
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) ◆ NITRIS 問題《7》集めた石でブロックを作る ★★
2006年 4月 12日 (水) ◆ NITRIS 問題《8》そして何度も繰り返す ★★
2006年 4月 13日 (木) ◆ NITRIS 問題《9》でもそこには置けません ★★
2006年 4月 14日 (金) ◆ NITRIS 問題《10》でもここなら置けますよ ★★

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)
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Java.use(better)
2006年 4月 14日 (木)

NITRIS 問題《10》でもここなら置けますよ

◆ フレームワークの本質を理解するときに「ハリウッ
ドの原則」と呼ばれるメタファーが役立ちます。伝統
的なプログラミングスタイルから脱却して、オブジェ
クト指向を習得するときに、越えなければならない壁
のひとつと言えるでしょう。◆ あるクラスを定義し
て、メソッドを記述するとともに、そのメソッドを呼
出すコードを記述することでしょう。しかし、これか
らフレームワークについて理解しようとするときに、
自分が記述したコードを自分が呼出すことがないとい
う状況に直面します。いわば、既存のフレームワーク
から呼出してもらうためのコードを記述するという立
場です。「私を呼ぶなかれ、私があなたを呼ぶのだ」
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2006年 4月 14日 (木)
NITRIS 問題《10》でもここなら置けますよ

◆ フレームワークの本質を理解するときに「ハリウッ
ドの原則」と呼ばれるメタファーが役立ちます。伝統
的なプログラミングスタイルから脱却して、オブジェ
クト指向を習得するときに、越えなければならない壁
のひとつと言えるでしょう。◆ あるクラスを定義し
て、メソッドを記述するとともに、そのメソッドを呼
出すコードを記述することでしょう。しかし、これか
らフレームワークについて理解しようとするときに、
自分が記述したコードを自分が呼出すことがないとい
う状況に直面します。いわば、既存のフレームワーク
から呼出してもらうためのコードを記述するという立
場です。「私を呼ぶなかれ、私があなたを呼ぶのだ」

◆ select 演算と reject 演算とは、相補的な関係にあ
るので、これらを対にして理解するのが早道です。◆ 
Jython では、クロージャーが使えないので、λ式を
使ってコレクション演算を実現しています。Smalltalk 
では、伝統的な select: や reject: など、クロー
ジャーを使った汎用的なフレームワークが提供されて
います。OCL では、iterate 演算を基本として、他の
ループ演算を体系的に導出しています。同様に、
Smalltalk では、do: を中核に体系化されています。
そのため、Collection を頂点とするクラス体系では、
do: を再定義するだけで、他のメソッドを再定義する
必要がなくなります。JRuby/Ruby や Groovy でもク
ロージャーを使えるので、Jython/Python と比べる
と、より簡潔なコードを記述できることでしょう。

キーワード ◆ __class__・lambda 式・OCL・reject 
演算・select 演算・Smalltalk・クロージャー・
ハリウッドの原則・フレームワーク

サンプルプログラム ◆ Nitris.py



# -------------------------------- Output --
Block(1, 2): Set {(0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 
2)}
..........
..........
..........
..#.......
.##.......
.#........

Block(0, 0): Set {(0, 2), (1, 2), (1, 3), (2, 
2)}
__________
__________
###_______
_#________
__________
__________

(0, 2): Set {}
(1, 2): Set {}
(1, 3): Set {(1, 4), (2, 3)}
(2, 2): Set {(2, 3)}

#                                     Jython
def ex_touch():
  board = Board()
  
  b = Block()
  b._offset = (1, 2)
  b._stones = OCL_Set([(0, 2), (0, 3), (1, 
1), (1, 2)])
  print b
  board.add(b)
  board.display()
  
  b = Block()
  b._offset = (0, 0)
  b._stones = OCL_Set([(0, 2), (1, 2), (1, 
3), (2, 2)])
  print b
  b.display()
  
  for p in b.stones():
    print "%s: %s" % (p,board._touch(p))

NITRIS 問題：でもここなら置けますよ
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Jython：メソッド関数 _touch は、ボード上に配置
された石と、ブロックを構成する石 p とが、境界を
接することを判定します。◆ まず、ブロックを構成
する石の絶対座標を得て、これを x および y としま
す。次に、ブロックを構成する石と境界を接する石
の絶対座標を得て、これを bounds とします。さら
に、ボード上に配置された石の絶対座標を得て、こ
れを onBoard とします。そして、bounds を構成
する座標 p の中から、onBoard に含まれる 
includes() ものだけを選択します。すると、ブロッ
クを構成する石 p と境界を接する石だけが得られま
す。

Jython：select 演算 ◆ メソッド関数 select は、
OCL で規定された select 演算に準拠していま
す。◆ 変数 acc には、初期値として species()() が
与えられます。これは、具体的なコレクション型に
合わせて、空のコレクションが得られます。変数 
elem には、コレクション内の各要素が代入されま
す。各要素を順にたどりながら、式 
_select(expr,elem,acc) を評価して得られたもの
が、再び acc に代入されます。 

Jython：テストケース ◆ ex_touch() を実行する
と、ボード上に配置された石と、ブロックを構成す
る石とが、境界を接する様子を確認できます。

◆ ブロックを構成する石 
(2,2) と、ボード上の絶対
座標 (2,3) に配置された
石とが境界を接するのが
分ります。

◆ ブロックを構成する石 
(1,3) と、ボード上の絶対
座標 (1,4) および (2,3) 
に配置された石とが境界
を接するのが分ります。
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#                                     Jython
class Board:
  def _touch(self,p):
    x,y = p
    bounds = OCL_Set(
      [(x+1,y),(x-1,y),(x,y+1),(x,y-1)])
    onBoard = self._stones
    return bounds.select(lambda p:
      onBoard.includes(p))

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def select(self,expr):
    return self.iterate(
      self.species()(), lambda elem,acc:
      self._select(expr,elem,acc))
    
  def _select(self,expr,elem,acc):
    result = acc
    if expr(elem):
      result = acc.including(elem)
    return result

◆ ブロックを構成する石 (0,2) および (1,2) と、ボー
ド上に配置された石とが、境界を接することはありま
せん。

Jython：メソッド関数 _select は、ある条件を満た
すものだけを選択します。◆ まず、すでに条件を満
たす要素だけからなるコレクションを得て、これを 
result とします。次に、式 expr(elem) を満たす要
素 elem だけを、acc に追加 including() したもの
が必要になります。こうして、さらに条件を満たす
要素を追加したコレクションが得られます。

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def species(self):
    return self.__class__

Jython：メソッド関数 species は、インスタンスを
生成するときに必要とされる、コレクションの種類
を得ます。◆ 属性 __class__ は、そのインスタン
スが属するクラスを表します。具体的なクラスは、
実行時に確定します。そのため、式 species() を評
価するとクラスが得られ、式 species()() を評価す
ることで、そのクラスのコンストラクターが呼び出
されます。

# -------------------------------- Output --
Block(1, 2): Set {(0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 
2)}
..........
..........
..........
..#.......
.##.......
.#........

Block(0, 0): Set {(0, 2), (1, 2), (1, 3), (2, 
2)}
__________
__________
###_______
_#________
__________
__________

(0, 2): Set {}
(1, 2): Set {}
(1, 3): Set {(1, 4), (2, 3)}
(2, 2): Set {(2, 3)}
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Jython：メソッド関数 _touch は、ボード上に配置
された石と、ブロックを構成する石 p とが、境界を
接することを判定します。◆ まず、ブロックを構成
する石の絶対座標を得て、これを x および y としま
す。次に、ブロックを構成する石と境界を接する石
の絶対座標を得て、これを bounds とします。さら
に、ボード上に配置された石の絶対座標を得て、こ
れを onBoard とします。そして、bounds を構成
する座標 p の中から、onBoard に含まれる 
includes() ものだけを選択します。すると、ブロッ
クを構成する石 p と境界を接する石だけが得られま
す。

Jython：select 演算 ◆ メソッド関数 select は、
OCL で規定された select 演算に準拠していま
す。◆ 変数 acc には、初期値として species()() が
与えられます。これは、具体的なコレクション型に
合わせて、空のコレクションが得られます。変数 
elem には、コレクション内の各要素が代入されま
す。各要素を順にたどりながら、式 
_select(expr,elem,acc) を評価して得られたもの
が、再び acc に代入されます。 

--                                     VDM++
{e | e in set s & isupper(e)}
{e | e not in set s & isupper(e)}

OCL：select 演算の理解を確かめるために、いくつ
かの事例を紹介します。

Jython：テストケース ◆ ex_select() を実行すると、メ
ソッド関数 select の使い方が分ります。◆ Set 型を構成
する s の要素の中から、大文字 isupper() だけを含む集
合、小文字 islower() だけを含む集合が、それぞれ得られ
ます。

　　　OCL の select および reject 演算に相当する
ものは、VDM++ では、次のように記述します。

OCL：select 演算と対を成すのが、reject 演算で
す。

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

#                                     Jython
class Board:
  def _touch(self,p):
    x,y = p
    bounds = OCL_Set(
      [(x+1,y),(x-1,y),(x,y+1),(x,y-1)])
    onBoard = self._stones
    return bounds.select(lambda p:
      onBoard.includes(p))

#                                     Jython
def ex_select():
  s = OCL_Set("Hi!")
  print ">>>", s
  print s.select(lambda e: e.isupper())
  print s.select(lambda e: e.islower())
# -------------------------------- Output --
>>> Set {'!', 'H', 'i'}
Set {'H'}
Set {'i'}

#                                     Jython
def ex_reject():
  s = OCL_Set("Hi!")
  print ">>>", s
  print s.reject(lambda e: e.isupper())
  print s.reject(lambda e: e.islower())
# -------------------------------- Output --
>>> Set {'!', 'H', 'i'}
Set {'!', 'i'}
Set {'!', 'H'}

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def select(self,expr):
    return self.iterate(
      self.species()(), lambda elem,acc:
      self._select(expr,elem,acc))
    
  def _select(self,expr,elem,acc):
    result = acc
    if expr(elem):
      result = acc.including(elem)
    return result

Jython：メソッド関数 _select は、ある条件を満た
すものだけを選択します。◆ まず、すでに条件を満
たす要素だけからなるコレクションを得て、これを 
result とします。次に、式 expr(elem) を満たす要
素 elem だけを、acc に追加 including() したもの
が必要になります。こうして、さらに条件を満たす
要素を追加したコレクションが得られます。

#                                     Jython
class OCL_Collection(OCL_Object):
  def species(self):
    return self.__class__

Jython：メソッド関数 species は、インスタンスを
生成するときに必要とされる、コレクションの種類
を得ます。◆ 属性 __class__ は、そのインスタン
スが属するクラスを表します。具体的なクラスは、
実行時に確定します。そのため、式 species() を評
価するとクラスが得られ、式 species()() を評価す
ることで、そのクラスのコンストラクターが呼び出
されます。


