
WEB+DBシステム（入門編）	

第3回(2016年4月21日) 
MVCモデル	



先週のおさらい	

Scaffoldで、Memoのモデルクラスを作成した。 
 
rake db:migrate のコマンドで、データベース上に

テーブルを作成した。 
 
rails serverコマンドでWEBページを表示し、データ

の作成を確認した。 
 



先週多発したエラー	

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。	



作成されたファイルをAptanaで見る	

p Aptanaのメニューの、
[リフレッシュ]を実行	

n  memopadをimport
した時には作られてい
なかったファイルが、読
み込まれる。	



生成されたファイル	



memos_controller.rb 
p  memopad – app – controllers – memos_controller.rb 
p  rubyの基本的な構文が、自動生成されている。	



拡張子がrbのファイル	

拡張子がrbのファイルは、ruby言語 
class MemosController < ApplicationController 
  before_action :set_memo, only: [:show, :edit, :update, :destroy] 
 
  # GET /memos 
  # GET /memos.json 
  def index 
    @memos = Memo.all 
  end 
 
  # GET /memos/1 
  # GET /memos/1.json 
  def show 
  end 
 
  # GET /memos/new 
  def new 
    @memo = Memo.new 
  end 
 



拡張子が.html.erbのファイル 
p  memopad – app – views – memos – edit.html.erb 

n  ERBはeRubyのRubyによる実装です。	

n  eRubyは任意のテキストファイルにRubyスクリプトを埋め込
む書式です。 JSP、ASPのRuby版をイメージするとわかりや
すいでしょう。次のマークアップを使ってRubyスクリプトを埋め
込みます。	

p  <% ... %> --- Rubyスクリプトをその場で実行	

p  <%= ... %> --- 式を評価した結果をその場に挿入	



edit.html.erb	

<h1>Editing memo</h1> 
 
<%= render 'form' %> 
 
<%= link_to 'Show', @memo %> | 
<%= link_to 'Back', memos_path %> 
	



自動生成されたファイルの構造	

rails generate scaffold memo … 
で自動的に生成されたファイルの名前と、フォルダの

位置に注目し、どんな構造になっているか把握して
下さい。 

	



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 
 



例年のトラブル	

Migrateがうまくいかない場合、手作業で 
  db/migrate/ 
フォルダの中身を消す人がいます。　→railsが管理で

きなくなって、エラーからの回復が大変になります。 
 
Migrateが失敗した時に、rollbackせずに再び

migrateを実行する。 
　　→　同名のテーブルを作りに行って、migrationが

狂ってしまい、トラブル解決がむずかしくなります。	



先週作成したもの	

p Model : スケルトンの生成でスキーマを設定した。	

p View : WEB画面に表示している元のファイルを調
べた	

p Controllers : Actionを処理するrubyの元ファイ
ルを確認した。	

 
p それぞれ、自動合成されたものだが、どこに何があ

るかは確認できた。	

n  まずは、「こういうものだ」と受け入れて欲しい。	



今日のテーマ	

p Scaffoldの生成結果を検証する。 
p  何をやったのか、復習します。	

 
p それぞれの「操作」が何をやっているのか、	

MVCモデルのどの部分なのかを理解する。	



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。	

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 



開発環境	

Aptana Studio 3 

sqlite3 

任意のブラウザで	
閲覧	

WEBrick 

言語はhtml 
(html.erb) 

言語はruby 

言語はSQL 

コマンドは	
rakeのスクリプト	



Step 1:　 初にプロジェクト生成	

Aptana Studio 

Step 1 
プロジェクトの	

生成	

骨格になる	
ファイル群を	

作成した	

コマンド入力	
 
rails new  
memopad 

memopadという	
プロジェクトを	

生成	



rails new  memopad 
railsで 
memopadという名の 
プロジェクトを作成	



プロジェクト名を間違えた！	

 
この段階で、プロジェクト名を間違えた場合は、 

まだ具体的な作業を何もしていませんから、 
そっくり間違えた名前のプロジェクトを捨てて 
（プロジェクトのフォルダごとごみ箱に入れて）、 
作り替えましょう。 

	



Step 2は、Aptanaへの登録	

Aptana Studio 

Step 2 
Aptanaへの	

登録	

骨格になる	
ファイル群を	

作成した	

Aptana上で、	
[ファイル] 
[インポート] 
[新規プロジェ
クトとして、既
存の・・] 

統合開発	
環境 

Aptanaへ	
取り込み	

これで、	
統合開発環境が 

編集用に	
使えるようになる	



プロジェクトの読み込み	
p  統合開発環境Aptanaに、memopadプ

ロジェクトを読み込みました。	

p  ｢ファイル」「インポート」を選び、	

p  「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」を選びました。	

Aptana上で、	
[ファイル] 
[インポート] 
[新規プロジェクト 
として、既存の・・] 



Aptana上でのプロジェクト生成	

現在のAptana環境では、Aptana上で「新規railsプ
ロジェクト」としてプロジェクト生成を行っても、同じ結
果が得られます。 

Current directoryに注意して、こちらの選択肢もあ
ると理解しておいて下さい。 

（どちらでやらなければならない、ということはありませ
ん。GUIやIDEを使うのも、コマンドラインを中心に
操作するのも、好みの問題です。）	



Step 3： スキャフォールドの作成	

Step 3 
スキャフォールド	

作成	

テーブル内の	
データを	

画面から編集する 
WEB画面	

テーブル（＝データ格納域）の	
migrationファイルが作られる。	

データ編集の	
画面群	

スキャフォールドの作成	

2016XXXXXXXX_create_memos.rb 



コマンドの入力	
p  memopadフォルダで、	

rails generate scaffold memo title:text name:string 
p  と入力した。	

第2回の教材参照	



Step 3の結果をaptanaに反映させる	

p  F5を押すか、	

右クリックして、「リフレッシュ」を実行すると	

p 作成されたファイルが、Aptanaで表示される。	

何もない	

F5（または、リフレッシュ）	

反映される	



主な生成ファイル	

controllersの中に、 
　memos_controller.rb 
modelsの中に、 
 memo.rb 

viewsの中に 
　memosのフォルダが作ら

れ、その中にhtml.erb
のファイル群が生成され
た。 



MVCモデル	
App(アプリケーション）の中に、Modelsと、Controllersと、

Viewsがあることに注目して下さい。これらは、「主役」です。 
Model:　テーブル構造に関係します。 
Controller：　プログラムのロジックが入ってきます。 
View:  画面に関係します。 
 
以下は、脇役です。 
Helper: 　「脇役」ですが、欠かせない役割を持ちます。 
Mailer: 入門編では使いません・・・ 
Assets:　画像などを入れます。色々と修飾に使います。 
 
	



Dbのテーブル作成クラス	

dbのディレクトリ内にmigrateディレクトリが作成され
ています。ファイル名は、 

2016XXXXXXXXXX_create_memos.rb 
DBにテーブルを作成する際に、このファイルが使われ

ます。(generateで作成されました。） 
 
	



Scaffoldのフィールド指定を間違えた	

    rails generate scaffold memo title:text name:string 

このコマンドを取り消す場合には、 
    rails destroy scaffold memo 
と入力します。もし、migrateを実行してしまった後は、そちらの

取り消しを先に行って下さい。 
（Step 4を取り消してから、Step 3の取り消しに戻ります） 
 
    rails --help 
で使えるコマンドの一覧を見ることができます。 
 
 
	



Step 4： テーブルのMigration	

Step 4 
データベース 
への書き込み	

2016XXXXXXXX_create_memos.rb 

作成するテーブルに	
どんなフィールドを	

持たせるか、	
デザインする。	

rake db:migrate 
と入力する。	

テーブル（＝データ格納域）が	
作成される	



migrateの実行	

 rake db:migrate 
と入力しました。 

このコマンドで実行 
されたのは、dbの下 
Migrateフォルダ内の 
2016X…X_create_memos.rb　でした。 
SQlite3のデータベースにテーブルが作られました。 



Sqlite3の実行	

詳細は、この先で行いますが、直接データベースの中
を確認して、テーブルを書き換えることができます。 

 
	



Migrationする元が間違えていた！	

　　rake db:migrate 
 
を取り消す場合には、 
 
　　rake db:rollback 
 
のコマンドを入力します。 
	

rake –T 
 
と入力すると、rakeで使える
コマンドの一覧が表示されま
す。 
 
rake db:migrate:status 
 
で、現在のmigrationの状態
を確認できます。	

http://railsdoc.com/rake	



多くの先輩がはまったミス	
「スライドの通りに進めました」ということで、それぞれのコマンド

の意味をあまり考えずに、とにかく、「このコマンド」という感じ
で、入力して来ました。 

ところが、途中でコマンドを一つ飛ばしてしまった・・・。 
Generateしたスケルトン（骨格）に沿って 

migrate(データベースのテーブル生成）が 
行われた。ところが、この対応が狂ってしまって、 
ドツボにはまってしまった・・・。 

コマンドでは元に戻せなくなった・・・。 
というケースが、やっかいな例として多く 

発生しました。	



コマンドの入れ子構造	

Rails generateコマンドで、MVCのファイル群の他に、
create_tableというmigration用ファイルも作成さ
れました。 

このmigration用ファイルの情報は、db:migrateに
も、db:rollbackにも使われます。 

ところが、rails destroyを db:rollbackより先に実行
すると、migration用のファイルが無くなってしまう
ため、destroyができなくなり、「元に戻す」ことが出
来なくなります。 

	



何段階かの途中まで戻す場合	
    rake db:migrate:status 
で、Migration IDを確認します。日付時刻などで、どの時点での作業
に間違いがあったかを確かめて、そのmigrationまでをrollbackしま
す。 
以下の例では、 

 rake db:rollback STEP=1 
と入力して、1段階だけ取り消します。（デフォルトが1なので、STEP=1
は指定する必要はありません。） 



作業の手順を確かめながら進め	

rails generate scaffold memo…. 
rake db:migrate 
 
rake db:rollback 
rails destroy scaffold memo 
 
入れ子構造を意識して開発（デバッグ）を進めましょう。 
rake db:migrate:status 
で、データベースの状態を確認しながら進める。	



後の手段	

実は、コマンドを入力しながらの作業は、それほど時
間のかかることをやっていません。 

どうしようもなくなったら、「改めてゼロから再スタート」
というのが正解だと思います。 

 
※　新しいプロジェクトを作って作業する。 
※　古いプロジェクトのソースから、コピーして、せっか

くデザインした画面などを持って来る。 
 



Step 5: テストラン	

p コマンドコンソールから、	

 
    rails  server 
 
p と入力し、ブラウザに 

   http://127.0.0.1:3000/memos 
 
p とURLを指定しました。	

 



メインの制御部分	

メインの	
制御構造	

ここまでの作業で	
基本構造は	

出来上がった	

app\controllers\memos_controller.rb 

views\memosの	
下の、個々の	

html.erbファイルの	
「動作」を記述	



Memos_controller.rb	



App/views/memos/_form.html.erb	



ソースコードの読み方	

Model / View / Controller 
のそれぞれのフォルダの位置付けを意識して下さい。 
 
ここから、今日の課題になります。	



今日の課題（1）	
p  App/views/memos/_form.html.erb を編集します。 

p  text_areaの記述に、以下のような:sizeを 
加えてみて下さい。	

    <%= f.text_area :title, :size=>"80x10" %> 

 

p  text_fieldの記述に、以下のような:sizeを 
加えてみて下さい。	

    <%= f.text_field :name, :size=>"60" %> 

p  この時、画面がどう変化するか、sizeの値を変更し動作を
確認して見て下さい。変更前と、変更後を対比して下さい。	



New Memoでメモを登録する画面	

 http://127.0.0.1:3000/memos 
で、Listing Memosの一覧画面を開く。 
この画面の変化を見てみる。	



WEBページのソースコード	

どのブラウザでも、WEBページのソースコードを読む
ことができます。(HTML記述です。） 

Windows Explorerの場合、「表示」→「ソース」 
Firefoxの場合、画面上で 

右クリックして、「ソースを表示」 
を選ぶ。	



New Memoのソースコード	

New Memoとなっていて、新しいメモを登録する画面
で、ソースコードを表示させます。	



法政大学の統合認証画面	

ユーザIDの入力部分に注
目する。 

比べてみて下さい。	



今日のレポート課題（C、B評価）	

今日の課題(1)で、何がわかったか、報告して下さい。 
　　数字を変えて試してみる。 
　　ブラウザで、ソースコードを表示させて試してみる。 
 
編集したソースファイルが、どんな部分の動作に関係

しているかを調べて、報告するのがこの課題の趣旨
です。 

元々、Aptanaで編集したファイルは、.html.erbの拡
張子なので、ruby言語で書かれています。 

ユーザのブラウザでは、htmlになっています。 
	



htmlとerb	

画面（View)の部分は、 終的にHTML言語になりま
す。 

その中に、埋め込まれた(Embedded)RuBy言語が
ERBです。 

HTMLでは、<%  %>で囲まれた部分がrubyになり
ます。それ以外のHTMLは、そのままブラウザに表
示されます。 

	



今日のレポート課題(2)	
自動合成されて、WEB画面が見られるようになった 

ソースコードの、任意の1文字を書き換えて 
できるだけ多くの種類のエラーを発生させて 
下さい。 

 
そのエラーメッセージの意味を調べて、今日の講義で 

扱った、MVCの関連のどの部分で、どんなエラーが 
起きたと言っているのかを、報告して下さい。	



他に、エラーを起こす例	
()　の括弧の一方（または両方）を、{}にしてみる。 
=>と書かれている部分を、=にしてみる。 
:title　などとなっている部分（シンボル名）を、:tileのように名

前を変えてみる。 
: (コロン）を、；（セミコロン）に変えてみる。あるいは、コロンを

削除してみる。 
def … end　で、ペアになっている（インデントの深さがそろって

いる）endを削ってみる、あるいは、一つ余計にendを入れて
みる。 

	



試すターゲット	

Model ・・・は、ほとんど中身がないので、今回はパス 
 
Controller 
 memos_controller.rb　を、色々と壊してみて下さ
い。 

 
Views 
 名前から、どんな役割か推測して、あちこちを壊して
みて下さい。	



この課題の趣旨	

これから皆さんは、様々なエラーに悩まされます。 
原因がわからないエラーに直面すると、対処方法に悩

みますが、そのエラーの意味がわかっていれば、原
因を探すのが容易になります。 

 
ですので、 初に自分で原因を作って、どんなエラー

が出るか調べ、次に同じエラーが出た時に、どうや
って解決したらいいか、どの辺に問題がありそうか、
まず慣れるための課題です。	



エラーを作って試す例	

31行目の 
jsonをjsoffに書
き換えてみた。 
 
そうしたら　↓ 
NameErrorが 
発生した。	

このエラーがどんなエラーを 
意味しているかを調べる。 
 
Uninitialized constantとは 
何か、を調べる。　31行目
の 
エラーなので、この修正が 
関係していることは間違
いない。 
	



A評価、S評価の基準	

A評価は、２種類のエラーを作り、 
　　※　エラーの表示画面 
　　※　エラーの原因となった箇所 
　　※　言語処理系がエラーと判定した理由 
を、まとめて下さい。 
 
３種類以上は、エラー１種類につき直接合計点(100

点満点)に１点ずつ加点します。 
加点の上限は、10点までとします。 



是非、徹底的にググって下さい	

エラーを修正するのは簡単です。 
　（修正した部分を、元に戻すだけ。） 
 
問題は、それで発生したエラーの意味が、何なのかを 
ネット（や、図書室の英文の書籍など）で、徹底的に 
調べて、自分なりの解釈を加えて、報告する、というこ

とです。 
 
解釈の正しさで、評価します。	



エラーにならないトラブルの場合	
HTMLに埋め込まれたe-rubyは、 
　　<%=  %>　や　<%  %>の二つのタグで使い分けられ

ます。 
 
処理結果をHTMLに埋め込む場合は、<%=  %>を使い、ル

ープやendなどの制御系は<%  %>を使います。 
(=を忘れると、何も表示されない。） 
この使い分けを誤った場合は、エラーを起こさず、思い通りの結

果にならない、ということもあります。 
こうしたトラブルも、「エラー画面」の代わりに現象を明記し、そ

の原因と、「何が起きたか」の適切な説明があった場合、１点
として加点します。 



今日の欠席課題	

今日の提出課題の、新規データレコードの追加画面で、
入力領域の表示形式を変更して下さい。 

 
この際、ソースコードの修正内容に加えて、各自のデ

スクトップの壁紙を含めるようにして、修正前と修正
後の実行画面も報告に添えて下さい。 

	


