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《13》Seq に対する演算（３）	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。
リスト操作
seq 型には、系列を連接する演算を定義できます。VDM++ では、次のように表現します。
    [1, 2] ^ [3, 4]        = [1, 2, 3, 4]

ここで、２つの系列を連接した系列が [1, 2, 3, 4] となるのが分かります。
    conc [[1, 2], [3, 4]]        = [1, 2, 3, 4]

ここで、系列内に要素として含まれる系列を連接した系列が [1, 2, 3, 4] となるのが分かります。
演算 ^ を利用する
VDM++ で規定された演算 ^ に準拠した、クラス VDM_Seq のメソッド関数を実現します。
    s1 = VDM_Seq([1,2])
    s2 = VDM_Seq([3,4])
    print ">>> %s ^ %s"%(s1,s2)
    X = s1^s2
    print X; assert X == VDM_Set([1,2,3,4])

系列 s1 および s2 を連接した系列を得るには、組み込み演算子 ^ を利用します。このコードを実行すると、
>>> [1, 2] ^ [3, 4]
[1, 2, 3, 4]

連接した系列が [1, 2, 3, 4] となるが分かります。
    s1 = VDM_Seq([1,2])
    s2 = VDM_Seq([])
    print ">>> %s ^ %s"%(s1,s2)
    X = s1^s2
    print X; assert X == VDM_Set([1,2])

どちらか一方が空系列の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> [1, 2] ^ []
[1, 2]

連接した系列が [1, 2] となるが分かります。
演算 ^ を実現する
VDM++ で規定された演算 ^ に準拠するように、クラス VDM_Seq のメソッド関数 __xor__ を実現します。
class VDM_Seq:
    def __xor__(s1,s2):
        """
        l1 ^ l2
            ; seq of A * seq of A -> seq of A
            ;
            ; Concatenation
            ;   yields the concatenation of l1 and l2, i.e. the se- 
            ;   quence consisting of the elements of l1 followed by 
            ;   those of l2, in order. 
        """
        return VDM_Seq(s1.list + s2.list)

メソッド関数 __xor__ は、組み込み関数 ^ に対応します。リスト seq1.list および seq2.list の要素をもとに系列を生成して、これをリターン値とします。
《Tips》OCL では、^ と同等の演算 union が規定されています。
union: Sequence(t) × Sequence(t) → Sequence(t)
union(s: Set(T)): Set(T)
post: result->forAll(elem | self->includes(elem) or s->includes(elem))
post: self  ->forAll(elem | result->includes(elem))
post: s     ->forAll(elem | result->includes(elem))
□
演算 conc を利用する
VDM++ で規定された演算 conc に準拠した、モジュール VDM_Seq 内の関数を利用します。
    s1 = VDM_Seq([1,2])
    s2 = VDM_Seq([3,4])
    ss = VDM_Seq([s1,s2])
    print ">>> conc %s"%ss
    X = conc(ss)
    print X; assert X == VDM_Set([1,2,3,4])

系列 ss 内に要素として含まれる、系列 s1 および s2 を連接した系列を得るには、関数 conc を利用します。このコードを実行すると、
>>> conc [[1, 2], [3, 4]]
[1, 2, 3, 4]

連接した系列が [1, 2, 3, 4] となるが分かります。
    s1 = VDM_Seq([1,2])
    s2 = VDM_Seq([])
    ss = VDM_Seq([s1,s2])
    print ">>> conc %s"%ss
    X = conc(ss)
    print X; assert X == VDM_Set([1,2])

空系列が含まれる場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> conc [[1, 2], []]
[1, 2]

連接した系列が [1, 2] となるが分かります。
演算 conc を実現する
VDM++ で規定された演算 conc に準拠するように、モジュール VDM_Seq 内の関数 conc を利用します。
def conc(seq):
    """
    conc ll
        ; seq of seq of A -> seq of A
        ;
        ; Distributed concatenation
        ;   yields the sequence where the elements (these are 
        ;   sequences themselves) of ll are concatenated: the 
        ;   first and the second, and then the third, etc. 
    """
    return VDM_Seq(_Distributed_concatenation(seq))
def _Distributed_concatenation(seq):
    s = []
    for e in seq.list:
        s += e.list[:]
    return s

関数 conc は、系列 seq 内のすべての系列を連接した系列を生成して、これをリターン値とします。関数 _Distributed_concatenation は、conc の補助関数です。まず、空リスト s を用意して、リスト seq.list 内に含まれる各リスト e.list の複製をこれに追加します。
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