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「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) 

 2分探索法 

 ダイクストラ法 

 モンテカルロ法 

 ジョンソンズ法 

           ･･････ 

 



 jitec IT パスポート試験サンプル問題(平成20年度） 

 ●問題(バブルソートの出題) 
 5個のデータ列を次の手順を繰り返して昇順に整列するとき、整列が完了するまで 
の手順の繰返し実行回数は何回か。  

 ●整列前のデータの並び順 
        5、1、4、3、2 

 

§アルゴリズム 

文章がたくさん書いてあって 
 難しそう・・・ 

 ●手順 

 （1）1番目のデータ＞2番目のデータならば、1番目と2番目のデータを入れ替える。 

 （2）2番目のデータ＞3番目のデータならば、2番目と3番目のデータを入れ替える。 

 （3）3番目のデータ＞4番目のデータならば、3番目と4番目のデータを入れ替える。 

 （4）4番目のデータ＞5番目のデータならば、4番目と5番目のデータを入れ替える。 

 （5）一度も入替えが発生しなかったときは、整列完了とする。 

     入替えが発生していたときは（1）から繰り返す。 



 アルゴリズムの学習  

   → 手順の説明文からデータや処理内容の把握： 初学者 困難 

 

アルゴリズムの理解のための対策 

 １）対象データや変数の視覚化 

 ２）ステップ処理による対象データや変数の変化の理解 

 

§アルゴリズム学習 



§アルゴリズムの視覚化の例 
 ●整列前のデータの並び順 

 

手順 

 (1)1番目のデータ＞2番目のデータならば、1番目と2番目のデータを入れ替える。 

1，5，4，3，2 5 1 ＞ 5，1，4，3，2 

(2)2番目のデータ＞3番目のデータならば、2番目と3番目のデータを入れ替える。 

5 4 ＞ 1，5，4，3，2 1，4，5，3，2 

→ 

→ 

5 3 ＞ 1，4，5，3，2 1，4，3，5，2 

5 2  1，4，3，5，2 

(4)4番目のデータ＞5番目のデータならば、4番目と5番目のデータを入れ替える。 

＞ 1，4，3，2，5 

(5)一度も入替えが発生しなかったときは,整列完了とする。 

   入替えが発生していたときは（1）から繰り返す。 

手順(1),(2),(3),(4)で入れ替えが発生したので手順(1)から繰り返す。 

→ 

→ 

(3)3番目のデータ＞4番目のデータならば、3番目と4番目のデータを入れ替える。 

5，1，4，3，2 1，5，4，3，2 → 1，4，5，3，2 → 1，4，3，5，2 → 1，4，3，2，5 → 



 清水  健三(2006) 「フローチャートを用いた 

        アルゴリズム学習支援システムの研究」 

 <フローチャートシミュレータ2.0> 

 手順①各記号をドラッグして配置パネルに移動し，フローチャートを記述する．  

 手順②各記号のプロパティに処理内容を記述する．  

 手順③シミュレート開始ボタンを押すごとに． 

      赤い矢印が記述した処理内容通りに移動を繰り返し， 

      変数の値の変化を確認できる．  

§アルゴリズムの可視化の有効性 



 アルゴリズム入門受講者の計144名に対するブラウザ上でのアンケート 

① 設問「あらかじめフローチャートを用意し，使用に慣れながら回答する部
分」（回答者 144 名の結果）[図2] 

§アルゴリズムの可視化の有効性 



  田島  章(2007)「アルゴリズム学習のための可視化表現」 

 フローチャートシミュレータ「FLOMAGE」  

  フローチャートシミュレータ2.0を参考に製作されたシミュレータ 

§既存の研究の概要 



FLOMAGEの主な機能   

初学者向けのアルゴリズムをフローチャートとトレースにより可視化 

一定の範囲の任意の値でシミュレート可能 

手動・自動進行機能，処理過程を遡る機能，入力値のランダム入力機能 

再帰的アルゴリズムの学習が可能 

§既存の研究の概要 



 視覚化対象：既存の研究では初学者向けの基本アルゴリズム 

      (アルゴリズムの基礎・ソート・探索)が多数 

  例：バブルソート・選択ソート・クイックソート 

     線形探索・２分探索 

     

 これらに加え，マージソートやヒープソート，幅優先探索，深さ優先探索，
最短経路問題，ポーランド記法への変換･･･の視覚化を行う. 

 

理解を促すための視覚的表現 

  例：再帰アルゴリズムの視覚化にスタックを利用 

 

 問題出題機能 

  例：次ステップのトレース値の正誤判定 

§独自機能の実装 



既存の研究を継承する研究内容・主な機能 

様々なアルゴリズムをフローチャートやトレース等により視覚化 

一定の範囲の任意の値でシミュレート可能 

手動・自動進行機能，処理過程を遡る機能，入力値のランダム入力機能 

理解を促すための視覚的表現 

問題出題機能 

§実現するソフトの機能の概要 



 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)ループでない場合はiに初期値として0を代入し， 

   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， 

   そうでない場合は(6)へ進みiのループを抜ける。 

  (3)ループでない場合はｊに初期値として0を代入し， 

   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， 

   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]を入れ替える. 

  (6)ソート結果を出力 

 

 

§アルゴリズムの可視化ソフト（プロトタイプ版） 

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) 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

§アルゴリズムの可視化ソフト（プロトタイプ版） 

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概要(機能) 

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 

手動・自動進行機能 
(+速度調節機能) 

入力値変更機能 
ランダム入力機能 



§アルゴリズムの可視化ソフト概要(機能) 

入力値変更機能により 
様々なデータでアルゴリズムを確認できる！ 



§アルゴリズムの可視化ソフト概要(機能) 

Next機能とBack機能により 
任意の位置でデータや変数の変化が確認できる！ 



§アルゴリズムの可視化ソフト（プロトタイプ版） 



 アルゴリズムの種類を増やす. 

 理解を促すための視覚的表現の種類を増やす. 

 ユーザーインターフェースの改善 

 問題出題機能の実装 

 情報教育コースの学生に利用してもらい満足度の調査等 

§今後の研究の進め方 

図：階乗の計算アルゴリズム 



7月 アルゴリズムの学習 
ユーザーインターフェースの改善 

8月 アルゴリズムの学習・実装 
視覚化表現の工夫 

9月 アルゴリズムの学習・実装 
視覚化表現の工夫 

10月 アルゴリズムの学習 
問題出題機能の実装 
利用調査 

§中間発表までの取り組み 



 

 

 

開発環境 

ＯＳ Windows Vista 
Windows7 

開発言語  Java Script 

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 11.0 
Google Chrome 15.0.874.120 

§開発環境・動作環境 
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