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はじめに

「Rails4技術者認定シルバー試験」は、2011年7月に開始された
「Rails3技術者認定ブロンズ試験」の上位試験でありRails4に対応し
ています。

このシルバー試験は、「Railsのパワーを最大限に活用したWeb開
発を目指す技術者は、ぜひ習得しておきたいレベル」の知識が問わ
れ、プロフェッショナルとしての学習目標に最適です。Railsの各機
能をしっかりと把握していなければ合格が難しい試験だけに、合格
者の高度な開発能力を証明する資格として、高い価値を持つものと
なるでしょう。

本書は、Rails4技術者認定シルバー試の対策のために書き下ろさ
れた問題集です。問題と解説を読み進めていくことで、合格のため
に必要な知識が効率よくしっかり身につくように構成されていま
す。解説にはサンプルコードが掲載されているため、Railsの各機能
の具体的な使い方をすばやく理解することができます。解説内の「試
験対策」コラムでは、試験に臨む上で必ず習得しておきたい事項を
ピンポイントで解説しています。

第1章〜第5章は、シルバー試験の出題範囲に準拠した学習内容で
す。第6章〜第7章は、本試験2回分に相当する「総仕上げ問題」となっ
ており、第1章〜第5章の学習内容をまんべんなく復習することがで
きます。

本書が、皆様の試験合格のお役に立つことを願っております。

最後に、本書の執筆に際しご協力くださいましたRails技術者認定
試験運営委員会・委員長の吉政さん、また本書執筆の機会とご助言
をくださいました、株式会社ソキウス・ジャパンの松井さん、坂田
さん、そして関係者の方々に、心から御礼申し上げます。

2014年10月　著者
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『徹底攻略Rails4技術者認定シルバー試験問題集』
発行によせて

海外では、Javaの求人数が前年比でマイナス30%成長（Indeed 
2014年5月集計）を記録しました。人気言語ランキングの指標とな
るポイント数もここ10年で半減し、人気第一位の座を降りようとし
ています（TIOBE Index 2002-2014 2014年9月発表）。一方で日本で
は、Javaの求人数は前年比143%と大きく成長し、全求人の10%近く
が年収900万円以上（Indeed Japan 2014年5月集計）と、依然として
高い人気を維持しています。

この海外の動向は、Javaを活用した大人数でシステムを開発する
方法からRuby on Railsを活用した少人数でシステムを構築する方法
に時代の主流がシフトしようとしている証かもしれません。実際に
クライアントからは短納期やアジャイル開発を採用した開発案件が
多くなってきています。

今後日本でも、Ruby on Railsの開発市場が本格的に拡大し、大
きなビジネスを生み出すことが予想されます。アジャイル開発のフ
レームワークの代表格であるRuby on Railsは、プログラマーの力量
によってその成果に大きな差がつくため、高い技術力を持つ技術者
への需要も高まることでしょう。

このような状況を鑑みて、Rails技術者認定試験運営委員会は、
技術者の知識を全方位的にチェックできるRails技術者認定試験を立
ち上げました。

これから数年の間に市場が今以上に拡大し、多くの人材がRuby 
on Railsを学習していくでしょう。自己学習の総チェックに、Rails
技術者認定試験と本書をご活用いただければ幸いです。

2014年10月
Rails技術者認定試験運営委員会

委員長　吉政忠志



Rails技術者認定試験の概要

Rails技術者認定試験は、Ruby on Railsの専門知識を有することを証明する資格
試験で、Rails技術者認定試験運営委員会が主催しています。

Rails4については、現在実施されている試験はコーディング力が問われるシル
バー試験のみです。今後、基礎力を問うブロンズ試験、ソースコードを公開して認
定を受けるゴールド試験（仮称）が導入され、3レベルの試験が提供される予定です。

Rails4技術者認定シルバー試験について

Rails4技術者認定シルバー試験はCBT試験（コンピュータの画面に表示される問
題にコンピュータを使って解答する）としては最上位の難関試験です。本試験の合
格者はRuby on Railsの実務コーディング力を持つことが認定されます。

●試験要項
・	名称：	 Rails4技術者認定シルバー試験
・	試験時間：	 60分
・	問題数：	 40問
・	出題形式：	 CBTによる選択問題
・	合格基準：	 7割以上正解
・	受験料：	 12,000円（税抜）

●シルバー試験の想定対象者
・	Ruby	on	Railsの実務コーディング歴1年以上
・	Rails3技術者認定ブロンズ試験合格者
・	Rails4技術者認定ブロンズ試験合格者（試験開始時期は未定）

●効果的な学習方法
資格取得のために書籍を活用した学習は欠かすことができませんが、座学だけ

では生きた知識を身につけることは困難です。シルバー試験合格のためには、次の
ような学習が効率的です。

・	Rails技術者認定試験運営委員会認定スクールの認定コースを受講するか、Ruby	
on	Railsガイド（日本語版、無料）を閲覧し、コーディングのための知識を習得
する
　Ruby on Railsガイド日本語版公式サイト：http://railsguides.jp/

・	本書を活用し、多くのコードと問題に触れ、試験に備える
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Ruby on Railsの学習には、実際にプログラムを書いて実行してみることに勝る
ものはありません。日本では多くのクラウドサービスがRuby on Railsに対応し、
無料で使用できるものも少なくありません。ぜひ、Ruby on Railsで開発したWeb
サービスをクラウド上で動かしてみてください。学習のモチベーション向上につな
がるだけでなく、自分が作ったサイトを就職などの面接時に紹介することで就業力
も向上します。
言語を覚えたての頃はひたすらソースを書くことが重要に思えますが、偉大な

先人の書いた有用なコードを読むことも勉強になります。書籍などを活用し、多く
のコードに触れてください。

Rails4技術者認定シルバー試験試験範囲

1. Rails概要（出題割合10％）
・	Railsの各コンポーネント（Active	RecordやAction	Pack）の説明やMVCにおけ
る基礎的な知識

・	ディレクトリ構造の説明
・	 rakeコマンド、railsコマンド
・	ActiveSupport

2. Active Record（出題割合40％）
・	Active	Recordの構造
・	モデルの定義
・	リレーション
・	バリデーション
・	CRUD操作
・	スコープ
・	マイグレーション

3. ルーティングとAction Controller（出題割合20％）
・	config／routes.rb
・	RESTとコントローラ
・	コントローラとデータの入出力
・	メディアタイプに合わせた出力フォーマット
・	フィルタ

4. Action Viewとヘルパー（出題割合15％）
・	ERBによるHTMLの出力
・	 JSONの出力
・	ヘルパー
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5. Action Mailer（メール）（出題割合5％）
・	メールの送信

6. テスト（出題割合10％）
・	ユニットテストにおけるテスト手法
・	モデルのテストとコントローラのテスト

※	 gem	 install	 rails	 --version='~>4.0'	でインストールされる範囲のみを出題する。プラグイン、
rubygemsは出題範囲には含めない

※	 前提OSはUnix系だが、基本的にはOSに依存しない出題とする
※	 本試験では実行環境については問わない

受験申し込み方法

Rails技術者認定試験は、全国のオデッセイコミュニケーションズ認定試験会場
（CBT）で受験することができます。

● オデッセイコミュニケーションズのRails技術者認定試験のページ
URL： cbt.odyssey-com.co.jp/raliscp.html

以下のサイトで試験会場を検索し、試験会場に直接申し込みます。

● オデッセイコミュニケーションズ試験会場検索
URL： cbt.odyssey-com.co.jp/place.html

受験申し込みには、Odessey	 IDが必要です。以下のサイトにアクセスするか、
上記のRails技術者認定試験のページの右上にある「Odessye	 IDの登録」から手続
きを行ってください。

● Odessey IDの登録ページ
URL： https://cbt.odyssey-com.co.jp/cbt/registration/index.action

Rails技術者認定試験運営委員会の連絡先

● Rails技術者認定試験運営委員会公式サイト
URL： http://www.railscp.org/

https://cbt.odyssey-com.co.jp/cbt/registration/index.action
http://www.railscp.org/
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本書の活用方法

　本書は、「Rails4技術者認定シルバー」試験の合格を目指す方を対象とした問題
集です。本文は、出題範囲に沿った問題と解答で構成されています。第1章から第5
章までは、出題範囲のカテゴリ別の章立てになっています。第6章と第7章は、模擬
試験の位置付けとなる「総仕上げ問題」です。各章の問題・解説で学習したのちに、
実戦形式の総仕上げ問題で受験対策の仕上げをしましょう。
　本書には、次のような特長があります。

① 問題を解きながら合格レベルの実力が身に付く
　単なる試験対策の問題だけでなく、本試験の問題を解くために必要な知識やスキ
ルを身に付けるための問題も掲載されています。第1章から第5章の問題は、解き進
めていくとそのカテゴリに関する理解度が深まるように構成されています。

② 丁寧な解説と重要項目がわかる試験対策
　解説では、正解・不正解の理由の説明に加え、「試験対策」欄に試験の重要項目
を挙げていますので、試験対策を効率的に行うことができます。

③ 本試験と同レベルの模擬問題を2回分掲載
　第6章と第7章には、本試験と同レベルの問題を掲載しています。受験対策の総仕
上げとして、本試験と同じ40問を60分で解いてみましょう。2回分の模擬問題を解く
ことで、より実戦的な試験対策が可能になります。

本書の構成

　本書は、カテゴリ別に分類された、問題と解答で構成されています。試験の出題
範囲に沿った問題に解答したのち、解説を読んで学習すると、合格レベルの実力が
身に付きます。また、実際の試験に近い形式になっていますので、より実戦的に学
習できます。

本文中で使用するマーク
解答ページには、以下のマークで重要事項や参考情報を示しています。

試験対策のために理解しておかな
ければいけないことや、覚えてお
かなければいけない重要事項を示
しています。

試験対策とは直接関係はありませ
んが、知っておくと有益な情報を
示しています。
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問題ページ

解答の右端に、問題ページが表示されています。問題を
見直したいときにも、ページを探す手間が省けます。

解説（用語）

重要な用語は、太字で表記されています。

解説（選択肢）

正解である選択肢はAや（A）のように、不
正解である選択肢はBや（B）のように表記し、
それぞれの根拠を表示しています。

  14. A、C、D  a P103

Active Controllerのrenderメソッドに関する問題です。
 renderメソッドは、引数に対応するビューを描画します。次の場合は、Rails

の規約により、ルーティングにより決定したアクション（「index」）に対応す
るビュー（「index.html.erb」）が描画されます。

・ renderメソッドの引数を省略した場合（A）
・ renderメソッドの呼び出しを省略した場合（C）
・ アクションのメソッドを省略した場合（D）

「render 'index'」を「render '_index'」に書き換えると、「_index.html.erb」を描
画するようになり、「index.html.erb」の内容は描画されなくなります（B）。なお、
アンダーバーで始まるビューファイル名は、 部分テンプレート（Partials）の
ファイル名として使用します。
ファイル内のすべてのコードを削除すると、LoadError例外（エラーメッセー
ジは「Unable to autoload constant BooksController...」）が発生するようになり
ます（E）。

解答ページ

問題の右下に、解答ページが表示さ
れています。ランダムに問題を解く
ときも、解答ページを探すのに手間
取ることがありません。

 □  1. 次のルーティング設定を行った場合の記述として正しいものを1つ選び
なさい。

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do

  get '/:action', controller: :pages

  resources :users

end

A. 「http://example.com/users」にアクセスすると、UsersController

のindexアクションが呼び出される
B. 「http://example.com/users/index」 に ア ク セ ス す る と、

UsersControllerのindexアクションが呼び出される
C. 「http://example.com/about」にアクセスすると、PagesController

のaboutアクションが呼び出される
D. 「http://example.com/」にアクセスすると、PagesControllerの

indexアクションが呼び出される
a P12a P109

チェックボックス

確実に理解している問題のチェックボック
スを塗りつぶしながら問題を解き進める
と、2回目からは不確かな問題だけを効率
的に解くことができます。すべてのチェッ
クボックスが塗りつぶされれば合格は目前
です。

● 問題
　多岐選択方式を想定した問題を掲載しています。正しい選択肢を選ぶ問題と、
誤っている選択肢を選ぶ問題を間違えないよう、注意が必要です。

● 解答
　解答には、問題の正解および不正解の理由だけでなく、用語や重要事項などが詳
しく解説されています。

http://example.com/users%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81UsersController
http://example.com/users/index%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81
http://example.com/about%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81PagesController
http://example.com/%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81PagesController%E3%81%AE
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□  1. Railsを構成するコンポーネントについての記述として正しくないもの
を1つ選びなさい。

 A. Active Recordは、Railsのオブジェクトリレーショナルマッパー
（ORM）である

 B. Action Packには、Action DispatchとAction Controllerが含まれ
る

 C. Action Mailerは、メールの送信を行うことができるが、メール
の受信はできない

 D. Railtiesは、Railsフレームワークに有用なライブラリ拡張の集ま
りである

□  2. Railsがデフォルトで使用する各種のツール、ライブラリについての記
述として正しくないものを1つ選びなさい。

 A. WEBrickは、Rubyで作られたHTTPサーバツールキットである
 B. ERBは、文書埋め込みRubyスクリプトである
 C. MySQLは、Railsがデフォルトで使用するデータベースである
 D. Rakeは、Rubyで作られたビルドツールである

□  3. rails newコマンドで生成されるRailsアプリケーションのディレクトリ
構造についての記述として正しいものを2つ選びなさい。

 A. app/controllersディレクトリとapp/modelsディレクトリは、そ
れぞれ、concernsというサブディレクトリを持つ

 B. app/viewsディレクトリには、コントローラごとのディレクトリ
が作成される

 C. データベースのフィクスチャファイルは、dbディレクトリに配
置される

 D. ルーティングファイル（routes.rb）は、appディレクトリに配
置される

a P12a P19

a P12a P20

a P12a P21

14
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 第   章1

R
ails

概
要（
問
題
）

□  4. railsコマンドについての記述として正しいものを1つ選びなさい。

 A. rails newコマンドは、rails nと省略することができる
 B. rails generate viewコマンドで、ビューのファイルのひな形を生

成することができる
 C. rails destroyコマンドを使用すると、rails generateコマンドで生

成したファイルを削除することができる
 D. rails dbconsole --sandboxコマンドを使用すると、コマンド終了

時に、データベースの操作がロールバックされる

□  5. Railsのデータベース対応についての記述として正しくないものを1つ選
びなさい。

 A. Railsは、SQLite3、MySQL、PostgreSQL、Oracle Database、Microsoft 

SQL Serverなど、さまざまなデータベースに対応している
 B. Railsがデフォルトで使用するデータベースはSQLite3である
 C. Railsは、データベースのマイグレーションをサポートしている
 D. Active Recordを使用しないRailsアプリケーションを作成するこ

とはできない

□  6. Rakeのタスクを表示するコマンドとして正しくないものを2つ選びなさ
い。

 A. rake -h

 B. rake -T

 C. rake -D

 D. rake

a P13a P22

a P13a P24

a P13a P25

15
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□  7. Rakeについての記述として正しくないものを1つ選びなさい。

 A. routesタスクは、routes.rbに基づき、URIパターンと、対応する
コントローラ・アクションの一覧を表示する

 B. db:migrateタスクは、データベースのマイグレーションを実行
する

 C. statsタスクは、アプリケーションのコードの統計を表示する
 D. todoタスクを使用すると、アプリケーションのソースコード内

のコメントのTODO、FIXME、OPTIMIZEキーワードを抽出し、
その行を表示することができる

□  8. Active Support Core Extensionsが提供するhtml_safeメソッドについ
ての記述として正しいものを1つ選びなさい。

 A. レシーバの文字列は変更しない
 B. HTMLエスケープが行われた文字列を返す
 C. レシーバの文字列がHTMLとして「安全」であればtrueを返す
 D. 第1引数の文字列を「安全」にして返す

□  9. Active Support Core Extensionsのメソッドについての記述として正し
くないものを1つ選びなさい。

 A. 「" ".blank?」は、trueを返す
 B. 「blank?(" ")」は、trueを返す
 C. 「" ".present?」は、falseを返す
 D. 「" ".presence」は、nilを返す

□ 10. Active Support Core Extensionsのtryメソッドについての記述として
正しいものを2つ選びなさい。

 A. 発生した例外を無視する
 B. レシーバがnilの場合はnilを返す
 C. レシーバがnilの場合は例外が発生する
 D. レシーバがnilではない場合は、第1引数に指定されたメソッド

を呼び出す

a P14a P26

a P14a P28

a P14a P28

a P14a P29
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□ 11. 以下のコードを実行したときの出力として正しいものを1つ選びなさい。

require 'active_support'
require 'active_support/all'

def in_test(obj, collection)

  if obj.in? collection

    puts "#{obj} は #{collection} に含まれます"
  else

    puts "#{obj} は #{collection} に含まれません"
  end

rescue ArgumentError

  puts "例外が発生しました"
end

in_test(2, {1=>2, 3=>4})

in_test(2, [1, 2, 3, 4])

in_test(2, 1..4)

in_test(2, 1234)

A. 2 は {1=>2, 3=>4} に含まれます
2 は [1, 2, 3, 4] に含まれます
2 は 1..4 に含まれます
2 は 1234 に含まれません

B. 2 は {1=>2, 3=>4} に含まれません
2 は [1, 2, 3, 4] に含まれます
2 は 1..4 に含まれます
2 は 1234 に含まれません

C. 2 は {1=>2, 3=>4} に含まれます
2 は [1, 2, 3, 4] に含まれます
2 は 1..4 に含まれます
例外が発生しました

D. 2 は {1=>2, 3=>4} に含まれません
2 は [1, 2, 3, 4] に含まれます
2 は 1..4 に含まれます
例外が発生しました

a P16a P30
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□ 12. 以下のクラスについて、<<メソッドとcountメソッドの定義を同じ動
きをするより短いコードに書き換えたい。正しい記述を1つ選びなさい。

require 'active_support/all'

class Cart

  def initialize

    @cart = []

  end

  def <<(item)

    @cart << item

  end

  def count

    @cart.count

  end

end

 A. delegate :<<, :count, target: :@cart

 B. delegate [:<<, :count], target: :@cart

 C. delegate :<<, :count, to: :@cart

 D. delegate [:<<, :count], to: :@cart

□ 13. Active Support Core Extensionsのcattr_accessorメソッドについての
記述として正しくないものを1つ選びなさい。

 A. cattr_accessorメソッドは、mattr_accessorメソッドのエイリア
スである

 B. cattr_accessorでは、クラス変数の初期値を設定することができる
 C. cattr_accessorで定義されたクラス変数には、インスタンス経由

でアクセスすることはできない

a P16a P30

a P17a P31
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第 1 章 　Rails概要

解　答
 第   章1

R
ails

概
要（
解
答
）

	 1.	 C	 a	P14

Railsを構成するコンポーネントに関する問題です。
Railsは複数のコンポーネントから構成されています。それぞれのコンポーネ
ントは、単体でほかのアプリケーションに組み込んで使うこともできるよう
になっています。Railsに含まれるコンポーネントは次のとおりです。

● Active Record……第2章「Active Record」で解説
・ Railsのオブジェクトリレーショナルマッパー（ORM）である（A）
・ クラスとテーブル、属性とカラムのマッピングを行う
・ モデル間の関連を定義する
・ マイグレーション機能を提供する

● Active Model……第2章「Active Record」で解説
・ モデルクラスのインターフェースを提供する
・ バリデーションやコールバックをサポートする

● Action Pack……第3章「ルーティングとAction Controller」で解説
・ Action DispatchとAction Controllerの2つのコンポーネントを含む（B）
　・ Action Dispatch …… リクエストの解析とルーティングを行う
　・ Action Controller …… コントローラのベースクラスを提供する

● Action View……第4章「Action Viewとヘルパー」で解説
・ ビューテンプレートのルックアップとレンダリングを行う
・ HTMLフォームを組み立てるためのビューヘルパーを提供する

● Action Mailer……第5章「Action Mailerとテスト」で解説
・ Eメールサービスを提供し、メールの送信、受信処理を行う（C）

● Active Support……第1章で後述
・ Railsフレームワークに有用なライブラリ拡張の集まり（D）

※次ページに続く
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●  Railties

・ Railsアプリケーションの起動プロセスを管理する
・ Railsコマンドラインインターフェース（railsコマンド）を提供する
・ Railsジェネレータを提供する

		 2.	 C	  a	P14

Railsの ツールと ライブラリについての問題です。
Railsがデフォルトで使用する各種のツールとライブラリは、次のとおりです。

【Railsがデフォルトで使用するツールとライブラリ】
名称 説明

 WEBrick Ruby製HTTPサーバツールキット（A）
 Rack WebサーバとWebフレームワーク間を接続するインターフェース
 Bundler アプリケーションが利用するGemの管理を行うツール
 ERB 文書埋め込みRubyスクリプト（B）
 SQLite3 軽量なSQLデータベースエンジン
 Rake Rubyで作られたビルドツール（D）

Railsのデフォルトのデータベースは、 MySQLではなく SQLite3です（C）。設定
を変更することで、MySQLやPostgreSQLを使用することが可能です。

出題配分で大きな比率を占めるのが「Active Record」（40%）、「ルーティ
ングとAction Controller」（20%）、「Action Viewとヘルパー」（15%）です。
RailsのMVCを構成するこれらの領域を中心に、理解を深めましょう。

「正しいもの」、「適切なもの」を選択するのか、「正しくないもの」、「不
適切なもの」を選択するのかを間違えないように気をつけましょう。

Railsのコンポーネントは、「Action Controller」のように複数の単語で表
記する場合と、「ActionController」のように、単語をつなげて表記する
場合があります。前者はコンポーネントのソフトウェアとしての表記、
後者はRubyGemsのパッケージ名、Rubyのモジュール名やクラス名とし
ての表記です。
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	 3.	 A、B	 a	P14

Railsアプリケーションのディレクトリ構造についての問題です。
アプリケーションのディレクトリには以下のようなディレクトリが生成され
ます。

【アプリケーションのディレクトリの構成】
ディレクトリ 説明

app アプリケーションのコントローラ（controllers）、モデル
（models）、ビュー（views）、ヘルパー（helpers）、アセット
（assets）、メーラ（mailers）のディレクトリ

bin アプリケーションの起動などに使用するRailsスクリプト
ファイル

config ルーティング（routes.rb）、データベース（database.yml）、
環境（environments）などの設定ファイル

db スキーマファイル（schema.rb）、データベースのデータ
ファイル（～.sqlite3）、マイグレーションのディレクトリ
（migrate）

lib アプリケーションの拡張モジュール
log アプリケーションのログファイル
public 静的なファイル、コンパイルされたアセットファイル
test テスト用のファイル、フィクスチャのディレクトリ（fixtures）
tmp キャッシュ（cache）、プロセスID（pid）、セッション（sessions）

などのディレクトリ
vendor サードパーティのコード

appディレクトリには、モデル、ビュー、コントローラといった、MVCアプ
リケーションを構成する主要なディレクトリが配置されます。
app/controllersディレクトリとapp/modelsディレクトリは、それぞれ、
concernsというサブディレクトリを持ちます（A）。concernsディレクトリは、
Railsのデフォルトのロードパスに含まれ、コントローラやモデルの共通コー
ドを記述するファイルを配置するために使用できます。
app/viewsディレクトリには、コントローラごとのディレクトリが作成されま
す（B）。たとえば、アプリケーションにarticlesコントローラとcommentsコン
トローラがある場合、それらに対応するビューのファイルはapp/views/articles

ディレクトリとapp/views/commentsディレクトリに配置されます。

データベースのフィクスチャファイルは、dbディレクトリではなく、test/

fixturesディレクトリに配置されます（C）。ルーティングファイル（routes.rb）
は、appディレクトリではなく、configディレクトリに配置されます（D）。
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	 4.	 C	 a	P15

railsコマンドについての問題です。
Railsアプリケーションは、railsコマンドを使用して作成していきます。
railsのあとには、new、generate、server、console、runner、dbconsole、destroy

などを指定します。それぞれのコマンドごとに異なる引数を取りますが、ど
のコマンドでも、-hオプション（または--helpオプション）を使用して、そ
れぞれのコマンドの詳しい使い方を表示することができます。

例  -hオプションの使用例

$ bin/rails -h

$ bin/rails new -h

$ bin/rails generate scaffold -h

rails newコマンドは、指定されたパスに、新しいRailsアプリケーションの構
造（ファイルとディレクトリ）を生成します。rails newコマンドには、省略
形は用意されていません（A）。

構文   ［ ］部分は省略可能

rails new アプリケーション名 [オプション]

【rails newコマンドの主なオプション】
オプション 説明

-O Active Recordのファイル生成をスキップ
-d = dbname 使用するデータベースを指定
-T Test::Unitのファイル生成をスキップ

rails generateコマンド（省略形：rails g）は、モデル、コントローラなどの
ひな形のファイルを生成します。

構文   ［ ］部分は省略可能

rails generate ジェネレータ 引数 [オプション]

「ジェネレータ」の部分には、controller、mailer、migration、model、resource、
scaffoldなどを指定することができます。viewというジェネレータはありませ
ん（B）。引数やオプションの指定は、ジェネレータの種類によって異なります。

rails destroyコマンド（省略形：rails d）を使用すると、rails generateコマ
ンドで生成したファイルを削除することができます（C）。引数やオプション
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には、rails generateで生成時に使用したものを指定します。たとえば、「rails 

generate model user」で生成されたファイルは「rails destroy model user」で
削除することができます。

構文   ［ ］部分は省略可能

rails destroy ジェネレータ 引数 [オプション]

rails serverコマンド（省略形：rails s）は、Rubyに添付されているWEBrick

（Rubyで実装されたWebサーバ）を使用して、アプリケーションを起動しま
す。起動したアプリケーションは、Webブラウザから、アドレス「http://

localhost:3000」でアクセスすることができます。また、mongrelやthinなど、
WEBrick以外のWebサーバを使用することもできます。

構文 　［ ］部分は省略可能

rails server [mongrel, thin, etc] [オプション]

rails consoleコマンド（省略形：rails c）を使用すると、Railsアプリケーショ
ン環境上で、対話的にRubyコードを実行することができます。このコマンド
は、irb（インタラクティブRubyシェル）を起動します。--sandboxオプション
を付けて起動すると、コマンドの終了時に、データベースに対する操作がロー
ルバックされます。

構文 　［ ］部分は省略可能

rails console [環境] [オプション]

rails dbconsoleコマンド（省略形：rails db）は、使用しているデータ
ベースのコマンドラインツールを起動します。このコマンドでサポートさ
れるデータベースは、MySQL、PostgreSQL、SQLite3のみです。たとえば、
PostgreSQLを使用している場合は、rails dbconsoleコマンドによりpsqlが起動
され、データベースに接続されます。

構文 　［ ］部分は省略可能

rails dbconsole [環境] [オプション]

なお、--sandboxオプションが使用できるのは、rails dbconsoleコマンドでは
なく、rails consoleコマンドです（D）。

rails runnerコマンド（省略形：rails r）は、Railsアプリケーション環境上で、
非対話的にRubyコードを実行します。このコマンドは、たとえば、UNIXの
cronコマンドを用いて、Railsアプリケーションに対して定期的にスクリプト
を実行したい場合などに使用することができます。「rails runner [オプション]」
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に続けて、Rubyのコードの文字列、または、Rubyスクリプトファイルのパス
を記述することができます。

構文   ［ ］部分は省略可能

rails runner [オプション] [<'Some.ruby(code)'> | <filename.rb>]

	 5.	 D	 a	P15

Railsのデータベース対応についての問題です。
Railsがデフォルトで使用するデータベースはSQLite3です（B）。
Railsは、SQLite3のほかにも、MySQL、PostgreSQL、Oracle Database、Microsoft 

SQL Serverなど、さまざまなデータベースに対応しています（A）。rails newコ
マンドの-hオプションで、対応するデータベースを確認することができます。

出力  rails new -h（ヘルプ）の出力（抜粋）

-d, [--database=DATABASE] # Preconfigure for selected database 

(options: mysql/oracle/postgresql/sqlite3/frontbase/ibm_db/

sqlserver/jdbcmysql/jdbcsqlite3/jdbcpostgresql/jdbc)

Railsは、データベースのマイグレーション（migration：移行）をサポートし
ています（C）。マイグレーションは、データベースに対する変更の手順を表
すRubyスクリプトです。それぞれのマイグレーションスクリプトには、作成
日時を基準とするバージョン番号が付けられます。マイグレーションを「上
げる（UP）」ことで変更を適用し、「下げる（DOWN）」ことで、その変更を
取り消すことができます。マイグレーションによって開発者のデータベース
の変更を、他の環境のデータベースへ適用することが容易になります。

rails newコマンドの-Oオプションを使用することで、Active Recordを組み込
まないRailsアプリケーションを作成することもできます（D）。たとえば、
MongoDBなど、固定のテーブル構造を持たないデータベースを使用する場合
は、このオプションを使用します。

rails dbconsoleコマンドが対応するデータベースを把握しておきま
しょう。
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	 6.	 A、D	 a	P15

Rakeは、UNIXのMakeに相当するRubyのビルドツールです。マイグレーショ
ンやテストなど、Railsアプリケーションに関わるさまざまなタスクの実行は、
Rakeにより行われます。
Rakeはrakeコマンドで起動します。rakeコマンドの-hオプション（または-H

オプション、--helpオプション）は、コマンドのヘルプ（オプション一覧）
を表示します（A）。

構文   ［ ］部分は省略可能

rake [タスク] [オプション]

Rakeが実行する作業はタスクという単位で構成されます。Rakeのタスクは
Rakefileというファイルに定義されます。rails newコマンドでRailsアプリケー
ションディレクトリを生成すると、その中にRakefileが配置されます。Rakefile

にどのようなタスクが定義されているかを表示するには、rakeコマンドの-T

オプション（または--tasksオプション）を使用します（B）。

出力  「rake -T」の出力例（抜粋）

$ bin/rake db:create         # Creates the database from DATABASE_URL or c...

$ bin/rake db:drop           # Drops the database from DATABASE_URL or con...

$ bin/rake db:fixtures:load  # Load fixtures into the current environment'...

$ bin/rake db:migrate        # Migrate the database (options: VERSION=x, V...

$ bin/rake db:migrate:status # Display status of migrations

説明文を途中で「...」で切らずに、すべて表示するには、rakeコマンドの-D

オプション（または--describeオプション）を使用します（C）。
-Tオプションや-Dオプションの引数にパターンを指定すると、パターンにマッ
チする名称のタスクのみが出力されます。

rakeコマンドを引数なしで起動した場合は、testタスク（解答7を参照）が起
動されます（D）。
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	 7.	 D	 a	P16

routesタスクは、routes.rbに定義されたルーティング設定に基づき、URIパター
ンと、対応するコントローラ・アクションの一覧を表示します（A）。

出力  「rake routes」の出力例（抜粋）

    Prefix Verb   URI Pattern               Controller#Action

     users GET    /users(.:format)          users#index

           POST   /users(.:format)          users#create

  new_user GET    /users/new(.:format)      users#new

 edit_user GET    /users/:id/edit(.:format) users#edit

「Prefix」列は、ルーティングの設定から生成されるヘルパーメソッドのプリ
フィックスを表しています。たとえば「users」というプリフィックスがある
ことから、アプリケーションコード内でusers_pathメソッドやusers_urlメソッ
ドが使用できることがわかります。

db:migrateタスクは、データベースのマイグレーションを実行します（B）。

出力  「rake db:migrate」の出力例（抜粋）

== 20140701050641 CreateBooks: migrating =======================

-- create_table(:books)

   -> 0.0090s

== 20140701050641 CreateBooks: migrated (0.0092s) ==============

testタスクは、アプリケーションのテストを実行します。

出力  「rake test」の出力例（抜粋）

Run options: --seed 7178

# Running:

.......

Finished in 1.120538s, 6.2470 runs/s, 11.6016 assertions/s.

7 runs, 13 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

statsタスクは、アプリケーションのコードの統計を表示します（C）。
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出力  「rake stats」の出力例（抜粋）

+------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+

| Name             | Lines |   LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |

+------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+

| Controllers      |    81 |    55 |       3 |       9 |   3 |     4 |

| Helpers          |     4 |     4 |       0 |       0 |   0 |     0 |

| Models           |     2 |     2 |       1 |       0 |   0 |     0 |

| Mailers          |     0 |     0 |       0 |       0 |   0 |     0 |

+------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+

| Total            |   166 |   106 |       7 |       9 |   1 |     9 |

+------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+

  Code LOC: 61     Test LOC: 45     Code to Test Ratio: 1:0.7

notesタスクを使用すると、アプリケーションのソースコード内のコメント
のTODO、FIXME、OPTIMIZEキーワードを抽出し、その行を表示することがで
きます（D）。なお、todoというタスクはありません。

出力  「rake notes」の出力例（抜粋）

app/controllers/application_controller.rb:

  * [ 5] [OPTIMIZE] チューニングが必要
app/controllers/top_controller.rb:

  * [18] [TODO] 要リファクタリング
app/views/top/index.html.erb:

  * [13] [FIXME] 部分テンプレート化

rakeの代表的なタスクをしっかり把握しましょう。たとえば、rake 

notesタスクについて説明できるようにしておきましょう。


