
アルゴリズムの 
 可視化シミュレーションの研究 

平成25年度 卒業研究 中間発表 

指導教員:大岩幸太郎 

 

 

情報教育コース 

所属:おおいわ研究室 

発表者:前田 高輝 



目  次 

§はじめに 

§アルゴリズム 

§アルゴリズムの可視化ソフト 

§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

§本プログラムの開発 

§改善点・追加したい機能 

§最終発表までの取り組み 

§開発環境・動作環境 

§参考文献・参考サイト 



「情報科学」（Information Science） 
  科学技術情報の収集，整理，提供に関する学際的な研究分野 

  今日ではあらゆる分野の情報を取り扱う 
 

 

  例：アルゴリズム，グラフ理論，待ち行列理論，人工知能，… 

 

 

情報教育コースでは2年次以降学習 

§はじめに 



§アルゴリズム 

Algorithm 

実際的な問題解決の手順であり，その手順通り実行すれば 

 必ず意図した結果が得られるものをアルゴリズム(algorithm)という。 

―木村晴彦・大藪多可志著 「情報科学概論」 第3刷 (1992) 共立出版株式会社  

        より引用 

アルゴリズムの例 

 泡立て法(バブルソート) 

 二分探索法 

 ダイクストラ法 

 モンテカルロ法 

 ジョンソン法 

           ･･････ 

 



 バブルソートのアルゴリズム 

 手順 

  (1)array[0]…array[n-1]へデータを入力 

    (プロトタイプ版はn＝6で固定) 

  (2)iのループでない場合はiに初期値として0を代入し， 

   iのループの場合はiを1加算する． 

   iが(n-1)より小さい場合は(3)へ進みiのループを継続し， 

   そうでない場合は(6)へ進みiのループを抜ける。 

  (3)jのループでない場合はｊに初期値として0を代入し， 

   jのループの場合はｊを1加算する. 

   jが((n-1)-ｉ)より小さい場合は(4)へ進みjのループを継続
し， 

   そうでない場合は(2)へ戻りｊのループを抜ける. 

  (4)array[j]がarray[j+1]より大きい場合(5)へ， 

   そうでない場合は(3)へ戻る. 

  (5)array[j]とarray[j+1]を入れ替え，(3)へ戻る. 

  (6)ソート結果を出力 

 

 

§アルゴリズムの可視化ソフト 

手順 { 

 

(1)   データ入力 

 

(2)  for( i =0; i <n–1; i++ ){ 

(3)    for(j=0;  j<n–1-i ; j++ ){ 

(4)      if ( array[j]>array[j+1]){ 

 

 

 

 

          }//(4)end 

        }//(3)end 

      }//(2)end 

 

(6) ソート結果の出力 

 

}//手順end 

temp  = array[j]; 

array[j] = array[j+1]; 

array[j + 1] = temp; 

(5) 
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(6) 

§アルゴリズムの可視化ソフト 

手順 { 

 

(1)   データ入力 

 

(2)  for( i =0; i <n–1; i++ ){ 

(3)    for(j=0;  j<n-i-1 ; j++ ){ 

(4)      if ( array[j]>array[j+1]){ 

 

 

 

 

          }//(4)end 

        }//(3)end 

      }//(2)end 

 

(6) ソート結果の出力 

 

}//手順end 

temp  = array[j]; 

array[j] = array[j+1]; 

array[j + 1] = temp; 

(5) 



§アルゴリズムの可視化ソフト 

実装済みのアルゴリズム一覧(9種) 

ソートアルゴリズム(4種) 

 ・バブルソート 

 ・選択ソート 

 ・挿入ソート 

 ・クイックソート 

 

探索アルゴリズム(3種) 

 ・線形探索 

 ・二分探索 

 ・幅優先探索 

 

その他アルゴリズム(2種) 

 ・階乗を求めるアルゴリズム 

 ・ポーランド記法変換アルゴリズム 



§アルゴリズムの可視化ソフト 

現在の処理内容
の視覚化 

配列の値， 
変数のトレース値 

の視覚化 



“Next・Back”機能 
“Auto”機能 

“入力値変更”機能 
“ランダム入力”機能 

“nステップ先の 
変数確認”機能 

§アルゴリズムの可視化ソフト 

“状態の保存・再開” 
機能 



ユーザビリティ向上の為の実装済みの機能 

背景色・キャンバス背景色の変更機能 

フローチャートの拡大縮小機能 

ボタン・フローチャートの別ウィンドウでの表示機能 

ボタンやフローチャート等のフェード機能 

§アルゴリズムの可視化ソフト 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

indexまたはメニュー画面から 
学習したいアルゴリズムをクリック 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

“バブルソート”をクリック 
 → バブルソートの説明が表示 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

“Next”ボタンをクリック → 次の処理へ進む 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

データ入力の際,値を入力して変更ボタンをクリック 
     → 入力値で確認 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

“Back”ボタンをクリック → 1つ前の処理を確認 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

1ステップ先ボタンを 

クリック 

テキストボックスの表示 

各変数に対応する値を入力 

確認ボタンのクリック 

1ステップ自動で進み， 

入力した値と処理内容が
一致するか確認 

”nステップ先”ボタンをクリック 
 → nステップ先の変数値と処理過程を予測 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

ログイン → ”状態の保存・再開”機能その他が利用可能 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

ログイン状態で状態の保存ボタンをクリック indexとメニュー画面に保存状態を表示 

状態の保存機能により学習の中断が可能 



§アルゴリズムの可視化ソフトの活用 

ログイン状態で 

”保存したアルゴリズム一覧”の 

リンクをクリック 

保存状態を再現 

状態の再開機能により学習の再開が可能 



§本プログラムの開発 

あるアルゴリズムでNextボタンや別ウィンドウ表示ボタンを押すと 

     正しく動作しない事態が発生。 

 

(FireFox3.6ではNextボタンと別ウィンドウ表示ボタンを押すと正しく動作しなかったが， 

   FIreFox23.1では別ウィンドウ表示ボタンを押した場合のみ正しく動作しなかった。) 



open,closedの変数名を変更すると動作を確認 

 

→ openという関数やclosedというプロパティが既に存在するため 

    動作に支障をきたしたのではないか。 

§本プログラムの開発 



§本プログラムの開発 

上記スクリプトのopenwindowを実行したところ， 

     動作が得られなかった。 

open,closedの変数名を変更すると動作を確認。 

上記スクリプトでアラート文の表示を 

確認。 



§改善点・追加したい機能 

改善点・追加したい機能 

プログラムの可読性を高める 

プログラムの構造を揃える 

ユーザビリティを高める機能 

ユーザー間コミュニケーション機能 

各アルゴリズムに適した問題の出題機能 



10月 アルゴリズムの学習・実装 
ユーザーインターフェースの改善 
機能の追加・改善 
可読性の向上 

11月       〃 

12月       〃 

§最終発表までの取り組み 



 

 

 

開発環境 

ＯＳ Windows Vista 
Windows7 

開発言語・環境  JavaScript 
Apache 
PHP 
PostgresSQL 

エディター 秀丸エディタ 
EmEditor 

動作環境 

ＯＳ Windows Vista 
Windows 7 

対応ブラウザ Firefox 23.1 
Google Chrome 15.0.874.120 

§開発環境・動作環境 
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