OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

17. 開発ツールに関する知識Ⅱ
※
1. 科目の概要
ソフトウェア開発で利用できる様々な開発ツールについて、統合開発環境やその他のソ
フトウェア開発支援ツール、ライブラリ化支援、ドキュメント作成支援など、使い方を理
解していると役に立つツールの活用方法を解説する。

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。
説 明

シラバスの
対応コマ

オープンソースソフトウェアとして利用できる分析・設計ツール、プロ
グラミング支援ツール、ビルド・開発リソース管理ツール、カバレージ
テスト支援ツール、単体テスト・ツール分析設計ツール、プロジェクト
管理ツールといった各種ツールの概念と使い方について解説する。

8

UMLモデリングツールのJude、規約に則ってコーディングされている
かを検査するCheckstyle、文法チェッカJlint、プロジェクト管理ツール
II-17-2. Javaに対する様々なツールの利用 Maven、カバレッジ計測ツールjcoverage、バグ発見ツール
FindBugs、単体テスト支援ツールJUnitといったJavaソフトウェア開発
で効果的に利用できるツールを解説する。

8

II-17-3. 統合開発環境の利用

ソフトウェア開発を効率化する統合開発環境の利用について、統合
開発環境とは何か、統合開発環境の特徴と利用の手順、統合開発
環境が提供する機能などを、プロジェクト管理、バージョン管理、GUI
作成、チーム開発支援といった具体的な例を用いて解説する。

9

II-17-4. オープンソースの統合開発環境

ActiveBasic、Eclipse、WideStudioなど、オープンソースソフトウェアと
して利用できる統合開発環境を紹介する。各ツールの構成や機能、
ライセンス、導入・設定方法などそれぞれの利点や特徴について解
説する。

10

II-17-5. ソフトウェア開発の基本ツール

ソフトウェアのビルドを自動化するautotoolsや移植性を高める
configureスクリプト、コンパイル手順を自動化してビルドするmakeな
ど、C/C++によるソフトウェア開発に対する基本的なツールの動作や
特徴について解説する。

11

C/C++プログラムの移植性を高め、ビルド環境の設定や環境依存の
II-17-6. ソフトウェア開発を効率化するツー マクロ定義調整を自動化するツールであるautoconfやautomakeの概
ル
要と動作、利用方法について解説する。また各ツールが移植性を高
めるために利用しているマクロの仕組みについても述べる。

11

とくに環境依存の強いソフトウェアライブラリ作成を支援するツールで
あるlibtoolを解説する。またライブラリ利用時に使用し依存情報解決
を簡単にするツールであるpkg-configについてその位置付けと設定
方法を説明する。

12

ソフトウェア開発に欠かせないドキュメント作成支援ツールやオンライ
ンマニュアルの位置付けと、その実装例であるgroff、texinfo、
II-17-8. ドキュメント作成支援とパッケージン
DocBookなどについて解説する。また現在ソフトウェアパッケージの
グ
配布形態として主流になっているRPMなどのパッケージ管理ツール
を紹介する。

12

II-17-9. 開発ツールの選択方法

ソフトウェア開発ツールを効果的に導入するための評価方法につい
て、評価の観点と必要性を説明する。導入および保守費用、習得期
間、前提条件、デバッグ効率、生産性、他ツールとの互換性といった
評価項目とその内容について解説する。

13

II-17-10. Eclipseを用いたソフトウェア開発
の手順

統合開発環境を用いたソフトウェア開発における実際的な手順の説
明として、Eclipseを題材としてその導入と設定方法、モデリングツー
ルの利用、プロジェクトの作成、コードの記述、ビルドとデバッグと
いった一連の作業手順を示す。

14

習得ポイント

II-17-1. オープンソースの開発ツール

II-17-7. ライブラリ化支援や依存情報解決
のためのツール

※

【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。
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3. IT 知識体系との対応関係
「17. 開発ツールに関する知識Ⅱ」と IT 知識体系との対応関係は以下の通り。
基本レベル（Ⅰ）

科目名

1

2

3

4

＜Linux開発環
＜ソフトウェア 境におけるソ ＜バージョン
17. 開発ツールに ＜開発の流れ
開発環境の概 フトウェアアプ 管理ツールの
関するスキル
とツール＞
要＞
リケーション開 活用＞
発の概要＞

応用レベル（Ⅱ）
5

6

7

8

9

10

11

＜Linux開発環
＜デバッガに ＜カーネルデ ＜バグ追跡シ ＜オープン
＜オープン
＜統合開発環
境におけるソ
よるプログラム バッガを使用 ステムを使用 ソース開発
ソース統合開
境を用いた開
フトウェア開発
デバッグの環 したデバッグ したデバッグ ツールの種類
発環境の種類
発手順＞
ワークショップ
境＞
＞
＞
と機能＞
と特徴＞
＞

12

13

14

15

＜Linux開発環
＜Eclipseを用
境におけるソ ＜ソフトウェア ＜Eclipseを用
いたソフトウェ
フトウェア開発 開発ツールの いたソフトウェ
ア開発ワーク
支援ツール概 評価＞
ア開発＞
ショップ＞
要＞

[シラバス：http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/download/Model_Curriculum_05_17.pdf]

<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

IT-IAS 情報保証
と情報セキュリ
ティ

1
2
3
4
IT-IAS1.基礎的 IT-IAS2.情報セ IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
な問題
キュリティの仕 の問題
シー
組み(対策)

IT-SP1.プロ
IT-SP2.コン
IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
フェッショナル ピュータの歴史 ピュータを取り ワーク
巻く社会環境
IT-SP 社会的な としてのコミュ
ニケーション
観点とプロ
フェッショナル
としての課題

5
IT-IAS5.攻撃

6
7
8
9
10
11
IT-IAS6.情報セ IT-IAS7.フォレ IT-IAS8.情報の IT-IAS9.情報セ IT-IAS10.脅威分 IT-IAS11.脆弱性
キュリティ分野 ンジック(情報証 状態
キュリティサー 析モデル
拠)
ビス

12

13

IT-SP5.知的財産 IT-SP6.コン
IT-SP7.組織の中 IT-SP8.プロ
IT-SP9.プライバ
権
ピュータの法的 のIT
フェッショナル シーと個人の自
問題
としての倫理的 由
な問題と責任

IT-IM1.情報管理 IT-IM2.データ IT-IM3.データ IT-IM4.データモ IT-IM5.データと IT-IM6.データ
の概念と基礎
ベース問合わせ アーキテクチャ デリングとデー 情報の管理
ベースの応用分
言語
タベース設計
野
3

IT-IM 情報管理

4

IT-WS Webシステ
ムとその技術

5

IT-PF プログラ
ミング基礎

6

IT-IPT 技術を統
合するためのプ
ログラミング

応
用
技
術

IT-WS1.Web技術 IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル IT-WS4.Web開発 IT-WS5.脆弱性
キテクチャ
メディア

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

IT-PF1.基本デー IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ IT-PF4.アルゴリ IT-PF5.イベント IT-PF6.再帰
タ構造
ミングの基本的 クト指向プログ ズムと問題解決 駆動プログラミ
構成要素
ラミング
ング

ェ

ソ
フ
ト
ウ

[17-3,5]

IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ IT-IPT5.ソフト IT-IPT6.種々の IT-IPT7.プログ
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法 ウェアセキュリ 問題
ラミング言語の
ティの実現
概要
[17-4]

[17-3]

[17-9]
ア
の
方
法
と
技
術

CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト CE-SWE2.ソフト CE-SWE3.ソフト CE-SWE4.ソフト CE-SWE5.ソフト CE-SWE6.ソフト CE-SWE7.ソフト CE-SWE8.言語翻 CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト CE-SWE11.ソフ
概要
ウェアプロセス ウェアの要求と ウェアの設計
ウェアのテスト ウェアの保守
ウェア開発・保 ウェアプロジェ 訳
ウェアのフォー ウェアの構成管 トェアの標準化
仕様
と検証
守ツールと環境 クト管理
ルトトレランス 理
7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

[17-1]

[17-4]
[17-8,9]

IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA3.インテ IT-SIA4.プロ
様
配
グレーション
ジェクト管理
8

[17-8,9]

[17-4]

[17-9]

IT-SIA5.テスト IT-SIA6.組織の IT-SIA7.アーキ
と品質保証
特性
テクチャ

IT-SIA システム
インテグレー
ションとアーキ
テクチャ
[17-8,9]
IT-NET1.ネット IT-NET2.ルー
ワークの基礎
ティングとス
イッチング

9

IT-NET3.物理層 IT-NET4.セキュ IT-NET5.アプリ IT-NET6.ネット
リティ
ケーション分野 ワーク管理

IT-NET ネット
ワーク

CE-NWK0.歴史と CE-NWK1. 通信 CE-NWK2.通信
CE-NWK3.LANと
概要
ネットワークの ネットワークの WAN
アーキテクチャ プロトコル

1
0

シ
ス
テ
ム
基
盤

CE-NWK4.クライ CE-NWK5.データ CE-NWK6.ワイヤ CE-NWK7.データ CE-NWK8.組込み CE-NWK9.通信技 CE-NWK10.性能評 CE-NWK11.ネット CE-NWK12.圧縮と
アントサーバコ のセキュリティ レスコンピュー 通信
機器向けネット 術とネットワー 価
ワーク管理
伸張
ンピューティン と整合性
ティングとモバ
ワーク
ク概要
グ
イルコンピュー
ティング

CE-NWK テレコ
ミュニケーショ
CE-NWK13.クラス CE-NWK14.イン CE-NWK15.次世代 CE-NWK16.放送
ン
タシステム
ターネットアプ インターネット
リケーション

IT-PT1.オペレー IT-PT2.アーキテ IT-PT3.コン
IT-PT4.デプロイ IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ティングシステ クチャと機構
ピュータインフ メントソフト
ウェア
ウェア
ム
ラストラクチャ ウェア
IT-PT プラット
フォーム技術

1
2

CE-OPS オペレー
ティングシステ
ム

1
3

CE-CAO コン
ピュータのアー
キテクチャと構
成

ェ

1
1

ー
ャ

ュー

ウコ
ン
アピ
と
チ
ア
タ
キハ
テ
クド

ー

14 IT-ITF IT基礎

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

CE-OPS0.歴史と CE-OPS1.並行性 CE-OPS2.スケ
CE-OPS3.メモリ CE-OPS4.セキュ CE-OPS5.ファイ CE-OPS6.リアル CE-OPS7.OSの概 CE-OPS8.設計の CE-OPS9.デバイ CE-OPS10.システ
概要
ジューリングと 管理
リティと保護
ル管理
タイムOS
要
原則
ス管理
ム性能評価
ディスパッチ

CE-CAO0.歴史と CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリ CE-CAO3.インタ CE-CAO4.デバイ CE-CAO5.CPUアー CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・ CE-CAO8.コン
CE-CAO9.性能向
概要
ピュータアーキ システムの構成 フェースと通信 スサブシステム キテクチャ
コスト評価
並列処理
ピュータによる 上
テクチャの基礎 とアーキテク
計算
チャ

IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 IT-ITF4.IT分野 IT-ITF5.応用領 IT-ITF6.IT分野
般的なテーマ
問題
史
(学科)とそれに 域
における数学と
関連のある分野
統計学の活用
(学科)

[17-8,9]
CE-ESY0.歴史と CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み CE-ESY4.開発環 CE-ESY5.ライフ CE-ESY6.要件分 CE-ESY7.仕様定 CE-ESY8.構造設 CE-ESY9.テスト CE-ESY10.プロ
概要
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ

15

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

[17-8]
CE-ESY 組込みシ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール CE-ESY18.ネット CE-ESY19.インタ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ CE-ESY24.信頼性
ステム
タイムシステム マイクロコント プログラム
法
によるサポート ワーク型組込み フェースシステ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
とフォールトト
設計
ローラ
システム
ムと混合信号シ
レランス
ステム
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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、開発支援ツールの具体的な OSS 実装の利
用方法がある。統合開発環境やパッケージ管理ツールを用いた開発手順と、開発ツールの
評価などを内容として含む。
科目名

17.開発ツール
に関する知識
Ⅱ

第8回
第9回
（1）開発ツー （1）統合開発
ルの種類と特 環境
徴

第10回
（1）
ActiveBasic

（2）アプリケー （2）統合開発
ション構築環 環境の特徴
境

（2）Eclipse

（3）オープン （3）IDE の例
ソース開発
ツールの特徴

第11回
第12回
（1）ソフトウェ （1）開発支援
ア開発の基本 機能
ツール

第13回
（1）開発ツー
ルの評価

第14回
第15回
（1）Eclipse の （1）JDT を
インストールと 使ったデバッ
基本操作
グ

（2）ソフトウェ （2）ドキュメント （2）開発ツー （2）
ア開発の効率 の記述
ルの評価項目 EclipseUML プ
化ツール
ラグインの
UML モデリン
グ
（3）WideStudio
（3）RPM によ （3）開発環境 （3）JDT
るソフトウェア の開発効率お
管理
よび品質向上
の評価

（2）Eclipse で
リファクタリン
グを実践する

（3）Eclipse で
チーム開発

（4）JDT の便
利な機能

（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）
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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
17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-1. オープンソースの開発ツール
第 8 回 (オープンソース開発ツールの種類と機能)

コースウェア

Ⅱ-17-1. オープンソースの開発ツール
オープンソースソフトウェアとして利用できる分析・設計ツール、プログラミング支援ツール、ビルドツ
ール、テストツール、プロジェクト管理ツールといった各種ツールの概念と使い方について解説す
る。
【学習の要点】
* 分析・設計ツールとして、ER 図、UML など各種ダイアグラムの生成を支援するツールなどが利
用できる。
* プログラミング支援ツールとして、テキストエディタや、プログラム解析ツールが利用できる。
* ソースコードの依存関係を管理し、ビルドの支援を行うツールが利用できる。
* テストの実行を支援するツール・ライブラリが利用できる。
* プロジェクト管理ツールとして、ToDo 管理や工程管理、バグトラッキングなどの機能を持つソフト
ウェアが利用できる。

分析・設計
UML図作成ツール(Umbrelloなど)
ER図作成ツール(DBDesigner など)

コーディング
テキストエディタ(Emacsなど)
ビルドツール(makeなど)

プロジェクト
管理ツール
(GanttProjectなど)
テスト・デバッグ

テストツール(Seleniumなど)
プログラム解析ツール(GLOBALなど)

図 II-17-1. 開発ツール
独立行政法人
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【解説】
1) 分析・設計ツール
* ER 図作成ツール
データベース設計に用いられる ER 図の作成を支援するツール。ツールによっては、作図機能
だけでなく、図に対応した SQL を生成する機能や、データベースに接続して実際にテーブルの
作成を行う機能、データベースから既存のスキーマ情報を読み取って図を生成する機能などを
備える。OSS としては、MySQL との連携が可能な DBDesigner などが公開されている。
* UML 作成ツール
オブジェクト指向分析/設計で用いられる UML の作成を支援するツール。作図以外の機能とし
ては、クラス図に対応したソースコードを出力する機能や、既存のソースコードからクラス図を生
成する機能などが提供される場合がある。AlgoUML や Umbrello などが OSS として公開されて
いる。
2) プログラミング支援ツール
* テキストエディタ
vim や emacs を始めとする Unix 上で利用されるテキストエディタの多くは、シンタックスハイライト
や自動インデントなどのプログラミング支援機能を提供している。
* プログラム解析ツール
-

静的解析ツール
プログラムのソースコードを走査し、関数や変数などの情報を取得するツール。テキストや
HTML などの形式でレポートを出力する。GNU GLOBAL など、様々なツールが OSS として
公開されている。

-

動的解析ツール
プログラムを実際に動作させ、実行時の情報を取得することで、関数の呼び出し状況や、デ
ータ構造などについて知ることができるツール。gdb などのデバッグツールを利用できるほか、
様々なツールが OSS として公開されている。

* ビルドツール
ソースコードが分割されているときに、依存関係に基づいたビルドを支援するツール。汎用的に
利用できる make を始め、Java 言語用の Ant などが OSS として公開されている。
* テストツール
作成したプログラムのテストを支援するツール。JUnit のような関数毎の単体テストを行うものから、
Selenium のように Web ブラウザを利用して Web アプリケーションの機能テストを行うものまで
様々なツールが OSS として公開されている。
* プロジェクト管理ツール
各種チャートの作成を支援する GanttProject など、様々なプロジェクト管理ツールが OSS として
公開されている。プロジェクト管理ツールが提供する機能の例を以下にあげる。
-

タスク管理機能

-

スケジュール管理機能

-

ガントチャート、PERT 図作成機能

-

バグ管理機能
独立行政法人
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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
17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-2. Java に対する様々なツールの利用
第 8 回 (オープンソース開発ツールの種類と機能)

コースウェア

Ⅱ-17-2. Java に対する様々なツールの利用
UML モデリングツールの Jude、規約に則ってコーディングされているかを検査する Checkstyle、文
法チェッカ Jlint、プロジェクト管理ツール Maven、単体テスト支援ツール JUnit といった Java ソフトウ
ェア開発で効果的に利用できるツールを解説する。
【学習の要点】
* UML 作成ツールの Jude は OSS では無いものの基本機能を無料で使用できるため、広く利用さ
れている。
* Checkstyle を利用することで、Java コードがコーディング規約に則っているかをチェックすること
ができる。
* Jlint を利用して Java ソースコード、および Java バイトコードの静的解析を行うことで、潜在バグ
につながるコードを発見できる可能性がある。
* JUnit を利用することで、Java ソフトウェアの単体テストを効率的に行うことができる。
* Maven を利用することで、プロジェクトのビルドやテスト、ライブラリの依存関係の管理、ドキュメン
テーションなど、ソフトウェア開発プロジェクトで発生するタスクについて、自動化、および手順の
標準化を行うことができる。

分析・設計
Jude(UML作成)

コーディング
Checkstyle（コーディング規約）
AntiC(静的検証)
Jlint(動的検証)
Maven
(タスク自動化
情報共有)
テスト・デバッグ
JUnit(単体テスト)

図 II-17-2.

Java アプリケーションの開発で利用できるツール
独立行政法人
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【解説】
1) Jude
Jude は、株式会社チェンジビジョンで開発されたプロプライエタリな UML 作成ツールである。無償
で利用可能な「JUDE/Community」エディションが用意されているため、広く利用されている。利用
可能な機能の例を以下にあげる。
* UML1.4 図の作成
* Java 雛形コードの生成
* Java ソースコードの読み込み/クラス図の生成
* クラス図から Javadoc を生成
2) CheckStyle
CheckStyle は、コーディング規約に沿ったソースコードになっているかをチェックするツールである。
ソースコードの表記スタイルの問題点だけではなく、設計上の問題や、重複コード、バグの温床と
なるパターンなどを検出することができる。Ant や Maven といったツールと連携し、チェックの自動
化や結果レポートの公開などを行うことも可能である。
3) Jlint
Jlint はプログラムに対し文法的な検証を行う AntiC と、意味的な検証を行う Jlint の 2 つのプログラ
ムから構成されている。
* AntiC
プログラムのソースコードを検証し、文法に起因するバグの徴候を発見する。ループや if 文の本
体部分を括弧’{}’で囲っていない場合の挙動に起因するバグ、演算子の優先順位に起因する
バグなどが検知の対象となる。Java、および C/C++のソースコードに対して利用できる。
* Jlint
Java のバイトコードを検証し、実際の動作に起因するバグの徴候を発見する。マルチスレッドに
関するバグ(デッドロック、レースコンディションなど)、継承に関するバグ(予期しないオーバーラ
イドなど)、データフローに関するバグ(null チェックの抜けなど)が検知の対象となる。
4) JUnit
JUnit は、Java プログラムの単体テストの自動化を支援するライブラリである。JUnit の規約に従って
テストクラス、テストメソッドを記述することにより、一度記述したテストを繰り返し実行することが容易
になる。Ant や Maven、Eclipse などと連携させることが可能である。
5) Maven
Maven は、ソフトウェアの開発プロジェクト全体にわたる、様々なタスクの自動化と、手順の共通化
を実現するソフトウェアである。Maven が提供する機能の一部を以下にあげる。
* 外部のライブラリの管理
通常のビルド機能に加え、依存ライブラリのバージョンの管理や、不足ライブラリの自動インスト
ール機能を持つ。
* プロジェクトサイトの作成
プ ロ ジェクトに 関す る情報の 共有 、公開 を行 うための Web サイト を生 成す る 。 JUnit や
CheckStyle と連携し、レポートを公開することも可能である。
独立行政法人
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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
17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-3. 統合開発環境の利用
第 9 回 (統合開発環境を用いた開発手順)

コースウェア

Ⅱ-17-3. 統合開発環境の利用
ソフトウェア開発を効率化する統合開発環境の利用について、統合開発環境とは何か、統合開発
環境の特徴と利用の手順、統合開発環境が提供する機能などを、プロジェクト管理、バージョン管
理、GUI 作成といった具体的な例を用いて解説する。
【学習の要点】
* 統合開発環境とは、従来別々のソフトウェアによって実現していたソフトウェア開発作業の各手
順を、単一のユーザインタフェースから利用できるようにしたソフトウェアである。
* 多くの統合開発環境は、外部のツールと連携することで、ソースコードの編集、ビルド、バージョ
ン管理など、様々な機能を GUI から利用することを可能にする。

エディタ
コンパイラ
ビルドツール

統合開発環境

デバッガ
アプリケーション
サーバ
バージョン管理
ツール

図 II-17-3. 統合開発環境
独立行政法人
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【解説】
1) 統合開発環境
統合開発環境とは、IDE(Integrated Development Environment)とも呼ばれ、ソフトウェア開発に必
要な様々な機能を、単一のユーザインタフェース(単一のウィンドウ)を通して利用できるようにしたソ
フトウェアである。
2) 統合開発環境の機能
* ソースコードの編集機能
多くの統合開発環境は、独自のソースコード編集機能を提供している。通常のテキストエディタ
の機能に加え、以下のような高度な機能が提供される場合が多い。
-

プログラムの構文上のエラーを発見し警告を行う。

-

プログラムの構文上のエラーに対し、修正案を提案する。

-

関数や変数の呼び出し関係を認識し、関数の呼び出し元の検索や、宣言場所へ移動を
行うことができる。

-

変数名の変更や、関数の切り出しといったリファクタリングを、プログラムの動作を変更せず
に、安全に行うことができる。

* GUI デザイン機能
デスクトップアプリケーションの GUI や、Web アプリケーションの画面の開発の際、実行時のイメ
ージを確認しながらグラフィカルにデザインを行う機能を提供するものが存在する。
* コンパイル・ビルド機能
ソースコードをコンパイルし、実行ファイルを生成する手順を、依存関係といった複雑な要素を
意識せずに行うことができる。
* デバッグ機能
プログラムを実行し、実行中の情報を取得できる。ブレークポイントをエディタ画面上で指定した
り、実行中の位置をエディタ画面で確認しながらデバッグ行うことができる場合が多い。
3) 他ソフトウェアとの連携機能
多くの統合開発環境は、プラグインなどを通して他のソフトウェアと連携することが可能である。他
のソフトウェアを統合開発環境を通して利用することで、ウィンドウを切り替える必要がない、個々の
ツールのコマンドなどを覚える必要がない、などの利点が得られる。以下に連携機能の例をあげ
る。
* バージョン管理機能
CVS や Subversion などのバージョン管理ツールと連携し、コマンドを意識せずにバージョン管
理を行うことができる。
* コンテナの起動
アプリケーションサーバなど、専用のコンテナ上で動作するソフトウェアを、統合開発環境上で
起動できる。デバッグ等の機能を、スタンドアローンのソフトウェアと同様に利用できる場合も多
い。

独立行政法人
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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
17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-4. オープンソースの統合開発環境
第 10 回 (オープンソース統合開発環境の種類と特徴)

コースウェア

Ⅱ-17-4. オープンソースの統合開発環境
Eclipse、NetBeans、WideStudio など、オープンソースソフトウェアとして利用できる統合開発環境を
紹介する。各ツールの構成や機能、ライセンス、導入・設定方法などそれぞれの利点や特徴につい
て解説する。
【学習の要点】
* Eclipse は、最も広く使われている統合開発環境の一つであり、Java を始めとした様々な言語に
対応している。
* NetBeans は GUI を持つ Java アプリケーションの開発に強みを持つ。
* WideStudio は、デスクトップ GUI アプリケーション向けの統合開発環境であり、様々なプラットフ
ォームに対応したソフトウェアを開発することができる。

Eclipse
・他のJava用IDEと比べて動作が軽快
・プラグインの種類が豊富
・コーディング支援機能が充実
- 的確なコード修正機能
- 豊富なリファクタリング項目
- スクラップブック機能

NetBeans
・Java EEアプリケーションの実行環境
が同梱されている
・GUIデザイン機能が充実
・始めからメニューが多言語化されている
・Ruby on Railsに対応

図 II-17-4. Eclipse と NetBeans
独立行政法人
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【解説】
1) Eclipse
Eclipse は最も広く利用されている統合開発環境の一つであり、比較的動作が軽快である点や、コ
ーディング支援機能をはじめとした基本機能が充実している点が特徴である。
* ライセンス
EPL(Eclipse Public License)。
* 導入
目的に合わせたインストールパッケージが公開されている。適切なパッケージをダウンロードし、
インストールウィザードに従って操作することでインストールを行うことができる。インストールにあ
たって JRE が必要となる。Eclipse3.4 で提供されているインストールパッケージの一部を以下に
あげる。
-

Eclipse IDE for Java EE Developers
Java EE アプリケーション開発向けパッケージ。

-

Eclipse IDE for C/C++ Developers
C/C++アプリケーション開発向けパッケージ。

2) NetBeans
Java 言語向けの統合開発環境として、Eclipse に次ぐ人気を得ている。Eclipse と比較して、Java EE
アプリケーションの開発環境の設定が容易であり、GUI のデザインを行う機能に優れている。
* ライセンス
CDDL(Common Development and Distribution License)と GPL(GNU General Public License)v2
のデュアルライセンス。
* 導入
Eclipse と同様、目的に合わせたインストールパッケージが公開されている。インストールには
JDK が必要となる。NetBeans6.1 で提供されているインストールパッケージを以下にあげる。
-

Web および Java EE
Java EE アプリケーション開発向けパッケージ。アプリケーションサーバとして GlassFish が同
梱されている。

-

Ruby
Ruby、および Ruby on Rails アプリケーションの開発向けパッケージ。

3) WideStudio
デスクトップ GUI アプリケーション向けの統合開発環境である。独自の GUI ライブラリを備えており、
同一のソースコードから様々なプラットフォーム向けの実行ファイルを生成することができる。
* ライセンス
X11/MIT ライセンス。
* 導入
Linux、Solaris、Windows、FreeBSD、Mac OS X、BTRON の各プラットフォーム向けのバイナリパ
ッケージが提供されている。また、Windows および Linux 向けに Eclipse3.1 のプラグイン版が提
供されている。WideStudio を利用する際は、ソースコードエディタとして、既存のソフトウェアを
利用する。
独立行政法人
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スキル区分

OSS モデルカリキュラムの科目

開発体系分野

17

習得ポイント

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-5. ソフトウェア開発の基本ツール

対応する

第 11 回 (Linux 開発環境におけるソフトウェア開発ワークショップ)

コースウェア

Ⅱ-17-5. ソフトウェア開発の基本ツール
ソフトウェアのビルドを自動化する Autotools や移植性を高める configure スクリプト、コンパイル手順
を自動化してビルドする make など、C/C++によるソフトウェア開発に対する基本的なツールの動作
や特徴について解説する。
【学習の要点】
* Autotools は、Autoconf/Automake/Libtool から構成され、ソフトウェアを様々な UNIX 環境に対
応させることを支援するツールである。
* configure スクリプトは、autoconf により生成可能なシェルスクリプトであり、Makefile.in をもとに環
境に応じた Makefile を生成する。
* make は Makefile をもとに、依存関係のある一連の作業の実行を自動化するツールである。

：コマンド
斜体：自動生成されるファイル

configure.ac

Makefile.am
aclocal
aclocal.m4
automake

autoconf

autoheader

configure

config.h.in

図 II-17-5.

Makefile.in

Autotools のコマンドとファイルの関係
独立行政法人
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【解説】
1) make
Makefile ファイルを元に、成果物の作成手順を自動化するコマンド。成果物の作成にあたり、成果
物が依存するファイルの更新状態を確認し、必要な手順のみを行うため、大規模なソフトウェアの
ビルド時間を短縮することが可能になる。
2) configure スクリプト
Makefile.in ファイル、および config.h.in ファイルを元に、プラットフォームに合わせた Makefile ファイ
ル、および config.h ファイル(環境を反映した‘#define’ディレクティブからなるヘッダファイル)を作成
するスクリプト。Makefile.in ファイル、config.h.in ファイル、および configure スクリプトは、後述する
Autotools によって生成できる。
3) Autotools
Autotools は、Makefile.in ファイル、config.h.in ファイル、および configure スクリプトを生成するため
のツール群である。ツールを利用した生成の手順については「II-17-6. ソフトウェア開発を効率化
す る ツ ー ル 」 を 参 照 の こ と 。 こ こ で は ツ ー ル の 概 要 を 説 明 す る 。 Autotools は 、
Autoconf/Automake/Libtool の 3 つのパッケージから構成され、それぞれのパッケージがいくつか
のコマンドを含んでいる。主要なコマンドを以下にあげる。
* Autoconf
-

autoconf
configure.ac ファイルを元に configure スクリプトを作成する。configure.ac ファイルは開発者が
記述する。

-

autoheader
configure.ac ファイルを元に config.h.in を作成する。

-

autoreconf
必要なツールを正しい順番で起動し、configure スクリプトを再作成する。

-

autoscan
ソースコード構成をスキャンし、configure.ac ファイルの雛形を作成する。

* Automake
-

automake
Makefile.am ファイル、および configure.ac ファイルを元に Makefile.in ファイルを作成する。
Makefile.am ファイルは開発者が記述する。

-

aclocal
configure.ac ファイルを元に、必要なマクロを aclocal.m4 ファイルに出力する。

* Libtool
-

libtool
プラットフォーム毎のライブラリの作成手順の違いを吸収し、共通の手順で作成することを可
能にする。

独立行政法人
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スキル区分

OSS モデルカリキュラムの科目

開発体系分野
習得ポイント

17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-6. ソフトウェアの開発を効率化するツール

対応する

第 11 回 (Linux 開発環境におけるソフトウェア開発ワークショップ)

コースウェア

Ⅱ-17-6. ソフトウェアの開発を効率化するツール
C/C++プログラムの移植性を高め、ビルド環境の設定や環境依存のマクロ定義調整を自動化する
ツールである Autoconf や Automake の概要と動作、利用方法について、具体的な実行手順を交え
て解説する。
【学習の要点】
* Autoconf/Automake は Makefile.am ファイル、および configure.ac ファイルをもとに、Makefile.in
ファイル、config.h.in ファイル、configure スクリプトを生成する。
* autoscan コマンドは指定したディレクトリ内のソースコードファイルを検査し、configure.ac ファイ
ルの雛形を生成する。
* Makefile.in ファイル、config.h.in ファイル、configure スクリプトは、autoreconf コマンドにより生成
できる。

Makefile.am

configure.ac

bin_PROGRAMS = foobar
foobar_SOURCES = foo.c bar.c

AC_PREREQ(2.59)
AC_INIT([foobar], [2.0], [foo@bar.com])
AM_INIT_AUTOMAKE([1.9 foreign])
AC_PROG_CC
AM_PROG_LEX
AC_PROG_YACC
AC_CONFIG_FILES([Makefile])
AC_OUTPUT

autoreconf

configure

図 II-17-6.

config.h.in

Makefile.in

autoreconf を利用したファイル生成
独立行政法人
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【解説】
1) Autoconf/Automake の目的
Autotools の内、Autoconf/Automake の主な目的は、Makefile.in ファイル、config.h.in ファイル、
configure スクリプトの生成である。これらを生成することで、「./configure; make; make install」による
インストールが可能になる。Autoconf/Automake を利用して上記 3 ファイルを生成する手順を以下
に解説する。
2) Makefile.am ファイルの作成
Makefile.am ファイルは automake コマンドの入力となる設定ファイルであり、Makefile.in ファイルを
生成するのに必要な設定を記述する。以下に Makefile.am に記述する項目の例をあげる。
* bin_PROGRAMS
プログラムの実行ファイルのファイル名を指定する。なお、実行ファイル名を指定する項目として
は、bin_PROGRAMS の他に、sbin_PROGRAMS、libexec_PROGRAMS などがあり、実行ファイル
がインストールされる場所によって使い分ける。
* [実行ファイル名]_SOURCES
実行ファイルを生成するために必要となるソースコードファイルを指定する。
* [実行ファイル名]_LDADD
実行ファイルを生成する際にリンクする必要のあるライブラリを指定する。
Makefile.am ファイルの詳細については Web ページ
（http://sources.redhat.com/automake/automake.html）を参照のこと。
3) configure.ac ファイルの作成
configure.ac ファイルは autoconf コマンドの入力となるファイルであり、configure スクリプトを生成す
るためのマクロ呼び出しとシェルスクリプトから構成される。作成にあたっては、autoscan コマンドに
より生成される configure.scan ファイルを configure.ac ファイルの雛形として用いることができる。以
下に configure.ac ファイルで利用されるマクロの例をあげる。
* AC_INIT
パッケージ名、バージョン名、バグレポートの送付先、といった情報を設定する。
* AC_PREREQ
依存する autoconf バージョンを設定する。
* AC_CHECK_SIZEOF
型のサイズを調べる。または、クロスコンパイル時の型のサイズを指定する。
このほかの利用可能なマクロについては、Autoconf Macro Reference
(http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook_283.html)を参照のこと。
4) autoreconf コマンドの実行
Makefile.am ファイル、および configure.ac ファイルから必要なファイルを生成する方法の一つは、
「II-17-5. ソフトウェア開発の基本ツール」で解説した aclocal、autoheader、autoconf、automake の
各コマンドを実行することである。より簡便な方法として、autoreconf コマンドを用いることで、必要な
コマンドが自動的に実行され、Makefile.in ファイル、config.h.in ファイル、configure スクリプトを一度
に生成することができる。

独立行政法人
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Ⅱ-17-7. ライブラリ化支援や依存情報解決のためのツール
第 12 回 (Linux 開発環境におけるソフトウェア開発支援ツール概要)

コースウェア

Ⅱ-17-7. ライブラリ化支援や依存情報解決のためのツール
とくに環境依存の強いソフトウェアライブラリ作成を支援するツールである libtool を解説する。またラ
イブラリ利用時に使用し依存情報解決を簡単にするツールである pkg-config についてその位置付
けと設定方法を説明する。
【学習の要点】
* Libtool は、ライブラリ作成する際の、環境による手順の違いを吸収するツールである。
* pkg-config は、システムにインストールされているライブラリについての情報を問い合わせるため
のツールである。

func.cのコンパイル

モードcompile

コンパイルコマンド

> libtool --mode=compile gcc -c func.c
funcライブラリの作成

モードlink

出力ファイル
(ライブラリオブジェクト)

-o func.lo

リンクコマンド

出力ファイル
(Libtoolライブラリ)

> libtool --mode=link gcc func.lo -o libfunc.la -rpath /usr/local/lib
共有オブジェクト作成
main.cのコンパイル

> libtool --mode=compile gcc -c main.c -o main.lo
main.cの
ライブラリオブジェクト

実行ファイルの作成

> libtool --mode=link gcc main.lo -L. -lfunc -o sample
-L:
Libtoolライブラリの位置(.)
-l:
ライブラリ名(func)
図 II-17-7.

実行ファイル

libtool スクリプトの利用
独立行政法人
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【解説】
1) Libtool
Libtool はライブラリの作成手順や共有ライブラリのロード手順、静的ライブラリのリンク手順につい
て、プラットフォーム毎の違いを吸収するツールである。コマンドラインインタフェース、および
Autoconf/Automake と連携するためのマクロを提供する。
2) libtool スクリプトの利用
Libtool には、コマンドラインで利用するための libtool スクリプトが含まれている。libtool スクリプトの
利用手順を以下に説明する。
* コンパイル
libtool スクリプトの「--mode=compile」オプションを利用する。コマンド実行後、コンパイル結果と
してオブジェクトファイル、および、「ライブラリオブジェクト」が作成される。ライブラリオブジェクト
とは Libtool が独自に利用するファイルであり、オブジェクトファイルの位置が記述されたテキスト
ファイルである。
* ライブラリの作成
libtool スクリプトの「--mode=link」オプションを利用する。コマンドの実行結果として静的ライブラ
リ、共有ライブラリと、「Libtool ライブラリ」が作成される。Libtool ライブラリとは、Libtool が独自に
利用するファイルであり、作成した静的ライブラリ、共有ライブラリに関する情報が記述されたテ
キストファイルである。
* 実行ファイルの作成
Libtool ライブラリを利用する実行ファイルを作成するには、libtool スクリプトの「--mode=link」オ
プションを利用し、「-L」オプションで Libtool ライブラリが存在するディレクトリを指定した上で、
「-l」オプションにより、ライブラリ名を指定する。libtool スクリプトにより、Libtool ライブラリを通して
共有ライブラリの位置が特定される。
* ライブラリのインストール
作成した Libtool ライブラリをインストールするには libtool スクリプトの「--mode=install」オプショ
ンを利用する。
3) Libtool を Autoconf/Automake に組み込む
* Autoconf で Libtool を利用するには、configure.ac にマクロ AC_PROG_LIBTOOL を追加する。
AC_PROG_LIBTOOL マクロの利用にあたっては、「aclocal」コマンドにより、Libtool から提供さ
れる「libtool.m4」を「aclocal.m4」に追加しておく必要がある。また、AC_PROG_LIBTOOL が必要
とするサポートスクリプトをパッケージに含めるためには、「libtoolize -c」コマンドを利用する。
* Automake で Libtool を利用するには、Makefile.am 内で、「[実行ファイル名]_LDADD」に、
Libtool ライブラリを指定する。
4) pkg-config
pkg-config はシステムにインストールされているライブラリに関する情報を取り出すための仕組みで
ある。pkg-config のコマンドラインに対象とするライブラリ名やオプションを指定して起動すると、コン
パイル時に利用できる適切なコンパイルフラグやリンクフラグを表す文字列が表示される。なお
pkg-config の設定は/usr/lib/pkgconfig/以下の*.pc に格納されている。以下に実行例を示す。
$ pkg-config pkg-config openssl --cflags --libs
独立行政法人
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Ⅱ-17-8. ドキュメント作成支援とパッケージング
ソフトウェア開発に欠かせないドキュメント作成支援ツールやオンラインマニュアルの位置付けと、そ
の実装例である groff、texinfo、DocBook などについて解説する。また現在ソフトウェアパッケージの
配布形態として主流になっている RPM などのパッケージ管理ツールを紹介する。
【学習の要点】
* OSS では、テキスト形式のソースファイルを元に、各フォーマットに変換するタイプのドキュメント
作成ツールが豊富に存在し、マニュアルなど、ソフトウェアに付随する文書の生成に利用されて
いる。
* groff は UNIX 環境で man マニュアルの整形などに利用されているテキストフォーマッタである。
* Texinfo は GNU プロジェクトの公式文書フォーマットであり、"@"から始まるコマンドによってマー
クアップされたソースファイルを元に様々な形式の文書を生成する。
* DocBook は技術文書向けのマークアップ言語である。DocBook 形式の文書自体には表示形式
に関する情報は含まれず、文書の論理的・意味的な側面のみを表現する。
* OSS の Unix 系 OS の多くはパッケージ管理システムを備えており、ソフトウェアのインストール、
アンインストールを容易に行うことができる。
*出力形式は一部のみ記述
ターミナル出力
(man)

groff
roff言語
による記述

groffコマンド

PostScript
DVI形式
info形式

Texinfo
makeinfo
Texinfo形式
による記述

プレーンテキスト
HTML

texi2dvi
DocBook

XSLスタイルシート

DocBook形式
(XML)による記述

XSLTプロセッサ

DVI形式

HTML
DVI形式
プレーンテキスト

図 II-17-8.

ドキュメント作成支援ツール
独立行政法人
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【解説】
1) ドキュメント作成ツール
Unix 環境で用いられるドキュメント作成ツールは、テキスト形式のソースファイルを元に、各フォー
マットに変換するタイプのツールが多い。テキスト形式を用いることにより、通常のテキストエディタ
で編集することができ扱いが容易であることや、文字列検索や置換などを行う際に、既存のツール
を使用できるなどの利点がある。以下にドキュメント作成ツールの例をあげる。
* groff
groff は文書整形システム roff の GNU による実装であり、roff 言語と呼ばれる専用のフォーマッ
トで記述された入力ファイルを元に、様々な形式に変換するツールである。
-

PostScript 形式、HTML 形式での出力や、端末向けの出力などが可能である。Linux の
man コマンドは、groff に端末向け出力を行うオプションを付与して起動している。

-

roff 言語はテキスト行と制御行から構成される。

* Texinfo
Texinfo は GNU プロジェクトの公式文書フォーマットであり、マシン上で閲覧可能な info 形式、
印刷に可能な DVI 形式など、様々な形式で出力することが可能である。
-

Texinfo はプレーンテキストの中に、”@”から始まるコマンドを埋め込むことで記述する。

-

Texinfo で記述したドキュメントは、ツリー構造を形成しており、ツリー上のそれぞれの要素
をノードと呼ぶ。ノードは”@node”コマンドにより生成する。

-

それぞれのドキュメントは Top ノードをルートとし、「チャプター(chapter)」、「セクション
(section)」、「サブセクション(subsection)」、「サブサブセクション (subsubseciton)」などによ
って構成される。これらの要素はそれぞれ、”@section”、”@subsection”、
”@subsubsection” コマンドにより生成する。

* DocBook
DockBook は技術文書向けの SGML/XML のスキーマである。特にコンピュータに関連する技
術情報の表現力に優れており、書籍の執筆の際の形式としても用いられている。
-

DocBook は SGML のスキーマとして誕生したが、その後 XML のスキーマが用意され、現
在では XML 形式で記述する場合が多い。

-

DocBook 形式のファイルを各種フォーマットへ変換するために、出力形式に対応した
XSL(eXtensible Stylesheet Language)スタイルシートが用意されており、XSLT プロセッサを
利用することで、様々な形式に変換することができる。

2) パッケージ管理システム
OSS として提供されている Unix 系の OS の多くは、GNU から提供されるツール群を始めとした様々
な OSS を組み合わせて利用している。各ソフトウェアパッケージ間には依存関係が存在することが
多く、利用にあたっては、それぞれのソフトウェアを正しい組み合わせてインストールすることが必
要となる。このような、ソフトウェア間の依存関係を管理し、インストール/アンインストールを容易に
行えるようにする仕組みがパッケージ管理システムである。パッケージ管理システムの例としては、
RedHat 系の Linux ディストリビューションで用いられる RPM(Red Hat Package Manager)や、Debian
系の Linux ディストリビューションで用いられる APT(Advanced Packaging Tool)、FreeBSD をベース
とした Unix で用いられる Ports collection などがあげられる。
独立行政法人

17 - 16

情報処理推進機構

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
17

レベル

開発ツールに関する知識

応用

Ⅱ-17-9. 開発ツールの選択方法
第 13 回 (ソフトウェア開発ツールの評価)

コースウェア

Ⅱ-17-9. 開発ツールの選択方法
ソフトウェア開発ツールを効果的に導入するための評価方法について、評価の観点と必要性を説明
する。導入および保守費用、習得期間、前提条件、デバッグ効率、生産性、他ツールとの互換性と
いった評価項目とその内容について解説する。
【学習の要点】
* 開発ツールの導入にあたっては、ツールの導入がコストの削減につながることを事前に確認す
ることが必要である。
* ソフトウェア開発ツールの導入に当たっての評価項目を理解する。
* 評価にあたってはツールの使用方法の習得にかかるコストを考慮する必要がある。

開発ツールが削減するコスト
プロジェクト管理
分析/設計
実装
テスト
デバッグ

開発ツールの導入にかかるコスト

ー

導入/保守費用
習得にかかるコスト
移行にかかるコスト

＝

削減可能な
コスト

削減可能な
コスト
開発ツールが
削減するコスト

導入コスト

開発費

開発費

導入前

導入後

図 II-17-9. 開発ツールの導入とコスト
独立行政法人
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【解説】
1) 開発ツールの導入
* 開発ツール導入の主な目的は、ツールの利用により開発を効率化し、人的コストを削減すること
である。
* 導入の結果として、導入コストを上回るコストの削減が可能でなくてはならない。
* 導入にあたっては、導入前のコストについて把握し、導入によってどれだけのコストの削減が可
能であるかを見積ることが必要である。
* 導入後についても、導入による効果を測定し、評価を行うことが必要である。
2) 開発ツール導入のメリット
開発ツールを利用することによって削減可能なコストの例を以下にあげる。
* プロジェクト管理
管理ツールにより、プロジェクトの管理にかかるコストを削減することができる。また、プロジェクト
に関する情報を視覚化することで、開発メンバー間の情報共有を支援し、適切なコスト(時間)の
配分が行えるようにする。
* 分析・設計
UML 図、ER 図を利用したモデリングツールを利用することで、分析・設計のコスト、および設計
情報の変更の際に発生するコストを削減できる。
* 実装・テスト
IDE などを利用することで、実装・テストおよびデバッグにかかるコスト、および必要な技術の習
得にかかるコストを削減することができる。
3) 開発ツール導入にかかるコスト
開発ツールの導入に際して発生するコストの例を以下にあげる。
* 導入および保守費用
ソフトウェアの導入、および保守費用については、ユーザ毎、あるいは CPU 毎など、様々な課
金形態がある。また、機能によっていくつかのグレードが用意されている場合や、利用期間が制
限されているタイムドライセンスなどが用意されている場合もあり、開発プロジェクトに合わせて
検討する必要がある。OSS は無償で利用可能だが、有償でサポート等が用意されている場合も
ある。
* 習得にかかるコスト
開発ツールの導入にあたっては、ツールの利用方法の習得にかかるコストを考慮する必要があ
る。特に、コミュニティが主体となって開発が進められている OSS の場合には、ビギナ向けのドキ
ュメントや、トラブル対処に関するドキュメントが不足している場合も多いため、習得にかかるコス
トが大きくなりがちである点に注意する。
* 移行にかかるコスト
既存のプロジェクトに対し、新たにツールを導入する場合、ツールに合わせて開発形態や、成
果物の管理方法などの変更の必要が生じる場合があるため、既存のツールと互換性があるか
など、移行にかかるコストも考慮にいれる必要がある。

独立行政法人
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Ⅱ-17-10. Eclipse を用いたソフトウェア開発の手順
第 14 回 (Eclipse を用いたソフトウェア開発)

コースウェア

Ⅱ-17-10. Eclipse を用いたソフトウェア開発の手順
統合開発環境を用いたソフトウェア開発における実際的な手順の説明として、Eclipse を題材として
その導入と設定方法、モデリングツールの利用、プロジェクトの作成、コードの記述といった一連の
作業手順を示す。
【学習の要点】
* Eclipse の導入手順を理解する。
* Eclipse の Java プロジェクトの作成手順、Java クラスの作成手順、および作成した Java クラスの
実行手順を理解する。
* Eclipse のプラグインで提供されるモデリングツールの利用手順を理解する。

AmaterasUMLによるモデリング

図 II-17-10.

AmaterasUML によるモデリング
独立行政法人
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【解説】
1) Eclipse のインストール
「Ⅱ-17-4. オープンソースの統合開発環境」で触れたとおり、Eclipse のインストールにあたっては、
用途に合わせたインストールパッケージを利用することができる。ここでは、最も基本的なパッケー
ジである「Eclipse IDE for Java Developers」のインストール手順を解説する。
* JRE のインストール
Eclipse 3.4 を利用する上での JRE の推奨バージョンは Java 5 である。JRE のインストーラは Sun
Microsystems 社の Web ページ(http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp)からダウ
ンロードすることができる。インストーラの指示に従ってインストールを行う。
* Eclipse のインストール
Eclipse のインストールパッケージは、Web ページ(http://www.eclipse.org/downloads/)にリスト
されている。ここでは、「Eclipse IDE for Java Developers」をダウンロードする。ダウンロードした
パッケージを任意のディレクトリに展開することでインストールは完了する。
2) UML モデリングツール AmaterasUML のインストール
AmaterasUML (http://amateras.sourceforge.jp/cgi-bin/fswiki_en/wiki.cgi?page=AmaterasUML)は、
日本人のグループにより開発が進められている UML モデリング用のプラグインである。
* Web ペ ー ジ (http://sourceforge.jp/projects/amateras/files/) よ り 、 プ ラ グ イ ン の パ ッ ケ ー ジ
(AmaterasUML_[バージョン番号].zip)をダウンロードする。
* AmaperasUML パッケージに含まれる jar ファイルを、Eclipse のインストールディレクトリ(パッケー
ジを解凍して作成されたディレクトリ)内の plugins ディレクトリにコピーする。
3) Eclipse の起動
インストールディレクトリ内にある eclipse.exe をダブルクリックする(Windows の場合)、もしくはコマン
ドライン上で実行ファイル eclipse を起動する(Unix 系の場合)。
4) Java プロジェクトの作成
Workbench に移動し、上部メニューから、「File」->「New」->「Java Project」を選択することでプロジ
ェクト作成ウィザードが表示される。プロジェクト名などを適切に設定し、プロジェクトを作成する。
5) クラスの作成
上部メニューから「File」->「New」->「Class」を選択することでクラス作成用のウィザードが表示され
る。クラス名、パッケージ名などを適切に設定し、クラスを作成する。作成したクラスは「Package
Explorer」の「src」以下に表示される。作成したクラスを選択することで、Java エディタが開き、処理
を記述することができる。
6) クラスの実行
スタンドアローンの Java アプリケーションを実行する場合、main メソッドを持つクラスを選択し、右クリ
ック->「Run As」->「Java Application」を選択することで、実行することができる。
7) UML 図の作成
上部メニューから「File」->「New」->「Other」->「AmaterasUML」->作成したい UML 図、を選択し、
保存ファイル名や、保存ディレクトリなどを適切に設定する。UML 図エディタの操作方法について
は AmaterasUML の Web ページを参照のこと。
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