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前回の復習
better C としてのC++
文字列専用型:��std::string
標準出力ストリーム:�std::cout
標準入力ストリーム:�std::cin
コンテナの一つ:��std::vector
2

本題に入る前に:
今後常に覚えていて欲しいこと
3

ここまでの小まとめ
名前重要
インデント重要（きれいに書くこと重要）
4

連想配列 std::map
5

配列のインデックスが「数」なのは良いのか?
Cの配列や前回の std::vector は，「（0から始まる）何番目」かという「数」によって各要
素にアクセスします。
現実世界のデータをデジタル世界に落としこむのがプログラミングとも言えますが，じゃあ
世の中に「0から始まる連続したデータ」というのがそんなにあるかというと，実はそんなに
はないですよね。
6

配列のインデックスが「数」なのは良いのか?
例えば前回の課題3で，「学籍番号，名前」という組を std::vector に記録していくという
課題をやりました。
ただ，これって以下が気になります。
インデックスの0, 1, 2,...というのも「番号」だし，学籍番号も「番号」なので，表現した
いものがかぶっている。
そもそも，「インデックスで個々のデータにアクセスしたい」という需要はほとんどない。
例えば，『「2」番めの学生』というのが誰を表しているのかは「2」という情報からは全然
読み取れない。
7

配列のインデックスが「数」なのは良いのか?
しかし，だからといって，学籍番号を数値とみなして（10進数とみなして）インデックスに
するというのもまた良くないです。
大きさがでかすぎる。1003001 から始まるとしたら，0から1003000までの100万要素が空のま
ま無駄になる。
00年入学の場合はどうするんだ。
うちの大学はたまたまアルファベットが学籍番号に入ってないが，入ってたらどうするんだ
。
退学者が出たらどうするんだ。
8
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配列のインデックスが「数」である必然性?
結局，配列のインデックスが「数」であるのは，
0～99まで連続してデータを操作したい，とかっていう連続性をループで扱いたいから，って
いう都合の方がでかい。
ちなみに，すべての要素に順に何かほどこしていくことを，「走査」するとか「トラバース
」するとかいう。
もし，連続性を別の手段で提供できるなら，別にインデックスが「数」である必然性はそん
なにないはず。
学籍番号が"1003000"の人の名前が知りたい，というプログラムなら，この文字列をインデッ
クスにした方が良いはずだし。
9

そこで連想配列
そこで連想配列「std::map」。
連想配列は，数にかぎらずなんでもインデックスにできる配列。
文字列でも。（これが一番よくある使い方）
数値でも。
その他でも。
ので，先ほどの例では学籍番号という文字列をインデックスにしちゃえば良い。これで0, 1,
2, は不要になる。
10

連想配列 std::map の特徴
また，std::map にはトラバースする手段も用意されているので，数値のインデックスがなく
ても困らない。
なお，std::map では，これまでインデックスといっていたものをキーという。
しかも，格納するときにキーで自動的にソートして格納してくれるので，自然な並びでトラ
バースできる。
例えば，"1003099", "1003028", "1003150" という順番で格納していったとしても
，"1003028", "1003099", "1003150" という順番でトラバースできるということ。
あるキーからその値を連想して得ることができるので連想配列ともいうわけ。
11

連想配列 std::map の特徴
std::map もコンテナの一種なので，前回挙げた以下の「コンテナの利点」がやはりあてはま
る。
動的に確保できる。
可変長。（どんどん追加していける）
サイズはコンテナ自身が知っている（プログラマが管理する必要が無い）。なので，関数に
渡すときもサイズを一緒に渡す必要がない。
制限
キーの重複はできない。
12

std::map の例
std::map の例。
キー:名前�std::string
値:年齢�int
std::mapそのものの変数名:�nenrei
13
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
int main(void)
{
  // �宣言
  std::map<std::string, int> nenrei;
  // データの追加
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  // 中身へのアクセス
  std::cout << nenrei["sakamoto"] << std::endl;
  std::cout << nenrei["inoue"]    << std::endl;
  return 0;
}
nenrei という名前の，キーがstd::string，値がint型のstd::map を一つ宣言。この時点で
サイズを決める必要は無い。
nenrei に，キーが"sakamoto"，値が「20」というデータを追加。[ ] 演算子でできる。
nenrei に，キーが"inoue"，値が「18」というデータを追加。
中身の読み取りは通常の配列と同じく [ ] 演算子。
Point
Point
Point

同じことを std::vector でやると?
前スライドのと同じこと（ある学籍番号がわかっているとき，その人の名前が知りたい）を
もし std::vector でやるとすると，
先頭から順にトラバースしていき，
ひとつひとつ学籍番号を見ていきながら，それが所望の学籍番号と同じかどうかを比較して
いくしかない。あまり効率的ではない。
もし学籍番号順にソートして格納してあるなら二分探索が使えるのでややマシですが...。
14

size() の例
size() の例
15
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
int main(void)
{
  std::map<std::string, int> nenrei;
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  std::cout << nenrei.size() << std::endl;
  return 0;
}
2
実行例
Point

トラバースをどうやるか
std::map には size() はあるものの，数値でのアクセスは無いので，
みたいなことはできない。
代わりに，トラバースの仕組みとして，イテレータが用意されている。
16
for(int i=0; i<a_map.size(); i++){
  std::cout << a_map[i];
}
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イテレータ
イテレータの例（while版）
17
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
int main(void)
{
  std::map<std::string, int> nenrei;
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  std::map<std::string, int>::iterator it = nenrei.begin();
  while(it != nenrei.end())
  {
    std::cout << it->first << ":" << it->second << std::endl;
    ++it;
  }
  return 0;
}
イテレータ it を宣言。nenrei の最初の要素で初期化。
イテレータ it をひとつ進める。
nenrei の最後の要素に達していない間はループ。

イテレータ
実行例
キーでソート（この場合はアルファベット順）されてトラバースされる（要素を追加した順
には関係ない）。
18
inoue:18
sakamoto:20
実行例

イテレータ
イテレータの例（for版）
19
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
int main(void)
{
  std::map<std::string, int> nenrei;
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  std::map<std::string, int>::iterator it;
  for(it=nenrei.begin(); it != nenrei.end(); ++it)
  {
    std::cout << it->first << ":" << it->second << std::endl;
  }
  return 0;
}

イテレータの説明
つまりイテレータというのをこのコードにそって説明すると，
std::map<std::string, int> 型を指せるものをひとつ it という名前で宣言。
it に最初の要素を指させる。
最初の要素はbegin()関数で得られる。
いま it が指している要素のキーを first で，値を second で取り出す。
it をひとつ進める（次の要素を指させる）。it はインクリメントできる。
it が最後の要素になるまで続ける。
最後の要素は end()関数で得られる。
20

イテレータの説明
「指す」といってるぐらいなので，イテレータはポインタの一種。
なので，アロー演算子で it->first のように各要素の中身にアクセスする。
アロー演算子は実体参照演算子でも書き直せるので，(*it).first でも同じこと。
21

要素の
削除
要素の削除は erase() 関数の引数に，削除したい要素のキーを与えるだけで簡単にできます
。
22
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
int main(void)
{
  std::map<std::string, int> nenrei;
  std::map<std::string, int>::iterator it;
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  it = nenrei.begin();
  while(it != nenrei.end())
  {
    std::cout << it->first << ":" << it->second << std::endl;
    ++it;
  }
  std::cout << "--------" << std::endl;
  nenrei.erase("sakamoto");
  it = nenrei.begin();
  while(it != nenrei.end())
  {
    std::cout << it->first << ":" << it->second << std::endl;
    ++it;
  }
  return 0;
}
inoue:18
sakamoto:20
--------
inoue:18
実行例
Point

typedef ももちろん使えます
ソースのそこかしこに出てくるstd::map<std::string, int> というのは，「キーが
std::string，値がintな要素を持つstd::map型」といえます。長ったらしいですが，要は型
です。
ということは，Cで習った typedef が使えて見やすくすることができる，ということです。
忘れちゃった人のために載せると:
23
typedef 旧型名 新型名;

typedef の例
24
#include <iostream>
#include <string>
#include <map> // for std::map
typedef std::map<std::string, int> nenrei_t;
int main(void)
{
  nenrei_t nenrei;
  nenrei["sakamoto"] = 20;
  nenrei["inoue"] = 18;
  nenrei_t::iterator it = nenrei.begin();
  while(it != nenrei.end())
  {
    std::cout << it->first << ":" << it->second << std::endl;
    ++it;
  }
  return 0;
}
std::map<std::string, int> 型の別名を nenrei_t 型とした。
nenrei_t 型コンテナを nenrei という名前でひとつ宣言。
「nenrei_t 型用イテレータ」という感じが良く出てる。
Point
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キーは何でも。値も何でも。
ここまでは，キーが std::string，値が int な場合で説明してきた（利点が実感しやすいの
で）。
しかしキーは別に他の型でも構わない（ソート可能でさえあれば）。値も他の型でも構わな
い。
次スライドの例は，金婚式とかの「何とか婚式」データベースを作ってそれを参照する例。
キー:�int　（結婚何年目か）
値:�自作の構造体
キーがintだと配列や std::vector と変わらないじゃん，と思うかも知れないが，std::map
ではキーの数値はとびとびでも構わない（その間は補間されない）。
25

例: 何とか婚式のデータベース
26
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
typedef struct {
  std::string meishou;
  std::string okurimono;
} kekkon_nensuu_t;
int main(void)
{
  std::map<int, kekkon_nensuu_t> kekkon_nensuu;
  std::map<int, kekkon_nensuu_t>::iterator it;
  kekkon_nensuu_t tmp;
  tmp.meishou   = "紙婚式";
  tmp.okurimono = "本";
  kekkon_nensuu[1] = tmp;
  tmp.meishou   = "錫婚式";
  tmp.okurimono = "ケルト";
  kekkon_nensuu[10] = tmp;
  tmp.meishou   = "金婚式";
  tmp.okurimono = "指輪";
  kekkon_nensuu[50] = tmp;
  // 続く-

27
 // 続き
  it = kekkon_nensuu.begin();
  while(it != kekkon_nensuu.end())
  {
    std::cout << it->first << ":";
    std::cout << it->second.meishou << "/";
    std::cout << it->second.okurimono << std::endl;
    ++it;
  }
  int year;
  std::cout << "あなたの結婚してからの年数は? ";
  std::cin >> year;
  std::cout << year << "年目は";
  if (kekkon_nensuu.find(year) != kekkon_nensuu.end()){
    std::cout << kekkon_nensuu[year].meishou;
    std::cout << "です。";
    std::cout << kekkon_nensuu[year].okurimono;
    std::cout << "を贈りましょう。" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "何婚式でもありません。ふぅ。" << std::endl;
  }
  return 0;
}

実行例
28
1:紙婚式/本
10:錫婚式/ケルト
50:金婚式/指輪
調べたい年数は？　50
50年目は金婚式です。指輪を贈りましょう。
実行例

ここまでの小まとめ
std::map は，文字列などをキーにできる連想配列。キーと値が組になったものをまとめて扱
える。
現実のデータをより直感的に表現できる場合がある。
要素の追加も読み出しも [ ] 演算子でできる。
[ ]の中にキーを書く。
キーでソートされて格納される。
イテレータによってトラバースする。ソートされて格納されているので，トラバースしたと
きもソートされた状態で取り出せる。
29

今日の課題
課題1: スライド13のソースコードを写経して下さい。
課題2: スライド26～27のソースコードを写経して下さい。
課題3: std::map の応用例を1つ考えて，それを実装してください。意味のある関数も1つ以
上作って下さい。
オリジナリティが必要です。
課題3:に関して
std::vector も型なので、当然こんなこともできます。
たとえば，「ある年の出来事」をデータ化したい時に，
キー: 西暦(int)
値: 出来事(std::string)
としたいわけですが，2000年は出来事が10個もあって，2012年は出来事が1個しかなかったと
いう寂しい年のときは，値部分を std::vector<std::string> にしておけばそれに対応でき
るわけですね。
30
std::map<int, std::vector<std::string>> dekigoto;
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