OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

5-3-基 統合開発環境に関する知識
1. 科目の概要
ソフトウェア開発を効率的に進めるために用意されている統合開発環境について解説す
る。統合開発環境の歴史、機能、特徴、使い方などを説明する。また OSS の開発で利用さ
れる代表的な統合開発環境について、その特徴や導入方法、基本的な機能を紹介する。

2. 習得ポイント
本科目の学習により習得することが期待されるポイントは以下の通り。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

5-3-基-1.統合開発環境によるソフトウェア開発

統合開発環境の概要、主な機能や利用するメリットを解説する。統合環境でのソフトウェア開
発方法の流れを解説し、機能の追加、統合の方法についても紹介する。

1

5-3-基-2.統合開発環境の種類

主な統合開発環境の種類と代表例を紹介する。対応言語、対応フレームワーク、開発用途
などの特徴と違いを解説する。

2

5-3-基-3.統合開発環境でのプログラム作成と実行

統合開発環境を利用したプロジェクトの概念を説明する。実際にプロジェクトの作成からコー
ディング、ビルドと実行までの手順を解説する。

3,4

5-3-基-4.統合開発環境でのデバッグ

統合開発環境でのデバッグ方法を解説する。ブレークポイントを利用したプログラムのステッ
プ実行や変数の解析、コールスタックでの呼び出し履歴など、デバッグに必要な画面の紹
介をする。

5

5-3-基-5.統合開発環境でのWebアプリケーションデバッグ

統合開発環境Eclipseに用意されるWeb Tools Platform (WTP)を用いたWebアプリケーショ
ン開発環境の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴やWTPを用いたWebア
プリケーション開発で留意すべきポイントを説明する。

6

5-3-基-6.統合開発環境でドキュメント生成ツールの利用

ドキュメントツール用に書かれたソースコード内のコメントをもとに、ソースコードドキュメントを
自動的に生成する方法を解説する。ドキュメント生成のための各種コメントについても紹介す
る。

7

5-3-基-7.統合開発環境でのバージョン管理ツールの利用

統合開発環境からのバージョン管理ツールの利用方法を解説する。統合開発環境上での
追加やコミットなど基本的な使い方を紹介する。

8

5-3-基-8.統合開発環境でのテストフレームワークの連携

統合開発環境でのテストフレームワークの利用について解説する。統合開発環境と様々な
テストフレームワークを連携させることで、開発中のテストを容易に行うことができるようになる
ことを説明する。

9

統合開発環境にコードスタイルチェック機能を追加することで、複数人で開発したときなどに
5-3-基-9.統合開発環境でのコードスタイルチェックツールの利
コード品質のバランスをそろえることができることを紹介する。コードスタイルの登録方法を紹
用
介し、その有用性を解説する。

10

5-3-基-10.統合開発環境での静的解析

統合開発環境でのソースコードの静的解析について解説する。統合開発環境に静的解析
機能を付加することで、実行前にバグの発見を行うことができることを紹介する。

11

1※

【学習ガイダンスの使い方】
1. 「習得ポイント」により、当該科目で習得することが期待される概念･知識の全体像を把握する。
2. 「シラバス」、
「IT 知識体系との対応関係」、
「OSS モデルカリキュラム固有知識」をもとに、必要に応じて、
従来の IT 教育プログラム等との相違を把握した上で、具体的な講義計画を考案する。
3. 習得ポイント毎の「学習の要点」と「解説」を参考にして、講義で使用する教材等を準備する。

OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

3. IT 知識体系との対応関係
「5-3-基 統合開発環境に関する知識」と IT 知識体系との対応関係は以下の通り。
基本レベル

科目名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

統合開発環境で
統合開発環境で
5-3-基 統合開発環境 統合開発環境に さまざまな統合開 統合開発環境の のプロジェクトとプ 統合開発環境で のWebアプリケー 統合開発環境で 統合開発環境と
のドキュメント生 バージョン管理
よるソフトウェア開
発環境
セットアップ
ログラムの作成・ のデバッグ方法 ションのデバッグ
に関する知識
成ツールの使用 ツールの連携
発
実行方法
方法

10

統合開発環境と
テストフレーム
ワークの連携

11

統合開発環境で
統合開発環境で
のコードスタイル
の静的解析
設定

<IT 知識体系上の関連部分>
分野
組
織
関
連
事
項
と
情
報
シ
ス
テ
ム

科目名

1

2

3

4

5

6

7

1

IT-IAS 情報保証
と情報セキュリ
ティ

IT-IAS2.情報セ
IT-IAS1.基礎的な
IT-IAS3.運用上の
キュリティの仕組
IT-IAS4.ポリシー IT-IAS5.攻撃
問題
問題
み(対策)

IT-IAS6.情報セ
キュリティ分野

2

IT-SP 社会的な観
点とプロフェッ
ショナルとしての
課題

IT-SP1.プロ
フェッショナルと IT-SP2.コン
してのコミュニ
ピュータの歴史
ケーション

IT-SP6.コン
IT-SP7.組織の中
ピュータの法的問
のIT
題

3

IT-IM 情報管理

IT-IM1.情報管理
の概念と基礎

IT-IM2.データ
IT-IM3.データ
ベース問合わせ言
アーキテクチャ
語

IT-IM4.データモ
IT-IM5.データと
デリングとデータ
情報の管理
ベース設計

IT-IM6.データ
ベースの応用分野

4

IT-WS Webシステ
ムとその技術

IT-WS1.Web技術
[1-Ⅰ-7]

IT-WS2.情報アー
キテクチャ
[1-Ⅰ-7]

IT-WS4.Web開発

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

5

IT-PF プログラミ IT-PF1.基本デー
ング基礎
タ構造

6

IT-IPT 技術を統 IT-IPT1.システム
IT-IPT2.データ割 IT-IPT3.統合的
合するためのプロ 間通信
り当てと交換
コーディング
グラミング
[1-Ⅰ-3]

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

8

IT-SIA システム
IT-SIA2.調達/手
インテグレーショ
IT-SIA1.要求仕様
配
ンとアーキテク
チャ

9

IT-NET ネット
ワーク

IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
ピュータを取り巻
ワーク
く社会環境

IT-SP5.知的財産
権

8

9

10

IT-IAS9.情報セ
IT-IAS7.フォレン IT-IAS8.情報の状
IT-IAS10.脅威分
キュリティサービ
ジック(情報証拠) 態
析モデル
ス

11

12

13

IT-IAS11.脆弱性

IT-SP8.プロ
フェッショナルと IT-SP9.プライバ
しての倫理的な問 シーと個人の自由
題と責任

応
用
技
術

ェ

ソ
フ
ト
ウ
ア
の
方
法
と
技
術

IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ
IT-PF4.アルゴリ
ミングの基本的構 クト指向プログラ
ズムと問題解決
成要素
ミング

CE-SWE0.歴史と概 CE-SWE1.ソフト
要
ウェアプロセス

IT-NET1.ネット
ワークの基礎

IT-PF5.イベント
駆動プログラミン IT-PF6.再帰
グ

IT-IPT6.種々の問 IT-IPT7.プログラ
題
ミング言語の概要

CE-SWE4.ソフト
CE-SWE5.ソフト
ウェアのテストと
ウェアの保守
検証

CE-SWE6.ソフト
CE-SWE7.ソフト
CE-SWE9.ソフト
CE-SWE11.ソフ
ウェア開発・保守
CE-SWE10.ソフト
ウェアプロジェク CE-SWE8.言語翻訳 ウェアのフォール
トェアの標準化
ツールと環境
ウェアの構成管理
ト管理
トトレランス
[1-Ⅰ-6]
[1-Ⅰ-4]

IT-SIA3.インテグ
IT-SIA4.プロジェ IT-SIA5.テストと IT-SIA6.組織の特 IT-SIA7.アーキテ
レーション
クト管理
品質保証
性
クチャ
[1-Ⅰ-4]

IT-NET5.アプリ
IT-NET4.セキュリ
ケーション分野
ティ
[1-Ⅰ-5]

IT-NET6.ネット
ワーク管理

CE-NWK4.クライア
CE-NWK6.ワイヤレ
CE-NWK2.通信ネッ
CE-NWK5.データの
CE-NWK8.組込み機 CE-NWK9.通信技術
CE-NWK10.性能評
ントサーバコン
スコンピューティ CE-NWK7.データ通
トワークのプロト CE-NWK3.LANとWAN
セキュリティと整
器向けネットワー とネットワーク概
価
ピューティング
ングとモバイルコ 信
コル
合性
ク
要
[1-Ⅰ-3]
ンピューティング

CE-NWK11.ネット
ワーク管理

CE-NWK12.圧縮と
伸張

CE-NWK テレコ
ミュニケーション

シ
ス
テ
ム
基
盤

CE-NWK13.クラス
タシステム

CE-NWK14.イン
ターネットアプリ CE-NWK15.次世代
ケーション
インターネット
[1-Ⅰ-5,7]

IT-PT1.オペレー
IT-PT2.アーキテ
ティングシステム
クチャと機構
[1-Ⅰ-3]

CE-NWK16.放送

IT-PT4.デプロイ
IT-PT3.コン
メントソフトウェ IT-PT5.ファーム
ピュータインフラ
ア
ウェア
ストラクチャ
[1-Ⅰ-4]

11

IT-PT プラット
フォーム技術

12

CE-OPS オペレー CE-OPS0.歴史と概
CE-OPS1.並行性
ティングシステム 要

13

CE-CAO コン
CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリシ
CE-CAO0.歴史と概
CE-CAO3.インタ
ピュータのアーキ
ピュータアーキテ ステムの構成と
要
フェースと通信
テクチャと構成
クチャの基礎
アーキテクチャ

14

IT-ITF IT基礎

CE-OPS2.スケ
ジューリングと
ディスパッチ

IT-PT6.ハード
ウェア

CE-OPS3.メモリ管 CE-OPS4.セキュリ CE-OPS5.ファイル CE-OPS6.リアルタ
CE-OPS8.設計の原 CE-OPS9.デバイス CE-OPS10.システ
CE-OPS7.OSの概要
理
ティと保護
管理
イムOS
則
管理
ム性能評価

ー
ー

アハ
コ
ン
キド
ピ
テウ
ク
チア
タ
と

IT-WS5.脆弱性

IT-IPT5.ソフト
IT-IPT4.スクリプ
ウェアセキュリ
ティング手法
ティの実現

CE-SWE2.ソフト
CE-SWE3.ソフト
ウェアの要求と仕
ウェアの設計
様

IT-NET2.ルーティ
ングとスイッチン IT-NET3.物理層
グ

CE-NWK1. 通信
CE-NWK0.歴史と概
ネットワークの
要
アーキテクチャ
10

IT-WS3.デジタル
メディア

ュー
ェ

CE-CAO4.デバイス CE-CAO5.CPUアー
サブシステム
キテクチャ

CE-CAO8.コン
CE-CAO6.性能・コ CE-CAO7.分散・並
ピュータによる計 CE-CAO9.性能向上
スト評価
列処理
算

ャ

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

IT-ITF4.IT分野
IT-ITF1.ITの一般
IT-ITF6.IT分野に
IT-ITF2.組織の問
(学科)とそれに関
的なテーマ
IT-ITF3.ITの歴史
IT-ITF5.応用領域 おける数学と統計
題
連のある分野(学
[1-Ⅰ-4]
学の活用
科)

CE-ESY0.歴史と概 CE-ESY1.低電力コ CE-ESY2.高信頼性 CE-ESY3.組込み用
CE-ESY5.ライフサ
CE-ESY4.開発環境
CE-ESY6.要件分析 CE-ESY7.仕様定義 CE-ESY8.構造設計 CE-ESY9.テスト
要
ンピューティング システムの設計
アーキテクチャ
イクル
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CE-ESY10.プロ
ジェクト管理

CE-ESY11.並行設
計(ハードウェ
CE-ESY12.実装
ア、ソフトウェア

CE-ESY23.専門シ
ステム

CE-ESY24.信頼性
とフォールトトレ
ランス

CE-ESY 組込みシ
ステム
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み
タイムシステム設 マイクロコント
計
ローラ

CE-ESY15.組込み
プログラム

CE-ESY16.設計手
法

CE-ESY17.ツール
によるサポート

CE-ESY19.インタ
CE-ESY18.ネット
フェースシステム CE-ESY20.センサ
ワーク型組込みシ
と混合信号システ 技術
ステム
ム

CE-ESY21.デバイ
スドライバ

CE-ESY22.メンテ
ナンス

OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

4. OSS モデルカリキュラム固有の知識
OSS モデルカリキュラム固有の知識として、実用的な統合開発環境に関する知識がある。
Eclipse という著名な統合開発環境(IDE)を用いて、IDE の機能や効率的な開発を行う手法、
様々な拡張機能を学ぶ。
科目名

第1回
第2回
第3回
（1） 統合開発環境に （1） 統合開発環境の （1） Eclipseのセット
よるソフトウェア開発 種類
アップ

第4回
第5回
（1） Eclipseの基本操 （1） Eclipseでのデ
作
バッグ

（2） 統合開発環境の （2） 主な統合開発環
主な機能
境

第6回
（1） Web Tools
Platformとは？

第7回
（1） ドキュメント生成
ツールの概要

（2） WTPによるWebア （2） Eclipseからドキュ
プリケーション開発
メント生成ツール利用
（3） デバッグ

5-3-基 統合開発環境
に関する知識

第8回
（1） バージョン管理
ツールの概要

第9回
（1） テストフレーム
ワークの概要

第10回
第11回
（1） コードチェックツー （1） 静的解析ツール
ルの概要
の概要

（2） Eclipseからバー （2） Eclipseからテスト （2） Eclipseからのコー （2） Eclipseからの静
ジョン管理ツールの利 フレームワークの利用 ドチェックツールの利 的解析ツールの利用
用
用

（網掛け部分は IT 知識体系で学習できる知識を示し、それ以外は OSS モデルカリキュラム固有の知識を示している）

スキル区分
開発体系分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目
5-3-基 統合開発環境に関する知識

レベル
基本

5-3-基-1. 統合開発環境によるソフトウェア開発
第 1 回 統合開発環境によるソフトウェア開発

コースウェア

5-3-基-1. 統合開発環境によるソフトウェア開発
統合開発環境の概要、主な機能や利用するメリットを解説する。統合環境でのソフトウェア開発方法
の流れを解説し、機能の追加、統合の方法についても紹介する。
【学習の要点】
* 統合開発環境を利用することで、ソフトウェアの様々な機能を一元的に利用できる。
* 統合開発環境では、プログラムを単なるソースコードの集合ではなく、プロジェクトとして開発を
する。
* 統合開発環境では、プラグインと呼ばれる拡張機能を利用することで新しい機能を追加、統合
することができる。

図 5-3-基-1 従来の開発環境と統合開発環境の比較
5-3-基 - 1

【解説】
1) 統合開発環境の主な機能
* 構成管理
開発中のソフトウェアのライブラリのディレクトリ構成や各ファイルのバージョンなど、手で管理を
すると煩雑なところを、自動で管理してくれる。
* ウィジェット作成支援
GUI 周りのソースコードを、グラフィカルにウィジェット(GUI の構成要素)を配置するだけで自動
生成してくれる。
* 入力補完
関数やキーワードなど途中まで入力したものの自動補完や、入力候補を表示する機能を備え
ている。
* ソースコード確認支援
ソースコードの色付けなど、コードを確認する際に便利な補助機能を備えている。
* 一括ビルド
ビルドをする時、長いコマンドを打つことなく、ボタン一つでビルドができる。
* デバッグ支援
グラフィカルなデバッグツールを備えている。
2) 統合開発環境のメリット
* エディタ、コンパイラ、デバッガなどが一つの GUI インタフェースで扱えるため、開発者の負担が
非常に軽くなる。
* 自動でディレクトリ構成をしてくれるので、ソースコードの管理の手間が省ける。
* バージョン管理が容易にできる。
* GUI プログラミングの手間が省ける。
3) 統合開発環境での開発手順
A) プロジェクトの作成
まず、プロジェクトを作る。プロジェクトとは、一つのプログラムを作る際のソースコードやライブラ
リ、アイコンの画像ファイルなどをひとまとめにした単位のことである。
B) ソースコードの作成
プロジェクトにソースコードのファイルを追加、編集する。
C) ビルド、デバッグ
ビルド、デバッグをして完成させる。

5-3-基 - 2

スキル区分
開発体系分野

OSS モデルカリキュラムの科目
5-3-基 統合開発環境に関する知識

習得ポイント

5-3-基-2. 統合開発環境の種類

対応する

第 2 回 さまざまな統合開発環境

レベル
基本

コースウェア

5-3-基-2. 統合開発環境の種類
主な統合開発環境の種類と代表例を紹介する。対応言語、対応フレームワーク、開発用途などの
特徴と違いを解説する。
【学習の要点】
* 主な OSS による統合開発環境は、Eclipse、NetBeans、WideStudio などがある。
* Eclipse は Java 用統合開発環境としてよく使われているが、プラグインを追加することにより、
C/C++、Perl、Ruby など多様な言語によるソフトウェア開発にも対応できる。
* NetBeans は Java、Ruby、C/C++用統合開発環境である。
* WideStudio は、C/C++を始め、Java、Ruby、Perl、Python によりデスクトップアプリケーションの
開発を効率的に行うことが可能である。

図 5-3-基-2 統合開発環境の種類
5-3-基 - 3

【解説】
1) 主な OSS による統合開発環境
OSS による統合開発環境には、主に次のものがある。
* Eclipse
* NetBeans
* WideStudio
2) Eclipse の特徴
* プラグインによる機能の拡張
プラグインにより、Java 以外の言語の開発や有用なデバッガの使用、UML の作成ができるよう
になる。
* フレームワーク対応
Struts や JUnit など、プラグインによりさまざまなフレームワークに対応している。
* ソースコード作成支援
関数補完機能を備えたエディタを備えている。
3) NetBeans の特徴
* 多数のプログラミング言語に対応
NetBeans は Java のほかにも、Ruby、C/C++などの開発ができる。
* GUI 開発機能
NetBeans は、GUI ビルダーのみである程度の機能を持ったアプリケーションが開発できるなど、
特に GUI 開発に優れている。
* フレームワーク対応
Struts や Java Server Faces、JSF などの Web フレームワークに対応している。
4) WideStudio の特徴
* 多数のプログラミング言語に対応
WideStudio は、C/C++をはじめ、Java、Perl、Python、Ruby などを用いて開発ができる。
* MWT(Multi-platform Widget Toolkit)
WideStudio は MWT ライブラリを採用していることにより、同じソースコードでも違う OS で再コン
パイルすることで、その OS のネイティブコードをもったアプリケーションが作成できる。
* マルチエンコーディング
マルチエンコーディングに対応しているため、ソースコードのテキストエンコーディングを気にす
る必要がない。
* 多言語対応
英語、日本語に限らず、韓国語や中国語にも対応している。
* 国産 OSS
日本で開発がはじまった OSS IDE であるため、日本語のドキュメントが充実している。
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5-3-基-3. 統合開発環境でのプログラム作成と実行
第 3 回 統合開発環境のセットアップ
第 4 回 統合開発環境でのプロジェクトとプログラムの作成・実行方法

5-3-基-3. 統合開発環境でのプログラム作成と実行
統合開発環境を利用したプロジェクトの概念を説明する。実際にプロジェクトの作成からコーディン
グ、ビルドと実行までの手順を解説する。
【学習の要点】
* 統合開発環境では開発単位を一つのプロジェクトとして扱う。
* プログラム作成に必要な機能がそろっているため、一つの画面内でほぼすべての工程を行うこ
とができる。

図 5-3-基-3 Eclipse を利用したプログラムの作成
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【解説】
1) Eclipse のインストール
下記サイトからダウンロードしたファイルを解凍し配置する。動作には Java の実行環境である
JRE(Java Runtime Environment)が必要である。
* Eclipse のダウンロード
-

開発元
http://www.eclipse.org/downloads/

-

日本語化ファイルと Windows 版日本語化適用済み Eclipse（pleiades）
http://mergedoc.sourceforge.jp/index.html#/pleiades.html

* JRE のダウンロード
http://www.java.com/ja/download/
2) Eclipse の画面構成
Eclipse を起動したときにあらわれるウィンドウ全体をワークベンチウィンドウと呼ぶ。初期状態では、
左側のペインにはパッケージエクスプローラーが、中央上部はテキストエディタ、右側のペインには
アウトライン、下部のペインにはコンソールが表示されている。
テキストエディタにはソース編集支援機能が備わっている。例えば、関数名を入力した時には、関
数名や引数の補完を行う。そのほかにも、ソース内に明らかな文法の間違いがある場合は、その行
をマークするなどの機能がある。
3) Eclipse での Java プロジェクト作成
A) メニューから [ファイル｜新規｜プロジェクト]を選択する。
B) 任意のプロジェクト（Java｜Java プロジェクト）を選択する。
C) プロジェクト名を入力する。
D) 必要であれば JRE のバージョンなどを変更し完了ボタンを押す。
4) Eclipse でのプログラムの作成と実行
A) メニューから [ファイル｜新規｜クラス]を選択する。
B) 名前にクラス名を入力する。
C) 必要であれば修飾子などを変更し完了ボタンを押す。
D) 実行したいソースコードを記述する。
E) メニューバーの実行を押す。
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第 5 回 統合開発環境でのデバッグ方法

コースウェア

5-3-基-4. 統合開発環境でのデバッグ
統合開発環境でのデバッグ方法を解説する。ブレークポイントを利用したプログラムのステップ実行
や変数の解析、コールスタックでの呼び出し履歴など、デバッグに必要な画面の紹介をする。
【学習の要点】
* 統合開発環境ではデバッガ機能を備えており、作成したソースコードを即座にデバッグすること
ができる。
* ブレークポイントを利用することで、実行中のプログラムを停止して状態を見ることができる。
* 変数ウィンドウやデバッグウィンドウを利用することで、現在のプログラムの状態を見ることができ
る
* ステップ実行を利用することでプログラムの動きを一行ずつ確認することができる。

図 5-3-基-4 Eclipse のデバッグ画面

5-3-基 - 7

【解説】
1) デバッグの手順
A) ソースコード上のプログラムを停止させたい行にカーソルを合わせ、メニューの｢実行｜ブレーク
ポイントの切り替え｣を押す。
B) メニューバーのデバッグを押す。
C) プログラムが該当箇所に到達すると停止するのでパラメータなどを確認する。
2) デバッグの機能
* ブレークポイント
ソースコード上に設定した場所でプログラムが停止する。
* 変数ウィンドウ
現在のスコープにある変数の内容を確認できる。
* デバッグウィンドウ
コールスタックと呼ばれる、どのメソッドから呼び出されているか履歴が確認できる。
* ステップイン
プログラムをソースコードで一行分進める。メソッドの位置であればそのメソッドの中に入って実
行される。
* ステップオーバー
プログラムをソースコードで一行分進める。メソッドの位置でもそのメソッドの中に入らずに次の
行を実行する。
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5-3-基-5. 統合開発環境での Web アプリケーションデバッグ
第 6 回 統合開発環境での Web アプリケーションのデバッグ方法

対応する
コースウェア

5-3-基-5. 統合開発環境での Web アプリケーションデバッグ
統合開発環境 Eclipse に用意される Web Tools Platform (WTP)を用いた Web アプリケーション開発
環境の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴や WTP を用いた Web アプリケーション
開発で留意すべきポイントを説明する。
【学習の要点】
* WTP は、サーバサイド Java アプリケーションの開発を支援するツールのセットであり、Eclipse の
プラグインとして提供されている。
* WTP は、複数のサブプロジェクトによって開発が進められており、Java EE 開発の支援機能のほ
か、HTML、CSS、JSP、DTD、JavaScript などの、Java に依存しない技術の開発環境も提供され
ている。
* ツールごとに利用手順や対応する環境が異なるため、留意が必要である。

Common tools（共通機能）
Dali JPA Tools
（JPA関係のツール）

ATF
（Ajax関係のツール）

EJB Tools
（EJB関係のツール）

（アプリケーションサーバ関係のツール）

Java EE tools
（Java EE関係のツール）

Source Editing
（Web関連テキストの編集支援）

JSF Tools
（JSF関係のツール）

Web Services
（Webサービス関係のツール）

Server tools

WTP Incubator（発展途上段階のプロジェクト）
Facelets Tools
（Facelets関係のツール）

XSL Component
（XSLスタイルシート関連の機能）

Java EE環境向けサブプロジェクト

Web全般のサブプロジェクト

Web Tools Platform
図 5-3-基-5 WTP のプロジェクト構成
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【解説】
1) WTP (Web Tools Platform)の概要
WTP は Java EE を利用した Web アプリケーションの開発を支援するプラグインであり、Eclipse プロ
ジェクトの一部として開発されている。
2) WTP の構成
WTPは以下のサブプロジェクトから構成されており、それぞれ異なる機能を提供する。サブプロジ
ェクトの成果物は、Eclipse3.4 のパッケージ「Eclipse IDE for Java EE Developers」に含まれている。
個別に利用する手順については、サブプロジェクト毎に対応が異なるため注意が必要である。詳
細はWebページ(http://www.eclipse.org/webtools/)を参照のこと。
* ATF(AJAX Toolkit Framework)
Dojo、Zimbra、Rico などの AJAX ツールキットを利用した開発向けの開発環境を提供する。ただ
し、2008 年 9 月現在、開発はやや停滞しており、WTP の最新版に対応していない。
* Common tools
WTP プロジェクトで利用する共通機能を提供する。
* Dali JPA Tools
JPA(Java Persistence API)を利用した開発向けの開発環境を提供する。
* EJB Tools
EJB の開発を支援する開発環境を提供する。EJB1.x、2.x、3.0 に対応している。
* Java EE tools
Java EE を利用した開発を支援する開発環境を提供する。J2EE1.2、1.3、1.4、Java EE 5 に対応
している。
* JSF Tools
JSF(JavaServer Faces)を利用した開発を支援する開発環境を提供する。使用する JSF ライブラリ
は別途入手し、Eclipse 内の設定メニューで登録する必要がある。
* Server tools
Web コンテナ、アプリケーションサーバを Eclipse 内で動作させる機能を提供する。
* Source Editing
HTML、CSS、JSP、DTD、JavaScript など、Web ページを構成するテキストの作成を支援する。
* Web Services
Apache Axis を利用した Web Service の開発環境を提供する
* WTP Incubator
WTP のサブプロジェクトのうち、正式リリースに含まれていない発展途上段階のプロジェクト。以
下のプロジェクトが含まれている。
-

XSL Component
XSL スタイルシートの作成、編集機能と、XSLT の実行、デバッグ機能を提供する。

-

JSF Facelets Tools
現在の JSF Tools プロジェクトに対し、Facelets を利用してビューを作成する機能を追加す
る。
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5-3-基-6. 統合開発環境でドキュメント生成ツールの利用
ドキュメントツール用に書かれたソースコード内のコメントをもとに、ソースコードドキュメントを自動的
に生成する方法を解説する。ドキュメント生成のための各種コメントについても紹介する。
【学習の要点】
* 自動ドキュメント生成機能を利用することで、実際のソースコードに合ったドキュメントを作成する
ことができる。
* コードの利用者、ドキュメントの読者に読みやすいコード、コメントを心がけることで、コード自体
の可読性や保守性の向上も見込むことができる。

図 5-3-基-6 ソースコードからのドキュメント自動生成
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【解説】
1) ドキュメント生成ツールとは
ドキュメント生成ツールは、ソースコードからクラスの詳細、クラス間の関連や継承関係を自動的に
生成するツールである。生成されたドキュメントは主に開発者がそのソースコードを利用するときに
利用される。
また、副次的な効果として、ドキュメンテーションコメントを記述することにより、Eclipse 上でアシスタ
ント機能が働き、対象メソッドをマウスオーバーすることで、メソッドの説明や実装を確認することも
できる。
2) Eclipse で利用できるドキュメント生成ツールの種類
* Javadoc
JDK に付属されている Java に対応したドキュメント生成ツール。HTML で出力され、Java 組み込
みライブラリのヘルプにも利用されている。
ソースコードからの Javadoc の生成や閲覧は、Eclipse にあらかじめ組み込まれており、ソースコ
ードに適切なコメントを書くことで利用することができる。
Eclipse との連携として、コードアシスト時にメソッドの説明に Javadoc を表示することができ、必要
な情報に素早くアクセスすることができる。
* Doxygen（http://www.doxygen.jp/）
C++、C、Java、PHP などに対応したドキュメント生成ツール。基本機能は Javadoc とほぼ同じで、
出力形式として HTML の他にも CHM(Microsoft Compiled HTML Help)や PDF 等をサポートし
ている。
Eclipseのプラグインとしてeclox （http://home.gna.org/eclox/）があり、このプラグインを導入す
ることで、Eclipse上でDoxygenの設定ファイルの編集や、ドキュメントの作成、閲覧を行うことが
できる。
3) 自動生成できる主な項目
* クラスの説明
* 継承関係
* メソッドの説明
* メソッドの引数、戻り値
4) Eclipse でのドキュメント生成ツールの利用
Javadoc 用のコメントを生成する場合は、メニューの｢プロジェクト｜Javadoc の生成｣を選択し、
Javadoc の実行ファイルパスやターゲットとするファイルやフォルダ、出力範囲などを設定し、実行
する。この結果として、プロジェクトに Javadoc の出力が追加され、Eclipse 上で閲覧することができ
る。
Doxygen でコメントを生成する場合は、eclox プラグインを導入した後に、｢ファイル｜新規｜その
他｣を選択後、｢その他｜Doxyfile｣を選択することで、Doxygen 用の設定ファイルがプロジェクトへ追
加される。生成されたファイルを選択することで、設定画面が表示され、ドキュメントタイトルや生成
するファイルやフォルダ、出力フォーマットなどを設定する。ドキュメントの生成はプロジェクトを右ク
リックし｢Build Documentation｣を選択することで実行され、プロジェクトに生成されたデータが追加
され、Eclipse 上で閲覧することができる。
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5-3-基-7. 統合開発環境でのバージョン管理ツールの利用
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コースウェア

5-3-基-7. 統合開発環境でのバージョン管理ツールの利用
統合開発環境からのバージョン管理ツールの利用方法を解説する。統合開発環境上での追加やコ
ミットなど基本的な使い方を紹介する。
【学習の要点】
* 統合開発環境からバージョン管理ツールを利用することで、プロジェクト単位での管理をより簡
単に行うことができる。
* CVS や Subversion のみならず Git、Mercurial といった分散型のバージョン管理ツール用のプラ
グインもある。

図 5-3-基-7 Eclipse でのバージョン管理ツールの利用
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【解説】
1) バージョン管理ツールとは
バージョン管理ツールとは、ファイルの変更履歴を統一的に管理するためのツールである。管理対
象となるファイルの変更情報をリポジトリと呼ばれるデータベースに格納する。リポジトリに登録され
たファイルに対し、行われた変更を履歴として保存し、履歴を遡って任意の時点での状態に戻すこ
とができる。
統合開発環境にバージョン管理ツールのプラグインを導入することで、プロジェクトの単位でバー
ジョン管理を行うことができ、管理のための手間を軽減することができる。
プラグインには基本的なバージョン管理ツールの機能のほかにも、独自のマージツールなど補助
的な機能を併せ持つものも多く、開発効率の向上に寄与する。
2) Eclipse で利用できるバージョン管理ツールの種類
* CVS
-

Eclipse 標準で組み込まれており、別途プラグインをインストールする必要はない。

* Subversion
-

Subversive(http://www.eclipse.org/subversive/)
Eclipse の開発元である、Eclipse.org にて開発されているプラグイン。開発に必要な
Subversion の機能が網羅されている。

-

Subclipse(http://subclipse.tigris.org/)
オープンソースコミュニティサイトである、Tigris.org にて開発されている Subversion プラグイ
ン。

* Git
-

EGit(http://www.eclipse.org/egit/)
Eclipse から分散バージョン管理ツールである Git のリポジトリを操作することができるプラグ
イン。

* Mercurial
-

Mercurial Eclipse(http://www.vectrace.com/mercurialeclipse/)
Eclipse から分散バージョン管理ツールである Mercurial のリポジトリを操作することができる
プラグイン。

-

HgEclipse(http://javaforge.com/wiki/72561)
同じく Eclipse から Mercurial のリポジトリを操作することができるプラグイン。リビジョン間の
差分や、履歴の表示を行うこともできる。

3) Eclipse でのバージョン管理ツールの利用
各プラグイン共に Eclipse のインストール画面よりネットワークからのインストールに対応している。
インストール後は、既存の CVS や Subversion に登録されているプロジェクトを Eclipse 上で利用す
ることや、バージョン管理されていないプロジェクトをリポジトリ上へ登録することでバージョン管理を
行うことができるようになる。
それぞれの機能へのアクセスは、プロジェクトを右クリックした｢チーム｣メニューから行うことができ
る。
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5-3-基-8. 統合開発環境でのテストフレームワークの連携
統合開発環境でのテストフレームワークの利用について解説する。統合開発環境と様々なテストフ
レームワークを連携させることで、開発中のテストを容易に行うことができるようになることを説明す
る。
【学習の要点】
* 統合開発環境にテストフレームワークを統合することで、開発を行いながらテストコードを書くこ
とができる。
* テストフレームワークを有効に活用することで、不具合の検知を早期に行うことができる。
* 一度テストコードを記述することで回帰テストも行うことができるため、ソースコードの修正に対す
る検証を低コストで行うことができる。

図 5-3-基-8 Eclipse でのテストフレームワークの利用
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【解説】
1) テストフレームワークとは
テストフレームワークとは、一般的に開発者レベルでのテストをサポートするためのフレームワーク
である。主に単体テストと呼ばれる、クラスやメソッドレベルでのテストを行うことができる。
テストフレームワークを利用したテスト自体を、プログラミング言語で記述するため、開発者にもなじ
みのある環境でテストを作成することができる。
また、テストがプログラミング言語で作成されている利点として、テストの実行を簡単に行うことがで
きるため、開発時のテストのみならず、ソースコードを修正した後に行う回帰テストに対しても効果を
発揮する。修正したプログラムに対してテストフレームワークのテストを行うことで、修正による新た
な不具合の混入の有無を発見することができる。
2) Eclipse で利用できるテストフレームワークの種類
* JUnit
Java で標準的に利用されているテストフレームワーク。Eclipse でも標準的に利用することができ
る。単体テストに特化しているため使いやすく、他の言語のテストフレームワークの先駆けとして
も知られている。
* TestNG
「Testing, the Next Generation」の略であり、JUnitに対してより高度なテスト機能を提供している。
Eclipseでの利用にはTestNG Eclipseプラグイン（http://testng.org/doc/eclipse.html）を導入す
ることによって、JUnitと同様の環境を構築することができる。
3) Eclipse でのテストフレームワークの利用
JUnit でのテストは、メニューの｢ファイル｜新規 JUnit テストケース｣からプロジェクトを作成する。
テストメソッドは JUnit4 であれば、@Test アノテーションをメソッドに付加する。このとき、メソッド名に
制約はなく、日本語のメソッド名でも記述は可能である。
テストしたい項目は assertEquals などの assert メソッドに、評価する式と結果を記述し、成功と失敗
を判定する。
また、各テストに共通の処理には@Before アノテーションを付加することで、テストメソッド作成の前
に呼ばれる処理をまとめて記述することができる。
TestNG についても基本的な操作、設定は JUnit と同様である。メニューの｢ファイル｜その他｜
TestNG｜TestNG class｣を選択し、テスト環境を作成する。
TestNG でのアノテーションは、テストメソッドに@Test アノテーション、テスト共通の処理は
@BeforeMethod アノテーションである。
テストしたい項目は JUnit と同様に assertEquals などの assert メソッドに、評価する式と結果を記述
する。注意点は、JUnit では assert に与える引数が式、結果の順に対し、TestNG では結果、式と順
番が異なる。
実行は両フレームワークとも、Eclipse の実行から、選択したテストフレームワークでの実行を行うこと
で結果が成功は緑、失敗は赤のバーとして表示される。
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5-3-基-9. 統合開発環境でのコードスタイルチェックツールの利用
第 10 回 統合開発環境でのコードスタイル設定

コースウェア

5-3-基-9. 統合開発環境でのコードスタイルチェックツールの利用
統合開発環境にコードスタイルチェック機能を追加することで、複数人で開発したときなどにコード
品質のバランスをそろえることができることを紹介する。コードスタイルの登録方法を紹介し、その有
用性を解説する。
【学習の要点】
* コードスタイルチェックツールとは、コーディング標準と呼ばれる基準に則してソースコードの書
き方をチェックするツールである。
* ソースコードのスタイルを設定することでコードの書き方を統一することができ、それにより誰が
書いても同じ書き方になるため、可読性が向上する。
* CheckStyle のようなコードスタイルチェックのプラグインを導入することで、統合開発環境上で常
にチェックを行うことができる。

図 5-3-基-9. CheckStyle によるスタイルチェックの結果

5-3-基 - 17

【解説】
1) コードスタイルチェックツールとは
コードスタイルチェックツールとは、ソースコード上のインデントや括弧の位置をコーディング標準と
照らし合わせて、もし標準と異なる書き方をしていた場合に、それを警告するツールである。
ソースコードをコーディング標準に合わせることで、書式がチーム内で統一され、ソースコードの可
読性向上を見込むことができる。
2) Eclipse で利用できるコードスタイルチェックツール、CheckStyle
CheckStyle には標準的なコードチェック機能を備えているだけでなく、ユーザ自身でチェックを拡
張する機能を持っている。また、コードチェックのみならず、コードの重複などバグの原因になるよう
な箇所についても検出する機能を持っている。
代表的なチェック項目を以下に挙げる。
* Javadoc コメントのチェック
ドキュメント生成ツールである Javadoc に出力可能なコメントが振られているかどうかチェックする。
クラス定義やメソッド定義など、個別のコメントごとにチェックの有無を選択することが可能。
* 命名規約のチェック
クラス、インタフェースなどの名称と、変数の名称をチェックする。クラス名などの名称は大文字
の英字で始まり、変数の名称は小文字の英字で始まる流儀に倣う。
* コードの長さチェック
ファイルやメソッドの単位で、コード行数のチェックを行う。一ファイルやメソッドがあまりに長すぎ
ると、ソースコードの可読性やメンテナンス性が低下するため、このようなチェックを行い、コード
の分割を検討する。
* 空白のチェック
制御文や式の空白をチェックする。ソースコードは適切な空白や空行を入れることで読みやすく
なる。
* ブロックの位置をチェック
制御文やコード中にあるブロックの位置についてチェックする。また、独立したブロックやデバッ
グの跡を検出する場合にも役立つ。
* コードの重複
単純に同じ行が連続する箇所を検出する。重複をまとめるための手がかりとする。
3) Eclipse でのコードスタイルチェックツールの利用
Eclipse CheckStyleプラグイン（http://sourceforge.net/projects/eclipse-cs/）を導入することで、
Eclipseで利用することができる。
プラグインをインストール後、プロジェクトを右クリックし、「CheckStyle｜CheckStyle をアクティブに
する」を選択することで、結果が Eclipse 上に表示される。
チェック項目の変更や追加はメニューの「ウィンドウ｜設定｜CheckStyle」からチェック構成を変更
することで行うことができる。
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5-3-基-10. 統合開発環境での静的解析
第 11 回 統合開発環境での静的解析

コースウェア

5-3-基-10. 統合開発環境での静的解析
統合開発環境でのソースコードの静的解析について解説する。統合開発環境に静的解析機能を
付加することで、実行前にバグの発見を行うことができることを紹介する。
【学習の要点】
* 静的解析とは、プログラムを実行せずに、ソースコードやバイトコードのみで発見できるような不
具合を検出するツールである。
* 静的解析を行うことで、バグの元になりうる個所の特定を自動で行うことができる。
* FindBugs や PMD などの静的解析ツールプラグインを導入することで、統合開発環境上で常に
静的解析を行うことができる。

図 5-3-基-10. FindBugs による静的解析結果
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【解説】
1) 静的解析とは
静的解析とはプログラムを実行することなく、動作を解析する手法である。コードスタイルチェックも
静的解析の一部である。
解析にはソースコードから解析するものと、コンパイルされたバイトコードから解析するツールがあ
る。
2) Eclipse で利用できる静的解析ツールの種類
* PMD
ソースコードから解析するタイプのツール。戻り値チェックの有無やファイナライザ、クローンに
関する不具合の検出を行うことができる。
PMD はバグ検出のための解析の他にも CheckStyle のようなコードチェックの機能も備える。この
機能では名前付けに関するチェックやコードサイズ、コードの重複などのチェックを行うことがで
きる。
* FindBugs
コンパイルされたバイトコードから静的解析を行うタイプのツールである。PMD と比べて null オブ
ジェクトへのアクセスなどの難しい潜在バグの検出を行うことができる。ただし、コンパイルされた
結果に対して解析し、ソースコードは解析対象ではないため、最適化によって削除されたコード
部分の解析はできない。
また、FundBugs 単体で利用する場合に GUI からの操作が可能となっている。もちろんコンソー
ルでの利用や Eclipse での利用も可能であり、利用方法の幅が広いことも特徴である。
3) Eclipse での静的解析ツールの利用
PMDをEclipseで利用するには、アップデートサイト（http://pmd.sourceforge.net/eclipse）より、
Eclipseのアップデート機能にてプラグインをインストールする。インストール後はプロジェクトを右クリ
ックし、｢PMD｜PMDでコードのチェック｣を選択することで解析が開始される。解析の結果は｢違反
アウトライン｣ウィンドウにて確認することができ、各項目を選択することで、修正候補の個所にジャ
ンプすることができる。
FindBugs プ ラ グ イ ン は SourceForge.net （ http://sourceforge.net/projects/findbugs ） よ り 、
edu.umd.cs.findbugs.plugin.eclipse_x.x.x.xxxxxxxx.zip とde.tobject.findbugs_x.x.xx.zip（｢x｣はバー
ジョン番号を示す）をダウンロード展開し、Eclipseのpluginフォルダにコピーする。その状態で
Eclipseを起動、プロジェクトを右クリックし、｢バグを検索｜バグを検索｣を選択すると｢問題｣ウィンド
ウにバグの状況がリストされる。リストされた項目を確認し、不具合を修正することで、実行時のエラ
ーをあらかじめ防ぐことができる。
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