
� ファイル入出力

��*節では、プログラムの実行途中で、利用者がキーボードを用いて値を入力する方法について説明しま

した。しかし、プログラムが必要とする値が非常に多い場合、それを全てキーボード入力するのは手間が大

きいでしょう。

また ��,節では、プログラムに用いられる値をディスプレイに出力する方法について説明しました。し

かし、プログラムが出力する値が、ディスプレイに入りきらないくらい多い場合、それを全て表示して読む

のは難しいでしょう。さらに、その出力した値を明日もう一度使いたい、というときにもディスプレイにし

か出力できないのでは不便でしょう。

これらの問題を解決するために、本章ではファイルを操作する方法について解説します。

'�� ファイル入力

本節では、プログラムが別のファイルの内容を読み込む処理について解説します。なお、B���言語を含

む多くの言語では、ファイルの内容を読み込む処理をファイル入力 と呼びます。

まずテキストエディタで ����L�というファイルを新規作成し、その中身を以下のように記述してくだ

さい。
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このファイルは、 �人の体重（単位 3�）と身長（単位 
）を記述したもので、各行の左側に体重、右側

に身長が記載されているものとします。

では、このファイルの内容をプログラムで読み込み、 �人ぶんの 	&'を一気に計算して表示するプログ

ラムを紹介します。

まず以下のコマンドで、	
�&�����)��� を 	
�A���'2�)��� というファイルにコピーし、続いてそれ

をテキストエディタで表示してください。そして 	
�A���'2�)��� の中身を、以下のように書き換えてく

ださい。
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では、このプログラムの中身について説明しましょう。

まず ～+行目では、	
�A���'2クラスで用いる別のクラスとして、A���@ A���?�����@ 	�00����?�����@

������H3���J�� クラスを �
��� しています。ここでは明示的に +つのクラスの名前を記述していま

すが、��*節で説明したように、
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というように記述しても構いません。

���������	
�メソッドについては、+�,節で紹介した 	
�&����クラスと同じですので、ここでは省

略します。

続いて  �行目に、-���クラスが新しく出てきます。A���クラスとは、特定のファイルを扱うためのク

ラスです。ここでは変数 0�����
�に代入されている、����L�というファイル名に対して、A���クラスの

インスタンスを生成し、これを 0���という変数に代入します。
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続いて  !行目に、-���)��!�#クラスが新しく出てきます。A���?�����クラスは、特定のファイルの

内容を読むためのクラスです。ここでは変数 0���に代入されているファイルに対して、A���?�����クラ

スのインスタンスを生成し、これを 0������という変数に代入します。

続いて  -行目に、	�00����?�����クラスが出てきます。	�00����?�����クラスの使い方は、��*節

で紹介した通りです。このクラスは標準入力だけでなく、ファイル入力でも同様に扱えます。

続いて *�行目に、������������$�� というメソッドが出てきます。この行では、変数 �������が読み

込み可能である状態を確認していて、読み込み可能である限り �����文による反復を実行する、という意

味を持ちます。

続いて * 行目にて、������������I����� というメソッドにより、ファイルの内容を  行読み、この結

果を変数 ����に代入します。この結果が ���� であるときには、ファイルの内容を最後まで読んだと判断

し、����3文により �����文の反復を終了します。

続いて *,行目にて、.�#��/0 1���2�#クラスが新しく出てきます。このクラスは文字列を所定の文字で

区切るものです。この場合には、変数 ����に代入された文字列を、空白文字で区切ります。例えば、����L�

の  行目

.���  ��+

を、.��� および  ��+ の *つの文字列に区切ります。この区切った結果は、��L�H3���� というメソッ

ドによって、以下のように得ることができます。

�  回目の �3�����L�H3����メソッドの結果として、空白文字で区切った左側（この場合 .���）を

返し、これを ������クラスの変数 �に代入します。

� *回目の �3�����L�H3����メソッドの結果として、空白文字で区切った右側（この場合  ��+）を

返し、これを ������クラスの変数 �に代入します。

ただし注意しないといけない点として、*つの文字列に分割できない行が混じっていたときには、�3�����L�H3����

メソッドを呼び出すとエラーになってしまいます。これを避けるために、*+行目に�0��3�������H3�����

8 *� �������� という行が混じっています。これは、*つ以上の文字列に区切れなければ �������す

る、という意味です。

続いて *�@*!行目にて、4����������4������というメソッドが出てきます。このメソッドの意味に

ついては �� 節を参照してください。

*-行目の ���������	
���メソッド、および ,�行目の �$���
�������������メソッドについては、

今まで何度も出てきたので省略します。,*行目の �����以下についても省略します。

さて、このプログラムを実行してみましょう。以下のように表示されましたでしょうか？
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'�� ファイル出力

本節では、プログラムが別のファイルに内容を書き出す処理について解説します。なお、B���言語を含

む多くの言語では、ファイルに内容を書き出す処理をファイル出力 と呼びます。

ここで、先ほどの 	
�A���'2�)���を改良して、画面出力している 	&'値を �
���L� というファイルに

出力する、ということを考えます。

では 	
�A���'2�)��� の中身を、以下のように書き換えてください。
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では、このプログラムの中身について説明しましょう。

まず  ～�行目では、	
�A���'2クラスで用いる別のクラスとして、A���@ A���?�����@ A���D�����@

	�00����?�����@ 	�00����D�����@ ������H3���J�� クラスを �
��� しています。

 -@*�行目に、-���クラスが *回出てきます。 回目は、変数 0�����
�に代入された ����L�という

ファイルのインスタンスを、変数 0���に代入します。*回目は、変数 0�����
�*に代入された �
���L�

というファイルのインスタンスを、変数 0���*に代入します。前者は読み込むファイル、後者は書き出す

ファイルですが、ここでは両者を区別せずに、同様に ���命令でインスタンスを生成します。

続いて *+行目に、-���3#���#クラスが新しく出てきます。A���D�����クラスは、特定のファイルに内

容を書くためのクラスです。ここでは変数 0���*に代入されているファイルに対して、A���D�����クラス

のインスタンスを生成し、これを 0������という変数に代入します。

続いて *.行目に、�(�#�!3#���#クラスが新しく出てきます。	�00����D�����クラスは、標準出力

およびファイル出力において、内容を  行単位で書き出すなどの機能を有するクラスです。

続いて ,�行目に、������ ����*� で始まる代入文があります。これは、引用符で囲まれた ��@��@	&'�

といった文字列や、変数 ������@ ������@ �
� の値を、一続きに並べてできる文字列を、変数 ����*に

代入する、というものです。この結果として変数 ����*では、	
�A���'2�)��� が標準出力していたとき

と同じ内容の文字列を格納することになります。

続いて ,�～,-行目にて、変数 �������のメソッドが続々と呼び出されます。まず �����メソッドによっ

て、変数 ����*に代入された文字列をファイルに書き出すことが指定されます。続いて 0����メソッドに

よって、変数 �������に保持されていた文字列が実際にファイルに書きだされ、そして ���I���メソッド

によって改行が指定されます。

さて、このプログラムを実行した後に、テキストエディタで �
���L� の中身を表示してみてください。

ファイルの中身は、以下のようになっていますでしょうか？
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