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第1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) インストーラのダウンロード

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

「rubyinstaller-2.0.0-p195.exe」をダウンロードしてください。

ファイルをデスクトップ等に保存してください。

(2) インストール　1/3

ダウンロードしたインストーラを起動してください。

　　

(3) インストール　2/3

　

「同意する」を選択し、［次へ(N)>]をクリックしてください。
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(4) インストール　3/3

　　　
「C:\Ruby200」がインストール先であることを確認し、［インストール]をクリックしてくださ

い。

インストール終了画面が表示されたら、［完了]をクリックしてください。

(5) Path 設定

　　　
スタートメニューの[コンピュータ]を右クリック。　　　システム環境変数[編集]をクリック

→ショートカットメニューの[プロパティ]を選択。

[システムの詳細設定]を開いてください。

　　 　
変数名[path]の変数値の末尾に「;C:\Ruby200\bin」を追加する。　　　　　　　　　

環境変数のダイアログを[OK]クリックして閉じます。
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第2章 Gem のインストール

Rmenuの動作に必要となるドライバ等をインストールしてください。

1． インストールが必要な gem
Rmenu を動作させるために 5 種が必要です。

1.pg

2.dbi

3.sequel

4.rack

5.prawn

Rmenuの動作に必要となるドライバ等をインストールしてください。

コマンドプロンプトを起動しgemコマンドを実行します。

(1) pg インストール

C:\>gem install pg

 

(2) dbi インストール

C:\>gem install dbi
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(3) sequel インストール

C:\>gem install sequel

プロンプトが返ってくるのに数分かかるようです。

(4) rack インストール

C:\>gem install rack

gemで rackをインストールしてください。

(5) prawn インストール

C:\>gem install prawn --version“=0.13.1”

gemで prawnをインストールしてください。最新のバージョンにはテンプレートがオーバーレイ

しないバグがあるため“0.13.1”を指定してインストールしてください。

☓
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最新版をインストール後入れなおしました。最初から、0.13.1をインストールしてください。

gem list でインストールされた内容の確認。

☓
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第3章 PostgreSQL　Windows7 版

参考資料・Webサイト
『日本 PostgreSQL ユーザ会』　参考ＵＲＬ；http://www.postgresql.jp/

1． PostgreSQL インストーラのダウンロード
(1) PostgreSQL をダウンロードする 1/4

http://www.postgresql.jp/を開いてください。

ダウンロードをクリックしてください。

(2) PostgreSQL をダウンロードする 2/4

Windows 版をダウンロードします。最新版 9.3.2　
ダウンロードサイト(EnterpriseDB)をクリックしてください。
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(3) PostgreSQL をダウンロードする 3/4

Win x86-32 版をダウンロードします。ご利用のバージョンに合ったインストーラを使用してく

ださい。

 
(4) PostgreSQL をダウンロードする 4/4

「保存」をクリックし、ダウンロードを開始します。
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2． PostgreSQL インストール
(1)  postgresql-9.3.2-3-windows をインストール

 postgresql-9.3.2-3-windows.exeを起動してインストールを開始してください。

(2) セットアップウィザード開始

　　
Nextをクリック　　　　　　　　　　　　　　　Nextをクリック

　　
Nextをクリック　　　　　　　　　　　　　　　パスワードrmenuを登録し、Nextをクリック

　　
Nextをクリック　　　　　　　　　　　　　　　Nextをクリック
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Nextをクリック　　　　　　　　　　　　　　　インストール開始

　
インストール終了　Finishをクリック　　　　スタックビルダが起動、キャンセルをクリック

インストール終了
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3． Rmenu データベースの作成
(1) pgAdmin III を起動

スタートメニューからpgAdmin III を起動してください。

 

サーバーツリーのPostgreSQL9.3(localhost:5432)をクリックしてください。

パスワードを求められます。

パスワードにrmenuを入力し、パスワード保存チェックを入れます。

（※運用時のセキュリティには、ご自身で考慮してください。）

「OK」をクリック
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警告が表示されます、「OK」をクリック

ログインしました。

データベースを展開すると、データベースpostgresが存在します。
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(2) rmenu データベースを作成する

データベース上で右クリックし、

ショートカットメニューの新しいデータベース... を選択します。

名前にrmenuを入力し「OK」をクリック

rmenuデータベースが作成されました。
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(3) テーブルをリストアする

rmenuを右クリックし、メニューからリストアを選択します。

RmenuSVN20140215.zipを解凍してrmenu.backupをリストアしてください。

※rmenu.backupについては、第4章 Rmenuソースコード、DBバックアップを参照してください。
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リストア完了

rmenuデータベースを展開すると、9個のテーブルが確認できます。
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第4章 Rmenuソースコード、DB バックアップ

rmenu.backupは、PostgreSQLデータベースリカバリ用のバックアップファイルです。

RmenuSVN20140215.zipを解凍し、Cドライブの直下においてください。
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第5章 ipa フォントのインストール

参考資料・ホームページ
『IPA フォント ダウンロードページ』　 http://ipafont.ipa.go.jp/ipafont/download.html

IPAフォント ダウンロードページ を開きます

http://ipafont.ipa.go.jp/ipafont/downl  oad.html

ページをスクロールしてTTFファイルから、IPAfont00303.zip（19.1MB）をダウンロードして下

さい。
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ダウンロードした IPAfont00303.zipを解凍し、

ipag.ttf、ipagp.ttf、ipam.ttf、ipamp を 

C:\RmenuSVN\Rmenu\System\Server\Libraries\Main にコピーしてください。

コピー後の、C:\RmenuSVN\Rmenu\System\Server\Libraries\Main の状況です。
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第6章 rmenu の Sample の起動

1． rmenu サーバーの起動

(1) C:\RmenuSVN\Rmenu\System　スクリプトの起動

no0_Rackup.bat → no4_PrintServer.bat → no1_MainController.batの順で起動してください。

(2) no0_Rackup.bat の起動

C:\RmenuSVN\Rmenu\Systemディレクトリのno0_Rackup.batを起動してください。
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(3) no4_PrintServer.bat の起動

C:\RmenuSVN\Rmenu\Systemディレクトリのno4_PrintServer.batを起動してください。

(4) no1_MainController.bat の起動

C:\RmenuSVN\Rmenu\Systemディレクトリのno1_MainController.bat を起動してください。
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第7章 アプリケーションにログインする

1． http://127.0.0.1:9292/Application/Sample/Html/Apps/Login/index.html

Firefoxを起動して、サンプルアプリケーションの URLを開きます。

ID:rmenu、PW：rmenuuser　でログインしてください。

ログインするとメニュー画面が開きます。

サンプルフォルダを開き、分類名称一覧表をクリックしてください。
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分類名称一覧表の画面が開きます。

「帳票」をクリックすると一覧表PDFが生成されます。
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「ダウンロード」をクリックするとCSVファイルがダウンロードされます。

マスタテーブルの、参照、追加、更新、削除処理の機能を確認してください。

24


	第1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) インストーラのダウンロード
	(2) インストール　1/3
	(3) インストール　2/3
	(4) インストール　3/3
	(5) Path設定


	第2章 Gem のインストール
	1． インストールが必要なgem Rmenuを動作させるために5種が必要です。
	(1) pgインストール
	(2) dbiインストール
	(3) sequel インストール
	(4) rack インストール
	(5) prawn インストール


	第3章 PostgreSQL　Windows7版
	参考資料・Webサイト
	『日本PostgreSQLユーザ会』　参考ＵＲＬ；http://www.postgresql.jp/

	1． PostgreSQLインストーラのダウンロード
	(1) PostgreSQL をダウンロードする1/4
	(2) PostgreSQLをダウンロードする 2/4
	(3) PostgreSQLをダウンロードする 3/4
	(4) PostgreSQLをダウンロードする 4/4

	2． PostgreSQLインストール
	(1) postgresql-9.3.2-3-windowsをインストール
	(2) セットアップウィザード開始

	3． Rmenuデータベースの作成
	(1) pgAdmin IIIを起動
	(2) rmenuデータベースを作成する
	(3) テーブルをリストアする


	第4章 Rmenuソースコード、DBバックアップ
	第5章 ipaフォントのインストール
	参考資料・ホームページ
	『IPAフォント ダウンロードページ』　 http://ipafont.ipa.go.jp/ipafont/download.html


	第6章 rmenuのSampleの起動
	1． rmenuサーバーの起動
	(1) C:RmenuSVNRmenuSystem　スクリプトの起動
	(2) no0_Rackup.batの起動
	(3) no4_PrintServer.batの起動
	(4) no1_MainController.batの起動


	第7章 アプリケーションにログインする
	1． http://127.0.0.1:9292/Application/Sample/Html/Apps/Login/index.html


