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はじめに

「情報処理の勉強をしてはじめて，自分がやってるシステム開発は“ウォーターフォール”って
いうんだって知ったよ」と，ある受験生に言われたことがあります。「学生のときに勉強したから
イメージがわかなかったけど，就職してからはよく使うので役立っているよ」と言う人もいました。
情報処理技術者試験の勉強はIT全般にわたるので，いろいろなIT関連の仕事に役立ちます。
また，実務だけをやっていると現状の手法に疑いをもたなくなりがちですが，勉強の過程で多様
な手法があることを知ることで，仕事の幅を広げることができます。

応用情報技術者試験は，情報処理技術者試験センターの位置付けとしては，「高度IT人材と
なるために必要な応用的知識・技能をもち，高度IT人材としての方向性を確立した者」となって
います。つまり，一般的なIT人材としては独り立ちできていて，今後高度なIT人材となる人が，
試験の主な対象者です。そして，ある程度，将来の方向性も見据えて，自分の専門分野につい
て深く学び始めている人が想定されています。そのため，応用情報技術者試験は午前試験と午
後試験に分かれていますが，午前試験ではIT全般に関する知識を中心とした内容，午後試験で
は自分で選択した専門分野に関する少し深い内容が問われます。応用情報技術者試験を受験す
る場合には，これらの両方に対応することが大切です。

本書は，わく☆すたAI（人工知能）が平成21年度に開始された応用情報技術者試験の出題傾
向を徹底分析し，応用情報技術者試験の合格に必要な知識を掲載したものです。情報の新しさ，
出題傾向に合わせての更新にもこだわり，演習問題はすべて平成21年度以降の現行の試験制度
のものを使用しております。また，シラバス改訂にも完全対応し，最新のセキュリティ技術など
にも対応しています。さらに，YouTube動画による解説も用意していますので，あわせてご活用
ください。

学習するときには，ポイントを暗記するだけより，周辺知識も合わせて勉強する方が記憶に残
りやすく実力も付いていきます。すべてを暗記しようと頑張らなくてもいいので，気楽に読み進
めていきましょう。辞書として使っていただくのも歓迎です。本書をお供にしながら，応用情報
技術者試験の合格に向かって進んでいってください。

最後に，本書の発刊にあたり，企画・編集など本書の完成までに様々な分野で多大なるご尽
力をいただきましたインプレスの皆様，ソキウス・ジャパンの皆様に感謝いたします。また，わ
くわくスタディワールドの齋藤健一様をはじめ，一緒に仕事をしてくださった皆様，「わく☆すた
セミナー」や企業研修での受講生の皆様のおかげで，本書を完成させることができました。皆様，
本当に，ありがとうございました。

平成28年10月
わくわくスタディワールド　瀬戸　美月
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合格のポイント!

 応用情報技術者試験とは
応用情報技術者試験は，ITの専門家を対象とした試験です。情報処理技術者試験の

試験要綱によると，応用情報技術者試験の対象者像は「高度IT人材となるために必要な
応用知識・技能をもち，高度IT人材としての方向性を確立した者」となっています。情
報処理技術者試験の中では，「ITパスポート」「基本情報技術者」とステップアップして3
番目となるのが「応用情報技術者」の試験です。この試験に合格するレベルのスキルがあ
れば，仕事を一人でできる，先輩の指導がなくても実務をこなせる技術者である，とい
う位置付けです。内容的には，基本情報技術者試験とほぼ同じ試験範囲で，レベルが上
がって午後が記述式になるのが応用情報技術者試験です。

応用情報技術者試験の一番の特徴は，情報技術（IT）に関連するすべての範囲を勉強す
ることです。一人前の技術者として専門を究めていく前に，IT全般に関しての全体的な
勉強を行い，基本となるスキルを身に付けていきます。すべての分野を知っておくこと
で仕事の全体像も見えますし，いろいろな専門分野の人と協力して仕事を遂行すること
もできます。IT全般を中級のレベルで身に付ける——そんな感じの試験です。午前試験
では特に，全分野をまんべんなく出題することで，全般的な力を試しています。

この試験が対象とする技術者は，大きく次の三つのタイプに分けられます。

①システムエンジニア
システムの設計や開発，運用などを

行う技術者です。ネットワークやセキュ
リティなど，各専門分野の技術者も含
まれます。プログラミングなどのIT関
連の技術を得意とし，チームを組んで
システム開発などのプロジェクトを遂
行します。
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②ITコンサルタント
企業の経営者に対してITに関するコンサルティング

を行うコンサルタントです。経営戦略や情報戦略を提
案し，ITを駆使して業績アップの手助けをします。技
術と顧客のビジネスの橋渡しをするといった役割でも
あります。

③各分野のスペシャリストやマネージャ
ITの職種の細分化により，各分野を専門とするエ

ンジニアやマネージャが増えてきています。そのた
め平成26年秋期の試験から，専門分野のエンジニア
なども主な対象とするように試験内容が変更されま
した。

具体的には，ネットワークやサーバなどの管理を
行うインフラエンジニアや，プロジェクトをまとめる
プロジェクトマネージャなどが対象です。

午後試験では，これら三つのタイプに合わせて，自分の専門分野のスキルが試されます。
そのため，午後では11分野から5分野（5問）を選択します。選択する5分野については，
特に重点的にしっかり学習する必要があります。

このように，応用情報技術者試験は午前試験と午後試験に分かれていて，それぞれに
異なる方法で異なる力が試されます。

○応用情報技術者試験の構成
試験時間 出題形式 出題数・解答数 合格ライン

午前 9:30 〜 12:00
（150分）

多肢選択式
（四肢択一）

出題数：80問
（全問解答）

60点／ 100点満点
（48問正解）

午後 13:00 〜 15:30
（150分） 記述式 出題数：11問

解答数：5問 60点／ 100点満点
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また，過去3回の午前，午後の突破率と合格率を次に示します。

○午前，午後の突破率と合格率
突破率 平成27年春 平成27年秋 平成28年春
午前 41.6％ 45.9％ 53.5％
午後 45.8％ 51.3％ 38.6％
全体 19.0％ 23.4％ 20.5％

※情報処理技術者試験センター公表の統計情報を基に算出

午前を突破できないと午後は採点されませんので，午後の突破率は，午前を突破した
受験者の突破率になります。午前，午後のどちらが難しいと感じるかは，人によります。
学生さんやIT関連以外の業務をされている方などを含め，一般には午後の方が深い理解
が要求されるので難しいでしょう。実務経験が豊富な方にとっては，午後は実務的なス
キルで解けるので，幅広い知識が要求される午前の方が難しいと思います。

 応用情報技術者試験の現実的なメリット
情報処理技術者試験は国家試験ですが，取得すると与えられる免許などはなく，独占

的な業務もありません。また，合格率は高くても20％程度であり，簡単に合格できる試
験でもありません。そのため，IT業界の中でも，「取っても役に立たない」などという声
が聞かれます。実際，「取りさえすれば人生バラ色」とまではいきません。

しかし，質が高い国家試験ですので，現実的に役に立つ場面はいくつもあります。筆
者の周りでも，情報処理技術者試験の合格を生かして就職や転職に成功した，社内での
地位が向上したり褒賞金がもらえたりしたといった事例はよく耳にします。

情報処理技術者試験に合格すると得られるメリットは，情報処理推進機構のWebサ
イトに「情報処理技術者試験のメリット」として挙げられています（http://www.jitec.ipa.
go.jp/1_08gaiyou/merit.html）。これらのうち，応用情報技術者試験に合格すると得られ
るメリットには次のものがあります。

①企業からの高い評価
応用情報技術者の取得を社員に奨励している企業は多く，実際に，合格者に一時金や

資格手当などを支給する報奨金制度を設けたり，採用の際に試験合格を考慮したりする
ことがあります。

少し古いデータですが，日経BPが行った調査『2012年度版「いる資格，いらない資格」』
（http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120412/390758/）では，ITベンダー（IT
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のシステム開発を主に行う企業）の人事担当者が自社の技術者に取得させたい情報処理
技術者の第2位が応用情報技術者となっています。

そのため，IT関連の企業に就職や転職をするためには取得していると有利ですし，就
職した後も，手当などで収入アップが見込めることが多い資格です。ちなみに，筆者が
新卒で入社した会社でも資格手当があり，一種（現在の応用情報技術者）は月額15,000円
でした。会社によって金額や優遇の度合いは違いますが，優遇する企業は実際に多いよ
うですし，いろいろな企業で資格取得を奨励しています。

②大学における活用（単位認定・入試優遇など）
取得者数が多いと大学のアピールポイントにもなりますし，実際に多くの大学で取得

者を優遇しています。大学入試では基本情報技術者だけでも優遇されますが，応用情報
技術者まで取得しているさらに有利です。このような優遇措置は，情報系の学部よりも
経済学部や商学部などに比較的多い傾向があります。

③自己のスキルアップ，能力レベルの確認
応用情報技術者試験の問題は，かなり考えて作成されているため質が高いので，付け

焼き刃の勉強では合格しづらい試験です。そのため，しっかり勉強して合格することで，
IT人材としての基本的な知識や技能を身に付けることができます。

何かを学ぶときには目標がないと続かないものですが，合格を目標にスキルアップす
るという点では応用情報技術者試験はとても優れています。ITの専門家としての基礎を
幅広く学ぶことができ，それらを身に付けると実際に仕事で役立つからです。また，実
務をこなしているだけでは経験が偏りがちになるので，足りない部分の知識を補うこと
にも活用できます。

④国家試験による優遇
基本情報技術者にはなく応用情報技術者によくあるのが，国家試験における科目免除

などの優遇です。有名なところでは，中小企業診断士や弁理士の試験で科目が一部免除
されます。

また，公務員試験において応用情報技術者の資格が必要となる職種もあります。有名
なのが警察関連で，警視庁で募集するコンピュータ犯罪捜査官や，各県警で募集するサ
イバー犯罪捜査官などは，応募資格の一つに応用情報技術者試験の合格が挙げられてい
ます。さらに，教員採用選考試験の科目の一部免除を実施する自治体もあります。

情報処理技術者は公的な資格なので，国や自治体関連の仕事に就く場合にこのように有
利になることがあります。公務員を目指す人は取得しておくと役立つ場面が多いでしょう。
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 午前試験の傾向

応用情報技術者試験の午前試験では80問が出題され，本書で学習するすべての分野
から幅広く出題されます。過去3回の分野別出題数はおよそ以下のとおりです。

○午前の分野別出題数
出題分野 平成27年春 平成27年秋 平成28年春

テクノロジ系

1．基礎理論 7 6 9
2．コンピュータシステム 17 18 14
3．技術要素 23 22 22
4．開発技術 4 5 5

マネジメント系
5．プロジェクトマネジメント 4 4 4
6．サービスマネジメント 5 6 6

ストラテジ系
7．システム戦略 6 6 5
8．経営戦略 8 4 8
9．企業と法務 6 9 7

最も重視されるのがテクノロジ系の分野で，出題数は50問程度です。その他，マネジ
メント系が10問程度，ストラテジ系が20問程度の配分になります。コンピュータシステ
ムと技術要素の分野は問題数が多く，学ぶ内容も多岐にわたります。コンピュータシス
テムでは，ハードウェアやソフトウェアなどコンピュータやシステムを構成するすべての
要素について，また，技術要素では，ネットワーク，データベース，セキュリティなどの
技術について，それぞれ幅広く学習していきます。セキュリティ分野については，平成
26年春期より，問題数が倍増して重点分野となっています。

全体的にまんべんなく出題され，合格ラインは60％。これは，80問中48問以上の正解
です。ですから，特定の分野に偏らず，すべての分野についてひととおりは学習すると
いうことが午前試験攻略のポイントになります。
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 午後試験の傾向

応用情報技術者試験の午後試験では，11問が出題され，そのうち5問を選択して解答
します。出題される分野と，過去3回のテーマは，以下のとおりです。

○午後の分野別出題テーマ
問 分野 平成27年春 平成27年秋 平成28年春

問1 情報
セキュリティ 電子メールのセキュリティ ソーシャルネットワーキング

サービスのセキュリティ

Webサイトを用いた
書籍販売システムの
セキュリティ

問2 経営戦略※ ブランド戦略 損益見込の分析 事業継続計画（BCP）

問3 プログラミング データ圧縮前処理
Block-sorting 2分探索木 ライフゲーム

問4 システム
アーキテクチャ キャンペーンサイトの構築 システム要件定義 冗長構成をもつネットワーク

問5 ネットワーク DHCPを利用したサーバの
冗長化 ネットワークの設計 スイッチ間の接続経路の

冗長化

問6 データベース アクセスログ監査システム
の構築 人事情報のデータ構造

コンビニエンスストアに
おけるデータウェアハウス
構築及び分析

問7 組込みシステム
開発

自動車用衝突被害軽減
ブレーキシステム

通信機能を内蔵した
ディジタル電力量計の設計

飲食店向けタッチ式
注文端末

問8 情報システム
開発

チケット販売システムの
在庫調整機能の開発

ソフトウェアパッケージの
利用

通信販売用Webサイトに
おける決済処理の設計

問9 プロジェクト
マネジメント

人的資材計画と
コミュニケーション計画

ソフトウェア開発プロジェクト
のスコープ管理 品質評価

問10 ITサービス
マネジメント 情報資産の管理 サーバ仮想環境における

運用管理 キャパシティ管理

問11 システム監査 財務会計システムの
運用の監査

コンピュータウイルス対策
の監査 業績管理システムの監査

※経営戦略は，「経営戦略，情報戦略，戦略立案・コンサルティングの技法」のうちのいずれかから出題されます。

上の表のように，それぞれの分野でテーマを一つに絞り，深く掘り下げて出題されます。
問1の情報セキュリティについては，平成26年春期からは必須問題となっています。

それ以外は，全10分野の中から5分野を，自分の専門分野や将来進みたい方向の分野
に合わせて選択して勉強していきます。午前の知識がベースになりますが，午後で選択
する場合には，一歩踏み込んださらに深い学習が必要です。午前では知識だけで解けても，
午後ではきちんと理解していないと解けません。セキュリティ分野を例にとると，午前では，
DNSキャッシュポイズニングという用語とその意味について知っていれば正解できるので
すが，午後ではその仕組みと被害の状況，対処方法について理解している必要があります。

暗記だけだと通用しないのが午後なので，一つ一つの用語や実務での利用方法を丁寧
に深く理解しておくことが合格のポイントとなります。
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 合格のための王道の勉強法

応用情報技術者試験では，IT全般についての幅広い知識と，自分の専門分野に関する
深い理解の両方が要求されます。そのため，次のようなT字型のイメージで二つの勉強
を並行して行う必要があります。

①広く浅く，すべてのIT関連分野の
　知識を身に付ける（午前対策）

②自分の専門分野について深く
　技術を理解する（午後対策）

応用情報技術者試験の勉強のイメージ

具体的な勉強は次のように行うのが王道です。

①午前レベルの知識について，参考書を一通り読んで学習し，午前の過去問題で問
題演習を行う。演習量の目安は過去問3，4回分程度（だいたい問題集1冊分）

②午後については，過去問を中心に演習を行う。演習量の目安としては，自分が選
択する予定の分野（5，6分野）について，各過去問5～10問程度

基本情報技術者試験に合格したレベルからなら，これだけの分量の勉強を行えばほと
んどの場合は合格できます。大切なのは，これだけの勉強量をいかにこなしていくかです。
一夜漬けでは無理なので，日々コツコツと勉強を続ける必要があります。通常はこれだ
けの分量の勉強をするのに3か月程度はかかりますので，継続して学習することが最も大
事です。

本書では，合格に必要な情報を1冊にまとめました。午前の知識については，本書1冊
で十分ですし，午後を中心とした問題演習については，PDF提供も含めて，必要な問題
量を付録として収録しておきましたので，これらを活用していただければ十分な演習量
となります。ぜひ，本書を活用して，合格の栄冠を勝ち取ってください。
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 午後の問題選択のポイント

午後の選択問題では，4分野を選択して解答します。どの分野を選択する場合でも，
事前にある程度分野を絞って準備しておくことは不可欠です。特に，平成26年秋期から
問題選択の方法が変わり，問1の情報セキュリティ以外は選択が自由となりましたので，
分野の選択次第で勉強方法が大きく変わってきます。

ここでは，仕事の内容やタイプ別におすすめの選択問題を挙げていきます。

①システム開発を主な仕事としている方
システム開発に関連する分野としては，プログラミング（問3），システムアーキテクチャ

（問4），データベース（問6），組込みシステム開発（問7），情報システム開発（問8）があり
ます。組込みシステム開発と情報システム開発については，実際に開発している内容に
近い方を選択する（通常は情報システム開発が多い）のが基本です。これらの分野を中心
に，状況に合わせてプロジェクトマネジメント（問9）などを選択する人も多いです。

②ITコンサルタントや経営を主な仕事としている方
経営に関連する分野としては，経営戦略（問2）があります。ほかに，マネジメント関連

分野として，プロジェクトマネジメント（問9），ITサービスマネジメント（問10），システ
ム監査（問11）があります。これらの分野を中心に，あまり知識が求められない技術分野
としてシステムアーキテクチャ（問4）などを選択する人もいます。

③ネットワーク構築やサーバ管理を主な仕事としている方
ネットワークやサーバ管理を行うインフラエンジニアの方に関連が深い分野としては，

システムアーキテクチャ（問4），ネットワーク（問5），ITサービスマネジメント（問10）
があります。関連分野として，データベース（問6）やプロジェクトマネジメント（問9）な
どを選択する人が多いです。

④プロジェクトマネジメントなどマネジメントを仕事としている方
マネジメント系の分野には，プロジェクトマネジメント（問9），ITサービスマネジメン

ト（問10），システム監査（問11）があります。これに加えて，経営戦略（問2）や情報シス
テム開発（問8）などが関連分野となります。



18

⑤学生など，実務未経験で理系の内容が得意な方
理系的な内容のIT分野には，プログラミング（問3），システムアーキテクチャ（問4），ネッ

トワーク（問5），データベース（問6），組込みシステム開発（問7）などがあります。もとも
とITは数学から発展したものですし，数学ができると簡単に勉強できる分野は多いです。

⑥文系で，数学などに苦手意識のある方
数学が苦手な場合でも，問題選択次第で合格は可能です。具体的には，経営戦略（問

2），プロジェクトマネジメント（問9），ITサービスマネジメント（問10），システム監査（問
11）では，数学が得意であるかはほとんど関係ありません。また，情報システム開発（問8）
なども，文系でも学習しやすい内容です。

どの分野を選択するにしても，情報セキュリティ分野についての学習は必須です。また，
選択する4分野のみの勉強だけでは難問が出たときに避けて通ることができないため，1，
2分野くらい余分に勉強しておくのも，戦略としておすすめです。



19

 タイプ別・状況別　合格のための必勝法

試験合格のための勉強で最も大切なのは，自分の現状を知ることです。IT系の学習の
場合，いわゆる机上の“お勉強”以外にも，日々の生活や仕事が学びにつながっているこ
とが結構あります。そのため，自分がすでに知っていることの勉強は飛ばして，知らな
いことを中心に知識を身に付けることができれば，効率良く学習することが可能です。

そこで，タイプ別・状況別に，効率的に勉強する方法を紹介していきます。

①IT関連の実務経験者
午後試験は実務の経験だけで解ける問題が多く出題されます。しかし，午前試験は知

識問題が中心ですし，自分の実務経験だけでは知識に偏りが生じ，すべての分野を押さ
えることは難しくなります。そのため，午前対策を中心に，知識を身に付けていくことが
重要になります。本書を十分に活用していただき，途中にある演習問題なども解いて学
習すると，午前突破には十分な実力が付きます。忙しくて学習時間があまり取れないと
いう場合は，あまり手を広げず，本書を読んで午前の過去問題の演習を確実に行うこと
を優先するといいでしょう。

②学生
実務経験がない学生にとっては，多くの場合，午後が合格への障壁となります。そこで，

本書で午前を中心とした知識を身に付けた後は，午後の問題演習を数多く行うことが大
切になります。本書の付録などを中心に，選択する分野の過去問題を多めに解くことで，
合格するための解答力を身に付けることができます。また，実務経験を補うために，プ
ログラミングなどを実際に行ってみるなどの実践的な学習も有効です。

③プログラミングなどが苦手な方
プログラミングや理系の論理的思考が苦手な場合，基本情報技術者試験より応用情報

技術者試験の方が合格しやすいということがよくあります。午後試験でテクノロジ系の
問題を選択しないことは可能なので，マネジメント系を中心に学習することで苦手分野
を避けることはできます。ただ，本書にあるような午前レベルの全般的な知識は必要な
ので，ひととおりは読んでください。その上で，午後で選択する分野を中心に知識を深
めて問題演習を行っていくと，効率的に合格を手にすることができます。

④文章の読み書きが苦手な方
応用情報技術者試験の午後は記述式なので，問題文を正確に読む読解力や，文章で的

確に答えるため文章力が必要です。応用情報技術者試験の午後問題は1問約4ページで，
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それを読みこなして解答します。読むのが遅いと時間が足りなくなりますし，読んでも勘
違いをすると適切な答えが書けなくなります。また，記述式の文章は，言いたいことをピ
ンポイントで間違いなく相手（試験官）に伝えることが重要です。そのため，記述式の問
題が苦手な場合には，意識して国語力を身に付ける必要があります。具体的には，中学
や高校の現代文の復習を行い，文章の読み方の演習を行う方法がおすすめです。一見遠
回りですが，一度国語力を身に付けておくと，応用情報技術者試験だけでなく，その上
の高度区分の試験を受験する際にも役立ちます。

⑤基本情報技術者試験に合格していない方
応用情報技術者試験は，基本情報技術者試験の上位資格です。そのため，試験内容と

しては，基本情報技術者試験に合格していることが前提となっています。基本情報技術
者試験に必ず合格しておかなければならないというわけではありませんが，内容につい
ては事前に勉強して理解しておくことが大切です。基本情報技術者試験の参考書などで
ひととおりの勉強はしておきましょう。ただ，③でも挙げましたが，プログラミング関連
の内容は応用情報技術者試験では避けて通れますので，苦手なら無理しなくても大丈夫
です。

⑥勉強する時間があまりとれない方
応用情報技術者試験の勉強にはある程度時間がかかるので，直前のちょっとした勉強

で合格することは難しいです。ただ，実務経験がある場合や，試験勉強以外で知識を身
に付けている場合などは，過去問題に慣れることで合格できる可能性があります。急い
でいる場合はとりあえず，ざっと本書に目を通して，あとはひたすら過去問題の演習をす
るというのが直前の勉強法の基本です。あきらめずに学習することで，ひょっとしたら合
格するかもしれませんし，少なくとも次にはつながります。

⑦試験直前で勉強していなくて焦っている方
とりあえず午前だけでも突破できるよう，過去問題（午前）の演習を行ってみるのがお

すすめです。午前は知識がないと突破するのは無理ですが，午後は内容次第で解けるこ
ともあるので，まずは午前対策を行ってみることが効果的です。時間がないときには，と
にかく問題演習を優先し，本書は分からない言葉を辞書的に調べるために使うという方
法が効率的です。索引を徹底活用してください。

少しでも勉強してから受験すると次につながりますし，何もしないよりいいので，最後
の悪あがきをしてみましょう。
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 本書の使い方

本書では，わく☆すたAIが今までに出題された問題を分析し，試験によく出てくる分
野を中心にまとめています。ですから，本書をすべて読んで頭に入れていただければ，
試験に合格するための知識は十分に身に付きます。その際，途中の演習問題を考えなが
ら読み進めていただくと，知識の定着につながり，効率的に学習できます。なるべく1問
1問考えながら学習を進めてみてください。

また，文章を読むのが苦手な方，参考書を読み続けるのがつらいという方は，無理に
最初から全部読む必要はありません。過去問題などで問題演習を行いながら，辞書とし
て必要な用語を調べるといった用途に使っていただいても大丈夫です。新しい用語も数
多く取り入れていますので，用語を調べつつ周辺の知識も身に付けていただければ，効
率の良い勉強につながります。

また，巻末の付録やダウンロード特典のPDFとして，数多くの過去問題の解答・解説
を掲載しました。学習してきたことの力試しに，問題の解き方の演習に，ぜひお役立て
ください。

この1冊で十分な学習量となるよう，必要なものをたくさん詰め込みました。これだけ
マスターすれば確実に合格できますので，一歩一歩，学習を進めていきましょう。

わく☆すたAIについて
わく☆すたAIは，わくわくスタディワールドで開発し，現在データの学習を進めてい

るAI（人工知能）です。今回は，試験問題データを基に出題傾向を分析し，よく出てく
る分野やキーワードを抽出しています。よく出てくる分野のベスト10を頻出度★★★と
して示していますので，試験直前など時間がないときには，これらの分野だけでも学習
してみてください（頻出度に応じて★の数を変えています。ほとんど出題がない分野は星
印を消していますが，理解の助けとなる過去問題を掲載している場合もあります）。また，
欄外に頻出ポイントとして，よく出てくるキーワードや出題の仕方も紹介していますので，
こちらも合わせてご活用ください。

本書の内容をマスターすれば確実に合格できます。一歩一歩，学習を進めていきましょう。
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 本書のフォローアップ

本書の訂正情報につきましては，インプレスのサイトをご参照ください。内容に関する
ご質問は，「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

●お問い合わせと訂正ページ
　http://book.impress.co.jp/books/1116101080
　上記のページで「お問い合わせ/正誤表」タブをクリックしますと，お問い合わせと訂正ページ
が開きます。「お問い合わせフォーム」ボタンをクリックしますとフォーム画面に進みます。

それでは，試験合格に向けて，楽しく勉強を進めていきましょう。
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 本書の構成

本書は，解説を読みながら問題を解くことで，知識が定着するように構成されています。
また，側注には，理解を助けるヒントを豊富に盛り込んでいますので，ぜひ活用してくだ
さい。

 本書で使用している側注のマーク

学習を進めるうえで
の準備や，勉強方
法などを紹介

理解を助ける情報
を紹介

本文に登場した用
語を詳しく解説

間違って覚えてしま
いがちな内容を記載

本書における関連
項目や，参照URL
などを記載

同様の問題が出題
された年度と問題
番号を紹介

上のレベルの学習
につなげるために
知っておくと有意義
な知識を解説

本書の内容の補足
として著者が公開
している動画学習
サイトの案内

頻出キーワードや
出題の仕方を紹介

勉強のコツ 参考用語

間違えやすい

関連

過去問題をチェック

発展

動画

アイコンで種別さ
れた側注で，知識
を補足します。

項の最後で重要ポイント
を押さえます。

出題範囲の階層に沿って構
成されているので，必要な
知識が確実に身に付きます。

平成21年度以降の出
題傾向を分析し，頻出
度を示しました。

随所に設けられた
問題を解くことで，
知識が定着します。

重要用語の次に覚えておき
たい用語や，理解を助ける
内容は太字で表記されてい
るので，学習に役立ちます。

重要用語は色文字で
表記されているので，
直前対策にも役立ち
ます。

頻出ポイント
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本書は，情報処理試験センターが定めている午前の出題範囲に沿って構成されています。

○午前の出題範囲
分野 大分類 中分類 小分類
テ
ク
ノ
ロ
ジ
系

1．基礎理論 1．基礎理論 1．離散数学，2．応用数学，3．情報に関する理論，4．通信に関する
理論，5．計測・制御に関する理論

2．アルゴリズムと
　  プログラミング

1．データ構造，2．アルゴリズム，3．プログラミング，4．プログラム
言語，5．その他の言語

2．コンピュータ
　  システム

3．コンピュータ
　  構成要素

1．プロセッサ，2．メモリ，3．バス，4．入出力デバイス，5．入出力
装置

4．システム構成要素 1．システムの構成，2．システムの評価指標
5．ソフトウェア 1．オペレーティングシステム，2．ミドルウェア，3．ファイルシステム，

4．開発ツール，5．オープンソースソフトウェア
6．ハードウェア 1．ハードウェア

3．技術要素 7．ヒューマン
　  インタフェース

1．ヒューマンインタフェース技術，2．インタフェース設計

8．マルチメディア 1．マルチメディア技術，2．マルチメディア応用
9．データベース 1．データベース方式，2．データベース設計，3．データ操作，

4．トランザクション処理，5．データベース応用
10．ネットワーク 1．ネットワーク方式，2．データ通信と制御，3．通信プロトコル，

4．ネットワーク管理，5．ネットワーク応用
11．セキュリティ 1．情報セキュリティ，2．情報セキュリティ管理，3．セキュリティ技

術評価，4．情報セキュリティ対策，5．セキュリティ実装技術
4．開発技術 12．システム開発

　   技術
1．システム要件定義，2．システム方式設計，3．ソフトウェア要件定義，
4．ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計，5．ソフトウェア構
築，6．ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト，7．システ
ム結合・システム適格性確認テスト，8．導入，9．受入れ支援，10．保守・
廃棄

13．ソフトウェア
　   開発管理技術

1．開発プロセス・手法，2．知的財産適用管理，3．開発環境管理，
4．構成管理・変更管理

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系

5．プロジェクト
　  マネジメント

14．プロジェクト
　   マネジメント

1．プロジェクトマネジメント，2．プロジェクト統合マネジメント，3．
プロジェクトステークホルダマネジメント，4．プロジェクトスコープマ
ネジメント，5．プロジェクト資源マネジメント，6．プロジェクトタイ
ムマネジメント，7．プロジェクトコストマネジメント，8．プロジェクト
リスクマネジメント，9．プロジェクト品質マネジメント，プロジェクト
調達マネジメント，11．プロジェクトコミュニケーションマネジメント

6．サービス
　  マネジメント

15．サービス
　   マネジメント

1．サービスマネジメント，2．サービスの設計・移行，3．サービスマネ
ジメントプロセス，4．サービスの運用，5．ファシリティマネジメント

16．システム監査 1．システム監査，2．内部統制
ス
ト
ラ
テ
ジ
系

7．システム
　  戦略

17．システム戦略 1．情報システム戦略，2．業務プロセス，3．ソリューションビジネス，
4．システム活用促進・評価

18．システム企画 1．システム化計画，2．要件定義，3．調達計画・実施
8．経営戦略 19．経営戦略

　   マネジメント
1．経営戦略手法，2．マーケティング，3．ビジネス戦略と目標・評価，
4．経営管理システム

20．技術戦略
　   マネジメント

1．技術開発戦略の立案，2．技術開発計画

21．ビジネス
　   インダストリ

1．ビジネスシステム，2．エンジニアリングシステム，3．e-ビジネス，
4．民生機器，5．産業機器

9．企業と法務 22．企業活動 1．経営・組織論，2．OR・IE，3．会計・財務
23．法務 1．知的財産権，2．セキュリティ関連法規，3．労働関連・取引関連法

規，4．その他の法律・ガイドライン・技術者倫理，5．標準化関連



第1章

基礎理論
ITについて学ぶときに知っておくと役に立つ分野，それが基礎理論
です。直接目にする機会は少ないですが，基礎の理論なので，いろ
いろな技術の仕組みや，本質的なことを知るときには役に立ちます。
内容は「基礎理論」と「アルゴリズムとプログラミング」の二つです。
基礎理論では，離散数学や応用数学などの数学や，情報・通信・計
測制御に関する理論について学びます。アルゴリズムとプログラミ
ングでは，定番のデータ構造やアルゴリズム，プログラム言語やそ
の他の言語でのプログラミングについて学びます。

1-1　基礎理論

⿇⿇ 1-1-1⿇ 離散数学
⿇⿇ 1-1-2⿇ 応用数学
⿇⿇ 1-1-3⿇ 情報に関する理論
⿇⿇ 1-1-4⿇ 通信に関する理論
⿇⿇ 1-1-5⿇ 計測・制御に関する理論⿇
⿇

1-2　アルゴリズムとプログラミング

⿇⿇ 1-2-1⿇ データ構造
⿇⿇ 1-2-2⿇ アルゴリズム
⿇⿇ 1-2-3⿇ プログラミング
⿇⿇ 1-2-4⿇ プログラム言語
⿇⿇ 1-2-5⿇ その他の言語

1-3　演習問題
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基礎理論1-1
IT全般を理解する上で基礎となる理論です。基礎理論を理解していると，コンピュー

タやシステムの仕組みが分かるだけでなく，ネットワークやデータベース，セキュリティ
などの応用技術の学習にも役立ちます。

1-1-1  離散数学
離散数学とは，とびとびの数字を扱う数学です。コンピュー

タは0か1の2種類しか表現できず，その制限の中でどのように
データを表現するかに，離散数学は活用されています。

 基数変換
基数とは，数を表現するときに，けた上がりの基準になる数で

す。例えば，10進数では基数が10なので，0，1，2，3，4，5，6，
7，8，9ときて10になるところでけた上がりをして10になります。
同じように，2進数では基数が2なので，0，1ときて2になると
ころでけた上がりをして10になります。
例えば，2進数の（110.01）2は，10進数では次のように表現で

きます。下付きの数字は基数を表します。
　　（110.01）2	＝1×22＋1×21＋0×20＋0×2−1＋1×2−2

	 ＝（6.25）10

 負の数の表現（補数表現）
コンピュータ上で負の数を表す場合は，補数という考え方を
使います。補数とは，ある自然数に足したときにけたが一つ上が
る最も小さい数です。例えば，8けたの2進数（00001101）2の2の
補数は，足すことでけたが上がって9けたの最小値（100000000）2
になる値です。計算すると次のようになります。

	 	 00001101	 元の数	 （13）10
	 ＋	 11110011	 2の補数	 （−13）10
	 	 100000000	 けたが一つ上がる最小値

頻出度
★★★勉強のコツ

基礎理論の分野は，応用情
報技術者試験では応用的な
内容が出題されます。理解
するためには，前提として
基本情報技術者試験レベル
の習得が必要です。
本書の内容が難しく感じら
れる場合には，次に紹介す
る動画などを利用して，先
に基本について学んでおき
ましょう。

動画

基礎理論の分野についての
解説動画を以下で公開して
います。
http://www.wakuwaku 
academy.net/itcommon/1

本書では取り扱っていない
基本的な内容，特に基数変
換などの基本情報技術者試
験レベルの内容についても
詳しく解説しています。
本書の補足として，よろし
ければご利用ください。
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1
この補数を用いることによって，引き算を足し算で表現できま
す。例えば，（25）10−（13）10を計算するときには，次のように変
換します。
　　（25）10−（13）10＝（25）10＋（−13）10
8けたの2進数に変換すると，先ほどの2の補数表現より，

（11110011）2＝（−13）10なので，次のようになります。

	 	 	00011001	 引かれる数	 （25）10
	 ＋		 11110011	 2の補数	 （−13）10
	 	 /100001100	 計算結果	 （12）10

引き算を足し算に直すことで計算の種類を減らすことができ，
計算に必要なコンピュータの回路を単純にできます。
なお，2の補数の求め方としては，各ビットを反転して，それ

に1を加えることによって，簡単に計算することができます。

 小数の表現
小数をコンピュータ内部で表現する方法には，次の2種類があ

ります。
　・固定小数点数表現
　・浮動小数点数表現

固定小数点数表現とは，あらかじめ小数点の位置を決めてお
き，その位置に合わせてデータを表現する方法です。例えば，2
進数の（110.01）2を表現するとき，8けた分の場所を確保し，4け
た目の後を小数点にすると決めると，次のようになります。

0 1 1 0 0 1 0 0

固定小数点数表現

過去問題をチェック

基数変換に関する問題は，
応用情報技術者試験の午前
問題の定番で，ほぼ毎回出
題されています。
最初の方で出題されること
が多いので，解けると試験
で調子が出やすくなります。

【基数変換】
・平成25年秋 午前 問3
・平成26年春 午前 問1
・平成26年秋 午前 問2
・平成27年春 午前 問2
・平成28年春 午前 問2

あふれたけた（9けた目）は無視される

関連

プログラム言語では，型の
宣言によって，どちらの小
数点数表現が使われるかが
決まります。
C言語やC++，Java言語で
用いられるfloat型，double
型は，浮動小数点を表す
データ型です。
COBOLなど事務処理系の
言語では，固定小数点数表
現が使われることが多いで
す。

小数点を，4けた目の後に固定する
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小数点の位置が決まっているためデータの解釈は簡単なので
すが，その分，表現できる数値の範囲が限られてしまいます。例
えば，前ページの図の8けたで数値を表現すると，最大値でも
（1111.1111）2＝（15.9375）10となり，大きな数は表現できません。
それに対し浮動小数点数表現では，指数部と仮数部を使って
数値を表現します。例えば，10進数の0.000603は，10進数の浮
動小数点数表現を使うと次のように表されます。

0.000603　＝　6.03　×　10−4

浮動小数点数表現

2進数の場合には，指数部を2のべき乗のかたちにし，符号部（数
値がプラスなら0，マイナスなら1）と合わせて表現します。
具体的な方法はいろいろありますが，決められた形式のルー

ルに従って数値を変換します。正しい形式に変換するこの作業
を正規化と呼びます。
実際の問題を例に，正規化の作業を行ってみましょう。

問 題

図に示す16ビットの浮動小数点形式において，10進数0.25

を正規化した表現はどれか。ここで，正規化は仮数部の最上位け

たが1になるように指数部と仮数部を調節する操作とする。

s

1ビット

e f

4ビット

小数点の位置

11ビット

：仮数部の符号（0：正，1：負）
：指数部（2を基数とし，負数は2の補数で表現）
：仮数部（符号なし2進数）

s
e
f

仮数部 指数部

動画

この問をはじめ，問題の解
説動画も多数公開していま
す。
http://www.wakuwaku 
studyworld.co.jp/blog/
youtube_ap

問題のURLリストを上記に
まとめていますので，文章
で理解するより動画のほう
が分かりやすいという場合
は，併せてご利用ください。
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1
　ア　

　イ　

　ウ　

　エ　

（平成22年春 応用情報技術者試験 午前 問2）

解 説

この問題の正規化では，仮数部の最上位けたが1になるように
指数部と仮数部を調節します。つまり，10進数の0.25を2進数に
直すと，（0.25）10＝（0.01）2となるので，これを仮数部の最上位けた
が1になるように浮動小数点数表現にすると，次のようになります。

（0.01）2＝（0.1）2×2	−1

また，指数部は（−1）10なので，問題文中のe（指数部）の表記
に「2を基数とし，負数は2の補数で表現」とあり，またeは4ビッ
トで表されることから，（1）10＝（0001）2を2の補数で表現します。
　　（−1）10＝（10000）2−（0001）2＝（1111）2
したがって，浮動小数点数表現で（0.25）10を表すと，

s：仮数部の符号	 ……正の数なので「0」
e：指数部	 ……………先ほど求めた2進数「1111」
f：仮数部	 …………… 1だが，後ろに0を補って「10000000000」

となり，合わせて「0	1111	10000000000」となります。

≪解答≫ ウ

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

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

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

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

発展

コンピュータで数を表現す
るときは，あらかじめ「けた
数」を決めておく必要があ
ります。そして，決めたけ
た数からあふれたデータは，
格納場所がないのでなかっ
たものとして扱われます。

仮数部 指数部
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基礎をしっかり学ぶ
応用情報技術者試験は，その名のとおり，「応用」的なことを

問われる試験です。基本情報技術者試験レベルの「基礎」を基に，
実務に応用できるような使えるスキルを身に付けるのが試験本
来の姿です。

試験範囲はほとんど同じなので，基本情報技術者試験の内容
は半分くらいはそのまま使えます。その分，応用情報技術者試
験の勉強は，基本情報技術者試験の内容を理解していないと分
からない部分が多くあります。逆に，基本的な内容をきちんと
マスターしていれば，積み重ねるのはそれほど難しくありませ
ん。

ですから，応用情報技術者試験の勉強をとても難しく感じる
場合には，まずは基本情報技術者試験レベルに戻り，それも難
しければ ITパスポート試験レベルの内容を復習してみましょう。
特に，テクノロジ系の基礎理論などの分野は基本の内容がとて
も大切なので，着実に基礎から学ぶことが必要です。本書の内
容は応用情報技術者試験レベルに合わせていますが，基本情報
技術者試験レベル以下の基本的な内容については公開動画で
フォローを行っていますので，よろしければご利用ください。

また，第1章は「基礎理論」というタイトルですが，この“基礎”
という言葉には，「コンピュータ，IT全般の基礎」という意味合
いが込められています。基礎理論の内容は直接仕事で役立つよ
うには感じられにくいですが，実は結構関係があるのです。基
礎理論の内容を理解しておくことで，他の分野の勉強がスムー
ズになったり，トラブルの本当の原因が理解できたりします。

急いで合格しようと焦らず，まずはしっかり，基礎から身に
付けていきましょう。特に，応用情報技術者試験だけで終わら
せず，受かったらより高度な試験を受けようと思われている方
は，ぜひチャレンジしてみてくださいね。

勉強のコツ

基礎理論はもともと数学の
1分野なので，理解するた
めには数学の知識も必要に
なります。
といってもそんなに難しい
ものではなく，累乗や確率，
統計くらいまでの高校で学
ぶ数学の基礎が分かれば十
分です。数学的な考え方が
分かると他の分野でもいろ
いろ生かせますし，試験問
題を解くときにもとても助
けになります。
時間があるときに一度，ひ
ととおり数学の勉強をやり
直してみることもおすすめ
します。
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1
 基数変換と誤差
コンピュータで数値を表現する際には，誤差に注意する必要
があります。例えば小数の場合は，10進数から2進数へ基数変
換するだけでも誤差が出ることがあります。
10進数の0.4を2進数に変換する場合を考えてみましょう。0.4

という数は有限のけたで表されているので，こういった数のこと
を有限小数と呼びます。0.4を2進数に変換すると，割り切れず
循環する，次のような数になります。
　　（0.4）10＝（0.01100110011001100110）2＝（0.0

●

110
●

）2
有限小数で表せない小数を無限小数といいますが，そのうち

上記のように0110の部分が繰り返される小数のことを循環小数
と呼びます。0.4という有限小数は，10進数を2進数に変換した
だけで循環小数となるのです。
逆に2進数から10進数への基数変換の場合には，有限小数を

変換すると必ず有限小数になります。

 数値演算と誤差
コンピュータでは限られたけた数でデータを表現するので，い
ろいろな誤差や，表現しきれないことが出てきます。具体的には，
次のようなことで誤差が発生します。

①けた落ち
値がほぼ等しい二つの数値の差を求めたとき，有効数字のけ

た数である有効けた数が減ることによって発生する誤差です。
	 	 256.432	 有効けた数6けた
	 −	 256.431	 有効けた数6けた　　　　　　　　
	 	 0.001	 有効けた数が1けたになってしまう！

②情報落ち
絶対値が非常に大きな数値と小さな数値の足し算や引き算を
行ったとき，小さい数値が計算結果に反映されないことによって
発生する誤差です。
	 	 256.432	 有効けた数6けた
	 ＋	 0.000011	 非常に小さい数　　　　　　　
	 	 256.432011	 有効けた数の関係で無視される

発展

コンピュータ内部では，10
進小数から2進小数への基
数変換が自動的に行われる
ことがあります。例えば，C
言語やJavaなどでfloat型
やdouble型を使うと，デー
タは2進数で格納されるの
で数値に少し誤差が出ま
す。そうすると予期しない
計算ミスが発生することが
あるので，注意が必要です。

間違えやすい

けた落ちと情報落ちは混同
されやすいので，正確に覚
えておきましょう。有効け
た数が減るのがけた落ち，
小さい数値の情報が落ちる
のが情報落ちです。
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③丸め誤差
指定された有効けた数で演算結果を表すために，切り捨て，
切り上げ，四捨五入などで下位のけたを削除することによって発
生する誤差です。

④打ち切り誤差
無限級数で表される数値の計算処理を有限の回数で打ち切っ

たことによって発生する誤差です。

⑤オーバフロー
演算結果が有限のけた内で表せる範囲を超えることによって，
使用している記述方法では値が表現しきれなくなることです。

⑥アンダーフロー
浮動小数点数演算において，演算結果の指数部が小さくなり

すぎ，使用している記述方法では値が表現しきれなくなることで
す。つまり，浮動小数点数表記では，0や0に近い数値は表現す
ることができません。

 集合
集合は，ある条件で集まったグループです。例えば，集合A「コー

ヒーが好きな人」，集合B「紅茶が好きな人」とすると，コーヒー
が好き，紅茶が好き，というのが条件です。
集合を視覚的に分かりやすく表すために，ベン図という図が
用いられます。二つ以上の集合を組み合わせることが多く，代
表的な組合せに次の五つがあります。

①和集合（A	OR	B，A＋B，	A∪B，A∨B）
二つの集合を足したものです。上記

の例では，「コーヒーか紅茶が好きな
人」になります。

用語

与えられた数をすべて加え
ることを総和といい，Σ（シ
グマ）という記号で表され
ます。
この総和を行う足し算の数
が有限ではなく，無限個
の演算を行うことを無限級
数，または単に級数と呼び
ます。

A B

和集合
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1
②積集合（A	AND	B，A・B，A∩B，A∧B）
二つの集合の両方に当てはまるもの

です。前記の例では，「コーヒーも紅
茶も好きな人」になります。

③補集合（NOT	A，A）
ある集合の否定です。前記の例で

は，「コーヒーが好きではない人」にな
ります。

④差集合（A−B）
ある集合から，別の集合の条件にあ
てはまるものを引いたものです。前記
の例では，「コーヒーは好きだけれど
紅茶は好きではない人」になります。

⑤対称差集合（A	XOR	B，A⊕B，A△B）
二つの集合のうち，どちらかの条件

にあてはまるものから，両方の条件に
あてはまるものを引いたものです。前
記の例では，「コーヒーか紅茶が好き，
しかし両方は好きではない人」になり
ます。

 論理演算
コンピュータの内部表現では，数値のほかに論理（真か偽か）

も表現できます。論理演算とは，データを論理で表現し，その
組合せを演算することです。
通常，真（TRUE，YES，正しい）を1，偽（FALSE，NO，正

しくない）を0で表します。そして，それについてビットごとに

発展

その他の集合としては，二
つの集合演算をかけ合わせ
た NAND（NOT ＋ AND），
NOR（NOT＋OR）などもあ
ります。
さらに，データベースなど
で使用する集合演算には，
直積，射影，選択，商など
もあります。

A B

積集合

A

補集合

A B

差集合

A B

対称差集合
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論理和，論理積などを考えることによって，論理演算を行います。
それでは，実際に論理演算を行っていきましょう。

問 題

0以上255以下の整数n に対して，

　　
next（n）＝

    n ＋1 （0≦n ＜255）

　　　　　　　　　0 （n ＝255）

と定義する。next（n）と等しい式はどれか。ここで，x AND y

及びx OR y は，それぞれx とy を2進数表現にして，桁ごとの論

理積及び論理和をとったものとする。

ア　（n ＋1）AND 255 イ　（n ＋1）AND 256

ウ　（n ＋1）OR 255 エ　（n ＋1）OR 256

（平成27年秋 応用情報技術者試験 午前 問1） 

解 説

next（n）では，演算を行ったときにnの値によって二つの場合に
分けて計算するので，それぞれの場合を考えてみましょう。

①　0≦n＜255の場合
例として，n＝100の場合を考えてみましょう。n＝100を16ビッ

トの2進数で表すと次のようになります。
　　00000000	01100100
これに1を加えるとn＝101となり，最後尾のビットに1を加え
るだけなので次のようになります。
　　00000000	01100101
このn＋1と同じ演算結果になる選択肢を考えてみましょ

う。10進数の255は2進数で00000000	11111111，256は2進数で
00000001	00000000なので，n＝100の場合，次のようになります。

発展

このようなAND演算の使
い方を，マスク演算とも呼
びます。ビットが1の部分
のみを取り出して，ほかの
部分をマスク（排除）すると
きに使用します。
IPアドレスに対するサブ
ネットマスクは，このマス
ク演算を応用した例です。
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1
ア	 （n＋1）AND	255
	 	 ＝00000000	01100101	AND	00000000	11111111
	 	 ＝00000000	01100101（←n＋1と同じ）
イ	 （n＋1）AND	256
	 	 ＝00000000	01100101	AND	00000001	00000000
	 	 ＝00000000	00000000（←0になってしまう）
ウ	 （n＋1）OR	255
	 	 ＝00000000	01100101	OR	00000000	11111111
	 	 ＝00000000	11111111（←255になってしまう）
エ	 （n＋1）OR	256
	 	 ＝00000000	01100101	OR	00000001	00000000
	 	 ＝00000001	01100101（←357になってしまう）
したがって，アの演算のみ正しい結果となります。

②　n＝255の場合
選択肢アで，nが255の場合を考えてみます。n＋1＝256，2進

数で00000001	00000000をアの計算式で計算します。
（n＋1）AND	255
＝00000001	00000000	AND	00000000	11111111
＝00000000	00000000	（←0になる）
したがって，n＝255のときに0になるという条件も満たしてい
ます。

≪解答≫ ア

 論理式の変形・簡略化
論理式では，論理演算の法則・定理を使って変形や簡略化を
行うことができます。代表的なものには，ド・モルガンの法則や
結合の法則，分配の法則などがあります。
すべての法則を覚えなくても，ベン図などを用いたり，実際の
値を入れたりすることで，等価な式を見つけることはできます。
それでは，実際の問題を解いてみましょう。

用語

ド・モルガンの法則
A ∪B ＝A ∩B
A ∩B ＝A ∪B

結合の法則
（A ∪B）∪C ＝A ∪（B ∪C）
（A ∩B）∩C ＝A ∩（B ∩C）

分配の法則
A ∩（B ∪C）
＝（A ∩B）∪（A ∩C）
A ∪（B ∩C）
＝（A ∪B）∩（A ∪C）
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問 題

全体集合S 内に異なる部分集合A とB があるとき，A ∩B に等

しいものはどれか。ここで，A ∪B はA とB の和集合，A ∩B は

A とB の積集合，A はS におけるA の補集合，A −B はA からB

を除いた差集合を表す。

ア　A −B イ　（A ∪B）−（A ∩B） 

ウ　（S −A）∪（S −B） エ　S −（A ∩B）

（平成24年秋 応用情報技術者試験 午前 問1）

解 説

論理演算を行う方法

それぞれの選択肢で，すべてのパターンを考えてみます。

A B A∩B ア⿇A−B イ（A∪B）
−（A∩B）

ウ（S−A）
∪（S−B）

エ⿇S−
（A∩B）

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

　A∩Bと同じものは，アのみです。

ベン図を書いて解く方法

　A∩Bをベン図で書いてみると，以下のようになります。

A B

その他の選択肢は，次のように同じベン図になります。

過去問題をチェック

論理演算についての問題
は，応用情報技術者試験の
定番です。この問題のほか
に次の出題があります。

【論理演算】
・平成24年春 午前 問1
・平成25年春 午前 問2
・平成25年秋 午前 問4
・平成26年秋 午前 問1
・平成27年秋 午前 問2
・平成28年春 午前 問1

発展

論理式を簡略化するための
表としてカルノー図などが
あります。
例えば，ABCDの四つの論
理変数がある場合に，AB
とCDをまとめ，それを表
にします。
応用情報技術者試験
平成26年秋 午前 問1など
で出題されています。

このベン図は，アのA−Bを書い
たものと同じです。
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1

1-1-2  応用数学
コンピュータを学ぶ上で基礎となる応用的な数学です。高校

から大学レベルで学ぶ数学の一部で，押さえておくといろいろ
なコンピュータ技術の理解に役立ちます。

 確率
ある事象（出来事）が起こる確率を求めるときにはまず，場合

の数を求めます。それぞれの場合が起こる確率が等しいときに
は，全体の場合の数のうち，ある特定の事象に対しての場合の
数の割合が，その事象が起こる確率になります。

　　ある事象が起こる確率	＝
	 ある事象の場合の数

	 	 	 全体の場合の数

 統計
統計で最も使われる考え方に，正規分布があります。繰り返

し実行した場合，それが独立した事象であれば，その分布は正
規分布に従うことが知られています。
正規分布の場合，その確率の散らばり具合によって，標準偏差

（σ
シグマ

）が求められます。その分布が正規分布に従っていた場合に，
±1σ（−1σから1σ）の間に約68％のデータが含まれます。±2
σの間には約95％，±3σの間には約99.7％のデータが含まれます。

頻出度
★★★ 勉強のコツ

確率・統計のほかに微分積
分や指数・対数など，高校
レベルの数学も試験範囲で
す。
たまに出題されますし，基
礎としてとても役に立つの
で，勉強をしたことがない
方，苦手な方は勉強してお
いた方がいいでしょう。
ただ，労力をかけても出題
は1問程度なので，時間が
ない場合は飛ばしてもOK
です。

A B

≪解答≫ ア

イ　（A∪B）−（A∩B）
ウ　（S−A）∪（S−B）
エ　S−（A∩B）

□ けた落ちは有効けた数が減ること，情報落ちは小さい数値の方の情報が落ちること
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-3σ -2σ -1σ 0

68%

1σ 2σ 3σ

95%

99.7%

正規分布

また，データの分布がどれだけ直線に近いかを示す係数に，
相関係数があります。完全に右上がりの直線上にデータが分布
している場合には相関係数が1，まったく相関のない無相関な場
合には相関係数が0になります。さらに，右下がりの直線上にデー
タが分布している場合には相関係数が−1になります。

相関係数＝1 相関係数＝0 相関係数＝－1

それでは，相関係数に関する問題を解いてみましょう。

問 題

相関係数に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア すべての標本点が正の傾きをもつ直線上にあるときは，相関

係数が＋1になる。

イ 変量間の関係が線形のときは，相関係数が0になる。

ウ 変量間の関係が非線形のときは，相関係数が負になる。

エ 無相関のときは，相関係数が−1になる。

（平成23年特別 応用情報技術者試験 午前 問3）

発展

実際に統計を適用する場面
では，「相関関係」と「因果
関係」を区別する必要があ
ります。
相関係数が1に近い場合に
は，「相関関係」はあり，二
つの事柄には関係があると
はいえます。しかし，その
二つのどちらかが原因で，
その結果もう一方が起こる
といった「因果関係」は，相
関係数の計算だけでは決め
られません。
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1解 説

相関係数は−1から＋1までの値をとり，完全に正の傾きをもつ
直線上にすべての標本点があるときには＋1になります。したがっ
て，アが正解です。
相関係数は線形の度合いを示す数字で，まったく無相関のとき

に0になります。また，相関係数は「いかに直線か」を示すものな
ので，非線形の場合には相関係数の値は意味がありません。同じ
直線でも正の傾きをもつ直線の場合は＋1，負の傾きをもつ場合に
は−1となります。

≪解答≫ア

 グラフ理論
グラフ理論とは数学の1分野で，ノード（node：節点）とエッ

ジ（edge：枝，辺）から構成されるグラフについての理論です。

ノード

エッジ

グラフ

ノード

グラフには，方向性のある有向グラフと，方向性のない無向グ
ラフの2種類があります。A→Bには行けるがB→Aには行けな
いことがあるという場合は有向グラフ，どちらからも行けるとい
う場合には無向グラフを用います。

有向グラフ 無向グラフ

関連

グラフ理論は，Facebook
でのソーシャルグラフ（友
達関係を表すグラフ）や，
電車の乗り換え案内などで
も利用されています。
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そして，グラフ理論の重要な考え方に木という概念があります。
木とは，閉路（ループ）をもたないグラフの構造で，根（root）と
節点（ノード：node），葉（leaf）をもちます。

根

ノード（節点）

葉
木

 待ち行列理論
待ち行列理論とは，ある列に並ぶときに，平均でどれだけ待

たされるかを統計学的な計算で求めるための理論です。
列に並んでいるとき，待ち行列のモデルでは次の三つの要素

が待ち時間に影響を与えると考えられています。

・ 到着率	……………どれくらいの頻度でやって来るか
・ サービス時間	……実作業にどれくらい時間がかかるか
・ 窓口の数	…………一つの列に対して窓口がいくつあるか
　
これら三つの要素について，次のようなかたちで待ち行列の
モデルを表します。

到着率 サービス時間 窓口の数

待ち行列のモデル

M/M/1とは，到着率が一定（D）ではなくランダム（M）（ポア
ソン分布）で，サービス時間が一定（D）ではなくランダム（M）（指
数分布）な場合の待ち行列のモデルです。

過去問題をチェック

M/M/1待ち行列について，
応用情報技術者試験では次
の出題があります。およそ
2回に1回は出題される頻
出ポイントです。

【M/M/1待ち行列】
・平成24年春 午前 問2
・平成25年秋 午前 問5
・平成26年秋 午前 問3
・平成27年春 午前 問1
・平成28年春 午前 問3

発展

待ち行列モデルの「D」は，
確 定 分 布（Deterministic 
distribution）の 意 味 で す。
これは，到着率やサービス
時間が一定であることを指
します。この場合には，ゆ
らぎがないので待ちが発生
しにくくなります。

「M」は，到着やサービスが
ランダムに行われる場合の
モデルで，ポアソン分布ま
たは指数分布のことを指し
ます。
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1

　

ポアソン分布

平均
到着率 サービス時間

指数分布

平均

 待ち時間の計算
待ち時間は，待ち行列理論を使うと計算できます。待ち行列

モデルがM/M/1以外の場合は計算方法が少し複雑なので，あ
らかじめ計算された表などを利用しますが，M/M/1モデルの場
合には次の式で計算できます。

　　利用率ρロー	＝
	仕事をしている時間

＝
	平均サービス時間

	 	 全体の時間	 平均到着間隔

　　平均待ち時間 ＝
 ρ 

×平均サービス時間
  1−ρ

　　平均応答時間	＝	平均待ち時間＋平均サービス時間
	

＝
	 1	

×平均サービス時間
	 	 1−ρ

それでは，実際の午後問題を例に，待ち行列の計算を行って
いきましょう。

問 題

インターネットを介した情報提供システムに関する次の記述を

読んで，設問1，2に答えよ。

Z社は，利用者が希望する映画のタイトル，あらすじ，上映館，

上映期間などの映画情報を表示する情報提供サービスを行ってお

り，平均待ち時間の目標値を40ミリ秒以下としている。このサー

ビスに使用する情報提供システムの現在のシステム構成を図1に

示す。

過去問題をチェック

表を用いてM/M/n モデル
（窓口がn 個の場合の待ち
行列モデル）での待ち時間
を計算する問題は，応用情
報技術者試験では以下で出
題されています。複雑な待
ち行列については午後での
出題頻度が高いです。

【M/M/n モデルでの待ち
時間の計算】
・平成22年秋 午後 問4
・平成26年春 午後 問4
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PC

インターネット

PC

Webサーバ

DBサーバ

FW

…

FW：ファイアウォール

図1　現在のシステム構成

Webサーバとデータベースサーバ（以下，DBサーバという）を

一体のシステムとして，現在のシステムの状況を調査したところ，

1分当たりのアクセス数は平均600件，1アクセス当たりの平均処

理時間Tpは40ミリ秒であった。また，アクセス頻度はおおむね 	
　　　　	分布に，処理時間はおおむね 　　　　	分布に従って

いたので，M/M/1の待ち行列モデルによって評価することにした。

設問1 現在のZ 社の情報提供システムについて，本文中の  

　　　　	，　　　　	に入れる適切な字句を答えよ。

設問2 現在のZ社の情報提供システムについて，（1）〜（4）に

答えよ。ただし，（1）は，整数で答えよ。（2）〜（4）は，

小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めよ。

（1）　平均到着時間間隔Tr（ミリ秒）を求めよ。

（2）　利用率ρを求めよ。

（3）　平均待ち時間Tw（ミリ秒）を求めよ。

（4）　平均応答時間Ts（ミリ秒）を求めよ。

（平成22年春 応用情報技術者試験 午後 問4抜粋）

解 説

設問1

アクセス頻度は，M/M/1モデルでの最初のM，つまり到着率
に該当するので，ポアソン分布に従います。処理時間は，2番目のM，
つまりサービス時間に該当するので，指数分布に従います。
設問2

（1）

平均到着時間間隔Trを求めます。1分当たりのアクセス数は平
均600件なので，何ミリ秒に1回アクセスがあるかという平均到着

a b

a b

参考
M/M/1モデルの確率分布
については，「ポアソンは到
着率，指数はサービス時間」
ぐらいで覚えていれば，試
験対策としては十分です。
ただ，背景を理解されたい
方は，確率論を勉強するの
も楽しいと思います。
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1
時間間隔Trは次のようになります。

　Tr＝
	時間	

＝
	1［分］×60［秒］×1000［ミリ秒］

＝	100［ミリ秒］
	 件数		 600［件］

（2）

利用率ρを求めます。利用率とは，サーバがどれくらいの割合
で利用されているかという確率です。平均到着時間間隔Tr＝100
［ミリ秒］で，平均サービス時間Tp＝40［ミリ秒］なので，利用率
ρは次のようになります。

ρ＝
	仕事をしている時間

＝
	Tp	

＝
	 40	

＝0.4
	 全体の時間	 Tr	 	 100

（3）

平均待ち時間Tw（ミリ秒）を求めます。M/M/1モデルの場合
の平均待ち時間の待ち行列の式を適用します。

平均待ち時間Tw＝
	 ρ	

×平均サービス時間Tp
	 1−ρ

＝
	 0.4	

×40＝26.66……≒26.7［ミリ秒］
	 1−0.4
小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めます。

（4）

平均応答時間を求めます。M/M/1モデルの平均応答時間の待
ち行列の式を適用します。

平均応答時間Ts＝
	 1	

×平均サービス時間Tp
	 1−ρ

＝
	 1	

×40＝66.66……≒66.7［ミリ秒］
	 1−0.4
小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めます。

≪解答≫

設問1　a：ポアソン，b：指数

設問2　（1）100，（2）0.4，（3）26.7，（4）66.7

□ 正規分布の場合，±1σの中に入っているデータは全体の約68％，±2σでは約95％

□ 平均待ち時間＝ 　
ρ

　 × 平均サービス時間
　　　　　　　 1−ρ



44 第1章　基礎理論

1-1-3  情報に関する理論
情報技術に応用されている理論です。情報量やオートマトン

など，コンピュータでの処理を効率良く実現するにあたって必
要な理論について学びます。

 情報量
情報量とは，ある事象が起きたとき，それがどれくらい起こりに

くいかを表す尺度です。例えば，6月に雨が降るのと雪が降るのと
では雪が降る方が起こりにくいので，情報量としては多くなります。
ある事象が起こるときの情報量を，選択情報量（自己エントロ

ピー）といいます。選択情報量は，次の式で表されます。
　　選択情報量＝−log2P
Pは，その事象が起こる確率です。例えば，明日雨が降る確率
が50％なら，雨という事象の選択情報量は，

　　雨の選択情報量	＝−log20.5＝−log2
		1	

	 	 	2	
	 ＝−log22−1＝1
となり，選択情報量は1［ビット］となります。
また，系全体，つまり，すべての場合を考えて，その全体の
平均をとったときの情報量を平均情報量（エントロピー）といい
ます。平均情報量は，次の式で表されます。
　　平均情報量＝Σn	i=1（選択情報量×Pi）
　　	 ＝Σn	i=1｛（−log2Pi）×Pi｝
例えば，明日の天気が，晴れが25％，曇りが25％，雨が
50％の確率だと考えてみます。晴れと曇りの選択情報量は，	
−log20.25＝−log22−2＝2なので，次のようになります。
　　平均情報量＝2×0.25＋2×0.25＋1×0.5＝1.5
したがって，平均情報量は1.5ビットです。
それでは，次の例題を解いてみて，その後で情報量の使い方

について考えていきましょう。

頻出度
★★★
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1問 題

a，b，c，dの4文字から成るメッセージを符号化してビット列

にする方法として表のア〜エの4通りを考えた。この表はa，b，

c，dの各1文字を符号化するときのビット列を表している。メッ

セージ中でのa，b，c，dの出現頻度は，それぞれ50％，30％，

10％，10％であることが分かっている。符号化されたビット列

から元のメッセージが一意に復号可能であって，ビット列の長さ

が最も短くなるものはどれか。

a b c d
ア 0 1 00 11
イ 0 01 10 11
ウ 0 10 110 111
エ 00 01 10 11

（平成28年春 応用情報技術者試験 午前 問4）

解 説

まず，「符号化されたビット列から元のメッセージが一意に復元
可能か」を考える必要があります。
アの場合には，例えばビット列が000のときに，元のメッセージ
がaaaなのかacなのかcaなのか区別できません。
イも，ビット列が010のとき，baなのかacなのか区別できません。

これらの場合には，いくらビット列の長さが短くても採用できません。
エの場合は，すべてが2ビットなので，2ビットごとに区切れば，
0110はbcというように一意に復号可能です。しかし，ビット列の
長さは2ビット必要になります。
ウの場合，元のメッセージを一意に識別することが可能です。

さらに，出現頻度がa，b，c，dそれぞれ50％，30％，10％，10％
なので，平均のビット数は，
　　1×0.5＋2×0.3＋3×0.1＋3×0.1＝1.7［ビット］

となり，エの場合（2ビット）よりも短くなります。

≪解答≫ ウ
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この問題を使って，情報量について計算してみましょう。
a，b，c，dの出現頻度はそれぞれ50％，30％，10％，10％なので，

選択情報量を求めると次のようになります。
　　aの選択情報量	＝−log2 0.5＝−log22−1=1
　　
bの選択情報量	＝−log2 0.3＝

	−log10 0.3
	 	 log10 2
	

＝
	−（log10 3−1）

	 	 log10 2	
≒1.74

　　
c，dの選択情報量	＝−log2 0.1＝

	−log10 0.1
	 	 log10 2
	

＝
	 1

	 	 log10 2	
≒3.32

ここから，平均情報量（エントロピー）を求めます。
すべての選択情報量を合計して平均情報量を求めると，次の

ようになります。
　　平均情報量	＝1×0.5＋1.74×0.3＋3.32×0.1+3.32×0.1
　　	 ＝1.686［ビット］
この平均情報量1.686［ビット］というのは系全体がもっている
情報量で，この値が実は圧縮の限界値になります。前掲の問題で，
選択肢ウのようにaを0（1ビット），bを10（2ビット），c，dを
それぞれ110，111（3ビット）割り当てると，平均情報量は1.7と，
圧縮の限界値に近い値になります。

 オートマトン
オートマトンとは，次のような三つの特徴をもったシステムの
モデルです。
　　1．外から，情報が連続して入力される
　　2．内部に，状態を保持する
　　3．外へ，情報を出力する
特定の条件が起こったときに，ある状態から別の状態に移る

ことを遷移といいます。例えばデートのとき，相手が来るのを待っ
ている状態が待ち状態で，相手が来るという遷移条件が起こる
と，デートをするデート状態に移ります。
オートマトンのうち，状態や遷移の数を有限個で表すことがで

きるものを有限オートマトンといいます。
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1
実際の問題をもとに，オートマトンを体験してみましょう。

問 題

次に示す有限オートマトンが受理する入力列はどれか。ここで，

S1は初期状態を，S3は受理状態を表している。

S1 S2 S3

0

0

01

1

1

ア　1011 イ　1100 ウ　1101 エ　1110

（平成21年春 応用情報技術者試験 午前 問3） 

解 説

初期状態がS1なので，S1を起点としてそれぞれの文字列を入力
して状態遷移を見ていきます。

ア　1011

イ　1100

ウ　1101

エ　1110

ア，イ，エはS2，ウのみS3になります。受理状態とは，その状
態で終了すると受理するという状態で，この問題の場合，受理状
態はS3です。

≪解答≫ ウ

このように，初期状態からスタートして順番に状態遷移を行い，

	 1	 0	 1	 1
S1　→　S2　→　S2　→　S1　→　S2

	 1	 1	 0	 0
S1　→　S2　→　S1　→　S3　→　S2

	 1	 1	 0	 1
S1　→　S2　→　S1　→　S3　→　S3	
	 	 	 	 	受理状態
	 1	 1	 1	 0
S1　→　S2　→　S1　→　S2　→　S2
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最後に受理状態で終われば正常終了という流れで評価を行うこ
とがオートマトンの基本です。

 木の走査順と逆ポーランド表記法
グラフ理論における木で，木のそれぞれのノード（節点）を順
番に読んでいくことを走査といいます。走査を行う際の順番に
は，先行順，中間順，後行順の3種類があります。

A B

＋

先行順

1

2 3 A B

＋

中間順

2

1 3 A B

＋

後行順

前置表記法
（ポーランド表記法）

＋AB

中置表記法
A＋B

後置表記法
（逆ポーランド表記法）

AB＋

3

1 2

走査順

先行順，中間順，後行順でノードの内容を表記する方法をそ
れぞれ，前置表記法（ポーランド表記法），中置表記法，後置表
記法（逆ポーランド表記法）といいます。
人間の頭脳が理解しやすいのは中置表記法ですが，コンピュー

タは逆ポーランド表記法の方が処理しやすいという違いがありま
す。そのため，演算などを行うときには，コンピュータ内で逆ポー
ランド表記法に置き換えていきます。
以下の問題で，実際に表記法を置き換えてみましょう。

問 題

後置表記法（逆ポーランド表記法）では，例えば，式Y ＝（A −B）

×C をYAB −C ×＝と表現する。

次の式を後置表記法で表現したものはどれか。

　　Y ＝（A ＋B）×（C −（D ÷E））

ア　YAB ＋C −DE ÷×＝ イ　YAB ＋CDE ÷−×＝

ウ　YAB ＋EDC ÷−×＝ エ　YBA ＋CD −E ÷×＝

（平成22年秋 応用情報技術者試験 午前 問1）

過去問題をチェック

逆ポーランド表記法や木の
走査順については，この問
題のほかにも応用情報技術
者試験で以下の出題があり
ます。

【逆ポーランド表記法，木
の走査順】
・平成23年秋 午前 問2
・平成24年秋 午前 問4
・平成26年秋 午前 問4
午後でも，プログラミング問
題として出題されています。

【逆ポーランド表記法への
変換プログラム】
・平成25年春 午後 問2
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1解 説

問題文の式は中置表記法なので，まず次のように木構造に置き
換えます。

C B

Y B

＝

A －

X

A B

＋

D E

÷

この木を逆ポーランド表記法にするには後行順で順に読んでい
けばいいので，次のようになります。
　　YAB＋CDE÷−×＝

≪解答≫ イ

 BNF（Backus-Naur Form）記法
BNFは，文法などの形式を定義するために用いられる言語で，

プログラム言語などの定義に利用されています。繰返しの表現
に再帰を使うのが特徴です。
実際の問題を例に，BNFについて学習していきましょう。

問 題

あるプログラム言語において，識別子（identifier）は，先頭が英

字で始まり，それ以降に任意個の英数字が続く文字列である。こ

れをBNFで定義したとき，aに入るものはどれか。

<digit> ::＝0｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9

<letter> ::＝A｜B｜C｜…｜X｜Y｜Z｜a｜b｜c｜…   

                  ｜x｜y｜z

<identifier> ::＝　　　　		

過去問題をチェック

BNFのアルゴリズムについ
ては，この問題のほかにも
応用情報技術者試験で次の
出題があります。

【BNFのアルゴリズム】
・平成22年秋 午後 問2
・平成26年春 午前 問3

a
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ア <letter>｜<digit>｜<identifier><letter>｜ 

 <identifier><digit>

イ <letter>｜<digit>｜<letter><identifier>｜ 

 <identifier><digit>

ウ <letter>｜<identifier><digit>

エ <letter>｜<identifier><digit>｜<identifier>

 <letter>

（平成23年特別 応用情報技術者試験 午前 問4）

解 説

記号の「::＝」は「定義する」，「｜」	は「いずれか」を意味します。
したがって，
<digit>	::＝0｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9

は，<digit>が0から9までの数字であることを定義し，
<letter>	::＝A｜B｜C｜…｜X｜Y｜Z｜a｜b｜c｜…｜x｜y｜z
は，<letter>が大文字か小文字の英字であることを定義しています。
識別子<identifier>については，問題文に「先頭が英字で始まり，

それ以降に任意個の英数字が続く文字列」と記載されています。
つまり，識別子<identifier>は，
<identifier>	::＝	<letter>		…最初の1文字（英字）のみか，そこ

に再帰を用いて，
<identifier>	::＝	<identifier><digit>	

または，
<identifier>	::＝	<identifier><letter>	

というように，2番目以降には英数字（英字か数字のどちらか）が
続くという状態を表現できます。したがって，次のようになります。
<identifier>	::＝<letter>｜<identifier><digit>｜<identifier>
<letter>

≪解答≫ エ



511-1　基礎理論

1
 計算量（オーダ）
計算量とは，あるプログラム（アルゴリズム）を実行するのに

どれくらいの時間がかかるかを，入力データに対する増加量で
表したものです。計算量を表すときには，O-記法という表記法で，
O（オーダ）という考え方が用いられます。
例えば，入力データの数（n）が増加したとき，その計算量もn

に比例して増加していくときのことを，O（n）と表します。n2に
比例して増加する場合には，O（n2）です。オーダは，nが非常に
大きいときの計算量を考えるので，数値が小さい場合には無視
し，定数も無視します。例えば，入力データの数（n）が増加した
とき，3n2＋n＋2に比例して計算量が大きくなるときには，nが
大きくなってもあまり増加しないn＋2の部分や，比例定数3の
部分は無視されて，O（n2）となります。
以下に，試験によく出てくる代表的なO（オーダ）とその例を示

します。

代表的なO（オーダ）とその例
O（オーダ） 例（アルゴリズム）

O（1） ハッシュ
O（log n） 2分探索
O（n） 線形探索
O（nlog n） クイックソート，シェルソート
O（n2） バブルソート，挿入ソート

□ 木の走査順は，先行順，中間順，後行順の3種類。後行順で読むと，逆ポーランド表記法
が表記できる

□ 2分探索の計算量はO（log n），クイックソートの計算量はO（nlog n）
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1-1-4  通信に関する理論
情報理論の中でも，特に通信に関する理論です。データがネッ

トワークを通じて伝送されるときには途中で誤りが発生するこ
とが多く，その誤りの検出・訂正がこの分野のカギになります。

 誤り検出・訂正
二つの装置間で通信を行うとき，通信時の回線状況や機器同
士のやり取りなど，様々な原因で通信データの送信誤りが起こり
ます。誤り検出・訂正の種類とその代表的な手法を以下の表に
まとめます。

誤り検出・訂正の種類と代表的な手法
誤り検出・訂正の種類 代表的な手法

1ビット誤り検出 パリティ（奇数パリティ，偶数パリティ）
1ビット誤り訂正＋1ビット誤り検出 垂直パリティ＋水平パリティ
1ビット誤り訂正＋2ビット誤り検出 ハミング符号
nビット誤り検出 CRC

それでは，それぞれの代表的な手法について詳しく見ていき
ましょう。

 パリティ
パリティとは，ある数字の並びの合計が偶数か奇数かによっ

て通信の誤りを検出する技術です。データの最後にパリティビッ
トを付加し，そのビットを基に誤りを検出します。
そのとき，1の数が偶数になるようにパリティビットを付加す

るのが偶数パリティ，奇数になるようにパリティビットを付加す
るのが奇数パリティです。
例えば，7ビットのデータ1100010を考えます。
偶数パリティの場合，現在のデータは1の数が奇数なので最後

に1を付加して11000101とします。奇数パリティの場合は，すで
に1の数が奇数なので最後に0を付加し，11000100とします。
また，パリティは，使い方によっては，誤り訂正を行うことが
できます。データが送られるごとに，最後に1ビットのパリティ
ビットを付けるやり方を垂直パリティといいます。7ビットデー

頻出度
★★★発展

メモリのエラーなど，めっ
たに誤りが起こらず，起こっ
ても1ビットのみのことが
多い場合には，誤り訂正も
可能なハミング符号が用
いられます。ハミング符号
による誤り訂正ができるメ
モリのことを，ECCメモリ

（Error Check and Correct 
Memory）といい，サーバな
ど，信頼性が求められる場
面で使用されます。
逆に，通信データのように，
頻繁に誤りが起こり，また
一度にまとめて起こること

（バースト誤り：P.55「発展」
参照）が多い場合には，複
数ビットの誤りを検出でき
るCRCを用います。
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1
タを送り，それに1ビット垂直パリティを加える，ということを
何度か繰り返し，データを送信します。そして最後に，それぞ
れのビットのデータを横断的に見て，全体で誤りがないかどうか
をチェックするのに水平パリティを用います。図に表すと以下の
ようになります。

データの流れ

垂直パリティ

水平パリティ

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

垂直パリティと水平パリティ

垂直パリティと水平パリティを組み合わせることにより，どこ
かに1ビットの誤りが発生した場合にその場所を特定でき，ビッ
トを反転させることでエラーを訂正できます。

 ハミング符号
ハミング符号とは，データにいくつかの冗長ビットを付加する

ことによって，1ビットの誤りを検出し，それを訂正できる仕組
みです。実際の問題を例に誤り箇所を検出し，それの訂正を行っ
てみましょう。

問 題

符号長7ビット，情報ビット数4ビットのハミング符号による

誤り訂正の方法を，次のとおりとする。

受信した7ビットの符号語x1x2x3x4x5x6x7（xk ＝0又は1）に

対して

　c0 ＝x1 　　＋x3 　　＋x5 　　 ＋x7

　c1 ＝　　x2 ＋x3 　　　　 ＋x6 ＋x7

　c2 ＝　　　　　　x4  ＋x5  ＋x6 ＋x7

　（いずれもmod2での計算）

過去問題をチェック

パリティビットを付加する
ことで誤りを訂正する問題
は，応用情報技術者試験で
は次の出題があります。

【パリティビット付加によ
る誤り訂正】
・平成25年春 午前 問5

過去問題をチェック

ハミング符号やパリティ
ビットについては，この問
題のほかにも応用情報技術
者試験では次の出題があり
ます。
毎回少しずつ数値を変えて
出題されていますので，答
えを覚えるのではなく解き
方を正しく理解しておきま
しょう。

【ハミング符号】
・平成24年秋 午前 問3
・平成25年春 午前 問4
【パリティビット】
・平成24年春 午前 問5
・平成27年秋 午前 問4
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を計算し，c0 ，c1 ，c2 の中に少なくとも一つは0でないものがあ

る場合には，

i ＝c0 ＋c1 ×2＋c2 ×4

を求めて，左からiビット目を反転することによって誤りを訂正する。

受信した符号語が1000101であった場合，誤り訂正後の符号

語はどれか。

ア　1000001  イ　1000101 

ウ　1001101  エ　1010101

（平成23年秋 応用情報技術者試験 午前 問3）

解 説

この問題のハミング符号は，4ビットから成るデータに3ビット
の冗長ビットを加えて7ビットにしたものです。このハミング符号
では，正しくデータが送られた場合には，c0，c1，c2 の演算結果
はすべて0になるはずです。
ここで，受信した符号語1000101について，c0，c1，c2 の演算を
行ってみると，
c0＝x1＋x3＋x5＋x7＝1＋0＋1＋1＝3	→	3	mod	2＝1
c1＝x2＋x3＋x6＋x7＝0＋0＋0＋1＝1	→	1	mod	2＝1
c2＝x4＋x5＋x6＋x7＝0＋1＋0＋1＝2	→	2	mod	2＝0
となり，誤りがあることが分かります。どこのビットが誤りかは，
iを求める式より次のように導き出すことができます。
i＝c0＋c1×2＋c2×4＝1＋1×2＋0×4＝3
3ビット目が誤っていることが分かるので，これを修正します。

したがって，訂正後のハミング符号は，1010101となります。

《解答》 エ

 CRC（Cyclic Redundancy Check）
CRCは，連続する誤りを検出するための誤り制御の仕組みで

す。送信する基となるデータを，あらかじめ決められた多項式
で除算し，その余りをCRCとします。CRCのエラーチェックは，
次の図のように示すことができます。

過去問題をチェック

CRCについては，応用情報
技術者試験では次の出題が
あります。

【CRC】
・平成21年秋 午前 問4
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1データ データ

送信側 受信側

CRC CRC

％多項式

（余り）
注　％は，余りを求める演算子

％多項式

二つが一致すればOK

CRCのエラーチェック

なお，CRCのエラーチェックは，改ざん防止などのセキュリティ
チェックには使えません。これは，データは暗号化されていない
テキストであり，多項式は公開されているため，改ざんして再計
算することが可能だからです。

発展

通信データの場合，ケーブ
ルの不良や混線などによっ
て誤りが一度にまとめて起
こることがあります。こう
いった誤りをバースト誤り
と呼びます。
バースト誤りに対しては，
複数ビットの誤りを検出で
きるCRCを用います。
家庭や社内のLANで一般的
に使われているイーサネッ
トのパケットでは，誤り検
出にCRCを用いています。

□ 1の数を足すと奇数になるのが奇数パリティ，偶数になるのが偶数パリティ

□ ハミング符号では，1ビットの誤り訂正ができる

□ CRCでは，バースト誤りが検出できる

1-1-5  計測・制御に関する理論
計測・制御に関する理論は，主に組込系のシステムにおいて

使われます。

 A/D変換，D/A変換
人間世界にあるアナログの情報（音，画像など）をコンピュータ

で扱うためには，ディジタルのデータに変換する必要があります。
この変換をA/D変換（Analog/Digital変換）といいます。また，そ
のディジタルのデータを実際に用いる場合（録音したディジタル音
声を聞く場合など）は，逆にアナログの情報に変換する必要があり
ます。この逆の変換をD/A変換（Digital/Analog変換）といいます。
A/D変換を行うためには，標本化，量子化と符号化という三

つの作業が必要です。標本化とは，連続のデータを一定の間隔
をおいてサンプリングすることです。そのサンプリングしたアナ
ログの値をディジタルに変換することを量子化，ディジタル値を

頻出度
★★★

過去問題をチェック

計測・制御について，応用
情報技術者試験では次の出
題があります。

【A/D変換，D/A変換】
・平成22年春 午前 問23
・平成22年秋 午前 問13
・平成23年秋 午前 問4
【PCM，サンプリング】
・平成22年春 午前 問27
・平成22年秋 午前 問3
・平成25年春 午前 問26
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2進数に変換することを符号化といいます。
例えば，下図のような音の波があったときに，一定間隔でデー

タを取得することを標本化，それをディジタルのデータに置き換
えることを量子化，それを2進数にすることを符号化といいます
（量子化と符号化をまとめて符号化と呼ぶこともあります）。

0

255
22011011100

標本化（サンプリング）

量子化

符号化

標本化，量子化と符号化

それでは，次の問題を解いてみましょう。

問 題

サンプリング周波数40kHz，量子化ビット数16ビットでA/D

変換したモノラル音声の1秒間のデータ量は，何kバイトとなるか。

ここで，1kバイトは1,000バイトとする。

ア　20 イ　40 ウ　80 エ　640

（平成23年秋 応用情報技術者試験 午前 問4）

解 説

サンプリング周波数40kHzということは，1秒間に40×103回サ
ンプリングするということです。そのため，1サンプリング当たり
の量子化ビット数を16ビットでA/D変換した場合の1秒間のデー
タ量は，次のようになります。

発展

音を標本化し，量子化，符
号化したデータを格納する
方式で代表的なものにPCM

（Pulse Code Modulation）が
あります。音楽CDやISDN
などでは，PCMが用いられ
ています。
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1
16［ビット］×40×103［回／秒］÷8［ビット／バイト］
＝80×103［バイト］＝80［kバイト］

≪解答≫ウ

 標本化定理
標本化定理とは，ある周波数のアナログ信号をディジタルデー

タに変換するとき，それをアナログ信号に復元するためには，そ
の周波数の2倍のサンプリング周波数が必要だという定理です。
例えば，4kHzまでの音声データを復元させるためには，その倍
の8kHzのサンプリング周波数が必要です。
実際の問題で考えてみましょう。

問 題

0 〜 20kHzの帯域幅のオーディオ信号をディジタル信号に変

換するのに必要な最大のサンプリング周期を標本化定理によって

求めると，何マイクロ秒か。

ア　2.5 イ　5 ウ　25 エ　50

（平成21年秋 応用情報技術者試験 午前 問3）

解 説

最大で20kHzのオーディオ信号なので，必要なサンプリング周
波数を標本化定理によって求めると，次のようになります。
　　20kHz×2＝40kHz
ここからサンプリング周期を求めます。

　　サンプリング周期	＝
	 1	 	 1

	 	 サンプリング周波数	
＝
	40000

	 	 ＝0.000025［秒］＝25［マイクロ秒］

《解答》 ウ
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 制御システム
制御システムとは，ロボットや機械など，他の機器を制御する

システムです。制御システムを構成する要素には以下のようなも
のがあります。

①センサ
動きや温度などを計測するための機構です。センサには，温

度を測定するサーミスタや光を測定するフォトダイオード，物体
の角度や角速度を測定するジャイロセンサなどがあります。

② アクチュエータ
機械・機構を物理的に動かすための機構です。制御棒などを

実際に動かしたり，ロボットの腕を動かしたりします。

過去問題をチェック

制御システムについて，応
用情報技術者試験では次の
出題があります。

【アクチュエータ】
・平成22年秋 午前 問4
・平成28年春 午前 問23
【ジャイロセンサ】
・平成27年春 午前 問4

□ 標本化定理では，2倍のサンプリング周波数が必要

□ アクチュエータは，実際の機械を物理的に動かす
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1アルゴリズムとプログラミング1-2
アルゴリズムとプログラミングは，午前でも午後でも出題される，テクノロジ系では

最重要分野です。『データ構造＋アルゴリズム＝プログラム』という有名な古典があるほ
ど，データ構造とアルゴリズムはプログラミングのカギになります。データ構造とアル
ゴリズムの定番を押さえて，様々なプログラム言語を学習していきましょう。

1-2-1  データ構造
データ構造とは，データをコンピュータ上でどのように保持

するかを決めた形式です。基本的なデータ構造のほかに，配列，
スタックなど，様々なデータ構造があります。

 配列
データ構造を複数個連続させたものです。複数のデータを一
度に管理することができます。例えば，文字型を連続させて文
字配列とすることで，文字列を表現することができます。同じデー
タ型のデータをあらかじめ決めた数しか収納できない静的配列
が基本ですが，最近のプログラム言語では，異なった型のデー
タを収納することや，データの数に応じて可変長の配列とするこ
とが可能な動的配列を扱えるものもあります。

 スタック
スタックとは，後入れ先出し（LIFO：Last	In	First	Out）のデー

タ構造です。データを取り出すときには，最後に入れたデータ
が取り出されます。スタックにデータを入れる操作をpush操作，
データを取り出す操作をpop操作と呼びます。スタックは，CPU
のレジスタやプログラムでの関数呼出しなど，現在のコンピュー
タシステムで非常に広範囲で使われています。

頻出度
★★★ 勉強のコツ

プログラミングは，“慣れ”
が一番大切なので，基本を
押さえたあとは演習を行い
ましょう。午後のアルゴリ
ズム問題を数多く演習する
か，または実際にプログラ
ミングしてみるなどして，
実践力をつけると効果的で
す。

発展

データ構造は，プログラム
の様々な部分で使われるた
め，いったん決めると変更
が大変です。
そして，データ構造の選び
方によって，処理速度が変
わってきたり，変更のしや
すさが変わったりと，影響
が大きい部分でもあります。
そのため，「データ構造の
選び方」が，プログラマの
腕の見せ所になります。

発展

C++，Javaなどは基本的
には静的配列ですが，ライ
ブラリを使用することで動
的配列にすることができま
す。Perlなどでは，言語に
組み込まれており，意識せ
ず可変長の動的配列を使う
ことが可能です。
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1，2，3
push pop

3，2，1

3
2
1

スタック

次の問題で，スタックについて確認しましょう。

問 題

配列を用いてスタックを実現する場合の構成要素として，最低

限必要なものはどれか。

ア スタックに最後に入った要素を示す添字の変数

イ スタックに最初に入った要素と最後に入った要素を示す添字

の変数

ウ スタックに一つ前に入った要素を示す添字の変数を格納する

配列

エ スタックの途中に入っている要素を示す添字の変数

（平成24年秋 応用情報技術者試験 午前 問5）

解 説

スタックを配列で表現するためには，スタック用の配列を用意
します。配列に次の要素を入れるために，最後に入った要素の添
字（下の図の場合は1）を示しています。

添字 0 1 2 3 4 5 6 7
配列 ○ ○

 最後に入った要素　添字1

push操作を行うと，次の添字2の配列要素に値が入ります。こ
のとき，最後に入った要素の添字は，一つずれて2になります。

過去問題をチェック

スタックについては応用情
報技術者試験でよく出題さ
れるので，確実に理解して
おくことが大切です。この
問題のほかに次の出題があ
ります。

【スタック】
・平成23年特別 午前 問7
・平成24年春 午前 問6
・平成27年春 午前 問7
・平成28年春 午前 問5
次の午後問題では，逆ポー
ランド表記法のアルゴリズ
ムでスタックが利用されて
います。
・平成25年春 午後 問2
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1
添字 0 1 2 3 4 5 6 7
配列 ○ ○ ○

 
 最後に入った要素　添字2

ここでpop操作を行うときには，最後に入った要素の添字，添
字2の配列要素を取り出します。その後，次にデータを入れる場
所を一つずらして，添字1とします。

データ取出し

添字 0 1 2 3 4 5 6 7
配列 ○ ○

  最後に入った要素　添字1

スタックではpush操作とpop操作しか行わないので，必要なデー
タ構造としては，配列以外では，スタックに最後に入った要素を
示す添字の変数のみとなります。したがって，アが正解です。

≪解答≫ア

 キュー（待ち行列）
キュー（待ち行列）とは，先入れ先出し（FIFO：First	In	First	
Out）のデータ構造です。データを取り出すときには，最初に入
れたデータが取り出されます。キューにデータを入れる操作を
e
エ ン キ ュ ー

nqueue操作，データを取り出す操作をd
デ キ ュ ー

equeue操作と呼びま
す。キューは，プリンタの出力やタスク管理など，順番どおりに
処理する必要がある場合に用いられます。データに優先度を付
け，優先度を考慮して順番を決定する優先度付きキューもよく
用いられます。

1，2，3
enqueue dequeue

1，2，3
3

1 2 3

キュー
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 リスト
リストは，線形リストともいい，順序づけられたデータの並び
です。データ構造としては，データそのものを格納するデータ部
と，データの並び（次のデータへのポインタ，前のデータへのポ
インタなど）を格納するポインタ部を合わせて管理します。デー
タの先頭を指し示すために，先頭ポインタを使用し，管理します。
また，先頭ポインタだけでなく，末尾ポインタを用いて，最後方
のデータに簡単にたどりつけるようにすることもあります。

データ

先頭ポインタ

ポインタ

末尾ポインタ
（オプション）

データ
ポインタ

データ
ポインタ

データ部とポインタ部

リストには，次のデータへのポインタのみをもつ単方向リスト
と，前へのポインタと次へのポインタをもつ双方向リストがあり
ます。また，最後尾のデータから先頭に戻って環状につなげる
環状リストなどもあります。

単方向リスト

環状リスト

双方向リスト

リストの種類

実際の問題を例に，リストの動きを確認してみましょう。

過去問題をチェック

リストについて，応用情報
技術者試験では次の出題が
あります。

【リスト】
・平成21年秋 午前 問5
・平成22年秋 午前 問5
午後では次の出題がありま
す。

【単方向リスト】
・平成21年春 午後 問2
・平成26年秋 午後 問3
【双方向リスト】
・平成22年春 午後 問2
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1問 題

先頭ポインタと末尾ポインタをもち，多くのデータがポインタ

でつながった単方向の線形リストの処理のうち，先頭ポインタ，

末尾ポインタ又は各データのポインタをたどる回数が最も多いも

のはどれか。ここで，単方向のリストは先頭ポインタからつながっ

ているものとし，追加するデータはポインタをたどらなくても参

照できるものとする。

ア　先頭にデータを追加する処理

イ　先頭のデータを削除する処理

ウ　末尾にデータを追加する処理

エ　末尾のデータを削除する処理

（平成22年秋 応用情報技術者試験 午前 問5）

解 説

先頭ポインタと末尾ポインタをもち，多くのデータがポインタ
でつながった単方向の線形リストを図で表すと，以下のようにな
ります。

データ

先頭ポインタ 末尾ポインタ

データ データ

この線形リストに，ア，イ，ウ，エそれぞれの処理を行う場合
を考えてみます。
ア	 先頭にデータを追加する処理は，現在の先頭ポインタの値を
追加するデータの次へのポインタにし，先頭ポインタが追加
するデータを指し示すようにすればOKです。

イ	 先頭のデータを削除する処理は，先頭ポインタを2番目のデー
タ（＝1番目のデータの次へのポインタ）を指すようにすれば
OKです。

ウ	 末尾にデータを追加する処理は，末尾ポインタをたどり，末
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尾のデータの次へのポインタが，追加するデータを指し示す
ようにすればOKです。

エ	 末尾のデータを削除する処理は少し複雑です。末尾のデータ
を削除すると，末尾ポインタは末尾の一つ前のデータを指し
示す必要があるのですが，それを見つけるためには，先頭か
ら末尾の直前までたどっていく必要があります。図にすると，
次のようなかたちです。

データ

先頭ポインタ 末尾ポインタ

削除

データ データ

一つ前のデータを調べるため，
先頭からたどる必要がある

先頭から順に末尾の一つ前までたどるには，（データの個数−1）
回，データのポインタをたどる必要があります。したがって，選
択肢エが，ポインタをたどる回数が最も多くなります。

≪解答≫エ

 ハッシュ
ハッシュ関数とは，あるデータが与えられたときに，そのデー

タを代表する値に変換する関数です。ハッシュ関数y＝h（x）があっ
た場合，x→yに変換できますが，y→xには変換できない一方向
性の関数になります。ハッシュ関数で求められた値のことをハッ
シュ値または単にハッシュといいます。
ハッシュ関数の典型例としては，割り算の余りを求める関数h（x）

＝x	mod	nなどがあります（modは余りを求める演算子）。
それでは，次の問題を確認してみましょう。

問 題

　自然数をキーとするデータを，ハッシュ表を用いて管理する。

キー xのハッシュ関数h（x）を

　　h（x）＝x mod n

関連

ハッシュは，セキュリティ
の改ざん検出や，探索のア
ルゴリズム（ハッシュ表探
索）など，様々な場面で利
用されます。
具体的な活用例は「3-5-1　
情報セキュリティ」で取り
上げますので，そちらを参
照してください。
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1
とすると，キー aとbが衝突する条件はどれか。ここで，nはハッシュ

表の大きさであり，x mod nはxをnで割った余りを表す。

ア　a＋bがnの倍数 イ　a−bがnの倍数

ウ　nがa＋bの倍数 エ　nがa−bの倍数

（平成27年春 応用情報技術者試験 午前 問5）

 解 説

　キー aとbの余りが同じ数mだとすると，a，bは次のように表す
ことができます。
　　a＝a’×n＋m，　b＝b’×n＋m　（a’，b’は任意の整数）
　そのため，aとbの差a−bを計算すると，
　　a−b＝（a’−b’）×n

となり，a’，b’は整数なので，a−bはnの整数倍，つまり倍数と
なります。したがって，イが正解です。

≪解答≫イ

 木
木（木構造）とは，グラフ理論（「1-1-2　応用数学」参照）の木の
構造をしたデータ構造です。ノード間の関連は親子関係で表さ
れ，根ノード以外の子ノードでは，親ノードは必ず一つです。親
ノードに対する子ノードの数が二つまでに限定されるものを2分
木，三つ以上もてるものを多分木と呼びます。また，2分木のうち
形が完全に決まっているもの，つまり，一つの段が完全にいっぱ
いになるまでは次の段に行かないものを完全2分木といいます。

完全2分木

この段が終わるまでは
次の段には行かない

（普通の）2分木

2分木

過去問題をチェック

木について，応用情報技術
者試験では次の出題があり
ます。

【木】
・平成23年特別 午前 問6
・平成25年秋 午前 問6，
・平成26年秋 午前 問4
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2分木の実用例としては，データの大小関係を，木を使ってた
どっていく2分探索木や，構文や文法を表現する構文木などが
あります。完全2分木の実用例としては，2分探索木を完全2分
木に変換したAVL木や，根から葉に向けてだけデータを整列さ
せたヒープなどがあります。多分木の例としては，完全多分木
で2分探索木の多分木バージョンであるB木などがあります。ま
とめると，以下のように分類することができます。

B木

AVL木
ヒープ

2分探索木
構文木

完全多分木

完全2分木

2分木

多分木

2分木

木

木構造の分類

それでは，実際の問題を例に，木について確認してみましょう。

問 題

葉以外の節点は全て二つの子をもち，根から葉までの深さが全

て等しい木を考える。この木に関する記述のうち，適切なものは

どれか。ここで，深さとは根から葉に至るまでの枝の個数を表す。

また，節点には根及び葉も含まれる。

ア　枝の個数がnならば，節点の個数もnである。

イ　木の深さがnならば，葉の個数は2n−1である。

ウ　節点の個数がnならば，深さはlog2nである。

エ　葉の個数がnならば，葉以外の節点の個数はn−1である。

（平成25年秋 応用情報技術者試験 午前 問6）

解 説

葉以外の節点はすべて二つの子をもち，根から葉までの深さが
すべて等しい木の例を図にすると，次のようになります。
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1木の深さ

1

2

葉

節点

根

枝

この木は完全2分木で，木の深さ（根から葉までの段数）は2で
す。○はすべて節点で，頂点が根，一番下の子がない節点が葉です。
節点と節点を結ぶ線が枝になります。
この図から，葉の個数が4，それ以外の値も含む節点の個数が
3であることが分かります。つまり，葉の数がnならば，葉以外の
節点の個数がn−1個になっているということです。これは木の深
さを増やしても成り立つので，エが正解です。
ア	 枝の個数（6）は，葉を含むすべての節点（7）より少なくなりま
す。一般的には，枝の個数がnならば，節点の個数はn＋1です。

イ	 木の深さがnならば，葉の個数は2nになります。
ウ	 節点の個数がnならば，深さはlog2（n＋1）−1となります。

≪解答≫エ

 ヒープ
ヒープとは，完全2分木の一種で，最大値または最小値を求め
るのに適したデータ構造です。「子要素は親要素より常に大きい
か等しい」か，または逆に「子要素は親要素より常に小さいか等し
い」のどちらかになります。子要素が親要素より常に大きいか等
しい場合，根の値は全体の最小値，逆の場合は最大値になります。

□ リストには単方向リストと双方向リストがあり，単方向だと後ろからたどれないので削除
時の探索量が多くなる

□ ヒープは完全2分木の一種で，子要素は親要素より「常に大きいか等しい」または，「常に小
さいか等しい」
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第10位

1-2-2  アルゴリズム
アルゴリズムとは，処理の流れ，手順を記述したものです。

定番アルゴリズムを知ることで，プログラミングに必要な基礎
力を身に付けることができます。

 流れ図（フローチャート）
流れ図（フローチャート）では，順次・選択・繰返し（ループ）

という基本3構造（ダイクストラが提言したので，ダイクストラ
の基本3構造とも呼ばれます）を用いて，プログラムの骨組みを
記述します。

開始

朝起きる

顔を洗う

歯を磨く

終了

順次

開始

45kg超の間

ダイエット

終了

繰返し

開始

朝は和食

ご飯を用意 パンを用意

終了

選択

Yes

No

流れ図を基本3構造で記述

応用情報技術者試験の午後では，疑似言語を用いて基本3構
造を表現することが多いのですが，このとき，選択を if，繰返し
をwhileまたは forとしてアルゴリズムを表現します。
また，アルゴリズムでは，プログラミングを1行1行追って確
認していくことをトレースといいます。変数の値を1行ごとに確
認していくことが大切です。
それでは，流れ図の例として，次の問題を解いてみましょう。

問 題

正の整数M に対して，次の二つの流れ図に示すアルゴリズムを

実行したとき，結果x の値が等しくなるようにしたい。aに入れる

条件として，適切なものはどれか。

頻出度
★★★

発展

アルゴリズムは，業務でプ
ログラムを作成するときに
も使えます。自分のやりた
いことを実現してくれるア
ルゴリズムを「アルゴリズ
ム辞典」などから探し，そ
れを適用することで，自分
で一から考えなくても効率
的なプログラムを組むこと
ができます。

勉強のコツ

アルゴリズム分野のポイン
トは，定番アルゴリズムに
ついてしっかり知っておく
ことと，プログラムを読み
解くスキルを身に付けるこ
との二つです。
午前問題では，定番アルゴ
リズムについての知識問題
と，簡単な流れ図を読み解
く問題が中心になります。
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1
開始

演算
  ：   ,－1,1M

1 →  x

 ×  →  x xn

終了

開始

1 →  

1 →  

終了

演算 a

Yes

No

ループ端の繰返し指定は，
　変数名：初期値，増分，終値
を示す。

x

n

 ×  →  x xn

 ＋1→  n n

n

ア　n

＞

M  イ　n ＞M −1 

ウ　n ＞M  エ　n ＞M ＋1

（平成22年秋 応用情報技術者試験 午前 問7）

解 説

二つの流れ図では，左が繰返し，右が選択を用いています。こ
のように，選択を用いることで，繰返しと同じような内容を表現
することができます。
まず左の流れ図（繰返し）では，ループの繰返し指定で，nの初
期値がM，増分が−1，終値が1となっています。このループの間，
x×n→xという計算を繰り返します。xの初期値は1なので，こ
こでの計算結果は以下のようになります。
x	＝	1×M×（M−1）×（M−2）×（M−3）×……×3×2×1
右の流れ図（選択）で表現されるループは，nの初期値が1でス

タートし，n＋1→nでnを1ずつ増やしながら，x×n→xという
計算を繰り返します。xの初期値は1なので，ここでの計算結果は
次のようになります。
x	＝	1×1×2×3×……
ここで，左図のループとxの値が等しくなるためには，最後を
Mで終わらせて以下のようにする必要があります。
x	＝	1×1×2×3×……×（M−3）×（M−2）×（M−1）×M
つまり，nがMまでの間は計算して，Mを超えたら終了となれ

過去問題をチェック

流れ図を読み解く問題は，
応用情報技術者試験ではか
なりの頻度で出題されてい
ます。

【流れ図】
・平成22年春 午前 問5
・平成22年秋 午前 問7
・平成23年特別 午前 問9
・平成23年秋 午前 問8
・平成25年春 午前 問8
・平成25年秋 午前 問9
・平成27年秋 午前 問6
また午後では，疑似言語に
なりますが，問2で毎回，
プログラムの流れを読み解
く問題が出されます。

勉強のコツ

流れ図やプログラムを読み
解く問題では，面倒がらず
に一つ一つをトレースする
ことが大切です。慣れない
うちは大変かもしれません
が，変数の値の変化を1行
1行確かめながら追ってい
くと，確実に答えを導き出
せるようになります。
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ばOKです。したがって，空欄aに入れる条件はn＞Mとしてnが
Mを超えたら終了というかたちにすれば，左の流れ図と同じ結果
になります。

≪解答≫ウ

 探索アルゴリズム
探索のアルゴリズムは，データの並びの中から目的のものを見

つけ出すという最も基本的な定番アルゴリズムです。探索アル
ゴリズムの代表的なものには，以下の三つがあります。

①線形探索
データを先頭から順番に探索していく単純なアルゴリズムで
す。データがランダムに並んでいる場合，探索するデータは先
頭にあることも最後尾にあることもありますが，平均すると大体
真ん中くらいで見つかると考えられます。そのため，n個のデー
タで探索を行うと，平均探索回数はn／ 2回，計算量はO（n）と
なります（計算量については，P.51を参照）。

②2分探索
データをあらかじめ整列させておき，最初に真ん中のデータと
探索するデータを比較します。二つのデータの関係から前後ど
ちらのグループに目的のデータがあるかを予測し，そのグループ
の真ん中のデータと比較します。例えば，次のようなデータがあ
る場合を考えます。

探索されるデータ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

探索するデータ

3

最初に，真ん中のデータ「5」と探索するデータ「3」を比較しま
す。5＞3なので，探索するデータは「5」より前のグループ

勉強のコツ

定番のアルゴリズムでは，
同じ結果を出すために複数
の方法が存在します。それ
ぞれの手法には特徴があ
り，得意な条件とそうでな
い条件があります。そのア
ルゴリズムにかかる計算量
などを中心に，やり方だけ
でなくそれぞれの特徴を押
さえておきましょう。

頻出ポイント

アルゴリズムの分野では，
探索・整列アルゴリズムに
関する問題が最も多く出題
されています。
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1
1 2 3 4

の中にあることが分かります。したがって，このグループについ
て再度，真ん中の値を求めます。このとき，「2」と「3」はどちら
も真ん中なのでどちらでもいいのですが，通常は前の値「2」をと
ります。このとき，2＜3なので，探索するデータは「2」より後ろ
にあることが分かります。その後ろのグループ「3」「4」の真ん中
のデータ「3」と比較し，3＝3でデータが見つかります。
このように，半分にデータを絞って探索を行うため，n回の探
索で2nまでのデータ数に対応できます。したがって，計算量は
O（log n）となります。

③ハッシュ表探索
ハッシュ関数を利用し，データからハッシュ値を求めることに

よって探索します。例えば，ハッシュ関数として，
　　h（x）＝	x	%	5	（%は余りを計算する演算子）

というものを設定し，データの格納場所を五つ用意します。

ハッシュ表の例
ハッシュ値 データ

0 25
1 11
2 7
3 13
4 4

ここで，探索するデータが「7」のとき，h（7）＝7	%	5＝2とな
り，ハッシュ値が「2」の場所を見るとデータ「7」が見つかります。
この方法は演算ですぐに格納場所が見つかるので，データ量に
関係なく計算量はO（1）となります。ただし，違うデータでハッシュ
値が重なるシノニムという問題が発生することがあり，その場合
には工夫が必要です。

それでは，次の問題を解いてみましょう。

発展

O-記法での対数関数では，
log2nやlog10nなどといった
かたちの底は記入せず，O

（log n）と表現します。
O-記法は，「だいたいこれ
くらいの割合で増加する」
ということを示す記法で
す。対数関数の場合，底が
いくつでも増加の割合は同
じなので，底を記入する必
要がないのです。

発展
シノニムの解決方法として
は，そのシノニムデータを
線形リストによって管理す
るチェイン法や，次の空き
位置にデータを格納する
オープンアドレス法などが
あります。チェイン法につい
ては，応用情報技術者試験 
平成21年春 午後 問2
で詳しく出題されています。
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問 題

探索表の構成法を例とともにa 〜 cに示す。最も適した探索手

法の組合せはどれか。ここで，探索表のコードの空欄は表の空き

を示す。

a　コード順に格納した
　  探索表

120380 ……
120381 ……
120520 ……
140140 ……

コード データ

b　コードの使用頻度順に
　  格納した探索表

120381 ……
140140 ……
120520 ……
120380 ……

コード データ

c　コードから一意に決まる
　  場所に格納した探索表

120381 ……

コード データ

120380 ……

140140 ……
120520 ……

a b c
ア 2分探索 線形探索 ハッシュ表探索
イ 2分探索 ハッシュ表探索 線形探索
ウ 線形探索 2分探索 ハッシュ表探索
エ 線形探索 ハッシュ表探索 2分探索

（平成25年春 応用情報技術者試験 午前 問5）

解 説

a 〜 cの探索表をそれぞれ見ていきます。

a：コード順に格納した探索表の場合

線形探索では上から順に単純に見ていくため，計算量はO（n）
になります。これに対し，2分探索を用いると，真ん中のデータと
比較して半分にしていくので計算量がO（log	n）となり，線形探索
より効率的です。なお，ハッシュ値で格納されているわけではな
いので，ハッシュ表探索は使用できません。

b：コードの使用頻度順に格納した探索表の場合

線形探索で上から順番に見ていく場合，一番上に最も使用頻度
の高いデータがあるので，通常の並びに比べて早く見つかる可能
性が高くなります。なお，2分探索は整列されていないデータには

過去問題をチェック

応用情報技術者試験の午後
で，ハッシュ表探索に関す
るプログラミング問題が出
題されています。

【ハッシュ表探索に関する
プログラミング】
・平成21年春 午後 問2
・平成23年秋 午後 問2
午前でも，ハッシュ表探索
について出題されています。

【ハッシュ表探索】
・平成23年特別 午前 問8
・平成23年秋 午前 問5
・平成27年春 午前 問5
・平成27年秋 午前 問5
午前でも午後でも周期的に
出題されていますので，探
索方法については押さえて
おきましょう。


