
 Shall_we_Agile = Java.use(better, Python)  # Swing by VDM++

《16》Map に対する演算（１）	伊藤うさぎ

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。
定義域と値域
map 型には、写像の定義域と値域を定義できます。VDM++ では、次のように表現します。
    dom {'A' |-> 1, 'B' |-> 2, 'C' |-> 3}        = {A, B, C}

ここで、写像 {'A' |-> 1, 'B' |-> 2, 'C' |-> 3} の定義域が {A, B, C} となるのが分かります。
    rng {'A' |-> 1, 'B' |-> 2, 'C' |-> 3}        = {1, 2, 3}

ここで、写像 {'A' |-> 1, 'B' |-> 2, 'C' |-> 3} の値域が {1, 2, 3} となるのが分かります。
空写像にこれらの演算を利用すると、空集合が得られます。
演算 dom を利用する
VDM++ で規定された演算 dom に準拠した、モジュール VDM_Map 内の関数を利用します。
    m = VDM_Map({"A":1,"B":2,"C":3})
    print ">>> dom %s"%(m)
    X = dom(m)
    print X; assert X == VDM_Set("ABC")

写像 m の定義域を得るには、関数 dom を利用します。このコードを実行すると、
>>> dom {'A' |-> 1, 'C' |-> 3, 'B' |-> 2}
{'A', 'B', 'C'}

定義域が {A, B, C} となるのが分かります。
    m = VDM_Map({})
    print ">>> dom %s"%(m)
    X = dom(m)
    print X; assert X == VDM_Set()

空写像の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> dom {|->}
{}

定義域が空集合 {} となるのが分かります。
演算 rng を利用する
VDM++ で規定された演算 rng に準拠した、モジュール VDM_Map 内の関数を利用します。
    m = VDM_Map({"A":1,"B":2,"C":3})
    print ">>> rng %s"%(m)
    X = rng(m)
    print X; assert X == VDM_Set(range(1,4))

写像 m の値域を得るには、関数 rng を利用します。このコードを実行すると、
>>> rng {'A' |-> 1, 'C' |-> 3, 'B' |-> 2}
{1, 2, 3}

値域が {1, 2, 3} となるのが分かります。
    m = VDM_Map()
    print ">>> rng %s"%(m)
    X = rng(m)
    print X; assert X == VDM_Set()

空写像の場合も同様です。このコードを実行すると、
>>> rng {|->}
{}

値域が空集合 {} となるのが分かります。
演算 dom および rng を実現する
VDM++ で規定された演算 dom および rng に準拠するように、モジュール VDM_Map 内の関数 dom および rng を実現します。
def dom(m):
    """
    dom m
        ; map A to B -> set of A 
        ;
        ; Domain
        ;   yields the domain (the set of keys) of m.
    """
    return VDM_Set(m.dict.keys())

関数 dom は、写像 m のキー集合を生成して、これをリターン値とします。
《Note》Python/Jython では、組み込み型 dict には、次のメソッド関数が規定されています。
a.keys()
	変数 a が dict 型の値を束縛するとき、そのキー要素をすべてコピーした、list 型の値が得られます。□

def rng(m):
    """
    rng m
        ; map A to B -> set of B 
        ;
        ; Range
        ;   yields the range (the set of information values) of 
        ;   m.
    """
    return VDM_Set(m.dict.values())

関数 rng は、写像 m の値集合を生成して、これをリターン値とします。
《Note》Python/Jython では、組み込み型 dict には、次のメソッド関数が規定されています。
a.values()
	変数 a が dict 型の値を束縛するとき、その値要素をすべてコピーした、list 型の値が得られます。□
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