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Insightクイックスタートガイド
Klocwork Insight 統合を開始する準備ができている場合は、このクイックスタートガイドに従って、Insight をす
ぐに使い始めることができます。詳細については、インストールドキュメンテーションの全文を参照してくださ
い。

Klocwork Insightをお使いになる前に
インストールのプロセスと製品のセットアップは、次のような状況によって異なります。

» チームが使用しているプログラミング言語 (C/C++、C#、および Java がサポートされています)
» 使用している開発ツール

そのまま使用できるサポート対象の言語/ツールの組み合わせは次のとおりです。
» C/C++ と Visual Studio、Eclipse、Wind River Workbench、または QNX Momentics
» C# と Visual Studio
» Java と Eclipse、IntelliJ IDEA、または IBM Rational Application Developer for WebSphere

上記と異なる環境で作業する場合や、コマンドラインから構築する場合、デスクトップツールを使用するには、
いくつかのコマンドを覚える必要があります。

Klocworkツールをお使いになる前に
このセクションでは初めて Klocwork ツールをお使いになる前に必要なことを説明します。その他の詳細事項は、
オンラインまたはツール内に記載されている当社の製品ドキュメンテーションをご覧ください。

1. ご使用のプラットフォームに適した Klocwork サーバーパッケージをインストールします。特定のプラット
フォームに関する詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

2. 統合プロジェクトを設定し、解析を実行します。このプロセスには、Klocwork によるコンパイラの認識、
build specification (ビルドスペック) のキャプチャ、統合プロジェクトの作成、および統合ビルド解析の実行
が含まれます。当社のデモプロジェクト demosthenes を Visual Studio と組み合わせて使用してインストー
ルをテストする場合は、demosthenes デモプロジェクトの使用 (Windows) on page 2 または demosthenes
デモプロジェクトの使用 (Linux または Solaris) on page 3 を参照してください。

3. 開発チームに適したデスクトッププラグインをインストールします。Visual Studio または IntelliJ IDEA の場
合、該当するデスクトッププラグインをダウンロードしてインストールします。Eclipse の場合、Eclipse 更
新サイトからプラグインをインストールします。ダウンロードのセクションは、Klocwork 管理者がプラグ
インを展開するまではポータルに表示されません。詳細については、デスクトップ解析プラグインのダウン
ロードと展開を参照してください。

4. 各デベロッパーを統合プロジェクトに接続します。接続後は、作業中にボタンにタッチするだけで解析を実
行できます。Visual Studio ユーザーの場合、デベロッパーの作業時に検出された指摘が Klocwork Desktop
Analysis に表示されます。

demosthenesデモプロジェクトの使用 (Windows)

前提条件:

» Klocwork サーバーパッケージと Klocwork Visual Studio デスクトッププラグインがインストールされている
必要があります。

» Klocwork サーバーが実行中である必要があります。
Klocwork インストールをテストするには、サンプルプロジェクト 'demosthenes' を使用して、すぐにプロジェク
トを作成して解析できます。サンプルプロジェクトを設定するには:
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1. Demosthenes サンプルプロジェクトは、<klocwork_install>\samplesディレクトリで見つけることが
できます。これは Visual Studio で使用できる C/C++ サンプルプロジェクトです。

2. <klocwork_install>\samples\demosthenesフォルダーから、kwrun.batを実行します。
kwrun.bat により、現在の作業ディレクトリに demosthenes_winbuild という名前のディレクトリが作成され
ます。kwrun.bat は demosthenes プロジェクトをサーバー上に作成して、ソースコードの各リビジョンを解
析します。

3. ブラウザに、次の URL を入力します:http://<klocwork_server_host>:<klocwork_server_port>

4. Klocwork Insight を選択してログインします。認証を設定していない場合は、ユーザー名とパスワードは不
要です。

5. プロジェクトのリストから demosthenes を選択します。指摘リストからの指摘を調査することにより、
Klocwork Review の使用できる機能のすべてに精通することができます。

6. 次に、<user_install>\samples\demosthenes\<visual studio version>フォルダーにある '4.sln'
ファイルを開くことにより、Visual Studio の demosthenes を開きます。

7. ソリューションエクスプローラーのソリューションを右クリックして [Klocwork プロパティ] を選択するこ
とにより、プロジェクトを Klocwork サーバーに接続します。次に Klocwork プロジェクトリストから
'demosthenes' を選択し、[OK] をクリックします。

8. continuous analysis (継続的デスクトップ解析) を使用すると、ファイルを開くか保存するときに指摘が検出
されます。コードの一部を変更して、指摘がオンザフライで処理される様子を確認してください。

demosthenesデモプロジェクトの使用 (Linuxまたは Solaris)

前提条件:

» Klocwork サーバーパッケージと Klocwork Visual Studio デスクトッププラグインがインストールされている
必要があります。

» Klocwork サーバーが実行中である必要があります。
Klocwork インストールをテストするには、サンプルプロジェクト 'demosthenes' を使用して、すぐにプロジェク
トを作成して解析できます。サンプルプロジェクトを設定するには:

1. Demosthenes サンプルプロジェクトは、<klocwork_install>\samplesディレクトリで見つけることが
できます。これは Visual Studio で使用できる C/C++ サンプルプロジェクトです。

2. <klocwork_install>\samples\demosthenesから、[<environment_variable_settings>]
kwrun.sh [<output directory>]を実行します。Dash シェルを使用する Ubuntu マシンを使用してい
る場合、[<environment_variable_settings>] /bin/bash ./kwrun.sh [<output directory>]
を実行します。
ここで <environment_variable settings>には以下を含めることができます:

» KW_LICENSE_HOST=<host> - ライセンスサーバーのホストを指定します (ライセンスファイルを使用
していない場合)

» KW_LICENSE_PORT=<port> - ライセンスサーバーのポートを指定します (ライセンスファイルを使用
しておらず、かつライセンスサーバーがデフォルト以外のポートで実行中の場合。デフォルトは 27000
です)

» KW_NO_KWINJECT=[yes|y] - kwinject なしで build specification (ビルドスペック) を生成します
<output_directory>はすべての解析データが格納されるディレクトリです。デフォルトの出力ディレク
トリは、現在の作業ディレクトリの demosthenes_build です。kwrun.shは demosthenes プロジェクトを
サーバー上に作成して、ソースコードの各リビジョンを解析します。

3. ブラウザに、次の URL を入力します:http://<klocwork_server_host>:<klocwork_server_port>

4. Klocwork Insight を選択してログインします。認証を設定していない場合は、ユーザー名とパスワードは不
要です。
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5. プロジェクトのリストから demosthenes を選択します。指摘リストからの指摘を調査することにより、
Klocwork Review の使用できる機能のすべてに精通することができます。

6. 次に、<user_install>\samples\demosthenes\<visual studio version>フォルダーにある '4.sln'
ファイルを開くことにより、Visual Studio の demosthenes を開きます。

7. ソリューションエクスプローラーのソリューションを右クリックして [Klocwork プロパティ] を選択するこ
とにより、プロジェクトを Klocwork サーバーに接続します。次に Klocwork プロジェクトリストから
'demosthenes' を選択し、[OK] をクリックします。

8. continuous analysis (継続的デスクトップ解析) を使用すると、ファイルを開くか保存するときに指摘が検出
されます。コードの一部を変更して、指摘がオンザフライで処理される様子を確認してください。

クイックスタート:統合ビルド
デベロッパーが作業を迅速に開始するには、プロジェクトを Klocwork サーバーに設定して、ローカルプロジェ
クトをそれに接続する必要があります。その後、デベロッパーはソフトウェアシステムのコンテキスト内で、各
自のデスクトップ上でコードを解析し、新しい欠陥の発生を防ぐことができます。この時点で、当社のレポート
ツールを使用して、コードの健全性を評価することもできます。次のようにして使用を開始します。
前提条件:

» Klocwork サーバーをインストールして実行している

統合ビルドの解析
1. プロジェクトを作成します。これは Klocwork Insight から、または kwadmin を使用したコマンドラインから

実行できます。たとえば、次のようになります。
kwadmin --url http://server2:8080/ create-project my_project

2. ビルド設定をキャプチャします。使用しているビルド環境で、通常のビルドコマンドを発行しますが、次の
例のようにそのコマンドの前に kwinject コマンドと必要となるあらゆる kwinject オプションを追加します。
たとえば、次のようになります。
kwinject make

3. 次のように入力してプロジェクトを解析します。
kwbuildproject --url http://server2:8080/my_project -o my_tables kwinject.out

4. 次のように入力してデータベースに結果をロードします。
kwadmin --url http://server2:8080/ load my_project my_tables

解析結果の表示
1. ポータルから Klocwork Review にログインします。たとえば、次のようになります。

http://server2:8080/review

2. プロジェクトリストが表示されます。[レポート] をクリックすると、サマリーレポートが表示されます。
3. [上位 10 の指摘] レポートをクリックして、プロジェクト内の最も一般的な指摘を表示します。
4. 円グラフの任意のセグメントをクリックすると、指摘のリストが表示されます。
5. リストで任意の指摘をダブルクリックすると、その指摘が調査されます。

クイックスタート:デスクトップ
IDE または当社がサポートしていないテキストエディターで作業をする場合、kwcheck を使用してローカルプロ
ジェクトを設定し、Klocwork デスクトップを使用して欠陥を見つけることができます。
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前提条件:

» Klocwork サーバーをインストールして実行している

1. ローカルプロジェクトの設定:

kwcheck create --url http://server2:8080/my_project

2. 次のように入力してビルド設定をキャプチャします。
kwshell make

3. コードの解析:

kwcheck run

4. 検出された指摘の表示:

kwcheck list -F detailed

次に実行する必要がある手順
最初の解析が完了したら、以下に示す重要な手順を実行する必要があります。

» 統合ビルド解析用チェッカーの設定
» C/C++ 解析のチューニング
» 解析の加速
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電話 (フリーダイヤル): 1.866.556.2967 このドキュメントおよびドキュメントで説明されているソフトウェアにはライセンスが付
与されており、このライセンスの規約に従った場合にのみ使用または複製することができ直通:  1.613.836.8899 ます。ここに含まれる情報は Klocwork Inc. の財産かつ Klocwork Inc. とクライアント間の機

sales@klocwork.com 密情報であり、Klocwork Inc. の排他的財産と見なされます。どのような形式または手段で
support@klocwork.com も、電気的、機械的、コピー印刷、録画、またはその他の方法で Klocwork Inc. の事前の書

面による許可なしでこのドキュメンテーションの一部をコピー、翻訳、検索システムへの
米国: 保存、または転送することはできません。ドキュメンテーションに問題がある場合は、書
15 New England Executive Park, Burlington, MA 01803 面で報告してください。 Klocwork Inc. は、このドキュメントに誤りがないことを保証しま

せん。カナダ:
30 Edgewater Street, Suite 114, Ottawa, ON K2L 1V8 Klocwork および は Klocwork Inc. の登録商標です。Klocwork Insight、Klocwork Inspect、お

よび Klocwork Review は Klocwork Inc. の商標です。
www.klocwork.jp サードパーティ製ソフトウェアの著作権告知には、Klocwork インストールディレクト

リにある 3rdparty_copyright_notices.txt ファイルが含まれています。

Copyright © 1998-2014 Klocwork Inc. All rights reserved.

mailto:sales@klocwork.com
mailto:support@klocwork.com
https://www.facebook.com/klocwork
http://feeds.feedburner.com/KlocworkNewsfeed
https://twitter.com/klocwork
http://www.linkedin.com/company/klocwork

	Insight クイックスタートガイド
	Klocwork Insight をお使いになる前に
	Klocwork ツールをお使いになる前に
	demosthenes デモプロジェクトの使用 (Windows)
	demosthenes デモプロジェクトの使用 (Linux または Solaris)

	クイックスタート:統合ビルド
	統合ビルドの解析
	解析結果の表示

	クイックスタート:デスクトップ
	次に実行する必要がある手順


