
Ｈ－Ｌ
２４ｉＱｕｅｒｙの

．ＨＴＭＬ要素の値を変更

,lllllIlljQ（lery記 ポ
ー

＄(セレクタ).att｢(属性名，値）

''''''''１ ''1’ Ⅲ処理内容 Ⅲ’
属性に値を代入

＄(セレクタ）ＣＳＳ(プロパテイ‘隙） スタイルのブロパティに値を代入

＄(セレクタ),html(値） 要誰の内容に仙渥代入

＄(セレクタ>・Val<値） vaue屈性に{Ｉ向を代入

HTMＬファイルの記述

(テキスト入力ボックスの定義）

<ユｎｐｕヒヒｙｐｅ＝じｅｘｔ１・土ｄ=轍i・ｎｐｕじＢｏｘﾕ'･＞

'1’

davaScripヒファイルの記述

(id属性がinPutBoxﾕのテキスト入カボソクスに｢ここにテータを入力｣を表示するｊ
Ｓ(､Winpu上Box"）.val（"ここにヂー ﾀを入力"）；

．ＨＴＭＬ要素にイベント登録

''''''1||Ｉ 111 ''''''''111'''1Ｉ Query記述 |Ⅱｌｌｌｌ’''’’''''’’''１ Ⅲ処理内害 |IIlIllllll

＄(セレクタ）ｏｎ(イベント名．間数定義） イベント発生鱒の処理(関数)を登録

＄(documBnt>､ｏｎ<イベント名‘セレクタ‘関数定擬)令ユ
イベント発生時の処理(側敗)姪登録

登録時に未定義要素でも対応qI能｡,･

Ｉ

:§:BdOcumentオブジェクト駐hXml画素の親にあたるため．，べての愛妻のイベント僑珊が』がってきます．竜レクタでその軍から必要辱要衆②
イペントゼ桧出し表す尋

･1.4未罵淀の謹荒とは、J6vaScrIpKが蔑み込まれた時懲で頚み込謬、ていない愛巽や、、｣avBScnptで動的に廻鋼りる漣寓で‘．。

IITM肋ファイルの記述

(テキスト入力ポンクスの定蕊）

<ｉｎｐＵｔｔｙＰｅ＝同ｂＵヒヒｏｎ'１ｉｄ＝'.ｂＵじじｏｎユ',〉

gavascripヒファイルの紀述

(id侃俳がbuじこonﾕの;j,タンがクリンクされたI1iサメンセージを表示する）

S("#buじじonﾕ''）.on(側cﾕick'，,Euncじion()｛
aﾕert（"ｸﾘｯｸされました''”

}）；

(未定義要素でid属性がbu上bonZのボタンがクリクされた時、メセージを表示する

S<documenじ).on("click'‘，“#buヒヒon2"，EunC上ion()｛
ａlerに（"クリックされました‘，〉；

}川

２１



寸
ロ

i一
Ｆ｜｜’’１１ １ １ ｜’’ ’ ｜’｜’’ 「 ’ :１ ｜｜ ’’

『

第3章 鳶発環境の準備

凶

qEn』9開発環境について

'||||剛側lllll棚要
HTML5の開発環境において、懐i仏的なツールはありません。開発者が口由に進択しま

す。

唯水柵成は、I1TMl′を作成するテキストエディタ、ｌｌＴＭＬを腿崎するＷ(‘})サーバー、

IITMLを表示するＷ(』bブラウザの３つになります。本!'}では、アプリ開発に必要な機能を

持ち、初心者向けにインストールや操作が簡単なツールを選択しています

'''''’'11脚|Ｉ ネットワークとハードウェアの構成(開発用）

１台のパソコンの''１に、WebサーバーとWebプラウザを共存させます。外部にWebサー

バーを脚'1iした場合は、コードを細鵬するたびにファイル転送ツールでアップロードする

必喫がありますが、災作させることでコード細雌後、すぐに災ij:することができるので効

率良く開発することができます。

Androidスマートフォンとの接続は、開発環境とIIilじネットワーク内の無線LANに接続

することで、ハケット通傭料を気にすることなく,'１述な迎信ができます‘インターネット

接統は、ソブトウェァのインス1,-ルにⅢえて、アプリの実行時も必‘腿です。

無線LANの利川がり|&しい場合は、次に脱IﾘＩする配if川の蝋境を、開発川述に利川する

ことができます。

'、



【鰯3軍〕 開発現境の準備基礎知筋 串
’インターネット

コード編柴

シール

(Aptana

Studio）

パソコン

Ｗｅｈ

ブラウザ

(Google
Ch｢oｍｅ）

Ｗｉｎｄｏｗｓ回呂

ＷＲｔ

サ ー バ ー

(ADache】

[ハードウェアとネットワーク］

・Win(lowsハソコン（WindowsXI)/Vism/7）

・インターネットへの催統蝋境

・雌線LAXルーター磯’

･Ａ１,(１１.oidスマートフォン鋤

飢線ＬＡＮ
ルーター

Ｉ

Ａｎｄｒｏｉｄ

スマートフォン

州川MIMﾈｯﾄﾜー ｸとﾊー ドｳｴｱの構成(配布用）
完成したアプリを公|ﾙ|する場合は、インターネット上のWebサーバーを利用します。詳

細は、｜､1鉢の｢Webアプリの配布｣を参照してください。

:骨:ｌアプリの動作碓鎚をＡＩ】(１，．０i<lスマートフ淵･ンで↑j;う場合に必喚です。パソコンのWebプラウザヒでのみ
助fi･させる場合はｲ《卿です

2４
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-Ｈ－Ｈｌ

パソコンパソコン

コード絹集

ツール

(Aptana

Studio）

Ｗｅｂ

ブラウザ

(Google
Chrome〉

llllIWindowsOS

ソフトウェアの構成

＋’十Ｈ
3．

鱈
WebサーバーWebサーバー

’インターネット j－１
)))）

．「，

（ｲﾝﾀー難ツト〕－１

’!i'リ
１A帯詣話

一離地局

§，

|A帯詣話
払地局

Android

スマートフォン

Ａｎｄｒｏｉｄ

スマートフォン

J1ていてト

'一’

Wcbブラウザは、「THEIITML5TEST′サイトの総合i(｝点(執縦時点)に雌づき、ｉｉ腿

ブラウザでIlTML5への対応が雌も良い｢G()()glcChronW｣を避択します‘

Webサーバーは広く普及している「APaCl'‘」を利用しますが、Ａｌ〕acl'eを含めた関迎ツー

ルが前1iiにインストールできる「XAMPI〕(ザンフ)」というハッケージを利川します

コード細災は使い仙れたテキストエディタでl1IlIいませんが急２，本11｝ではアプリ1iliI1fで

ファイルをまとめたプロジェクトの憎;理ができ、HTML5の枇文チェックを行うことがで

きる｢AptanaStudio」を利用します。AptaI1aStudioは、前提ソフトウェアとしてEcIiI)ｓｅ
のインストールが必硬ですＷ('１)アプリのソースコードをコード細雌ツールいptIlna

StU(li())で作成、Ｗ(､l)サーバー(AI)acI1e)に係がします。ハソコン(G()0閑l(､Cllromo)または
AI1(lroi(lスマーl､フォンのＷ(､I〕プラウザで雌‘惚します｡

蕪２イミ森のサンプルアプリを作成-‘1-るには、文字コードUTF-8に対ﾙ画している必要があります．

’Ｆ

｜’



【鯨3ざユ

Ｆ ｒＩ詞

開発現境の準備基礎知職

[ソフトウェア］

．Ｗ('1)プラゥザ((}()0質l(‘Chrome）

。ｗ(‘|〕･ﾘ･一バー（AI)achc）

・コード編集ツール(AptanaStu(li｡）

〔3.2】Webブﾗｳザのｲﾝｽﾄーﾙ

ﾘIlWlIllⅢlGoogleChromeｲﾝｽﾄーﾙ蝿
(1)InL(､１．１Ⅲ塾tExl)l()１ＷでG()oglcCl1r()m(､ダウンロード･り･イト

（httI)://www・google､cojp/chromc/)にアクセスして、インストールファイルをダウン
ロードします「

ざ Ehrome4『，ﾝﾝﾛｰＦ蝋M3ルプ珪署

GooqIeがつくったブラウザ

､蝿たのｲﾝﾀー ﾈｯﾄ釘３や<､,|失退に。

ブラウジングにひとつ先のここちよさを榎脱します。

館Y⑨uTubeを

つかうときに

速く感じますね.,’

琴 生 零歳

Ｌ

旧;噸

’
W1ndDw田か紬匿い〃派

あなたのYouTubcも快辿に

|鍵醗塁Tcw曲ｑｃ々 QもjOEJw胃雨
.~~で-,－~-~一一-Ｆ~

｡‘錨文月輔
.~~で-,－~-~一一-Ｆ~

｡‘錨文月輔

姓２．Ｆけ■只哩、J１f・今Ｃ○wwwWur1dbQ,画風ｊＷ』2.Fけ■踊哩FqJ1

Youｍ§
Ｌ』

み込み加葱や

す。

Goo91eCh『oｍｅ卿ら､ページの読み込み刀蒋や
く､WuTubeもサクリク恥画でき室す。

回

可

』

.;･３インストールソフトウェアのバージョンやWindowsＯＳのバージョンなどにより、異なった画面や手順
になることがあります

2６



Ｗｅｂブラウザのインストール,

十’十１‐Ｈ’'十「

(2)利川規約に合葱します

（

画chrome

劃GCC《lIqChIom⑧利叩“ｊ

Ｔ１ＩｌｊＨＪ凧njIJ次仔コーＩパージ詞:ﾉUjo｡”1qCIwpmoに“脚11』joGpoOIqChfom11のノース

測劉聯織|胤紬識hiom側'M剛'"1噸'Ⅲ‘，.１－プﾝﾉーｽ”卜'ｺｴｱうｲ鰹ﾝ刻置
１．１－ヅーとGQoq2eの図任

１１ﾕー ﾘー がＧＱＣ９Ｉｇのブロゾクト'‐”ﾄｳｴｱﾘー ビ九ワェブすｲﾄ(毒訓,7で1訓珊し･に｢下す－

当ｽ｣と野臥省面による８１】の契約に礎ってGoc91gよりユーザーに制鵠れるワーピスl重き:E蝋1>をご
｢I耐いただく陣は､ユーず-とGOO9IOとの間に瀧的型WﾂIごJゐ川胸"弛用さl唾丁.rCOOOIq｣とIざ.掌工’

FGOOO10Chmmuさ既定のプうウリ吃殿遼鷺9.も

Ｆ険川挽兄ダークとfg吉レポ岬Goo91eに白肋浬雌してOoogI9C1wcmo奴i舵u百1』JこＩ！l立てる．Ｘ哩

同日じてインZlトーjＬ Ｍﾔﾝl:"

(3)プログラムのダウンロードが始まりますので、しばらく待ちます

霞Chrome

ＧＯＯｑＩｅＣｈｒＯｍｅをご利朋いただきありがとうございます

1.手示ごnたりｲﾝド《プゼ億1ﾃは画融侮脚をｸI〃気りま丁‘

rうｆドウが農索引Ｗい畑制Ｊ‘国司睡唖｡E胎Ｃｈ『｡“‘f”ﾋﾄｰｮ

iP「この､ﾉﾌﾄｳrγを災行し茂りか』というﾒﾉﾋ６cq抑く卜rpmoのｳﾝﾛー ド胸蔀し眼した､

ノブl‘ワュア偲日a加ｿ胃インスlq-J堪

１

インストールば数秒で裟了Lハ脱しいづ号ウ‘

DZO12Goo”ゴラ｡fバシーポリ

q障串

…|ソ

(4)ユーザーアカウント制御のダイアログが表ボされた場合は、［はい］ボタンをクリック

してインストールを許可します。

⑦ﾕー リ堂ｱｶｳﾝﾄ制御 ×Ｉ

'＠…………｡…可…聯

動灘議論煽元:蔚撫
フ計ﾉ助入手躯Ｆｍ－Ｍ･ﾕー ﾀー 上のﾊー ﾄ゙ ﾄ゙ ﾗｲﾌ゚

（望些IＩ唾唖二12噸雇蒜副0）

Ｅ,社角Jｳ回根i聞沸Ｗ５示丁霜々イ垂診抄言毒痢寺系

2７



一▼■＝でや＝④●‐一一

i卜鰯i‘Ii蕊桝iiii輔琴
■

(5)Ｇ()()gIeアカウントのログイン1曲i面は、［今同はスキソブ]をクリックしてスキップしま

す

Ｃｈｒｏｍｅへようこそ
』且１１１４ＩＦＰ，辰荷い起乱１竜』・輿・『す純ロユ

ロ増･『'’て伺誹

ﾒール

パスワード

嘩圃iｴ『.u･･･，v軍ｔｐＩ１

－闇一一・・１９△ＬＤ呂蛍

(･亀回＝‐）諏岨

(6)Ｇ()0質ｌＰＣｌ,romcブラウザが,哩肋していることを確偲してインストール完了です

ソIvbl4w？
←ＣＱ

Ｌ

､Ⅱｅ毒aTも唖＝牽畳･乱尤竜暫壁ｕニタ面詑目目で詔･のfpD･坤？－Ｗ，ｒ－Ｄ－

《

こき‐

５胃、
r‘Ｆ－ｃＷ局ﾏ

鹸 圏魁
Ｅｕ･LEE⑱ご骨○EFz詞沓や3１

《3.3DWebｻー バー のｲﾝｽﾄー ﾙ

Eil蝋IWApacheｲﾝｽﾄーﾙ鵜‘
(1)Ｇ()OgleChrOmcを起動し、ＸＡＭＰＰダウンロードサイト

遊弐

ー＝ヨヲイｚ－ｇ

２学▲

(http://www.al)acllefriendSm．g/jl)/xaml)1)-WiI1dows・lltmI）にアクセスして、インストー

‘曾・４インストール､ノブ1､ウェアのバージコンやWin〔I(〕ＷｓＯＳのバージョンなどによ｛)、異な-）たIIliilmや-F順
になることがあります‐

'円



ルブァイルをダウンロードします‘

【

。“額C猟虐
F制E1VDSL‐星_．

＠ｔ創り口９Ｃ曲団L6UpfD＆ｂＥユＺ戒腰be公ｂＱＯ①dや.“８ｚ【ｂｔ邸】Ⅱ▲＝回堕L1･寅祝河中君

蟻 ｡画毒 窒瀞雪蓉鋭趣
髄ｍＧＸＲＪ６ｐＰ前とザ０距 込I向ｐｍｍａ■ロ回心が画ＲＥ部低岳と分Ｃ■お【&曲

窒 瀞雪蓉鋭騨
Ⅱ垣込mpreq●毎台｡ｎ昼画し凸Ⅱ１主上ａと菌続々皿

リーバ藍?Ｗら-Ｘ〃･「ﾉ1-ユ
パブｊ，．，ブ祭１－斗Ｆ,.i,ブリ,F哩川Ｗｊ，ＥＴＷ吾廿可施物うりｌ

』 ﾛも

師OGT⑥｡屯KJf

i閲lXAMPPforWindows
XANpP粉Iトー‘弓二.177重ﾘﾘー ｽLま'たI

細堀”渦融

ｏＡｐさEh曾２２２１

。』･lfSQL5宮Ｉら
●p91p＄．Ｂ

･phpMy“mIn。OJ

oR1OZI胸FTp50rvnr【】りJ1』

･ｍｍｆ飛八121〔ｗ１ｔｈｍ⑥d-prロズY-djpdB“､『ＩＣＬい『j

I3八･一#おノの！“m叩く｡Iロ･WAMPpL､へLIだ円Fni誰域直把グワ
ロ､"r号言菅g

WIndowz舌;､6毎浬＝伽11の方へ：

VfIn《ﾒＯｗＦＷ毒罰三℃Ｗ”fqm１．９雲~のバーＰ"･可",が係電弓詞て
JhAﾉｴγ･図悔丙バヴをこ【部1Ｗ,琢岳と寵渉fF蝉宣す･℃、xJrri”園
』たＭＣＶｎ屑WW函好i[hnifWbmpp､

ダゥンローfF

r可貞‘．．､

通XA6IIDIO

期M”１０『WImlow”２１･坤1f滝嫉Ing劃1ｒＷ．d:

ｲﾝｽ１－つ
四劃記安室:１１達秒耐拠‘弱恵凱⑭Ｗ』沖

211カア･-ﾉlイノ

ご鎧鋤減旬781Awj7Ipアーか1ゴでのHAAlpp
７JIIJアーカイブ

こだわり派で職閉の＃1.い人卸j:7ZIpアー刀イブ“蝉『､1ｐＰ

Ｉ調：

ﾌテｲﾙ銅周す‘そこ誤っTｳｨﾙﾇ旨苦跡陰畠割1顎玲1にﾂﾘｭ･#Q

XAM”WlndQw亜Ｅ１”｡7.ｚｎＭｍ”ｎ 言司

パーリョッ

ＸＡｌＩＩ１ＩＩ

Ｐ３イｑＸｌ令洞

一 一局一三〕…

(2)lllIMiが巡脇してダウン11-ドが船まります”

GoogIeChromeの左ドにファイルダウンロードの経過が炎ボされますので、しばらく緋
ちます。

Ｉ圃捌聯i職職織 〕

'ｑ



(3)ダウンロード完j'後、GoOgl《,ChrOI11(:ﾉf下に炎'パされたダウンロードファイルをク

リックします。

Ｉ園ｌｘａｎゎp芦w嗣泌”､7-…造x増 〕

(4)ユーザーアカウントIill御のグイアログが炎示された場合は、［はい]ボタンをクリック

してインストールを,il:､｢します‘

ＦF1員0m寄罰師卵Eロ稚函Ｉ

い癖､川釧而河も‘!'’uリラ

プログラム名xamFp-wnO2-1i

発行元不明
ﾌｧｲﾙの入手先ｲﾝﾀー ﾈｯﾄか鮎

可しま

掴p底〈

二l謹需ﾂﾓ⑥ （陳いい｜Ｉいいえ(恥｜

どれ急砂侭知な覗宗Ｔ零勺"f二シダ塑喫亜迩鐙

（ゴ謹鐸弄り副0１ はい、 Lいえ(棚

(5)耐詰を設定します。Hnglishしか選択できませんので、そのまま［OK]ボタンをクリ､ン

クします

nEtaIIcrい､Euｎ噸

一

鰯
Pf邑昼目eze8eC上ａIごｎ口uaQ合，

回bR5hI

副1１

函’

マ’

(6)ウィザードを進めます‐

３「

XＡＭＰＰ１ .7.7ｗｉｎ3２

繍蛎繍撚撚繍鱗撚繍;M灘：
wi(hI11gccniigaf(erthi龍olup

剛１１

園



Ｆー司

闘

÷蹄田珊瑚

Ｅhoo”thefold曾rInwh虻ｈｔｏｍ$taliXAh1”１７７，

5改叩ｗｍ睡切mXANPP1.7.7mthefOIIow自刀細坐r･Ｔｏ恥t胡inod維把nt『oldcrDd8d〈
Brov“劃刻５．６正tとJ域herfblder.とkkN色xttomnlhx蛤．

－１門1×厩ＸＡＭＰＰ１､7d7win32

ＷＧＩｃｏｍｃｌ《＞ｔｈｅＸＡＭＰＰ１･ノノSOtUP
Wi"和1.11

Th噂唾ard掴ｇｕ７ｄｅｙ“thmUChthe“aILatjonofXAMPP
１７．７

ltl5Iccommendedlh或yOUdo5eaWotheraPPIにOtiOns

before武6IUnlSelup･Thi51AFillma1℃Imo鍔lbI⑧toupdetg
rcIevont歩y5temfjI“wilhouthaⅥn91orcbootyour
EcmplJ上ef｡

dIckNexttoEonthm｣⑤

(Ｉｌｖ"t〉１１唇､懸豆 ＣａｆＸｅ

(7)デフォルトIMI【定の(Ｗｘ:lml)I)にインストールしよす。

SpaEetequ君edl485D51V18

5b己Eeav壁H理１帥3.7画

1唾XRIWPP1.”win3２ －１写1×

ＣｈｏＯ宝色Ⅱｎ宅Ｒｍ１１１ｎ医ｎ冊ｎｍ

刷哩矛錠と、塊5V甥rvZ&龍

ＥＩｒＭＬ』色ｘｔｔｏｍｎｔｌｒＭ』d囚

Ｉ

りほ5掴auOnI弓Old合Ｉ

鰯XAMPP1,7d7win32

函ﾗテ

NeXt＞

列１

Th郡庇ａｒｄｗａ９ｕ１Ｃｅｙ“thmU9hthein式aILatjonofXAIvlPP
１７･７

１tl5Iccommendedlh或yOUdo5eaMotheraPPIにOtiOns
before武6IUnlSelup･Thi51AFillma1℃Imo鍔lbI⑧toupdete
rcIevont歩y5temfjI“wilhouthaⅥn91orcbootyour
EcmplJ上ef｡

ＷＧＩｃｏｍｃｌ《＞ｔｈｅＸＡＭＰＰ１･ノノＳＯｔＵｐ
Ｗｉ“『。

<００‘ｋ｛｜Ｎｏｘｔ〉Ｉ１ｃａｎＣｅ

回
;雛

綴

鋳
§
…
蕊



亡邑ｎＥＥ

咋噛'

EXtroCt:myOInI

Extr"t:my-P和上-.緋duIt5cy2
Exh“t:Ivw1sごn-Ikd額T甲.exe

ExtIbct1myl宛nxhk1ex6

ExlI砿上lWlzamIoO‘oxc

Exl『bGtImyisampaEkicxo

ExIrdct8mysqI･exe

Extr球:mYsq1E陸､ヒヒ獣.exe

・
境
Ｉ

・
銅
州

澗
川蝉

OutputfoIder:ｃ:¥x6mppVmy5qI¥b和

Extr“ｔｇｅ[ho‘exe

□ Ⅱ

回

1唾XAIWPP1”win3２ lーrllx，

XAMIDIDnP1ion夢

Ｉ”職llCpUo“ｏｎＮＴﾉ２０００岬P7cf“$Jcn6I魂ｔｅｍｚ１

ー

“

K粥

XANPPDE5KTOP

'ずＱｅａｔ“xAMPPdesﾄ“pkon

XA”Ｐ気ART砿ＮＵ

ＦＣｒ“い&､AP錠heFriendfXANPpfddermlhO銑｡『LmehRj

SEIWICE鎚亡TION

rInstaIIAp“hca雰鈴抑“
「I哩訓Ｎｙ言ＱＬａＥ雲ｗｆＥｅ
ＦＩ歴ta畠F1侭ｱ１k時誌＝稲仁さ

See劃きoKhDXAMpPfbrWndOW5FAQPa伽

Extra“myfqI-fli6ntJl“t,cxc

'副ｌｒＩＩＩハトⅥ ｜ …’

I■■

回

く９．にｋＩ

ＥＩ応Ym画’

(8)しばらくするとインストールが完I'します「Finisl,]ボタンをクリックします

野１行石冒ｄＥｆＦ向

理XAMPP1”win3２

『ｎ電モｎＩＩＥｎＥ ーｰ

露創曾＆錘waItwh泥XAIviPP17,7Izbemqln5t6IIed

In5ta1I



）ｓｔａｒｔ［

､今＋■｡一－９－凸●●Q－ａq中●■ー十町､

帥･紺叫『'川’
○ 一 ● ー ■ － ■ ● ● Q － ａ 中 ● ← 一 ､

岬湖州lElll

(9)インストール成功のダイアログで、［はい］をクリックすると、ＸＡＭｌ》Ｐコントロール

パネルが起助します。コントロールパネルで、APacl,(､の[St《u･t]ボタンをクリックし
ます

ｌｌｌｌ ｌｌ

唾XA閲ＰＰＩ､7燭7wim32

Congr銚u賊Ionf11臆lns1alIalBonwd誌ＵＣＣ“sIuIS1brIthe瀬ＭＰＰＣＣｒＷｏＩＰ＆ｎ６ｌ
ｎＯＷ？

画

（ 畑－１）いいえ(N）[Et（

ＳｔａＩｔ

’１１

|画XA1WPPcOnImlPunol,号,‘,‘伽.耐.,， 回 向 函

湧｜”ﾊﾙ,,Pcontr.,,.､‘， I雲iW画面Ⅱ庭園調園壷、

NoduIe5

□ＳＶＣ

口ＳＶＣ

口ＳＶＣ

口－，ｃ

□ｒ

ｌｌｌｌｉｌ ｌ ｌ

Statu5

ｌ
ｌ
ｌ
ｉ

Ｉ
ｌ

ＡｐａＣｈｅ

Ｉ'1ySql

Fil0ZilIa

MerCUry

Tom函！

start

ＡｄｌＴｒ

ｐＩｄｍＩ「

Reh･eＳｈ

３２

Ａゴ、

EXpIore…
start

此逓ｍＩ『

HOIF

(10)ソァイアーウォールの鮮侮ダイアログが炎,された場合は、［アクセスを‘WI:11Jする：
をクリックしてWel)サーバーが利川する８０僻ポートを|ﾙlけます:6.”。

瓜回ｍｒｈ

EＸＩｔ

’Ｓｔ＆rｔ

函 ＸＡＭＰＰｍＪＷＩｎ８２両

鍵趣

綴 §

，‘創‘(｜同鶴h~I）垣｡雌倒｜聞琳ｈ

ＣｏｍｐｌｅｔｉｎｌＺｔｈｅＸＡＭＰｐｌ７７ＳＧｔｕｐ
ＷｉＺａｒｄ

XANPP】､7.71IasbeCnm$いIIedcnYoUr〔0,℃A』ter

ロ亡kFgⅧshtodOseu毒ｗ運efd

■囚



■

（ Admin.‘ｑ

ハゴ｢、、

牌、〃

-１

〔咽箪］

す､琢号ﾉ､IF･ﾌ帯ｲＷｱ弁一ｊ１ｍＷ巾力作訂苛蕗Ｆ”j衆磯１８，審紺

開発環塊の
一旦I

》

穴
抗Ｓ

耳Ｗｈ此W毎Ｅキユ吟、j掘現迩雷笹 凹型

②

,§､５サードパーティー製のソ･〉･イアーウオールをインストールしている蝿合は、その哩品の脚1mにしたがっ
て８０冊ポートを|Ⅲけてください‘

※６この'制1:でハソコン外(|;から８０排ポートヘフ･クセスされるセキ:エリテｆこのリスクが苑蝋します。テズ
ト畷境のネリトワーク分離、無線1.AＮルーターの接続ハスワード股定、インターネット維山の外部から
のアクセス制限などを行ってください値

※７仙のＷｅＩ〕サーバーやSkyI》eなどが80群ポートをｲ11用します

侭のプ、ワラ＆⑪哩壇のい《つが〃W1ndqmﾌﾃｨｱｳコールでﾌﾛﾜhEW1て4班リ

騨鯛縦継醗織:~卜家，'，~”W…７瀞ｲ"廟-ﾙ1鉢り…Hm,s･""剛

、‐製#，蕊蝋薦詮訓“
パス“径y、…v盈蕪１１告Wjh恥卸aKo

Ap"1,61『ITPS軒v嫌1龍41鋤ﾈｯﾄﾜー ｸ上、IMI伯雛可戦

陣”イペートネブI･ﾜｰｸ《*畝､諾ヮ陶一姉吐内拘}ワー擁甑卿

lli鵬I識I3i:3隠雛蕊蝋ｊＩＩ総Mｾ劃’ｨﾉ“罷軌て‘“A１

IvloduI“

□ＳＶＣ

□ＳＶＣ

□ＳＶＣ

ロー

□ｖ‘

3４

(11)コントロールバネルヒに｢RuIlning｣メッセージが出て、Webサーバーがil雑仁起jMl

したことが確認できます。「Running｣のメッセージが表ボされない場合、他のプログ

ラムが80瀞ポートを使っている111能性があります瀞7．該当するプログラムを停11:し

てからApncheを起助します。

(12)Webサーバーの終「は、ＸＡＭＰ}〕コントロールパネルでApacheの[StoI)]ボタンをク

リックしてWebサーバーを停止します。次に、ＸＡＭＰＰコントロールハネル右下の

「Exit]ボタンをクリックしてコント１１－ルバネルを'11じます．

ApaChO

IYIYSql

FiIeZilIa

I71erCWｙ

Ｔｏｍｃａｌ

gt8rt

【劾哩ｽ議詞認《ＡＪＩ）毒ｬ麹ル

|Service..‘｜ＩＳＣ1,1､.．’

Runnln91StoF

l唾XAMPPcontmIPmeIApplIcation ー1口Ｉ×Ｉ

覇ｌ撫卿"coni『｡,…



Iil榊繍mEclipseｲﾝｽﾄーﾙ鋤
(1)GoogleChromGでPlGii,(leSAIlin()noダウンロードサイト

（http://mergedoc･sourceIorge､jp/)にアクセスして、Eclipse3,７Platform版(JRＥあり）

を避択します,;･‘'。

63.43コード編集ﾂー ﾙのｲﾝｽﾄー ﾙ

E織加AptanaStudioｲﾝｽﾄーﾙの方法
Ａ１)t剛ｎｉｌＳＬｕ(lioは、EcIiI)s(､を前提とするソフトウェアです。

Ｅ(:li,)SPとＡ１)tanaStu《li()が一緒にハッケージされたインストールフフ･イルをｲ11川する/ｊ

法と、EclipseとＡＩ〕tanaStudioを別々 にインストールする方法があります操作メニュー

の日本語化が容易にできる、別々にインストールする方法について説明します。

すでにAndr｡i《|ＳＤＫでErliI)geの剛境をお持ちの淵合でも、新脱にEcIips(‘の畷境をイン

ストールすることをお伽めします沸箭の蝋境でＡＩ)Ｔい､(Iroi(11)evclopmcnlTools)組み

込み済みのE(･liI)seとＡＩ)L副naStu(li()の共作を試してみましたが、動作辿唯の低ド、キー

ボードショートカットの定推重複などが発生したため、断念しました”

３Ｅ

８
９①

●
虹
●
ｂ
恥
●

インス1,-ル､ノフト'シェアのバージＩンやＷｉＩｌ〔I<〕ＷＳ（)Sのパージ『ンなどにより、ＩｌＩｌ↓なったlIIIMiやFII|(｜
になもことがあります.Ⅷ

棋兼時点でPlCia(lesで提供されているECliI)Ｓｃの姫新版は.1.2でずしかし、ＡＩ)tanaStU(li()IlM発尤が提供
しているECIipSeとＡＰｍ１ⅧStudioを一緒にハッケーージしたインストールファイルでECIiI鵬u3.7を利用して
いるため、それに合わせています

｢P'･値…clip雪｡ブﾗグｲﾝ巳本譜化ブﾗグｲﾝーﾖ
『1球開Eclip麺／'’1峨､｡“AIIinOnoEi本爾ディスル･リピ塁ション(Ｚｉｐファイル）

PlGIadeSAllInOnGは朋勇対象とな尋プログラミング圏2配りにパツケージングしたECl1P“本体と便利
なプﾗクｲﾝのtZツトです．ダウンロードしたつｐファイル鋤翻し、GdIPse･ＥＸＥを起肋ずれI弧すぐ
に日＊砥化されたEdlpsGを刺用できます，なおP1Ciad嘩刈IInOne”癖ＯＳはWindowsのみでり．・

I《霊壷霊鍋霊癖癖1識織篇』
ｉ認識器器零審綱鵜



｡勘酬:捌禦謹霊霊蕊
画至言T鶏]RE６②⑱？⑭②

(2)I11Miが避協して、ダウンロードが始まります（;O(》gICCl,r()mcの花ドにファイルダウ

ンロードの経過が表7Ｋされます“

(3)ダウンロード完l診後、GooglCChrom(』ﾉｆｌｆのファイルイ'iをILiクリックしてフォルダを

洲きます，

lIWK《O）

この1卿〈､ﾌｧｲ“轍ＵＭＩ<<A】
〃

’１”腸曲をBH〈(s）

-,FB

pleiad⑧S-Q37-PIaWOr…ZIp▽

(4)|ﾙlいたフォルダからI)leia〔leS-e3､7-1)lil1｢(》rm-jre-20120225､Zipファイルを探します．;･lo.

Ｃ:Yaptanaフォルダを作成し、その中へ移動します。

(5)Ｃ:YilI)t剛､&IYl)lciad(1s-03.7-1北,t｢Orm-jr(,-20120225.Zipファイルを（iクリックして解凍し
ます

名前公 更新日時

ﾛ,U2唾塞舞謹ua蝿Ｉ瓢(⑳
瓢4滝Lfﾝiウで燭【<ロ

（……

腫鯛｜ｻｲｽﾞ

12唖璽壷”形詞ﾌ率１噸

、

(6)解凍後、Ｃ:YaptanIlYl)lciades-c3､7-pIatf()rm-jr燈_20120225.Zipファイルは削除します。

(7)Ｃ:¥aptanaYpleiades-e3､7-platform-jrc-20120225¥eclil)Ｓｃフォルダを開き、eclipse,Gxc

を起動します

※１(）ファイノLfﾉiは変更されることがあります

３ｆ



（

名前公

COnflCWatlOn

‘dropins

（“ｔＵｒｅｓ

Ｆｒｅ

，ｐ２

ｊ‘plunins

re6dIhe

cclゅ索脚oducl

ｄａｎＩｆどcｔｓｘｍｌ

陰lccIips口Exe ）
|制eclipseBxe-cleonpmd

圏ecIipsccxeslei1upcmc

淫ecI燕ｅｍＩ

画echpsecex｡

Ｆ１：エロエ'二口二1'1＃「
,３．４コード編坐ツールのインストール

11-卜Ｈ１，｜‐H十’

匝研円諭

2012/06/０８W033

2012/06/O82U33

20I2/06/082033

2012/06/082033

2012/06/082034

2012/06/０８２０１４

２０１２/00/082033

2012/06/082033

20Ｗ06/082033

2012/06/082033

2012/06/002033

2012/06/082033

2012/06/082033

2012/06/0９２０９９

1種鯛

ﾌｧｲﾙﾌｫﾙダｰ

ﾌｧｲﾙﾌｵﾙ似ー

ﾌｧｲﾙﾌ芯ﾙグー

ﾌｧｲﾙﾌﾅﾊ夢ー

ﾌｧｲﾙﾌｫﾙ償一

ﾌｧｲﾙﾌｫﾙ似ｰ

ﾌﾌ，イルフォルダー

ECLIPSEPRODUCT

xMLＦｷｭﾒﾝﾄ

ｱﾘｹー ｼｮﾝ

Windowsコマンドス

Windowsコマンドス

偶成験定

アブリケーシｺツ

(8)セキュリティの警告ダイアログで、［ファイルを開く前に常に蝶梼をする］チェックを

外し、［爽庁]ボタンをクリックします，

|回し元いるﾌ対ルーセキコリ詞の替砦

【

発行元を珂翌できませんでした｡このｿﾌﾄｳｴｱを実行し坐すか？

図｜繍柵濡驚腿!'･…''2'鯉騨葬1．雲権‘'…
僻１１ｱﾘｹー ｼｮﾝ

苑侭諺ＣＶ卵t6naVplol蝉es-c87-pld1IorInﾖ』reL20I2022W“ＩＤ託Ｙ

（ 爽門(RＪ Ｉｷｬﾝｾﾙ

「このﾌｧｲﾙlWl《前(E帝に警告寸話(Ⅷ ）

×

(9)ワークスペース・ランチャーで、［この選択をデフォルトとして使川し、今後このｌＷｉ

間を表示しない]にチェックを入れ、［0K]ボタンをクリックします。

|Ｆﾜｰｸｽペ単ヮL･うン好一

ワーフヌペーズの』IIFY

E髄錫鋤儲泳認蛋撫蝿識侭認，』，ﾄ§噸し忍凱

ﾜｰｸｽｰｽＭＩＥ超国璽

〔戸との“に"，ﾙに吹鴎迩今域鑑嘩蒜哩地）

(10)Eclipscが起助しま-J．，これでインストール光ｒです‘

×

二」御3(0)・’

■且 Ｉ細シtＪ１

３７



宝梗一一

DII,皿■

,;:１１インストール､ノブ|､ウェアのバージ可ンやWiIl1I(〕ｗｓＯＳのバージョンなどにより、異な｡．〉たllm面や･卿１m
になることがあります

ａ"Ｔｒ，己
仏1咽
｡、伽舞

ゴ土｜輯

(2)「インストール］ダイアログで[追加]ボタンをクリックします

開発環坑の準備基
一一‘，｜Ｌ、

■－曲▲凸■－ＦL少函全一■~－凸凸■

坐
【

|Ｐマツ●異■に１－ファ９F丁日ｂＬ

「『Ar》輯、。’別ずＬ'叩、苧『Ⅱート･詫加■T可付句仁0f弓、負Ａｈｆ

Ｐ０&･ﾜ｡ｏ

ｆ証印Ⅱ】野w正副ロ周

画

甲去nＷ■!Ｅ１台今曽

匝
Ｆ宗Ｇｌｗｐ
ｇｄＲＦ句ﾄﾛｲｔ１

Ｕｌ

Ｉ

けエ由Ｂｒ〃芯

言：~:．

'';寧塊袖

暇cIiI)seのフラグインとしてＡｌ)tilnnS1udioをインス1,-ルします

（１）卜:clip鼠･のメニューから、［ヘルプ]＞[新脱ソフトウェアのインストール］を避択します｡

||||剛柵lllllAptanaStudioブﾗグｲﾝｲﾝｽﾄーﾙⅢ

GH8

ﾆ ｲ ﾝ 9 K 卜 電ル四に1画

偵用可Bi蛾ソフトウエア

４IイトhiX脈りるRjWﾄ000ケ診､ﾝを入フルて〈煙い｡ 濃
ヨ(.j皿いLljit勲1蜘跡｡Immf丞漉蝉、

〃仲厩苛Tゆた､両輪2ｱ･脚些設定で作冥Uてより職の””r7E1霧Uで1睡廃

い‘・云司

Ｉ名前 ｕI空豆垂２

１口①矧雁礼逓ｗＩが鋤ｴ仙ん。
ｰ■一一

口(1)南派i碇ＷＩが鋤ｴ仙ﾑﾉゅ

蛎施敵I砿E頚鰹1ｍ

フバ減F７厘蔀､。辱－Ｈ７口《q斑細調馳列毎諏il爾恥ﾝF弓騨ＢＡＪ減H〉

愈蛭2榊窓。処・『。ｆ卜

哩p”１４ｪ蝿蝉蝿厩蘭繭８通くりﾍﾙu洲川
矧1'徐に）

グイ減沖･"､l馴帥

鯛?H､．ｃ…'‘
Ｚ詞曽緯》

ニーヱ里空竺

（函唾園…
璽唖可露品珂園逗pI畢､[ｗ

完Ｐ



＋

'三

－「 ↑土Fn-i蹄↑
~ Ｆ 一 戸 ・ １ ． ． １

－ﾉﾚのインストールＩ
‐程ト｜・一Ｌ’

(3)［リポジトリーの追加］ダイアログで、称iiiとロケーシＩンを人ﾉJ後、［OK｣ボタンを

クリックします。

名前:ａｌ)taI1a(任意の名前）

ロケーション：http://(lownload.aI)tana.c０ｍ/stu(lio3/pl雌in/install

l蔭ﾘボジI､ﾘーの通１ｍ
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ロウーショメＬ tい//dOWnlOad心ptanaporn/studio3/plugm/insI3ll

② １１ ｍｉ１

×

ローカル<O】

|ｱーｶｲブ(A）

ギャンセⅡ‘

(4)しばらく待ちます。［インストール］ダイアログでい'〕tanaStudi()３]にチェックを入

れ、［次へ]ボタンをクリックします”
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(5)Apt劇naプラグインのダウンロードが始まります。しばらくすると［インストール］ダ

イアログのメッセージが、「インストールされる頂tIをレビューしてください」に変化
しますので、［次へ|ボタンをクリックします、
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(8)プラグインのインストール完I'後、ソフトウェア更新のダイアログが表示されます。

［今はしない］をクリック後、Eclipseのメニューから〔ファイル〕＞〔終ｒ〕の選択で

ｌ‘X:liI)篇《‘を終l診します．
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(7)プラグインのインストールを終j~するまで、しばらくi,ｆちます。状況はEcliI)瓢農｛ｉドの

プログレスバーで雌蝋することができます

(6)［ライセンスのレビュー］ダイアログで、［便川条|'|:の条JWにl1ij感します］をチェック

し、「完、ボタンをクリックします
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