
WEB+DBシステム（応用編）	

第10回(2016年12月1日) 
 

ショッピングサイトの制作 
-- 顧客と注文の処理 -- 



先週までの流れ	

カートに商品を入れるところまで、実装を辿りました。 
 
今週は、カートから購入処理を行う部分を実装してみ

ます。 
	



顧客テーブルの設計	
顧客テーブルは、出荷に必要な以下の情報を登録するようにし

ます。 
user_id: userテーブルとの１対1のリレーション 
name:  「姓」「ミドルネーム」「名前」の３項目を登録させる設

計もありますが、ここではnameだけ登録します。（宛名用） 
zipcode: 郵便番号 
city : 都道府県・市区町村名まで 
street_address: 住所（必要なら、アパート名部屋番号など

の行も追加） 
phone: 電話番号	



顧客テーブルの生成	
この情報については、scaffoldで以下の１行を追加します。 

 rails g scaffold customer user_id:integer 
name:string zipcode:string street_address:string 
city:string phone:string 

scaffold.css.scssの生成で、「競合」のメッセージがでますが、
置き換えるとこれまでの作業が消えてしまうので、Nを入力し
ます。	



「ユーザ」と「顧客」のリレーション	
「顧客:Customer」クラスに以下の１行を入れます。 
　　　　app/models/customer.rbに 

 belongs_to :user 
「ユーザ：User」に以下の１行を入れます。 

     app/models/user.rb 
 has_one :customer 

以下のコマンドでDB生成。 
 rake db:migrate 

	



‘Go Cashier’ ボタンの追加	
 <%= form_tag "/customers/new/", :method => 'GET' do %> 
    <%= submit_tag 'Go to Cashier', :name =>'Payment' %> 
  <% end %> 

 app/views/merchandises/index.html.erbで、
role.enameが“guest”の時に表示されるように追加します。 

「ボタン」ではなく、以下のような「リンク」でも同等です。 
 <%= link_to “Go Cashier”, new_customer_path %> 

 

ボタンにするか、リンクにするかは 
好みで決めて下さい。 

 
	



Go Cashierボタン	



時々、思い出したら日本語化	



多国語化していない場合	
<%= submit_tag (t :go_cashier), :name => ‘Payment’ %> 
 

は、 
 
<%= submit_tag “支払いへ”, :name => ‘Payment’ %> 
 

などと、「翻訳」をしない書き方に改めてください。 
	



app/views/merchandises/index.html.erb	

	

<% if current_user %> 
  <% if current_user.role.ename == "staff" %> 
    <%= link_to 'New Merchandise', new_merchandise_path %> 
  <% elsif current_user.role.ename == "guest" %> 
    <%= render 'shared/cart_list' %> 
    <%= form_tag "/customers/new/", :method => 'GET' do %> 
      <%= submit_tag (t :go_cashier), :name =>'Payment' %> 
    <% end %>	

  <% end %>	

<% end %>	

	

	

	



Customers_controller#new	

current_userの値によって、「顧客」が登録済みか確
認します。 

	



この修正の目的	

「お支払いへ」ボタンがクリックされたら、常に
Customer/new（新規の顧客登録）へジャンプする
ように修正した。 

これだと、登録済みのユーザからのアクセスでも、「顧
客」を新規登録してしまう。 

 
そのため、登録済みの場合には「新規」ではなく、「よ

み出し」を行うようにする。	



Customers_controller # new	
 
  # GET /customers/new  
  def new 
    @customer = Customer.where( user_id: current_user.id ).first 
    if @customer 
      respond_with(@customer) 
    else 
      @customer = Customer.new 
      @customer.user_id = current_user.id 
      respond_to do |format| 
        format.html # new.html.erb 
        format.json { render json: @customer } 
      end 
    end 
  end 
 

	



Customers_controller # create	



新規「顧客」の登録	
顧客のnewメソッドで、current_userと顧客の照合確認を行

います。新規登録となる場合はnewのviewを表示し、確認
の場合にはeditのviewを表示します。 

どちらも views/customers/_form.html.erb でデータを表
示するため、この画面を編集します。	



新規「顧客」の登録	
 app/controllers/customers_controller.rb 
の createメソッドに、 
  @customer.user_id = current_user.id 
を追加し、 
 app/views/customers/_form.html.erbの user_idの部分を 
 <div class="field"> 
    <%= f.label :user %><br> 
    <%= @customer.user.email %> 
  </div> 
とします。（メールアドレスをIDの代わりにしている。） 
 



出荷のための新規顧客の登録	

新規顧客が登録できるようにします。 
 
この画面で顧客登録した 

後で、支払い画面に分岐 
できるようにします。	



顧客の確認後の支払い	

顧客が登録されたら、その顧客IDが取得できます。そ
の顧客IDを用いて、userテーブルとのリレーション
を設定します。 
終的には、この画面を迂回するようにしていきます。 

 
今のままだと、自分を 

登録すると、「顧客一覧」が 
表示されてます。 

（これは、まずい・・・） 
この流れは「店員」のみ。 
 



次のステップ	

「レジに進む」ボタン(Go Cashier)を作りました。 
「レジに進む」がクリックされて初めて顧客が「買う気」

を示していると考えて、このタイミングで
Customer（顧客）テーブルにデータを登録します。
この登録処理の後、「支払い」画面に進みます。 

 
客が「支払い」を済ませた後は、店の店員は「注文の

一覧」を確認し、「出荷処理」を行わなければなりま
せん。出荷後、客は「荷送りの追跡番号」を確認して
今荷物がどんな状況にあるか、確認できるようにし
ましょう。 

 
	



Customer テーブル	

これまでに下記のように設計; 
(1) Customer テーブルの設計(P3) 
(2) User と Customerのリレーション設定 (P5) 
(3) 「レジに進む」ボタンが押された時に、顧客を新規登録す

る部分の処理 (P6) 
引き続き、以下の処理を行います。 

新規登録でも、登録済みの顧客でも、「あなたは、このお客
様ですね」という確認表示(Show)の画面に飛ばす。 
「自分の情報」の編集は、「注文」画面から。 
自分の登録後は、「注文」画面に戻る。（リンクの修正） 

 



Order （注文）テーブル	

Order(注文)テーブルと、Order_item（注文項目）テ
ーブルを作成する。Relationは一対多。 

Orderは、以下のカラムを持つように設計する。 
•  Customer_id,  (customersへのindex) 
•  Order_status_id, (注文状況のID) 
•  Shipped_at, timestampで、注文状況が「出荷済み」

になった時の日時を記録する。 
•  Traceable_number, 宅配サービス依頼時に受け取っ

た「荷物追跡番号」	



Order_item （注文項目）テーブル	

Order_item（注文項目）は、一度に出荷される個々
の商品のIDを持つ。「正規化設計」のために、（第三
正規形にするために）用いる。 

データは、「支払い完了後に」Cartの中身から転記さ
れる。 

Order_item の項目は（私の設計では）下記の通り 
 order_id, (ordersテーブルへのindex) 
 merchandise_id, (merchandisesへのindex) 
 price, integer(実際の販売価格) 
 number_of_items, (一度の注文個数) 

	



設計上の制約	

通常は、「注文」と「出荷」とは独立して処理され、注文
した品物は一括して出荷されるとは限らず、入荷し
たものから順に出荷される場合があります。 

学習用のため、今回の設計では、構造を単純にする
ために「一度の注文」は「一度に出荷する」ものとし
て設計します。 

より本格的に、「一括ではなく、入荷し次第の発送」が
できるようなシステムにしたい学生は、各自、挑戦し
てみて下さい！ 



注文テーブルの生成	

一行で、以下のコマンドを入
力； 
rails g scaffold Order 

customer_id:integer 
order_status_id:integer 
shipped_at:timestamp 
traceable_number:string 

 



注文項目テーブルの生成	

一行で、以下のコマンドを入
力； 
rails g scaffold order_item 

order_id:integer 
merchandise_id:integer  
price:integer  
number_of_items:integ
er 

 
	



注文状況マスター	

一行で、以下のコマンドを
入力； 
 rails g scaffold 
OrderStatus s:string 
c:string 

	



リレーションの設定(1/3)	
models/customer.rb 

 Customer -> Order   一対多 
   has_many :orders 

models/order.rb 
 Order -> Customer　　多対一 
   belongs_to :customer 
 Order -> OrderStatus　　多対一 
   belongs_to :order_status 
 Order -> OrderItem; 一対多 
   has_many :order_items 



リレーションの設定(2/3)	
models/order_item.rb 

 OrderItem -> Order　多対一 
   belongs_to :order 
 OrderItem -> Merchandise　多対一 
   belongs_to :merchandise 

models/order_status.rb 
 OrderStatus -> Order 一対多 
   has_many :orders 

models/merchandise.rb 
 Merchandise -> OrderItem; 一対多 
   has_many :order_items 
 	



Set Relationships (3/3)	



respond_toの設定	
 respond_to :html, :xml, :json 
を、生成されたcontrollerに１行追加する。 
 
 
 
 
これは、以下のエラーの対策です。 
 
 



Migrationでデータベース準備	

以下のコマンドを入力; 
 rake db:migrate 

	



マスターデータを準備する	

Order Statusマスターに、以下の文字列を入力して
準備する 
 http://0.0.0.0:3000/order_statuses 

Listed – 支払待ち 
Paid – 出荷待ち 
Shipped – 到着待ち 
Completed! – 完了 
	



「レジに進む」がクリックされた時	

「レジに進む」がクリックされた時、Orders(注文）のコ
ントローラの”New”アクションを起動する。 
(1) その顧客のカートデータを読み込む。 
(2) カートが空だったら、カート画面に戻る 
(3) 「注文」Orderデータを作成して保存(idを取得） 
(4) カートの項目を、注文項目にコピーする。 
(5) 注文項目の保存が成功したら、カートを破壊する。	



顧客登録からのリンク切り替え	

顧客情報を登録すると、 
app/views/customers/show.html.erbで確認が

表示されるが、このまま「back」をクリックすると、顧
客情報一覧画面にリンクするため、リンク先を切り
替える。 

	



app/views/customers/show.html.erb	

下行の、customers_pathへのリンクは「店員モー
ド」の時だけとして、「顧客モード」の時には 
new_order_pathへのリンクに切り替え、表示も
「Go Settlement」（支払い確定）とする。 

 
<%= link_to 'Edit', edit_customer_path(@customer) %><br /> 
 
<% if current_user %> 
  <% if current_user.role.ename == “guest” %> 
    <%= link_to 'Go Settlement', new_order_path %> 
  <% elsif current_user.role.ename == “staff" %> 
    <%= link_to 'Back', customers_path %> 
  <% end %> 
<% end %> 
	



Order Controller, new action	

 app/controllers/order_controller.rb 
	



orders_controller.rb, new method	
 # GET /orders/new 
 def new 
    @carts = Cart.where( user_id: current_user.id) 
    if @carts.size == 0 
      redirect_to carts_list_path 
    end 
    @order = Order.new 
    @order.customer_id = current_user.customer.id 
    @order.order_status_id = OrderStatus.find_by_s('Listed').id 
    if @order.save 
      @carts.each do |cart| 
        @order_item = OrderItem.new 
        @order_item.order_id = @order.id 
        @order_item.merchandise_id = cart.merchandise_id 
        @order_item.number_of_items = cart.number_of_items 
        @order_item.price = cart.merchandise.price 
        @order_item.save 
        cart.destroy 
      end 
      respond_to do |format| 
        format.html # new.html.erb 
        format.json { render json: @order } 
      end 
    else 
      redirect_to carts_list_path 
    end 
  end 	



views/orders/_form.html.erb	

 app/views/orders/_form.html.erb 
を編集する。 
顧客氏名などは表示のみとする。 
「スタッフ」の場合には、支払済の注文に対して「出荷

日時」や「追跡番号」を入力できるようにし、「お客」
の場合には、出荷日時などは閲覧のみとする。 

注文の明細を表示する。 
「更新」ボタンは、スタッフのみに表示する。 
 



app/views/orders/_form.html.erb (1/2)	
<%= form_for(order) do |f| %> 
  <% if order.errors.any? %> 
    <div id="error_explanation"> 
      <h2><%= pluralize(order.errors.count, "error") %> prohibited this order from being saved:</h2> 
 
      <ul>	
      <% order.errors.full_messages.each do |message| %> 
        <li><%= message %></li>	
      <% end %>	

      </ul>	
    </div>	

  <% end %>	

	
  <div class="field"> 
    <%= f.label :customer_id %><br>	

    <%= @order.customer.name %><br> 
    <%= @order.customer.zipcode %>, <%= @order.customer.city %> 
  </div>	
  <div class="field"> 
    <%= f.label :order_status %>: 	

    <%= @order.order_status.s %>(<%= @order.order_status.c %>) <br /> 
  </div>	

  <% if @order.order_status.s == 'Paid' && current_user.role.ename == "staff" %> 
    <div class="field"> 
      <%= f.label :shipped_at %><br>	

      <%= f.datetime_select :shipped_at %> 
    </div>	

    <div class="field"> 
      <%= f.label :traceable_number %><br> 
      <%= f.text_field :traceable_number %> 
    </div>	
  <% end %>	



app/views/orders/_form.html.erb (2/2)	
 <% if @order.order_status.s == 'Shipped' || @order.order_status.s == 'Completed!' %> 
    <div class="field"> 
      <%= f.label :shipped_at %><br>	
      <%= @order.shipped_at.strftime('%Y/%m/%d %H:%M') %><br />	
    </div>	

    <div class="field"> 
      <%= f.label :traceable_number %>: 
      <%= @order.traceable_number %><br /> 
    </div>	
  <% end %>	
  <h3> List of Items </h3> 
  <% @order.order_items.each do |item| %> 
    [<%= item.merchandise.name %>]<br /> 
    <%= item.number_of_items %>Pcs @ <%= item.price %><br /> 
  <% end %>	
  <% if @order.order_status.s == 'Paid' && current_user.role.ename == "staff" %> 
    <div class="actions"> 
      <%= f.submit %>	
    </div>	
  <% end %>	
<% end %>	



app/views/orders/_form.html.erb (1/2)	



app/views/orders/_form.html.erb (2/2)	



注文の登録	

注文の新規登録も、編集も、
どちらも右のような画面
となる。 

店員の場合以外は不要な
情報も表示されている。 

 



現時点の構造上のバグ	
new　の表示部分で、order_itemsを登録し、IDを取得して 

orderを表示しています。 
ということは・・・ 
 
（ユーザが、「表示更新」しなければ何の問題もありませんが、）

商品表示の画面で「画面の更新」を実施すると、同じ注文を
再登録してしまいます。（但し、cartsを空にしているので、空
の注文レコードが作成されます。） 

 
Session変数を利用する、あるいは、cartsがnullになっている

場合には、未払いのorderを表示するようにする、など、ロジ
ックを修正する必要があります。 



Views/orders/_form.html.erb	

「出荷待ち」の状態で「店員」によって注文画面が開か
れた場合には、店員は「出荷日時」と「貨物の追跡
番号」の入力ができるものとする。 

それ以外の場合には、「注文状態」が「出荷済み」以後
であったら、「顧客」は「出荷日時」と「追跡番号」を画
面で確認できるものとする。 



views/order/formを分割する	

顧客からのアクセスだった時、「注文」の状態が「支払
待ち」だった場合、「支払い確定ボタン」を用意する。 

「注文」が生成されたら（カートのデータが「注文項目」
としてリストされたら）すぐに、注文確認のた
め、”new” orderの画面に分岐する。 

 
このため、私の設計では、「注文確定ボタン」を、

_formのhtmlファイルではなく、new.html.erbフ
ァイルの方に配置した。 

 



app/views/orders/new.html.erb	
<h1>Confirm Payment of the order</h1> 
 

<%= render 'form', order: @order %> 

 

<%= form_tag "/orders/payment/", :method => 'GET' do %> 

  <%= tag :input, { :type => 'hidden', :name => 'order_id', :value => @order.id } %> 
  <%= submit_tag 'Confirm Payment', :name =>'Payment' %> 

<% end %> 

 

<%= link_to 'Back', merchandises_path %> 

 



app/views/orders/edit.html.erb	
<h1>Editing Order</h1> 
 
<%= render 'form', order: @order %> 
 
<% if current_user.role.ename == "guest" && @order.order_status.s == 'Listed' %> 
  <%= form_tag "/orders/payment/", :method => 'GET' do %> 
    <%= tag :input, { :type => 'hidden', :name => 'order_id', :value => @order.id } 

%> 
    <%= submit_tag 'Confirm Payment', :name =>'Payment' %> 
		<%	end	%>	
<%	end	%>	
	
<%=	link_to	'Show',	@order	%>	|	
<%= link_to 'Back', orders_path %> 

	



支払い画面用のrouting	

 config/routes.rb に、１行追加する。 
  get "orders/payment" => 'orders#payment' 
この時、必ず resources :orders の上に記述して下さい。 
	



Orders controller, payment action	

以下の通り： 
	

  # GET /orders/payment 
def payment 
    @order = Order.find_by_id( params[:order_id] ) 
    @order.order_status_id = OrderStatus.find_by_s('Paid').id    
    @order.save 
 
    respond_to do |format| 
      format.html # payment.html.erb 
      format.json { render json: @order } 
    end 
  end	



実際のショッピングシステムでは	
通常小規模なビジネスでは、「決済代行」のサイトと契約して、

アウトソーシング（特定の機能を別の会社に委託する）を行
います。このため、自分のサイトに「決済代行」サイトへのリ
ンクボタンを埋め込み、ユーザには決済会社のサイトでクレ
ジットカード番号を入力してもらったり、コンビニ支払いの手
続きを選んでもらったりしています。 

場合によっては、代金引換 ‘Collect On Delivery[COD]’ の
サービスを用います。こうした場合には、支払い状況の制御
ロジックなどは、大きく書き換えることになります。 

今回は、代金の回収については、システムに一切含めていませ
ん。 



app/views/orders/payment.html.erb	
<h1>Thank you for buying from us</h1> 
 
<%= render 'form', order: @order %> 
 
<%= link_to 'Back', merchandises_path %> 

	



支払い確認の画面	



支払い完了後の画面	



今日のまとめ	

ここまでで、「支払い」までの実装を終えました。 
他にも、”about us”(このサイトについて）の画面だと

か、店員による「出荷」処理、「購入履歴」の画面な
ど、まだ実装する項目があります。 

さらに、「認証要求」とか、「ユーザモード」によるアクセ
ス制限などのロジックは実装されていません。 

来週は、my shopの実装を終えたいところです。 



次回の予告	
今日の教材で、「参考資料」として示した部分を、 新版に更新

しながらトレースしていきます。 
 
「決済」　= settlementと、「出荷完了」ボタンを作成して、お店

側の「販売」の処理が一通りできるように作ってみます。 
 
いよいよ、「ショッピングサイト」としての完成形を目指します。	



今日の欠席課題	

ショッピングカートを追加したWEBページを添付して下
さい。 

 


