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クイックソート quick sort
考え方 
• a1, a2,..., an の中から適当に基準値（pivot）a* を選ぶ。 
• a* 以下のデータを a* より左側に，また，a* 以上のデータを 
a* より右側になるように分割する（並び替える）。 
•左右それぞれのブロックについて，同様の操作を，各ブロック
の大きさがすべて１以下となるまで繰り返す。 

考慮すべき点 
• pivot はどのように選ぶのがよいか？ 
→ 取りあえず，各ブロックの右端の値を選ぶことにしよう。
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クイックソート quick sort
考え方をまとめると 
/* aleft, aleft+1, ... , aright をクイックソートする */ 
quick_sort(a, left, right){ 
if ( left < right){ /* ブロックサイズが１以下なら終わり */ 
i ←「aright を基準値としその値が挿入されるべき位置」; 
（同時に aj ≦ ai (j < i), ai ≦ ak (k > i) となるようにする） 
 　　　　　　　↑具体的にはどうする？ 
quick_sort(a, left, i-1); /* 左側のブロックをソート */ 
quick_sort(a, i+1, right); /* 右側のブロックをソート */ 
} 
} 
quick_sort(a, 1, n) を実行すれば，a1, a2, ... , an をソートし
たことになる。
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基準値が挿入されるべき位置
関数 partition( a, left, right) 
aleft, aleft+1, ... , aright について，「昇順にならべたときに 基
準値 aright は何処にくるのか？」を求める関数 
　　　　　　↑ 
同時に， aj ≦ ai (j<i), ai ≦ ak (k>i) となるようにデータを並
び替える
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基準値が挿入されるべき位置
考え方 
(1) 左端から順に基準値と比較し，基準値以上の要素が見つか
るまで右側へ走査する。→ その位置を i とする。 
（ ai = 左から見て最初に基準値以上となる値） 

(2) 右側 aright-1 から順に基準値と比較し，基準値以下の要素
が見つかるまで左側に走査する。→ その位置を j とする。 
（ aj = 右から見て最初に基準値以下となる値） 

(3) i < j ならば，ai ≧ 基準値 ≧ aj である。（i ≧ j なら(5)へ） 
→ ai と aj とを交換 
→ aleft,..., ai はすべて基準値以下 
　 aj,..., aright はすべて基準値以上  

(4) ai+1,..., aj-1 に対して，(1)～(3) を繰り返す。 
(5) ai と aright を交換する。 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基準値が挿入されるべき位置
アルゴリズム 
partition(a, left, right){ 
pivot ← aright; /* CP 1 */ 
i ← left - 1;   j ← right; 
while(1){ /* CP 2 */ 
do{ i ← i+1; } while (ai < pivot); 
do{ j ← j-1; } while (aj > pivot); 　［注］ 
if ( i ≧ j ){ break; } /* CP 3 */ 
swap( ai, aj);  /* CP 4 */ 
} 
swap(ai, aright);  /* CP 5 */ 
return(i); 
}

［注］a0 には十分小さい値が入っている 
　　　と仮定する。

各行は，前ページの
「考え方」のどれに
対応するのか？
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クイックソート quick sort
/* quick sort 本体 */ 
/* aleft, aleft+1, ... , aright をクイックソートする */ 
quick_sort(a, left, right){ 
if ( left < right){ /* ブロックサイズが２以上なら */ 
i ← partition(a, left, right); 
quick_sort(a, left, i-1); /* 左側のブロックをソート */ 
quick_sort(a, i+1, right); /* 右側のブロックをソート */ 
} 
} 
quick_sort(a, 1, n) を実行すれば，a1, a2, ... , an をソートし
たことになる。
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課題
次の操作を JS で書き，ファイルを提出せよ。 
1. いつものデータを用意する。 
2. a[1], a[2],…, a[8] を出力する。 
3. a[1], a[2],…, a[8] をクイックソートする。
（option：実行中に，別紙の表のような出
力をせよ。） 

4. a[1], a[2],…, a[8] を出力する。 
（注）関数内で使用する変数はローカルか？グローバルか？ 

提出する際のファイル名＝quick.html 
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基準値が挿入されるべき位置
課題 
上のアルゴリズムでは「a0 に十分小さい値が入っている」と
仮定した。 
1. 何故そのような仮定が必要か？例を用いて説明せよ。 
2. このような仮定を置かない場合，アルゴリズムをどのよ
うに変更すればよいか？ 

3. a0 だけではなく，右側についても考慮すべきではないの
か？そうなっていないのは何故か？
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quick sort の平均計算量
quick sort の平均計算量を，比較回数により評価する。 

Tn = n 個のデータの quick sort の「比較回数」　とすると， 

Tn = Ta + Tb + n-1 
但し，a, b は分割により生じたブロックの大きさ 
（注：a+b=n-1) 

ここで， 
　　　(a,b) = (0, n-1), (1, n-2), ... , (n-2, 1), (n-1,0)  

が等確率(=1/n) で起こるとすると，Tn の平均値 En は，次で与え
られる。 
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quick sort の平均計算量

En=Sn+2 とおくと，

よって，

両辺を n(n+1) で割ると，
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quick sort の平均計算量

S1= -2 であるから，

とおくと，

この式を加え合わせると，
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quick sort の平均計算量

ここで，

よって，

すなわち，quick sort の平均計算量のオーダーは， O(n log n) 
である。

lim
n��

(Hn � log n) = � (= 0.5772156 · · · )

であることが知られているので，

Hn = O(log n)
よって，
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quick sort の最大計算量
一方，quick sort の最大計算量は O(n2) である。 
　　　　　　　　　　　　　↑ 
　　　　　　　　［課題］どんな場合か？

• heap sort の最大計算量は O(n log n) であった。 
• quick sort の平均計算量は O(n log n) であったが，最大計
算量は O(n2) であった。 
　　　　　　　　　　　　　↑ 

どっちが速いか？ 

Ans.  よほど運が悪くない限り，quick sort が速い。

heap sort VS quick sort
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