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《19》Map に対する演算（４）	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。
写像の適用
map 型には、写像の適用を定義できます。VDM++ では、次のように表現します。
    {'A' |-> 1, 'B' |-> 2, 'C' |-> 3}(C)        = 3

ここで、与えられた写像にキー 'C' を適用した値が 3 となるのが分かります。このとき、指定したキーは、写像の定義域に含まれる必要があります。
    {1 |-> "alpha", 2 |-> "beta"} comp {'A' |-> 1, 'B' |-> 2}
            = {'A' |-> "alpha", 'B' |-> "beta"}

ここで、２つの写像を合成した写像が {'A' |-> "alpha", 'B' |-> "beta"} となるのが分かります。このとき、一方の写像の値域が、他方の写像の定義域の部分集合となる必要があります。
    {4 |-> 1, 3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 2
            = {4 |-> 2, 3 |-> 1, 2 |-> 4, 1 |-> 3}

ここで、同一写像を繰り返し適用した写像が {4 |-> 2, 3 |-> 1, 2 |-> 4, 1 |-> 3} となるのが分かります。このとき、同一写像の値域が、同一写像の定義域の部分集合となる必要があります。
演算 () を利用する
VDM++ で規定された演算 () に準拠した、組み込み演算子を利用します。
    m = VDM_Map({"A":1,"B":2,"C":3})
    d = "C"
    print ">>> %s(%s)"%(m,d)
    X = m[d]
    print X; assert X == 3

写像 m において、指定したキー d に対応する値を得るには、演算子 [] を利用します。このコードを実行すると、
>>> {'A' |-> 1, 'C' |-> 3, 'B' |-> 2}(C)
3

キー 'C' に対応する値が 3 となるのが分かります。
    m = VDM_Map({"A":1,"B":2,"C":3})
    d = "@"
    print ">>> %s(%s)"%(m,d)
    try:
        X = m[d]
    except AssertionError,name:
        print name

指定したキーが、写像の定義域に含まれないなら、この演算を利用できません。このコードを実行すると、
>>> {'A' |-> 1, 'C' |-> 3, 'B' |-> 2}(@)
::: {'A' |-> 1, 'C' |-> 3, 'B' |-> 2}(@)
:::      (>>@<<) in {'A', 'B', 'C'} 
:::      m(d): d must be in the domain of m

例外を生成して、エラーメッセージが表示されます。なぜなら、指定したキー @ が、写像の定義域 {'A', 'B', 'C'} に含まれないからです。
演算 () を実現する
VDM++ で規定された演算 () に準拠するように、クラス VDM_Map のメソッド関数 __getitem__ を実現します。
class VDM_Map:
    def __getitem__(m,d):
        """
        m(d)
            ; map A to B * A -> B 
            ;
            ; Map apply
            ;   yields the information value whose key is d. d must 
            ;   be in the domain of m. 
        """
        assert m._pre_Map_apply_(d)
        return m.dict[d]
    def _pre_Map_apply_(m,d):
        dm = dom(m)
        assert d in dm,(
            "::: %s(%s)\n"
                %(m,d)+
            ":::\t (>>%s<<) in %s \n"
                %(d,dm)+
            ":::\t m(d): d must be in the domain of m"
            )
        return True

メソッド関数 __getitem__ は、組み込み演算子 [] に対応します。辞書 m.dict のキー d に対応する値を獲得して、これをリターン値とします。関数 _pre_Map_apply_ は、事前条件を検証します。指定したキー d が、写像 m の定義域に含まれないなら、エラーメッセージを表示します。
 《Note》Python/Jython では、組み込み演算子 [] には、次のメソッド関数が対応しています。
__getitem__(self, key)
	２項算術演算子 [] を利用したときの処理を規定します。□
演算 comp を利用する
VDM++ で規定された演算 comp に準拠した、クラス VDM_Map のメソッド関数を利用します。
    m1 = VDM_Map({1:"alpha",2:"beta"})
    m2 = VDM_Map({"A":1,"B":2})
    print ">>> %s comp %s"%(m1,m2)
    X = m1.comp(m2)
    print X; assert X == VDM_Map({"A":"alpha","B":"beta"})

２つの写像を合成した写像を得るには、メソッド関数 comp を利用します。このコードを実行すると、
>>> {2 |-> "beta", 1 |-> "alpha"} comp {'A' |-> 1, 'B' |-> 2}
{'A' |-> "alpha", 'B' |-> "beta"}

合成した写像が {'A' |-> "alpha", 'B' |-> "beta"} となるのが分かります。このとき、写像対の順序には、意味がありません。
    m1 = VDM_Map({1:"alpha",2:"beta"})
    m2 = VDM_Map({"A":0,"B":2})
    print ">>> %s comp %s"%(m1,m2)
    X = m1.comp(m2)
    print X; assert X == VDM_Map({"A":"alpha","B":"beta"})

一方の写像の値域が、他方の写像の定義域の部分集合でないなら、この演算を利用できません。このコードを実行すると、
>>> {2 |-> "beta", 1 |-> "alpha"} comp {'A' |-> 0, 'B' |-> 2}
::: {2 |-> "beta", 1 |-> "alpha"} comp {'A' |-> 0, 'B' |-> 2} 
:::      (>>{0, 2}<<).subset({1, 2}) 
:::      m comp n: rng m2 must be a subset of dom m1

例外を生成して、エラーメッセージが表示されます。なぜなら、写像 m2 の値域 {0, 2} が、写像 m1 の定義域 {1, 2} の部分集合でないからです。
演算 comp を実現する
VDM++ で規定された演算 comp に準拠するように、クラス VDM_Map のメソッド関数 comp を実現します。
class VDM_Map:
    def comp(m1,m2):
        """
        m1 comp m2
            ; map B to C * map A to B -> map A to C   
            ;
            ; Map composition
            ;   yields the the map that is created by composing m2 
            ;   elements with m1 elements. The resulting map is a 
            ;   map with the same domain as m2. The information 
            ;   value corresponding to a key is the one found by 
            ;   first applying m2 to the key and then applying m1 
            ;   to the result. rng m2 must be a subset of dom m1. 
        """
        assert m1._pre_Map_composition(m2)
        return VDM_Map(m1._Map_composition(m2))
    def _Map_composition(m1,m2):
        m = {}
        for k,v in m2.dict.items():
            m[k] = m1.dict[v]
        return m
    def _pre_Map_composition(m1,m2):
        rs,ds = rng(m2),dom(m1)
        assert rs.subset(ds),(
            "::: %s comp %s \n"
                %(m1,m2)+
            ":::\t (>>%s<<).subset(%s) \n"
                %(rs,ds)+
            ":::\t m comp n: rng m2 must be a subset of dom m1"
            )
        return True

関数 comp は、写像 m1 および m2 を合成した写像を生成して、これをリターン値とします。このとき、写像 m2 の値域に含まる要素をキーとして、写像 m1 から対応する値を獲得します。関数 _Map_composition は、comp の補助関数です。まず、空の辞書 m を用意して、写像 m2 に含まれるすべての写像対 k,v に対して、m2 のキーと、それに対応する m1 の要素とを、辞書の項目として追加します。関数 _pre_Map_composition は、事前条件を検証します。写像 m2 の値域が、写像 m1 の定義域の部分集合でないなら、エラーメッセージを表示します。
演算 ** を利用する
VDM++ で規定された演算 ** に準拠した、組み込み演算子を利用します。
    m = VDM_Map({1:2,2:3,3:4,4:1})
    n = 2
    print ">>> %s ** %s"%(m,n)
    X = m ** n
    print X; assert X == VDM_Map({1:3,2:4,3:1,4:2})

同一写像を繰り返し適用した写像を得るには、演算子 ** を利用します。このコードを実行すると、
>>> {4 |-> 1, 3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 2
{4 |-> 2, 3 |-> 1, 2 |-> 4, 1 |-> 3}

同一写像を２回繰り返して適用した写像が {4 |-> 2, 3 |-> 1, 2 |-> 4, 1 |-> 3} となるのが分かります。
    m = VDM_Map({1:2,2:3,3:4,4:1})
    n = 0
    print ">>> %s ** %s"%(m,n)
    X = m ** n
    print X; assert X == VDM_Map({1:1,2:2,3:3,4:4})

同一写像を０回繰り返して適用した写像は、恒等写像となります。このコードを実行すると、
>>> {4 |-> 1, 3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 0
{4 |-> 4, 3 |-> 3, 2 |-> 2, 1 |-> 1}

キーと値とが同一の写像対からなる（なにもしない）恒等写像となるのが分かります。
    m = VDM_Map({1:2,2:3,3:4,4:1})
    n = 1
    print ">>> %s ** %s"%(m,n)
    X = m ** n
    print X; assert X == VDM_Map({1:1,2:2,3:3,4:4})

同一写像を１回繰り返して適用した写像は、もとの写像となります。このコードを実行すると、
>>> {4 |-> 1, 3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 1
{4 |-> 1, 3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2}

与えられた写像と同じ写像となるのが分かります。
    m = VDM_Map({1:2,2:3,3:4})
    n = 0
    print ">>> %s ** %s"%(m,n)
    try:
        X = m ** n
    except AssertionError,name:
        print name

同一写像の値域が、同一写像の定義域の部分集合でないなら、この演算を利用できません。このコードを実行すると、
>>> {3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 0
::: {3 |-> 4, 2 |-> 3, 1 |-> 2} ** 0
:::      (>>{2, 3, 4}<<).subset({1, 2, 3})
:::      m ** n: the range of m must be a subset of dom m

例外を生成して、エラーメッセージが表示されます。なぜなら、写像の定義域 {2, 3, 4} が、その値域 {1, 2, 3} の部分集合でないからです。
演算 ** を実現する
VDM++ で規定された演算 ** に準拠するように、クラス VDM_Map のメソッド関数 __pow__ を実現します。
class VDM_Map:
    def __pow__(m,n):
        """
        m ** n
            ; (map A to A) * nat -> map A to A
            ;
            ; Map iteration
            ;   yields the map where m is composed with itself 
            ;   n times. n=0 yields the identity map where each 
            ;   element of dom m is map into itself; n=1 yields m 
            ;   itself. For n>1, the range of m must be a subset of 
            ;   dom m. 
        """
        return VDM_Map(m._Map_iteration(n))
    def _Map_iteration(m,n):
        mm = {}
        assert m._pre_Map_iteration(n)
        mdict = m.dict
        for k,v in mdict.items():
            acc,c = k,n
            while c > 0:
                acc = mdict[acc]
                c -= 1
            mm[k] = acc
        return mm
    def _pre_Map_iteration(m,n):
        rm,dm = rng(m),dom(m)
        assert rm.subset(dm),(
            "::: %s ** %s\n"
                %(m,n)+
            ":::\t (>>%s<<).subset(%s)\n"
                %(rm,dm)+
            ":::\t m ** n: the range of m must be a subset of dom m"
            )
        return True

メソッド関数 __pow__ は、組み込み演算子 ** に対応します。同一写像 m を n 回繰り返して適用する写像を生成して、これをリターン値とします。関数 _Map_iteration は、__pow__ の補助関数です。まず、空の辞書 mm を用意して、辞書 mdict に含まれるすべてのキー k と、それに対応する値を n 回繰り返して得られる値 acc とを、辞書 mm の項目として追加します。関数 _pre_Map_iteration は、事前条件を検証します。写像 m の値域が、その定義域の部分集合でないなら、エラーメッセージを表示します。
《Note》Python/Jython では、組み込み演算子 ** には、次のメソッド関数が対応しています。
__pow__(self, other[, modulo])
	２項算術演算子 ** を利用したときの処理を規定します。□
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