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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) ◆ NITRIS 問題《7》集めた石でブロックを作る ★★
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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)
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NITRIS 問題《7》集めた石でブロックを作る

◆ フレームワークを適用した事例として、ゲーム作りで必
要になるメソッド関数を実現するときに、OCL で規定され
たループ演算を使ったものを紹介します。Jython に組み込
みの機能を使って実現したものと比べて、すでに実績のある
コレクションフレームワークを活用することで、信頼性のあ
るコードを記述できます。これによって、単体テストにかか
るコストを低減するなどの、効用が期待できます。
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NITRIS 問題《7》集めた石でブロックを作る

◆ フレームワークを適用した事例として、ゲーム作りで必
要になるメソッド関数を実現するときに、OCL で規定され
たループ演算を使ったものを紹介します。Jython に組み込
みの機能を使って実現したものと比べて、すでに実績のある
コレクションフレームワークを活用することで、信頼性のあ
るコードを記述できます。これによって、単体テストにかか
るコストを低減するなどの、効用が期待できます。

◆ iterate 演算は、ループ演算（select、reject、collect、
forAll、exists）の中核を成すもので、これから他の演算を
導くことができます。クロージャーは、Smalltalk だけでな
く、Groovy や JRuby でも利用できるようになりました。
しかし、Jython では、クロージャーを利用できません。そ
こで、lambda 式を使って、iterate 演算を実現することに
します。

キーワード ◆ iterate 演算・lambda 式・クロージャー・
ループ演算

サンプルプログラム ◆ Nitris.py



　　　　　　lambda 式　　　　　　iterate 演算Tips

Jython：テストケース ◆ ex_stones() を実行する
と、ブロックを構成する石（ストーン）の様子を文
字列で確認できます。

NITRIS 問題：集めた石でブロックを作る
#                                     Jython
class Block:
  def stones(self):
    points = self._stones
    dx,dy  = self._offset
    return points.iterate(
      OCL_Set(), lambda (x,y),acc:
      acc.including((x+dx,y+dy)))
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Jython：まず、ブロックを生成 Block() して、これ
を b とします。次に、オフセット位置 _offset と、
４つの石の配置 _stones を設定します。そして、メ
ソッド関数 stones を使って、ブロックを構成する
石の集合を得ます。すると、石の配置をボード上の
絶対座標で確認できます。◆ たとえば、ブロックを
構成する石の中から、相対座標 (0,2) を持つ石は、
オフセット (1,2) だけ移動したところに配置され、
絶対座標 (1,4) を持つことが分ります。

Jython：メソッド関数 stones は、各石の絶対座標
を要素とする集合を得ます。◆ まず、ブロックを構
成する石の相対座標 _stones を得て、これを 
points とします。次に、ブロックのオフセット位置 
_offset から xy 座標を得て、それぞれ dx および 
dy とします。◆ acc には、初期値として空集合 
OCL_Set() を与えます。points に含まれる各石の
座標 (x,y) にオフセット dx および dy を加えたもの
が絶対座標となります。そこで、得られた絶対座標
を、acc の中にひとつずつ追加 including() しま
す。すると、acc には、各石の絶対座標を要素とし
て累積したものが得られます。

#                                     Jython
def ex_stones():
  b = Block()
  b._offset = (1, 2)
  b._stones = OCL_Set([(0, 2), (0, 3), (1, 
1), (1, 2)])
  print b
  b.display()
  print ">>>", b.stones()
# -------------------------------- Output --
Block(1, 2): Set {(0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 
2)}
__________
__________
__________
__#_______
_##_______
_#________

>>> Set {(1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4)}

--                                     OCL
collection->iterate(
  elem: Type; acc: Type = <expression> |
  expression-with-elem-and-acc) 

OCL：iterate 演算は、コレクション内の各要素
に対して、演算を施した結果を累積したものを得
ます。変数 elem には、コレクション内の各要素
が順に割り当てられます。変数 acc には、初期
値として式 <expression> を評価した結果が与え
られ、この acc に演算を施した結果が次々と累
積されます。◆ iterate 演算は、コレクション演
算（select、reject、collect、forAll、exists）
の中核を成すもので、これから他の演算を導くこ
とができます。

OCL_Set([3,4,5]).iterate(
  0, lambda elem,acc: acc + elem)

Jython： まず、整数 0 を初期値として、変数 
acc に設定します。次に、Set 型を構成する各要
素（整数）を、変数 elem に設定します。そし
て、各要素を順にたどりながら、acc+elem に
よって、その要素を加えた値が、再び acc に保
持されます。すると、要素の総和が得られます。
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　　　ブロックを移動するときに、オフセットがその
効果を発揮します。

Tips 　　　　　　lambda 式　　　　　　iterate 演算
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座標 (x,y) にオフセット dx および dy を加えたもの
が絶対座標となります。そこで、得られた絶対座標
を、acc の中にひとつずつ追加 including() しま
す。すると、acc には、各石の絶対座標を要素とし
て累積したものが得られます。 　　　including の詳細は、別の機会に紹介します。

Jython：関数オブジェクトを生成するには、def 
文のほかに、lambda 式を利用できます。
lambda は、名前を持たない関数と見なせます。
次の例では、f,g,h は、順に、引数の数が 0,1,2 
の関数に相当します。

　　　ブロックを移動するときに、オフセットがその
効果を発揮します。

OCL_Set("CAB").iterate(OCL_Set(),
  lambda elem,acc: acc.including(elem))

elem

'C'

'A'

'B'

acc

Set {}

Set {'C'}

Set {'A', 'C'}

Set {'A', 'B', 'C'}

Jython：まず、空集合 OCL_Set() を初期値とし
て、変数 acc に設定します。次に、Set 型を構成す
る各要素（文字列）を、変数 elem に設定します。
そして、各要素を順にたどりながら、
acc.including(elem) によって、その要素を追加し
た集合が、再び acc に保持されます。すると、各文
字列を要素とする集合が得られます。

OCL：iterate 演算の理解を深めるために、もうひと
つの事例を紹介します。

Tips

　　　Smalltalk におけるクロージャーと比べる
と、その用途は限定されます。lambda は、式
であって、文ではないので、代入を必要とす
る場面では利用できません。

#                                   Jython
def ex_lambda1():
  f = lambda: "Hello!"
  print f()
  g = lambda x: "Hello, %s!" % x
  print g("Alice")
  print g("Betty")
# ------------------------------ Output --
Hello!
Hello, Alice!
Hello, Betty!

#                                   Jython
def ex_lambda2():
  g = lambda (x,y): "p(%s, %s)" % (x,y)
  p = (3,4)
  print g(p)
  h = lambda x,y: "p(%s, %s)" % (x,y)
  x,y = 3,4
  print h(x,y)
# ------------------------------ Output --
p(3, 4)
p(3, 4)


