OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

18. 統合開発環境に関する知識 I※
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 の開発でしばし
ば利用される代表的な統合開発環境のいくつかについて、その特徴、基本的な機能と導入
方法を紹介する。

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

I-18-1. 統合開発環境の概要

統合開発環境の主な機能や統合開発環境を利用するメリット、統合開発
環境を利用したソフトウェア開発手順の概要を解説する。

1

I-18-2. さまざまな統合開発環境

OSS開発で用いられる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

I-18-3. Eclipseの歴史、開発の背景と特徴

OSS統合開発環境のひとつであるEclipseについて、開発の背景、歴史、
支援団体、関連プロジェクト、ライセンスなどについて説明する。さらにそ
のアーキテクチャや機能、プラグインによる拡張などの特徴を解説する。

3

I-18-4. Eclipseの設定と基本機能

Eclipseを利用するために必要な環境を設定する手順について、パッ
ケージの入手方法から動作環境の整備、プラグインによる拡張方法、関
連アプリケーションの設定などについて具体的に説明する。また基本機
能について解説する。

6

I-18-5. Eclipseの基本操作

ワークベンチウィンドウ、プロジェクトの作成、コーディング方法、ビルドと
実行など、Eclipseの基本的な操作について解説する。またプラグインに
よる拡張の利用例など、Eclipseの効果的な活用についても触れる。

7

I-18-6. NetBeans IDEの歴史、開発の背景と
特徴

OSS統合開発環境のひとつであるNetBeans IDEについて、開発の背
景、歴史、コミュニティ、関連プロジェクト、ライセンスなどについて説明す
る。さらにそのアーキテクチャや機能、ユーザインタフェースなどについ
て解説する。

4

I-18-7. NetBeans IDEの設定と基本機能、基
本操作

NetBeans IDEを利用するために必要な環境を設定する手順について、
パッケージの入手方法から動作環境の整備、関連アプリケーションの設
定などについて具体的に説明する。また基本機能と基本的な操作につ
いて解説する。

8,9

I-18-8. WideStudioの歴史、開発の背景と特
徴

OSS統合開発環境のひとつであるWideStudioについて、開発の背景、歴
史、コミュニティ、ライセンスなどについて説明する。さらにそのアーキテ
クチャや機能、MWT (Multi-platform Widget Toolkit)などの特徴を解説
する。

5

I-18-9. WideStudioの設定と基本機能

WideStudioを利用するために必要な環境を設定する手順について、
パッケージの入手方法から動作環境の整備、作業環境の管理方法など
について具体的に説明する。また基本機能について解説する。

10

I-18-10. WideStudioの基本操作

プロジェクトの作成、アプリケーションウィンドウ、インスタンスの管理、イ
ベントプロシージャ、プログラムのビルドと実行、デバッグ方法など、
WideStudioの基本的な操作について解説する。

11

【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
「18. 統合開発環境に関する知識Ⅰ」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

5

6

応用レベル（Ⅱ）
7

8

9

10

11

12

13

14

＜Eclipseによ
＜統合開発環 ＜さまざまな
＜Eclipse入門 ＜Eclipse入門 ＜NetBeans入 ＜NetBeans入 ＜WideStudio ＜WideStudio ＜Eclipseによ
＜Eclipseとは ＜NetBeans ＜WideStudio
るWebアプリ
境によるソフト 統合開発環境
－ セットアッ － 基本操作 門 － セット 門 － 基本 入門 － セッ 入門 － 基 るJavaプログ
何か＞
IDEとは何か＞ とは何か＞
ケーション開
ウェア開発＞ ＞
プ＞
＞
アップ＞
操作＞
トアップ＞
本操作＞
ラミング＞
発＞

18. 統合開発環
境に関する知識

＜NetBeansに
よるWebアプリ
ケーション開
発＞

15

＜WideStudio
によるアプリ
ケーション開
発＞

[シラバス：http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/download/Model_Curriculum_05_18.pdf]

<IT 知識体系上の関連部分>
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事
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項
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科目名

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

3 IT-IM 情報管理

応
用
技
術

ソ
フ
ト
ウ

1

2

3

4

IT-IAS 情報保証
IT-IAS2.情報セ
IT-IAS1.基礎的
IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
1 と情報セキュリ
キュリティの仕
な問題
の問題
シー
ティ
組み(対策)
IT-SP1.プロ
IT-SP3.コン
フェッショナル IT-SP2.コン
IT-SP4.チーム
ピュータを取り
としてのコミュ ピュータの歴史
ワーク
巻く社会環境
ニケーション

5
IT-IAS5.攻撃

6

7

8

9

10

11

12

13

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

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

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

4

IT-WS Webシステ
IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル
IT-WS1.Web技術
IT-WS4.Web開発 IT-WS5.脆弱性
ムとその技術
キテクチャ
メディア

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

5

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

ェ

IT-IPT 技術を統
IT-IPT5.ソフト
IT-IPT7.プログ
IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ
IT-IPT6.種々の
6 合するためのプ
ウェアセキュリ
ラミング言語の
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法
問題
ログラミング
ティの実現
概要

ア
の
方
法
と
技
術

CE-SWE ソフト
ウェア工学

8

IT-SIA システム
インテグレー
IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA3.インテ IT-SIA4.プロ
ションとアーキ 様
配
グレーション
ジェクト管理
テクチャ

9

IT-NET ネット
ワーク

CE-NWK テレコ
10 ミュニケーショ
ン

シ
ス
テ
ム
基
盤

CE-SWE6.ソフト
CE-SWE2.ソフト
CE-SWE4.ソフト
CE-SWE7.ソフト
CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト
CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト
CE-SWE3.ソフト
CE-SWE5.ソフト ウェア開発・保
CE-SWE8.言語翻
CE-SWE11.ソフ
ウェアの要求と
ウェアのテスト
ウェアプロジェ
ウェアのフォー ウェアの構成管
概要
ウェアプロセス
ウェアの設計
ウェアの保守
守ツールと環境
訳
トェアの標準化
仕様
と検証
クト管理
ルトトレランス 理
[18-Ⅰ-1,2]

7

11

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

IT-NET3.物理層

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-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

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

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

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

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

CE-OPS オペレー
CE-OPS2.スケ
CE-OPS0.歴史と
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
12 ティングシステ
CE-OPS1.並行性 ジューリングと
概要
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
ム
ディスパッチ
ェ
ー

ア

ュー
ー

コ
ウタ
ン
ハ
キ
ピ
ア
テ
とド
ク

ャ

チ

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

13

CE-CAO コン
CE-CAO2.メモリ
CE-CAO1.コン
CE-CAO8.コン
ピュータのアー CE-CAO0.歴史と
システムの構成 CE-CAO3.インタ CE-CAO4.デバイ CE-CAO5.CPUアー CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・
CE-CAO9.性能向
ピュータアーキ
ピュータによる
キテクチャと構 概要
とアーキテク
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
上
テクチャの基礎
計算
成
チャ

14 IT-ITF IT基礎

CE-ESY 組込みシ
15
ステム

IT-ITF4.IT分野
IT-ITF6.IT分野
IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 (学科)とそれに IT-ITF5.応用領
における数学と
般的なテーマ
問題
史
関連のある分野 域
統計学の活用
(学科)
CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み
CE-ESY0.歴史と
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-ESY10.プロ
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
CE-ESY9.テスト
概要
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ

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

CE-ESY19.インタ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み
CE-ESY18.ネット
CE-ESY24.信頼性
CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール
フェースシステ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ
タイムシステム マイクロコント
ワーク型組込み
とフォールトト
プログラム
法
によるサポート
ムと混合信号シ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
設計
ローラ
システム
レランス
ステム

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、NetBeans、WideStudio といった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を学ぶ。
科目名

第1回
（1）統合開
発環境によ
18.統合開発 るソフトウェ
環境に関す ア開発
る知識Ⅰ
（2）統合開
発環境の主
な機能

第2回
第3回
（1）統合開 （1）Eclipse
発環境の種 の背景
類
（2）主な統 （2）Eclipse
合開発環境 の特徴

第4回
（1）
NetBeans
の背景

第5回
第6回
第7回
第8回
（1）
（1）Eclipse （1）Eclipse （1）
WideStudio のセットアッ の基本操作 NetBeans
の背景
プ
IDE のセット
アップ
（2）
（2）
NetBeans
WideStudio
IDE の特徴 の特徴

第9回
（1）
NetBeans
IDE の基本
操作

第10回
第11回
（1）
（1）
WideStudio WideStudio
のセットアッ の基本操作
プ

（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

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
対応する

18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-1. 統合開発環境の概要
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

I-18-1. 統合開発環境の概要
統合開発環境の主な機能や統合開発環境を利用するメリット、統合開発環境を利用したソフトウェ
ア開発手順の概要を解説する。
【学習の要点】
* OSS の統合開発環境は、その多くは GUI で、大規模なプログラムも一人で作成することが出来
る。
* 統合開発環境では、プログラムを単なるソースコードではなく、プロジェクトとして開発をする。

入力補完

ウィジェット作成支援

構成管理

デバッグ支援

ソースコード確認支援

一括ビルド

図 I-18-1. 統合開発環境の主な機能
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【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を自動で補完したり、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、デバッガなどがひとつの 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
* 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。
* 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。
* ビルド、デバッグ
ビルド、デバッグをして完成させる。
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スキル区分
開発体系分野

OSS モデルカリキュラムの科目
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

習得ポイント

I-18-2. さまざまな統合開発環境

対応する

第 2 回（さまざまな統合開発環境）

基本

コースウェア

I-18-2. さまざまな統合開発環境
OSS 開発で用いられる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、Objective CAML によるデスクトップ
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。

Eclipse
・プラグインが非常に豊富
・フレームワーク対応
・ソースコード作成支援
ＮｅｔBeans
・サン・マイクロシステムズによる開発
・プラグインが利用できる
・GUI開発機能
WideStudio
・GUIアプリケーションが作りやすい
・マルチプラットフォーム対応GUIライブラリ採用
・多言語対応
・国産OSS(日本語ドキュメントが充実）

図 I-18-2. 代表的な OSS 統合開発環境の特徴
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【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
* J－alcedo
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 図の作成ができるよ
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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スキル区分
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習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-3. Eclipse の歴史、開発の背景と特徴
第 3 回（Eclipse とは何か）

コースウェア

I-18-3. Eclipse の歴史、開発の背景と特徴
OSS 統合開発環境のひとつである Eclipse について、開発の背景、歴史、支援団体、関連プロジェ
クト、ライセンスなどについて説明する。さらにそのアーキテクチャや機能、プラグインによる拡張な
どの特徴を解説する。
【学習の要点】
* Eclipse は 1998 年に IBM によって開発が始まり、2001 年にオープンソース化された。
* Eclipse はプラグインを追加することによって C/C++など Java 以外の他の言語の開発ができるほ
か、バグパターンの検出やコーディングスタイルのチェックなどのプログラム開発において非常
に便利な機能を追加することができる。
* Eclipse のライセンスは、EPL(Eclipse Public License)である。

IBMにより開発

１９９８年

Javaの普及

オープンソース化

２００１年

Eclipse Foundationによる
開発、配布の統一化

Eclipseの普及
図 I-18-3. Eclipse 普及の概要
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【解説】
1) Eclipse の背景と歴史、支援団体
* 1998 年、Eclipse の開発が始まる。
IBM により、統合開発環境として開発が始まる。
* 2001 年、オープンソース化
オープンソースコミュニティ Eclipse Board of Stewards が設立され、多くの開発者により、急速に
開発が進む。
* 2004 年、Eclipse Foundation 設立
オープンソースコミュニティが再編され、非営利組織の Eclipse Foundation に Eclipse に関して
すべてが委譲される。
2) Eclipse 関連プロジェクト
Eclipse には、次のような関連プロジェクトがある。
* Business Intelligence and Reporting Tools
* Data Tools Platform
* Device Software Development Platform
* Eclipse Project
* Eclipse Modeling Project
* SOA Tools
* Eclipse Technology Project
* Tools Project
* Test and Performance Tools Platform Project
* Eclipse Web Tools Platform Project
3) Eclipse のライセンス
Eclipse は、Eclipse Public License (EPL)を採用している。これはオープンソースのライセンスのひと
つである。
4) Eclipse のアーキテクチャ、機能、プラグインによる拡張
Eclipse はその機能のほとんどがプラグインによって実現されている。Java 開発環境自体もプラグイ
ン化されており、それが標準的に装備されている。
その他、バージョン管理システム CVS との連携や、ユニットテストを行うためのフレームワーク JUnit
との連携など、さまざまな機能をプラグインによって追加することができる。
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スキル区分
開発体系分野

OSS モデルカリキュラムの科目
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

習得ポイント

I-18-4. Eclipse の設定と基本機能

対応する

第 6 回（Eclipse 入門-セットアップ）

基本

コースウェア

I-18-4. Eclipse の設定と基本機能
Eclipse を利用するために必要な環境を設定する手順について、パッケージの入手方法から動作環
境の整備、プラグインによる拡張方法、関連アプリケーションの設定などについて具体的に説明す
る。また基本機能について解説する。
【学習の要点】
* Eclipse は Eclipse.org のサイトからダウンロードする。また、起動させるには JRE が必須である。
* Eclipse は、プラグインによる機能の拡張機能を備えている。

Eclipse
Eclipseダウンロード

Eclipse本体インストール
（JRE必須）

プラグインインストール
・ファイルの展開によるインストール
・更新マネージャによるインストール
主要プラグイン
・WTP(Web Tools Platform)
・VE(Visual Editor)
・Tomcatプラグイン
・Jboss IDE
・CDT(C/C++ Development Tooling)

図 I-18-4. Eclipse のインストール方法など
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【解説】
1) Eclipse の入手方法
http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/index.php にて、最新版をダウンロードできる。ま
た、Eclipse を日本語化するために、Language Pack もダウンロードしておくとよい。
2) Eclipse の動作環境とその整備
Eclipse は Java で書かれているため、インストールするには Java の実行環境である JRE(Java
Runtime Environment)が必要である。これは以下のページでダウンロードできる。
http://www.java.com/ja/download/manual.jsp
なるべく最新版を手に入れることが望ましい。
3) Eclipse のプラグインの拡張方法
Eclipse には数多くのプラグインがあり、それをインストールするには以下の方法をとる。
大きく分けてその方法には 2 種類ある。
* ファイルのコピーによるインストール
多くの場合、zip ファイルで配布されているプラグインを解凍すると、features フォルダと plugins
フォルダと説明のファイルが現れる。そのうち、features フォルダの中身を Eclipse 本体の
features フォルダに、plugins の中身を Eclipse 本体の plugins フォルダにコピーする。
* Update Site を使ったインストール
プラグインの作者が Update Site を用意している場合、これを使ってプラグインをインストールす
るとよい。Update Site の登録の仕方は次の通り。ツールバーからヘルプ＞ソフトウェア更新＞検
索およびインストールを選ぶ。次に、インストールする新規フィーチャーを選択する画面になる
ので希望のフィーチャーを選択し、新規リモートサイト＞名前と URL の入力＞OK＞終了といっ
た流れになる。
4) Eclipse の基本機能
* プラグインによる機能の拡張
* グラフィカルデバッガによるデバッグ、ステップ実行
* バージョン管理システム CVS との連携
* ユニットテストの自動化を行うフレームワークである JUnit との連携
* ビルドシステム Ant との連携
* リファクタリングの実現の支援
* コード編集支援
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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
対応する

18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-5. Eclipse の基本操作
第 7 回（Eclipse 入門-基本操作）

コースウェア

I-18-5. Eclipse の基本操作
ワークベンチウィンドウ、プロジェクトの作成、コーディング方法、ビルドと実行など、Eclipse の基本的
な操作について解説する。またプラグインによる拡張の利用例など、Eclipse の効果的な活用につ
いても触れる。
【学習の要点】
* Eclipse を起動したときにあらわれるウインドウ全体を、ワークベンチウィンドウと呼び、プロジェク
トの全工程を統括したビューを提供する。
* Eclipse では、ソースコードをプロジェクト単位で管理する。

ワークベンチウインドウ

ビュー
（パッケージ
エクスプローラ）

ビュー
（アウトライン）

エディター

ビュー（コンソール）

図 I-18-5. Eclipse のワークベンチウィンドウ
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【解説】
1) ワークベンチウィンドウ
ワークベンチウィンドウとは、Eclipse を起動したときにあらわれるウインドウ全体をさす。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。
2) プロジェクトの作成
新しくプロジェクトを作るには、ファイル＞新規＞プロジェクトを選び、任意のプロジェクトを選んでプ
ロジェクト名を付ければよい。
3) コーディング支援機能
コーディングをする時は、ソース編集支援機能を使うことができる。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。また、メニューバーの実行から、実行を選ぶと、自動でビル
ドをしてプログラムを実行することができる。
4) プラグインによる機能の拡張
ヘルプ＞ソフトウェア更新＞検索とインストールを選ぶか、Eclipse 本体のプラグインフォルダにプラ
グインファイルをコピーすることで、プラグインをインストールすることができる。これにより、Eclipse を
機能拡張することができる。以下に、代表的なプラグインを示す。
* WTP(Web Tools Platform)
Web アプリケーション開発のためのツール群。
* CDT(C/C++ Development Tooling)
C、C++のための開発ツール群。
* EPIC Perl プラグイン
Perl のための開発ツール群。
* Omondo プラグイン
UML のクラス図、シーケンス図など記述するためのツール群。
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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
対応する

18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-6. NetBeans IDE の歴史、開発の背景と特徴
第 4 回（NetBeans IDE とは何か）

コースウェア

I-18-6. NetBeans IDE の歴史、開発の背景と特徴
OSS 統合開発環境のひとつである NetBeans IDE について、開発の背景、歴史、コミュニティ、関連
プロジェクト、ライセンスなどについて説明する。さらにそのアーキテクチャや機能、ユーザーインタ
フェースなどについて解説する。
【学習の要点】
* NetBeans は、1996 年にチェコの学生によってはじまった Xelfi を元にしている。
* NetBeans はサン・マイクロシステムズ社を中心としたコミュニティで開発されている。
* NetBeans のライセンスは、CDDL(Common Development and Distribution)である。

サン・マイクロシステムズによる開発

Javaの普及

Javaの他に、C/C++やRuby、Javascriptなどの
言語のサポート

NetBeansの普及

図 I-18-6.

NetBeans 普及の概要
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【解説】
1) NetBeans の歴史、背景
NetBeans は、1996 年にチェコのチャールズ大学の学生プロジェクトとして始まった。1997 年には会
社を設立し、1999 年に NetBeans としてリリースされた。そしてこの年、Sun Microsystems 社に買収
され、その翌年の 2000 年には NetBeans はオープンソースプロジェクトとしてリリースされることにな
った。それ以降は順調に利用者数を伸ばしながら、度重なるアップデートを行っている。
2) NetBeans のコミュニティ
Netbeans.org 内に日本語サイトがあり、メーリングリスト、ドキュメント公開等を行っている。
3) NetBeans のインタフェース
左側にファイル一覧とインスペクタ。中央には GUI 作成ツール。右側にはボタンなどのパレットがあ
る。中央の GUI 作成ツールはソースエディタにもなり、その場合は中央から右側にかけてウインドウ
が開く。そして一番下にはコンソール出力がある。コンパイル時のエラーなどはこの欄に表示され
る。
4) NetBeans のライセンス
NetBeans のライセンスは、CDDL(Common Development and Distribuion)ライセンスによる。CDDL
ライセンスの日本語訳は、下記を参照のこと。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Development_and_Distribut
ion_License
5) 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。
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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
コースウェア

OSS モデルカリキュラムの科目
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-7. NetBeans の設定と基本機能、基本操作
第 8 回（NetBeans 入門-セットアップ）
第 9 回（NetBeans 入門-基本操作）

I-18-7. NetBeans の設定と基本機能、基本操作
NetBeans IDE を利用するために必要な環境を設定する手順について、パッケージの入手方法から
動作環境の整備、関連アプリケーションの設定などについて具体的に説明する。また、基本機能と
基本的な操作について解説する。
【学習の要点】
* NetBeans は、http://download.netbeans.org からダウンロードする。
* NetBeans をインストールするには、まず JDK をインストールする必要がある。必要なバージョン
は http://www.netbeans.org にて確認すること。
* ソフトウェア開発の手順は、まずプロジェクトを作成し、パッケージやクラスの生成をしてソースコ
ードを書き、デバッグを行った上で、ビルドで実行可能なプログラムを生成する。

プロジェクトリスト
パレット
インスペクター
プロパティーリスト
GUIエディタ

出力コンソール

図 I-18-7.

NetBeans スクリーンショット
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【解説】
1) NetBeans の入手、インストール方法
NetBeans は、http://download.netbeans.org からダウンロードする。2008 年 1 月現在の最新版は、
NetBeans IDE 6.0 である。
NetBeans をインストールする前に、環境を整備する必要がある。推奨されるハードウェア構成など
は、http://www.netbeans.org/community/releases/60/relnotes_ja.html にて紹介されている。
また、ソフトウェア環境としては、J2SE (Java SE Development Kit) JDK 5.0 Update 12 以降 (JDK
6.0 を含む) を必要とする。
インストールする際は、ダウンロードしたファイルの中からインストーラを起動して、NetBeans をイン
ストールしたいファイルパスと、JDK がインストールされているファイルパスを指定して行う。これ以外
は特に変更しなくてもよい。
2) NetBeans の基本機能
* ユーザーインタフェースの作成
ウインドウ、メニュー、ツールバーなどのパーツは NetBeans 内にあるので、自分で作る必要はな
い。プログラマはそれらのパーツにコンポーネントを記述すればよい。
* データの表現と管理
ユーザーに対してグラフなどでデータを表示し、そのデータを操作するためのツールが豊富に
ある。
* バージョン管理
CVS もしくは Subversion を使うことができる。
3) NetBeans の基本操作
まずプロジェクトを作成する。プロジェクトの作成は、ファイル＞新規プロジェクトを選ぶことで行える。
次に、開発したいプロジェクトのカテゴリを選び、そのプロジェクトがどのようなプロジェクトなのかを
選択して次へボタンを押す。プロジェクト名と保存場所を尋ねられるので、それを指定する。また同
時に、そのプロジェクト独自のプロパティを設定する。次に完了ボタンを押すことで、プロジェクトの
ひな型が出来上がる。プロジェクト作成後は、ソースを記述していく。
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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
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-8. WideStudio の歴史、開発の背景と特徴
第 5 回（WideStudio とは何か）

コースウェア

I-18-8. WideStudio の歴史、開発の背景と特徴
OSS 統合開発環境のひとつである WideStudio について、開発の背景、歴史、コミュニティ、ライセン
スなどについて説明する。さらにそのアーキテクチャや機能、MWT(Multi-platform Widget Toolkit)
などの特徴を解説する。
【学習の要点】
* WideStudio/MWT プロジェクトは、1999 年に発足した。
* WideStudio は MIT ライセンスである。
* WideStudio は MWT (Multi-platform Widget Toolkit)という複数の異なるプラットフォームで動作
するライブラリを利用しているため、異なるプラットフォーム間でも互換性を持つプログラムを作
成することができる。

異なるプラットフォームでの
ソースコード互換性

C/C++、Java、Perl、Ruby、Python、
Objective CAMLなど多彩な言語のサポート

日本語、英語、中国語、韓国語の標準サポート

WideStudioの普及

図 I-18-8. WideStudio 普及の概要
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【解説】
1) WideStudio の歴史
WideStudio は 1999 年に、平林俊一氏によって開発が始まった。2000 年にはα版が公開され、同
年 12 月には Turbo Linux Japan 社の開催するソフトウェアコンテストで個人部門最優秀賞を受賞し
た。その後も順調に開発は続き、2008 年 1 月現在ではバージョン 3.97 が公開されている。
2) WideStudio のコミュニティ
WideStudio は日本発のオープンソースソフトウェアであり、日本語のコミュニティが発達している。
登録者数 1000 人を超すメーリングリストも、日本語で交わされている。
3) WideStudio のライセンス
WideStudio は MIT ライセンスを採用している。そのため、WideStudio を用いて開発したソフトウェア
の配布に関してほとんど制限がない。
MIT ライセンスの詳細は、http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html を参照のこと。
4) WideStudio の特徴
* MWT(Multi-platform Widget Toolkit)
WideStudio 最大の特徴は、MWT (Multi-platform Widget Toolkit)ライブラリを採用していること
である。これにより、同じソースコードを再コンパイルすることで、異なる OS でもネイティブコード
のアプリケーションを作成できる。OS が異なってもソースコードは同一でかまわないので、異な
った OS 毎にアプリケーションを作成する手間が省ける。
* 多くのプログラム言語で開発可能
C/C++を始め、Java、Perl、Python、Ruby などを利用して開発ができる。
* マルチエンコーディング
ほとんどの場合 OS が異なるとデフォルトのテキストエンコーディングも異なり、OS 間でソースコ
ードを共有する場合はその点に注意をする必要があった。しかし、WideStudio はマルチエンコ
ーディングに対応しているので、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はな
い。
* 多彩な GUI 部品
ボタンやスクロールバーの他にも、タイマーやドローイングエリアといった GUI オブジェクトを備
えている。
* 多言語対応
日本語、英語の他にも韓国語や中国語などをサポートしている。
* エディタ
WideStudio は独自のテキストエディタを備えていないので、設定から任意のエディタを選択し、
それを用いてソースコードを書く。
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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
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-9. WideStudio の設定と基本機能
第 10 回（WideStudio 入門-セットアップ）

コースウェア

I-18-9. WideStudio の設定と基本機能
WideStudio を利用するために必要な環境を設定する手順について、パッケージの入手方法から動
作環境の整備、作業環境の管理方法などについて具体的に説明する。また、基本機能について解
説する。
【学習の要点】
* WideStudio を入手するには、http://www.widestudio.org/ja/index.html を参照、それぞれのプ
ラットフォームにあったものをダウンロードする。
* WideStudio の作業環境の設定では、利用するエディタやヘルプの閲覧時ブラウザ、その他さま
ざまな項目が設定できる。

ルックアンドフィール
色設定

プロジェクト設定

図 I-18-9. WideStudio の設定画面
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【解説】
1) WideStudio のダウンロード、インストール方法
WideStudio を入手するには、http://www.widestudio.org/ja/index.html に行きそれぞれのプラット
フォームにあったものをダウンロードする。
2008 年 1 月現在で対応しているプラットフォームは以下のものである。
* Windows
* BTRON
* Ｌｉｎｕｘ
* FreeBSD
* MacOSX
* μCLinux
* Solaris
* ITRON
* ZAURUS
インストール方法はそれぞれのプラットフォームに依存するが、Windows の場合は、普通に解凍し
たフォルダ内に入っている setupj.exe を実行すればインストールできる。
2) WideStudio の環境設定
WideStudio では環境設定から使いたいエディタやブラウザ、コンパイラ、実行環境などを簡単に選
ぶことができる。環境設定は、オプション＞環境設定から選ぶことができる。また、それだけに限ら
ず同様にオプションから、WideStudio のフォントや色設定なども幅広く変更することができる。
3) WideStudio の基本機能
WideStudio は独自のテキストエディタを備えていないので、WideStudio 上でやることはソースコード
を書く作業ではなく、次のようなものになる。
* プロジェクトの管理
* アプリケーションウィンドウの作成
* GUI ツールの配置
* プロパティの設定
* プロシージャの管理
* デバッガによるバグ探し
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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
18

レベル

統合開発環境に関する知識 I

基本

I-18-10. WideStudio の基本操作
第 11 回 (WideStudio 入門-基本操作）

コースウェア

I-18-10. WideStudio の基本操作
プロジェクトの作成、アプリケーションウィンドウ、インスタンスの管理、イベントプロシージャ、プログラ
ムのビルドと実行、デバッグ方法など、WideStudio の基本的な操作について解説する。
【学習の要点】
* ウインドウを作成し、ボタン等を配置してそれらにプロパティを設定、そのプロパティを利用して
プロジージャを書いていくことで、プログラムの作成をする。
* デバッグは、ビルド時に表示されるエラー表示やトレース実行を行った時に表示されるイベント
などを手掛かりにして行う。

インス
ペクター

インスタンスエディタ
レイアウトエディタ
オブジェクトボックス

メッセージ

クラス

図 I-18-10. WideStudio のスクリーンショット
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【解説】
1) プロジェクトの作成
プロジェクトを新規作成するには、ツールバーのプロジェクト＞新規プロジェクトを選ぶ。次に、プロ
ジェクト作成ウィザードが表示されるので、英数小文字でプロジェクト名称を入力し、言語エンコー
ディングタイプを指定する。
2) GUI アプリケーションを作る場合
* 新規プロジェクトの種類
プロジェクト作成ウィザードで、Normal Application を選択する。
* アプリケーションウィンドウの作成
ファイル＞新規ウインドウを選択する。ウインドウ作成ウィザードが表示されるので、ウインドウの
タイプや名称等を指定して、生成ボタンを押す。
* アプリケーションウィンドウ上へのオブジェクトの配置
表示＞オブジェクトボックスを選択することで、アプリケーションウィンドウ上に配置できるオブジ
ェクトの一覧が表示される。これをアプリケーションウィンドウ上にドラッグアンドドロップすること
で、ボタンやテキストフィールドなどを配置することができる。
* イベントプロシージャの作成
プロシージャを設定したいオブジェクトを選択し、編集＞プロシージャ編集＞プロシージャ新規
作成を選択する。プロシージャ編集ウインドウが表示されるので、プロシージャ名称、起動トリガ、
起動関数名を指定する。
* 関数の編集方法
プロシージャの編集を選ぶと、テキストエディタが立ち上がるので、そこに必要な処理を記述し
ていく。
3) コンソールアプリケーションを作成する場合
* 新規プロジェクトの種類
プロジェクト作成ウィザードで、Console Application を選択する。
* プロジェクトの設定
プロジェクト>プロジェクトの設定を選び、リンクタブを選択して通常モードの個別ライブラリから
-mwindows をはずす。
* 新規ウインドウ
ファイル>新規ウインドウでウインドウを作成する。
* プロシージャの設定
新規プロシージャを選び、トリガを INITIALIZE とし、関数を作る。
* 関数の編集
先に作成したプロシージャを編集して、コードを記述する。
4) アプリケーションのビルド、実行
ファイルが保存されていることを確認して、ツールバーからビルド＞ビルドオールを選択すると、ア
プリケーションがコンパイルされる。終了後、ビルド＞実行を選択すると、作成したアプリケーション
が実行される。
5) デバッグ
コンパイルエラーが起こった場合には、メッセージボックスの表示を調べる。何行目でどのようなエ
ラーがあったのかが表示されているので、それを手掛かりにプログラムの修正をすることができる。
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