
WEB+DBシステム（応用編）	

第1回(2016年9月22日) 
ガイダンス/授業環境の準備	

国際化(I18n)対応	



Progress of Today	
(1) ガイダンス　授業計画 
(2) 成績のつけ方等 
(3) 後期の演習環境 
(4) 前期の復習 
(5) 多国語化の実施 



前期（入門編）	

p  Railsアプリケーションで	

n  WEB画面の構造(HTML, CSS) 
n  Sqlite3のデータベース、SQL 
n  Rubyによる制御プログラム	

で、全体構造を眺めた。	

p  Railsによって、データベースアプリケーションが 
かなり容易に構築できることを経験した。	

p  後期は、テスト駆動の考え方や、より実践的／実用的な
場面で使える要素をみていきたい。	



全体的な進め方	

p  「プログラムを書く」	

よりも、	

p  「サンプル・プログラムを理解する」	

ことを中心とする。	

p 様々な機能が、どのように実現されているか、実際
に試し、実際に動作させて、感覚的につかむ。	

p 余力があれば、サンプルプログラムを改変して、自
分で設定をあれこれと変えてみる。 

p ここから、オリジナリティのあるものを考える。	



後期の授業計画（１／３）	

第1回　WEBアプリケーションとは	

　　後期のRails5環境の導入/localeと文字コード	

　　アクセスされた環境によって、表現（言語）を 
　　切り替えてみる。	

第2回　gitによるバージョン管理	

　　gitとは何か。	

第3回　Validation	

　　入力の不備を指摘する。 
第４回　ログイン認証とユーザ／role 
　　ユーザを識別し、ユーザごとに異なるメッセージを出す。 
	



後期の授業計画（２／３）	

第５回　TDDの考え方(Rspecの導入）	

　　テスト記述を 初に行う考え方を理解する。	

第６回　テストデータを作る	

　　動作テストを行うためのデータの準備方法を学ぶ 
第７回　プログラムの動作記述（TDDのまとめ） 
　　シナリオを書いて、動作を確認する。　 
第８回　セッションの管理 
　　セッションを通してのパラメータの受け渡しを学ぶ。 



後期の授業計画（３／３）	

第９回　課題制作−１（1／3） 
第10回　課題制作−１（２／3） 
第11回　課題制作−１（３／3） 
第12回　課題制作−2（1／3） 
第13回　課題制作−3（２／3） 
第14回　課題制作−4（３／3） 
第15回　WEB+DBシステムについて	

　　　後期のまとめ	

	



課題制作について	
サンプルを提示します。そのサンプルを動作させて、そこからさ

らにアレンジして、まず「慣れ」て、慣れたら自分なりの変更を
加えて行って下さい。 

シラバス通りで実施します。 
　　「ショッピングサイト」の制作と 

　「人気投票サイト」の制作を掲げています。 
授業支援システムの「レポート」として、アンケートを受け付けま

すので、友人と相談しても構いませんし、土曜日までに提出
して下さい。 



お断り	

教材のRails環境を4から5に切り替えました。 
それに伴い、従来の記述が使えない部分も増え、教材

のプログラムも随所で書き直しが必要になります。 
 
この際、本文だけ修正し、画面コピーが古いまま残っ

たり、逆に画面コピーだけ修正し、教材の記述が古
いまま残ったり、というミスは、想定されます。 

注意しながら進め、その都度修正したいと思いますが、
皆さんもこの点は意識して読んで、皆さん自身も、
修正できるように試みて欲しいと思います。	
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成績のつけ方	

p  成績評価は、レポート評価から行います。	

n  定期試験は行いません。	

p  評価の基準	

n  S評価：出題者の予想を上回る課題の発展について報告されて
いるもの。または、動作などの考察が深く、特に優れているもの	

n  A評価：課題すべてについてオリジナリティが感じられ、本質的な
理解が十分に伝わるもの。	

n  B評価：多少個人ごとの工夫が必要な項目に触れられて、全体
的に妥当な内容が記載されているもの。	

n  C評価：基本的な 低限の書式を満たしていて、「そのまま作業
すれば結果が出る」項目が、漏れなく報告されているもの。	

p D評価：採点はしたが、成績には記録しない。	



レポート提出	

p レポート提出は、	

合計3〜４回程度を予定しています。 
現在の予定は、第4回、第8回、第11回、第14回 

p  欠席した学生は「欠席課題」をレポートとして提出し
て下さい。	

n  「欠席課題」の提出があれば、「出席扱い」とします。	

n  欠席が6回以上の場合は、「資格なし」として扱います。	



レポートのファイル名と種類	

p ファイル名は、Wnn-1XkXXXX.ZZZとして下さい。
（ご協力をお願いします。）	
n  先頭1文字：W 
n  2文字目+3文字目:nn -授業回(例:第1回なら01) 
n  4文字目:- (マイナス、ハイフン) 
n  1XkXXXX：学生証番号	

n  ZZZ：文書の種類ごとの拡張子	

n 例：W01-07k2345.odt 
p 文書フォーマット：以下のいずれかとする。	

n  OpenOffice.org Writer文書(拡張子：odt) 
n  MS-WORD文書(拡張子：doc 、または docx) 



レポートの提出先	

p 授業支援システムの「課題提出」経由で提出して下さ
い。	



レポートの書式を守って下さい！	

p  ルールとして「書式」を守って下さい。	

n 守って欲しいルールは、以下の通りです。	
n  テンプレートを使用する。	

p  印刷・採点する際に、揃っていると処理しやすいため。	

n  ファイル名を正しくつける。	
p  採点処理の際に、ファイルを開かなくても誰のかわかるため。	

n  コマンドプロンプトを、個人ごとに書き換えるか、画面コピーに 
個人のPCの壁紙を書き換える。	

p  自分のPCで実行したことをはっきりとさせるため。	



指示に従わない場合：採点しません	

レポートなどを処理する側の都合もありますが、 
それ以上に「教育的配慮」として、 

「指示や注意事項を正確に読んで、従う」 
ことの重要性を理解して欲しい、ということがあります。 
 
仕様書に書かれた「ほんの2〜3行の注意事項」を見

落としたばかりに、バグが消せなかったり、 
職場ルールを無視した新人のおかげで、大勢が尻
拭いに追われたり、様々な問題が起きます。 

	



画面コピーの方法	

p 実習レポートでは、しばしば「画面コピー」をお願いし
ます。	

p 画面コピーでは、Rubyを実行した画面をそのまま
切り取って、「こんな感じになりました」ということを報
告して下さい。 
p  但し、提出時は提出文書ファイルにはめ込んでください。 
p  「全画面」ではなく、必要な部分を切り取って貼り付けてく

ださい。（この際、背景が若干見えるようにして下さい。） 



優秀レポートの掲示	

p レポートは電子提出されるため、優秀レポート（S評
価など）は、氏名部分を削って掲示し、他の学生の
参考用に提供します。	



成績の開示	

p 成績の開示を希望する学生
については、右のような形式
で、開示します。	

n  学生証番号から一意の
Handle Nameに変換し、成
績原簿の内容を、順番は
Handle Name順にソートし
て、そのまま開示します。	

n  希望はいつでも開示/非開示
を切り替えられます。申し出て
ください。	
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Rails環境について	
(1) VMWare 

使っている途中でライセンスが切れないように、 
https://cis.k.hosei.ac.jp/member/software/vmware 
の掲示に注意して下さい。（トップページは、以下の通りです。） 
https://cis.k.hosei.ac.jp/member/ 

(2) Rails 5 
 前期は4でしたが、後期は5を使うため、前期とは違った書き

方になる部分が多く出てくると思います。 
 

 



バージョン	

教材は、以下の環境で作成しています。 
Rails : 5.0.0 
Git : 2.8.4 
Gem : 2.6.6 
Ruby : 2.3.1p112 
Rake : 11.2.2 
多少バージョンが違っても、動作が同じなら気にしない

でください。（結果オーライです。） 
Aptana : Eclipse Marsのプラグインに切り替えまし

た。 



Eclipse/Aptanaの環境に注意	

Aptanaが前面には出ていないため、Eclipseとして動
作していますが、Aptanaのプラグインを追加し、エ
ディタ環境などで動作の足を引っ張っていた部分に
若干手を加えてあります。 

 
このため、初回に配布するVMwareのLINUX環境を

使わない場合には、IDEではなく、Vimなどのエディ
タを使用したり、工夫して作業してください。	
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仮想コンピュータの配布	

容量の都合で、ZIPファイルが二つになりました。 
 
To_mergeのフォルダの中身を 
他方にコピーして、 
右図のようなディレクトリの中身と 
してください。 
 
拡張子vmxのダブルクリックで 
起動します。	



Linuxへログイン	

Linuxの起動画面は以下のようになります。 
ユーザIDはroot, パスワードはhoseiです。 



Workspaceの指定	

EclipseのWorkspaceは、デフォルト設定です。 
 /home/WebDB/workspaceに設定しました。 

変更する場合は各自の責任で行って下さい。	



Railsの1, 2, 3, 4	

Railsは前期学習した通り、1、2、3(、4）のステップで
一気にWEBアプリケーションの骨格が生成できます。 

1.  プロジェクトを作る。 
rails new プロジェクト名 

2.  （必要に応じて）Gemfileを修正する。 
3.  Scaffoldで、エントリー画面を生成する。 

rails g scaffold モデル名（単数形） フィールド名：型 … 
4.  データベースを作る。 

 rake db:migrate 

このスライドの内容は、 
反復して覚えてしまって下さい。	



1. 補足	
Eclipse環境でプロジェクト生成ができます。 
 
前期と同様に、先にコマンドでプロジェクトを生成してから、

Eclipseに「フォルダからプロジェクトを生成」して取り込む方
法もあります。 

 
いずれも結果は同じです。 
 
	



1. プロジェクトの生成	

(1) Eclipse上で、新規プロジェクトを生成します。 
 前期の復習で、memopadを作成します。	



プロジェクト memopad	

途中で失敗して、うまくいかなくなった場合： 
 
その場合は、 
memopad2　 notepad  
など、異なる名前（自分でわかる名前）にプロジェクト

名を変えて試して下さい。 
 



1. (2)　プロジェクト名の入力	

プロジェクト名を入力して、完了します。	



1. (3)　プロジェクトファイルの生成画面	

プロジェクトファイルが無事生成されると、 
　　　bundle install 
が実行されて、以下のような画面になります。 
Bundleがインターネットから必要なファイルをダウンロードしま

すので、インターネットに接続できる環境でこのコマンドを実
行して下さい。	



Rootパスワードの確認	

途中で、root(管理者)権限のパスワード確認が表示
されます。 

 
パスワードは、ログイン時のパスワードと同じです。 
	



2. (1) Gemfileの修正	
現在のRailsのバージョンでは、execjsが自動で取り込まれていないため、

プロジェクト直下にあるGemfileに、以下の2行を加える必要があります。 
 gem 'therubyracer', platforms: :ruby 

15行目付近のコメントを外して下さい。 
(この画面からコピペすると、’が化けるので手入力して下さい。）	



2. (2) Gemfile更新の結果反映	

Gemfileを修正すると、必要なgemが指定されます
が、これだけだとrubyの実行環境にgemが取り込
まれることはありません。 

コマンドプロンプトで、 
 bundle install 

と入力して下さい。 
 
いくつかファイルが 

追加されます。 



2. 補足	

Gemfileに何を追加すべきかは、バージョンによって
異なります。 

また、選択肢が一通りではない場合があります。今回
も、javascriptのランタイムを加える必要がありまし
たが、ディストリビューションは一つではないため、
therubyracerの代わりに、他のgemを指定するこ
とも可能でした。 

	



3．Scaffoldのエントリー画面生成	

画面のScaffoldingは、以下のようなコマンドになりま
す。 

　　rails g scaffold memo content:text 
generateをgと短くすることができます。 
	



4. データベースの生成	

Sqlite3に、データベースを生成させるコマンドは 
    rake db:migrate 
です。 
これで準備完了です。 
	



5. テストラン	

Shell(Gnome 端末）で、 
 rails server –b 0.0.0.0 

と入力します。  
Serverは、短く　s　と省略することができます。 
	



Rails 5での変更点	

標準のサーバがWebrickからPumaに変わりました。 
(メッセージに注意） 
 
このため、IPアドレスの指定がデフォルトのlocalhost

のまま（名称）では動作せず、明示的に 
 -b 0.0.0.0 

のポート番号を与えています。 



Rails 5の起動画面	

デフォルトの画面 
  http://localhost:3000/ 
が変わりました。	



WEB画面	

メモパッドが起動した画面は、下記の通りです。	



Eclipseのデバッグ機能	

Aptanaと連携したことで、デバッガ（ブレイクポイント
の挿入、パラメータ数値の確認など）の機能が使え
るようになりましたが、まだ、使い方にはコツが要る
（細かいところで、バグがある?）ように思われます。 

 
デバッグ機能の使い方の説明は、授業に触れることも

あるかも知れませんが、基本的には扱いません。 
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多国語化	

ここから、多国語化を行います。 
Internationalizationで、単語が長いので、Iとnの

間に18文字あるから、ということで、I18nと略され
ます。 

このために必要なgemは、既にインストールされてい
ます。 

	



多国語化の構造	

多国語化は、 
　A.　ロケールの指定部分 
　B.　辞書ファイルの記述（準備） 
　C.　表示部分のシンボルによる記述	

（ユーザサイト） 
ロケールの指定	 辞書ファイル	

表示文字列の 
シンボル化	



どんなロケールがあるか。	

p  projectフォルダ/config/localesの下に、配置	

n  （ロケール）.ymlの種類だけ、多国語化できる。 
 

p 世間には、どんなロケールがあるか。	

n  Javaの場合	
p  http://lab.moyo.biz/recipes/java/locale/format_1.5.0_05.xsp 

n  Windowsの場合	
p  http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc392381.aspx 

p 自動生成されたファイルには、en.ymlが存在して
いる。（これは、en  ＝英語のロケールの辞書）	



B. (1) 日本語版の辞書の用意	

p 今後のこと（エラーメッセージの日本語化）を考え、 
以下のサイトから、ja.ymlとen.ymlをコピーする。 

p ページを開いて「中身」をコピーし、ローカルな同名
のファイルに書き写して下さい。 

p  en.ymlは、既存のファイルを置き換える。 

p  https://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails/locale 



B. (2) 辞書ファイル	
まず、config/localesの下に、辞書ファイルを配置します。 

初は、en.ymlしかありません。 
ja.ymlでも何でも、追加しただけ多くの言語に対応できます。 
ymlは、YAML言語の拡張子です。 
タブや空白の数が意味を言語です。 
 
インデントがきちんとそろっていないと、エラーになります。いい

加減な人は、ここで頭を抱えます。 
注意して下さい。 
　　（一旦、Rawの表示に切り替えないとうまくコピーできないか

も知れません。） 



辞書ファイルの書き方	

シンボル名: そのシンボルを表示する文字列 
 
ja.yml 
 memos_title:  私のメモ帳 

 
en.yml 
 memos_title:  My Memopad 

	



B. 補足：ｙｍｌ(yaml)の文法	
p  http://jp.rubyist.net/magazine/?0009-YAML#l2 

p 配列の表現	

n  行頭に-をつけて「配列」を表現する。	

p ハッシュの表現	

n  「キー: 値」の形式で表現する。	

n  :(コロン)の後には、半角スペースを１つ以上	

p #はコメント行	

p データ型の表現は、Cやjavaと同様 
p 段下げのスペースの数が同じノードは、同格の値で

す。（深さが同じ）	



B. (3) 辞書ファイルの準備	

元々、以下のように記述されていた。	



B. (3) 修正した後のファイル	
例えば、以下のように変更する。コロンの後には必ず

空白を入れる。 
 
 
 
 
 
 
 
ここで、「show」とか、「memo_title」は、辞書の「見

出し語」の役割を果たしている。 



C．(1) 多国語化する表示部分	

まず、この部分を修正します。 
	

App/views/memos/index.html.erb 
17〜19行目 
	



C. (1) 多国語化用のシンボル	

t (translate)というメソッドに、シンボルを渡します。 
‘Show’という文字列を表示していた部分を、 
(t ‘show’)と書き直します。ここで、「シンボル」として

記述された文字列は、辞書で定義されていなけれ
ばなりません。	



C. (2) 多国語化の流れ	

‘show’というシンボルが、t (翻訳しろ）というメソッドに
渡されます。 

言語環境がja (日本語）なら、ja.ymlから、このshow
というシンボルを検索し、「表示」という文字列を探し
てきます。 

画面には、「表示」という文字列が表示されます。 
 
	



C. (2)　多国語化の具体例	

<%= link_to ‘Show’, memo %> 
 Showという「リンク」が画面に表示され、クリックす
ると[memo]という名称からroutesの記述によって
展開されるURLにジャンプする。 

この’Show’の部分を、言語によって切り替えるため、
シンボルを指定する。 

<%= link_to (t ‘show’), memo %> 
本文の編集はこれで完了。 
辞書から、showというシンボルを探して表示する。 
 



C. 他の多国語化部分	

アプリケーションのタイトルと、「新規作成」の表示も、
切り換えてみます。（以下は、例です。） 

　[ 多国語指定前 ] 　　→　　　　[ 多国語指定後 ] 

App/views/memos/index.html.erb 
27行目 
	

App/views/layouts/application.html.erb 
4行目 
	

App/views/memos/index.html.erb 
3行目 
	

<title><%= t ‘memo_title’ %></title>	



C. 補足	

HTMLの記述の中では、rubyのコマンドを使うことが
できません。 

そのため、元々<%= (ruby記述) %>などで囲まれ
ていなかった部分については、新たに<%= %>で
囲んで、その中に t ‘シンボル’を記述します。 

 
拡張子が html.erbの場合には、<%= %>が必要

となる場合が多く、 
拡張子がrbの場合には、そのまま記述すればOK。	



A. (1) configのdefault_locale	
     config/initializers 

のフォルダの中に、 
      i18n.rb 

というファイルを作成する。	

p  中身は１行だけ。	

 
 
 
Rails.application.config.i18n.default_locale = :ja 



A. (2) ControllerのLocale判断追加	

App/controllers/application_controller.rb 
以下のような修正を行います。	



A. (2) ロケールを切り分けるため
の記述	

p 現在は、デフォルトだけの動作になっているため、 
パラメータでロケールの指定があった場合に、 
ロケールを切り替えるための記述を加えます。	

app\controllers\application_controller.rb 
p を編集します。	



A. (2) application_controller.rb 
class ApplicationController < ActionController::Base 
 
 protect_from_forgery with: :exception 
 

 
 before_filter :set_locale 
 
  def set_locale 
    I18n.locale = params[:locale] || I18n.default_locale 
  end 
end 
 



 || 演算子の優先順位	
C言語、ruby, Java共通ですが、 || (論理和）の演算子は、左

から右に解釈しますが、 
A || B　　は、 

 Aが真（true）ならAを解釈し、もしAが定義されていないか
falseならば、Bを解釈する。（Bは必ずしも解釈されない） 

という形で実行されます。このため、 
  I18n.locale = params[:locale] || I18n.default_locale 

は、 
 画面からのパラメータで明示的に:localeが指定されていたな
ら、そのlocaleを設定し、指定がない場合は、
default_localeをlocaleとする、 

と解釈します。 
 



テスト	

p サーバを再起動します。(rails s) 
p 現在コンピュータに設定されているロケール（たぶん

全員が日本語）で表示される	

p 試すURLは、	

http://127.0.0.1:3000/memos?locale=ja 
または	

http://127.0.0.1:3000/memos?locale=en 
 



いよいよ、 終確認	

p うまく切り替われば、今日の課題はクリア	



本日の欠席課題	

日本語と英語が切り替わるWEBページを、作成し、日
本語の画面と、英語の画面を、それぞれURLと、デ
スクトップの壁紙が見える形で動作させて、報告して
下さい。 

 
お手数ですが、各自のScientific Linuxのデスクトッ

プの壁紙も、好きなものに切り替えておくと良いでし
ょう。 

	



次回予告	

次回は、gitを用いて、バックアップや、バージョン管理
を行う手法について、学びます。 

	


