
WEB+DBシステム（入門編）	

第2回(2016年４月14日) Rev1.1 
Ａｐｔａｎａとrails - Aptana統合開発環境	

WEBサーバとの連携動作 - 



今回の内容	

p 統合開発環境Aptanaの動作を確認します。 

p 今回、Railsの動作がスムーズにいかなかった人は、
状況をレポートして下さい。	

p  どんな状況か？　→　画面コピーと文章で報告 
後にまとめてやろうとすると大変です。必ず経過報告を！ 

p  LINUXのコマンドの、必要 小限のものを覚えるこ
とが目標の一つです。 



Rails on Linuxの解凍と起動	

初回の授業でセットアップしたRails on Linuxの
VMwareの仮想コンピュータを起動して下さい 。 

 
 解凍したフォルダで、拡張子vmxのファイルをダブル
クリックして下さい。VMwareが起動されます。 

	



バージョン確認	

p DVDで配布した状態でのバージョン 
n  Rails    --- 4.2.6 
n  Gem   ---  2.6.3 
n  Git      ---    1.7.1 
n  Rake    ---   11.1.2 
n  Ruby    ---   2.3.0p0 
 



うまく起動できなかった人	

p 何日間もPCをハーバーネーション(休止状態)やス
リープだけで使っていた人は、一旦Windowsをシャ
ットダウンして、再起動して下さい。 
p  （これだけでうまくいった人もいます。） 

p 以下の点を確認して下さい。 
p  チャットやSkypeがポートを占有していなかったか	

p  インストールはadminで行ったか。 
p  オンラインゲームなどがポートを占有していないか 
などを確認して下さい。	

 



うまく実行できないケース	

p 可能な限り、今日中に対応します。 

p  PCを持ってこなかった、後でまとめてやるから今は
確認しない、という場合、レポート提出に支障が出る
ことは理解しておいて下さい。 
p  また、今後の課題で慌てて追いつこうとしても、間に合わ

ない場合が少なくなかったことは、予めご承知おき願いま
す。 



GNOME端末を開く	
Railsのコマンドは、LINUXのコマンド端末からも入力できます。

端末を開くと、 
 /home/webdb 

がカレントディレクトリになっています。(pwd) 
作業ディレクトリを 

 /home/webdb/Documents/rails4work 
に移ります。(TABを押すと確定できるパス名が表示されます） 
cd /home/webdb/Documents/rails4work 
	



GNOME端末はどうやって開く？	

GNOME端末は、デスクトップの上部中央の端末をク
リックして開いてください。 

	



今日の到達目標(1/4) 
p 新規プロジェクトとして、「sample」を作る。 

rails new sample 
p と入力します。(Current Directoryに注意） 
p コマンドプロンプトからプロジェクトを作る。 
p 通信環境の使える 

場所で実行して下さい。	



以下のエラーが出た人	
 Could not fetch specs from fttps://rubygems.org 

通信エラーです。通信環境を確認してから再開する必
要がありますが、画面上に 

run bundle install 
が表示されていたなら、プロジェクト生成は完了してい

ますので、次のスライドのコマンドで再開して下さい。 
	



(エラーが出た人)Bundleから再開	

前スライドの画面になった人は、既に、sampleのプロ
ジェクトが生成されているはずです。 
 cd sample 

と入力して、ディレクトリを移動し、次に、 
 bundle install 

と入力して下さい。(カレントディレクトリに注意) 
	



VMwareがネットにつながらない	

決め手が見つかりませんが、試行錯誤の材料は下記
の通り 

1. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
    /etc/sysconfig/network 
  を編集してみる。 
http://kohi3.hatenablog.com/entry/

20120703/1341328530 
	



VMwareがネットにつながらない	

2. NATの設定にして、Windows側でNetwork 
Adaptorの設定を行う。 

http://www.nslabs.jp/linux-nat-on-
vmware.rhtml 

 
3. Windows上でブリッジの設定を行う。 
http://linux.oboe-gaki.com/archives/

000374.html 
 
上記のいずれかを試してみてください。	



今日の到達目標(1/4)確認	

Your bundle is complete! 
の表示の確認が、第一段階です。 	



Current Directoryについて	

Current Directoryは、Shell(今作業している
Terminal Window）ごとに設定されます。 

 
複数の端末を同時に開いて作業を行う場合、それぞ

れが異なるCurrent Directoryを持つことができま
す。どれか一つの端末でディレクトリを移動すると、
他の端末のCurrent Directoryまで変わる、という
ことはありませんので、terminal Windowごとに
現在どのディレクトリにいるか、注意して下さい。 



今日の到達目標(2/4) 
p Aptanaの起動と正常動作を確認する。 
p  初にWorkspaceを選びます。初期状態で、

rails4workと設定してありますが、自由に変えて構
いません。	



画面の日本語化	

p Aptanaもそうですが、世界的なフリーウェアは、し
ばしば英語ベースで開発されています。	

p 日本語化は、日本語化の「プラグイン」や「アドオン」
など、外付けの環境で対応します。 

p ここでは、	

http://mergedoc.sourceforge.jp/ 
p から、Pleiadesの日本語言語パックをインストール

してあります。しかし、部分的には英語のメッセージ
が残ったままとなる場合があります。	



plugins/features(コピー済)	
p  pluginsやfeaturesは、Aptana（やEclipse）をさらに

高機能にするための「追加モジュール」群です。	

p  jp.sourceforge.mergedoc.pleiadesは、名称の一
意性を高めるために、URLを逆にたどった名称がつけら
れす。	

n  もし、法政大学で何らかのアドオンが開発されたなら、	
p  jp.ac.hosei.cisなどの名称がつけられるはずです。 

p  readmeに従って、設定ファイル
「AptanaStudio3.ini」に以下の１行を追加さ
れています。	

-javaagent:plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/pleiades.jar 



workspaceの設定	

p workspaceとは何か？	

 
n  一つのコンピュータに、Aptanaをインストールし、 

Aptanaでアプリケーションを開発する場合を考えます。	

p  プロジェクトAの時は、こういう構成をし、プロジェクトBの場合は別
の構成、という形で、利用する環境を切り替える場合があります。	

 
n  このため、Workspaceを必要に応じて切り替えることが

できます。	

 



Workspaceの切り替え	

p 授業では、RubyをRails上で扱います。	

これらをワンセットで、Ruby on Railsと言います。	

 
p もし、PHPやPythonなど、他の言語を試したい場合

には、別のworkspaceを用意すると良いでしょう。	

n  同じworkspaceで、「プロジェクト」を新規に作成する、と
いう方法で、Railsの環境をすべてで共有することができ
ます。	

p  但し、XAMPPのような別のサーバ環境と共存させようとすると、
設定が「ぶつかる」ことがあるため、根本的に分離する（独立させ
て複数をセットアップする）方が無難です。	



Aptanaの起動	

App Explorerを開くと、 
全てのプロジェクトを閉じ

た状態で、右図のよう
に「プロジェクトの新規
生成」と「インポート」の
２項目が表示されます。	



プロジェクトのインポート	

インポート・プロジェクトを選んで下さい。次に、一般か
ら「新規プロジェクトとして既存のフォルダーを使用」
を選び、「次へ」移ります。 

	



Railsのインポート	

参照ボタンを押して、先ほど作ったsampleを選びます。 
Rubyとrailsにチェックを 

入れて、「完了」します。	



プロジェクトファイルの確認	

左側のfileペインの内容を確認して下さい。 
下にスクロールして、 

Gemfileを探して下さい。 
このファイルを編集します。 
ダブルクリックして下さい。 
	



Gemfileの編集	
Railsは、javaの処理系を使っています。 
Gemfileで、 
  gem 'therubyracer', platforms: :ruby 
という記述を有効にすることで、実行可能になります。 
# で始まる行は、Gemfileの「コメント」ですが、コメントアウトさ

れた状態で上記の記述が生成されています。 
この#のコメントを外し、ファイルを保存して下さい。 
	



今日の到達目標(2/4)確認 
p Gemfileの編集が出来たら、Step 2はOKです。	



今日の到達目標(3/4)	
WEBサーバを起動します。 
 
画面下のterminalを開いて下さい。 



Bundleの実行	

Gemfileを変更した後は、必ずbundleを実行します。 
ターミナルで、 
 bundle install 
と入力して下さい。(通信環境が必要です。) 
Your bundle is complete! 
が表示されれば、OKです。 
  
	



WEBサーバの起動	

コマンドターミナルで 
 rails s 

と入力します。（rails serverを短くしたものです） 
以下のような表示が出れば、OKです。	



サーバ起動の失敗	

以下のように、エラーを吐き出して止まった人は、必ず
Gemfileの編集内容を確認して下さい。また、必ず
bundle installを実行して下さい。 

	



サーバ起動の確認	

p ブラウザを起動して下さい。URLに	

n  http://127.0.0.1:3000/ 
p と入力し、画面を確認します。	

p 以下のようなWEB画面が表示されます。	



今日の到達目標(3/4)確認	

WEBサーバの起動画面が表示されたら、OKです。 
今、あなたのPCでは、WEBサーバが走っています。 
 



MVCについて	

p  プロジェクトのsampleにインポートさ
れた内容を開くと、appの下に	

n  assets 
n  controllers 
n  Helpers 
n  mailers 
n  models 
n  views 

p  という6つのフォルダがあります。	

p  Model/View/Controllerは、プログ
ラム開発における重要な構成要素で
す。	



Model View Controller 
p  Modelでは、データの構造を記述

する。	

p  Viewでは、画面レイアウト・操作な
どを設計する。	

p  Controllerは、プログラム実行時
の処理の流れなどを記述する。	

 
p  これらを分離するのが、MVCの開

発モデルである。	

p  次回の授業で扱います。	

http://kameleon.s241.xrea.com/wiki/index.php?MVC%E3%83%95%E3%83%AC
%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF 



今日の到達目標(4/4)	
p  「メモ帳」データベースの、WEB画面を生成する。	

n  データベースの接続を行う。	

n  データベースファイルの自動生成。	

n  スキャフォールドの生成	

n  起動	

 



一旦プロジェクトを閉じる	

さて、ここで一旦プロジェクトを閉じて下さい。 
Sampleプロジェクトのファイル編集を一旦完全に閉じ

て、次のプロジェクトで紛らわしいことがないようにし
て下さい。複数のプロジェクトが開かれていると、作
業をしていて混乱します。（必ずしも、必須の作業で
はありませんが・・・） 

次のステップで、memopadの 
Gemfile編集を行います。 
SampleのGemfile編集と 
間違えて、しばしばエラーの 
原因になっています。 

	



サーバも停止する。	

しばしば起きるエラーは、サーバの多重起動です。 
Railsのサーバが起動すると、ポート番号3000を占有

するため、”rails server”が一つ走っていると、次
が起動できません。 

Rails serverを止めるには、ctrl-C（コントロールキー
を押しながらC）を入力します。	



プロジェクトの生成	
ネットワークに接続されている状態で確認して下さい。 
今度は、前とは違うやり方で試してみます。 
Aptanaのファイルから「新規」→「Rails プロジェクト」をクリックして下さい。 
 



プロジェクト名「memopad」	

プロジェクト名をmemopadとして、railsアプリケーシ
ョンを生成して下さい。	



Bundle complete!の確認	

今回は、Aptanaからプロジェクトの生成を行いました
ので、プロジェクト生成の結果はAptana内のコンソ
ール・ペインに生成されています。 

	



ここからの作業フォルダ	

p 独立したWindowから生成した場合は、Memopad
のディレクトリに移動して作業フォルダとする。 

 cd memopad 
p とコマンドを入力し、memopadに移動する。 

p Aptanaで生成した場合は、Aptana内で、移動済
みであることを確認する。 

p  lsで、内容を確認する。 



Gemfileを編集します。	

App Explorerのペインから、gemfileをクリックして、
編集します。 
	



therubyracerを指定する。	

Gemfileの15行目をコメントアウトして、 
 gem 'therubyracer', platforms: :ruby 
を有効にします。(#を削除します。) 
編集したら、保存して下さい。	



バージョン整合の再確認	

Gemfileを修正したら、 
再度、bundleを実行して関連ファイルのバージョン
の整合をとる。Aptana内の端末で 

bundle install 
と入力する。	



ここから、データベース生成	

Scaffoldと呼ばれるデータベースの足場を作ってみま
す。 

「メモ帳」なので、「メモ」フィールドだけを作ります。	



スキャフォールド（足場）の作成	
p  scaffold：データベースアプリケーションを開発するため

の足場となるソースファイル群	

p  スケルトンを作る	

n  骸骨？	

n  どんなアプリにも共通する骨格のこと	

n  美人やイケメンかどうかの違い・・・	
§  ほんの表面の薄皮一枚だけ!? 

p  Viewの作り込み　→　見た目	

p  Model →　骨格!? 
p  Controller →　筋肉!? スケルトン！？	

（＝骸骨？）	

http://home.a01.itscom.net/iggy/m_san/msan005.htm#kenkyuu056 



scaffold作成コマンド	
p  以下のコマンドを実行する	

rails generate scaffold memo title:text name:string	

 



コマンドの意味	

memoという scaffoldを生成(generate)します。 
 
Memoは、クラスの名前で、データベースのテーブル

に対応します。 
Titleというフィールドが一つ（text属性） 
　　textは、文字数の上限が大きい 
Nameというフィールドが一つ（string属性) 
　　stringは、文字数制限がある。 
 



Migrationの実行	

Scaffoldingの結果、 初のデータベースの構造を決
めるファイルが生成された。 

その結果に基づいて、sqlite3でデータベースを生成
する。 

rake db:migrate 
とコマンド入力する。	



rake db:migrateに失敗したら・・・	

Dbの生成に失敗したら、無理矢理次に進まず、ここで
挙手して下さい。 

 
放置せずに、 
 rake db:rollback 

 
を実行して、元に戻し、再度migrateを実行するなど

して、確認する必要があります。	



取り消しの方法を覚える	

rails generate scaffold memo title:text…. 
で生成したメモが、自分の意図したものではなかった

という場合には、以下のコマンドで操作を取り消せ
ます。 

 
rails destroy scaffold memo 
取り消す場合には、memoの後に続いたフィールド記

述は不要です。 
	



取り消し時の入れ子構造に注意	

Generate scaffoldは、destroy scaffoldで取り消
せますが順番に注意 

 
 rails generate scaffold memo … 
   rake db:migrate 
   rake db:rollback   ・・・後から実行したコマンドを 
                                  先に取り消しす！ 
 rails destroy scaffold memo 
 



サーバの起動	

p  consoleで、以下のコマンドを実行	

rails server	

p ブラウザに、以下のURLを入力して表示する。	

http://127.0.0.1:3000/memos/ 



今日の到達目標(4/4)　ここまで	

p メモ帳データベースの画面	



欠席者の課題	

p Memopadのスキャフォールドを自動生成し、生成
された画面を、画面添付で報告して下さい。	

 
p この項目の報告があれば、「出席扱い」に切り替え

ます。	



次回の予告	

p Model, View, Controllerのそれぞれについて、
何を行っているものか理解を深めます。	


