Chapter 1 (NUPSC 2018 講習資料)
§1.1. プログラムと式
NUPSC では皆さんにたくさんのプログラムを書いて頂きます。 ではプログラムは一
体なにでしょうか。 実際のところ、「プログラム」という言葉を厳密的に説明する
のは難しいので、 例をいくつかみて、先ずは感覚で覚えておきましょう。
例えばこの文書の下にある青い箱で囲んでいるブロックには一つのプログラムがあり
ます。
1 (+ 3 10)
13
このブロックは二つの部分があり、上の部分にある (+ 3 10) は正にプログラムにあ
たります。 では下の部分は何でしょう。 下の部分は実際そのプログラムの実行結果
となります。
このプログラムの意味をみてみましょう。 結果からみてすでに気付いているかも知
れませんが、 このプログラムの意味は「3と10を'+'(足し併せる)したもの」となりま
す。
このように、実行したら結果の「値」が得られるもの、 あるいは視点を変えて何ら
かの「値」(このケースでは「3」)を結果として「持つ」プログラムの「文」は、
我々通常「式」と呼びます。 これは数式と似たようなものです。
実際数式のように部分式を含んだプログラムの式も書けます。 例えば
1 (* 2 (+ 1000 9))
2018
聡明な君ならきっとこの式の意味を理解しているでしょう。 そう、この式は「1000
と9を'+'した結果と、2を'*'した結果」を意味しています。
§1.2. Clojure プログラムを実行する
§1.1. では (+ 3 10) のような式というものをプログラムとして説明しましたが、 より
厳密的にいいますと、このような式は ClojureScript というプログラミング言語の文
(つまり ClojureScript で書かれたプログラム)となります。
では ClojureScript のプログラムをどうやったら上のように実行できるでしょうか。

実は我々は既に ClojureScript のプログラムを実行してきました。 上にもあった青い
箱で囲んでいるブロックはこれから「コードブロック」と呼びましょう。 又一つの
コードブロックの上の部分をソース、下の部分を結果と呼びましょう。
1 (+ 3 10)
13
上に一番最初と同じコードブロックを用意しました。 このコードブロックをすこし
変更してみて、「3+20」を計算するようなプログラムに変更してみましょう。 ソー
スを編集してみると、結果は編集して直ぐ変ったことが分かるはずです。
実はこのウェブページには KLIPSE というツールを介して、 皆さんのブラウザーで
ClojureScript を直接実行できるようにしています。
NUPSC の資料のページではないところで ClojureScript を実行したい場合、

ClojureScript の ホームページ で書かれている手順に従い ClojureScript をパソコンに
インストールするか、 この オンラインの ClojureScript の処理系 を使えばよいでしょ
う。 残念ながら両方とも日本語の説明がないようです。 これはある程度しようがな
いことであって、 実際コンピュータサイエンスを本格的に学ぶ上では英語は必須ス
キルとなっています。
演習1a.
下にあるコードブロックに数式「4*4 + 3*3」を表わすプログラムを書け。
1 (+ (* 4 4)
2
(* 3 3))
25
演習1b.
下にあるコードブロックに 黄金比 を計算する数式を書け。 但し割り算は (/ 4 2) 、
平方根は (Math/sqrt 2) のように計算できます。
1 (/ (+ 1 (Math/sqrt 5)) 2)
1.618033988749895
§1.3. 関数 (Function)
Math/sqrt

や +、 * のようなここまで (Math/sqrt 何か) のように使っていたものは

ClojureScript では「関数 (function)」と呼ばれるものです。

今まで使ってきました関数は全て ClojureScript にもともとあるものですが、 新に定
義することもできます。
例えば平方を取るような関数を新たに定義したいとしましょう。 先ず使いかた(「呼
びかた」ともいう)を (square 4) のようにしましょう。 つまり (square 4) をもって
「4の平方」を表わすにるすことです。 このような関数は以下のプログラムで定義で
きます。

1 (defn square [x]
2
(* x x))
#'cljs.user/square
上のコードブロックの結果は #'cljs.user/square になっていることに注目しましょ
う。 先頭の #'cljs.user/ は一旦無視するとして、 その結果は実際 square という名
前の付いた関数になります。

このソースは実際二つのことを行っています。 一つ目のことは「xという引数を取っ
たら (* x x) を返すような関数」を作ることで、 二つ目のことは「その関数を
square

に名付けることです。

つまり defn というものを使えば新たに関数を定義することができることになりま
す。 実際この定義されていた関数を使ってみましょう。
1 (defn square [x]
2
(* x x))
3 (square 4)
16
上のコードブロックの結果は恐らく予想通り 16 になっているでしょう。 一つ付け加
えて説明したいのは、 ClojureScript のプログラムは複数の式であっても構いません。
但しその場合全体のプログラムの結果、つまり値は最後の式の値になります。

さて、defn というものはどう使えばいいかを説明しましょう。 先ずは「defn」の記

号の由来は「define function」、 つまり「関数 (function) を定義 (define) する」である
ことをいっておきましょう。 まさに名前通りの働きですね。
そして defn の使いかたは以下のようなものです
(defn 新しい関数の名前 [引数1 引数2 引数3 ...] 引数を使った計算式)

我々の square の例では新しい関数の名前は「square」で、引数は「x」一個だけあっ
て、 計算式は (* x x) となっています。
演習1.2a.

以下のプログラムを修正し、平面上両点の距離を計算する関数を作りなさい。
1 (defn square [x] (* x x))
2 (defn distance [x1 y1 x2 y2]
3
(Math/sqrt (+ (square (- x1 x2))
4
(square (- y1 y2)))))
#'cljs.user/distance
演習1.2b.
上で作った関数を用いて点(1, 7)と点(8, 9)の距離を求めなさい。
1 (defn square [x] (* x x))
2 (defn distance [x1 y1 x2 y2]
3
(Math/sqrt (+ (square (- x1 x2))
4
(square (- y1 y2)))))
5 (distance 1 7 8 9)
7.280109889280518
§1.4. 条件式
もし現時点で絶対値を計算する関数を定義しなさいというお題を出したら、 君はど
うするでしょうか。

実際厳密的には上に紹介していた ClojureScript の機能を用いて、 既に絶対値 (absolute
value) を求める関数を定義することができます。 けれどそれは歪な方法であって、
きれいな数学の定義のように絶対値関数は上に紹介されている機能だけでは書けませ
ん。 新しい機能を利用して、絶対値を求める関数は以下のように定義できます。
1 (defn abs [x]
2
(if (!>= x 0)
3
x
4
(- x)))
#'cljs.user/abs
ここでは if というものと、>=というものを使用しています。 if は「条件文」、ある
いは「if文」と呼ばれるもので、 (if 条件式 真節 偽節) のように三つの引数と取りま
す。 名前の通り、条件文は 条件式 の真偽によって結果が変わる式であって、 もし

条件式 の結果は「真 (true)」であれば条件文全体の結果は 真節 の結果となり、 逆に
もし 条件式 の結果は「偽 (false)」であれば条件文全体の結果は 偽節 の結果となりま
す。
そして >=というものは「述語」と呼ばれるものの一つであって、 渡された第一引数

は第二引数以上であれば「真」を返し、そうでなければ「偽」を返すようなもので
す。
ClojureScript、そして一般的に「真」と「偽」のいずれという値は「真偽値」と呼ば
れ、 コンピュータサイエンスでは「boolean値」、あるいは「bool値」、「ブール

値」ともしばしば呼びます。 「述語」というのは何らかの引数を受け取り、真偽値
を返すようなものを指す専門用語であって、 コンピュータサイエンスではよく見か
けます。

ClojureScript では >= 以外にも >、<=、<、=のような様々な述語があります。 又述語と
いっても関数の一種なので、自作することもできます。
演習1.3.
以下のプログラムを修正し、 二次方程式 ax2 + bx + c = 0を解く関数を定義せ

よ。 但し実数根が存在しない場合0を返し、複数の実数根が存在する場合大きい方の
根のみを返すものとする。

1 (defn delta [a b c]
2
(- (* b b)
3
(* 4 a c)))
4 (defn qsolve [a b c]
5
(if (< (delta a b c) 0)
6
0
7
(/ (+ (- b) (Math/sqrt (delta a b c)))
8
(* 2 a))))
#'cljs.user/qsolve

Chapter 2 (NUPSC 2018 講習資料)
§2.1. 無名関数
前章では我々は defn を使い関数をいくつか定義してきました。 例えばこのように
「引数を'+'1」を意味する関数が定義できます。
1 (defn inc [x] (+ x 1))
#'cljs.user/inc
又 defn を説明した時 defn を含む式は一つの関数を結果として持つことも説明しまし
た。 それはつまりこのような使いかたもできます。
1 ((defn inc [x] (+ x 1))
2 10)
11
このコードブロックでは我々は割と面白いことをしています。 それはつまり関数を
値として そのまま使っていることです。 C言語 などの一部の言語と違い、
ClojureScript では関数は数と同じように値として扱い、 加工したり他の関数に渡した
りすることができます。
実は ClojureScript では名前を与えずに関数を作ることもできます。 例えば上のソース
と同じ結果になるプログラムは以下のように書けます。
1 ((fn [x] (+ x 1))
2 10)
11
そう、このコードブロックでみえたように defn の代わりに fn を使えば名前を付けず
に関数を作ることができます。 このような関数は我々通常「無名関数」、 或いは
「ラムダ関数」、「lambda関数」、「λ関数」と呼びます。
無名関数の面白い使いかたとして、以下のコードブロックをみてください。
1 (defn plus [x]
2
(fn [y] (+ x y)))
3 ((plus 7) 9)
16
少しややこしいプログラムになっていそうですが、 引数の部分適用としも理解でき

る使いかたなのでどこかで使い道があるだと納得できるのでしょう。
無名関数はよく作られていますので ClojureScript では無名関数を記述するための便利
な文法があります。 例えば上の二つのコードブロックがしていたことをその文法で
記述しますとこうなります。
1 (#(+ % 1) 10)
2 (defn plus [x] #(+ x %))
3 ((plus 7) 9)
16
#(+ % 1)の部分を注目してみましょう。

この式は # で始まり、その直後に括弧式が
続いています。 そしてその括弧式のなかには % が含んでいます。 ClojureScript ではこ
のような式は無名関数ショートハンド (anonymous function shorthand) としばしば呼ば
れています。 # はこの文法の発動を意味していて % はホール 、 つまりこの関数が取
る引数を表します。

勿論、この文法を使って複数の引数を取るような関数も作れます。例えば
1 (#(/ (+ % %2) (- % %2)) 4 2)
3
のような関数も作れます。
最後に defn の仲間、def を紹介しておきましょう。 defn は前章で説明したように1.
関数を作る 2.関数に名前を付ける といった二つのことをしていますが、 fn はその1.
ができ、def はその2.ができます。 つまり (defn square [x] (* x x)) は実は (def
square (fn [x] (* x x))) とほぼ同じ意味を持ちます。

勿論 def は関数のほかいろんな値にも名前を付けることができます。 例えば以下の
コードブロックでは10に x、20に y という名前を付けて計算を行いました。
1 (def x 10)
2 (def y 20)
3 (+ x y)
30
演習2.1a.
以下のプログラムにある times という関数の計算式を修正し、 ((times x) y) のよう
な式は正しく「x*y」を計算できるようにせよ。

1 (defn times [x]
2
#(* x %))
#'cljs.user/times
演習2.1b.
以下のプログラムにある curry という関数の計算式を修正し、 任意の二つの引数を
取る関数 f に対し (curry f) は (= (f x y) (((curry f) x) y)) をなりたつようにせ
よ。

修正された curry を用いれば上に定義されていた plus 及び times はそれぞれ (curry
+)

と (curry *) で得られます。

但し無名関数ショートハンドの計算式の中では無名関数ショートは使用できないこと
に注意せよ。
1 (defn curry [f]
2
(fn [x]
3
(fn [y] (f x y))))
#'cljs.user/curry
§2.2. ベクター
今までみて来た ClojureScript の機能のみを使えば我々は一つの値しか表現できません
でした。 例えば演習1.3.では二次方程式の根は一般的に二つあるにも関わらずその内
の一つを返すような関数でしか表現できなかった。 勿論コンピュータは複数の値を

一気に扱うことができます。 ClojureScript では複数の値を一気に扱うに最もよく使わ
れているものは「ベクター (vector)」と呼ばれているものです。 注意してほしいの
は、ClojureScript でのこのベクターは数学や物理に出てくるベクターは違う概念で

あって、 いくつかの値の順番を考慮した集まりです。 実際「リスト (list)」と呼んだ
ほうが適切かも知れませんが、 「リスト」という名前は別のものに取られてしまい
ましたので、 ベクターという名前になってしまっています。
ともあれベクターの例を見てみましょう。
1 [1 2 3]
[1 2 3]
これは三つの要素、1と2と3の順番で並んで構成されているベクターです。
ClojureScript では大括弧を使えばベクターをそのまま書けます。
ではベクターに対して我々は何ができるでしょう。 まず最も基本的なのはベクター

の長さが取れます。 そしてそれぞれの要素を場所を指定することで取りだすことも
できます。

1 (def v [1 2 3 4])
2 [(count v) (get v 0) (get v 2) (get v 1)]
[4 1 3 2]
ここで一つ注意したいのは多くのプログラミング言語と同じように、 ClojureScript で
は場所の数えかたは0から始まっていることです。 又このように自然数で場所を表す
ようなものは「インデックス (index)」としばしば呼ばれています。
演習2.2.
以下のプログラムを後ろから二番目の要素を返す関数に修正せよ。
1 (defn rsecond [v]
2
(get v (- (count v) 2)))
#'cljs.user/rsecond
演習2.3.
以下のプログラムを修正し、 二次方程式 ax2 + bx + c = 0を解く関数を定義せ

よ。 但し実数根が存在しない場合空のベクター、 実数根が存在する場合長さ1か2の
ベクターで結果を返せ。

1 (defn delta [a b c]
2
(- (* b b)
3
(* 4 a c)))
4 (defn qsolve [a b c]
5
(if (< (delta a b c) 0)
6
[]
7
[(/ (+ (- b) (Math/sqrt (delta a b c)))
8
(* 2 a))
9
(/ (- (- b) (Math/sqrt (delta a b c)))
10
(* 2 a))]))
#'cljs.user/qsolve
§2.3. ベクターに関する操作
ベクターのように複数の要素を同時に扱うためのものは一般的に「コンテナ

(container)」、 また ClojureScript では「シーケンス (sequence)」と呼ばれています。
シーケンスは複数の要素を同時に扱うものなので、 get のようなもので要素を一つず
つ処理することは多くありません。

要素を同時に扱う手法としては filter、 map、 reduce といった関数がよく使われて
います。 これらの使いかたを演習を通して覚えておきましょう。
演習2.4a
map

関数はシーケンスの要素一個ずつ変更する関数です。 例えば

1 (map #(+ % 1) [1 2 3])
(2 3 4)
以下のプログラムを修正し、平方数を枚挙する関数を作れ。 但し (range n) はn未満
の自然数を枚挙する関数です。

1 (defn range-squares [n]
2
(map #(* % %) (range n)))
#'cljs.user/range-squares
演習2.4b
filter

関数はシーケンスの要素を述語によって選別する関数です。 例えば

1 (filter #(> % 0) [-1 2 3 -4 7])
(2 3 7)
以下のプログラムを修正し、偶数である平方数を枚挙する関数を作れ。 但し (mod 9
4) のように「9割る4の余り」を計算することができます。
1 (defn range-even-squares [n]
2
(map #(* % %)
3
(filter #(= (mod % 2) 0)
4
(range n))))
#'cljs.user/range-even-squares
演習2.4c
reduce

関数はシーケンスの要素を一個ずつ「潰しす」関数です。 例えば (reduce +

[1 2 3 4])
3 4]

は (+ (+ (+ 1 2) 3) 4) と同じ意味になります。 又 (reduce + 1000 [1 2

は (+ (+ (+ (+ 1000 1) 2) 3) 4) と同じ意味となるように最初の値を指定する

こともできます。

以下のプログラムを修正し、階乗を求める関数を作れ。

1 (defn factorial [n]
2
(reduce * (map #(+ % 1) (range n))))
#'cljs.user/factorial
演習2.4d
以下のプログラムを修正し、シーケンスにある最大値を返す関数を作れ。
1 (defn findmax [s]
2
(reduce #(if (> %1 %2) %1 %2) s))
#'cljs.user/findmax
演習2.4e
以下のプログラムを修正し、 reduce を用いてシーケンスの要素数を求める関数を作
れ。

1 (defn mycount [s]
2
(reduce #(+ % 1) 0 s))
#'cljs.user/mycount

Chapter 3 (NUPSC 2018 講習資料)
§3.1. ループ
演習2.4cでは我々は range、 reduce などで階乗を計算するプログラムに挑んでいまし
た。 例えばこのようなプログラムが階乗を計算することができます。
1 (defn factorial [n]
2
(reduce * (filter #(> % 0) (range (+ n 1)))))
#'cljs.user/factorial
この解法は自然数を枚挙してから掛けあわせています。 そして自然数の枚挙は range
という関数を用いていました。 実際これよりももっと直接な解法が存在していま
す。 このプログラムをみてみよう。
1 (defn factorial [n]
2
(loop [m
1
3
prod 1]
4
(if (!<= m n)
5
(recur (+ m 1) (* prod m))
6
prod)))
#'cljs.user/factorial
このコードブロックも階乗の関数を定義しています。 このプログラムを理解するに
はまず loop/recur の説明をしないといけません。 loop は単語的に元々「輪」の意味
ではありますが、 計算機科学では「繰返し」という意味でしばしば使っています。
日本語では「ループ」ともしばしば呼ばてれいます。 そして recur は単語的な意味
はまさに「繰返し」になっています。 ClojureScript では loop と recure はお仲間で、
いつでも一緒に現れます。 厳密にいいますと、 recur は loop で始まる式の中にいつ
も現れます。
ClojureScript では loop は「繰返しの基点」を決めて、 recur が呼ばれた時点、 その
loop で決められた基点に戻るという決った動きになります。 そして loop の直後に続
く大括弧の中身は、変数の宣言です。 例えば上の例では、 m と prod という二つの変
数を宣言しています。 なぜ m と prod を変数と呼ぶかといいますと、 recur を呼んだ
時点、 m と prod はそれぞれ違う数となって計算が繰返されるからです。 上の例で
は、繰返しが行われる度(つまり recur が呼ばれる度)、 m は (+ m 1) になり、 prod は
(* prod m) になります。 このような繰返しはプログラムにあるif文の条件式で指定さ
れているように、 n が m を越える時点で止まり、 loop から始まる式の全体の結果
は、 その回の繰返しにおいての prod の値になります。 一つ説明が漏れていたのは

の直後に現れる変数の宣言では、 初回の繰返しの時 m と prod それぞれの値が指
定されていることです。 上の例では m も prod も1に指定されていることが分かりま
す。
loop

例えば上のコードブロックで定義されている factorial を (factorial 4) で呼んでみ
ると、毎回の繰返しにおける変数の値はこのように変化していくことが分かるでしょ
う。
[回数] (n) m
prod
0
4 1
1
1
4 1+1 = 2
1*1 = 1
2
4 2+1 = 3
1*2 = 2
3
4 3+1 = 4
2*3 = 6
4
4 4+1 = 5
6*4 = 24
(<= m n)はfalseになりましたので、繰返しは終了します。

loop

の使いかたはこうです

(loop [変数1 初期値1
変数2 初期値2

変数3 初期値3
...]
繰返し計算される式)

その繰返し計算される式をボディーと呼びましょう。 但しボディーには recur が使われ

ていて、 (recur v1 v2 v3 ...) のような式がありましたら 変数1、 変数2、 変数3 など
は それぞれ v1、 v2、 v3 に更新され、 ボディーがもう一回実行されます。
演習3.1a
以下のプログラムを修正し、 reduce を使わず loop/recur を用いて引数nまでの偶数
の全体の和を計算する関数を定義せよ。
1 (defn sum-even [n]
2
(loop [m
0
3
sum 0]
4
(if (> m n)
5
sum
6
(recur (+ m 1)
7
(if (= (mod m 2) 0)
8
(+ sum m)
9
sum)))))
#'cljs.user/sum-even
演習3.1b
以下のプログラムを修正し、 reduce を使わず loop/recur を用いて数のシーケンスで

ある引数vの要素全体を足し合せた和を計算する関数を定義せよ。 但し (first [3 2
1 4]) は 3 となり、 (rest [3 2 1 4]) は (2 1 4) となっているように、 first と

でシーケンスの先頭要素とそれを除外したシーケンスが取れます。 又 (empty?
[]) は true となるように empty? を用いればシーケンスは空であるかを判断すること
rest

ができます。

1 (defn sum [s]
2
(loop [l
s
3
sum 0]
4
(if (empty? l)
5
sum
6
(recur (rest l) (+ sum (first l))))))
#'cljs.user/sum
演習3.1c
以下のプログラムを修正し、 reduce を使わず loop/recur を用いて数のシーケンスで
ある引数vの要素全体を掛け合せた積を計算する関数を定義せよ。
1 (defn prod [s]
2
(loop [l s
3
prod 1]
4
(if (empty? l)
5
prod
6
(recur (rest l) (* prod (first l))))))
#'cljs.user/prod
§3.2. 状態と遷移
前節では我々は loop/recur についてみてきました。 つまり、繰返しについてみてき
ました。 繰返しを行う上、「変数」という概念も導入しました。 「変数」という言
葉の意味は「変動する数」の意味であって、 「数」というのは数学用語の名残で、
実際プログラミングでは値を意味していまして、 では「変動」というのはどういう

状況でしょうか。 loop/recur では変動の概念を理解するにはそう難しくはない。 何
故ならば繰返しには「何回目」という概念があるからです。 つまり次の「回」は前
の「回」と違うものが変数となる訳であって、 その変ったことは「変動」となりま
す。

この変動という概念は実際繰返しとは又独立しているものであって、 何かは時間な
どに従って 変化することがしばしばあります。 例えば時計の秒針は一秒ごとひと単
位進んでいます。 このように変動するものは計算科学ではしばしば「状態」と呼ん
でいます。 そして状態が変わることは「状態遷移」と呼んでいます。

状態とその遷移の仕方を表すには関数がしばしば使われています。 例えば秒針の

例、0-59の自然数のいずれを秒針の状態としますと、 その状態遷移は以下の関数で
表わすことができます。 又このような状態遷移の仕方を表わしている関数は「状態
遷移関数」と呼ばれていて、 可能な全ての状態は「状態空間」だと呼ばれていま
す。
1 (defn fsec [prev]
2
(if (< prev 59)
3
(+ prev 1)
4
0))
#'cljs.user/fsec
この関数は遷移の前の状態(prev、previous の略)を受け取り、 遷移後の状態を返して
います。

初期状態を指定して遷移関数を使ってみましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(defn fsec [prev]
(if (< prev 59)
(+ prev 1)
0))
(def init1 3)
(def init2 58)
[[(fsec init1)
(fsec (fsec init1))
(fsec (fsec (fsec (fsec init1))))]
[(fsec init2)
(fsec (fsec init2))
(fsec (fsec (fsec (fsec init2))))]]

[[4 5 7] [59 0 2]]
このように状態遷移関数を複数回適用することで、 秒針の進行をシミュレートする
ことができます。

秒針の進行のシミュレーションはあっけないですが、 最近は天気予報などのため、

地球にまとう大気全体をたくさんの枠に分けて、 それぞれの枠にある大気の性質(例
えば気圧、気温、湿度など)のすべてのバリエーションを状態空間として大気の動き
をシミュレートしています。 スケールが全く違うのですが、上の秒針の進行シミュ
レーションの例とは全く同じ原理的に基いています。 大気のような大規模のシミュ
レーションを行うには莫大な計算を行う必要があります。 それは人の手でどうして

も間に合わないものであって、 コンピューター技術があってからできるものです。
そしてそのようなことはまさにプログラミングを習得しないとできないことであり、
状態遷移の考えかたも、プログラミングをしてみないとなかなか身にしみらないもの
ではないでしょうか。

演習3.2a
上では例えば4回秒針進行の遷移関数を適用するには (fsec (fsec (fsec (fsec
init))))
init)

を書いていましたが、 以下のプログラムを修正して、 ((n-times 4 fsec)

で同じことができるような n-times という関数を定義せよ。

1 (defn n-times [n f]
2
(fn [prev]
3
(loop [m 0
4
acc prev]
5
(if (!>= m n)
6
acc
7
(recur (+ m 1) (f acc))))))
#'cljs.user/n-times
演習3.2b
以下のプログラムを修正し、 (until pred f) は「引数として受け取る状態が pred と
いう述語が満せるまで状態遷移 f を適用しつつける関数」を意味するように関数
until

を定義せよ。例えば ((until #(= (mod % 7) 2) fsec) 32) は37になる。

1 (defn until [pred f]
2
(fn [prev]
3
(loop [acc prev]
4
(if (pred acc)
5
acc
6
(recur (f acc))))))
#'cljs.user/until
演習3.2c
コラッツの予想 という数学の未解決問題があります。 以下のコードブロックにある
fcollatz をコラッツの予想における数にたいする操作と一致した状態遷移関数に修

正せよ。 又 (until #(= % 1) fcollatz) を用いてコラッツの予想の正しさを引数nま
で検証する関数 check-collatz を補完せよ。

1 (defn fcollatz [prev]
2
(if (= (mod prev 2) 0)
3
(/ prev 2)
4
(+ (* prev 3) 1)))
5 (defn check-collatz [n]
6
(loop [m 1]
7
(if (!>= m n)
8
true
9
(if (= ((until #(= % 1) fcollatz) m) 1)
10
(recur (+ m 1))
11
false))))
#'cljs.user/check-collatz

Chapter 4 (NUPSC 2018 講習資料)
§4.1. マップとキーワード
今まで我々は数をもっぱら扱ってきましたが、 勿論コンピューターでは数以外の
データーも扱うことができます。 ClojureScript もその例外ではない。 ClojureScript で
は数以外に「キーワード (keyword)」という種類のデータもあります。 例えば :cat は
「cat」という名前を持つキーワードです。
キーワードに対して我々ができる(ほぼ唯一な)ことは二つのキーワードが等しいかど
うかを比較することです。 例えば
1 [(= :cat :cat) (= :cat dog)]
[true false]
比較しかできないものが何の役に立つのか？と思うかも知れませんが、 実はそのよ
うなものは物事の名前として使うのは最適です。
ClojureScript でキーワードとの繋がりと割と深いものとしては「マップ (map)」とい
うものがあります。 ここで注意しないといけないのはややこしいにここでいうマッ
プは Chapter 2 で紹介したシーケンス操作で使われる map 関数ではないことです。 百
聞一見にしかず、以下の例を通してマップというものをみてみましょう。
1 (def m {:cat 3, :dog 2})
2 [(m :cat) (m :dog)]
[3 2]
上のコードブロックでは m というマップを定義しました。 このマップが持つデータ
は「:catを3に写し、:dogを2に写す」というものです。 つまり関数のようなものを意
味しています。 既にみたように実際 ClojureScript ではマップの使いかたは関数の使い
かたととても似ています。
マップは {キー1 値1, キー2 値2, ...} のように書くことができます。 又キー・値の組
たちを分断している , は省略しても構いません。
マップに新しいキー・値の組を追加するには (assoc {:cat 3} :dog 2) のように
assoc を使うことができます。 又既に存在しているキー・値の組を削除するには
(dissoc {:cat 2} :cat) のように dissoc を使うことができます。
演習4.1

以下のコードブロックには names と ages という二つのシーケンスがあります。
table->map を補完して、 (table->map names ages) は {:alice 7, :steve 10, :jacob
17, :john 16} になるようにキーと値それぞれのシーケンスからマップを作る関数に
せよ。
1 (def names [:alice :steve :jacob :john])
2 (def ages [7 10 17 16])
3 (defn table!->map [names ages]
4
(loop [rest-names names
5
rest-ages ages
6
acc {}]
7
(if (empty? rest-names)
8
acc
9
(recur (rest rest-names)
10
(rest rest-ages)
11
(assoc acc
12
(first rest-names)
13
(first rest-ages))))))
#'cljs.user/table!->map
§4.2. グラフ
コンピュータで扱うデータの種類に、 「グラフ」 というと非常に重要なコンセプト
があります。 グラフは何故重要かといいますと、 現実問題をコンピューターで扱う
ためにその現実問題の数理モデルをまず与えたいといけない。 そしてグラフは数多
くの現実問題の自然な数理モデルになり、 かつグラフに関する計算はコンピュー
ターが得意とするものが多い。

例えば複数の道路と家の町を考え、 Aさんの家からBさんの家まで行くにどのような
経路を取れば一番歩く距離が短いという問題はグラフにおける 最短経路問題 にあた
ります。

一つのグラフは「頂点」の集合と「辺」の集合として考えられています。 例えば上
のグラフでは5つの頂点と5つの辺によって構成されています。 グラフの辺にはしば
しば例えば長さなどを表す値がついており、 そのような値はよく「ウェイト
(weight)」と呼ばれています。
グラフにおける(単一始点単一終点)最短経路問題とは、 一つの頂点(これは起点と呼
ぶ)からもう一つの頂点(これは終点と呼ぶ)までの一番短かい経路を計算する問題で
す。 経路の長さはその通た辺の全てのウェイトの合計として定義されています。

この最短経路問題はコンピューターが得意とする問題の一つであって、 現実問題と

も結び付きやすいので、とても重要と言えます。 (最短経路問題はアルゴリズム論で
の古典的な問題であって、 確立されている解法、つまりアルゴリズムは複数ありま
す。 代表的なのは ダイクストラ法 や フォード法 があります。)

グラフについてはもう一つ重要な問題を紹介したい。 それは 最小全域木問題 です。
以下の例をみてみよう

この例では青の枠線で4つの島を示してます。 そして緑の線は島と島を橋を建てて繋
ごうとする場合最適な設置場所と、 その建設費用(赤の数字)を表しています。 今の

問題はどのように橋を建てば、最小のコストで四つの橋を繋ぐことができるかです。
この問題もやはりグラフ上の問題として表すことができます。 つまり島それぞれを
頂点としてみて、 その間の辺は橋の建設費用とすると、 我々が抱えている現実問題
は如何にウェイトの合計が最小になるように辺を選び、 全ての頂点を繋ぐかという
グラフの上の問題に帰着することができます。 計算機科学ではちょうど全ての頂点

が辺によってすべて繋いでいるグラフを「全域木」だと呼んでいます。 そして一つ
既存のグラフから辺を消し、ウェイトの合計が最小になるように全域木を作る問題は
最小全域木問題と呼ばれています。 最小全域木も最短経路問題と似ていてコン

ピューターが得意とする問題の一つであって、 確立されている解法もいくつかあり
ます。 (例えば クラスカル法 や プリム法)
勿論 ClojureScript でアルゴリズムを組み、 最短経路問題や最小全域木問題などを解

くことができますが、 そのアルゴリズムの詳細についての説明は NUPSC の講習会の
趣旨の一部ではないので、 NUPSC のために用意されているいくつかの関数を用いて
現実問題に似せたものをいくつか解いてみよう。 (単純化するため、NUPSC で扱う
グラフは全て無向単純グラフでります。)
演習4.2a
NUPSC では以下7つのグラフを作ったり、 操作したりするために用意されている関
数があります。

は空のグラフ (頂点も辺もないグラフ) を作る関数
(add-vertex g name) はグラフ g に頂点 name を追加する関数
(empty-graph)

(add-edge g from to label)

はグラフ g に頂点 from から頂点 to までの、label

をラベルとする辺を追加する関数
(get-vertices g) はグラフ g の全ての頂点のシーケンスを返す関数
(get-edges g)

は [始点 終点 ラベル] の形で表わされたグラフ g の全ての辺の

シーケンスを返す関数

はグラフ g から頂点 name を取り除く関数
(remove-edge g from to) はグラフ g から頂点 from から頂点 to までの辺を取り
(remove-vertex g name)

除く関数

又辺に付けるラベルは任意の値であって、 例えばウェイトがよくラベルとして辺に
付けられます。

以下のプログラムを完成させ、 comp-graph が引数であるn個の頂点を持つ完全グラフ
を作る関数にせよ。 又その返り値の完全グラフの頂点の名前はn未満の自然数とし、
辺にあるラベルは :void にせよ。 但し完全グラフというのは任意の二つの頂点の間
は辺が張られているグラフのことである。

1 (defn comp-graph [n]
2
(if (> n 0)
3
(loop [i 0
4
j 0
5
g (add-vertex (empty-graph) 0)]
6
(if (!>= j i)
7
(if (!>= i (- n 1))
8
g
9
(recur (+ i 1) 0
10
(add-vertex g (+ i 1))))
11
(recur i (+ j 1)
12
(add-edge g i j :void))))
13
(empty-graph)))
#'cljs.user/comp-graph
演習4.2a
以下の関数を完成させ、 edge-label-func がグラフgを引数として受け取った時、 辺
の始点と終点を指定するとそのgにおけるラベルが得られる関数を返す関数にせよ。
例えば以下のグラフに対し、 ((edge-label-func g1) :A :B) は 7 となり、 ((edgelabel-func g1) :A :C)

g1:

7
:A ------- :B
|
| 3
|
:C

は 3 となるようにせよ。

1 (defn edge-label-func [g]
2
(fn [from to]
3
(get
4
(first
5
(filter #(or (and (= from (get
6
(= to (get %
7
(and (= to (get %
8
(= from (get
9
(get-edges g)))
10
2)))

% 0))
1)))
0))
% 1))))

#'cljs.user/edge-label-func
§4.2c
又 NUPSC では (shortest-path g fweight from to) というグラフgにおいて頂点from
から頂点toの最短経路を計算する関数が用意されています。 fweight は各辺のウェイ
トを指定する関数であって、 もしウェイトをそのままラベルとして使う場合、 恒等
関数 identity として指定すればよいでしょう。 shortest-path は最短な経路を始点
と終点を含め途中経過する頂点のシーケンスを返します。

以下のプログラムを完成させ、 辺のラベルがウェイトであるグラフgを受け取った

時、 gにおいて頂点fromから頂点toまでの最短経路の長さを返す関数 shortest-pathlength

を作れ。

1 (defn edge-label-func [g]
2
(fn [from to]
3
(get
4
(first
5
(filter #(or (and (= from (get % 0))
6
(= to (get % 1)))
7
(and (= to (get % 0))
8
(= from (get % 1))))
9
(get-edges g)))
10
2)))
11 (defn shortest-path-length [g from to]
12
(def path (shortest-path g identity from to))
13
(def edge-weight (edge-label-func g))
14
(loop [curr (first path)
15
restp (rest path)
16
sum 0]
17
(if (empty? restp)
18
sum
19
(recur (first restp) (rest restp)
20
(+ sum (edge-weight curr (first restp)))))))
#'cljs.user/shortest-path-length
§4.2d

勿論 NUPSC では (minimal-spanning-tree g fweight) というグラフgの最小全域木を
計算する関数も用意されています。 shortest-path と同様 fweight は各辺のウェイト
を指定する関数です。

以下のプログラムを完成させ、 mst-cost を [x y] のような点の座標のシーケンスを

引数pointsとして受けとり、 その全ての点を結ぶに必要な線分の長さの和を計算する
関数にせよ。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(defn sum-edge-labels [g]
(reduce + (map #(get % 2) (get-edges g))))
(defn square [x] (* x x))
(defn dist [p1 p2]
(Math/sqrt (+ (square (- (get p1 0) (get p2 0)))
(square (- (get p1 1) (get p2 1))))))
(defn points-dist [points p1-idx p2-idx]
(dist (get points p1-idx)
(get points p2-idx)))
(defn points-comp-graph [points]
(def n (count points))
(if (> n 0)
(loop [i 0
j 0
g (add-vertex (empty-graph) 0)]
(if (!>= j i)
(if (!>= i (- n 1))
g
(recur (+ i 1) 0
(add-vertex g (+ i 1))))
(recur i (+ j 1)
(add-edge g i j
(points-dist points i j)))))
(empty-graph)))
(defn mst-cost [points]
(sum-edge-labels
(minimal-spanning-tree
(points-comp-graph points)
identity)))

#'cljs.user/mst-cost

Chapter 5 (NUPSC 2018 講習資料)
Chapter 5 は基本的に Chapter 1 から Chapter 4 まで学んできた内容に基づいた応用的な
練習です。 そしていくつかの ClojureScript の便利機能も紹介します。 競技会での設
問は基本的に Chapter 1 から Chapter 4 で触ふれた応用な質問となりますので、
Chapter 5 はそのためのよい準備になるかも知れません。
演習5.1a
ClojureScript では def があることは以前紹介しました。 しかし実際 def は基本的に
「グローバル」な名前を作ることにしか使われません。 グローバルな名前というの
は全てのコードの箇所(勿論 def が使われた後でしか効力ありませんが)で使える名前
です。 ClojureScript ではその「ローカル」バージョンも用意されています。 それは
let というものです。 まずは例をみてみましょう
1 (let [x 10
2
y 20]
3
(+ x y))
30
このプログラムのでは、xとyは let の式の中でしか10と20の名前になっていません。
一般的に let はこのように使われています。 ちなみに 名前1などが使われている計算
式 はしばしば「ボディー」とも呼ばれています。
(let [名前1 値1

名前2 値2
...]
名前1などが使われている計算式)

以下のコードブロックにある関数 dist を let を用いて書き換えよ。 完成させたコー
ドブロックには (defn dist [a b] ..) 以外の def や defn はあってはいけない。 又 ;
で始まる行は ClojureScript では「コメント」と呼ばれていて、 プログラムを実行す
るとき無視されます。

1 ; a, b は [1 3] のような二つの要素のあるシーケンスをもって表わされた
二次元の座標である。
2 (defn dist [a b]
3
(let [sq (fn [x] (* x x))
4
x1 (first a)
5
x2 (first b)
6
y1 (nth a 1)
7
y2 (nth b 1)]
8
(Math/sqrt (+ (sq (- x1 x2))
9
(sq (- y1 y2))))))
#'cljs.user/dist
演習5.1b
以前ベクターに対して (get vector index) が紹介されていましたが、 get は実はベ

クターにだけ使用することができ、 一般的なシーケンスには使用できません。 一般
的なシーケンスに get を使いたい場合、 (nth sequence index) を使えばよい。 但
し、nthはベクターにも使いますが、 index が大きい場合、 nth は get より大分遅い。
演習5.1aにある (first (rest ??)) の部分を nth で書き変えなさい。
演習5.1c
ClojureScript では例えば二次元座標を二要素のベクター・シーケンスで表すことがし
ばしばありますので、 その中身を便利に取りだす機能が実はあります。 以下の例を
みてみましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(def a [1 3])
(def b [2 4])
(let [[x1_ y1_] a]
(def x1 x1_)
(def y1 y1_))
(def c
(let [[x1 y1] a
[x2 y2] b]
[(+ x1 x2) (+ y1 y2)]))
[x1 y1 c]

[1 3 [3 7]]
この機能は「構造破壊 (destructuring)」と呼ばれています。 ClojureScript では構造破壊
は基本的に新しい名前を導入する全ての場所で使えます。 例えば関数の引数の宣言
や loop 構文の変数の宣言のところも使えます。 一例をみましょう。

1
2
3
4
5

(def a [1 3])
(def b [2 4])
(defn add [[x1 y1] [x2 y2]]
[(+ x1 x2) (+ y1 y2)])
(add a b)

[3 7]
構造破壊機能を使い、以下のコードブロックで平面上両点の距離を求める関数 dist
を完成せよ。
1 (defn dist [a b] 0)
#'cljs.user/dist
又補足としてこの構造破壊機能はシーケンスだけではなく、 マップに対しても使え
ます。 例えば
1 (def person {:name :alice
2
:age
13
3
:hobby :classical-music})
4 (let [{nm :name
5
ag :age
6
hb :hobby} person]
7
[nm :aged ag :likes hb])
[:alice :aged 13 :likes :classical-music]
そして「破壊式」の最後に :as 全体の名前 を付け加えば破壊している値全体にも名前
を付けることができる。 (注: 「破壊式」は一般的な呼びかたではなく、単に便利上
ここでそう呼んでいるだけである) 例えば
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(def person {:name :alice
:age
13
:hobby :classical-music})
(let [{nm :name
:as pn} person]
[:we :have :a :person :named nm :and :it :is pn])
(def a [3 2])
(let [[x y :as pt] a]
[:point pt :has :x-pos :of x :and :y-pos :of y])

[:point [3 2] :has :x-pos :of 3 :and :y-pos :of 2]
演習5.1d
又 ClojureScript では for という便利なものがあります。 これは計算機科学では一般的
に「リスト内包表記」と呼ばれるものであり、 ClojureScript ではシーケンスを作るこ
とができます。 まずは例をみましょう

1 (def xs (range 10))
2 (def ys (range 7))
3 (for [x xs
4
y ys]
5
[x y])
([0
[0
[0
[0
[0
[0
[0
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[6
[6
[6
[6

0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]

[6
[6
[6
[6
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[9
[9
[9
[9
[9
[9
[9
for

3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6])

は let などと似たような名前の宣言の部分がありますが、 for の場合単純に値に

名前を付けるのではなく、 例えば (for [x [1 2 3]] (+ x 1)) の場合、 [1 2 3] の要
素を一つずつ取り出し、 x と名付けて (+ x 1) という演算をします。 そして全ての演
算結果をシーケンスで返します。
for

で複数の名前・シーケンスのペアを指定するとき、 名前上のコードブロックの例

にあるように、 全ての取り出しかたが枚挙され、その演算結果はシーケンスで返さ
れます。

そして for では :when を用いて演算を行う条件を指定することもできます。 例えばこ
のように (= x y) を除外した全て(0, 0)から(9, 9)の点を枚挙することができます。
1 (def xs (range 10))
2 (def ys (range 10))
3 (for [x xs
4
y ys :when (not (= x y))]
5
[x y])
([0
[0
[0
[0
[0
[0
[0

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

[0
[0
[0
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[1
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[3
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[4
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[5
[6
[6
[6
[6

7]
8]
9]
0]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
0]
1]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
0]
1]
2]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
0]
1]
2]
3]
5]
6]
7]
8]
9]
0]
1]
2]
3]
4]
6]
7]
8]
9]
0]
1]
2]
3]

[6
[6
[6
[6
[6
[6
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[8
[9
[9
[9
[9
[9
[9
[9
[9
[9
for

3]
4]
5]
7]
8]
9]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
8]
9]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
9]
0]
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8])

と構造破壊を用いて演習4.2dを以下のコードブロックで書き直せ。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(defn sum-edge-labels [g]
(reduce + (map #(get % 2) (get-edges g))))
(defn dist [a b]
(let [sq (fn [x] (* x x))
[x1 y1] a
[x2 y2] b]
(Math/sqrt (+ (sq (- x1 x2))
(sq (- y1 y2))))))
(defn enum-all-edges [points]
(for [a points
b points
:when (not= a b)]
[a b (dist a b)]))
(defn points-comp-graph [points]
(reduce (fn [g [a b weight]]
(add-edge g a b weight))
(empty-graph)
(enum-all-edges points)))
(defn mst-cost [points]
(sum-edge-labels
(minimal-spanning-tree
(points-comp-graph points)
identity)))

#'cljs.user/mst-cost
演習5.2a
Chapter 3では我々は状態遷移関数についてみてきました。 但しChapter 3では我々が

扱ったのは固定されているような状態遷移関数ばかりでした。 単一の固定された状

態遷移関数でもいろいろな現実問題の数理モデルになり得ますが、 より多い現実問

題では変動する条件にしたがい、状態遷移関数を調整する必要がしばしばあります。
その時その変動する条件を「コマンド」だと考えてそれぞれのコマンドに対応してい
る状態遷移関数を生成する関数を用意すれば対応できます。

また時計を例として使いましょう。 今度は我々は秒針の状態だけではなく、 分針と
秒針両方扱うことにしよう。 となりますと、状態は{:min 7 :sec 10}のようなマッ
プとして扱うのが適切であろう。

ClojureScript ではベクターはコマンドを表すにふさわしい。 我々の時計シミュレー

ションシステムでは例えばコマンドとして対応するのは [:advance-sec 秒針が進む秒
数] [:advace-min 分針が進む分数] のようなものとしましょう。

以下のプログラムを完成させ、 compile-watch-cmd を上記のようなコマンドを対応し
ている状態遷移関数に変換する関数にせよ。 但し秒針と分針の目盛は０〜５９とす
る。

1 (defn fadvance [prev key x]
2
(assoc prev key
3
(mod (+ (prev key) x) 60)))
4 (defn compile-watch-cmd [cmd]
5
(let [[c x] cmd]
6
(if (= c :advance-sec)
7
(fn [prev]
8
(fadvance prev :sec x))
9
(fn [prev]
10
(fadvance prev :min x)))))
#'cljs.user/compile-watch-cmd
演習5.2b
通常コマンドは単発ではなく、 複数のコマンドを連続的に処理しないといけない。

以下のプログラムを完成させ、 compile-watch-cmds を演習5.2aにあるようなコマンド
のシーケンスcmdsと初期状態prevを受け取り、 cmdsの全てのコマンドがprevに実行さ
れた最終状態を返す関数にせよ。

1 (defn fadvance [prev key x]
2
(assoc prev key
3
(mod (+ (prev key) x) 60)))
4 (defn compile-watch-cmd [cmd]
5
(let [[c x] cmd]
6
(if (= c :advance-sec)
7
(fn [prev]
8
(fadvance prev :sec x))
9
(fn [prev]
10
(fadvance prev :min x)))))
11 (defn compile-watch-cmds [cmds prev]
12
(reduce (fn [prev cmd]
13
((compile-watch-cmd cmd) prev))
14
prev cmds))
#'cljs.user/compile-watch-cmds

競技問題 (NUPSC 2018)
遠い遠いところに「ネコ星」という惑星があります。 その惑星の地上を治めている
のは猫という生物でした。 その生物は高度な知能を持っていますが、 常に怠惰を美
徳としています。
ネコ星には様々な国もあります。 その中に「ニャポン国」という国がありました。
ニャポン国はネコ星の中一番新参の国でした。 但しその住民たちはそれはそれは聡
明なネコ星の住民よりも又一段と賢く、 特に土木技術に長けていました。
ニャポン国の国民達は土木技術に長けているのは実はわけがあります。 それはニャ

ポン国は一年ごと全ての都市を取り壊し、 全く違う場所で新しい都市を作る慣習が
あるからです。 我々には理解しがたい慣習ではありますが、 ニャポン国建国の父ら
が言わく「猫たるものは己の知性を生かし、これを誇るべし」と。 ニャポン国の大
統領は都市の再建は建国の父らのその教えの表しだと宣言しています。 どうやら財
産と労力をひたすら無駄に使う猫たちの国のようです。 それはそれも仕方ありませ
ん。 何故なら財産と労力を意味のあるところに使うのであれば、 それは怠惰ではあ
りません。 ネコ星の猫たちはあくまでも怠惰を美徳としていますから。
さて、何の事由があったかは知りませんが、 君は何故かそのニャポン国の技術顧問
に雇われてしまいました。 君に振られた仕事はニャポン国その壮大な都市再建計画
のスマート化です。 勿論スマート化とは情報技術を使い、従来の仕事を効率良くす
ることです。 我々の地球と同じく、「スマート」という単語はネコ星でもバズワー
ドだそうです。
プロジェクト1
ニャポン国の都市の場所は毎年変っていますので毎年新しい道路交通網も再建しない
といけないわけになります。 ニャポン国の猫たちは聡明ではありますが、 あくまで
も怠惰を美徳としています。 ですので一メートルたりとも無駄に道路を作りたくな
い。 君はそんなニャポン国のために始めてしてあげる仕事は、 道路交通網を設計す
るプログラムを組むことにしました。 又道路交通網を設計するついでに、 ナビシス
テムも組むことにしました。
タスク1a

以下のプログラムを修正し、 地図にある全ての都市の名前を枚挙する関数 listcities を完成させなさい。 但しその関数の引数 m は以下の形式のビットマップを取
り、 出力(つまり関数の返り値)は都市名のシーケンスでなければならない。

この関数を正しく完成させた者は100点を得ます。
は平面上の地図を表わします。 (m :width) はその地図の幅、 (m :height) はその地
図の長さを表わしています。 それぞれの点 (x, y) では (m [x y]) はその点にある都市
名を表します。 但し :void は都市名ではなく、 空地を意味しています。 例えばサン
プル入力では (m [2 1]) は :nyagoya となっていまして、 (m [2 2]) は :void になっ
ています。 それぞれ (2, 1) に「nyagoya」という都市があることと、 (2, 2) に都市が存
在しないことを表わしています。
m

1 (defn list-cities [m]
2
(for [x (range (m :width))
3
y (range (m :height))
4
:when (not (= (m [x y]) :void))]
5
(m [x y])))
#'cljs.user/list-cities
タスク1b

以下のプログラムを修正し、 道路交通網の設計関数 plan-road-system を完成させな
さい。 但しその関数の引数 m はタスク1aと同じような地図を表わすビットマップを

取り、 出力(つまり関数の返り値)は都市名を頂点、道路を辺として持つグラフでなけ
ればならない。 又出力のグラフの辺のウェイトはその道路の長さでなければならな
い。 長さは都市の位置から割り出すユークリッド距離でなければならない。 例えば
(1, 7) にある都市と (9, 4) にある都市とを繋ぐ道路の長さは

(1 − 7)2 + (9 − 4)2

である。

この関数を正しく完成させた者は50点を得ます。 又完成させた plan-road-system が
設計した道路交通網の全長を用いてプログラムの優劣を評価し、 最も優れたプログ
ラムを完成させた者は追加で50点を得ます。 その他この関数を正しく完成させた者
は優劣順位に従い、追加で1-49点を得ます。
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(defn dist [a b]
(let [sq (fn [x] (* x x))
[x1 y1] a
[x2 y2] b]
(Math/sqrt (+ (sq (- x1 x2))
(sq (- y1 y2))))))
(defn enum-all-edges [cities]
(for [[c1 p1] cities
[c2 p2] cities
:when (not= c1 c2)]
[c1 c2 (dist p1 p2)]))
(defn cities-comp-graph [cities]
(reduce (fn [g [a b weight]]
(add-edge g a b weight))
(empty-graph)
(enum-all-edges cities)))
(defn list-cities [m]
(for [x (range (m :width))
y (range (m :height))
:when (not (= (m [x y]) :void))]
[(m [x y]) [x y]]))
(defn plan-road-system [m]
(minimal-spanning-tree
(cities-comp-graph (list-cities m))
identity))

#'cljs.user/plan-road-system
タスク1c

以下のプログラムを修正し、 都市から都市まで移動できる経路を計算する関数 citynavigation を完成させなさい。 但しその関数の引数 g はタスク1bの出力と同じよう
なグラフ、 引数 from と引数 to はそれぞれ出発地の都市名と目的地の都市名を取

り、 出力(つまり関数の返り値)は出発地と目的地を含む経過する都市の都市名のシー
ケンスでなければならない。
この関数を正しく完成させた者は50点を得ます。 又完成させた city-navigation が割
り出した経路の長さを用いてプログラムの優劣を評価し、 最も優れたプログラムを
完成させた者は追加で50点を得ます。 その他この関数を正しく完成させた者は優劣
順位に従い、追加で1-49点を得ます。

1 (defn city-navigation [g from to]
2
(shortest-path g identity from to))
#'cljs.user/city-navigation
プロジェクト2

ニャポン国の都市や道路交通網は毎年変っていますので、 その住民は自分の居場所
を正確に把握して友達や家族に伝えるのはとても難しいようです。 この状況を改善

するために君は自動的に住民たちの居場所をトラッキングするシステムを作ることに
しました。

注：タスク2aに進む前タスク2sの得点説明をまず読むことをおすすめします。
タスク2a

トラッキングするための状態空間を猫の名前から猫の位置に写すマップとする。 例

えば {:taro [2 4], :haru [3 2]} をもって、 :taro が (2, 4) の位置にいて、 :haro は
(3, 2) の位置にいる状態を表すことにする。

以下のプログラムを修正し、 [:move 猫の名前 移動先] の形のコマンドを引数 cmd で受
け取り、 対応する状態遷移関数を返す関数 compile-move を完成させなさい。
この関数を正しく完成させた者は20点を得ます。
1 (defn compile-move [[cmd cat moveto]]
2
(fn [prev]
3
(assoc prev cat moveto)))
#'cljs.user/compile-move
タスク2b

以下のプログラムを修正し、 {:nyagoya [2 4], :myae [4 7]} のように 都市名から位
置に写すマップ cities と、 [:move-city 猫の名前 移動先の都市名] の形のコマンドを引

数 cmd で受け取り、、 対応する状態遷移関数を返す関数 compile-move-city を完成さ
せなさい。

1 (defn compile-move-city [cities [cmd cat moveto]]
2
(let [moveto-pos (cities moveto)]
3
(fn [prev]
4
(assoc prev cat moveto-pos))))
#'cljs.user/compile-move-city
この関数を正しく完成させた者は40点を得ます。
タスク2c

猫たちの健康管理のため、 君は猫たちの移動距離も同じシステムでトラッキングす
ることにしました。

従ってトラッキングするための状態空間を少し拡張して、 猫の名前から、猫の位置

と猫が移動した距離を記録したマップに写すマップとする。 例えば {:taro {:pos [2
4], :moved 10}, :haru {:pos [3 2], :moved 20}} をもって、 :taro が (2, 4) の位置
にいて、合計10メートルを移動したことがあり、 :haro は (3, 2) の位置にいて、合計
20メートルを移動したことがあるという状態を表すことにする。
以下のプログラムを修正し、 {:nyagoya [2 4], :myae [4 7]} のように 都市名から位
置に写すマップ cities と、 [:move 猫の名前 移動先] か [:move-city 猫の名前 移動先の都
市名] の形のコマンドを引数 cmd で受け取り、 対応する状態遷移関数を返す関数
compile-moving

を完成させなさい。

但し移動距離の計算は都市のある位置からと都市のある位置に移動した場合ユーク

リッド距離で計上し、 そうでない場合(出発地か目的地のいずれが荒野)マンハッタン
距離で計上しなければならない。
この関数を正しく完成させた者は60点を得ます。
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(defn dist-euc [[x1 y1] [x2 y2]]
(let [sq (fn [x] (* x x))]
(Math/sqrt (+ (sq (- x1 x2))
(sq (- y1 y2))))))
(defn dist-man [[x1 y1] [x2 y2]]
(let [abs #(if (">= % 0) % (- %))]
(+ (abs (- x1 x2))
(abs (- y1 y2)))))
(defn reverse-map [m]
(reduce (fn [acc [k v]] (assoc acc v k)) {} m))
(defn move-dist [rcities from to]
(if (and (rcities from) (rcities to))
(dist-euc from to)
(dist-man from to)))
(defn cat-updater [rcities cat pos]
(fn [prev]
(let [{pos0
:pos
moved0 :moved} (prev cat)]
(assoc prev cat
{:pos pos
:moved (+ moved0 (move-dist rcities pos0
pos))}))))
(defn compile-moving [cities [cmd cat moveto]]
(let [rcities (reverse-map cities)]
(if (= cmd :move)
(cat-updater rcities cat moveto)
(cat-updater rcities cat (cities moveto)))))

#'cljs.user/compile-moving
タスク2s

以下のプログラムを修正し、 猫たちの移動をトラッキングする関数 track-moving を
完成させなさい。 但し引数 cities を {:nyagoya [2 4], :myae [4 7]} のように 都市

名から位置に写すマップ、 引数 cmds を [:move 猫の名前 移動先] か [:move-city 猫の名

前 移動先の都市名] の形のコマンドのシーケンス、 引数 cat を結果を問う猫の名前とす

る。 関数 track-moving は cmds のような動きが記録された後、 猫 cat の最終位置と
合計移動距離を {:pos 最終位置, :moved 合計移動距離} のようなマップで返さなければ

ならない。 又全ての猫の最初位置は (0, 0) とすし、移動距離の計算は都市のある位置
からと都市のある位置に移動した場合ユークリッド距離で計上し、 そうでない場合
(出発地か目的地のいずれが荒野)マンハッタン距離で計上しなければならない。
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(defn dist-euc [[x1 y1] [x2 y2]]
(let [sq (fn [x] (* x x))]
(Math/sqrt (+ (sq (- x1 x2))
(sq (- y1 y2))))))
(defn dist-man [[x1 y1] [x2 y2]]
(let [abs #(if (">= % 0) % (- %))]
(+ (abs (- x1 x2))
(abs (- y1 y2)))))
(defn reverse-map [m]
(reduce (fn [acc [k v]] (assoc acc v k)) {} m))
(defn move-dist [rcities from to]
(if (and (rcities from) (rcities to))
(dist-euc from to)
(dist-man from to)))
(defn cat-updater [rcities cat pos]
(fn [prev]
(let [{pos0
:pos
moved0 :moved} (prev cat)]
(assoc prev cat
{:pos pos
:moved (+ moved0 (move-dist rcities pos0
pos))}))))
(defn compile-moving [cities [cmd cat moveto]]
(let [rcities (reverse-map cities)]
(if (= cmd :move)
(cat-updater rcities cat moveto)
(cat-updater rcities cat (cities moveto)))))

22
23
24
25
26
27
28 (defn track-moving [cities cmds cat]
29
(let [compiled (map #(compile-moving cities %) cmds)
30
cats (for [[cmd cat moveto] cmds] cat)]
31
(loop [prev (reduce #(assoc % %2 {:pos [0 0]
32
:moved 0})
33
{cat {:pos [0 0]
34
:moved 0}}
35
cats)
36
updaters compiled]
37
(if (empty? updaters)
38
(prev cat)
39
(recur ((first updaters) prev)
40
(rest updaters))))))
#'cljs.user/track-moving
この関数を正しく完成させた者は200点を得ます。
但し、タスク2sにおける得点がタスク2a-2cにおける得点より多い場合、 タスク2a-2c

の得点は 無効 となり、 タスク2sの得点のみを評価します。 逆にタスク2sにおける得
点がタスク2a-2cにおける得点より少い場合、 タスク2sの得点は無効となります。

競技問題に対する補足説明 (NUPSC 2018)
NUPSC 2018 の競技問題に対し、以下の補足説明を行ないます。
補足1 (タスク1a関係)
問題文中では、 m は平面上の地図を表わすとありましたが、 その地図の座標は [0 0]
から始まり、[(- (m :width) 1) (- (m :height)) 1] まで終ります。 又座標は全て整数としま
す。
補足2 (タスク1b関係)
完成されていた道路交通網は必ず全ての都市を繋がっていなければならない。 又、
完成されたプログラムの優劣の評価は、プロジェクト1の紹介文からでも分かるよう
に、 道路交通網全長が短いほうが優れています。
補足3 (タスク1a、1b関係)
文中に「ビットマップ」という言葉を使っていましたが、 それは単純に
{[0 0] :a, [0 1] :b,
[1 0] :c, [1 1] :d}

のようなマップを意味しています。
訂正4 (タスク1b関係)
問題文の 「又出力のグラフの辺のウェイトはその道路の長さでなければならな
い。」 という部分を 「又出力のグラフの辺のラベルはその道路の長さでなければな
らない。」 として訂正します。
補足5 (タスク1c関係)
関数 city-navigation に渡された引数 g は連結グラフ、つまり全ての頂点から他の任
意の頂点までたどりつくことができるようなグラフです。
補足6 (タスク2c、2s関係)
問題文中に「マンハッタン距離」の説明が抜けていました。 平面上二点 (x1 , y1 ) 、
(x2 , y2 )の間のマンハッタン距離とは両点のx座標の差とy座標の差の和、 つまり

∣x1 − x2 ∣ + ∣y1 − y2 ∣ となります。
補足7 (タスク1a関係)
m

の一例として以下が挙げられます。

{[0 0] :a,
[0 1] :void,
[1 0] :void, [1 1] :c
:width 2, :height 2}

補足8 (タスク2c関係)
タスク2cにおけるコマンド :move-city はタスク2bにおけるものと同じであり、 つま
り [:move-city 猫の名前 移動先] における 移動先 は 移動先の都市名 を意味するもので
す。
補足9 (タスク2s関係)
問題文から一義的に読みとることができますが、 合計移動距離は cmds のみによって
計上される移動距離を指します。
補足10 (タスク2s関係)
回答テンプレートは以下のものであったほうがより適切です。
1 (defn track-moving [cities cmds cat]
2
{:pos [0 0] :moved 0})
#'cljs.user/track-moving

