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０ はじめに 

 

この本を読んでいただき、ありがとうございます。 

 

この本は、Javaでゲームを作っていこうという本である。第二弾から、本にインストール作業

を載せるのをやめ、サイトに載せようと思う。ホントは本に入れたかったけど、このページだけ

で、10 ページ以上かかり（値段にはね返る）、それも毎回同じことを載せることになるので、い

っそのこと、省いてみた。 

 

インストール作業も初めての人にとっては、難しいかもしれない。 

ここであきらめずに、乗り越えていこう。 

 

乗り越えるところはまだまだある。こんなところであきらめてはいけない。 

がんばろう！ 

 

 

【改定履歴】 

 

・2016年 10月 Java8版として当資料を公開。 

・2018年 5月 Java10版に対応。 

・2018年 10月 Java11版に対応。 

・2019年 1月 The Java 使いこなす も参画！タイトルに入れたのみ。 

・2019年 1月 JREの記述を見直し 
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１ 初級編 動かせる環境を作ろう 

 

１－１ Java のインストールについて 

 

すでに Java8 以降でインストールが済んでいる人は、改めてインストールする必要はない。読

み飛ばしてもらって構わない。 

 

初めて Javaを使ってみる人はインストールが必要だ。 

 

Javaを学んでいく上で、ひとつめのハードルが、Javaのインストールである。 

「ここから何をしてよいのか分からない」、「めんどくさい」、「もうやめた」という言葉が聞こえ

てきそうだ。はじめてのことかもしれない。そういうときは、いろいろな理由をつけて、あきら

めたくなる。でも、本当にそれだけのことで、諦めていいのか？はじめに言っておくと、ハード

ルはひとつではない。ハードルをひとつ越えれば、つぎのハードルが待っている。そしてその先

にも、次から次へとハードルはある。はっきり言えば、キリはない。とりあえず、ひとつめを越

えてみよう！ 

 

Java には JDK と JRE のふたつがある 

 

Javaには実はふたつあり、JDKと JREである。今回、インストールするのは、JDKである。JDK

は、Java Development Kit － Java開発キット である。「開発キット」・・・これから Javaをプ

ログラミングしていく準備をするのである。 

ちなみに、JREは、Java Runtime Environment － Java実行環境 である。実行する環境しかない。

プログラミングして、実行できるモジュールを作ることはできない。通常は（利用する側は）こ

の JREのみを利用して実行する。 

JDK は実行するモジュールを作ることができる。そのことをコンパイルという。コンパイルが

できる、というわけだ。 

その JDKをインストールしよう。 

 

JDK は日々、アップデートされているため、インストールの手順も変わっていく可能性がある。

そのため、最新の情報はインターネットから取得するのがよいかもしれないが、自分なりに理解

しながら やっていけば、なんとかなると思う。諦めないでやってみよう。 
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――――――――――――――――― 

 

「JRE」について 

 

Java9からは、「JRE」の考え方が大幅に変更されました。そして、Java11からは「JRE」のダウ

ンロード、インストールはできなくなりました。 

 

Javaアプリケーションを配布する際に、一緒に「JRE」を梱包する考え方に変わっています。 

（一番の目的は、古い JRE の適用を避けるためのようです。古い JRE を使い続けることは、セキ

ュリティの観点から危険なことになるでしょう） 

 

Java8までの考え方と変わってきていますので、注意が必要です。 

 

――――――――――――――――― 

 

JavaFX は、別でインストールが必要になった（Java11 以降） 

 

JDKをインストールしただけでは、JavaFXはインストールされなくなった。 

Java でゲームを作ろうの「３ JavaFX シューティングゲーム編」、「４ JavaFX 3D ゲーム編」は、

JavaFXもインストールしなくてはならない。 

この本の中で JavaFXのインストール方法も紹介していく。 
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ダウンロードしよう 

 

まずは、下のところへアクセスしてみよう（2018年 10月現在） 

http://jdk.java.net/ 

 

 

 

その中に「Ready for use」と書いてあるところがある。その右側の「JDK ??」クリックしよう。 

（上のイメージでは、11になっているが、その時のバージョンで構わない） 

 

その下の「Early access」は、「早期アクセス」版となっているが、通常は「Ready for use」

にしておこう。 

 

最近、Javaのバージョンの上がり方が変わった。 

Java11は 2018年 9月から 2019年 3月と、半年ごとにハージョンが上がるようになる。 

そのため、ホームページを見ると、目まぐるしくバージョンが変わるようなイメージになるかも

しれないが、基本的には「Ready for use」のバージョンをダウンロード・インストールしていこ

う。 
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ここでひとつ、注意がある。 

Java9以降、PCは 64bitのみの対応となった。32ビットはインストールできない。 

PC が 32ビットの場合は、Java8 の最新版をインストールしよう。 

（別の本で紹介している。著者のホームページで確認してほしい） 

 

自分の PCが 32ビットなのか、64ビットなのか、分からない場合は、後ほどの確認方法を参考に

してほしい。 

 

 

 

 

「Downloads」というところがある。 

見てみると、Linux や Mac などと一緒に Windows など並んでいる。プラットフォーム（ＯＳ）ご

とにインストールするものが違うことが分かるであろうか？ 

「x64」と書いてあるが、64ビット OS用となっている。 

ここでは「Windows」版を対象としていく。「zip」のところをクリックしよう。 

  



5 

「x84」、「x64」（32 ビット／64 ビット）の確認 

 

各マシンによって、表示が違っていたりする場合があります。 

困った場合は、インターネットで調べてみたりしましょう。 

また、いろいろな確認方法があります。確認できればＯＫです。 

 

Windows7の場合 

  [スタート] ボタンをクリックして、[コントロール パネル] をクリック。 

   

 

コントロール パネルが表示されたら、[システムとセキュリティ] をクリック。 

   
 

次に、[システム] をクリック。 
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「システムの種類」 のところを確認 

「32 ビット」となっていれ

ば、「x86」となる。 

「64 ビット」となっていれ

ば、「x64」となる。 

なぜ、ビット数が低い方が

高い？？と疑問に思われる

かもしれないが、 

Windowsが使用している CPU

が「x86」系だからである。 

「x64」は、本当は「x86-64」。

「x86」系の 64 ビット版と

いうことらしい。 

 

 

 

Windows10の場合（RS4－バージョン 1803） 

［Windows］キーを押しながら［X］キーを押すと、メニューが表示される。 

その中から「システム」をクリック。 
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下のような画面が開く 

（一部分、特定されるような情報は消しています） 

 

 

下の方へ行くと、システム情報というのがあるので、クリック 

 

  

スクロール 
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「システムの種類」 のところを確認 

32 ビットなのか 64ビットなのか、確認できる。 
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話を進めていこう。 

 

下のイメージは、「Firefox」（バージョン 63）となる。ファイルの保存を選択してことを確認し

て「OK」をクリック。 

 

 

勝手に保存されるようだ。 

上の方の矢印よりインストール可能だ。 
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通常はダウンロードフォルダに入るようだ（設定変更も可能）。 

どこにいったか分からなくなったら、確認してみてほしい。 

 

 

 

IE11の場合、ブラウザの下に、表示される（イメージ上のバージョンは違っているがお許しを）。 

 

 

Google Chromeの場合、ブラウザの下に、表示される。 

（イメージ上のバージョンは違っているがお許しを） 

   

 

主要なブラウザでここまで違うとは…困った場合は、ぜひともインターネットを活用してほしい。 
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インストールしよう 

 

インストールと言っても、zipファイルを解凍し、好きな場所に置くような形となりました。 

（Java10までは exeも提供されていました。もしくは、OracleJDK は Java11 以降もあるみたい） 

 

 

 

zipファイルを解凍し、著者は「c:Java」フォルダに置きました。 

フォルダ名には、スペース（ブランク）が含まれていない方が良いです。 

たまにコンパイルや実行がうまくいかない場合があります（回避方法はありますが、事前にトラ

ブルを避けるため）。 

 

次のページからは、JavaFX のインストールとなる。 

「０ ゲーム基本編」、「１ シューティングゲーム編」、「２ パズルゲーム編」では、インストール

する必要はないが、良ければ、このタイミングでインストールしておこう♪ 

 

進めていこう。 

  



12 

JavaFX をインストールしよう 

 

ここからは JavaFXだ。 

Javaと JavaFXの違いは、ここでは多くは語らないが、グラフィカルな部分を扱う部品が、Java

側と JavaFX側にあり、JavaFXの方が後にできている。 

だからといって、JavaFXの方が良いのか？というと、そうは簡単なものではないらしい。 

この辺りは、ネットで検索してもらいたいところだが、いろいろな変遷があるようである。（ち

ょっと難しい言葉を使ってしまったが、既に 20年以上経ち、いろいろな歴史があるようだ。とい

うことだ）。 

 

著者は Javaも JavaFXも、どちらも作りに違いは出てくるが、どちらもどっち。面白いものだ

と思っている。どちらも楽しめれば、それはそれで楽しいものだと思っている。（新しいものを覚

える時は、苦痛な時があるが。苦痛まで楽しむほど、著者はできていない。その時は凹んでいま

す） 

 

では、先に進めていこう。 

 

 

 

先ほどの「JDK」をダウンロードしたページの左側に「OpenJFX」というリンクがある。 

「OpenJFX」が「JavaFX」である。これからは「JFX」と呼んだ方がいいかもしれない。 

こちらをクリックしよう。 

  



13 

 

 

すると、「OpenJFX Community Site」というリンクが表示される。 

「Community」ということで、オープンソースコミュニティに移管されているようです。 

（この辺りが変遷なわけですが） 

とにかく、そのコミュニティに行ってみましょう♪クリックです。 

 

JavaFXのページが表示されます。 

バージョンは、最新バージョンに読み替えましょう。 
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少し下にスクロールすると、「Download」の部分が出てくる。 

さっそく、ダウンロードしよう。 

 

 

 

  

少し下にスクロール 
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ダウンロードのページが表示された。 

「SDK」版をダウンロードしよう。 

 

 

 

 

 

JDKと同じように、ダウンロードする。 

そして、先ほどと同じように解凍して、Java（JDK）を置いた場所と同じところに配置しよう。 
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同じところに配置したイメージだ。 

 

 

 

インストールはここまでだ。 

 

次に進んでいこう！ 

JDKと JavaFXが置いてある。 


