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1 はじめに
今回は、整列アルゴリズムを実装するとともに、対象とするデータ数の増加に
対して、要素の比較と入替の回数が変化する様子をシミュレーションを通じて確
認しましょう。
その準備として新たにプロジェクト Sortを作成します。以下のURLから Java

ソースファイルを取得し、解凍した後、プロジェクト Sortのソースファイルとし
て置きます。
http://http://aoba.cc.saga-u.ac.jp/lecture

/ModelingAndSimulation/javasrc/Sort/src.zip

また、ライブラリ MyLibも設定しましょう。

2 Selection Sort

2.1 アルゴリズム

n個の要素を整列するSelection Sortは以下のようなアルゴリズム (Algorithm 2.1)

で表されます。このなかの findMinimum(Algorithm 2.2)は、j番から k− 1番の間
で最小な要素のインデクスmを返します。

for(i = 0;i < n;i++) {

m = findMinimum(i, n− 1);
if ( m ̸= i ) exch(i,m);

}

Algorithm 2.1: Selection Sortアルゴリズム

課題 1 クラス SelectionSortのメソッド findMinimumを記述しなさい。また、
クラス SelectionSortを実行すると、100個のでたらめなデータを整列します。成
功すると Sorting Completesと表示されます。
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findMinimum(j, k) {

m = j;
for (i = j + 1; i < k; i++) {

if (less(i,m)) m = i
}

return m;
}

Algorithm 2.2: 最小要素を見つけるアルゴリズム

2.2 性能計測

アルゴリズムは、問題の解を得られることも重要ですが、問題のサイズが大き
くなったときに、そのように処理時間が伸びていくかを理解することも重要です。
解が得られることをテスト用データで確認できても、現実的データのサイズで現
実的時間の範囲で処理が終わるを理解することを確認する必要があるからです。
要素の数をnとします。findMinimum(i, n)では、n− i−1回、要素の比較 less

を読み出します。全体で、メソッド findMinimum(i, n)を、iを 0から n − 1まで
変化させて呼び出します。従って、比較を行う総数 ncompは

ncomp =
n−1∑
i=0

(n− i− 1) = (n− 1)
n−1∑
i=0

1−
n−1∑
i=0

i

= (n− 1)n− n (n− 1)

2
=

n (n− 1)

2
(2.1)

となります。つまり、nが大きくなると n2で大きくなります。

課題 2 n = 100のとき、ncomp = 4950です。クラス SelectionSortの実行結
果と一致しましたか。

3 CountStepsクラス
クラス SelectionSortは、要素の比較 lessの呼び出し回数は、要素の数で一
意に決まっていますが、要素の入替 exchは、データの並びによって変化します。
アルゴリズムの性能を知るためには、要素の数 nに対して、比較の総数 ncompと
入替の総数 nexchがどのように変化するかを調べることが必要です。
クラス CountStepsは、データのサイズを指定された範囲で、2倍にしながら比
較の総数 ncompと入替の総数 nexchを計測します。

課題3 クラスCountStepsを実行すると、output.txtへ結果を出力します。ファ
イルには、

n ncomp nexch
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と出力します。ncompが n2で増加することを確認しなさい。どのようにしたら、
n2で増加していることを確かめることができるかも工夫しなさい。

4 Merge Sort

4.1 考え方

ncompが n2で増加するということは、データ数が 100倍になると、比較の処理
が 10,000倍に増えるということです。データ数が多くなると、非常に時間がかか
ります。nが大きくなるときに、もっとゆっくり処理時間が増加する方法があれば
良いでしょう。Merge Sortは、nに対して処理時間の増加が n log nでゆっくりと
増加する整列アルゴリズムの一つです。
まず、要素の列を半分に分割することを繰り返し、大きさ 1になるまで繰り返し
ます。大きさ 1の列二つを整列して長さ 2の列を作るためには、比較は一回だけ必
要です。整列済みの長さ 2の列二つを整列して長さ 4の列を作るためには、比較は
最大で 4回、最小で 2回必要です。整列済みの長さ kの列二つを整列して長さ 2k

の列を作るためには、比較は最大で 2k回、最小で k回必要です。元の長さへ再構
成するためには、連結は log2 n回必要です。詳細は省略しますが、比較を行う回数
の最大回数は n log2 nとなります。

4.2 アルゴリズム

Merge Sortの素直なアルゴリズムは、再帰によるものです。要素 lからr−1までを
Merge Sortするメソッドを sortSub(l, r)とすると、アルゴリズムはAlgorithm 4.1

のようになります。

sortSub(l, r) {

長さが 1ならばなにもせずに戻る
lと rの中点をmとする
sortSub(l,m);

sortSub(m, r);
二つの部分列 (l,m)と (m, r)を連結する

}

Algorithm 4.1: Merge Sortアルゴリズム

課題 4 Program 4.1の内容を理解しなさい。特に、whileループの内部の三つの
ifの意味を説明しなさい。
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private List<T> mergeList(int left, int middle, int right) {

List<T> tmp = Utils.createList();

int i = left;

int j = middle;

while (i < middle || j < right) {

if (i >= middle) {tmp.add(list.get(j));j++;continue;}

if (j >= right) {tmp.add(list.get(i));i++;continue;}

if (less(i, j)) {tmp.add(list.get(i));i++;}

else {tmp.add(list.get(j));j++;}

}

return tmp;

}

Program 4.1: 二つの部分列 (left, middle)と (middle, right)を連結するメ
ソッド

課題 5 クラス SelectionSortの使用する整列メソッドを MergeSortに変更する
ことで、Merge Sortの性能を計測しなさい。

出力ファイル output.txtには、一行に三つの数値が並んでいます。gnuplotで
は、一行のどの部分を (x, y)として選択するかを指定することができるとともに、
その数値の間の演算結果をプロットすることも可能です。
理論的予想では、要素数nに対して比較の回数mcompは、n log nで増加するはず
です。そこで、出力ファイル output.txtの一行中の最初の nに対して、二つ目の
数値mcompをnで除した値をプロットすると、log nで増加するはずです。gnuplot
では

plot "output.txt" using 1:($2)/($1)

で行うことができます。さらに、作図を x軸だけ対数で表示すれば、直線になる
はずです。

課題 6 output.txtを作図し、a log n+ bという曲線で概ね表せることを示しな
さい。二つのパラメタ aと bを適当に調整しなさい。

次回に向けて
次回以降、ネットワークに関するテーマを扱います。ネットワークの可視化ツール
の一つである pajekをダウンロードしてインストールしておいてください。pajek

は

http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/

からダウンロードできます。
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