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Rubyは式指向 (expression-oriented)
全ての有効コードは実行されて、1つの値を生成

IRB( Interactive Ruby)：対話型コンソール
Rubyコマンドの標準入力で結果を標準出力に表示

値
基本データ ブール値

数値（整数、小数、浮動小数点、複素数、有理数）
文字列
シンボル 名前を表現する不変値

データ構造 配列 [  ]
ハッシュ {キー => 要素 }
範囲

Proc 評価されていないRuby コードの集まり

nil 有効な値が存在しないことを示す値

>> (true && false ) || true
=> true
>> (3+3)*(14/2)
=> 42
>> 'hello' + ' world'
=> "hello world"
>> 'hello world'.slice(6)
=> "w"
>> :my_symbol
=> :my_symbol
>> :my_symbol == :my_symbol
=> true

数値

シンボル：名前
を表現する不

変値
ハッシュのキー

文字列

ブール値

ハッシュのキー
>> fruit = { 'a' => 'apple', 

'b' => 'banana', 'c' => 'coconut'}
{"a"=>"apple", 

"b"=>"banana", "c"=>"coconut"}
>> fruit['d']='date'
=> "date"
>> fruit

{"a"=>"apple", "b"=>"banana", 
c"=>"coconut", "d"=>"date"}

>> dimension={width: 1000, height: 2250}
=> {:width=>1000, :height=>2250}

>> fact = proc {|n| n==1 ? 1: n*fact.call(n-1)}
=> #<Proc:0x2d64d40@(irb):4>
>> fact.call(4)
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fact = lambda {|n| n==1 ? 1: n*fact.call(n-1)}
fact = -> (n){n==1 ? 1: n*fact.call(n-1)}
※ proc、lambda、->のメソッドで違いは？

fact = Proc.new{|n| n==1 ? 1: n*fact.call(n-1)}
※ 条件式 ? 真の時の値 : 偽の時の値



制御構造
・条件分岐

if 条件式１ then
#条件式１が真の場合の処理

elsif 条件式２ then
#条件式２が真の場合の処理

else
#条件式１、２がともに偽の場合の処理

end
・case文
・while文
その他の表現
・数値.times {|変数|  #処理 }
・break（繰り返しを中断し抜ける）、next、redo
・・・

オブジェクトとメソッド
全ての値はオブジェクト（object）。相互にメッセージを送る。

それぞれ、特定のメソッド（method）の集まりをもち、特定のメッ
セージに反応

クラスの定義
・クラスはオブジェクトの振る舞いを定義するひな型表現
・クラス名.newでオブジェクト（インスタンス）を生成
・クラスの定義で、変数やメソッド、initialize等のメソッドを共有
・継承 別クラスのメソッド定義を取り込む
・classで定義されるメソッドは基本的にはインスタンスメソッド
・クラス名は大文字で開始 def メソッド名 end の形式で記述

class  Caliculatror
def divide(x,y)
x/y

end
end

クラスの継承
・ Rubyでもクラスを継承して

新たにクラスを定義
class クラス名 <

スーパークラス名
#クラスの定義

end
・特異メソッド

クラスではなくオブジェクト
にメソッドを定義

・モジュール
メソッド定義の共有の方法
モジュール：名前空間提供
Mix-inでクラスの拡張

クラス定義の文includeで
インスタンスメソッド

>> module Addition
>>   def add(x,y)
>>     x+y
>>   end
>> end
=> nil
>> class AddingCalculator
>>   include Addition
>> end
=> AddingCalculator
>> ac = AddingCalculator.new
=> #<AddingCalculator:0x2e3eb88>
>> ac.add(5,8)
=> 13

メソッドの定義
・def hello(name = "Ruby")

message = "Hello, " + name + ".¥n"
puts message

end
・if ARGV.size != 1

hello() #デフォルト値でメソッドを呼び出す
else

hello(ARGV[0])
end

・def sum1(*nums)   # 可変長
result = 0
nums.each {|num|

result += num
}
result

end

引数は| |で囲まれ
た変数に代入



変数名：スコープ（有効範囲）・特徴：変数の命名規則

ローカル変数：宣言した位置からブロック・メソッド・クラ
ス・モジュールの終りまでの範囲
グローバル変数：プログラム全体：どこからでも：参照
可能：先頭文字が$
インスタンス変数：クラスのメソッド定義内：インスタン
ス化された各オブジェクトに固有先頭文字が@
クラス変数：スコープはクラスの定義内全体：クラスに
固有の変数インスタンス化された全オブジェクト、アク
セス可でオブジェクト間で値を共有：先頭文字が@@

インスタンス変数
classで定義されるインスタンスメソッド
def メソッド名 end の形式で記述

class  HelloWorld
def name

return @name
end

def name=(value)
@name = value

end
end

bob=Hello.new(“Bob”)   #クラスメソッド
p  bob.name

インスタンス変数のアクセスメソッド

クラス中のインスタンス変数
クラスの外から直接参照・変更は不可
変数の参照や変更は、アクセスメソッド経由

・Rubyではインスタンス変数へのアクセスを簡単化
アクセスメソッドの自動生成法を用意

attr_reader attr_writer attr_accessor
例題 <accessor.rb>
class Greeting
attr_accessor :name  #アクセスメソッドを定義

end
g = Greeting.new

g.name = "Taro"  #「オブジェクト名.変数名 =
puts g.name       #「オブジェクト名.変数名」で参照

アクセッサについて
インスタンス変数：

インスタンスで属性の値を保存する。
クラス定義で、インスタンスを作成した場合、
そのインスタンスでの属性値をメソッドを超えて
オブジェクトの状態を保持することができる。

「@変数名」の形式を用いる。

※ 多くのクラス定義において必要だが、
逐一記述することは手間を必要とするため、
・ attr_accessor attr_reader attr_writerで一括定義
・ インスタンス固有の初期化処理をinitializeで定義



クロージャー
関数オブジェクトで、引数以外の関数定義時の

コンテキストに含まれる変数情報をもつ

def companions
yield "Lief"
yield "Jasmine"
yield "Barda"

end
companions {|x| puts x }
ブロックは，仮引数で yield から暗黙のうちに参照、
関数的に呼出され、yield に与えた式の値が実引数
としてx に渡され，ブロックの puts x で値を印字

理解できてない

例1 ローマ数字と
アラビア数字の変換

（from 山﨑さんの
サジェスチョン課題)

class Fixnum
def toRoman

data = [
["M"  , 1000],
["CM" , 900],
["D"  , 500],
["CD" , 400],
["C"  , 100],
["XC" ,  90],
["L"  ,  50],
["XL" ,  40],
["X"  ,  10],
["IX" ,   9],
["V"  ,   5],
["IV" ,   4],
["I"  ,   1]
]

return '' if self == 0
data.each do |letter, value|

return ( letter * (self / value)) 
<< (self % value).toRoman
if value <= self

end
return (self % value).toRoman

end
end

def toArabic(rom)
data = [

["M"  , 1000],
["CM" , 900],
["D"  , 500],
["CD" , 400],
["C"  , 100],
["XC" ,  90],
["L"  ,  50],
["XL" ,  40],
["X"  ,  10],
["IX" ,   9],
["V"  ,   5],
["IV" ,   4],
["I"  ,   1]
]

answer = 0
for value0, value1 in data

while rom.index(value0) == 0
answer += value1
rom.slice!(value0)

end
end
answer

end #toArabic

例1： つづき
ローマ数字と
アラビア数字の変換

例題2

１ 属性閉包
２ 極小被覆

を求めるアルゴリズム
注： 属性集合と関数従属集合を与えたとき

第3正規形とBCNFを求めるアルゴリズム

属性閉包を求めるアルゴリズム
Step1 FDの右辺を1個の属性に分解
Step2 Xを（操作の結果としての閉包）更新する。

初期値としてX={A1, A2, ･･･, An}
Step3 FDを探索、{Bi}=B1B2･･･Bm → Cを探索Xに付加

する。但し、C ∈ X、 {Bi}∈X とする。
Step4 属性の追加がなくなるXが {A1, A2, ･･･, An}

+ 



属性閉包を求めるアルゴリズム
Step1 FDの右辺を1個の属性に分解
Step2 Xを（操作の結果としての閉包）更新する。

初期値としてX={A1, A2, ･･･, An}
Step3 FDを探索、{Bi}=B1B2･･･Bm → Cを探索Xに付加

する。但し、C ∈ X、 {Bi}∈X とする。
Step4 属性の追加がなくなるXが {A1, A2, ･･･, An}

+ 

関数従属性の射影による変化

リレーションRと関数従属の集合S
「射影R1をR1=πL(R)で成立する関数従属集合Tを求める」

(ステップ1) T = {空集合} を初期値とする。
(ステップ2)
R1の属性Xからなる全ての部分集合Sに関してX+を計算
自明でない関数従属X→AをTに加える。

注：R1の要素ではない属性もX+に含まれる可能性あり
(ステップ3)
F∈Tが、F以外のTから導出されるとき、Fを除外
注：Tは関数従属性の被覆、極小被覆とは限らない
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アームストロングの公理系
リレーションスキーマRS(X,Y,Z)

（X,Y,Zは属性の部分集合）
反射律 Y⊆X なら X→Y

t1,t2 をRSの任意のタップルとする。
このとき、Xの全ての属性Xiについて、t1[Xi]=t2[Xi]
とするとき、t1[X]=t2[X]で、 X→X である。

添加律 {X→Y} なら XZ→ YZ
t1[XZ]=t2[XZ]とすると、反射律から
t1[X]=t2[X]で、条件式より、 t1[Y]=t2[Y]で、
かつ、 前提から、t1[Z]=t2[Z]で、 t1[YZ]=t2[YZ]

推移律 {X→Y,Y→Z} なら X→Z
t1[X]=t2[X]のとき、条件式より、 t1[Y]=t2[Y]
t1[Y]=t2[Y]のとき、条件式より、 t1[Z]=t2[Z]
よって、 t1[X]=t2[X]のとき、 t1[Z]=t2[Z]

プログラムの『意味』とは
操作的意味論、表示的意味論のRuby記述

「チューリングマシン」
Rubyから機能を取り除き、

変数の参照
一引数関数の作成
一引数関数の呼び出し

の「型なしラムダ計算」でFizzBuzzを実装

型なしラムダ計算で
万能チューリングマシンをシミュレート


