
「アルゴリズムとデータ構造入門」2013年度期末試験問題 (その１)
答案用紙の１枚目の表裏に回答. 試験時間 13:00 ～ 14:30 Jan. 28, 2014, 奥乃・馬谷・糸山 持ち込み一切禁止

問題ごとに指定したページに回答すること. 日本語, 英語, 仏語で回答してよい.

質問は一切受付けない. 問題に不審のある場合にはその旨を明記し, 妥当な仮定を設定して回答すること.

問題1 — length, accumulate, and factorial 答案用紙の1枚目表に回答

設問 1-1 線形再帰的プロセス (linear recursive process) によりリストの長さを求める手続き
(length sequence) を定義しなさい. [5点]

(define (length sequence)

(if (not (pair? sequence))

0

(+ 1 (length (cdr sequence))) ))

設問 1-2 線形反復的プロセス (linear iterative process) によりリストの長さを求める手続き
(length-iter sequence) を定義しなさい. [5点]

(define (length-iter sequence)

(define (iter result remaining)

(if (null? remaining)

result

(iter (+ result 1) (cdr remaining)) ))

(iter 0 sequence) )

設問 1-3 手続き (accumulate op initial sequence) を定義しなさい. [5点]

(define (accumulate op initial sequence)

(if (null? sequence)

initial

(op (car sequence)

(accumulate op initial (cdr sequence)) )))

設問 1-4 accumulate だけを使って，リストの長さを求める手続き (length-accum sequence) を
定義しなさい. [5点]

(define (length-accum elems)

(accumulate (lambda (x y)

(if (null? x) y (+ 1 y)) )

0

elems ))

設問 1-5 accumulate を使って，階乗を求める手続き (fact-accum n) を定義しなさい. [5点]

（ヒント：適切な手続きを定義する必要がある.）

(define (fact-accum n)

(accumulate * 1 (enumerate-interval 1 n)) )

(define (enumerate-interval a b)

(if (> a b)

nil

(cons a (enumerate-interval (+ a 1) b)) ))



問題2 — 次のプログラムを使い，条件式 if や cond が置換え計算モデル (sub-

stitution model) において special form として扱われる理由を説明しなさい.

(define (new-if predicate then-clause else-clause) [10点]
(cond (predicate then-clause)

(else else-clause) ))
１枚目裏に回答

(define (sqrt-iter guess x)
(new-if (good-enough? guess x)

guess
(sqrt-iter (improve guess x) x) ))

1. substitution model では new-if の procedure application で，すべての parameters が評価される．

2. sqrt-iter の procedure application の中で評価される，new-if の procedure application において，３つの
paramters が評価される．すなわち, sqrt-iter がまた実行されるので，これは無限ループに陥る．

3. 一方，if は special form として，parameter の評価の順序が制御されている．この結果，(good-enough?

guess x) が成立したら，sqrt-iter は実行されない．

new-if ですべての parameter が同時に評価されることが書いてあり，かつ，それが sqrt-iter で無限ループに陥
ることがことが書かれていればＯＫ.

問題3 — 冪乗 be を求めるときにできるだけ乗算の
　回数を減らした手続き (expt b e) を書きなさい．[5点] 1枚目裏に回答

(define (expt b e)

(cond ((= e 0) 1)

((= e 1) b)

((even? e) (square (expt b (/ e 2))))

(else (* b (expt b (- e 1)))) ))

(define (even? n)

(if (= (remainder n 2) 0)

#t

#f ))

(define (square x) (* x x))

あるいは，Knuth の手法である，e を２進数展開する方法も可．プログラミングしてあれば，＋α.

問題4 — 不動点. 答案用紙の2枚目表に回答

設問 4-1 フィボナッチ関数を求める手続き (fib n) を書きなさい．[5点]

(define (fib n)

(cond ((= n 0) 0)

((= n 1) 1)

(else (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2)))) ))

(define (fib-iter n)

(define (iter a b count)

(if (= count 0)

b

(iter (+ a b) a

(- count 1) )))

(iter 1 0 n) )

動くプログラムが書いてあればＯＫ．(fib 0) は 0でも 1でもよい．



設問 4-2 x = (fib x) となる不動点 x の値 をすべて求めなさい. [5点]

x 0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·
fib(x) 0 1 1 2 3 5 8 13 · · ·

の表が書かれており，(fib x) > x となるまで計算されていればＯＫ．
表より, x = 0, 1, 5. (設問 4-1 の fib の定義と一致しているかをチェックすること.）

設問 4-3 次の手続き jmc の不動点となる手続きを書きなさい. [5点]

(define (jmc n)

(if (> n 100)

(- n 10)

(jmc (jmc (+ n 11))) ))

(define (jmc-fixedpoint n)

(if (> n 100)

(- n 10)

91 ))

問題5 — 新たなデータ構造を定義するときに作成しなければならない
　4種類の手続きについて，例を用いて説明しなさい. [5点] 2枚目表に回答

1. 構築子 (constructor)

有理数なら, 有理数を作成する手続き make-rat

2. 選択子 (selector)

有理数なら, 分母と分子を得る手続き denominator, enumerator

3. 述語 (predicate)

有理数なら, 有理数かどうかを判定する述語 rat-p?

4. 入出力 (I/O)

有理数なら, 入力は分子/分母を受付，make-rat を呼ぶ．

　　　　　　　出力は分子/分母．ただし，既約化．

問題6 — 自己参照文を１つ作成しなさい. [5点] 2枚目表に回答

1. この文は１８文字で構成されています．

2. この文は赤い文字で書かれている．

3. This sentence is written in English.

4. クレタ人の例．ただし，クレタ人は嘘つきである，という説明があった上で次の文が書かれていればＯＫ：
「私は嘘をつかない．」とクレタ人は言った．

5. 以下のものは不可．　　

(a) 「この文は正しい．」　　（意味のない文である！）

(b) 「この文は自己参照文である．」　（自己参照していない！）



「アルゴリズムとデータ構造入門」 2013年度期末試験問題 (その２)
Answer in the second sheet (both sides) 試験時間 13:00 ～ 14:30 Jan. 28, 2014, 奥乃・馬谷・糸山

問題 7あるいは問題 8のいずれかを選択して解きなさい．（両方解くと加算されます）

選択問題7—大きいもの順に並べるQuick Sort [35点] 答案用紙の２枚目裏に回答

設問 7-1 n個のデータを整列する quick sort法のアルゴリズムを書きなさい [10点]

(define (quick-sort records)

(if (null? records)

’()

(let* ((pivot (car records))

(division (partition pivot (cdr records)‘ () ’)) )

(append (quick-sort (car division))

(cons pivot

(quick-sort (cdr division)) )))))

(define (partition pivot records left right)

(cond ((null? records) (cons left right))

((> pivot (car records))

(partition pivot (cdr records) left (cons (car records) right)) )

(else

(partition pivot (cdr records) (cons (car records) left) right) )))

1. records が１以下だったら終了．

2. pivot を選択．

3. pivot で records を大きいグループ (left) と小さいグループ (right) に partition する．

4. left-results ← left に対して sort (quick-sort でも何でもよい）を適用．

5. right-result ← right に対して sort (quick-sort でも何でもよい）を適用．

6. result ← left-result + pivot + right-result．

設問 7-2 最良の場合の quick sort法の時間計算量をその理由とともに示しなさい．[5点]

1. 【point】 何で計算量を図るかが明記されていたら，＋１点．

2. partition の回数で通常は計測．

3. partition の回数は 1, 2, 22, 23, ... となるので，

4. partition は，
∑⌈logn⌉

i=1 i ⇒ n log n　回呼ばれる. 他の手続きのコストは定数項．したがって

5. 最良の場合の quick-sort の計算量は O(n log n)

設問 7-3 最悪の場合の quick sort法の時間計算量をその理由とともに示しなさい．[5点]

1. 最悪の場合は, partition の結果が left か right が空．

2. partition は，
∑n

i=1 i ⇒
1
2n(n+ 1)　回呼ばれる. 他の手続きのコストは定数項．したがって

3. 最悪の場合の quick-sort の計算量は O(n2)



設問 7-4 平均の場合の quick sort法の時間計算量をその証明とともに示しなさい．[10点]

1. 【仮定 1】 データはすべて異なる。あらゆる順列が等確率.

2. 【仮定 2】 途中での分割でも同様の仮定が成立するとする.

3. 【仮定 3】 n要素の分割, (0, n− 1), (1, n− 2), · · ·, (n− 1, 0) が等確率で生ずるとする.

4. 【定式化】 n要素の quick sort に要する時間： T(n)　

5. 【 】 左右の結果の統合に要する時間: cn （c: 定数）

6. n 要素が i 要素と n− i− 1要素に分割されたとすると

　　　 T(n)≦ T(i)+T(n-i-1)+cn

7. 仮定３より

8. T (n) = cn+ 1
n

∑n−1
i=0 T (i)ただし, n ≥ 2

9. T (0) = 0

10. T (1) = 1

11. ここまでできていたら５点

12. T (n) ∼ 2n log n を帰納法での証明５点

13. O(n log n) を得る．

14. 結果のみは２点.

設問 7-5 pivot の選び方が計算量に与える影響について論じなさい．[5点]

1. 【point】 pivot 選択のアルゴリズムの計算量に言及があればＯＫ．

2. pivot を選択するのにソーティングをすると，O(n2) かかってしまうので，本末転倒なので△.

3. ベストケースの場合には，pivot は中央値．

4. 中央値 を探すためには，partition での状態をうまく使う O(n) で中央値を求めるアルゴリズムが知られてい
る．この場合には，pivot 選択は quick-sort の計算量に影響を与えない．

選択問題8— 汎用算術演算 [35点] 答案用紙の２枚目裏に回答

scheme-number が次のプログラムで定義されるとき，以下の設問に答えなさい．

(define (add x y) (define (install-scheme-number-package)
　　 (apply-generic ’add x y) ) (define (tag x)

(attach-tag ’scheme-number x))
(define (apply-generic op . args) (put ’add ’(scheme-number scheme-number)
(let ((type-tags (map type-tag args)) (lambda (x y) (tag (+ x y))) )

(proc (get op type-tags)) ) (put ’sub ’(scheme-number scheme-number)
(if proc (lambda (x y) (tag (- x y))) )

(apply proc (map contents args)) (put ’mul ’(scheme-number scheme-number)
(error "No method for these types" (lambda (x y) (tag (* x y))) )

(list op type-tags) )))) (put ’div ’(scheme-number scheme-number)
(lambda (x y) (tag (/ x y))) )

(put ’make ’scheme-number
(lambda (x) (tag x)) )

’done )

設問 8-1 ⟨scheme− number 7⟩ の表現形式について説明しなさい．[5点]

scheme-number −→ 7 nil

とタグ付きで表現される．



設問8-2 (add ⟨scheme−number 6⟩ ⟨scheme−number 3⟩) の実行を詳しく説明しなさい．[10点]

1. 【タグと中身の抽出】 ２つの引数のタグを求め，(scheme-number scheme-number) を得る.

2. 同時に，２つの引数の中身のリスト (6 3) を得る.

3. add から (scheme-number scheme-number)　に対応する手続きを得る．

4. ここまでで 5点．

5. 【手続き適用】 得られた手続きに (6 3) を適用．

6. 得られた答え 9 にタグをつけ，次のデータを返す．

7. scheme-number −→ 9 nil

8. ここまでで 10点.

設問 8-3 scheme-number を上記のプログラムで実装するときの問題点を指摘し,
　その改善策について論じなさい. [10点]

1. 【問題点】システム提供のデータに対してタグをつける無駄．

2. ここまでで 5点．

3. 【改善策】タグをたかもつけたかのように振る舞う．具体的には，構築子 tag, 選択子 type-tag と contents

　を変更し，タグをつけない．

4. ここまでで 10点．

設問 8-4 汎用算術演算を設計する上で考慮すべき加法性 (Additivity) について論じなさい. [5点]

1. 【問題点 1】汎用演算を新たに定義する手法

2. 【問題点 2】データ構造の新たな実装法を追加する手法

3. など，plug & play に関することが書かれていればＯＫ．

設問 8-5 汎用算術演算を設計する上で他に考慮すべきことについて論じなさい. [5点]

1. 【問題点】演算のパラメータのタイプが異なるときへの対応．

2. 【解決策】タイプの階層や coersion について論してあればＯＫ．

3. 演算子の表現が infix notation を許す等の議論もＯＫ．

4. 処理の高速化，処理系の構成法についての議論もＯＫ．

以上．　　諸君の健闘を祈る．� �
1 必修課題２ (図形言語) の提出をお忘れなく.

一部不足している手続きがあるので, それを定義すること．

また, 平面充填曲線やフラクタルの描画では, 4程度ではなく大きな nに対して, 実行可能なように工夫を
すること. 行った工夫はレポートに明記すること.

• 提出期限: 2月 9日午後 4時 (卒業予定者は 3日午後 4時)

• プログラム・実行結果・レポートの提出は電子メイルで: sicp-15@zeus.kuis.kyoto-u.ac.jp

2 未提出の必修課題１が残っている場合には, 速やかに提出のこと.

3 随意課題で成績のアップを.　� �


