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1: .NET Frameworkをいめる
.NET Frameworkは、もともとマイクロソフトがしたのライブラリとランタイムです。すべての.
NETプログラムは、Microsoft Intermediate LanguageMSILとばれるバイトコードにコンパイルさ
れます。 MSILはCommon Language RuntimeCLRによってされます。

に、.NET Frameworkをサポートするさまざまなの「Hello World」のをいくつかします。 「Hello 

World」は、デバイスに「Hello World」をするプログラムです。これは、のプログラムをするた
めのなをするためにされます。また、のコンパイラ、、およびがすべてしくすることをするため
のテストとしてもできます。

.NETでサポートされているのリスト

バージョン

。ネット

バージョン

1.0 2002-02-13

1.1 2003-04-24

2.0 2005117

3.0 2006-11-06

3.5 2007-11-19

3.5 SP1 2008811

4.0 2010-04-12

4.5 2012-08-15

4.5.1 20131017

4.5.2 2014-05-05

4.6 2015-07-20

4.6.1 2015-11-17

4.6.2 2016-08-02

4.7 2017-04-05
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コンパクトフレームワーク

バージョン

1.0 2000-01-01

2.0 2005-10-01

3.5 2007-11-19

3.7 2009-01-01

3.9 2013-06-01

マイクロフレームワーク

バージョン

4.2 2011104

4.3 2012-12-04

4.4 2015-10-20

Examples

CのHello World

using System; 
 
class Program 
{ 
    // The Main() function is the first function to be executed in a program 
    static void Main() 
    { 
        // Write the string "Hello World to the standard out 
        Console.WriteLine("Hello World"); 
    } 
}

Console.WriteLineはいくつかのオーバーロードがあります。この、 "Hello World"がパラメータで
あり、に "Hello World"をストリームにします。のオーバーロードは、ストリームにきむにの
.ToStringをびすことがあります。については、 .NET Frameworkのマニュアルをしてください。

.NET Fiddleでのライブデモ

C
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Visual Basic .NETのHello World

Imports System 
 
Module Program 
    Public Sub Main() 
        Console.WriteLine("Hello World") 
    End Sub 
End Module

.NET Fiddleでのライブデモ

Visual Basic .NETの

Hello World in F

open System 
 
[<EntryPoint>] 
let main argv = 
    printfn "Hello World" 
    0 

.NET Fiddleでのライブデモ

Fの

C ++ / CLIでのHello World

using namespace System; 
 
int main(array<String^>^ args) 
{ 
    Console::WriteLine("Hello World"); 
}

PowerShellのHello World

Write-Host "Hello World"

PowerShell

Hello World inネメルル

System.Console.WriteLine("Hello World");

Hello World in Oxygene
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namespace HelloWorld; 
 
interface 
 
type 
  App = class 
  public 
    class method Main(args: array of String); 
  end; 
 
implementation 
 
class method App.Main(args: array of String); 
begin 
  Console.WriteLine('Hello World'); 
end; 
 
end.

ハロー・イン・イン・ブー

print "Hello World"

Hello World in PythonIronPython

print "Hello World"

import clr 
from System import Console 
Console.WriteLine("Hello World")

Hello World in IL

.class public auto ansi beforefieldinit Program 
       extends [mscorlib]System.Object 
{ 
  .method public hidebysig static void  Main() cil managed 
  { 
    .maxstack  8 
    IL_0000:  nop 
    IL_0001:  ldstr      "Hello World" 
    IL_0006:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 
    IL_000b:  nop 
    IL_000c:  ret 
  } 
 
  .method public hidebysig specialname rtspecialname 
          instance void  .ctor() cil managed 
  { 
    .maxstack  8 
    IL_0000:  ldarg.0 
    IL_0001:  call       instance void [mscorlib]System.Object::.ctor() 
    IL_0006:  ret 
  } 
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}

オンラインで.NET Frameworkをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/14/-net-

frameworkをいめる
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2: .NETコア

き

.NET Coreは、MicrosoftとGitHubの.NETコミュニティによってされるプラットフォームです。こ
れはクロスプラットフォームであり、Windows、macOS、Linuxをサポートし、デバイス、クラ
ウド、みみ/ IoTシナリオでできます。

.NETコアをえるときは、フレキシブルな、クロスプラットフォーム、コマンドラインツール、オ
ープンソースなど、のことをえてください。

もうつのきなは、たとえそれがオープンソースであっても、マイクロソフトはにそれをサポート
しているということです。

それでは、.NET Coreにはツール、ローカルサービス、テキストベースのゲームになのアプリケ
ーションモデルコンソールアプリケーションがまれています。そののアプリケーションモデルは.
NETコアのにされており、のようなをしています。

ASP.NETコア•

Windows 10ユニバーサルWindowsプラットフォームUWP•
Xamarin.Forms•

また、.NET Coreは.NET Standard Libraryをしているため、.NET Standard Librariesをサポートし
ています。

.NETライブラリは、が.NETでできるしたの.NET APIをするAPIです。 .NETでは、.NETライブラ
リにし、.NETライブラリをターゲットとするライブラリをサポートするために、このをするがあ
ります。

Examples

なコンソールアプリケーション

public class Program 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        Console.WriteLine("\nWhat is your name? "); 
        var name = Console.ReadLine(); 
        var date = DateTime.Now; 
        Console.WriteLine("\nHello, {0}, on {1:d} at {1:t}", name, date); 
        Console.Write("\nPress any key to exit..."); 
        Console.ReadKey(true); 
    } 
}

https://riptutorial.com/ja/home 7



オンラインで.NETコアをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9059/-netコア
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3: .NETフレームワークをした

き

このトピックは、.NETフレームワークでタスクライブラリをするマルチコアプログラミングにつ
いてです。タスクライブラリをすると、がめるコードをし、なコアのですることができます。し
たがって、ソフトウェアがアップグレードでアップグレードされることをにすることができます
。

Examples

パラレルは、データパラレルをするために、タスクライブラリとともにされています。データと
は、ソース・コレクションまたはのにしてじがしてつまりしてされるシナリオをします。 .NETは
、Parallel.ForおよびParallel.Foreachをしてデータのをするしいをします。

//Sequential version 
 
foreach (var item in sourcecollection){ 
 
Process(item); 
 
} 
 
// Parallel equivalent 
 
Parallel.foreach(sourcecollection, item => Process(item));

のParallel.ForEachは、のコアをしており、じようにパフォーマンスをさせます。

オンラインで.NETフレームワークをしたをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/8085/-netフレ
ームワークをした
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4: ADO.NET

き

ADOActiveX Data Objects.Netは、Microsoftがするツールであり、SQL Server、Oracle、XMLな
どのデータソースにコンポーネントをしてアクセスします。 .Netフロントエンドアプリケーショ
ンは、なをつADO.Netをしてデータソースにすると、データの、、およびをうことができます。

ADO.Netは、コネクションレスのアーキテクチャをします。はセッションでするはないため、デ
ータベースとのやりりはなです。

Parameters.AddWithValueをしてSQLをParameters.AddWithValueするの AddWithValueはしていではあり
ません。このでは、されたものからデータのタイプをすることにします。これにより、によって
をできなくなることがあります。 char / varchar する「n」をvarchar やdateなどのSQL Serverのデ
ータには、する.NETデータがないことにしてください。そのようなは、 わりにしいデータのAdd

をするがあります 。

Examples

SQLをコマンドとしてする

// Uses Windows authentication. Replace the Trusted_Connection parameter with 
// User Id=...;Password=...; to use SQL Server authentication instead. You may 
// want to find the appropriate connection string for your server. 
string connectionString = 
@"Server=myServer\myInstance;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;" 
 
string sql = "INSERT INTO myTable (myDateTimeField, myIntField) " + 
    "VALUES (@someDateTime, @someInt);"; 
 
// Most ADO.NET objects are disposable and, thus, require the using keyword. 
using (var connection = new SqlConnection(connectionString)) 
using (var command = new SqlCommand(sql, connection)) 
{ 
    // Use parameters instead of string concatenation to add user-supplied 
    // values to avoid SQL injection and formatting issues. Explicitly supply datatype. 
 
    // System.Data.SqlDbType is an enumeration. See Note1 
    command.Parameters.Add("@someDateTime", SqlDbType.DateTime).Value = myDateTimeVariable; 
    command.Parameters.Add("@someInt", SqlDbType.Int).Value = myInt32Variable; 
 
    // Execute the SQL statement. Use ExecuteScalar and ExecuteReader instead 
    // for query that return results (or see the more specific examples, once 
    // those have been added). 
 
    connection.Open(); 
    command.ExecuteNonQuery(); 
}
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1 MSFT SQL ServerのバリエーションのSqlDbTypeをしてください。

2 MySQLのバリエーションについては、 MySqlDbTypeをしてください。

ベストプラクティス - SQLの

public void SaveNewEmployee(Employee newEmployee) 
{ 
    // best practice - wrap all database connections in a using block so they are always 
closed & disposed even in the event of an Exception 
    // best practice - retrieve the connection string by name from the app.config or 
web.config (depending on the application type) (note, this requires an assembly reference to 
System.configuration) 
    using(SqlConnection con = new 
SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConnectionName"].ConnectionString))
 
    { 
        // best practice - use column names in your INSERT statement so you are not dependent 
on the sql schema column order 
        // best practice - always use parameters to avoid sql injection attacks and errors if 
malformed text is used like including a single quote which is the sql equivalent of escaping 
or starting a string (varchar/nvarchar) 
        // best practice - give your parameters meaningful names just like you do variables in 
your code 
        using(SqlCommand sc = new SqlCommand("INSERT INTO employee (FirstName, LastName, 
DateOfBirth /*etc*/) VALUES (@firstName, @lastName, @dateOfBirth /*etc*/)", con)) 
        { 
            // best practice - always specify the database data type of the column you are 
using 
            // best practice - check for valid values in your code and/or use a database 
constraint, if inserting NULL then use System.DbNull.Value 
            sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@firstName", SqlDbType.VarChar, 200){Value = 
newEmployee.FirstName ?? (object) System.DBNull.Value}); 
            sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@lastName", SqlDbType.VarChar, 200){Value = 
newEmployee.LastName ?? (object) System.DBNull.Value}); 
 
            // best practice - always use the correct types when specifying your parameters, 
Value is assigned to a DateTime instance and not a string representation of a Date 
            sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@dateOfBirth", SqlDbType.Date){ Value = 
newEmployee.DateOfBirth }); 
 
            // best practice - open your connection as late as possible unless you need to 
verify that the database connection is valid and wont fail and the proceeding code execution 
takes a long time (not the case here) 
            con.Open(); 
            sc.ExecuteNonQuery(); 
        } 
 
        // the end of the using block will close and dispose the SqlConnection 
        // best practice - end the using block as soon as possible to release the database 
connection 
    } 
} 
 
// supporting class used as parameter for example 
public class Employee 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set; } 
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    public DateTime DateOfBirth { get; set; } 
}

ADO.NETでののベストプラクティス

はのでをくことです。プロシージャのがこれをえると、オブジェクトをプールにすようにを
じます。のプールのサイズ= 100.プールにより、SQL Serverへののパフォーマンスがします
。 SQL Serverでのプーリング

•

のブロックのすべてのデータベースをラップして、がしてもにじられてされるようにします
。 ステートメントののについては、 usingステートメントCリファレンスをしてください。

•

app.configまたはweb.configからをでしますアプリケーションのによってなります
これには、 System.configurationへのアセンブリがです○

ファイルののは、「 とファイル」をしてください。○

•

のパラメータはにする
SQLインジェクションをける○

のエスケープまたはvarchar / nvarcharのsqlにするをむようなのテキストをすると、エ
ラーをできます。

○

データベース・プロバイダに、すべてのデータベース・プロバイダでサポートされていな
いせをさせることで、がします。

○

•

パラメータをする
SQLパラメータのとサイズのは、//ののなです○

コードのとじように、Sqlパラメータののあるをけてください○

しているのデータベースのデータをします。これによりったパラメータがされないた
め、しないがするがあります。

○

コマンドにすに、したパラメータをします「 ガーベッジ・イン、ガーベッジ・アウト 」
というように。できるだけくスタックにってくるをする

○

たとえば、DateTimeのをりてず、のDateTimeインスタンスをパラメータのにするな
ど、パラメータをりてるときにしいをします

○

パラメータのサイズをします。これは、パラメータのとサイズがする、SQL Serverは
をできるためです。 MAXに-1をする

○

AddWithValueメソッドをしないでください。なは、にじてパラメータタイプや/スケ
ールをするのをれてしまうことです。については、にAddWithValueのをめることがで
きますかをしてください。

○

•

データベースをする
できるだけくをいて、できるだけくじてください。これは、リソースをするのなガイ
ドラインです

○

データベースインスタンスをしないでくださいシングルトンホストにSqlConnectionの
インスタンスがある。にじてコードでにしいデータベースインスタンスをしてから、
びしコードをし、したら「」します。そのはのとおりです。

ほとんどのデータベースプロバイダにはらかのプーリングがあり、しいをするの
はです

○

コードがのスレッドでをすると、のエラーもなくなります。○

○

•
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ベンダーのクラスをするためのインターフェースの

var providerName = "System.Data.SqlClient";    //Oracle.ManagedDataAccess.Client, IBM.Data.DB2 
var connectionString = "{your-connection-string}"; 
//you will probably get the above two values in the ConnectionStringSettings object from 
.config file 
 
var factory = DbProviderFactories.GetFactory(providerName); 
using(var connection = factory.CreateConnection()) {    //IDbConnection 
    connection.ConnectionString = connectionString; 
    connection.Open(); 
 
    using(var command = connection.CreateCommand()) {    //IDbCommand 
        command.CommandText = "{query}"; 
 
        using(var reader = command.ExecuteReader()) {    //IDataReader 
            while(reader.Read()) { 
                ... 
            } 
        } 
    } 
}

オンラインでADO.NETをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/3589/ado-net
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5: ASP.NETのスマートなをしたASP.NET MVC
のグローバリゼーション
ASP.NETページのスマートな

このアプローチのは、コントローラやのクラスを.resxファイルからをするコードでさせるがない
ことです。 HttpModuleは.poファイルのをしてられたテキストをきえます。がつかった、 
HttpModuleはをきえます。がつからないは、がされ、されていないのテキストがページにされます
。

.poファイルは、アプリケーションのをするためのなであるため、それらをするためにできるいく
つかのアプリケーションがあります。 .poファイルをのユーザーにして、をすることはです。

Examples

なとセットアップ

MVCプロジェクトにI18Nナゲットパッケージをします。1. 

web.configで、 <httpModules> <modules>セクションまたは<modules>セクションに
i18n.LocalizingModuleをします。

2. 

<!-- IIS 6 --> 
<httpModules> 
  <add name="i18n.LocalizingModule" type="i18n.LocalizingModule, i18n" /> 
</httpModules> 
 
<!-- IIS 7 --> 
<system.webServer> 
  <modules> 
    <add name="i18n.LocalizingModule" type="i18n.LocalizingModule, i18n" /> 
  </modules> 
</system.webServer>

"locale"というのフォルダをサイトのルートにします。サポートするカルチャーのサブフォ
ルダをします。たとえば、 /locale/fr/ます。

3. 

カルチャーのフォルダにmessages.poというのテキストファイルをしmessages.po 。4. 
テストので、 messages.poファイルにのテキストをします。5. 

#: Translation test 
msgid "Hello, world!" 
msgstr "Bonjour le monde!"

プロジェクトにするテキストをすコントローラをします。6. 

using System.Web.Mvc; 
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namespace I18nDemo.Controllers 
{ 
    public class DefaultController : Controller 
    { 
        public ActionResult Index() 
        { 
            // Text inside [[[triple brackets]]] must precisely match 
            // the msgid in your .po file. 
            return Content("[[[Hello, world!]]]"); 
        } 
    } 
}

MVCアプリケーションをし、 http// localhost[yourportnumber] / defaultなどのコントローラ
アクションにするルートをします 。
URLがデフォルトのカルチャをするようにされていることをしてください。
http// localhost[yourportnumber] / en / default 。

7. 

URLに/en/を/fr/ またはあなたがしたときえます。ページにはされたテキストがされます。8. 

ブラウザのをしてのカルチャをし、 /defaultしてください。カルチャーをするようにURLが
され、されたテキストがされることをしてください。

9. 

web.configでは、ユーザーがlocaleフォルダをできないようにハンドラをします。10. 

<!-- IIS 6 --> 
<system.web> 
  <httpHandlers> 
    <add path="*" verb="*" type="System.Web.HttpNotFoundHandler"/> 
  </httpHandlers> 
</system.web> 
 
<!-- IIS 7 --> 
<system.webServer> 
  <handlers> 
    <remove name="BlockViewHandler"/> 
   <add name="BlockViewHandler" path="*" verb="*" preCondition="integratedMode" 
type="System.Web.HttpNotFoundHandler"/> 
  </handlers> 
</system.webServer>

オンラインでASP.NETのスマートなをしたASP.NET MVCのグローバリゼーションをむ 

https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5086/asp-netのスマートなをしたasp-net-mvcのグローバリ
ゼーション
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6: CでSHA1をする

き

このプロジェクトでは、SHA1ハッシュをするをています。えば、からハッシュをし、SHA1ハッ
シュをするです。 git hubのソース https : //github.com/mahdiabasi/SHA1Tool

Examples

ファイルのSHA1チェックサムをする

まず、System.Security.CryptographyとSystem.IOをプロジェクトにします

 public string GetSha1Hash(string filePath) 
    { 
        using (FileStream fs = File.OpenRead(filePath)) 
        { 
            SHA1 sha = new SHA1Managed(); 
            return BitConverter.ToString(sha.ComputeHash(fs)); 
        } 
    }

オンラインでCでSHA1をするをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9457/c-でsha1をする
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7: CでSHA1をする

き

このプロジェクトでは、SHA1ハッシュをするをています。えば、からハッシュをし、SHA1ハッ
シュをするです。

githubのソースcompelete https : //github.com/mahdiabasi/SHA1Tool

Examples

ファイルのSHA1チェックサムをする

まずSystem.Security.Cryptographyをプロジェクトにします

public string GetSha1Hash(string filePath) 
    { 
        using (FileStream fs = File.OpenRead(filePath)) 
        { 
            SHA1 sha = new SHA1Managed(); 
            return BitConverter.ToString(sha.ComputeHash(fs)); 
        } 
    }

テキストのハッシュをする

  public static string TextToHash(string text) 
    { 
        var sh = SHA1.Create(); 
        var hash = new StringBuilder(); 
        byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(text); 
        byte[] b = sh.ComputeHash(bytes); 
        foreach (byte a in b) 
        { 
            var h = a.ToString("x2"); 
            hash.Append(h); 
        } 
        return hash.ToString(); 
    }

オンラインでCでSHA1をするをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9458/c-でsha1をする
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8: CLR

Examples

ランタイムの

Common Language RuntimeCLRは、マシンで、.NET Frameworkのです。をむ

Common Intermediate Language してCILまたはILとばれるなバイトコードは、•

マシンコードをするJust-In-Timeコンパイラ•

メモリをするトレースガベージコレクタ•
AppDomainsとばれるサブプロセスのサポート•

なコードとレベルのによるセキュリティメカニズム•

CLRでされるコードは、 されていないコードとばれるCLRはネイティブコードのでされるコード
とするために、 マネージコードとばれます 。コードとコードのをするさまざまなメカニズムがあ
ります。

オンラインでCLRをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/3942/clr
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9: DateTimeの

Examples

ParseExact

var dateString = "2015-11-24"; 
 
var date = DateTime.ParseExact(dateString, "yyyy-MM-dd", null); 
Console.WriteLine(date);

2015112412:00:00 AM

CultureInfo.CurrentCultureを3のパラメータとしてすことは、 nullをすこととじことにしてくださ
い。または、のにすることができます。

フォーマット

は、にするのにすることができます

var date = DateTime.ParseExact("24|201511", "dd|yyyyMM", null); 
Console.WriteLine(date);

2015112412:00:00 AM

ではないはすべてリテラルとしてわれます

var date = DateTime.ParseExact("2015|11|24", "yyyy|MM|dd", null); 
Console.WriteLine(date);

2015112412:00:00 AM

の

var date = DateTime.ParseExact("2015-01-24 11:11:30", "yyyy-mm-dd hh:MM:ss", null); 
Console.WriteLine(date);

2015112411:01:30

とのがったにされたことにしてください。

1のはの1つでなければなりません

var date = DateTime.ParseExact("11/24/2015", "d", new CultureInfo("en-US")); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24T10:15:45", "s", null); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24 10:15:45Z", "u", null);
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ArgumentNullException

var date = DateTime.ParseExact(null, "yyyy-MM-dd", null); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24", null, null);

FormatException

var date = DateTime.ParseExact("", "yyyy-MM-dd", null); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24", "", null); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-0C-24", "yyyy-MM-dd", null); 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24", "yyyy-QQ-dd", null); 
 
// Single-character format strings must be one of the standard formats 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24", "q", null); 
 
// Format strings must match the input exactly* (see next section) 
var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24", "d", null); // Expects 11/24/2015 or 24/11/2015 
for most cultures

なのフォーマットの

var date = DateTime.ParseExact("2015-11-24T10:15:45", 
  new [] { "s", "t", "u", "yyyy-MM-dd" }, // Will succeed as long as input matches one of 
these 
  CultureInfo.CurrentCulture, DateTimeStyles.None);

のいをう

var dateString = "10/11/2015"; 
var date = DateTime.ParseExact(dateString, "d", new CultureInfo("en-US")); 
Console.WriteLine("Day: {0}; Month: {1}", date.Day, date.Month);

11;10

date = DateTime.ParseExact(dateString, "d", new CultureInfo("en-GB")); 
Console.WriteLine("Day: {0}; Month: {1}", date.Day, date.Month);

10;11

TryParse

このメソッドはをとしてけり、それをDateTimeにし、またはをすブールをします。びしがすると
、 outパラメーターとしてされたに、されたがりまoutます。

にすると、 outパラメータとしてされたはデフォルトのDateTime.MinValueされます。

TryParsestring、out DateTime

DateTime parsedValue; 
 
if (DateTime.TryParse("monkey", out parsedValue)) 
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{ 
   Console.WriteLine("Apparently, 'monkey' is a date/time value. Who knew?"); 
}

このメソッドは、システムのとISO 8601やそののななどののにづいてをしようとします。

DateTime.TryParse("11/24/2015 14:28:42", out parsedValue); // true 
DateTime.TryParse("2015-11-24 14:28:42", out parsedValue); // true 
DateTime.TryParse("2015-11-24T14:28:42", out parsedValue); // true 
DateTime.TryParse("Sat, 24 Nov 2015 14:28:42", out parsedValue); // true

このメソッドはカルチャをけれないため、システムロケールをします。これによりしないにつな
がるがあります。

// System set to en-US culture 
bool result = DateTime.TryParse("24/11/2015", out parsedValue); 
Console.WriteLine(result);

// System set to en-GB culture 
bool result = DateTime.TryParse("11/24/2015", out parsedValue); 
Console.WriteLine(result);

// System set to en-GB culture 
bool result = DateTime.TryParse("10/11/2015", out parsedValue); 
Console.WriteLine(result);

あなたがにいる、は1011ではなく1110であることにくかもしれません。

TryParse、IFormatProvider、DateTimeStyles、out DateTime

if (DateTime.TryParse(" monkey ", new CultureInfo("en-GB"), 
    DateTimeStyles.AllowLeadingWhite | DateTimeStyles.AllowTrailingWhite, out parsedValue) 
{ 
    Console.WriteLine("Apparently, ' monkey ' is a date/time value. Who knew?"); 
}

メソッドとはなり、このオーバーロードにより、のカルチャとスタイルをすることができます。 
IFormatProviderパラメーターのnullをすと、システムカルチャがされます。

このメソッドでは、のでをスローすることがであることにしてください。これらは、 
IFormatProviderとDateTimeStylesこのオーバーロードにされたパラメータにしています。

NotSupportedException  IFormatProviderはニュートラルカルチャをします。•

ArgumentException  DateTimeStylesがなオプションではないか、 AssumeLocalやAssumeUniversal

などののないフラグがまれています。
•

TryParseExact

このメソッドは、 TryParseとParseExactみわせとしてします。カスタムをすることができ、がした
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にをスローするのではなく、またはをすブールをします。

TryParseExact、、IFormatProvider、DateTimeStyles、out DateTime

このオーバーロードは、のにしてをしようとします。は、するためにそのとしなければなりませ
ん。

DateTime.TryParseExact("11242015", "MMddyyyy", null, DateTimeStyles.None, out parsedValue); // 
true

TryParseExactstring、string []、IFormatProvider、DateTimeStyles、out DateTime

このオーバーロードは、をのフォーマットにしてしようとします。は、するためになくとも1つの
とするがあります。

DateTime.TryParseExact("11242015", new [] { "yyyy-MM-dd", "MMddyyyy" }, null, 
DateTimeStyles.None, out parsedValue); // true

オンラインでDateTimeのをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/58/datetimeの
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10: ForEach

それはまったくしますか

.NETフレームワークのは、クエリにがなく、 ForEachメソッドがをきこすということです。わり
にプレーンなforeachをすれば、コードをよりしやすくテストしやすくなるかもしれません。

Examples

リストのオブジェクトのメソッドをびす

public class Customer { 
   public void SendEmail() 
   { 
       // Sending email code here 
   } 
} 
 
List<Customer> customers = new List<Customer>(); 
 
customers.Add(new Customer()); 
customers.Add(new Customer()); 
 
customers.ForEach(c => c.SendEmail());

IEnumerableのメソッド

ForEach()はList<T>クラスでされていますが、 IQueryable<T>またはIEnumerable<T>ではされていま
せん。これらのケースでは2つのがあります。

にリストする

またはクエリがされ、がしいリストにコピーされるか、データベースがびされます。に、このメ
ソッドがにしてびされます。

IEnumerable<Customer> customers = new List<Customer>(); 
 
customers.ToList().ForEach(c => c.SendEmail());

リストがされるので、このメソッドはらかなメモリオーバーヘッドをちます。

メソッド

メソッドをく

public static void ForEach<T>(this IEnumerable<T> enumeration, Action<T> action) 
{ 
    foreach(T item in enumeration) 
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    { 
        action(item); 
    } 
}

つかいます

IEnumerable<Customer> customers = new List<Customer>(); 
 
customers.ForEach(c => c.SendEmail());

フレームワークのLINQメソッドは、 であることをしてされているため、がじません。 ForEachメ
ソッドののは、をすることであり、このではのメソッドからしています。わりになforeachループ
をすることもできます。

オンラインでForEachをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/2225/foreach
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11: HTTPクライアント
、するHTTP / 1.1 RFCはのとおりです。

7230メッセージのとルーティング•

7231セマンティクスと•

7232きリクエスト•

7233リクエスト•

7234キャッシング•
7235•
7239されたHTTP•

7240HTTPのヘッダーをする•

のRFCもあります。

7236スキームの•

7237メソッド•

そしてなRFC

7238Hypertext Transfer Protocolステータスコード308Permanent Redirect•

するプロトコル

4918WebオーサリングとバージョンWebDAVのHTTP•

4791WebDAVCalDAVへのの•

Examples

System.Net.HttpWebRequestをしてGETレスポンスをとしてみる

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string responseData; 
 
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(parameters.Uri); 
WebResponse response = request.GetResponse(); 
 
using (StreamReader responseReader = new StreamReader(response.GetResponseStream())) 
{ 
    responseData = responseReader.ReadToEnd(); 
}

System.Net.WebClientをしてGETレスポンスをとしてみる

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string responseData; 
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using (var client = new WebClient()) 
{ 
    responseData = client.DownloadString(requestUri); 
}

System.Net.HttpClientをしてGETをとしてみる

HttpClientは、 NuGetMicrosoft HTTP Client Librariesからできます。

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string responseData; 
 
using (var client = new HttpClient()) 
{ 
    using(var response = client.GetAsync(requestUri).Result) 
    { 
       response.EnsureSuccessStatusCode(); 
       responseData = response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
    } 
}

System.Net.HttpWebRequestをしてペイロードでPOSTリクエストをする

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string requestBodyString = "Request body string."; 
string contentType = "text/plain"; 
string requestMethod = "POST"; 
 
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(requestUri) 
{ 
  Method = requestMethod, 
  ContentType = contentType, 
}; 
 
byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(requestBodyString); 
Stream stream = request.GetRequestStream(); 
stream.Write(bytes, 0, bytes.Length); 
stream.Close(); 
 
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

System.Net.WebClientをしてペイロードでPOSTリクエストをする

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string requestBodyString = "Request body string."; 
string contentType = "text/plain"; 
string requestMethod = "POST"; 
 
byte[] responseBody; 
byte[] requestBodyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(requestBodyString); 
 
using (var client = new WebClient()) 
{ 
    client.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = contentType; 
    responseBody = client.UploadData(requestUri, requestMethod, requestBodyBytes); 
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}

System.Net.HttpClientをしてペイロードでPOSTリクエストをする

HttpClientは、 NuGetMicrosoft HTTP Client Librariesからできます。

string requestUri = "http://www.example.com"; 
string requestBodyString = "Request body string."; 
string contentType = "text/plain"; 
string requestMethod = "POST"; 
 
var request = new HttpRequestMessage 
{ 
    RequestUri = requestUri, 
    Method = requestMethod, 
}; 
 
byte[] requestBodyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(requestBodyString); 
request.Content = new ByteArrayContent(requestBodyBytes); 
 
request.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue(contentType); 
 
HttpResponseMessage result = client.SendAsync(request).Result; 
result.EnsureSuccessStatusCode();

System.Net.Http.HttpClientをしたなHTTPダウンローダ

using System; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Net.Http; 
using System.Threading.Tasks; 
 
class HttpGet 
{ 
    private static async Task DownloadAsync(string fromUrl, string toFile) 
    { 
        using (var fileStream = File.OpenWrite(toFile)) 
        { 
            using (var httpClient = new HttpClient()) 
            { 
                Console.WriteLine("Connecting..."); 
                using (var networkStream = await httpClient.GetStreamAsync(fromUrl)) 
                { 
                    Console.WriteLine("Downloading..."); 
                    await networkStream.CopyToAsync(fileStream); 
                    await fileStream.FlushAsync(); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        try 
        { 
            Run(args).Wait(); 
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        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            if (ex is AggregateException) 
                ex = ((AggregateException)ex).Flatten().InnerExceptions.First(); 
 
            Console.WriteLine("--- Error: " + 
                (ex.InnerException?.Message ?? ex.Message)); 
        } 
    } 
    static async Task Run(string[] args) 
    { 
        if (args.Length < 2) 
        { 
            Console.WriteLine("Basic HTTP downloader"); 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("Usage: httpget <url>[<:port>] <file>"); 
            return; 
        } 
 
        await DownloadAsync(fromUrl: args[0], toFile: args[1]); 
 
        Console.WriteLine("Done!"); 
    } 
}

オンラインでHTTPクライアントをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/32/httpクライアント
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12: HTTPサーバー

Examples

なみりHTTPファイルサーバーHttpListener

ノート

このは、モードでするがあります。

クライアントは1つだけサポートされます。

にするため、ファイルはすべてASCII Content-Dispositionヘッダーのファイルとみなされ、ファ
イルアクセスエラーはされません。

using System; 
using System.IO; 
using System.Net; 
 
class HttpFileServer 
{ 
    private static HttpListenerResponse response; 
    private static HttpListener listener; 
    private static string baseFilesystemPath; 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        if (!HttpListener.IsSupported) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "*** HttpListener requires at least Windows XP SP2 or Windows Server 2003."); 
            return; 
        } 
 
        if(args.Length < 2) 
        { 
            Console.WriteLine("Basic read-only HTTP file server"); 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("Usage: httpfileserver <base filesystem path> <port>"); 
            Console.WriteLine("Request format: http://url:port/path/to/file.ext"); 
            return; 
        } 
 
        baseFilesystemPath = Path.GetFullPath(args[0]); 
        var port = int.Parse(args[1]); 
 
        listener = new HttpListener(); 
        listener.Prefixes.Add("http://*:" + port + "/"); 
        listener.Start(); 
 
        Console.WriteLine("--- Server stated, base path is: " + baseFilesystemPath); 
        Console.WriteLine("--- Listening, exit with Ctrl-C"); 
        try 
        { 
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            ServerLoop(); 
        } 
        catch(Exception ex) 
        { 
            Console.WriteLine(ex); 
            if(response != null) 
            { 
                SendErrorResponse(500, "Internal server error"); 
            } 
        } 
    } 
 
    static void ServerLoop() 
    { 
        while(true) 
        { 
            var context = listener.GetContext(); 
 
            var request = context.Request; 
            response = context.Response; 
            var fileName = request.RawUrl.Substring(1); 
            Console.WriteLine( 
                "--- Got {0} request for: {1}", 
                request.HttpMethod, fileName); 
 
            if (request.HttpMethod.ToUpper() != "GET") 
            { 
                SendErrorResponse(405, "Method must be GET"); 
                continue; 
            } 
 
            var fullFilePath = Path.Combine(baseFilesystemPath, fileName); 
            if(!File.Exists(fullFilePath)) 
            { 
                SendErrorResponse(404, "File not found"); 
                continue; 
            } 
 
            Console.Write("    Sending file..."); 
            using (var fileStream = File.OpenRead(fullFilePath)) 
            { 
                response.ContentType = "application/octet-stream"; 
                response.ContentLength64 = (new FileInfo(fullFilePath)).Length; 
                response.AddHeader( 
                    "Content-Disposition", 
                    "Attachment; filename=\"" + Path.GetFileName(fullFilePath) + "\""); 
                fileStream.CopyTo(response.OutputStream); 
            } 
 
            response.OutputStream.Close(); 
            response = null; 
            Console.WriteLine(" Ok!"); 
        } 
    } 
 
    static void SendErrorResponse(int statusCode, string statusResponse) 
    { 
        response.ContentLength64 = 0; 
        response.StatusCode = statusCode; 
        response.StatusDescription = statusResponse; 
        response.OutputStream.Close(); 
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        Console.WriteLine("*** Sent error: {0} {1}", statusCode, statusResponse); 
    } 
}

なみりHTTPファイルサーバーASP.NETコア

1 - のフォルダをすると、のでされたファイルがされます。

2 - ののproject.jsonというのファイルをしますにじてポートとrootDirectoryをします。

{ 
  "dependencies": { 
    "Microsoft.AspNet.Server.Kestrel": "1.0.0-rc1-final", 
    "Microsoft.AspNet.StaticFiles": "1.0.0-rc1-final" 
  }, 
 
  "commands": { 
    "web": "Microsoft.AspNet.Server.Kestrel --server.urls http://localhost:60000" 
  }, 
 
  "frameworks": { 
    "dnxcore50": { } 
  }, 
 
  "fileServer": { 
    "rootDirectory": "c:\\users\\username\\Documents" 
  } 
}

3 - のコードをStartup.csしてStartup.csというのファイルをします。

using System; 
using Microsoft.AspNet.Builder; 
using Microsoft.AspNet.FileProviders; 
using Microsoft.AspNet.Hosting; 
using Microsoft.AspNet.StaticFiles; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
 
public class Startup 
{ 
    public void Configure(IApplicationBuilder app) 
    { 
        var builder = new ConfigurationBuilder(); 
        builder.AddJsonFile("project.json"); 
        var config = builder.Build(); 
        var rootDirectory = config["fileServer:rootDirectory"]; 
        Console.WriteLine("File server root directory: " + rootDirectory); 
 
        var fileProvider = new PhysicalFileProvider(rootDirectory); 
 
        var options = new StaticFileOptions(); 
        options.ServeUnknownFileTypes = true; 
        options.FileProvider = fileProvider; 
        options.OnPrepareResponse = context => 
        { 
            context.Context.Response.ContentType = "application/octet-stream"; 
            context.Context.Response.Headers.Add( 
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                "Content-Disposition", 
                $"Attachment; filename=\"{context.File.Name}\""); 
        }; 
 
        app.UseStaticFiles(options); 
    } 
}

4 - コマンドプロンプトをき、フォルダにしてのコマンドをします。

dnvm use 1.0.0-rc1-final -r coreclr -p 
dnu restore

これらのコマンドはだけするがあります。 dnvm listをして、のインストールみバージョンのコア
CLRののをします。

5 - dnx webサーバをします。ファイルはhttp://localhost:60000/path/to/file.extでできるようにな
りhttp://localhost:60000/path/to/file.ext 。

にするため、ファイルはすべてASCIIContent-Dispositionヘッダーのファイルとみなされ、ファイ
ルアクセスエラーはされません。

オンラインでHTTPサーバーをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/53/httpサーバー
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13: JITコンパイラ

き

JITコンパイル、またはジャストインタイムコンパイルは、コードのやコンパイルののです。 JIT

コンパイルは.NETフレームワークでされます。 CLRコードC、F、Visual Basicなどは、まず
Interpreted LanguageILとばれるものにコンパイルされます。これはマシンコードにいレベルのコ
ードですが、プラットフォームではありません。むしろ、に、このコードはシステムのマシンコ
ードにコンパイルされます。

なぜJITコンパイルをするのですか

よりいCLRはILにして1つのコンパイラしかとせず、このILはマシンコードにできるのプラ
ットフォームでできます。

•

スピードJITコンパイルでは、にコンパイルされたコードのとのコンパイルするになのため
にされるコードをできる

•

JITコンパイルのについては、Wikipediaページをしてください。https : 
//en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation

Examples

ILコンパイルサンプル

シンプルなHello Worldアプリケーション

using System; 
 
namespace HelloWorld 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World"); 
        } 
    } 
}

のILコードJITコンパイルされる

//  Microsoft (R) .NET Framework IL Disassembler.  Version 4.6.1055.0 
//  Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved. 
 
 
 
// Metadata version: v4.0.30319 
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.assembly extern mscorlib 
{ 
  .publickeytoken = (B7 7A 5C 56 19 34 E0 89 )                         // .z\V.4.. 
  .ver 4:0:0:0 
} 
.assembly HelloWorld 
{ 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilationRelaxationsAttribute::.ctor(int32) = ( 01 
00 08 00 00 00 00 00 ) 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.RuntimeCompatibilityAttribute::.ctor() = ( 01 00 01 
00 54 02 16 57 72 61 70 4E 6F 6E 45 78   // ....T..WrapNonEx 
 
63 65 70 74 69 6F 6E 54 68 72 6F 77 73 01 )       // ceptionThrows. 
 
  // --- The following custom attribute is added automatically, do not uncomment ------- 
  //  .custom instance void [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggableAttribute::.ctor(valuetype 
[mscorlib]System.Diagnostics.DebuggableAttribute/DebuggingModes) = ( 01 00 07 01 00 00 00 00 ) 
 
 
  .custom instance void [mscorlib]System.Reflection.AssemblyTitleAttribute::.ctor(string) = ( 
01 00 0A 48 65 6C 6C 6F 57 6F 72 6C 64 00 00 )    // ...HelloWorld.. 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Reflection.AssemblyDescriptionAttribute::.ctor(string) = ( 01 00 00 00 00 ) 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute::.ctor(string) = ( 01 00 00 00 00 ) 
 
  .custom instance void [mscorlib]System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute::.ctor(string) = 
( 01 00 00 00 00 ) 
  .custom instance void [mscorlib]System.Reflection.AssemblyProductAttribute::.ctor(string) = 
( 01 00 0A 48 65 6C 6C 6F 57 6F 72 6C 64 00 00 )    // ...HelloWorld.. 
  .custom instance void [mscorlib]System.Reflection.AssemblyCopyrightAttribute::.ctor(string) 
= ( 01 00 12 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 C2 A9 20   // ...Copyright .. 
 
20 32 30 31 37 00 00 )                            //  2017.. 
  .custom instance void [mscorlib]System.Reflection.AssemblyTrademarkAttribute::.ctor(string) 
= ( 01 00 00 00 00 ) 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute::.ctor(bool) = ( 01 00 00 00 00 ) 
 
  .custom instance void [mscorlib]System.Runtime.InteropServices.GuidAttribute::.ctor(string) 
= ( 01 00 24 33 30 38 62 33 64 38 36 2D 34 31 37 32   // ..$308b3d86-4172 
 
2D 34 30 32 32 2D 61 66 63 63 2D 33 66 38 65 33   // -4022-afcc-3f8e3 
 
32 33 33 63 35 62 30 00 00 )                      // 233c5b0.. 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute::.ctor(string) = ( 01 00 07 31 2E 30 
2E 30 2E 30 00 00 )             // ...1.0.0.0.. 
  .custom instance void 
[mscorlib]System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute::.ctor(string) = ( 01 00 1C 2E 4E 
45 54 46 72 61 6D 65 77 6F 72 6B   // ....NETFramework 
 
2C 56 65 72 73 69 6F 6E 3D 76 34 2E 35 2E 32 01   // ,Version=v4.5.2. 
 
00 54 0E 14 46 72 61 6D 65 77 6F 72 6B 44 69 73   // .T..FrameworkDis 
 
70 6C 61 79 4E 61 6D 65 14 2E 4E 45 54 20 46 72   // playName..NET Fr 
 
61 6D 65 77 6F 72 6B 20 34 2E 35 2E 32 )          // amework 4.5.2 
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  .hash algorithm 0x00008004 
  .ver 1:0:0:0 
} 
.module HelloWorld.exe 
// MVID: {2A7E1D59-1272-4B47-85F6-D7E1ED057831} 
.imagebase 0x00400000 
.file alignment 0x00000200 
.stackreserve 0x00100000 
.subsystem 0x0003       // WINDOWS_CUI 
.corflags 0x00020003    //  ILONLY 32BITPREFERRED 
// Image base: 0x0000021C70230000 
 
 
// =============== CLASS MEMBERS DECLARATION =================== 
 
.class private auto ansi beforefieldinit HelloWorld.Program 
       extends [mscorlib]System.Object 
{ 
  .method private hidebysig static void  Main(string[] args) cil managed 
  { 
    .entrypoint 
    // Code size       13 (0xd) 
    .maxstack  8 
    IL_0000:  nop 
    IL_0001:  ldstr      "Hello World" 
    IL_0006:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 
    IL_000b:  nop 
    IL_000c:  ret 
  } // end of method Program::Main 
 
  .method public hidebysig specialname rtspecialname 
          instance void  .ctor() cil managed 
  { 
    // Code size       8 (0x8) 
    .maxstack  8 
    IL_0000:  ldarg.0 
    IL_0001:  call       instance void [mscorlib]System.Object::.ctor() 
    IL_0006:  nop 
    IL_0007:  ret 
  } // end of method Program::.ctor 
 
} // end of class HelloWorld.Program

MS ILDASMツールILアセンブラで

オンラインでJITコンパイラをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9222/jitコンパイラ
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14: JSON with .NET with Newtonsoft.Json

き

NuGetパッケージNewtonsoft.Jsonは、.NETでJSONのテキストとオブジェクトをしてするための
となっています。これは、でいやすいなツールです。

Examples

オブジェクトをJSONにシリアルする

using Newtonsoft.Json; 
 
var obj = new Person 
{ 
    Name = "Joe Smith", 
    Age = 21 
}; 
var serializedJson = JsonConvert.SerializeObject(obj);

このJSON {"Name":"Joe Smith","Age":21}

JSONテキストからオブジェクトをシリアルする

var json = "{\"Name\":\"Joe Smith\",\"Age\":21}"; 
var person = JsonConvert.DeserializeObject<Person>(json);

これにより、が "Joe Smith"およびAge 21のPersonオブジェクトがされます。

オンラインでJSON with .NET with Newtonsoft.Jsonをむ https://riptutorial.com/ja/dot-
net/topic/8746/json-with--net-with-newtonsoft-json
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15: JSONシリアル
JavaScriptSerializerとJson.NET

JavaScriptSerializerクラスは.NET 3.5でされ、AJAXアプリケーションの.NETのレイヤーでにさ
れています。これは、マネージコードでJSONをするためにできます。

JavaScriptSerializerクラスがするにもかかわらず、シリアルとシリアルにはオープンソースの
Json.NETライブラリをすることをおめします。 Json.NETはよりいパフォーマンスとカスタムク
ラスへのマッピングJSONカスタムのためののインターフェースをしていますJavaScriptConverter

オブジェクトは 、じするためにとされるであろうJavaScriptSerializer 。

Examples

System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializerをしたシリアル

JavaScriptSerializer.Deserialize<T>(input)メソッドは、 JavaScriptSerializerによってネイティブ
にサポートされているデフォルトのマッピングをして、なJSONのをされた<T>オブジェクトにシ
リアルしようとしJavaScriptSerializer 。

using System.Collections; 
using System.Web.Script.Serialization; 
 
// ... 
 
string rawJSON = "{\"Name\":\"Fibonacci Sequence\",\"Numbers\":[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]}"; 
 
JavaScriptSerializer JSS = new JavaScriptSerializer(); 
Dictionary<string, object> parsedObj = JSS.Deserialize<Dictionary<string, object>>(rawJSON); 
 
string name = parsedObj["Name"].toString(); 
ArrayList numbers = (ArrayList)parsedObj["Numbers"]

JavaScriptSerializerオブジェクトは.NETバージョン3.5でされました。

Json.NETをしたシリアル

internal class Sequence{ 
    public string Name; 
    public List<int> Numbers; 
} 
 
// ... 
 
string rawJSON = "{\"Name\":\"Fibonacci Sequence\",\"Numbers\":[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]}"; 
 
Sequence sequence = JsonConvert.DeserializeObject<Sequence>(rawJSON);
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については、 Json.NETサイトをしてください。

Json.NETは.NETバージョン2をサポートしています。

Json.NETをったシリアライゼーション

[JsonObject("person")] 
public class Person 
{ 
    [JsonProperty("name")] 
    public string PersonName { get; set; } 
    [JsonProperty("age")] 
    public int PersonAge { get; set; } 
    [JsonIgnore] 
    public string Address { get; set; } 
} 
 
Person person = new Person { PersonName = "Andrius", PersonAge = 99, Address = "Some address" 
}; 
string rawJson = JsonConvert.SerializeObject(person); 
 
Console.WriteLine(rawJson); // {"name":"Andrius","age":99}

プロパティおよびクラスをでして、のjsonのをしたり、jsonJsonIgnoreからそれらをするにして
ください。

Json.NETのシリアルのは、 こちらをしてください 。

Cでは、はPascalCaseでにされています。 JSONでは、すべてのにcamelCaseをします。リゾル
バをして、2つのですることができます。

using Newtonsoft.Json; 
using Newtonsoft.Json.Serialization; 
 
public class Person 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    [JsonIgnore] 
    public string Address { get; set; } 
} 
 
public void ToJson() { 
    Person person = new Person { Name = "Andrius", Age = 99, Address = "Some address" }; 
    var resolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver(); 
    var settings = new JsonSerializerSettings { ContractResolver = resolver }; 
    string json = JsonConvert.SerializeObject(person, settings); 
 
    Console.WriteLine(json); // {"name":"Andrius","age":99} 
}

シリアライゼーション - Newtonsoft.Jsonをしたシリアル

のヘルパーとはなり、このクラスはクラスヘルパーをしてシリアライズおよびデシリアライズし
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ます。したがって、するヘルパーよりもしです。

using Newtonsoft.Json; 
 
var rawJSON      = "{\"Name\":\"Fibonacci Sequence\",\"Numbers\":[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]}"; 
var fibo         = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(rawJSON); 
var rawJSON2     = JsonConvert.SerializeObject(fibo);

バインディング

NewtonsoftのJson.NETでは、をにするなく、にExpandoObject / Dynamicオブジェクトをして
jsonをにバインドできます。

シリアライゼーション

dynamic jsonObject = new ExpandoObject(); 
jsonObject.Title   = "Merchent of Venice"; 
jsonObject.Author  = "William Shakespeare"; 
Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(jsonObject));

デシリアライゼーション

var rawJson = "{\"Name\":\"Fibonacci Sequence\",\"Numbers\":[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]}"; 
dynamic parsedJson = JObject.Parse(rawJson); 
Console.WriteLine("Name: " + parsedJson.Name); 
Console.WriteLine("Name: " + parsedJson.Numbers.Length);

rawJsonオブジェクトのキーがオブジェクトのメンバーにされていることにしてください。

これは、アプリケーションが々なのJSONをけれ/できるにです。ただし、Jsonストリングまたは
シリアライゼーション/デシリアライゼーションのとしてされたオブジェクトにして、レベルのを
することをおめします。

JsonSerializerSettingsでのJson.NETをしたシリアル

このシリアライザには、デフォルトの.net jsonシリアライザにはないNullのようなれたがあります
JsonSerializerSettingsをするだけです。

public static string Serialize(T obj) 
{ 
   string result = JsonConvert.SerializeObject(obj, new JsonSerializerSettings { 
NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore}); 
   return result; 
}

.netののなシリアライザのは、ループです。コースにされているの、インスタンスにはコースプ
ロパティがあり、コースにはループをするList<Student>をするのコレクションがあります。これ
はJsonSerializerSettingsできます
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public static string Serialize(T obj) 
{ 
   string result = JsonConvert.SerializeObject(obj, new JsonSerializerSettings { 
ReferenceLoopHandling = ReferenceLoopHandling.Ignore}); 
   return result; 
}

のようなさまざまなシリアライズオプションをできます

public static string Serialize(T obj) 
{ 
   string result = JsonConvert.SerializeObject(obj, new JsonSerializerSettings { 
NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore, ReferenceLoopHandling = 
ReferenceLoopHandling.Ignore}); 
   return result; 
}

オンラインでJSONシリアルをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/183/jsonシリアル
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16: LINQ

き

LINQLanguage Integrated Queryは、データソースからデータをするです。 LINQは、さまざまな
のデータソースおよびにわたるデータをするためのしたモデルをすることで、このをします。 
LINQクエリでは、にオブジェクトでしています。じコーディングパターンをして、XML、SQLデ
ータベース、ADO.NETデータセット、.NETコレクション、およびプロバイダーがなそのののデ
ータをおよびします。 LINQはCとVBでできます。

public static TSource<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
TSource、TSource> func

•

public static TAccumulate Aggregate <TSource、TAccumulate>このIEnumerable 

<TSource>ソース、TAccumulateシード、Func <TAccumulate、TSource、TAccumulate>
•

public static TResult Aggregate <TSource、TAccumulate、TResult>このIEnumerable 

<TSource>ソース、TAccumulateシード、Func <TAccumulate、TSource、TAccumulate> 
func、Func <TAccumulate、TResult> resultSelector

•

public static Booleanすべての<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static Booleanの<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Booleanの<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Boolean>

•

public static IEnumerable <TSource> AsEnumerable <TSource>このIEnumerable 

<TSource>ソース
•

public static Decimal AverageこのIEnumerable <Decimal>ソース•

public static Double AverageこのIEnumerable <Double>ソース•

public static Double AverageこのIEnumerable <Int32>ソース•

public static Double AverageこのIEnumerable <Int64>ソース•

public static Nullable <Decimal> AverageこのIEnumerable <Nullable <Decimal >>ソース•

public static Nullable <Double> AverageこのIEnumerable <Nullable <Double >>ソース•

public static Nullable <Double> AverageこのIEnumerable <Nullable <Int32 >>ソース•

public static Nullable <Double> AverageこのIEnumerable <Nullable <Int64 >>ソース•

public static Nullable <Single> AverageこのIEnumerable <Nullable <Single >>ソース•

public static Single AverageこのIEnumerable <Single>ソース•

public static Decimal Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Decimal>セレクタ
•

public static Double <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Double>セレクタ

•

public static Double Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Int32>セレクタ
•

public static Double Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func •
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<TSource、Int64>セレクタ
public static Nullable <Decimal> Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Decimal >>セレクタ

•

パブリックstatic Nullable <Double> Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース
、Func <TSource、Nullable <Double >>セレクタ

•

public static Nullable <Double> Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Int32 >>セレクタ

•

public static Nullable <Double> Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Int64 >>セレクタ

•

public static Nullable <Single> Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Single >>セレクタ

•

public static Single Average <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Single>セレクタ
•

public static IEnumerable <TResult>キャスト<TResult>このIEnumerableソース•

public static IEnumerable <TSource> Concat <TSource>このIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond

•

public static Boolean <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、TSource•

public static Boolean <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、TSource、
IEqualityComparer <TSource>コンペアラ

•

public static Int32 Count <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Int32 Count <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Boolean>

•

public static IEnumerable <TSource> DefaultIfEmpty <TSource>このIEnumerable 

<TSource>ソース
•

public static IEnumerable <TSource> DefaultIfEmpty <TSource>このIEnumerable 

<TSource>ソース、TSource defaultValue

•

public static IEnumerable <TSource> Distinct <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static IEnumerable <TSource> Distinct <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース
、IEqualityComparer <TSource> comparer

•

public static TSource ElementAt <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Int32イン
デックス

•

public static TSource ElementAtOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Int32インデックス

•

public static IEnumerable <TResult> Empty <TResult>•
public static IEnumerable <TSource> <TSource>をくこのIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond

•

public static IEnumerable <TSource> <TSource>をくこのIEnumerable <TSource>、
IEnumerable <TSource> second、IEqualityComparer <TSource> comparer

•

public static TSourceの<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSourceの<TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Boolean>

•

public static TSource FirstOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSource FirstOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func •
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<TSource、Boolean>
public IEnumerable <IGrouping <TKey、TSource >> GroupBy <TSource、TKey>この
IEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、
IEqualityComparer <TKey> comparerは、IEnumerable <IGKeying <TKey、TSource >> 
GroupBy <TSource、TKey>

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelectorこのメソッドは、IEnumerable <IGKeying <TKey、
TElement>、GroupBy <TSource、TKey、TElement>

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelector、IEqualityComparer <TKey> comparerパブリック
static IEnumerable <IGrouping <TKey、TElement >> GroupBy <TSource、TKey、
TElement>

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func <TKey、
IEnumerable <TSource>、TResult> resultSelectorをして、IEnumerable <TResult>

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func <TKey、
IEnumerable <TSource>、TResult> resultSelector、IEqualityComparer <TKey>コンストラ
クタ

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelector、Func <TKey、IEnumerable <TElement>、TResult 
> resultSelector

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelector、Func <TKey、IEnumerable <TElement>、TResult 
> resultSelector、IEqualityComparer <TKey> comparer

•

IEnumerable <TOuter>、IEnumerable <TInner>、Func <TOuter、TKey>キーセレクタ、
Func <TInner、TKey>キーセレクタ、Func <TOuter、 IEnumerable <TInner>、TResult> 
resultSelector

•

IEnumerable <TOuter>、IEnumerable <TInner>、Func <TOuter、TKey>キーセレクタ、
Func <TInner、TKey>キーセレクタ、Func <TOuter、 IEnumerable <TInner>、TResult> 
resultSelector、IEqualityComparer <TKey> comparer

•

public static IEnumerable <TSource> Intersect <TSource>このIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond

•

public static IEnumerable <TSource> Intersect <TSource>このIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond、IEqualityComparer <TSource>が

•

IEnumerable <TOuter>、IEnumerable <TInner>、Func <TOuter、TKey> 
outerKeySelector、Func <TInner、TKey> innerKeySelector、Func <TOuter、TKey、
TResult> TInner、TResult> resultSelector

•

IEnumerable <TOuter>、IEnumerable <TInner>、Func <TOuter、TKey> 
outerKeySelector、Func <TInner、TKey> innerKeySelector、Func <TOuter、TKey、
TResult> TInner、TResult> resultSelector、IEqualityComparer <TKey> comparer

•

public static TSource Last <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSource Last <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource

、Boolean>
•
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public static TSource LastOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSource LastOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static Int64 LongCount <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Int64 LongCount <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static Decimal MaxこのIEnumerable <Decimal>ソース•

public static Double MaxこのIEnumerable <Double>ソース•

public static Int32 MaxこのIEnumerable <Int32>ソース•

public static Int64 MaxこのIEnumerable <Int64>ソース•

public static Nullable <Decimal> MaxこのIEnumerable <Nullable <Decimal >>ソース•

public static Nullable <Double> MaxこのIEnumerable <Nullable <Double >>ソース•

public static Nullable <Int32> MaxこのIEnumerable <Nullable <Int32 >>ソース•

public static Nullable <Int64> MaxこのIEnumerable <Nullable <Int64 >>ソース•

public static Nullable <Single> MaxこのIEnumerable <Nullable <Single >>ソース•

public static Single MaxこのIEnumerable <Single>ソース•

public static TSource Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Decimal Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource

、Decimal>セレクタ
•

public static Double Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Double>セレクタ

•

public static Int32 Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int32>セレクタ

•

public static Int64 Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int64>セレクタ

•

パブリックstatic Nullable <Decimal> Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Decimal >>セレクタ

•

public static Nullable <Double> Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Double >>セレクタ
•

public static Nullable <Int32> Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int32 >>セレクタ
•

public static Nullable <Int64> Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int64 >>セレクタ
•

public static Nullable <Single> Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Single >>セレクタ
•

public static Single Max <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Single>セレクタ

•

public static TResult Max <TSource、TResult>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、TResult>セレクタ
•

public static Decimal MinこのIEnumerable <Decimal>ソース•

public static Double MinこのIEnumerable <Double>ソース•

public static Int32 MinこのIEnumerable <Int32>ソース•
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public static Int64 MinこのIEnumerable <Int64>ソース•

public static Nullable <Decimal> MinこのIEnumerable <Nullable <Decimal >>ソース•

public static Nullable <Double> MinこのIEnumerable <Nullable <Double >>ソース•

public static Nullable <Int32> MinこのIEnumerable <Nullable <Int32 >>ソース•

public static Nullable <Int64> MinこのIEnumerable <Nullable <Int64 >>ソース•

public static Nullable <Single> MinこのIEnumerable <Nullable <Single >>ソース•

public static Single MinこのIEnumerable <Single>ソース•

public static TSource Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Decimal Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Decimal>セレクタ

•

public static Double Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Double>セレクタ

•

public static Int32 Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int32>セレクタ

•

public static Int64 Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int64>セレクタ

•

public static Nullable <Decimal> Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Decimal >>セレクタ
•

public static Nullable <Double> Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Double >>セレクタ
•

public static Nullable <Int32> Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int32 >>セレクタ
•

public static Nullable <Int64> Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int64 >>セレクタ
•

public static Nullable <Single> Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Single >>セレクタ
•

public static Single Min <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Single>セレクタ

•

public static TResult Min <TSource、TResult>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、TResult>セレクタ
•

public static IEnumerable <TResult> OfType <TResult>このIEnumerableソース•

パブリックIOrderedEnumerable <TSource> OrderBy <TSource、TKey>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector
•

パブリックIOrderedEnumerable <TSource> OrderBy <TSource、TKey>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、IComparer <TKey> comparer
•

パブリックIOrderedEnumerable <TSource> OrderByDescending <TSource、TKey>この
IEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector

•

パブリックIOrderedEnumerable <TSource> OrderByDescending <TSource、TKey>この
IEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、IComparer <TKey> 
comparer

•

パブリックIEnumerable <Int32>Int32、Int32カウント•

public static IEnumerable <TResult>りし<TResult>TResult、Int32カウント•
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public static IEnumerable <TSource> Reverse <TSource>このIEnumerable <TSource>ソー
ス

•

public static IEnumerable <TResult> <TSource、TResult>このIEnumerable <TSource>ソー
ス、Func <TSource、TResult>セレクタをします。

•

public static IEnumerable <TResult> <TSource、TResult>このIEnumerable <TSource>ソー
ス、Func <TSource、Int32、TResult>セレクタをします。

•

public static IEnumerable <TResult> SelectMany <TSource、TResult>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、IEnumerable <TResult >>セレクタ
•

public IEnumerable <TResult> SelectMany <TSource、TResult>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、Int32、IEnumerable <TResult >>セレクタ
•

public IEnumerable <TResult> SelectMany <TSource、TCollection、TResult>この
IEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、IEnumerable <TCollection >> 
collectionSelector、Func <TSource、TCollection、TResult> resultSelector

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、Int32、IEnumerable <TCollection >> 
collectionSelector、Func <TSource、TCollection、TResult> resultSelectorパブリックstatic 

IEnumerable <TResult> SelectMany <TSource、TCollection、TResult>

•

public static Boolean SequenceEqual <TSource>このIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond

•

public static Boolean SequenceEqual <TSource>このIEnumerable <TSource> first、
IEnumerable <TSource> second、IEqualityComparer <TSource> comparer

•

public static TSource Single <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSource Single <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static TSource SingleOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static TSource SingleOrDefault <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static IEnumerable <TSource> Skip <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Int32カウント

•

public static IEnumerable <TSource> SkipWhile <TSource>このIEnumerable <TSource>ソ
ース、Func <TSource、Boolean>

•

public static IEnumerable <TSource> SkipWhile <TSource>このIEnumerable <TSource>ソ
ース、Func <TSource、Int32、Boolean>

•

public static Decimal SumこのIEnumerable <Decimal>ソース•

public static Double SumこのIEnumerable <Double>ソース•

public static Int32 SumこのIEnumerable <Int32>ソース•

public static Int64 SumこのIEnumerable <Int64>ソース•

public static Nullable <Decimal> SumこのIEnumerable <Nullable <Decimal >>ソース•

public static Nullable <Double> SumこのIEnumerable <Nullable <Double >>ソース•

public static Nullable <Int32> SumこのIEnumerable <Nullable <Int32 >>ソース•

public static Nullable <Int64> SumこのIEnumerable <Nullable <Int64 >>ソース•

public static Nullable <Single> SumこのIEnumerable <Nullable <Single >>ソース•

public static Single SumこのIEnumerable <Single>ソース•
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public static Decimal Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource

、Decimal>セレクタ
•

public static Double Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Double>セレクタ

•

public static Int32 Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int32>セレクタ

•

public static Int64 Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Int64>セレクタ

•

パブリックstatic Nullable <Decimal> Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Decimal >>セレクタ

•

パブリックstatic Nullable <Double> Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Double >>セレクタ

•

public static Nullable <Int32> Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int32 >>セレクタ
•

public static Nullable <Int64> Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Nullable <Int64 >>セレクタ
•

パブリックstatic Nullable <Single> Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Func <TSource、Nullable <Single >>セレクタ

•

public static Single Sum <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、
Single>セレクタ

•

public static IEnumerable <TSource> Take <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、
Int32カウント

•

public static IEnumerable <TSource> TakeWhile <TSource>このIEnumerable <TSource>ソ
ース、Func <TSource、Boolean>

•

パブリックIEnumerable <TSource> TakeWhile <TSource>このIEnumerable <TSource>ソー
ス、Func <TSource、Int32、Boolean>

•

public static IOrderedEnumerable <TSource> ThenBy <TSource、TKey>この
IOrderedEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector

•

public static IOrderedEnumerable <TSource> ThenBy <TSource、TKey>この
IOrderedEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、IComparer 
<TKey> comparer

•

public static IOrderedEnumerable <TSource> ThenByDescending <TSource、TKey>この
IOrderedEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector

•

public static IOrderedEnumerable <TSource> ThenByDescending <TSource、TKey>この
IOrderedEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、IComparer 
<TKey> comparer

•

public static TSource [] ToArray <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static Dictionary <TKey、TSource> ToDictionary <TSource、TKey>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector
•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、
IEqualityComparer <TKey>コンストラクタ

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelectorパブリックstatic Dictionary <TKey、TElement> 

•
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ToDictionary <TSource、TKey、TElement>
このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelector、IEqualityComparer <TKey> comparer

•

public static List <TSource> ToList <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース•

public static ILookup <TKey、TSource> ToLookup <TSource、TKey>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector
•

public static ILookup <TKey、TSource> ToLookup <TSource、TKey>このIEnumerable 

<TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、IEqualityComparer <TKey> 
comparer

•

パブリックstatic ILookup <TKey、TElement> ToLookup <TSource、TKey、TElement>この
IEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func <TSource、
TElement> elementSelector

•

このIEnumerable <TSource>ソース、Func <TSource、TKey> keySelector、Func 
<TSource、TElement> elementSelector、IEqualityComparer <TKey> comparerパブリック
static ILookup <TKey、TElement> ToLookup <TSource、TKey、TElement>

•

public static IEnumerable <TSource> Union <TSource>このIEnumerable <TSource>が、
IEnumerable <TSource>がsecond

•

public static IEnumerable <TSource> Union <TSource>このIEnumerable <TSource> first、
IEnumerable <TSource> second、IEqualityComparer <TSource> comparer

•

public static IEnumerable <TSource> <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Boolean>
•

public static IEnumerable <TSource> <TSource>このIEnumerable <TSource>ソース、Func 

<TSource、Int32、Boolean>
•

public static IEnumerable <TResult> Zip <TFirst、TSecond、TResult>このIEnumerable 

<TFirst> first、IEnumerable <TSecond> second、Func <TFirst、TSecond、TResult> 
resultSelector

•

LINQもしてください。•

LINQビルトインメソッドは、 System.CoreアセンブリのSystem.Linq.Enumerableクラスにする
IEnumerable<T>インターフェイスのメソッドです。これらは.NET Framework 3.5でできます。

LINQでは、クエリのようなやをして、さまざまなIEnumerableをに、、およびみわせることができ
ます。

のLINQメソッドは、なやList<T>をむのIEnumerable<T>ですることができますが、LINQのセットを
SQLにできるデータベースオブジェクトでもできます。データオブジェクトはそれをサポートし
ます。 LINQ to SQLをしてください。

オブジェクト ContainsやExceptなどをするメソッドでは、コレクションのTがそのインタフェース
をする、 IEquatable<T>.Equalsがされます。それのは、ののEqualsおよびGetHashCode デフォルトの
Objectからオーバーライドされるがありますがされます。カスタムIEqualityComparer<T>をできる
これらのメソッドのオーバーロードもあります。

...OrDefault

https://riptutorial.com/ja/home 48

http://www.riptutorial.com/linq/topic/842/getting-started-with-linq
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb425822.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb425822.aspx


メソッドの、 default(T)がデフォルトをするためにされます。

のリファレンス Enumerableクラス

レイジー

IEnumerable<T>をすすべてのクエリは、ちにされません。わりに、クエリがされるまでロジックが
します。 1つのは、かがこれらのクエリーの1つ、たとえば.Where()からしたIEnumerable<T>するた
びに、なクエリーロジックがりされることです。がされている、これはパフォーマンスののにな
ります。

1つのなのシーケンスのおおよそのサイズをっているか、またはできるは、 .ToArray()または
.ToList()をしてをにバッファリングすることです。 .ToDictionary()または.ToLookup()はじをたす
ことができます。もちろん、シーケンスをして、のカスタムロジックにってをバッファすること
もできます。

ToArray()またはToList() 

.ToArray()と.ToList()は、 IEnumerable<T>シーケンスのすべてのをループし、そのをメモリにされ
たコレクションにします。どちらをするかは、のガイドラインをにしてください。

いくつかのAPIはT[]またはList<T>とするかもしれません。•

.ToList()は、よりにし、 .ToArray()よりもないゴミをします。は、すべてのをしいサイズの
コレクションにコピーするがあります。

•

がまたはからすることができるList<T>によってさ.ToList()、 T[]からさ.ToArray()そのをじ
てサイズのままです。つまり、 List<T>はであり、 T[]はです。

•

T[]からさ.ToArray()よりないメモリをするList<T>からさ.ToList()はされようとしているので
、もし、む.ToArray() 。びしList<T>.TrimExcess()は、メモリのいをにアカデミックにします
が、 .ToList()なのをします。

•

Examples

var persons = new[] 
{ 
    new {Id = 1, Name = "Foo"}, 
    new {Id = 2, Name = "Bar"}, 
    new {Id = 3, Name = "Fizz"}, 
    new {Id = 4, Name = "Buzz"} 
}; 
 
var names = persons.Select(p => p.Name); 
Console.WriteLine(string.Join(",", names.ToArray())); 
 
//Foo,Bar,Fizz,Buzz

このタイプのは、、プログラミングではmapとばれmap 。
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どこフィルタ

このメソッドは、ラムダをたすすべてのをむIEnumerableをします。

var personNames = new[] 
{ 
    "Foo", "Bar", "Fizz", "Buzz" 
}; 
 
var namesStartingWithF = personNames.Where(p => p.StartsWith("F")); 
Console.WriteLine(string.Join(",", namesStartingWithF));

フー、フィッツ

デモをる

OrderBy

var persons = new[] 
{ 
    new {Id = 1, Name = "Foo"}, 
    new {Id = 2, Name = "Bar"}, 
    new {Id = 3, Name = "Fizz"}, 
    new {Id = 4, Name = "Buzz"} 
}; 
 
var personsSortedByName = persons.OrderBy(p => p.Name); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", personsSortedByName.Select(p => p.Id).ToArray())); 
 
//2,4,3,1

OrderByDescending

var persons = new[] 
{ 
    new {Id = 1, Name = "Foo"}, 
    new {Id = 2, Name = "Bar"}, 
    new {Id = 3, Name = "Fizz"}, 
    new {Id = 4, Name = "Buzz"} 
}; 
 
var personsSortedByNameDescending = persons.OrderByDescending(p => p.Name); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", personsSortedByNameDescending.Select(p => 
p.Id).ToArray())); 
 
//1,3,4,2

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
Console.WriteLine(numbers.Contains(3)); //True 
Console.WriteLine(numbers.Contains(34)); //False
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var numbers = new[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
var evenNumbersBetweenSixAndFourteen = new[] { 6, 8, 10, 12 }; 
 
var result = numbers.Except(evenNumbersBetweenSixAndFourteen); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", result)); 
 
//1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

var numbers1to10 = new[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
var numbers5to15 = new[] {5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; 
 
var numbers5to10 = numbers1to10.Intersect(numbers5to15); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", numbers5to10)); 
 
//5,6,7,8,9,10

var numbers1to5 = new[] {1, 2, 3, 4, 5}; 
var numbers4to8 = new[] {4, 5, 6, 7, 8}; 
 
var numbers1to8 = numbers1to5.Concat(numbers4to8); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", numbers1to8)); 
 
//1,2,3,4,5,4,5,6,7,8

にがっていることにしてください。これがましくないは、わりにUnionしてください。

つける

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var firstNumber = numbers.First(); 
Console.WriteLine(firstNumber); //1 
 
var firstEvenNumber = numbers.First(n => (n & 1) == 0); 
Console.WriteLine(firstEvenNumber); //2

InvalidOperationExceptionが "シーケンスにするがまれていません"というメッセージがスローされ
ます。

var firstNegativeNumber = numbers.First(n => n < 0);

シングル

var oneNumber = new[] {5}; 
var theOnlyNumber = oneNumber.Single(); 
Console.WriteLine(theOnlyNumber);  //5 
 
var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var theOnlyNumberSmallerThanTwo = numbers.Single(n => n < 2); 
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Console.WriteLine(theOnlyNumberSmallerThanTwo);  //1

シーケンスにのがあるため、のInvalidOperationExceptionはInvalidOperationExceptionスローします
。

var theOnlyNumberInNumbers = numbers.Single(); 
var theOnlyNegativeNumber = numbers.Single(n => n < 0);

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var lastNumber = numbers.Last(); 
Console.WriteLine(lastNumber); //5 
 
var lastEvenNumber = numbers.Last(n => (n & 1) == 0); 
Console.WriteLine(lastEvenNumber); //4

InvalidOperationExceptionスローされる

var lastNegativeNumber = numbers.Last(n => n < 0);

LastOrDefault

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var lastNumber = numbers.LastOrDefault(); 
Console.WriteLine(lastNumber); //5 
 
var lastEvenNumber = numbers.LastOrDefault(n => (n & 1) == 0); 
Console.WriteLine(lastEvenNumber); //4 
 
var lastNegativeNumber = numbers.LastOrDefault(n => n < 0); 
Console.WriteLine(lastNegativeNumber); //0 
 
var words = new[] { "one", "two", "three", "four", "five" }; 
 
var lastWord = words.LastOrDefault(); 
Console.WriteLine(lastWord); // five 
 
var lastLongWord = words.LastOrDefault(w => w.Length > 4); 
Console.WriteLine(lastLongWord); // three 
 
var lastMissingWord = words.LastOrDefault(w => w.Length > 5); 
Console.WriteLine(lastMissingWord); // null

SingleOrDefault

var oneNumber = new[] {5}; 
var theOnlyNumber = oneNumber.SingleOrDefault(); 
Console.WriteLine(theOnlyNumber);  //5 
 
var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var theOnlyNumberSmallerThanTwo = numbers.SingleOrDefault(n => n < 2); 
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Console.WriteLine(theOnlyNumberSmallerThanTwo);  //1 
 
var theOnlyNegativeNumber = numbers.SingleOrDefault(n => n < 0); 
Console.WriteLine(theOnlyNegativeNumber);  //0

InvalidOperationExceptionスローされる

var theOnlyNumberInNumbers = numbers.SingleOrDefault();

FirstOrDefault

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var firstNumber = numbers.FirstOrDefault(); 
Console.WriteLine(firstNumber); //1 
 
var firstEvenNumber = numbers.FirstOrDefault(n => (n & 1) == 0); 
Console.WriteLine(firstEvenNumber); //2 
 
var firstNegativeNumber = numbers.FirstOrDefault(n => n < 0); 
Console.WriteLine(firstNegativeNumber); //0 
 
var words = new[] { "one", "two", "three", "four", "five" }; 
 
var firstWord = words.FirstOrDefault(); 
Console.WriteLine(firstWord); // one 
 
var firstLongWord = words.FirstOrDefault(w => w.Length > 3); 
Console.WriteLine(firstLongWord); // three 
 
var firstMissingWord = words.FirstOrDefault(w => w.Length > 5); 
Console.WriteLine(firstMissingWord); // null

どれか

コレクションにラムダのをたすがtrueはtrueします。

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var isNotEmpty = numbers.Any(); 
Console.WriteLine(isNotEmpty); //True 
 
var anyNumberIsOne = numbers.Any(n => n == 1); 
Console.WriteLine(anyNumberIsOne); //True 
 
var anyNumberIsSix = numbers.Any(n => n == 6); 
Console.WriteLine(anyNumberIsSix); //False 
 
var anyNumberIsOdd = numbers.Any(n => (n & 1) == 1); 
Console.WriteLine(anyNumberIsOdd); //True 
 
var anyNumberIsNegative = numbers.Any(n => n < 0); 
Console.WriteLine(anyNumberIsNegative); //False
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すべて

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var allNumbersAreOdd = numbers.All(n => (n & 1) == 1); 
Console.WriteLine(allNumbersAreOdd); //False 
 
var allNumbersArePositive = numbers.All(n => n > 0); 
Console.WriteLine(allNumbersArePositive); //True

Allメソッドは、にってfalseとされるのをチェックすることによってすることにしてください。
したがって、このメソッドは、セットがのにはどのでも trueをしtrue 。

var numbers = new int[0]; 
var allNumbersArePositive = numbers.All(n => n > 0); 
Console.WriteLine(allNumbersArePositive); //True

SelectManyフラットマップ

Enumerable.SelectはすべてののをしEnumerable.Select 。 Enumerable.SelectManyはごとにのをします
。これは、シーケンスにシーケンスよりもくのがまれるがあることをします。

Enumerable.SelectされるLambda expressionsは、のをすがあります。 Enumerable.SelectManyされるラ
ムダは、シーケンスをするがありEnumerable.SelectMany 。このシーケンスには、シーケンスのに
してさまざまなのをめることができます。

class Invoice 
{ 
    public int Id { get; set; } 
} 
 
class Customer 
{ 
    public Invoice[] Invoices {get;set;} 
} 
 
var customers = new[] { 
    new Customer { 
        Invoices = new[] { 
            new Invoice {Id=1}, 
            new Invoice {Id=2}, 
        } 
    }, 
    new Customer { 
        Invoices = new[] { 
            new Invoice {Id=3}, 
            new Invoice {Id=4}, 
        } 
    }, 
    new Customer { 
        Invoices = new[] { 
            new Invoice {Id=5}, 
            new Invoice {Id=6}, 
        } 
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    } 
}; 
 
var allInvoicesFromAllCustomers = customers.SelectMany(c => c.Invoices); 
 
Console.WriteLine( 
    string.Join(",", allInvoicesFromAllCustomers.Select(i => i.Id).ToArray()));

1,2,3,4,5,6

デモをる

Enumerable.SelectManyは、2つのしたfromをするベースのクエリでもできEnumerable.SelectMany 。

var allInvoicesFromAllCustomers 
    = from customer in customers 
      from invoice in customer.Invoices 
      select invoice;

var numbers = new[] {1,2,3,4}; 
 
var sumOfAllNumbers = numbers.Sum(); 
Console.WriteLine(sumOfAllNumbers); //10 
 
var cities = new[] { 
    new {Population = 1000}, 
    new {Population = 2500}, 
    new {Population = 4000} 
}; 
 
var totalPopulation = cities.Sum(c => c.Population); 
Console.WriteLine(totalPopulation); //7500

スキップ

SkipはのNのアイテムをさずにします。アイテムN + 1にすると、Skipはすべてのアイテムをすよ
うになります。

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var allNumbersExceptFirstTwo = numbers.Skip(2); 
Console.WriteLine(string.Join(",", allNumbersExceptFirstTwo.ToArray())); 
 
//3,4,5

る

このメソッドは、のnをからります。

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var threeFirstNumbers = numbers.Take(3); 
Console.WriteLine(string.Join(",", threeFirstNumbers.ToArray())); 
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//1,2,3

SequenceEqual

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
var sameNumbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
var sameNumbersInDifferentOrder = new[] {5,1,4,2,3}; 
 
var equalIfSameOrder = numbers.SequenceEqual(sameNumbers); 
Console.WriteLine(equalIfSameOrder); //True 
 
var equalIfDifferentOrder = numbers.SequenceEqual(sameNumbersInDifferentOrder); 
Console.WriteLine(equalIfDifferentOrder); //False

var numbers = new[] {1,2,3,4,5}; 
var reversed = numbers.Reverse(); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", reversed.ToArray())); 
 
//5,4,3,2,1

OfType

var mixed = new object[] {1,"Foo",2,"Bar",3,"Fizz",4,"Buzz"}; 
var numbers = mixed.OfType<int>(); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", numbers.ToArray())); 
 
//1,2,3,4

var numbers = new[] {1,2,3,4}; 
 
var maxNumber = numbers.Max(); 
Console.WriteLine(maxNumber); //4 
 
var cities = new[] { 
    new {Population = 1000}, 
    new {Population = 2500}, 
    new {Population = 4000} 
}; 
 
var maxPopulation = cities.Max(c => c.Population); 
Console.WriteLine(maxPopulation); //4000

var numbers = new[] {1,2,3,4}; 
 
var minNumber = numbers.Min(); 
Console.WriteLine(minNumber); //1 
 
var cities = new[] { 
    new {Population = 1000}, 
    new {Population = 2500}, 
    new {Population = 4000} 
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}; 
 
var minPopulation = cities.Min(c => c.Population); 
Console.WriteLine(minPopulation); //1000

var numbers = new[] {1,2,3,4}; 
 
var averageNumber = numbers.Average(); 
Console.WriteLine(averageNumber); 
// 2,5

このメソッドは、なのをします。

var cities = new[] { 
    new {Population = 1000}, 
    new {Population = 2000}, 
    new {Population = 4000} 
}; 
 
var averagePopulation = cities.Average(c => c.Population); 
Console.WriteLine(averagePopulation); 
// 2333,33

このメソッドは、されたをしてなのをします。

ジップ

.NET 4.0

var tens = new[] {10,20,30,40,50}; 
var units = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var sums = tens.Zip(units, (first, second) => first + second); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", sums)); 
 
//11,22,33,44,55

な

var numbers = new[] {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5}; 
var distinctNumbers = numbers.Distinct(); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", distinctNumbers)); 
 
//1,2,3,4,5

GroupBy

var persons = new[] { 
    new { Name="Fizz", Job="Developer"}, 
    new { Name="Buzz", Job="Developer"}, 
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    new { Name="Foo", Job="Astronaut"}, 
    new { Name="Bar", Job="Astronaut"}, 
}; 
 
var groupedByJob = persons.GroupBy(p => p.Job); 
 
foreach(var theGroup in groupedByJob) 
{ 
    Console.WriteLine( 
        "{0} are {1}s", 
        string.Join(",", theGroup.Select(g => g.Name).ToArray()), 
        theGroup.Key); 
} 
 
//Fizz,Buzz are Developers 
//Foo,Bar are Astronauts

のをグループし、レコード、、でしいオブジェクトをする

var a = db.Invoices.GroupBy(i => i.Country) 
          .Select(g => new { Country = g.Key, 
                             Count = g.Count(), 
                             Total = g.Sum(i => i.Paid), 
                             Average = g.Average(i => i.Paid) });

だけをむならば、グループはありません

var a = db.Invoices.GroupBy(i => 1) 
          .Select(g => new { Count = g.Count(), 
                             Total = g.Sum(i => i.Paid), 
                             Average = g.Average(i => i.Paid) });

かカウントがな

var a = db.Invoices.GroupBy(g => 1) 
          .Select(g => new { High = g.Count(i => i.Paid >= 1000), 
                             Low = g.Count(i => i.Paid < 1000), 
                             Sum = g.Sum(i => i.Paid) });

ToDictionary

されたkeySelectorをしてキーをするIEnumerableソースからしいをします。 keySelectorがインジ
ェクションでないソースコレクションのメンバにのをします、 ArgumentExceptionスローします。
するとキーをできるオーバーロードがあります。

var persons = new[] { 
    new { Name="Fizz", Id=1}, 
    new { Name="Buzz", Id=2}, 
    new { Name="Foo", Id=3}, 
    new { Name="Bar", Id=4}, 
};

ちょうどキーセレクターをすると、されDictionary<TKey,TVal>とTKeyセレクタ、のりTValのオブジ
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ェクト・タイプ、およびされたとのオブジェクト。

var personsById = persons.ToDictionary(p => p.Id); 
// personsById is a Dictionary<int,object> 
 
Console.WriteLine(personsById[1].Name); //Fizz 
Console.WriteLine(personsById[2].Name); //Buzz

セレクタをすると、 Dictionary<TKey,TVal>もされますが、 TKeyはキーセレクタのりのですが、 
TValはセレクタのりのとりをとしてします。

var namesById = persons.ToDictionary(p => p.Id, p => p.Name); 
//namesById is a Dictionary<int,string> 
 
Console.WriteLine(namesById[3]); //Foo 
Console.WriteLine(namesById[4]); //Bar

のように、キーセレクタによってされるキーはでなければなりません。はをスローします。

var persons = new[] { 
    new { Name="Fizz", Id=1}, 
    new { Name="Buzz", Id=2}, 
    new { Name="Foo", Id=3}, 
    new { Name="Bar", Id=4}, 
    new { Name="Oops", Id=4} 
}; 
 
var willThrowException = persons.ToDictionary(p => p.Id)

ソースコレクションにしてのキーをできないは、わりにToLookupをすることをしてください。、
ToLookupはToDictionaryとにしますが、のLookupではキーはするキーをつのコレクションとペア
になります。

var numbers1to5 = new[] {1,2,3,4,5}; 
var numbers4to8 = new[] {4,5,6,7,8}; 
 
var numbers1to8 = numbers1to5.Union(numbers4to8); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", numbers1to8)); 
 
//1,2,3,4,5,6,7,8

がからされることにしてください。これがましくないは、わりにConcatしてください。

ToArray

var numbers = new[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
var someNumbers = numbers.Where(n => n < 6); 
 
Console.WriteLine(someNumbers.GetType().Name); 
//WhereArrayIterator`1 
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var someNumbersArray = someNumbers.ToArray(); 
 
Console.WriteLine(someNumbersArray.GetType().Name); 
//Int32[]

ToList

var numbers = new[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
var someNumbers = numbers.Where(n => n < 6); 
 
Console.WriteLine(someNumbers.GetType().Name); 
//WhereArrayIterator`1 
 
var someNumbersList = someNumbers.ToList(); 
 
Console.WriteLine( 
    someNumbersList.GetType().Name + " - " + 
    someNumbersList.GetType().GetGenericArguments()[0].Name); 
//List`1 - Int32

カウント

IEnumerable<int> numbers = new[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
 
var numbersCount = numbers.Count(); 
Console.WriteLine(numbersCount); //10 
 
var evenNumbersCount = numbers.Count(n => (n & 1) == 0); 
Console.WriteLine(evenNumbersCount); //5

ElementAt

var names = new[] {"Foo","Bar","Fizz","Buzz"}; 
 
var thirdName = names.ElementAt(2); 
Console.WriteLine(thirdName); //Fizz 
 
//The following throws ArgumentOutOfRangeException 
 
var minusOnethName = names.ElementAt(-1); 
var fifthName = names.ElementAt(4);

ElementAtOrDefault

var names = new[] {"Foo","Bar","Fizz","Buzz"}; 
 
var thirdName = names.ElementAtOrDefault(2); 
Console.WriteLine(thirdName); //Fizz 
 
var minusOnethName = names.ElementAtOrDefault(-1); 
Console.WriteLine(minusOnethName); //null 
 
var fifthName = names.ElementAtOrDefault(4); 
Console.WriteLine(fifthName); //null
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SkipWhile

var numbers = new[] {2,4,6,8,1,3,5,7}; 
 
var oddNumbers = numbers.SkipWhile(n => (n & 1) == 0); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", oddNumbers.ToArray())); 
 
//1,3,5,7

TakeWhile

var numbers = new[] {2,4,6,1,3,5,7,8}; 
 
var evenNumbers = numbers.TakeWhile(n => (n & 1) == 0); 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", evenNumbers.ToArray())); 
 
//2,4,6

DefaultIfEmpty

var numbers = new[] {2,4,6,8,1,3,5,7}; 
 
var numbersOrDefault = numbers.DefaultIfEmpty(); 
Console.WriteLine(numbers.SequenceEqual(numbersOrDefault)); //True 
 
var noNumbers = new int[0]; 
 
var noNumbersOrDefault = noNumbers.DefaultIfEmpty(); 
Console.WriteLine(noNumbersOrDefault.Count()); //1 
Console.WriteLine(noNumbersOrDefault.Single()); //0 
 
var noNumbersOrExplicitDefault = noNumbers.DefaultIfEmpty(34); 
Console.WriteLine(noNumbersOrExplicitDefault.Count()); //1 
Console.WriteLine(noNumbersOrExplicitDefault.Single()); //34

りたたみ

ステップでしいオブジェクトをする

var elements = new[] {1,2,3,4,5}; 
 
var commaSeparatedElements = elements.Aggregate( 
    seed: "", 
    func: (aggregate, element) => $"{aggregate}{element},"); 
 
Console.WriteLine(commaSeparatedElements);  //1,2,3,4,5,

すべてのステップでじオブジェクトをする

var commaSeparatedElements2 = elements.Aggregate( 
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    seed: new StringBuilder(), 
    func: (seed, element) => seed.Append($"{element},")); 
 
Console.WriteLine(commaSeparatedElements2.ToString());  //1,2,3,4,5,

セレクタの

var commaSeparatedElements3 = elements.Aggregate( 
    seed: new StringBuilder(), 
    func: (seed, element) => seed.Append($"{element},"), 
    resultSelector: (seed) => seed.ToString()); 
Console.WriteLine(commaSeparatedElements3);  //1,2,3,4,5,

シードがされた、のはシードになります。

var seedAndElements = elements.Select(n=>n.ToString()); 
var commaSeparatedElements4 = seedAndElements.Aggregate( 
    func: (aggregate, element) => $"{aggregate}{element},"); 
 
Console.WriteLine(commaSeparatedElements4);  //12,3,4,5,

げる

var persons = new[] { 
    new { Name="Fizz", Job="Developer"}, 
    new { Name="Buzz", Job="Developer"}, 
    new { Name="Foo", Job="Astronaut"}, 
    new { Name="Bar", Job="Astronaut"}, 
}; 
 
var groupedByJob = persons.ToLookup(p => p.Job); 
 
foreach(var theGroup in groupedByJob) 
{ 
    Console.WriteLine( 
        "{0} are {1}s", 
        string.Join(",", theGroup.Select(g => g.Name).ToArray()), 
        theGroup.Key); 
} 
 
//Fizz,Buzz are Developers 
//Foo,Bar are Astronauts

する

class Developer 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
 
class Project 
{ 
    public int DeveloperId { get; set; } 

https://riptutorial.com/ja/home 62



    public string Name { get; set; } 
} 
 
var developers = new[] { 
    new Developer { 
        Id = 1, 
        Name = "Foobuzz" 
    }, 
    new Developer { 
        Id = 2, 
        Name = "Barfizz" 
    } 
}; 
 
var projects = new[] { 
    new Project { 
        DeveloperId = 1, 
        Name = "Hello World 3D" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 1, 
        Name = "Super Fizzbuzz Maker" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 2, 
        Name = "Citizen Kane - The action game" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 2, 
        Name = "Pro Pong 2016" 
    } 
}; 
 
var denormalized = developers.Join( 
    inner: projects, 
    outerKeySelector: dev => dev.Id, 
    innerKeySelector: proj => proj.DeveloperId, 
    resultSelector: 
        (dev, proj) => new { 
            ProjectName = proj.Name, 
            DeveloperName = dev.Name}); 
 
foreach(var item in denormalized) 
{ 
    Console.WriteLine("{0} by {1}", item.ProjectName, item.DeveloperName); 
} 
 
//Hello World 3D by Foobuzz 
//Super Fizzbuzz Maker by Foobuzz 
//Citizen Kane - The action game by Barfizz 
//Pro Pong 2016 by Barfizz

GroupJoin

class Developer 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
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class Project 
{ 
    public int DeveloperId { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
 
var developers = new[] { 
    new Developer { 
        Id = 1, 
        Name = "Foobuzz" 
    }, 
    new Developer { 
        Id = 2, 
        Name = "Barfizz" 
    } 
}; 
 
var projects = new[] { 
    new Project { 
        DeveloperId = 1, 
        Name = "Hello World 3D" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 1, 
        Name = "Super Fizzbuzz Maker" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 2, 
        Name = "Citizen Kane - The action game" 
    }, 
    new Project { 
        DeveloperId = 2, 
        Name = "Pro Pong 2016" 
    } 
}; 
 
var grouped = developers.GroupJoin( 
    inner: projects, 
    outerKeySelector: dev => dev.Id, 
    innerKeySelector: proj => proj.DeveloperId, 
    resultSelector: 
        (dev, projs) => new { 
            DeveloperName = dev.Name, 
            ProjectNames = projs.Select(p => p.Name).ToArray()}); 
 
foreach(var item in grouped) 
{ 
    Console.WriteLine( 
        "{0}'s projects: {1}", 
        item.DeveloperName, 
        string.Join(", ", item.ProjectNames)); 
} 
 
//Foobuzz's projects: Hello World 3D, Super Fizzbuzz Maker 
//Barfizz's projects: Citizen Kane - The action game, Pro Pong 2016

キャスト

Castは、 IEnumerableメソッドであり、 IEnumerable<T>ではなく、 Enumerableののメソッドとはなり
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Enumerable 。したがって、のインスタンスをのインスタンスにするためにできます。

これは、 ArrayListはIEnumerable<T>していないため、コンパイルされません。

var numbers = new ArrayList() {1,2,3,4,5}; 
Console.WriteLine(numbers.First());

どおりにします。

var numbers = new ArrayList() {1,2,3,4,5}; 
Console.WriteLine(numbers.Cast<int>().First()); //1

Castはキャストをしません 。のコンパイルはにInvalidCastExceptionをスローします。

var numbers = new int[] {1,2,3,4,5}; 
decimal[] numbersAsDecimal = numbers.Cast<decimal>().ToArray();

コレクションへのキャストをするなは、のとおりです。

var numbers= new int[] {1,2,3,4,5}; 
decimal[] numbersAsDecimal = numbers.Select(n => (decimal)n).ToArray();

の

intののIEnumerableをするには

IEnumerable<int> emptyList = Enumerable.Empty<int>(); 

こののIEnumerableは、タイプTにしてキャッシュされるため、のようになります。

Enumerable.Empty<decimal>() == Enumerable.Empty<decimal>(); // This is True 
Enumerable.Empty<int>() == Enumerable.Empty<decimal>();     // This is False

に、

ThenByはOrderByのにのみでき、のをしてすることができます

var persons = new[] 
{ 
    new {Id = 1, Name = "Foo", Order = 1}, 
    new {Id = 1, Name = "FooTwo", Order = 2}, 
    new {Id = 2, Name = "Bar", Order = 2}, 
    new {Id = 2, Name = "BarTwo", Order = 1}, 
    new {Id = 3, Name = "Fizz", Order = 2}, 
    new {Id = 3, Name = "FizzTwo", Order = 1}, 
}; 
 
var personsSortedByName = persons.OrderBy(p => p.Id).ThenBy(p => p.Order); 
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Console.WriteLine(string.Join(",", personsSortedByName.Select(p => p.Name))); 
//This will display : 
//Foo,FooTwo,BarTwo,Bar,FizzTwo,Fizz

Rangeの2つのパラメータは、 のとするのですのではありません。

// prints 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Console.WriteLine(string.Join(",", Enumerable.Range(1, 10))); 
 
// prints 10,11,12,13,14 
Console.WriteLine(string.Join(",", Enumerable.Range(10, 5)));

class Person 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set; } 
} 
 
class Pet 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public Person Owner { get; set; } 
} 
 
public static void Main(string[] args) 
{ 
    var magnus = new Person { FirstName = "Magnus", LastName = "Hedlund" }; 
    var terry = new Person { FirstName = "Terry", LastName = "Adams" }; 
 
    var barley = new Pet { Name = "Barley", Owner = terry }; 
 
    var people = new[] { magnus, terry }; 
    var pets = new[] { barley }; 
 
    var query = 
        from person in people 
        join pet in pets on person equals pet.Owner into gj 
        from subpet in gj.DefaultIfEmpty() 
        select new 
        { 
            person.FirstName, 
            PetName = subpet?.Name ?? "-" // Use - if he has no pet 
        }; 
 
    foreach (var p in query) 
        Console.WriteLine($"{p.FirstName}: {p.PetName}"); 
}

りす

Enumerable.Repeatは、りしのシーケンスをします。このでは、「Hello」を4します。

var repeats = Enumerable.Repeat("Hello", 4); 
 
foreach (var item in repeats) 
{ 
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    Console.WriteLine(item); 
} 
 
/* output: 
    Hello 
    Hello 
    Hello 
    Hello 
*/

オンラインでLINQをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/34/linq
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17: NuGetパッケージングシステム
NuGet.org 

NuGetは、.NETをむMicrosoftプラットフォームのパッケージマネージャです。 NuGet

クライアントツールは、パッケージをしてするをします。 NuGetギャラリーは、すべ
てのパッケージとコンシューマがするパッケージリポジトリです。

はNuGet.orgのによるものです 。

Examples

NuGet Package Managerのインストール

プロジェクトのパッケージをできるようにするには、NuGet Package Managerがです。これは
Visual Studio Extensionです。のドキュメント「 NuGet Clientのインストールと」でしています。

Visual Studio 2012、NuGetはすべてのエディションにまれており、ツール→NuGetパッケージマ
ネージャ→パッケージマネージャコンソールからできます。

Visual Studioの[ツール]メニューから、[と]をクリックします。

これは、のGUIをインストールします。
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プロジェクトまたはReferencesフォルダの "Manage NuGet Packages ..."をクリックすると
できます

•

また、パッケージマネージャコンソール

ツール - > NuGetパッケージマネージャー - >パッケージマネージャーコンソール。•

UIをしたパッケージの

プロジェクトまたはReferencesフォルダをクリックすると、[Manage NuGet Packages ...]オプシ
ョンをクリックできます。 パッケージマネージャダイアログがされます。

コンソールからパッケージをする

[Tools] - > [NuGet Package Manager] - > [Package Manager Console]のメニューをクリックして
、IDEにコンソールをします。 のドキュメントはこちら 。

https://riptutorial.com/ja/home 69

https://docs.nuget.org/consume/package-manager-dialog
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-dialog
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-dialog
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-dialog
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-dialog
http://i.stack.imgur.com/Fi0Uq.png
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-console-powershell-reference
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-console-powershell-reference
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-console-powershell-reference
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-console-powershell-reference
https://docs.nuget.org/consume/package-manager-console-powershell-reference


ここでは、パッケージをされている「デフォルトプロジェクト」にinstall-packageコマンドをす
ることができます。

Install-Package Elmah

パッケージをインストールするプロジェクトをして、[デフォルトプロジェクト]ドロップダウンで
したプロジェクトをきすることもできます。

Install-Package Elmah -ProjectName MyFirstWebsite

パッケージの

パッケージをするには、のコマンドをします。

PM> Update-Package EntityFramework

EntityFrameworkはするパッケージのです。はすべてのプロジェクトでされるため、「デフォルト
プロジェクト」にのみインストールするInstall-Package EntityFrameworkとはなりInstall-Package 

EntityFramework 。

1つのプロジェクトをにすることもできます。

PM> Update-Package EntityFramework -ProjectName MyFirstWebsite

パッケージのアンインストール

PM> Uninstall-Package EntityFramework 

ソリューションの1つのプロジェクトからパッケージをアンインストールする

PM> Uninstall-Package -ProjectName MyProjectB EntityFramework

のバージョンのパッケージをインストールする

PM> Install-Package EntityFramework -Version 6.1.2 

パッケージソースフィードMyGet、Klondikeなどをすると、

nuget sources add -name feedname -source http://sourcefeedurl

UIをしてなるローカルNugetパッケージソースをする

がなるチームでパッケージをするために、それのナゲットサーバーをセットアップするのはです
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。

ソリューションエクスプローラにし、 マウスボタンをクリックしManage NuGet Packages for 

Solutionをします。
1. 

いているウィンドウで[ Settingsクリックします2. 
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にある+をクリックし、ローカルナゲットサーバーにポイントするURLとをします。3. 
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のバージョンのパッケージをアンインストールする

PM> uninstall-Package EntityFramework -Version 6.1.2

オンラインでNuGetパッケージングシステムをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/43/nugetパ
ッケージングシステム
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18: ReadOnlyCollections

ReadOnlyCollectionは、のコレクション 'ソースコレクション'にしてみりビューをします。

アイテムは、 ReadOnlyCollectionまたはされません。わりに、それらはされてソースコレクション
からされ、 ReadOnlyCollectionはこれらのをソースにします。

ReadOnlyCollectionののとはできませんが、にあるとして、のプロパティをしてメソッドをびすこ
とができます。

コードでコレクションをせずにできるようにするにはReadOnlyCollectionしますが、コレクション
はですることができます。

ObservableCollection<T>•
ReadOnlyObservableCollection<T>•

ReadOnlyCollectionsImmutableCollection

ReadOnlyCollectionは、あなたがしたImmutableCollectionできないというで、 ImmutableCollectionと
なりますImmutableCollectionは、にnをみ、きえたりべえたりすることはできません。、 
ReadOnlyCollectionはすることはできませんが、ソースコレクションをしてを//べえすることはで
きます。

Examples

ReadOnlyCollectionの

コンストラクタの

ReadOnlyCollectionは、のIListオブジェクトをコンストラクタにすことによってされIList 。

var groceryList = new List<string> { "Apple", "Banana" }; 
var readOnlyGroceryList = new ReadOnlyCollection<string>(groceryList);

LINQの

さらに、LINQはIListオブジェクトのAsReadOnly()メソッドをします。

var readOnlyVersion = groceryList.AsReadOnly();

、ソースコレクションをにして、 ReadOnlyCollectionへのパブリックアクセスをします。インライ
ンリストからReadOnlyCollectionをすることはできますが、コレクションをしたでコレクションを
することはできません。
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var readOnlyGroceryList = new List<string> {"Apple", "Banana"}.AsReadOnly(); 
// Great, but you will not be able to update the grocery list because 
//  you do not have a reference to the source list anymore!

これをうことがわかったは、 ImmutableCollectionなどののデータのをすることをおめします。

ReadOnlyCollectionの

ReadOnlyCollectionはできません。わりに、ソースコレクションがされ、 ReadOnlyCollectionにこれ
らのがされます。これは、 ReadOnlyCollectionなです。

var groceryList = new List<string> { "Apple", "Banana" }; 
 
var readOnlyGroceryList = new ReadOnlyCollection<string>(groceryList); 
 
var itemCount = readOnlyGroceryList.Count;  // There are currently 2 items 
 
//readOnlyGroceryList.Add("Candy");         // Compiler Error - Items cannot be added to a 
ReadOnlyCollection object 
groceryList.Add("Vitamins");                // ..but they can be added to the original 
collection 
 
itemCount = readOnlyGroceryList.Count;      // Now there are 3 items 
var lastItem = readOnlyGroceryList.Last();  // The last item on the read only list is now 
"Vitamins"

デモをる

ReadOnlyCollectionのは、にはみりではありません

ソースコレクションのタイプがでない、 ReadOnlyCollectionアクセスされるエレメントはできます
。

public class Item 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public decimal Price { get; set; } 
} 
 
public static void FillOrder() 
{ 
    // An order is generated 
    var order = new List<Item> 
    { 
        new Item { Name = "Apple", Price = 0.50m }, 
        new Item { Name = "Banana", Price = 0.75m }, 
        new Item { Name = "Vitamins", Price = 5.50m } 
    }; 
 
    // The current sub total is $6.75 
    var subTotal = order.Sum(item => item.Price); 
 
    // Let the customer preview their order 
    var customerPreview = new ReadOnlyCollection<Item>(order); 
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    // The customer can't add or remove items, but they can change 
    //   the price of an item, even though it is a ReadOnlyCollection 
    customerPreview.Last().Price = 0.25m; 
 
    // The sub total is now only $1.50! 
    subTotal = order.Sum(item => item.Price); 
}

デモをる

オンラインでReadOnlyCollectionsをむ https://riptutorial.com/ja/dot-
net/topic/6906/readonlycollections
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19: StdErrストリームへのきみとみし

Examples

コンソールをしてエラーにきむ

var sourceFileName = "NonExistingFile"; 
try 
{ 
    System.IO.File.Copy(sourceFileName, "DestinationFile"); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    var stdErr = Console.Error; 
    stdErr.WriteLine($"Failed to copy '{sourceFileName}': {e.Message}"); 
}

プロセスのエラーからのみり

var errors = new System.Text.StringBuilder(); 
var process = new Process 
{ 
    StartInfo = new ProcessStartInfo 
    { 
        RedirectStandardError = true, 
        FileName = "xcopy.exe", 
        Arguments = "\"NonExistingFile\" \"DestinationFile\"", 
        UseShellExecute = false 
    }, 
 
}; 
process.ErrorDataReceived += (s, e) => errors.AppendLine(e.Data); 
process.Start(); 
process.BeginErrorReadLine(); 
process.WaitForExit(); 
 
if (errors.Length > 0) // something went wrong 
    System.Console.Error.WriteLine($"Child process error: \r\n {errors}");

オンラインでStdErrストリームへのきみとみしをむ https://riptutorial.com/ja/dot-

net/topic/10779/stderrストリームへのきみとみし
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20: System.Diagnostics

Examples

ストップウォッチ

このでは、 Stopwatchをしてコードブロックをベンチマークするをします。

using System; 
using System.Diagnostics; 
 
public class Benchmark : IDisposable 
{ 
    private Stopwatch sw; 
 
    public Benchmark() 
    { 
        sw = Stopwatch.StartNew(); 
    } 
 
    public void Dispose() 
    { 
        sw.Stop(); 
        Console.WriteLine(sw.Elapsed); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        using (var bench = new Benchmark()) 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World"); 
        } 
    } 
}

シェルコマンドをする

string strCmdText = "/C copy /b Image1.jpg + Archive.rar Image2.jpg"; 
System.Diagnostics.Process.Start("CMD.exe",strCmdText);

これは、cmdウィンドウをにします。

System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process(); 
System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(); 
startInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden; 
startInfo.FileName = "cmd.exe"; 
startInfo.Arguments = "/C copy /b Image1.jpg + Archive.rar Image2.jpg"; 
process.StartInfo = startInfo; 
process.Start();
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コマンドをCMDにり、をける

このメソッドをすると、 Cmd.exe commandをし、エラーもむをとしてします。

private static string SendCommand(string command) 
{ 
    var cmdOut = string.Empty; 
 
    var startInfo = new ProcessStartInfo("cmd", command) 
    { 
        WorkingDirectory = @"C:\Windows\System32", // Directory to make the call from 
        WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,   // Hide the window 
        UseShellExecute = false,                   // Do not use the OS shell to start the 
process 
        CreateNoWindow = true,                     // Start the process in a new window 
        RedirectStandardOutput = true,             // This is required to get STDOUT 
        RedirectStandardError = true               // This is required to get STDERR 
    }; 
 
    var p = new Process {StartInfo = startInfo}; 
 
    p.Start(); 
 
    p.OutputDataReceived += (x, y) => cmdOut += y.Data; 
    p.ErrorDataReceived += (x, y) => cmdOut += y.Data; 
    p.BeginOutputReadLine(); 
    p.BeginErrorReadLine(); 
    p.WaitForExit(); 
    return cmdOut; 
}

var servername = "SVR-01.domain.co.za"; 
var currentUsers = SendCommand($"/C QUERY USER /SERVER:{servername}")

currentUsers = "USERNAMEセッションID IDIDLEログオンJoe.Bloggs ica-cgp0 2アク
ティブ24692 + 1329 25/07/2016 07:50 Jim.McFlannegan ica-cgp1 3アクティブ25/07 / 
2016 08:33 Andy.McAnderson ica-cgp2 4アクティブ25/07/2016 08:54 John.Smith ica-

cgp4 5アクティブ14 25/07/2016 08:57 Bob.Bobbington ica-cgp5 6 Active 24692 + 13

29 25/07/2016 09:05 Tim.Tom ica-cgp6 7アクティブ25/07/2016 09:08 Bob.Joges ica-
cgp7 8 Active 24692 + 1329 25 / 07/2016 09:13 "

によっては、のサーバーへのアクセスがのユーザーにされることがあります。このユーザーのロ
グインをっているは、このでクエリをすることができます。

private static string SendCommand(string command) 
{ 
    var cmdOut = string.Empty; 
 
    var startInfo = new ProcessStartInfo("cmd", command) 
    { 
        WorkingDirectory = @"C:\Windows\System32", 
        WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,    // This does not actually work in 
conjunction with "runas" - the console window will still appear! 
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        UseShellExecute = false, 
        CreateNoWindow = true, 
        RedirectStandardOutput = true, 
        RedirectStandardError = true, 
 
        Verb = "runas", 
        Domain = "doman1.co.za", 
        UserName = "administrator", 
        Password = GetPassword() 
    }; 
 
    var p = new Process {StartInfo = startInfo}; 
 
    p.Start(); 
 
    p.OutputDataReceived += (x, y) => cmdOut += y.Data; 
    p.ErrorDataReceived += (x, y) => cmdOut += y.Data; 
    p.BeginOutputReadLine(); 
    p.BeginErrorReadLine(); 
    p.WaitForExit(); 
    return cmdOut; 
}

パスワードの

static SecureString GetPassword() 
{ 
    var plainText = "password123"; 
    var ss = new SecureString(); 
    foreach (char c in plainText) 
    { 
        ss.AppendChar(c); 
    } 
 
    return ss; 
}

ノート

ののメソッドは、 OutputDataReceivedとErrorDataReceivedがじcmdOutされるため、STDOUTと
STDERRのをします。

オンラインでSystem.Diagnosticsをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/3143/system-
diagnostics
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21: System.IO

Examples

StreamReaderをしてテキストファイルをみむ

string fullOrRelativePath = "testfile.txt"; 
 
string fileData; 
 
using (var reader = new StreamReader(fullOrRelativePath)) 
{ 
    fileData = reader.ReadToEnd(); 
}

このStreamReaderコンストラクタのオーバーロードは、ファイルでされているのエンコーディング
にするとしないがあるエンコーディングをいます。

System.IO.Fileクラスでできるファイル、つまりFile.ReadAllText(path)とFile.ReadAllLines(path)か
らすべてのテキストをみるなメソッドがいくつかあることにしてください。

System.IO.Fileをしたデータのみり/きみ

まず、ファイルからデータをする3つのなるをてみましょう。

string fileText = File.ReadAllText(file); 
string[] fileLines = File.ReadAllLines(file); 
byte[] fileBytes = File.ReadAllBytes(file);

のでは、ファイルのすべてのデータをとしてみみます。•
2では、ファイルのデータをにみみます。ファイルのはのになります。•

3に、ファイルからバイトをみみます。•

に、データをファイルにする 3つのなるをてみましょう。したファイルがしない、メソッドはデ
ータをするにファイルをにします。

 File.AppendAllText(file, "Here is some data that is\nappended to the file."); 
 File.AppendAllLines(file, new string[2] { "Here is some data that is", "appended to the 
file." }); 
 using (StreamWriter stream = File.AppendText(file)) 
 { 
     stream.WriteLine("Here is some data that is"); 
     stream.Write("appended to the file."); 
 }

のでは、されたファイルのにをするだけです。•
2では、のをファイルのしいにします。•

•
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に3でFile.AppendTextをしてFile.AppendTextをき、きまれたデータをします。

に、ファイルにデータをきむ 3つのなるをてみましょう。 ときみのいは、ファイルのデータにを
しながら、 きみがデータをファイルにきすることです。したファイルがしない、メソッドはデー
タをきむにファイルをにします。

File.WriteAllText(file, "here is some data\nin this file."); 
File.WriteAllLines(file, new string[2] { "here is some data", "in this file" }); 
File.WriteAllBytes(file, new byte[2] { 0, 255 });

のはをファイルにきみます。•
2はのをファイルのそれのにきみます。•

そして3では、バイトをファイルにきむことができます。•

System.IO.SerialPortsをするシリアルポート

されたシリアルポートをする

using System.IO.Ports; 
string[] ports = SerialPort.GetPortNames(); 
for (int i = 0; i < ports.Length; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(ports[i]); 
}

System.IO.SerialPortオブジェクトのインスタンス

using System.IO.Ports; 
SerialPort port = new SerialPort(); 
SerialPort port = new SerialPort("COM 1"); ; 
SerialPort port = new SerialPort("COM 1", 9600);

これらは、SerialPortタイプのコンストラクタの7つのオーバーロードのうちの3つのみです。

SerialPortをしたデータのみき

もなは、 SerialPort.ReadおよびSerialPort.Writeメソッドをすることです。ただし、SerialPortで
データをストリーミングするためにできるSystem.IO.Streamオブジェクトをすることもできます。
これをうには、 SerialPort.BaseStreamします。

int length = port.BytesToRead; 
//Note that you can swap out a byte-array for a char-array if you prefer. 
byte[] buffer = new byte[length]; 
port.Read(buffer, 0, length);
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なすべてのデータをむこともできます

string curData = port.ReadExisting();

あるいは、ってくるデータでにつかったをむだけです

string line = port.ReadLine();

きみ

SerialPortでデータをきむもなはのとおりです。

port.Write("here is some text to be sent over the serial port.");

ただし、にじてのようにデータをすることもできます。

//Note that you can swap out the byte-array with a char-array if you so choose. 
byte[] data = new byte[1] { 255 }; 
port.Write(data, 0, data.Length);

オンラインでSystem.IOをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5259/system-io
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22: System.IO.Fileクラス
ソース。•
の。•

パラメーター

パラメー
タ

source のにするファイル。

destination
sourceをするディレクトリこのには、ファイルのおよびファイルもめるがあり
ます。

Examples

ファイルをする

ファイルをするにはながあるのようにです

File.Delete(path);

しかし、くのことがっているかもしれません

ながありません UnauthorizedAccessExceptionがスローされます。•

ファイルがのによってされているがあります IOExceptionがスローされます。•

レベルのエラーまたはメディアがみりのためにファイルをできません IOExceptionがスロー
されます。

•

ファイルはもうしません IOExceptionがスローされます。•

のポイントファイルはしないは、のようなコードスニペットでされることにしてください。

if (File.Exists(path)) 
    File.Delete(path);

しかし、それはへのびしのにのかによってすることができるアトミックとファイルではありませ
んFile.Exists()とFile.Delete() I / Oをするためのなアプローチには、がですがしたにのでをうこ
とがです。

if (File.Exists(path)) 
{ 
    try 
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    { 
        File.Delete(path); 
    } 
    catch (IOException exception) 
    { 
        if (!File.Exists(path)) 
            return; // Someone else deleted this file 
 
        // Something went wrong... 
    } 
    catch (UnauthorizedAccessException exception) 
    { 
        // I do not have required permissions 
    } 
}

このI / Oエラーは、なものたとえば、ファイルがであり、ネットワークがしている、たちのから
のもなしににするがあることにしてください。に、のにわずかなをいながら、I / Oをすることが
です。

public static void Delete(string path) 
{ 
    if (!File.Exists(path)) 
        return; 
 
    for (int i=1; ; ++i) 
    { 
        try 
        { 
            File.Delete(path); 
            return; 
        } 
        catch (IOException e) 
        { 
            if (!File.Exists(path)) 
                return; 
 
            if (i == NumberOfAttempts) 
                throw; 
 
            Thread.Sleep(DelayBetweenEachAttempt); 
        } 
 
        // You may handle UnauthorizedAccessException but this issue 
        // will probably won't be fixed in few seconds... 
    } 
} 
 
private const int NumberOfAttempts = 3; 
private const int DelayBetweenEachAttempt = 1000; // ms

Windowsファイルでは、このをびすときににはされません。のがFileShare.Deleteをしてファイル
をくと、ファイルをできますが、がファイルをじるときにのみです。

テキストファイルからなをりく
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テキストファイルをするには、コンテンツをするがあるため、ではありません。 さなファイルの
、もなは、そのをメモリにみんだ、されたテキストをきすことです。

このでは、ファイルからすべてのをみみ、すべてのをしてのパスにきします。

File.WriteAllLines(path, 
    File.ReadAllLines(path).Where(x => !String.IsNullOrWhiteSpace(x)));

ファイルがきすぎてメモリにロードできず、パスがパスとなる

File.WriteAllLines(outputPath, 
    File.ReadLines(inputPath).Where(x => !String.IsNullOrWhiteSpace(x)));

テキストファイルのをする

テキストはエンコードされてされます のトピックもしてください。に、エンコーディングをする
があるがあります。このでは、ファイルがきすぎず、

public static void ConvertEncoding(string path, Encoding from, Encoding to) 
{ 
    File.WriteAllText(path, File.ReadAllText(path, from), to); 
}

をする、ファイルにBOMByte Order Markがまれているがあることをれないでください。
Encoding.UTF8.GetStringは、Preamble / BOMをしていません 。

のファイルを「タッチ」するのきみをする

このは、してファイルのなのきみSystem.IO.Directory.EnumerateFilesわりの
System.IO.Directory.GetFiles()オプションでパターンをすることができますデフォルトは"*.*"に
ディレクトリツリーしたディレクトリだけでなくをします。

public static void Touch(string path, 
                         string searchPattern = "*.*", 
                         SearchOptions options = SearchOptions.None) 
{ 
    var now = DateTime.Now; 
 
    foreach (var filePath in Directory.EnumerateFiles(path, searchPattern, options)) 
    { 
        File.SetLastWriteTime(filePath, now); 
    } 
}

されたよりいファイルをする

このスニペットは、されたよりいすべてのファイルをするヘルパーです。たとえば、いログファ
イルやいキャッシュデータをするがあるなどにです。
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static IEnumerable<string> EnumerateAllFilesOlderThan( 
                               TimeSpan maximumAge, 
                               string path, 
                               string searchPattern = "*.*", 
                               SearchOption options = SearchOption.TopDirectoryOnly) 
{ 
    DateTime oldestWriteTime = DateTime.Now - maximumAge; 
 
    return Directory.EnumerateFiles(path, searchPattern, options) 
        .Where(x => Directory.GetLastWriteTime(x) < oldestWriteTime); 
}

このようにされます

var oldFiles = EnumerateAllFilesOlderThan(TimeSpan.FromDays(7), @"c:\log", "*.log");

すべきことはほとんどありません。

は、 Directory.EnumerateFiles()わりにDirectory.GetFiles()をしてされます。エニュメレーシ
ョンはきているので、すべてのファイルシステムエントリがフェッチされるまでつはありま
せん。

•

のきみをしていますが、やアクセスをすることがありますたとえば、 のキャッシュファイ
ルをするは、アクセスがになるがあることにしてください。

•

はすべてのプロパティきみ、アクセス、でではなく、MSDNでこれについてのをしてくださ
い。

•

あるからのにファイルをする

File.Move

あるからのにファイルをするには、なコードでこれをできます。

File.Move(@"C:\TemporaryFile.txt", @"C:\TemporaryFiles\TemporaryFile.txt");

しかし、このなではっていることがくあります。たとえば、プログラムをしているユーザーに 'C'

というラベルのドライブがないはどうなりますからがした - らはそれを 'B'または 'M'にをするこ
とにめましたか

ソースファイルしたいファイルがあなたのらないうちにされた、またはにしないはどうなります
か

これは、まずソースファイルがするかどうかをすることによってできます。

string source = @"C:\TemporaryFile.txt", destination = @"C:\TemporaryFiles\TemporaryFile.txt"; 
if(File.Exists("C:\TemporaryFile.txt")) 
{ 
    File.Move(source, destination); 
}
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これは、そのでファイルがし、のにできることをします。 File.ExistsへのなびしではFile.Exists

ながあります。そうでないは、し、がしたことをユーザーにえます。またはをします。

FileNotFoundExceptionはするのあるのではありません。

えられるについてはをしてください。

タイプ

IOException
ファイルがすでにするか、ソースファイルがつかりませんでし
た。

ArgumentNullException Sourceおよび/またはDestinationパラメータのはnullです。

ArgumentException
SourceパラメーターまたはDestinationパラメーターのがである
か、ながまれています。

UnauthorizedAccessException このをするためにながありません。

PathTooLongException
ソース、、またはされたパスがをえています。 Windowsでは
、パスのさは248でなければならず、ファイルは260でなけれ
ばなりません。

DirectoryNotFoundException されたディレクトリがつかりませんでした。

NotSupportedException SourceまたはDestinationパスまたはファイルのがです。

オンラインでSystem.IO.Fileクラスをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5395/system-io-file

クラス
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23: System.Net.Mail

System.Net.MailMessageをすることはです。すべてのファイルにStreamがまれているため、これ
らのStreamsをできるだけくするがあるためです。 usingステートメントは、のでもDisposableオ
ブジェクトがDisposedになることをします

Examples

MailMessage

ファイルきのメールメッセージをするをにします。、 SmtpClientクラスのけをりてこのメッセー
ジをします。デフォルトの25ポートがここでされます。

public class clsMail 
{ 
    private static bool SendMail(string mailfrom, List<string>replytos, List<string> mailtos, 
List<string> mailccs, List<string> mailbccs, string body, string subject, List<string> 
Attachment) 
    { 
        try 
        { 
            using(MailMessage MyMail = new MailMessage()) 
            { 
                MyMail.From = new MailAddress(mailfrom); 
                foreach (string mailto in mailtos) 
                    MyMail.To.Add(mailto); 
 
                if (replytos != null && replytos.Any()) 
                { 
                    foreach (string replyto in replytos) 
                        MyMail.ReplyToList.Add(replyto); 
                } 
 
                if (mailccs != null && mailccs.Any()) 
                { 
                    foreach (string mailcc in mailccs) 
                        MyMail.CC.Add(mailcc); 
                } 
 
                if (mailbccs != null && mailbccs.Any()) 
                { 
                    foreach (string mailbcc in mailbccs) 
                        MyMail.Bcc.Add(mailbcc); 
                } 
 
                MyMail.Subject = subject; 
                MyMail.IsBodyHtml = true; 
                MyMail.Body = body; 
                MyMail.Priority = MailPriority.Normal; 
 
                if (Attachment != null && Attachment.Any()) 
                { 
                    System.Net.Mail.Attachment attachment; 
                    foreach (var item in Attachment) 
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                    { 
                        attachment = new System.Net.Mail.Attachment(item); 
                        MyMail.Attachments.Add(attachment); 
                    } 
                } 
 
                SmtpClient smtpMailObj = new SmtpClient(); 
                smtpMailObj.Host = "your host"; 
                smtpMailObj.Port = 25; 
                smtpMailObj.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("uid", "pwd"); 
 
                smtpMailObj.Send(MyMail); 
                return true; 
            } 
        } 
        catch 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
}

ファイルきメール

MailMessageは、 SmtpClientクラスをしてさらにできるメールメッセージをします。いくつかのフ
ァイルファイルをメールメッセージにすることができます。

using System.Net.Mail; 
 
using(MailMessage myMail = new MailMessage()) 
{ 
     Attachment attachment = new Attachment(path); 
     myMail.Attachments.Add(attachment); 
 
     // further processing to send the mail message 
 
}

オンラインでSystem.Net.Mailをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/7440/system-net-mail
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24: System.Reflection.Emit

Examples

にアセンブリをする

using System; 
using System.Reflection; 
using System.Reflection.Emit; 
 
class DemoAssemblyBuilder 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        // An assembly consists of one or more modules, each of which 
        // contains zero or more types. This code creates a single-module 
        // assembly, the most common case. The module contains one type, 
        // named "MyDynamicType", that has a private field, a property 
        // that gets and sets the private field, constructors that 
        // initialize the private field, and a method that multiplies 
        // a user-supplied number by the private field value and returns 
        // the result. In C# the type might look like this: 
        /* 
        public class MyDynamicType 
        { 
            private int m_number; 
 
            public MyDynamicType() : this(42) {} 
            public MyDynamicType(int initNumber) 
            { 
                m_number = initNumber; 
            } 
 
            public int Number 
            { 
                get { return m_number; } 
                set { m_number = value; } 
            } 
 
            public int MyMethod(int multiplier) 
            { 
                return m_number * multiplier; 
            } 
        } 
        */ 
 
        AssemblyName aName = new AssemblyName("DynamicAssemblyExample"); 
        AssemblyBuilder ab = 
            AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly( 
                aName, 
                AssemblyBuilderAccess.RunAndSave); 
 
        // For a single-module assembly, the module name is usually 
        // the assembly name plus an extension. 
        ModuleBuilder mb = 
            ab.DefineDynamicModule(aName.Name, aName.Name + ".dll"); 
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        TypeBuilder tb = mb.DefineType( 
            "MyDynamicType", 
             TypeAttributes.Public); 
 
        // Add a private field of type int (Int32). 
        FieldBuilder fbNumber = tb.DefineField( 
            "m_number", 
            typeof(int), 
            FieldAttributes.Private); 
 
        // Next, we make a simple sealed method. 
        MethodBuilder mbMyMethod = tb.DefineMethod( 
            "MyMethod", 
            MethodAttributes.Public, 
            typeof(int), 
            new[] { typeof(int) }); 
 
        ILGenerator il = mbMyMethod.GetILGenerator(); 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // Load this - always the first argument of any instance 
method 
        il.Emit(OpCodes.Ldfld, fbNumber); 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_1); // Load the integer argument 
        il.Emit(OpCodes.Mul); // Multiply the two numbers with no overflow checking 
        il.Emit(OpCodes.Ret); // Return 
 
        // Next, we build the property. This involves building the property itself, as well as 
the 
        // getter and setter methods. 
        PropertyBuilder pbNumber = tb.DefineProperty( 
            "Number", // Name 
            PropertyAttributes.None, 
            typeof(int), // Type of the property 
            new Type[0]); // Types of indices, if any 
 
        MethodBuilder mbSetNumber = tb.DefineMethod( 
            "set_Number", // Name - setters are set_Property by convention 
            // Setter is a special method and we don't want it to appear to callers from C# 
            MethodAttributes.PrivateScope | MethodAttributes.HideBySig | 
MethodAttributes.Public | MethodAttributes.SpecialName, 
            typeof(void), // Setters don't return a value 
            new[] { typeof(int) }); // We have a single argument of type System.Int32 
 
        // To generate the body of the method, we'll need an IL generator 
        il = mbSetNumber.GetILGenerator(); 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // Load this 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_1); // Load the new value 
        il.Emit(OpCodes.Stfld, fbNumber); // Save the new value to this.m_number 
        il.Emit(OpCodes.Ret); // Return 
 
        // Finally, link the method to the setter of our property 
        pbNumber.SetSetMethod(mbSetNumber); 
 
        MethodBuilder mbGetNumber = tb.DefineMethod( 
            "get_Number", 
            MethodAttributes.PrivateScope | MethodAttributes.HideBySig | 
MethodAttributes.Public | MethodAttributes.SpecialName, 
            typeof(int), 
            new Type[0]); 
 
        il = mbGetNumber.GetILGenerator(); 
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        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // Load this 
        il.Emit(OpCodes.Ldfld, fbNumber); // Load the value of this.m_number 
        il.Emit(OpCodes.Ret); // Return the value 
 
        pbNumber.SetGetMethod(mbGetNumber); 
 
        // Finally, we add the two constructors. 
        // Constructor needs to call the constructor of the parent class, or another 
constructor in the same class 
        ConstructorBuilder intConstructor = tb.DefineConstructor( 
            MethodAttributes.Public, CallingConventions.Standard | CallingConventions.HasThis, 
new[] { typeof(int) }); 
        il = intConstructor.GetILGenerator(); 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // this 
        il.Emit(OpCodes.Call, typeof(object).GetConstructor(new Type[0])); // call parent's 
constructor 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // this 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_1); // our int argument 
        il.Emit(OpCodes.Stfld, fbNumber); // store argument in this.m_number 
        il.Emit(OpCodes.Ret); 
 
        var parameterlessConstructor = tb.DefineConstructor( 
            MethodAttributes.Public, CallingConventions.Standard | CallingConventions.HasThis, 
new Type[0]); 
        il = parameterlessConstructor.GetILGenerator(); 
        il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // this 
        il.Emit(OpCodes.Ldc_I4_S, (byte)42); // load 42 as an integer constant 
        il.Emit(OpCodes.Call, intConstructor); // call this(42) 
        il.Emit(OpCodes.Ret); 
 
        // And make sure the type is created 
        Type ourType = tb.CreateType(); 
 
        // The types from the assembly can be used directly using reflection, or we can save 
the assembly to use as a reference 
        object ourInstance = Activator.CreateInstance(ourType); 
        Console.WriteLine(ourType.GetProperty("Number").GetValue(ourInstance)); // 42 
 
        // Save the assembly for use elsewhere. This is very useful for debugging - you can 
use e.g. ILSpy to look at the equivalent IL/C# code. 
        ab.Save(@"DynamicAssemblyExample.dll"); 
        // Using newly created type 
        var myDynamicType = tb.CreateType(); 
        var myDynamicTypeInstance = Activator.CreateInstance(myDynamicType); 
 
        Console.WriteLine(myDynamicTypeInstance.GetType()); // MyDynamicType 
 
        var numberField = myDynamicType.GetField("m_number", BindingFlags.NonPublic | 
BindingFlags.Instance); 
        numberField.SetValue (myDynamicTypeInstance, 10); 
 
        Console.WriteLine(numberField.GetValue(myDynamicTypeInstance)); // 10 
    } 
}

オンラインでSystem.Reflection.Emitをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/74/system-
reflection-emit
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25: System.Runtime.Caching.MemoryCache
ObjectCache

Examples

キャッシュへのの

Setは、CacheItemインスタンスをしてキャッシュエントリのキーとをすることにより、キャッシ
ュエントリをキャッシュにします。

このはObjectCache.Set(CacheItem, CacheItemPolicy)オーバーライドします。

private static bool SetToCache() 
{ 
    string key = "Cache_Key"; 
    string value = "Cache_Value"; 
 
    //Get a reference to the default MemoryCache instance. 
    var cacheContainer = MemoryCache.Default; 
 
    var policy = new CacheItemPolicy() 
    { 
        AbsoluteExpiration = DateTimeOffset.Now.AddMinutes(DEFAULT_CACHE_EXPIRATION_MINUTES) 
     }; 
     var itemToCache = new CacheItem(key, value); //Value is of type object. 
     cacheContainer.Set(itemToCache, policy); 
}

System.Runtime.Caching.MemoryCacheObjectCache

このはのアイテムフォームキャッシュをし、アイテムがキャッシュにしないは、
valueFetchFactoryにづいてアイテムをします。

    public static TValue GetExistingOrAdd<TValue>(string key, double minutesForExpiration, 
Func<TValue> valueFetchFactory) 
    { 
        try 
        { 
            //The Lazy class provides Lazy initialization which will evaluate 
            //the valueFetchFactory only if item is not in the cache. 
            var newValue = new Lazy<TValue>(valueFetchFactory); 
 
            //Setup the cache policy if item will be saved back to cache. 
            CacheItemPolicy policy = new CacheItemPolicy() 
            { 
                AbsoluteExpiration = DateTimeOffset.Now.AddMinutes(minutesForExpiration) 
            }; 
 
            //returns existing item form cache or add the new value if it does not exist. 
            var cachedItem = _cacheContainer.AddOrGetExisting(key, newValue, policy) as 
Lazy<TValue>; 
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            return (cachedItem ?? newValue).Value; 
        } 
        catch (Exception excep) 
        { 
            return default(TValue); 
        } 
    }

オンラインでSystem.Runtime.Caching.MemoryCacheObjectCacheをむ 
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/76/system-runtime-caching-memorycache-objectcache-
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26: TPLデータフロー

でされるライブラリ
System.Threading.Tasks.Dataflow

System.Threading.Tasks

System.Net.Http

System.Net

PostとSendAsyncのい
ブロックにアイテムをするには、 PostまたはSendAsyncします。

Postはしてアイテムをしようとし、したかどうかをすboolをします。たとえば、ブロックが
BoundedCapcityしたときに、しいのがまだないは、しないがあります。、 SendAsyncはあなたが
awaitことができるのTask<bool>をします。そのタスクは、ブロックがキューをクリアし、にえば
、キャンセルのとしてしている、よりくのアイテムをけれるか、またはfalseをけれることができ
るtrueをって、します。

Examples

ActionBlockへのとをつ

// Create a block with an asynchronous action 
var block = new ActionBlock<string>(async hostName => 
{ 
    IPAddress[] ipAddresses = await Dns.GetHostAddressesAsync(hostName); 
    Console.WriteLine(ipAddresses[0]); 
}); 
 
block.Post("google.com"); // Post items to the block's InputQueue for processing 
block.Post("reddit.com"); 
block.Post("stackoverflow.com"); 
 
block.Complete(); // Tell the block to complete and stop accepting new items 
await block.Completion; // Asynchronously wait until all items completed processingu

ブロックをリンクしてパイプラインをする

var httpClient = new HttpClient(); 
 
// Create a block the accepts a uri and returns its contents as a string 
var downloaderBlock = new TransformBlock<string, string>( 
    async uri => await httpClient.GetStringAsync(uri)); 
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// Create a block that accepts the content and prints it to the console 
var printerBlock = new ActionBlock<string>( 
    contents => Console.WriteLine(contents)); 
 
// Make the downloaderBlock complete the printerBlock when its completed. 
var dataflowLinkOptions = new DataflowLinkOptions {PropagateCompletion = true}; 
 
// Link the block to create a pipeline 
downloaderBlock.LinkTo(printerBlock, dataflowLinkOptions); 
 
// Post urls to the first block which will pass their contents to the second one. 
downloaderBlock.Post("http://youtube.com"); 
downloaderBlock.Post("http://github.com"); 
downloaderBlock.Post("http://twitter.com"); 
 
downloaderBlock.Complete(); // Completion will propagate to printerBlock 
await printerBlock.Completion; // Only need to wait for the last block in the pipeline

BufferBlockをしたプロデューサ/コンシューマ

public class Producer 
{ 
    private static Random random = new Random((int)DateTime.UtcNow.Ticks); 
    //produce the value that will be posted to buffer block 
    public double Produce ( ) 
    { 
        var value = random.NextDouble(); 
        Console.WriteLine($"Producing value: {value}"); 
        return value; 
    } 
} 
 
public class Consumer 
{ 
    //consume the value that will be received from buffer block 
    public void Consume (double value) => Console.WriteLine($"Consuming value: {value}"); 
} 
 
class Program 
{ 
    private static BufferBlock<double> buffer = new BufferBlock<double>(); 
    static void Main (string[] args) 
    { 
        //start a task that will every 1 second post a value from the producer to buffer block 
        var producerTask = Task.Run(async () => 
        { 
            var producer = new Producer(); 
            while(true) 
            { 
                buffer.Post(producer.Produce()); 
                await Task.Delay(1000); 
            } 
        }); 
        //start a task that will recieve values from bufferblock and consume it 
        var consumerTask = Task.Run(() => 
        { 
            var consumer = new Consumer(); 
            while(true) 
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            { 
                consumer.Consume(buffer.Receive()); 
            } 
        }); 
 
        Task.WaitAll(new[] { producerTask, consumerTask }); 
    } 
}

バインドされたBufferBlockをつプロデューサコンシューマ

var bufferBlock = new BufferBlock<int>(new DataflowBlockOptions 
{ 
    BoundedCapacity = 1000 
}); 
 
var cancellationToken = new CancellationTokenSource(TimeSpan.FromSeconds(10)).Token; 
 
var producerTask = Task.Run(async () => 
{ 
    var random = new Random(); 
 
    while (!cancellationToken.IsCancellationRequested) 
    { 
        var value = random.Next(); 
        await bufferBlock.SendAsync(value, cancellationToken); 
    } 
}); 
 
var consumerTask = Task.Run(async () => 
{ 
    while (await bufferBlock.OutputAvailableAsync()) 
    { 
        var value = bufferBlock.Receive(); 
        Console.WriteLine(value); 
    } 
}); 
 
await Task.WhenAll(producerTask, consumerTask);

オンラインでTPLデータフローをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/784/tplデータフロー
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27: VBフォーム

Examples

VB.NETフォームのHello World

フォームがされているときにメッセージボックスをするには

Public Class Form1 
    Private Sub Form1_Shown(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Shown 
        MessageBox.Show("Hello, World!") 
    End Sub 
End Class 
To show a message box before the form has been shown: 
 
Public Class Form1 
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 
        MessageBox.Show("Hello, World!") 
    End Sub 
End Class

Loadはにびされ、フォームがにロードされるとだけびされます。 Showは、ユーザーがフォーム
をするたびにびされます。 Activateは、ユーザーがフォームをアクティブにするたびにびされま
す。

ShowがびされるにLoadがされますが、showでmsgBoxをびすと、LoadがするにmsgBoxがされる
があります。 Load、Showなどのイベントのけにすることは、にはいえです。

け

すべてのがっておくべきこと/ VBでのいスタートをつのについくつかのこと

のオプションをします。

'can be permanently set 
' Tools / Options / Projects and Soluntions / VB Defaults 
Option Strict On 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Public Class Form1 
 
End Class

のには+、+をしないでください。 ストリングは、くわれているので、かくべるがあります。

とのをしてください。

Application.DoEventsをしないでください。 「」にしてください。あなたがうべきもののように
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えるところにきたら、ねなさい。

ドキュメントはあなたのです。

フォームタイマー

Windows.Forms.Timerコンポーネントは、タイムクリティカルではないユーザーをするためにで
きます。 1つのボタン、1つのラベル、およびタイマーコンポーネントでフォームをします。

たとえば、ユーザーににをすためにできます。

'can be permanently set 
' Tools / Options / Projects and Soluntions / VB Defaults 
Option Strict On 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Public Class Form1 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
        Button1.Enabled = False 
        Timer1.Interval = 60 * 1000 'one minute intervals 
        'start timer 
        Timer1.Start() 
        Label1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString 
    End Sub 
 
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Label1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString 
    End Sub 
End Class

しかし、このタイマーはタイミングにはしていません。は、カウントダウンのためにそれをして
います。このでは、カウントダウンを3にシミュレートします。これはここでもななの1つになる
かもしれません。

'can be permanently set 
' Tools / Options / Projects and Soluntions / VB Defaults 
Option Strict On 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Public Class Form1 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
        Button1.Enabled = False 
        ctSecs = 0 'clear count 
        Timer1.Interval = 1000 'one second in ms. 
        'start timers 
        stpw.Reset() 
        stpw.Start() 
        Timer1.Start() 
    End Sub 
 
    Dim stpw As New Stopwatch 
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    Dim ctSecs As Integer 
 
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        ctSecs += 1 
        If ctSecs = 180 Then 'about 2.5 seconds off on my PC! 
            'stop timing 
            stpw.Stop() 
            Timer1.Stop() 
            'show actual elapsed time 
            'Is it near 180? 
            Label1.Text = stpw.Elapsed.TotalSeconds.ToString("n1") 
        End If 
    End Sub 
End Class

button1をクリックすると3がし、label1がをします。 label1には180がされますかおそらくそうで
はありません。のマシンでは182.5をしました

のは、「Windowsフォームタイマコンポーネントはシングルスレッドで、は55ミリにされていま
す」というドキュメントにあります。これがタイミングのためにわれるべきでないです。

タイマーとストップウォッチをしずついければ、よりいがられます。

'can be permanently set 
' Tools / Options / Projects and Soluntions / VB Defaults 
Option Strict On 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Public Class Form1 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
        Button1.Enabled = False 
        Timer1.Interval = 100 'one tenth of a second in ms. 
        'start timers 
        stpw.Reset() 
        stpw.Start() 
        Timer1.Start() 
    End Sub 
 
    Dim stpw As New Stopwatch 
    Dim threeMinutes As TimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(3) 
 
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        If stpw.Elapsed >= threeMinutes Then '0.1 off on my PC! 
            'stop timing 
            stpw.Stop() 
            Timer1.Stop() 
            'show actual elapsed time 
            'how close? 
            Label1.Text = stpw.Elapsed.TotalSeconds.ToString("n1") 
        End If 
    End Sub 
End Class

にじてできるのタイマーがあります。このは、そのでつはずです。
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オンラインでVBフォームをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/2197/vbフォーム
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28: XmlSerializer

HTMLをするためにXmlSerializerをしないでください。このために、なライブラリはHTML Agility 
Pack

Examples

オブジェクトのシリアル

public void SerializeFoo(string fileName, Foo foo) 
{ 
    var serializer = new XmlSerializer(typeof(Foo)); 
    using (var stream = File.Open(fileName, FileMode.Create)) 
    { 
        serializer.Serialize(stream, foo); 
    } 
}

オブジェクトをする

public Foo DeserializeFoo(string fileName) 
{ 
    var serializer = new XmlSerializer(typeof(Foo)); 
    using (var stream = File.OpenRead(fileName)) 
    { 
        return (Foo)serializer.Deserialize(stream); 
    } 
}

をプロパティにマップする

<Foo> 
    <Dog/> 
</Foo>

•

public class Foo 
{ 
    // Using XmlElement 
    [XmlElement(Name="Dog")] 
    public Animal Cat { get; set; } 
}

をプロパティにマップするXmlArray

<Store> 
    <Articles> 
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        <Product/> 
        <Product/> 
    </Articles> 
</Store>

•

public class Store 
{ 
    [XmlArray("Articles")] 
    public List<Product> Products {get; set; } 
}

フォーマットカスタムDateTimeフォーマット

public class Dog 
{ 
    private const string _birthStringFormat = "yyyy-MM-dd"; 
 
    [XmlIgnore] 
    public DateTime Birth {get; set;} 
 
    [XmlElement(ElementName="Birth")] 
    public string BirthString 
    { 
        get { return Birth.ToString(_birthStringFormat); } 
        set { Birth = DateTime.ParseExact(value, _birthStringFormat, 
CultureInfo.InvariantCulture); } 
    } 
}

にされたをつのシリアライザをにする

たちがたところ

によっては、XmlSerializerフレームワークになすべてのメタデータをですることはできません。
シリアライズされたオブジェクトのクラスがあり、クラスのがクラスでであるとします。のにら
れていないすべてのクラスにしてをすることはできません。クラスのいくつかをするのチームが
できました。

たちはができる

たちはnew XmlSerializer(type, knownTypes)をうことができますが、なくともNのシリアライザのO

N ^ 2であり、なくともargumentsでされたすべてをするがあります。

// Beware of the N^2 in terms of the number of types. 
var allSerializers = allTypes.Select(t => new XmlSerializer(t, allTypes)); 
var serializerDictionary = Enumerable.Range(0, allTypes.Length) 
    .ToDictionary (i => allTypes[i], i => allSerializers[i])
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このでは、はOOPでのをしません。

にう

いにも、こののにするがあります。これは、のシリアライザののをにします。

System.Xml.Serialization.XmlSerializer.FromTypesメソッド[]

FromTypesメソッドをすると、TypeオブジェクトのをするためのXmlSerializerオブジ
ェクトのをにできます。

var allSerializers = XmlSerializer.FromTypes(allTypes); 
var serializerDictionary = Enumerable.Range(0, allTypes.Length) 
    .ToDictionary(i => allTypes[i], i => allSerializers[i]);

ここになコードサンプルがあります

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Xml.Serialization; 
using System.Linq; 
using System.Linq; 
 
public class Program 
{ 
    public class Container 
    { 
        public Base Base { get; set; } 
    } 
 
    public class Base 
    { 
        public int JustSomePropInBase { get; set; } 
    } 
 
    public class Derived : Base 
    { 
        public int JustSomePropInDerived { get; set; } 
    } 
 
    public void Main() 
    { 
        var sampleObject = new Container { Base = new Derived() }; 
        var allTypes = new[] { typeof(Container), typeof(Base), typeof(Derived) }; 
 
        Console.WriteLine("Trying to serialize without a derived class metadata:"); 
        SetupSerializers(allTypes.Except(new[] { typeof(Derived) }).ToArray()); 
        try 
        { 
            Serialize(sampleObject); 
        } 
        catch (InvalidOperationException e) 
        { 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("This error was anticipated,"); 
            Console.WriteLine("we have not supplied a derived class."); 
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            Console.WriteLine(e); 
        } 
        Console.WriteLine("Now trying to serialize with all of the type information:"); 
        SetupSerializers(allTypes); 
        Serialize(sampleObject); 
        Console.WriteLine(); 
        Console.WriteLine("Slides down well this time!"); 
    } 
 
    static void Serialize<T>(T o) 
    { 
        serializerDictionary[typeof(T)].Serialize(Console.Out, o); 
    } 
 
    private static Dictionary<Type, XmlSerializer> serializerDictionary; 
 
    static void SetupSerializers(Type[] allTypes) 
    { 
        var allSerializers = XmlSerializer.FromTypes(allTypes); 
        serializerDictionary = Enumerable.Range(0, allTypes.Length) 
            .ToDictionary(i => allTypes[i], i => allSerializers[i]); 
    } 
}

Trying to serialize without a derived class metadata: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<Container xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
This error was anticipated, 
we have not supplied a derived class. 
System.InvalidOperationException: There was an error generating the XML document. ---> 
System.InvalidOperationException: The type Program+Derived was not expected. Use the 
XmlInclude or SoapInclude attribute to specify types that are not known statically. 
   at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationWriter1.Write2_Base(String 
n, String ns, Base o, Boolean isNullable, Boolean needType) 
   at 
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationWriter1.Write3_Container(String 
n, String ns, Container o, Boolean isNullable, Boolean needType) 
   at 
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationWriter1.Write4_Container(Object 
o) 
   at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Serialize(XmlWriter xmlWriter, Object o, 
XmlSerializerNamespaces namespaces, String encodingStyle, String id) 
   --- End of inner exception stack trace --- 
   at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Serialize(XmlWriter xmlWriter, Object o, 
XmlSerializerNamespaces namespaces, String encodingStyle, String id) 
   at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Serialize(XmlWriter xmlWriter, Object o, 
XmlSerializerNamespaces namespaces, String encodingStyle) 
   at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Serialize(XmlWriter xmlWriter, Object o, 
XmlSerializerNamespaces namespaces) 
   at Program.Serialize[T](T o) 
   at Program.Main() 
Now trying to serialize with all of the type information: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<Container xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Base xsi:type="Derived"> 
    <JustSomePropInBase>0</JustSomePropInBase> 
    <JustSomePropInDerived>0</JustSomePropInDerived> 
  </Base> 
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</Container> 
Slides down well this time!

にまれるもの

このエラーメッセージは、たちがけようとしたことまたはいくつかのシナリオではできないもの
をおめします。ベースクラスからしたをする

Use the XmlInclude or SoapInclude attribute to specify types that are not known statically.

これはXMLでクラスをするです。

<Base xsi:type="Derived">

BaseはContainerタイプでされたプロパティタイプにし、 Derivedはにされたインスタンスのタイプ
である。

ここではなフィドルです

オンラインでXmlSerializerをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/31/xmlserializer
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29: Zipファイルのみき

き

ZipFileクラスは、 System.IO.Compressionにします。これは、Zipファイルのみきにできます。

FileStreamのわりにMemoryStreamをすることもできます。•

•

ArgumentException
ストリームがすでにじられているか、またはストリームの
がモードにしていませんたとえば、みりストリームにきも
うとしています

ArgumentNullException ストリームがnull

ArgumentOutOfRangeException モードのがです

InvalidDataException のリストを

InvalidDataExceptionがスローされると、3つのがあります。

ストリームのをzipアーカイブとしてできませんでした•

モードがされ、エントリがアーカイブにないか、してみめません•
モードがUpdateであり、エントリがきすぎてメモリにまらない•

すべてのはこのMSDNページからされています

Examples

ZIPコンテンツのリスト

このスニペットには、zipアーカイブのすべてのファイルがリストされます。ファイルはジップル
ートをにしています。

using (FileStream fs = new FileStream("archive.zip", FileMode.Open)) 
using (ZipArchive archive = new ZipArchive(fs, ZipArchiveMode.Read)) 
{ 
    for (int i = 0; i < archive.Entries.Count; i++) 
    { 
        Console.WriteLine($"{i}: {archive.Entries[i]}"); 
    } 
}
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ZIPファイルからのファイルの

すべてのファイルをディレクトリにするのはとてもです

using (FileStream fs = new FileStream("archive.zip", FileMode.Open)) 
using (ZipArchive archive = new ZipArchive(fs, ZipArchiveMode.Read)) 
{ 
    archive.ExtractToDirectory(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory); 
}

ファイルがすでにするは、 System.IO.IOExceptionがスローされます。

のファイルをする

using (FileStream fs = new FileStream("archive.zip", FileMode.Open)) 
using (ZipArchive archive = new ZipArchive(fs, ZipArchiveMode.Read)) 
{ 
    // Get a root entry file 
    archive.GetEntry("test.txt").ExtractToFile("test_extracted_getentries.txt", true); 
 
    // Enter a path if you want to extract files from a subdirectory 
    archive.GetEntry("sub/subtest.txt").ExtractToFile("test_sub.txt", true); 
 
    // You can also use the Entries property to find files 
    archive.Entries.FirstOrDefault(f => f.Name == 
"test.txt")?.ExtractToFile("test_extracted_linq.txt", true); 
 
    // This will throw a System.ArgumentNullException because the file cannot be found 
    archive.GetEntry("nonexistingfile.txt").ExtractToFile("fail.txt", true); 
}

これらのメソッドのいずれもじをします。

ZIPファイルの

ZIPファイルをするには、そのファイルをZipArchiveMode.Updateでくがあります。

using (FileStream fs = new FileStream("archive.zip", FileMode.Open)) 
using (ZipArchive archive = new ZipArchive(fs, ZipArchiveMode.Update)) 
{ 
    // Add file to root 
    archive.CreateEntryFromFile("test.txt", "test.txt"); 
 
    // Add file to subfolder 
    archive.CreateEntryFromFile("test.txt", "symbols/test.txt"); 
}

また、アーカイブのファイルにきむこともできます。

var entry = archive.CreateEntry("createentry.txt"); 
using(var writer = new StreamWriter(entry.Open())) 
{ 
    writer.WriteLine("Test line"); 
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}

オンラインでZipファイルのみきをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9943/zipファイルのみ
き
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30: カスタムタイプ
、 structは、パフォーマンスがになにのみされます。はスタックにするため、クラスよりもはる
かににアクセスできます。ただし、スタックは、ヒープよりもはるかにないをっているので、は
さくされなければならないMicrosoftがしていますstruct sがこれ16のバイトをります。

classはCでもっともされているこれらの3つのclass で、にはにうべきことです。

enumは、コンパイルにだけするがある、にされたのリストをつことができるときはいつでもされ
ます。は、いくつかのにとしてプログラマにちます。わりのリストのconstantとするを、あなた
はをして、あなたはったをしていないことをするインテリセンスサポートをけることができます
。

Examples

StructsはSystem.ValueTypeからし、のであり、スタックにし
ます。がパラメータとしてされると、しされます。

Struct MyStruct 
{ 
    public int x; 
    public int y; 
}

しとは、メソッドのパラメーターのがメソッドのためにコピーされ、メソッドのパラメーターに
えられたがメソッドのにされないことをします。たとえば、 AddNumbersというのメソッドをびし
、Valueのintのaとbをすのコードをえます。

int a = 5; 
int b = 6; 
 
AddNumbers(a,b); 
 
public AddNumbers(int x, int y) 
{ 
    int z = x + y; // z becomes 11 
    x = x + 5; // now we changed x to be 10 
    z = x + y; // now z becomes 16 
} 

々は5をしたにもかかわらずxメソッドのそれはなので、されないまま、それはしa xのコピーだっ
たのではなく、に。 a a

Valueはスタックにし、しであることをえておいてください。

クラス
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クラスはSystem.Objectからし、であり、ヒープにします。をパ
ラメータとしてすと、がされます。

public Class MyClass 
{ 
    public int a; 
    public int b; 
}

されたは、パラメータへのがメソッドにされ、がメモリのまったくじオブジェクトにしてわれる
ため、パラメータのがメソッドのにされることをします。とじをってみましょう。しかし、にク
ラスのint "ラップ"します。

MyClass instanceOfMyClass = new MyClass(); 
instanceOfMyClass.a = 5; 
instanceOfMyClass.b = 6; 
 
AddNumbers(instanceOfMyClass); 
 
public AddNumbers(MyClass sample) 
{ 
    int z = sample.a + sample.b; // z becomes 11 
    sample.a = sample.a + 5; // now we changed a to be 10 
    z = sample.a + sample.b; // now z becomes 16 
} 

は、 sample.aを10にしたときにinstanceOfMyClass.aのもされました 。しとは、オブジェクトのコ
ピーではなく、オブジェクトへの  ポインタともばれるがメソッドにされたことをします。

はヒープにあり、しであることをえておいてください。

の

はなのクラスです。 enumキーワードは、このクラスが
System.Enumクラスからすることをコンパイラにします。 
Enumはののリストにされます。

public enum MyEnum 
{ 
    Monday = 1, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    //... 
}

ををあるにマッピングするなとえることができます。でされたは、ごとにをし、でまる1 。 
Tuesdayはに2 、 Wednesday 3などにマップされます。
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デフォルトでは、enumはになるとしてintをし、0からしますがbyte, sbyte, short, ushort, int, 

uint, long, or ulong をできます。。のがにされていても、にされていないがある、にされたのろ
のは1だけインクリメントされます。

たちはこのように、 MyEnumにのをキャストしてします

MyEnum instance = (MyEnum)3; // the variable named 'instance' gets a 
                             //value of MyEnum.Wednesday, which maps to 3. 
 
int x = 2; 
instance = (MyEnum)x; // now 'instance' has a value of MyEnum.Tuesday

もうつのな、よりなのは、 FlagsとばれFlags 。ることでFlagsを、に、にのをりてることができま
す。これをうときは、2のでにをするがあることにしてください。

[Flags] 
public enum MyEnum 
{ 
    Monday = 1, 
    Tuesday = 2, 
    Wednesday = 4, 
    Thursday = 8, 
    Friday = 16, 
    Saturday = 32, 
    Sunday = 64 
}

ビットごとのをするか、.NET 4.0をしているは、みみのEnum.HasFlagメソッドをして、にのをでき
ます。

MyEnum instance = MyEnum.Monday | MyEnum.Thursday; // instance now has a value of 
                                                   // *both* Monday and Thursday, 
                                                   // represented by (in binary) 0100. 
 
if (instance.HasFlag(MyEnum.Wednesday)) 
{ 
    // it doesn't, so this block is skipped 
} 
else if (instance.HasFlag(MyEnum.Thursday)) 
{ 
    // it does, so this block is executed 
}

EnumクラスはSystem.ValueTypeからサブクラスされているため、としてわれ、しではなくしされ
ます。ヒープにベースオブジェクトがされますが、enumをびしにすと、EnumのはSystem.Int32

をするのコピーがスタックにプッシュされます。コンパイラは、このとスタックにされたオブジ
ェクトとのけをします。については、 ValueTypeクラスシステムMSDNをしてください。

オンラインでカスタムタイプをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/57/カスタムタイプ
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31: ガベージコレクション

き

.Netではnewでされたオブジェクトはマネージヒープにりてられます。これらのオブジェクトは
、それらをするプログラムによってにファイナライズされることはありません。わりに、このプ
ロセスは.Netガベージコレクタによってされます。

のは、ガーベッジ・コレクターがしていることをす「ラボ・ケース」とそののなをしていますが、ガ
ーベッジ・コレクターによるなのためのクラスのにをてています。

ガベージコレクタは、りてられたメモリのからプログラムのコストをげることをとしていますが
、そのためにはのでコストがかかります。なをするために、ガベージコレクタをしてプログラミ
ングするにするがあるいくつかのがあります。

Collectメソッドをにびすは、メモリがになにのみデッドオブジェクトをさせる「」モードの
をしてください

•

Collectメソッドをびすわりに、になにのみメモリコレクションをするAddMemoryPressure

メソッドとRemoveMemoryPressureメソッドのをしてください
•

メモリー・コレクションは、すべてのデッド・オブジェクトのファイナライズをするものでは
ありません。わりに、ガベージコレクタは3つの「」をします。オブジェクトはからのに「
きる」ことがあります

•

ガベージコレクタスレッドとのアプリケーションスレッドとのののいがなるとなる、セット
アップのをむ々なにじて、いくつかのスレッドモデルがされるがあります。

•

Examples

ゴミの

のクラスをえます

public class FinalizableObject 
{ 
    public FinalizableObject() 
    { 
        Console.WriteLine("Instance initialized"); 
    } 
 
    ~FinalizableObject() 
    { 
        Console.WriteLine("Instance finalized"); 
    } 
}

それをわなくても、インスタンスをするプログラム
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new FinalizableObject(); // Object instantiated, ready to be used

のをします。

<namespace>.FinalizableObject initialized

もこらなければ、プログラムがするまでオブジェクトはファイナライズされませんされたヒープ
のすべてのオブジェクトをし、プロセスでこれらをさせます。

のように、ガベージコレクタをにのポイントですることができます。

new FinalizableObject(); // Object instantiated, ready to be used 
GC.Collect();

のがられます。

<namespace>.FinalizableObject initialized 
<namespace>.FinalizableObject finalized

は、ガベージコレクタがびされるとすぐに、「んでいる」オブジェクトがされ、されたヒープか
らされました。

ライブオブジェクトとデッドオブジェクト - 

まかなルールガベージコレクションがした、「ライブオブジェクト」はまだされているオブジェ
クトであり、「デッドオブジェクト」はされなくなったものですコレクションがするにスコープ
をしているまたはフィールドがあれば、 。

の、FinalizableObject1とFinalizableObject2はののFinalizableObjectのサブクラスであるため、/メ
ッセージのをしています。

var obj1 = new FinalizableObject1(); // Finalizable1 instance allocated here 
var obj2 = new FinalizableObject2(); // Finalizable2 instance allocated here 
obj1 = null; // No more references to the Finalizable1 instance 
GC.Collect();

はのようになります。

<namespace>.FinalizableObject1 initialized 
<namespace>.FinalizableObject2 initialized 
<namespace>.FinalizableObject1 finalized

ガベージコレクタがびされたで、FinalizableObject1はんでいるオブジェクトであり、
FinalizableObject2はライブオブジェクトであり、マネージヒープにされます。

のんだオブジェクト
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2つまたはのんだオブジェクトがいにしているはどうなりますかこれは、OtherObjectが
FinalizableObjectのパブリックプロパティであるとして、のにされています。

var obj1 = new FinalizableObject1(); 
var obj2 = new FinalizableObject2(); 
obj1.OtherObject = obj2; 
obj2.OtherObject = obj1; 
obj1 = null; // Program no longer references Finalizable1 instance 
obj2 = null; // Program no longer references Finalizable2 instance 
// But the two objects still reference each other 
GC.Collect();

これにより、のがされます。

<namespace>.FinalizedObject1 initialized 
<namespace>.FinalizedObject2 initialized 
<namespace>.FinalizedObject1 finalized 
<namespace>.FinalizedObject2 finalized

2つのオブジェクトは、されているにもかかわらず、されたヒープからファイナライズされ、され
ますにするオブジェクトのいずれにものがしないため。

い

とは、のオブジェクト「ターゲット」ともばれますへのですが、それらのオブジェクトがガベー
ジコレクションされないようにするための「い」ものです。いえれば、ガベージコレクタがオブ
ジェクトを「きている」または「んだ」とした、いはカウントされません。

のコード

var weak = new WeakReference<FinalizableObject>(new FinalizableObject()); 
GC.Collect();

をします。

<namespace>.FinalizableObject initialized 
<namespace>.FinalizableObject finalized

オブジェクトは、WeakReferenceによってされているにもかかわらず、されたヒープからされま
すガベージコレクタがびされたではまだスコープにあります。

1WeakReferenceターゲットがまだされているヒープにりてられているかどうかをすることは、
いつでもではありません。

2プログラムがWeakreferenceのターゲットにアクセスするがあるは、ターゲットがまだりてられ
ているかどうかののにコードをするがあります。ターゲットにアクセスするはTryGetTargetです

var target = new object(); // Any object will do as target 
var weak = new WeakReference<object>(target); // Create weak reference 
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target = null; // Drop strong reference to the target 
 
// ... Many things may happen in-between 
 
// Check whether the target is still available 
if(weak.TryGetTarget(out target)) 
{ 
    // Use re-initialized target variable 
    // To do whatever the target is needed for 
} 
else 
{ 
    // Do something when there is no more target object 
    // The target variable value should not be used here 
}

WeakReferenceのバージョンは.Net 4.5でです。すべてのフレームワークのバージョンは、じで
ビルドされ、のようにチェックされるジェネリックのなしのバージョンをします。

var target = new object(); // Any object will do as target 
var weak = new WeakReference(target); // Create weak reference 
target = null; // Drop strong reference to the target 
 
// ... Many things may happen in-between 
 
// Check whether the target is still available 
if (weak.IsAlive) 
{ 
    target = weak.Target; 
 
    // Use re-initialized target variable 
    // To do whatever the target is needed for 
} 
else 
{ 
    // Do something when there is no more target object 
    // The target variable value should not be used here 
}

Disposeとファイナライザ

オブジェクトがもはやされなくなるとすぐにされるメモリをするとして、Disposeメソッドをし
するクラスをIDisposableとしてする 「キャッチ」とは、Disposeメソッドがびされるといういが
ないということですオブジェクトのわりににびされるファイナライザとはなります。

1つのシナリオは、にしたオブジェクトにしてDisposeをびすプログラムです。

private void SomeFunction() 
{ 
    // Initialize an object that uses heavy external resources 
    var disposableObject = new ClassThatImplementsIDisposable(); 
 
    // ... Use that object 
 
    // Dispose as soon as no longer used 
    disposableObject.Dispose(); 
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    // ... Do other stuff 
 
    // The disposableObject variable gets out of scope here 
    // The object will be finalized later on (no guarantee when) 
    // But it no longer holds to the heavy external resource after it was disposed 
}

のシナリオでは、フレームワークによってクラスがインスタンスされるとしています。この、し
いクラスは、クラスをします。たとえば、MVCでは、System.Web.Mvc.ControllerBaseのサブク
ラスとしてコントローラクラスをします。クラスがIDisposableインターフェイスをする、これは
フレームワークによってDisposeがにびされることをすヒントですが、ここでもいはありません
。

したがって、Disposeはファイナライザのわりではありません。わりに、2つはなるでするがあり
ます。

ファイナライザはにリソースをし、そうでなければするメモリリークをします•
Disposeは、リソースがになったらすぐにリソースをし、メモリりてのをします。•

オブジェクトのなとファイナライズ

Disposeとファイナライザはなるをとしているため、のメモリがいリソースをするクラスでをす
るがあります。その、の2つのシナリオがにされるようにクラスをします。

ファイナライザのみがびされたとき•
にDisposeがびされ、でファイナライザがびされると•

1つのは、クリーンアップコードを1または2すると、1だけするのとじがられるようなでクリーン
アップコードをきむことです。は、クリーンアップのによってなります。たとえば、のようにな
ります。

すでにじられているデータベースをじるとがないためします•
いくつかの ""をするのはで、1ではなく2びすとったになります。•

よりなは、によって、クリーンアップコードがだけびされ、コンテキストがであれだけびされる
ことです。これは、のフラグをして "な"をすることができます

public class DisposableFinalizable1: IDisposable 
{ 
    private bool disposed = false; 
 
    ~DisposableFinalizable1() { Cleanup(); } 
 
    public void Dispose() { Cleanup(); } 
 
    private void Cleanup() 
    { 
        if(!disposed) 
        { 
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            // Actual code to release resources gets here, then 
            disposed = true; 
        } 
    } 
}

わりに、ガベージコレクタは、Disposeがびされたにファイナライザをスキップできるようにす
る、のメソッドSuppressFinalizeをします。

public class DisposableFinalizable2 : IDisposable 
{ 
    ~DisposableFinalizable2() { Cleanup(); } 
 
    public void Dispose() 
    { 
        Cleanup(); 
        GC.SuppressFinalize(this); 
    } 
 
    private void Cleanup() 
    { 
        // Actual code to release resources gets here 
    } 
}

オンラインでガベージコレクションをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9636/ガベージコレ
クション
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32: コード
コードコントラクトは、メソッドの/とオブジェクトののコンパイルまたはをにします。これらの
は、びしとりがアプリケーションのなにするようにするためにされます。コードのそののには、
がまれます。

Examples

は、メソッドがパラメータになをできるようにします

...

void DoWork(string input) 
{ 
    Contract.Requires(!string.IsNullOrEmpty(input)); 
 
    //do work 
}

の...

は、メソッドからされたが、されたとすることをします。これは、びしにされるのをします。ポ
ストコンディションでは、ツールによっていくつかのながされるため、なインプリメントがです
。

...

string GetValue() 
{ 
    Contract.Ensures(Contract.Result<string>() != null); 
 
    return null; 
}

...
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インタフェースの

コードコントラクトをすると、インタフェースにコントラクトをすることができます。これは、
インタフェースをするクラスをすることによってわれます。インタフェースは
ContractClassAttributeでタグけされ、 ContractClassAttributeクラスはContractClassForAttributeで
タグけされるべきです

Cの...

[ContractClass(typeof(MyInterfaceContract))] 
public interface IMyInterface 
{ 
    string DoWork(string input); 
} 
//Never inherit from this contract defintion class 
[ContractClassFor(typeof(IMyInterface))] 
internal abstract class MyInterfaceContract : IMyInterface 
{ 
    private MyInterfaceContract() { } 
 
    public string DoWork(string input) 
    { 
        Contract.Requires(!string.IsNullOrEmpty(input)); 
        Contract.Ensures(!string.IsNullOrEmpty(Contract.Result<string>())); 
        throw new NotSupportedException(); 
    } 
} 
public class MyInterfaceImplmentation : IMyInterface 
{ 
    public string DoWork(string input) 
    { 
        return input; 
    } 
}

の...

コードのインストールと

System.Diagnostics.Contractsは.Net Frameworkにまれています。コードコントラクトをするには
、Visual Studioをインストールするがあります。

Extensions and Updates Code Contractsで、 Code Contracts ToolsインストールしCode Contracts 
Tools
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ツールをインストールしたら、プロジェクトソリューションでCode Contractsにするがあります。
、 Static Checking ビルドのチェックをにしたいとうかもしれません。のソリューションでされる
ライブラリをするは、 Runtime Checkingにすることもえてください。
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オンラインでコードをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1937/コード

https://riptutorial.com/ja/home 123

http://i.stack.imgur.com/f4f1Z.png
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1937/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A5%91%E7%B4%84
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1937/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A5%91%E7%B4%84
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1937/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A5%91%E7%B4%84
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1937/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A5%91%E7%B4%84


33: コレクション
コレクションにはいくつかのがあります

Array•
List•
Queue•
SortedList•
Stack•

•

Examples

カスタムをつリストの

public class Model 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public bool? Selected { get; set; } 
}

ここでは、つのをつなしのコンストラクタをつクラスをっているNameとNULLブールプロパティ
Selected 。 List<Model>をしたいは、これをするがいくつかあります。

var SelectedEmployees = new List<Model> 
 { 
      new Model() {Name = "Item1", Selected = true}, 
      new Model() {Name = "Item2", Selected = false}, 
      new Model() {Name = "Item3", Selected = false}, 
      new Model() {Name = "Item4"} 
 };

ここでは、 Modelクラスのいくつかのnewインスタンスをし、それらをデータでします。コンスト
ラクタをしたはどうなりますか

public class Model 
{ 
 
    public Model(string name, bool? selected = false) 
    { 
        Name = name; 
        selected = Selected; 
    } 
    public string Name { get; set; } 
    public bool? Selected { get; set; } 
}

これにより、リストをしってすることができます。

var SelectedEmployees = new List<Model> 
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{ 
    new Model("Mark", true), 
    new Model("Alexis"), 
    new Model("") 
};

プロパティの1つがクラスそのものであるクラスはどうですか

public class Model 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public bool? Selected { get; set; } 
} 
 
public class ExtendedModel : Model 
{ 
    public ExtendedModel() 
    { 
        BaseModel = new Model(); 
    } 
 
    public Model BaseModel { get; set; } 
    public DateTime BirthDate { get; set; } 
}

をしするために、 Modelクラスのコンストラクタをにしたことにしてください。

var SelectedWithBirthDate = new List<ExtendedModel> 
{ 
    new ExtendedModel() 
    { 
        BaseModel = new Model { Name = "Mark", Selected = true}, 
        BirthDate = new DateTime(2015, 11, 23) 
    }, 
                    new ExtendedModel() 
    { 
        BaseModel = new Model { Name = "Random"}, 
        BirthDate = new DateTime(2015, 11, 23) 
    } 
};

List<ExtendedModel>をCollection<ExtendedModel> 、 ExtendedModel[] 、 object[] 、またはに[]ます。

キュー

.Netには、 FIFOれしのをするQueueのをするためのコレクションがあります。キューのは、キュ
ーにをするためのEnqueue(T item)メソッドと、のをしてキューからするためのDequeue()メソッド
です。バージョンは、のキューにしてのコードのようにできます。

まず、をします。

using System.Collections.Generic;
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それをする

Queue<string> queue = new Queue<string>(); 
queue.Enqueue("John"); 
queue.Enqueue("Paul"); 
queue.Enqueue("George"); 
queue.Enqueue("Ringo"); 
 
string dequeueValue; 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return John 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return Paul 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return George 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return Ringo

オブジェクトでするのではないバージョンがあります。

はのとおりです。

using System.Collections;

キューのコードサンプルをする

Queue queue = new Queue(); 
queue.Enqueue("Hello World"); // string 
queue.Enqueue(5); // int 
queue.Enqueue(1d); // double 
queue.Enqueue(true); // bool 
queue.Enqueue(new Product()); // Product object 
 
object dequeueValue; 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return Hello World (string) 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return 5 (int) 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return 1d (double) 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return true (bool) 
dequeueValue = queue.Dequeue(); // return Product (Product type)

Peekというメソッドもあります。このメソッドは、をせずにキューのにオブジェクトをします。

Queue<int> queue = new Queue<int>(); 
queue.Enqueue(10); 
queue.Enqueue(20); 
queue.Enqueue(30); 
queue.Enqueue(40); 
queue.Enqueue(50); 
 
foreach (int element in queue) 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
}

なし

10 
20 
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30 
40 
50

スタック

.Netには、 LIFOラスト・イン・ファーストアウトのをするStackのをするためのコレクションがあり
ます。スタックのは、スタックにをするためのPush(T item)メソッドと、にされたをしてスタック
からするPop()メソッドです。バージョンは、のキューにしてのコードのようにできます。

まず、をします。

using System.Collections.Generic;

それをする

Stack<string> stack = new Stack<string>(); 
stack.Push("John"); 
stack.Push("Paul"); 
stack.Push("George"); 
stack.Push("Ringo"); 
 
string value; 
value = stack.Pop(); // return Ringo 
value = stack.Pop(); // return George 
value = stack.Pop(); // return Paul 
value = stack.Pop(); // return John

オブジェクトでするのではないバージョンがあります。

はのとおりです。

using System.Collections;

スタックのコードサンプル

Stack stack = new Stack(); 
stack.Push("Hello World"); // string 
stack.Push(5); // int 
stack.Push(1d); // double 
stack.Push(true); // bool 
stack.Push(new Product()); // Product object 
 
object value; 
value = stack.Pop(); // return Product (Product type) 
value = stack.Pop(); // return true (bool) 
value = stack.Pop(); // return 1d (double) 
value = stack.Pop(); // return 5 (int) 
value = stack.Pop(); // return Hello World (string)

されたのをStackからせずにすPeekというメソッドもあります。
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Stack<int> stack = new Stack<int>(); 
stack.Push(10); 
stack.Push(20); 
 
var lastValueAdded = stack.Peek(); // 20

スタックのをすることができ、スタックのLIFOをします。

Stack<int> stack = new Stack<int>(); 
stack.Push(10); 
stack.Push(20); 
stack.Push(30); 
stack.Push(40); 
stack.Push(50); 
 
foreach (int element in stack) 
{ 
   Console.WriteLine(element); 
}

なし

50 
40 
30 
20 
10

コレクションの

いくつかのコレクションは、にできます。たとえば、のは、 numbersをいくつかのでしてします。

List<int> numbers = new List<int>(){10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1};

には、CコンパイラはこのをにAddメソッドののびしにします。したがって、このは、にAddメソ
ッドをサポートするコレクションにしてのみできます。

Stack<T>クラスとQueue<T>クラスはそれをサポートしていません。

キーとのペアをるDictionary<TKey, TValue>クラスなどのなコレクションの、リストでキーとのペ
アをとしてできます。

Dictionary<int, string> employee = new Dictionary<int, string>() 
     {{44, "John"}, {45, "Bob"}, {47, "James"}, {48, "Franklin"}};

ペアののはキーで、2のはです。

オンラインでコレクションをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/30/コレクション

https://riptutorial.com/ja/home 128

https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/30/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/30/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3


34: シリアルポート

Examples

var serialPort = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.Even, 8, StopBits.One); 
serialPort.Open(); 
serialPort.WriteLine("Test data"); 
string response = serialPort.ReadLine(); 
Console.WriteLine(response); 
serialPort.Close();

なポートをする

string[] portNames = SerialPort.GetPortNames();

リード

void SetupAsyncRead(SerialPort serialPort) 
{ 
    serialPort.DataReceived += (sender, e) => { 
        byte[] buffer = new byte[4096]; 
        switch (e.EventType) 
        { 
            case SerialData.Chars: 
                var port = (SerialPort)sender; 
                int bytesToRead = port.BytesToRead; 
                if (bytesToRead > buffer.Length) 
                    Array.Resize(ref buffer, bytesToRead); 
                int bytesRead = port.Read(buffer, 0, bytesToRead); 
                // Process the read buffer here 
                // ... 
                break; 
            case SerialData.Eof: 
                // Terminate the service here 
                // ... 
                break; 
        } 
    };

テキストエコーサービス

using System.IO.Ports; 
 
namespace TextEchoService 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            var serialPort = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.Even, 8, StopBits.One); 
            serialPort.Open(); 

https://riptutorial.com/ja/home 129



            string message = ""; 
            while (message != "quit") 
            { 
                message = serialPort.ReadLine(); 
                serialPort.WriteLine(message); 
            } 
            serialPort.Close(); 
        } 
    } 
}

メッセージ

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO.Ports; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
 
namespace AsyncReceiver 
{ 
    class Program 
    { 
        const byte STX = 0x02; 
        const byte ETX = 0x03; 
        const byte ACK = 0x06; 
        const byte NAK = 0x15; 
        static ManualResetEvent terminateService = new ManualResetEvent(false); 
        static readonly object eventLock = new object(); 
        static List<byte> unprocessedBuffer = null; 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            try 
            { 
                var serialPort = new SerialPort("COM11", 9600, Parity.Even, 8, StopBits.One); 
                serialPort.DataReceived += DataReceivedHandler; 
                serialPort.ErrorReceived += ErrorReceivedHandler; 
                serialPort.Open(); 
                terminateService.WaitOne(); 
                serialPort.Close(); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Exception occurred: {0}", e.Message); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
        static void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 
        { 
            lock (eventLock) 
            { 
                byte[] buffer = new byte[4096]; 
                switch (e.EventType) 
                { 
                    case SerialData.Chars: 
                        var port = (SerialPort)sender; 
                        int bytesToRead = port.BytesToRead; 
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                        if (bytesToRead > buffer.Length) 
                            Array.Resize(ref buffer, bytesToRead); 
                        int bytesRead = port.Read(buffer, 0, bytesToRead); 
                        ProcessBuffer(buffer, bytesRead); 
                        break; 
                    case SerialData.Eof: 
                        terminateService.Set(); 
                        break; 
                } 
            } 
        } 
        static void ErrorReceivedHandler(object sender, SerialErrorReceivedEventArgs e) 
        { 
            lock (eventLock) 
                if (e.EventType == SerialError.TXFull) 
                { 
                    Console.WriteLine("Error: TXFull. Can't handle this!"); 
                    terminateService.Set(); 
                } 
                else 
                { 
                    Console.WriteLine("Error: {0}. Resetting everything", e.EventType); 
                    var port = (SerialPort)sender; 
                    port.DiscardInBuffer(); 
                    port.DiscardOutBuffer(); 
                    unprocessedBuffer = null; 
                    port.Write(new byte[] { NAK }, 0, 1); 
                } 
        } 
 
        static void ProcessBuffer(byte[] buffer, int length) 
        { 
            List<byte> message = unprocessedBuffer; 
            for (int i = 0; i < length; i++) 
                if (buffer[i] == ETX) 
                { 
                    if (message != null) 
                    { 
                        Console.WriteLine("MessageReceived: {0}", 
                            Encoding.ASCII.GetString(message.ToArray())); 
                        message = null; 
                    } 
                } 
                else if (buffer[i] == STX) 
                    message = null; 
                else if (message != null) 
                    message.Add(buffer[i]); 
            unprocessedBuffer = message; 
        } 
    } 
}

このプログラムは、 STXおよびETXバイトでまれたメッセージをち、そのにるテキストをします。
のすべてはされます。ライト・バッファ・オーバーフローでは、それはします。のエラーでは、バッ
ファをリセットし、それのメッセージをちます。

コードはのようにします。

シリアルポートのみり SerialPort.DataReceivedを。•
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シリアルポートエラー SerialPort.ErrorReceivedを。•

テキストメッセージベースのプロトコル。•
なメッセージのみり。

SerialPort.DataReceivedイベントは、メッセージ ETX よりくするがあります。メッセー
ジがバッファでできないもありますSerialPort.Read...、...、port.BytesToReadはメッ
セージののみをみみます。この、した unprocessedBuffer をして、それのデータをって
います。

○

•

にのメッセージをする。
SerialPort.DataReceivedイベントは、のメッセージがもうのからされたにのみすること
があります。

○

•

オンラインでシリアルポートをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5366/シリアルポート
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35: スタックとヒープ
をすると、そのはnullになりnull 。これは、まだメモリのをしていないため、になです。  
ただし、nullなをいて、のはにをたなければなりません。

Examples

のの

のはにをみます 。

すべてののはSystem.ValueTypeクラスからし、これにはみみのほとんどがまれます。

しいをするときは、スタックとばれるメモリがされます。  
スタックは、されたのサイズにじてそれにじてします。たとえば、intはにスタックに32ビットの
メモリをりてられます。のがスコープにしなくなると、スタックののりてがされます。

のコードは、しいにされるのをしています。は、カスタムをするなとしてされています
System.ValueTypeクラスはできません。

しておくべきなことは、をりてるときに、がしいにコピーされることです。つまり、オブジェク
トに2つのなるインスタンスがあり、いにをぼしないということです。

struct PersonAsValueType 
{ 
    public string Name; 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        PersonAsValueType personA; 
 
        personA.Name = "Bob"; 
 
        var personB = personA; 
 
        personA.Name = "Linda"; 
 
        Console.WriteLine(                // Outputs 'False' - because 
            object.ReferenceEquals(       // personA and personB are referencing 
                personA,                  // different areas of memory 
                personB)); 
 
        Console.WriteLine(personA.Name);  // Outputs 'Linda' 
        Console.WriteLine(personB.Name);  // Outputs 'Bob' 
    } 
}
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の

は、メモリへのとそのにされたのでされます。  
これはC / C ++のポインタにています。

すべてのは、ヒープとばれるものにされます 。  
ヒープは、にオブジェクトがされるメモリのされたです。しいオブジェクトがインスタンスされ
ると、ヒープのがそのオブジェクトによってのためにりてられ、ヒープのそのへのがされます。
ヒープはガベージコレクタによってされされ、でのはできません。

インスタンスになメモリにえて、をするためのと、.NET CLRでとされるのながです。

のコードは、しいにされるをしています。このでは、クラスをしています。すべてのクラスはで
すであっても。

がのにされるとき、それはそのものではなくコピーされたオブジェクトへのです。これは、タイ
プとタイプのないです。

これは、じオブジェクトへのが2つあることをします。  
そのオブジェクトののは、のにされます。

class PersonAsReferenceType 
{ 
    public string Name; 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        PersonAsReferenceType personA; 
 
        personA = new PersonAsReferenceType { Name = "Bob" }; 
 
        var personB = personA; 
 
        personA.Name = "Linda"; 
 
        Console.WriteLine(               // Outputs 'True' - because 
            object.ReferenceEquals(      // personA and personB are referencing 
                personA,                 // the *same* memory location 
                personB)); 
 
        Console.WriteLine(personA.Name); // Outputs 'Linda' 
        Console.WriteLine(personB.Name); // Outputs 'Linda' 
    }

オンラインでスタックとヒープをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/9358/スタックとヒープ
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36: スピーチをするSpeechRecognitionEngine
クラス

SpeechRecognitionEngine•
SpeechRecognitionEngine.LoadGrammar•
SpeechRecognitionEngine.SetInputToDefaultAudioDevice•
SpeechRecognitionEngine.RecognizeAsyncRecognizeModeモード•
GrammarBuilder•
GrammarBuilder.Appendの•

params[]の•
GrammarBuilder Builder•

パラメーター

LoadGrammar パラメータ

ロードする。たとえば、 DictationGrammarオブジェクトをして
、フリーテキストのディクテーションをします。

RecognizeAsync パラメータ

モード
のRecognizeModeためのRecognizeMode 1つののためのSingleもの、 
Multipleをにするのもの。

GrammarBuilder.Append パラ
メータ

ビルダーにいくつかのをします。これは、ユーザがをすると、
がのなる「」をたどることができることをする。

Choicesコンストラクタパ
ラメータ

ビルダのの。 GrammarBuilder.Appendしてください。

Grammarコンストラクタパ
ラメータ

ビルダー GrammarBuilderはGrammarをします。

SpeechRecognitionEngineをするには、Windowsでをにするがあります。

スピーチクラスをするには、 System.Speech.dllへのをするがあります。
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Examples

フリーテキストのをに

using System.Speech.Recognition; 
 
// ... 
 
SpeechRecognitionEngine recognitionEngine = new SpeechRecognitionEngine(); 
recognitionEngine.LoadGrammar(new DictationGrammar()); 
recognitionEngine.SpeechRecognized += delegate(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e) 
{ 
    Console.WriteLine("You said: {0}", e.Result.Text); 
}; 
recognitionEngine.SetInputToDefaultAudioDevice(); 
recognitionEngine.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);

されたフレーズセットにづいてをにする

SpeechRecognitionEngine recognitionEngine = new SpeechRecognitionEngine(); 
GrammarBuilder builder = new GrammarBuilder(); 
builder.Append(new Choices("I am", "You are", "He is", "She is", "We are", "They are")); 
builder.Append(new Choices("friendly", "unfriendly")); 
recognitionEngine.LoadGrammar(new Grammar(builder)); 
recognitionEngine.SpeechRecognized += delegate(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e) 
{ 
    Console.WriteLine("You said: {0}", e.Result.Text); 
}; 
recognitionEngine.SetInputToDefaultAudioDevice(); 
recognitionEngine.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);

オンラインでスピーチをするSpeechRecognitionEngineクラスをむ https://riptutorial.com/ja/dot-

net/topic/69/スピーチをするspeechrecognitionengineクラス
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37: スレッディング

Examples

のスレッドからのフォームコントロールへのアクセス

テキストボックスやラベルなどのコントロールのを、コントロールをしたGUIスレッドのスレッ
ドからしたいは、びすがあります。そうでないは、のエラーメッセージがされることがあります
。

"クロススレッドがでないコントロール 'control_name'がされたスレッドのスレッドか
らアクセスされました。

このサンプルコードをsystem.windows.formsフォームですると、そのメッセージでがキャストさ
れます。

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Thread thread = new Thread(updatetextbox); 
    thread.Start(); 
} 
 
private void updatetextbox() 
{ 
    textBox1.Text = "updated"; // Throws exception 
}

テキストボックスのテキストをしていないスレッドからするは、Control.Invokeまたは
Control.BeginInvokeをします。 Control.InvokeRequiredをして、コントロールをびすがあるかど
うかをすることもできます。

private void updatetextbox() 
{ 
    if (textBox1.InvokeRequired) 
        textBox1.BeginInvoke((Action)(() => textBox1.Text = "updated")); 
    else 
        textBox1.Text = "updated"; 
}

これをにうがあるは、このチェックをうためになコードのをらすために、びしなオブジェクトの
をすることができます。

public static class Extensions 
{ 
    public static void BeginInvokeIfRequired(this ISynchronizeInvoke obj, Action action) 
    { 
        if (obj.InvokeRequired) 
            obj.BeginInvoke(action, new object[0]); 
        else 
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            action(); 
    } 
}

そして、どのスレッドからでもテキストボックスをするのはしシンプルになります

private void updatetextbox() 
{ 
    textBox1.BeginInvokeIfRequired(() => textBox1.Text = "updated"); 
}

このでされているControl.BeginInvokeはであり、されたデリゲートがまだされているかどうかに
かかわらず、Control.BeginInvokeをびしたのコードをimmedeatelyできることにしてください。

するにtextBox1がされていることをするがあるは、わりにControl.Invokeをして、がされるまでび
しスレッドをブロックします。くのびしをびし、GUIスレッドがびしスレッドがされたリソース
をまたはするのをっている、アプリケーションのデッドロックがすると、このアプローチはコー
ドをにくするがあることにしてください。

オンラインでスレッディングをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/3098/スレッディング
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38: タスクライブラリTPL

と
タスクライブラリのは、マルチスレッドおよびコードのおよびプロセスをすることです。

いくつかのユースケース*

のタスクでバックグラウンドをしてUIをにつ•

ワークロードの•
クライアントアプリケーションがリクエストをにできるようにする、TCP / UDPなど•
にのファイルをみきする•

*コードは、マルチスレッドのためにケースバイケースでするがあります。たとえば、ループのり
しがわずかであるや、がないは、のオーバーヘッドがメリットをるがあります。

TPL with .Net 3.5

TPLは、NuGetパッケージにまれている.Net 3.5にもで、Task Parallel Libraryとばれています。

Examples

なプロデューサ - コンシューマループBlockingCollection

var collection = new BlockingCollection<int>(5); 
var random = new Random(); 
 
var producerTask = Task.Run(() => { 
    for(int item=1; item<=10; item++) 
    { 
        collection.Add(item); 
        Console.WriteLine("Produced: " + item); 
        Thread.Sleep(random.Next(10,1000)); 
    } 
    collection.CompleteAdding(); 
    Console.WriteLine("Producer completed!"); 
});

あなたがcollection.CompleteAdding();びさなければ、それはにするcollection.CompleteAdding();コ
ンシューマタスクがであっても、コレクションにしけることができます。に
collection.CompleteAdding();びしcollection.CompleteAdding();あなたがしているときは、それのは
ありません。このをしてのプロデューサをのコンシューマパターンにすることができます。ここ
では、のソースからBlockingCollectionにアイテムをし、のがアイテムをりしてかをうことができ
ます。なをびすにBlockingCollectionがの、 collection.GetConsumingEnumerable() Enumerableは、
しいアイテムがコレクションにされるか、BlockingCollection.CompleteAdding;キューがです。
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var consumerTask = Task.Run(() => { 
    foreach(var item in collection.GetConsumingEnumerable()) 
    { 
        Console.WriteLine("Consumed: " + item); 
        Thread.Sleep(random.Next(10,1000)); 
    } 
    Console.WriteLine("Consumer completed!"); 
}); 
 
Task.WaitAll(producerTask, consumerTask); 
 
Console.WriteLine("Everything completed!");

タスクなインスタンスと

タスクは、 Taskクラスをインスタンスすることでできます...

var task = new Task(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task code starting..."); 
    Thread.Sleep(2000); 
    Console.WriteLine("...task code ending!"); 
}); 
 
Console.WriteLine("Starting task..."); 
task.Start(); 
task.Wait(); 
Console.WriteLine("Task completed!");

...またはなTask.Runメソッドをして

Console.WriteLine("Starting task..."); 
var task = Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task code starting..."); 
    Thread.Sleep(2000); 
    Console.WriteLine("...task code ending!"); 
}); 
task.Wait(); 
Console.WriteLine("Task completed!");

のケースでのみ、にStartびすがあることにしてください。

タスクWaitAllとキャプチャ

var tasks = Enumerable.Range(1, 5).Select(n => new Task<int>(() => 
{ 
    Console.WriteLine("I'm task " + n); 
    return n; 
})).ToArray(); 
 
foreach(var task in tasks) task.Start(); 
Task.WaitAll(tasks); 
 
foreach(var task in tasks) 
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    Console.WriteLine(task.Result);

タスクWaitAny

var allTasks = Enumerable.Range(1, 5).Select(n => new Task<int>(() => n)).ToArray(); 
var pendingTasks = allTasks.ToArray(); 
 
foreach(var task in allTasks) task.Start(); 
 
while(pendingTasks.Length > 0) 
{ 
    var finishedTask = pendingTasks[Task.WaitAny(pendingTasks)]; 
    Console.WriteLine("Task {0} finished", finishedTask.Result); 
    pendingTasks = pendingTasks.Except(new[] {finishedTask}).ToArray(); 
} 
 
Task.WaitAll(allTasks);

WaitAll becasueがあるWaitAny 、がされることはありません。

タスクWaitを

var task1 = Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task 1 code starting..."); 
    throw new Exception("Oh no, exception from task 1!!"); 
}); 
 
var task2 = Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task 2 code starting..."); 
    throw new Exception("Oh no, exception from task 2!!"); 
}); 
 
Console.WriteLine("Starting tasks..."); 
try 
{ 
    Task.WaitAll(task1, task2); 
} 
catch(AggregateException ex) 
{ 
    Console.WriteLine("Task(s) failed!"); 
    foreach(var inner in ex.InnerExceptions) 
        Console.WriteLine(inner.Message); 
} 
 
Console.WriteLine("Task 1 status is: " + task1.Status); //Faulted 
Console.WriteLine("Task 2 status is: " + task2.Status); //Faulted

タスクWaitをしない

var task1 = Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task 1 code starting..."); 
    throw new Exception("Oh no, exception from task 1!!"); 
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}); 
 
var task2 = Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("Task 2 code starting..."); 
    throw new Exception("Oh no, exception from task 2!!"); 
}); 
 
var tasks = new[] {task1, task2}; 
 
Console.WriteLine("Starting tasks..."); 
while(tasks.All(task => !task.IsCompleted)); 
 
foreach(var task in tasks) 
{ 
    if(task.IsFaulted) 
        Console.WriteLine("Task failed: " + 
            task.Exception.InnerExceptions.First().Message); 
} 
 
Console.WriteLine("Task 1 status is: " + task1.Status); //Faulted 
Console.WriteLine("Task 2 status is: " + task2.Status); //Faulted

タスクCancellationTokenをしてキャンセルする

var cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource(); 
var cancellationToken = cancellationTokenSource.Token; 
 
var task = new Task((state) => 
    { 
        int i = 1; 
        var myCancellationToken = (CancellationToken)state; 
        while(true) 
        { 
            Console.Write("{0} ", i++); 
            Thread.Sleep(1000); 
            myCancellationToken.ThrowIfCancellationRequested(); 
        } 
    }, 
    cancellationToken: cancellationToken, 
    state: cancellationToken); 
 
Console.WriteLine("Counting to infinity. Press any key to cancel!"); 
task.Start(); 
Console.ReadKey(); 
 
cancellationTokenSource.Cancel(); 
try 
{ 
    task.Wait(); 
} 
catch(AggregateException ex) 
{ 
    ex.Handle(inner => inner is OperationCanceledException); 
} 
 
Console.WriteLine($"{Environment.NewLine}You have cancelled! Task status is: {task.Status}"); 
//Canceled
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ThrowIfCancellationRequestedのわりに、キャンセルをIsCancellationRequestedででき、 
OperationCanceledExceptionをでスローすることができます。

//New task delegate 
int i = 1; 
var myCancellationToken = (CancellationToken)state; 
while(!myCancellationToken.IsCancellationRequested) 
{ 
    Console.Write("{0} ", i++); 
    Thread.Sleep(1000); 
} 
Console.WriteLine($"{Environment.NewLine}Ouch, I have been cancelled!!"); 
throw new OperationCanceledException(myCancellationToken);

キャンセルトークンがcancellationTokenパラメータのタスクコンストラクタにどのようにされる
かにしてください。これがとされているようにタスクCanceled、ではないにFaulted、 
ThrowIfCancellationRequestedびされます。また、じで、キャンセルトークンは、2のケースで
OperationCanceledExceptionのコンストラクターでにされます。

Task.WhenAny

var random = new Random(); 
IEnumerable<Task<int>> tasks = Enumerable.Range(1, 5).Select(n => Task.Run(async() => 
{ 
    Console.WriteLine("I'm task " + n); 
    await Task.Delay(random.Next(10,1000)); 
    return n; 
})); 
 
Task<Task<int>> whenAnyTask = Task.WhenAny(tasks); 
Task<int> completedTask = await whenAnyTask; 
Console.WriteLine("The winner is: task " + await completedTask); 
 
await Task.WhenAll(tasks); 
Console.WriteLine("All tasks finished!");

Task.WhenAll

var random = new Random(); 
IEnumerable<Task<int>> tasks = Enumerable.Range(1, 5).Select(n => Task.Run(() => 
{ 
    Console.WriteLine("I'm task " + n); 
    return n; 
})); 
 
Task<int[]> task = Task.WhenAll(tasks); 
int[] results = await task; 
 
Console.WriteLine(string.Join(",", results.Select(n => n.ToString()))); 
// Output: 1,2,3,4,5

Parallel.Invoke
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var actions = Enumerable.Range(1, 10).Select(n => new Action(() => 
{ 
    Console.WriteLine("I'm task " + n); 
    if((n & 1) == 0) 
        throw new Exception("Exception from task " + n); 
})).ToArray(); 
 
try 
{ 
    Parallel.Invoke(actions); 
} 
catch(AggregateException ex) 
{ 
    foreach(var inner in ex.InnerExceptions) 
        Console.WriteLine("Task failed: " + inner.Message); 
}

Parallel.ForEach

このでは、 Parallel.ForEachをして、のスレッドをして110000ののをします。スレッドセーフテ
ィをするために、 Interlocked.Addをしてをします。

using System.Threading; 
 
int Foo() 
{ 
    int total = 0; 
    var numbers = Enumerable.Range(1, 10000).ToList(); 
    Parallel.ForEach(numbers, 
        () => 0, // initial value, 
        (num, state, localSum) => num + localSum, 
        localSum => Interlocked.Add(ref total, localSum)); 
    return total; // total = 50005000 
}

Parallel.For

このでは、 Parallel.Forをして、のスレッドをして110000ののをします。スレッドセーフティを
するために、 Interlocked.Addをしてをします。

using System.Threading; 
 
int Foo() 
{ 
    int total = 0; 
    Parallel.For(1, 10001, 
        () => 0, // initial value, 
        (num, state, localSum) => num + localSum, 
        localSum => Interlocked.Add(ref total, localSum)); 
    return total; // total = 50005000 
}

AsyncLocalをしたコンテキストのフロー
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タスクAsyncLocalタスクにいくつかのデータをすがある、それはにとともにれますので、 
AsyncLocal クラスをしてAsyncLocal 

void Main() 
{ 
    AsyncLocal<string> user = new AsyncLocal<string>(); 
    user.Value = "initial user"; 
 
    // this does not affect other tasks - values are local relative to the branches of 
execution flow 
    Task.Run(() => user.Value = "user from another task"); 
 
    var task1 = Task.Run(() => 
    { 
        Console.WriteLine(user.Value); // outputs "initial user" 
        Task.Run(() => 
        { 
            // outputs "initial user" - value has flown from main method to this task without 
being changed 
            Console.WriteLine(user.Value); 
        }).Wait(); 
 
        user.Value = "user from task1"; 
 
        Task.Run(() => 
        { 
            // outputs "user from task1" - value has flown from main method to task1 
            // than value was changed and flown to this task. 
            Console.WriteLine(user.Value); 
        }).Wait(); 
    }); 
 
    task1.Wait(); 
 
    // ouputs "initial user" - changes do not propagate back upstream the execution flow 
    Console.WriteLine(user.Value); 
}

のからわかるように、 AsynLocal.Valueはcopy on readセマンティックがありますが、をいくつかし
てそのプロパティをすると、のタスクにします。したがって、 AsyncLocalベストプラクティスは
、またはをすることです。

VB.NETのParallel.ForEach

For Each row As DataRow In FooDataTable.Rows 
    Me.RowsToProcess.Add(row) 
Next 
 
Dim myOptions As ParallelOptions = New ParallelOptions() 
myOptions.MaxDegreeOfParallelism = environment.processorcount 
 
Parallel.ForEach(RowsToProcess, myOptions, Sub(currentRow, state) 
                                               ProcessRowParallel(currentRow, state) 
                                           End Sub)

タスクをす
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をすTask< TResult >りのはTask< TResult >ここで、TResultはされるがあるのです。タスクのを
Resultプロパティですることができます。

Task<int> t = Task.Run(() => 
    { 
        int sum = 0; 
 
        for(int i = 0; i < 500; i++) 
            sum += i; 
 
        return sum; 
    }); 
 
Console.WriteLine(t.Result); // Outuput 124750

タスクがにされると、タスクがタスクをつよりもがされます。

public async Task DoSomeWork() 
{ 
    WebClient client = new WebClient(); 
    // Because the task is awaited, result of the task is assigned to response 
    string response = await client.DownloadStringTaskAsync("http://somedomain.com"); 
}

オンラインでタスクライブラリTPLをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/55/タスクライブラ
リ-tpl-
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39: タスクライブラリTPLAPIの
タスクパラレルライブラリには、アプリケーションにとをするプロセスをにするパブリックタイ
プとAPIがされています。 。ネット。 TPLは.Net 4でされ、マルチスレッドとコードをくための
されるです。

TPLは、スケジューリング、スレッドアフィニティ、キャンセルのサポート、、ロードバランシ
ングをい、プログラマがなレベルのにをやすのではなく、のにできるようにします。

Examples

ボタンのクリックにじてをし、UIをする

このでは、ワーカースレッドでらかのをしてボタンクリックにし、ユーザーインターフェイスを
してをすをします

void MyButton_OnClick(object sender, EventArgs args) 
{ 
    Task.Run(() => // Schedule work using the thread pool 
        { 
            System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Sleep for 5 seconds to simulate work. 
        }) 
    .ContinueWith(p => // this continuation contains the 'update' code to run on the UI thread 
    { 
        this.TextBlock_ResultText.Text = "The work completed at " + DateTime.Now.ToString() 
    }, 
    TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext()); // make sure the update is run on the 
UI thread. 
 
}

オンラインでタスクライブラリTPLAPIのをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5164/タスク
ライブラリ-tpl-apiの
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40: ネットワーキング
HTTPクライアント

Examples

なTCPチャットTcpListener、TcpClient、NetworkStream

using System; 
using System.IO; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class TcpChat 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        if(args.Length == 0) 
        { 
            Console.WriteLine("Basic TCP chat"); 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("Usage:"); 
            Console.WriteLine("tcpchat server <port>"); 
            Console.WriteLine("tcpchat client <url> <port>"); 
            return; 
        } 
 
        try 
        { 
            Run(args); 
        } 
        catch(IOException) 
        { 
            Console.WriteLine("--- Connection lost"); 
        } 
        catch(SocketException ex) 
        { 
            Console.WriteLine("--- Can't connect: " + ex.Message); 
        } 
    } 
 
    static void Run(string[] args) 
    { 
        TcpClient client; 
        NetworkStream stream; 
        byte[] buffer = new byte[256]; 
        var encoding = Encoding.ASCII; 
 
        if(args[0].StartsWith("s", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
        { 
            var port = int.Parse(args[1]); 
            var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port); 
            listener.Start(); 
            Console.WriteLine("--- Waiting for a connection..."); 
            client = listener.AcceptTcpClient(); 
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        } 
        else 
        { 
            var hostName = args[1]; 
            var port = int.Parse(args[2]); 
            client = new TcpClient(); 
            client.Connect(hostName, port); 
        } 
 
        stream = client.GetStream(); 
        Console.WriteLine("--- Connected. Start typing! (exit with Ctrl-C)"); 
 
        while(true) 
        { 
            if(Console.KeyAvailable) 
            { 
                var lineToSend = Console.ReadLine(); 
                var bytesToSend = encoding.GetBytes(lineToSend + "\r\n"); 
                stream.Write(bytesToSend, 0, bytesToSend.Length); 
                stream.Flush(); 
            } 
 
            if (stream.DataAvailable) 
            { 
                var receivedBytesCount = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 
                var receivedString = encoding.GetString(buffer, 0, receivedBytesCount); 
                Console.Write(receivedString); 
            } 
        } 
    } 
}

SNTPクライアントUdpClient

SNTPプロトコルのについては、 RFC 2030をしてください。

using System; 
using System.Globalization; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
 
class SntpClient 
{ 
    const int SntpPort = 123; 
    static DateTime BaseDate = new DateTime(1900, 1, 1); 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        if(args.Length == 0) { 
            Console.WriteLine("Simple SNTP client"); 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("Usage: sntpclient <sntp server url> [<local timezone>]"); 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("<local timezone>: a number between -12 and 12 as hours from 
UTC"); 
            Console.WriteLine("(append .5 for an extra half an hour)"); 
            return; 
        } 
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        double localTimeZoneInHours = 0; 
        if(args.Length > 1) 
            localTimeZoneInHours = double.Parse(args[1], CultureInfo.InvariantCulture); 
 
        var udpClient = new UdpClient(); 
        udpClient.Client.ReceiveTimeout = 5000; 
 
        var sntpRequest = new byte[48]; 
        sntpRequest[0] = 0x23; //LI=0 (no warning), VN=4, Mode=3 (client) 
 
        udpClient.Send( 
            dgram: sntpRequest, 
            bytes: sntpRequest.Length, 
            hostname: args[0], 
            port: SntpPort); 
 
        byte[] sntpResponse; 
        try 
        { 
            IPEndPoint remoteEndpoint = null; 
            sntpResponse = udpClient.Receive(ref remoteEndpoint); 
        } 
        catch(SocketException) 
        { 
            Console.WriteLine("*** No response received from the server"); 
            return; 
        } 
 
        uint numberOfSeconds; 
        if(BitConverter.IsLittleEndian) 
            numberOfSeconds = BitConverter.ToUInt32( 
                sntpResponse.Skip(40).Take(4).Reverse().ToArray() 
                ,0); 
        else 
            numberOfSeconds = BitConverter.ToUInt32(sntpResponse, 40); 
 
        var date = BaseDate.AddSeconds(numberOfSeconds).AddHours(localTimeZoneInHours); 
 
        Console.WriteLine( 
            $"Current date in server: {date:yyyy-MM-dd HH:mm:ss} 
UTC{localTimeZoneInHours:+0.#;-0.#;.}"); 
    } 
}

オンラインでネットワーキングをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/35/ネットワーキング
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41: ファイルとPOSTデータをWebサーバーにア
ップロードする

Examples

WebRequestでファイルをアップロードする

のでファイルとフォームデータをするには、コンテンツにmultipart / form-dataタイプがです。

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Net; 
using System.Threading.Tasks; 
 
public async Task<string> UploadFile(string url, string filename, 
    Dictionary<string, object> postData) 
{ 
    var request = WebRequest.CreateHttp(url); 
    var boundary = $"{Guid.NewGuid():N}"; // boundary will separate each parameter 
    request.ContentType = $"multipart/form-data; {nameof(boundary)}={boundary}"; 
    request.Method = "POST"; 
 
    using (var requestStream = request.GetRequestStream()) 
    using (var writer = new StreamWriter(requestStream)) 
    { 
        foreach (var data in postData) 
            await writer.WriteAsync( // put all POST data into request 
                $"\r\n--{boundary}\r\nContent-Disposition: " + 
                $"form-data; name=\"{data.Key}\"\r\n\r\n{data.Value}"); 
 
        await writer.WriteAsync( // file header 
            $"\r\n--{boundary}\r\nContent-Disposition: " + 
            $"form-data; name=\"File\"; filename=\"{Path.GetFileName(filename)}\"\r\n" + 
            "Content-Type: application/octet-stream\r\n\r\n"); 
 
        await writer.FlushAsync(); 
        using (var fileStream = File.OpenRead(filename)) 
            await fileStream.CopyToAsync(requestStream); 
 
        await writer.WriteAsync($"\r\n--{boundary}--\r\n"); 
    } 
 
    using (var response = (HttpWebResponse) await request.GetResponseAsync()) 
    using (var responseStream = response.GetResponseStream()) 
    { 
        if (responseStream == null) 
            return string.Empty; 
        using (var reader = new StreamReader(responseStream)) 
            return await reader.ReadToEndAsync(); 
    } 
}
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var response = await uploader.UploadFile("< YOUR URL >", "< PATH TO YOUR FILE >", 
    new Dictionary<string, object> 
    { 
        {"Comment", "test"}, 
        {"Modified", DateTime.Now } 
    });

オンラインでファイルとPOSTデータをWebサーバーにアップロードするをむ 

https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/10845/ファイルとpostデータをwebサーバーにアップロード
する
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42: ファイルの

パラメーター

パラメータ

パス するファイルのパス。 またはされた

ファイルがするはtrue、そうでないはfalseをします。

Examples

VB WriteAllText

Imports System.IO 
 
Dim filename As String = "c:\path\to\file.txt" 
File.WriteAllText(filename, "Text to write" & vbCrLf)

VB StreamWriter

Dim filename As String = "c:\path\to\file.txt" 
If System.IO.File.Exists(filename) Then 
    Dim writer As New System.IO.StreamWriter(filename) 
    writer.Write("Text to write" & vbCrLf) 'Add a newline 
    writer.close() 
End If

CStreamWriter

using System.Text; 
using System.IO; 
 
string filename = "c:\path\to\file.txt"; 
//'using' structure allows for proper disposal of stream. 
using (StreamWriter writer = new StreamWriter(filename")) 
{ 
    writer.WriteLine("Text to Write\n"); 
}

CWriteAllText

using System.IO; 
using System.Text; 
 
string filename = "c:\path\to\file.txt"; 
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File.writeAllText(filename, "Text to write\n");

CFile.Exists

using System; 
using System.IO; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        string filePath = "somePath"; 
 
        if(File.Exists(filePath)) 
        { 
            Console.WriteLine("Exists"); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("Does not exist"); 
        } 
    } 
}

でもできます。

Console.WriteLine(File.Exists(pathToFile) ? "Exists" : "Does not exist");

オンラインでファイルのをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1376/ファイルの
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43: プラットフォームびし
[DllImport "Example.dll"]なextern void SetTextstring inString;•
[DllImport "Example.dll"]extern void GetTextStringBuilder outString;•
[MarshalAsUnmanagedType.ByValTStr、SizeConst = 32]テキスト。•

[MarshalAsUnmanagedType.ByValArray、SizeConst = 128] byte [] byteArr;•
[StructLayoutLayoutKind.Sequential] public struct PERSON {...}•
[StructLayoutLayoutKind.Explicit] publicMarshaledUnion {[FieldOffset0] ...}•

Examples

Win32のdllをびす

using System.Runtime.InteropServices; 
 
class PInvokeExample 
{ 
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)] 
    public static extern uint MessageBox(IntPtr hWnd, String text, String caption, int 
options); 
 
    public static void test() 
    { 
        MessageBox(IntPtr.Zero, "Hello!", "Message", 0); 
    } 
}

static extern stll DllImportAttributeとして、 Valueプロパティを.dll nameにしてをします。 
System.Runtime.InteropServicesをすることをれないでください。その、のメソッドとしてびします
。

Platform Invocation Servicesは、.dllのみみとのをいます。ほとんどのなケースでは、P / Invokeは
パラメータをマーシャリングして.dllとのでりをしますつまり、.NETデータからWin32データへの
、もまたです。

Windows APIの

pinvoke.netをしてください。

あなたのコードでextern Windows APIをするに、 pinvoke.netでそれをすことをしてください。ら
はすでに、すべてのサポートタイプといでなをっているがもいでしょう。

のマーシャリング

の
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[DllImport("Example.dll")] 
static extern void SetArray( 
    [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeConst = 128)] 
    byte[] data);

の

[DllImport("Example.dll")] 
static extern void SetStrArray(string[] textLines);

をマーシャリングする

シンプルな

C ++シグネチャ

typedef struct _PERSON 
{ 
    int age; 
    char name[32]; 
} PERSON, *LP_PERSON; 
 
void GetSpouse(PERSON person, LP_PERSON spouse);

Cの

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)] 
public struct PERSON 
{ 
    public int age; 
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)] 
    public string name; 
} 
 
[DllImport("family.dll", CharSet = CharSet.Auto)] 
public static extern bool GetSpouse(PERSON person, ref PERSON spouse);

フィールドがな。

C ++

typedef struct 
{ 
    int length; 
    int *data; 
} VECTOR; 
 
void SetVector(VECTOR &vector);

コードからコードにすと、これは

dataはIntPtrとしてするがあり、メモリはMarshal.AllocHGlobal()にりてられなければなりません 
Marshal.FreeHGlobal()
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にされます。

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
public struct VECTOR : IDisposable 
{ 
    int length; 
    IntPtr dataBuf; 
 
    public int[] data 
    { 
        set 
        { 
            FreeDataBuf(); 
            if (value != null && value.Length > 0) 
            { 
                dataBuf = Marshal.AllocHGlobal(value.Length * Marshal.SizeOf(value[0])); 
                Marshal.Copy(value, 0, dataBuf, value.Length); 
                length = value.Length; 
            } 
        } 
    } 
    void FreeDataBuf() 
    { 
        if (dataBuf != IntPtr.Zero) 
        { 
            Marshal.FreeHGlobal(dataBuf); 
            dataBuf = IntPtr.Zero; 
        } 
    } 
    public void Dispose() 
    { 
        FreeDataBuf(); 
    } 
} 
 
[DllImport("vectors.dll")] 
public static extern void SetVector([In]ref VECTOR vector);

フィールドがな。

C ++シグネチャ

typedef struct 
{ 
    char *name; 
} USER; 
 
bool GetCurrentUser(USER *user);

そのようなデータがアンマネージコードからされ、アンマネージによってメモリがりてられると
、マネージドコールはそれをIntPrtにけり、そのバッファをマネージドにするIntPrtます。の、な
Marshal.PtrToStringAnsi()メソッドがあります

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
public struct USER 
{ 
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    IntPtr nameBuffer; 
    public string name { get { return Marshal.PtrToStringAnsi(nameBuffer); } } 
} 
 
[DllImport("users.dll")] 
public static extern bool GetCurrentUser(out USER user);

のマーシャリング

フィールドのみ

C ++

typedef union 
{ 
    char c; 
    int i; 
} CharOrInt;

C

[StructLayout(LayoutKind.Explicit)] 
public struct CharOrInt 
{ 
    [FieldOffset(0)] 
    public byte c; 
    [FieldOffset(0)] 
    public int i; 
}

フィールドとフィールドをさせる

タイプ1のをさせることはできません。 FieldOffset(0) text; FieldOffset(0) i; のためにコンパイ
ルされません

typedef union 
{ 
    char text[128]; 
    int i; 
} TextOrInt;

にカスタムマーシャリングをするがあります。しかし、にこのようなよりなテクニクスのは、の
ようにできます。

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
public struct TextOrInt 
{ 
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 128)] 
    public byte[] text; 
    public int i { get { return BitConverter.ToInt32(text, 0); } } 
}
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オンラインでプラットフォームびしをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/1643/プラットフォ
ームびし
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44: プロセスとスレッドの

パラメーター

パラ
メー
タ

プロセスのがされているプロセッサのセットをす。たとえば、8プロセッサー・シス
テムでは、プロセッサー3と4でのみプロセスをしたいは、のようなアフィニティを
するよりも00001100 = 12

スレッドのプロセッサは、それがしているプロセッサのです。いえれば、のものです。

プロセッサアフィニティは、プロセッサをビットとしてします。ビット0はプロセッサ1をし、ビ
ット1はプロセッサ2をし、である。

Examples

プロセスアフィニティマスクをする

    public static int GetProcessAffinityMask(string processName = null) 
    { 
        Process myProcess = GetProcessByName(ref processName); 
 
        int processorAffinity = (int)myProcess.ProcessorAffinity; 
        Console.WriteLine("Process {0} Affinity Mask is : {1}", processName, 
FormatAffinity(processorAffinity)); 
 
        return processorAffinity; 
    } 
 
    public static Process GetProcessByName(ref string processName) 
    { 
        Process myProcess; 
        if (string.IsNullOrEmpty(processName)) 
        { 
            myProcess = Process.GetCurrentProcess(); 
            processName = myProcess.ProcessName; 
        } 
        else 
        { 
            Process[] processList = Process.GetProcessesByName(processName); 
            myProcess = processList[0]; 
        } 
        return myProcess; 
    } 
 
    private static string FormatAffinity(int affinity) 
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    { 
        return Convert.ToString(affinity, 2).PadLeft(Environment.ProcessorCount, '0'); 
    } 
}

private static void Main(string[] args) 
{ 
    GetProcessAffinityMask(); 
 
    Console.ReadKey(); 
} 
// Output: 
// Process Test.vshost Affinity Mask is : 11111111

プロセスアフィニティマスクをする

    public static void SetProcessAffinityMask(int affinity, string processName = null) 
    { 
        Process myProcess = GetProcessByName(ref processName); 
 
        Console.WriteLine("Process {0} Old Affinity Mask is : {1}", processName, 
FormatAffinity((int)myProcess.ProcessorAffinity)); 
 
        myProcess.ProcessorAffinity = new IntPtr(affinity); 
        Console.WriteLine("Process {0} New Affinity Mask is : {1}", processName, 
FormatAffinity((int)myProcess.ProcessorAffinity)); 
    }

private static void Main(string[] args) 
{ 
    int newAffinity = Convert.ToInt32("10101010", 2); 
    SetProcessAffinityMask(newAffinity); 
 
    Console.ReadKey(); 
} 
// Output : 
// Process Test.vshost Old Affinity Mask is : 11111111 
// Process Test.vshost New Affinity Mask is : 10101010

オンラインでプロセスとスレッドのをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/4431/プロセスとス
レッドの
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45: メモリ
.NETアプリケーションのパフォーマンスアプリケーションは、GCによってなをけるがあります
。 GCがされると、のすべてのスレッドはするまでされます。このため、GCプロセスをにし、す
るタイミングをにえるをすることをおめします。

Examples

されていないリソース

GCと「ヒープ」についてすると、にはマネージヒープとばれるものについてしています 。 され
たヒープのオブジェクトは、ファイルへのきみやファイルからのみみなど、されたヒープにない
リソースにアクセスできます。しないは、ファイルがみりのためにかれたにがし、ファイルハン
ドルがどおりにじるのをぐにするがあります。このため、.NETではされていないリソースで
IDisposableインターフェイスがされているがあります。このインタフェースには、パラメータな
しのDisposeというのメソッドがあります。

public interface IDisposable 
{ 
    Dispose(); 
} 

されていないリソースをするときは、それらがにされていることをするがあります。これは、 
finallyブロックまたはusingステートメントでDispose()にびすことによってできます。

StreamReader sr; 
string textFromFile; 
string filename = "SomeFile.txt"; 
try 
{ 
    sr = new StreamReader(filename); 
    textFromFile = sr.ReadToEnd(); 
} 
finally 
{ 
    if (sr != null) sr.Dispose(); 
}

または

string textFromFile; 
string filename = "SomeFile.txt"; 
 
using (StreamReader sr = new Streamreader(filename)) 
{ 
    textFromFile = sr.ReadToEnd(); 
}
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がましいであり、コンパイルにににされます。

されていないリソースをラップするときにSafeHandleをする

されていないリソースのラッパーをするときは、 IDisposableとfinalizerをするのではなく、 
SafeHandleサブクラスSafeHandleをうがあります。 SafeHandleサブクラスは、ハンドルリークのを
にえるため、できるだけさく、シンプルにするがあります。これは、SafeHandleのが、なAPIを
するためにそれをラップするクラスののであるがいことをします。このクラスは、たとえプログ
ラムがSafeHandleインスタンスをリークしても、アンマネージハンドルがされることをします。

using System.Runtime.InteropServices; 
 
class MyHandle : SafeHandle 
{ 
    public override bool IsInvalid => handle == IntPtr.Zero; 
    public MyHandle() : base(IntPtr.Zero, true) 
    { } 
 
    public MyHandle(int length) : this() 
    { 
        SetHandle(Marshal.AllocHGlobal(length)); 
    } 
 
    protected override bool ReleaseHandle() 
    { 
        Marshal.FreeHGlobal(handle); 
        return true; 
    } 
}

このは、 IDisposableをし、ファイナライザをにするSafeHandleでリソースをするをすためのもの
です。このでメモリのチャンクをりてることはにされており、であるがあります。

オンラインでメモリをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/59/メモリ
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46: 
MSDNとCプログラミングガイド•

MSDNのとスロー•

MSDNCA1031なのをキャッチしない•

MSDNtry-catchCリファレンス•

Examples

をキャッチする

なでコードでをスローすることができます。これのとしては、

ストリームのわりをぎてみろうとしています•
ファイルにアクセスするためにながない•
ゼロでるなどのなをしようとしています•
インターネットからファイルをダウンロードするときにするタイムアウト•

びしは、これらのを「キャッチ」することでできます。のにのみしてください。

それはになをしたり、にすることができます。•
をスローするがあるになにのコンテキストをすることができますスローされたはハンドラに
よってコールスタックのにキャッチされます

•

をキャッチしないことをすることは、それがよりいレベルでされることがされているにはにであ
ることにされたい。

をキャッチするには、にスローするコードをtry { ... }ブロックにのようにラップし、 catch 
(ExceptionType) { ... }ブロックでできるcatch (ExceptionType) { ... }ます。

Console.Write("Please enter a filename: "); 
string filename = Console.ReadLine(); 
 
Stream fileStream; 
 
try 
{ 
    fileStream = File.Open(filename); 
} 
catch (FileNotFoundException) 
{ 
    Console.WriteLine("File '{0}' could not be found.", filename); 
}

finallyブロックの

がしたかどうかになく、 try-finallyまたはtry-catch-finallyのfinally { ... }ブロックはにされ
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ますはStackOverflowExceptionがスローされたか、 Environment.FailFast() 。

try { ... }ブロックでしたリソースをにまたはクリーンアップするためにできます。

Console.Write("Please enter a filename: "); 
string filename = Console.ReadLine(); 
 
Stream fileStream = null; 
 
try 
{ 
    fileStream = File.Open(filename); 
} 
catch (FileNotFoundException) 
{ 
    Console.WriteLine("File '{0}' could not be found.", filename); 
} 
finally 
{ 
    if (fileStream != null) 
    { 
        fileStream.Dispose(); 
    } 
}

キャッチされたのキャッチとスロー

をキャッチしてかをしたいが、のためにのコードブロックのをできないときは、コールスタック
ののハンドラにをすことがながあります。これをうにはいといがあります。

private static void AskTheUltimateQuestion() 
{ 
    try 
    { 
        var x = 42; 
        var y = x / (x - x); // will throw a DivideByZeroException 
 
        // IMPORTANT NOTE: the error in following string format IS intentional 
        // and exists to throw an exception to the FormatException catch, below 
        Console.WriteLine("The secret to life, the universe, and everything is {1}", y); 
    } 
    catch (DivideByZeroException) 
    { 
        // we do not need a reference to the exception 
        Console.WriteLine("Dividing by zero would destroy the universe."); 
 
        // do this to preserve the stack trace: 
        throw; 
    } 
    catch (FormatException ex) 
    { 
        // only do this if you need to change the type of the Exception to be thrown 
        // and wrap the inner Exception 
 
        // remember that the stack trace of the outer Exception will point to the 
        // next line 
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        // you'll need to examine the InnerException property to get the stack trace 
        // to the line that actually started the problem 
 
        throw new InvalidOperationException("Watch your format string indexes.", ex); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        Console.WriteLine("Something else horrible happened. The exception: " + ex.Message); 
 
        // do not do this, because the stack trace will be changed to point to 
        // this location instead of the location where the exception 
        // was originally thrown: 
        throw ex; 
    } 
} 
 
static void Main() 
{ 
    try 
    { 
        AskTheUltimateQuestion(); 
    } 
    catch 
    { 
        // choose this kind of catch if you don't need any information about 
        // the exception that was caught 
 
        // this block "eats" all exceptions instead of rethrowing them 
    } 
}

あなたはタイプとプロパティC6.0の、VB.NETでもうしですがですでフィルタリングすることも
できます

ドキュメンテーション/ C/

フィルタ

C6.0のは、 whenをしてフィルタリングできるためです。

これはなifをするのとていますが、 whenのがたされていないwhenはスタックをきしません。

try 
{ 
  // ... 
} 
catch (Exception e) when (e.InnerException != null) // Any condition can go in here. 
{ 
  // ... 
}

じはC6.0のにあります フィルタ

catchブロックでのの
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catchブロックでは、をせずにthrowキーワードをですることができ、 catchされたばかりのをする
ことができます。をすると、のはチェーンをし、そのびしスタックまたはするデータはされます
。

try {...} 
catch (Exception ex) { 
  // Note: the ex variable is *not* used 
  throw; 
}

なアンチパターンはわりthrow exをthrow exすることです。スタックトレースののハンドラのビュ
ーをするというがあります。

try {...} 
catch (Exception ex) { 
  // Note: the ex variable is thrown 
  //  future stack traces of the exception will not see prior calls 
  throw ex; 
}

にしてthrow exスタックトレースをし、のハンドラのみにまでさかのぼるとしてびしをることが
できますよう、ましくないthrow ex 。 exをし、 throwキーワードだけをすると、のは"バブルアッ
プ"します。

をしながらのメソッドからをスローする

をキャッチして、のスタックをしながら、のスレッドまたはメソッドからをスローすることがな
があります。 ExceptionDispatchInfoこれをうことができExceptionDispatchInfo 

using System.Runtime.ExceptionServices; 
 
void Main() 
{ 
    ExceptionDispatchInfo capturedException = null; 
    try 
    { 
        throw new Exception(); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        capturedException = ExceptionDispatchInfo.Capture(ex); 
    } 
 
    Foo(capturedException); 
} 
 
void Foo(ExceptionDispatchInfo exceptionDispatchInfo) 
{ 
    // Do stuff 
 
    if (capturedException != null) 
    { 
        // Exception stack trace will show it was thrown from Main() and not from Foo() 
        exceptionDispatchInfo.Throw(); 
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    } 
}

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/33/
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47: 

によってされる

をしなかった、 Greeterクラスはのようになります。

public class ControlFreakGreeter 
{ 
    public void Greet() 
    { 
        var greetingProvider = new SqlGreetingProvider( 
            ConfigurationManager.ConnectionStrings["myConnectionString"].ConnectionString); 
        var greeting = greetingProvider.GetGreeting(); 
        Console.WriteLine(greeting); 
    } 
}

それは、をするクラスのをし、SQLがどこからているかをし、をするので、「コントロール・フリ
ーク」です。

インジェクションをして、 Greeterクラスはをしてのをえ、されたをいています。

Dependency Inversion Principleでは、クラスはのなクラスではなくインターフェイスなどにする
があることをしています。クラスののは、を々ににするがあります。にじて、そのをさせること
ができる。

は、にするクラスのにつながるため、のをするのにちます。 Greeterクラスは、 IGreetingProvider
とIGreetingWriterのについてはもらない。されたがそれらのインタフェースをしていることだけ
がわかります。つまり、 IGreetingProviderとIGreetingWriterをするなクラスをしても、 Greeterは
しません。どちらも、それらをまったくなるにきえません。インタフェースにするのみがわれま
す。 Greeterはされています。

ControlFreakGreeterはControlFreakGreeterをしくControlFreakGreeterができません。さなコードを
テストしたいが、テストにはSQLへのとストアドプロシージャのがまれる。コンソールのテスト
もまれます。 ControlFreakGreeterはそれほどくのことをするので、のクラスとはしてテストする
ことはです。

Greeterはテストがです。なぜなら、ストアドプロシージャをびすか、コンソールのをみるよりも
、とがなのをすることができるからです。 app.configにはありません。

IGreetingProviderとIGreetingWriterのなはもっとになるかもしれません。らはのをっているかもし
れません。 たとえば、SQLをSqlGreetingProviderます。しかし、そのさは、インターフェイスに
のみするのクラスからは「されています」。これにより、のクラスにするをえるがある「」なし
に、あるクラスをすることがになります。

Examples
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- な

このクラスはGreeterとばれます。そのは、をすることです。それには2つのがあります。それに
はするをえるかがです。そして、をするがです。これらのは、どちらもインタフェース、 
IGreetingProvider 、 IGreetingWriterとしてされています。このでは、これら2つのがGreeter 「」
されています。 このにく

public class Greeter 
{ 
    private readonly IGreetingProvider _greetingProvider; 
    private readonly IGreetingWriter _greetingWriter; 
 
    public Greeter(IGreetingProvider greetingProvider, IGreetingWriter greetingWriter) 
    { 
        _greetingProvider = greetingProvider; 
        _greetingWriter = greetingWriter; 
    } 
 
    public void Greet() 
    { 
        var greeting = _greetingProvider.GetGreeting(); 
        _greetingWriter.WriteGreeting(greeting); 
    } 
} 
 
public interface IGreetingProvider 
{ 
    string GetGreeting(); 
} 
 
public interface IGreetingWriter 
{ 
    void WriteGreeting(string greeting); 
}

GreetingクラスはIGreetingProviderとIGreetingWriterにしますが、いずれかのインスタンスをする
はありません。わりに、コンストラクタでそれらをとします。 Greetingインスタンスをするもの
は、その2つのをするがあります。を「」することができます。

はコンストラクタのクラスにされるため、これはコンストラクタインジェクションともばれます
。

いくつかのな

コンストラクタは、をprivateフィールドとしてします。クラスがインスタンスされるとす
ぐに、それらのはクラスののすべてのメソッドでできます。

•

privateフィールドはreadonlyです。それらがコンストラクタにされると、することはできま
せん。これは、これらのフィールドがコンストラクタのでできないようにするできないこと
をします。これにより、クラスのにこれらのができるようになります。

•

はインタフェースです。これはにはではありませんが、の1つのをのとにきえることができ
るため、です。また、テストのでインターフェイスのバージョンをすることもできます。

•
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がテストをよりにする

これは、 IGreetingProviderとIGreetingWriter 2つのをつGreeterクラスののをベースにしています
。

IGreetingProviderののでは、APIびしまたはデータベースからをできます。 IGreetingWriterのによ
って、コンソールにがされることがあります。しかし、 Greeterはそのコンストラクタにがされて
いるため、これらのインタフェースのバージョンをするテストをくのはです。では、 Moqのよう
なフレームワークをうかもしれませんが、この、はそれらのをくでしょう。

public class TestGreetingProvider : IGreetingProvider 
{ 
    public const string TestGreeting = "Hello!"; 
 
    public string GetGreeting() 
    { 
        return TestGreeting; 
    } 
} 
 
public class TestGreetingWriter : List<string>, IGreetingWriter 
{ 
    public void WriteGreeting(string greeting) 
    { 
        Add(greeting); 
    } 
} 
 
[TestClass] 
public class GreeterTests 
{ 
    [TestMethod] 
    public void Greeter_WritesGreeting() 
    { 
        var greetingProvider = new TestGreetingProvider(); 
        var greetingWriter = new TestGreetingWriter(); 
        var greeter = new Greeter(greetingProvider, greetingWriter); 
        greeter.Greet(); 
        Assert.AreEqual(greetingWriter[0], TestGreetingProvider.TestGreeting); 
    } 
}

IGreetingProviderとIGreetingWriterのはこのテストとはありません。たちはGreeterがをしてそれを
くことをテストしたいとっています。 Greeterのをにより、なをせずにをすることができます。た
ちがテストしていることは、 Greeterがそれらのをしているからです。

コンテナIoCコンテナをする

とは、をしないようにクラスをすることです。そのわりに、がされますされます

Castle Windsor、Autofac、SimpleInjector、Ninject、Unityなどのフレームワークしばしば "DIコン
テナ"、 "IoCコンテナ"、またはに "コンテナ"とばれるをするのとじことではありません。
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コンテナはにをにします。たとえば、にするいくつかのクラスをするとします。あるクラスはい
くつかのインターフェースにし、それらのインターフェースをするクラスはのインターフェース
にします。いくつかはのにします。そしてしみのために、これらのクラスのいくつかは
IDisposableをし、するがあります。

それぞれのクラスはよくかれており、にテストできます。しかしはのがありますクラスのインス
タンスをすることはずっとになっています。 CustomerServiceクラスのインスタンスをしていると
します。それにはがあり、にはがあります。インスタンスのはのようになります。

public CustomerData GetCustomerData(string customerNumber) 
{ 
    var customerApiEndpoint = 
ConfigurationManager.AppSettings["customerApi:customerApiEndpoint"]; 
    var logFilePath = ConfigurationManager.AppSettings["logwriter:logFilePath"]; 
    var authConnectionString = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["authorization"].ConnectionString; 
    using(var logWriter = new LogWriter(logFilePath )) 
    { 
        using(var customerApiClient = new CustomerApiClient(customerApiEndpoint)) 
        { 
            var customerService = new CustomerService( 
                new SqlAuthorizationRepository(authorizationConnectionString, logWriter), 
                new CustomerDataRepository(customerApiClient, logWriter), 
                logWriter 
            ); 
 
            // All this just to create an instance of CustomerService! 
            return customerService.GetCustomerData(string customerNumber); 
        } 
    } 
}

なをCustomerServiceすのにれてみてはどうでしょうか 1つのは、クラスのがそれにされるため、
クラスはそのがIDisposableかどうかをるがないということです。それはにそれらをします。その
ため、にされたCustomerServiceをすGetCustomerService()がある、そのクラスにはいてなリソース
がくまれており、アクセスまたはするはありません。

そして、 IDisposableをするのとはに、そのようなれになったコンストラクタをびたいはいますか
これはなです。それははるかにするがあります。りしますが、それはたちがったでクラスをいた
ことをするものではありません。クラスはにかもしれません。はそれらをにすることです。

コンテナはそれをします。これにより、をたすためにするクラスまたはをすることができます。
このわずかにされたは、Castle Windsorをしています。

var container = new WindsorContainer() 
container.Register( 
    Component.For<CustomerService>(), 
    Component.For<ILogWriter, LogWriter>() 
        .DependsOn(Dependency.OnAppSettingsValue("logFilePath", "logWriter:logFilePath")), 
    Component.For<IAuthorizationRepository, SqlAuthorizationRepository>() 
        .DependsOn(Dependency.OnValue(connectionString, 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["authorization"].ConnectionString)), 
    Component.For<ICustomerDataProvider, CustomerApiClient>() 
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         .DependsOn(Dependency.OnAppSettingsValue("apiEndpoint", 
"customerApi:customerApiEndpoint")) 
);

これを「の」または「コンテナの」とびます。み、これはWindsorContainerえます

クラスにILogWriterがなは、 LogWriterインスタンスをします。 LogWriterはファイルパスが
です。 AppSettingsからこのをします。

•

クラスにIAuthorizationRepositoryがなは、 SqlAuthorizationRepositoryインスタンスをします
。がです。 ConnectionStringsセクションからこのをします。

•

クラスにICustomerDataProviderがなは、 CustomerApiClientをし、なをAppSettingsからします
。

•

コンテナからをするときは、それをを「する」とびます。コンテナをってうのはいですが、それ
はのです。デモンストレーションので、これをうことができます

var customerService = container.Resolve<CustomerService>(); 
var data = customerService.GetCustomerData(customerNumber); 
container.Release(customerService);

コンテナは、 CustomerServiceがIAuthorizationRepositoryおよびICustomerDataProviderしていること
をICustomerDataProviderます。これらのをたすためにどのクラスをするがあるかはわかっています
。これらのクラスにはがく、コンテナにはそれらをたすがあります。それは、 CustomerServiceイ
ンスタンスをすまで、なすべてのクラスをします。

IDoesSomethingElseようにIDoesSomethingElseにされていないがなは、 CustomerServiceをしようとす
ると、そのをたすためにもしていないことをするながスローされます。

DIフレームワークのはしなりますが、は、のクラスがどのようにインスタンスされるかをします
。たとえば、 LogWriterインスタンスを1つし、それをILogWriterにするすべてのクラスにしたいの
ですか、しいクラスをするがありますかほとんどのコンテナには、それをするがあります。

IDisposableをするクラスはどうですかだから々はcontainer.Release(customerService);をびし
container.Release(customerService);に。 ウィンザーむほとんどのコンテナがされたのすべてをと
なりDisposeなものを。 CustomerServiceがIDisposable、それもされます。

のようにをすると、よりくのコードをすることができます。しかし、くのをつクラスがたくさん
あるときは、それはにわれます。また、をわずにじクラスをくがある、クラスがいじアプリケー
ションではやテストがしくなります。

これはなぜコンテナをうのかをにつける。アプリケーションをする そしてしくするはなる1つの
トピックではなく、とがコンテナごとになるため、くのトピックです。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5085/
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48: テスト

Examples

MSTestユニットテストプロジェクトをのソリューションにする

ソリューションをクリックし、しいプロジェクトをします。•
[テスト]セクションで、[ユニットテストプロジェクト]をします•

アセンブリのをぶ - プロジェクトFooをテストしている、そのはFoo.Tests•
テストプロジェクトリファレンスで、テストみプロジェクトへのをする•

サンプルテストメソッドの

MSTestのテストフレームワークでは、 [TestClass]でされたテストクラスと[TestMethod]でテスト
メソッドをし、パブリックにするがあります。

[TestClass] 
public class FizzBuzzFixture 
{ 
    [TestMethod] 
    public void Test1() 
    { 
        //arrange 
        var solver = new FizzBuzzSolver(); 
        //act 
        var result = solver.FizzBuzz(1); 
        //assert 
        Assert.AreEqual("1",result); 
    } 
}

オンラインでテストをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5365/テスト
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49: 

Examples

アセンブリとはですか

アセンブリは、 ランタイムCLRアプリケーションのビルディングブロックです。したすべてのは
、そのメソッド、プロパティ、およびバイトコードとともに、アセンブリでコンパイルされ、パ
ッケージされます。

using System.Reflection;

Assembly assembly = this.GetType().Assembly; 

アセンブリは、、メソッド、およびILコードだけでなく、コンパイルおよびので、およびになメ
タデータもみます。

Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); 
 
foreach (var type in assembly.GetTypes()) 
{ 
    Console.WriteLine(type.FullName); 
}

アセンブリには、でのIDをすがけられます。

Console.WriteLine(typeof(int).Assembly.FullName); 
// Will print: "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"

このにPublicKeyTokenまれている、そのはPublicKeyToken なとばれます。アセンブリのなは、アセ
ンブリでされたにするをしてをするプロセスです。このシグネチャは、アセンブリをするすべて
のファイルのとハッシュをむアセンブリマニフェストにされ、そのPublicKeyTokenはのになります
。じなをつアセンブリはであるがあります。バージョニングにはながされ、アセンブリのをしま
す。

リフレクションをしてTのオブジェクトをする

デフォルトコンストラクタの

T variable = Activator.CreateInstance(typeof(T));

パラメータされたコンストラクタの

T variable = Activator.CreateInstance(typeof(T), arg1, arg2);
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リフレクションをしたオブジェクトのとプロパティの

プロパティーをつClassyクラスがあるとしましょう

public class Classy 
{ 
    public string Propertua {get; set;} 
}

をってPropertuaをする

var typeOfClassy = typeof (Classy); 
var classy = new Classy(); 
var prop = typeOfClassy.GetProperty("Propertua"); 
prop.SetValue(classy, "Value");

リフレクションきののをするおよびキャッシングする

は、enumのメタデータをすのにです。これのをることはくなるがあるので、をキャッシュするこ
とがです。

    private static Dictionary<object, object> attributeCache = new Dictionary<object, 
object>(); 
 
    public static T GetAttribute<T, V>(this V value) 
        where T : Attribute 
        where V : struct 
    { 
        object temp; 
 
        // Try to get the value from the static cache. 
        if (attributeCache.TryGetValue(value, out temp)) 
        { 
            return (T) temp; 
        } 
        else 
        { 
            // Get the type of the struct passed in. 
            Type type = value.GetType(); 
            FieldInfo fieldInfo = type.GetField(value.ToString()); 
 
            // Get the custom attributes of the type desired found on the struct. 
            T[] attribs = (T[])fieldInfo.GetCustomAttributes(typeof(T), false); 
 
            // Return the first if there was a match. 
            var result = attribs.Length > 0 ? attribs[0] : null; 
 
            // Cache the result so future checks won't need reflection. 
            attributeCache.Add(value, result); 
 
            return result; 
        } 
    }
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リフレクションで2つのオブジェクトをする

public class Equatable 
{ 
    public string field1; 
 
    public override bool Equals(object obj) 
    { 
        if (ReferenceEquals(null, obj)) return false; 
        if (ReferenceEquals(this, obj)) return true; 
 
        var type = obj.GetType(); 
        if (GetType() != type) 
            return false; 
 
        var fields = type.GetFields(BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | 
BindingFlags.Public); 
        foreach (var field in fields) 
            if (field.GetValue(this) != field.GetValue(obj)) 
                return false; 
 
        return true; 
    } 
 
    public override int GetHashCode() 
    { 
        var accumulator = 0; 
        var fields = GetType().GetFields(BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | 
BindingFlags.Public); 
        foreach (var field in fields) 
            accumulator = unchecked ((accumulator * 937) ^ 
field.GetValue(this).GetHashCode()); 
 
        return accumulator; 
    } 
}

このでは、のためにフィールドベースのをっていますフィールドとプロパティをします。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/44/
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50: コンテキスト
コンテキストとは、のスケジュールをすることなく、をスケジューラにすようにコードをするで
す。

コンテキストはにコードがのスレッドでされるようにするためにされます。 WPFおよび
Winformsアプリケーションでは、UIスレッドをすSynchronizationContextがプレゼンテーションフ
レームワークによってされます。このようにして、 SynchronizationContextはデリゲートのプロデ
ューサ/コンシューマパターンとえることができます。ワーカースレッドは、なコードデリゲート
をし、UIメッセージループによってそれやをキューにれます。

タスクパラレルライブラリには、コンテキストをにキャプチャしてするためのがされています。

Examples

バックグラウンドをった、UIスレッドでコードをする

このは、 SynchronizationContextをしてバックグラウンドスレッドからUIコンポーネントをするを
しています

void Button_Click(object sender, EventArgs args) 
{ 
    SynchronizationContext context = SynchronizationContext.Current; 
    Task.Run(() => 
    { 
        for(int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            Thread.Sleep(500); //simulate work being done 
            context.Post(ShowProgress, "Work complete on item " + i); 
        } 
    } 
} 
 
void UpdateCallback(object state) 
{ 
    // UI can be safely updated as this method is only called from the UI thread 
    this.MyTextBox.Text = state as string; 
}

このでは、 forループのMyTextBox.Textをしようとすると、スレッドエラーがします。 
SynchronizationContext UpdateCallbackアクションをポストすることで、りのUIとじスレッドでテキ
ストボックスがされます。

には、のはSystem.IProgress<T>インスタンスをしてするがあります。のSystem.Progress<T>は、さ
れたコンテキストをにします。

オンラインでコンテキストをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5407/コンテキスト
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51: 

.NETのSystem.StringはSystem.Charで、はUTF-16でコードされたコードです。 と.NETおよびのく
ののののしのがなっているので、このはです。

1つのは 、しくとばれるはずですが、 グリフとしてされ、1つのUnicode コードポイントでされ
ます。コードポイントは、コードユニットのシーケンスでコードされます。では、のSystem.Char

がずしもをしているわけではないことがらかになるはずです。でどのようになるのかをてみまし
ょう。

のは、ための 、つのコードポイントをもたらしる。A 2つのコードポイントによってされて
いるU + 0061ラテンAとU + 0300 GRAVEアクセントをみわせます 。これはもないです。な
ぜなら、 "à".Length == 2 、あなたが1しているからです。

•

したように、えばaが GRAVEまたは2つのコードポイントをするのコードポイントU + 00E0

ラテンのAとすることができるため、がしています。らかに、 "\u00e0" == "\u0061\u0300" た
とえ"\u00e0".Length != "\u0061\u0300".Length でもじものをしなければなりません。これは
、 String.Normalize()メソッドによってされるのためにです。

•

えば  U + D55C HANは 、 コードポイントUTF-16でのコードとしてまたはそののであって
もよいため  Unicodeシーケンスは、またはをんでいてもよいですそして  。それらはしい
とされなければならない。

•

1つのコードポイントがのコードユニットにエンコードされているがあります。  U + 2008A 

HAN CHARACTERはなるコードポイントでも2つのSystem.Char  "\ud840\udc8a" としてエン
コードされますUTF-16エンコーディングはサイズではありませんたとえば、アプリケーシ
ョンがをし、をにりててなをした、これはのバグなセキュリティバグのです。

•

いくつかのがつグラフえばチェコのCH  とのリストをするとき、 は 、あなたがケミーfyzika

をっていますに、スタンドアロンので、トリグラフを。
•

テキストにしては、もっとくのがあります。たとえば、でUnicodeをするにはどうすればよいで
すかをしてください。よりいやするへのリンクがたくさんあります。

に、 なテキストをうときは、のテキストをするためにこのなをうことができますUnicodeサロゲ
ートやエンコーディングをさないようにする。

public static class StringExtensions 
{ 
    public static IEnumerable<string> EnumerateCharacters(this string s) 
    { 
        if (s == null) 
            return Enumerable.Empty<string>(); 
 
        var enumerator = StringInfo.GetTextElementEnumerator(s.Normalize()); 
        while (enumerator.MoveNext()) 
            yield return (string)enumerator.Value; 
    } 
}
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Examples

なるをカウントする

あなたははセクションでしたため、その、のをカウントするがあるは、にすることはできません
Length 、それはのさだからプロパティをSystem.Charが、コード・ユニットないUnicodeのコードポ
イントではありませんグラフェムもありません。たとえば、にtext.Distinct().Count()すると、っ
たがられますtext.Distinct().Count()コードをしてください

int distinctCharactersCount = text.EnumerateCharacters().Count();

1つのステップは、パフォーマンスがではないは、このようにこのではになくにうことができるは
、 のをカウントすることです 。

var frequencies = text.EnumerateCharacters() 
    .GroupBy(x => x, StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase) 
    .Select(x => new { Character = x.Key, Count = x.Count() };

カウント

あなたはその、 をカウントするがあるは、のために、それはのさだからあなたは、にLengthプロ
パティをすることはできません、 セクションでしたSystem.Charが、コードはではないではないの
Unicodeコードポイントもグラフェム。しいコードはのとおりです。

int length = text.EnumerateCharacters().Count();

さなは、こののためににEnumerateCharacters()メソッドをきえるかもしれません

public static class StringExtensions 
{ 
    public static int CountCharacters(this string text) 
    { 
        if (String.IsNullOrEmpty(text)) 
            return 0; 
 
        int count = 0; 
        var enumerator = StringInfo.GetTextElementEnumerator(text); 
        while (enumerator.MoveNext()) 
            ++count; 
 
        return count; 
    } 
}

のをカウントする

セクションでされているにより、のコードユニットのをカウントしないりこれをにうことはでき
ません
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int count = text.Count(x => x == ch);

よりながです。

public static int CountOccurrencesOf(this string text, string character) 
{ 
    return text.EnumerateCharacters() 
        .Count(x => String.Equals(x, character, StringComparer.CurrentCulture)); 
}

ののであるとはは、ルールにってのににされなければならないことにしてください。

をブロックに

ので、々は、のにをすことができないSystem.Charでではないがあり、それはのまたはだから、そ
ののコードは、アカウントにそれをるがあります さのことにしてください、はのをするものでは
ありませコードユニットの

public static IEnumerable<string> Split(this string value, int desiredLength) 
{ 
    var characters = StringInfo.GetTextElementEnumerator(value); 
    while (characters.MoveNext()) 
        yield return String.Concat(Take(characters, desiredLength)); 
} 
 
private static IEnumerable<string> Take(TextElementEnumerator enumerator, int count) 
{ 
    for (int i = 0; i < count; ++i) 
    { 
        yield return (string)enumerator.Current; 
 
        if (!enumerator.MoveNext()) 
            yield break; 
    } 
}

をのエンコーディングに/からする

.NETには、 System.Char UTF-16コードがまれています。のエンコーディングでテキストをまたは
するは、 System.ByteでするがありSystem.Byte 。

は、 System.Text.EncoderおよびSystem.Text.Decoderからしたクラスによってされます。これらのク
ラスは、のエンコーディングバイトXエンコードされたbyte[]からUTF-16でエンコードされた
System.Stringおよびvice -versa。

エンコーダ/デコーダは、ににくするため、 System.Text.Encodingからしたクラスでグループされて
いSystem.Text.Encoding 。クラスはなエンコーディングUTF-8、UTF-16などとのをします。

をUTF-8にする
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byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes("This is my text");

UTF-8データをにする

var text = Encoding.UTF8.GetString(data);

のテキストファイルのエンコードをする

このコードは、UTF-8でエンコードされたテキストファイルのをみり、UTF-16としてエンコード
してします。このコードは、ファイルがきければすべてのコンテンツをメモリにみむのでではな
いことにしてください。

var content = File.ReadAllText(path, Encoding.UTF8); 
File.WriteAllText(content, Encoding.UTF16);

Object.ToStringメソッド

.NETのすべてがオブジェクトであるため、すべてのはオーバーライドできるObject クラスでされ
たToString() メソッドをっています。このメソッドのデフォルトのは、のをします。

public class Foo 
{ 
} 
 
var foo = new Foo(); 
Console.WriteLine(foo); // outputs Foo

ToString()は、valueとをconcatinatingするときににびされます。

public class Foo 
{ 
    public override string ToString() 
    { 
        return "I am Foo"; 
    } 
} 
 
var foo = new Foo(); 
Console.WriteLine("I am bar and "+foo);// outputs I am bar and I am Foo

このメソッドのは、デバッグツールでもくされています。らかのでこのメソッドをオーバーライ
ドするのではなく、 デバッガでのがどのようにされるかをカスタマイズするには、 
DebuggerDisplay Attribute  MSDN をします。

// [DebuggerDisplay("Person = FN {FirstName}, LN {LastName}")] 
[DebuggerDisplay("Person = FN {"+nameof(Person.FirstName)+"}, LN 
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{"+nameof(Person.LastName)+"}")] 
public class Person 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set;} 
    // ... 
}

の

はです。のをすることはできません。のによって、しいをつのしいインスタンスがされます。こ
れは、にいのの1をするがある、メモリはしいにりてられることをします。

string veryLongString = ... 
// memory is allocated 
string newString = veryLongString.Remove(0,1); // removes first character of the string.

でくのをするがあるは、なにされたStringBuilder クラスをします。

var sb = new StringBuilder(someInitialString); 
foreach(var str in manyManyStrings) 
{ 
    sb.Append(str); 
} 
var finalString = sb.ToString();

Stringにもかかわらず、==はではなくをします。

ごのとおり、 stringはなるstringです。しかし、のチェックとがでわれるとえると、っています
。このはカルチャーですの「」をしてください。いくつかのシーケンスは、 カルチャにじてしく
うことができます。

2つののLength プロパティをすることにより、チェックのに2えます。

デフォルトのをするがあるは、のStringComparison をけれるString.Equals メソッドのオーバーロ
ードをします。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/2227/
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52: /

.NET Frameworkは、くのアルゴリズムのをします。にはアルゴリズム、アルゴリズム、ハッシュ
などがあります。

Examples

RijndaelManaged

なネームスペース System.Security.Cryptography

private class Encryption { 
 
          private const string SecretKey = "topSecretKeyusedforEncryptions"; 
 
          private const string SecretIv = "secretVectorHere"; 
 
          public string Encrypt(string data) { 
            return string.IsNullOrEmpty(data) ? data : 
Convert.ToBase64String(this.EncryptStringToBytesAes(data, this.GetCryptographyKey(), 
this.GetCryptographyIv())); 
          } 
 
          public string Decrypt(string data) { 
            return string.IsNullOrEmpty(data) ? data : 
this.DecryptStringFromBytesAes(Convert.FromBase64String(data), this.GetCryptographyKey(), 
this.GetCryptographyIv()); 
          } 
 
          private byte[] GetCryptographyKey() { 
            return Encoding.ASCII.GetBytes(SecretKey.Replace('e', '!')); 
          } 
 
          private byte[] GetCryptographyIv() { 
            return Encoding.ASCII.GetBytes(SecretIv.Replace('r', '!')); 
          } 
 
          private byte[] EncryptStringToBytesAes(string plainText, byte[] key, byte[] iv) { 
            MemoryStream encrypt; 
            RijndaelManaged aesAlg = null; 
            try { 
              aesAlg = new RijndaelManaged { 
                Key = key, 
                IV = iv 
              }; 
              var encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV); 
              encrypt = new MemoryStream(); 
              using (var csEncrypt = new CryptoStream(encrypt, encryptor, 
CryptoStreamMode.Write)) { 
                using (var swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt)) { 
                  swEncrypt.Write(plainText); 
                } 
              } 
            } finally { 
              aesAlg?.Clear(); 
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            } 
            return encrypt.ToArray(); 
          } 
 
          private string DecryptStringFromBytesAes(byte[] cipherText, byte[] key, byte[] iv) { 
            RijndaelManaged aesAlg = null; 
            string plaintext; 
            try { 
              aesAlg = new RijndaelManaged { 
                Key = key, 
                IV = iv 
              }; 
              var decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV); 
              using (var msDecrypt = new MemoryStream(cipherText)) { 
                using (var csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, 
CryptoStreamMode.Read)) { 
                  using (var srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt)) 
                    plaintext = srDecrypt.ReadToEnd(); 
                } 
              } 
            } finally { 
              aesAlg?.Clear(); 
            } 
            return plaintext; 
          } 
        }

var textToEncrypt = "hello World"; 
 
 var encrypted = new Encryption().Encrypt(textToEncrypt); //-> zBmW+FUxOvdbpOGm9Ss/vQ== 
 
 var decrypted = new Encryption().Decrypt(encrypted); //-> hello World

Rijndaelは、なアルゴリズムAESのです。•

AESをしてデータをおよびするC

using System; 
using System.IO; 
using System.Security.Cryptography; 
 
namespace Aes_Example 
{ 
    class AesExample 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            try 
            { 
                string original = "Here is some data to encrypt!"; 
 
                // Create a new instance of the Aes class. 
                // This generates a new key and initialization vector (IV). 
                using (Aes myAes = Aes.Create()) 
                { 
                    // Encrypt the string to an array of bytes. 
                    byte[] encrypted = EncryptStringToBytes_Aes(original, 
                                                                myAes.Key, 
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                                                                myAes.IV); 
 
                    // Decrypt the bytes to a string. 
                    string roundtrip = DecryptStringFromBytes_Aes(encrypted, 
                                                                  myAes.Key, 
                                                                  myAes.IV); 
 
                    //Display the original data and the decrypted data. 
                    Console.WriteLine("Original:   {0}", original); 
                    Console.WriteLine("Round Trip: {0}", roundtrip); 
                } 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message); 
            } 
        } 
 
        static byte[] EncryptStringToBytes_Aes(string plainText, byte[] Key, byte[] IV) 
        { 
            // Check arguments. 
            if (plainText == null || plainText.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("plainText"); 
            if (Key == null || Key.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("Key"); 
            if (IV == null || IV.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("IV"); 
 
            byte[] encrypted; 
 
            // Create an Aes object with the specified key and IV. 
            using (Aes aesAlg = Aes.Create()) 
            { 
                aesAlg.Key = Key; 
                aesAlg.IV = IV; 
 
                // Create a decrytor to perform the stream transform. 
                ICryptoTransform encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, 
                                                                    aesAlg.IV); 
 
                // Create the streams used for encryption. 
                using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream()) 
                { 
                    using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, 
                                                                     encryptor, 
                                                                     CryptoStreamMode.Write)) 
                    { 
                        using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt)) 
                        { 
                            //Write all data to the stream. 
                            swEncrypt.Write(plainText); 
                        } 
 
                        encrypted = msEncrypt.ToArray(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            // Return the encrypted bytes from the memory stream. 
            return encrypted; 
        } 
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        static string DecryptStringFromBytes_Aes(byte[] cipherText, byte[] Key, byte[] IV) 
        { 
            // Check arguments. 
            if (cipherText == null || cipherText.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("cipherText"); 
            if (Key == null || Key.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("Key"); 
            if (IV == null || IV.Length <= 0) 
                throw new ArgumentNullException("IV"); 
 
            // Declare the string used to hold the decrypted text. 
            string plaintext = null; 
 
            // Create an Aes object with the specified key and IV. 
            using (Aes aesAlg = Aes.Create()) 
            { 
                aesAlg.Key = Key; 
                aesAlg.IV = IV; 
 
                // Create a decrytor to perform the stream transform. 
                ICryptoTransform decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, 
                                                                    aesAlg.IV); 
 
                // Create the streams used for decryption. 
                using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(cipherText)) 
                { 
                    using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, 
                                                                     decryptor, 
                                                                     CryptoStreamMode.Read)) 
                    { 
                        using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt)) 
                        { 
 
                            // Read the decrypted bytes from the decrypting stream 
                            // and place them in a string. 
                            plaintext = srDecrypt.ReadToEnd(); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            return plaintext; 
        } 
    } 
}

このはMSDNのものです。

これはコンソールデモアプリケーションで、のAESをしてをすると、でそれをするをしています
。

AES = Advanced Encryption Standard 、 2001にNISTによってされたデータのであり、として
のデファクトスタンダードである

ノート

のシナリオでは、なモードをするがあります CipherModeからをすることによって、 Modeプロ•
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パティにりてることができます。 CipherMode.ECB コードブックモードをしないでください。
これはいサイファーストリームをするためです

いくない Keyをするには、をするか、の パスワードからをする をしてください。KeySizeは
256ビットです。サポートされているキーのサイズは、 LegalKeySizesプロパティから
LegalKeySizesます。

•

ベクトルIVをするには、の Random SALT のようにSALTをし、•

サポートされているブロックサイズはSupportedBlockSizesプロパティででき、ブロックサイ
ズはBlockSizeプロパティでりてることができます

•

Mainメソッドをしてください。

パスワード/ランダムSALTからキーをするC

using System; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.Text; 
 
public class PasswordDerivedBytesExample 
{ 
    public static void Main(String[] args) 
    { 
        // Get a password from the user. 
        Console.WriteLine("Enter a password to produce a key:"); 
 
        byte[] pwd = Encoding.Unicode.GetBytes(Console.ReadLine()); 
 
        byte[] salt = CreateRandomSalt(7); 
 
        // Create a TripleDESCryptoServiceProvider object. 
        TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider(); 
 
        try 
        { 
            Console.WriteLine("Creating a key with PasswordDeriveBytes..."); 
 
            // Create a PasswordDeriveBytes object and then create 
            // a TripleDES key from the password and salt. 
            PasswordDeriveBytes pdb = new PasswordDeriveBytes(pwd, salt); 
 
            // Create the key and set it to the Key property 
            // of the TripleDESCryptoServiceProvider object. 
            tdes.Key = pdb.CryptDeriveKey("TripleDES", "SHA1", 192, tdes.IV); 
 
            Console.WriteLine("Operation complete."); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
        finally 
        { 
            // Clear the buffers 
            ClearBytes(pwd); 
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            ClearBytes(salt); 
 
            // Clear the key. 
            tdes.Clear(); 
        } 
 
        Console.ReadLine(); 
    } 
 
    #region Helper methods 
 
    /// <summary> 
    /// Generates a random salt value of the specified length. 
    /// </summary> 
    public static byte[] CreateRandomSalt(int length) 
    { 
        // Create a buffer 
        byte[] randBytes; 
 
        if (length >= 1) 
        { 
            randBytes = new byte[length]; 
        } 
        else 
        { 
            randBytes = new byte[1]; 
        } 
 
        // Create a new RNGCryptoServiceProvider. 
        RNGCryptoServiceProvider rand = new RNGCryptoServiceProvider(); 
 
        // Fill the buffer with random bytes. 
        rand.GetBytes(randBytes); 
 
        // return the bytes. 
        return randBytes; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Clear the bytes in a buffer so they can't later be read from memory. 
    /// </summary> 
    public static void ClearBytes(byte[] buffer) 
    { 
        // Check arguments. 
        if (buffer == null) 
        { 
            throw new ArgumentNullException("buffer"); 
        } 
 
        // Set each byte in the buffer to 0. 
        for (int x = 0; x < buffer.Length; x++) 
        { 
            buffer[x] = 0; 
        } 
    } 
 
    #endregion 
}

このはMSDNからったものです。
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これはコンソールのデモであり、ユーザーのパスワードにづいてなをすると、ランダムプログラ
ムにづいてランダムなSALTをするをしています。

ノート

みみPasswordDeriveBytesは、のPBKDF1アルゴリズムをしてパスワードからキーをします。
デフォルトでは、100のをしてをし、ブルートフォースをさせます。されたSALTは、キー
をさらにランダムにします。

•

CryptDeriveKeyは、されたハッシュアルゴリズムここでは "SHA1"をして、 
PasswordDeriveBytesによってされたキーをされたアルゴリズムここでは "TripleDES"とのあ
るキーにします。こののkeysizeは192バイトで、ベクトルIVはトリプルDESプロバイダから
されます

•

、このメカニズムは、のデータをするパスワードによってランダムにされたなをするために
されます。また、なるユーザーののパスワードをして、じデータのランダムキーでされてい
るにアクセスすることもできます。

•

ながら、 CryptDeriveKeyはAESをサポートしていません。 ここをしてください。  

として、AESでするデータをするランダムAESキーをし、 CryptDeriveKeyされたキーをする
TripleDESコンテナにAESキーをすることがCryptDeriveKeyます。しかし、これはセキュリテ
ィをTripleDESにし、AESのよりきいキーサイズをせず、TripleDESへのをします。

•

Mainメソッドをしてください。

AESによると

コード

    public static string Decrypt(string cipherText) 
    { 
        if (cipherText == null) 
            return null; 
 
        byte[] cipherBytes = Convert.FromBase64String(cipherText); 
        using (Aes encryptor = Aes.Create()) 
        { 
            Rfc2898DeriveBytes pdb = new Rfc2898DeriveBytes(CryptKey, new byte[] { 0x49, 0x76, 
0x61, 0x6e, 0x20, 0x4d, 0x65, 0x64, 0x76, 0x65, 0x64, 0x65, 0x76 }); 
            encryptor.Key = pdb.GetBytes(32); 
            encryptor.IV = pdb.GetBytes(16); 
 
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 
            { 
                using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, encryptor.CreateDecryptor(), 
CryptoStreamMode.Write)) 
                { 
                    cs.Write(cipherBytes, 0, cipherBytes.Length); 
                    cs.Close(); 
                } 
 
                cipherText = Encoding.Unicode.GetString(ms.ToArray()); 
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            } 
        } 
 
        return cipherText; 
    }

コード

    public static string Encrypt(string cipherText) 
    { 
        if (cipherText == null) 
            return null; 
 
        byte[] clearBytes = Encoding.Unicode.GetBytes(cipherText); 
        using (Aes encryptor = Aes.Create()) 
        { 
            Rfc2898DeriveBytes pdb = new Rfc2898DeriveBytes(CryptKey, new byte[] { 0x49, 0x76, 
0x61, 0x6e, 0x20, 0x4d, 0x65, 0x64, 0x76, 0x65, 0x64, 0x65, 0x76 }); 
            encryptor.Key = pdb.GetBytes(32); 
            encryptor.IV = pdb.GetBytes(16); 
 
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 
            { 
                using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, encryptor.CreateEncryptor(), 
CryptoStreamMode.Write)) 
                { 
                    cs.Write(clearBytes, 0, clearBytes.Length); 
                    cs.Close(); 
                } 
 
                cipherText = Convert.ToBase64String(ms.ToArray()); 
            } 
        } 
        return cipherText; 
    }

var textToEncrypt = "TestEncrypt"; 
 
var encrypted = Encrypt(textToEncrypt); 
 
var decrypted = Decrypt(encrypted);

オンラインで/をむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/7615/-
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53: System.Text.RegularExpressions

Examples

パターンがとするかどうかをする

public bool Check() 
{ 
    string input = "Hello World!"; 
    string pattern = @"H.ll. W.rld!"; 
 
    // true 
    return Regex.IsMatch(input, pattern); 
}

オプション

public bool Check() 
{ 
    string input = "Hello World!"; 
    string pattern = @"H.ll. W.rld!"; 
 
    // true 
    return Regex.IsMatch(input, pattern, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Singleline); 
}

シンプルなマッチときえ

public string Check() 
{ 
    string input = "Hello World!"; 
    string pattern = @"W.rld"; 
 
    // Hello Stack Overflow! 
    return Regex.Replace(input, pattern, "Stack Overflow"); 
}

グループにマッチ

public string Check() 
{ 
    string input = "Hello World!"; 
    string pattern = @"H.ll. (?<Subject>W.rld)!"; 
 
    Match match = Regex.Match(input, pattern); 
 
    // World 
    return match.Groups["Subject"].Value; 
}
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のをからする

public string Remove() 
{ 
    string input = "Hello./!"; 
 
    return Regex.Replace(input, "[^a-zA-Z0-9]", ""); 
}

すべてのをつける

using System.Text.RegularExpressions;

コード
static void Main(string[] args) 
{ 
    string input = "Carrot Banana Apple Cherry Clementine Grape"; 
    // Find words that start with uppercase 'C' 
    string pattern = @"\bC\w*\b"; 
 
    MatchCollection matches = Regex.Matches(input, pattern); 
    foreach (Match m in matches) 
        Console.WriteLine(m.Value); 
}

Carrot 
Cherry 
Clementine

オンラインでSystem.Text.RegularExpressionsをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/6944/-
system-text-regularexpressions-
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54: 

Examples

.Netの

JITやGCのようないくつかのは、くのプログラミングとランタイムにできるほどです。

CLRランタイム 
IL 
EEエンジン 

JITジャストインタイムコンパイラ 

GCガベージコレクタ 

OOMメモリ 

STAシングルスレッドアパートメント 

MTAマルチスレッドアパートメント

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/10939/
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55: フレームワーク
パターンをサポートするのテクノロジとして、MEFのきなの1つは、のなをとせずに、にはられ
ていないのをサポートすることです。

すべてのでは、System.ComponentModel.Compositionアセンブリへのがです。

また、すべてのでは、これらをサンプルビジネスオブジェクトとしてしています。

using System.Collections.ObjectModel; 
 
namespace Demo 
{ 
    public sealed class User 
    { 
        public User(int id, string name) 
        { 
            this.Id = id; 
            this.Name = name; 
        } 
 
        public int Id { get; } 
        public string Name { get; } 
        public override string ToString() => $"User[Id: {this.Id}, Name={this.Name}]"; 
    } 
 
    public interface IUserProvider 
    { 
        ReadOnlyCollection<User> GetAllUsers(); 
    } 
}

Examples

タイプのエクスポート

using System.Collections.Generic; 
using System.Collections.ObjectModel; 
using System.ComponentModel.Composition; 
 
namespace Demo 
{ 
    [Export(typeof(IUserProvider))] 
    public sealed class UserProvider : IUserProvider 
    { 
        public ReadOnlyCollection<User> GetAllUsers() 
        { 
            return new List<User> 
            { 
                new User(0, "admin"), 
                new User(1, "Dennis"), 
                new User(2, "Samantha"), 
            }.AsReadOnly(); 
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        } 
    } 
}

これはどこでもできます。なことは、アプリケーションがするComposablePartCatalogをしてど
こをすかをアプリケーションがっていることです。

インポート

using System; 
using System.ComponentModel.Composition; 
 
namespace Demo 
{ 
    public sealed class UserWriter 
    { 
        [Import(typeof(IUserProvider))] 
        private IUserProvider userProvider; 
 
        public void PrintAllUsers() 
        { 
            foreach (User user in this.userProvider.GetAllUsers()) 
            { 
                Console.WriteLine(user); 
            } 
        } 
    } 
}

これはIUserProviderにするで、どこにでもできます。のとに、アプリケーションは、する
ComposablePartCatalogをしてするエクスポートをすをアプリケーションがっていることだけで
す。

する

ののなをしてください。

using System.ComponentModel.Composition; 
using System.ComponentModel.Composition.Hosting; 
 
namespace Demo 
{ 
    public static class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            using (var catalog = new ApplicationCatalog()) 
            using (var exportProvider = new CatalogExportProvider(catalog)) 
            using (var container = new CompositionContainer(exportProvider)) 
            { 
                exportProvider.SourceProvider = container; 
 
                UserWriter writer = new UserWriter(); 
 
                // at this point, writer's userProvider field is null 
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                container.ComposeParts(writer); 
 
                // now, it should be non-null (or an exception will be thrown). 
                writer.PrintAllUsers(); 
            } 
        } 
    } 
}

アプリケーションのアセンブリパスに[Export(typeof(IUserProvider))]があるUserWriter 、 
UserWriterのするインポートがたされ、ユーザーがされます。

のタイプのカタログえば、 DirectoryCatalog は、 ApplicationCatalogわりにまたはそれにえて、の
でインポートをたすエクスポートをすためにできます。

オンラインでフレームワークをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/62/フレームワーク
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56: 

ツリーは、.NET Frameworkのコードをすためにされるデータです。コードでし、プログラムでト
ラバースしてコードをのにしたり、したりすることができます。 Expression Treesのもなジェネ
レータはCコンパイラです。ラムダがExpression <Func <... >>のにりてられている、Cコンパイ
ラはツリーをできます。、これはLINQのコンテキストでします。もなコンシューマは、Entity 

FrameworkのLINQプロバイダです。 Entity Frameworkにえられたツリーをし、のSQLコードをし
、それをデータベースにしてします。

Examples

Cコンパイラでされるなツリー

のCコードをえてみましょう

Expression<Func<int, int>> expression = a => a + 1;

Cコンパイラでは、ラムダがデリゲートではなくExpressionにりてられていることがわかるため
、このコードとほぼのツリーがされます

ParameterExpression parameterA = Expression.Parameter(typeof(int), "a"); 
var expression = (Expression<Func<int, int>>)Expression.Lambda( 
                                                 Expression.Add( 
                                                     parameterA, 
                                                     Expression.Constant(1)), 
                                                 parameterA);

ツリーのルートは、とパラメーターのリストをむラムダです。ラムダには "a"という1つのパラメ
ータがあります。は、CLRBinaryExpressionとAddのNodeTypeの1つのです。このはをします。
との2つのがあります。 leftはパラメータ "a"のParameterExpressionで、Rightは1の
ConstantExpressionです。

こののもないは、それをすることです。

Console.WriteLine(expression); //prints a => (a + 1)

のCコードをします。

ツリーはCデリゲートにコンパイルされ、CLRによってされます

Func<int, int> lambda = expression.Compile(); 
Console.WriteLine(lambda(2)); //prints 3

、はSQLのようなのにされますが、Reflectionのわりにまたはのプライベート、プロテクト、およ
びメンバーをびすためにもできます。
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フォームフィールド==のをする

に_ => _.Field == "VALUE"ようなをする。

_ => _.Fieldと"VALUE"がされている、がであるかどうかをテストするをします。

はのものにしています。

IQueryable<T> 、 IEnumerable<T>をしてをテストします。•
エンティティフレームワークまたはLinq to SQLをして、をテストするWhereをしSQL 。•

このメソッドは、 Fieldが"VALUE"しいかどうかをテストするなEqualをします。

public static Expression<Func<T, bool>> BuildEqualPredicate<T>( 
    Expression<Func<T, string>> memberAccessor, 
    string term) 
{ 
    var toString = Expression.Convert(Expression.Constant(term), typeof(string)); 
    Expression expression = Expression.Equal(memberAccessor.Body, toString); 
    var predicate = Expression.Lambda<Func<T, bool>>( 
        expression, 
        memberAccessor.Parameters); 
    return predicate; 
}

は、 Whereメソッドにをめることによってできます。

var predicate = PredicateExtensions.BuildEqualPredicate<Entity>( 
    _ => _.Field, 
    "VALUE"); 
var results = context.Entity.Where(predicate).ToList();

フィールドをするための

のようなタイプのがあります

public TestClass 
{ 
    public static string StaticPublicField = "StaticPublicFieldValue"; 
}

StaticPublicFieldのをできます。

var fieldExpr = Expression.Field(null, typeof(TestClass), "StaticPublicField"); 
var labmda = Expression.Lambda<Func<string>>(fieldExpr);

それは、フィールドをりすためのデリゲートにコンパイルすることができます。

Func<string> retriever = lambda.Compile(); 
var fieldValue = retriever();
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// fieldValueのはStaticPublicFieldValueです。

InvocationExpressionクラス

InvocationExpressionクラスをすると、じExpressionツリーのであるのラムダをびすことができま
す。

なExpression.Invokeメソッドでします。

たちは、そのに「」をつアイテムをにれたいとっています。でをするにnullをチェックするがあり
ますが、がになるがあるので、それをにびたくはありません。

using System; 
using System.Linq; 
using System.Linq.Expressions; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        var elements = new[] { 
            new Element { Description = "car" }, 
            new Element { Description = "cargo" }, 
            new Element { Description = "wheel" }, 
            new Element { Description = null }, 
            new Element { Description = "Madagascar" }, 
        }; 
 
        var elementIsInterestingExpression = CreateSearchPredicate( 
            searchTerm: "car", 
            whereToSearch: (Element e) => e.Description); 
 
        Console.WriteLine(elementIsInterestingExpression.ToString()); 
 
        var elementIsInteresting = elementIsInterestingExpression.Compile(); 
        var interestingElements = elements.Where(elementIsInteresting); 
        foreach (var e in interestingElements) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Description); 
        } 
 
        var countExpensiveComputations = 0; 
        Action incCount = () => countExpensiveComputations++; 
        elements 
            .Where( 
                CreateSearchPredicate( 
                    "car", 
                    (Element e) => ExpensivelyComputed( 
                        e, incCount 
                    ) 
                ).Compile() 
            ) 
            .Count(); 
 
        Console.WriteLine("Property extractor is called {0} times.", 
countExpensiveComputations); 
    } 
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    private class Element 
    { 
        public string Description { get; set; } 
    } 
 
    private static string ExpensivelyComputed(Element source, Action count) 
    { 
        count(); 
        return source.Description; 
    } 
 
    private static Expression<Func<T, bool>> CreateSearchPredicate<T>( 
            string searchTerm, 
            Expression<Func<T, string>> whereToSearch) 
    { 
        var extracted = Expression.Parameter(typeof(string), "extracted"); 
 
        Expression<Func<string, bool>> coalesceNullCheckWithSearch = 
            Expression.Lambda<Func<string, bool>>( 
                Expression.AndAlso( 
                    Expression.Not( 
                        Expression.Call(typeof(string), "IsNullOrEmpty", null, extracted) 
                    ), 
                    Expression.Call(extracted, "Contains", null, 
Expression.Constant(searchTerm)) 
                ), 
                extracted); 
 
        var elementParameter = Expression.Parameter(typeof(T), "element"); 
 
        return Expression.Lambda<Func<T, bool>>( 
            Expression.Invoke( 
                coalesceNullCheckWithSearch, 
                Expression.Invoke(whereToSearch, elementParameter) 
            ), 
            elementParameter 
        ); 
    } 
}

element => Invoke(extracted => (Not(IsNullOrEmpty(extracted)) AndAlso 
extracted.Contains("car")), Invoke(e => e.Description, element)) 
car 
cargo 
Madagascar 
Predicate is called 5 times.

にすべきは、Invokeでラップされたのアクセスのアクセスです。

Invoke(e => e.Description, element)

これはe.Descriptionにれるのであり、そのわりにstringのextractedパラメータがのものにされ
string 

(Not(IsNullOrEmpty(extracted)) AndAlso extracted.Contains("car"))
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ここですべきもうつのなことは、 AndAlsoです。のが 'false'をしたは、のみをします。ビット 

'And'をするのはよくあるいです。このはにのをし、このではNullReferenceExceptionでします。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/2657/
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57: 

Examples

.NET 1.xのConfigurationSettingsからのAppSettings

された

ConfigurationSettingsクラスは、.NET 1.0および1.1のアセンブリのをするのでした。これは、 
ConfigurationManagerクラスとWebConfigurationManagerクラスによってきえられました。

ファイルのappSettingsセクションにじのキーが2つあるは、のものがされます。

app.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <appSettings> 
    <add key="keyName" value="anything, as a string"/> 
    <add key="keyNames" value="123"/> 
    <add key="keyNames" value="234"/> 
  </appSettings> 
</configuration>

Program.cs

using System; 
using System.Configuration; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            string keyValue = ConfigurationSettings.AppSettings["keyName"]; 
            Debug.Assert("anything, as a string".Equals(keyValue)); 
 
            string twoKeys = ConfigurationSettings.AppSettings["keyNames"]; 
            Debug.Assert("234".Equals(twoKeys)); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
}

.NET 2.0でConfigurationManagerからAppSettingsをみむ

ConfigurationManagerクラスはAppSettingsプロパティをサポートしてAppSettingsます。これによ
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り、.NET 1.xとじでファイルのappSettingsセクションからをみけることができます。

app.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <appSettings> 
    <add key="keyName" value="anything, as a string"/> 
    <add key="keyNames" value="123"/> 
    <add key="keyNames" value="234"/> 
  </appSettings> 
</configuration>

Program.cs

using System; 
using System.Configuration; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            string keyValue = ConfigurationManager.AppSettings["keyName"]; 
            Debug.Assert("anything, as a string".Equals(keyValue)); 
 
            var twoKeys = ConfigurationManager.AppSettings["keyNames"]; 
            Debug.Assert("234".Equals(twoKeys)); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
}

Visual Studioのなけされたアプリケーションとユーザーのサポートの

Visual Studioでは、ユーザーとアプリケーションのをできます。このをすると、ファイルの
appSettingsセクションをすることにべて、これらのがられます。

をくすることができます。シリアルできるタイプは、としてできます。1. 

アプリケーションのは、ユーザーからにりすことができます。 アプリケーションは、のフ
ァイルにされているweb.configのWebサイトやWebアプリケーションのための、および
app.configを、  .exe.configと、 アセンブリがファイルのです。ユーザーWebプロジェクト
ではされませんは、ユーザーのApplication Dataフォルダオペレーティングシステムのバー
ジョンによってなりますのuser.configファイルにされます。

2. 

クラスライブラリにはのカスタムセクションがあるので、クラスライブラリのアプリケーシ
ョンをののなしにのファイルにまとめることができます。

3. 

ほとんどのプロジェクトタイプでは、 プロジェクトプロパティデザイナには、カスタムアプリケ

https://riptutorial.com/ja/home 204

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z2f953x9.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z2f953x9.aspx


ーションとユーザーをするためのである[ ]タブがあります。では、[]タブはになり、デフォルトの
ファイルをするためのリンクが1つされます。リンクをクリックすると、のがわれます。

プロジェクトのファイル app.configまたはweb.config がしないは、そのファイルがされます
。

1. 

[]タブは、々のエントリの、、およびをにするグリッドコントロールにきえられます。2. 

ソリューションエクスプローラで、プロパティのなフォルダのにSettings.settingsアイテム
がされます。このをくと、[]タブがきます。

3. 

しいクラスをむしいファイルがプロジェクトフォルダのPropertiesフォルダにされます。こ
のしいファイルのはSettings.Designer.__ .cs、.vbなどで、クラスのはSettingsです。クラス
はコードされているのでするはありませんが、クラスはクラスであるため、のメンバーをの
ファイルにれてクラスをできます。さらに、このクラスは、プロパティのでシングルトンイ
ンスタンスをさせ、SingletonパターンをしてされるDefault 。

4. 

しいエントリを[]タブにすると、Visual Studioはの2つのことをいます。

Settingsクラスによってされるようにされたカスタムセクションで、ファイルにをします。1. 

Settingsクラスでしいメンバーをし、[]タブでしたのタイプのをみきしてします。2. 

にけされたをファイルのカスタムセクションからみむ

しいSettingsクラスとカスタムセクションから

ExampleTimeoutというのアプリケーションをtime System.Timespanをしてし、を1にします。
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[]タブのエントリをし、カスタムクラスをし、プロジェクトファイルをするプロジェクトプロパテ
ィをします。

コードCのをします。

Program.cs

using System; 
using System.Diagnostics; 
using ConsoleApplication1.Properties; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            TimeSpan exampleTimeout = Settings.Default.ExampleTimeout; 
            Debug.Assert(TimeSpan.FromMinutes(1).Equals(exampleTimeout)); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
}

カバーのに

プロジェクトファイルをて、アプリケーションエントリがどのようにされているかをします。

app.config Visual Studioによりにされます

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <configSections> 
    <sectionGroup name="applicationSettings" 
type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" > 
      <section name="ConsoleApplication1.Properties.Settings" 
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" /> 
    </sectionGroup> 
  </configSections> 
  <appSettings /> 
  <applicationSettings> 
    <ConsoleApplication1.Properties.Settings> 
      <setting name="ExampleTimeout" serializeAs="String"> 
        <value>00:01:00</value> 
      </setting> 
    </ConsoleApplication1.Properties.Settings> 
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  </applicationSettings> 
</configuration>

appSettingsセクションはされないことにしてください。 applicationSettingsセクションには、エ
ントリのsettingをつカスタムセクションがまれています。のタイプはファイルにはされません。
これはSettingsクラスのみがSettingsます。

Settingsクラスをて、このカスタムセクションをむためにConfigurationManagerクラスをどのよう
にするかをしてください。

Settings.designer.cs Cプロジェクトの

... 
    [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()] 
    [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] 
    [global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("00:01:00")] 
    public global::System.TimeSpan ExampleTimeout { 
        get { 
            return ((global::System.TimeSpan)(this["ExampleTimeout"])); 
        } 
    } 
...

DefaultSettingValueAttributeは、プロジェクトプロパティデザイナの[]タブにされたをするために
されたことにしてください。エントリがファイルにない、わりにこのデフォルトがされます。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/54/
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58: 

Examples

の

ディクショナリを3つののいずれかでできます。

KeyValueペアの

Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>(); 
foreach(KeyValuePair<int, string> kvp in dict) 
{ 
   Console.WriteLine("Key : " + kvp.Key.ToString() + ", Value : " + kvp.Value); 
}

キーの

Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>(); 
foreach(int key in dict.Keys) 
{ 
    Console.WriteLine("Key : " + key.ToString() + ", Value : " + dict[key]); 
}

の

Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>(); 
foreach(string s in dict.Values) 
{ 
    Console.WriteLine("Value : " + s); 
}

コレクションをしたディクショナリの

// Translates to `dict.Add(1, "First")` etc. 
var dict = new Dictionary<int, string>() 
{ 
    { 1, "First" }, 
    { 2, "Second" }, 
    { 3, "Third" } 
}; 
 
// Translates to `dict[1] = "First"` etc. 
// Works in C# 6.0. 
var dict = new Dictionary<int, string>() 
{ 
    [1] = "First", 
    [2] = "Second", 
    [3] = "Third" 
};
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にする

Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>(); 
dict.Add(1, "First"); 
dict.Add(2, "Second"); 
 
// To safely add items (check to ensure item does not already exist - would throw) 
if(!dict.ContainsKey(3)) 
{ 
   dict.Add(3, "Third"); 
}

あるいは、インデクサをして/することもできます。 インデクサはにプロパティのようにえ、get

とsetをちますが、でまれたののパラメータをとります

Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>(); 
dict[1] = "First"; 
dict[2] = "Second"; 
dict[3] = "Third";

をスローするAddメソッドとはなり、キーがににまれている、インデクサはのをきえます。

スレッドセーフなConcurrentDictionary<TKey, TValue> 

var dict = new ConcurrentDictionary<int, string>(); 
dict.AddOrUpdate(1, "First", (oldKey, oldValue) => "First");

からをる

このセットアップコードをえてみましょう

var dict = new Dictionary<int, string>() 
{ 
    { 1, "First" }, 
    { 2, "Second" }, 
    { 3, "Third" } 
};

キー1があるエントリのをみることができます。キーがしないは、 KeyNotFoundExceptionがスロー
さContainsKey 。そのため、まずContainsKeyしてそのをチェックしContainsKey 。

if (dict.ContainsKey(1)) 
    Console.WriteLine(dict[1]);

これにはが1つあります。を2しますをするために1、をみるために1。きなの、これはパフォーマ
ンスにするがあります。いにも、のをにすることができます

string value; 
if (dict.TryGetValue(1, out value)) 
    Console.WriteLine(value);

https://riptutorial.com/ja/home 209



をる Case-Insensivitveキーをします。

var MyDict = new Dictionary<string,T>(StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)

ConcurrentDictionary .NET 4.0より

のスレッドがにアクセスできるキーとのペアのスレッドセーフなコレクションをしま
す。

インスタンスの

インスタンスのはDictionary<TKey, TValue>とほぼじです。

var dict = new ConcurrentDictionary<int, string>();

または

AddメソッドがないのAddくかもしれませんが、わりに2つのオーバーロードをつAddOrUpdateがあり
AddOrUpdate 

1 AddOrUpdate(TKey key, TValue, Func<TKey, TValue, TValue> addValue) - キーがしないはキー/のペ
アをし、キーがするはされたをしてキー/もうしている。

2 AddOrUpdate(TKey key, Func<TKey, TValue> addValue, Func<TKey, TValue, TValue> 
updateValueFactory) - されたをして、キーがしない、またはキーがすでにするは、キーとのペアを
します。

されたkey1にすでにしていた、がであってもをまたはする

string addedValue = dict.AddOrUpdate(1, "First", (updateKey, valueOld) => "First");

をまたはするが、の1にづいてのをする

string addedValue2 = dict.AddOrUpdate(1, "First", (updateKey, valueOld) => $"{valueOld} 
Updated");

overload2をして、ファクトリをしてしいをすることもできます。

string addedValue3 = dict.AddOrUpdate(1, (key) => key == 1 ? "First" : "Not First", 
(updateKey, valueOld) => $"{valueOld} Updated");

をる

をすることは、 Dictionary<TKey,TValue>とじです。
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string value = null; 
bool success = dict.TryGetValue(1, out value);

のまたは

スレッドセーフなでをまたはする2つのメソッドオーバーロードがあります。

キー2でをするか、キーがしないに「」をします。

string theValue = dict.GetOrAdd(2, "Second");

がしない、ファクトリをしてをする

string theValue2 = dict.GetOrAdd(2, (key) => key == 2 ? "Second" : "Not Second." );

IEnumerableからDictionary≧.NET 3.5

IEnumerable <T>からDictionary <TKey、TValue>をします。

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq;

public class Fruits 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
}

var fruits = new[] 
{ 
    new Fruits { Id = 8 , Name = "Apple" }, 
    new Fruits { Id = 3 , Name = "Banana" }, 
    new Fruits { Id = 7 , Name = "Mango" }, 
}; 
 
 
// Dictionary<int, string>                  key      value 
var dictionary = fruits.ToDictionary(x => x.Id, x => x.Name);

からの

このセットアップコードをえてみましょう

var dict = new Dictionary<int, string>() 
{ 
    { 1, "First" }, 
    { 2, "Second" }, 
    { 3, "Third" } 
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};

キーとそのをするには、 Removeメソッドをします。

bool wasRemoved = dict.Remove(2);

このコードをすると、キー2とそのがからされます。 Removeは、されたキーがされてからされたか
どうかをすブールをします。キーがディクショナリにしない、からもされず、falseがされますは
スローされません。

キーのをnullしてキーをしようとするのはりです。

dict[2] = null; // WRONG WAY TO REMOVE!

これでキーはされません。のをnullにきえnull 。

からすべてのキーとをするには、 ClearメソッドをしClear 。

dict.Clear();

Clearすると、のCountは0になりますが、はされません。

ContainsKeyTKey

Dictionaryにキーがあるかどうかをするには、 ContainsKey(TKey)メソッドをびして、 TKeyタイプの
キーをします。このメソッドは、キーがにするときにboolをします。サンプル

var dictionary = new Dictionary<string, Customer>() 
{ 
   {"F1", new Customer() { FirstName = "Felipe", ... } }, 
   {"C2", new Customer() { FirstName = "Carl", ... } }, 
   {"J7", new Customer() { FirstName = "John", ... } }, 
   {"M5", new Customer() { FirstName = "Mary", ... } }, 
};

また、にC2がするかどうかをします。

if (dictionary.ContainsKey("C2")) 
{ 
   // exists 
}

ContainsKeyメソッドは、Dictionary<TKey, TValue>できます。

リストをに

KeyValuePairのリストをする
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Dictionary<int, int> dictionary = new Dictionary<int, int>(); 
List<KeyValuePair<int, int>> list = new List<KeyValuePair<int, int>>(); 
list.AddRange(dictionary);

キーのリストをする

Dictionary<int, int> dictionary = new Dictionary<int, int>(); 
List<int> list = new List<int>(); 
list.AddRange(dictionary.Keys);

のリストをする

Dictionary<int, int> dictionary = new Dictionary<int, int>(); 
List<int> list = new List<int>(); 
list.AddRange(dictionary.Values);

ConcurrentDictionaryをLazy'1ですると、したがする

ConcurrentDictionaryは、キャッシュからのキーをにすことになります。ほとんどの、ロックがな
く、かいレベルでします。しかし、オブジェクトのがにで、コンテキストりえのコストをり、キ
ャッシュミスがするはどうでしょうか

のスレッドからじキーがされた、にするオブジェクトの1つがコレクションにされ、りのオブジェ
クトがされ、オブジェクトをするCPUリソースとオブジェクトをにするメモリリソースがになり
ます。のリソースもになるがあります。これはにいです。

ConcurrentDictionary<TKey, TValue>とLazy<TValue>をみわせることができます。アイデアは、
ConcurrentDictionaryのGetOrAddメソッドは、にコレクションにされただけをすことができると
いうことです。 Lazyオブジェクトは、このもになるがありますが、Lazyオブジェクトがであるた
め、あまりにはなりません。にコレクションにされたValueプロパティGetOrAddメソッドからさ
れたもののみをするのはなので、うLazyのValueプロパティはされません。

public static class ConcurrentDictionaryExtensions 
{ 
    public static TValue GetOrCreateLazy<TKey, TValue>( 
        this ConcurrentDictionary<TKey, Lazy<TValue>> d, 
        TKey key, 
        Func<TKey, TValue> factory) 
    { 
        return 
            d.GetOrAdd( 
                key, 
                key1 => 
                    new Lazy<TValue>(() => factory(key1), 
                    LazyThreadSafetyMode.ExecutionAndPublication)).Value; 
    } 
}

XmlSerializerオブジェクトのキャッシュは、にになることがあります。また、アプリケーション
のにくのがします。そして、これのことがありますそれらがカスタムシリアライザである、りの
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プロセスライフサイクルでもメモリリークがします。こののConcurrentDictionaryののは、プロセ
スライフサイクルのりのではロックはありませんが、アプリケーションのとメモリのはできない
ということです。これは、ConcurrentDictionaryのであり、Lazy

private ConcurrentDictionary<Type, Lazy<XmlSerializer>> _serializers = 
    new ConcurrentDictionary<Type, Lazy<XmlSerializer>>(); 
 
public XmlSerializer GetSerialier(Type t) 
{ 
    return _serializers.GetOrCreateLazy(t, BuildSerializer); 
} 
 
private XmlSerializer BuildSerializer(Type t) 
{ 
    throw new NotImplementedException("and this is a homework"); 
}

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/45/
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59: のとIProgress

Examples

シンプルプログレスレポート

IProgress<T>は、あるプロシージャのをのプロシージャにするためにできます。このは、をするな
メソッドをするをしています。

void Main() 
{ 
    IProgress<int> p = new Progress<int>(progress => 
    { 
        Console.WriteLine("Running Step: {0}", progress); 
    }); 
    LongJob(p); 
} 
 
public void LongJob(IProgress<int> progress) 
{ 
    var max = 10; 
    for (int i = 0; i < max; i++) 
    { 
        progress.Report(i); 
    } 
}

Running Step: 0 
Running Step: 3 
Running Step: 4 
Running Step: 5 
Running Step: 6 
Running Step: 7 
Running Step: 8 
Running Step: 9 
Running Step: 2 
Running Step: 1

このコードをすると、がでされることがあります。これは、 IProgress<T>.Report()メソッドがに
されるため、をにするがあるにしていないためです。

IProgressの

System.Progress<T>クラスでは、 Report()メソッドをできないことにしてください。このメソッド
はIProgress<T>インターフェイスからにされているため、 IProgress<T>キャストされるときに
Progress<T>でびされるがあります。

var p1 = new Progress<int>(); 
p1.Report(1); //compiler error, Progress does not contain method 'Report' 
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IProgress<int> p2 = new Progress<int>(); 
p2.Report(2); //works 
 
var p3 = new Progress<int>(); 
((IProgress<int>)p3).Report(3); //works

オンラインでのとIProgress をむ https://riptutorial.com/ja/dot-net/topic/5628/の-t-とiprogress--t-
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46 Phil Thomas, Scott Hannen

47 テスト Axarydax
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Aleks Andreev, Bjørn-Roger Kringsjå, 
demonplus, Jean-Baptiste Noblot, Jigar, JJP
, Kirk Broadhurst, Lorenzo Dematté, Matas 
Vaitkevicius, NetSquirrel, Pavel Mayorov, 
Peter, smdrager, Terry, user1304444, void

49 コンテキスト DLeh, Gusdor

50
Adriano Repetti, Alexander Mandt, Matt, 
Pavel Voronin, RamenChef
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Alexander Mandt, Daniel A. White, 
demonplus, Jagadisha B S, lokusking, Matt

52 System.Text.RegularExpressions BrunoLM, Denuath, Matt dc, tehDorf

53 Tanveer Badar

54 フレームワーク Joe Amenta, Kirk Broadhurst, RamenChef
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Akshay Anand, George Polevoy, Jim, 
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