
2006年 4月

2006年 4月 03日 (月) ◆ NITRIS 問題《1》ニトリス（似とります） ★
2006年 4月 04日 (火) ◆ NITRIS 問題《2》ゲームを始める前に ★
2006年 4月 05日 (水) ◆ NITRIS 問題《3》ボードはこうして作られる ★
2006年 4月 06日 (木) ◆ NITRIS 問題《4》ブロックはこうして作られる ★★
2006年 4月 07日 (金) ◆ NITRIS 問題《5》ストーンはこうして作られる ★★

2006年 4月 10日 (月) ◆ NITRIS 問題《6》私のコレクションは石集め ★★
2006年 4月 11日 (火)
2006年 4月 12日 (水)
2006年 4月 13日 (木)
2006年 4月 14日 (金)

2006年 4月 17日 (月)
2006年 4月 18日 (火)
2006年 4月 19日 (水)
2006年 4月 20日 (木)
2006年 4月 21日 (金)

2006年 4月 24日 (月)
2006年 4月 25日 (火)
2006年 4月 26日 (水)
2006年 4月 27日 (木)
2006年 4月 28日 (金)

・・・・＋・・・・１・・・・＋・・・・２・・・・ ・・・・＋・・・・１・・・・＋・・・・２・・・・ ・・・・＋・・・・１・・・・＋・・・・２・・・・

Java.use(better)
2006年 4月 10日 (月)

NITRIS 問題《6》私のコレクションは石集め

◆ コレクションフレームワークを導入すると、配列を
使った古典的なプログラムと違って、洗練された信頼
性のあるコードを記述できます。◆ フレームワークを
持たないのは、電気もガスも水道もない世界に放り出
されたようです。これが短期間なら、観光客の気分
で、大自然の恵みを堪能できるかもしれません。しか
し、長期間ともなると、大自然の厳しさに直面しま
す。小川から水を汲み、火をおこすという、サバイバ
ルの日々が続きます。その覚悟はできていますか。◆ 
今週は、ゲーム作りの手を休めて、快適な生活（プロ
グラミング）を送るたるめに、その要求に応える道具
立て（フレームワークの構築）に着手します。さあ、
ご一緒に。Java 原人から、ホモサピエンスへと、進
化の道程を歩き始めましょう。
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NITRIS 問題《6》私のコレクションは石集め

◆ コレクションフレームワークを導入すると、配列を
使った古典的なプログラムと違って、洗練された信頼
性のあるコードを記述できます。◆ フレームワークを
持たないのは、電気もガスも水道もない世界に放り出
されたようです。これが短期間なら、観光客の気分
で、大自然の恵みを堪能できるかもしれません。しか
し、長期間ともなると、大自然の厳しさに直面しま
す。小川から水を汲み、火をおこすという、サバイバ
ルの日々が続きます。その覚悟はできていますか。◆ 
今週は、ゲーム作りの手を休めて、快適な生活（プロ
グラミング）を送るたるめに、その要求に応える道具
立て（フレームワークの構築）に着手します。さあ、
ご一緒に。Java 原人から、ホモサピエンスへと、進
化の道程を歩き始めましょう。

◆ Java には、java.util としてコレクションフレー
ムワークが提供されています。しかし、他のプログラ
ミング言語（Smalltalk をはじめ、Python、
Ruby など）が提供するものと比べると、開発効率
（使い勝手）がいいものではありません。たとえば、
リテラル表記ひとつを取り上げても、より洗練された
ものが望まれます。また、OCL や VDM で規定され
たもののように、より表現力のあるものが望まれま
す。◆ これから作成する、クラス OCL_ Set は、
OCL で規定された、Set 型に準拠するものです。
OCL では、Collection の傘下に、いくつかの便利な
道具立てが提供されています。Set は、そのひとつと
して位置付けられます。

キーワード ◆ __init__・__str__・iterate 演算・
java.util・len・OCL・Python・Ruby・Set 型・
size 演算・Smalltalk・type・VDM・コレクショ
ンフレームワーク・タプル・リスト・辞書・文字
列・

サンプルプログラム ◆ Nitris.py



　　　　　　コレクションフレームワーク

Jython：テストケース ◆ ex_len() を実行すると、
組み込み関数 len の使い方が分ります。

NITRIS 問題：私のコレクションは石集め
#                                     Jython
class OCL_Set(OCL_Collection):
  def __init__(self,arg=""):
    set = []
    for elem in arg:
      if not elem in set: set.append(elem)
    set.sort()
    self._list = set

#                                     Jython
def ex_len():
  ex = "STRING"
  print len(ex), type(ex)
  ex = [6,7,8,9]
  print len(ex), type(ex)
  ex = (4,5)
  print len(ex), type(ex)
  ex = {1:"one",2:"two",3:"three"}
  print len(ex), type(ex)
# -------------------------------- Output --
6 <type 'str'>
4 <type 'list'>
2 <type 'tuple'>
3 <type 'dict'>
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Jython：組み込み関数 len を使うと、オブジェクト
の長さ（項目の数）が得られます。引数には、順列
（文字列 <str>、リスト <list>、タプル <tuple>）ま
たは写像（辞書 <dict>）などを指定できます。組み
込み関数 type を使うと、その型が得られます。

Jython：クラス OCL_Set は、OCL で規定された 
Set 型に準拠したものです。インスタンスを生成す
るときには、引数として、文字列、リスト、タプ
ル、辞書などを指定できます。◆ メソッド関数 
size は、size 演算に相当するもので、コレクショ
ンに含まれる要素の数を得ます。どの場合も、len 
と同じ要素数が得られるのが分かります。

Jython：メソッド関数 __init__ は、生成された 
Set 型のインスタンス属性を初期設定します。◆ 属
性 _list は、Set 型を構成する要素を保持します。
まず、空リストを生成して、これを set とします。
次に、引数 arg に含まれる要素 elem の中から、
set 内に存在しないものだけを追加 append() しま
す。すると、要素が重複しない集合が得られます。

#                                     Jython
def ex_size():
  ex = "STRING"
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = [6,7,8,9]
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = (4,5)
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = {1:"one",2:"two",3:"three"}
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
# -------------------------------- Output --
6 Set {'G', 'I', 'N', 'R', 'S', 'T'}
4 Set {6, 7, 8, 9}
2 Set {4, 5}
3 Set {1, 2, 3}

Jython：テストケース ◆ ex_size() を実行すると、
メソッド関数 size の使い方が分ります。

#                                     Jython
class OCL_Set(OCL_Collection):
  def __str__(self):
    s = ""
    for elem in self._list:
      s += "%s, " % (`elem`)
    return "Set {%s}" % (s[:len(s)-2])

Jython：メソッド関数 __str__ からは、オブジェク
トの文字列表現が得られます。◆ リテラル表記とな
る文字列 "Set { }" の括弧内に、インスタンス属性 
_list が保持する各要素 elem を、カンマで区切って
並べます。すると、OCL で規定されたリテラル表記
と同じ文字列が得られます。

OCL：コレクションのリテラル表記は、型名 Set に
続けて、括弧 { } の中に各要素を並べたものです。

　　　要素を整列 sort() したのは、リテラル表記をし
たときに、要素が重複しないことを見やすくする
ためです。要素の順序に、意味はありません。

Java：多重度が１以上の、任意の要素をま
とめて扱うときには、コレクションが役立
ちます。java.util には、そのためのフレー
ムワークが提供されています。

　　　OCL_Set() は、Jython の組み込み型から Set 
型への、型変換演算と見なせます。

OCL：java.util.List に相当する Sequence 
など、いくつかの型が規定されています。
ただし、java.util.Map に相当するものは
規定されていません。

Tips
重複しない 重複する

順序がない Set Bag

順序がある OrderedSet Sequence

Collection

 

select

reject

collect

exists

forAll

iterate

size(): Integer

Set Bug OrderedSet Sequence

　　　iterate の詳細は、別の機会に紹介します。
Smalltalk では伝統的な inject:into: に相当しま
す。Groovy にも、同様の inject があります。

　　　　　　コレクションフレームワーク

#                                     Jython
class OCL_Set(OCL_Collection):
  def __init__(self,arg=""):
    set = []
    for elem in arg:
      if not elem in set: set.append(elem)
    set.sort()
    self._list = set
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Jython：クラス OCL_Set は、OCL で規定された 
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ル、辞書などを指定できます。◆ メソッド関数 
size は、size 演算に相当するもので、コレクショ
ンに含まれる要素の数を得ます。どの場合も、len 
と同じ要素数が得られるのが分かります。

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def size(self):
    result = len(self._list)
    assert self._post_size(result)
    return result

Jython：メソッド関数 __init__ は、生成された 
Set 型のインスタンス属性を初期設定します。◆ 属
性 _list は、Set 型を構成する要素を保持します。
まず、空リストを生成して、これを set とします。
次に、引数 arg に含まれる要素 elem の中から、
set 内に存在しないものだけを追加 append() しま
す。すると、要素が重複しない集合が得られます。

#                                     Jython
def ex_size():
  ex = "STRING"
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = [6,7,8,9]
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = (4,5)
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
  ex = {1:"one",2:"two",3:"three"}
  set = OCL_Set(ex)
  print set.size(), set
# -------------------------------- Output --
6 Set {'G', 'I', 'N', 'R', 'S', 'T'}
4 Set {6, 7, 8, 9}
2 Set {4, 5}
3 Set {1, 2, 3}

Jython：テストケース ◆ ex_size() を実行すると、
メソッド関数 size の使い方が分ります。

#                                     Jython
class OCL_Set(OCL_Collection):
  def __str__(self):
    s = ""
    for elem in self._list:
      s += "%s, " % (`elem`)
    return "Set {%s}" % (s[:len(s)-2])

Jython：メソッド関数 __str__ からは、オブジェク
トの文字列表現が得られます。◆ リテラル表記とな
る文字列 "Set { }" の括弧内に、インスタンス属性 
_list が保持する各要素 elem を、カンマで区切って
並べます。すると、OCL で規定されたリテラル表記
と同じ文字列が得られます。

OCL：コレクションのリテラル表記は、型名 Set に
続けて、括弧 { } の中に各要素を並べたものです。

　　　要素を整列 sort() したのは、リテラル表記をし
たときに、要素が重複しないことを見やすくする
ためです。要素の順序に、意味はありません。

Jython：メソッド関数 size は、size 演算に相当す
るもので、コレクションに含まれる要素の数を得ま
す。◆ 組み込み関数 len を使って、インスタンス属
性 _list が保持する要素の数を result とします。

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def _post_size(self,result):
    assert result == self.iterate(
      0, lambda elem,acc: acc+1)
    return True

　　　iterate の詳細は、別の機会に紹介します。
Smalltalk では伝統的な inject:into: に相当しま
す。Groovy にも、同様の inject があります。

Jython：メソッド関数 _post_size は、size の事後
条件を検証します。OCL では、size 演算につい
て、次のような事後条件が規定してあります。クラ
ス OCL_Set は、これに準拠したものです。

--                                       OCL
context Collection::size(): Integer
post: result = self->iterate(
  elem; acc: Integer = 0 | acc + 1)

OCL：iterate 演算は、すべてのコレクション型に
適用できる汎用のループ演算です。他のループ演算
は、iterate の特殊な場合と見なせます。

Jython：Jython の組み込み関数を使って実現した
メソッド関数 size が、OCL で規定された size 演
算に準拠することを、事後条件を使って検証してい
ます。◆ メソッドを実現するときには、その言語に
`依存する`機能を使います。その正当性を検証する
ときには、言語に`依存しない`OCL の規定に従って
います。◆ メソッド関数として実現するだけなら簡
単ですが、その正当性を保証するのは、それとはま
た別次元の話となります。


