




新版まえがき　i

　2015 年頃からAI ブームがやってきました．AI は Artificial Intelligence，
つまり人工的な知能を意味しています．知能の厳密な定義は難しいのですが，
簡単に言うと，人間に似た振舞いを行う能力，ということになるのでしょう
か．AI の研究・開発は行動規則が明確に定まっているチェスや将棋のよう
な対戦ゲームから始まりましたが，近頃は人間の行動や判断のデータが大量
に得られる分野で進められています．このような分野では行動や判断の原理
や規則はわからなくても，結果として人間の振舞いに似た結果が得られるよ
うになってきました．ただしそのためには，人間行動の膨大な記録とそれを
解析するための気の遠くなるような量の計算が必要です．現代はこれらのこ
とが可能な時代になりました．そしてそこで実行される計算とその基礎理論，
計算機構の高度化などのための基礎となる学問が，本書で扱っているコン
ピューティング科学，あるいは計算科学なのです．
　文部科学省が定める学習指導要領（2018 年度に改訂）の中に小学生に対
するプログラミング教育が含まれました．プログラミング的思考，つまり組
織立った問題解決を行う能力を育成するのが目的ですが，この思考方法こそ
本書が扱っている内容に密接に関係しているものなのです．問題解決にあ
たって問題をモデル化し分析し部分問題に分割し，という流れこそ，この思
考方法に沿ったやり方なのです．
　この「新版」は旧版の内容をもとにして，放送大学の面接（対面）授業を
実施した中で得られた授業経験をベースとして作成しました．20 年を経過
していた旧版の内容について，主に計算機構および計算量の科学についての
内容を補強するとともに，問題解決の部分を改訂しました．また，時々刻々
と変化する社会との関係は触れるだけとする一方，最新の計算事情の紹介を
追加しました．
　AI 適用の代表格と言われている自動車等の自動運転のように，これまで
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人間が行ってきたことを情報システムに置き換える場合には，社会的あるい
は法律的な環境の整備が必須となります．思うように動かなかった場合など
の責任の所在についての社会的合意の形成が必要です．さまざまな局面での
倫理面も考える必要があります．このような一般的状況となりつつある中に
おいて，計算機科学関連の研究者・開発者ではない一般の人々にとっても，
コンピューティングに関する基礎知識，基礎的素養が，この方面の事柄に関
心を払うための素養となるのです．本書がそのための一助となることを願っ
てやみません．
　新版作成にあたって，旧版から原稿を起こし整理するとともに大量かつ細
かな図版の作成をお願いした久保田しのぶさんと，新版の迅速な出版に力を
尽くして頂いた東京大学出版会の岸純青氏に感謝を捧げたいと思います。最
後に，新しい内容の推敲について直接的あるいは間接的に寄与して頂いた放
送大学および東京大学の学生諸氏にも感謝いたします．

2017 年 3 月

 川 合　慧　
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情報化に向けての社会の流れは，ますます強くなることはあっても，弱まる
気配はまったくありません．科学技術優先の考え方に反省が生まれたり，分
析的科学手法の限界が議論されたりしています．また，開発重視と効率最優
先のゆき方に対しても，地球環境保全の立場からの批判が渦巻いています．
このような，科学および技術が直面している種々の問題とは一線を画してい
るかに見えるのが，情報の科学・工学とその技術的アウトプットであるコン
ピュータおよび情報システムです．一線を画せるように見える最大の理由は，
情報というものが，極論すれば人間が創造した抽象概念に過ぎないことにあ
ります．もちろん情報処理機械の実現には物理的な材料とエネルギーとが必
要ですが，その必要量は加速度的に小さくなってきています．50 年前に 150
キロワットを消費した計算が，現在では 1ワットの何十分の 1かで実行でき
ます．所詮抽象概念ですから，資源や環境からは独立しており，“便利にする”
ための努力にバリアーはない，というわけです．
　それでは，この情報化の動きについては，専門家以外の人は何も知らずに
安心して任せていてよいのでしょうか．身のまわりにある情報システムが快
適に利用できさえすれば，それでよいのでしょうか．答は否だと思います．
その理由は，再び情報の抽象性に求められます．われわれは，紙や電気やパ
ンといった物理的実体をもつものだけで暮しているわけではありません．
日々のニュース，電車の時刻表，多様な人間関係，各種の法律，などといっ
た，まさに抽象的な事項に囲まれて生きています．そしてこれらの抽象事項
への情報システムの適用が，“社会の情報化”の実質なのです．“情報化社会”
の実体は，単に個々の便利なものの提供ではなく，社会を動かす基盤的な仕
組みを変えてゆくことなのです．
　本書は，東京大学教養学部における総合科目「計算機科学」を，筆者が 3
年間担当した経験をもとに作ったものです．教養学部では，1993 年度から
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科目「情報処理」を文科生理科生を問わず必修としました．その理由は，上
に述べた社会の情報化への対処の必要性です．これからの社会では，という
より現在すでに，“情報”に対する基礎的な素養は，全社会人にとって必須
です．このため入門的性格をもつ「情報処理」に対して，“情報”の科学・
工学面および社会面の視野を広げる役目をもつ科目として「計算機科学」が
設けられました．
　本書の構成は，情報の基本概念や表現，および処理を実現する方法を説明
する部分（第 1章～第 4章），情報処理記述としてのアルゴリズムとその性
質とを調べる部分（第 5章～第 7章），実用の情報システムに関わる部分（第
8，9 章），そして情報システムと社会との関係を考察する部分（第 10 章）
となっています．それぞれの部分については，もっと詳しく解説した書物が
他にもありますが，本書では，“コンピューティング”をこれらの各部分の
縦糸とすることによって，総合的な理解が得られることを目的としました．
また，より深い理解やコンピュータによる実践ができるように，各章末には
練習問題を付しました．読者の皆さんに活用して頂ければ幸いです．
　本書をまとめるにあたっては多くの方々にお世話になりました．とくに，
全体構成や細部の表現，話題の選択と議論の進め方について，計算機科学の
専門家の立場から数々の貴重なご意見を頂いた東京大学教養学部の山口和紀
助教授に，心からのお礼を申し上げたいと思います．また，学内テキストの
段階における多数回の改訂と数多くの図の作成に取り組むために，UNIX マ
シンと格闘して頂いた研究室の磯久いづみさんと安藤美紀さん，整った形で
の迅速な出版に力を注いで頂いた東京大学出版会の山口雅己氏にも感謝を捧
げます．最後に、鋭い質問や要望などによって内容の改善に寄与してくれた，
「計算機科学」の受講生諸君にも感謝いたします．

1995 年 1 月

 川 合　慧　
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1.1　モデルの世界　1

モデルの概念と計算・情報処理について，いくつかの身近な問題を例に
とって調べる．最も基礎的な処理である計数から話を始め，データの表
現，やり方の表現，関係の表現，データの構造化などについて，おもに
文字列を扱う例題を見る．

1.1　モデルの世界

　人間はさまざまな活動を行う．ここでは，情報の処理と科学という観点か
ら人間の活動，とくに外界との相互作用を伴う活動について考えよう．そこ
では，“モデル”という考え方が中心となる．

1.1.1　問題のモデル化
　“活動”するためには，まず“問題の把握”が必要である．状況の理解，
目的・副目的の設定，行動あるいは思考の指針作り，詳細な行動（思考）プ
ラン作成，といったことを，活動目的の大小に応じて精密あるいは大づかみ
に，またあるときは無意識的に，われわれは行っている．この自分なりの問

第1章  情報処理

図 1.1　現実世界とモデルの世界

モデル化
された

結果・結論

＜現実の世界＞ ＜モデルの世界＞

問題 モデル化された問題

結果・結論

モデル化

解 釈

各種の
分析・
処理
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題の把握のことを問題のモデル化と呼ぶ．モデルができた後は，このモデル
を頼りに種々の操作を行う．この結果あるいは結論が出た段階で，“自分な
りの把握”を逆に解釈して，現実の世界に適用することになる（図 1.1）．

1.1.2　身近なモデル
　しかつめらしく“モデル”という概念を説明したが，実はこの概念は，私
たち人間の活動にとって非常に基本的なもので，身近な例には事欠かない．
そのいくつかを示す．
（a）金銭
　お金とは何だろう．ふだん，何気なしに使っているものであるが，よく考
えると不思議なものである．経済学の教えによれば，物々交換の時代から価
値基準物を使用する時代を経て，ものの価値を象徴する“貨幣”の時代に
なった．実は，数値で表現できるものであれば，何でも金銭と同じ役目を果
たすことができる．実際，われわれが金融機関で行う預貯金や決済は，その
すべてがコンピュータ内に表現された数値で管理されているのである．
（b）時刻表
　旅行の計画を立てるときには，あらかじめいろいろな列車に実際に乗って
みてから決めるわけではない．旅行計画にとって必要なのは列車の出発・到
着の時刻であり，それは“時刻表”という形で前もって手に入るからである．
われわれは時刻表に載っている数字の群を，あたかも現実の列車であるかの
ように扱って，到着時刻の調整や乗換えの計画を立てる．この場合，時刻表
は現実の列車の運行を表現したものであり，その“表現の世界”で立てた計
画に沿って現実の旅行を行うわけである．乗換案内といったソフトも，この
表現の世界の中で働いている．
（c）建築設計図
　建物の建築では，いきなり材料を集めて建て始めるようなことは決してし
ない．まず全体のイメージを決めるためのスケッチ，次に外観や構造材の概
略図，日照や影を調べるための立体図面，詳細設計図，といった各種の図面
や立体模型を経たうえで，初めて実際の工事にとりかかる．この各種図面な
どは，現実の建築物をモデル化したものである．実際，詳細な設計図は現実
の建築物と同等に扱われ，その複製は建築物そのもののコピーとみなされる．



1.2　情報処理とは　3

1.1.3　情報とモデル
　モデルの概念は，そのまま“情報処理”に適用することができる．一般に
情報処理では
　（1）現実世界の対象をデータという形で“モデル化”する
　（2）現実世界での処理もデータの処理という形で“モデル化”する
　（3） モデルの世界で，モデル化されたデータにモデル化された種々の処理

を実行する
　（4）モデルの世界での結果・結論を現実世界に適用する
という段階を経る．（2）と（3）では，もっぱらモデル化された対象を取り扱う
ので，現実世界の数々の制約にとらわれることなく，自由な問題設定や処理，
およびその解析などを行うことができる．これを取り扱う学問分野は数多く
あるが，とくにデータの処理・加工や解析およびそれらの性質を抽象的に論
じるのが計算機科学（computer science）あるいは計算科学（computing 
science）と呼ばれる学問である．これに対して，データの処理・加工その
もののことは情報処理（information processing）と呼ぶ．

1.2　情報処理とは

　本書では，情報処理の中核をなす学問である計算機科学を中心に話を進め
る．その前提という意味でも，“情報”や“処理”の内容をきちんと理解し
ておくことは重要である．情報そのものについては第 3章で詳しく調べるが，
その意味で特徴的なことは，それが“利用する側とその目的”に依存するこ
とである．これは，物理学や生物学などの自然科学で扱うものが“存在する
ものや現象そのもの”であるのと大きく異なる点である．処理の対象として，
“情報”よりももっと中立的なものを“データ”と呼ぶ．そして，“処理”と
いう漠然とした言葉よりも適切な用語として，計算（computing）が使われ
る．ここで“計算”というと図1.2のようなものを想い浮かべるかもしれない．
しかし，これらは数値の計算や数学の記号計算という，きわめて狭い範囲の
計算にすぎない．計算機科学や情報処理では，もっとずっと広い範囲の処理
を扱う．
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1.3　処理をする

1.3.1　数を数える
　まず，最も単純で基本的な処理，つまり計算である，ものの数を数えるこ
とから始めよう．

Peter Piper picked a peck of pickled pepper;
A peck of pickled pepper Peter Piper picked;
If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,
Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?

　この文章は早口言葉（tongue 
twister）の 1 つで，マザーグース
（Mother Goose）にも収められてい
る．早口言葉は，読んだときに発音
しにくく作られている．それでは，
この文章はどれくらい“読みにく
い”ものなのだろうか．
　読みにくさを表現するのに，「“生
麦生米生卵”と同じくらいである」
とか，「子猫の尻尾を踏んだような
騒ぎである」といった文学的・感性
的なやり方もあるが，ここではもっ

図 1.2　数値・数式の計算

1732
1414
6928

1732
6928
1732

×

2449048

2

＋

Peter Piper from Mother Goose
The Random House Book of Mother Goose

(Arnold Lobel, 1991) より
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と分析的な方法を試してみよう．この文章が読みにくいのは，“ピ・パ・ぺ”
という音が頻繁に出てくるからであろう．そこでまず手始めに，“ピ・パ・ペ”
に共通する子音字である文字“p”の数を数えてみよう．発音を問題として
いるので，大文字と小文字は区別しないことにする．
　ここで，気軽に「数えてみよう」と言ったが，ものの数を数えるという作
業はそれほど簡単なものではない．少しきちんと考えると，次のようなこと
をやっている．

（1）「数」の初期値を 0にする．それから，
（2）文章中のすべての文字について，
　　　　　それが“p”または“P”であれば「数」を 1増やす．
（3）最終的な「数」が結果である．

　このような集計では“正の字を書く”方法がよく使われる．正の字が 5画
であることを利用して，探しているものを 1個見つけるごとに線を 1本書き
足してゆき，正の字が完成したらまた新たな正の字を書いてゆく．

ここでの最終結果は

つまり 36 になる．この，ものの数を数えること（計数）は，単純な操作で
はあるが，実は情報処理や計算機科学の基礎の中の基礎の 1つでもある．

1.3.2　やり方を工夫する
　文字“p”の数は数えてみたが，全文字数に対するその値の比率がわから
なければ何とも言いようがない．そこで今度は，すべての英文字の数を文字
別に数えてみよう．このやり方としては，まず素朴な方法として，

（1）“a”を見つけながら数を数える．それから，
（2）“b”を見つけながら数を数える．それから，
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（3）“c”を見つけながら数を数える．それから，
　　　　　　　…
（26）“z”を見つけながら数を数える．

というものが考えられる．“p”を数えたのと同じことを 26 回繰り返すわけ
である．このやり方を文字カウント 1と呼ぼう．この方法は確かに単純では
あるが，明らかに能率が悪い．同じ文面を 26 回も繰り返し調べるのも気に
なるし，“x”，“y”，“z”といった，まったく出現しない文字に対してもやら
なければならない点にも改善の余地がある．
　何種類かのものの数を数えるという作業は，日常生活の中にもよく出現す
る．たとえば，生徒会や自治会の役員の選挙結果の集計がその例である．こ
の場合，Aさんの票数だけを数えるために票を全部調べてから Bさんの票
数調べに移り，それが済んでから Cさんの票数調べに移り，というような
ことは，ふつうはやらない．全部の票を 1票 1票調べながら，それぞれの集
計を同時並行的に行ってゆく．この方法（文字カウント 2）を使ってみよう．

（1）文章中のすべての文字について，
　（1.1）それまでに出現していない新しい文字の場合
　　　　　その文字用の場所を確保して“─”を描く
　（1.2）それまでに出現している文字の場合
　　　　　その文字用の場所に描かれた“正の字の集まり”
　　　　　に“1を加える”

　実際にこれを実行した結果を図 1.3 に示す．予想どおり，“p”は他の子音
文字よりも圧倒的に多いことがわかった．
　このように，与えられたもの（この場合は冒頭の早口言葉）が同じで，結
果も同じであっても，その結果を得るためのやり方にはさまざまなものがあ
り得る．そして，あるやり方は素朴であるが能率が悪く，別のやり方は複雑
だが能率はよい，といったことが起こる．やり方について考える場合には，
それが正しい結果を与えることはもちろんであるが，それにどんな性質が要
求されているかを考える必要がある．たとえば，ここで示した集計の方法（文
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字カウント 2）では，もとの文面中での文字の出
現順に場所が確保される．その順番は

　　　p－e－t－r－i－c－k－d－a－o－f－l－
　　　w－h－s

である．このやり方では，出てこない文字に対す
る場所は不要なので，必要最小限の場所（15 個）
ですんでいる．ところが，文字の場所は出現順に
並ぶことになり，英文字についての順番“a, b, c, 
…, z”とは無関係であるので，“調べる文字に対
応する場所が探しにくい”という別の問題点があ
る．集計結果の中で“a”，“b”，“c”の数を探し
てみると，それがよくわかる．もしも“場所の経
済性”よりも“処理の速度”の方が大切なのであ
れば，最初からすべての文字の場所を“英文字の順番に”確保しておく方が
よい．やり方は次のようになろう．

（1）  “a”から“z”までに対応する 26 個の場所を用意する．それ
から，

（2）文章中のすべての文字について，
　　　　  その文字用の場所に描かれた“正の字の集まり”に“1

を加える．”

　このやり方を文字カウント 3と呼ぼう．実行結果を図 1.4 に示す．

図 1.3　文字カウント 2
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　最後のやり方では，特定の文字用の場所がすぐわかるので，結果も見やす
い．しかし，出現しない文字（“b”，“g”，“j”など）にも領域を割り当てて
おかなくてはならない．また，探すものの種類の数（ここでは 26）が数万，
数千万になる場合には，このような領域確保そのものが困難な場合もあり得
る．以上 3つのやり方は図 1.5 に示されたような関係となる．

　上の図には，情報処理・計算機科学の基本的な事柄がいくつか含まれてい
る．
　（1）処理の方法は 1通りではないこと
　（2）データの形を変えると計算方法も変わること
　（3）さまざまな評価基準があること

図 1.4　文字カウント 3

大領域

小領域

遅い 速い

領域の
事前確保

領域の
出現順確保

1文字用
反復

必要領域

処理速度

図 1.5　やり方の多様性
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1.3.3　やり方を表す
　これまでに出てきた文字の数を数えるやり方，つまり“処理手順”のこと
をアルゴリズム（algorithm，算法）という．アルゴリズムでは，やるべき
手順がきちんとわかるように書かれていることが大切である．「ここは適当
に…」とか「わからなければ頭を使え」とか言われても，“わからない人”
は困ってしまう．
　いろいろな手順について考えてみると，いくつかのパターンがあることが
わかる．パターンとは，手順を構成している要素的な処理の組合せ方法であ
る．おおまかには次の 4種がある．

（a）順番に処理する：文字数のカウン
トのやり方の中に“それから”
という言葉がたくさん出てくる
が，それは，その前の処理をちゃんとやり終えてから次に続く処理に
とりかかれ，ということを意味している．このパターンの一般形は

処理 1 それから 処理 2 それから … それから 処理 n
となる（図 1.6）．

（b）ある処理を反復する：やり方の中で“す
べての文字について”等々の指示が
あるが，これはその次に書かれた処
理を（すべての文字について）反復
して実行せよ，ということを意味し
ている．このパターンの一般形は
　　　“すべての…について”処理（をやる）
となる．先頭についている反復の指示は，もっと分解されることもあ
る．たとえば
　　　“まだ調べていない…が残っている間”処理（をやる）
といったぐあいである（図 1.7）．

（c）ある処理をやったりやらなかったりする：最初の“pを数える”やり方の
中で，「それが“p”または“P”であれば…」という記述があった．
また他のやり方の中にも，「それまでに出現していない…の場合」，「そ

処理1 処理2

図 1.6　順番処理

処理

反復

図 1.7　反復処理
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れまでに出現している …
の場合」というくだりが
あった．このような指示は，
その次に書かれた処理をや
るための条件を示している．
このパターンの一般形は，

　　“…であれば ”処理（をやる）
となる．条件判定の結果は成立／不成立の 2通りなので，2 つの処理
から選択することも多い（図 1.8）．
　　“…であれば ”　処理 1　“そうでなければ ”　処理 2（をやる）

（d）他の処理を部品として再利用する：すべての英文字の個数を数える素朴な
方法では，“p”の数を数えるやり方を，“a”，“b”などに対して適用
している．それも，詳しいやり方ではなく，“数を数える”というだ
けですましている．このように，あるやり方を表現するのに他のやり
方を“部品”として利用することは，日常生活においてもよく行われ

ている（図 1.9）．“1 時間の秒数を求め
る”やり方を説明するのに，いちいち九
九まで分解することはしない．“電車に
乗ってデパートへ買物に行く”やり方の
説明では，使用する電車の路線や運賃な
どがわかれば（ふつうは）よく，自動券
売機の使い方やホームへの上がり方まで
説明しなくても（ふつうは）よい．

　以上の 4つのパターン，すなわち
　　　逐次処理，反復処理，条件判定処理，部品化
は，ほとんどすべての手順表現に現れる．また，これらのパターンを用いれ
ば，ほとんどすべての手順が表現できる．
　なお，一般的な議論では部品化は基本的なパターンには含まれない．部品
を本体中に展開するのと同等だからである．本書では実際的なコンピュー
ティングを把握する立場から，計算の記述に重要な役目を持つ部品化を基本

処理 1

処理 2

選択

図 1.8　条件判定

あらかじめ定義

部品

部品
実行

図 1.9　部品化
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パターンに含めている．

1.3.4　数を蓄える
　文字数を数える場合には，
“正の字”を書く場所が必要で
あった．“p”に対応する場所に
は，最初は横棒 1本が書かれ，
次には縦棒が加えられ，その次
にはまた横棒が加えられ，とい
うぐあいに，表している数値が
順に増加してゆく．ふつうの数
で表現した場合は 1→ 2 → 3 → …となり，それまでの値を消して 1だけ大
きな値に変えることが必要である．いずれにしても，特定の場所が表してい
る数値が，処理の進行とともに変化してゆく．このように，値が保持できて，
しかもその値を変更してゆくことができる“場所”のことを，情報処理の言
葉では変数（variable）という．“場所”には名前をつけておくのがふつうで，
これを変数名という．また変数に新たな値を覚えさせることを代入（assign-
ment）と呼んでいる（図 1.10）．
　数学でも変数や代入という言葉を使用するが，数学の“変数”は値を表現
する名前のようなもので，コンピューティングの用語ではパラメタ（param-
eter）に近い．また，数学の“代入”は変数を値や式で置き換える操作を意
味していて，値を書き換えるということは表さない．

1.4　データを表現する

　モデル化した世界でも，データは何らかの形で，“表現”する必要がある．
ここではいくつかの種類のデータの表現を見る．

1.4.1　数を表す
　数の扱いは，取り扱う数が大きくなるにつれて種々の工夫が必要となる．

代入変数名

値

別の値

図 1.10　変数
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（a）代理記号の方法
　“正の字”のやり方は，順に大きくなる数を“何かを書き加える”ことで
表す方法で，個数を表す場合に適している．実際これは最も原始的な数の表
現方法（representation）であり，漢数字の一，二，三，やローマ数字の I，
II，III，などにその名残りをとどめている．しかしこの方法では，数が大き
くなると書くのも読むのも大変になる．IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII は何であろうか．
“正の字”の方法でも同様であり，早口言葉の例の結果である“p”の数が
36 であることはわかりにくい．
　そこで，特定の数を別の記号または文字で代用することが考えられた．漢
数字の場合は四，五，六，七，八，九，十という文字があてられた．ローマ
数字では 5を V，10 を Xで表すだけで済ませ，あとの 4，6，7，8，9 はそ
れらの組合せで表現した．順に IV，VI，VII，VIII，IX である．総じてロー
マ数字の方が，“何かを書き並べる”というもともとのアイディアに忠実で
ある．たとえば 30 は漢数字では三十，ローマ数字ではXXXである．
　この考えを進めると，代用記号自体を何個か集めたものに対して，また別
の代用記号が必要となる．漢数字では，このあとは百，千，万，億，兆，京，
垓と続く．ローマ数字では L（50），C（100），D（500），M（1000）などで
あり，2017 はMMXVII となる．このほかにもR（80），E（250），Z（2000）
といった変わったものもある．いずれにしても，これでは次々と代用記号を
発明してゆかなければならない．
（b）位取りの方法
　この問題を解決したのがアラビア数字の方式，すなわち位取りのやり方で
ある．2022 と書いた場合の 3つの 2 は意味が違う．書かれた場所によって
重みが異なるからである．左から順に，1000 の 2 倍，10 の 2 倍，そして（1
の2倍である）2を表す．位取りのやり方と，“何もない”ことを示す記号“0”
とによって，新たな代用記号の発明の必要はなくなった．
　位取りの方法では，1 桁ずれた場合に何倍になるかを決める必要がある．
通常使っている方法では“10”は“1”の 10 倍である．これを 10 進法と呼
んでいる．他には 2進法や 16 進法などがよく使われている．
　位取りの方式は非常に優れているが，欠点もある．数字の場所がずれると，
表している数が大きく変化してしまう．数字の場所自体は数字列の中で決め
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られるので，間違いの可能性も大きくなる．たとえば，
　　　1000000100000000　と　1000000010000000
でどちらが大きいかはすぐにはわかりにくい．現実の社会では，数の値が変
わってしまうような間違いを防ぐために，3 桁ごとにコンマを入れたり，先
頭に通貨記号（“¥”，“$”など），末尾に単位記号（“円”など）をつけたり
する．¥8,420,377.- というぐあいである．それでも位取りの方式は意図的な
改変に弱く，小切手の金額の末尾の“円”を消してその代わりに“,000”と
したりする犯罪がときどき報道されたりする．

1.4.2　連続量を表す
　現実世界には，ものの長さや重さ，時間や速度といったような，個数とは
無関係な量がある．たとえば，サイズA4の用紙の横幅は 210 mmと決めら
れているが，実際の 1 枚 1 枚の紙の横幅は，210.2583 mm であったり
209.9462 mmであったりする．しかもこれらの数値は厳密なものではなく，
細かく，すなわち精度よく測れば測るほどいくらでも多くの桁数が必要とな
る．このような性質をもつものを連続量と呼ぶ．これに対して，個数などの
ことを離散量と呼ぶ．
　現実の世界を取り扱う場合には，この連続量も扱う必要がある．しかしな
がら現実のコンピュータでは，無限に多い数字を扱うことはできない．した
がって，だいたい近い数でもとの量を近似することになる．たとえばπで表
される円周率の値は 3.14159265358...であるが，本当は無限の桁数を必要と
する数である．したがっていくら多くの桁数を使って表したとしても，真の
値との差である誤差が存在する．この誤差は，桁数を多くすればいくらでも
小さくできるが，決して 0にはできない．また，10 進法で表現した 3分の 1
は 0.33333333...であるが，“3”をいくら並べても正確な値とはならない．
この誤差のせいで，近似表現をしている場合には，1 を 3 で割った値に 3を
かけても 1に戻らないという不思議な現象が起きる．
　この問題は，1.1 節で見たモデル化に伴うもので，連続量（現実の世界）
のモデルとして離散量（モデルの世界）を使っているので，厳密な計算（現
実）と近似値を使った計算（モデル）が食い違っていることに起因する．計
算結果をもともとの世界に適用する場合には注意が必要である．
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　現実世界の値を扱うには，その大きさのばらつきにも対処する必要 
がある．たとえば，光の速度（約 299700000 m/s）や水素原子の半径
（0.00000000005292 m）などといった，極端に大きかったり小さかったりす
る値がある．これらをそのまま表していたのでは，0 がやたらに多く必要で
扱いにくい．そこでこれらの値を，0.1 ～ 10.0 ぐらいの値に 10 の何乗かを
かけて表現する．光の速度は 2.997 × 108m/s，水素原子の半径は 5.292 ×
10－11m というぐあいである．コンピュータで連続量を表すのにもこの方法
を使う．これを浮動小数点数（floating point number）といい，0.1 ～ 10.0
ぐらいの値である仮数とそれにかける数のべき乗値である指数との組で表す．
光の速度は（2.997，8），水素原子の半径は（5.292，－11）というぐあいで
ある．

1.4.3　文字を表す
　われわれは非常によく“文字”を使う．数値の表現にも使えば音の表現に
も使うし，“概念”の表現にも使う．このように多様な使い方ができる理由は，
文字が単なる“記号”だからである．“A”とか“あ”という文字は，元来
は単なる記号であり，それ自身は何の意味ももっていない．“アルファベッ
トの最初の文字“とか“「あかさたな」を表す母音の音”という意味は，他
からつけ加えられたものである．
　単なる記号であれば，それをさらに別のもので表現することが自由にでき
る．ローマ字の方式では，英字 1文字または 2文字で“ひらがな”や“かた
かな”を表現する．逆に（少し苦しいが）“えい，びい，しい”というぐあ
いに，ひらがなで英字を表現することもできる．情報処理の世界では，これ
らの文字をひとまとめとして，数値（あるいは数値と同等なもの）で表現す
る，このような，表現のために用いられる数値（のようなもの）を符号（コー
ド，code），文字用の符号を文字符号（character code）という．また，ひ
とまとまりの文字に対する符号の集まりを文字符号表（character code 
table）または文字符号集合（character code set）と呼ぶ．
　欧米文化圏で使用する文字の数は，ふつうは 100 程度であり，文字符号表
もふつうは 1種類で済む．しかし他の言語圏，とくに中国語・日本語などで
は文字数が最大数万にもなるので，この文字符号表を決めること自体が大変
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な作業であった．それにも起因する形で，現在，日本文字用の文字符号表は
数種類存在し，データの交換に支障をきたす原因となっている．たとえば，
パソコンで普及している符号表（Shift-JIS）と普通のコンピュータで使用し
ている符号表（JIS X 0213）とは異なるので，両者を混ぜて使う場合には
変換が必要となる．

1.4.4　関係を表す
　マザーグースには，次のようなものもある．

For want of a nail, the shoe was lost,
For want of the shoe, the horse was lost,
For want of the horse, the rider was lost,
For want of the rider, the battle was lost,
For want of the battle, the kingdom was lost,
And all from the want of a horseshoe nail!

　“風が吹けば桶屋が儲かる”式の話であるが，因果関係の連鎖が面白い．
この因果関係に注目できるような表現について考えよう．それぞれの節は
“XがないのでYがダメになった”という内容である．

For want of a  nail  , the  shoe  was lost,

ここでの nail と shoe の関係を“want-lost 関係”と呼ぶことにしよう．これ
を図で表すと図 1.11 のようになる．

　この図は人間にとってはわかりやすいが，このデータをもとにさらに何か

nail shoe horse rider battle

kingdomshoe horse rider battle

nail shoe horse rider battle kingdom

個々の関係

全体の関係

図 1.11　want-lost 関係
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の処理をする場合には，文字の形で表しておいた方が扱いやすい．
want-lost (nail, shoe).  want-lost (shoe, horse).
want-lost (horse, rider).  want-lost (rider, battle).
want-lost (battle, kingdom).

これは，“nail と shoe は want-lost 関係にある”などと読む．want-lost のよ
うな，2 つの間の関係のことを 2項関係（binary relation）という．夫婦関
係，共生の関係など，2 項関係はごく一般的なものである．数値の間の関係
（より大きい，等しい，など）も 2項関係である．同じようにして 3項関係
（例：両親と子ども）などの多項関係が定義できる．
　2項関係にしておくと，これを組み合わせることによってもっと複雑な関
係を表すことができる．例として親子関係 parent-child (p, c)，すなわち“p
と c は parent-child 関係にある”を考えよう．意味としては，“pは c の親で
ある”または“cは p の子である”となる．これも 2項関係であるが，全体
としては 1列に並ぶとは限らない．以下にその一例を示す．

parent-child (乙姫，金太郎).　parent-child (浦島太郎，金太郎).
parent-child (浦島太郎，一寸法師).　parent-child (浦島太郎，親指姫).
parent-child (一寸法師，桃太郎).
parent-child (一寸法師，スーパーマン).
parent-child (親指姫，スーパーマン).

　この関係全体を図 1.12 に示す．

　この表現から，もっと複雑な関係を定義することもできる．たとえば
祖父母・孫関係 grandchild (g, c) =

スーパーマン

浦島太郎

桃太郎

親指姫一寸法師金太郎

乙姫

図 1.12　parent-child 関係図
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         parent-child (g, X) かつ parent-child (X, c)
         となるXがある．
兄弟関係    brother (a, b) =
         parent-child (Y, a) かつ parent-child (Y, b)
         となるYがある．

このように定義されていると，parent-child 関係の“事実”から，
   grandchild（浦島太郎，桃太郎）.
   brother（一寸法師，親指姫）.
といった関係を導き出すことが可能となる．

1.4.5　黒白を表す
　“関係”に関係するものとして，“成り立つか／成り立たないか”という性
質がある．たとえば前項の例で，“parent-child (乙姫，金太郎)”という事実
が存在するが，これは見方を変えれば

“parent-child (乙姫，金太郎) は成り立つ”
ということもできる．同様にして

“parent-child (一寸法師，スーパーマン) は成り立つ”
が，事実が存在しない関係については，たとえば

“parent-child (浦島太郎，乙姫) は成り立たない”
ということになる．
　このように“xxx が yyy である”という形式のもので，正しい／正しくな
いの判断が明確にくだせる，言い換えれば“黒白がつけられる”ものを命題
（proposition）という．そして，正しい命題を“真である命題”，正しくな
い命題を“偽である命題”という．またこれを言い換えて“ある命題（の値）
が真である（偽である）”ともいう．この最後の言い方によれば，命題を変
数のように扱うことができる．これを命題変数と呼ぶ．命題変数の値は真か
偽のどちらかである．
　黒白の表現方法としては，真偽のみの表現と命題ぐるみの表現とがある．
真偽のみの表現は，文字と同じように 2種類の符号を用いればよい．“0”と
“1”，“false”と“true”，“F”と“T”などが一般的である．命題ぐるみの
表現としては，parent-child の例で示したような
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“値が真である命題のみをすべて列挙する”
という方法が一般的である．

1.5　構造を扱う

1.5.1　データを構造化する
　次の「積み重ねうた」について考えよう．これもマザーグースにあり，音
読してみると実に謂子がよい．

This is the house that Jack built.
This is the malt that lay in the house that Jack built.
This is the rat that ate the malt that lay in the house that Jack built.
This is the cat that killed the rat that ate the malt that lay in the 
house that Jack built.

This is the dog that worried the cat that killed the rat that ate the 
malt that lay in the house that Jack built.

This is the cow with the crumpled horn that tossed the dog that wor-
ried the cat that killed the rat that ate the malt that lay in the 
house that Jack built.

This is the maiden all forlorn that milked the cow with the crum-
pled horn that tossed the dog that worried the cat that killed the rat 
that ate the malt that lay in the house that Jack built.

This is the man all tattered and torn that kissed the maiden all for-
lorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the 
dog that worried the cat that killed the rat that ate the malt that 
lay in the house that Jack built.

This is the priest all shaven and shorn that married the man all tat-
tered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the 
cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the 
cat that killed the rat that ate the malt that lay in the house that 
Jack built.

This is the cock that crowed in the morn that waked the priest all 
shaven and shorn that married the man all tattered and torn that 
kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crum-
pled horn that tossed the dog that worried the cat that killed the rat 



1.5　構造を扱う　19

that ate the malt that lay in the house that Jack built.

This is the farmer sowing his corn that kept the cock that crowed in 
the morn that waked the priest all shaven and shorn that married 
the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn 
that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog 
that worried the cat that killed the rat that ate the malt that lay in 
the house that Jack built.

　このうたが読んで調子のよいのは，これが一定の規則で組み立てられてい
るからである．実際，先頭以外の各文は，1 つ前の文の“This is”の後に新
しい節“the … that …”を挿入することでできている．したがって，先頭の
文と追加されてゆく節とだけからこの文章全体が再構成できる．この様子を
図 1.13 に示す．6 番目の文を示しているところである．
　このように，データ（資料など）を一様なものとしてではなく，いくつか
の要素に分解するなどしてその間に種々の関係を定義することを，データの
構造化（structuring）という．
　データを構造化する能力は，ここで示したような，すでに存在している
データを扱う場合ばかりでなく，自分でデータを作り上げてゆく場合にも有
効である．起承転結という言葉は，典型的な物語を作る場合の指針を表して
いる．話の出だし（起），展開（承），新場面（転），まとめ（結）というふ
うに組み立ててゆく．もともとは漢詩の構成方法を示しているこの言葉は，
一般的な話の組立て構造を示している．科学論文などでは，“転”の部分が
自分の新しい主張を行う場所である．この構造に従っていない論文はかなり

This is the house that Jack built from Mother Goose
The Random House Book of Mother Goose (Arnold Lobel,1991) より
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読みにくい．論述式の試験答案作成の際にもこの構造は応用できる．

1.5.2　処理を構造化する
　この構造図で示されるデータを

phrase1 = “the house that Jack built.”
phrase2 = “the malt that lay in”
phrase3 = “the rat that ate”

等々としよう．こうすれば，たとえば 3番目の文章は次のように“読める”．

（1）“This is” と読む．それから，
（2）phrase3 を読む．それから，
（3）phrase2 を読む．それから，
（4）phrase1 を読む．

　（2）から（4）までは添え字が規則的に変わっているだけなので，次のように
書けるものとしよう．

（2）i = 3, 2, 1 について，

図 1.13　積み重ねうた
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　（2,1）phrasei を読む．

これも反復処理の一種である．さらに，“3, 2, 1”というのを“3..1”と書い
てもいいものとしよう．このような書き方を準備すると，この積み重ねうた
全体を読む処理は次のようになる．

（1）k = 1..11 について，
　（1.1）“This is” と読む．それから，
　（1.2）i = k..1 について，
　　　（1.2.1）phrasei を読む．

　結局，phrase1 から phrase11 までの文字列データと上に示したアルゴリズ
ムがあれば，“This is the house that Jack built.”全体と同じものが生成でき
ることになる．
　このようなことができたのは，もともとの文章がもっていた規則性を解析
し，それに沿ってデータを構造化したからである．構造化されたデータを扱
うアルゴリズムは否応なしに構造化される．構造化の利点は，もともとの文
章量と比較した，構造化後のデータ量とアルゴリズム記述の簡潔さによって
明確であろう．

1.5.3　構造と処理
　データを構造化する目的はデータ量の圧縮ばかりではない．うまく構造を
作っておけば，処理時問を劇的に短くすることも可能である．

浅茅生の小野のしの原しのぶれど あまりてなどか人の恋しき（39）
朝ぼらけ有明の月と見るまでに 吉野の里に降れる白雪（31）
朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに あらはれわたる瀬々の網代木（64）
あしびきの山鳥の尾のしだり尾の ながながし夜をひとりかも寝む（3）
天つ風雲の通ひ路ふき閉ぢよ をとめの姿しばしとどめむ（12）
天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山に出でし月かも（7）
さびしさに宿を立ち出でてながむれば いづこも同じ秋の夕暮れ（70）
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花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに（9）
春すぎて夏来にけらし白妙の 衣ほすてふ天の香具山（2）
春の夜の夢ばかりなる手枕に かひなくたたむ名こそ惜しけれ（67）

　小倉百人一首の一部である．括弧内はうたの番
号である．
　さて，百人一首のカルタでは，札には下の句
（“しものく”，たとえば「ころもほすてふあまの
かくやま」）しか書かれていない．したがって，
百人一首をまったく知らない人であれば，下の句
が読み出されるまで札は取れない．
　とりあえずのやり方は次のようになろう．

（1）下の句を全部聞く．それから，
（2）場に残っているすべての札について，
　（2.1）同じ下の句が書いてあったら，取る．

さすがにこれでは勝てない．少し慣れてくると百首すべて覚えてしまうので，
上の句（“かみのく”）を聞いただけで対応する札が取れるようになる．

（1）上の句を全部聞く．それから，
（2）対応する下の句を「思い出す」．それから，
（3）場に残っているすべての札について，
　（3.1）同じ下の句が書いてあったら，取る．

ここですでに“上の句─下の句対応”という関係に基づく構造が導入されて
いることに注意しよう．これで少し早く取れるようになったが，これではま
だ競技会では勝てない．上の句を“全部聞く”というところが問題である．
上の句（および下の句）は，1 字 1 字順番に読まれるので，ある程度まで聞
いたところで句を 1つに絞ることができる．この，最後に 1つの句に絞る字

百人一首の読み札と取り札
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を決まり字という．決まり字
は扱っている句の集りによっ
て違う．ここに例とした 10
首を，決まり字に従って構造
化したものを図 1.14 に示す．
　この図で示される構造が頭
に入っていれば，たとえば
“さ”を聞いただけで「いづ
こも同じ…」の札が取れる．
これは 1字聞いただけである
から，最も早く取れる例であ
る．読みの先頭が“あ”であ
る場合には，それだけでは 1
つには絞れない．2 字目が
“し”であれば「ながながし
夜を…」となるが，もし“さ”
であればさらに 3字目を待つ
ことになる．カルタ競技会に
出場する場合，最低限この決
まり字による場合分け構造は
覚えなければならない．
　さらに強くなるには，この“決まり字構造”を残り札に応じて常に最小に
しておくことが必要である．たとえば「朝ぼらけ有明の…」の札が取られた
とすると，構造図中の「朝ぼらけ宇治の…」の句については，「朝ぼ」まで
聞けば充分である．これに加えて「春すぎて…」，「花の色は…」，「浅茅生の
…」の合計 4枚が取り去られた後の決まり字構造を図 1.15 に示す．
　実は前の構造図も，もともとの 100 首に対する複雑な構造図を，ここで示
した 10 首用に単純化したものである．
　この百人一首の例は，ものを探すという単純な事柄についても，その中の
構造をうまく作ってゆけば，処理の効率を非常に高められることを示してい
る．
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図 1.14　決まり字構造
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図 1.15　決まり字構造の更新
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問題
1.1　身のまわりでモデルと思われるものを挙げよ．
1.2　“This is the house that Jack built.”のうたについて，
　“出現順領域確保法”と“事前領域確保法”の両方で文字の出現数をカウントせよ．
1.3　“For want of a nail, the shoe was lost.”では，釘が 1本なかったために王国
が亡んだ．この議論の正しさを検討せよ．
1.4　parent-child 関係を parents-child（父，母，子）という 3項関係に拡張し，“い
とこ”，“はとこ”などを表す関係を定義せよ．
1.5　文字を符号化する場合に取り入れるとよい条件（順番，グループなど）を，
英文字と日本文字について考えよ．

考え事項
1.1　垓，恒河沙などの大きな漢数字の大きさを調べよう．
1.2　いろいろな物理量の浮動小数点表現の仮数は 3未満であることが多い．その
理由を考えよう．
1.3　小倉百人一首全体の決まり字構造を描いてみよう．
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