
WEB+DBシステム（応用編）	

第11回(2016年12月8日) 
ショッピングサイト 
購入後の出荷処理 



今日の目的	

今日で「ショッピングサイト」を一通り仕上げたいところ
です。 

	



現在のスライドの状態	
Rails 4までのコードが、一部画面コピーに混ざっている場合が

あります。具体的には 
 find_by_xxxのメソッドがobsoleteとなっているため、 
 where( :xxx == …  ) 
の形式に書き換えなければならない部分があり、また、

variableのnilを確認せずに、例えばいきなり 
if @carts.length  
などとなっている部分への修正で、画面コピーとテキストとが噛

み合わない場合があります。 
 
直接作業をする前に、一度スライド全体を眺めてください。  



「客」Customerからのリンクパス	

「注文」Orderコントローラの”new”アクションを修正し
て、「支払い確認」の画面へと誘導しました。「注文」
は顧客によってのみ生成される、というのが私の設
計です。 

リンクは下記の通りです。 
 Customers#new, customers#create 
   à orders#new 
   à orders#payment 
   à merchandises#index (user_root)	



顧客による「注文」Orderリスト	

顧客が「レジに進む」をクリックし、「注文」Orderのイン
スタンスを生成した後、客の気が変わり、「支払い」
するのをやめたとします。そうすると、このインスタン
スは「支払待ち」のまま放置されることとなります。 

このため、顧客は、自分の作った「注文」の一覧を見て、
未払いの注文を破棄したり、改めて「支払い」を行っ
たりする、そうした画面リンクが必要になります。 

	



２種類の‘index’ アクション	

現在一つのままの「注文」のindex画面について、顧
客による画面と、店員による画面の二つを分離しま
す。 

今、以下のように２種類に分けます。 
 views/orders/index.html.erb 
   à 顧客が表示する「注文」画面 
 views/orders/index4staff.html.erb 
   à 店員が表示する注文画面 
   (index for staffの意） 

 



メニューからの注文のリンク	

 views/shared/_right_bar.html.erb 
と views/shared/_menu_bar.html.erb 
とを編集します。	



shared/_right_bar.html.erb	
<h3>Koganei Vegetable Market</h3> 
<% if current_user %> 

 <%= link_to "Sign Out", destroy_user_session_path, :method => "delete" %><br /> 

<% else %> 

 <%= link_to "Sign In", new_user_session_path %><br /> 

 <%= link_to "Sign Up", new_user_registration_path %><br /> 
<% end %> 

<% if current_user && current_user.role.id == 3 %> 

  <%= link_to "See shopping cart", carts_list_path %><br /> 

  <%= link_to "See order statuses", orders_path %><br /> 

<% end %> 
<%= link_to "See vegetables", merchandises_path %><br /> 

About us<br /> 

	



views/shared/_menu_bar.html.erb	



views/shared/_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 } 
    ] -%> 
<% elsif current_user.role_id == 3 %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => merchandises_path, :name => 'List of merchandises' }, 
    { :link => carts_list_path, :name => 'Shopping Cart' }, 
    { :link => orders_path, :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 => customers_path, :name => 'Customer Management' }, 
    { :link => orders_path, :name => 'Order Management' }, 
    { :link => destroy_user_session_path, :name => 'Sign Out', :method => "delete" } 
    ] -%> 
<% else %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => users_index_path, :name => 'List Users' }, 
    { :link => "", :name => 'Master Tables Maintenance', :disabled => true }, 
    { :link => destroy_user_session_path, :name => 'Sign Out', :method => "delete" } 
    ] -%> 
<% end %> 
 
<div id="menu_bar"> 
  <% menu_items.each_with_index do | item, index | -%> 
    <% if index > 0 %> &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<% end -%> 
    <%= menu_link_to item -%> 
  <% end -%> 
</div> 



メニューの切り替え	

店員のroleの時 
 
 
 
顧客のroleの時	



Authentication	

ページへのアクセスを、roleによって制限するようにし
ていきます。 

  
メソッドとして、application_helper.rbに 
 allow_to_admin_user_only 

と 
 allow_to_shop_clerk_only 

とを準備します。 



Application_helper	
#!ruby 
# coding: utf-8 
module ApplicationHelper 
  def menu_link_to( item ) 
　　　（省略） 
  end 
 
  def allow_to_admin_user_only 
    if !current_user || current_user.role_id != 3 
      redirect_to :user_root 
      return true 
    end 
    return false 
  end 
 
  def allow_to_shop_clerks_only 
    if !current_user || current_user.role_id != 2 
      redirect_to :user_root 
      return true 
    end 
    return false 
  end 
end 
 
 

	



helpers/application_helper.rb	



Admin users only	
User_modesやorder_statuses、あるいは、他に

マスターテーブルが準備されたならば、それらの編
集はadminユーザだけに制限されなければなりま
せん。 

これらのファイル群には、以下の 
 before_filter :authenticate_user! 
 before_filter :allow_to_admin_user_only 

を書き加えます。また、呼び出すクラスの冒頭に 
   include ApplicationHelper 
と記述します。 
	



マスターメンテナンスメニュー	

Welcomeフォルダに、master_menu.html.erbを
追加します。 



 master_menu_path のルーティング	

以下の一行を、config/routes.rbに追加します。 
 get ‘welcome/master_menu’ => ‘welcome#master_menu’	



views/welcome/master_menu.html.erb	

以下の３行だけからなるmaster_menu.html.erbを
用意します。 

 
<h1>Master Table Maintenance Menu</h1> 
<p><%= link_to 'Roles Maintenance', roles_path %></p> 
<p><%= link_to 'Order Status Maintenance', order_statuses_path %></p> 

	



app/controllers/welcome_controller.rb 
冒頭に 
 include ApplicationHelper 

と記述し、以下のメソッドを追加。 
 def master_menu 
    allow_to_admin_user_only 
end 
	



Prepare the menu_bar	
Adminのメニューに、マスターメンテナンスのメニュー

を追加します。 
 { :link => welcome_master_menu_path, :name => 'Master 

Tables Maintenance' }	



Adminのメインメニュー・リンク	



注文のindex画面の分離	

orders_controller.rb を編集し、ユーザモードによ
って indexを分離します。 

	



Orders Controller, index action	
 # GET /orders 
  # GET /orders.json 

  def index 
    if current_user.role.ename == "staff" 
      @orders = Order.all 
      render "index4staff" 
    elsif current_user.role.ename == "guest" 
      if current_user.customer 
        @orders = Order.where( :customer_id => current_user.customer.id  ) 
      else	

        redirect_to user_root_path 
      end	

    else	

      redirect_to user_root_path 
    end	

  end	



ショップ用の注文Index 画面	

注文状況を確認するため、店員画面では以下の項目
を確認できるようにします。 

•  誰が注文したか、 
•  何をいくつ、 
•  いつ（日時） 
•  出荷状況はどうなっているか。 

これらを確認するためのショップ用「注文一覧」画面を 
index2.html.erbとして準備します。 
 



views/orders/index4staff.html.erb	
<h1>Listing orders</h1> 
 
<table border="1"> 
  <tr> 
    <th>Customer</th> 
    <th>Ordered Date</th> 
    <th>Order status</th> 
    <th>Shipped at</th> 
    <th>Tracable number</th> 
    <th></th> 
    <th></th> 
    <th></th> 
  </tr> 
 
<% @orders.each do |order| %> 
  <tr> 
    <td><%= order.customer.name %></td> 
    <td><%= order.created_at %></td> 
    <td><%= order.order_status.s %></td> 
    <% if order.order_status.id <=2 %> 
      <td></td><td></td> 
    <% else %> 
      <td><%= order.shipped_at %></td> 
      <td><%= order.traceable_number %></td> 
    <% end %> 
    <td><%= link_to 'Show', order %></td> 
    <td> 
      <% if order.order_status.id == 2 %> 
       <%= link_to 'Ship', edit_order_path(order) %> 
      <% elsif order.order_status.id == 3 %> 
       <%= link_to 'Arrived', edit_order_path(order) %> 
      <% else %> 
       <%= link_to 'Edit', edit_order_path(order) %> 
      <% end %> 
    </td> 
    <td><%= link_to 'Destroy', order, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td> 
  </tr> 
<% end %> 
</table> 
<br /> 
 



views/orders/index4staff.html.erb	



ショップ用 orders/index4staff 画面	



注文の取り消しを扱うか!?	
客が注文を取り消す時、クリックしたらorderのレコードを

destroyする構造で良いでしょうか？ 
そういう書き方をすると、深刻な問題を起こします。なぜなら、

「支払済」になっているなら、返金しなければなりませんが、
destroyしたらその記録がなくなります。 

しかも、支払済の商品注文をキャンセルされても、その時点で
出荷済みだったりすると、おかしなことになります。そのため、
通常はタイミングによっては「取り消し」は扱いません。 

可能ならば、「取り消し」も扱えるシステムにしてみて下さい。 
ここでも、顧客用は、注文のeditとdestroyのリンクを削除しま

す。	



「取り消し」を扱うヒント	

「無かったことにする」のではなく、「キャンセル」として
記録を残す設計になります。 

OrderStatusに 
 Canceled  注文取消 (返金前） 

　 Refunded  返金済み 
を追加する、などの設計にします。 
	



views/orders/index.html.erb	
<h1>Your Orders Status</h1> 
 
<table border="1"> 
  <thead> 
    <tr> 
      <th>Order Date</th> 
      <th>Order status</th> 
      <th>Shipped at</th> 
      <th>Traceable number</th> 
      <th></th> 
    </tr> 
  </thead> 
 
  <tbody> 
    <% @orders.each do |order| %> 
      <tr> 
        <td><%= order.created_at %></td> 
        <td><%= order.order_status.c %></td> 
        <% if order.order_status.id <=2 %> 
          <td></td><td></td> 
        <% else %> 
          <td><%= order.shipped_at.strftimme("%Y/%m/%d %H:%M") %></td> 
          <td><%= order.traceable_number %></td> 
        <% end %> 
        <td><%= link_to 'Show', order %></td> 
      </tr> 
    <% end %> 
  </tbody> 
</table> 
 
<br> 

	



views/orders/index.html.erb	



顧客用の注文リスト画面	

以下の画面が、顧客用の注文リスト画面です。	



まだ問題があるの？	

別の問題が認証に関して発生します。
Merchandises/index (商品一覧画面）では、ログ
インしていなくても商品が見られます。 

ショップの店員は、商品の価格を変えたりできますが、
一般の客は商品を編集できないはずです。それな
のに、コントローラのメソッドへのアクセスに制約が
かかっていません。（URLを直接叩くと、価格変更な
どの画面にアクセスできてしまいます。） 

 
	



 
before_filter :authenticate_user!	
現在、設計によりますが、以下のような10前後のコン

トローラがあります。 
 Application, Carts, Merchandises, 
Customers, Order_items, Order_statuses, 
Orders, Roles, Users, Welcome 

Applicationコントローラは、一般的な設定で、
Welcomeコントローラのindexは入り口部分で、ロ
グインしてなくても見られる必要があります。 

但し、Welcomeコントローラのmaster_menuメソッ
ドは、既に ‘allow_to_admin_user_only’へのア
クセスを記載してあります。	



Admin_user_only	
roles のコントローラと、usersコントローラ、 

order_statuses コントローラは、adminユーザだ
けに制約される必要があります。 

従って、これらのファイルは先頭に以下の２行がある
はずです。 

  before_filter :authenticate_user! 
  before_filter :allow_to_admin_user_only	



Merchandisesのコントローラ	

「商品一覧は、一般のゲストにも閲覧できるようにすべ
きだ」と書きました。 

これを実現するためには、merchandisesコントロー
ラには誰もがアクセスできるべきなので、この先頭
の、以下の記述は削除する必要があります。 

before_filter :authenticate_user! 
その代わり、allow_to_shop_clerks_onlyなどのメ

ソッドは、index以外の個々の必要なメソッド（アクシ
ョン）に、アクション単位で設定すべきです。 



大量のエラーの発生	

Merchandises # indexを一般のゲストにアクセス
可能とすると、以下の記述に関連して、大量のバグ
が発生します。 

<% if current_user.role.id == ….%> 

 ログインしていない時にはcurrent_userはnilで、こ
のため、この文はuser_modeにアクセスした時点
でエラーとなるため、以下のようにcurrent_user 
&&を書き加えます。 

<% if current_user && current_user.role == ….%> 

 そうすると・・・	



@cartsについてのエラー	

ログインしていないユーザに閲覧を許可すると、 
@cartsが取得できないため、_cart_list.html.erb

の以下の記述で、エラーが起きます。 
if @carts.length 
これを 
if @carts && @carts.length 
と書き換えると、回避できます。 
 



一般客向けの商品一覧画面	

ログインしていない一般客が、商品一覧を見られるよ
うになります。	



アクセス制御	

適切な場所に、以下のアクセスコントロールの記述を
行うようにして下さい。各自の発想で入れてみて下
さい。これが勉強です。 

 
 authenticate_user! 
 allow_to_admin_user_only 
 allow_to_shop_clerks_only 

	



どこに「出荷」コマンドを入れる？	

店員は、注文リストを見て出荷状況を知りたいと思い
ます。その画面では、「支払済で未出荷なら、すぐに
商品を送らなければ」と考えるはずです。 

 
そこで、「注文」画面にscaffoldされた「edit」のリンク

記述を活用して、「編集」リンクを用意します。 



views/orders/edit.html.erb	

Editのファイルで、「注文の編集」という見出しを、「注
文の出荷」と、書き換えます。 

	



views/orders/index4staff to “Ship”	
<% @orders.each do |order| %> 
  <tr> 
    <td><%= order.customer.name %></td> 
    <td><%= order.created_at %></td> 
    <td><%= order.order_status.s %></td> 
    <% if order.order_status.id <=2 %> 
      <td></td><td></td> 
    <% else %> 
      <td><%= order.shipped_at %></td> 
      <td><%= order.tracable_number %></td> 
    <% end %> 
    <td><%= link_to 'Show', order %></td> 
    <td> 
      <% if order.order_status.id == 2 %> 
     <%= link_to 'Ship', edit_order_path(order) %> 
      <% else %> 
     <%= link_to 'Edit', edit_order_path(order) %> 
      <% end %>      
    </td> 
    <td><%= link_to 'Destroy', order, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td> 
  </tr> 
<% end %>	



views/orders/index4staff.html.erb	

「出荷」と「到着」に関する「注文」indexのviewを準備
します。 

    <td> 
      <% if order.order_status.id == 2 %> 
       <%= link_to 'Ship', edit_order_path(order) %> 
      <% elsif order.order_status.id == 3 %> 
       <%= link_to 'Arrived', edit_order_path(order) %> 
      <% else %> 
       <%= link_to 'Edit', edit_order_path(order) %> 
      <% end %> 
    </td> 
 	



views/orders/_form.html.erb(1)	
<%= 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 |msg| %> 
        <li><%= msg %></li> 
      <% end %> 
      </ul> 
    </div> 
  <% end %> 
  <table border="1"> 
    <thead> 
     <th> 

     <div class="field"> 
       <%= f.label :customer %>:  
      </div> 
     </th> 
     <th> 

     <div class="field"> 
    <%= f.label :ordered_date %>:  
  </div>       

     </th> 
     <th> 

  <div class="field"> 
    <%= f.label :order_status %>:  
  </div> 

      </th> 
    </thead> 



views/orders/_form.html.erb(2)	
         <tr> 
     <td> 

     <div class="field"> 
    <%= @order.customer.name %><br /> 
    <%= @order.customer.zipocode %>:<%= @order.customer.city %> 
  </div> 

     </td> 
    <td> 

  <div class="field"> 
    <%= @order.created_at.strftime("%Y/%m/%d %H:%M") %><br /> 
  </div> 

     </td> 
   <td> 
  <div class="field"> 
    <%= @order.order_status.s %>, <%= @order.order_status.c %><br /> 
  </div> 
   </td> 
 </tr> 

  </table> 
  <table border = "1" > 

 <thead> 
   <% if @order.order_status.id == 2 && current_user.role.id == 2 %> 
  <th> 
    <div class="field"> 
   <%= f.label :shipped_at %><br /> 
    </div> 
  </th> 
  <th> 
    <div class="field"> 
   <%= f.label :traceable_number %><br /> 
    </div> 
  </th> 
   <% end %>	



views/orders/_form.html.erb(3)	
   <% if @order.order_status.id >= 3 %> 
  <th> 
    <div class="field"> 
   <%= f.label :shipped_at %>:  
    </div> 
  </th> 
  <th> 
    <div class="field"> 
   <%= f.label :traceable_number %>:  
    </div> 
  </th> 
   <% end %> 
 </thead> 
 <% if @order.order_status.id == 2 && current_user.role.id == 2 %> 
   <tr> 
    <td> 
    <div class="field"> 
   <%= f.datetime_select :shipped_at %> 
    </div> 
  </td> 
  <td> 
    <div class="field"> 
   <%= f.text_field :traceable_number %> 
    </div>  
  </td> 
   </tr> 
 <% end %> 
 <% if @order.order_status.id >= 3 %> 
   <tr> 
    <td> 
    <div class="field"> 
   <%= @order.shipped_at.strftime("%Y/%m/%d %H:%M") %><br /> 
    </div> 
  </td> 
  <td> 
    <div class="field"> 
   <%= @order.traceable_number %><br /> 
    </div> 
  </td> 
   </tr> 
 <% end %> 

 

	



views/orders/_form.html.erb(4)	
 </table> 
  <h3> List of Items </h3> 
  <table border = "1"> 

 <% @order.order_items.each do |item| %> 
   <tr> 
  <td> 
    [<%= item.merchandise.name %>]<br /> 
  </td> 
  <td> 
    <%= item.number_of_items %>Pcs<br /> 
  </td> 
   </tr> 
 <% end %> 

  </table> 
  <br /> 
 
  <% if current_user.role.id == 2 && @order.order_status.id == 2 %> 
    <div class="actions"> 
      <%= f.submit "Ship" %> 
    </div> 
  <% elsif current_user.role.id == 2 && @order.order_status.id == 3 %> 
    <div class="actions"> 
      <%= f.submit "Arrived" %> 
    </div> 
  <% else %> 
    <% link_to "back", orders_path %> 
  <% end %> 
<% end %>	



Orders controller, update method	

Updateメソッドに、以下の7行を追加 
 if( @order.order_status_id == 2) 

      @order.update_attribute( :order_status_id, 3 ) 

    elsif( @order.order_status_id == 3) 

      @order.update_attribute( :order_status_id, 4 ) 

      redirect_to @order 

      return 

    end 
 
 



出荷画面	



注文状態の更新	

ここまでの修正で、店員は出荷状態を「出荷」と「到着」
に記録できるようになっているはずです。 

	



後の項目「About Us」	

後に「私たちについて」WEBページの自分たちの紹
介ページを作ります。Static（書き換えできない形）
でもいいのですが、dynamic（動的に、書き換え可
能）にするにはどうしたらいいか、考えてみて下さい。 

 
ヒントは、メモ帳などと同様に、表示するメッセージ自

体をデータベースに登録して、「店員」は書き換えら
れ、一般客は読むだけのようにすることです。 

About_usへのパスのroutingへの設定も忘れずに! 
	



MenuにAbout Usを入れる	
<% if !current_user %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => commodities_path, :name => 'List of Commodities' }, 
    { :link => new_user_registration_path, :name => 'Sign Up' }, 
    { :link => new_user_session_path, :name => 'Sign In' }, 
    { :link => about_us_path, :name => 'About Us' } 
    ] -%> 
<% elsif current_user.user_mode_id == 3 %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => users_index_path, :name => 'User Management' }, 
    { :link => welcome_master_menu_path, :name => 'Master Tables Maintenance' } 
    ] -%> 
<% elsif current_user.user_mode_id == 2 %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => commodities_path, :name => 'List of Commodities' }, 
    { :link => new_commodity_path, :name => 'New Commoditiy' }, 
    { :link => customers_path, :name => 'Customer Management' }, 
    { :link => orders_path, :name => 'Order Management' }, 
    ] -%> 
<% else %> 
  <% menu_items = [ 
    { :link => commodities_path, :name => 'List of Commodities' }, 
    { :link => carts_list_path, :name => 'Shopping Cart' }, 
    { :link => orders_path, :name => 'Orders' }, 
    { :link => about_us_path, :name => 'About Us' } 
    ] -%> 
<% end %>	



顧客の見る画面の 終形	

一般の客が、About Usへのリンクを見られるようにし
ます。 	



ショッピングサイト：終わり	

これで、一通りの実装は終わりました。 
 
何かと教材に修正がありましたが、皆さんは形になっ

たでしょうか？ 
年明けの 終回は、Ruby On Railsでプロジェクトを

作成するための「ポイント」について、まとめの授業
を行いますが、冬休みを利用して「区切りのいいとこ
ろ」まで、形を作って欲しいと思います。 



欠席課題	

「顧客」モードと、「店員」モードの二つのモードでログイ
ンを行い、それぞれに応じて区別されている「注文
一覧」のviewを表示して下さい。（index, indexと
スライドでなっている部分です。） 

 
この「画面切り替え」の提出で、出席扱いに切り替えま

す。 
 
	


