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第１章 まえがき 

Rmenu frameworkの権利関係、Copyright等 

Rmenu frameworkは、特定のバージョンでの動作が確認されています。 

セキュリティ上最新のバージョンでの運用が好ましいので、現在はテスト運用のみに限りご利用

ください。 

 

１． ライセンス 
 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

_/                           _/ 

_/ Ruby フレームワーク  利用条件 _/ 

_/  (rmenu ver0.1)           _/ 

_/                           _/ 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

１．当フレームワークは動作検証のためのβ版として公開します 

 

２．本プロダクトの著作権は下地 忠史が有します 

  本ドキュメントの著作権は下山 吉洋が有します 

 

３．本データを使用したことによって発生したいかなるトラブル、損害にも、著作者は一切の

責任を負いません 

 

４．本データを再配布・転載する際には、著作権や利用条件の表示を書き換えないでください 

 

５．以上の点が了承・遵守される限りにおいて、本データを無償にてご利用できます。なお、

商業的な再配布・転載等の際には、事前に御相談ください 

 

６．バージョンアップなどの情報は次のサイトで公開します 

http://www.onas.asia/top01/rubyfuremuwaku 

 

７．公開した時のアナウンスや情報交換は次のメーリングリストを使用します 

次のアドレスに空メールを送ればご自分で参加出来ます。 

KwansaiIt+subscribe@googlegroups.com 

 ※+は１バイトのプラスの文字です 

 

                                             2011.1.18  下地忠史、下山吉洋 
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第２章 インストール概要 

Rmenu framework 自体のインストールは、予め用意されている、３個のフォルダを規定の場所

へコピーすることで完了するので大変簡単です。 

インストール後動作しない場合は、ディレクトリのパスを再度ご確認ください。 

 

Rmenu frameworkは、Ruby、Apache、MySQLを連携して動作します。 

恐れ入りますが、ベータ版のため指定したバージョンでのみ動作確認しております。 

特に DBI等のバージョンにより動作しない場合がありますので、指定のバージョンでインスト

ールをしてください。 

 

各機能のインストールを指定どおりに行わないと動作しません。 

特殊な設定ではなく、一般的な設定ですので比較的簡単にインストールできますが、実行までの

手順が多く、Guiでの選択肢等を見過ごすと、設定ファイルの直接変更、再インストールを伴いま

すので、注意が必要です。 

特にインストール、環境の設定の際にディレクトリの指定を注意してください。 

 

デフォルトのインストールでは、「C:\Program Files\...」へインストールされますが、インス

トール先は「C：\」直下へインストールしてください。 

 

１． インストールの手順と注意点 

(１) 『Ruby 1.9.1のインストール』 

Cドライブ直下にインストールしてください。 

インストール後のディレクトリは「C:\Ruby191」です。 

 

(２) 『Ruby DBIのインストール』 

gem により MySQL用 DBIをインストールしてください。 

 

(３) 『MySQL5のインストール』 

user:root、password：rmenu にて 

Cドライブ直下にインストールしてください。 

インストール後のディレクトリは「C:\MySQL」です。 

 

(４) 『MySQLデータベース rmenuの作成』 

rmenuデータベースを作成し、Rmenu_ddl.sqlでテーブルを作成して下さい。  

Rubyから、MySQLへ DBI接続のテストをしましょう。 

 

(５) 『Apache2.2のインストール』 

Cドライブ直下にインストールしてください。 

インストール後のディレクトリは「C:\Apache2.2」です。 

 

(６) 『Rmenu framework のインストール』 

Rmenu frameworkは、上記動作環境を設定した上で、３個の「CGI」、「サーバ」、「クライアント」

フォルダ内のディレクトリを指定の場所へコピーします。 

 

(７) 『Firefox のインストール』 

Rmenu frameworkは、CSS3を利用してフォーム画面を表示しています。 

インターネットエクスプローラは、CSS3記述の一部に対応していないので、動作確認は Firefox

でお願いします。 

Firefox はデフォルト設定でインストールするだけです。 

 

 



rmenuV0.1_fw_Install-20120118.doc 

 

6 

 

第３章 Rubyをインストールする 

参考資料・ホームページ 
『RUBYFORGE』 http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=28426 

 

(１) RUBYFORGE へ 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=28426 を開いてください。 

 
 

(２) インストーラのダウンロード 

下方向にスクロールし「rubyinstaller-1.9.1-p430.exe」をダウンロードしてください。 

 
 

(３) インストーラ起動 

ダウンロードしたインストーラを起動してください。 

 
 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=28426
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(４) インストール 1/4 

 
［Next]をクリックしてください。 

 

(５) インストール 2/4 

 
「I accespt License」を選択し、［Next]をクリックしてください。 

 

(６) インストール 3/4 

 
「C:\Ruby191」がインストール先であることを確認し、［Install]をクリックしてください。 

 

(７) インストール 4/4 

 
インストール終了画面が表示されたら、［Finish]をクリックしてください。 
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第４章  Ruby-DBIのインストール 
(１) Ruby mysql拡張ドライバーのインストール 1/2 

C:\>gem install mysql 

 
mysql-2.8.1-x86-mingw32がインストールされる。 

 

(２) Ruby mysql拡張ドライバーのインストール 2/2 

C:\>gem install dbd-mysql 

 
下記の３つがインストールされる。 

deprecated-2.0.1 

dbi-0.4.5 

dbd-mysql-0.4.4 

 

参考 1：DBIで使用可能な DBMS 

    ・MySQL 

    ・PostgreSQL 

    ・SQLite3 

    ・Oracle 

    ・DB2 
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参考 2：前記(２)で他に gemでのインストールが可能 

    ・PostgreSQL : gem install dbd-pg 

    ・SQLite3 : gem install dbd-sqlite3 

    ・Oracle : gem install dbd-sqlite 

 

参考 3 

dbd-pgインストールの画面とテストプログラム pgtest.rb実行 

 



rmenuV0.1_fw_Install-20120118.doc 

 

10 

 

第５章 MySQLのインストール 

参考資料・ホームページ 
『MySQL』 参考ＵＲＬ；http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.0&v=5.0.91 

 

(１) MySQLをダウンロードする 1/2 

http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.0&v=5.0.91を開いてください。 

 
 

(２) MySQLをダウンロードする 2/2 

下へスクロールして、 

Microsoft Windows 32. (Windows Installer format) (6 May 2010, 29.7M)をクリックしてください。 

 
ファイルのダウンロードダイヤログが出たら、保存をクリックしてください。 

デスクトップ等の指定した場所へ保存されます。 
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(３) 3.mysql-essential-5.0.91-win32.msiをインストール 

mysql-essential-5.0.91-win32.msiを起動してインストールを開始してください。 

 
 

(４) インストーラを起動 

インストーラを起動中。 

 
 

(５) セットアップウィザード開始 

[Next]をクリックしてください。 

 

(６) Setup Type 指定 

「Custom」を選択し、[Next]をクリックしてください。 
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(７) インストール先の指定 1/3 

「Change...」をクリックしてください。 

 

(８) インストール先の指定 2/3 

 
「Folder name を C:\MySQL\」に変更し、[OK]をクリック。 

 

(９) インストール先の指定 3/3 

 
「Install to」が C:\MySQL\になりました。[Next]をクリックしてください。 

 

(１０) インストールの実行 

 
[Install]をクリックしてください。 

 

 



rmenuV0.1_fw_Install-20120118.doc 

 

13 

 

(１１) インストールの終了 

 
インストールが終了したら、 

[Next]をクリックしてください。 

[Next]をクリックしてください。 

「Configure the MySQL Server now」のチェックを確認し、[Finish]をクリックしてください。 

 

(１２) Configuration Wizard開始 

 [Next]をクリックしてください。 

 

(１３) Configuretion typeを選択 

  
「Detailed Configuretion」を選択し、[Next]をクリックしてください。 

 

(１４) Server Typeを選択 

  
「Developer Machine」を選択し、[Next]をクリックしてください。 
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(１５) database usage設定 

  
「Multifunctional Database」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。 

 

(１６) InnoDB設定 

  
デフォルト設定で、[Next]をクリックしてください。 

 

(１７) concurrent connections設定 

  
「Decision Support(DSS)/OLAP」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。 

 

(１８) networking options設定 

  
設定を確認し、「Next」ボタンをクリックします。 
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(１９) default Character set設定 

  
「Best Support Multilingualism」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。 

 

(２０) Windows options設定 

  
設定を確認し、「Next」ボタンをクリックします。 

 

(２１) Security options設定 

  
パスワード入力、設定を確認し、「Next」ボタンをクリックします。 

 

(２２) 設定開始 

  
「Execute」ボタンをクリックします。しばらく時間が経過、設定終了したら、「Finish」ボタン

をクリック 
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(２３) MySQLサービスの自動起動設定 

「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「管理ツール」→「サービス」 

 
「MySQL」スタートアップ プロパティを自動に変更し、[適用]ボタンをクリック[OK]ボタンをク

リックしてください。 

 

(２４) rmenuデータベース、テーブルの作成 

スタートメニューの MySQLメニューから、MySQL Command Line Clientを起動します。 

最初にパスワード「rmenu」を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
 

rmenu データベースを作成します。 

mysql> create database Rmenu ; 

 

テーブル作成のため rmenu 指定します。 

mysql> use rmenu ; 
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(２５) rmenuデータベース、テーブルの作成 

メモ帳、エディタで「Rmenu_ddl.sql」を開き、テキスト内容の「すべてを選択」、「コピー」し、 

MySQL Command Line Clientの画面で、「貼付」てください。 

 
 

(２６) rmenuデータベース、テーブルの作成 

SQL文が実行されテーブルが生成されます。 

  
exitで終了します。 
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(２７) rmenuデータベースへの接続確認 

以下の動作確認用プログラム test.rbを作成し、実行してください。 

#coding: UTF-8 

   require "dbi" 

 

   begin 

       # MySQLサーバへ接続 

       dbh = DBI.connect("dbi:Mysql:Rmenu:localhost", "root", "rmenu") 

 

       # PostgreSQLサーバへ接続 

     # dbh = DBI.connect("DBI:Pg:Rmenu:localhost", "postgres", "pgpass")  

 

       # サーババージョンの文字列を取得して、表示する。 

       row = dbh.select_one("SELECT VERSION()") 

       puts "Server version: " + row[0] 

   rescue DBI::DatabaseError => e 

       puts "An error occurred" 

       puts "Error code: #{e.err}" 

       puts "Error message: #{e.errstr}" 

   ensure 

       # サーバから切断 

       dbh.disconnect if dbh 

   end 

実行結果：Server version: 5.0.91-community-nt サーバーのバージョンが表示されました。

 
 

(２８) 正常に表示されない場合の確認事項 

環境変数 Pathに、C:\Ruby191\binが設定されていますか？ 

⇒Pathに C:\Ruby191\binを追加して、再起動してください。 

MySQLは起動していますか？ 

タスクマネージャーのプロセスに mysqld-nt.exeがありますか？ 

⇒サービスの自動起動を確認してください。手動で開始することもできます。 
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第６章 Apache のインストール 

参考資料・ホームページ 
『AdminWeb』 参考ＵＲＬ；http://www.adminweb.jp/apache/install/index1.html 

(１) httpd-2.2.21-win32-ssl-0.9.8r.zipをダウンロード 1/3 

http://www.apachelounge.com/download/を開いてください。 

Stable Release:2.2.21をクリック 

  
 

(２) httpd-2.2.21-win32-ssl-0.9.8r.zipをダウンロード 2/3 

下へスクロールして、 

   
httpd-2.2.21-win32-ssl_0.9.8r.zipをクリック 

デスクトップ等、任意の場所へ保存してください。 
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(３)  httpd-2.2.21-win32-ssl-0.9.8r.zipをインストール 3/3 

保存した書庫ファイルを開いて解凍する。 

 
 

書庫内の Apache2フォルダを Cドライブ直下へ配置する。 

コピーしたフォルダの名称を Apache2.2に変更してください。 

 
 

(４) Apache設定（httpd.confのバックアップ） 

httpd.confのコピーを作成して下さい。 

  
右ドラッグでここにコピーを選択、 

  
「コピー ～ httpd.conf」を「httpd.conf.orig」に変更してバックアップします。 
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(５) Apache設定（httpd.confの修正） 1/2 

httpd.confの「c:/Apache2」を「c:/Apache2.2」へエディタの置換機能で変更してください 

 
6件の置換が行われます。（#で始まるコメント内も含んだ件数です。） 

保存して終了してください。 

 

(６) Apache設定（httpd.confの修正） 2/2 

ServerNameを指定する。 

httpd.confの 172行目に１行追加してください。 

ServerName localhost 
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第７章 Rmenu frameworkのインストール 

Rmenu framework システムのインストールは Rmenu.zipファイルを解凍し、指定された場所へフ

ォルダをコピーするだけです。 

 

(１) Rmenu.zipを解凍 

  
Rmenu.zipを解凍すると、以下のように、Rmenuフォルダの下に CGI、クライアント、サーバのフ

ォルダが存在します。 

CGIフォルダ内の、「Rmenu_cgi」フォルダ、 

クライアントフォルダ内の、「Rmenu」フォルダ、 

サーバフォルダ内の、「Rmenu」フォルダを指定の場所へコピーします。 

 
 

(２) ３個のフォルダをコピーする。 

    

 Rmenu¥CGI¥Rmenu_cgiフォルダを c:¥Apache2.2¥cgi-bin フォルダの内へ 

 Rmenu¥クライアント¥Rmenuフォルダを c:¥Apache2.2¥htdocs フォルダの内へ 

 Rmenu¥サーバ¥Rmenuフォルダを Cドライブ直下へ 
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(３) コピー先フォルダを確認する。 

 
 

 C:¥Apache2.2¥cgi-bin¥Rmenu_cgi フォルダ内に、RmenuLogon.cgi、RmenuMain.cgiがある。 

 C:¥Apache2.2¥htdoc¥Rmenuフォルダ内に apps、css、js等のフォルダがある。 

 C:¥Rmenuフォルダ内に System、TestRunフォルダ、MainController.rb等のファイルがある。 
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第８章  Firefox のインストール 

参考資料・ホームページ 
『mozilla』 参考ＵＲＬ；http://mozilla.jp/firefox/ 

(１) Firefox Setup 9.0.1.exeのダウンロード 1/2 

http://mozilla.jp/firefox/を開いてください。 

Firefox無料ダウンロードをクリック 

 
 

(２) Firefox Setup 9.0.1.exeのダウンロード 2/2 

デスクトップ等、任意の場所を指定してダウンロードしてください。 

    
 

(３) Firefox Setup 9.0.1.exeのインストール 1/2 

Firefox Setup 9.0.1.exeを起動してください。 

   
[次へ]ボタンをクリックします。     標準インストールを選択して[次へ]をクリック 
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(４) Firefox Setup 9.0.1.exeのインストール 2/2 

   
[インストール]をクリックしインストールを実行します。    [完了]でダイアログを閉じる。 

 

(５) Firefox 設定 

設定とデータのインポート 

      
任意選択、[次へ]ボタンをクリックします。  Firefoxが起動します。 
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第９章  Rmenu frameworkの起動 

Apacheの起動、MySQLの起動、MainControllerの起動後、 

Firefox で、http://localhost/Rmenu/apps/ClassNameMainte/ を開くことにより 

分類マスタメンテナンス画面を表示する。 

 

(１) Apache の起動 

Apacheの起動 

コマンドプロンプトを起動し、Apacheを起動してください。 

C:\>cd C:\Apache2.2\bin 

C:\>httpd 

起動画面 

 
 

最初の起動でセキュリティ警告が出た場合は、ブロックを解除するを選択してください。 

 
 

(２) MySQLの起動 

自動的に MySQLが起動するように設定したので、mysql-nt.exeの起動をタスクマネージャで確認

してください。 

 

(３) MainController.rb の起動 

新たに、コマンドプロンプトを起動する 

C:\>cd C:\Rmenu 

C:\Rmenu>ruby MainController.rb 
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(４) Firefox の起動 

Firefoxアイコンをダブルクリックしブラウザを起動する。 

    
 

(５) 分類マスタメンテナンス画面を表示する 

アドレスバーに以下の URLを入力し[Enter] 

http://localhost/Rmenu/apps/ClassNameMainte/ 
 

  
   注：ブラウザは Firefoxでお願いします。 

         IEで CSS3未対応が有るため 

 

上記 URLで画面が表示されればＯＫです。 
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第１０章  Rmenu frameworkの動作確認 

分類マスタメンテナンス画面によりデータベースの CRUD操作を確認する。 

分類コードのデータモデルは次のとおり、サンプルのインスタンスを併記した。 

 
 

(１) 分類コード登録 

[登録:F1]をクリック           新規処理画面が表示されます。 

  
 

 見出し、明細部を入力して、[実行:F11]をクリック、画面がクリアされ新規処理に戻ります。 
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 [中止:Esc]をクリック、分類一覧表に戻ります。 

  
 

(２) 分類コード照会 

ブラウザの再読み込みを実行        一覧に見出し項目が表示されます。

  
 

分類コードの A01を選択（クリック）[照会:F5]をクリック 見出し、明細項目が表示されます。 
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(３) 項目値の変更 

一覧画面、分類コードの A01を選択（クリック） 

[訂正:F3]をクリック 見出し、明細項目が表示されます。 

備考を長野農園から信州農園に変更し、 

[実行:F11]をクリックで一覧画面に戻ります。 

   
 

分類コードの A01を選択（クリック）[照会:F5]をクリック 見出し、明細項目が表示されます 

                    信州農園に変更されました。 

  
 

(４) サンプルデータの入力 

データモデルのインスタンスを参考にテストデータをが入力してください。 

修正等の確認も同時に行ってください。 

入力後の一覧画面です。 

（操作状況により、ブラウザ更新では一覧表示が更新されない場合があります。その場合は一旦

ブラウザを閉じ、再度開きなおしてみてください。） 
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(５) 見出し明細の削除 

テストデータが入力済みとしての画面操作です。 

分類コードの B01を選択（クリック）[削除:F4]をクリック 見出し、明細項目が表示されます 

                    削除内容を確認して、[実行:F11]をクリック、画面が

クリアされ一覧表示に戻ります。 

 

   
 

 

一覧から B01の表示が消えました。 
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