
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) ◆ NITRIS 問題《11》ホラここにもあそこにも ★★
2006年 4月 18日 (火) ◆ NITRIS 問題《12》どちらかにあるでしょう ★★
2006年 4月 19日 (水) ◆ NITRIS 問題《13》こちらだけあるでしょう ★★
2006年 4月 20日 (木) ◆ NITRIS 問題《14》どちらにもあるでしょう ★★
2006年 4月 21日 (金) ◆ NITRIS 問題《15》それぞれにあるでしょう ★★

2006年 4月 24日 (月) ◆ NITRIS 問題《16》何を集めてきたのかしら ★★
2006年 4月 25日 (火) ◆ NITRIS 問題《17》赤信号ならどうするの ★★
2006年 4月 26日 (水) ◆ NITRIS 問題《18》分ったつもりが黄信号 ★★★
2006年 4月 27日 (木) ◆ NITRIS 問題《19》気を取り直して青信号 ★
2006年 4月 28日 (金)
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Java.use(better)
2006年 4月 27日 (木)

NITRIS 問題《19》気を取り直して青信号

◆ 昨日に続いて、双子にまつわる話題を…。◆「ふた
りっ子」のマナカナ姉妹は、二卵性だそうです。あの
息もピッタリの間合いには、一卵性と見紛うほどの不
思議と驚きを覚えます。驚きと言えば、瞬間移動とい
う定番のマジックがあります。著名なマジシャンの中
には、双子というケースが珍しくありません。人目を
憚ってしか会うことが叶わず、それは悲しくもありプ
ロの定めとも言えます。とは言え、マジックを披露さ
れたら、驚きの表情を見せてあげるのも、観客のプロ
としての嗜みのひとつです。ところで、マナカナ姉妹
には、こんなエピソードがあります。待ち合わせ場所
で、先に来ているはずの相手の姿を見つけて思わず手
を振ったら、実は鏡に映った自分の姿だった…。これ
も、双子ならではの感性ですね。
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　監修：小泉ひよ子とタマゴ倶楽部
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2006年 4月 27日 (木)
NITRIS 問題《19》気を取り直して青信号

◆ 昨日に続いて、双子にまつわる話題を…。◆「ふた
りっ子」のマナカナ姉妹は、二卵性だそうです。あの
息もピッタリの間合いには、一卵性と見紛うほどの不
思議と驚きを覚えます。驚きと言えば、瞬間移動とい
う定番のマジックがあります。著名なマジシャンの中
には、双子というケースが珍しくありません。人目を
憚ってしか会うことが叶わず、それは悲しくもありプ
ロの定めとも言えます。とは言え、マジックを披露さ
れたら、驚きの表情を見せてあげるのも、観客のプロ
としての嗜みのひとつです。ところで、マナカナ姉妹
には、こんなエピソードがあります。待ち合わせ場所
で、先に来ているはずの相手の姿を見つけて思わず手
を振ったら、実は鏡に映った自分の姿だった…。これ
も、双子ならではの感性ですね。

◆ 今回は、プログラマーの嗜みとして「契約に基づく
設計」を紹介します。利用者の価値観が多様化するに
つれ「少品種大量生産から、多品種少量生産へ」と、
ピジネスモデルの基盤も変化してきました。絶えず変
化する顧客の要求に、素早く対処できる手法（開発環
境およびプログラミング言語）が必要でした。1970 
年代の初頭「オブジェクト指向」の概念をソフトウェ
ア開発に導入しようとする試みに着手したのには、当
時のこのような背景もあったのです。「ソフトウェア
危機」が叫ばれる中で、Smalltalk-72 は産声を上げま
す。◆ 今回から、続編の布石として、Sequence 型を
登場させます。どのような開発手法を導入しようとも
「顧客と開発者との息もピッタリだね」と言われるこ
とを、私たち「タマゴ倶楽部」の嗜みとしています。

キーワード ◆ context・indexOf 演算・post・pre・
result・self・Sequence 型・オブジェクト指
向・ソフトウェア危機・契約に基づく設計・事後
条件・事前条件

サンプルプログラム ◆ Nitris.py



NITRIS 問題： 気を取り直して青信号
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◆ 正確なモデルを作るには、ある操作に対して、事前
事後条件を定義するようにします。これらの条件は、
より厳密なインターフェースを規定するのに効果的で
す。このとき、どのように実現するか（how）ではな
く、なにを実現したいか（what）を表明します。
・事前条件とは、ある操作を開始するときに満たすべ
き条件式です。

・事後条件とは、ある操作を終了したときに満たすべ
き条件式です。

◆ 事前事後条件を使う背景には、契約に基づく設計
〔design by contract〕と呼ばれる原則があります。
サービスを提供すべき開発者の立場からすると、事前
条件は`権利`であり、事後条件は`義務`と見なせま
す。◆ ある操作を実現するときに、事前条件を満たす
という前提を受けて、その作業を開始します。そのた
め、事前条件を満たさないと、その結果は保証されま
せん。◆ また、事後条件を満たすという制約を課し
て、その作業を終了します。そのため、事後条件を満
たすことが、その結果として保証されます。

OCL：indexOf 演算 ◆ Sequence 型に適用可能な 
indexOf 演算には、事前条件 pre: および事後条
件 post: が規定してあります。そのため、この演算
を実現するときには、

　・引数 obj が要素として存在する
　という事前条件が保証されていることを前提にし
て、その処理を開始します。そして、

　・得られた値の位置には、要素 obj が存在する
　という事後条件を保証できたときに、その処理を終
了します。

#                                     Jython

def ex_indexOf():

  s = OCL_Sequence("ABC")

  print ">>>", s

  print s.indexOf('C')

# -------------------------------- Output --

>>> Sequence {'A', 'B', 'C'}

3

Jython：テストケース ◆ s の中には、指定した要
素 '@' が含まれません。すると、事前条件を満たさ
ないので、例外 AssertionError を生じます。そし
て、メソッド関数 indexOf() を呼び出すときに、実
引数 '@' が指定されたこと、Sequence 型のインス
タンス {'A', 'B', 'C'} の中には、実引数 '@' が含ま
れないことなど、具体的な状況が表示されているの
が分ります。

Jython：テストケース ◆ ex_indexOf() を実行する
と、メソッド関数 indexOf の使い方が分ります。◆ 
s は、Sequence として、３つの要素を持ちます。
指定した要素 'C' は、先頭から３番目の位置に存在
するのが分ります。

#                                     Jython

def ex_indexOf():

  try:

    print s.indexOf('@')

  except AssertionError,name:

    print name

# -------------------------------- Output --

::: indexOf(>>@<<)

::: Sequence {'A', 'B', 'C'}.includes(@)

--                                       OCL

context Type::operation(p: Type): ReturnType

pre : p > ...

post: result = self ...

OCL：任意の操作に関して、事前事後条件を記述しま
す。context の後に、型および操作の宣言を続けま
す。ラベル pre: および post: の後に、事前事後条
件を続けます。◆ self は、その操作が呼び出された
ときに、その型のインスタンスを参照します。予約
語 result は、その操作の結果を表します。

事後条件を満たすのは、開発者の責務であり
それゆえに

利用者はその動作を信頼できる

リターン

利用者 開発者事後条件

義務権利

事前条件を満たすのは、利用者の責務であり
さもなくば

開発者はその動作を保証しない

メソッド呼び出し

利用者 開発者事前条件

権利義務

--                                       OCL

context Sequence::indexOf(obj: T): Integer

pre : self->includes(obj)

post: self->at(result) = obj

　　　公式ドキュメントの記述には、事後条件に
        post : self->at(i) = obj 

とあります。問題提起をする意味で、あえて indexOf 
演算を題材としました。

Boo

OCL：context から、indexOf 演算は Sequence 型
に適用可能な操作であることが分ります。◆ 事前条
件 pre から、引数 obj を含むときだけ、操作の結果
を保証できることが分ります。indexOf 演算を実現
するときには、その条件が保証されていることを前
提にして、残りのロジックを記述します。◆ 事後条
件 post から、result 番目の要素が引数 obj と等し
くなることを保証しなければならないことが分りま
す。indexOf 演算を利用するときには、その結果が
保証されていることを前提にして、残りのロジック
を記述します。

本文の記述は、私たちの見解です。なにか問題があれ
ば、その責任はすべて「タマゴ倶楽部」にあります。
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という前提を受けて、その作業を開始します。そのた
め、事前条件を満たさないと、その結果は保証されま
せん。◆ また、事後条件を満たすという制約を課し
て、その作業を終了します。そのため、事後条件を満
たすことが、その結果として保証されます。

OCL：indexOf 演算 ◆ Sequence 型に適用可能な 
indexOf 演算には、事前条件 pre: および事後条
件 post: が規定してあります。そのため、この演算
を実現するときには、
　・引数 obj が要素として存在する
　という事前条件が保証されていることを前提にし
て、その処理を開始します。そして、
　・得られた値の位置には、要素 obj が存在する
　という事後条件を保証できたときに、その処理を終
了します。

Jython：indexOf 演算 ◆ メソッド関数 indexOf 
は、OCL で規定された indexOf 演算に準拠して
います。◆ 事前事後条件を検証するために、それぞ
れメソッド _pre_indexOf および _post_indexOf 
を用意しています。インスタンス属性 _list が保持
する要素の中から、引数 obj の位置を得て、これに
１を加えたものを result とします。なぜなら、
OCL では、先頭の要素は添字１を使って参照するか
らです。事前事後条件を満たすなら、result をリ
ターンとします。

#                                     Jython

class OCL_Sequence(OCL_Collection):

  def indexOf(self,obj):

    assert self._pre_indexOf(obj)

    result = self._list.index(obj)+1

    assert self._post_indexOf(result,obj)

    return result

#                                     Jython

class OCL_Sequence(OCL_Collection):

  def _post_indexOf(self,result,obj):

    assert self.at(result) == obj

    return True

Jython：メソッド関数 _post_indexOf は、indexOf 
の事後条件を検証します。result 番目の要素が引数 
obj と等しくなることを検証します。at 演算は、
Sequence 型に適用可能な操作のひとつで、引数に
指定した要素が最初に見つかった、先頭からの位置
を得ます。

Jython：メソッド関数 _pre_indexOf は、indexOf 
の事前条件を検証します。引数 obj を含まないな
ら、そのときの具体的な状況を表示します。

#                                     Jython

def ex_indexOf():

  s = OCL_Sequence("ABC")

  print ">>>", s

  print s.indexOf('C')

# -------------------------------- Output --

>>> Sequence {'A', 'B', 'C'}

3

Jython：テストケース ◆ s の中には、指定した要
素 '@' が含まれません。すると、事前条件を満たさ
ないので、例外 AssertionError を生じます。そし
て、メソッド関数 indexOf() を呼び出すときに、実
引数 '@' が指定されたこと、Sequence 型のインス
タンス {'A', 'B', 'C'} の中には、実引数 '@' が含ま
れないことなど、具体的な状況が表示されているの
が分ります。

Jython：テストケース ◆ ex_indexOf() を実行する
と、メソッド関数 indexOf の使い方が分ります。◆ 
s は、Sequence として、３つの要素を持ちます。
指定した要素 'C' は、先頭から３番目の位置に存在
するのが分ります。

#                                     Jython

def ex_indexOf():

  try:

    print s.indexOf('@')

  except AssertionError,name:

    print name

# -------------------------------- Output --

::: indexOf(>>@<<)

::: Sequence {'A', 'B', 'C'}.includes(@)

#                                     Jython

class OCL_Sequence(OCL_Collection):

  def _pre_indexOf(self,obj):

    assert self.includes(obj),(

      "::: indexOf(>>%s<<)¥n"+

      ":::  %s.includes(%s)"

      ) % (obj,self,obj)

    return True

事後条件を満たすのは、開発者の責務であり
それゆえに

利用者はその動作を信頼できる

リターン

利用者 開発者事後条件

義務権利

--                                       OCL

context Sequence::indexOf(obj: T): Integer

pre : self->includes(obj)

post: self->at(result) = obj

OCL：context から、indexOf 演算は Sequence 型
に適用可能な操作であることが分ります。◆ 事前条
件 pre から、引数 obj を含むときだけ、操作の結果
を保証できることが分ります。indexOf 演算を実現
するときには、その条件が保証されていることを前
提にして、残りのロジックを記述します。◆ 事後条
件 post から、result 番目の要素が引数 obj と等し
くなることを保証しなければならないことが分りま
す。indexOf 演算を利用するときには、その結果が
保証されていることを前提にして、残りのロジック
を記述します。


