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第第第第１１１１章章章章    rmenu ののののセットアップセットアップセットアップセットアップ 
１． rmenu の起動 

(１) rmenu アーカイブをダウンロード 
http://rmenu.onas.asia/archive/Rmenu20120824.zip?attredirects=0&d=1 

 

(２) rmenu アーカイブを解凍後、C ドライブのルートに配置 

 

２． 関連ソフトのインストール 
2 章以後を参考にインストールを行ってください。 

 

３． rmenu の起動 
(１) no0_Rackup.bat の起動 

C:\Rmenu\Server ディレクトリの no0_Rackup.bat を起動してください。 

 

 

(２) no1_MainController.bat の起動 

C:\Rmenu\Server ディレクトリの no1_MainController.bat を起動してください。 

 

 

(３) no11_TupleSpace.bat の起動 

C:\Rmenu\Server ディレクトリの no11_TupleSpace.bat を起動してください。 

 

 

(４) no12_TupleServer.bat の起動 

C:\Rmenu\Server ディレクトリの no12_TupleServer.bat を起動してください。 

 

 

(５) no13_TupleClient.bat の起動 

C:\Rmenu\Server ディレクトリの no13_TupleClient.bat を起動してください。 
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４． ログオン画面 
(１) url：http://localhost:9292/Html/apps/Logon/index.html 

ログオン URL を開く 
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第第第第２２２２章章章章    PostgreSQL    Windows 版版版版 
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 1/5 

http://www.postgresql.jp/を開いてください。 

 

最新版 9.1.3 をクリックしてください。 

 

(２) PostgreSQL をダウンロードする 2/5 

Windows 版をダウンロードします。 

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 3/5 

Win x86-32 版をダウンロードします。 

 

  

(４) PostgreSQL をダウンロードする 4/5 

セキュリティ警告が出た場合は、警告をクリックしてファイルのダウンロードを選択し、ダウン

ロードを開始します。 
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(５) PostgreSQL をダウンロードする 5/5 

 
デスクトップ等を指定して保存してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
postgresql-9.1.3-1-windows.exe ファイルを保存します 
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２． PostgreSQL インストール 
(１)  postgresql-9.1.3-1-windows をインストール 

 postgresql-9.1.3-1-windows.exe を起動してインストールを開始してくださ

い。 

 

実行をクリック 

 

(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 
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Next をクリック               Next をクリック 

 

   

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 

 

 

 

「はい」をクリックしてインストール終了 
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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 PostgreSQL9.1(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。 
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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 

 

 

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) テーブルを作成する 

rmenu をクリックすると、データベースの情報が表示されます。 

 

 

rmenu データベースに対してテーブルを生成する DDL 文を実行します 

ツールバーの SQL をクリックしてください。 

 

 

Query エディタが起動します。 
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http://rmenu.onas.asia/archive から db データ.zip をダウンロードしてください。 

 

http://rmenu.onas.asia/archive/db%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.zip?attredirects=0&d=1 

 

上記ダイアログが表示されたら、任意の場所へダウンロードし、dbデータ.zip を解凍してくだ

さい。 

 

DB データフォルダの Rmenu_postgreSQL_ddl_20120123.sql を実行してください。 

 

DROP TABLE でエラーが出る場合は、--でコメントアウトしてください。 

 

-- Project Name : Rmenu 

-- Date/Time    : 2011/12/09 15:50:01 

-- Author       : shimoji 

-- RDBMS Type   : PostgreSQL 

-- Application  : A5:SQL Mk-2 

 

-- プリント管理 

--DROP TABLE print_controll; 

 

CREATE TABLE print_controll ( 

  print_controll_id SERIAL -- 'プリント管理 ID' 

  , job_controll_id INTEGER -- 'ジョブ管理 ID' 

  , job_no INTEGER -- '分割ジョブ NO' 

  , ruser_id INTEGER -- 'ユーザ ID' 

  , print_name_e TEXT -- 'プリント名称（英字）' 

  , print_name_j TEXT -- 'プリント名称（日本語）' 

  , output_count INTEGER -- '出力回数' 

  , output_datetime TIMESTAMP -- '最新出力日時' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , PRIMARY KEY (print_controll_id) 

); 

 

CREATE INDEX print_controll_idx1 

  ON print_controll(job_controll_id); 

 

-- JOB 管理 KEYVALUE 

--DROP TABLE job_controll_keyvalue; 

 

CREATE TABLE job_controll_keyvalue ( 

  job_controll_keyvalue_id SERIAL -- 'JOB 管理 KEYVALUEID' 

  , job_controll_id INTEGER -- 'ジョブ管理 ID' 

  , seqno INTEGER -- 'シーケンス NO' 

  , job_keyvalue TEXT -- 'ジョブキーバリュー  LONGTEXT' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , PRIMARY KEY (job_controll_keyvalue_id) 

); 
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CREATE INDEX job_controll_keyvalue_idx1 

  ON job_controll_keyvalue(job_controll_id, seqno); 

 

-- JOB 管理 PARAM 

--DROP TABLE job_controll_param; 

 

CREATE TABLE job_controll_param ( 

  job_controll_param_id SERIAL -- 'JOB 管理 PARAMID' 

  , job_controll_id INTEGER -- 'ジョブ管理 ID' 

  , seqno INTEGER -- 'シーケンス NO' 

  , job_param TEXT -- 'ジョブパラメータ' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , PRIMARY KEY (job_controll_param_id) 

); 

 

CREATE INDEX job_controll_param_idx1 

  ON job_controll_param(job_controll_id, seqno); 

 

-- 分割 JOB 管理 

--DROP TABLE bunkatu_job_controll; 

 

CREATE TABLE bunkatu_job_controll ( 

  bunkatu_job_controll_id SERIAL -- '分割ジョブ管理 ID' 

  , job_controll_id INTEGER -- 'ジョブ管理 ID' 

  , job_no INTEGER -- 'ジョブ NO' 

  , job_start_datetime TIMESTAMP -- '開始日時' 

  , job_end_datetime TIMESTAMP -- '終了日時' 

  , PRIMARY KEY (bunkatu_job_controll_id) 

); 

 

CREATE INDEX bunkatu_job_controll_idx1 

  ON bunkatu_job_controll(job_controll_id, job_no); 

 

-- ユーザ 

--DROP TABLE ruser; 

 

CREATE TABLE ruser ( 

  ruser_id SERIAL -- 'ユーザ ID' 

  , ruser_name_j TEXT -- 'ユーザ氏名（漢字）' 

  , ruser_name_k TEXT -- 'ユーザ氏名（カナ）' 

  , busyo_classname_detail_id INTEGER -- '部署_分類明細_ID' 

  , logon_id TEXT -- 'ログオンユーザ ID' 

  , logon_password TEXT -- 'ログオンパスワード' 

  , menu_name TEXT -- 'メニュー名' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , update_datetime TIMESTAMP -- '更新日時' 

  , PRIMARY KEY (ruser_id) 

); 

 

CREATE UNIQUE INDEX ruser_idx1 

  ON ruser(logon_id); 

 

-- JOB 管理 

--DROP TABLE job_controll; 
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CREATE TABLE job_controll ( 

  job_controll_id SERIAL -- 'ジョブ管理_ID' 

  , ruser_id INTEGER -- 'ユーザ ID' 

  , job_name_e TEXT -- 'JOB 名称(英字)' 

  , job_name_j TEXT -- 'JOB 名称(日本語)' 

  , print_name_e TEXT -- 'プリント名称(英字)' 

  , print_name_j TEXT -- 'プリント名称(日本語)' 

  , print_output TEXT -- 'プリント出力方法' 

  , print_controll_id INTEGER -- 'プリント ID' 

  , job_param_su INTEGER -- 'JOB パラメータ数' 

  , job_keyvalue_su INTEGER -- 'JOB キー値数' 

  , bunkatu_job_su INTEGER -- 'JOB_分割数' 

  , bunkatu_job_endsu INTEGER -- '分割 JOB_終了数' 

  , next_job_name_e TEXT -- 'NEXT_JOB 名称(英字)' 

  , next_job_name_j TEXT -- 'NEXT_JOB 名称(日本語)' 

  , parent_job_id INTEGER -- '親ジョブ_ID' 

  , job_start_datetime TIMESTAMP -- '開始日時' 

  , job_end_datetime TIMESTAMP -- '終了日時' 

  , PRIMARY KEY (job_controll_id) 

); 

 

-- 分類名称明細 

--DROP TABLE classname_detail; 

 

CREATE TABLE classname_detail ( 

  classname_detail_id SERIAL -- '分類名称明細_ＩＤ' 

  , classname_header_id INTEGER -- '分類名称ヘッダ_ID' 

  , classname_detail_seq INTEGER -- '分類名称明細_表示順' 

  , classname_detail_name TEXT -- '分類名称明細_名称' 

  , classname_detail_startymd DATE -- '分類名称明細_使用開始日付' 

  , classname_detail_endymd DATE -- '分類名称明細_使用終了日付' 

  , classname_detail_bikou TEXT -- '分類名称明細_備考' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , update_datetime TIMESTAMP -- '更新日時' 

  , PRIMARY KEY (classname_detail_id) 

); 

 

CREATE INDEX classname_detail_idx1 

  ON classname_detail(classname_header_id); 

 

-- 分類名称ヘッダ 

--DROP TABLE classname_header; 

 

CREATE TABLE classname_header ( 

  classname_header_id SERIAL -- '分類名称ヘッダ_ＩＤ' 

  , classname_header_code TEXT -- '分類名称ヘッダ_コード' 

  , classname_header_name TEXT -- '分類名称ヘッダ_名称' 

  , classname_header_bikou TEXT -- '分類名称ヘッダ_備考' 

  , create_datetime TIMESTAMP -- '登録日時' 

  , update_datetime TIMESTAMP -- '更新日時' 

  , PRIMARY KEY (classname_header_id) 

); 

 

-- セッション管理 

--DROP TABLE session; 
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CREATE TABLE session ( 

  ruser_id INTEGER not null -- 'セッション ID' 

  , timestamp TEXT -- 'タイムスタンプ' 

  , session_data TEXT -- 'タイムスタンプ' 

  , PRIMARY KEY (ruser_id) 

); 

 

 

 

 

 

前述のテキストをコピー・ペーストし実行ボタンをクリックしてください。 
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SQL 文は正常に実行されました。 

 

 

rmenu→スキーマ→public→テーブルとツリーを展開すると生成されたテーブルが確認できま

す。 

 

(４) ユーザーの登録 

ログインユーザーを次の SQL 文を実行し登録してください。 

INSERT INTO ruser( 

            ruser_id, ruser_name_j, ruser_name_k,  

            logon_id, logon_password, menu_name) 

    VALUES (1, '有目太郎', 'アルメタロウ',  

            'tarou', 'pstarou', 'menu1'); 
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登録したユーザの確認 

テーブル：ruser 上で右クリック 

 データビュー→すべての列を表示を選択してください。 

 

 

 

ruser テーブルが確認できます。 

 

 

上記は、一例です。ユーザの登録は任意に行ってください。 
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４． pg_hba.conf の設定 
(１) PostgreSQL をダウンロードする 1/5 

    

C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\data\pg_hba.conf を開く 

 

   

 

     

保存をクリック
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第第第第３３３３章章章章    Ruby ををををインストールインストールインストールインストールするするするする 
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-1.9.3-p125.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 

ダウンロードしたインストーラを起動してください。 
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(３) インストール 1/3 

 

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

 

(４) インストール 2/3 

   

「C:\Ruby193」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。 

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。 

 

(５) Path 設定 

   

スタートメニューの[マイコンピュータ]を右クリック。 

→ショートカットメニューの[プロパティ]を選択。 

システムのプロパティで[詳細設定]タブを選択。 
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[環境変数]をクリック         システム環境変数[Path]を選択、[編集]をクリック 

 

   

変数名[path]の変数値の末尾に「;C:\Ruby193\bin」を追加する。 

[OK]をクリックしてください。 

 

   

環境変数のダイアログを[OK]クリックして閉じます。 

システムのプロパティダイアログを[OK]クリックして閉じます。 
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第第第第４４４４章章章章    DB 関連関連関連関連-gem 
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． PostgreSQL 用の設定 
PostgreSQL に接続するためには次の 3 種が必要です。 

1.pg 

2.dbi(gem dbi で deprecated もインストールされる) 

3.sequel 

4.rack 

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 

  

インストール完了 

 

(２) dbi インストール 

C:\>gem install dbi 

 



Ruby193(WinXp) 

 29 

(３) sequel インストール 

C:\>gem install sequel 

インストールは終了しているようですが、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。 

 

 

２． MySQL 用の設定 
MySQL 

1.ruby-mysql(2.9.4) 

2.dbi(gem dbi で deprecated もインストールされる) 

3.sequel 

 

MySQL は上記の三つで動作する。 

但し、localhost→127.0.0.1 に修正する必要が有る。（ruby-mysql のバグ） 

 

sequel が dbd-mysql（DB ドライバー）と同等の働きをしている。 
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第第第第５５５５章章章章    Texlive2012 
参考資料・Web サイト 
『TeX Live 2012 on Windows （改訂版） - 迷途覚路夢中行』 

      http://blogs.yahoo.co.jp/igproj_fusion/15803621.html 
 

１． Texlive2012 のインストール 
(１) 事前準備 texlive のページから install-tl.zip をダウンロード 

TeX Live  http://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html を開く 

 

How to acquire TeX Live と書かれているところの右隣に download というリンクがあります．

このページを読み進めると install-tl.zip へのリンクがあるのでこれをダウンロードします． 

  

 

   

 

     

 



 

 32 

(２) 解凍後 install-tl.bat を起動 

インストールの所要時間は数十分。 

  

 

 

 

 

インストール開始画面 

 

[次へ]をクリック 
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リポジトリデータベースの読み込みを行なっています．数十秒から数分かかります．途中で応答

なしになっても，内部では動いていますので気長にお待ちください．この画面は，リポジトリデ

ータベースが読み込まれ次第自動的に更新されます． 

 

  

[次へ]をクリック 

 

 

[次へ]をクリック 
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[導入]をクリック 

 

 

2465 パッケージのインストールが行われるので、1 時間程度の時間がかかります。 

導入済みの状況がプログレスバーで表示されます。 

 

 

インストール完了です。[終了]をクリックしてください。 

 

 

コマンドプロンプトが Logfile を書き込むのに 10秒程度かかります。 
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ログ書き込み後、何かキーを押すと、コマンドプロンプトが閉じます。 
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第第第第６６６６章章章章    TeXworks のののの設定設定設定設定 
１． TeXworks のタイプセットを追加する 

(１) pdfplatex.bat を作成する 

テキストエディタで下記のスクリプトを作成し、 

pdfplatex.bat を、C:\texlive\texworks フォルダを作成し保存する。 

@echo off 

 

platex -guess-input-enc -interaction=nonstopmode "%1".tex 

if %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :error 

dvipdfmx -f ptex-ipaex.map "%1".dvi 

if %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :error 

 

goto :eof 

 

:error 

echo ### Error occurred.### 

exit /b 1 

 

 

エディタ、TeraPad 等へスクリプトを貼り付け 

 

 

名前をつけて保存してください。 
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Texlive フォルダ内に新しいフォルダを新規に作成し、名前を texworks に変更してください。 

 

 

Texworks フォルダを開いてください。 

 

 

pdfplatex.bat の名前で保存してください。 

   

エディタは閉じてください。        正しい位置に pdfplatex.bat があるか確認。 
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(２) TeXworks の起動タイプセットを追加する 

スタートメニューから TeXworks editor を起動してください。 

  

 

  

メニュー[編集]から[設定]を起動します。     [タイプセット]のタブをクリック。 

 

   

[＋]をクリック              新規ツールを pdfplatex に変更します。 
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[Browse...]をクリック        pdfplatex.bat を開いてください。 

 

   

プログラムが登録されます。 [＋]をクリック、新しい引数を$basename に変更します。      

   

 [OK]をクリック、タイプセットの方法に pdfplatex が追加されました。 

 

 

デフォルトのコンボボックスの最下行の、pdfplatex を選択し、[OK]をクリックします。 



 

 40 

(３) TeXworks の再起動 

TeXworks を再起動すると、タイプセットのデフォルトが pdfplatex に変わります。 

 

 

(４) TeX ファイルから PDF ファイルを作成 

以上で，PDF ファイル作成の環境は整いました．日本語文章を含む TeX ファイルをコンパイル

し，PDF ファイルを作成してみましょう． 

 

以下のソースコードを TeXworks に入力し，保存してください．タイプセットの方法が先ほど新

しく追加したものになっているか確認し，再生ボタンを押してみましょう． 

\documentclass[10pt,a4paper]{jsarticle} 

\title{\LaTeX テスト} 

\date{} \begin{document} 

\maketitle 

これは，TeX サンプル文章です．日本語チェック． 

\end{document}  
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一旦ファイルとして保存する必要があるので[保存]をクリック。 

 

正常にコンパイル、PDF への変換が成功すれば画面下部のアウトプットパネルは自動的に閉じら

れ、作成された PDF ファイルが表示されます。 
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第第第第７７７７章章章章     LyX 
参考資料・Web サイト 
『LyX – 文書プロセッサ』       http://www.lyx.org/WebJa.Home 

 

１． LyX のインストール 
(１) 事前準備 LyX のページから LyX-2.0.3-2-Installer.exe  をダウンロード 

http://www.lyx.org/WebJa.Home を開く 

 

[download]をクリック 

 

 

Windows バイナリの[LyX-2.0.3-2-Installer.exe]をクリック 
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(２) LyX-2.0.3-2-Installer.exe  を実行 

  

[保存]をクリック          デスクトップ他、任意の場所へ保存してください。 

 

   

ダウンロード中            ダウンロード終了、[閉じる]をクリック 

 

      

インストーラを起動、警告ダイアログで[実行]をクリック 

 

   

インストール開始、[Next]をクリック   [I Agree]をクリック 
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[Next]をクリック              LaTeX System を指定します 

 

   

C:\texlive\2011\bin\win32 フォルダを指定し、[Next]をクリック 

 

      

[Install]をクリック 

[Finish]をクリック、インストールは終了です。 



Texlive2012(WinXP) 

 45 

T
exlive2012 

W
inX

P
 

２． LyX の起動 

   

スタートメニューから「LyX 2.0」を起動してください。最初の起動は少し時間が必要です。 

 

３． LyX の設定 

 

２回目の起動からは、スプラッシュ画面が表示されます。 

 

 

メニューの[ツール]から、[設定]を起動します。 
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言語設定をクリック 

 

 

  変更時に上のダイアログが表示。 

設定を変更し、[保存]をクリック 
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(１) 文書の設定 

 

メニューから、[ファイル]を選択、[新規]をクリック 

 

 

メニューから、[文書]を選択、[設定]をクリック 

 

 

[言語]をクリックします。 
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設定を変更し、[文書の規定値として保存]をクリック、[OK]をクリック 

 

 

「Rmenu の帳票は LaTeX を利用します。」と入力し  [表示]をクリックし PDF を表示 

 

 

 

dviout が起動します。最初の起動には少し時間がかかります。 



Texlive2012(WinXP) 

 49 

T
exlive2012 

W
inX

P
 

４． Tex 書き出し 

 

 

 

 

出力後は文字コードを言語の規定値に戻してください。 

 

５． ClassNameList1.tex 
%% LyX 2.0.4 created this file.  For more info, see http://www.lyx.org/. 

%% Do not edit unless you really know what you are doing. 

\documentclass{jarticle} 

\usepackage[landscape]{geometry} 

\geometry{verbose,tmargin=10mm,bmargin=10mm,lmargin=5mm,rmargin=15mm} 

 

\usepackage{array} 

\usepackage{verbatim} 

 

\makeatletter 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands. 

%% Because html converters don't know tabularnewline 

\providecommand{\tabularnewline}{\\} 

 

\makeatother 

 

\begin{document} 

\begin{comment} 
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header 

\end{comment} 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~日付~：~% 

\begin{minipage}[t]{5.5em}% 

@h1% 

\end{minipage}~~~~ページ~：~% 

\begin{minipage}[t]{3em}% 

@h2% 

\end{minipage} 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\textbf{\Large ~分 

類 名 称 一 覧 表}{\Large \par} 

 

\vspace{2em} 

 

 

分類コード~【% 

\begin{minipage}[t]{10em}% 

@h3% 

\end{minipage}】 

 

分類名称~~~~【% 

\begin{minipage}[t]{20em}% 

@h4% 

\end{minipage}】 

 

\begin{comment} 

detale 

\end{comment} 

\begin{tabular}{|>{\raggedleft}p{2em}|>{\raggedright}p{20em}|>{\centering}p{5.5em}|>{\centering}p{5.5em}|>{\r

aggedright}p{15em}|>{\centering}p{9em}|>{\centering}p{9em}|} 

\hline  

順 & 名     称 & 開始日付 & 終了日付 & 備     考 & 登録日時 & 更新日時\tabularnewline 

\hline  

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  
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@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

@d1 & @d2 & @d3 & @d4 & @d5 & @d6 & @d7\tabularnewline 

\hline  

\end{tabular} 

\end{document} 
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第第第第８８８８章章章章    Apache ののののインストールインストールインストールインストール 
参考資料・Web サイト 
『AdminWeb』 参考ＵＲＬ；http://www.adminweb.jp/apache/install/index1.html 
(１) httpd-2.2.22-win32-ssl_0.9.8u.zip をダウンロード 

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

 

 

(２) httpd-2.2.22-win32-ssl_0.9.8u.zip をダウンロード 

下へスクロールして、 
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httpd-2.2.22-win32-ssl_0.9.8u.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。 
 

   

ダウンロードが完了したら、[閉じる]をクリック。 

 



Apache(WinXP) 

 

 55 

A
pache 
2.2.x 

A
pache 
2.2.x 

(３)  httpd-2.2.22-win32-ssl_0.9.8u.zip をインストール 

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） 1/5 

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） 2/5 

ServerName を指定する。 

httpd.conf の 172 行目の後ろに１行追加してください。 

ServerName localhost 

 

 

(７) Apache 設定（httpd.conf の修正） 3/5 

Apache の alias_module（<IfModule alias_module>～</IfModule>）に以下の行を追加する 

    Alias /Rmenu/ "C:/Rmenu/Html/" 

    <Directory "C:/Rmenu/Html"> 

        Allow from all 

    </Directory> 

 

(８) cgi 設定（httpd.conf の修正） 4/5 

Apache の 399 行目を変更 

    #AddHandler cgi-script .cgi  

    ↓ 

AddHandler cgi-script .cgi .rb 
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(９) cgi 設定（httpd.conf の修正） 5/5 

Apache の 342 行目付近に ExecCGI を追加 

# 

# "c:/Apache2.2/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased 

# CGI directory exists, if you have that configured. 

# 

<Directory "c:/Apache2.2/cgi-bin"> 

    AllowOverride None 

    Options None 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

           ↓ 

# 

# "c:/Apache2.2/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased 

# CGI directory exists, if you have that configured. 

# 

<Directory "c:/Apache2.2/cgi-bin"> 

    AllowOverride None 

    Options ExecCGI 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

 

(１０) Favicon 要求対策（httpd.conf の修正） 5/2 

最終部分に Favicon 要求に対して 404 で応える設定を追加 

#-- Favicon 要求に対して 404 で応える設定 ----- 

Redirect 404 /favicon.ico 

<Location /favicon.ico> 

    ErrorDocument 404 "No favicon 

</Location> 

 

(１１) 起動用のショートカットを作成 

エクスプローラで、「C:\Apache2.2\bin」を開き、httpd.exe のショートカットをデスクトップ

に作成してください。 
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(１２) Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86 インストール 

インストールした Apache2 を動作させるためには、Visual C++ 2010 SP1 Redistributable 

Package x86 のインストールが必要です。 
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 [完了]をクリックしてダイアログを閉じます。 

 

(１３) Apache の起動 

httpd.exe のショートカットを起動してください。 

     

セキュリティの警告ダイアログが表示されます。 

[実行]をクリックして起動します。 

 

 

コマンドプロンプトが開き、最初の起動で Windows セキュリティの重要な警告ダイアログが表

示されますので、[ブロックを解除する]をクリックします。 
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(１４) Apache の動作確認 

ブラウザで http://localhost/を開いてください。 

この画面のように、「It works!」と表示されればインストールは完了です。

 

  

(１５) Apache のセキュリティ警告の解除 

フォルダ「C:\Apache2.2\bin」を開き、httpd.exe のアイコン上で右クリック、プロパティを選

択してください。 

「ブロックの解除」をクリックしてください。 

   

 

[適用]をクリック          [OK]をクリックしてダイヤログを閉じる。 
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第第第第９９９９章章章章    PXDoc ののののインストールインストールインストールインストール 
参考資料・Web サイト 
『WEB 帳票印刷 ポスター印刷 PXDoc』 参考ＵＲＬ；http://www.pxdoc.com/ 
(１) setup-pxd11825.exe をダウンロード 

http://www.pxdoc.com/download.htm を開いてください。 
PXDoc 本体ダウンロードをクリック 
デスクトップ等、任意の場所へ保存してください。 

   

 

       



 

 64 

(２) setup-pxd11825.exe を起動 

   

 

  

 

  

 

  

 

  デスクトップにショートカット 



PXDoc(WinXp) 

 65 

P
X

D
oc 

1.18.25 

第第第第１０１０１０１０章章章章    テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート pxd ファイルファイルファイルファイルのののの作成手順作成手順作成手順作成手順 
(１) Excel からの作成手順 

１．エクセルまたは、OpenOffice Calc でフォームの作成 

２．枠線を非表示にする 

 OpenOffice Calc 

  ツール→オプション→OpenOffice.org Calc→表示 

   グリッド線のチェックをはずす。 

 

 エクセル 

  ページレイアウト 

   枠線表示のチェックをはずす。 

 

３．表をコピー 

４．OpenOffice Draw 

 編集→形式を選択して貼り付け→Microsoft Excel 2003 ワークシート 

５．エクスポート 

 拡張子 svg でエクスポート 

 

６．XMLNotePad で読み込み、出力 

７．type="hidden"の svg に貼り付け 

８．文字の部分を次の page の svg に貼り付け 

 

(２) ファイルサンプル 
<?xml version="1.0" encoding="shift-jis"?> 

<!-- 用紙サイズ「A4」用紙方向「縦」 --> 

<pxd paper-type="a4" orientation="portrait"> 

<page type="hidden" id="back1"> 

 <!-- ここに内容を描写します --> 

 <svg x="0" y="0" width="29.7cm" height="21cm" viewBox="0 0 2970 2100"> 

  <rect x="200" y="300" width="1500" height="200" stroke="black" stroke-width="1" 

fill="none"/> 

  <text x="200" y="300" font-size="100" fill="black" stroke="none">こちらは背景</text> 

 </svg> 

</page> 

<page> 

 <!-- 背景を指定する --> 

 <background id="back1"/> 

 <!-- ここに内容を描写します --> 

 <svg x="0" y="0" width="29.7cm" height="21cm" viewBox="0 0 2970 2100"> 

  <text x="200" y="500" font-size="200" fill="black" stroke="none">１ページ目</text> 

 </svg> 

</page> 

</pxd>

 


