
caselnserlsltiveEndsWith(st｢・suWix）

nume『ateCompa｢e(st｢1．str2）

compareVersion(ve｢sion１．version2）

contains(strSs）

3.4.4文字列の加工

3.4文字列

文字列strの終端が文字列sulfixと－致するかをt｢ue/faIseで返します。

大文字小文字は区別しません

人間にとってわかりやすい規則でstrlとstr2を比較します｡返り値は

caselnsensitiveCompareOと同じです。

例：､File２.jpg｡＜,FiIelOjpg。

バージョン番号を示す文字列を比較します｡返り価はcaseInsensitive

Compa『e()と同じです。

例：。1.9.＜・1.10.,.1.0a.＞・１０b・

文字列strが文字列ssを含むかどうかをtrue/falseで返します

文字列を加工する関数は多数あるので、さらにいくつかに分けて解説します。まず比較的単純な加工

を行うものを表3-9に示します。

■衷３．９：goog・stringの文字列加工関数

関数

remove(st｢.ｓs）

removeAII(str,ｓｓ）

｢emoveAt(str,index・ｓｔ｢ingLength）

t｢uncate(str‘cha｢ｓＬｐ『otect】）

脱明

文字列strに文字列ssが含まれる喝合､その最初のものを削除した文字列

を返します

文字列st｢に文字列ssが含まれる喝合､そのすべてを削除した文字列を返

します

文字列st｢中のindex文字目からst｢ingLength文字を削除した文字列を

返します

文字列strをcha『sで指定された文字数に切り臆めて､必要芯ら，..・・を付加

します.protectにt『ueを指定すると､ＨＴＭLエスケープの途中で切り酷め

られるのを防ぎます

t｢uncateMiddIe(st｢・cha｢s[‘protectDtruncateと同じですが.文字列の最後ではなく中央の部分を切り詰めます

subs(st｢〔‘ａ『gs…】）

stripQuotes(st『､quoteCha｢s）

Pythonスタイルの文字列固換を行います。

例：subs(･foo96shot96s･‘･ba『･‘･dog.)→･iooba『hotdog．

文字列st『がquoteCharsに含まれる文字のいずれかで囲まれている場

合､それを削除したものを返します

空白や改行に閲する文'了R列加工関数を喪3.10に示します《,ＨＴＭLにおける窄門の扱いを考感した１１M数

が多いのが特徴です。

１

ウ
』も

４

貝

６

８

９
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newLineToB｢(strLxml]）
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Ｉ
Ｉ
ｉ

■表３．１０：gcDgstringの空白･改行の加工聞数

6２

間数 脱明

st｢中の¥x20¥x20を＆琴160:に変換し､さらにnewLineToBrOをかけ

た文字列を返します｡xmlはnewLineToBrOと同じです

t『ｉｍ(st｢） st｢の削後の空白を削除した文字列を返します

whitespaceEscape(st『ＬｘｍＩ】）

st｢の先頭の空白を削除した文字列を返しますt｢imLeft(str）

各剛のエスケープ処珊・エスケープ解除処即を行う関数を炎３．１１に示します。これらの関数を適切に

利用することはXSSなどの脆弱性を防ぐことに繋がるので、非術に唄襲です。

trimRight(st『） st｢の終端の空白を削除した文字列を返します

■表３．１１：googstnngのエスケープ･エスケープ解除関数

no｢malizeWhitespace(str） 個々の空白を￥x20に変換した文字ﾀﾘを返します

脱明

迎研する￥x20､タブと個々 の￥xaO(nbsp)をひとつの¥x20に変換した

文字列を返します

no｢malizeSpaces(st｢）

間数

迎続する空白文字を￥x20に掴き換え､先頭と末尾の空白文字を削除した

文字列を返します

coIIapseWhitespace(str）

文字列chの先頭の文字を､JavaScriptの文字列リテラルに安全に含める

ことができる形式にエスケープして返します。

例：escapeCha『(StringfromCharCode(１５))→･¥¥xOE．

文字列st『中のすべての改行文字(¥『.￥､.￥｢¥､)を削除した文字列を返

します

smpNewLines(str）

escapeCha｢(ch）

Windows形式とMac形式の改行をUnixスタイルに変換した文字列を返

します.つまり､￥｢¥nや￥｢を￥､に変換します

canonicaIizeNewLines(st｢）

文字列st｢中の特殊文字をescapeCha｢()でエスケープし､二亜引用符で

囲んだ文字列を返します

改行文字をくb『>(XmIがt｢ueならくb｢/＞)に変換した文字列を返します

u｢IEncode(st｢）

quote(str）

urIDecode(st『） st｢のURLエンコードを解除した文字列を返します

st『をURLエンコードした文字列を返します

unescapeEntities(st｢） st｢のエスケープを解除した文字列を返します

｢egExpEscape(st｢） 文字列st｢中の正規表現における特殊文字をエスケープした文字列を返し

ます

HTML(XML)の特殊文字を実体参照に変換した文字列を返します｡st｢が

多数の特殊文字を含む堀合は､htmlCharsをt『ueにすることで変換速度

が上がります

htmIEscape(st｢[‘htmICha『s】）



６

3.4文字列’

parse(u｢ILignoreCase]）

ｌ
ｌ
ｉ

3.4.5文字列から他のデータ型への変換

■IＦ

文字列から他のデータ型への変換を行う間数を戎3.12に示します

■表３－１２：googstJingの他のデータ型への変換関数

'）

3.4.6ＵＲＬの操作

間数 脱明

u｢lで指定されたＵＲＬのインスタンスを作成します｡u｢Iは文字列かgoog

Uriインスタンスで楢定してください

toNumbe｢(st｢） Numbe｢(str)とほぼ同じですが､空文字の鳴合はＮａＮを返します
‘１

Webアプリケーションで扱う機会の多い文字列データのひとつがURLです（URIのほうが厳密な用語で

すが､本撫ではより一般的なURLという名称を用います)。ClosurcLibraryにはURLを扱うためのgoogUri

クラスが用意されており、URLの各パーツを而単に操作できます。Uriクラスの使用例を以下に示します。

toMap(s） 文字列ｓに含まれる全文字をキーにしたオブジェクトを返します｡すべての

要緊の値はtrueになります ひ

１０

hashCode(str） java‘IangSt『ing､hashCode()に類似した文字列ハシシュ関数です

1１goo9.require(.goo9.Uri,）；

９

Create(scheme・userInfo・ｄｏmain,port‘path・que『y､f｢agment{,ignoreCase1）

指定されたパーツでＵ『iインスタンスを作成します｡不要なパーツはnullに

してください｡igno｢eCaseにt『ueを指定するとgetPa『amete｢VaIueO

などが大文字小文字を区別しなくなります

関数

８

■表３－１３：gcogU｢iのクラスメソッド

１１

靴

Uriインスタンスの作成は表3.13にボすクラスメソッドで行います。生成したインスタンスにはURLの各

パーツ(Scheme、UserInfb、Domain、Porl、Path、QueIy、Fragmenl)のそれぞれについてアクセサ･メ

ソッド(sctXxx、gctX】｡《、has〉｡｡《)が用意されており、パーツ個別に取得･設定･存在テストが可能です。

また、それ以外の主なメソッドを表3-14に示します。

脱明

/／http://www・google,ＣＯ.』p/search?q=C1osure%ZOLibraryへ移動

1ocation･as8ign(url･toStringO)；

varurlpgoog・Uri･parse(,http://www.google･ＣＯ・jp/8earch‘）；

Url,setParameterValue(‘ｑ･’・C1osureLibrary･）；
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■表3.14：googU『iのメソッド

間数

cloneO

getPa｢ameterVaIue(key）

getPa『ameterValues(key）

setPa｢ameterVaIue(key,value）

setPa｢amete｢values(key,values）

removePa｢ameter(key）

resoIve(relativeU『i）

makeUniqueO

hasSameDomainAs(uri2）

toSt『ing(）

6４

脱明

インスタンスを複製して返します

keyで指定したクエリーパラメータの最初の値を返します｡keyが存在しな

ければundefinedを返します

keyで指定したクエリーパラメータのすべての値を配列で返します

keyで指定したｸｴﾘー バﾗﾒー ﾀの値をvalueにします

keyで指定したクエリーパラメータの値をvaluesにします｡valuesは配列

で指定してください

keyで指定したクエリーパラメータを削除します

インスタンスが保持するURLをベースURLとして､『eIatIveU｢iを絶対

URLに変換します

ランダム芯クエリーパラメータを追加します

uri2が同じドメインであればtrueを､そうでなければfalseを返します。

uri2はgoogUriインスタンスで指定してください

インスタンスに格納されたURLを文字列にして返します



３．５記馴」

３５配列

配列の操作を行う関数は､go〔)garray名前空間で定幾されています。すでにgoog､arrayfbI･EachOはサン

プルコードで使川しましたが、ほかにも多放のⅢ数が川慰されています。以ドに使川例壮示します。

qooq・require（‘qooq・array‘）』

vararray＝goo9.array･concat(0，１，１３'４１）；

goo９.arraY､insertAt(array，２‘２)；

document・body・innerHTlIL十＝！‘＋array；／／【０，１，２，３‘４１

以降では、これらの関数をいくつかのカテゴリに分けて解説します。

3.5.1配列の生成

新しい配列を生成する関数を表３－１５に示します。このほかに｢３．５５配列の反復操作lにも新しい配例

を碓成するものがあるので、参照してください．

国表３－１５：Rooga｢｢ayの配列生成関数

関数

clone(a｢｢ay】

toＡｒ｢ay(Dbject】

concat(args...】

repeat(vaIue,、〕

bucket(a｢rav･sorte｢】

IIatten<ar貝ｓ，）

説日促

a｢rayと后じ内容の新しい配列を作成します

objectと同じ要素を持つ新しい配列を返します｡objectには配列ライクjは

オブジェクト(argumentsやNodeListなど)も指定できよす

すべての引数を順霞に追加した配列を作成します｡引数が配列の場合は

そのすべての要素が追加され､そうでなければ引数値そのものが追加さ

れます。

例・concat(０，［１．２])一・［０．１，２］

valueを値とするｎ個の些索を措つ配列を作成して返します

a｢｢ayの各些索について間数sorterを呼び出し､その返り値ごとにa｢rayを

複数の配列に分割し､オブジェクトで返します｡soIrte｢には要素の値､イン

デックス､a｢rayの3つの引数が渡さ‘nるので､その要素転追加するオブ

ジェクトのキー文字列を返してください

concat()と同様にすべての引数を追加した配列を作成しますが､配列がネ

ストしている場合はすべての要素を再起的に展開します。

例fIatten(O･［１［２．３]])→[０，１．２．３］

３

坤

.’

砧
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slice(a｢ray,sta｢t【・endl）

3.5.2配列要素の追加・削除

array【start】～a｢ray[end]の間の要素を格納した新しい配列を返します。

endを省略した堀合は末尾までを対象にします｡a『rayには配列ライクなオ

ブジェクトも指定できます

配列の愛撫の追加・削除を行う関数を喪3.16に示します。配列終端の追加・削除はもちろん、征意

の位圏の挿入・削除も而単にできます。

■翌３－１６：googanrayの要緊の追加･削除関数

間数

Clear(a｢｢ay）

extend(a｢｢ａｙＬａ｢gs…】）

insert(ar『ay､obl）

insertAt(a｢｢ay‘objI,i】）

insBrtAr｢ayAt(array･eIementsToAddLl)）

insertBefore(ar｢ay,objLobl21）

｢emove(a『raypbj）

removeAt(array.i）

『emoveDupIicates(a｢『ay【.『v】）

removeIf(a｢｢ay.i[‘ｓcope】）

spIice(ar『ay・index,howMany【.ａ｢gs…】）

脱明

a『｢ayからすべての要紫を削除し､空配列にします

a｢｢ayにargsの内容を追加します｡a｢gsに配列ライクなオブジェクト

が含まれていれば､その全要素を追加します

arrayがobjを含んでいないときのみ､ar｢ayの末尾にobiを追加しま

す

a『｢ayのi番目の要素としてobjを挿入します｡i以降の要素はひとつ

ずつ後ろにずれます｡iを省略した場合はＯとして扱われます｡iが負

の値なら､配列の終端からの逆順インデックスとなります

ar｢ayのi番目に配列elementsToAddの全嬰票を抑入します｡|以降

の要素はelementsToAddの要素数の分だけ後ろにずれます｡iの扱

いはinsertAtOと同じです

arrayの湿初のobj2と等しい要素の位圏にoblを挿入します｡それ以

降の要索はひとつずつ後ろにずれます｡obj2が見つからない､もしく

は省略した埋合は末尾に追加します

objに等しい最初の要素を削除します｡それより後ろの要素はひとつ

ずつ前にずれます

a｢｢ayのi番目の要素を削除します｡i番目より後ろの要素はひとつずつ

前にずれます

a｢『ayから亜掴した値を削除します｡『vに麗列を指定すると､a｢｢ayを

変更せずにrvに結果を格納します

a｢『ayの各要素について関数fを呼び出し､最初に真を返した要素を削

除します｡fに淫される引致やscopeの憲昧はforEachOと同じです

ar『ayのindex番目からhowMany個の要素を削除します｡a｢gsが楯

定された場合は､それらの値をindex番目に挿入します｡a｢『ayには

argumentsなどの配列に似たオブジェクトも指定できます



呼び出し順が逆になる以外はfindOと同じです

３．５配列

findRight(a｢『ay.f【､scopel）

ソ

3.5.3配列要素の検索
１

脱明

配列の要素を検索するための関数を表３．１７に示します。単純な比鮫による検索のほか､評価関数によ

る柔軟な検索も可能です。

ｎ
〆

■変３－１７：googarTayの検索間数

binarylnsert(array・value[,compa｢eFn】）

間数 脱明 ４

ソート済みの配列からevaIuatorを利用して値を検索します｡evaluator

は3つの引数(比較対顔の要素､そのインデックス､ar｢ay)をとり､検索する

価が比較対敵より小さければ･1､等しければＯ,大きければ＋１を返す関数

です｡scopeを指定すると､それが間数のthisになります｡返り値は

binarySea｢chOと同じです

indexOf(array・obiLformIndex1） a｢｢ayの要緊の中で､objと＝=＝演算子で比較した結果が真になる最初の

要緊のインデックスを返します｡そのような要素が存在しないときは-1を返

します

･

binarySelect(array,evaIuator【.ｓcope]）

ｂ
lastlndexOf(array・obi{.f｢omIndex】)）園後の要素のインデックスを返す以外はindexOfOと同じです

bina『ySearch(a｢｢ay・ta｢get[compareFn]）ソート済みの配列からtargetと等しい値を検索します｡値が見つかった場

合はそのインデックスを､そうで芯ければ(-(挿入位置）‐１)を返します。

compa｢eFnはソート順序を決めるための比較間数で､sortOと同じです

備

蒔

find(a『ray.f1.scopeD a｢｢ayの各要索について関数fを呼び出し､圃初に真に芯った要緊を返しま

す｡すべてが偽のときはnuIIを返します｡fに浸される引数やscopeの意味

はforEachOと同じです

７

８

関数

1０

■表３．１８：goog.a『rayのソート済み配列関迎の間数

ソート済みの配列a｢rayの適切な位固にvalueを挿入してt『ueを返しま

す｡もしa｢ray内にすでにvalueが存在する場合は挿入は行われず､false

が返ります.compa『eFnはbinarySea『chOと同じです

6７

iindIndex(ar『ay.f【・scopel） a『rayの各要緊について関数fを呼び出し､最初に真になった要紫のイン

デックスを返します｡すべてが囚のときは-1を返します｡fに渡される引数や

scopeの愚昧はforEachOと同じです

配列をあらかじめソートしておくと、表３．１８の関数により商速な検索が可能です。とくに検索の頻度が

高い場合には便利な機能です。

１１findlndexRight(array.Ⅱ.ｓcope】） 呼び出し順が逆になる以外はfindIndexOと同じです

3.5.4ソート済み配列



forEach(a｢ray･fLscopel）
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ar『ayの各要素について関数fを呼び出していき､偽を返した時点で返り壇

falseで終了します｡すべてが真なら返り値はt｢ueです｡fに渡される引数

やscopeの意味はforEachOと同じです

some(a｢ray‘f【.ｓcope】）

binaryRemove(a｢ray､vaIue【‘compa｢eFnDソート済みの配列arrayからvalueを削除します｡実際に削除が行われた

場合はt｢ue､arrayにvalueがなかった期合はfaIseが返ります。

compa『eFnはbina｢ySearchOと同じです

ar｢ayの各要素について関数fを呼び出していき､真を返した時点で返り値

t『ueで終了します｡すべてが偽なら返り値はfaIseです｡fに渡される引数

やscopeの恵味はforEachOと同じです

3.5.5配列の反復操作

eve『y(a｢『ay・ｉＬｓｃｏｐｅｌ）

我3-19の側数を利用すると、配列の各愛素に対してコールバツク関数を適用することで、さまざまな操

作が行えます。これらはECMAScrip【５で追加されるメソッドをエミュレートするもので、最新のWebプラ

ウザの多くはネイティブサポートによる高速な実行が可能です。以下にgoogaITzWfbrEachOの使用例を示

します。

goo9.require《‘goo９.array,）；

ｖａｒｔｅｘｔｓ－Ｉ‘foo‘‘。bar'，・buz･】；

9009.array･forEach(1.1.1'，，idZ.，‘id3.】，function(value，index）（

ｖａｒｅｌ目docuInent､9etE1ementByｴd(value>；

ｅ１.innerHTMLotextSIindexl；

))；

■衷3.19：goog､anByの反復操作関数

map(a｢ray,ILscope]）

脱明間数

iiltG『(a｢｢ay,f【‘ｓcope)）

a｢rayの各要素について関数fを呼び出します｡fには要累の値､インデック

ス､arrayの３つの引数が渡されます｡scopeが指定された場合は､それが

fのthisになります

ｌ
‐

6８

呼び出し順が逆になる(末尾の要素が最初)以外はfo｢EachOと同じですforEachRight(array.f【.ｓcope}）

a｢『ayの各要素について関数fを呼び出し.返り値が真だった要緊のみを持

つ新しい配列を返します｡fに浬される引致やscopeの意味はfo『EachOと

同じです

arrayの各饗累について関数fを呼び出し､腰当する要素をiの返り価で画

き換えた新しい配列を返します｡fに渡される引数やscopeの意味は

fo『EachOと同じです。

例：map(11‘２]‘function(v)I｢etumv＋1:|)→[2.3］



reduce(a｢｢ay.f・vaILscope)）

｢educeRight(a｢『ay.f､Val〔.ｓcope]）

3.5.6配列のソート

３．５配列

a｢｢ayの各要素について関数fを４つの引数(前回の呼び出しの返り値､要

素の値､インデックス､a｢ray)で呼び出し､眼後の呼び出しの返り値を返し

ます｡Valは囲初の呼び出しの第一引数です｡scopeが指定された場合は、

それがfのthisになります

呼び出し頑が逆になる以外は｢educeOと同じです

配列のソートを行う間数を表3.20に示します。とくに安定ソートが行えるstableSortOは便利でしょう。

■表３．２０：goo9.日『rayのソート関数

間数

so｢t(a｢ray【､compareFn】）

sortOblectsByKey(ar｢ay､key〔・compareFn]）

stabIeSo｢t(ar｢ay[・compareFn]）

3.5.7その他の配列操作

脱明

a｢rayの要素をソートします｡compareFnは比較関数で､標準の

sort()メソッドと同じです｡省略した場合はく､＞演算子で比較す

る関数が使われます

a｢｢ayをオブジエクトの配列と仮定し､element【key]の値でソー

トします｡compa｢eFnはso｢t()と同じです

sortOと同じですが.安定ｿー ﾄを行います(等しい値の順番が変

わりません）

上記以外の配列操作を行う関数を表3.21に示します。

■衷３－２１：googarrayのその他の間数

間数

isEmDty(a｢｢ay）

peak(a｢｢ay）

contains(array・obl）

equals(ar『ayl・array2LequaIsFnl）

『otate(a『ray.、）

脱明

a｢｢ayが空配列ならtrue､そうでなければfalseを返します

ar『ayの最後の要素を返します

a｢『ayがoblと等しい要素を持っているかどうかをt｢ue/faIseで返します。

値の比較は＝==演算子で行われます

ar『aylとar『ay2の内容が等しいかどうかをt｢ue/faIseで返します｡要素

の比較はデフォルトでは＝＝演算子で行われますが､equaIsFnにt｢ue／

faIseを返す比較間数を指定することもできます

a｢『ayの内容をｎ個後ろ(ｎが負の価の埋合は胴)にずらします‘これによっ

てはみ出した要素は逆の端に挿入されます．

例：｢otate([O‘１．２．３]､２)→[2.3.0.1］

6リ

ワ

4，

い

ｒｌ

《、

ＬＪ
,ﾉ

1０

１１

1,1



M１

第３章CIosureLibraryの基硯

オブジェクトの撒作を↑j:う間数は､go〔》g〔)Iﾘcc【柿i(I空間で定渡されています以下のようにgoogrequireO
で挑み込むことで利川､｢能になります

qooq,require（，qooq・object‘）Ｉ

ｖａｒｔｅＸｔｓ＝｛，idユ,：‘ｒｏｏ'，，id2，：，ｂaｒ,,,id3，：‘ｂｕｚ,）：

9ＣＯ9.object､雪orEach(texts，function(value，ユndex）｛

ｖａｒｅｌ＝document・getE1ementByｴｄ(index)；

ｅ１．innerHTML＝ｖａｌｕｅ；

))：

以降では、これらの関数をいくつかのカテゴリに分けて解脱します

3.6.1オブジェクトの生成

新しいオブジェクトを生成す為Ⅲ倣牡災３２２に示します。このほかに｢3.6.'1オブジェクトの反復操作一

にも新しいオブジェクトを生成するものがあるので、参照してください。

図表３－２２：RooRpbiectのオブジェクト生成関数

関数

DIDne<obj】

c｢eale(args，）

Cl,ｅａｔｅＳｅｔ(a｢Ｒｓ

transpose(obj】

脱即

obiと同じ内容の新しいオブジェクト在生成します

Create(キー１．個１.キー２．値2...‘)という順番で引致を与えると､それ

らをオブジェクトに変換します｡もし引数がひとつでそれが配列ならば､そ

の聾崇を引数として胆います

引数で婚足したすべてのキー狂N1つオブジェクトな返しポす｡値はすべて

trueに芯りJ､す｡もし引数がひとつでそれが配列ならば､その要素を引数と

して扱います

キーと仙を逆賑した新しい刻ブジェクトを返します



３．６オブジェクト

3.6.2オブジェクト要素の取得・闘査

オブジェクトから典素の値やその他の仙細を取得する関数を表3-23に示します。要素が存在しなかっ

たときのデフォルト値を指定できる取得関数､すべてのキー･値を配列で取得など､よく必要になるパター

ンが関数化されています。

■衷3.23：googobiectの要緊の取御･岡査間数

関数

get(obj､key【‘ｖａＩｌ）

getAnyKey(obj）

getAnyValue(obj）

getCount(obj）

getKeys(obl）

getVaIues(obj）

findKey(obj・fLscope】）

findVaIue(obj.f[,scoPel）

isEmpty(obj）

containsKey(obi､val）

containsVaIue(obj､val）

脱明

objにkeyに対応する要紫があればその値を､なければVal(省略時は

undefined)を返します

objが持ついずれかの要索のキーを取得します｡もし要繋がなければ

undefinedを返します

Objが持ついずれかの要紫の値を取得します｡もし要素がなければ

undefinedを返します

objの要素散を返します

objのすべてのキーを格納した配列を返します

Objのすべての値を格納した配列を返します

objの各要素について間数fを呼び出し､最初にfが真になった要素のキーを

返します.fに渡される引数やscopeの恵昧は表３．２５のforEach(）

fo｢EachOと同じです

findKeyOとほほ同じですが､要素の値を返します

objに要素がひとつもなければtrueを､それ以外ならfalseを返します

keyinoblの塘梁を返します

objがvalと等しい値を持っているかどうかをtrue/falseで返します｡値の

比較は＝＝演算子で行われます

3.6.3オブジェクト要素の追加・削除

オブジェクトの幽素を過加･削除する関数を友3-24に示します。とくにexlendOは一部のWebプラウザ

ではfbr-inループに現れないメンバまで検出するため、充全なコピーが行えます。

■我３．２４：goog・objectの要素の追加･削除間数

間数

Clear(obl）

add(obl､key・val）

脱明

objから全要素を削除します

objのkey要素にValを設定します｡もしobjがすでにkey要素を持ってい

たら例外を投げます
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extend(ta｢get[,args…)）

set(obj‘key・val）

setliUndefined(obj’key､Val）

｢emove(obj･key）

a｢gsに指定したすべてのオブジェクトのすべて要素をtargetにコピーしま

す。

例：ｖａｒｏ=|}:extend(｡{a:O､ｂ:1}):→ｏ＝｛ａ:Ｏ,ｂ:１｝

obj[key]＝Ｖａｌと同じです

objにkeyをキーに持つ要素がない喝合のみobi【keyl=Valを実行します。

obXkeylを返します

objからkeyをキーに持つ要素を削除します

3.6.4オブジェクトの反復操作

配列とほぼIEil様の表3-25に示す反復操作関数が川意されています。これらはECMAScriptには存在し

ませんが、配列と一貫性のある扱いができる点は便利です．

■表３－２５：goog､objectの反復操作関数

間数

fo｢Each(obj・fLscoPel）

map(obj,fLscope]）

filte｢(obj･fLscope]）

eve『y(obj,fLscopel）

some(obj.f【.ｓcope〕）

脱明

Obiの各要緊について関数fを呼び出します｡fには嬰緊の値､要素のキー、

objの３つの引数が渡されます.scopeが指定された場合は､そ、がfの

thisになります

objの各要素について関数fを呼び出し､咳当する要素の値をiの返り値で

週き換えた新しいオブジエクトを返します｡fに遮される引致やscopeの恵

味はforEachOと同じです

objの各要素について間数fを呼び出し､返り値が真だった要素のみを持つ

新しいオブジェクトを返します.fに渡される引数やscopeの意味は

forEachOと同じです

objの各要素について間数fを呼び出していき､偽を返した時点で返り値

faIseで終了します｡すべてが貝なら返り価はt『ueです｡fに渡される引数

やscopeの意味はfo｢EachOと同じです

obiの各要素について関数fを呼び出していき､瓦を返した時点で返り値

t『ueで終了します｡すべてが偽なら返り値はIaIseです｡fに渡される引致

やscopeの恵昧はfo｢EachOと同じです
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３７関数

goo8.Iimctionsfj前窄間には、蝋に・定の賊を返すだけの関数や、複数の関数を呼び出すMH数などを

生成する機能が爽装されていよす（友326）８()〔〕8鋤bslraclMelho(10のようにメソッドのデフォルト実装と

して利用したり、裡敬の側数を組み合わせて新しい関数を生成したりできます。後荷の例を以下に示しま

す企

goo９.requirG（･goo９.func上ions，）l

9oog､requirG(‘goo9.array‘）；

varappendOnce＝goo9.functions・ｏｒ(goo９.arraY・containsogoog､arraY､extend)；

vararray＝Ｉ,apple，，．Orange'｝；

aPpendOnce(array，‘melon1）；／／‐・array雲｛・apple，，‘Orange‘，‘Inelon‘l

appendOnce(array，、apple!）；／／一・array＝１.apple.，‘Orange'，，,nelon.’

８()０９.arl･ay.c〔)'】lainsOが偽巻返したときのみgoog,arrayx,xtcndOが実行されるので、結果として「iWllが

そのＩＩｌＩを雨ﾐないときのみ過llllする」MM激が火B,ｌできています。

回孜３．２６：ＲｏｏＲ‘Iunctionsの関数

幽融

目ＡＬＳＥＣ

ＴＲＵＥ(）

identity([『etu｢nVaIue〔・円｢ｇｓ］}）

constant<ｒｅｔＶａｌｕｅ】

IDCk(1)

e『ror(message】

sequence((args］】

and([a｢８s．］】

説匪

階にfalse転仮ず関数です

淵に[『ｕ〔〕をiEdIWl数です

I･e1umValueを返すだけの関数です｡ａ『gsは無視されます

繕に｢etValueを返す関数を生成します

引数ぶしで関数fを呼び出す間数を生成して返します｡生成されだ関数に弓

敗を渡してEj,IILは引き渡さrl3:せん

messageを持つ例外を発生させるだけの関数を生成します

引数として渡されたすべての関数を順に呼び出し､最後の関数の返り値を

題す関数を生威します

引数として渡されたすべての間致准噸に呼び出していき､他を返しに踊点

で返り胆falseで終了し､すべて真歴返したときのみtrue種返す間数を生

成し誤す。

例（and(f,貝))(x）．!!(f(x)＆＆ｇ<x)）

３

膿
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or(【args,..】）

compose([args…】）

c『eate(constructor〔・args…】）

7４

引数として渡されたすべての関数転順に呼び出していき､真を返した時点

で返り価trueで終了し､すべて偽を返したときのみfalseを返す間数を生

脱します。

例：(or(f,ｇ))(x>一Ｍ(f(x)llg(x)）

argsで渡された関数の合成関数存牛成します。

例：(compose(f､ｇ>)(x)→f(g(x)）

描定されたクラスの新しいインスタンスを生成して返します。

constructo｢はクラス(コンストラクタ).a『gsはコンストラクタに濃す引

致です
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３８DOM操作

Wcbプラウザ.上でダイナミックなGUIを尖現するために必要なのがI〕()Ｍの側′|』です。ClOsuI､GI‘1bralyに

は多彩なUlウィジェットが川意されていますが､それらのji蝿となる揃力なI)()ＭサポートＩＭＩ牧がgooR.〔loI1，

名前雫間に実装されています、以ドにその使用例歴示します、

qooq・require（‘qooq・ｄｏ、'）；

varnode＝goo９.dom・createDom（

１ｍＶ‘，ｎｕＵ‘

goo9.dom・createDom(‘SPAN.‘（‘style‘：‘color：

goo９.ｄｏ､､createDom('SPAN‘，（’style，：，color：

qooq・ｄｏ､､appendChild(document､bodV，、ode>；

red;‘｝，’Hello‘），

blue;‘｝，！World!‘））；

また、googdomの関数と同等のメソッドが実装された９００９.(lomDonlHell)PI'というクラスもあります‘

googdomが常に現在のドキュメントを対象とするのに対して､pomHellPeI･は任意のドキュメントのDOMを

操作できます。例えば、以下のようにlFRAME内のドキュメントの操作などが可能になります。

goo９.require（‘goo9.doIn'）；

qooq・require(‘qooq・ｄｏ､､DomHelper‘）；

/／IPRAl妃を作成

variframe＝goo9.do､､createDom(’ｴFRAME,，｛‘src‘：!about:blank,｝)i

qooq・dom,appendChild(docuInent・body，iframe)；

/／エPRAlIE内のドキュメントを操作するDomHelperインスタンスを作成

ｖａｒｉｆｄｏｃ＝goo９.dom・getFrameContentDocument(iframe)；

varhelper＝goo9.ｄｏ1,.qetDomHelper(irdoc)；

/／エFRA11E内にDOl1要素を挿入

varnode＝helper､createDom（

０ｍＶ‘，ｎｕＵ･

helper・createDom(･SPAN‘‘｛‘style､：．color：

helper・createDom(,SPAN‘，｛，style‘E・colorI

helper・appendChild(i:fdoc・body，、ode)；

red;‘），‘Hello’），

blue：，｝．，Ｈｏｒｌｄ１・））：

googdomの関数（およびDomHelperのメソッド）にはクロスブラウザ対応やパフォーマンス改遥といつ

３
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た利点があるので、概耶のDOMAPIよりも優先して利川するべきです。以降では、これらの関数を機能

ごとに分けて解脱します。さらにスタイルの操作を行うgoo9.styleとCSSセレクタによる洩糸の取得を行う

g(〕ogdomqueIyについても取り上げます。

3.8.1ＤＯＭ要素の生成

ＤＯＭ要素を′k成する関数を表3.27に示します。その柴本となるのがcreateDomOで、要素名と属性、

子要素を指定してＤＯＭ愛素を生成できます。また､ＨＴＭL文字ﾘをパースしてＤＯＭツリーに変換するに

はhmllTbDocumentFI3gmenlOを利川するのがよいでしょう。

■翌３．２７：ＤＯＭ要素の生成

間数

c｢eateDom(tagName【・attributes【.ａ｢gs…】l）

c｢eateEIement(name）

c｢eateTabIe(｢owScoIumns【,filIWithNbsp}）

c『eateTextNode(content）

htmIToDocumentF『agment(htmIString）

脱明

新しいＤＯＭ要素を生成します｡tagNameは要素名､attributes

は屈性を格納したオブジェクトです｡argsにはＤＯＭ要素､文字列、

配列､NodeListが掴数指定でき､それらは生成したＤＯＭ要素の

子として追加されます

新しいＤＯＭ要素を生成します｡nameは要紫名です

｢oＷＳ行､columns列の表を生成し､そのTABLE要素を返しま

す｡filIWithNbspにt｢ueを渡すと､各ＴＤ要索の内容を＆nbsp：

にします

新しいテキストノードを生成します｡contentはテキストノードの

内容の文字列です

ＨＴＭL文字列をＤＯＭツリーに変換し､それを格納した

DocumentFragmentを返します

3.8.2ＤＯＭ要素のドキュメントへの追加・削除

ＤＯＭ璽素をドキュメントに抑人したり、ドキュメントからlIiIl除したりする間数を表3-28に示します。ほと

んどはＤＯＭAPIの機能と亜槻しますが、1℃movcNodcOの親要衆など、明IL1な指定は肯酪されているのが

便利な点です。

■表３．２８：ＤＯＭ要素のドキュメントへの追加・削除

間数

appendChlId(parent・child）

脱明

parent,chlldNodesの厄後にchildを追加します｡pa｢ent、

appendChiId(child)と同じです

lnse｢tSiblingBefore(newNode‘｢efNode）「efNodeの前の兄弟ノードとしてnewNodeを挿入します
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insertSiblingAfte『(newNode｢efNode）refNodeの次の兄弟ノードとしてnewNodeを仰入します

『emoveNode(､ode）

removeChildren(､ode）

｢epIaceNode(newNodaoldNode）

fIattenElement(element）

nodeを親のchideNodesから削除します

､odeからすべての子ノードを削除します

oIdNodeをnewNodeに達し替えます

elementをドキュメントから外し､そのすぺての子ノードをelementの

位遇に仰入します

3.8.3ＤＯＭ要素の取得･検索

既存のDOM要紫を取御する関数を友3-29に示します。gelElemenlsByTagNameAndCIassOは可能であ

ればあSeleclorsAPIやgelElememsByCIassNamcOなどのAPIを利用するので､凧新のWebプラウザ上では

とくに高速に動作します。

■表３－２９：ＤＯＭ要素の取褐･検索

間数

getEIement(id）

脱明

idで描定されたid属性を持つＤＯＭ要素を返します｡idがＤＯＭ要素だった

坦合は､それをそのまま返します

getEIementsByTagNameAndCIass([tag【,class【，ｅＩ１ｌ〕）

楯定された要票名とＣＳＳクラスを持つすべてのＤＯＭ嬰緊を配列で返し

ます｡tag､classはそれぞれ要素名とＣＳＳクラスの指定で､nuIIにすると

すべての要累にマッチすます｡ｅｌにＤＯＭ要緊を指定すると､その要紫の子

孫要緊のみを走査します

getAncestor(element，matcherLincIudeNode【,maxSea『chStepsl)）

eIementの先祖ノードを走画し.matche『(node)が貝になる最初の要素

を返します｡そのよう芯要素が見つからなければnuIIを返します。

incIudeNodeをt｢ｕｅにするとelement自身を最初にテストします。

maxSea｢chStepsは検索する最大レベル数です

getAncesto｢ByTagNameAndClass(element【・tag【､classⅡ）

elementの先祖ノードを走商し､嬰索名がtagで､ＣＳＳクラスにclassを

含む園初の要素を返します｡tagやclassは､nulIにするとすべての要衆に

マッチします

findNode(｢oot.ｐ）

findNodes(root.ｐ）

findCommonAncestor([args…]）

｢oot以下のＤＯＭツリーを深さ優先探索で走査し､p(node)が真になる最

初のノードを返します｡そのよう芯ノードが見つから荘ければundefinedを

返します

find()と同じですが､見つかったすべてのノードを配列で返します

引数で指定し脆全ノードの共通の祖先ノードを返します｡祖先ﾉｰドが見つ

からなければnulIを返します
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3.8.4ＤＯＭ要素のﾄラバース

あるＤＯＭ襲業から周辺の要素を取得するための関数を表3.30に示します。テキストノードやコメント

などをスキップしての取得や、深さ優先探索でのＤＯＭツリーのトラバースなどが実現できます．

■翌３．３０：ＤＯＭ要累のﾄラバース

間数

getFi｢stEIementChild(node）

getLastEIementChiId(node）

getP｢eviousElementSibIing(node）

getNextEIementSibling(､ode）

getP『eviousNode(､ode）

getNextNode(､ode）

getNodeAtOWset(pa｢ent,offset[,resultl）

脱明

､odeの先頭の子要素を返します｡テキストノードやコメントなどはス

キップされ､必ずElementが返ります

､odeの最後の子要紫を返します｡テキストノードやコメントなどはス

キップされ､必ずEIementが返ります

､odeの前の兄弟要素を返します｡テキストノードやコメントなどはス

キップされ､必ずEIementが返ります

､odeの次の兄弟要素を返します.テキストノードやコメントなどはス

キップされ､必ずEIementが返ります

､odeの前のノードを返します｡､odeの前の兄弟ノードの凪後の子孫

ﾉｰド､前の兄弟ノード､親要素･･･の順で走査します

､odeの次のノードを返します｡､odeの先頭の子ノード､次の兄弟

ﾉｰド､親要素の兄弟ノード…の順で走査します

parentノード内のoffset文字目にあたるノードを返します｡｢esuItに

オブジェクトを指定した堀合､result.nodeに見つけたノードが、

｢esult､reminde｢に､ode内のolfsetの位置が格納されます

3.8.5ＤＯＭ要素の属性などの取得･設定

ＤＯＭ嬰崇の屈性などを取得･股定する関数を表3-31に示します。Webブラウザごとの違いを吸収して

クロスブラウザで動作する関数が提供されています。

■表３．３１：ＤＯＭ要素の属性などの取御･股定

間数

setＰ｢ope｢ties(element‘prope｢ties）

getTextContent(node）

getRawTextContent(､ode）

getOuterHtml(element）

setTextContent(element､text）

脱明

elementの屈性を設定します｡p『ope｢tiesには屈性名をキー､股定

値を値にしたオブジェクトを指定してください

node内のテキストを返します｡改行は削除され､連続する空白はひ

とつにまとめられます

node内のテキストを返します

クロスブラウザなoute｢HTMLです

textContentへの代入のクロスブラウザなバージョンです
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canHaveChiId｢e､(､ode） nodeが子ノードを持てるならt｢ue､そうでなければfalseを返します

getNodeTextO1fset(node[・offsetParentl） offsBtPa｢ent内での､odeのテキストオフセットを返します。

offsetParentを省略すると､odeが所属するドキュメントのbodyに

なります

getNodeTextLength(node）

isFocusableTablndex(element）

setFocusableTabIndex(element･enable）

3.8.6ドキュメント・フレーム

､ode内のテキストの長さを返します

elementがキーボード･フォーカスが受けられるタブ.インデックス

を持っていればt｢ue,そうでなければfaIseを返します｡フォーム嬰

累はこの関数がfaIseでもキーボード‘フォーカスを受けることに注

意してください

elementのキーボードフォーカスの有効・照効を切り替えます。

enableにt｢ueを揃定するとキーボードフォーカスが有効になります

ドキュメント･フレームなどの悩報を取得する側数を表3.32に示します。サイズやスクロール爪の取得、

IFRAＭＥへのアクセスなどを行います。

■表3-32：ドキュメント･フレーム四辺

関数

getDocumentO

getOwnerDocument(､ode）

getDocumentScmIIO

getDocumentScroIlEIementO

getDocumentHeightO

isCss1CompatModeO

getWindowO

getViewportSize([win】）

説明

操作対象のdocumentオブジェクトを返します

nodeが所属するdocumentオブジェクトを返します

操作対象のドキュメントのスクロール扇をgoogmath､Coordinateインスタ

ンス(メンバ変数x,ｙで座桐値が取得できます)で返します

操作対象のドキュメントのスクロール園を保持するＤＯＭ要索（bodyか

documentEIementのいずれか)を返します

操作対象のドキュメントの高さをピクセル単位で返します

操作対象のドキュメントが標準モードであればtrue､Qui｢ksModeならfaIse

を返します

操作対象のdocumentオブジェクトに関迎付けられたWindowオブジエクトを

返します

winで指定したビューポート(ページ内容の表示領域)のサイズをgoogmath・

Sizeインスタンスで返します｡メンバ変数width､heightでＸ,Ｙ方向のサイズ

が取得できます.winを徹路すると操作対象のドキュメントを表示するビユー

ポートに怒ります

getFrameContenIDocument(frame）Irameで指定したフレーム(lFRAME含む)のdocumentオブジェクトを返し

ます

getF『ameContentWindow(f｢aｍｅ）ｉｒａｍｅで指定したフレーム(lFRAME含む)のWindowオブジェクトを返します

7９
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3.8.7その他のＤＯＭ関連操作

上記のカテゴリ以外の関数を表3-33に示します。前述のとおり、getDomHelPerOを使うとIFRAMEなど

を操作するためのDomHelperインスタンスが取得できます。

■表３．３３：その他のＤＯＭ間迎操作

間数

getDomHelper([element]）

isNodeLike(obj〉

isNodeList(vaI）

compa『eNodeOrder(nodel・node2）

contains(pa｢ent,descendant）

3.8.8スタイルの操作

脱明

elementが所属するドキュメントのDomHelperを返します｡elementを

省略した場合はClosu｢ｅＬｉｂ｢a『yが読み込まれたドキュメントの

DomHeIpe｢を返します

objがＤＯＭノードであればtrue､そうで尊ければfalseを返します

ＶａｌがNodeListならばtrue､そうでなければfalseを返します

nodelとnode2のドキュメント上での出唄付宿を比較し､nodelが前なら

-1､node2が前なら＋1,nodelとnode2が同じノードであればＯを返し

ます

parent以下のツリーにdescendantが含まれていればtrue､そうでなけれ

ばfaIseを返します｡pa｢ent＝＝descendantの場合もt『ueになります

googsMeには､ＤＯＭ要素のスタイルを取得･設定する関数が定投されています。単純なスタイルの取得・

設定のほか、実装に手間のかかる要素の表示位置の取得や設定などもあります。以下に例を示します。

goo9.require(‘goo９.style，）；

goo９.require(，goo9.do､‘）；

/／座標(100‘100)にサイズ(100,100)の緑のボックスを衷示

ｖａｒｅｌ＝goo９.ｄｏ､､createDom('、ｴＶ，）：

goo9.dom･appendChild(document・body，ｅｌ》；

goo９.style･setStyle(e１．．back9round-color'‘，green･）；

9oog､style･setStyleに1‘･position‘，,absolute‘）；

goo９.style・setPageOrrset(e１，１００‘100)；

goo９.style・setBorderBoxSize(el,newgoog・math・Size(100,100恥

googStyleには多数の関数が含まれていますが、その代戎的なものを戎３．３４に示します。


