
WEB+DBシステム 
（入門編）	

第12回 (2016年6月30日) 
My Twitterサイトの制作(2) 



今日のテーマ	

p 前回制作したMy Twitterをさらに拡充させ
て、形にしてみます。 

p 顔画像を登録して、発言ごとに顔が表示できるよう
にしてみます。 

p フォロウした相手の発言が、自分のタイムラインに
表示できるようにしてみます。 



顔画像保存用のテーブル	

p 名称は、Faceとする。 
p テーブル名は複数形のfaces 
p Usersテーブルとは、１対１のリレーションで、 

p  User  has_one :face 
p  Face belongs_to :user 

p user.faceを辿って、リレーションがnilの場合
は、 app/assets/images/default_face.png　
を表示する。（デフォルト画像）	



Face Classの構造	

Face Classのフィールド: 
 user_id, integer (Userへのindex) 
 name, string (ファイル名） 
 size, integer (画像ファイルのサイズ） 
 content_type, string (MIMEタイプ名） 
 content, blob (content of image files) 

	



Face Classの生成	

以下のコマンドを１行で入力します。	

 rails generate model Face user_id:integer  
  name:string size:integer  
  content_type:string content:binary 

次に、データベースを生成します。 
  rake db:migrate	



リレーションの設定	

app/models/face.rbに 
 belongs_to :user 

を追加し、app/models/user.rbに 
 has_one :face 

を追加します。 
app/controllers/users_controller.rbのuser_params

に、, :faceを追加します。 
 
	



顔画像の登録	

先週、「登録情報編集」の画面を作成したので、
気持ち的にはこの画面にまとめたい・・・。 

ただ、views/devise/registration/などの画面
は、devise管理のコントローラを利用している
ので、別に「自己紹介」などと合わせて独自に
作成する。 

(handleの登録とは一緒にできるはずなので、
できる人は挑戦してみてください。） 
 rails generate controller faces register	



views/faces/register.html.erb	

<h1>Register Face Photo</h1> 
 
<%= form_for @face, :url => "/faces/update", 

  :html => {:multipart => true}, :method => :put do %> 
  <h2>User: <%= @user.handle %></h2> 
  <div class="field"> 
    Face Photo:  
    <%= file_field :file, :upload %> 
  </div> 
  <div><%= submit_tag "Update" %></div> 
<% end %> 

	



Chirpsの画像添付との違い	

Form_tagの、doの後の|f|の有無 
 f.file_fieldと、file_field 
 Controller側で受け取った時の、paramsの中
身（Console画面に表示されています） 

 
画像の受け渡しを二通りの方法で書いていま

す。比べてみて下さい。 
（できる人は、考察を・・・） 

 



controllers/faces_controller.rb	

register methodと、update methodを用意す
る。 

 # GET /faces/register 
  # GET /faces/register.json 
  def register 
    @face = Face.new 
    @user = User.find( current_user.id ) 
 
    respond_to do |format| 
      format.html # register.html.erb 
      format.json { render json: @user } 
    end 
  end 

	



Update method	
 # PUT /faces/update 
  # PUT /faces/update.json 
  def update 
    @user = User.find( current_user.id ) 
    @face = @user.face 
    @face.destroy if @face 
    @file = params[:file][:upload] 
    if @file && @file.respond_to?(:original_filename) 
      stat = @file.tempfile.stat 
      face_params = { 
        :user_id => @user.id, 
        :name => @file.original_filename, 
        :size => stat.size, 
        :content_type => @file.content_type, 
        :content => @file.read 
      } 
      @face = Face.new( face_params ) 
    end 
    respond_to do |format| 
      if @face.save 
        format.html { redirect_to chirps_path, 
            :notice => 'Face was successfully created.' } 
        format.json { render :json => @user, :status => :created, :location => @user } 
      else 
        format.html { render action: "register", 
            :alert => 'Failed to register face.' } 
        format.json { render json: @faces.errors, status: :unprocessable_entity } 
      end 
    end 
  end	



Update Method	

登録済みの顔画像があったら、廃棄する。 
Fileパラメータがあったら、必要なパラメータを

取り出して、設定する。 
保存に成功したら、user情報登録画面に 

redirectした。（別の画面を作ったら、後で 
redirect先を変更する。） 

	



Update method	



Chirps_controllerのfileアクション	

画像を表示する際に、ファイルをfaceから読み込む
actionを追加する。 

今回は、Helperは使わず、ピンポイントで画像だけを
表示させるようにした。（第１1回の教材と、構造を比
べてみて下さい。） 

 def file 
    face = Face.find( params[:id] ) 
    filename = (params[:fileext]) ?  
            "#{params[:filename]}.#{params[:fileext]}" : 
            params[:filename] 
    if filename != face.name 
      render :file => File.join( RAILS_ROOT, 'public', '404.html'), 
            :status => 404, :layout => true 
    else 
      send_data face.content, 
        :filename => face.name, :type=>face.content_type 
      end 
  end	



Chirps_controller のfile action	



config/routes.rb	

登録用、表示用のroutingを行う。 
以下の３行を追加する。 
  get 'faces/register' 
  get 'chirps/file' => 'chirps#file' 
  put 'faces/update' => 'faces#update' 
	



Chirpsのindex.html.erb	
画像の表示部分を追加する。 
他のデータは表示せずに、ピンポイントで画像だけを

表示。（ここでも、第11回の教材と、構造を比べてく
ださい。余計なものは表示していません。） 

 <td rowspan="2"> 
          <% if chirp.user.face %> 
            <% face = chirp.user.face %> 
            <% if face.content_type =~ /^image\/.*?(png|jpeg|gif)$/ %> 
               <%= image_tag url_for({:action => 'file', :id=> face.id, 
                    :filename => face.name}), :alt => face.name  
                %> 
            <% else %> 
               <%= image_tag 'default_face.png', :alt => 'Not Found' %> 
            <% end %> 
          <% else %> 
               <%= image_tag 'default_face.png', :alt => 'No Face' %>  
          <% end %> 
        </td> 



Chirpsのindex	



顔画像の登録	

http://127.0.0.1:3000/faces/register 
必要に応じて、menuなどでリンクを作る。（各自

の課題） 
今のところ、直接URLを入力する。	



顔画像の表示	

Top画面が下記のようになれば、OK	



Followテーブル	
構造として、 
User →　Follow テーブル　（1対多） 
Follow Class 

 integer   user_id    フォロウしている人 
 integer   to_id    フォロウする相手 

これだけの、簡単なテーブルを作る。 
rails generate model follow user_id:integer 

to_id:integer 
 

 	



Followのリレーションを設定	

models/follow.rb　に　 
 belongs_to :user 

models/user.rbに 
 has_many :follows 

を追加する。	



Controllerを作る	

Migrationを忘れずに 
 rake db:migrate 

今回は、「ユーザ全員を一覧」して、フォロウな
ら「フォロウしない」ボタンを、フォロウしていな
い場合は「フォロウ」ボタンを表示させ、ボタン
がクリックされたらその結果を反映する。 

list画面を作る 
 rails generate controller follows list	



Controller作成	



FollowsコントローラのListメソッド	
class FollowsController < ApplicationController 
  # GET /follows/list 
  # GET /follows/list.json 
  def list 
    @users = User.all 
    @users -= [current_user] 
 
    respond_to do |format| 
      format.html # list.html.erb 
      format.json { render json: @users } 
    end 
  end 
end 

	



アクセス制御	

常に「ログイン要求」して、ログインしたユーザだ
けが処理を実行できるようにします。 

chirps_controller.rbの先頭にある 
  before_filter :authenticate_user! 

を、faces_controller.rb, follows_controller.rb
の両方に入れます。 



Views/follows/list.html.erb	

まず、自分以外を全員表示	



Views/follows/list.html.erb	
<h1>Follows#list</h1> 
 
<table border="1"> 
<% @users.each do |user| %> 
  <tr> 
    <td> 
      <% if user.face %> 
        <% if user.face.content_type =~ /^image¥/.*?(png|jpeg|gif)$/ %> 
           <%= image_tag url_for({:controller => 'chirps', :action => 'file', :id=> user.face.id, 
                :filename => user.face.name}), :alt => user.face.name  
              %> 
        <% else %> 
           <%= image_tag ’default_face.png', :alt => “Not Found” %> 
        <% end %> 
      <% else %> 
           <%= image_tag ’default_face.png', :alt => 'No Photo' %> 
      <% end %> 
    </td> 
    <td><%= user.handle %></td> 
    <td><%= user.email %></td> 
  </tr> 
<% end %> 
</table> 

	

¥はback slash \  
また、全角の引用符などにも注意	



自分以外のユーザ表示	



Follow情報をlistに送る	

以下の１行を、follows_controller の listメソッド
に追加する。 

  @follows = Follow.where( user_id: current_user.id )	



Followボタンなどを追加	
 app/views/follows/list.html.erb 
Tableの 後の列に、以下を追加 
   <td> 
      <% if @follows && (follow = @follows.find {|follow| follow.to_id == user.id }) %> 
        <%= form_tag "/follows/cancel/"+follow.id.to_s, :method => 'put' do %> 
          <%= submit_tag "Stop Follow", :name => "Cancel" %> 
        <% end %> 
      <% else %> 
        <%= form_tag "/follows/follow/"+user.id.to_s, :method => 'put' do %> 
          <%= submit_tag "Follow", :name => "Follow" %> 
        <% end %> 
      <% end %> 
    </td>	



Config/routes.rb	

/follows/followと、/follows/cancelのパスを追
加する。 

  put "follows/follow/:id" => "follows#follow", :as => 'follows_follow' 

  put "follows/cancel/:id" => "follows#cancel", :as => 'follows_cancel'	



Followされた時の処理メソッド 
(follows_controller)	

  # put /follows/follow 
  # put /follows/follow.json 
  def follow 
    follow_params = { 
      :to_id => params[:id], 
      :user_id => current_user.id 
    } 
    @follow = Follow.new( follow_params ) 
 
    respond_to do |format| 
      if @follow.save 
        format.html { redirect_to follows_list_path } 
        format.json { render :json => @follow  } 
      else 
        format.html { render action: "list", 
            :alert => 'Failed to follow.' } 
        format.json { render json: @follow.errors } 
      end 
    end 
  end	



Followされた時の処理メソッド	



Cancelされた時の処理メソッド	

  # put /follows/cancel 
  # put /follows/cancel.json 
  def cancel 
    @follow = Follow.find( params[:id] ) 
    @follow.destroy 
    redirect_to follows_list_path 
  end	



Follows/listの動作確認	

以下のような画面になり、Follow / Stop Follow
が切り替えられます。	



Followした人を選ぶ	

日付の降順に並べるための chirps_controllerのindexの 
    @chirps = Chirp.order( :created_at ).reverse_order 

を、以下の記述に書き換えます。 
    @follows = Follow.where( user_id: current_user.id ) 
    @users = @follows.collect { |f| f.to_id } 
    @users << current_user.id 
    @chirps = Chirp.order( :created_at ).reverse_order 
    @chirps = @chirps.select {|c| @users.include?( c.user_id ) } 
１行目で、自分のFollowを抽出、２行目でto_idの値のArrayを

作成し、３行目でそれに自分を追加。 
４行目は従来通りで、５行目で、chirps配列の要素のうち、

user_idが3行目で作成した配列に含まれているものだけを
選び出します。 



バグではない致命傷	

前ページのスライドのコードは、私たちが試す程度で
は全く問題なく動作しますが、1日に数百万件を超え
る「つぶやき」が発生する実環境では、すぐにサー
バが落ちるほどの障害が発生します。 

これは、バグではありませんが、データベースを扱う際
の、実用上の「致命傷」です。 

どこが問題でしょうか？ 
気づいた人は、修正方法と一緒に「 終課題」で指摘

してください。(評価対象とします。） 
ヒント：データ取得の順番に問題があります。	



Chirpsコントローラindexアクション	



やっと、それっぽくなった画面	



今日の分の欠席課題	

Followの構造を入れなくても、全員分の書き込
みが表示されています。 

そのままの構造で、「発言者の顔写真（アイコ
ン）」を、chirpの一覧に表示させてください。 

	



どこまで本物に近づけるか	

まだやることはありますね。 
メッセージの日時ではなく、コメントを書いたのが何分

前か、などで表示する。 
自己紹介をみられるようにする。 
発言者が「退会」した後の書き込みをどうするか。（どこ

で、削除処理するか。） 
email, handleの他に、「名前」も表示する。 
他人の書き込みを編集したり、destroyできていいの？ 
このテーマを選んでいる人は、こうした改修のうち、で

きるものに挑戦してみて下さい。 



あと２回(3回?)です。	

「検索」（ユーザの検索や、書き込みの全文検
索など）を扱ってみたいと予定しています。 

	


