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はじめに
本書は、『基礎Ruby on Rails』の改訂3版です。約3年ぶりの改訂となります。前の版が
対象としていたのは、Ruby on Railsバージョン3.2でした。今回は、バージョン4.2です。
改訂3版で大きく変わったのはChapter 8とChapter 9の構成です。ストロング・パラメー

タという新機能が導入されたのに合わせて、説明の順序を入れ替えました。また、旧版では
Chapter 8にあった「名前空間」の説明を、本書の末尾に移動しました。「名前空間」の概念
は初心者には少し難しかったようです。この構成変更により、最終章への到達率が大きく上昇
するでしょう。
また、今回の改訂ではソースコードに行番号を表示し、変更箇所を太字で表すようにしまし
た。本書を研修教材として使用する場合のことを考えた小さな工夫です。
さて、私たちの考えるところでは、『基礎Ruby on Rails』には3つの大きな特長があります。
第1の特長は、Ruby言語の基礎を扱ったChapter 2です。Ruby on Rails解説書の多くは
Rubyプログラミングの知識を前提としていますが、本書では70ページ足らずの中に最低限の
情報がコンパクトにまとめられていますので、はじめてRubyに触れる方でも読み始めることが
できます。
本書の第2の特長は、書籍全体で1つのアプリケーションを作り上げる構成を取っている

ことです。最初にモックアップを作り、データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能を加
え……と進んでいき、最終的にはメンバーや記事の管理ページまでできあがります。読者は
Chapter 1から順を追って学習していけば、Ruby on Railsによるアプリケーション開発の流れ
をつかむことができるでしょう。
第3の特長として挙げたいのは、テスト重視の姿勢です。ソフトウェア開発で不具合（バグ）
が発生するのは、ある程度避けられません。大切なのはソフトウェアを自動的にテストし、でき
るかぎり不具合の発生を抑える仕組みを用意することです。Chapter 7以降の3章では、テス
トについてかなりの紙幅を割いて説明しています。
早いものでRuby on Railsが誕生して9年以上の歳月が過ぎました。最初の頃は一種の「流
行もの」という世の中の扱いでしたが、2010年代に入ってウェブベースの情報システムを構
築するためのプラットフォームとして完全に定着しました。ウェブ系のスタートアップ企業が採
用するだけでなく、伝統を持つ企業が古い情報システムを作り替えるときの主要な選択肢にも
なってきています。これからRuby on Railsエンジニアへの需要はますます強くなるでしょう。
これから職業人としてウェブ開発に携わりたい人は、いますぐRuby on Railsの学習を始める
べきです。
とは言うものの、私たちはホビープログラマの方々にもRuby on Railsを強くお勧めします。
ウェブアプリケーションの開発は、単純にとても楽しいものです。テキストエディタでソースコー
ドを書き直せば、その結果をすぐにブラウザー上で確認できます。Ruby on Railsでの開発作
業は軽快に進んでいきます。もちろん不具合を解決するために長時間悩むこともあります。し
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かし、うまく動いたときには何物にも代え難い達成感と爽快感が得られることでしょう。
本書を通じて、読者の皆様にウェブプログラミングの魅力が伝われば幸いです。
　
　　2015年3月

黒田努／佐藤和人
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本書の読み方

本書の読み方

 ■対象読者
本書は、「RubyとRuby on Railsを初めて学ぶ」人のための本です。PerlやPHP、Javaな

どのプログラミング言語をある程度学んだことがある方を読者対象としています。Rubyの知識
や本格的なウェブアプリケーション構築の経験は必要ありません。
「プログラミングの経験はあるが、ウェブアプリケーションとはどんなものかさっぱりわからな
い」という人から「ほかのフレームワークを使っているが、話題のRuby on Railsを試してみた
い」という人までを想定して執筆しています。

 ■本書の構成

Chapter 1　イントロダクション
Ruby on Railsとはどのようなものか紹介し、そのしくみと特徴について簡単に解説します。
また、各種のソフトウェアをインストールしてRuby on Railsに必要な環境を構築します。
さらに、最初の一歩として実際にRuby on Railsを動かしてみましょう。

Chapter 2　Ruby言語の基礎を学ぼう
Rubyは初めてという方のために、変数の使い方や制御構造、クラスなどRubyの基本的な
文法を解説します。Rubyをすでに学んだことのある方は、このChapterは飛ばしてもかま
いません。

Chapter 3　コントローラとビュー
Railsアプリケーションを構成する3つの基本要素のうち、コントローラとビューの使い方を
解説します。サンプルソースでは、最初のモックアップ（見本サイト）を作成します。

Chapter 4　データベースとモデル
3つの基本要素のうち、データベースを操作するモデルについて解説します。実際にデー
タベースがないと学習できませんので、データベースの作り方、テーブルの定義、データの
投入についても解説します。

Chapter 5　リソースを扱うコントローラ
リソースベースのルーティングと7つの基本的なアクションについて解説します。モデルを
リソースとして扱うコントローラの作り方を紹介し、一覧と詳細表示を行うページを作成し
ます。
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Chapter 6　リソースの作成と更新
Chapter 5に引き続き、モデルをリソースとして扱うコントローラについて紹介します。
フォームを記述し、フォームから送信されたデータを元に、テーブルのレコードを新規作
成、更新、削除する方法について解説します。

Chapter 7　テスト
ウェブアプリケーションが正しく機能するかどうかを調べるため、Railsのテスト機能の使い
方について解説します。テスト駆動開発の利点について紹介し、実際にテスト駆動開発の
手順でサンプルに機能を追加していきます。

Chapter 8　実践的なアプリケーション
Railsのこまごまとした機能を紹介します。アセット・パイプライン、セッションを使ったログ
イン機能、ストロング・パラメータによるデータの保護、アカウントページの作成、エラー
ページの作成、ページネーションについて解説します。

Chapter 9　モデル間の関連付け
モデルとモデルの間で関連付けを行います。ブログ機能と写真アップロード機能を作りな
がら、複数のテーブルをまとめて操作する方法を学習します。また名前空間という概念に
ついても説明します。

 ■動作確認環境
本書の記述やサンプルスクリプトは次の動作環境で確認しています。

 ■ オペレーティングシステム：Windows 8.1 ／ Mac OS X 10.10
 ■ Rubyのバージョン：2.2.1（Windowsでは2.1.5）
 ■ Ruby on Railsのバージョン：4.2.1

 ■ソースコードの表記
本書では、ソースコードの部分に次のような表記を用いています。

と書かれた薄い灰色の囲みは、サンプルソースに記述されたソースコードを表します。
囲みの上のファイル名は、サンプルソースのファイル名です。ソースコードによっては、ファイ
ル全体ではなく、ファイル中の一部を掲載しています。行頭の1 ～ 3桁の数字は行番号を示
し、太字部分は変更箇所を示します。
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 chapter5/config/routes.rb

    （省略）
 4    get "lesson/:action(/:name)" => "lesson"
 5 
 6    resources :members
 7  end

と書かれた部分は、 のソースコードを実行して、コマンドプロンプトやブラウザー
で表示したときの結果を表しています。

 

こんにちは、Satoさん

枠線の囲みは、文法の基本的な解説や補足のためのソースコードを紹介している部分です。
サンプルソースには収録していません。

<%= link_to "Home", root_path, class: "menu" %>

 ■コマンド入力の表記
本書では、ターミナルで実行するコマンドに次のような表記を用いています。

mac:rails taro$ cd asagao

mac:asagao taro$ bin/rails s

「mac:asagao taro$」は入力待ち状態を示すためにターミナルに表示される記
号（プロンプト）です。太字部分だけをコマンドとして入力してください。Windowsでは
「C:¥rails¥asagao>」のようにプロンプトが表示されます。

 ■Windowsユーザーの方へ
本書の表記はMacに準じていますので、適宜読み替えてください。「ターミナル」は

「コマンドプロンプト」のことです。フォルダ（ディレクトリ）の区切り文字は「/」を使って
いますが、Windowsでは「¥」です。「chapter3/app/controllers」は「chapter3¥ 

app¥controllers」のように読み替えてください。
文字列や正規表現のバックスラッシュ記法などで使う\は、Windowsでは ¥（円記号）として
入力します。
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 ■Macユーザーの方へ
MacのJISキーボードで\を入力するには、o -\キーを押してください。

 ■サンプルソース
本書で紹介するサンプルのソースコードは、オイアクス社のサイトからZIPファイルとしてダ

ウンロードできます。次のURLを参照してください。

http://www.oiax.jp/rails4book

本書の中で、 に示した「chapter4/app/models/member.rb」のようなファイル名は、
ZIPファイルの中身でのファイルの位置を表しています。「ZIPファイル内のchapter4フォルダ
→appフォルダ→ modelsフォルダ→ member.rbファイル」という意味です。

chapter1から chapter7までのフォルダには、Chapter 1からChapter 7までの各章終了
時のサンプルソースが含まれています。ただし、Chapter 6のサンプルソースは、chapter6a
とchapter6bの2つに分かれています。6.3節終了時のサンプルが chapter6aで、6.4節は

chapter6bです。
Chapter 8とChapter 9のサンプルソースは、節単位でフォルダ分けされています。たとえ
ば、8.2節終了時のサンプルソースはsection8-2フォルダにあります。

 ■練習の仕方
本書では、「Morning Glory」という架空の草野球チームのサイトを作成するためのソー
スコードを掲載しています。Chapter 1でMorning Gloryサイトのためのフォルダをパソコ
ン上に作成し、Chapter 3からChapter 9までそのフォルダのファイルを修正していきます
（Chapter 2はRailsではなくRubyの練習です）。
本書を読みながら実際に自分のパソコンのファイルを編集し、アプリケーションを動かせば、
Railsの学習を効果的に進められます。ソースコードはかなり長いため、掲載を省略している
部分もあります。省略した部分や入力が面倒な部分は、ダウンロードしたサンプルソースから
ファイルを探し、自分の練習用フォルダにコピーしながら進めるとよいでしょう。

 ■サンプルソースをそのまま動かすには
Chapter 1、およびChapater 3からChapter 9までは、サンプルソースのフォルダをまる

ごとハードディスクにコピーして動かすこともできます。まるごとコピーしたときは、「bundle 

install」コマンドを実行し、必要なGemパッケージをインストールしてします。「bin/rails 

s」コマンドでアプリケーションを起動してください。
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mac:chapter1 taro$ bundle install

mac:chapter1 taro$ bin/rails s

また、Chapter 4以降では、「bin/rails s」コマンドを実行する前に「bin/rake 

db:reset」コマンドを実行してください。

mac:chapter4 taro$ bundle install

mac:chapter4 taro$ bin/rake db:reset

mac:chapter4 taro$ bin/rails s

Windowsの方は、bin/で始まるコマンドの前に rubyを付けてください。

C:¥rails¥chapter4> bundle install
C:¥rails¥chapter4> ruby bin/rake db:reset
C:¥rails¥chapter4> ruby bin/rails s
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Ruby on Rails の準備と
Rubyの基礎

このPartでは、Ruby on Railsの学習を始める
ための準備を行います。まず、Ruby on Railsの
概要について紹介し、必要なソフトウェアをインス
トールします。次に、Rubyを一度も学んだことの
ない方のために、その基本的な文法を解説します。
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1
Chapter 1では、Ruby on Railsを使ってウェブ
アプリケーションを開発するうえで、必要となる前提
知識を学びます。また、Ruby on Railsをインストー
ルして、実際に動作を試してみましょう。

1.1 Ruby on Railsの概要
Ruby on Railsとは／MVCと設計哲学／ Railsの構
成と機能／本書のサンプルアプリケーション

1.2 Railsのインストール
環境構築に必要なもの／Macでのインストール／
Windowsでのインストール／アプリケーションの
作成／ Bundler

1.3 Railsを動かしてみよう
アプリケーションの起動／作成されるフォルダ／コ
ントローラとアクションの作成／ビューの作成
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1

● Ruby on Rails の概要や大まかなしくみ、考え方を理解
します。

● RubyとRuby on Railsのインストールの仕方を学びます。

● Ruby on Rails のアプリケーションを実際に作成し、動
かしてみます。

Ruby on Rails は、ウェブアプリケーションを作成するためのフレームワークです。MVCアーキ
テクチャなどRuby on Rails の基本となるしくみを理解したうえで、アプリケーション作成の準
備を行いましょう。
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 1.1 Ruby on Railsの概要

最初にRuby on Railsとはいったい何なのか、どんな特徴があるのか、といったことを紹介しま
しょう。

Ruby on Railsとは
R
ルビー・オン・レイルズ

uby on Railsは、ウェブアプリケーションを開発するためのフレームワークです。本書では
略してRailsとも呼びます。

 ■ウェブアプリケーションとRails
ウェブアプリケーションとは、ウェブ（WWW）を介して何らかのサービスをユーザーに提供
するものです。ここで言う「サービス」とは、単にメッセージを表示するだけでなく、ユーザー
がメッセージを書き込める掲示板機能や、商品を注文できるショッピング機能などを指します。
こうしたサービスを提供するため、ウェブアプリケーションはサーバー上に「データ」を保持し、
読み書きしています。サーバー上のファイルをブラウザーに送り返すだけの単純なウェブサイト
と大きく異なるのはこの点です。

サーバー

ウェブアプリケーション

プログラム

データ

サーバー

単純なウェブサイト

ファイル

単純なウェブサイトとウェブアプリケーション

ウェブアプリケーションには、3つのものが必要となります。1つめは、データを操作するしく
みで、通常はデータベース管理システム（DBMS）を利用します。2つめはユーザーに見せる
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1
ビジュアルなデザインで、HTMLやCSSで記述します。3つめは、プログラミング言語で書かれ
たプログラムです。ウェブアプリケーションではJava、PHP、Perlなどさまざまな言語が使われ
ますが、Ruby on Railsで使われる言語はRubyです。
アプリケーションを効率よく開発するためのツール、ライブラリ、設定ファイルなどのセットを
フレームワークと呼びます。Railsは、ウェブアプリケーションのためのフレームワークの1つで
す。ウェブアプリケーションはフレームワークなしでも作れますが、プログラムのコードとSQL
文、HTMLがごちゃ混ぜになり、書くのも保守するのも複雑で手間がかかりがちです。
Railsでは、ウェブアプリケーションをすっきりと見通しよく構築できるよう、MVCアーキテク
チャと呼ばれる設計法が採用されています。MVCとは、「モデル」、「ビュー」、「コントローラ」
の頭文字で、アプリケーションの構成を次の図のように分類することに由来しています。

ユーザー

M (モデル)
データベースに収めたデータ。
およびデータの書式などの
ルール。

C (コントローラ)
データを取り出し、デザインに
渡すプログラム。また、データ
をデータベースに格納する。

V（ビュー）
ユーザーに見せるインター
フェイスのデザイン。

MVCアーキテクチャ

Railsは、MVCアーキテクチャを備えたフレームワークの中で、現在もっとも有名なものの1
つです。

 Ruby on Railsのウェブサイト
Railsのウェブサイトは次の URLです。

Ruby on Rails（英語）

http://rubyonrails.org/

Railsに関する最新情報はブログ「Riding Rails」で、入門者のためのガイドは「Ruby on 

Rails ガイド」で読めます。

Riding Rails（英語）

http://weblog.rubyonrails.org/
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Ruby on Rails Guides（英語）

http://guides.rubyonrails.org/

Ruby on Rails ガイド（日本語）

http://railsguides.jp/

クラス別・メソッド別の詳しい情報を調べるには「Ruby on Rails API」が便利です。

Ruby on Rails API（英語）

http://api.rubyonrails.org/

 Ruby on Railsの開発者
Railsを作り出したのは、アメリカ在住のデンマーク人プログラマ David Heinemeier 

Hansson（デビット・ハイネマイヤ・ハンソン）氏で、よく「DHH」と呼ばれます。彼が

37signals社（現 Basecamp社）で携わっていたソフトウェア「Basecamp」のフレームワー

クを取り出して公開し、オープンソースソフトウェアとしたのが Railsです。

DHH氏のサイト

http://david.heinemeierhansson.com/

日経 BP、ITpro によるDHH氏へのインタビュー

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060620/241346/

 ■ RubyとRails
Railsは、プログラミング言語R

ル ビ ー

ubyで記述され、RubyのGemパッケージ（後述）として提供
されています。また、Railsを使ってウェブアプリケーションを書くときもRubyで記述します。

Ruby on Rails

Ruby言語

読者が作る
ウェブアプリ
ケーション

Action Controller
Action View
Active Record

……

利用

利用 利用

RubyとRails

Rubyの特徴は、純粋で高機能なオブジェクト指向言語であること、シンプルできれいなコー
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ドを書けることです。
Rubyでは、プログラマがクラスを設計できるだけでなく、文字列や数値などもオブジェクトと

して実装され、既存のオブジェクトを簡単に拡張できるしくみを備えています。難しいことを考
えなくても、オブジェクト指向のプログラムを自然に書けるようになっています。
Rubyは、やさしく学べる言語です。ほかのプログラミング言語を学んだことがある人なら、
数日から数週間で自在にRubyプログラムが書けるようになるでしょう。また、Rubyを使うと簡
潔で読みやすいコードを書くことができます。Railsの開発者David Heinemeier Hansson氏
は、「美しいコードを書けるからRubyを選んだ」と述べています。

 Rubyの開発者
プログラミング言語 Rubyを作ったのは、日本人のプログラマまつもとゆきひろ氏（通称

Matz）です。1995年に初めて公開され、現在では世界中で利用される言語に成長しています。

また、世界中の開発者によってオープンソース方式で強化が続けられています。まつもと氏は

Rubyでもっとも重視しているのは「プログラミングを楽しむこと」と述べています。

まつもと氏のブログ

http://www.rubyist.net/~matz/

 ■ RubyとRailsのバージョン
本書では、Ruby 2.2（Windowsでは2.1）とRails 4.2を使ってRailsアプリケーションの作
成を解説します。Railsのこれまでのバージョンについて簡単に紹介しましょう。
Railsが最初に公開されたのは、2004年のバージョン0.5です。2005年には、初のメジャー

リリース1.0が公開されました。Railsの最初の大きな飛躍となったのは、「リソース」という概
念が導入されたバージョン1.2です（リソースについてはChapter 5を参照）。次の飛躍となっ
たのはバージョン3で、Rubyで書かれた別のフレームワークMerbとの統合が行われました。
これにより、コンポーネントの組み合わせが柔軟になり、パフォーマンスが向上しました。
本書の刊行後にはバージョン5の公開が予定されています（2015年中とされています）。

Rails のバージョン

バージョン番号 日付 バージョン番号 日付

1.0 2005/12/13 3.0 2010/08/29

1.1 2006/03/28 3.1 2011/04/31

1.2 2007/01/19 3.2 2012/01/20

2.0 2007/12/07 4.0 2013/06/25

2.1 2008/06/01 4.1 2014/04/08

2.2 2008/11/21 4.2 2014/12/19

2.3 2009/03/16 5 2015?
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Rubyのバージョンには大きく分けて、1.8系と1.9系があります。1.8系は開発が終了し、 現
在は1.9系のRuby 2.1や2.2が広く使われています。
Rails 3まではRuby 1.8.7でも動作しますが、Rails 4からはRuby 1.9.3以上が必須になり

ました。Rails 5では、Ruby 2.2以上が必須になる予定です。

MVCと設計哲学
Railsの基本をなすMVCアーキテクチャと設計哲学について紹介しましょう。

 ■ RailsのMVC
Railsでは、データベースのデータを扱うオブジェクトをモデルと呼びます。コントローラはモ
デルからのデータを受け取ってビューに渡します。HTMLにデータを埋め込むためのテンプ
レートがビューです。

ウェブアプリケーション

①リクエスト

④レスポンス

コントローラ

ビュー

オブジェクト モデル

レコードパソコン

②

③

ブラ
ウザー

…
データベース

…

テーブル

テーブル

モデル、ビュー、コントローラの役割

モデルとコントローラの役割分担に注目してください。モデルは倉庫の荷物を出し入れする
「倉庫番」のような存在です。ウェブアプリケーションでは、倉庫はデータベースの「テーブ
ル」に、荷物は「レコード」に相当します。また、モデルは倉庫番として不正な荷物が倉庫に
紛れ込むのを監視しています。アプリケーションが、不正なレコードをテーブルに挿入しようと
しても、モデルはそれを受け付けません。
コントローラは、ウェブアプリケーションからモデルとビューを分離した残りの部分であり、い
わば「何でも屋」です。その役割は、ブラウザーからの入力を受け取る、データをモデルに要
求する、データの追加や変更をモデルに指示する、適切なビューを選ぶ、データをビューに渡
すなど、さまざまです。コントローラが実行する具体的な仕事のことを「アクション」と呼びます。
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 ■設計哲学
Railsには2つの重要な設計哲学があります。1つは「DRY」、もう1つは「設定より規約」で
す。Railsの簡潔さと効率のよさを支えているのは、この2つの哲学です。

DRY（Don't Repeat Yourself、繰り返しを避けよ）
DRYは「DRY原則」とも呼ばれます。Railsを使ったウェブアプリケーションでは、同じこと
を繰り返し記述するのは避けなければなりません。同じことをソースコードや設定ファイルの
中で繰り返し記述するのは無駄ですし、仕様変更やバグフィックスのときに一部を変更し忘れ
る可能性が高くなります。DRYを意識することで、効率よく品質のよいアプリケーションが作成
できます。

設定より規約（Convention over Configuration）
「規約」とは、言い換えれば「デフォルトの設定」です。あらかじめ用意された規約に従って
アプリケーションを開発することで、記述量を大幅に減らすことができます。たとえば、モデル
には命名規約があり、テーブル名をmembersのように複数形にすると、モデルのクラス名は単
数形のMember、クラスを記述するファイル名はmember.rbとなります。決まりきった手順に従
うことで、余計な設定を記述する必要がなくなり、プログラマはコードに集中できるようになり
ます。こうした効果について、David Heinemeier Hansson氏は「制約が自由をもたらす」と
述べています。

Railsの構成と機能
Railsは複数のコンポーネントで構成されています。その機能を少し詳しく見てみましょう。

 ■ Railsのコンポーネント
Railsの実体は、コンポーネント（Rubyで書かれたライブラリ）の集合体です。基本となる3
つのコンポーネントの名前を覚えましょう。

 ■ Active Record ―――― モデル
 ■ Action View ――――― ビュー
 ■ Action Controller ――― コントローラ

Railsのコンポーネントは、Gemパッケージとして提供されています。Gemパッケージとは、
Rubyのパッケージ・マネージャであるRubyGemsが管理するライブラリです。RailsのGem
パッケージは、次のように構成されています。

 ■ Action Pack
 ■ Action Controller ― コントローラ
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 ■ Action Dispatch ―― ルーティング
 ■ Action View ――――― ビュー
 ■ Action Mailer ―――― 電子メール送信
 ■ Active Model ――――― モデル
 ■ Active Record ―――― データベースと結び付いたモデル
 ■ Active Job ―――――― プログラムの非同期実行
 ■ Active Support ―――― 共有ライブラリ集
 ■ Railties ――――――― railsコマンドなどのユーティリティ

コントローラは、Action Packというパッケージに含まれています。モデルは、抽象的なモデ
ルであるActive Modelと、データベースとやり取りするActive Recordの2つのパッケージか
らなります。
Active Supportは、Rubyの文字列、数値、時刻などのクラスを拡張するものです。Action 
MailerとActive Jobについては、本書では扱いません。

 ■便利な特徴
Railsには、ウェブアプリケーション作成の効率を高める便利な機能がたくさん用意されてい

ます。

ルーティング
&や =がたくさん付いた汚いURLではなく、きれいなURLが使えます。たとえば、/members 

/1のようなわかりやすいパスで、特定の会員の詳細情報ページを呼び出せます。データをリ
ソースとして扱うことで、URLのパスとアプリケーションの関係がさらにすっきりします（解説は
Chapter 3、Chapter 5）。

テンプレート
Railsでは、ビューをHTMLのテンプレートで作成します。HTML の中に<% ... %>を
埋め込んで、Rubyのコードを記述したり、変数の値をそのまま出力したりできます（解説は
Chapter 3）。

マイグレーション
データベースのテーブルを定義するためにマイグレーション機能が用意されており、SQL文
を書かずに済みます。データベースの作成や変更は、rakeコマンドで簡単に行えます（解説
はChapter 4）。

レコードの操作
データベースのテーブルにbirthdayというカラムがあるとすると、@member.birthdayの
ような書き方でカラムの値を取り出したり、新しい値を入れたりできます。レコードの取り出し、



11

  Chapter 1　イントロダクション

1
保存、削除といった操作のためのメソッドも用意されています（解説はChapter 4、5、6）。

バリデーション
テーブルにレコードを保存するときに、空の値を禁止したり、値が決まった書式に従うように
指定したりできます。そうした指定を簡単な記述で書けます（解説はChapter 6）。

国際化
ブラウザーに表示するテキストを言語別に用意することで、日本語や英語など複数の言語に
対応したサイトを作成できます（解説はChapter 6）。

テスト
Railsには、自動テストのしくみがはじめからサポートされています。自然な形でテスト駆動
型開発を実践できます（解説はChapter 7）。

セッション
セッション機能を使ってサイトにアクセスしたユーザーの状態を保存できます。セッションを
利用すれば、サイトにログイン機能を加えるのも簡単です（解説はChapter 8）。

モデル間の関連付け
2つのテーブルを結び付けたときは、自然な形でそれぞれのモデルにアクセスできます。た

とえば会員とブログ記事を関連付けたときは、ある会員の投稿した記事を@member.entries

のように表現できます（解説はChapter 9）。

本書のサンプルアプリケーション
本書では、Chapter 3からChapter 9までで実際にウェブアプリケーションを作りなが

らRailsの機能を解説していきます。作成するアプリケーションは、草野球チームのサイト
Morning Gloryです。Morning Gloryは「朝顔」の意味で、早朝に練習を行うことから名付け
たチーム名です。Chapter 9で最終的に完成するMorning Gloryのサイトは次のようになりま
す。
トップページや「ニュース」ページは、チームの活動を外部に向けて紹介します。



12

Morning Gloryトップページ

ログイン機能があり、会員はログイン名とパスワードを入力してログインすると、会員情報
ページなど専用のページを表示できます。

会員情報の詳細ページ

管理者に指定した会員は、管理ページを表示でき、会員や記事のデータの作成や更新がで
きます。
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会員情報の更新ページ

簡単なブログ機能もあり、ログインした会員は自分のブログを作成、編集できます。ブログ
の記事は、ログインしなくても、誰でも読めるようにしています。

ブログページ

このサンプルアプリケーションのソースは、サンプルソースのchapter3以下のフォルダに収
録しています。Chapter 8とChapter 9のソースは節ごとに分けられています。section9-5

のフォルダにあるものが、最終的な完成版です。
このサンプルを改造すれば、自分のサークルのための会員制サイトや、企業の情報共有シ
ステムなどが簡単に作れます。
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 1.2 Railsのインストール

自分のパソコンでRailsを学習していくために、必要なソフトウェアをインストールしましょう。こ
こでは、MacとWindowsにRailsをインストールする手順を紹介します。

環境構築に必要なもの
Railsをパソコン上で動かし、学習していくためには、次のソフトウェアが必要です。必要に
なるソフトウェアは、どれもインターネット上から無料で入手できます。

 ■Mac/Windows共通

Ruby
Railsを動かすための、プログラミング言語Rubyの実行環境です。本書では、バージョン2.2

（Windowsでは2.1）を使います。

RubyGems
RubyGemsはRuby言語のためのパッケージ・マネージャです。Railsを含め、Ruby関
連のソフトウェアのインストールやアップデートに使います。Rubyをインストールすると、
RubyGemsも同時にインストールされます。

Ruby on Rails、およびその他のGemパッケージ
Ruby on RailsはGemパッケージとしてインストールします。Railsは複数のGemパッケー

ジから構成されており、それぞれのGemパッケージがまた別のパッケージに依存しています。
そうした多数のGemパッケージはまとめてインストールできます。

SQLite3
学習用のデータベース管理システムとして、本書ではSQLite3を利用します。

 ■Mac

Xcodeとコマンドライン・デベロッパ・ツール
Rubyのインストールにはソースのコンパイルが必要なので、Macの開発環境であるXcode
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とコマンドライン・デベロッパ・ツールを用意します。

MacPortsまたはHomebrew
MacPortsとHomebrewはMac用のパッケージ管理ツールです。Rubyをインストールする
には、どちらかのツールが必要です。

 ■Windows

DevKit
DevKitはフリーのCコンパイラ（MinGW）の環境をRuby用にまとめたものです。いくつか
のGemパッケージのインストールには、DevKitが必要です。

 ■サポートサイト
RubyとRailsのインストールや本書のサンプルプログラムに関する情報は、オイアクス社の
サポートサイトで公開していきます。ソフトウェアのバージョンアップにより本章のインストール
手順が古いものになった場合などは、新しい情報を随時掲載します。次のURLを参照してくだ
さい。

http://www.oiax.jp/rails4book

 Macにインストールするときの注意
Macで RubyとRailsのインストール作業を進めるときには、新しいコマンドをインストー

ルするたびに、ターミナルを新しく開き直すのがお勧めです。Macには最初から Rubyと

RubyGemsがインストールされており、ターミナルが元からあるコマンドと新しくインストール

したコマンドを取り違えることがあるからです。インストール作業中にうまくいかないことがあっ

たら、ターミナルを新しく開いてやり直してみましょう。

Macでのインストール

 ■ Xcodeのインストール
本書では、MacPortsまたはHomebrewを使ってMacにRubyをインストールします。
MacPortsでもHomebrewでも、Xcodeとコマンドライン・デベロッパ・ツールが必要になり
ます。まずXcodeをインストールしましょう。
XcodeはMacのApp Storeでダウンロードできます。App Storeを開いて、右上の検索ボッ
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クスで「Xcode」と入力してください。検索結果からXcodeのページを開いて、［入手］→［App
をインストール］ボタンを押せばダウンロードとインストールが始まります（このとき、Apple ID
とパスワードを聞かれることがあります）。

Xcodeのダウンロード

インストールが済んだら、LaunchpadでXcodeを開いてライセンスの認証を行ってくださ
い。

 MacPortsとHomebrew
MacPortsとHomebrewは、いずれもMac用のパッケージ管理ツールで、Linux用のソフ

トウェアをインストールするためのシステムです。どちらもアップル社の製品ではなく、有志が作

成しているフリーソフトウェアです。また、Homebrewでは Rubyの環境を切り替えるツール

rbenvをあわせて使います。

MacPortsとHomebrewの違いは、次のとおりです。

 ■ MacPortsのほうがインストールは簡単。使っている人はHomebrewのほうが多い。

 ■ MacPortsでは、/opt/local ディレクトリの下にRubyがインストールされる。

Homebrewとrbenvの組み合わせでは、自分のホームディレクトリ（例：/Users/taro 

/.rbenv/ ）の下にRubyがインストールされる。

 ■ MacPortsは管理者権限が必要なディレクトリにRubyがインストールされるので、gem コ

マンドを使うときにsudo を付ける必要がある。bundle コマンドを使うときでもパスワード

を入力する必要がある。Homebrewとrbenvの組み合わせでは、そうした面倒はない。

Rubyをインストールするには、MacPortsとHomebrewのどちらか一方を選んでください。

両方をインストールするとトラブルのもとになります。
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1
 ■コマンドライン・デベロッパ・ツールのインストール
RubyとRailsのインストールには、Xcodeだけでなくコマンドライン・デベロッパ・ツー
ルをインストールする必要があります。このツールのインストールは、必ずMacPortsや
Homebrewのインストールの前に行ってください。順番を間違えると、Railsに必要なモジュー
ルがコンパイルできなくなります。
Macのターミナルを開いて、次のコマンドを実行してください。ターミナルは［アプリケーショ

ン］フォルダの［ユーティリティ］フォルダの下にあります。これから何度も使うので、ターミナ
ルのアイコンをDockに入れておくとよいでしょう。

mac:~ taro$ xcode-select --install

表示される画面で［インストール］ボタンを押せば、インストールできます。

コマンドライン・デベロッパ・ツールのインストール

 ■MacPortsとRubyのインストール
ここでは、MacPortsを使ったRubyのインストールについて説明します。Homebrewを選ん
だ方は、「Homebrewとrbenv、Rubyのインストール」に進んでください。
MacPortsを選んだ方は、MacPortsのサイトにアクセスして、メニューから［Installing 
MacPorts］をクリックしてください。自分のMacのバージョンに合わせてリンクをクリックすれ
ば、DMGファイルをダウンロードできます。本書の例では「OS X 10.10 Yosemite」を選びま
す。

The MacPorts Project
http://www.macports.org/

MacPortsのダウンロード
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ダウンロードしたDMGファイルをダブルクリックしてインストールしてください。
MacPortsのインストールが済んだら、ターミナルを開き直して次のコマンドを実行しましょ

う。Ruby 2.2をインストールできます。

mac:~ taro$ sudo port install ruby22

このままでは、Rubyのコマンド名はruby22になります。次のコマンドを実行すれば、ruby
コマンドでRubyを実行できるようになります。

mac:~ taro$ sudo port select ruby ruby22

ターミナルを開き直してから、インストールされたRubyのバージョンを確認してみましょう。

mac:~ taro$ ruby -v

ruby 2.2.1p85 (2015-02-26 revision 49769) [x86_64-darwin14]

本書の刊行後にRuby 2.3が出たとしましょう。そのときは、「sudo port install 

ruby23」で新しいバージョンをインストールして、「sudo port select ruby ruby23」で新
しいバージョンに切り替えられます。
続いて、「Railsのインストール」に進んでください。

 ■ Homebrewとrbenv、Rubyのインストール
HomebrewでRubyをインストールするには、まずHomebrewのサイトにアクセスしてくださ
い。

Homebrew
http://brew.sh/

このページの中で「Install Homebrew」の下に書かれているインストール用のコマンドをコ
ピーしてください。

Homebrewのインストールコマンド
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1
ターミナルを開き、コピーしたコマンドを貼り付けて実行すれば、Homebrewをインストール
できます。途中でパスワードを求められるので入力してください。

mac:~ taro$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/

install/master/install)"

Homebrewを使ってrbenvをインストールします。rbenvは、複数のバージョンのRubyを
インストールして切り替えるためのツールです。また、rbenvに必要なruby-buildもインストー
ルします。

mac:~ taro$ brew install rbenv ruby-build

ターミナルを開くたびにrbenvを初期化するコマンドが自動的に実行されるように、次のコ
マンドで.bash_profileファイルに「eval "$(rbenv init -)"」を書き加えます。

mac:~ taro$ echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile

次のコマンドで、.bash_profileファイルに加えたこのコマンドを実行します（ターミナルを
新しく開いても同じ効果を得られます）。

mac:~ taro$ source .bash_profile

次のコマンドでRuby 2.2.1をインストールします。

mac:~ taro$ rbenv install 2.2.1

「rbenv versions」でインストールされているRubyの一覧を表示できます。

mac:~ taro$ rbenv versions

* system (set by /Users/taro/.rbenv/version)

2.2.1

次のコマンドでRuby 2.2.1が使えるようになります。
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mac:~ taro$ rbenv local 2.2.1

ターミナルを開き直してから、Rubyのバージョンを確認してみましょう。

mac:~ taro$ ruby -v

ruby 2.2.1p85 (2015-02-26 revision 49769) [x86_64-darwin14]

本書の刊行後にRuby 2.3.0が出たとしましょう。そのときは、「rbenv install 2.3.0」で
新しいバージョンをインストールして、「rbenv local 2.3.0」で新しいバージョンに切り替え
られます。

 ■ Railsのインストール
RailsおよびRailsに必要なGemパッケージを、RubyGems（gemコマンド）でインストール

しましょう。本書のサンプルが動作するように、「--version "4.2.1"」というオプションを付
けてバージョン4.2.1がインストールされるようにしてください。
MacPortsでRubyをインストールした方は、コマンドの前にsudoを付けてください。

mac:~ taro$ sudo gem install rails --version "4.2.1" --no-rdoc --no-ri

Homebrewでインストールした方は、sudoを付けずに実行してください。

mac:~ taro$ gem install rails --version "4.2.1" --no-rdoc --no-ri

なお、--no-ri --no-rdocオプションを付けるのは、ドキュメントの生成を省略してインス
トールを速くするためですが、必須ではありません。
Gemパッケージのインストールが終わると、railsコマンドを使えるようになります。ターミ
ナルを開き直してから、Railsのバージョンを確認してみましょう。

mac:~ taro$ rails -v

Rails 4.2.1

以上で、MacでRailsを使う準備が済みました。続いて「アプリケーションの作成」に進んで
ください。
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1

   

   Railsの学習は SQLite3で
   本書では、SQLite3を使ってデータベースの機能を解説します。Macでは SQLite3は最初か

らインストールされていますので、これをそのまま使います。Windowsには SQLite3は入って

いませんが、後述の Bundlerで Gemパッケージの sqlite3（SQLite3の Ruby用アダプタ）を

インストールすれば、SQLite3のデータベースに接続できます。

  Railsを学習するときには、データベースは SQLite3で十分です。実際に公開するウェブサイ

トを開発する場合はMySQLなどのサーバー向けのデータベースを使うことになりますので、開

発環境もそれに合わせる必要があります。付録 Bには、一例としてMySQLのインストールと

設定の仕方を掲載してあります。
  

   Windowsでのインストール   

 ■   Rubyのインストール  
 WindowsにRubyをインストールするには、RubyInstallerを利用すると便利です。Ruby
Installerは、Ruby本体の開発とは別のプロジェクトによるもので、WindowsにRubyを簡単
にインストールするためのプログラムです。
  次のサイトで［Download］をクリックして、「Ruby 2.1.5」をダウンロードしましょう。「x64」
が付いていないバージョン（32ビット版）を選んでください。
  
    RubyInstaller for Windows
   http://rubyinstaller.org/ 

     

  RubyInstallerのダウンロード
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 Windowsでの Rubyのバージョン
本書の執筆時点（2015年 3月）では、Windows上で Ruby 2.2を使うとRailsがうまく動

作しません。Ruby 2.2とRailsの組み合わせがうまく動作するようになった時点で、サポートサ

イトで報告します。

ダウンロードした実行ファイルを起動し、［同意する］をチェックして［次へ］ボタンを押しま
す。次の画面が表示されたら、［Rubyの実行ファイルへ環境変数PATHを設定する］を必ず
チェックしてから［次へ］ボタンを押してください。

RubyInstallerの設定

 管理者権限が必要
Windowsでインストール作業を行うには、ユーザーに管理者権限が必要です。現在のアカウ

ントが管理者ではない場合は、管理者アカウントに切り替えるか、管理者である人にインストー

ルしてもらう必要があります。

インストールが済んだら、コマンドプロンプトでRubyのバージョンを確認しましょう。
Windows 8.1では、スタートメニューを右クリックしてから、［コマンドプロンプト］をクリックし
てください。

C:¥Users¥taro> ruby -v
ruby 2.1.5p273 (2014-11-13 revision 48405) [i386-mingw32]
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1
 ■ DevKitのインストール
Rails用のGemパッケージのインストールにはDevKitが必要です。DevKitはRubyInstaller

と同じサイトからダウンロードできます。RubyInstallerのダウンロードページで「For use 
with Ruby 2.0 and 2.1（32bits version only）」の下にある「DevKit-○○.exe」をクリック
してダウンロードしましょう。DevKitもRubyに合わせて32ビット版を選んでください。

DevKitのダウンロード

「DevKit-○○.exe」を起動したら、インストール先となるフォルダを指定します。
「C:¥devkit」と入力してください。［Extract］をクリックすればインストールが完了します。

DevKitのインストール

 ■ Railsのインストール
Railsのインストールは、コマンドプロンプトで行います。まず、DevKitのコンパイラが使え

るようにします。C:¥devkit¥devkitvarsを実行してください。

C:¥Users¥taro> C:¥devkit¥devkitvars

Windowsでそのままgemコマンドや bundleコマンド（後述）を実行すると、SSLのエラーが
出てモジュールのダウンロードに失敗します。次のURLからcacert.pem（SSLの証明書）を
ダウンロードして、自分のホームフォルダ（例：C:¥Users¥taro）に置いてください。

http://curl.haxx.se/docs/caextract.html

上記のサイトでcacert.pemをダウンロードするときは、マウスの右クリックで保存してくださ
い。「名前を付けて保存」ダイアログでは、「ファイルの種類」で「すべてのファイル」を選んで
ください。つまり、実際のファイル名がcacert.pem.txtではなくcacert.pemとなるように
する必要があります。
コマンドプロンプトで次のコマンドを実行してください。C:¥Users¥taroの部分は、自分の
ホームフォルダに合わせてください。
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C:¥Users¥taro> set SSL_CERT_FILE=C:¥Users¥taro¥cacert.pem

それでは、gemコマンドでRailsをインストールしましょう。コマンドのオプションの意味は、
前記したMacでの解説を参照してください。

C:¥Users¥taro> gem install rails --version "4.2.1" --no-rdoc --no-ri

 セキュリティの警告
gem コマンドや後述の「bin/rails s 」コマンドを実行すると、Windowsやセキュリティ対策

ソフトの警告が表示されることがあります。Rubyがインターネットに接続しようとするためです。

警告が出たら、［アクセスを許可する］などのボタンをクリックしてください。

セキュリティの警告

インストールが済んだら、Railsのバージョンを確認しましょう。

C:¥Users¥taro> rails -v
Rails 4.2.1

以上で、WindowsでRailsを使う準備ができました。
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1
 MacとWindowsで Railsのソースコードを見るには

Gemパッケージは、Rubyのライブラリがインストールされたフォルダから gems → 

2.2.0 → gems とたどっていけば、ソースコードを見ることができます。たとえば、Active 

Recordのソースは、「activerecord- バージョン番号」フォルダの下です。

MacにMacPortsを使ってインストールした場合は、ライブラリフォルダは /opt/local/

lib/ruby2.2 です。Homebrewと rbenvの場合は、自分のホームフォルダの下の.rbenv/

versions/2.2.0/lib/ruby です。Windowsでは C:¥Ruby21¥lib¥ruby のようになります。

アプリケーションの作成
Railsのインストールが済んだら、続いてアプリケーションを1つ作成し、必要なGemパッ
ケージをBundler（後述）で追加します。
まず、ハードディスク上にRailsアプリケーションを置くためのフォルダを作成します。Macで
は、ホームフォルダ（例：/Users/taro）の下にrailsというフォルダを作って、そこで学習し
ていくことにします。mkdirコマンドでフォルダを作成し、cdコマンドでフォルダに移動してくだ
さい。

mac:~ taro$ mkdir rails

mac:~ taro$ cd rails

Windowsでは、フォルダ名（例：C:¥Users¥太郎）に英数字以外の文字（たとえば、漢字
やひらがな）が使われているとRailsが正しく動作しません。ホームフォルダの名前に漢字やひ
らがなが使われている場合は、Cドライブのすぐ下にrailsというフォルダを作って、そこで学
習するといいでしょう。

C:¥Users¥太郎> cd ¥
C:¥> mkdir rails
C:¥> cd rails
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 Macで現在のフォルダを確認するには
Macのターミナルで現在のフォルダ（カレントディレクトリ）を確認するには、pwd コマンドを

使います。

mac:~ taro$ pwd

/Users/taro/rails/asagao

また、次の 1行をホームディレクトリの.bash_profile ファイルに加えれば、 ターミナルのプ

ロンプトに「taro@mac~/rails/asagao$ 」のように現在のフォルダを表示できます。

export PS1="÷u@÷h÷w$ "

.bash_profile を編集するには、「nano .bash_profile 」のように、ターミナル上で動くテキ

ストエディタを起動します。

Railsでは、アプリケーションの作成、モデルやコントローラの作成、サーバーの起動など
にrailsコマンドを使います。「rails new アプリケーション名」でアプリケーションを作成
します。本書では、野球クラブMorning Gloryのサイトを作成し、そのアプリケーション名を
「asagao」とします。以下、Macのターミナルで説明しますが、Windowsのコマンドプロンプ
トでも入力するコマンドは同じです。
それでは、Railsアプリケーションを作成しましょう。ここで--skip-bundleオプションを付
けているのは、「bundle install」の実行を省略するためです。本書では、bundleコマンド
の機能を別に確認するために、実行を省略します。

mac:rails taro$ rails new asagao --skip-bundle

      create

      create  README.rdoc

      create  Rakefile

      create  config.ru

（中略）
      create  vendor/assets/stylesheets

      create  vendor/assets/stylesheets/.keep

「rails new」コマンドはasagaoフォルダを作成し、Railsアプリケーションに必要なフォル
ダやファイル一式を自動的にコピーします。
続いてasagaoフォルダに移動して、BundlerでGemパッケージを追加します。「bundle 

install」を実行してください。SQLite3のアダプタやアセット・パイプライン（Chapter 8参
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1
照）に必要なGemパッケージなどが追加されます。MacPortsでRubyをインストールした場
合は、途中でパスワードを聞かれることがあります。

mac:rails taro$ cd asagao

mac:asagao taro$ bundle install

Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..........

Resolving dependencies...

Using rake 10.4.2

Using i18n 0.7.0

Using json 1.8.2

（中略）
Your bundle is complete!

Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

 Windowsで bundleコマンドを実行する前に
Windowsでは、コマンドプロンプトを開き直したあとに gem コマンドや bundle コマンドを

実行するときは、DevKitとSSL証明書の設定を必ず実行してください。

C:¥rails¥asagao> C:¥devkit¥devkitvars
C:¥rails¥asagao> set SSL_CERT_FILE=C:¥Users¥taro¥cacert.pem

 rails newでのバージョン指定
Railsの複数のバージョンをインストールしているときは、「rails new 」コマンドは一番新し

い Railsを使ってアプリケーションを作成します。特定のバージョンの Railsでアプリケーション

を作成したいときは、rails のすぐ次に「_ バージョン番号 _ 」を加えます。

mac:rails taro$ rails _4.1.9_ new asagao --skip-bundle

Bundler
ここで、Bundlerについて簡単に解説しておきましょう。Bundlerは、Gemパッケージの管理
とインストールのためのツールです。RailsアプリケーションなどRubyで書いたアプリケーショ
ンのために使われます。
RailsアプリケーションはたくさんのGemパッケージを必要としますが、複数の開発者が協
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同で開発を進めるときには、開発者の間で同じバージョンのGemパッケージを用意しなけれ
ばなりません。開発用のパソコンと本番サーバーの間でも同様です。
Bundlerは、特定のRailsアプリケーションに必要なGemパッケージをリストアップし、複数
のコンピュータの間で簡単に同期が取れるようにするものです。図のように開発者Bさんが開
発者AさんからRailsアプリケーションのソースコードを受け取ったとします。Bさんは「bundle 

install」を実行するだけで、必要なGemパッケージをインストールして、環境をそろえるこ
とができます。

サーバー

Railsアプリ＋
Gemfile.lock

コンピュータ間で
Gemパッケージの
バージョンを統一

Railsアプリ＋
Gemfile.lock

開発者Bさん開発者Aさん

Bundlerの働き

「rails new」でアプリケーションを作成すると、アプリケーションのフォルダに自動的に

Gemfileができます。このファイルには、Bundlerを使ってインストールするGemパッケージ
の一覧が記述されています。先ほど作った自分のasagaoアプリケーションのGemfileを開い
てみましょう。この中の「gem 'パッケージ名 '」が必要なGemパッケージの指定です。

 chapter1/Gemfile

 1  source 'https://rubygems.org'
 2 
 3 
 4  # Bundle edge Rails instead: gem 'rails', github: 'rails/rails'
 5  gem 'rails', '4.2.1'
 6  # Use sqlite3 as the database for Active Record
 7  gem 'sqlite3'
 8  # Use SCSS for stylesheets
 9  gem 'sass-rails', '~> 5.0'
 10  # Use Uglifier as compressor for JavaScript assets
 11  gem 'uglifier', '>= 1.3.0'
 12  # Use CoffeeScript for .coffee assets and views
 13  gem 'coffee-rails', '~> 4.1.0'
    （後略）
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1
 Gemfileの編集

Gemfile を編集するときは、次のようにGemパッケージのバージョンを指定できます。

gem 'rails', '4.2.1'           # バージョン4.2.1が必要
gem 'sqlite3'                  # どのバージョンでもOK
gem 'uglifier', '>= 1.3.0'     # バージョン1.3.0以上
gem 'coffee-rails', '~> 4.1.0' # バージョン4.1.0以上、4.2未満

本書では、rails-i18n（Chapter 6）、factory_girl（Chapter 7）、bcrypt-ruby（Chapter 8）、

will_paginate（Chapter 8）を使うために Gemfile を編集します。

「bundle install」を実行すると、Bundlerは各パッケージが依存しているほかのパッケー
ジをすべて調べてインストールします。同時に、Gemfileと同じフォルダにGemfile.lockとい
うファイルを作成し、そこに必要なパッケージのバージョン番号を記録します。Gemfile.lock

は自動的に生成されるものなので、内容を編集する必要はありません。
asagaoアプリケーションのGemfile.lockを見てみましょう。

 chapter1/Gemfile.lock

 1  GEM
 2    remote: https://rubygems.org/
 3    specs:
 4      actionmailer (4.2.1)
 5        actionpack (= 4.2.1)
 6        actionview (= 4.2.1)
 7        activejob (= 4.2.1)
 8        mail (~> 2.5, >= 2.5.4)
 9        rails-dom-testing (~> 1.0, >= 1.0.5)
    （後略）

Gemfile.lockファイルと一緒にRailsアプリケーションを受け取った別の開発者が「bundle 

install」を実行すると、BundlerはGemfile.lockのほうを読み込んで、そこに記述されてい
るバージョンのGemパッケージをインストールします。
読者が本書のサンプルコードをダウンロードして、自分のパソコン上で試してみるときは、
最初に「bundle install」を実行してください。たとえばchapter1フォルダをコピーしたら、
ターミナルでchapter1フォルダに移動して「bundle install」を実行します。
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 bundleコマンドのオプション
bundle コマンドでは、install のほかに次のオプションが使えます。

bundle list 

必要なGemパッケージをすべて一覧表示します。

bundle check 

必要なGemパッケージがインストールされているか調べます。インストールされていれば、

「The Gemfile's dependencies are satisfied」と表示されます。

bundle update 

Gemfile.lock を無視して、Gemfile をもとにGemパッケージをインストールし直し、

Gemfile.lock を作り直します。Gemパッケージを最新版にしたいときに使います。
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1
 1.3 Railsを動かしてみよう

Rails のインストールが済んだら、簡単なアプリケーションを動かしてみましょう。インストールが
うまくいったかどうかを確認するためと、作業をしながらRails のしくみを何となく実感してみるた
めです。

アプリケーションの起動
1.2節で作ったasagaoフォルダに移動してから「bin/rails s」コマンドを実行すると、
WEBrickというRubyに付属しているウェブサーバーがパソコン内で起動します。「bin/rails 

server」と入力しても同じです。

mac:asagao taro$ bin/rails s

=> Booting WEBrick

=> Rails 4.2.1 application starting in development on http://localhost:3000

=> Run `rails server -h` for more startup options

=> Ctrl-C to shutdown server

[2015-02-11 16:45:13] INFO  WEBrick 1.3.1

[2015-02-11 16:45:13] INFO  ruby 2.2.1 (2015-02-26) [x86_64-darwin14]

[2015-02-11 16:45:13] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: pid=4577 port=3000

Windowsでは、「ruby bin/rails s」または「ruby bin/rails server」のようにコマ
ンドの前にrubyを付けてください。

C:¥rails¥asagao> ruby bin/rails s

ウェブブラウザーを開いて、URL欄に「http://localhost:3000/」と入力し、このサーバー
にアクセスしてください。Railsアプリケーションの初期画面が表示されます。表示されないと
きは、URLを「http://127.0.0.1:3000/」に変えてみてください。
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Railsアプリケーションの初期画面

この画面が表示されれば、Railsのインストールは成功です。ターミナルまたはコマンドプロ
ンプトでc -Cキーを押して、WEBrickを終了してください。

 開発はWEBrickで行う
WEBrickは、Rubyで書かれたウェブサーバーで、Rubyをインストールすると一緒にインス

トールされます。Railsの学習やアプリケーションの開発は、WEBrickを使って行います。ソー

スコードをウェブサーバーにアップロードすることなく、1台のパソコンで Railsアプリケーショ

ンの開発と動作確認ができます。

実際に公開する本番環境のサーバーに Railsアプリケーションを配置する方法は、『Ruby on 

Rails環境構築ガイド』（黒田努著、インプレス刊）などの書籍を参考にしてください。

 MySQLの場合
データベースに SQLite3ではなくMySQLを使っている方は、「bin/rails s 」コマンドを実

行する前に、データベースを設定してコマンドプロンプトで「bin/rake db:create 」を実行して

ください（Chapter 4と付録 Bを参照）。Railsアプリケーションがデータベースに接続しようと

するからです。SQLite3では自動的にデータベースが作られます。
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1
作成されるフォルダ
いったんWEBrickを終了したら、作成したフォルダを見てみましょう。これらのフォルダの中
のファイルを修正したり追加したりするのが、Railsアプリケーションを開発する方法です。

asagaoフォルダの下に作られたフォルダ

フォルダの役割は次のとおりです。頻繁に使うことになるのは、app、config、dbの各フォ
ルダです。次の項ではappフォルダとconfigフォルダの中のファイルを修正して簡単なテスト
ページを作ります。

フォルダの役割

フォルダ 役割

app モデル、ビュー、コントローラのコード。各Chapterで利用。

bin 各種スクリプトファイル。HINTを参照。

config ルーティングやデータベースなどの設定ファイル。各Chapterで利用。

db マイグレーションスクリプトやシードデータ。Chapter 4で解説。

doc 開発者向けのドキュメントを置く。本書では利用しない。

lib 自作のライブラリや rakeファイル。

log ログが出力される。

public アプリケーションを介さずに送信する静的なファイルを配置。

test テストスクリプト。Chapter 7で解説。

tmp キャッシュなどのテンポラリフォルダ。

vendor プラグインを配置。本書では利用しない。

 binフォルダのスクリプト
bin/ を付けずに rails コマンドを使うと、「1.2　Railsのインストール」でインストールした

rails コマンドが動きます。bin/rails とすると、bin フォルダの下のスクリプトが使われます。
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Railsアプリケーション（本書では asagao）は特定のバージョンの Rails（本書では 4.2.1）で動

かす必要があります。パソコンにいくつものバージョンの Railsをインストールしている場合は、

bin/rails によって確実に特定のバージョンの Railsを動かすことができます。

コントローラとアクションの作成
Railsの初期画面ではなく、自分が作ったページをサイトのトップページにしてみましょう。
そのためにはコントローラとビューを作成する必要があります。

 ■コントローラを作成する前に
コントローラを作成する前に、次の内容のファイルをconfig/initializersフォルダの下
に作成してください。ファイル名はgenerators.rbとします。

 chapter1/config/initializers/generators.rb

 1  Rails.application.config.generators do |g|
 2    g.helper false         # ヘルパーを生成しない
 3    g.assets false         # CSS, JavaScript ファイルを生成しない
 4    g.skip_routes true     # config/routes.rb を変更しない
 5    g.test_framework false # テストスクリプトを生成しない
 6  end

これは、後述の「bin/rails g」コマンドが生成するファイルを減らして、Railsの学習を進
めやすくするためのものです。

 ■コントローラの作成
それではコントローラを作成しましょう。ターミナルに戻り、「bin/rails g」コマンドを実行

します。「rails g controller コントローラ名 アクション名」でコントローラとアクションを
作成できます。ここではTopControllerとindexアクションを作成することにします。「bin/

rails g」は「bin/rails generate」としても同じです。
Windowsではコマンドの前にrubyを付けてください。

mac:asagao taro$ bin/rails g controller top index

      create  app/controllers/top_controller.rb

       route  get 'top/index'

      invoke  erb

      create    app/views/top

      create    app/views/top/index.html.erb
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1
フォルダapp/controllersを開いてみましょう。中に top_controller.rbというRubyファ
イルができています。このファイルをテキストエディタで開くと、次のように書かれています。

class TopController < ApplicationController

  def index

  end

end

これは、TopControllerというクラスを記述したものです。TopControllerクラスは

ApplicationControllerクラスを継承しています。このように、Railsではコントローラを1
つのRubyのクラスで表します。

TopControllerクラスの中には、indexメソッドができています。この indexメソッドがトッ
プページを表示するときに呼ばれる「アクション」になります。
RubyのクラスについてはChapter 2を、コントローラとアクションの詳細については
Chapter 3を参照してください。

 テキストエディタを使う
Railsで作業を行うときには、ソースファイルやテンプレートファイルを編集するためにテキス

トエディタを利用してください。文字コードが UTF-8のファイルをうまく保存できて、改行やタ

ブ、全角空白を表示する機能のあるテキストエディタを使うと、効率よく編集が行えます。

Macの場合は、Atomがおすすめです。

Atom（フリーソフト）

https://atom.io/

Windowsの場合は、Atomのほかに次のようなフリーソフトやシェアウェアもあります。

TeraPad（フリーソフト）

http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/

秀丸エディタ（シェアウェア、4,000 円＋税）

http://hide.maruo.co.jp/
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 サンプルソースの文字コードと改行文字
本書のサンプルコードは、すべて文字コードを UTF-8、改行コードを LF（UNIX形式）で保

存しています。Windowsのメモ帳では UNIX形式の改行コードを扱えないので、前の HINTで

紹介したテキストエディタで開いてください。

 ■ルーティングの設定
コントローラとアクションを作っただけでは、Railsアプリケーションのページにはなりません。
URLのパスとコントローラを結び付けるルーティングを設定する必要があります。configフォ
ルダの下のroutes.rbを開き、「Rails.application.routes.draw do」と「end」の間の
記述をすべて削除して、次のように書き直してください。

 chapter1/config/routes.rb

 1  Rails.application.routes.draw do
 2    root "top#index"
 3  end

これにより、トップページ（「http://www.oiax.jp/」のように/で表されるページ）に対応す
るコントローラとアクションがTopControllerの indexアクションになります。ルーティングに
関しては、Chapter 3とChapter 5を参照してください。
「bin/rails s」コマンドでもう一度サーバーを起動し、ブラウザーで「http://

localhost:3000/」を開いてください。TopControllerの indexアクションのページが表示
されます。

TopControllerのindexアクション
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1
 Windowsでエラーが出たときは
本書の執筆時点（2015年 3月）では、Windowsで上記のページを表示すると「TypeError: 

オブジェクトでサポートされていないプロパティまたはメソッドです。」というエラーが出ます。

このエラーが出たときは、Gemfile に次の行を加えてください。

gem 'coffee-script-source', '1.8.0'

そのうえで次のコマンドを実行すると、Gemパッケージの coffee-script-sourceのバージョ

ンが下がって、エラーが出ないようになります。

C:¥rails¥asagao> bundle update coffee-script-source

ビューの作成

 ■ビューの作成
indexアクションに対応するビューのテンプレートを編集してみましょう。フォルダ app/

views/topを開き、ファイル index.html.erbを開いてください。拡張子が .erbのファイル
は、Railsのビューのためのテンプレートファイルです。ファイル名は、「アクション名（ここで
はindex）.html.erb」となります。
このファイルを次のように編集して保存してみましょう。

<h1>こんにちは</h1>
<p>これからRailsの勉強を始めます。</p>

ブラウザーで「http://localhost:3000/」を再読み込みすると、テンプレートファイルに記
述した内容が表示されます。

ビューのテンプレートの内容が表示される
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 文字コードはUTF-8で保存する
Railsでは、文字コードは UTF-8を使います。Railsで使用するRubyのソースファイル（.rb ）

やテンプレートファイル（.erb ）をテキストエディタで保存するときは、必ず文字コードを UTF-8

にしてください。

Windowsで TeraPadを使っている方は、「UTF-8」ではなく「UTF-8N」を選択ください。

秀丸エディタでは、［エンコードの種類］から「Unicode(UTF-8)」を選択し、［BOMを付ける］

オプションのチェックをはずしてください。

 アクションはあとからでも作れる
「bin/rails g 」でコントローラを作成するときは、「bin/rails g controller top 」のよ

うにアクション名を指定せずにコントローラ名だけを指定できます。TopController クラスに

index メソッドを自分で記述すれば、それがアクションになり、ビューのフォルダにindex.

html.erb ファイルを作成すれば、それがテンプレートとして使われます。実際に Railsアプリ

ケーションを開発するときは、アクションとテンプレートは手作業で追加するほうが一般的です。

 ■変数の表示
これだけではつまらないので、もう少しRailsの機能を使ってみましょう。app/controllers

の下のtop_controller.rbを開き、indexアクションに @messageという変数を記述します。

@messageのあとの "と"の間には、好きな言葉を入れてください。文字コードはUTF-8にし
て保存します。

 chapter1/app/controllers/top_controller.rb

 1  class TopController < ApplicationController
 2    def index
 3      @message = "おはようございます！"
 4    end
 5  end

続いてapp/views/topの下のテンプレート index.html.erbに <%= %>という部分を作り、
間に変数@messageを置きます。

 chapter1/app/views/top/index.html.erb

 1  <h1><%= @message %></h1>
 2  <p>これからRailsの勉強を始めます。</p>
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1
ブラウザーで「http://localhost:3000/」を再読み込みすると、コントローラのアクション
に記述した変数がビューに反映され、ブラウザー上に変数@messageの値が表示されます。

コントローラの変数がビューに反映される

 再読み込みだけで開発が進む
Railsアプリケーションの開発中は、WEBrickを起動したままにしておきます。ソースコード

を修正したら、ブラウザーで再読み込みするだけで修正点が確認できます。WEBrickを再起動

する必要はありません。「bin/rails g 」などのコマンドを実行したいときは、ターミナルやコマ

ンドプロンプトをもう1つ開いて作業をするとよいでしょう。

 Railsは頻繁にバージョンアップされる
Ruby on Railsは数週間から数か月おきに細かいバージョンアップが行われ、数年おきに大

きなバージョンアップが行われます。2015年秋にはバージョン 5の公開が予定されています。

Rails 5以上では、本書のサンプルプログラムが動作しないことが予想されます。本書を読み進

める際には、Railsはバージョン4.2を使用してください。また、オイアクス社のサポートサイト

を必ず参照してください。


