
アサート間数群

alCIosu尼Libraryの綱成

closure￥goog￥ＣＳＳ：

ＵＩウィジェットで使用されるCSSファイルが収められています。とくにcommon・ＣＳＳはすべてのウイジェッ

トに共通の定義が記述されており、必須です。その他のファイルは必要に応じてページに枕み込んでくだ

さい。

ａｓｓｅｒｔｓ

cIosure￥goog￥images：

CSSファイルから参照される画像が収められています｡側発者が直接参照することはほとんどありません

が、Webサーバーにデプロイする際にはこのフォルダもコピーする必要があります。
－

遅延処理のサポート

己
、
〃

ｒ
令
１
－

third-party￥cIosure￥goog：

外部のプロジェクトから取り込んだソースコードが収められています｡原稿執韮時点ではDqjoToDlkilの

CSSセレクタエンジン（gCog・domqueIy)、MochikiIの非同)ﾘl処理ライブラリ（goo9.aSync,DeIbr舵｡、goo9．

asyT1c.De他r蛇dList)、LommIpsumGenerator(gOog・Iext.LＣｌ･emIpsum）が含まれています。

／

恩

０

aII-tests､html,alItests・js：

ClosureLibrzIyのユニットテストです。closure¥goo9以下のすべてのユニットテストを一度に走らせるこ

とができます。詳細は「１０．３テストフレームワーク－を参照してください。

､1Ｑ

－

ト上紀のフォルダの中で雌も噸典なのは、もちろんCIosureLibmIy自体のソースコードを収めた

closure¥googフォルダです。ここにはさらに表3-1に,(すサブフオルダがあり､それぞれに複数のjsファイ

ルが存在します。これを見るだけでも、Closu随LibraIyがいかに幅広い機能をサポートしているかがわか

るでしょう。

■表３－１：cIosure¥googのフォルダ

Base64､SHA-1､その他暗号化サポート

名前 槻能

ＣＩｙｐｔ

配列操作用の関数群ａ｢｢aｙ

CSSOblectModeIサポート

debug デバッグのサポート間数､ログ出力など

4１

async

Ｄateクラスの拡強芯ど

色空間の変換やＣＳＳカラーのパースなどｃｏｌｏ「

datasourceXMLやJＳＯＮ形式のデータソース

ｃｓｓｏｍ

date
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disposabIeインスタンスの明示的な破棄をサポートするクラスの暴底クラス

ｄｏ、 ＤＯＭ操作間迎の間数･クラス群

edito「 リッチテキストエディタ

events イベント関連の間数･クラス群

fO『ｍａｔ ファイルサイズ､ＨTML､ＪＳＯＮなどを読みやすくフォーマット

functions 合成関数や述閉関数などを生成するユーティリティ

fｘ アニメーションやドラッグ＆ドロップなどのサポート

gea｢ｓ GoogIeのブラウザ拡張であるGea｢sのサポート(既に開発終了）

ｇ｢aphics ＳＶＧやＶＭＬを利用するクロスブラウザなグラフィックライブラリ

hiStOly ブラウザの屈歴管理

iｌ８ｎ 国際化サポート

iter イテレータを走画する関数群

lｓｏｎ ＪＳＯＮのエンコード・デコード

Iocale ロケール悩報など

ｍａｔｈ 座標､図形など､数学関迎のクラス群

ｍｅｍｏｎｚｅ メモライズ(時間のかかる関数の結果をｷｬｯｼｭして高速化する)のサポート

module モジュールの動的腕み込みのサポート

nｅｔ 非同期通侶のサポート

object オブジェクト操作用の関数群

positioningフローテイング系のＵｌの座標計算を行うクラス

protｏ シンプル芯プロトコルバッファサポート

proto2 プロトコルバッファサポート

pubsub publlsh/subsc『ibeチャンネルのサポート

｢efIect CIosu｢eCompile｢によって短縮されたシンボルのマッピング

spell スペルチェッカーコンポーネントのサポートクラス

string 文字列操作用の間数群

ＳｔｒｕＣｔＳ 各棚データ栂追の実装

style ＤＯＭのスタイル操作用の関数群

testing テストフレームワーク

time「 setTimeoutOを抽頗化したクラス

ｕｌ ＵIフレームワーク

url ＵＲＬクラス､及びＵＲＬ操作用ユーティリティ関数群

use｢agenｔブラウザのＵＡや各棚ブラグインの検出

Window ポップアップウィンドウのサポート

4２
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3.2オブ･ジェクト指向プログラミング

３２ｵブジｪ外指向ﾛグﾗﾐﾝｸ゙

ＮＯＴＥ

本ilIはJavaScript自体の解説書ではないので､JavaSc｢ipt本来のＯＯＰ手法(プロトタイプ･ベース

のＯＯＰ)については解説していません｡JavaScnptのＯＯＰをより深く理解したい方は､JavaScriptの専

門観などを併せて参照されるのがよいでしょう。

３

Closu1℃LibI･ａＩｙはjavaScriptフレームワークの111で雄も大規模なもののひとつでですが、それを史えて

いるのが、水梢的なクラス･ベースのオブジェクト指向プログラミング(Olﾘ〔､(:【Ori(､11t〔､(IPI･081．ammiI1g、以

下OOP）の技術です。OOPの活用によりライブラリ全体の体系化や柔軟な拡推性などが典現されており、

その知識はClosureLibraIyプログラミングにおいて必須饗項となっています。

しかし、､I3vaScI･iI〕tは本来プロトタイプ･ベースの言語であり、クラス･ベースの001)は（他の‘1.,淵ほど

には）メジャーな'松ではありません。多くの続行も、ｊｗ的なオブジェクトとク1J－ジ･Ｉ，をM<雌･り．るプ11グ

ラミング・スタイルの方に馴染みがあるのではないでしょうか。

そこで、ライブラリの個々の機能の説明に入る前に、まずはクラス･ベース(〕0Pの峨礎知識を解説しま

す。これ御ull,{しておくことで、水帝以降の内容をよりスムーズに叩解できるでしょう。

、
●
画

Ｐ
Ｉ

鵬

OOPとは、プログラムをオブジェクトと呼ばれる部品で柵成されたものとして脅え、個々の部,1,Aの両利

川性な向上させるプログラミングＦ法ですOOPにおけるオブジェクトとは､プログラムが扱う冊々のデー

タとそれを操作する間数（メソッド）をひとつにしたものです（図3.2）外部コードは原則的にメソッドを

介してデータを操作します。データとメソッドを‐力所にまとめることで、完全に独,碇した部品を作り出そ

うというのが、ＯＯＰの根本的な発想です･

Ｉ

3.2.1オブジェクト指向プログラミングの基礎
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■図３．２：オブジェクトの概念

プロトタイプ･ベースのOOPはこの概念をシンプルに実装したものです。なんの機能も持たない空のオ

ブジェクトからはじまり亀それを複製してデータやメソッドを追加することで拡張していきます(図3-3左)。

必要な言語機能が少なく、単純で理解しやすいのがメリットです。しかし､オブジェクトの振る舞いをアド

ホックに拡狼していくことになるので､ClosureLib田【yのような大規模なプログラムを体系的に栂成するに

は不向きな而があります。

これに対して、クラス・ベースのOOPではオブジェクトを「クラス」から生成します（図3.3右)。クラス

はオブジェクトの内部データ柵造やメソッド仕棟などを決定する､いわばオブジェクトの設計図です。機能

の拡張はオブジェクトに対してではなく､クラスを派生させることにより行います（『3.2.3クラス継承による

拡張」参照)。オブジェクトの設計と実体を分離することで、プログラムの柵造をわかりやすく整理できる

のが利点です。

NOTE

JavaSc｢iptでは単純なキー･値ペアのデータ柵造も含めて｢オブジエク1Ｊと呼ぶため､本雷ではクラス

から生成されたオブジェクトをとくに｢インスタンス｣と呼ぶことにします。

■回向－３：プロトタイプ･ペースとクラス･ペースの違い

辱登〉 睡参
プロトタイプ･ペースの

インスタンス生成

クラス

生脱 生厩

壱至り 辱参
クラブ･ペースの
インスタンス生戚

上紀のようなOOPの考え方老プログラムlﾙ1発に取り入れることには多くのメリットがありますが、とくに

重要なのが以下の３つです。

’
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･カプセル化による内部仕様の隠蔽

･クラス継承による拡張

-ボリモーフイズムによる処理の選択

3.2オブジェクト指向プログラミング

これらを理解しておくと、インスタンスの効率的なハンドリングやより良いクラスAqiIlに火いに役立ちま

す。そこで、以降ではこれらの点について詳細に解脱し、その後にClosuIでLibraIyでの具体的なクラス・
ベースOOPの実現方法について取り上げます。

3.2.2カプセル化による内部仕橡の隠蔽

前述のとおり、OOPでは外部コードがデータに直接アクセスすることはなく、すべての操作はメソッドを

介して行います。この考え方を徹底すれば､外部コードがオブジェクトのデータ榊造や内部仕様に依存す

るのを防ぐことができます。このような内部仕様と外部コードの隔離を「カプセル化」と呼びます。

オブジェクトが完全にカプセル化されていれば、その再利用は格段に楽になります。また、実装後に内

部のデータ櫛造を変更する必要が生じても、外部コードには影倒を与えずに済みます。これはメンテナン

ス・コストの大幅な削減に繋がるでしょう。

逆に荷うと、外部コードがデータに直接アクセスすることは極力避けるべきです。例え単純なデータの

取得でもメソッドを用意して、必ずそれを利用するのが剛想です。

3.2.3クラス継承による拡張

Ｊｉ‘本的な機能を持ったオブジェクトに後からメソッドの追加や上iI｝ざを行って機能を拡帳できるのも

OOPの大きな特徴です。クラス・ベースのOOPでは、ノ心のクラス（ＪｉＬ底クラス）の機能を継承した新しい

クラス（派生クラス）を生成することでこのような拡張を実現します（これをサブクラス化と呼びます)。

例えば文字ボタンを表示するButtonクラスがあるとします。このクラスにはボタンを表示するための

renderメソッドと、ボタンがクリックされた際に呼ばれるonClickメソッドが実装されています。ここで、も

し新たにl山i像ボタンが必要になったときは、すべてを作り直す代わりにBut(onを継承したImageButtonク

ラスを作成します。そしてrenderメソッドだけ画像ボタンを表拡するように上沓きすれば、望みの機能が

実現できます(図3-4)。このように基底クラスで定義されたメソッドを派生クラスで上脅きすることを｢オー

バーライド」と呼びます。

さらに、ImageBultonを継承してonClickをオーバーライドすれば、クリックされた際の処理が異なる多

数のバリエーションが簡単に作成できます。このように饗史の必襲があるメソッドだけをオーバーライド

し、般小限の手間で多くの機能を実現できるのがクラス継承のメリットです。

4５

jt＝
Ｉ
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巴図９４：クラス継承による拡弧

Ｂｕｔｔｏｎ

面a⑦671ｃｍう

ImageButton

(尼雨）

N…澄む｜open溌壷|｜$ave9詮壷

3.2.4ボリモーフイズムによる処理の選択

JavaScriptでは特別なことをしなくてもオブジェクトがポリモーフイズム的な性質を持つため、この点に

ついてはあまり脱明の必喫もないかもしれません。しかし､OOPの重要な概念であることは|Ⅲ違いないの

で、知搬を体系化する意味でもWiiiliに触れておきます。

前述の例にH1てきたImageButIonなどのクラスは、すべてButtonクラスと同じ外部インターフェースを

実装しています。つまり、外部コードから見ればImageButtonインスタンスなどもButtonインスタンスと同

じように扱うことができます。しかし､それぞれのクラスによって得メソッドの振る郷いは微妙に通います。

このように|｢ilじメソッドを呼んでもインスタンスによって振る郷いが典なることを「ポリモーフイズム（多態

性)」と呼びます。

この性蘭を利用すると、複数クラスのインスタンスを効率よく処理できます。例えば配列にBuIton派生

クラスのインスタンスが多数格納されており、そのすべてを表示することを考えます。ポリモーフイズムを

利用すれば、ループ中でクラスごとに場合分けをする必要はありません。蝋純にすべてのインスタンスの

rcndc『メソッドを呼び出すだけで目的が連成できます。JavaScripI風に普くと以下のようになるでしょう。

ror(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈buttons・length

buttinsIil,render()；

）

i++）｛

このように、ポリモーフイズムを利用すると複数のクラスを単一の処理で扱うことが可能になり、呼び出

し側のコードを火きく簡略化できます。また、呼び出し側のコードが特定のクラスに依存しなくなるので、

新しいポタンクラスを追加したとしても、変更の必要がありません。これによってプログラムのメンテナン

ス性は大きく向上します。

前述のとおり、」avaScriplではOOPを意識せずともポリモーフイズムを利用したプログラミングがｎJ能で

す。しかし、クラス継承などの仕組みを導入することで、ポリモーフイズムを意識したコーディングはより

亜襲になります。ClosurcLibmIyでも随所で利用されているので、覚えておいてください。

’



５

の章の後の部分で解説していますので、処理に疑問があるときはそちらも参照してください。

3.2.5CIosureLibraryにおけるオブジェクト指向

６

4７

JavaScriplはプロトタイプ・ベースのOOPを採用した言語なので、そのままではクラス・ベースのＯＯＰ

は適用できません。そこで、ClosureLibmIyがクラス継承などの機能を提供することでそれを補っていま

す。この仕細みはライブラリ自体の櫛築に大きな役割を果たしているのはもちろんのこと、それを利用し

たアプリケーションでもたいへん役立ちます。

ここでは、ドキュメントに表を仰入するTableRendererクラスを例にして、ClosureLibraⅣにおけるクラ

ス・ベースOOPの実装方法を解説します◇コード例で使用しているgoogdomやgoogarmyについてはこ

ワ
ムー

:↓

３．２オブジェクト拓向プログラミング

/／createCols_()メソッドの定職

TableRenderer・prototype・createCols-＝function(text）｛

retUrn9oo9･dom・createDom(‘td',null，,．+text)；

)；

〃使用例

vartableRenderer=newTableRenderer(川

tableRenderer､addRow(Ｉ‘Orange,，801)；

tableRenderer・addRow(Ｉ'apple''140恥

tableRenderer・addRow(Ｉ,strawberry''5801)；

/･･

・クラス定猫

ｃ、constructor

。/

functionTableRenderer《）（

thiB･tbodL雲goo9.dom・createE1ement('tbody,〉；

９００９.dom･appendChild(document,body‘

goo9.do､､createDom(,table，，null，this,tbodyJ)；

）

／

Ｆ
Ｅ
Ｌ
肺
二

〃addRow()メソッドの定義

TableRenderer・prototype・addRowpfunction(row‘opt-index）｛

ｖａｒｔｒｐｇｏｏｇ・ｄｏ､､createDom（

,tr'，ｎｕＵ‘goo9.array,maP<row，this･createCols-‘this))；

ｉｆ(9oog・isDefAndNotNull(opt-index）＆＆Ｏ〈＝opt-index）｛

thiB・tbodL・insertBefore(tr，this・tbodL･childNodesIopt-indexl》；

｝ｅｌｓｅ（

goo９.do､､appendChild(this.tbody－，ｔr)；

｝

}：
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〃結果：

/／｜Orange

/／ｌａｐｐｌｅ

/／lstrawberry

８０

１４０

５８０

まず般初にTabIcRcndcrcrという間数を定義していますが、これが実はクラス定投に相当します。

javaScriplにはクラスという概念が仔在しないので、関数にクラスの役目をさせるのです。

同時に、この関数はコンストラクタでもあります。コンストラクタとはインスタンスが'k成された直後に

実行される関数で、オブジェクトの状態(データ）を初期化する役割を担います。TableRendererのコンス

トラケタでは、必艇なＤＯＭ婆素を作成し、後に行の追加で必要となるTBODY亜素をlhis､lbody-に保存し

ています。this・tb《〕dy-はオブジェクト（インスタンス）のデータにあたるもので、本‘!}ではこのようなオブ

ジェクト・メンバを「メンバ変数｣と呼びます。

次に､表に行を追加するaddRowOメソッドを定義していますojavaScriptでは､クラス(関数)のpro〔oWpe

に無格関数をセットすることで､メソッドが定義できます。こうしておくとｎｅｗでインスタンスが生成された

際にI‘I動的にメンバに追加され､｢インスタンス.addRowO｣の形で呼び出せます。メソッド内では、ｗ引数

の内容にしたがってTR､ＴＤ饗素を作成し、それをコンストラクタで保存しておいたIhiSIbodyLに追加して

います。

さらに､addRowOの内部でTD要素の作成に使用するcreateCols-Oも定義しておきます。CIosureLiblwaIy

では、クラス内でのみ使うことを意図したメソッド･メンバ変数は名前の吸後にアンダーパーを付加するこ

とが仙例となっています。ｌhis・lbody-の名前も側じ理山です。

このようにして定殺したクラスからオブジェクトを生成するには､newを利用してコンストラクタを呼び出

します。こうすることでprotoWpeの全要素を反映した新しいオブジェクト（インスタンス）が作成され、そ

れをthisにしてコンストラクタが実行されます。そして、生成されたインスタンスを介してメソッドを呼び

出すことで、処叩を実行していきます。

NOTE

JavaSc｢iptの一般的なＯＯＰ技法では､コンストラクタ内でthisの要素に無名関数をｾｯﾄすることでメ

ソッド定義とする場合もあります｡しかし､この方法は僅かながらパフォーマンスが低下し､Closu｢e

Compilerによる眼適化(９章参照)も妨げるので､CIosureLib｢a｢yではほとんど使われません。

実は、ここまではjavaScripl本来のOOPとほとんど変わりません。TableRendemrをクラスと考えるかプ

ロトタイプと考えるかという概念上の違いだけです｡ClosurcLibIaIy特有の手順がH}てくるのはクラス継承

を利用して派生クラスを定稜するときですので、今度は砲bleRende『erを継承したSOI･1ed耐bleRendererク

ラスを作ってみましょう。



/･・

・SortGdTableRendererクラスの定義

。⑫ＣＯ、恩ｔｒＩ１値ｔｎＴ

．／

垂unctionSortedTablERend己正r(）（

goo９.base<this)；

this･keys-＝【1；

｝

/／TableRendererクラスを継承する

9ＣＯ9.inherits(SortedTabl認会謡寄垂，TableRendereｪ･)；

/／addRow(）をオーバーライド

Sor上edTableRenderer・prototype･addRow＝function(row）｛

ｖａｒｋｅｙ＝ｒｏｗＩ０］１１‘,：

ｖａｒｉｎｄｅｘ富goo9.array,binarySearch(this･keys-‘key)；

ｉｆ(index〈０）

index堂一(index＋１)；

goo9.array､insertAt(this,keys-，key，index)；

goo９.base<this，．addRow'，row，index)；

}：

/／使用例

varsortedRGnderer＝newSortedTableRenderer()；

sortedRenderer､addRow(［‘Orange‘，８０])；

sortedRenderer・addRow(１.apple，，140】)；

sortedRenderer､addRow(Ｉ'strawberry''5801)；

/／結果：

/／｜ａｐｐｌｅ ｌｌ４０１

/／｜ｏｒａｎｇｅ ｌ８０１

/／lDtrawberrvl5801

３．２オブジェクト指向プログラミング

Ｓ()I､【c(ITableR(､il(IeIwは先頭カラムでソートされた炎をﾉﾋ成するクラスです．クラス肥.催の部分は後にし

て､まず8oogjnheI､itsOを呼び'1Iしている行に注||してください。これは(:!〔)訓lrcLil〕I別ｙが提供している|#ｌ

数で、第一引致を第二引数の派生クラスにします．こうすることで、雌底クラスのメソッドが派生クラスに

引き継がれ、継承関係を保持するためのいくつかのデータが雌しく殺定されます。

コンストラクタ（クラス）内では､鎧初にgoogbascOを呼び出しています。これもCloSUreLib】”'の関数

で、派ﾉ{ヨクラスからji鳴底クラスの機能を利川するためのもので７１．コンストラクタ内で使った蝿合は、難

底クラスのコンストラクタ呼び出しになります。派生クラスのコンストラクタではこの方法で必ず基底のコ

ンストラクタを呼び出してください。そうしないと墓底クラスの初期化が行われず､派生させた意味がぎく

なります。

３

①

１１
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次に､addRowOメソッドを定義して基底ケラスの同名メソッドをオーバーライドしています。既存の行か

ら柿人位佃を算H1し、峨後のgoogbaseOでA§底クラスのaddRowOを呼び出して抑人を実行しています。

メソッド内でのgoogbaseOは基底クラスの同名メソッドの呼び附しになります（第二引数にメソッド名を指

定する必愛があります)。

これでクラス定投の方法と継承の仕方がわかりました。ところで、TablcRendere｢クラスのc1℃aIeCols-O

をよく見ると、一庇もthisを参照していません。このようなメソッドはクラスメソッドとして定就したほうが

便利なことがあります。以ドにそのための変更点を示します。

〃addRow()メソッドの定穂（クラスメソッドのcreateColS-()を使うバージョン）

TableRenderer・prototype､addRowofunction(row･opt-index）（

ｖａｒｔｒ宮goo9.dom・createDom｛

‘tr，‘ｎｕＵ，goo９.array･Inap(row‘TableRenderer・createCo1B-，ｔｈｉｓ)）；

／／以降は変更なし

)：

/／createCol8_(》をクラスメソッドとして定藷

TableRenderer･createCols-ofunction(text）（

returngoo9・dom､createDom(‘td･‘ｎｕＵ，,‘+text)；

)；

このように、proIotyPeではなくコンストラクタ（クラス)のメンバとして定鎧した関数を「クラスメソッド」

と呼びます。クラスメソッドはインスタンスがなくても呼び出せるほか、Closu肥Compiler(９噸参照）によ

る破適化がかかりやすいというメリットがあります。必須ではありませんが、thisが不要なメソッドはなる

べくクラスメソッドにするべきです。

3.2.6インスタンスの削除

ClosureLibmIyが提供する多くのクラスは､インスタンスを削除するためのメソッドdisposeOを提供して

います。これはインスタンスが保持しているＤＯＭ要素への参照やイベントハンドラなどを解放するための

もので、インスタンスが不典になったときはメモリリークを防ぐために必ず呼び出さなければなりません。

このdisposeOを定捜しているのがgoogDisposableクラスです。内部でDOM要衆などのリソースを保持

するクラスは、googDisposableを継承して適切なクリーンナップ処理を実装する必要があります◇

例として､ThlbIeRendererクラスをgoogDisposableの派生クラスとするための変更点を示します｡disposeO

が呼ばれると、作成した表をドキュメントから削除します。



５

６

３．２オブジェクト描向プログラミング

goo9.require(‘goo９.Disposable･）；

７

functionTableRenderer(）（

〃．．．

｝

goo9.inherits(TableRenderer、goo9.Disposable川

ワ

TableRenderer･prototype・disposemternalcfunction(）｛

goo９.base《this‘‘disposelnternal‘》；

9009.dom・removeNode(this､tbody-.parentNOde此

ｔｈｉＢ､ｔｂｏｄｙ－ｐｎｕＵ；

}；

‐
ｐ
Ｉ
ｊ
’
一
小

Ｊ
４
ざ
ｊ
ｂ

１１

disposeIn(emalOはdisposeOから呼び出されるメソッドで、実際のi‘ill除処理を記述するためのものです。

disposeOを直接オーバーライドすることは避け､必ずdisposclntemalOに削除処理を記述してください。ま

た､その処耶巾では親クラスのdisposelntemalOも忘れずに呼び出してください。でないと親クラスの削除

８

９

処理が実行されず、メモリリークに繋がります。

１０
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３３基本機能

ClosurGLibraIyを利用するとき､鎧初に必ず読み込むのがbasGjsです。このファイルが提供するのは必

狸峨低眼のコフ'機能のみですが、それだけにCl〔)surcLibm【ｙの恨紳となるものが含まれています。個別

のjsの機能を鮒説する前に、これらのコア機能のうちアプリケーションで有川なものを取り上げておきま

す。

3.3.1依存性管理

２'‘ifでも触れましたが､ClosureLibra【yには必要なjsファイルを自lllIj的にﾙみ込むための依存性管理機

能が細み込まれています。その処理はすべてbasejsで定撹されており、没3-2に,穴す開放が提供されて

います,、

国表３．２：ｂａｓｅisで定義されている依存性管理の関数

関数

addDependency(『eIPath‘provides､requi『es）

､『ovide(name】

require(name】

説欧

relPathで指定したファイルの依存関係情報を定義します。

providesとrequiresはいずれも文字列の配列で､前者は

relPathで定砿されているクラス､換省はrBlPalhが依存する

クラスを指定します

nameで指定されたクラスを定義することを宣言します｡また、

nameに必要な名前空間を定残します

nameで指定さ'nたクラスに依存すること巷宣言します｡また、

nameを定蕊しているファイルを就み込みます

例えば､２章で作成したdepsjsをテキストエディタで読み込むと､ａI〕I)sjsの依仔関係'ii1i報を定義する以

ド〔ﾉ)よう御;(〕〔)Ra〔l(IDPl〕eI1deI1cyO呼び川しがI;I｣述されている↓J:ずで．d．(,&fみやすいように改↑･『していま

す)。

goo９.addDepGndency（

,．.／､.／､．／scripts/app.』ｓ,，rchapterZ・App11‘

【・goo9.ｕｉ・IIsvPalette，，‘goo9.fx･DraggGr･】）；

また、closure・IibraIyydosure¥goog¥depsjsでは、CiosureLibraIyのすべてのjsファイルについて上記

のような呼び出しがあります｡これらのスクリプトを実行することで依存関係のグラフが術築され､依存ファ



イル読み込みのI‘1動化が実現されています。

実際に依存ファイルをi晩み込むには、８００９.rc〔IuireOを利用します。この関数が実行されると、引数で

指定されたクラス(および依存するすべてのクラス)を定鐙するjsファイルを依存関係グラフから割り出し、

それらを説み込むためのSCRIPT要素をドキュメントに挿入します。

２章で作成したサンプルでは、index,htmlで以下のスクリプトを実行し、chapter2,Appクラス（appjsで

定授されている）に必盤なjsファイルを銃み込んでいます。このときに挿入されるSCRlPT煙素を図3-5

(左）に示します。

<scripttype回･text/javascript｡＞

goo９.require(OchapterZ･App,）；

</script＞

ここで、多くの続者が「なぜSCRIPTタグで直接apPjsを読み込まないのか?」と疑問を持ったのではな

いでしょうか。つまり、以ドのコードでも良いのではないかということです。

<scripttype回.textﾉjavascript、Src宮.Scripts/app･js.></script＞

しかし､これは正しく動作しません。この場合のSCRIPT裟素は図3-5(右)のよう挿入されます。まず最

初にappjsが実行され、その中のgoogorequireO呼び川しによって「appjsの実行後に」依存するjsファイ

ルが拙み込まれます。aPPJsが実行される時点では必幽なクラスが定壌されていないため､それらを使用

した時点でエラーとなってしまいます。

このような理由から､ClosureLibraIyでアプリケーションを開発する際にはbasejsとdepsjs以外のjsファ

イルは直接読み込まず、すべて依存性管瑚機能に任せるべきなのです。

ＮＯＴＥ

もうひとつ別の理由として､Closu｢eCompiIe｢によるスクリプトの最適化を行うと､(ＨTMLに直書きさ

れたスクリプトなど)最適化対象外のスクリプトコードからのアクセスが難しくなることもあります｡この件の

詳細は｢９章ClosureCompiIerによるJavaScriptの最適化｣を参照してください。

5３
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■図３－５：googrequi幅()によるスクリプトの醜み込み

ドキュメント

＜Ｓｃ『ipt＞
googrequire(‘ch8pte『2.App‘)；

＜Sc｢ipt＞
その他の依存ファイル..．

＜ＳＣｎｐｔ＞

hsvpalettejs

＜script＞

draggerjs

＜SCript＞

ａｐｐｌｓ

すべてgDog,requireOで
読み込んだ場合

I…?可
＜SC『ipt＞
appjs

＜Ｓｃ｢ipt＞
その他の依存ファイル..．

＜SC｢ipt＞
hsvpaIettejs

＜SC｢ipt＞

dragger､1ｓ

appjsを
画接蔑み込んだ堀合

しかし、ごく簡単なスクリプトを実行したいだけなのに、わざわざjsファイルを別に川葱するのは血倒

です。そのようなときは、ｇDog､lrcquircO呼び出しと実際のコードを別のSCRlPTタグに響くことで問題を回

避できます。以下に例を示します。

<divid=･palette｡></div＞

<scripttype=ptext/javascript風＞

goo9.require(･goo9.ｕｉ・HsvPalette･肘

</script＞

<scripttype雪｡text/javascript鰯＞

varpalette‐newgoog・ｕｉ･HsvPalette()；

palette・render(document､getE1ementById(‘palette'）〉；

</script＞

こうすることで、雌初のSCRIPTタグ（googrcqui『COを呼び出し）の直後に必幽なjSファイルのSCRIPT

狸紫が挿入され、二冊目のSCRlPTタグが実行されるときには、それらの読み込みが完ｒしています。簡

単なテストコードを普く際は、この方法を使うとよいでしょう。

3.3.2名前空間

名前空間とは、グローバル変数･側敬などをグループ化して名前の価突を凹避する手法です。例えば、

既出のgoogarrayjbrEachOとgoogobject､lbrEachOはどちらも｢fbrEach｣という名前の関数ですが､前者は

googaITay、後者はgoogobjectの搭前空間に所属しており、別のものとして扱われます。CIosureLib蝿Iｙ



詞７

my,lib,TableRenderer・prototype・addRow＝function《row”opt=index）｛

〃．．．

）；

3.3基本樋能

は、このように機能ごとに格前窄間を分けることで、多数の関数やクラスを体系化し、見通しの良い柵造

を維持しています。

名前空間はアプリケーション開発でも有川です｡個々 のアプリケーションやライブラリごとに固有のｲzi前

空間を作ることで､互いの干渉を気にすることなくIﾙ1発が進められます。以下は前述のmbleRendererクラ

スをｍｙ､lib名前空間の中で定義する例です。

１

ワ
峰

《！

goo９.provide(,my・lib､TableRenderer‘）；

り

my,１ib･TableRenderer＝function(）（

／／…

）
Ｕ

my・ｕｂ－｛

TableRenderer：function<）｛

〃．．．

あとは、ｍｙ,libのメンバにクラス（コンストラクタ凹数）を代入することで、その名前空Ⅲ内にクラスを定

樋したことになります。クラスにアクセスする隙は常に名'iii空間（myIib）をクラス名の前につけることで、

どの名前空間の晒bleRendererクラスなのかを明示します◇

なお、名前空間内に複数のクラスや関数を加えるとき、JavaScriptに憤れた開発者なら以下のように＃

きたいかもしれません。

5５

ハ

ｑ

my･lib・TableRenderer・createCol8-pfunction(text）｛

〃．．．

）；
1０

１１

var8ortedRenderer=ｎｅｗｍｙ･lib･TableRenderer《)；

/／、．． ｲ、ヤ
ト'

41巴

名前空間の定義にはgoogprovideOを利肘します。この関数に名前空間付きのクラス名など巷与えるこ

とで、最後のピリオドより前の梢前空間が自動的に作成されます。上記のコードであれば、goOgprovjdGO

内部で以下のコードが実行されたのとI『ilじことになります。

window・ｍｙ＝｛}；

､Window・my・lib＝｛}；
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}；

}‘

SOrtedTableRenderer

〃．．．

）

function(）（

しかし、この許き方は間迎いです。もし他のファイルでもｍｙ,libにメンバを追加していた場合、それを

削除してしまう可能性があります。名前空間が他のファイルでは使われていないと確信できる場合を除

き、名前空間の作成はgoogprovideOに任せるようにしてください。

3.3.3クラス・ベースのＯＯＰサポート

前述のとおり、ClosurCLibraIyにとってクラス･ベースのOOPは非常に重要な概念です。その実現のた

め、basejsでは表3-3に示す関数が定捜されています。

多くの関数はすでに紹介済みですが､abstractMethodOとnullFuncuonOは初出です。これらは言14に派生

クラスでオーバーライドすべきメソッドとして使用します。前者は呼び川すと例外を投げるので､オーバー

ライドしなければクラスが派常励作しないようなメソッドに使います．後者はなにもせずにnullを返すの

で、機能拡張のためのフックを用意する場合に有効です。以下に使用例を示します。

functiOnBaseC1aSs(）（

）

/／必ずオーバーライドしなければならないメソッド

BaseC1ass･prototype･mustOverride＝goo９.abstractMethod；

/／オーパーライドできる（しなくてもよい）メソッド

BaseC1ass,prototype・overridableロgoo9.nuUFunction；

これらに類似するものとして､gOogjimctionsにはtn』e/faIseをf返す間数や特定の価を返す関数が疋義さ

れています。「3.7関数｣を参照してください。

■表３－３：base・jsで定羨されているＯＯＰサポート関数

関数

inhe｢its(childCto｢･ｐａ『entCtor）

addSingIetonGette｢(cto｢）

説明

chiidCtorをpa『entCto｢の派生クラスにします。また､childCtor，

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｏ『にｐａ｢ｅｎｔＣ１ｏｒを､ｃｈｉＩｄＣｔｏ｢ｓｕＰｅｒＣＩａｓｓ－に

parentCtorprototypeを､それぞれ股定します

cto『にクラスメソッドgetlnstanceOを追加し､アプリケーション内で唯一

のインスタンスにアクセスできるようにします



abstractMethodO

nulIFunctionO

base(ｍｅI､methodNamelI.ａ｢gs…】）

3.3.4データ型の判別

３．３基本機能

呼ぶと例外を投げるだけの関数です｡派生クラスで必ずオーパーライドし

芯け、ばいけ尊いメソッドとして使います

単にnulIを返すだけの関数です｡派生クラスでオーパーライドできる間数

のデフォルト実装などに使います

コンストラクタ内で呼び出したときは基底クラスのコンストラクタを､メソッ

ド内で呼び出したときは墓底クラスの同名メソッドを呼び出します｡ｍｅは

thisオブジェクト､methodNameは呼び出し元のメソッド名(コンストラク

タの鳴合は省路)､a｢gsはコンストラクタ･メソッド呼び出し時に指定する引

数です

basejsでは、表3-4に示すデータ型の判別関数が提供されています。これらは単なるlypeo｢演算子の

固き換えではなく、より実用的な判別が行えるように工夫されています．引数のデータ剛によって処理を

分けるような場合に利用するとよいでしょう。

■表3-4：データ型を判別する関数

関数

typeof(vaIue）

isDef(Val）

isNulI(Val）

isDefAndNotNulI(Ｖａｌ）

isNumber(vaI）

isSt｢ing(Ｖａｌ）

isBoolean(Ｖａｌ）

isObject(Val）

isArray(Val）

isA｢TayLike(val）

isFunction(Val）

isDateLlke(Ｖａｌ）

説明

valueのデータ型を文字列で返します｡･nuII･や･a｢｢ay･を返す点がtypeｏｆ

演算子との迎いです

Valがundefinedでなければt｢ueを､そうでなければfalseを返します

Ｖａｌがnu11ならtrueを､そうでなければfalseを返します

Ｖａｌがundefinedでも､u||でもなければt『ueを､そうでなければfalseを

返します

Valが数値ならt｢ueを､そうでなければfaIseを返します

Valが文字列であればt｢ueを､そうでなければfalseを返します

Valがboo1eanであればt『ueを､そうでなければfalseを返します

Valがオブジエクト(配列と間数を含む)であればt『ueを､そうでなければ

falseを返します

valが配列であればt『ueを､そうでなければfalseを返します

valが配列､NodeList,もしくは数値のlengthメンバを持つオブジェクトで

あればt『ueを､そうでなければfaIseを返します

Valが関数であればtrueを､そうでなければfalseを返します

vaIがDateインスタンスか､それに類似したインスタンスならtrueを､そう

でなければfaIseを返します

5７
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3.3.5その他のサポート関数

その他にも、basejsでは多くの関数が定義されています。それらの中で、アプリケーションでも役立ち

そうなものを表3-5に示します。

■表３．５：basajsで定践されているサポート関数

関数

bind(f､‘selfObjLa｢gs…]）

partiaI(ｉｎＬａ『9s…l）

getMsg(strLvaIuesl）

getCssName(cIassNameLmodifierl）

globalEval(Sc『ipt）

脱明

selfObjをスコープとしてfnを呼び出す関数を返します｡argsはfnの引数

として渡されます｡返した関数が引数付きで呼び出された場合は､a｢9sの

後続の引数としてfnに渡されます

thisを指定しないbindOです.関数やクラスメソッドの引数を固定したい堀

合に利用します

st｢をローカライズした文字列を返します｡valuesにオブジエクトを指定す

ると､str中の|＄メンバ名}というブレースホルダをその値で固き換えます

ＣＳＳクラスとして使用される文字列を作成します｡modifierが街路された

ときはclassNameをそのまま返します｡modifie『が掴定されていれば、

(classＮａｍｅ＋､．，＋modifie『)を返します

文字列Ｓｃ｢iptをJavaSc｢iptコードとしてグローバルスコープで実行しま

す



３．４文字引

３４文字列

ＨTMLをはじめとして多くのデータ遊史下列でやり取りするWGbアプリケーションにとって、文字列|'M作

はｊｌ４も猟雅に1iう処jIl1で.』-。〕11然､(､！(〕s''１．cIjbraIyも充ﾐした文‘１．:列処'''1機能を提供しています、そのば

とんどは8oogstrin8fI前怨間の関数として定護されており、以.ドのようにgoogI･equiI･COで読み込むことで

利用叫能にきります、

goo９.require（･goo９．ｓﾋｴ､ing’）Ｉ

docuInent・body・innerHTIbIL＝goo９.string・buildString（

‘このページは’，qooq,strinqhtmlEscape(1ocation・hre主)，’です。‘）』

以降では、これらのlU倣ないくつかのカテゴリにう)けて解説し、さらにURLを操作す為ためのクラスで

ある８００８.UI、iについても取り上げます。個々 の関数やメソッドをリファレンス的に解脱しているので､114初

からすべてを党えるのは雌しいかと思います。まずはざっと目を通して、必要になったときに詳細を確認

するのがよいでしょう。

３．４．１文字列の生成

まずは文字|lを生成する関数です(友3-6)cbUildS1I･ingOは、文γ:'1に対する＋城東j，:のパフォーマン

スが低い一部のWebプラウザでも効率的な文字列結合が可能です『また、crealGUI1i(IueS1ringOはDOM
挫糸のＩＤなどを生成するために使えます

国表３６：gDngstringの文字列生成関数

関数

buiIdSt『Ing<[str…1１

repeaL(stringlenglh】

DadNumbe｢(num･IenRthLpreclslonll

crealeUnlqueStrirlgC

RetR8ndomSt｢in員(】

説欧

st『で指定された文字列を結合します

文字列ｓｔｒｌｎｇなleng〔ｈ回綴り返しに文字列を返しtj4リ

numを文字列化し､整数部の文字数がlengthになるように先頭にＯを仰

入します｡p『eclsionを握定すると､小数部の文字数がその長さに芯るよう

に末尾にもＯを仰入します｡小数部の文字数がprecIslonを超える場合は

四桧五入されまく1．例・DadNumbe｢(１．２５．２．３）・'０１．２５０‘

現在のドキュメント内でユニークな文字列を返しま．《〕

最低６４bit精度のランダムな文字列を生威します.Matｈ『andomO2回

とタイムスタンブを利用して清度を上げた乱数を36進数で文字列化して

います

5９

Ｆｑ

名‘
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makeSafe(obj） objの文字列表現を返します｡nuIIやundefinedは空文字になります

3.4.2文字の判別

文'79列が含む文字を判別する側数を表3-7に示します。ほとんどの関数は文字列に含まれるすべての

文字を1(11定しますが､isSpaceOとisUnicodeCharOだけは長さｌの文字ﾘを渡す必幽があるので注葱してく

ださい。

■表３．７：gQog・stringの文字判別関数

間数

isNumeric(str）

isAIpha(st｢）

isAIphaNume｢ic(str）

isEmpty(st｢）

isEmptySafe(str）

isB『eakingWhitespace(s、

isSpace(ch）

isUnicodeCha｢(ch）

3.4.3文字列の比較

説明

st｢が半角数字だけを含むならt｢ue､それ以外芯らialseを返します

st｢が半角英字だけを含むならt｢ue､それ以外ならfaIseを返します

strが半角英数字だけを含むならtrue､それ以外ならfalseを返します

strが空文字もしくは空白だけを含むならtrue､それ以外ならialseを返し

ます

isEmptyOと同じですが､strが文字列でなければmakeSafe()で文字列

に変換されます

strがnbsp以外の空白だけを含むならtIue,それ以外ならfaIseを返しま

す

ｃｈ＝＝･¥x20nならtrue､それ以外ならfaIseを返します

chが有効なユニコード文字ならt『ue,それ以外ならfalseを返します

文字列の比較を行う関数を表3.8に示します◇大文字･小文字をI垂別しない比較をはじめとして、さま

ざまな比鮫が可能です◇

■表３．８：googstringの文字列比較関数

関数

startsWith(str･prefix）

endsWith(st｢・suWix）

caseInsensitiveCompa｢e(st『１．ｓt『2）

説明

文字列strの先頭が文字列prefixと一致するかをt｢ue/falseで返します

文字列st｢の終端が文字列suffixと一致するかをt｢ue/falseで返します

大文字小文字を区別しない文字列比鮫です｡返り値は､st｢１＜ｓｔ｢２のと

き－１、ｓｔｒｌ＝＝ｓｔｒ２のときＯ､ｓｔｒｌ＞ｓｔ｢２のとき＋１になります

caseInsensitiveSta｢tsWith(st｢.ｐ｢efix）文字列strの先頭が文字列prefixと一致するかをtrue/falseで返します。

大文字小文字は区別しません


