
ウイザードで
自動作成

Visual Studio を

初めて使う
プロジェクト ウイザードを使ってマウス操作でアプリケーションを作る

第１回

1 http://www.dinop.com/

　Visual Studio には対話形式で開発を
始めることができる機能「プロジェクト 
ウイザード」が備わっている。この機能
を利用するとマウス操作だけでアプリ
ケーションの雛形を作ることができる。
今回は Visual Studio の起動から、マウ
ス操作でのアプリケーション作成、そし
て実行までの手順を体験してみよう。

　まずは Visual Studio を起動する（図
1）。図はWindows 2000 のものだが、
Windows XP の場合も「スタート」ボタ
ンの「すべてのプログラム」の中に同様
のメニューが用意されている。
　起動時にはロゴ画面が一瞬表示される
（図 2）。ここにはインストールされてい
る機能が一覧されている。
　Visual Studio に 2 つ以上の言語がイ
ンストールされている場合には、初回起
動時に設定画面が開く（図 3）。ここで
は「Visual C++ 開発設定」もしくは「全
般的な開発設定」を選択するといいだろ
う。初回起動時には、さらに環境の構成
が行われる（図 4）。
　しばらく待つと Visual Studio が起動
した（図 5）。Visual Studio 2005 では
起動時にインターネットに接続している
場合には、自動的にデータがダウンロー
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ドされ、最新の開発情報が表示される。
こ こ で は「Personal Web Site Starter 
Kit」関連の情報が表示されている。

プロジェクトを作る
　「プロジェクト」というのは Visual 
Studio でプログラムを作る単位を示す。
「プログラムを作りたいときはプロジェ
クトを作る」と覚えておけばいいだろう。
　プロジェクトを新しく作るには「ファ
イル」メニューの「新規作成」から「プ
ロジェクト」を選択する（図 6）。する
とプロジェクトの種類や名前を設定する
ための画面が開く（図 7）。
　Visual Studio では多くの種類のテン
プレートが用意されている。この中から
作りたいアプリケーションに応じたプロ
ジェクトの種類を選ぶ。また、用途に応
じたテンプレートが見つからない場合に
は自分でテンプレートを作り、追加する
こともできる。
　ここでは「MFC アプリケーション」
という種類のテンプレートを利用する。
左側のツリーにある「プロジェクトの種
類」から「MFC」を、右側の「テンプレー
ト」から「MFC アプリケーション」を
選ぶ（図 7）。
　次に「プロジェクト名」と「場所」を
設定する（図 8）。プロジェクト名は作
成したいアプリケーションの名前を入力
する。英数字のみを利用し、スペースや
漢字などの全角文字、特殊な記号類は使
わないようにする。自動的に作成される
ソースコードの中でも、ここで設定した
プロジェクト名が使われるからだ。ここ
では「WizardTest01」とした。
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　「場所」はプロジェクトを保存するフォ
ルダ位置を指定する。そして最後に「OK」
ボタンを押す。
　すると「MFC アプリケーション ウイ
ザード」が開く（図 9）。これはプロジェ
クト ウイザードの1つだ。このウイザー
ドでは対話形式で用途に応じた設定が
色々できる。ここではデフォルトの設定
のまま利用する。
　これでプロジェクトが自動的に作成さ
れた（図 10）。作成されたプロジェクト
にはいくつかのファイルが含まれ、左側
の「ソリューション エクスプローラー」
にツリー形式で一覧されている。

ビルドする
　プロジェクトを作成したら試しに実行
してみよう。実行する前には実行形式の
ファイルを作成するために「ビルド」す
る必要がある。
　ビルドするには「ビルド」メニューか
ら「ソリューションのビルド」もしくは
「WizardTest01（プロジェクト名）のビ
ルド」を選択する（図 11）。
　ビルドが始まると画面下部にある「出
力」ウインドウに「ビルドの開始」のよ
うに表示されるとともに、進行状況が順
次表示される（図 12）。
 　ビルドが正常に終わると「ビルド： 1 
正常終了、0 失敗」のように表示される
（図13）。逆に、失敗した場合は「ビルド： 
0 正常終了、1 失敗」のようになる。

試しに実行する
　ビルドが正常に終わったら実行でき
る。実行する場合は「デバッグ」メニュー
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から「デバッグ開始」を選択する（図
14）。「デバッグ」とは「テスト実行」
という意味合いの用語で、このメニュー
は作成したアプリケーションをテスト実
行するためのものだ。よく使う言葉なの
で覚えておこう。
　デバッグを開始するとビルド作業によ
り作成できた実行ファイルが動作する
（図 15）。「MFC アプリケーション ウイ
ザード」を標準の設定のまま用いるとこ
のようなウインドウ構成のアプリケー
ションとなる。
　作成されたアプリケーションはメ
ニューバーとツールバー、ステータス
バーを備え、内部に複数のウインドウ
を開ける「MDI」形式のウインドウにな
る。メニューバーやツールバーのコマン
ドもきちんと動作し、バージョン情報の
ダイアログまでもが用意されている（図
16）。作成したアプリケーションは通常
の実行ファイルと同様に「ファイル」メ
ニューの「アプリケーションの終了」に
より閉じれる（図 17）。
　このようにプロジェクト ウイザード
を利用すればマウス操作だけで、それな
りの機能を備えたプログラムをほぼ自動
で作ることができる。Visual Studio で
はこれを雛形にして、必要な機能を加え
ることでアプリケーションを開発するこ
とになる。
　Visual Studio を終了するには「ファ
イル」メニューから「終了」を選択すれ
ばいい（図 18）。作成したプロジェクト
はビルドすると自動的に保存される。そ
のため終了時に保存を促す画面は表示さ
れないが心配の必要はない。

プロジェクトを実行する

図13　ビルドが正常に終

わると「出力」ウインド
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図 14　ビルドが終わった

プロジェクトを実行する

には「デバッグ」メニュー

の「デバッグ開始」を選

択する

図 15　これで作成したプロジェクト
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図 16　マウス操作だけで

作成したが、メニューバー

やツールバーなどがあり、

バージョン情報ダイアロ

グなども用意されている

図 17　終了するには通常のソフトと

同様に「ファイル」メニューから「ア

プリケーションの終了」を選択すれ

ばいい

図 18　Visual Studio を

終了するには「ファイル」

メニューから「終了」を

選択する。プロジェクト

はビルド時に自動的に保

存されているため、保存

画面は開かない


