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Special 5

Tips
本書「Appendix」として掲載予定だった内容です。

byebug でデバッグ
コードが上手く動いていない（バグがある）ときは、バグを探して取り除く作業（デバッグ）をする必要があります。最も手軽
にできるデバッグは p メソッドや puts メソッドを利用する「プリントデバッグ」ですが、デバッグを助けてくれるツール「デ
バッガ」を使ってもっと効率よくデバッグを行うこともできます。Railsではデフォルトのデバッガとしてbyebugというgem

を使います（Gemfileにbyebugが記入されています）。

使い方は、デバッグを行いたい箇所に「byebug」と書くだけです。その状態でRailsアプリケーションを実行すると、
byebugを書いた行でアプリケーションの実行が停止し、同時に入力プロンプトが立ち上がります。プロンプト上では停止
したタイミングにおけるインスタンスや変数の状態などを確認することができます。

実際にtaskleafでbyebugを使ってみましょう。 app/controllers/tasks_controller.rb のcreateアクションに
byebug を2箇所書いてください（❶❷）。

app/controllers/tasks_controller.rb

…
   def create 
    @task = current_user.tasks.new(task_params) 
    byebug 　 ❶
    if params[:back].present? 
      render :new 
      return 
    end

    if @task.save 
      byebug 　 ❷
      TaskMailer.creation_email(@task).deliver_now 
      5.times do 
        SampleJob.set(wait: 5.seconds).perform_later 
        HighPriorityJob.set(wait: 5.seconds).perform_later 
      end 
      redirect_to @task, notice: "タスク「#{@task.name}」を登録しました。" 
    else 
      render :new 
    end 
  end
…
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次に、railsサーバを起動し、ブラウザで新規登録画面を開いて「登録する」ボタンを押下してください。

図S-5-1

登録ボタンを押下すると、ブラウザがローディング状態のままになります。その状態でサーバを起動しているターミナルを見
ると、以下のように1つ目のbyebugを書いた場所で止まります。

   29:   def create
   30:     @task = current_user.tasks.new(task_params)
   31:     byebug
=> 32:     if params[:back].present?
   33:       render :new
   34:       return
   35:     end
   36:
(byebug)

この状態で、ターミナルでparamsと打ってEnterを押すとparams（newからcreateに渡されたパラメータ）の内容を
見ることができます。

(byebug) params
<ActionController::Parameters {"utf8"=>"✓", "authenticity_token"=>"au9hmqLLuLi8Xfd2ENBs2Ycr+oJBneolkVp
uXPyXTS30V+OdAXeIUeo4ZFTn7xrsMC5WSVL42W2lQcEgPfjoiQ==", "task"=><ActionController::Parameters
{"name"=>"byebugを使ってみる", "description"=>"byebugを書いた場所で止めた時にどうなるか確認したい"}
permitted: false>, "commit"=>"登録する", "controller"=>"tasks", "action"=>"create"} permitted: false>

task_paramsと打ってEnterを押すと、task_paramsメソッド（paramsからtaskに関わるパラメータのみフィルタリン
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グするメソッド）が実行された結果を見ることができます。

(byebug) task_params
<ActionController::Parameters {"name"=>"byebugを使ってみる", "description"=>"byebugを書いた場所で止めた時
にどうなるか確認したい"} permitted: true>

@task と打ってEnterを押すと、@taskの内容をみることができます。この時点ではcurrent_user.tasks.new(task_

params) でnew しただけでsaveされる前の状態なので、id, created_at, updated_atはnilになっていることがわかり
ます。

(byebug) @task
#<Task id: nil, name: "beybugを使ってみる", description: "byebugを書いた場所で止めた時にどうなるか確認したい
", created_at: nil, updated_at: nil, user_id: 1>

次にcキーを打ってEnterを押すと処理が継続され、2つ目のbyebugを書いた位置で止まります。（ちなみにcは
continueのcです）

   15:    def create
   16:      @task = current_user.tasks.new(task_params)
   17:       byebug
   18:       if @task.save
   19:          byebug
=> 20:          redirect_to tasks_url, notice: "タスク「#{@task.name}」を登録しました。"
   21:       else
   22:         render :new
   23:       end
   24: end
(byebug)

ここで、save後の@taskの内容を見てみましょう。ターミナルで@taskと打ってEnterを押します。1つ目のbyebugでは
nilだったid, created_at, updated_at にそれぞれ値が入っていることがわかります。

(byebug) @task
#<Task id: 1, name: "beybugを使ってみる", description: "byebugを書いた場所で止めた時にどうなるか確認したい",
created_at: "2018-10-08 01:35:31", updated_at: "2018-10-08 01:35:31", user_id: 1>

h と打ってEnterを押すと、byebugのヘルプが表示されます。
byebugを終了したいときは、exit! を打ってEnterを押します。

以上のように、 byebug を利用すればプリントデバッグに比べて自由かつインタラクティブに調べたい内容を実行すること
ができます。エラーになってしまったりテストが落ちてしまったりと、Railsアプリケーションが期待通り動かないときには、
怪しいところを見定めて byebug を書いておき、原因を切り分けて行く方法が有効です。
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上記で説明した内容以外にもbyebugは様々な機能を持っています。さらに詳しい説明はRails Guides※1を確認してくだ
さい。

Bundlerでgemの中身を調べる
Railsアプリケーションではさまざまなgemを使います。gemはブラックボックスではありません。コードを見て、動作を
確認することもできますし、コードに手を加えることもできます。

taskleafのルートディレクトリで、bundle show activerecord と打ってみてください。

$ bundle show activerecord
path/to/.rbenv/versions/2.5.1/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activerecord-5.2.1

Active Record gem が配置されているディレクトリのパスが表示されます。taskleafはRailsサーバ起動時にこれらの
ファイルを読み込んでいることを示しています。これらのファイルをエディタで開けばコードリーディングをすることができま
すし、編集することもできます。プリントデバッグやbyebugなどのデバッガによってtaskleafで使っているActive Record 

gemの挙動を確認しやすくすることもできます。

gemのソースコードをエディタで開くために使える便利なコマンドがあります。ターミナルで「bundle open 

activerecord」と入力してEnterを押すと、お使いのエディタでgemのディレクトリを開いてくれます（この際使われるエ
ディタは環境変数 EDITOR に指定されたプログラムです。もしも環境変数が指定されておらずエディタで開けない場合は、
~/.bashrcなどにexport EDITOR=<editor name>という指定をしてください）。

なお、gemのソースコードに手を入れたあとは、元の状態に戻したくなることがあるかもしれません。そのようなときには
「bundle pristine」を利用すると、一括で元の状態に戻すことができます。また、特定のgemのみ戻したいときは
「bundle exec gem pristine <gem name>」が利用可能です。

以上のコマンドを活用して、普段の開発の中でもぜひgemの世界に潜り込んでみてください。

Method#source_location で 
メソッドの実装箇所を探す

Railsアプリケーションを開発していると「あれ？このメソッドどこで実装されてるんだろう？」ということがよくあります。そ
んなときはMethod#source_locationを使って実装箇所を確認しましょう。ターミナルでrails cを入力し、Railsコン
ソールを起動します。

※1　 https://guides.rubyonrails.org/debugging_rails_applications.html#debugging-with-the-byebug-gem
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User.all のallメソッドがどこで実装されいてるか見てみましょう。

Railsコンソール

> User.method(:all).source_location
=> ["path/to/.rbenv/versions/2.5.1/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activerecord-5.2.1/lib/
active_record/scoping/named.rb", 26]

ActiveRecord gemの /lib/active_record/scoping/named.rb ファイルの26行目で実装されていることがわかります。
methodメソッドは、レシーバにある指定した名前のメソッドをオブジェクトとして返してくれるメソッドです。ここで得たall

メソッドのオブジェクトのsource_locationを呼ぶことで、allメソッドが実際に実装されているファイルや、ファイル内の
位置を知ることができます。

ActiveRecord::Relation#to_sqlで 
SQLを確認しよう

ActiveRecordを利用していると、大抵のシーンではSQLを直接書かなくて済みます。ActiveRecordが内部で自動的に
SQLを組み立ててくれるからです。しかし、だからといってSQLについてまったく気にしないでも構わないかというと、そう
でもありません。どんなSQLが生成されるかを次のような観点で確認することは、よい品質のソフトウェアを開発するため
に重要です。

 ●意図せず冗長なSQLになっていないか。パフォーマンス上問題ないか
 ●実装したモデルのスコープが意図通りのSQLを生成するか
 ●メソッドチェーンで複数のメソッドやスコープをつなぎ合わせたとき、想定したSQLになっているか

SQLの生成結果を確認するためには、ActiveRecord::Relation#to_sqlメソッドを使うことができます。早速使ってみま
しょう。ターミナルでrails cを入力し、Railsコンソールを起動します。

すべてのユーザを取得するUser.allのSQLを確認する場合は、User.all.to_sqlと打ってEnterを押します。

Railsコンソール

> User.all.to_sql
=> "SELECT \"users\".* FROM \"users\""

usersテーブルから*をSELECTするSQLが生成されることがわかります。

続いて、tatsuosakuraiという名前のユーザを取得するSQLを見てみましょう。

S-5- 4
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Railsコンソール

> User.where(name: 'tatsuosakurai').to_sql
=> "SELECT \"users\".* FROM \"users\" WHERE \"users\".\"name\" = 'tatsuosakurai'"

WHEREを使って条件が絞られていることがわかります。

このようにActiveRecord::Relation#to_sqlメソッドを使うと、どんなSQLが生成されるかを確認できて便利です。「な
ぜか処理が重い」「思った通りのデータが取得できない」といった場合には、このメソッドを使ってSQLを確認するとよい
でしょう。
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Special 6

お役立ちリンク集
本書「Appendix」として掲載予定だった内容です。

Ruby

ruby/ruby
https://github.com/ruby/ruby
Rubyの本体コード

ruby-lang.org
https://www.ruby-lang.org/ja
Rubyの公式サイト

るりまサーチ
https://docs.ruby-lang.org/ja/search/
Rubyのリファレンスマニュアル検索サイト

Rubyアソシエーション
https://www.ruby.or.jp/ja/
Rubyの普及・発展のための組織「一般財団法人Rubyアソシエーション」のサイト

日本各地域でのRubyコミュニティ
https://github.com/ruby-no-kai/official/wiki/RegionalRubyistMeetUp
コミュニティリンク集

るびま
https://magazine.rubyist.net
RubyistのRubyist による、Rubyistとそうでない人のためのウェブ雑誌

Ruby Weekly
https://rubyweekly.com
Rubyに関する週刊メルマガ

PB memo
http://d.hatena.ne.jp/nagachika
Rubyコミッタnagachika さんによるRubyのチェンジログ解説

Rails

rails/rails
https://github.com/rails/rails
Rails 本体のコード

Riding Rails
https://weblog.rubyonrails.org
Railsの公式ブログ。Railsのバージョンアップ情報や、まだリリースされていない新
機能等を紹介

Rails APIリファレンス
https://api.rubyonrails.org/
RailsのAPIリファレンス
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Ruby on Rails Guides
https://guides.rubyonrails.org
Railsのリファレンスガイド。各機能を体系的に学べる。日本語はこちら https://
railsguides.jp

なるようになるブログ
http://y-yagi.hatenablog.com
Railsコミッタのy-yagiさんによるRailsのコミットログを解説。通称ヤギヌマ新聞

Ruby on Rails Tutorial
https://www.railstutorial.org
Railsを使ったWeb開発を学べるチュートリアル。
日本語はこちら https://railstutorial.jp

everyleaf/el-training
https://github.com/everyleaf/el-training
株式会社万葉の提供するRailsの教育カリキュラム

gem

RubyGems.org
https://rubygems.org
gemのホスティングサイト

Awesome Ruby
https://awesome-ruby.com
gemのリンク集

Awesome Ruby @LibHunt
https://ruby.libhunt.com
gemを検索・比較できるサイト

The Ruby Toolbox
https://www.ruby-toolbox.com
gemを検索・比較できるサイト

RSpec

RSpec documentation
http://rspec.info/documentation
RSpecのAPIリファレンス

RSpec - Relish
https://relishapp.com/rspec
RSpecのリファレンス

Better Specs
http://www.betterspecs.org
RSpecのガイドライン

rspec-style-guide
https://willnet.gitbooks.io/rspec-style-guide/content/
可読性の高いテストコードを書くためのお作法集
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