
WEB+DBシステム 
（入門編）	

第11回 （2016年6月23日） 
My Twitterサイトの制作 



今日のテーマ	

p  一気に、My Twitterサイトを作ってみる。 
p  プロジェクトの生成からの作業を総復習する。 

p  その際に、ログイン認証を行い、ユーザの登録を 
組み合わせる。 
p  ログイン認証にはdeviseを用いる。 
	

 



プロジェクト名を決める	

名前なので、何でも構いませんが、各自が 
自由に決めて下さい。 

私のサンプルの場合： 
初、twitterの超軽量版なので、twilite（トワイライト）にし

ようかと思いましたが、同音の単語twilight（トワイライト）
に「たそがれ、（人生の）衰退期」という意味があるので、
やめて、twit(小鳥のさえずり）から、同意の別単語（chirp)
を選んで、chirpyとつけてみました。 
 

 という訳で、私はchirpyで作ってみます。 
皆さんは、好きに名前をつけて下さい。	



オリジナルプロジェクト	

何度もしつこくてすみません。単位取得のため
だけなら、「教材通りで動かしました」でOK。 

でも、ハイスコアを目指す(?)なら、オリジナリテ
ィのあるデータベースアプリを考えてみて下さ
い。それぞれの「特性」を考え、「属性」や「リ
レーション」をどう与えるか、工夫して下さい。 

これまでの例：コンビニのお菓子、コーヒー、 
武器(!)、チロルチョコの包み紙、文房具、 
RPGのキャラ、などなど	



Chirpy(Twitter)の構造	

Chirp(つぶやき）は、以下の構造を持つ。 
 ・　発言者ID: 発言者と、一対多のリレーション 
 ・　chirp: つぶやきの内容 

 
　分類コードなどの構造は、ここでは作らない。 

   挑戦するのは各自の自由です。 
	



その他のテーブル	

Userテーブル 
Deviseによって生成されるUserには、emailアドレスとパスワードが宣

言されています。 

これに、以下のフィールドを追加します。 

 ハンドル名 

顔画像用テーブル 
 画像ファイル 

 Userテーブルへのリレーションを持つ。/自分の「顔」を複数登録して、切り
替え可能とする構造は、ヒントだけ出します。 

Chirp用画像テーブル 
 画像ファイル：chirpへのリレーションを持つ。	



他のユーザ検索	

ユーザ検索のページを作ります。 
 emailアドレス、ハンドル名のいずれかで、検索
して、一覧表示します。 
 検索して、ヒットした人を「フォロウ」できるもの
とします。 

「フォロウ」テーブル 
 フォロウする人のID 
 フォロワーのID	



画面の設計	

ヘッダ部の画像は、ユーザが入れ替えられるよ
うにしてみます。（今年初挑戦-作らないかも） 

画面は、ヘッダ、フッタ、と中央部の３ブロック構
成とします。 

 
以上のイメージで、一気に制作してみます。	



プロジェクト生成	
chirpyプロジェクトを生成する。 

  rails new chirpy 

とコマンドを入力する。 

 とにかく、数をこなして慣れるという意味では 
一つのプロジェクトにこだわらず、何度でも 
いくつでも、プロジェクト生成を試してみて 
下さい。途中で聞かれる「パスワード」は、 
ログインパスワードです。 

	



Aptanaへの読み込み	
生成したプロジェクトを、Aptana3へ読み込みます。 
ファイルメニューの「インポート」で、「新規プロジェクト

として既存のフォルダを使用」する項目を選びます。 
 



フォルダ指定と読み込み	

生成したプロジェクトのフォルダを指定して、そ
のフォルダを「新プロジェクト」として読み込み
ます。 

Rails 
Ruby 
の両方に 

チェック	



ログイン認証用devise	
今回利用するのは、ログイン認証の機能です。 
Gemfileを開いて、以下の1行を追加します。 
gem 'devise’ 
また、15行目付近の 
gem 'therubyracer', platforms: :ruby 
を有効にします。修正が完了したら、 
bundle install 
コマンドを実行します。 



Devise Gemのインストール確認	

  bundle install 
の後で、 
　gem list devise 
と入力します。 
Devise (4.1.1) 
　（現在のバージョンはこれ以降?） 
を確認します。	



ProjectへのDeviseインストール	

次に、プロジェクトにdeviseをインストールしま
す。 

rails generate devise:install 
と入力します。 



英語のメッセージ確認	

必要な作業に注目して 
下さい。	



config/environments/development.rb	

英語のメッセージの1番：action_mailerのデフォ
ルトURLを指定します。	



views/layouts/application.html.erb	
<%= yeild %> 
の前に、Deviseのメッセージにあった2行 
 <p class="notice"><%= notice %></p> 
 <p class="alert"><%= alert %></p> 
を書き加えます。 
	



ChirpのScaffold	

メインのテーブルである、chirpを生成します。 
 rails generate scaffold chirp　user_id:integer chirp:string 

生成したら、migrate 
 rake db:migrate 

皆さんの場合は 
各自の設計に 
基づいて 
生成して下さい。 

	



システム　ポータル画面	

改めて、Welcome画面は作らずに、chirpの
index画面を、システムのメイン画面としてみ
ます。 

ここで登録する画面は、 
 http://127.0.0.1:3000/ 

のURLで、ダイレクトにアクセスできます。 
次のページが、いわゆるシステムの「ポータル」

画面の指定方法です。 



ログイン画面の登録	

作成したchirpsのindex画面を、ログイン画面として登
録します。 

　　config/routes.rbを編集します。 
7行目付近のコメントを外し、以下のようにします。 
 root ’chirps#index’ 

これは私の例です。 



テストラン1回目	

ここまでで、とにかく走らせてみます。 
 rails server 
 http://127.0.0.1:3000/ 

のURLで、app/views/chirps/の下の 
Index.html.erbが 
表示されています。 
このアレンジは、 
各自にお任せします。 

 
	



ログインユーザモデルの生成	

ログインするユーザとして、ユーザクラスを生成
します。 

rails generate devise user handle:string 
	



ログイン画面の生成	

ログイン画面を生成します。以下のコマンドを入
力します。 

rails generate devise:views 
 



リレーションの設定	

「つぶやき」chirpが、誰のつぶやきか、リレーシ
ョンを貼ります。 

app/models/chirp.rb 
 belongs_to :user 

App/models/user.rb 
 has_many :chirps 

 
１対多になります。 



つぶやく前にログイン！	

認証要求の記述を行います。 
app/controllers/chirps_controller.rbに以下の１行を

記述します。 
 before_filter :authenticate_user! 

before_filterは、それぞれのメソッドを実行する前に行
うべきメソッドを書き記します。後に行うafter_filterと
いう記述もあります。	



authenticate_user!	

Authenticate_user!の[user]は、deviseでuser
をログインユーザのテーブルとするぞ！という 

rails generate devise user handle:string 
で指定したuserを受けています。もし、 
rails generate devise member pin:integer 
などでログインユーザテーブルを指定したら、

authenticate_member!になります。	



ポータル画面の整備	

app/views/layouts/application.html.erb 
 は、全体に共通する画面フレームです。 

ここに、「メニュー」を準備し、その「メニュー」に
サインアウトを用意します。そのための修正
を次に行います。 

 
HTML/CSSの際に学習した内容を転用しま

す。 
	



Project Explorer	

プロジェクトエクスプローラの場合には、複数のプロジ
ェクトにまたがってソースコードを閲覧できます 

編集しているファイルが、どちらのプロジェクトのファイ
ルかは、各自の責任で管理してください。。	



CSSをmemopadからコピー	
「プロジェクトエクスプローラ」で 

memopad/app/assets/stylesheets/scaffold.css.scss 

を開き、 
chirpy/app/assets/stylesheets/scaffold.css.scss 

にコピーします。 
こういう開発方法をしていると、「○×さんのデザインパ

ターン」というのが（良かれ悪しかれ）定着します。 
  (一目見て、誰が作ったかバレバレ!?「あいつのワンパターン」) 

「新しいプロジェクトには新しいデザイン！」というのも
大切ですが・・・今回は時間の都合で・・・ 

	



Applicationレイアウト	

Memopadで作成した 
 memopad/app/views/layouts/application.html.erb 

の<body>タグの部分を大幅にコピーして、自動
生成されたものと入れ替えます。 

この際に、スライドP17でコピーした、alertと
noticeの２行も含めるようにします。 

コピー後の画面は、次ページのようになります。 
	



chirpy/app/views/layouts/
application.html.erb	

コピーし、若干編集した後は以下のような感じ
です。	



作業リスト	

p <body>タグ内部に、container, header, 
footer, menu_barの分割を記述する。 

p   sharedフォルダを作成する。 
p   sharedの下に、_footer, _menu_barを入れ

る。(right_barは、今回私は取りやめ) 
p   banner画像をapp/assets/imagesに準備 
p   app/helpers/application_helperに

menu_link_toのメニュー表示を登録	



画面アレンジ	

以下のファイルをmemopadからコピーします。赤色の
ファイルは画面アレンジが必要です。 
 app/assets/images/banner.jpgの準備 
 app/views/sharedフォルダの作成 
 app/views/shared/_menu_bar.html.erb作成 
 app/views/shared/_right_bar.html.erb作成 (任意) 
 app/views/shared/_footer.html.erb作成 
 app/helpers/application_helper.rb修正 

画面アレンジをしない場合は、app/views/layouts/
application.html.erbを元に戻してください。	



_menu_bar.html.erb	

 app/views/shared/_menu_bar.html.erb 
 memosからchirpsに修正し、不要なリンクを消
しておきます。 

	



データベース生成	

ユーザモデルのデータベースを作成します。 
rake db:migrate 
	



テストランの手順とmini Todo	

ここから先のテスト手順では、以下のデータを
順に作ります。 

ログイン認証を行って、サインイン済みのユー
ザを複数（３名前後）登録する。 

次に、何かをつぶやいてみる。 
 「つぶやき」表示の左端に、ユーザの写真を表
示する。ない場合は、デフォルト画面。 

	



２回目のテストラン	

 http://127.0.0.1:3000/ 
に接続してみます。（画像は各自アレンジ） 



Sign Upでユーザ登録	

Chirpyに、3名登録します。 
 ハンドル名: HogeHoge、email: hogehoge@hosei.ac.jp 
パスワード： hogehoge 

 ハンドル名：MogeMoge、 email: mogemoge@hosei.ac.jp 
 パスワード： mogemoge 
 ハンドル名：FugaFuga、 email: fugafuga@hosei.ac.jp 
 パスワード： fugafuga 

誰でもいいので、適当に登録してください。 

ですが、ちょっと待ってください。 

Handleの入力フィールドが自動生成されていません。 

	



Users_Controller	

Handle が登録出来ないため、 
Handleを登録するだけのControllerを 
別途追加することにしました。  

 rails g controller users edit	



app/controllers/users_controller.rb	
class UsersController < ApplicationController 
  before_filter :authenticate_user! 
  before_action :set_user, only: [:edit, :update] 
 
  # GET /users/1/edit 
  def edit 
  end 
 
  # PATCH/PUT /users/1 
  # PATCH/PUT /users/1.json 
  def update 
    respond_to do |format| 
      if @user.update(user_params) 
        format.html { redirect_to edit_user_registration_path,  
                    notice: 'User was successfully updated.' } 
        format.json { head :no_content } 
      else 
        format.html { render action: 'edit' } 
        format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity } 
      end 
    end 
  end 
 
  private 
    # Use callbacks to share common setup or constraints between actions. 
    def set_user 
      @user = User.find(current_user.id) 
    end 
 
    # Never trust parameters from the scary internet, only allow the white list through. 
    def user_params 
      params.require(:user).permit(:email, :handle) 
    end 
end 



app/controllers/users_controller.rb	



App/views/users/edit.html.erb	

<h2>Register Handle name</h2> 
 
<%= @user.email %><br /> 
 
<%= form_for @user, :url=>{:action => 'update', :method=>'patch'} do |f| %> 
  <div class="field"> 
    <%= f.label :handle %><br> 
    <%= f.text_field :handle %> 
  </div> 
  <div class="actions"> 
    <%= f.submit %> 
  </div> 
<% end %> 

	



app/views/users/edit.html.erb	



config/routes.rb	

 get "users/edit_handle" => "users#edit", :as => 
"edit_user_handle” 

  patch "users/update" => "users#update” 
を追加(devise_for :usersの下に入れます。) 
get “users/edit”も、devise_forの下にします。	



メニューの修正	

Sign Outと、ユーザ情報編集を追加します。 
 app/views/shared/_menu_bar.html.erb 

のメニューに、以下の２行を追加します。 
  { :link => edit_user_handle_path, :name => '登録情報編集' }, 
  { :link => destroy_user_session_path, :method => :delete , :name => 'Sign Out'} 

直前の行の , (カンマ)を忘れないでください。 
	



Application Helperの修正	

MenuのLink_toに、:methodの異なるものを加
えました。この対応を、 
 app/helpers/application_helper.rb 

で行います。 
 elsif item[:method] 
      link_to(item[:name], item[:link], :method => item[:method] ) 

を追加します。 
 



新規ユーザの登録	

以下の、Sign Up画面で新規ユーザのemail, 
Handle名、パスワードを登録します。(1名) 

	



Handle名の登録	

Deviseのcontrollerが、開けないようになってい
ます。 

このため、強引にusers_controllerを追加しまし
た。 

http://127.0.0.1:3000/users/edit_handle 
を開いて、ハンドルを登録します。ハンドル名の

登録後に、改めてパスワード登録に飛ばして
いますが、ホームに戻しても構いません。	



３回目のテストラン	
[Sign Up] [Sign In] [Sign Out]が出来ること、 

ユーザ登録情報が変更できることを確認してください。 

（本当はできてはいけない項目もあります。）	



つぶやく	

つぶやいた人のHandle名は、今回表示します。 
つぶやいた人の顔写真の登録と表示は、次回行いま

す。（第9回の学習内容のアレンジです。） 
いつ、つぶやいたか、も今回表示します。 
[show] は、リンクを削除しておきます。 
通常のtwitterにはありませんが、[edit]（編集）はできる

ままにしておきます。 
 
	



一覧画面を編集する。	

app/views/chirps/index.html.erb 
を次のように編集して、見かけを変えました。	



 app/views/chirps/index.html.erb	



つぶやき画面からuser_id削除	
 app/views/chirps/_form.html.erb 

user_idの入力領域は自動生成されて、入力画面に表示されま
すが、これは、次のcontrollerで自動的にcurrent_userのID
を登録させますので、削除します。 

また、text_fieldの入力枠を、text_areaにして、サイズも広げま
した。 

 

	



user_idを自動設定	

 app/controllers/chirps_controller.rb 
Newで生成した後に、 

 @chirp.user_id = current_user.id 
でuser_idを登録します。	



つぶやきは「降順」	

 created_atフィールドが自動生成されていま
す。この「新しい順」に並べ替えます。 
 app/controllers/chirps_controller.rb 

の、indexアクションの、 @chirp = Chirp.allを 
 @chirps = Chirp.order(:created_at).reverse_order 

で並べ替えるようにします。	
	



本日 後のテストラン	

つぶやいて、削除して、と一通りの動作を試し
てみてください。	



来週、さ来週の予定	

来週以降は、もう新しいことは行いません。 

これまでの復習や、これまで学習した内容の応用です。 

第15回は（もし授業実施の場合は）「フォロウ」する人を登録し
て、フォロウした人のつぶやきを「タイムライン」に表示するよ
うに画面設計してみます。 



今日欠席した人	

ログイン画面（sign inなどの要求の画面）と、ロ
グイン後のroot画面(できれば、sign outリン
クのある画面）のスクリーンショットを報告して
下さい。 

できれば、作業内容なども簡単に説明して下さ
い。その報告で、「出席」に切り換えます。 

	



終課題について	

n  あと、レポート提出は「 終回」だけとします。 
n  終回のレポートは、通常のレポートの２倍

の重みをつけて加点します。 
n  自分なりに「何かのデータベース」を作ってみ

てください。 
n  あるいは、これまで素材が思いつかなかった

人： Twitterの画面を変えたり、「Topics」(カテ
ゴリの応用)を入れたり、してみて下さい。 


