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コントローラ jsonファイルとRubyプログラム
・リクエストデータを受け取る。 dataset.json htmlのformコントロールを記述する。
・validation.jsonを使い、リクエストデータをチェックする。（単一項目チェック）
・controller.rbでリクエストデータをチェックする。（関連項目チェック） validation.json 項目チェックルールを記述する。
・チェック済リクエストデータを引数に、モデルをコールする。

tran.json リクエストデータ・レスポンスデータを記述する。
・sql実行結果とリクエストデータを引数に、ビューをコールする。
・レスポンスデータを受け取り、ブラウザへ送信する。 sql.json sql情報を記述する。

モデル
・チェック済リクエストデータを受け取る。 controller.rb リクエストデータをチェックする。
・リクエストデータをsql.jsonのデータにマッピングする。
・sql.jsonのsql情報を使い、sqlを生成・実行する。 model.rb sql.jsonで記述出来ない処理を行う。（sql実行も可能）
・selectの時、結果をsql.jsonのデータにマッピングする。
・sql実行前・後にmodel.rbを実行する。（指示が有る時） view.rb レスポンスデータを編集する。
・sql実行結果をコントローラへリターンする。

ビュー
・sql実行結果とリクエストデータを受け取る。
・sql実行結果とリクエストデータをtran.json内のレスポンスデータにマッピングする。
・view.rbでレスポンスデータを編集する。（指示が有る時）
・レスポンスデータをコントローラへリターンする。

      ブラウザ 

     （jQuery） 
 

Jsonデータ 
 xxx_dataset 
 xxx_validation 
 xxx_tran 

    コントローラ 
       (dRuby) 
 

Jsonデータ 
xxx_validation 
App(Ruby) 
xxx_controller 

        モデル 
       (dRuby) 
 

Jsonデータ 
xxx_sql 
App(Ruby) 
xxx_model 

         ビュー 
       (dRuby) 
 

Jsonデータ 
xxx_tran 
App(Ruby) 
xxx_view 

  Jsonデータ 
 

  Appデータ 

  Jsonデータ 
 

  Appデータ 

      データ 

      ベース 

request (json) 

response (json) 

request  (配列) 

    sql  (配列) 

request  (配列) 

sql           (配列) 

response (配列) 

動的ロード 

動的ロード 動的ロード 
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並列分散バッチの仕組み

Model Tuple Server ・・・1jobだけ起動する
・sql.jsonでkeyvalueを取得する。 Loop
・BatchServerをインスタンスし、コールする。     take ['TupleServer', integer] ・・・takeする迄、waiteしている

Batch Server     処理
・job管理・job管理param（処理年月・請求発行日等）・job管理keyvalueを出力する。
・TupleSpaceに['TupleServer',  job_id]をwriteする。 End

Tuple Server
・TupleSpaceから['TupleServer',  job_id]をtakeする。 Tuple Client ・・・複数起動する（リソースさえ有れば、１０jobでも２０jobでも可能）
・job管理内の分割job数を使い、分割数の数だけ分割job管理を出力する。 Loop
・TupleSpaceに['TupleClient ', job_id, 分割job_no]を分割数の数だけwriteする。     take ['TupleClient', integer, integer] ・・・takeする迄、waiteしている

Tuple Client（複数起動可能）     処理
・TupleSpaceから['TupleClient ', job_id, 分割job_no]をtakeする。
・分割job_noを使い、job管理keyvalueからkey値を取得する。 End
・Modelをインスタンスし、コールする。

Model 
                Tuple   Space 

       （Rinda） 

 
 
['TupleServer',  job_id] 
 
 
 
['TupleClient ', job_id, 
job_no] 
 

Tuple Server 
 

Tuple Client 

Model 
 

Batch 
Server 
 

write 
 
TupleServer 

take 
 
TupleServer 

write 
 
TupleClient 

take 
 
TupleClient 

JOB管理 

JOB管理PARAM 

JOB管理KEYVALUE 

JOB管理 

分割JOB管理 

JOB管理 

分割JOB管理 

JOB管理PARAM 
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帳票（PDF)作成の仕組み

LyX jsonファイルとRubyプログラム
・LyXで帳票フォームをデザインする。 form.json 帳票の項目を定義し、編集指示を行う。
・帳票フォームと同時に表示されているLaTexソースをTexPoolへ出力する。

form.rb form.jsonの編集では出来ない処理を行う。
Tuple Client
・sql.jsonで帳票に出力するデータを取得する。
・sql.jsonで指示が有れば、model.rbを実行しjsonデータを編集する。
・sql.jsonデータをform.jsonのデータへマッピングする。
・form.jsonで指示が有れば、form.rbを実行しjsonデータを編集する。
・form.jsonデータをLaTexソースへマッピングする。
・bachファイル（tex→dvi→pdf）を実行し、Pdfを作成する。

 
           LyX 
 
  (Form  Editor) 
 
 
 
 

  Tex Pool 
 

  xxx.tex 

Tuple  Client 
 

Jsonデータ 
xxx_sql.json 
xxx_form.json 
App 
xxx_model.rb 
xxx_form.rb 

   Pdf  Pool 
 
     xxx.pdf 

  Jsonデータ 
 

  Appデータ 

      

     JOB管理 

     プリント管理 
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Json定義のサンプルファイル

Logon_dataset.json
{
   "comment": "ログオン dataset"
  ,"html": "Logon"
  ,"mode": "check"
  ,"message":
  {
     "status": "OK"
    ,"msg":    "データを入力して、実行ボタンを押下して下さい。"
  }

  ,"records":
  [
    {
       "comment": "ログオン情報（ユーザID・パスワード）"
      ,"id":          "header"
      ,"multiline":   "no"
      ,"defaultline": "0"
      ,"record":
      {
         "LOGON_USER_ID":
           {"value": [""], "idx": [""], "type": "text", "edit": "yes",  "size": "20", "align": "left"}
        ,"LOGON_PASSWORD":
           {"value": [""], "idx": [""], "type": "text", "edit": "yes",  "size": "20", "align": "left"}
      }
    }
  ]
}

Logon_validation.json
{
  "html": "Logon"

  ,"records":
  [
    {
      "id":        "header"
      ,"multiline": "no"
      ,"record":
      {
         "LOGON_USER_ID":
          {"validation": ["required", "alphanum"], "min": "4", "max": "20"}
        ,"LOGON_PASSWORD":
          {"validation": ["required", "alphanum"], "min": "6", "max": "20"}
      }
    }
  ]
}
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Logon_check_tran.json
{
   "request":
   {
     "comment":    "ログオン　リクエストデータ"
    ,"user_id":    ""
    ,"timestamp":  ""
    ,"session_id": ""
    ,"html":       "Logon"
    ,"mode":       "check"
    ,"prog":       "no" controller.rbの使用有無を指定する
    ,"model":      "yes" modelでの実行有無を指定する

    ,"message":
    {
      "status": "OK"
      ,"msg":    ""
    }

    ,"records":
     [
       {
          "id":        "header"
         ,"before":    "" Logon_controller.rbのメソッド名を記述する（record内の項目をチェックする直前に呼び出される）
         ,"after":     "" Logon_controller.rbのメソッド名を記述する（record内の項目をチェックする直後に呼び出される）
         ,"multiline": "no"
         ,"record":
          {
             "LOGON_USER_ID":    {"value": [""]}
            ,"LOGON_PASSWORD":   {"value": [""]}
          }
       }
     ]
   }

  ,"response":
   {
     "comment":    "ログオン　レスポンスデータ"
    ,"user_id":    ""
    ,"timestamp":  ""
    ,"session_id": ""
    ,"html":       "Logon"
    ,"mode":       "check"
    ,"prog":       "no" view.rbの使用有無を指定する
    ,"message":
     {
        "status": "OK"
       ,"msg":    "ログオンチェック処理は正常に終了しました。"
     }
     
    ,"records":
     [
       {
          "id":        "header"
         ,"before":    "" Logon_view.rbのメソッド名を記述する（record内の項目をマッピングする直前に呼び出される）
         ,"after":     "" Logon_view.rbのメソッド名を記述する（record内の項目をマッピングする直後に呼び出される）
         ,"multiline": "no"
         ,"record":
          {
             "USER_ID":      {"value": [""]}
            ,"USER_NAME_J":  {"value": [""]}
            ,"MENU_NAME":    {"value": [""]}
          }
       }
     ]
  }
}
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Logon_check_sql.json
{
   "comment":    "ログオン　チェック処理"
  ,"user_id":    ""
  ,"timestamp":  ""
  ,"session_id": ""
  ,"html":       "Logon"
  ,"mode":       "check"
  ,"prog":       "no" model.rbの使用有無を指定する
  
  ,"message":
   {
     "status": "OK"
    ,"msg":    "ログオンチェック処理は正常に終了しました。"
   }

  ,"sqls":
   [
     {
        "comment": "ユーザID　照会処理"
       ,"id":     "user_check"
       ,"before": "" Logon_model.rbのメソッド名を記述する（sql実行直前に呼び出される）
       ,"after":  "" Logon_model.rbのメソッド名を記述する（sql実行直後に呼び出される）
       ,"sql":
        {
           "type":     "select"
          ,"check":    "not found error"
          ,"errormsg": "ユーザIDが間違っています。"
          ,"freesql":  ""
          ,"genesql":
           {
              "dist":  ""
             ,"from":  "USER"
             ,"where": "LOGON_USER_ID = ?"
             ,"order": ""
           }
        }

       ,"input":
        {
           "multiline": "no"
          ,"record":
           {
              "LOGON_USER_ID":
                 {"value": [""], "fromtype": "request", "fromid": "header", "fromio": "", "fromname": "LOGON_USER_ID"}
           }
        }

       ,"output":
        {
           "multiline": "no"
          ,"record":
           {
              "USER_ID":          {"value": [""]}
           }
        }
     }
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    ,{
        "comment": "ユーザID・パスワード　照会処理"
       ,"id":     "header"
       ,"before": "" Logon_model.rbのメソッド名を記述する（sql実行直前に呼び出される）
       ,"after":  "" Logon_model.rbのメソッド名を記述する（sql実行直後に呼び出される）
       ,"sql":
        {
           "type":     "select"
          ,"check":    "not found error"
          ,"errormsg": "パスワードが間違っています。"
          ,"freesql":  ""
          ,"genesql":
           {
              "dist":  ""
             ,"from":  "USER"
             ,"where": "LOGON_USER_ID = ? AND LOGON_PASSWORD = ?"
             ,"order": ""
           }
        }

       ,"input":
        {
           "multiline": "no"
          ,"record":
           {
              "LOGON_USER_ID":     {"value": [""]}
             ,"LOGON_PASSWORD":    {"value": [""]}
           }
        }

       ,"output":
        {
           "multiline": "no"
          ,"record":
           {
              "USER_ID":          {"value": [""]}
             ,"USER_NAME_J":      {"value": [""]}
             ,"MENU_NAME":        {"value": [""]}
           }
        }
     }
   ]
}
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Ruby プログラム

model.rbのサンプルプログラム (initializeは共通)
# coding: UTF-8

class ClassNameList_model

  def initialize(rmenu_dbi, sql_data, request_data)
    begin
      # initialize 開始ログを出力する
      $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"initialize start"}                   # Logファイル Debug用

      @rmenu_dbi      = rmenu_dbi
      @sql_data       = sql_data
      @request_data   = request_data

      # initialize 終了ログを出力する
      $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"initialize normal end"}              # Logファイル Debug用
    rescue Exception
      # エラーログを出力する
      $Mlog.error("ClassNameList_model") {"initialize exception: #{$!}"}        # Logファイル Debug用
      raise
    end
  end

  # カレントページ数とページ当りの行数を使って、オフセット行数を計算する
  def getOffsetLine
    $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"getOffsetLine start"}                  # Logファイル Debug用

    request_record  = @request_data["records"][0]["record"]
    page_line       = request_record["PAGE_LINE"]["value"][0].to_i
    cur_page        = request_record["CUR_PAGE"]["value"][0].to_i
    offset_line     = (cur_page - 1) * page_line
    $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"PAGE_LINE :   #{page_line}"}
    $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"CUR_PAGE :    #{cur_page}"}
    $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"OFFSET_LINE : #{offset_line}"}

    @sql_data["sqls"][1]["input"]["record"]["OFFSET_LINE"]["value"][0] = offset_line.to_s

    $Mlog.debug("ClassNameList_model") {"getOffsetLine end"}                    # Logファイル Debug用
  end
end
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view.rbのサンプルプログラム (initializeは共通)
# coding: UTF-8

class ClassNameList_view

  def initialize(response_data, sql_data, request_data)
    begin
      # initialize 開始ログを出力する
      $Vlog.debug("ClassNameList_view") {"initialize start"}                    # Logファイル Debug用

      @response_data  = response_data
      @sql_data       = sql_data
      @request_data   = request_data
      
      # initialize 終了ログを出力する
      $Vlog.debug("ClassNameList_view") {"initialize normal end"}               # Logファイル Debug用
    rescue Exception
      # エラーログを出力する
      $Vlog.error("ClassNameList_view") {"initialize exception: #{$!}"}         # Logファイル Debug用
      raise
    end
  end

  # 総件数とページ当りの行数を使って、総ページ数を計算する
  def getMaxPageCount
    $Vlog.debug("ClassNameList_view") {"getMaxPageCount start"}                 # Logファイル Debug用

    response_record = @response_data["records"][0]["record"]
    page_line       = response_record["PAGE_LINE"]["value"][0].to_i
    total_count     = response_record["TOTAL_COUNT"]["value"][0].to_i
    if total_count == 0
      max_page      = 1
    else
      max_page      = ((total_count + (page_line - 1)) / page_line).truncate
    end
    
    response_record["MAX_PAGE"]["value"][0] = max_page
    
    $Vlog.debug("ClassNameList_view") {"getMaxPageCount end"}                   # Logファイル Debug用
  end
end
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Config 定義情報

# coding: UTF-8
class RmenuConfig
#
# ベースURL設定
#
$Rconfig = Hash.new
$Rconfig['base_url']          = "http://localhost/Rmenu/"

#
# 実行モード
# 本番：""  || 開発："develop"
#
$Rconfig['run_mode']          = "develop"

#
# ベースPATH / ライブラリーPATH 設定
#
$Rconfig['base_path']         = "C:/Rmenu"
$Rconfig['jsons_path']        = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/Jsons"
$Rconfig['libs_path']         = "C:/Rmenu/System/Libraries"
$Rconfig['apps_path']         = "C:/Rmenu/System/Applications"
$Rconfig['session_path']      = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/session"
$Rconfig['html_path']         = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/apps"
$Rconfig['logs_path']         = "C:/Rmenu/System/Logs"

#
# 帳票ツール / PDF出力場所 設定
#
$Rconfig['print_tool']        = "Latex2e"
$Rconfig['pdf_pool_path']     = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/pdf/pdfpool"
$Rconfig['dvi_pool_path']     = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/pdf/dvipool"
$Rconfig['tex_pool_path']     = "C:/Apache2.2/htdocs/Rmenu/pdf/texpool"
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#
# DBI 接続設定
#
$Rconfig['dbi_dbdriver']      = "Mysql"
$Rconfig['dbi_hostname']      = "127.0.0.1"
$Rconfig['dbi_portno']        = 3306
$Rconfig['dbi_database']      = "rmenu"
$Rconfig['dbi_username']      = "root"
$Rconfig['dbi_password']      = "rmenu"
$Rconfig['dbi_char_set']      = "utf8"
$Rconfig['dbi_dbcollat']      = "utf8_general_ci"
$Rconfig['dbi_dbipools']      = 1

#
# コントローラ・モデル・ビューの公開URi設定
# MVCが各々別プロセスとして起動させる時、各々のIPアドレス・ポートを指定する。
# 全て同じIPアドレス・ポートの時は、同一プロセスとして起動する。
#
$Rconfig["controller_uri"]    = "druby://localhost:12345"
$Rconfig["model_uri"]         = "druby://localhost:12345"
$Rconfig["view_uri"]          = "druby://localhost:12345"

#
# タプルスペースの公開URi設定
#
$Rconfig["tuplespace_uri"]    = "druby://localhost:12349"

#
# ロード方法
# TYPE = static   プログラム変更は不可。サーバ再立ち上げ後、修正を反映
#      = dynamic  プログラム変更は可能。修正後最初の実行で即反映
#      = file     FILEからロード（テスト用）
$Rconfig['load_type']         = "file"

#
# ログの設定
# Level = FATAL   プログラムをクラッシュさせるような対処不可能なエラー
#       = ERROR   対処可能なエラー
#       = WARN    警告
#       = INFO    一般的な情報 
#       = DEBUG   開発者用の低レベルな情報 
$Rconfig['logger_level']      = "DEBUG"
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#
# ライブラリー読込みPATH 設定
#
$LOAD_PATH.push($Rconfig['base_path'])
$LOAD_PATH.push($Rconfig['jsons_path'])
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'])
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Controllers")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Models")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Views")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Dbi")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Modules")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Commons")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/BatchServer")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/TupleServer")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/TupleClient")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/JobControll")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/PrintControll")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/Session")
$LOAD_PATH.push($Rconfig['libs_path'] + "/TestRun")
#
# 設定終り
#
end
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デパッグ用ログの種類と出力内容

CGI.log

controller.log CGIから受信したリクエストデータ・チェック（編集）済リクエストデータ

ビューが作成したレスポンスデータ

model.log コントローラから受信したリクエストデータ

編集前ｓｑｌ入力レコード・編集後ｓｑｌ入力レコード

modelDbi.log
ｓｑｌ実行前の出力レコード・ｓｑｌ実行後の出力レコード

view.log コントローラから受信したリクエストデータ・ｓｑｌデータ

BatchServer.log
ジョブ管理テーブル登録情報

ジョブ管理keyvalue登録情報

tupleserver.log
ジョブ管理テーブルselect情報
分割ジョブ管理テーブル登録情報
タプルスペースwrite情報

tupleclient.log タプルスペースtake情報
ジョブ管理テーブルselect情報
ジョブ管理param select情報
ジョブ管理keyvalue select情報
分割ジョブ管理テーブルselect情報

tupleclientmodel.log tupleclientから受け取ったリクエストデータ
json ｓｑｌデータ
編集前ｓｑｌ入力レコード・編集後ｓｑｌ入力レコード
ｓｑｌ実行後のｓｑｌデータ

tupleclientmodelDbi.log バインド編集置換前のｓｑｌ文・バインド変数置換後のｓｑｌ文
ｓｑｌ実行前の出力レコード・ｓｑｌ実行後の出力レコード

printcontroller.log json formデータ
formデータの編集前レコード・編集後レコード
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jQuery 独自プラグイン

jquery.rmenu.js
PFキーの設定（Esc・F1・・・F12）  ・・・  http://d.hatena.ne.jp/Hidepyon/   を参考にカスタマイズ
EnterキーをTabキーと同じに設定
dataset.jsonのmultiline="yes"のレコードに対してTableを作成
dataset.jsonの項目とフォームオブジェクトの対応付けとオブジェクトNoの設定・alignクラスの設定
フォームオブジェクトからtran.jsonのリクエストデータを設定
tran.jsonのレスポンスデータからフォームオブジェクトを設定
レスポンスメッセージをメッセージ欄に設定
フォームオブジェクトのクリア
リクエストデータのクリア

jquery.rmenuvalidation.js
validation.jsonの定義で以下の内容を自動チェック

必須項目のチェック
minサイズのチェック
maxサイズのチェック
１７種類の属性チェック（数字・カナ・りらがな・郵便番号・電話番号・・・・・）
エラーツールチップの表示・非表示

送信直前にリクエストデータの一括チェック（未実装）
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サーバ用ディレクトリ構成

Apache2.2
cgi-bin

Rmenu_cgi
RmenuLogon.cgi 4K
RmenuMain.cgi 6K
RmenuTestRun.cgi （未実装）

Rmenu
System

Applications
xxxフォルダー（アプリ毎に作成する） 

xxx_model.rb

xxx_form.rb
注 ： jsonの記述だけでＯＫの時は不要

Libraries 全トータルサイズ ： 186K （内半分程度はコメント）
BatchServer

5K

Commons
RmenuAppCache.rb 7K

4K

Controllers
RmenuController.rb 4K
RmenuMainController.rb 4K

Dbi
RmenuBatchDbi.rb 11K
RmenuBatchMainDbi.rb 2K
RmenuDbi.rb 11K
RmenuMainDbi.rb 2K

JobControll
RmenuBunkatuJobControll.rb 3K
RmenuJobControll.rb 8K
RmenuJobControllData.rb 9K
RmenuJobControllKeyValue.rb 5K
RmenuJobControllParam.rb 4K

Models
RmenuMainModel.rb 3K
RmenuModel.rb 7K
RmenuTupleClientModel.rb 5K

Modules
RmenuFilePathMixin.rb 2K
RmenuLatexMixin.rb 2K
RmenuLoggerMixin.rb 1K
RmenuMVCMixin.rb 2K
RmenuSqlGenMixin.rb 3K
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PrintControll
Latex2eLineMode.rb 7K
Latex2eMainController.rb 2K
Latex2ePageMode.rb 8K
RmenuPrintControll.rb 4K
RmenuPrintMainController.rb 6K

Session
RmenuSessionControll.rb 6K
RmenuSessionMixin.rb 2K

TestRun
TestRunController.rb 2K

TupleClient
RmenuTupleClient.rb 6K
RmenuTupleMainClient.rb 10K

TupleServer
RestartTupleMainServer.rb 2K
RmenuTupleMainServer.rb 5K

TupleSpace
RmenuTupleSpace.rb 1K

Views
RmenuMainView.rb 3K
RmenuView.rb 7K

Logs
デバッグ用ログファイル（ログシートを参照）

TestRun
xxxフォルダー（アプリ毎に作成する）

TestRun_x （テストケース毎に作成する）
Logs

テストログファイル
注：

xxx_mode_tran.json tran.jsonのリクエストデータにテストデータを記述し
RmenuConfig.rb レスポンスデータに想定結果データを記述する。
TestController.rb レスポンスデータとテストログファイルを照合する。

MainController.rb コントローラ起動用 2K
MainModel.rb モデル起動用 1K
MainView.rb ビュー起動用 1K
RmenuConfig.rb コンフィグ定義 4K
TupleClient.rb タプルクライアント起動用 1K
TupleServer.rb タプルサーバ起動用 1K
TupleSpace.rb タプルスペース起動用 1K
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クライアント用ディレクトリ構成

htdocs
Rmenu

apps
xxxフォルダー（アプリ毎に作成する）

css
xxx.css 5K～10K

10K～20K
jquery_xxx.js 10K～20K

css
images

tree用プラグインが使用するイメージファイル

jquery.treeview.css 3K tree用プラグインが使用するcss
rmenuBase.css 6K 共通css（タイトル・メイン・メッセージ用）

js
jquery.rmenu.js 17K 独自プラグイン
jquery.rmenuvalidation.js 14K 独自プラグイン
jquery.treeview.js  9K tree用プラグイン
jquery-1.5.2.min.js 84K jquery基本パッケージ

jsons
xxxフォルダー（アプリ毎に作成する） *mode ： insert/update/delete/select/batch ・・・

xxx_dataset.json 2K～5K
xxx_validation.json
xxx_mode_tran.json
xxx_mode_sql.json
xxx_form.json

pdf
dvipool

dviファイル

pdfpool
ＰＤＦファイル

texpool
LyXで作成したＬａＴｅＸ（tex）ファイル

session
セッション情報
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今後の課題

サーバ側バリデーションクラスの作成

ジョブ管理画面の作成

帳票管理画面の作成

formコントロールの種類を追加

DBを起点とした、テンプレートファイル（json・HTML・画面用jQueryプラグイン）のジェネレータ

ドキュメント（jsonファイル・Rubyプログラム・HTML・javascript）管理画面の作成

PostgreSQLの対応

Gitでのソース管理

Herokuへの移行
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