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「楽しくなければ仕事じゃない」が私たちのモットー。
99％の苦悩の連続も、1％の成功に報われます。
だからこそ、この仕事が楽しくて仕方がないのです。

楽をするための努力なら惜しみません。
何もせず楽をしているのと、努力をしたから楽ができるのと、
一見しただけでは区別がつかないかもしれませんね。

【変更履歴】
ver.1.0, 2006/05/29

ver.2.0, 2008/04/05, Jython 2.2.1



 気軽に Jython〔0〕学習を始める前に：ターミナル編
 Python.use(better, Jython="rookie")
     """ Java プログラマーのための Python 導入ガイド """

 本間りす、森こねこ〔著〕　小泉ひよ子とタマゴ倶楽部〔監修〕 

初めてのプログラミング。誰もがみな「初心者」でした。そして、未経験のプログラミ
ング言語を学習するときは、初心に戻って謙虚に学ぶ姿勢が大切です。これから、初め
てプログラミングに取り組むみなさんを対象に学習を進めます。対象となるのは、初心
者だけではなく、学習を指導する立場にいるみなさんも含めてとなります。

はじめに
　春と言えば、新学期。何か新しいことを始めるのには、とてもいい季節です。初めて
のプログラミング、または未経験のプログラミング言語（Jython/Python）を使って
プログラムを作成したい、そんな読者のみなさんの学習を支援します。

対象読者
こんな症状を抱えているなら (@.@)
・プログラミング経験がまったくないので、どうしたら良いか分からない
・Java のプログラミング経験を活かして、Python にも取り組みたい
・未経験者を対象にして、どのように学習を指導したら良いか分からない
【効能】初心に戻って、改めて多くのことを学ぶ機会に恵まれるかも
【注意】学習を指導するときに「未経験者の前提条件とは何か」申し合わせが大切です

Jython：インストール

Jython を入手するには

　Jython の最新版は、公式サイト www.jython.org から入手できます。

　1）項目〔Download location〕を選択します。

　ダウンロードが終了すると、以下のファイルが作成されます。



 
　2）インストーラーを起動します。

 
　2.1）Jython のバージョン「2.2.1」を確認したら、ボタン〔Next〕を選択して、
次へ進みます。

 
　2.2）使用許諾に関する確認を求められるので、その内容に「同意する」ものとし
て、ボタン〔I accept〕を選択したら〔Next〕を選択して、次へ進みます。

 
　2.3）インストレーションの形態に関する確認を求められるので、好きな項目を選択
します。ボタン〔All〕を選択すると、Jython のソースコードが得られるので、中級者
のみなさんは、Java プログラミングの手本として一読するのも一興です。初級者のみ
なさんは、初期設定の〔Standard〕を選択するのが良いでしょう。〔Next〕を選択し
て、次へ進みます。

 
　2.4）インストール先のディレクトリー（フォルダー）に関する確認を求められるの
で、好きな場所を指定します。初期設定のままでもかまいませんが、ここでは参考まで
に、/home を挿入しました。すると、新規フォルダー home を作成して、その下に 
jython2.2.1 を作成します。〔Next〕を選択して、次へ進みます。



 
　2.5）Jython と連動する、Java のバージョンを確認されるので、好きな項目を選択
します。ここでは、現状のまま〔Current〕を選択しました。必要なら〔Other〕を選
択して、適当な場所を指定します。〔Next〕を選択して、次へ進みます。

 
　2.6）ここまでの作業内容を確認されます。〔Target director:〕にはインストール
する場所を、〔Installation type:〕にはインストールする形態を、それぞれ正しく設
定しているのか、再確認します。〔Next〕を選択して、次へ進みます。

 
　2.7）最後に、諸注意が提示されますので、何か疑問がないか確認します。〔Next〕
を選択すると、インストール作業を開始します。

 
　2.8）インストールに成功したことを知らせるメッセージが提示されますので、これ
を確認したら、ボタン〔Finish〕を選択します。これで準備が整いました。

Jytho を使って：ターミナル編
　無事、インストールが成功したら、早速、実行してみましょう。ここでは、Unix 
ターミナルを使った事例を紹介します。

はじめの一歩



 
　ターミナルを起動すると、ウィンドウが現われます。

Last login: Fri Mar 14 22:41:01 on ttyp1
Welcome to Darwin!
$ cd home/jython2.2.1/

$ pwd 

/Users/guest3/home/jython2.2.1
$ ls

ACKNOWLEDGMENTS                 Tools
Demo                            build.Lib.include.properties
Doc                             build.xml
LICENSE.txt                     cachedir
LICENSE_Apache.txt              jython
LICENSE_CPython.txt             jython.jar
Lib                             jythonc
NEWS                            registry
README.txt                      src
$ 

　コマンド cd を入力して、Jython をインストールして場所へと移動します。コマン
ド ls を入力すると、現在のディレクトリー（フォルダー）に関する情報が表示され
て、そこに jython とあるのが分かります。これを起動すると、Jython の対話型実行
環境が整います。では、早速、Jython を起動してみましょう。

$ jython

-bash: jython: command not found

　残念ながら、jython を入力しても、コマンドが見つからないとして、うまく起動で
きません。この問題をきちんと解消するには、パスの設定などが必要になります（ただ
し、この作業は、初級者のみなさんにはちょっと煩わしいことでしょう）。そこで、初
級者のみなさんは、この問題を回避する簡単な方法を紹介します。それは、次のよう
に、

$ ./jython

*sys-package-mgr*: processing new jar, '/Users/guest3/home/
jython2.2.1/jython.jar'

... 省略 ...

Jython 2.2.1 on java1.5.0_06
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

jython の前に、./ と入力するだけです。すると、今度はうまく起動されて、さまざ
まなメッセージが表示されます。これは、最初に起動したときに固有の現象で、二度目
からは表示されません（何が起こっているかを、今はまだ知る必要はないでしょう）。
しばらくすると、プロンプトと呼ばれる記号 >>> が表示されて、何か入力されるのを
待っています。このとき、Jython 2.2.1 とあることから、目的とするバージョンが
正しく起動されたことが分かります。

手始めに

>>> copyright

Copyright (c) 2000-2007, Jython Developers
All rights reserved.

Copyright (c) 2000 BeOpen.com.
All Rights Reserved.

Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation.  All rights
reserved.

Copyright (c) 1995-2000 Corporation for National Research 
Initiatives.
All Rights Reserved.

Copyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.
All Rights Reserved.

　コマンド copyright を入力すると、著作権に関する情報が提示されます。過去の歴
史を紐解くのも一興です。

>>> credits

Jython is maintained by the Jython developers (www.jython.org).

　コマンド credits を入力すると、Jython の開発が、www.jython.org によって管



理/運営されているのが分かります（実際に、ここからダウンロードしたわけです）。

>>> license()

A. TERMS AND CONDITIONS FOR ACCESSING OR OTHERWISE USING JYTHON
=======================================================

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2
--------------------------------------------
... 
Jython 2.0, 2.1 License
================================
...
JPython 1.1.x Software License.
=========================
...
B. HISTORY OF THE SOFTWARE
=======================================================
...
The command line interpreter is covered by the Apache Software
License.  See the org/apache/LICENSE file for details.

>>> ^D
$

　最後に、ライセンスの詳細を確認しておきます。読み応えのある情報量ですが、過去
のバージョンに関する情報も含めて、開発の歴史を紐解くことができます。すべて読み
終えたら、ctrl-D（コントロールキーを押したまま、キーボードから D）を入力して、
Jython を終了させます。すると、ターミナルモードに戻ります。

もう一度

$ ./jython

Jython 2.2.1 on java1.5.0_06
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

　もう一度、コマンド jython を入力すると、すぐにプロンプトが現われます。前に
「二度目からは表示されません」とあったのは、このことです。

>>> 3+4

7

>>> ^D

$ 

　そこで、3+4 を入力してから〔enter〕キーを入力すると、その結果として 7 が出力
されます。再び、ctrl-D を入力して、Jython を終了させて、ターミナルモードに戻っ
たことを確認します。

次回は
　次回から、本格的なプログラミングの学習に入ります。お楽しみに。■


