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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: ironpython

It is an unofficial and free ironpython ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official ironpython.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: ironpythonをいめる
このセクションでは、ironpythonのと、なぜがそれをいたいのかをします。

また、Ironpythonのきなテーマについてもし、するトピックにリンクしてください。 Ironpython

のドキュメンテーションはしいものなので、それらのトピックのバージョンをするがあります。

Examples

インストールまたはセットアップ

Ironpythonをセットアップまたはインストールするためのしい。

IronPythonをインストールする
http://ironpython.netからバージョンをダウンロードし、msiパッケージのにってください。このパ
ッケージは、あなたがironpythonでをめるためになものすべてをセットアップします。

IronPythonコマンドラインの

IronPythonコマンドラインをするには、 ipy.exeまたはipy64.exeます。どちらのファイルも、イン
ストールにしたパスにあります。デフォルトでは、 C:\Program Files\IronPython 2.7\ます。

その、IronPythonコマンドラインにステートメントをきめる。

にをします。print 'Hello World'

または

Ironpython 3のprint 'Hello World'

オンラインでironpythonをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/ironpython/topic/951/ironpythonをい
める
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2: IronPythonでWindowsフォームをする

Examples

WindowsフォームをしたHello Wordの

まず、されるCLRアセンブリにがされます。

import clr 
clr.AddReference('System.Windows.Forms')

にするがインポートされます。

from System.Windows.Forms import Application, Form

FormをそのサブクラスとしてするHello Worldフォームのクラスがされます。

class HelloWorldForm(System.Windows.Forms.Form): 
    def __init__(self): 
        self.Text = 'Hello World' 
        self.Name = 'Hello World'

フォームのテキストは、タイトルバーのテキストをします。

アプリケーションをするために、 HelloWorldFormインスタンスをします。

form = HelloWorldForm() 
Application.Run(form)

Applicationクラスは、アプリケーションのとなどのメソッドをします。 Run staticメソッドは、の
スレッドでフォームをします。

オンラインでIronPythonでWindowsフォームをするをむ 

https://riptutorial.com/ja/ironpython/topic/2619/ironpythonでwindowsフォームをする
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3: PythonとIronPythonのい

Examples

Pythonコードから.Netアセンブリをする

IronPythonでは、IronPythonコアとじかそれよりいバージョンでコンパイルされた.netアセンブリ
にアクセスできます。

aa .netアセンブリとクラスのインポート

from System import Math

インポートされたクラスの

from System import Math 
print Math.Abs(-123)

みみclrモジュールをして、のアセンブリをロードすることもできます。

import clr 
clr.AddReference('Sample') # Sample.dll inside of the working directory.

ほかの.netまたはpythonライブラリとしてするだけです。

IronPythonはなCでかれています

IronPythonはされた.netcコードをしてにかれています。ですから、 builtin Pythonのメソッドと
ライブラリ next() 、 int()などは.netでされています。

のは、なるタイプのリストわずかなのlen()をしています。

.... 
 
public static int len([NotNull]List/*!*/ list) { 
    return list.__len__(); 
} 
 
public static int len([NotNull]PythonTuple/*!*/ tuple) { 
    return tuple.__len__(); 
} 
 
public static int len([NotNull]PythonDictionary/*!*/ dict) { 
    return dict.__len__(); 
}

....

https://riptutorial.com/ja/home 4



さをえるためにのタイプがなは、 Builtin.csするだけでにになります。

IronPythonでのジェネリックの

IronPythonでは、.netフレームワークのクラスとメソッドをできます。ジェネリックスは、インデ
ックスへのアクセスとじでできます。のパラメータをすは、カンマでるがあります。

l = Dictionary[int, str]()

そうすれば、キーはintegersだけをけけ、はstringなければならないをしstring 。

サンプルのはのようになります

from System.Collections.Generic import List 
lst = List[str]() 
lst.Add('Hello') 
lst.Add('World') 
for l in lst: 
    print

こんにちは

しいをするときには、チェックもされます

lst = List[str]() 
lst.Add(123)

トレースバックののコール

ファイル "<stdin>"、1、

TypeErrorされるstr、int

オンラインでPythonとIronPythonのいをむ https://riptutorial.com/ja/ironpython/topic/1059/python

とironpythonのい
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4: 

Examples

IronPythonとはですか

IronPythonは、.NET FrameworkとにされたPythonプログラミングのオープンソースです。 
IronPythonは.NET FrameworkとPythonライブラリをでき、の.NETでもPythonコードをにできま
す。

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/ironpython/topic/4239/
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