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Chapter 1-1

この節のポイント

Node.jsとは？

　サーバーサイドの開発は、今や「戦国時代」の様相を呈しています。使用するサーバー、開発言語、フレームワー

ク、何を選ぶべきでどれが優れているのか、その分野に詳しい人以外には皆目わかりません。

　が、そうした状況の中でも、着実に利用を増やしつつあるのが「Node.js」でしょう。Node.jsとは一体何か。なぜ

注目されているのか。その特徴を整理してみましょう。

JavaScriptである！

　これが最大の特徴でしょう。Node.jsは、サーバーで動作するJavaScript環境です。Node.jsは、Googleが

Chrome用に開発したJavaScriptエンジン「V8」をベースに構築されています。意外に知られていませんが、

Google Chromeはオープンソースプロジェクトとしてソースコードなどが公開されています。このChromeで使われ

ているJavaScriptのエンジン部分をベースに、サーバー環境でスクリプトを高速処理できる環境として作られたのが

Node.jsなのです。

　JavaScriptですから、本格的なサーバー開発の経験などはなくても、少し勉強すればなんとかなりそうだ……。そ

う思う人はきっと多いことでしょう。もちろん、WebブラウザのJavaScriptとは利用できる機能などもだいぶ違いま

すから新たに学ぶこともたくさんありますが、決して難解な言語ではない（むしろ、かなりとっつきやすい言語である）

というのはビギナーにとってありがたい特徴です。

　何より、「サーバー側とクライアント側（サーバーにアクセスする側、要するにブラウザ側）を同じ環境で開発でき

る」というのは、JavaScriptしかありません。他の言語では、ブラウザの処理は書けないんですから。「JavaSciptだ

けわかればクライアント側とサーバー側の両方の開発ができる」というのは、やってみるとなかなかに快適なもので

すよ（図1-1）。

非同期シングルスレッド環境である

　これは、サーバーに関する知識がないとちょっとわかりにくいことですが……。サーバーというのは、同時にたく

さんのユーザーからアクセスを受け、それらをすべて処理していかなければいけません。このため、ほとんどのサーバー

は、同時に多数のスレッドを生成してアクセスを処理する「マルチスレッド」という方式を採用しています。「スレッ

Node.jsのセットアップ

●Node.jsをインストールして使えるようにしましょう。

●開発環境「Eclipse」を用意し日本語化しましょう。

●EclipseでNode.js開発を行う「Nodeclipse」を準備しましょう。
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ド」というのは、プログラムの内部で実行できる処理のことです。同時にたくさんのアプリケーションを動かせるこ

とを「マルチタスク」と言いますが、サーバープログラムの中で同じようにたくさんの処理を平行して動かせること、

と考えてください。

　Node.jsは、同時にたくさんのスレッドを処理できるマルチスレッドではなく、常に１つのスレッドしか実行できな

い「シングルスレッド」方式を採用しています。同時に１つだけしかアクセスを受け取れません。「じゃあ、大勢がア

クセスしたらどうなるんだ？」と思うでしょうが、これが大丈夫なのです。アクセスを受け取ったら、その処理は他

に任せてすぐに次のアクセスを受け取るのです。そうやって、次から次へとアクセスを受け取っていくのですね。

　一体、何がどう違うのか、まだピンとこないかもしれませんが、シングルスレッドを採用したことで、「同時に多数

のアクセスが集中してもメモリやスピードがそれほど犠牲にならない」という利点が出てくるのです。アクセスがあ

るたびに新しいスレッドを実行するマルチスレッド方式だと、アクセスが集中したら猛烈な数のスレッドが実行され、

膨大なメモリを消費してしまうのです。

　こうした点から、Node.jsは急激なアクセス集中などに強いサーバー環境とされているのです（図1-2）。

ブラウザ

サーバー

JavaScript

Java, PHP, 
Ruby...

ブラウザ

サーバー

JavaScript

JavaScript

図1-1　多くのサーバーではJavaやPHP、Rubyなどを使っており、ブラウザ側とサーバー側で別の言語で開発をしないといけない（左）。
Node.jsならJavaScriptだけですべて開発できる（右）。

スレッド スレッド

スレッド スレッド

クライアント クライアント

クライアント クライアント

スレッド

クライアント クライアント

クライアント クライアント

図1-2　普通のサーバーはアクセスするごとにスレッドが作られるため、どんどんメモリを消費して遅くなる（左）。Node.jsは１つのスレッド
ですべてを処理するため、急激なアクセスがあっても速度低下などを引き起こしにくい（右）。
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Node.jsを入手するには？

　Node.jsは、オープンソースソフトウェアとして公開されており、誰でも自由に利用することができます。まずは以

下のサイトにアクセスしましょう。

　http://nodejs.org/

　このページの中央にある「INSTALL」ボタンをクリックすれば、現在使っているプラットフォーム（OSのこと）向け

のNode.jsがダウンロードされます。本書執筆時現在、「0.10.24」というバージョンのものが配布されており、ここ

ではこのバージョンをベースに説明を進めていきます。皆さんがアクセスしたときにはさらに新しいバージョンがアッ

プロードされているかもしれませんが、その場合は最新バージョンを使っていただいてかまいません。

図1-3　Node.jsのサイト。「INSTALL」ボタンをクリックすれば、現在使っているプラットフォーム向けのソフトウェアをダウンロードできる。

　ページにアクセスすると、画面中央に「INSTALL」というボタンが表示されます。これをクリックしてください。

現在アクセスしているパソコン向けのインストーラ（要するに、そのOS用のもの、ということですね）が自動的にダウ

ンロードされます。

Windowsへのインストール

　では、インストールを行いましょう。Windowsの場合、「node-xxx.msi」（xxxは任意のバージョン）という名前でファ

イルがダウンロードされます。そのままダブルクリックして起動してください。

zWelcome	to	Node.js	Setup	Wizard

　起動すると、すぐにインストール先をチェックするプログラムが実行されますので、しばらく待ってください。やが

て、画面に「Welcome ……」と表示されたウインドウが現れます。そのまま「Next」ボタンをクリックして次に進み

ましょう。
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図1-4　Welcome画面。そのまま次に進む。

xEnd-User	License	Agreement

　ソフトウェアの使用許諾契約画面になります。ソフトウェアのインストールではおなじみのものですね。下に見え

る「I accept the terms in the License Agreement」というチェックボックスをONにし、「Next」ボタンで次に進ん

でください。

図1-5　使用許諾契約の画面。チェックボックスをONにする。

cDestnation	Folder

　インストール先の設定です。デフォルトでは、「C:\Program Files\nodejs\」とパスが設定されています。特に理由

がない限りはそのまま次に進みましょう。

図1-6　インストール場所の設定画面。デフォルトのままでOK。
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vCustom	Setup

　インストール内容の設定を行う画面になります。ここで項目を設定できますが、既にNode.jsにある程度慣れてい

る人以外は、何も触らずにそのまま次に進みましょう。「これはいらないだろう」と勝手に項目を操作してしまうと、

後でトラブルのもとになります。

図1-7　インストールする項目の設定。これもデフォルトのままでいい。

bReady	to	install	Node.js

　これでインストールの準備は整いました。そのまま「Install」ボタンをクリックすれば、インストールを開始します。

Windows Vista以降では、このときにインストールの許可を求めてきますので、許可してください。インストール作

業が行われます。

図1-8　そのまま「Install」ボタンをクリックすればインストールを開始する。

nCompleted	the	Node.js	Setup	Wizard

　すべての作業が完了すると、以下の画面が表示されます。そのまま「Finish」ボタンをクリックしてインストール

完了です！

図1-9　この画面が出てくれば、インストール完了だ。
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Mac OS Xへのインストール

　Mac OS Xの場合も、専用のインストーラファイルの形で配布されています。「node-xxx.pkg」（xxxは任意のバー

ジョン）という名前でダウンロードされます。このファイルをダブルクリックして起動してください。

zはじめに

　起動すると、「ようこそNodeインストーラへ」と表示されたインストーラウインドウが現れます。そのまま「続ける」

ボタンをクリックして次に進みます。

図1-10　起動画面。そのまま次に進む。

x使用許諾契約

　プログラム利用に関する契約です。「続ける」ボタンをクリックすると画面にダイアログが現れるので、「同意する」

ボタンをクリックしてください。

図1-11　使用許諾契約。現れたダイアログで同意する。

cインストール先の選択

　どこにインストールするかを選択する画面に進みます。「このコンピュータのすべてのユーザ用にインストール」と

いう項目が表示されるので、これを選択して「続ける」ボタンをクリックします。

図1-12　インストール先はデフォルトのままでOKだ。
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vインストールの種類

　インストール内容を設定する画面に進みます。「カスタマイズ」ボタンをクリックすると、インストールする内容を

設定できます。が、特別な理由がない限り、このボタンはクリックしないでください。そのまま「インストール」ボ

タンをクリックして、インストールを開始してください。

図1-13　カスタマイズせず、標準のインストールのままでOK。

bインストールを実行

　おそらく、管理者のパスワードを尋ねてくるので、入力すればインストールが開始されます。インストールが終わ

るまでしばらく待ちましょう。

図1-14　インストールを開始すると、後はひたすら待つだけ。

n完了

　「インストールが完了しました」と表示され、インストール内容が下に表示されます。そのまま右下の「閉じる」ボ

タンをクリックして、インストーラを終了しましょう。これですべて完了です！
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Node.jsの開発環境は？

　これで、Node.jsはもう使える状態になりました。驚くほど準備は簡単です。後は、Node.jsのコマンドを使ってプ

ログラムを作成し、ソースコードを編集していくだけです。

　では、ソースコードの編集はどうするのでしょう。開発作業は、何か専用の開発ソフトを用意したほうがいいのでしょ

うか。そのあたりについてまとめておきましょう。

基本は「エディタ」でOK！

　Node.jsは、サーバーでJavaScriptを動かす環境です。つまり、作成するソースコードはすべてJavaScriptです。

Webサイトなどで利用するJavaScriptと基本的には同じものです。ソースコードを書くだけでNode.jsのプログラム

は作れます。

　既にHTMLやJavaScriptのコードをエディタで書いている、というような人は、慣れたエディタをそのまま使い続

けることができます。別途専門のツールなどを用意する必要はありません。

図1-15　テキストエディタがあれば、これで基本的なプログラム作成ができる。

統合開発環境「Eclipse」も使える

　本格的なプログラミングをする場合、「統合開発環境」と呼ばれる開発ツールを利用してプログラミングを行うの

が一般的でしょう。中でも、Javaを中心とするサーバーサイド開発者の間で広く使われているのが「Eclipse（エクリ

プス）」です。まだ使ったことがなくても、その名前ぐらいは耳にしているでしょう。

図1-16　Eclipseという開発環境。これもNode.js開発に対応している。
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　Eclipseは、Eclipse Foundationという団体が中心となって開発を進めているオープンソースの開発ツールです。

各種のプラグインを追加することでさまざまな開発に対応できる、その柔軟さが高く評価されています。Node.jsの

場合も、専用のプラグインを追加することで対応することができます。

　Eclipseの他にもNode.jsに対応している開発ツールはあります。例えば、マイクロソフトの統合開発環境「Visual 

Studio .net」には、「Node.js Tools for Visual Studio」というプラグインがマイクロソフト自身によって開発提供され

ています。既にVisual Studioを利用していて、引き続きこれを使っていきたい、という人は、このプラグインを利用

するのがよいでしょう。

エディタか、Eclipseか？

　まだ開発環境なども特に使い込んでいない、これから本格的にプログラミングを始めようと考えている人は、やは

り「エディタ」か「Eclipse」のどちらかを使うことになるでしょう。それぞれに特徴がありますので、どちらがよい

とは一概に言えません。自分に向いているほうを利用するのがよいでしょう。

　簡単に両者の特徴を整理しておきましょう。

エディタは軽快！

　エディタで開発を行う最大の利点、それは一にも二にも「軽快である」という一点に尽きるでしょう。最近の開発

環境は巨大化しており、数百MBのメモリを消費するが当たり前になりつつあります。しかし、テキストエディタはメ

モリも食わず、動作も速い。とにかくスピーディにプログラミングを行いたい人には最適でしょう。また、メモリや

CPUなどをそれほど消費しないことから、あまり強力なハードウェアではない環境で開発を行うような場合にも適し

ています。

Eclipseはとにかくパワフル！

　Eclipseの特徴は、エディタの特徴をそのまま裏返しにしたものでしょう。メモリは大量に消費（起動時に400MB

程度）しますし、動作ももっさりしたところがあります。が、それは非常に強力な機能が搭載されているためでもあり

ます。

　統合開発環境ですから、用意されている機能の中には、Node.js開発には無縁のものもいろいろとあります。しかし、

それでもEclipseでNode.js開発を行う利点はあります。

　Eclipseでは、さまざまなソースコードを編集するための専用エディタが多数揃っており、これを利用することで非

常に快適なプログラム作成が行えます。プログラミング向けのエディタでも多くの支援機能がありますが、統合開発

環境と比べるとやはり貧弱な感は否めません。

　また、プロジェクトの作成や実行など、プログラミング以外の部分でも、面倒なコマンド操作などを行わずに作業

が進められます。「コマンドはいや」という人にとっても、統合開発環境を使うメリットは大きいでしょう。

Node.js関係の情報はエディタ派向き？

　Node.jsに関する情報は多数インターネットなどで流通していますが、その多くは「テキストエディタで書き、コマ

ンドで実行する」というタイプの開発に関するものです。もともとNode.js自体がそうした使い方をする前提で作ら

れていますし、Eclipse用のプラグインが登場してまだ日も浅いため、それほど広く使われるには至っていません。
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ツールとしての使い方情報はEclipseが豊富

　Node.jsではなく、開発環境に関する情報となると、やはりEclipseは圧倒的です。現在、Eclipseは開発環境の

デファクトスタンダードとなっており、使いこなしに関する情報は山のように見つかるでしょう。Node.jsのプラグ

イン関連の情報は非常に少ないのですが、非常にシンプルなものですので、使い方に困るということはあまりない

でしょう。

　総じて、「Node.jsだけの機能に絞った、シンプルで快適な環境」を望むならばエディタベース、「とにかく開発に

関するさまざまな機能がほしい」ならばEclipseを選択すればよいでしょう。あなたの性格と使い方にあったものを

選んでください。

Notepad++の利用

　「特徴はまとめたので、後は勝手に」というのも少々不親切ですので、エディタとEclipseの環境整備についても簡

単にまとめておきましょう。

　エディタはさまざまなものがありますので、それぞれ好みのものを利用すればいいのですが、「普段、これといって

利用しているものがなく、どういうエディタがいいのかわからない」という人もいるでしょう。そうした人には

「Nodepad++」というエディタを紹介しておきましょう。

　Notepad++はフリーウェアのWindows用ソフトウェアです。非常に多くのプログラミング言語に対応しており、

予約語の色分け表示や候補の表示など強力な編集支援機能を持っています。

　Notepad++は以下のサイトにて公開されています。まずはここにアクセスをしてください。

　http://notepad-plus-plus.org/

図1-17　Node++のサイト。ここからソフトウェアをダウンロードできる。

　このページにある「Download」ボタンをクリックし、ダウンロードページに移動してから再度「Download」ボタ

ンをクリックすればダウンロードされます。ダウンロードされるのは、「npp.xxx.Installer.exe」（xxxは任意のバージョ

ン）という専用インストーラプログラムです。これをダブルクリックして起動し、次の手順でインストールを行います。
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z起動するとすぐに、インストーラの言語を選択するダイアログが現れますので、「日本語」を選んでください。こ

れで日本語でインストーラが表示されます。

図1-18　インストーラの言語を日本語にする。

xセットアップウィザードのウインドウが現れます。このまま「次へ」ボタンをクリックして次に進みます。

図1-19　起動画面。そのまま次に進む。

cライセンス契約書の画面になります。そのまま「同意する」ボタンをクリックして進みます。

図1-20　ライセンス契約は「同意する」ボタンをクリックする。

vインストール先の選択画面に進みます。デフォルトでは「Program Files」（64bit OSでは「Program Files(x86)」）フォ

ルダ内に「Notepad++」というフォルダを作って保存します。特に理由がない限り、そのままにしておきましょう。

図1-21　インストール先はデフォルトのままでOK。
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bコンポーネントの選択画面になります。ここでは１箇所だけ変更をしておきます。「カスタム」というポップアップ

ボタンの下に、インストールするコンポーネント類のリストが表示されています。この中から「Localization」フォ

ルダの中にある「Japanese」を探して、そのチェックをONにしてください。これで日本語のローカライズ用リソー

スファイルが保存されるようになります。

図1-22　コンポーネントの選択画面では、「Localization」から「Japanse」をONにしておく。

nインストールオプションの設定画面になります。これは、すべてチェックがOFFの状態のままでいいでしょう。そ

のまま下にある「インストール」ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。

図1-23　インストールオプションはすべてOFFのままでOKだ。

mしばらく待っているとインストールが終了します。そのままインストーラを終了してください。

図1-24　インストールが完了したら、インストーラを終了する。
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日本語表示への切り替え

　起動すると、すぐに使えるようになるのですが、表示がすべて英語のままです。これは日本語に切り替えることで

表示を変更できます。

図1-25　起動した直後は英語表示のままだ。

z＜Settings＞メニューから＜Preferences＞を選んでください。これは、Notepad++の設定を行うダイアログを呼

び出すものです。

図1-26　＜Preferences＞メニューを選ぶ。

x現れた設定ダイアログの左端にあるリストから「General」を選びます。

図1-27　左端のリストから「General」を選ぶ。

c右側に、「Location」という項目が表示されます。このリストから「日本語」を選び、ダイアログを閉じてください。

図1-28　Locationから「日本語」を選ぶ。
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　これで、すべての表示が日本語に変わります。これなら十分使えますね。Notepad++の使い方については、ここ

で詳しく説明はしません。テキストを編集するエディタですから、それほど使いこなすのは難しくないでしょう。

図1-29　すべてのメニューやダイアログなどが日本語に変わる。

Eclipseのインストール

　続いて、開発環境Eclipseの準備について説明しましょう。これは、きちんと説明しようとすると結構大変ですの

で、ここでは開発の準備が整うまでを説明しておくことにします。実際の開発作業などは、そのつど触れることに

しましょう。

　EclipseはEclipse Foundationによって開発され、そのサイトで公開されています。まずは以下のアドレスにアク

セスしましょう。

　http://eclipse.org/

図1-30　Eclipseのサイト。「Download Eclipse」ボタンをクリックする。

　これがEclipseのサイトです。ここから、右上にある「Download Eclipse」ボタンをクリックすると、ダウンロー

ドページに移動します。
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図1-31　ダウンロードページには、パッケージの一覧が表示される。

パッケージについて

　ダウンロードページには、いくつもの種類のEclipseがリスト表示されていて面食らったかもしれません。これは

「パッケージ」と呼ばれるものです。

　Eclipseは、本体に「プラグイン」と呼ばれる追加プログラムを組み込むことで、さまざまな言語や用途に使える

ようになっています。そこで、比較的利用者の多い言語や用途ごとに必要なプラグインをあらかじめ組み込んでおき、

「ダウンロードすればすぐに使える」ようにしたものを用意しておいたのですね。これがパッケージです。

　いろいろなパッケージが用意されていますが、サーバー開発を行うのであれば、「Eclipse IDE for Java EE Developers」

というパッケージをダウンロードしてください。これは標準のEclipseに、サーバー開発で必要となる各種の機能を

組み込んだものです。これ一本で、サーバー関連はほぼ完璧に行えます（もっとも、Node.jsを利用するためには後述

するプラグインを追加する必要がありますが……）。

32bit/64bitの違い

　パッケージの一覧を表示する「Package Solutions」というところの一番上にEclipse IDE for Java EE Developersが

あります。項目の右側には「Windows 32bit」「Windows 64bit」というリンクがあります。ここから、使用したいほうを

クリックすれば、ダウンロードするミラーサイト（ファイルがアップロードされているサーバー）を選ぶ画面に進みます。

　この32bitと64bitという２種類のものは、使用しているOSのbit数を示すものです。例えば、Windowsでは32bit

版と64bit版があります。どちらのOSを使っているかによって、ダウンロードするものも変わってくるのです。

　64bit版のWindowsで32bit Eclipseを動かすことは可能ですが、その逆はできません。ですので、よくわからなけ

れば、どちらでも動く32bit版のほうをダウンロードしてください。また、その際は、JDK/JREもすべて32bit版をイ

ンストールしておくようにしてください。

ダウンロードしたファイルはそのまま展開するだけ

　ダウンロードされるのは、Zip圧縮されたファイルです。これを展開すると「eciipse」というフォルダが用意され、

そこにファイル類が保存されます。Eclipseのインストールは、これだけです。専用のインストーラなどは用意されて

おらず、ただ「配布される圧縮ファイルを展開し、適当な場所に置くだけ」で終わりです。

　保存したフォルダは、どこか使いやすい場所に置いておきましょう。ここではデスクトップに用意しておくことに

しました。
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日本語とPleiades

　Eclipseは、基本的に「英語版」のみが配布されています。日本語の表示はされません。が、やはり日本語で使い

たい人も多いことでしょう。

　Eclipseでは、表示を日本語化する「Pleiades」というプラグインが配布されています。これを利用することで、日

本語ソフトとしてEclipseが使えるようになります。以下のサイトにアクセスしてください。

　http://mergedoc.sourceforge.jp/

図1-32　Pleiadesのサイト。ここからソフトウェアをダウンロードできる。

　上の画面がPleiadesを開発しているmergedoc projectのサイトです。ここからPleiadesをダウンロードすること

ができます。

　ページやや下よりに「Pleiadesプラグイン・ダウンロード」という表示があり、そこに「最新版」「安定版」といった

表示とバージョン番号のリンクが見えます。このリンクをクリックすれば、Pleiadesをダウンロードできます。

　通常は、安定版のほうをダウンロードしておきましょう。最新版はより日本語化が進められていますが、何らかの

バグが潜んでいないとも限りません。既に安定版でほとんどの日本語化は済んでいますので、これで十分でしょう。

図1-33　ダウンロードページには最新版と安定版が用意されている。
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Pleiadesのインストール

　Pleiadesは、Eclipseに組み込んで使います。これは作業を間違えると正しく日本語化されませんので、以下の手

順に従って行ってください。

Pleiadesを展開して「features」と「plugins」の中身をコピーする

　ダウンロードしたZipファイルを展開します。「Pleiades」フォルダの中には、いくつかのファイルやフォルダが保

存されています。

　まず「features」フォルダを開き、その中にある「jp.sourceforge.mergedoc.pleiades」というフォルダをコピー

します。そしてEclipseのフォルダを開き、その中にある「features」フォルダを開いてペーストします。これで「jp.

sourceforge.mergedoc.pleiades」フォルダがEclipseの「features」内に用意されました。

　同様にして、Pleaidesの「plugins」フォルダの中にある「jp.sourceforge.mergedoc.pleiades」フォルダをコピー

し、Eclipseの「plugins」フォルダを開いてペーストします。これで、必要なソフトウェアはすべてEclipse側にコピー

できました。

図1-34　Eclipse内にある「features」「plugins」のそれぞれに、Pleiadesの同名フォルダ内にあるものをコピーする。

eclipse.iniを編集する

　Eclipseのフォルダの中にある「eclipse.ini」というファイルをテキストエディタ（ワードパッドなど）で開いてくだ

さい。これは、中身はただのテキストです。開くと、そこにEclipseの起動に関する設定が書かれています。

　この一番最後に、以下の一文を追記してください。

-javaagent:plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/pleiades.jar

　記述したら、ファイルを保存してエディタを終了します。これでPleiadesの組み込み作業は完了です。

Mac OS Xのeclipse.iniはどこにある？

　Mac OS Xを利用している場合、eclipse.iniファイルが見つからない！ と頭を抱えている人もいることでしょう。実

は、Mac OS XのEclipseはアプリケーションパッケージファイルになっており、アプリケーションの中にeclipse.ini

が含まれているのです。
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　Eclipseのアプリケーションを右クリックし、＜パッケージの内容を表示＞を選んで中身を開いてください。その中

の「Contents」フォルダ内の「MacOS」フォルダの中にeclipse.iniがあります。

　また、配置場所が違いますので、追記する文もファイルのパスを調整して以下のように記述してください。

-javaagent:../../../plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/pleiades.jar

Eclipseを起動してみよう

　組み込みができたら、Eclipseを起動してみましょう。起動すると、最初に「ワークスペースの選択」というダイア

ログが現れます。ワークスペースというのは、作成するアプリケーションなどのファイルを保管し管理する場所です。

これは、デフォルトのままOKすればいいでしょう。

　なお、ダイアログの左下に「この選択をデフォルトとし……」というチェックボックスがありますが、これをONに

しておくと、次回の起動時からダイアログが表示されなくなります。毎回、同じダイアログを見るのが嫌な人はON

にしておきましょう。

図1-35　ワークスペースの選択ダイアログ。デフォルトのままOKすればいい。

　起動すると、「ようこそ」という表示が最初に現れます。これは、Eclipseの機能やサンプルなどへのリンクをまと

めたものです。これは開発に使う画面ではないので、移動しましょう。表示の右上あたりに見える「ワークベンチ」

というアイコンをクリックしてください。これで開発のための表示に切り替わります。

　Eclipseは、「ビュー」と呼ばれる小さなパネルのようなものが組み合わさった形をしています。アプリケーション

を作成するときは、このそれぞれのビューにさまざまな情報が表示されます。

図1-36　Eclipseの画面。いくつかのビューが組み合わせられた形になっている。
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主なビューを覚えよう

　Eclipseを利用する際には、表示されているビューの役割などを頭に入れて操作しなければいけません。といっても、

実際に「使い方を覚えないとプログラミングできない」というような機能は多くはないので、ここでざっと頭に入れてお

くことにしましょう（なお、わかりやすいように、図版はサンプルでプロジェクトを作成した状態を掲載してあります）。

左側のビュー

　ウインドウの左側には、「プロジェクト・エクスプローラー」というビューが表示されます。これは、Eclipseでプロ

グラムを作成するときに用意する「プロジェクト」というものの中身を整理して表示するものです。プログラム作成

に必要なファイル類がここにまとめられ、ダブルクリックして開けばそれを編集するエディタが表示されます。

　基本的に、プログラムの作成はこのプロジェクト・エクスプローラーからファイルを開いて編集する、といった形で

作業をすることになります。

図1-37　プロジェクト・エクスプローラー。必要なファイルやライブラリなどをまとめて管理するためのもの。

中央の空白エリア

　中央には、何も表示されていない空白のエリアがあります。これは、ファイルを編集するためのエディタが表示さ

れるところです。

　左側のプロジェクト・エクスプローラーからファイルを開くと専用のエディタが起動し、ここにファイルの内容が表

示されます。後は、その内容を自由に書き換えるだけです。

図1-38　ファイルを開くと、中央のエリアに編集用のエディタが表示される。ここでファイルを編集できる。
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右側のエリア

　右側には、２つのタブが重なった状態のものが表示されます。タブには「アウトライン」「タスク・リスト」と表示さ

れているでしょう。これは、２つのビューが重なった状態になっているのです。こんな具合に、Eclipseでは複数のタ

ブを同じ場所に開いて切り替え表示することができます。

　アウトラインはソースコードなどを開いたとき、そのコードの内容を階層的に表示するものです。タスク・リストは、

あらかじめ記述しておいたタスク（やるべき作業を指定したメモ）を表示し管理するものです。

　これらは、特に使い方など知らなくとも開発には差し障りはありません。アウトラインなどは、実際にソースコー

ドを編集するようになれば、ごく自然に表示された内容がソースコードの構造を示していることに気がつくでしょう。

わざわざここで覚える必要はありません。

図1-39　アウトラインのビューには、開いたファイルの構造が表示される。

下のエリア

　エディタの配置場所と右側のビューの下には、横長のビューがいくつも開かれた場所があります。ここには、プロ

グラムの作成と実行に関するさまざまな情報が整理されて表示されます。例えば、ソースコードの記述に文法的なエ

ラーがあったり、実行したプログラムの状況を表示したり、といったものですね。

　これらは、必要に応じて自動的に切り替わって表示されるようになっていますので、特に使い方などがよくわから

なくても大丈夫です。「ここに何か表示されたらよく読んでおく」というぐらいに考えておきましょう。何らかの形で

個々の出力を利用する場合は、そのつど触れることにしましょう。

図1-40　下の部分にはいくつものビューがある。これはコンソールというビュー。必要に応じて情報が書き出される。

　Eclipseは本格的な開発ツールですので、細々とした使い方を説明しようとすれば、この本一冊でも説明しきれま

せん。ですので、これは「読み進めながらそのつど必要な説明をしていく」ということにしましょう。Eclipseの専門

家になることが私たちの目標ではありません。これを使ってNode.jsの開発ができれば、それで十分なのですから。
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Nodeclipseをインストールしよう

　Eclipseが用意できたところで、これにNode.js開発用のプラグイン「Nodeclipse」をインストールしましょう。

Eclipseは、オンライン経由でソフトウェアをインストールしたりアップデートすることができます。次の手順に沿っ

て作業しましょう。

メニューを選ぶ

　＜ヘルプ＞メニューから＜新規ソフトウェアのインストール＞を選んでください。

図1-41　＜新規ソフトウェアのインストール＞を選ぶ。

使用可能なソフトウェア

　画面に「使用可能なソフトウェア」というダイアログが現れます。この一番上の「作業対象」フィールドに以下の

ように入力し、 Enter キーを押してください。

http://dl.bintray.com/nodeclipse/nodeclipse/

図1-42　ダイアログの作業対象にURLを入力する。
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インストールするソフトをチェック

　下にあるリスト表示エリアに３つの項目が表示されます。これが、インストール可能なソフトウェアです。この３

つのチェックをすべてONにして、「次へ」ボタンで次に進みます。

図1-43　リストに表示された項目のチェックをONにする。

インストール詳細

　画面に「インストール詳細」という表示が現れます。これはインストールする内容をまとめたものです。そのまま

次に進みます。

図1-44　インストールの詳細を確認し、次に進む。

ライセンスのレビュー

　ソフトウェアライセンス契約の画面になります。「使用条件の条項に同意します」というラジオボタンを選択し、「完

了」ボタンをクリックします。これでダウンロードが開始されます。

図1-45　ライセンスに同意し、完了するとインストールを開始する。
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豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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