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《12》Seq に対する演算（２）	河野かっば

VDM++ で規定されたデータ型に準拠するクラスを実現することで、VDM++ を理解するとともに、Python/Jython によるプログラミングの習得を目指します。
系列の情報
seq 型には、系列に関する情報を得るための演算を定義できます。VDM++ では、これを次のように表現します。
    len [3, 1, 2]        = 3

ここで、系列 [3, 1, 2] の長さが 3 となるのが分かります。
    elems [3, 1, 2, 3]        = {1, 2, 3}

ここで、系列 [3, 1, 2, 3] の要素からなる集合が {1, 2, 3} となるのが分かります。
    inds [3, 1, 2, 3]        = {1, 2, 3, 4}

ここで、系列 [3, 1, 2, 3] の添字からなる集合が {1, 2, 3, 4} となるのが分かります。
演算 len を利用する
VDM++ で規定された演算 len に準拠した、組み込み関数を利用します。
    s = VDM_Seq([3,1,2])
    print ">>> len %s"%s
    X = len(s)
    print X; assert X == 3

系列 s の長さを得るには、組み込み関数 len を利用します。このコードを実行すると、
>>> len [3, 1, 2]
3

長さが 3 となるのが分かります。
    s = VDM_Seq([])
    print ">>> len %s"%s
    X = len(s)
    print X; assert X == 0

空系列の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> len []
0

長さが 0 となるのが分かります。
演算 len を実現する
VDM++ で規定された演算 len に準拠するように、クラス VDM_Seq のメソッド関数 __len__ を実現します。
class VDM_Seq:
    def __len__(seq):
        """
        len l
            ; seq of A -> nat
            ;
            ; Length
            ;   yields the length of l.
        """
        return len(seq.list)

メソッド関数 __len__ は、組み込み関数 len に対応します。リスト seq.list の長さを獲得して、これをリターン値とします。
《Note》ここで注意したいのは、組み込み関数 len に対応するメソッド関数 __len__ を定義するのに、組み込み関数 len を利用していることです。ここで利用している組み込み関数 len は、リストに対して適用されますが、ここで定義している関数 len は、クラス VDM_Seq のインスタンスに対して適用されます。
《Note》OCL では、len と同等の演算 size が規定されています。
	size: Collection(t) → Integer		|C|
	size(): Integer
	post: result = self->iterate(
	    elem; acc: Integer = 0 | acc + 1) 
□
演算 elems を利用する
VDM++ で規定された演算 elems に準拠した、モジュール VDM_Seq 内の関数を利用します。
    s = VDM_Seq([3,1,2,3])
    print ">>> elems %s"%s
    X = elems(s)
    print X; assert X == VDM_Set([1,2,3])

系列 s の要素からなる集合を得るには、関数 elems を利用します。このコードを実行すると、
>>> elems [3, 1, 2, 3]
{1, 2, 3}

要素集合が {1, 2, 3} となるのが分かります。
    s = VDM_Seq([])
    print ">>> elems %s"%s
    X = elems(s)
    print X; assert X == VDM_Set()

空系列の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> elems []
{}

空集合 {} となるのが分かります。
演算 elems を実現する
VDM++ で規定された演算 elems に準拠するように、モジュール VDM_Seq 内の関数 elems を実現します。
def elems(seq):
    """
    elems l
        ; seq of A -> set of A
        ;
        ; Elements
        ;   yields the set containing all the elements of l.
    """
    return VDM_Set(seq.list)

関数 elems は、リスト seq.list の要素をもとに集合を生成して、これをリターン値とします。
演算 inds を利用する
VDM++ で規定された演算 inds に準拠した、モジュール VDM_Seq 内の関数を利用します。
    s = VDM_Seq([3,1,2,3])
    print ">>> inds %s"%s
    X = inds(s)
    print X; assert X == VDM_Set(range(1,5))

系列 s の添字からなる集合を得るには、関数 inds を利用します。このコードを実行すると、
>>> inds [3, 1, 2, 3]
{1, 2, 3, 4}

添字集合が {1, 2, 3, 4} となるのが分かります。
    s = VDM_Seq([])
    print ">>> inds %s"%s
    X = inds(s)
    print X; assert X == VDM_Set()

空系列の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> inds []
{}

空集合 {} となるのが分かります。
演算 inds を実現する
VDM++ で規定された演算 inds に準拠するように、モジュール VDM_Seq 内の関数 inds を実現します。
def inds(seq):
    """
    inds l
        ; seq of A -> set of nat1
        ;
        ; Indexes
        ;   yields the set of indexes of l, i.e. the set 
        ;   {1,...,len l}. 
    """
    return VDM_Set(range(1,len(seq)+1))

関数 inds は、系列 seq の添字からなる集合を生成して、これをリターン値とします。ここで注意したいのは、系列の添字が１から始まることです。このとき、すでに定義した関数 len を再利用しています。
《Note》OCL では、elems と同等の演算 asSet が規定されています。
	asSet: Sequence(t) → Set(t)
	asSet(): Set(T)
	post: result->forAll(elem | self  ->includes(elem))
	post: self  ->forAll(elem | result->includes(elem)) 
□
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