
WEB+DBシステム（応用編）	

第９回(2016年11月24日) 
 

ショッピングサイトの制作 



先週、 後の部分のおさらい	

「カートに入れる」ボタンを追加しました。 
 
一般客と、スタッフとで動作を切り分けました。	



‘Add to Cart’ボタン in (views/
merchandises/index.html.erb)	
 <% @merchandises.each do |merchandise| %> 
      <tr> 
        <td><%= merchandise.category %></td> 
        <td><%= merchandise.name %></td> 
        <td><%= merchandise.price %></td> 
        <td><%= merchandise.max_order %></td> 
        <td> 
          <% if merchandise.photo %> 
            <p> 
              <% if merchandise.file_type =~ /^image¥/.*?(png|jpeg|gif)$/ %> 
                 <%= image_tag url_for({:action => 'photo', :id=> merchandise.id, 
                         :filename => merchandise.file_name}), :size=>"50x50", 
                     :alt => merchandise.file_name %> 
              <% end %> 
             <br /> 
            </p> 
          <% end %> 
        </td> 
        <% if current_user %> 
          <% if current_user.role_id == 2 %> 
            <td><%= link_to 'Show', merchandise %></td> 
            <td><%= link_to 'Edit', edit_merchandise_path(merchandise) %></td> 
            <td><%= link_to 'Destroy', merchandise, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td> 
          <% elsif current_user.role_id == 3 %> 
            <td> 
              <%= form_tag "/carts/create/"+merchandise.id.to_s, :method => 'POST' do %> 
                Amount: 
                <%= tag :input, { :type => 'text', :name => 'how_many', :size=>"6" } %> 
                <%= submit_tag 'Add to Cart', :name =>'Purchase' %> 
              <% end %> 
            </td> 
          <% end %> 
        <% end %> 
      </tr> 
    <% end %>	 Slide P20参照	



Add to Cart ボタン	



画面の切り替え	
Current_user.role_idの値によって、表示を切り替えている

点に注目して下さい。 
 
       <% if current_user %> 
          <% if current_user.role_id == 2 %> 
            <td><%= link_to 'Show', merchandise %></td> 
            <td><%= link_to 'Edit', edit_merchandise_path(merchandise) %></td> 
            <td><%= link_to 'Destroy', merchandise, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } 

%></td> 
          <% elsif current_user.role_id == 3 %> 
            <td> 
              <%= form_tag "/carts/create/"+merchandise.id.to_s, :method => 'POST' do %> 
                Amount: 
                <%= tag :input, { :type => 'text', :name => 'how_many', :size=>"6" } %> 
                <%= submit_tag 'Add to Cart', :name =>'Purchase' %> 
              <% end %> 
            </td> 
          <% end %> 
        <% end %>	



画面の切り替え例	



一般ゲストの画面	



ショップ店員モードの画面	



shop clerksだけに編集させる	

現在は顧客にも「商品の追加(New Merchandise)」
リンクが表示され、商品の編集ができるようになって
います。下記の１行を適切な場所に入れて下さい。 

<% if current_user && current_user.role_id==2 %> 
 
<% end %>	



カート処理の準備ができていないので・・・	

以下のオプションを追加します。 
 :disabled => true 

	



カートの設計	

Cart Class 
 belongs_to :user 
   (user has_many carts) 
 helongs_to :merchandise 
   (merchandise has_many carts) 
 properties: 
   user_id 
   merchandise_id 
   number of items 



カートを生成する	
カートは、ユーザが商品リスト画面で「Add to Cart」ボタンをク
リックした時に作成されます。 
 
カートの一覧は、ユーザ本人が購入した（い）商品だけを表示す
べきで、ユーザは購入をキャンセルしたり（そのカートを削除し
たり）、また、購入した個数を変更できる必要があります。 
 
そのため、単純な画面が生成されるscaffoldではなく、モデル
とコントローラを別々に生成します。 



Cartモデルの生成	

(一行で)以下のコマンドを入力します。 
 rails generate model Cart user_id:integer  
  merchandise_id:integer 
  number_of_items:integer 

	



リレーションの生成	
Models/cart.rb を以下のように編集; 

   belongs_to :user 
   belongs_to :merchandise 

models/merchandise.rbは;  
   has_many :carts 

models//user.rb は; 
   has_many :carts 

 
	



Migration	

以下のコマンドを実行します。 
  rake db:migrate 

	



Controllerの生成	

Controllerとviewを生成するために、以下のコマンド
を入力します。 
  rails generate controller carts list  

	



config/routes.rb	

ルーティングの設定で、以下の１行を追加します。 
 post 'carts/create/:id' => 'carts#create’ 

Resourcesやdevise_forの前に置くべき宣言は、いくつかあって、それぞ
れのスライドで注意を書いていますが、それ以外は順番を気にしなくて大
丈夫です。	



carts_controller#create	
 controllers/carts_controller.rb 
を編集し、createメソッドを追加します。	



controllers/carts_controller.rb 	
  # POST /carts/1 
  # POST /carts/1.json 
 def create 
    cart_param = { 
      :user_id => current_user.id, 
      :merchandise_id => params[:id], # it should be guest_id actually 
      :number_of_items => params[:how_many] 
    } 
    @cart = Cart.new( cart_param ) 
    respond_to do |format| 
      if @cart.save 
        format.html { redirect_to merchandises_path, notice: 'Item(s) had been 

added to a cart.' } 
        format.json { render json: @cart, status: :created, location: @cart } 
      else 
        format.html { redirect_to merchandise_path } 
        format.json { render json: @cart.errors, status: :unprocessable_entity } 
      end 
    end 
  end	



「カートに入れる」ボタン	
以下のファイルを編集します。 

 views/merchandises/index.html.erb 
<% elsif current_user.role_id == 3 %> 
  <td> 
    <%= form_tag "/carts/create/"+merchandise.id.to_s, :method => 'POST' do %> 
      Amount: 
      <%= tag :input, { :type => 'text', :name => 'how_many', :size=>"6" } %> 
      <%= submit_tag 'Add to Cart', :name =>'Purchase' %> 
    <% end %> 
  </td>	



「顧客」ユーザの画面	



「店員」ユーザの画面	



カートの中身	

今度は、カートの中身を見られるようにします。 
 
いくつか方法があると思いますが、ここでは二通りの

方法でカート内商品一覧を表示してみます。 
(1)  merchandises; index view 
(2)  carts; list view. 
	



Merchandises#index	
Merchandisesのindex画面にカートの一覧を手渡すため、

merchandises コントローラの、indexメソッドに以下の3行
を追加します。 
 if current_user 
  @carts = Cart.where( user_id: current_user.id ).all 

     end 

	



カート内商品一覧の表示	

カート内商品一覧を表示するためにviews/
merchandises/index.html.erb 
を修正します。 



views/merchandises/index.html.erb	
<% if @carts and @carts.length > 0 %> 
  <hr /> 
  <% sum = 0 %> 
  <h2>Your Shopping Carts </h2> 
  <table> 
    <% @carts.each do |cart| %> 
      <tr> 
       <td rowspan="2"> 
           <% if cart.merchandise.photo %> 
            <p> 
              <% if cart.merchandise.file_type =~ /^image\/.*?(png|jpeg|gif)$/ %> 
                 <%= image_tag url_for({:action => 'photo', :id=> cart.merchandise.id, 
                         :controller => 'merchandises', 
                         :filename => cart.merchandise.file_name}), :size=>"50x50", 
                     :alt => cart.merchandise.file_name %> 
              <% end %> 
             <br /> 
            </p> 
          <% end %> 
       </td> 
       <td colspan="3"><%= cart.merchandise.name %></td> 

   </tr> 
   <tr> 
    <td>@ <%= cart.merchandise.price %></td> 
    <td>x <%= cart.number_of_items %> units. </td> 
    <td>Subtotal: <%= cart.merchandise.price*cart.number_of_items %> Yen</td> 
    <% sum = sum + cart.merchandise.price*cart.number_of_items %> 
   </tr> 

    <% end %> 
  </table> 
  Total: <%= sum %> Yen.<br /> 
<% end %> 
<br /> 



views/merchandises/index.html.erb	



購入画面の「ミニ・カート一覧」	



もう一つのカート一覧画面	

Cartsコントローラの、list アクション（メソッド）を用意
します。次に、 views/carts/list.html.erb を書き、
「ショッピング・カート一覧」からリンクします。 

 
この構造は、merchandisesのindex内の「ミニ・ショ

ッピング・カート一覧」とほとんど同じです。 
 



DRYな設計	

DRY: Don’t Repeat Yourself（「同じことを何度も
書くな」）設計を重視します。同じviewを二つのがk
面に書こうとしています。 

   views/carts/list.html.erb, 
と 
views/merchandises/index.html.erb 
です。 

二つのファイルに同じ記述の反復を避けるため、 
    views/shared/_cart_list.html.erb 

を shared の下に作成します。 



shared/_cart_list.html.erb	

ファイルを一つ生成します。	



views/shared/_cart_list.html.erb	



carts_controller.rb	

Listメソッドに、以下の３行を追加します。 
  if current_user 
   @carts = Cart.where( user_id: current_user.id ).all 

     end 

	



共有ファイルによる rendering	

先に記述した views/merchandises/
index.html.erb を修正し、共有ファイルを
render（展開）するようにします。 

<%= render 'shared/cart_list' %> 
一旦追加した内容を、引っ越すことになります。 
また、views/carts/list.html.erb にも、同様の記述

を追加します。 
 



http://127.0.0.1:3000/carts/list	



ここで、メニューを整理する	

管理人 
　　ユーザroleの編集、マスター管理、sign out 
お店のスタッフ 
　　商品一覧管理、新規商品の追加、顧客管理、注文

管理、sign out 
一般のお客 
　　商品一覧、カートを見る、注文履歴、お店について、

sign out 
 
緑色は未実装。この形でメニューを書いてみる。	



設定するpathを確認する	



_menu_bar.html.erb	
<% if !current_user %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => merchandises_path, :name => 'List' }, 
    { :link => new_user_registration_path, :name => 'Sign Up' }, 
    { :link => new_user_session_path, :name => 'Sign In' }, 
    { :link => "", :name => 'About Us', :disabled => true } 
  ] -%> 
<% else %> 
  <% if current_user.role_id == 3 %> 
    <% menu_items = [ 
      { :link => merchandises_path, :name => 'List of merchandises' }, 
      { :link => carts_list_path, :name => 'Shopping Cart' }, 
      { :link => "", :name => 'Orders' }, 
      { :link => "", :name => 'About Us', :disabled => true }, 
      { :link => destroy_user_session_path, :name => 'Sign Out', :method => "delete" } 
      ] -%> 
  <% elsif current_user.role_id == 2 %> 
    <% menu_items = [ 
      { :link => merchandises_path, :name => 'List of merchandises' }, 
      { :link => new_merchandise_path, :name => 'New Merchandise' }, 
      { :link => "", :name => 'Customer Management' }, 
      { :link => "", :name => 'Order Management' }, 
      { :link => destroy_user_session_path, :name => 'Sign Out', :method => "delete" } 
      ] -%> 
  <% else %> 
    <% menu_items = [ 
      { :link => users_path, :name => 'List Users' }, 
      { :link => "", :name => 'Master Tables Maintenance', :disabled => true }, 
      { :link => destroy_user_session_path, :name => 'Sign Out', :method => "delete" } 
      ] -%> 
  <% end %> 
<% end %> 
 



_menu_bar.html.erb	



Adminの権限を明確にする。	

Roleの異なるユーザを、３通り登録する。 
(1)  初の一人は、adminとする。 

現在、デフォルトで「guest」となっているので、自分を
adminに切り替える。 

(2) Adminユーザが、「他のユーザの一覧」を見られ
るようにする。 

(3) Adminユーザは、他のユーザのroleを、guestか
らstaffに切り替えられるようにする。 

(4) Guestが、自分のroleを切り替えられないように
する。	



「ユーザ管理」実装の手順	

(1)は今のままでも出来る。 
(2)が問題：　「ユーザの一覧」は自動生成されていな

い。 views/users/indexが欲しい。 
ログイン認証に必要な画面だけ、deviseにお任せ
で作った。 

(3)は？　→　これも、views/users/editが欲しい。 
 
(4)は？　メニューの記述変更と、各メソッドに「roleの

チェック」を行うように、「user/role」の書き換え動
作確認後に追加する。	



考えてコーディングして下さい。	

「きちんと動くコード」を学生の皆さんにコピーしてもらう
ことが主題ではありません。 

皆さん自身が、あくまでもオリジナルでコードを書き下
ろすことができるようになって欲しい。 

 
今日は、実装の紹介はここまでとして、残りの時間をコ

ーディングにとってもらいます。 
	



今日の課題	

今日は、レポート課題を設定します。	

C評価課題 
　　ユーザの切り替え画面を作成し、登録したユーザ

の「role」が、「admin / staff / guest」で切り替え
られるようにし、三通りのユーザを登録して、その一
覧画面を添付して下さい。（デスクトップも含めて下
さい。） 



今日の課題	

B評価課題 
　　３通りのユーザを登録し、それぞれでメニューが切

り替わっていることを画面で示して下さい。 
 
A評価課題 
  B, C評価課題に加えて、 
　各自のプロジェクトのコンセプトを説明し、何について

のショッピングサイトを作成しているか、報告して下
さい。 

	



今日の課題	
S評価課題 
    〜A評価課題に加えて、 
　　merchandises#destroyなどを参考にして、users#destroyを実装し

て、ユーザの強制削除がadminでできることを示して下さい。 
SS評価課題 
    〜S評価課題に加えて、 
　　admin_user_onlyのメソッドをHelperに記述し、そのメソッドを呼び出

して、adminでなければroleを切り替えられるように記述して下さい。 
 
　　また、ユーザのroleごとに画面が切り替わっている部分を示して下さい。 
	



欠席課題	

今日の、C評価課題を行って下さい。 
出席に切り替えると同時に、レポートとして評価します。 
	


