
setInlineBIock(element）
８

elementのボーダー､パディングを含めたサイズを指定します｡slzeは

goog､mathSlzeで指定してください

■表３．３４：googstyIeの関数
１

scroIllntoContainerView(element,containe『1.cente｢]）

elementが表示されるようにcontainerの内容をスクロールさせます．

cente｢にt『ueを損定すると､コンテナの中央にelementがくるようにし

ます

脱明間数

elementのコンテント領域のサイズを指定します｡SizeはgoOgmath・

Sizeで指定してください

styleで掴定されたelementのスタイルの値を返します｡ＨTMLのstyIe

属性かJavaScriptでＤＯＭ要素に直接設定されたスタイルのみが対象と

なり､ＣＳＳファイルやSTYLE要素で指定されたものは取得できません

getStyle(element,style） ワ
」

setContentBoxSize(eIement,size）

styleで指定されたelementのスタイルにvalueを股定します｡styleには

スタイル名と価の綱を格納したオブジェクトも指定可能で､その場合は

valueを省略します

setStyIe(element・style【､value)）

４

setBorde｢BoxSize(element,size）

５
displayの値が偽ならelementを非表示に､真ならデフォルトの状態に戻

します｡もともとの状態が非表示であれば､displayを真にしてもelement

は表示されないので注意してください

showElement(eIement,display）

６

getBorderBoxSize(element）

elementの左上座概をページ座標系で股定します｡ｘにgoog､math，

Coordinateを指定することもでき､その場合はyを省略します

elementにwhite､space:p｢e・wrap相当のスタイル指定を行いますsetP｢ｅＷ｢ap(element）
Ｆ一

Ｊ
〃

setPageOWset(element.ｘ[.ｙ]）

elementのコンテント領域のみのサイズをgoogmath､Sizeで返します

elementにinline･bIock相当のスタイルを指定します

3.8ＤＯＭ操作

8１

getContentBoxSize(element）

elementの透明度をalphaにします｡alphaはＯ～１で指定してくださいsetOpacity(element・aIpha）

11

2ノ

９
elementのページ座椴系での左上座標とサイズをgoogmath･Rectで

返します｡メンバ変数x､y､ｗ､ｈでそれぞれＸ座標､Ｙ座標､幅､高さが取得

できます

getBounds(element）

1０

1１
elementのパディングとボーダーを含むサイズをgoogmathSizeで返

します｡メンバ変数width､heightでそれぞれ幅､高さが取得できます
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3.8.9ＣＳＳセレクタによるＤＯＭ要素の取得

柔軟な条件でDOM要素を取得するための方法として広く利用されているのがCSSセレクタです。雌近

ではSelecto応APIとして標準化され、Webブラウザの標縦機能として取り入れられています。そうした機

能をクロスプラウザで活用するため、ClosureLibmIyにはgoogdomqueryOという関数が実装されていま

す。以下はその評式です。

goog・domquery(query[,root]）

queIyにCSSセレクタの文字列を渡すと、それにマッチする要素を配列で返します。rootにＤＯＭ要素も

しくはIDを指定した場合､その要素の-j儲係のみを検索対雛とします。この関数はgoo9.domとは別のjsファ

イルで実装されているため､明示的にgoogrequireOで拙み込まなくてはなりません。以下に使用例を示し

ます。

<ｕｌｉｄ草．ｕｓｔ口＞

<1i>item1</ｕ><1i>itemZ</ｕ><1i>item3<八i><ｕ>item4</1i＞

</ul＞

<scripttype=画text/javascript｡＞

goo9.require(‘9o０９.do､､query･）；

goo9.require('9Oog・style，）；

９CO9.require('9oog・array'１：

</script＞

<Bcripttype=･'text/javascript､‘＞

ｖａｒｏｄｄ＝goo9..0,.qUery<,＃Ｕｓｔ＞Ｕ:nth-child(odd),）；

goo9.array・forEaCh(odd，２unction(el）｛

goo9.style､setStyle(e１，‘background-color‘，,#cff，）；

）)；

</script＞

goo8..0m､queIyOはDqjoTboIkilという別のライブラリからの移植であるため、そのコードにはClosure

LibraIy本体とは別のライセンス(NewBSDライセンス)が適州されます。両者のライセンスの差は伽かで

すが、商用のプロジェクトなどで利川する際は注意が必典です。



３．９イベント

３９ｲペﾝﾄ

Wcbアプリケーションにおいて、ユーザーとのインタラクシ.iンを支えるのがイベントです。イベント側

迎の機能を使いやすく提供するのはJawls(､rlI)lフレームワークの'､典愈役;l;11のひとつと青えまて)･ｏＣ１()ｓ１ｌｒ《、

LibraIyにおいても、イベント関辿の処'''1を仙利にする機能が多数実装されています。

3.9.1イベントの基礎

ClosurGLibralyの最も基本的なイベント処理は、goo8FvGnts名前空間で定義された一巡の関散で行い

ます｡以下はINPUT襲素のclickイベントにイベントハンドラを琴録する例です。

<inputtype＝"button‘・value=''ここをクリック！“ｉｄ='･button"＞

<scripttype="text/javascript,．＞

goo9-require（,goo9.doIn‘）；

goo９.require(･goo９.events‘肘

</script＞

<scripttype=,‘text/javascrip上'‘＞

goo9.events・listen（

goo9.ｄｏ､.getE1ement(!button!），

goo９.events・EventType・CLICK，

runction(ｅ）｛alert(,クリックしたね？．）；））；

</script＞

goo9.evenls,listenOにより､Webブラウザの違いを意識することなくイベントハンドラの登録がnJ能です。

イベントタイプは鯛click雨などの文字列で指定することもnI能ですが､googevents,EvenlJypeのメンバを使う

ほうがよいでしょう（closurc-libraIyvclosureVgoogYevcilIsY〔､v(､､鰹jsで定髭されています)。その他の主な

goog,eventsの関数を表3.35に示します

国表３－３５：googeventsの関数

関数

listen(s｢c‘type,Iistener[･Capt[､handler]1）

脱砿

イベント八ンドラを登録します｡srcはイベントハンドラ転登鋤す

るオブジェクト､Iypel乱イベントタイプ(配ﾘで製散胎定可能)、

liStene｢はイベントハンドラとばる関数です｡Captにt『Ue渥柵

定するとキャブチャー．フェイズで呼ばれます｡handle『は

listGnerを呼ぶときのスコープです｡返り値として､イベントハ

ンドラ准一蔵に識別するキーを返します

３

冊
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IistenOnce(s｢c‘type・Iistener【､Capt[・hanIe｢l】） listenOと同じですが､イベントが発生した後に､ハンドラの登録

が蛎除されます

unIisten(src・typelistene｢[､capt【.handlerⅡ） 同じパラメータで登醗されたイベントハンドラを登録解除しま

す

unlistenByKey(key）

『emoveAII(IobjI・type[,Capt]]]）

listenOで返されたキーを掴定してイベントハンドラを登畢解

除します

指定した条件のすべてのイベントハンドラを登録解除します

イベントハンドラの引数として渡されるイベントオブジェクトもWebブラウザごとの差異を吸収するよう

にラップされています。すべてのWbbブラウザでstoPPropagati()noやpreventDefaultOが使えるほか、表

3.36に示すメンバが参照可能です。

■表3-36：googevents・BmwserEVentのメンバ変数

名前 内容

type イベントのⅧ類｡･cIick･など

timestamp イベントが発生した時刻

ｔａ『ｇｅｔ イベントを発行したオブジェクト

Ｃｕ｢『entTarget イベントハンドラがアタッチされているオブジェクト

『eIatedTarget mouseove『やmouseoutの関迦オブジェクト

oWsetX,o1fsetY ターケットからの相対座標

clientXclientY ビューポート座標

Ｓｃ｢eenX‘Ｓｃ『eenY スクリーン座標

keyＣｏｄｅ キーコード

ctrlKey Ctrlが押されていればt｢uｅ

aItKey Altが押されていればtrue

shlftKey Shiftが押されていればtrue

ｍｅｔａＫｅｙ Metaが押されていればt『uｅ

３．９．２EventHandIer

前述のとおり、ClosureLibI君Iyではクラス・ベースのOOPが多川されます。このため、イベントハンド

ラもコンストラクタなどで登録し､インスタンスの削除時に解除するという使い方が多くなります。このよう

な処珊を而単・確実に行うためのクラスがgOogevemsEvenlHandlcrです。



マ
ノ
。

3.9イベント

８

このクラスのインスタンスにはgoogevemsと同棟のlisten、unIistcnなどのメソッドがあり、イベントハン

ドラが登録できます。そしてインスタンスを削除すると、そのインスタンスを締山して継録されたハンドラ

がすべて登録解除されます。以下に使用例を示します。 ２

<inPUttyPe=鰯bUttOno･Value=回ここをクリックＩ・idppbUttOn画＞

<inputtypeoobutton⑧value=画インスタンス削除・堀口楓deletep＞
‐１

<scripttypepQtext/javascripto＞

goo９.require(･goo9.do､，）；

goo9.require(･goo９.events,）；

goo９.require(･goo9.eventaEventHandler･）；

</script＞

<scripttypeｺﾛtext/javascript.'＞

functionButtonO｛

goo9.base(thiB》；

thi8･ｅ１Ｌ=new9oog・events･EventHandler(this肘

thi8･ｅＬ･liSten(goo9.do､､getE1ement(.button･）‘

goo９.events・EventType・CLICK，this・onCUck)；

this・eIL・Usten(goo9.do､､getE1eInent(･delete･）．

goo9.events･EventTYpe・CLｴCK，this､onDelete)；

｝

goo9.inheritB(Button，goo９.DispoBable)；

｡

６

1１

９

-10

「インスタンスを削除」のクリックでイベントハンドラの登録が解除され、以降はボタンをクリックしても

反応しなくなります。このように、EventHandIerクラスを使うと複数のイベントハンドラの醗録を一度に解

除できます。

また、イベントハンドラの登録時にスコープを指定していないことにも注目してください。EvemHandler

のコンストラクタ引数でスコープを指定すると、listenOメソッドの第五引数のデフォルト値として使用され

ます。このことも、クラスでイベントハンドラを登録する際にEventHandlerを使用する理由になります。

Button・prototype､onCUck＝function《e）｛alert《‘クリックしたね？‘)；）；

Button.prototype・onDelete＝fUnction(e）｛this・dispose(））；

付

卿

Button・prototype・disposeIntemalpfunction(）（

ｇｏｏ9.base(this‘’disposelnternal‘）；

this・ｅｌＬ･di8pose()；

｝

newButtOn()；

</script＞
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３．９．３KeyHandIer

Webブラウザが発行するイベントで、雌も扱いが厄介なのがキーボード･イベントです。それぞれのイ

ベント（keydown、keypress，keyup)の発生条件やイベントオブジェクトに格納される情報がWebブラウ

ザごとに異なり、碩しくハンドリングするには多くのノウハウが必要です。

gOogeventsKeyHarldlerクラスはこれらの鎧異を吸収し、キーボード･ショートカットなど転簡単に実装する

ためのものです。以下は押されたキーのキーコードとキャラクタコードを喪示する例です．

goo9.require(･goo9.events,）；

goo９.require(.goo９.events･KeyHandler，）；

functionhandler(e）｛

alert(Ｉ・keyCode：・・ｅ・keyCode，

‘charCode：‘。ｅ・charCodel・join(‘¥､｡))；

｝

ｖａｒｋｈ唇new9oog・event8・KeyHandler(document)；

9oo9･events､Usten<kh，goo９.event8･KeyHandler･EventType,KEY，handler)；

KeyHandlerを利用するには、まずキーイベントを監視するＤＯＭ要素（もしくはdocument、Windowな

ど）をコンストラクタヅI数に減してインスタンスを作成します．あとは、キーが押されるたびに発行される

KeyHandlerEvemTypeKEYイベントにハンドラを竪録すれば、キーの押下が監視できます。

イベントハンドラに渡されるオブジェクトはDOMイベントのものとは異なります。参照できるメンバを表

3.37に示します。

■衷３．３７：gopgevents,KeyEventのメンバ変数

名前 内容

keyＣｏｄｅ googevents､KeyCodesで定義されているキーコード

charCode 可－－１－ドキャラクタコード

repeat キーボード･リピートで生成されたイベントならt｢uｅ

bmwserEvent 元になったＤＯＭイベントのイベントオブジエクト(表３－３６のメンバを持つ）

3.9.4カスタムイベント

ＤＯＭイベントに似たイベント通知がアプリケーションでも利用できたら､と思ったことはないでしょうか。

実際そのような仕組みはたいへん便利なので、ClosureLibIaIyにはカスタムイベントを実現するgOog

Gvenls・EvenITnIBeIクラスが実装されています。以下にその使用例を示します。
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8７

goo9.require《‘goo９.dom，）；

goOg・require(，goo９.events‘）；

goo９.require(‘goo9.events･EventTar9et,）；

１

の
ヱ

functionTimer(）｛

goo9.base(thi8)；

setmterval(goo9.bind《funCtion(）｛

this・diBPatChEvent(Timer､EventType.ＴｴCK)；

）‘this)，1000》；

}；

9009.inheritS(Timer，goo９.events・EventTar9et)；

／

１－１

付

vartimer＝newTimer()；

goo９.events､Usten(timer･Timer､EventType・ＴｍK‘function(e）｛

vartitlepgoo9・do､.getE1ementsByTagNameAndClass(‘TITLE･)；

goo９.do､､setTextContent(titleIOLnewDate()》；

肌

。

X）

TiIner・EventType｡｛ＴｍＫ：‘timer-tick‘｝；

1０

８

ｌ
Ｊ

Ｆ
Ｌ
心

１秒に１回イベントを発行するTimerクラスを鯉義して､Webプラウザのタイトルバーに現在の日時を表

示しています。

googoevents,EvenlTnrgelを継承することで､イベントを発行するdispatchEvenlOが使えるようになります。

このメソッドの引数には､イベントの種類を示す文字列､イベントオブジェクトのメンバを格納したオブジェ

クト（イベントの祁類を示すWpeメンバが必須)、googeventsEvent（もしくはその派生クラス）のインスタ

ンスのいずれかを指定します。

また、setParentEven恥rgetOで親のEvcntTn【9ctを指定することにより、了で光41§したイベントが親や先

祖にも通知されるイベントフローを実現できます。ＤＯＭイベントと同様にキヤプチャ･フェイズも実行され

ます。
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アニメーション

ユーザー操作にあわせて炎示を亜新する際に、適切なﾌ'ニメーションを施すことはユーザビリティの向

上につながります。ＣＩ〔)suI･〔､1,11〕'･aIyに(よ、そうした7'ニメーシュIンをmiIliiに適用できる機能が実捜されて

います、

３．１０．１アニメーションの基礎

Closu１℃LibI･aIyでは、各棚のアニメーションはgoo91ｋ.AIliInati()１１の派ｲlミクラスとして定瀧されています。

その主なものを表3-38に示します。これらのクラスには表3.39に,l詞~｣樋のメソッドが定義されており、

アニメーションの|＃l始・終了などがililI御できます,、

団巽３．３８：googfxAnimation派生クラス

関数

goog､iXdomSlide(element‘sIart､end,ｔｉｍｅ｢‘accl）

googfx,domSlideF｢ｏｍ(element･end‘ｔｉｍｅ[.ａcc]）

googfxdomScroI|(element･sta『t･end｢･accl）

googfxdomRBsize(element,sta｢【.end[.ａcc]）

googiXdomFade(element･start,end､time[・accl】

説耶

eIementで指定した要素の座標をstartからendまでｔｉｍｅ

ミﾘ秒かけて移動させます｡start,endにはX座槻､Ｙ座棉を

配列で播定します｡accについては｢3,102イーズ･イン、

イーズ･アウト｣狂参照してください

elGment歴現在の座標からendで指定した座標まで移肋さ

悩ます

elementの内容をstartからｅｎｄまでスクロールさせます

elementのリイズ巷startからendまで変化させます｡start，

endには幅､高さのピクセル数を配列で指定します

eIementの透明度をsta症からendまで変化させます。

sta｢t､ｅｎｄには透明度をＯ～１で指宗します

goog・fX,domFadeOu1AndHide(eIemem.[Iｍｅ[,ａcc]〉eIementなフエードアウトさせ､アニメーション終了時に

displayスタイルをnoneにします

googfx,dom・FadeInAndSI1ow<element,time[.ａcc]）elementのdisplayスタイルをテﾌｫﾙﾄに戻した後､フェー

ドインさせます

googfx､ｄＯｍ・BgColo｢T『ansfo｢ｍ(eIBmentstart・end,time〔・ａｃｃＩ）

elementの背景色をstartからendまで変化させ『I:り･‘

start､ｅｎｄには背景色のＲＧＢ値を配列で指露します

goog､fxCoIo｢T｢ansfo『ｍ､do、(element､start,end・time［ａcc]）

eIementの文字色をstal-tからendまで変化させまり



｡

３．１０アニメーション

１
１
‐

play(【restart〕〉

goog､fxCssSp『iteAnimation(element・size・box‘time【.ａcc)） １

CSSスプライトによるアニメーションを行います｡SiZeには

ひとつのパターンのサイズをnewgoogmathSize(w､ｈ）

で､boxにはアニメーションの開始パターンと終了パターン

をnewgoogmathBox(yl．ｘ2.ｙ2,ｘｌ)で指定します

アニメーションを行う場合は､まずアニメーションの内容を定義するgoo9.fXAnimation派生クラスのイン

スタンスを作成します。この場合は､ＤｌＶ要素の廉標を(0.0)から(100,0)まで３秒かけて移動します。あ

とは、前述のメソッドを呼び出してアニメーションの開始・停止を行うだけです。

ワ

<SCriPttypeo⑤teXt/javaSCript画＞

goo9.require('goo9.dom･肘

goo9.reqUire(，goo９.fx､do､､ＳＵｄｅ･）；

</script＞

<scripttypep･text/javascriptQ＞

ｖａｒｅｌ＝goo９.ｄｏ皿.getE1ement(，､over･）；

ｖａｒａｎｉＩｎｐｎｅｗ９ｏｏｇ・fX､do皿.S1ide(e１，１０．０１，１１００，０１，３０００)；

</gcript＞

↓
■表３．３９：ｇｏｏｇ・fX､Animationのメソッド

<divid=pmover画class=･floatRect･Style=･background-color:red;ﾛ></div＞

<inputtype自画button画value=･開始轡oncUckp㈲anim､play()；｡＞

<inputtype回pbutton',value=‘･終了。onclick宮"aniIn・stop()；”＞

<inputtypep衝button、value="停止。oncUck=‘･anim・pause()；‘.＞

関数 脱明

Ｉ１

ｉｊ

以下はＨＴＭＬ饗素の移動アニメーションを行うgoo8.lXdomSlideクラスを利用してＤＩＶ要素を水平移動

させるサンプルです。

アニメーションを一時停止します

アニメーションを開始(再開)します.restartにt｢ueを指定すると最初のフ

レームから開始します
６

8９

アニメーションを停止します｡gotoEndには終了後に状態を維持する芯ら

faIse,凪終フレームに移動する芯らtrueを指定します

stop(gotoEnd）

７

<styletype画.text/CBS衝＞

・floatRect｛positiomrelative；width:10px；ｈeight:10px；）

</style＞

pauseO
８

１１

disposeO アニメーションを停止し､インスタンスを破棄します

１０

９
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表3-38の各コンストラクタには、省略､｢能な引数accがあります。これはアニメーションスピードの制

御を行うもので、０～ｌの値をマッピングする関数を指定します。例えば、前述の例でSlideインスタンス

を以下のように生成すると、前半は徐々に加速し、後半は減速していくアニメーションになります。

functioncosCurve(value）｛

returnMath・ＣＯＳ(Math・PIpvalue）ｏ－０．５．０．５；

｝

varanim＝new9oog･fx・do､､ＳＵｄｅ(e１，【０，０１，【100,01’3000･cosCurve)；

googfXeasingには、よく使用される及３．４０の関数が定獲されており、ａcc引数に指定できます。通術

はこの３つだけで事足りるので、上記のように専用の関数を定義する必要はほとんどありません。

■表３－４０：googfx､easingの関数

関数 アニメーションの内容

easeln(t） 徐々に加速するアニメーション

easeOut(t） 徐々に減速するアニメーション

inAndOut(t） 前半は加速し､後半は減速するアニメーション

3.10.3アニメーション・キュー

goo9.(X,AnimationParallelQueue、goo9.fXAnimationSeIailQueueを使うと、裡数のアニメーションをＷ『．

順次実行できます。以下に２つの、Ⅳ凹素を同時に移勤させる例を示します。

<styletype="text/ＣＳＳ個＞

,rloatRect｛positiongrelative；width:１Opx；ｈeight:10px；｝

</style＞

<divid宮･moverl、class巨働floatRect園styleﾛ･background-color:red;｡></div＞

<divid=QInoverZpclass=~floatRect“Style官pbackground-co10r:blue;例></div＞

<inputtype=側button・value=口開始.,onclick画圃anim.play(>；１０＞

<inputtype=鱒button、value=閏終了.,oncUck富のanim.stop()；'｡＞

<inputtype冨側button・value昼働停止”onclick宮口anim,pause()；”＞

<scripttype=ptext/javascript｡＞

goo９.require(.goo９.ｄｏ､,）；

goo9.require(･goo９.fx,ｄｏ､､S1ide.）；



goo９.require('9oo9･rx･AnimationParaUelqueue，）；

goo9.require(‘9ＣＯ9.fx・AniznationSerialqueue,）；

</script＞

<scripttype亘員text/javascript‘‘＞

ｖａｒｅＵ＝９００９.do､､getE1ement('moverl,）；

ｖａｒｅｌＺ回goo9.do､､getE1ement(‘moverZ,）；

〃２つのDIVを同時に右へ移動させるアニメーション

ｖａｒａｎｉｍ１＝、e前goo9.fx・AnimationParallelqueue()；

animl,add(newgoog・fx.｡。､､S1ide(e１１，１０，０１，１１００，

animl・add(new9oo9・fx､do､､S1ide(elZ，１０，０１，１１００，

〃同じく、元の位画へ戻すアニメーション

varanimZ＝new9oog､rx､AnimationParaUelqueue()：

animZ・add(newgoo9・fx･do､､S1ide(e１１，１１００，０１，【０，

an皿２.add<new9oo9・fx・dom､S1ide<e1２，１１００，０１，１０，

〃上肥の右へ行って戻るアニメーションを噸次実行

ｖａｒａｎｉｍ垂newgoog・fx・AnimationSerialqueue()；

anim,add(animl)；

ａｎｉｍ.add(anim2)；

</script＞

O】'1000))；

O】，1000))；

01,ユ０００》)；

01,1000))；

3.10アニメーション

AnimationParalleIQueue（もしくはAnimaliorlSerialQucuc)のインスタンスを作成し､addOメソッドでアニ

メーションを複数追加できます。あとは通常のアニメーションと同様に表3.39で実行できます。これらの

クラス自体も９００９欣Animationの派生クラスなので、ネストさせることが可能です。

3.10.4アニメーション・イベント

googfXAnimaIionはgoogevenIsEventTaIgetの派生クラスになっており､googiXAnimalion・EventTypeに

定捜されている友3.41のイベントを発行します｡goog・evenlslisIenOでイベントハンドラを職録することで、

それぞれのタイミングで行う処理を指定できます。

■表３－４１：gopg・fx・AnImationEventTypeのメンバ

名前 発行されるﾀｲﾐﾝｸ゙

ＰＬＡＹ pIay()を呼び出したとき

BEGlN アニメーションを園初から開始したとき

ＲＥＳＵＭＥ pauseOしたアニメーションをplay()で再開したとき
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EＮＤ アニメーションが停止したとき

SＴＯＰ stopOを呼び出したとき

ＦＩＮＩＳＨ アニメーションの再生が最後まで終了し危とき

ＰＡＵＳＥ pauseOを呼び出したとき

ＡＮＩＭＡＴＥ フレームの更新時に毎回発行される

ＤＥＳＴＲＯＹ インスタンスが破棄される直前

9２
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CIosureLibraryはリッチなＷｅｂアプリケーション向けのライブラリですので、それ

なりの規模を持つWebアプリケーションの開発に使ってこそ、その真価を発揮します。

そこで､本書では４～６章および８章の４つの章を通して､文書編集アプリケーション

｢TinyWord」を開発します。TinyWordはGoogleDocsのようにブラウザ上でリッ

チテキスト編集ができるアプリケーションで、最終的にはサーバーサイド（GoogleApp

Engine)へのデータ保存も実装します。読者が独自のアプリケーションを開発する際に

も、おおいに参考になるでしょう。

本章では､まずTinyWordの仕様策定や設計を行い､そのデータ管理に使用するデー

タソース関連の機能について解説します。そして最後にTinyWordアプリケーションの

雛形を作成し、次章以降の開発に備えます。



9４

蝿圃霧

TinyWOrdはWebプラウザヒで動作する文出稿染アプリケーションです。CIosumeLibraIyには実用的で

拡扱性の商いリッチテキストエディタ･コンポーネントが含まれているので、それを''1心にClosureLibraIy

の機能を活用する形で実装していきます。実現する機能は概ね以下のとおりです。

Webブラウザ上で文醤を編纂

変更､箇条聾き､左・右・中央寄せなどの基本的な文字装飾

GoogIeマップの地図の貼り付け

Googleアカウントによるログイン

文窃に名前を付けてサーバーに保存

文啓ﾌｧｲﾙ管理(削除､名前変更､フォルダによる分類）

これらの機能はすべて順一のWebページで実現し、画面退移は-一切行いません。このような仕棟にす

ることでロジックの大部分をクライアントサイドのjavaScnpIで実装可能になるので、CIosumeLibm『yの機

能が柵用できます。アプリケーション画面のイメージを図４－１に示します。

■図４－１：TinyWordの画面仕様

絹築画面とプレビューの切り替え

ロフォルダ

圏ﾌｧｲﾙ’
園ﾌｧｲﾙ２

：
●

｢＝-H(ラロ匿言，
□□□□・・・

(絹集画面）

保存済みファイルの表示

Ｐ

ノ
ツールバー



６

４．１アプリケーションの仕様を決める

７

左ペインにはエクスプローラライクなツリー表示があり、サーバーに保存した文書ファイルが需

理できます。実際の文桝編典は右ペインのリッチテキストエディタで行い、ツールバーで各糊の

スタイル指定ができます。また､タブを使って右ペインの内容を編集画面とプレビューIIhilfIiで切り

替えられるようにします。

TinyWbrdはあくまで学習川のサンプルなので､アプリケーシヨンとしての完成度よりもコード鼠

の削減を侭先します。具体的には、主に以ドの点を而然化しています。

匂
単

７
Ｊ

文書の保存では､初回のみダイアログで保存先フォルダを指定し､以降は常に上書き保存にし

ます

空でないフォルダは削除できません｡フォルダを削除するときは､中のﾌｧｲﾙを手動で削除して

おく必要があります

文書の公開や共有などの機能は実装しません

セキュリティやエラーへの対策は最低限に留めます

ひ

1０

８

ｑ

9５

とくにセキュリティ対策が不十分な点には注意してください。例えばTinyWOrdに文当の共有機

能などを拡張しようとする場合には､危険な1-『TMLタグが含まれないように対策を施す必盤があり

ます。
１１

１，ｊ

鰹
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４２基本ｱー ｷﾃｸﾁｬの設計

実現すべき機能が決まったので、アプリケーションの怖造を湾えましょう。一般に、TinyWoI.(lのような

GUIアプリケーシ副ンによく使われる)』19本棚造がＭＶＣ(Ｍｏ(leViGw.C()IⅡr()1k,1.)アーキテクチ．Vです(1,xl‘１２

左)･データの維持菅叫をモデルに、ＵＩ関連の処理をピューにそれぞれカプセル化し、その間のやりとり

やビュー同士の連携をコントローラが仲介することで、名コンポーネントの独立性を確保しつつ効果的な

連携を実現しますしかし､MVCアーキテクチャを完全に実装するとコード量が多くなり、サンプルとして

の限度を超える恐れがあります。

これに対して、小川桃ﾌ'プリケーション向けの簡略化されﾉと7'ブローチがＭＶ(Mod(〕I-ViPw）アーキテク

チャです（図4-2右)。それぞれのビューがコントローラの役1'111も1Iねて、直接データの取符･史Wi巻行い

ます。このアプローチは実装が簡単ですが、モデルと得ビューの独立性が乏しいという欠点があります。

回図４－２：ＭＶＣ/ＭＶアーキテクチャの概念

モデル

1噸"卿
コントローラ

囚肝
噴１Ｍ

１Ｊ
人ﾉ』

劃ユー

ＭＶＣアーキテクチャ

Ｆ,ヨー

モデル

浬聖
師劉！

|Ｍ偲哩Ｗｉ

Frゴーー

ＭＶアーキテクチャ

TiI1yWordでは、以上２つの''１間的なアプローチを採ﾊIします（凶4.3)。コントローラの世削をデータ

の更新通知に限定し、それ以外の役削（モデルの亜新やサーバーとのインタラクションなど）はビューが

吸収します『，こうすることでモデルとコントローラにデータソースとデータマネージャ(｢４３データソース」

参照）がそのまま使えるようになり、実装が大幅に簡略化されます。さらにモデルはビューについての知

識を持つ必理がなく、ビュー同士も直接のやりとりがないので、コンポーネントの独,瀞|iもある細鯉よ碓

保でさます。



具体的なピューの設計や通信プロトコルなどはそれぞれの実装の際に考えるとして、ここではデータ

ソースが保持するデータ柵造を決めておきます。CIosurcLibraIyのデータソースはデータをツリー柵造で

管蝿するので、それを利用してファイル・フォルダの‘hli報を符理することにします。ツリーのそれぞれの

ノードがひとつのファイルやフォルダに対応し、各ノードには表4-1のようなメンバを保持します。

０
・
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｄ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
４
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
ト
ー
１
４

9７

モデル

(データソース）ソース）

忘雨；iｉ
取得･更 取得･更新

"鰐認鶴‘ノ

文書データの|Ｄ(ファイルのみ）

W助Z.．

ファイル･フォルダ名

ビュー
(Ｕｌｳｨシｪｯﾄ）

実際の文書データは（縞集中のものを除いて）クライアント側には保持せず、ファイルノードの＠link属

性に文書を一意に識別するIDを記憶するのみとします。そして、必要なときにそのIDをもとにサーバー

から取得するという方法をとります。

●

恥e■●｡●●●ＧＢ●●｡a●●■●●a●●■●●●■●血色a合●■●●■&■●●●●■●●●昌●●弓■●●毎

内容

ファイルであれば・fiIe｡､フォルダであれば･foIde｢．

■表４１：ノードが所有するデータ

＠link

名前

＠type

子ノードを格納するオブジェクト(フォルダのみ）entry

訂ext



川

露４軍ＴｉｎｖＷｏｒｄアプリケーション

４３ﾃ゙ ﾀーゾー ｽ
・般的にデータソースとは、共通のインターフェースで多くの形式のデータにアクセスできる仕組みの

ことですとくにClosureLibmIyではgoo9..s名前空間のドに定筏された．速のクラスを指し、ツリー描造

のデータへのアクセスをlllI蚊化します｡この機能はC()(〕gIPCo11IaclsやCoogleI)(x,5でもﾂ4隙に利用されて

いるそうです。

前述のとおり､TinvWOrdではデータソースをモデルとして扱い､フアイルツリーの管理を行います。実

際に利用するのはjSON形式のデータを扱うgoo8.dsJsDataSourcGクラスなので、以降ではそれを中心に

データソースの使い方を解説します

４．３．１データソースの基礎

jsl)狐aSo1lI･「Pを利用するときは、順ず初期データを術だしてインスタンスを'k成します。初期データは

javaScripIオブジェクトとして与えます

goo9.require（'goo9..s・JsDataSouz,Ｃｅ‘）；

ｖａｒｉｍ‘tialData＝｛

‘txt‘：（‘＃text･$,テキストファイル''１，ｍｍe‘：‘text/Plain･），

,html！：（‘純ext1：,HTMLフフ,イル，‘･@Inime，：！ｔｅｘｔ/html‘），

、xInl‘：（‘蛙ext‘：，X3iLファイル‘'’@mime‘弓，application/xInl‘］

)；

ｖａｒｄｓ＝ｎｅｗgoo9..s.JsDataSource(initialData，lriletypes，）；

初期データのキーをＩ＃LGxUや｜〔‘lllnime」などとしているのは、ＸＭＬ用データソースの仕様を典似たも

のです（#textがテキストノード､＠～が属性ノード)。実際のところJsDataSourceにこのようなノードタイブ

の区別はありませんが､デー徴柵造がIﾘ|碓になる利点がありますTinyWbrdのデータHW造（表4-1）も|‘ｉｌ

揃な命ｆＩ規則に従っています

デークソースのインスタンスが生成できれば、表4.2のメソッドを利用してデータの取得、更新が『』･え

ます。これらは全ノード典通のメソッドなので、子ノードに対しても同じように利用できます。

肴雌による説明だけではイメージがわかないでしょうから、いくつか例をホします。まず、単純に

|Ⅸ11.ⅢI(､xllの価を取群するコードを以ドに示します。

ｖａｒｔｘｔＤｅｓｃ＝ｄｓ・getChildNode（，ｔｘｔ'）．getChildNodeValue（,誰ext'）；

＃以下でも同じです

＃ｖａｒｔｘｔＤｅｓｃ＝。s・qetChildNode（,txt‘）．getChildNode('＃text‘）.ｇｅｔ()；



６

４．３データソース

７

１
１
１

席
getChildNodeOは特定の子ノードを取得するメソッド､getChildNodeValueOは特定の了ノードから価を取

得するメソッドです。

上のコードでは特定のノードを取御しましたが、すべての子ノードを列挙することもできます。

gelChildNodesOでgoogdsDataNodeListインスタンスが取得できるので、表4-3のメソッドでその内容にア

クセスできます。以下に例を示します。

８

３

arnodeLi8t画。8.9etChildNode(‘html･）.getChildNodes(此

varchildValUeS＝１１，，ode：

for(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈nodeList,getCount(）；＋+i》｛

、ode画nodeLi8t・getByｴndex(i>；

childValue8Iil｡、ode・getDataName(）・‘：‘・node･get()；

）

/ノchildValues‐＝Ｉ‘gtext：HTNLファイル‘‘・@mime：text/hm1･Ｉ

０

以上のように、JsDataSourceを使うと抽欺化されたインターフェースでJSON形｣‘Rのデータにアクセスで

きます。これだけでは脱に扱いが畑雑になっただけだと蝋じるかもしれませんが、データソースは「4.3.2

データマネージャ」や｢4.33エクスプレッション｣の基礎となるので､それらを添附するためにも必要な知

識です。

9９

ノードの更新はsel0もしくはsetChildNodeOで行います。テキストのような直値の変更はもちろん､JSON

形式データの追加も可能です。 ９

１０
｡s･getChildNode(･xml･）.setChildNode(‘#text,‘・EXtensibleMarkupLanguage‘）；

｡Ｓ・setChildNode(，ｊｓ｡，｛’#text･：・JavaScriptファイル･'’@mime･：・teXt/javascript．）)；
１１

付

q4q



set(value）

篇４章ＴｉｎｙＷｃｒｄアプリケーション

nameで指定した子ノードのノード値を返します｡ノードが存在しなければ

nulIになります

データマネージャ（goo9.dsDataManagCr）は、裡数のデータソースを統合して扱うためのクラスです。

データソースをデータマネージャに登録しておくと、エクスプレッションによるノードの取得や、ノードの

更新イベントの通知が可能になります。前述のとおり､TinyWordではデータマネージャを而易コントロー

ラとして利用します。

‐
‐

■表４２：データソース､および各ﾉｰドのメソッド

4.3.2データマネージャ

ﾒソッド 脱明

indexOf(name）

get(） ノード値を返します

nameで指定した子ノードのインデックスを返します.このインデックスは

getByIndexOに渡すのと同じE」のです

getChiIdNode(nameLcanCreate]） nameで指定した子ノードを返します｡咳当するノードが存在しない場合、

canC｢eateがtrueならノードを新規作成して返します｡そうでなければ

nullを返します

getCountO

子ノードを格納したgoogdsDataNodeListインスタンスを返しますgetChiIdNodesO

子ノードの数を返します

■表４－３：googds･DataNodeListのメソッド

getChiIdNodeVaIue(name）

getBylndex(index）

ノード名を返しますgetDataName(）

index播目の子ノードを返します｡getCountOと組み合わせて.全子ノー

ドを列挙するのに使用します

ルートノードからこのノードまでのパスを返しますgetDataPalhO

get(name）

ノード値をvalueにします
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nameで指定した子ノードを返します

nameで指定した子ノードのノード値をvalueにします｡nameに骸当する

子ノードが存在しなければ作成します｡valueにnulIを描定すると子ノード

を削除します

setChiIdNode(name･vaIue）

ﾒソッド

サーバーから初期データを腕み込みます｡JsDataSourceではサポート

されていませんが､JsonDataSou｢ＣｅやJsXmlHttpDataSourceで利

用できます

|oadO

説明


