関数でアルゴリズムの効率を表します。O(g(n)) は計算量がg(n) に比例することを意味し、
「オーダーがg(n) である」と言います 3。与えられた問題には入力の上限が定義されている
ので、この情報を基にアルゴリズムの評価を行います。

例えば、「n 件のデータを小さい順に整列してください。n は最大でも1,000件としま
す。」という問題をAというアルゴリズムを用いて解くことを考えます。Aのオーダーが
O(n2) であるとすると、Aの計算量はn2 に比例することになります。O(n2) のアルゴリズ
ムでは、データの量が10倍になれば計算量は100倍になります。この問題では、n は最
大でも1,000 なので、最悪の場合でもおおよそ1,000,000の計算量と見積もることができ
ます。

ここで、前章でとりあげた導入問題「Top N」を振り返って各アルゴリズムの計算
量について考えてみましょう。Algorithm 1はO (n × m)の計算量になることを４章で
学びます。Algorithm 2はO(mlogm + n)の計算量で実装することができることを７章
で学びます。また、Algorithm 3の詳細は７章で詳しく学習しますが、その計算量は
O ( n + m + max (a i )) となり、各整数の値aiの最大値に比例するメモリ量を必要とします。

アルゴリズムの計算量は、最善、平均、最悪の場合について見積もることができます。
平均の計算量が最悪の計算量と同等になる場合が多いことや、最悪の計算量を見積もれ
ば、それ以上の心配をする必要がないということから、一般的にアルゴリズムの設計にお
いては最悪の計算量を見積もります。

3　O表記法の厳密な定義は「比例する」ということではありませんが、最初のうちはこのような理解で問題ありません。
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 ■2.4.3　計算量の比較  

アルゴリズムの評価でよく見られる典型的なオーダーについて、実際の入力サイズn と
その計算量を次の表で比べてみましょう。

n logn √n nlogn n2 2n n!

5 2 2 10 25 32 120
10 3 3 30 100 1,024 3,628,800
20 4 4 80 400 1,048,576 約2.4×1018

50 5 7 250 2,500 約1015 約3.0×1064

100 6 10 600 10,000 約1030 約9.3×10157

1,000 9 31 9,000 1,000,000 約10300 約4.0×102,567

10,000 13 100 130,000 100,000,000 約103,000 約1035,660

100,000 16 316 1,600,000 1010 約1030,000 約10456,574

1,000,000 19 1,000 19,000,000 1012 約10300,000 約105,565,709

どの関数がどれだけ効率が良いか、または悪いかを考えてみましょう。オーダーが 

O(√n)、O(logn)、O(n)、O(nlogn) などのアルゴリズムはn が増加しても計算量はそれほ
ど増加しないので、効率が良いと言えます。

一方、オーダーがO(2n) やO(n!) のアルゴリズムは、入力n が数十になっただけで、計
算量が何十桁にも至ってしまいます。地球上最速のコンピュータを使っても、数百年かか
ってしまう計算量です。これらの効率の悪いオーダーは、単純で力任せのアルゴリズムに
よく見られます。重要なことは、プログラムを実装する前に、入力の上限からアルゴリズ
ムの最悪の計算量を評価することです。

計算量を見積もり、そのプログラムが実用的であると判断できる基準は、計算の内容や
実行環境等によって左右されます。現在のコンピュータの処理能力を考えると、比較や基
本演算などの計算回数が数百万から数千万程度以下であれば、数秒以内で処理を行うこと
ができるでしょう。多くの問題をプログラミングで解決する実践を通して、アルゴリズム
と計算量の意義を実感することができます。
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2.5 導入問題
アルゴリズムの設計と計算量を意識して、簡単な問題を解いてみましょう。この問題を

解くために特別なアルゴリズムの知識は必要ありませんが、正解するためのポイントがい
くつかあります。以下の点に注意してチャレンジしてみましょう。

 ▶問題文をよく読み、正しいアルゴリズムを設計する。

 ▶制約に書いてある入力のサイズを意識して、効率の良いアルゴリズムを考える（効率の悪い
アルゴリズムを避ける）。

 ▶入出力例をヒントに、制約を満たすあらゆる入力ケースに対して正しい動作をするか確認す
る。

ALDS1_1_D: Maximum Profit

制限時間 1sec　　メモリ制限 65536 KB　　正解率 18.54%

FX取引では、異なる国の通貨を交換することで為替差の利益を得ることができま
す。例えば、1ドル100円の時に1,000ドル買い、価格変動により1ドル108円にな
った時に売ると、（108円－100円）×1,000ドル＝8,000円の利益を得ることができ
ます。

ある通貨について、時刻 tにおける価格Rt (t = 0,1,2...,n - 1) が入力として与えられ
るので、価格の差Rj－ Ri (ただし、j > i とする ) の最大値を求めてください。

入力　  最初の行に整数nが与えられます。続くn行に整数Rt (t = 0,1,2...,n - 1) が順番に与
えられます。

思考 ★★　　　実装 ☆
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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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