OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

15. Light Weight Language に関する知識Ⅱ
※
1. 科目の概要
Light Weight Language によるシステム構築の応用例として Ruby によるアプリケーシ
ョン構築フレームワークである Ruby on Rails (RoR)を取り上げる。RoR の基本的な仕組み
を解説し、RoR を利用したデータベースアプリケーション開発やアプリケーションのカス
タマイズ、開発方法などについて解説する。

2. 習得ポイント
本科目の学習により習得することが期待されるポイントは以下の通り。
説 明

シラバスの
対応コマ

II-15-1. Ruby on Rails (RoR)の仕組み

RubyによるWebアプリケーション開発フレームワークであるRuby on
Rails (RoR)の基本的な概念、構成、仕組みについて解説し、導入と
設定方法、簡単な使い方を紹介する。またコードの自動生成や開発
方法を述べ、RoRを利用したアプリケーション開発の第一歩に関して
説明する。
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II-15-2. RoRにおけるMVCアーキテクチャ

RoRを用いたWebアプリケーション開発を行う際に基本となるMVC
アーキテクチャについて触れ、RoRではMVCアーキテクチャがどのよ
うに実現されるか、その構成要素を解説する。
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II-15-3. Railsにおけるデータベース連携

RoRを用いたWebアプリケーション開発ではどのようにデータベース
との連携が行われるかを解説する。RoRにおけるデータベース連携
のコンポーネントであるActiveRecordの概要と構成について説明し、
データベース操作に必要な各種の設定について述べる。
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習得ポイント

データベースアプリケーションの開発方法を、RoRでどのように実現
II-15-4. RoRを利用したデータベースアプリ するかについて具体的な操作手順を交えて説明する。テーブルの
ケーション開発
定義、テーブル操作、トランザクション処理といったそれぞれの手順
がRoRでどう実現されるかを解説する。

12

II-15-5. RoRを利用したWebアプリケーショ
ン開発

RoRによるWebアプリケーション開発の概要と作業の流れを解説す
る。RoRを利用して開発したWebアプリケーションの構成要素を説明
し、データベースの設定方法やWebサーバの起動、インタラクション
の確認方法などについて解説する。
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II-15-6. Webアプリケーション開発のカスタ
マイズ

ルーティングやページ遷移、表示部分のカスタマイズ、RHTMLの利
用、リダイレクト処理など、RoRによるWebアプリケーションをカスタマ
イズする典型的な手法を紹介する。また、他のOSSによるWebアプリ
ケーションについてカスタマイズの事例を紹介する。

13,15

II-15-7. RoRの機能拡張

II-15-8. RoRのプラグイン開発

II-15-9. RoR応用アプリケーションの利用

II-15-10. Rubricksのカスタマイズ

※

RoRの機能を拡張するプラグインについて解説する。プラグインとは
何か、プラグインの導入と利用方法について述べ、既存のプラグイン
としてどのようなものがあるか、どのようにプラグインを利用すると効果
的かといった話題について述べる。さらにサンプルプログラムでプラ
グインの利用例を示す。
RoRの機能を拡張するプラグインを新たに開発する方法を説明す
る。ジェネレータの実行や機能の実装と実行といったプラグイン作成
手順の流れを示し、作成したプラグインをテストする手法を示す。ま
た新たに作成したプラグインを利用するサンプルプログラムを示し実
際の利用手順を説明する。
典型的なWebアプリケーションであるコンテンツ管理システム
（Content Management System; CMS）について説明し、CMSのRuby
による実装例としてRubricksやRadiantなどのアプリケーションを紹介
する。RubricksやRadiantの構成と特徴について述べ、さらに各アプリ
ケーションの導入と設定方法を解説する。
Rubricksは様々なコンポーネントで拡張、カスタマイズすることができ
る。各種コンポーネントの種類と導入方法を示し、Ruburicksを使いや
すいようにカスタマイズする手順について説明する。
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【学習ガイダンスの使い方】
1. 「習得ポイント」により、当該科目で習得することが期待される概念･知識の全体像を把握する。
2. 「シラバス」
、「IT 知識体系との対応関係」
、「OSS モデルカリキュラム固有知識」をもとに、必要に応じて、
従来の IT 教育プログラム等との相違を把握した上で、具体的な講義計画を考案する。
3. 習得ポイント毎の「学習の要点」と「解説」を参考にして、講義で使用する教材等を準備する。
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3. IT 知識体系との対応関係
「15. Light Weight Language に関する知識Ⅱ」と IT 知識体系との対応関係は以下の通り。
基本レベル（Ⅰ）

科目名

1

2

3

4

5

応用レベル（Ⅱ）
6

7

8

9

10

15. Light Weight ＜LightWeight
＜オブジェクト ＜組み込みク ＜組み込みク ＜組み込みク ＜GUIアプリ
＜Perlの基本 ＜PHPの基本 ＜Pythonの基 ＜Rubyの基本
指向プログラミ ラス［データ構 ラス［データ操 ラス［ファイル ケーション開
Languageに関す Languageの基 構造＞
構造＞
本構造＞
構造＞
本＞
ング＞
造］＞
作］＞
管理］＞
発＞
るスキル

11

＜Ruby on
Rails＞

12

13

＜データベー ＜Webアプリ
スアプリケー ケーション開
ション開発＞ 発＞

14

15

＜オープン
＜プラグイン ソースシステ
導入と開発＞ ムのカスタマイ
ズ＞

[シラバス：http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/download/Model_Curriculum_05_15.pdf]

<IT 知識体系上の関連部分>
分野
組
織
関
連
事
項
と
情
報
シ
ス
テ
ム

科目名

1

2

IT-IAS 情報保証
と情報セキュリ
ティ

1
2
3
4
IT-IAS1.基礎的 IT-IAS2.情報セ IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
な問題
キュリティの仕 の問題
シー
組み(対策)

IT-SP1.プロ
IT-SP2.コン
IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
フェッショナル ピュータの歴史 ピュータを取り ワーク
巻く社会環境
IT-SP 社会的な としてのコミュ
ニケーション
観点とプロ
フェッショナル
としての課題

5
IT-IAS5.攻撃

6
7
8
9
10
11
IT-IAS6.情報セ IT-IAS7.フォレ IT-IAS8.情報の IT-IAS9.情報セ IT-IAS10.脅威分 IT-IAS11.脆弱性
キュリティ分野 ンジック(情報証 状態
キュリティサー 析モデル
拠)
ビス

12

13

IT-SP5.知的財産 IT-SP6.コン
IT-SP7.組織の中 IT-SP8.プロ
IT-SP9.プライバ
権
ピュータの法的 のIT
フェッショナル シーと個人の自
問題
としての倫理的 由
な問題と責任

IT-IM1.情報管理 IT-IM2.データ IT-IM3.データ IT-IM4.データモ IT-IM5.データと IT-IM6.データ
の概念と基礎
ベース問合わせ アーキテクチャ デリングとデー 情報の管理
ベースの応用分
言語
タベース設計
野
3

IT-IM 情報管理

4

IT-WS Webシステ
ムとその技術

5

IT-PF プログラ
ミング基礎

6

IT-IPT 技術を統
合するためのプ
ログラミング

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

8

IT-SIA システム
インテグレー
ションとアーキ
テクチャ

応
用
技
術

IT-WS1.Web技術 IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル IT-WS4.Web開発 IT-WS5.脆弱性
キテクチャ
メディア

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

IT-PF1.基本デー IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ IT-PF4.アルゴリ IT-PF5.イベント IT-PF6.再帰
タ構造
ミングの基本的 クト指向プログ ズムと問題解決 駆動プログラミ
構成要素
ラミング
ング

ェ

ソ
フ
ト
ウ
ア
の
方
法
と
技
術

[15-6]

IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ IT-IPT5.ソフト IT-IPT6.種々の IT-IPT7.プログ
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法 ウェアセキュリ 問題
ラミング言語の
ティの実現
概要
[15-1,2,3,4,5]

[15-1]

CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト CE-SWE2.ソフト CE-SWE3.ソフト CE-SWE4.ソフト CE-SWE5.ソフト CE-SWE6.ソフト CE-SWE7.ソフト CE-SWE8.言語翻 CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト CE-SWE11.ソフ
概要
ウェアプロセス ウェアの要求と ウェアの設計
ウェアのテスト ウェアの保守
ウェア開発・保 ウェアプロジェ 訳
ウェアのフォー ウェアの構成管 トェアの標準化
仕様
と検証
守ツールと環境 クト管理
ルトトレランス 理
[15-6]

IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA3.インテ IT-SIA4.プロ
様
配
グレーション
ジェクト管理

IT-NET1.ネット IT-NET2.ルー
ワークの基礎
ティングとス
イッチング
9

IT-NET3.物理層 IT-NET4.セキュ IT-NET5.アプリ IT-NET6.ネット
リティ
ケーション分野 ワーク管理

IT-NET ネット
ワーク

CE-NWK0.歴史と CE-NWK1. 通信 CE-NWK2.通信
CE-NWK3.LANと
概要
ネットワークの ネットワークの WAN
アーキテクチャ プロトコル

1
0

シ
ス
テ
ム
基
盤

IT-SIA5.テスト IT-SIA6.組織の IT-SIA7.アーキ
と品質保証
特性
テクチャ

CE-NWK4.クライ CE-NWK5.データ CE-NWK6.ワイヤ CE-NWK7.データ CE-NWK8.組込み CE-NWK9.通信技 CE-NWK10.性能評 CE-NWK11.ネット CE-NWK12.圧縮と
アントサーバコ のセキュリティ レスコンピュー 通信
機器向けネット 術とネットワー 価
ワーク管理
伸張
ンピューティン と整合性
ティングとモバ
ワーク
ク概要
グ
イルコンピュー
ティング
[15-2]

CE-NWK テレコ
ミュニケーショ
CE-NWK13.クラス CE-NWK14.イン CE-NWK15.次世代 CE-NWK16.放送
ン
タシステム
ターネットアプ インターネット
リケーション

IT-PT1.オペレー IT-PT2.アーキテ IT-PT3.コン
IT-PT4.デプロイ IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ティングシステ クチャと機構
ピュータインフ メントソフト
ウェア
ウェア
ム
ラストラクチャ ウェア
IT-PT プラット
フォーム技術

1
2

CE-OPS オペレー
ティングシステ
ム

1
3

CE-CAO コン
ピュータのアー
キテクチャと構
成

ェ

1
1

ー
ャ

ュー

ウコ
ン
アピ
と
チ
ア
タ
キハ
テ
クド

ー

14 IT-ITF IT基礎

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

CE-OPS0.歴史と CE-OPS1.並行性 CE-OPS2.スケ
CE-OPS3.メモリ CE-OPS4.セキュ CE-OPS5.ファイ CE-OPS6.リアル CE-OPS7.OSの概 CE-OPS8.設計の CE-OPS9.デバイ CE-OPS10.システ
概要
ジューリングと 管理
リティと保護
ル管理
タイムOS
要
原則
ス管理
ム性能評価
ディスパッチ

CE-CAO0.歴史と CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリ CE-CAO3.インタ CE-CAO4.デバイ CE-CAO5.CPUアー CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・ CE-CAO8.コン
CE-CAO9.性能向
概要
ピュータアーキ システムの構成 フェースと通信 スサブシステム キテクチャ
コスト評価
並列処理
ピュータによる 上
テクチャの基礎 とアーキテク
計算
チャ

IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 IT-ITF4.IT分野 IT-ITF5.応用領 IT-ITF6.IT分野
般的なテーマ
問題
史
(学科)とそれに 域
における数学と
関連のある分野
統計学の活用
(学科)

CE-ESY0.歴史と CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み CE-ESY4.開発環 CE-ESY5.ライフ CE-ESY6.要件分 CE-ESY7.仕様定 CE-ESY8.構造設 CE-ESY9.テスト CE-ESY10.プロ
概要
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ
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CE-ESY11.並行設 CE-ESY12.実装
計(ハードウェ
ア、ソフトウェ
ア

CE-ESY 組込みシ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール CE-ESY18.ネット CE-ESY19.インタ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ CE-ESY24.信頼性
ステム
タイムシステム マイクロコント プログラム
法
によるサポート ワーク型組込み フェースシステ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
とフォールトト
設計
ローラ
システム
ムと混合信号シ
レランス
ステム
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4. OSS モデルカリキュラム固有の知識
OSS モデルカリキュラム固有の知識として、Ruby on Rails(RoR)に関する知識が挙げら
れる。RoR の仕組み、開発手順、プラグイン開発、RoR アプリケーションの仕組みを Linux
上での作業を通して習得する。
科目名

第11回
(1) Ruby on
Rails の仕組
み

第12回
第13回
(1) データベー (1) Rails によ
スの仕組み
るWeb アプリ
ケーション開
発の説明
(2) Web アプリ
15.Light Weight (2) コードジェ (2)
Language に ネレートの説 ActiveRecord ケーションのカ
の説明
スタマイズ
関する知識Ⅱ 明
(3) MVC アー (3) データベー
キテクチャ
スアプリケー
ション開発

第14回
第15回
(1) プラグイン (1) Rubricks と
とは
は
(2) 新規プラグ (2) 新規コン
インの開発
ポーネントの
開発
(3) オープン
ソースシステ
ムのカスタマイ
ズ例

（網掛け部分は IT 知識体系で学習できる知識を示し、それ以外は OSS モデルカリキュラム固有の知識を示している）
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スキル区分
プログラミング分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

15 Light Weight Language に関する知識

応用

Ⅱ-15-1. Ruby on Rails(RoR)の仕組み
第 11 回 (Ruby on Rails)

コースウェア

Ⅱ-15-1. Ruby on Rails (RoR)の仕組み
Ruby による Web アプリケーション開発フレームワークである Ruby on Rails (RoR)の基本的な概念、
構成、仕組みについて解説し、導入と設定方法、簡単な使い方を紹介する。またコードの自動生成
や開発方法を述べ、RoR を利用したアプリケーション開発の第一歩に関して説明する。
【学習の要点】
* Ruby on Rails(RoR)は Ruby 言語による Web アプリケーション開発フレームワークである。
* RoR では、「設定より規約」「Don't Repeat Yourself」の方針がフレームワーク全体に適用されて
おり、開発に要する作業量を大幅に減らすことが可能である。
* RoR のインストール方法には、各 LinuxOS に付属するパッケージマネージャを用いる方法や
Ruby 独自のパッケージ管理システムである RubyGems を用いる方法などがある。
* RoR ではアプリケーションに必要なファイルの雛形を自動生成する仕組みが充実しており、開
発の効率化を図ることができる。

ソースコード

リソース

class PageController ...
def index ...

index.html

def list ...

list.html

def show ...

show.html

class Product ...

CREATE TABLE Products ...

DB

図 II-15-1. RoR における規約による関連付け
独立行政法人 情報処理推進機構
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【解説】
1) Ruby on Rails(RoR)
Ruby on Rails(RoR)は Ruby 言語による Web アプリケーション開発フレームワークであり、素早い開
発 を 可 能 に す る フ レ ー ム ワ ー ク と し て 人 気 を 得 て い る 。 RoR の 設 計 は 「 設 定 よ り 規 約 :CoC
（Convention over Configration）」と「DRY(Don t Repeat Yourself)」の哲学に基づいている。
* 「設定より規約」は、従来のフレームワークでは設定ファイルに記述していた情報を、RoR 側が規
約にしたがって自動的に解決することにより、設定ファイル記述の大部分を不要とする考え方で
ある。開発者が RoR の規約に従ったクラス名、変数名、ファイル名などを用いることで開発スピ
ードが大幅に向上する。
* 「DRY」はアプリケーションに関するソースコード、設定などあらゆる情報は、一ヶ所に一度だけ
記述する、という考え方であり、作業量が少なくなると共に、保守性が向上する。
2) RoR のインストール
* RubyGems を利用したインストール
最も基本的な方法である。Ruby のインストール、RubyGems のインストール、RubyGems による
RoR のインストール、の手順で行う。
* apt-get を利用したインストール
debian 系の Linux ディストリビューションでは rails パッケージが用意されており、apt-get コマンド
によるインストールが可能である。
* One-Step インストール
RubyStack などの One-Step インストーラを用いることで、Ruby、RoR、Apache HTTP Server、
MySQL、Mongrel などを、事前に設定された状態で一挙にインストールすることができる。
3) RoR の構成
rails コマンドにより、アプリケーションを作成できる。アプリケーションの初期構造は以下のとおり。ソ
ースコードファイルや設定ファイルなどを配置する場所が規約により指定されている。
* README - インストール手順と使い方
* Rakefile ‐ ビルドスクリプト
* app/ - モデル、ビュー、コントローラのファイル
* components/ - 再利用可能なコンポーネント
* config/ - 各種設定ファイル
* db/ - データベーススキーマとマイグレーションの情報
* doc/ - 自動生成されるドキュメント
* lib/ - ライブラリ
* log/ - アプリケーションのログファイル
* public/ - Web からアクセス可能なディレクトリ
* script/ - ユーティリティスクリプト
* test/ - テストプログラム
* tmp/ - 一時的なファイル
* vendor/ - 外部のコード
独立行政法人 情報処理推進機構

15 - 2

スキル区分
プログラミング分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

15 Light Weight Language に関する知識

応用

Ⅱ-15-2. RoR における MVC アーキテクチャ
第 11 回 (Ruby on Rails)

コースウェア

Ⅱ-15-2. Ruby on Rails (RoR)の仕組み
RoR を用いた Web アプリケーション開発を行う際に基本となる MVC アーキテクチャについて触れ、
RoR では MVC アーキテクチャがどのように実現されるか、その構成要素を解説する。
【学習の要点】
* RoR では MVC アーキテクチャが採用されている。
* RoR における Controller は、ApplicationController クラス継承した Ruby クラスとして記述する。
* RoR における View はテンプレートと呼ばれる。テンプレートを記述する際に、各種テンプレート
エンジンを利用することで、動的に画面を生成できる。
* RoR における Model は、ActiveRecord::Base クラスを継承した Ruby クラスとして記述する。
Active Record は O/R マッピング機能を提供し、開発者がデータベースを直接操作する必要は
ない。

1.

RoR内蔵ルータ

Webブラウザ

2.

1.ブラウザからリクエスト
2.ルータがController オブジェクトを決定
3.ControllerがModelクラスを利用して検索
4.検索結果をModelオブジェクトとして取得
5.ControllerがViewを呼び出し
6.Viewが画面をレンダリング

MyController
6.
5.

3.
4.

myview.html

MyModel

DB

図 II-15-2. RoR における MVC
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【解説】
1) RoR における MVC の配置
RoR では MVC アーキテクチャを採用している。
* app/controllers/
* app/models/
* app/views/
に対応するモジュールが置かれる。
2) RoR における MVC の役割
* Model
-

通常の MVC では、Model はデータとビジネスロジックをカプセル化したものである。データ
ベースとの関連は実装に任せられている。

-

RoR では Model を ActiveRecord::Base クラスを継承した Ruby クラスとして記述する。Model
は ActiveRecord の機能ににより自動的にデータベーステーブルと関連付けられる。

-

RoR においても、ビジネスロジックは通常の MVC と同様に Model に記述することが一般的
である。異なる意見として、RoR では Controller が 3 層アーキテクチャにおけるビジネスロ
ジック層、Model がデータアクセス層にあたる、という考え方があり、この場合、ビジネスロジ
ックは Controller に記述する。

* View
-

View はユーザインタフェースを提供する。RoR でも View の役割は通常の MVC と同様であ
る。

-

RoR における View はテンプレートと呼ばれる。テンプレートに対し、builder、ERb、rjs、haml
といったテンプレートエンジンを適用することで、クライアントへのレスポンスを動的に生成
することができる。

-

RoR では View と Controller の結びつきが強い。そのため、RoR における View と Controller
は Action Pack という単一のコンポーネントにまとめられている。

-

RoR では、View にプログラム要素が入り過ぎるのを防ぐために、ヘルパーを利用することが
できる。ヘルパーとは、表示の整形など、View 用のプログラム要素を、View から簡単に呼
び出せる Ruby メソッドとして記述したものである。

* Controller
-

通常の MVC では、Controller はリクエストの内容を解析し、適した Model、View へ処理を
委譲する。

-

RoR における Controller は ApplicationController クラス継承した Ruby クラスとして記述す
る。

-

一つのアプリケーション内に複数の Controller が存在することが一般的である。

-

リクエストはまず RoR 内蔵のルータによって受け付けられる。ルータは、開発者が記述した
Controller クラスのオブジェクトの内、リクエストに対応するオブジェクトのメソッドを呼び出
す。

-

RoR のルータと Controller の役割を合わせたものが、通常の MVC における Controller で
あると言える。
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Ⅱ-15-3. Rails におけるデータベース連携
RoR を用いた Web アプリケーション開発ではどのようにデータベースとの連携が行われるかを解説
する。RoR におけるデータベース連携のコンポーネントである ActiveRecord の概要と構成について
説明し、データベース操作に必要な各種の設定について述べる。
【学習の要点】
* Active Record は RoR に用意された O/R マッピング層である。
* Active Record を利用した場合、データベーススキーマの情報は動的に取得されるため、Ruby
ソースコード中にデータベーススキーマの情報を記述する必要はない。
* RoR ではアプリケーションのデータベーススキーマの変更を管理するために、マイグレーション
機能を利用することができる。
* データベースの接続に関する設定は config/database.yml で行う。

規約による関連付け
(クラス名=単数形
テーブル名=複数形)

CREATE TABLE products (
id int NOT NULL ,
title varchar NOT NULL,
price DOUBLE,
...

class Product < ActiveRecord::Base
end

DB

データベースの操作メソッドは、
ActiveRecord::Baseから提供される。

図 II-15-3. ActiveRecord による O/R マッピング
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【解説】
1) ActiveRecord
Active Record は RoR に用意された O/R マッピングの層である。通常の Ruby プログラム内で利用
することも可能である。
2) ActiveRecord による O/R マッピング
* ActiveRecored::Base クラスを継承したクラスは、クラス名を元にデータベーステーブルと結び付
けられる。
* データベースの行は、Model クラスのオブジェクトにマッピングされる。
* データベースの列は、Model クラスのオブジェクトの属性にマッピングされる。このとき、SQL の型
は Ruby のクラスに変換される。
* データベーステーブルの列に関する情報は、ActiveRecord によって動的に取得されるため、ソ
ースコードや設定ファイル内に記述する必要はない。
* ActiveRecord は Model オブジェクトに対し、値の検証を行う機能を提供する。定型的な検証に
ついては、あらかじめ用意されているヘルパーメソッドを利用することができる。
* ActiveRecord は、1 対 1、1 対多、多対多のテーブル間の関連をサポートする。
3) データベースへの接続
* ActiveRecord では、データベース操作は共通のインタフェースによって抽象化されている。
* データベース接続処理の詳細は、データベース毎の固有のアダプタによって行われる。
* 各種データベースへの接続に用いるアダプタの多くは、RubyGems によりインストールすることが
できる。
* RoR 内で ActiveRecord を利用する場合は、config/database.yml にデータベース接続情報を指
定する。
* ActiveRecord を単体で用いる場合、データベース接続は
ActiveRecord::Base.establish̲connection クラスメソッドによって行う。データベース接続情報は
メソッドの引数として渡す。
4) マイグレーション
Web アプリケーションをインクリメンタルに開発する場合、開発が進むにつれてデータベーススキー
マが変化していく場合が考えられる。RoR では、このようなデータベーススキーマの変更を管理する
仕組みとして、マイグレーションを利用することができる。
* マイグレーションは db/migrate ディレクトリに配置される Ruby コードである。
* マイグレーションにはバージョン番号が割り当てられる。
* マイグレーションは ActiveRecord::Migration のサブクラスであり、データベーススキーマの変更
を行うクラスメソッド up と、データベーススキーマの変更を取り消すクラスメソッド down を含む必
要がある。
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Ⅱ-15-4. RoR を利用したデータベースアプリケーション開発
第 12 回 (データベースアプリケーション開発)

コースウェア

Ⅱ-15-4. RoR を利用したデータベースアプリケーション開発
データベースアプリケーションの開発方法を、RoR でどのように実現するかについて具体的な操作
手順を交えて説明する。テーブルの定義、テーブル操作、トランザクション処理といったそれぞれの
手順が RoR でどう実現されるかを解説する。
【学習の要点】
* テーブルの作成、スキーマの変更はマイグレーションに記述する。
* テーブルに対する新たな行の追加は、対応する Model クラスの new メソッドを利用してオブジェ
クトを作成し、save メソッドで保存することで実現できる。
* テーブルからのデータの取得は、対応する Model クラスの find メソッドで実現できる。取得した
データは Model クラスのオブジェクトとして返却される。
* 既存の行の更新は、取得した Model クラスのオブジェクトの属性を更新し、save メソッドで保存
することによって実現できる。
* テーブルの既存の行の削除は、対応する Model クラスのクラスメソッド、もしくはインスタンスメソ
ッドにより実現できる。
* トランザクションは、Model クラスの transaction メソッドにより実現できる。

Modelクラス
(テーブル名はproducts)

class Product < ActiveRecord::Base
end
class AdminController < ApplicationController
def create
@product = Product.new()
@product.save
end

}

products テーブルに対し、
新たな行を追加
products テーブルからデータを取得
(主キーをリクエストパラメータから受け
取り、検索条件として指定 )

def update
@product = Product.find(params[:id])
@product.title = “Updated”
@product.save
end

取得したデータに対応する
行を更新

def remove
@product = Product.find(params[:id])
@product.destroy
end
end

取得したデータに対応する
行を削除

}

図 II-15-4. ActiveRecord を利用したデータベース操作
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【解説】
1) Model 開発の手順
* config/database.yml ファイルに、データベース接続に関する設定を記述する。database.yml は 3
つのセクションに分かれており、それぞれ開発用データベース、テスト用データベース、本番用
データベースの情報を記述する。
* rake タスク「rake db:create」を実行することにより、データベースを作成する。
* スクリプト「ruby script/generate model [Model 名]」を実行することにより、Model クラスとマイグレ
ーションの雛形を生成する。
-

Model クラスの雛形は app/models/ディレクトリに生成される。

-

マイグレーションの雛形は、db/migrate/ディレクトリに生成される。

* マイグレーションにデータベーステーブルの作成処理、および削除処理を記述する。
* rake タスク「rake db:migrate」により、マイグレーションに記述したテーブルの作成処理を実行す
る。
* アプリケーション仕様に基いて、Model クラスに検証メソッド、およびビジネスロジックを行うメソッ
ドを追加する。
2) ActiveRecord を利用したデータベース操作
* テーブルに対する新たな行の追加
テーブルに対応する Model クラスの new メソッドを利用してオブジェクトを作成し、save メソッドを
呼ぶことでデータベースに新たな行が追加される。また、Model クラスの create メソッドを利用す
ることで、オブジェクトの作成と、データベースへの保存を同時に行うことができる。
* テーブルからのデータの取得
テーブルに対応する Model クラスの find メソッドによって既存の行データを Model クラスのオブ
ジェクトとして取得することができる。find メソッドには主キーのほか、検索条件やソート条件など、
SQL で指定できる検索条件の多くを引数の形で指定できる。
* 既存の行の更新
取得した Model オブジェクトの属性の値を変更し、save メソッドを呼ぶことで、既存の行を更新で
きる。また、Model クラスの update、および update̲all メソッドを利用することで、行データの取得
と更新を一度に行うことができる。
* 既存の行の削除
テーブルに対応する Model クラスの destroy、および destroy̲all メソッドを利用することで、テー
ブルレベルの行の削除を行うことができる。また、取得した Model オブジェクトの destroy メソッド
を利用することで、そのオブジェクトに対応する行を削除することができる。
* トランザクション
Model クラスの transaction メソッドを利用することで、トランザクション処理を実現できる。トランザ
クションとして実行される一連の処理はブロックとして渡される。
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Ⅱ-15-5. RoR を利用した Web アプリケーション開発
RoR による Web アプリケーション開発の概要と作業の流れを解説する。RoR を利用して開発した
Web アプリケーションの構成要素を説明し、データベースの設定方法や Web サーバの起動、インタ
ラクションの確認方法などについて解説する。
【学習の要点】
* RoR を利用した Web アプリケーション開発は、Model、View、Controller に該当する各要素の作
成を通じて行われる。
* RoR では Model、View、Controller の各要素を、scaffold と呼ばれる仕組みにより一挙に自動生
成することができ、開発を開始するにあたっての雛形とすることができる。
* scaffold を利用して生成したアプリケーションは、データベースの設定、Web サーバの起動を行
うことで即座に動作させることが可能である。

Scaffoldを利用したアプリケーション生成
> ruby script \ generat e scaffold Product t it le: st ring price: double descript ion: t ext
exist s app/ m odels/
exist s app/ cont rollers/
モデル属性
モデル名
exist s app/ helpers/
(テーブルカラム)
creat e app/ view s/ product s
exist s app/ view s/ layout s/
exist s t est / funct ional/
exist s t est / unit /
creat e app/ view s/ product s/ index.ht m l.erb
creat e app/ view s/ product s/ show .ht m l.erb
creat e app/ view s/ product s/ new .ht m l.erb
creat e app/ view s/ product s/ edit .ht m l.erb
View
creat e app/ view s/ layout s/ product s.ht m l.erb
(ERbテンプレート)
creat e public/ st ylesheet s/ scaffold.css
dependency m odel
exist s app/ m odels/
Modelクラス
exist s t est / unit /
マイグレーション
exist s t est / fixt ures/
creat e app/ m odels/ product .rb
creat e t est / unit / product _t est .rb
creat e t est / fixt ures/ product s.ym l
Controllerクラス
creat e db/ m igrat e
creat e db/ m igrat e/ 001_creat e_product s.rb
creat e app/ cont rollers/ product s_cont roller.rb
creat e t est / funct ional/ products_cont roller_test .rb
creat e app/ helpers/ product s_helper.rb
rout e m ap.resources : product s

図 II-15-5. Scaffold を利用したアプリケーションの生成例
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【解説】
1) RoR による Web アプリケーション開発
* Model の作成
「Ⅱ-15-4. RoR を利用したデータベースアプリケーション開発」を参照のこと。
* Controller の作成
スクリプト「ruby script/generate controller [Controller 名]」を実行することにより、Controller の
雛形を生成することができる。生成される要素は以下のとおり。
-

app/controller/[Controller 名]̲controller.rb
Controller の本体となるクラスを記述するソースコードファイル。初期状態では Controller クラ
スが、メソッドを持たない状態で記述されている。Controller クラスにアクションメソッドを追加
することによって Contoroller の開発を行う。

-

test/functional/[Controller 名] ̲controller̲test.rb
Controller の機能テストを記述するソースコードファイル。

-

app/views/[Controller 名]/
Controller に対応した View を配置するためのディレクトリ。このディレクトリにテンプレートファ
イルを置くことで、規約により Controller と View が関連付けられる。

-

app/helpers/[Controller 名]̲helper.rb
Controller、および Controller に関連付けられた View 内から呼び出し可能なヘルパーメソッ
ドを記述するソースコードファイル。

* View の作成
View はテンプレートによって表現される。動的なレスポンスを実現するテンプレートを記述する
際には、テンプレートエンジンとして以下のようなライブラリを利用できる。
-

builder ‐ 主に、XML レスポンスの構築に用いられる。

-

erb ‐ 主に、動的な HTML ページの構築に用いられる。

-

rjs ‐ JavaScript の生成に用いられる。

テンプレートの配置ディレクトリ、およびファイル名は規約によって定められている。
-

テンプレートは、それを呼び出す Controller と規約によって関連付けられる。テンプレート
は、「app/views/[関連 Controller 名]/」ディレクトリに配置する。

-

テンプレートのファイル名は「[アクションメソッド名].[フォーマット].[テンプレートエンジン
名]」とする。

2) scaffold によるアプリケーション生成
RoR では、scaffold と呼ばれる仕組みにより、簡単なアプリケーションを一挙に作成することができる。
scaffold を利用した場合の、アプリケーションの動作を確認するまでの手順は以下のとおり。
* rails コマンドによってアプリケーションのディレクトリ構造を生成する。
* 「ruby script/generate scaffold」スクリプトによってアプリケーションの雛形を生成する。
* config/database.yml ファイルの編集によってデータベース接続設定を行う。
* 「rake db:create」タスクにより、データベースの作成を行う。
* 「rake db:migration」タスクにより、データベースのマイグレーションを行う。
* 「ruby script/server」スクリプトによって Web サーバを起動する。
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Ⅱ-15-6. Web アプリケーション開発のカスタマイズ
第 13 回 (Web アプリケーション開発)
第 15 回 (オープンソースシステムのカスタマイズ)

Ⅱ-15-6. Web アプリケーション開発のカスタマイズ
ルーティングやページ遷移、表示部分のカスタマイズ、リダイレクト処理など、RoR による Web アプリ
ケーションをカスタマイズする典型的な手法を紹介する。
【学習の要点】
* アプリケーションのルーティング(URL のマッピング)の動作は、config/routes.rb ファイルを修正
することで変更できる。
* ページの表示内容は、該当するテンプレートファイルを修正することで変更できる。
* リダイレクト処理は、該当する Controller のアクションメソッド中で redirect̲to メソッドを呼び出す
ことで実現できる。

config/routes.rb
ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
map.connect ':controller/:action/:id'
end

http://myapplication.com / admin / show / 15
class OrderController ...
def class
showAdminController ...
end def show
class LoginController ...
end end
def action
end ...

class AdminController ...
def show
@id = params[:id]
end

end
end

end

図 II-15-6. RoR のルーティング
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【解説】
1) RoR におけるルーティングの変更
RoR の、URL とメソッドのマッピングの仕組みは、config/routes.rb ファイルを修正することで変更で
きる。config/routes.rb ファイル内には、ActionController::Routing::Routes.draw メソッドの呼び出し
が記述される。draw メソッドの引数として渡すブロックの中で、map オブジェクトのメソッドを呼び出
すことで、ルーティングを変更することが可能である。rails コマンドでプロジェクトを作成した場合、
config/routes.rb ファイルには次の記述がある。
map.connect :controller/:action/:id
* connect メソッドへの引数は、パターンと追加パラメータに分けられる。上記の例では、パターン
のみが渡されている。
* パターンはスラッシュ、またはピリオドでコンポーネントにわけられる。
* 「:[パラメータ名]」の形式のコンポーネントは、リクエストされた URL パスの該当部分の値を[パラ
メータ名]に対応する値として設定する。
* 上記の例のパターンに対し、「/admin/show /1」という URL パスが与えられた場合、
-

controller => admin

-

action => show

-

id => 1

という設定が行われる。
* controller パラメータは Controller オブジェクトの決定に、action パラメータは、アクションメソッド
の決定に利用される。その他のパラメータはアクションメソッド内で利用することができる。
* controller パラメータ、および action パラメータは、必ずしもパターン内で指定する必要はなく、
追加パラメータとして指定することも可能である。以下の例の場合「foo/bar/baz」というパスに対
し、AdminController オブジェクトの show メソッドが呼び出される。
map.connect foo/bar/baz , :controller => admin , :action => show
* connect メソッドの呼び出しはブロック内に複数記述することが可能であり、呼び出された順にパ
ターンに対するマッチングが行われる。マッチした時点で、パターンに対応するアクションが実
行される。
2) RoR アプリケーションの表示内容の変更
RoR アプリケーションの表示は、テンプレートによって行われる。例として、「ruby script/generate
scaffold」スクリプトで生成されるテンプレートの一部を以下にあげる。これらを修正することで、生成
したアプリケーションの修正を行うことができる。
* app/views/[コントローラ名]/index.html.erb ‐ 一覧画面のテンプレート
* app/views/[コントローラ名]/edit.html.erb ‐ 編集画面のテンプレート
* app/views/[コントローラ名]/show.html.erb ‐ 詳細画面のテンプレート
3) RoR アプリケーションにおけるリダイレクト
リダイレクト処理は、該当する Controller のアクションメソッド中で redirect̲to メソッド呼び出すことに
より実現できる。リダイレクト先は引数として指定し、controller、action をパラメータとして指定するこ
とができる。
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Ⅱ-15-7. RoR の機能拡張
RoR の機能を拡張するプラグインについて解説する。プラグインとは何か、プラグインの導入と利用
方法について述べ、既存のプラグインとしてどのようなものがあるか、どのようにプラグインを利用す
ると効果的かといった話題について述べる。さらにサンプルプログラムでプラグインの利用例を示
す。
【学習の要点】
* RoR は、プラグインを導入することでフレームワークに存在しない機能を追加することができる。
* プラグインの検索・インストールは script/plugin スクリプトで行うことができる。
* プラグインは vender/plugins ディレクトリに保存される。

プラグインの利用例(calendarifficプラグイン)
(1)プラグインのインストール
> ruby script/plugin install http://opensvn.csie.org/calendariffic/calendariffic/ vendor/plugins/calendariffic

(2)プラグインの呼び出し(Viewテンプレート)

(3)プラグインの実行(ブラウザ)

<h1> calendarifficプラグイン </h1>
<%= javascript_include_tag 'calendariffic/calendar.js',
'calendariffic/calendar-setup.js',
'calendariffic/lang/calendar-en.js' %>
<%=
stylesheet_link_tag 'calendariffic/calendar-win2k-cold-1.css'
%>
<%= calendariffic_input(false,
'start_date',
'calendariffic/date.png',
'start_cal',
'%m/%d/%y',
nil,
{:class => 'myfavoriteclass', :readonly => 'true'},
{:class => 'borderless'}) %>

図 II-15-7. プラグインの利用例
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【解説】
1) プラグイン
プラグインは、RoR のフレームワークが提供する機能の拡張、もしくは機能の修正を行うためのプロ
グラムである。プラグインを利用することにより、既存のコードを修正すること無く新たな機能を付け
加えることができる。また、プラグインの提供者は独自に修正やアップデートをリリースすることがで
きる。
2) プラグインのインストール
プラグインは、script/plugin スクリプトを利用して、Web 上で公開されているリポジトリからインストー
ルすることができる。スクリプトの詳細は以下のコマンドで確認できる。
ruby script/plugin -h
* プラグインのリスト
入手可能なプラグインのリストは以下のコマンドにより確認することができる。
ruby script/plugin list
* リポジトリの追加
以下のコマンドにより、リポジトリの追加を行うことができる。あらかじめリポジトリを source として登
録しておくことで、プラグイン名でのインストールが可能になる。
ruby script/plugin source [URL]
* プラグインのインストール
以下のコマンドにより、指定したプラグインをインストールすることができる。リポジトリが source と
して登録されている場合はプラグイン名、登録されていない場合は URL を指定する。URL とし
て、subversion や git のリポジトリを指定することができる。
ruby script/plugin install [プラグイン名 or プラグインの URL]
* インストールしたプラグインは vendor/plugins ディレクトリに配置される。
3) プラグインの例
現在公開されているプラグインに関する情報は、Web ページ
(http://wiki.rubyonrails.org/rails/pages/Plugins)などから入手できる。公開されているプラグインの
例を以下にあげる。
* CSS Graphs(http://nubyonrails.com/pages/css̲graphs)
グラフを作成するためのヘルパーを提供するプラグイン。
* Calendariffic(http://opensvn.csie.org/calendariffic/calendariffic/)
ポップアップカレンダーによる日付入力インタフェースの実現を容易にするプラグイン。
* TextAreaWithStatus
(http://text-area-with-status.googlecode.com/svn/tags/text̲area̲with̲status)
文字数制限のあるテキスト入力欄の作成を容易にするプラグイン。
* Restful Authentication(git://github.com/technoweenie/restful-authentication.git)
ユーザ登録機能、およびユーザ認証機能の作成を容易にするプラグイン。
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Ⅱ-15-8. RoR のプラグイン開発
RoR の機能を拡張するプラグインを新たに開発する方法を説明する。ジェネレータの実行や機能の
実装と実行といったプラグイン作成手順の流れを示し、作成したプラグインをテストする手法を示
す。また新たに作成したプラグインを利用するサンプルプログラムを示し実際の利用手順を説明す
る。
【学習の要点】
* プラグインの雛形はスクリプトにより自動生成することができる。
* プラグインの実装は vender/plugins/[プラグイン名]/lib/[プラグイン名].rb ファイルに記述する。
* プラグインのテストは vender/plugins/[プラグイン名]/test/[プラグイン名]̲test.rb ファイルに記述
する。
* プラグインのテストは rake test:plugins コマンドによって実行する。

プラグインの開発例(Hello Worldプラグイン)
(1)プラグインの雛形の生成

(4)プラグインの呼び出し
(Viewテンプレート)

> ruby script/generate plugin hello_world

<%= helloWorld %>

(2)プラグイン本体の記述
(vendor/plugins/hello_world/lib/hello_world.rb)
module HelloWorld
def helloWorld
'<font size="7">Hello World!</font>'
end
end

(5)プラグインの実行(ブラウザ)

(3)プラグインの組み込み処理の記述
(vendor/plugins/hello_world/init.rb)
ActionView::Base.send :include, HelloWorld

図 II-15-8. プラグインの開発例
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【解説】
1) プラグインの種類
RoR のほとんどの機能はプラグインとして開発可能である。以下に拡張例をあげる。
* ActiveRecord::Base クラスに新たなメソッドを追加することで、Model クラスに新たな機能を加え
る。多くの場合、Model クラス内で「acts̲as̲」で始まるメソッドを呼び出すことで、機能が有効にな
るように作成される。
* View テンプレート内で利用可能なヘルパーを追加する。View テンプレート内でメソッドとして呼
び出すことで利用することができる。
2) プラグインの開発
プラグインの開発にあたっては、「ruby script/generate plugin [プラグイン名]」スクリプトにより、雛形
を生成することができる。生成されるファイルについて以下に説明する。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/README
プラグインの利用者向けに、プラグインのインストール方法、使い方などを記述する。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/init.rb
プラグインの初期化処理を記述する。プラグインのモジュールを RoR に組み込む処理などが該
当する。init.rb で一般的に行われる処理を以下にあげる。
-

ActiveRecord::Base.send(:include, [モジュール名])
Model クラスに対し、モジュール内のメソッドを追加する。

-

ActionController::Base.send(:include, [モジュール名])
Controller クラスに対し、モジュール内のメソッドを追加する。

-

ActionView::Base.send(:include, [モジュール名])
モジュール内のメソッドを View テンプレート内で利用可能なヘルパーとして登録する。

* vendor/plugins/[プラグイン名]/install.rb
プラグインのインストール処理を記述する。JavaScript やスタイルシートを展開する処理などを記
述する。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/uninstall.rb
プラグインのアンインストール処理を記述する。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/lib/[プラグイン名].rb
プラグインの本体となるソースコードを記述する。「vendor/plugins/[プラグイン名]/lib/」ディレク
トリは、RoR の起動時にロードパスに追加される。記述の仕方としては、プラグイン独自のモジュ
ールを定義してその中にメソッドとして処理を記述し、init.rb 内で RoR に組み込む方法が一般
的である。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/tasks/[プラグイン名]̲tasks.rake
プラグイン用の rake タスクを記述する。
* vendor/plugins/[プラグイン名]/test/[プラグイン名]̲test.rb
Test::Unit モジュールを利用してプラグイン用のテストを記述する。
3) プラグインのテスト
rake タスク「rake test:plugins」によって、全てのプラグインのテストが実行される。特定のプラグイン
のみテストする場合は、「rake test:plugins PLUGIN=[プラグイン名]」とする。
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Ⅱ-15-9. RoR 応用アプリケーションの利用
典型的な Web アプリケーションであるコンテンツ管理システム（Content Management System; CMS）
について説明し、CMS の Ruby による実装例として Rubricks や Radiant CMS などのアプリケーショ
ンを紹介する。Rubricks や Radiant CMS の構成と特徴について述べ、さらに各アプリケーションの導
入と設定方法を解説する。
【学習の要点】
* CMS とは Web ページや画像データといったコンテンツを作成、編集、管理する機能を提供する
ソフトウェアである。
* RoR を用いて開発された OSS の CMS として Rubricks や Radiant CMS がある。
* Rubricks、Radiant CMS 共に拡張性が重視されており、拡張機能をプラグインとして開発、ある
いは導入するための仕組みが提供されている。

Radiant CMS管理画面
Pages: ページの管理
Snippets:HTML 部品の管理
Layouts:レイアウトの管理

Add Child: 子要素の追加

ページ構成

Remove: 要素の削除

図 II-15-9. Radiant CMS の管理画面
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【解説】
1) CMS(Content Management System)
CMS とは、コンテンツの作成、編集、管理を容易にすると共に、一貫した形式で公開することを可
能にするソフトウェアである。Web サイトの構築に広く利用されており、ブラウザ経由で Web ページ
の追加や編集を行う機能や、ユーザの権限を管理する機能などが提供される。Blog や Wiki も CMS
の一種であると考えることができる。
2) Rubricks
Rubricks は日本人の開発グループにより開発されている CMS である。
* RoR 上に構築されており、MIT ライセンスで公開されている。
* BBS やニュース配信の機能が用意されており、コミュニティポータルの作成を容易にする。
* Rubricks はコンポーネントアーキテクチャと呼ばれる機構を採用しており、必要な機能はコンポ
ーネントの単位で管理され、自由に組み合わせることが可能になっている。
3) Rubricks のインストール
* Rubricks の推奨環境は開発 Web ページ
(http://dev.rubricks.org/wiki/RubricksSystemRequirementJa)を参照のこと。注意点としては
2008 年 8 月の段階で、RoR のバージョン 1.x 系のみの対応となっている。
* Rubricks のインストール手順については Windows 向け、および CentOS 向けの手順が公開され
ている。詳細は開発 Web ページ(http://dev.rubricks.org/wiki/RubricksInstallationGuideJa)を
参照のこと。
4) Radiant CMS
Radiant CMS はシンプルでわかりやすいインタフェースを特徴とした CMS である。
* Rubricks 同様、RoR 上に構築されており、MIT ライセンスで公開されている。
* Ruby 言語の公式ページ(http://www.ruby-lang.org)で採用されるなど、Web サイト構築用の
CMS として比較的多くの実績をもつ。
* Web サイトのツリー構造を柔軟に構築できる機能や、個々のページを統一的なレイアウトで表示
する機能など、一般的な Web サイトを構築するための基本的な機能が提供されている。
* Rubricks と同様に拡張機能を管理する機能を持つ。拡張機能は Extension という単位で管理さ
れ、様々な機能がサードパーティから提供されている。
5) Radiant CMS のインストール
Radiant CMS は RubyGems パッケージとして提供されており、gem コマンドを利用してインストール
することができる。詳細な手順は Web サイト(http://wiki.radiantcms.org/Installation)を参照のこと。
インストールの流れを以下に示す。
* Ruby、および RubyGems のインストール
* gem コマンドによる radiant パッケージのインストール
* Radiant プロジェクトの作成
* データベースの接続設定と初期化
* サーバの起動
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Ⅱ-15-10.Radiant CMS のカスタマイズ
Radiant CMS は Extension を導入することで機能を拡張することができる。Radiant CMS の開発プロ
ジェクトやサードパーティから提供されている各種 Extension の種類と導入方法を示し、Rediant をカ
スタマイズする手順について説明する。
【学習の要点】
* Radiant CMS は導入時、デフォルトで Archive 、 Markdown 、 Textile などが Extension とし
て含まれるほか、様々な Extension がサードパーティから提供されており、自由に組み合わせて
使用することができる。
* Extension は、Radiant プロジェクトの vendor/extensions/ディレクトリに配置する。

RadiantのExtensionの利用例(Archive)
管理画面

Archive:
アーカイブページの作成
を容易にするExtension

サイト画面

Archives By Month:
月別のアーカイブページ

図 II-15-10. Radiant の Archive Extension
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【解説】
1) Extension の種類
Radiant CMS の導入時にデフォルトでインストールされている Extension として、 Archive 、
Markdown 、 Textile がある。また、サードパーティから公開されている Extension の一覧が Web
ページ(http://wiki.radiantcms.org/Thirdparty̲Extensions)に掲載されている。利用可能な
Extension の一部を以下にあげる。
* Archive
ニュース記事を扱うサイトや、blog サイトで見られるような、年、月、日毎のアーカイブページを作
成することが可能になる。
* Markdown
HTML の代わりに Markdown 形式によってページを記述することが可能になる。
* Textile
HTML の代わりに Textile 形式でページを記述することが可能になる。
* Search
サイト内のページに対するサーチ機能の追加が可能になる。
* FCKeditor
Javascript による WYSIWYG エディタ「FCKeditor」をページの編集に用いることが可能になる。
2) Extension のインストール
インストール手順の詳細は、Web ページ(http://wiki.radiantcms.org/Extensions)、および
Extension ディレクトリ内の README ファイルを参照のこと。一般的な手順を以下に記述する。
* インストールしたい Extension を、リポジトリからのチェックアウトや開発 Web サイトからのダウンロ
ードにより取得する。
* チェックアウト、もしくはダウンロード・解凍してできた Extension ディレクトリを、Radiant プロジェク
トの vendor/extensions/ディレクトリの下に配置する。この際、ディレクトリ名を Extension 名にす
る必要がある。Extension ディレクトリの下には、ファイル名の末尾が「̲extension.rb」となっている
ファイルが含まれており、「̲extension.rb」の前の部分が Extension 名である。
* Extension がデータベースを利用する場合、マイグレーションを実行する。
* インストールされている Extension は、Radiant CMS 管理ページの「Extensions」メニューから確
認することができる。
3) Extension のアンインストール
インストールの場合と同様、手順の詳細は Radiant CMS の公式 Web ページ、および Extension パ
ッケージ内の README ファイルを参照のこと。一般的な手順を以下に記述する。
* Extension がデータベースを利用する場合、VERSION=0 を指定してマイグレーションを行い、デ
ータベースをインストール前の状態に戻す。
* Radiant プロジェクトの vendor/extensions/ディレクトリ以下に配置された Extension ディレクトリの
内、アンインストールしたいディレクトリを消去する。
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