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Ⅱ
※
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、Java
Development Tools、Web Tools Platform、NetBeans IDE、WideStudio といった様々な
統合開発環境の具体例を用いて詳細に説明する。

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

※

シラバスの
対応コマ

説 明

統合開発環境Eclipseに用意されるJava Development Tools (JDT)を
II-18-1. Java Development Tools (JDT)の概 用いたJavaプログラミング環境の機能について解説する。またそれぞ
要
れの機能の特徴やJDTを用いたJavaプログラミングで留意すべきポイ
ントを説明する。

12

II-18-2. JDTの基本操作

Javaパースペクティブ、Javaエディタを用いたコーディング、Javaビル
ダによるコンパイル、エクスポート、タスク管理、スクラップブックの利
用など、JDTを用いたJavaプログラミングの基本操作について解説す
る。

12

II-18-3. Web Tools Platform (WTP)の概要

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。

13

II-18-4. WTPの導入と設定 ※

WTPの入手先や導入方法、WTPを利用する際に必要な設定を説明
する。その他、WTPが提供する各種ツールの目的、特徴やそれぞれ
の位置付けなど、WTPの導入に際し前提として必要となる知識につ
いて解説する。

13

Webコンテナの設定、動的Webプロジェクト設定、各種コンポーネント
II-18-5. WTPを用いたWebアプリケーション
の作成、WTPを利用したテストとデバッグなど、WTPを用いたWebア
開発
プリケーション開発に必要な基本操作について解説する。
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NetBeans IDEを用いたWebアプリケーション開発環境の機能につい
II-18-6. NetBeans IDEによるWebアプリケー
て解説する。またそれぞれの機能の特徴やNetBeans IDEを用いた
ション開発
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。

14

II-18-7. NetBeansを用いた開発の手順

Webモジュールの作成、JSPコーディング、Servletの作成、実行パ
ターンの設定、JUnitを用いたテストの実施、Webアプリケーションフ
レームワークStrutsの利用など、NetBeansを用いたWebアプリケー
ション開発に必要な基本操作について解説する。

14

II-18-8. WideStudioによるアプリケーション
開発

WideStudioの提供する標準ライブラリや、WideStudioを用いたアプリ
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WideStudioを用いた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。

15

II-18-9. WideStudioを用いた開発の手順

インスタンスの操作、データの受け渡し方法、派生クラスの生成、追
加ライブラリの利用、オンラインストア機能を用いたデータのシリアラ
イズなど、WideStudioによるアプリケーション開発に必要な基本操作
について解説する。

15

II-18-10. WideStudioによるマルチプラット
フォーム開発 ※

WideStudio/MWT (Multiplatform Widget Toolkit)の大きな特徴であ
るマルチプラットフォーム対応機能について解説する。WideStudioに
おけるマルチプラットフォーム対応の考え方と、実際の対応例を紹介
する。

15

【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

5

6

応用レベル（Ⅱ）
7

8

9

10

11

12

13

＜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
18. 統合開発環境
＜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
に関するスキル
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＞

14

＜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>
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

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

8

IT-SIA システム
インテグレー
ションとアーキ
テクチャ

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
ア
の
方
法
と
技
術

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

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
[18-1,2]

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

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

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

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)

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

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、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習得する。
科目名

第12回
（1）Java
Development
18.統合開発環 Tools とは？
境に関する知
（2）JDT の基
識Ⅱ
本操作

第13回
（1）Web Tools
Platform と
は？
（2）WTP によ
るWeb アプリ
ケーション開
発

第14回
（1）NetBeans
のWeb アプリ
ケーション開
発機能
（2）NetBeans
による開発の
実際

第15回
（1）WideStudio
のアプリケー
ション開発機
能
（2）WideStudio
によるアプリ
ケーション開
発

（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
18

レベル

統合開発環境に関する知識

応用

Ⅱ-18-1. Java Development Tools(JDT)の概要
第 12 回 (Eclipse による Java プログラミング)

コースウェア

Ⅱ-18-1.JDT(Java Development Tools)の概要
統合開発環境 Eclipse で提供される Java プログラミング環境である JDT (Java Development Tools)
の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴や JDT を用いた Java プログラミングで留意
すべきポイントを説明する。
【学習の要点】
* JDT は Java ソースコードのコンパイル、実行機能に加え、コード補完、API リファレンスの表示、
リファクタリング、デバッグなどの機能を提供する。
* JDT は、Java ソースコードをバックグラウンドで自動的にコンパイルすることにより、コンパイルエ
ラーになるソースコード箇所をインタラクティブに表示し、修正案を提示する機能を持つ。
* 修正機能を利用する場合、例外処理など、アプリケーション全体のポリシーに関わる処理の修
正を提案される場合もあるため、ポリシーに合致しているかを確認した上で修正案の適用を行う
必要がある。

エラー行を示すマーク

エラーの
修正案

エラーの説明

修正内容の
プレビュー
図 II-18-1.

JDT の即時修正機能
独立行政法人
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【解説】
1) JDT
JDT は Eclipse プロジェクトのサブプロジェクトとして開発された、Java 言語によるソフトウェア開発を
支援するツールである。Eclipse 3.4 のインストールパッケージのうち、「Eclipse IDE for Java EE
Developers」、「Eclipse IDE for Java Developers」などに含まれている。
2) JDT の基本機能
JDT の基本的な機能について以下に例をあげる。
* プログラムのコンパイルとエラー表示
JDT を利用した場合、プログラムのコンパイルは、ソースコードの保存時などに自動的に行われ
る。この際、コンパイルエラーになる箇所がソースコード上に表示される。
* 即時修正機能
コンパイルエラーが報告されている箇所にカーソルを置き、「Ctrl + 1」キーを押下することで、エ
ラーを回避する修正方法が提案される。提案のタイミングと提案される修正方法の例を以下に
あげる。
-

インポートされていないクラスを使用したとき
該当クラスのインポート宣言を加える、該当クラスを作成するなど。

-

例外がメソッド内で補足されていないとき、
該当箇所を try～catch ブロックで囲む、メソッドに throws 宣言を加えるなど。

-

外部から private 属性にアクセスしようとしたとき
属性の可視性を変更する、setter/getter メソッドを追加するなど。

多くの場合、1 つのエラーに対し、いくつかの修正方法が提案される。また、提案された修正方
法のうちいずれかを開発者が選択することにより、修正を直ちに適用することができる。修正機
能を利用する場合には、修正内容がアプリケーション全体のポリシーに合致しているかどうかに
ついて吟味する必要がある。
* コード補完機能
JDT の提供する Java エディタでは、あるオブジェクトのメソッド呼び出しや、属性へのアクセスを
行おうとした際に、そのオブジェクトが持つメンバに応じて変数名やメソッド名を補完する機能を
持つ。補完機能は、編集中に表示される補完候補から選択することで利用できるほか、「Ctrl +
スペース」キーを押下することにより明示的に呼び出すことができる。
* 検索機能
JDT では一般的な文字列による検索のほかに、Java 言語のセマンティクスに応じた検索ができ
る。以下に例をあげる。
-

検索対象の要素が宣言されている位置を検索する。

-

検索対象 Java インタフェースの実装位置を全て検索する。

-

検索対象の要素が参照されている位置を全て検索する。

* ファイルの比較機能
「Package Explorer」から 2 つのファイルを選択し、右クリック->「Compare With」->「Each Other」
を選択することで、ファイル同士の比較ができる。また、比較画面では、差分部分についてマー
ジを行うことも可能である。
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
18

レベル

統合開発環境に関する知識

応用

Ⅱ-18-2. JDT の基本操作
第 12 回 (Eclipse による Java プログラミング)

コースウェア

Ⅱ-18-2. JDT の基本操作
Java ビルダによるコンパイル、タスク管理、リファクタリング、デバッグ、ソースコードのフォーマット、ス
クラップブックの利用など、JDT を用いた Java プログラミングの基本操作について解説する。
【学習の要点】
* 標準の Java ビルダを用いたビルド方法を理解する。
* JDT では様々なリファクタリングを容易に行える。
* ソースコード中にコメントとして特定の文字列を記述しておくことで、Eclipse によりタスクとして管
理される。
* スクラップブックを利用することで、Java のコード片をテスト実行することができる。

実行したコード片

実行結果のInspect
(Stringオブジェクトの
内部情報)

図 II-18-2.

JDT のスクラップブック機能

独立行政法人
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【解説】
1) Java ビルダによるコンパイル
* Eclipse の標準設定では java ファイルは自動的にビルドされるため、開発者が明示的にコンパイ
ル手順を行う必要はない。
* 上部メニューから「Project」->「Build Automatically」を選択し、チェックを外すことで自動ビルド
を解除することができる。
* 手動ビルドはプロジェクト単位で行う。「Package Explorer」でビルドの対象プロジェクトを選択し
た状態で、上部メニューから「Project」->「Build Project」を選択することでビルドが実行される。
2) タスク管理
* ソースコード中のコメントとして「TODO」、「FIXME」、「XXX」などを挿入すると、該当部分がタス
クとして管理される。
* 現在管理されているタスクは、「Tasks」ビューで確認することができる。「Tasks」ビューは上部メ
ニューの「Window」->「Show View」->「Tasks」を選択することで開くことができる。
3) リファクタリング
* リファクタリングとは、プログラムの動作を変えずに、ソースコードの保守性、拡張性などを改善
することを目的としてソースコードの修正を行うことである。
* Eclipse を利用してリファクタリングを行う場合は、リファクタリングに付随する変更は自動的に処
理される。
* リファクタリングは上部メニューの「Refactor」から、実行したいリファクタリングを選択することで行
える。
4) デバッグ
* Java エディタの左端をダブルクリックすることで、ブレークポイントを設定することができる。
* ブレークポイントを選択した状態で、デバッグ実行を行うことで、デバッガが起動する。デバッグ
実行は、上部メニューから「Run」->「Debug」を選択することで行う。
5) ソースコードのフォーマット
上部メニューの「Source」->「Format」を選択することで、現在フォーカスしている Java ソースコード
ファイルのインデントなどをフォーマットできる。フォーマットのルールは、上部メニューの「Window」
->「Preferences」->「Java」->「Code Style」->「Formatter」で設定できる。
6) スクラップブック
スクラップブックを利用することで、Java プログラムコードの一部だけを実行することができる。また、
実行結果について、詳細な情報を得ることができる。
* スクラップブックは、上部メニューから「File」->「New」->「Other」->「Java」->「Java Run/Debug」
->「Scrapbook」を選択することで作成できる。
* スクラップブックに記述した Java コードを範囲選択し、「Execute」を選択することで該当コードが
実行される。また、「Execute」の代わりに、「Display」を選択した場合、選択範囲で最後に実行さ
れた式の値が表示される。さらに、「Inspect」を選択した場合には、最後に実行された式の値に
ついての内部情報(オブジェクトが保持する属性の値など)が表示される。
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

18

レベル

統合開発環境に関する知識

応用

Ⅱ-18-3. Web Tools Platform (WTP)の概要

対応する

第 13 回 (Eclipse による Web アプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-18-3.WTP(Web Tools Platform)の概要
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 II-18-3. WTP のプロジェクト構成
独立行政法人
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【解説】
1) WTP (Web Tools Platform)
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。

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
18

レベル

統合開発環境に関する知識

応用

Ⅱ-18-4. WTP の導入と設定
第 13 回 (Eclipse による Web アプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-18-4. WTP の導入と設定
WTP の入手先や導入方法、Web コンテナの設定方法、WTP で作成可能な Eclipse プロジェクトに
ついて説明し、Web アプリケーションの開発を行う際に必要となる知識について解説する。
【学習の要点】
* WTP は Eclipse 3.3 以降の「Eclipse IDE for Java EE Developers」パッケージをインストールする
ことで自動的にインストールされる。
* Servlet API を利用するアプリケーションを Eclipse 上で実行する場合、Web コンテナを別途イン
ストールする必要がある。
* Web コンテナについて Eclipse で設定を行うことで、Eclipse 内でサーバの起動、アプリケーショ
ンのデプロイ、デバッグなどを行うことが可能となる。

Consoleビュー:ログ表示

起動ログ

Ｓｅｒｖｅｒビュー:コンテナの管理

State：
Started(起動済み)

デバッグ起動
通常起動
プロファイル起動
停止
デプロイ

図 II-18-4. Eclipse 内での Tomcat の実行
独立行政法人
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【解説】
1) WTP の導入
WTP の導入方法として、代表的な方法を以下にあげる。なお、対象とする Eclipse のバージョンは
3.4 とする。
* WTP は、Web ページ(http://www.eclipse.org/downloads/)で配布されているインストールパッケ
ージ「Eclipse IDE for Java EE Developers」に同梱されており、これをダウンロード、展開すること
で WTP を利用することができる。
* ソフトウェア更新機能を利用することで、既存の Eclipse に WTP プラグインをインストールするこ
とができる。ソフトウェア更新機能は、上部メニューの「Help」->「Software Updates」を選択するこ
とで利用できる。ここで、「Available Software」タブを選択し、「Add...」メニューで WTP のリポジト
リ URL（http://download.eclipse.org/webtools/updates/）を追加することで、WTP のコンポーネ
ントをインストールすることができる。
* 「Eclipse IDE for Java EE Developers」以外のインストールパッケージとして、MergeDoc Project
(http://mergedoc.sourceforge.jp/index.html)により配布されている「Pleiades All in One 日本語
ディストリビューション」を利用することができる。ここで配布されているパッケージは日本語化さ
れており、用途により様々なパッケージが用意されている。「Java」パッケージには、WTP や
AmaterasUML などが含まれている。
2) Web コンテナの設定
WTP を利用する場合、別途 Web コンテナまたはアプリケーションサーバを導入することで Eclipse
と連携させることができる。ここでは OSS の Web コンテナ Tomcat との連携手順について解説する。
* Tomcat のインストール
Tomcat は Web ページ(http://tomcat.apache.org/)で配布されている。サイト中のドキュメントに
従ってインストールを行う。
* Tomcat の登録
インストールした Tomcat を Eclipse に登録することで、Eclipse 内から Tomcat の起動、停止を行
うことが可能になる。登録の手順は以下のとおり。
-

上部メニューの「File」->「New」->「Other...」->「Server」->「Server」を選択した状態で
「Next」を選択する。

-

「Apache」->「Tomcat [利用するバージョン]」を選択した状態で「Next」を選択する。

-

「Tomcat installation directory:」に Tomcat をインストールしたディレクトリを設定し、「Next」
を選択する。

-

「Finish」を選択する。

3) WTP で作成可能なプロジェクトの例
* Dynamic Web Project
Servlet API を利用して動的な Web ページを生成するアプリケーションを開発するためのプロジ
ェクト。
* Enterprise Application Project
Servlet API に加えて EJB などエンタープライズ向け機能を利用するアプリケーションを開発する
ためのプロジェクト。
独立行政法人
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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

習得ポイント

Ⅱ-18-5. WTP を用いた Web アプリケーション開発

対応する

第 13 回 (Eclipse による Web アプリケーション開発)

応用

コースウェア

Ⅱ-18-5. WTP を用いた Web アプリケーション開発
動的 Web プロジェクト作成、JSP や Servlet など各種コンポーネントの作成、Web コンテナ上での実
行など、WTP を用いた Web アプリケーション開発に必要な基本操作について解説する。
【学習の要点】
* WTP を利用した動的 Web プロジェクトの作成方法を理解する。
* WTP を利用した、JSP や Servlet など、各コンポーネントの作成方法を理解する。
* WTP を利用した WAR ファイルの作成方法を理解する。

Deployment Descriptor:
配備記述子(web.xml)の内容を階層的に表示したもの

Java Resources:
Javaソースコードを配置するディレクトリ

build:
Javaソースコードをコンパイルしたクラ
スファイルが配置されるディレクトリ

WebContent(ディレクトリ名変更可):
アプリケーションのルートディレクトリ

図 II-18-5. Dynamic Web Project の構成
独立行政法人
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【解説】
1) Dynamic Web Project(動的 Web プロジェクト)の作成
Dynamic Web Project とは、Servlet API などを利用して動的にコンテンツの作成を行う Web システ
ムを開発するためのプロジェクトである。以下に Dynamic Web Project の作成手順を示す。
* 上部メニューの「File」->「New」->「Other...」->「Web」->「Dynamic Web Project」を選択した状
態で「Next」を選択する。
* プロジェクト名を設定する。「Target Runtime」がインストールした Web コンテナになっていること
を確認し、「Next」を選択する。
* Web Module の設定を行う。「Context Root」にはアプリケーションのルートとなるパス名を指定す
る。「Content Directory」にはアプリケーションのルートディレクトリ名を指定する。「Java Source
Directory」には、Java のソースコードファイルが配置されるディレクトリ名を指定する。設定後、
「Finish」を選択する。
2) JSP の作成
* 上部メニューの「File」->「New」->「Other...」->「Web」->「JSP」を選択した状態で「Next」を選択
する。
* 配置フォルダとファイル名を設定する。配置フォルダは、通常はプロジェクト作成時「Content
Directory」で指定したディレクトリ(デフォルトは WebContent)を指定する。指定後「Next」を選択
する。
* JSP ファイルの作成にあたっての雛形を選択する。一般的な JSP ファイルの場合は「New JSP
File(xhtml)」を選択する。
3) Servlet の作成
* 上部メニューの「File」->「New」->「Other...」->「Servlet」を選択した状態で「Next」を選択する。
* Servlet クラスに関する情報を設定する。「Web project」は Servlet を追加するプロジェクトを選択
する。「Source folder」には Servlet のソースコードを配置するディレクトリを指定する。通常は、プ
ロジェクト作成時「Java Source Directory」で指定したディレクトリを指定する。「Java package」に
は Servlet のパッケージを指定する。「Class name」には Servlet のクラス名を指定する。
設定後、「Next」を選択する。
* Servlet のデプロイメントディスクリプタ(配備記述子)に関する情報を設定する。「Initialization
Parameters」は初期化パラメータが存在する場合に指定する。「URL Mappings」には、Servlet に
アクセスするための URL パスを指定する。
* 修飾子、実装するインタフェース、および雛形を生成するメソッドに関する情報を指定する。指
定後「Finish」を選択する。
4) アプリケーションの実行
* 上部メニューの「Window」->「Show View」->「Servers」を選択し、「Servers」ビューを開く。
* 「Servers」ビューで「II-18-4. WTP の導入と設定」で登録した Web コンテナを選択した状態で右
クリックし、「Add and Remove Projects」を選択する。
* 作成した Dynamic Web Project を「Configured projects」に追加し、「Finish」を選択する。
* 「Servers」ビューで、Web コンテナを選択した状態で右クリックし、「Start」を選択する。
独立行政法人
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Ⅱ-18-6. NetBeans IDE による Web アプリケーション開発
NetBeans IDE 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 NetBeans IDE 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】
* NetBeans IDE は、WTP と同様のサーバサイド Java アプリケーションの開発を支援する機能を持
つほか、Ruby 言語に対応しており、RoR による Web アプリケーションの開発環境として利用する
ことも可能である。
* NetBeans IDE は、特に GUI のデザイン機能に優れており、JSF アプリケーションの JSP ページ
のデザインをグラフィカルに行うことが可能である。

デザイン：グラフィカルなページデザイン
JSP：JSPコード
Java:ページに対応するManaged Beanのコード

パレット：
ページに配置可能な
コンポーネント

プロパティー：
コンポーネントの属性

図 II-18-6.

Visual Web JavaServer Faces によるページデザイン
独立行政法人
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【解説】
1) NetBeans
NetBeans は Java 言語の統合開発環境として Eclipse に次ぐ人気を持っており、Eclipse と比較して、
Web アプリケーションの開発環境の構築が容易であることや、GUI のデザイン機能が充実している
などの利点がある。また、近年では Ruby、JRuby および Ruby on Rails の開発環境としても注目され
ている。
2) NetBeans の機能
NetBeans の特徴的な機能として、Visual Web JavaServer Faces 機能と Ruby on Rails アプリケーシ
ョンの開発支援機能をとりあげる。
* Visual Web JavaServer Faces
Visual Web JavaServer Faces は JSF を利用した Web アプリケーションを容易に作成するための
開発環境を提供する。以下に提供される機能の例をあげる。
-

JSP ページのデザイン機能
JSP ページの作成を、ドラッグ&ドロップによるコンポーネントの配置によってグラフィカルに行
うことができる。

-

ページと ManagedBean の関連付け
ページに対応する ManagedBean の生成や、フィールドと ManagedBean の属性のバインド、
ボタンに対するアクションの追加、といった操作を GUI からできる。さらに、ページのデザイン
画面と、対応する JSP コード、ManagedBean のソースコードといった関連項目は、エディタ上
のタブで表現されており、関連する要素へ移動することが容易である。

-

ページとデータベースの関連付け
ページの表示項目(ドロップダウンリスト、表など)と、データベーステーブルのカラムを関連付
ける操作を GUI 上から行える。対応するデータをデータベースから取得する Java コードは自
動的に生成される。

-

ページフローの編集機能
ページフローを、ページを表すアイコンと矢印により、グラフィカルに定義することができる。
定義した内容は faces-config.xml ファイルに自動的に反映される。

* Ruby on Rails
NetBeans では、Ruby on Rails の開発環境も提供される。以下に提供される機能の例をあげる。
-

メニュー選択によるタスク/スクリプト実行
各種 rake タスクやスクリプトの実行をメニュー選択により実行できる。

-

プラグインの管理
プラグインのインストール/アンインストールと、インストールしているプラグインの確認をウィン
ドウ上で行える。

-

Ruby ソースコード編集支援
Ruby ソースコード、およびテンプレートの編集時に、シンタックスエラーの報告機能やコード
の補完機能などを利用できる。

-

リファクタリング機能
変数名の変更など、リファクタリング機能を利用することができる。ただし、Java と異なり完全
なリファクタリングができないため、変更箇所を開発者が確認しながら行う。
独立行政法人
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コースウェア

Ⅱ-18-7. NetBeans を用いた開発の手順
Visual Web JavaServer Faces プロジェクトの作成、JSP のデザイン、Managed Bean の編集、ページ
遷移の定義など、NetBeans を用いた Web アプリケーション開発の手順について解説する。
【学習の要点】
* NetBeans IDE におけるプロジェクトの作成方法を理解する。
* NetBeans IDE で Visual Web JavaServer Faces を利用したページの作成、コンポーネントの配置、
イベント処理の追加、ページ遷移の定義手順を理解する。

コンポーネントを
ダブルクリック

ハンドラメソッドが
作成される

図 II-18-7. コンポーネントに対するハンドラメソッドの作成
独立行政法人
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【解説】
1) Visual Web JavaServer Faces プロジェクトの作成
* 上部メニューから「ファイル」->「新規プロジェクト」->「Web」->「Web アプリケーション」を選択し
た状態で「次へ」を選択する。
* プロジェクト名を適切に設定し、「次へ」を選択する。
* 「サーバ」、「Java EE バージョン」、「コンテキストパス」を設定する。サーバとして、OSS のアプリケ
ーションサーバである GlassFish がデフォルトで選択可能である。設定後「次へ」を選択する。
* フレームワークとして、「Visual Web JavaServer Faces」にチェックを入れ、「完了」を選択する。
* 初期ページとして Page1.jsp が作成され、デザイン画面が開かれる。
2) JSP ページのデザイン
JSP ページを開いたとき、「デザイン」、「JSP」、「Java」の 3 つのタブが切り替え可能な状態になって
いる。「デザイン」タブで JSP のデザインを行う。
* 「デザイン」タブを開いた場合、右側に「パレット」ウィンドウが表示される。「パレット」ウィンドウが
表示されていない場合は、上部メニューから「ウィンドウ」->「パレット」を選択する。
* 「パレット」ウィンドウから配置したい部品を選択し、ドラッグ&ドロップによって部品を配置する。
* ページ部品の属性は「プロパティ」ウィンドウで設定することができる。「プロパティ」ウィンドウが
表示されていない場合は、上部メニューから「ウィンドウ」->「プロパティ」を選択する。
* JSP コードを確認したい場合、および直接編集したい場合は、編集エリア上部の「JSP」タブを選
択する。
3) Managed Bean の編集
Visual Web JavaServer Faces では、JSP ページの作成時に、ページに対応する Managed Bean が
自動的に作成される。Managed Bean を直接編集する場合は、「Java」タブを選択する。
* JSP ページ上のコンポーネントと、Managed Bean の属性を関連づけるには、「デザイン」タブで、
該当コンポーネントを右クリックし、「バインド属性を追加」を選択する。
* JSP ページ上のコンポーネント対し、Java によるイベント処理を加える場合は、「デザイン」タブで
該当コンポーネントをダブルクリックすることでハンドラメソッドを作成する。
4) ページ遷移の定義
* 「プロジェクト」ウィンドウ上で、「構成ファイル」->「faces-config.xml」を選択することで、編集画面
が開かれる。
* 「faces-config.xml」の編集画面では、「ページフロー」タブ、「XML」タブを選択することができる。
このうち、「ページフロー」タブでは、ページの遷移をグラフィカルに定義することができる。
* 「ページフロー」タブで、右クリックし「新規ファイル」を選択することで新たなページを追加でき
る。
* ページを表すアイコンの「+」を展開することにより、ページ中のアクション要素(ボタンなど)が展
開される。このアクション要素から、別ページのアイコンに矢印を引くことにより、ページの遷移を
定義する。

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
18

レベル

統合開発環境に関する知識

応用

Ⅱ-18-8. WideStudio によるアプリケーション開発
第 15 回 (WideStudio によるアプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-18-8. WideStudio によるアプリケーション開発
WideStudio の持つマルチプラットフォーム対応、マルチランゲージ対応、マルチエンコーディング対
応、といった特徴を説明し、WideStudio を用いたアプリケーション開発の利点を解説する。また、
WideStudio を利用したアプリケーション開発の前提となる知識を解説する。
【学習の要点】
* 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、GUI に必要な主要
な部品群を独自のライブラリで提供しているため、利用者は動作プラットフォームを意識すること
なくアプリケーションの開発できる。
* WideStudio ではデスクトップアプリケーションの開発で広く用いられている C/C++言語以外にも
様々な言語を利用して開発できる。
* WideStudio では、動作プラットフォームの文字コードに依存しないアプリケーションを開発でき
る。

MWT(Multi-platform Widget Toolkit)
command

form

window

GUIアプリケーション
コンパイル

Windows

Linux

FreeBSD

BTRON

T-Engine

図 II-18-8. WideStudio のマルチプラットフォーム対応
独立行政法人
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【解説】
1) WideStudio の特徴
* マルチプラットフォーム対応
WideStudio では、デスクトップで動作する GUI アプリケーションに必要な部品群が、独自のクラ
スライブラリ MWT(Multi-platform Widget Toolkit)として提供されている。このライブラリを利用す
ることで、開発者はプラットフォーム毎の違いを意識せずに開発できる。また、作成したアプリケ
ーションは、再コンパイルするだけで、別プラットフォームに移植することが可能となる。以下に
WideStudio が対応するプラットフォームをあげる。
-

ターゲットオペレーティングシステム
Windows(95、98、ME、NT、2000、XP、Vista、CE)、Linux、μCLinux、Mac OS X、T-Engine、
ZAURUS、ITRON、BTRON(超漢字)、FreeBSD、Solaris

-

開発環境として使用できるオペレーティングシステム
BTRON(超漢字)、Windows(95、98、ME、NT、2000、XP、Vista)、Linux、FreeBSD、Mac OS
X、Solaris

* マルチランゲージ対応
WideStudio では様々なプログラミング言語による開発をサポートしている。現在 WideStudio が
対応しているプログラミング言語は、C/C++、Ruby、Perl、Python、Java、OCaml である。
* マルチエンコーディング対応
WideStudio は、プラットフォーム毎の文字コードとは独立して文字コードを扱うため、開発者は
利用したい文字コードを自由に選択し、開発できる。
3) WideStudio の用語
WideStudio 特有の用語について以下に解説する。
* アプリケーションビルダ(Application Builder)
WideStudio の提供する開発環境を指す。アプリケーションビルダを利用することで、WideStudio
が提供する部品をグラフィカルに組み合わせてアプリケーションを作成できる。
* プロジェクト(project)
アプリケーションビルダにおいて、アプリケーションを作成する単位を表す。
* アプリケーションウィンドウ(application window)
プロジェクト内で管理されるウィンドウを表す。この上にボタンなど、部品を配置することで開発
を行う。
* インスタンス(instance)
アプリケーションウィンドウ上に配置された部品を指す。
* プロパティ(property)
個々のインスタンスが持つ属性を指す。
* イベントプロシージャ(event procedure)
インスタンスに対して、クリックなどのイベントが発生した際に、イベントに対して行われる処理を
指す。

独立行政法人
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Ⅱ-18-9. WideStudio を用いた開発の手順
第 15 回 (WideStudio によるアプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-18-9. WideStudio を用いた開発の手順
プロジェクトの作成、アプリケーションウィンドウの作成、部品の配置、イベントプロシージャの記述、
アプリケーションのビルド、デバッグなど、WideStudio によるアプリケーション開発に必要な基本操作
について解説する。
【学習の要点】
* WideStudio では、プロジェクトの作成、アプリケーションウィンドウの作成、部品の配置、イベント
プロシージャの記述、の手順で開発を行う。
* イベントプロシージャの処理例として、部品オブジェクトにアクセスする方法を理解する。
* WideStudio アプリケーションのビルド、デバッグ手順を理解する。

Layout Editor:
GUIデザイン

Object Box:
GUI部品
Instance Editor:
配置された部品の編集

Message:
ビルドログなどのメッセージ
Inspector:
アプリケーションウィンドウ上のインスタンスをツリー表示
図 II-18-9.

WideStudio のアプリケーションビルダ
独立行政法人
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【解説】
1) WideStudio におけるアプリケーションの作成手順
* プロジェクトの作成
-

上部メニューから「プロジェクト」->「新規プロジェクト」を選択することで、プロジェクト作成ウ
ィザードが開く。ウィザードに従ってプロジェクトを作成する。

-

プロジェクト作成後、上部メニューから「プロジェクト」->「プロジェクト保存」をクリックし、プロ
ジェクトを保存しておく。プロジェクトは「[プロジェクト名].prj」という prj 拡張子がついたファ
イルとして保存される。

* アプリケーションウィンドウの作成
-

上部メニューから「ファイル」->「新規ウィンドウ」を選択することで、ウィンドウ作成ウィザード
が開く。ウィザードに従ってウィンドウを作成する。

-

ウィンドウを作成すると、「Inspector」に作成したウィンドウが追加される。また、「Layout
Editor」にウィンドウを表すエリアが表示される。

* 部品の配置とプロパティの編集
-

「Layout Editor」上のウィンドウエリアに、「Object Box」から部品をドラッグ&ドロップすること
で、部品の配置ができる。「Object Box」が開かれていない場合は、上部メニューから「表
示」->「オブジェクトボックス」を選択することで開くことができる。

-

「Layout Editor」上に配置した部品を選択した状態で「Instance Editor」の「プロパティ」タブ
を選択すると、部品のプロパティを編集することができる。プロパティを編集することで、サ
イズや表示文字列を変更することができる。

* イベントプロシージャの記述
-

「Layout Editor」上の部品を選択した状態で「Instance Editor」の「プロシージャ」タブを選
択し、左端のアイコンをクリックすることで、イベントプロシージャを追加できる。追加の際に、
「関数名」と「起動トリガ」を指定する。「起動トリガ」はそのプロシージャが呼び出されるイベ
ント(クリック時、など)を指定し、部品により指定できるトリガが異なる。

-

作成したイベントプロシージャは、「Instance Editor」の「プロシージャ」タブに表示される。こ
れをダブルクリックすることで、エディタが起動し、イベントプロシージャ関数を編集できる。

-

イベントプロシージャ関数には、引数としてイベントの発生元のインスタンス(部品を表すオ
ブジェクト)が渡される。このインスタンスに対して操作を行うことで、イベントの発生元の部
品に対して処理できる。

-

イベントの発生元の部品以外の部品に対して処理を行いたい場合は、インスタンス管理イ
ンスタンスから処理対象のインスタンスを取得する。

2) WideStudio アプリケーションの実行
* 上部メニューから「ビルド」->「ビルドオール」を選択することで、アプリケーションのビルドが行わ
れる。
* 上部メニューから「ビルド」->「実行」を選択することで、アプリケーションが実行される。
* 上部メニューから「ビルド」->「デバッグ」を選択することで、アプリケーションのデバッグを実行で
きる。
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Ⅱ-18-10. WideStudio によるマルチプラットフォーム開発
第 15 回 (WideStudio によるアプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-18-10. WideStudio によるマルチプラットフォーム開発
WideStudio/MWT (Multiplatform Widget Toolkit)の大きな特徴であるマルチプラットフォーム対応機
能について解説する。WideStudio におけるマルチプラットフォーム対応の考え方と、実際の対応例
を紹介する。
【学習の要点】
* WideStudio ではプラットフォームによる違いを標準ライブラリで吸収するため、開発者は標準ラ
イブラリのみを利用することで、マルチプラットフォームに対応したアプリケーションを開発でき
る。
* T-Engine、BTRON といった他の開発環境/ライブラリが対応していないプラットフォーム上でも
動作可能なアプリケーションの開発が可能であることが大きな特徴である。
* T-Engine、BTRON 向けのソフトウェアの構築方法として、Linux 上でクロスコンパイルし実行ファ
イルを生成する手順などが公開されている。

超漢字用アプリケーションのクロス開発
クロスコンパイル
実行

Wide Studio
プロジェクト

超漢字用
実行ファイル

超漢字用
ライブラリ

転送

超漢字用
実行ファイル

超漢字クロス開発環境
Linux

超漢字

超漢字用アプリケーションのセルフ開発
コンパイル
実行

Wide Studio
プロジェクト
超漢字用
ライブラリ

超漢字用
実行ファイル

超漢字セルフ開発環境
超漢字
図 II-18-10. WideStudio による超漢字(BTRON)向けアプリケーションの開発
独立行政法人
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【解説】
1) WideStudio のマルチプラットフォーム対応
WideStudio では様々なプラットフォームに対応した標準ライブラリを提供しており、単一のソースコ
ードでマルチプラットフォームに対応することができる。以下に対応例をあげる。
2) 超漢字(BTRON)用アプリケーションの開発
WideStudio で超漢字 (BTRON)用のアプリケーションを開発する方法としては、Linux 上にクロス開
発環境を構築する方法と、超漢字上で直接アプリケーションビルダを動作させて開発する方法が
ある。
* Linux 上でのクロス開発
詳細は Web ページ(http://www.widestudio.org/ja/t-engine/btron.html)を参照のこと。以下に
概要を説明する。
-

超漢字クロス開発環境のインストール
Linux 上で超漢字アプリケーションのクロス開発を行うためにはパーソナルメディア社のダウ
ンロードページ(http://www.personal-media.co.jp/tron/developer/develop.html)から超漢
字クロス開発環境を入手し、インストールする必要がある。

-

WideStudio 本体と超漢字用 WideStudio ライブラリのビルド
WideStudio 本体と超漢字用 WideStudio ライブラリを、それぞれソースコードからビルドする。

-

アプリケーションビルダの設定
超漢字クロス開発環境のインストールパスと開発ターゲットの設定を行う。

* 超漢字上でのセルフ開発
詳細は Web ページ(http://www.widestudio.org/ja/download-btron.html)を参照のこと。以下に
概要を説明する。
-

超漢字セルフ開発環境のインストール
パーソナルメディア社のダウンロードページから入手し、インストールする。

-

WideStudio 超漢字用バイナリパッケージのインストール
超漢字上で利用可能なバイナリパッケージが上記 Web ページで配布されている。Web ペー
ジの記述にしたがってインストールする。

3) T-Engine 用アプリケーションの開発
WideStudio で T-Engine 用のアプリケーションを作成する方法としては、Linux、および Windows 上
でクロス開発する方法がある。詳細は Web ページ
(http://www.widestudio.org/ja/t-engine/t-engine.html)を参照のこと。以下に Linux 上でクロス開
発する場合の概要を説明する。
* T-Engine/T-Shell 開発キットのインストール
市販の製品がいくつか存在する。マニュアルに従いインストールする。
* WideStudio 本体と T-Engine 用 WideStudio ライブラリのビルド
Linux の場合は、本体、ライブラリ共にソースコードからビルドを行う。
* アプリケーションビルダの設定
T-Engine 開発環境のインストールパスと、開発ターゲットの設定を行う。
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