
■衷５．６：SpIitPaneが生成する要素のCSSクラス名

5.2リサイズ可睦な画面分割

Ｅ
this・onResizeViewPort-》；

thiB・onResizeViewport-()；

ブラウザウィンドウのサイズはgetsizeOメソッドで取得できます。イベントハンドラでは、そこから

SplitPaneのサイズを算出して設定します。横幅はブラウザの横幅からbodyのpadding値である８ピクセル

を引いたもの、高さはbodyのpadding値とタイトル友示の商さを引いたものです。

CSSクラス名

■tinyword¥scrlpts¥appjs(９２行目)：

tinyword･App・prototYpe,onResizeViewport-pfunction(）｛

ｖａｒ８ｉｚｅ＝this・viewportSizeMonitor-,getSize()；

vartitleSizepgoog・style･getBorderBoxSize(goo9.ｄｏ､､getE1ement('title，））；

this･BpUtPane-・setSize(new９００９.math･Size（

Size・ｗｉｄｔｈ－４*Z，size､height-4･Z-titleSize.ｈeight)）；

鵬

ルート要素

８

これで、プラウザウィンドウに合わせてSpIitPancがリサイズされるようになりました。 ９

１０

5.2.3SpIitPaneのスタイル指定

分割バー

１１

SplitPaneが生成する得襲糸には、表5.6のようなCSSクラスが没定されます⑨SplilPaneにはデフォルト

のスタイルが用意されていないため､これらのクラスを使用してアプリケーション側でスタイル指定を行わ

なければなりません。

､goog･splitpane･handle

4．１

goog-splitpane-second-containe「

NOTE

Googleでは一部のコンポーネントのスタイルをアプリケーションごとに変更しており､そのようなコン

ポーネントにはデフォルトのスタイルが用恵されていません｡SplitPaneもそのひとつです。

下､または右コンポーネントの親ＤｌＶ要素
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goog・spIitpane-1i｢st･containe『

対応するパーツ

上､または左コンポーネントの親ＤｌＶ要素

鞭分割時の分割バー

､goog･spIitpane

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

､goog-spIitpane･handle･horizontal

goog･spIitpane･handle･Vertical

柵分割時の分割バー
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第５章Ｕｌの実装

’rlnyW()r(1では､ｿ肩コンポーネントと分Iliilバーにスタイルを指定します。イLiコンポーネントのスタイルは

｢5.5タブバー」で術定するので、SPlilPall〔､ではなにもしません。スタイルの脂疋はs〔ylGsheeLcssに追加

するのがよいでしょう

■tinyword¥fiIesYstylesheetcss(３０行目)：

．９oo9-splitpane-first-container（

ｂｏ画dex'：１ｐｘｓｏｌｉｄ＃6b90da；

）

・goog-splitpane-handle｛

background：＃ＣＣＣ；ｃｕｒｓｏｒ：ｃｏｌ－ｒｅｓｉｚｅ；

ｂorder：ｓｏｌｉｄｌｐｘｗｈｉｔＧ；border-s上ｙｌｅ：ｎｏｎｅｓｏｌｉｄ

）

以上の変更を施した後にindexjllmlを表示すると、図５-6のように左コンポーネントの枠と分割バーが

表示されます占のコンポーネントに枠がないのでわかりづらいのですが、分割バーをドラッグすると方

コンポーネントがリサイズされるのが確認できますｃ

回図５．６：SpIitPaneが追加された画面

■

ソＴＨＷ函、Ｌ
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5.3独自Componentの実装

５３独自Componentの実装

CloSurCLibraIyのＵＩフレームワークは仙狼性が禰く、フ'プリケーションが独自のコンポーネントを追力「

することも､I能です。とくにII1IiIml:のすべてのＵＩをひとつのコンポーネント陥府で柵成する聯合（これは

優れた設計です)、それらをまとめるコンポーネントの実挫は避けて通れません。

独l'iコンポーネントの実装は、ComponPm睡サブクラス化し、必婆なメソッドをオーバーライドすること

で行います。オーバーライドすべき主なメソッドを災5.7にまとめました。これらはすべてp１℃leCtPdなメ

ソッドで、他の!〕ubli(､メソッドから呼び出される下位ルーチンですもちろんここに示した以外のpublic／

proIec【edなメソッドも必嬰に応じてオーバーライドでさます

■表５－７：独自コンポーネントがオーパーライドすべきメソッド

メソッド

createDomO

canDecorate(eIement1

ｄｅｃｏｒａｔｅＩｎｔｅｒｎ８Ｉ(ｅＩｅｍｅｎ【１

ente｢Document(Ｉ

exitDocLlment<】

disposelntemal(）

iｌＭＩ９ｊ

『endeI･()から呼び出さ、まず｡コンポーネントに必要なDOM要素を作成し

ます

deco｢ate()から呼び出されます｡elementがコンポーネントの構築に必

婆な条件を満たしているかどうかを判定します

deco｢ate()から呼び出さ1'１３､す｡eIement狂ルート要素としてコンポーネ

ント睡柵蕊します

｢ender()やdeCorateOから呼び出されます｡ルート要素がドキュメントに

追加された後に実行すべき肌抑(イベントハンドラの設炉はど)を行います

dispose()や｢emoveChild()から呼び出されます｡ルート要素をドキュメン

トj0,ら取り除く隙に実行すべき処111'(イベント八ンドラの解除など)種行い

ます

disposeOから呼び出されます｡インスタンスを破変する際に実行すべき

処哩を行います

TiI1yWbr(1では、ＳI)lilPil11〔､Iﾉ､lに炎示．,１－る左｛i〔ﾉ)コンポーネントを肌|'|目Iンポーネントとして惚挫しますｆ

以降ではそれらを例として、‘処隙に仙脚コンポーネントを狸:MiするﾉＩｊ法准解説します、

５．３．１左ペインを実装する

Ｓｌ〕liIPilI1(､の/血ミペインに炎示･り．るコンポーネン１，を、IiI1yw(》I･(1,1.〔'IIPaI1('クラスとして実装します。雌終仙

にそれなりの行救になるので、新しくフフ'イルを作りましょう。ファイル名はscI11)lsYIenpa】1ejsとします

ファイルの先頭で、このファイルがljnyw〔)l､〔lLGnPaI1eクラスを実装していることを示すgoogprovidGOを

記述します。続けて必典とぱるクラスの8(〕(．>９１.(､qlli1･POも迫ﾉﾉlＩしておきます。

５

I鵬



第５章ＵＩの実装

■tinyword¥scripts¥Ieftpane,ｉｓ(１行目)：

goo9.provide(‘tinyword・LeftPane,）：

goo９.reqUire(‘goo9..cm・classes，)；

goo９.require（'ｇｏｏ9.ｕｉ・Component‘）；

goo9.uiComponentを継承したLefiPanoクラスを疋義します｡コンストラクタはひとまず親クラスのコンス

トラクタを呼び川すだけにしておき、後々必要な処理を加えていきます。

■tinywo『d¥Ｓｃ｢ipts¥leftpanejs(１２行目)：

/･α＠constructor掌／

tinyword・LeftPane＝function(opt-domHelper）｛

goo9.base(this，opt-doInHelper）

}；

goo9.inherits<tinyword・LeftPane‘goo9.,.Component)；

ルート喚素に設定するCSSクラス猪をCLASS-NAMLというクラスメンバとして定鎧します。これは必須

というわけではありませんが、ClosurcLibmIy内で仙例となっているので、踏襲するべきです。goo9．

gelCssNameOは引数で指定された文字列(CSSクラス名)をそのまま返すだけです。これも慣例で､CSSク

ラス名を記述する際はこの関数を通すことになっています。

■tinyword¥scripts¥leftpanejs(３３行目)：

tinyword・LeftPane･CLASS-NAMEL＝goo9.9etCssName(，1eftpane，比

disposelnlemalOメソッドをオーバーライドします。コンストラクタでなんらかのオブジェクトを作成した

ら､この関数で解放するのが基本です(addChiIdOしたUIコンポーネントを除く)。親クラスのメソヅドは必

ず呼び出してください。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥leftpane･ｉｓ(１１７行目)：

tinyword・LeftPane,prototype､disposeｴnternal＝function(）｛

goo9.base(this，‘disposeｴnternal‘）；

)：

TinyWordではLeftPaneに対してdecomteOを呼び出すことはありませんが､解説も兼ねてcanDecoraIeO

とdecoratelntemalOを実装します。canDeco田teOはelementがdecoIaleIntemalOの呼び出しに適切な条件

(必典な子典糸があるか等）を､|《11定し、適合すればlrue，そうでなければialseを返します。ここでは単に

lrueを返していますが､ツールバーやツリーコントロールを追加した際に､必典な判定を力Ⅱえていきます。
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5.3独自Componentの実袈

LeftPaneクラスのcrea〔eDomOメソッドは、ルート要業を作成してdecoratelntemalOを呼びlLHすだけとい

う簡単なものです。renderOとdecomleOの両方をサポートするコンポーネントでは､このようにして処理の

重複を防ぐことができます。もちろん、必嬰があればc唾ateDomOで独自の処理を行ってもかまいません。

■tinyword¥scripts¥leftpanajs(３９行目)：
１

tinyword・LeftPane・prototype･canDecorate＝runction(element）｛

returntrue；

)；

ワ
生

３

decomteIntemalOでは、elementをルート蔑素として登録し（親クラスのメソッドが行います)、上で定義

したCSSクラス名を設定します。後々、ここに子コンポーネントの初期化処理などを加えていきます。 ｊ１

■tinyword￥scripts￥Ieftpanejs(４７行目)：

tinyWord･LertPane､prototype,decorateｴnternal＝function(element）｛

goo9.base(this‘‘decoratelnternal，‘element)；

goo９.doIn・classes,add(element，tinyword､LeftPane､CLASS-NAl値_)；

肘

６

－ア

付

Ｓ

tinyword,LeftPane･prototype・createDom＝function(）｛

this・decorateｴnternal(this･getDomHelper().createDom(，div'））；

}；
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■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane･ｉｓ(B６行目)：

１１

概ね以上のコードで独''1コンポーネントが実装できます。現在はほとんどのメソッドが窄の状態ですの

で、統者が新たなコンポーネントを実装する際にもテンプレートとして利用できるでしょう。コンポーネン

トの内部に他のコンポーネントを配置する方法については、「５４ツールバー」を参照してください。

enterDocumentO､exitDocumentOをオーバーライドしします。これも現時点では親クラスのメソッドを呼

びlLHすだけですが、必要に応じて処理を追加していきます。

■tinyword¥scripts¥Ieftpanejs(９１行目)：

tinyword・LeftPane・prototype・enterDocument＝function(）｛

goo９.base(this,‘enterDocunlent,》：

)；

垂unction(）｛tinyword・LeftPane･prototype･exitDocument

goOg・base(this，OexitDocument･）；

)；
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5.3.2右ペインを実装する

左ペインと同様に、右ペインのコンポーネントもtinyword､RighlPaneとして実装します．こちらは簡略化

のため､decorateOをサポートしません。以下の内容で､scIipts¥rightpanejsファイルを作成してください。

■tinyword¥scripts¥rightpane､js：

goo9.provide(‘tinyword･RightPane‘川

goo9.require(，goo9.ｕｉ・Component'）；

/車＊、constructor。／

tinyword,RightPane＝runction<opt-domHelper）（

goo9.base(this，opt-domHelper)；

}：

goo９.inherits(tinyword・Ri9htPane，goo９.ｕｉ・Component)；

tinyword,RightPane･CLASS-NAl伍一＝goo9.getCssName(‘rightpane‘)；

tinyword・Ri9htPane・prototype・createDom画function(）｛

ｖａｒｄｏｍ＝this･getDoInHelper()；

this､setE1②mentInternal《

ｄｏ､､createDom(‘div，‘tinyword・Ri9htPane・CLASS』Al妃_)）；

}；

decora〔eOをサポートしない場合、cmateDomOでdecoratelmemalOを呼ぶ必要はありません。代わりに

setElementIntemalOを呼び出してルート要素をコンポーネントに登録します｡その他のメソッドも現時点で

は必要ないので、オーバーライドしていません。

5.3.3SpIitPaneに独自コンポーネントを設定する

左右ペインのコンポーネントクラスを定渡したので、それらをSplitPaneで使用するようにAppクラスを

変更しましょう。まずはLenPane、RighIPaneクラスを利用可能にするため、appJsにgoogrequi”0を追加

します。

■tinywo『d¥scripts¥app･ｉｓ(７行目)：

goo９.require(･tinyword・LeftPane･）；

goo９.require《･tinyword・RightPane,）；

APPクラスのinitialjzeLOメソッド内でLenPane、RightPaneのインスタンスを作成し、SplitPaneコンスト

ラクタに渡すコンポーネントを差し替えます。



侭

以上でSplitPane内のコンポーネントが独I‘Iのものに入れ替わりました。現在はいずれも空の状態なの

5.3独自Compcnentの実裁
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■tinyword¥scripts¥app､1ｓ(６６行目)：

〃左ペインのコンポーネントを作成

this､1eftPane-＝newtinyword,LeftPaneO； う

〃右ベインのコンポーネントを作成

this・ri9htPane-回newtinyword・Ri9htPane()；

７
，

’
ｈ

やヤ

〃sputPaneを作成

this・spUtPane-＝newgoog･ｕｉ・SpUtPane（

ｔｈｉｓ･leftPane-‘ｔｈｉｓ･rightPane-，

goo９.ｕｉ･SplitPane､Orientation・HORIZONTAL)；

１１

鰍

８

／

で画面は変わりませんが、これからUlコンポーネントを追加していく下地が整ったことになります。

９

１０

１１



1M$

第 ５章ＵＩの実装

５４ﾂー ﾙバー

ツールバーはCl(〕suI･GLibraryのljlコンポーネントの核と言える存在です。ツールバーヒにはさまざまな

UIコンポーネントをiIW(でき、多彩な川途に利川でさます。イメージボタンな並べればツールパレットに

なりますし､メニューボタンを並べてメニューバーのように使うこともできます。もちろんそれらを混合して

表示することも可能です。

C1osuI･eLibl､aIyのツールバークラスはgoogui､Toolbarです。ひとつのボタンを持つ単純なツールパーで

あれば、以下のように非附に短いコードで災示できます。

vartoolbar＝ｎｅｗｇｏｏｇ・ｕｉ・Toolbax,(）；

toolbar･render<）；

toolbar・addChild(newqooq､ｕｉ,ToolbarButton(‘ボタン‘））Ｉ

Ｔ〔〕olbarクラスのコンストラクタは省略､I能な３つの引数をとります。ツールバーの外観を決めるレンダ

ラーの指定と、ツールバーの方向（ﾉｋｖまたは垂直)、それにDomHelperインスタンスです。

goo9.ui・Toolbar([renderer[,orientation[,domHelperⅡ]）

ｒ〔)ndcrerにはツールバーのｲ雌』を決めるgoogui,ToolbarRenderer(またはその派ﾉkクラス)のインスタン

スを指定します。省略時はgoog・ui,TbolbarRenderGrが使われますorientationはツールバーの方向の指

定で、googui・ＣＯ､〔ainel､､Orien〔aUonのメンバで指疋します（表5-8)。省略時のデフォルトはHORIZONTA1

です。

国表５－８：宮oogI-IiContainer･Orlentatlonのメンバ

メンバ宅 機能

ＨＯＲ１ＺＯＮＴＡＬ 水平ツールバー

ＶＥＲＴ|ＣＡＬ '11面ツールバー

Toolbarクラスには独自のメソッドはありませんが、その器底クラスであるgooguiConlamerでは多くのメ

ソ､､ノドが定義されています。それらのうち、アプリケーションからよく使うものを表5-9に示します。

ＮＯＴＥ

ＣｌｏｓｕｒｅＬｉｂｒａ｢yのツールバーはＷＡｌ－ＡＲｌＡ規格に対応しており､キーボード(もしくはｲ目当するデバイ

ス〕による操作が可能です(｢１１．３国際化とアクセシビリティ｣参照))｡この機能はsetFocLIsable()メソッ

ドによりＯＮ／ＯＦＦできます｡無効にすると若干パフォーマンスが向上することがあります。



ツールバーの子がフォーカス可能ならt『ueを返します

isEnabledO

LenPaneコンストラクタの雌後に、ツールバーを作成するコードを挿入します。

■tInyword¥scripts¥Ieftpanejs(１７行目)：

this,toolbaｴと＝newgoog・ｕｉ､Toolbar（

goo９.ｕｉ､ToolbarRenderer,getmstance(），

脱明ﾒソッド

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ

9009.require(､goo９.ｕｉ､Toolbar‘）；

goo９.require('goo9.ｕｉ,ToolbarMenuButton，肘

goo9.require('goo9.ｕｉ・Menu‘）；

goo9.require(，goo９.ｕｉ・Menuｴtem，〉；

goo9.require(､goo９.array･）；

ツールバーの方向をgooguiContaine｢‘Ｏ『ientationのメンバで

返します

getOrientationO

■tinywo｢d¥scripts¥Ieftpane,1ｓ(４行目)：

getRendererO レンダラーを返します

TinyWOIdでは、とペインの上部にフォルダ操作を行うためのツールバー准衷示します。LeIiPaneコン

ポーネントの子供としてツールバーを戎示し、さらにrcnderO/dccorateOの双方に対応するので、前述の

最も単純な生成コードよりは多くのことを行わなければなりません。

まずは必要なクラスのgoog‘礎quireOを追加します。TinyWOrdではメニューボタンをひとつ配画するの

で、goo9.ui,Toolbarに加えてgoo9.ui,TbDlbarMcnuBlltIonとメニュー'１M辿のクラスが必要です。さらに処瑚

''１で使用するgoo8.arI6ayモジュールも拙み込んでおきます。

ツールバーが有効状態ならtrueを返します

setFocusabIe(focusabIe）

5.4.1ツールバーの追加

ツールバーがフォーカス可能ならt｢ueを返しますisFocusabIeO

ツールバーの子がフォーカス可能かどうかを股定します。

focusableがt｢ueならう苅一カス可能です

isFocusabIeChildrenAlIowedO
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isVisibIeO ツールバーが衷示されていればtrueを返します

setFocusabIeChiIdrenAIlowed(iocusabIe）

setEnabled(enable） ツールバーの有効状態を股定します｡enableがtrueなら有効です

シールバーがフォーカス可能かどうかを設定します｡focusabIeが

t｢ue芯らフォーカス可能です
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goo９.ｕｉ･Container・Orientation,HORｴZONTAL‘opt-domHelper)：

this・addChild(this･toolbaL)；

canDecorateOを変更し、ツールバーのcanDecorateOの値を反映させます。

■tinywo『d¥Ｓｃ｢ipts¥leftpanejs(３９行目)：

tinyword･Le垂tPane・prototype､canDecorate･垂unction(element〉（

ｖａｒｄｏｍ画this､getDomHelper(>：

vartoolbarE1＝ｄｏ､､getE1ementsByTa9NameAndC1ass（

’div｡，goo9.ui,ToolbarRenderer､CSS-CLASS，element)【０１：

return（toolbarE1＆＆this･toolba里.canDecorate(too1barE1)》；

｝；

ツールバーの初期化コードをdecoma〔elmemalOに追加します。ツールバーのルート饗紫を(もしなけれ

ば)作成し、それを引数にしてdecomteOメソッドを呼び出します。

■tinyword¥scrlpts¥leftpanejs(５２行目)：

vａｒｄｏｍ＝this,getDomHelper()；

vartoolbarE1＝ｄｏ､.getE1ementsByTagNameAndC1aSs（

・div，，goo9.ui・ToolbarRenderer・CSS-CLASS，element)【０１；

if(!toolbarE1）（

toolbarE1＝dom･createDom(･div｡，goo９．ｕ１.Too1barRenderer・CSS-CIJlSS)；

ｄｏ､､appendChild(element，too1barE1)；

｝

this･toolbarL・decorate《toolbarE1)；

以ｋでツールバーの本体がとペインに追加されました。しかし、まだツールバーアイテムがひとつもな

いので、実行してもなにも表示されません。ツールバーアイテムのコンポーネントを作成し、追加する必

要があります。

5.4.2ツールバーアイテムの追加

左ペインのツールバーには「新規フォルダ」「名前変更」「削除」の３つの項目を持つメニューボタンを

表示します。メニューボタンをツールバーに表示するためのコンポーネントはgoog､ui・TooIbarMenuBumon

です。

goog.ui,ToolbarMenuButton(ccntent【,menuI,renderer[,domHeIperll】）

contentはボタンに表示するＨＴＭL文字列です。menuはクリック時に表示するメニューで､goo9.ui,Ｍｅｎｕ
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８

(もしくはそのサプクラス)のインスタンスを指定します。

アイテムの追加はツールバーのdecoraleO（もしくはImderO）の呼びH1し後に↑j:うのが簡iIiです。先に

メニューを作成しておき、それを引数にしてボタンを作成します。addChiIdOの第二引数にtrueを指定す

ることで、個別に唾nder0を呼ぶ手間がなくなります。

旬
エ

９

３

■tinywo『d¥scripts¥Ieftpanajs(６２行目)：

４
varfileMenupnewgoo9･ｕｉ,Menu(do､)；

fileMenu・setld(､toolbar-rile-menu‘川

this,buildｴtemsForFileMenL(fileMenu)；

ｔ）
varri1eBtnsnewgoog･ｕｉ,ToolbarMenuButton（

‘ファイル,，fileMenu，ｇｏｏ9.ｕｉ･ToolbarMenuButtonRenderer､getlnStanCe()‘ｄｏ､)；

this・toolbar-・addChild(fileBtn，true)；

1１

７

伽

11
グI

}；

NOTE

decorate()後に子コンポーネントを追加する方法は､簡単ですが処理は若干亜くなります｡大国に追カロ

する場合はaddChild()とcreateDomOを別々 に呼び出すのが効率的です｡この方法の鮮細は｢5.6.1タ

ブバーの作成｣を参考にしてください。

ＮＯＴＥ

メニューや個々の項目に対して呼び出しているsetIdOはコンポーネントＩＤの指定です｡イベントハンドラ

などで操作された項目を識別するのに使うことができます｡ＤＯＭ要素のid屈性とは関係ないので(一部のコ

ンポーネントを除く)､兄弟コンポーネントの間でユニークなものであれば､任愈の文字列が股定可能です。

1０

tinyword､Le垂tpane,prototype・buildltemsForFileMenL＝fUnction(menu》｛

ｖａｒｄａｔａｐＩ

Ｉ'new2older｡.‘新規フォルダ'1‘

Ｉ･rename.，・名前変更‘１，

１‘delete，．，削除･’１；

メニュー項目の構築はbuildltemsFbrFileMenu-Oで行います。まずgoo9.ui､MenuItemインスタンスを作

成し、addChiIdOでメニューに追加します。

ｖａｒｄｏｍ＝menu･getDomHelperO；

goo9.array,rorEach(data‘function(entry）（

ｖａｒｉｔｅ画ｐｎｅＷｇＯｏｇ・ｕｉ・Menuｴtem(entryI1Lnull，ｄｏ､)；

item・set、(entryIOl)；

menu､addChild(item”true)；

)”this)；

■tinywo『d￥scripts￥Ieftpane・ｉｓ(１２５行目)：
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第５章Ｕｌの実装

ユーザーがメニュー項Ｆ１を選択すると､Menultemインスタンスがgoogui,Componen(EventTypeACTION

イベントを発行します。アプリケーションはこのイベントに対応するハンドラを実装することで､メニュー操

作に応じた処理が実現できます。

5.4.3メニューボタンのイベントハンドラを設定する

アプリケーションがユーザーのメニュー操作に反応するもっとも素直な方法は､それぞれのMenultemイ

ンスタンスにイベントハンドラを設定する方法です。しかし､メニューの全アイテムを列挙して適切なイベ

ントハンドラを設定するのはそれなりに面倒な処理です◇とくにメニュー項目が動的に変化する場合は複

雑さが増し、バグの原因になりかねません。

ここで役に立つのが､｢5.1.4コンポーネント階掴｣で解説した親コンポーネントに対するイベント通知で

す。それぞれのメニューアイテムで発生したAC1TONイベントは(途''1で明示的に禁止しない限り)ツール

バーにも伝達されるので、そこにイベントハンドラを設定することで、すべてのアイテムを一括して処理で

きます。

イベントハンドラの設定は、LehPaneクラスのenterDocumenlOで行うのがよいでしょう。実際、これが

enterDocumenIOメソヅドの主要な役割です。getHandlerOでコンポーネントが保持するgoogevents

EventHandl便rインスタンスが取得できるので、これを介して設定すれば、exitDocumentOの呼び出し時に

自動的にすべてのハンドラが解除されます。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane,ｉｓ(９４行目)：

varhandler＝this・getHandler()；

handler､usten（

ｔｈｉｓ･toolbarLo

9oog・ｕｉ・Component・EventType･ACTｴ0N.this､onSelectMenuｴteIL”

handler・usten（

this･toolbar-，goo９.ｕｉ・Menu・EventType・SHOW，this・onShowMenu-)：

このコードではACTIONイベントに加えてgoogui､MenuEvemflypeSHOWイベントにもハンドラを設定し

ています。これはメニューが開いた際に発行されるイベントで、条件によってメニュー項目の選択可能状

態などを変更することができます。

イベントハンドラとなるonSeIectMenuItenLOでは、コンポーネントＩＤから選択された項目を判定し、対

応する処理を呼び出します。項月ごとの処理はまだ実装できないので、ここでは空のメソッドにしておき

ます。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane･iｓ（１４０行目)：

tinyword・LeftPane・prototype,onSelectMenuｴteL雪function(e）｛

Switch(e･target･get、()）｛



最後に、ツールバーやメニューの羨示に必哩なスタイルを投定します。それぞれのスタイルシートが

ClosureLibraryに含まれているので、それをslyleslleet・ＣＳＳの先頭でインポートします。

５４ツールバー

■tinywordWiIesYstyIesheet･ＣＳＳ(２行目)：

Cimport‘..．／closure-Iibrary/closure/goo9/ＣＳＳ/button.ＣＳＳ'.；

eimport“.．／closure-Ubrary/closure/goog/ＣＳＳ/lmenu・ＣＳＳ"；

cimport”.．／closurG-1ibrary/closure/goog/ＣＳＳ/menubutton､ＣＳＳ"；

、impor上“..／closure-1ibrary/closure/goog/ＣＳＳ/menuitem､ＣＳＳ，‘；

、import”../closurG-1ibrary/closure/9oog/ＣＳＳ/menUSGparator､ＣＳＳ側；

、import“.．／closure-1ibrary/closure/goog/ＣＳＳ/toolbar・ＣＳＳ，‘；

上his・onNewFolder-(ｅ)ｌ

this､onRename-(ｅ)；

上his･onDelete‐(ｅ）：

bx,ｅａｋｊ

ｂｒＧａｋｌ

ｂｒｅａｋｌ

,ｎｅｗ;Ｅｏ１ｄｅｒ,I

brenameo:

'ｄｅｌｅｔｅＯｇ

ｅ
Ｇ
ｅ

Ｓ
Ｓ
Ｓ

ａ
ａ
ａ

ｃ
ｃ
ｃ
Ｉ

}Ｉ

{｝；

(）；

(}；

(｝：

tinyword・Lef上Pane‘protoじype,onNewFolder一画fImction(e1

tinyword・ＬＧ垂tPane､prototype・onRename-回function(e1

tinyword･LertPane・protoWpe,onDelete-＝runction(e1

tinvword・Ｌｅ辻Pane・prototype・onShowﾙ【enu-＝function(e】

偶
罰

５．４．４ツールバー､ボタン､メニューのスタイル指定

IlW1フ;､Ⅱ夕

名鹸変更

ファイル?

以I:の実装を終えると、図５７のようにファイルメニューを持ったツールバーが肩ベインに表示されます‘

回図５－７：TinyWord左ペインのツールパー

HIrl

133

唇昭腰露悪引

驚繍癖W‘☆い….|Ｉ
7)ir7yレ1/b/弓．



htmlはノードに表示されるラベル文字列で、任意のHTMLタグが使えます。conngはツリー表示をカス

タマイズするためのオブジェクトで、表5.10のメンバがすべて股定されていなければなりません。背略し

た場合はgOogui.n℃eＴＩ℃eCommI,dGIaulICon6gが使川されます。

とペインに表示するファイル/フォルダのツリー表示は､TinyWordでも最も萌典なＵｌのひとつです。通

術、使いやすいツリー表示を実現するのは大変な作業ですが、CIosureLib田Ｉｙにはツリー我示を行うコン

ポーネントが用意されているので簡単に実装できます。

Closu鴎LibraIyのツリー表示はgoo9.ui・txもer館eContmlとgoOgui､tree､TmeNodeの２つのクラスで実現さ

れており、両者は共通の9009.ui・lreeBaseNodeを継承しています。TreeNodeは（ルートノードを除く）す

べてのノードを炎現するクラスで、複数のノードを子供として所有でき、階閣的な柵造を炎現でさます。

'ITecContmlは基本的にはツリー表示の全体を表現するコンポーネントですが、前述のとおりBascNodc遊

継承しており、ツリー表示のルートノードでもあります。これらのクラスと実際の表示との関係を図5-8に

示します。

■図5.8：ツリー衷示の各クラスの関係

(T『eeContmIはツリー袈示全体でもある）
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TreeCommlと'nreeNodeのコンストラクタは、いずれも最大で３つの引数をとります。ノードのラベルと

カスタマイズのためのオブジェクト、そしてDomHelperです。

googui､tree.T『eeCcntroI(htmII,configI,domHeIper11）

goog､ui・tree､TreeNode(htmlLconfig【,domHelpe『}l）



cssExpandTreelcon

５．５ツリーコントロール

cssExpandedFolde｢Icon

BaseNode(およびT”eContmlとTreeNode）にはノード操作に必要なメソッドが多数定侭されています。

そのなかでアプリケーションが利用する機会の多いメソッドを表5-11に示します。また、これらのクラス

が発行するイベント(googui､lreeBaseNodeEvenITypGメンバ)を表５－１２に示します。

■褒５．１０：ツリー衷示の股定項目
１

cssColIapsedRootlcon

ﾒンバ名 機能

閉じたルートフォルダのＣＳＳクラス名

ノードを繋ぐ点線画像のパスcIeardotPath 勺
竺

cssExpandedRootIcon

階層が深くなる時のインデントのピクセル数indentWjdth

開いたルートフォルダのＣＳＳクラス名

３
cssRoot ルートノードのＣＳＳクラス名

cssFiIeIcon

ルートノードを非表示にした際のＣＳＳクラス名cssHideRoot ４

ファイルのＣＳＳクラス名

子ノードも含めてひとつのノード全体を包むＤＩＶ婆累のＣＳＳクラス名cssItem

cssCoIIapsedFoIde｢lcon

すべての子ノードを包むＤＩＶ要素のＣＳＳクラス名cssChiId『e、

閉じたフォルダのＣＳＳクラス名

６
すべての子ﾉｰドを包むＤＩＶ要素のCSSクラス名(点線非表示）cssChiIdrenNoLines

-アイコン(点線あり､柊端行)のＣＳＳクラス名

ひとつのﾉｰドを包むＤｌＶ要素のＣＳＳクラス名cssT｢eeRow
７

開いたフォルダのＣＳＳクラス名

ノードラベルのＣＳＳクラス名cssItemLabel

８

十､.表示と点線の両方がOFFのときのＣＳＳクラス名

すべてのアイコンを収めたＣＳＳスプライト画像のＣＳＳクラス名cssTreeIcon

cssExpandT『eelconBIank

９フォルダを開閉するための＋､．表示の共通ＣＳＳクラス名
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cssExpandTreelconL

十アイコン(点線なし)のＣＳＳクラス名cssExpandT『eeIconPIus
１０

点線のみ(終端行)のＣＳＳクラス名

-アイコン(点線芯し)のＣＳＳクラス名cssExpandT｢eelconMinus

cssExpandT『eelconT

１１
十アイコン(点線あり)のＣＳＳクラス名cssExpandT｢eelconTPIus

点鞭のみのＣＳＳクラス名

ぐ
渦
？
Ｕ

４
１
ｆ
§

･アイコン(点噸あり)のＣＳＳクラス名cssExpandT『eelconTMinus

cssExpandT『eelconLMinus

十アイコン(点線あり､終端行)のＣＳＳクラス名cssExpandTreelconLPlus



ﾉｰド巷避択しますselectO

■表５－１１：BaseNodeクラスのメソッド
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ﾒソッド 脱明

これらに加えて、TrceConlrolには選択されたノードを取得・設定するためのgelSeleclcdllcmO、

selSelcctGdlIemOが定義されています。また､選択ノードが変更された際にgoo9.cvenlsEvemTypeCHANGE

イベントを発行します。

add(childLbefo｢e〕） chiIdを子ノードとして追加します.beforeが指定された場合､そのノード

の前に挿入します

setExpanded(expanded）

coIIapseO 子ノードを閉じます

expandedがt｢ueなら子ノードを展開し､falseなら閉じます

すべての子孫ﾉｰドを閉じますcollapseAI10

ラベルにｓを設定します

､odeが子孫ノードであればt『ueを返しますcontains(node〉

setHtmI(s）

子ノードを展開しますexpand(）

setlsUse｢ColIapsible(isCollapsibIe）

expandAll0 すべての子孫ノードを展開します

isColIapsibleにfaIseを渡すと､ユーザー操作による子ノードの展開が祭

止されます

腰開されていればt『ueを返しますgetExpandedO

setTooITip(s）

ラベルのＨＴＭL文字列を返しますｇｅｔＨｔｍｌＯ

ツールチップに表示する文字列を指定します

所属するTreeContmlインスタンスを返しますgetTreeO

子ノードの展開をトグルで切り蓄えます

isSelectedO 週択状態ならt｢ueを返します

toggleO

鯛５章ＵＩの実践

ﾉｰドが閉じられた直後

■表５－１２：googui.t幅e,BaseNode・EventTypeメンバ

ﾉｰドが閉じられる直前ＢＥＦＯＲＥＣＯＬＬＡＰＳＥ

１
１
１

ＥＸＰＡＮＤ ﾉｰドが展開された凹後

イベント 発行するタイミング

ﾉｰドが展開される直前ＢＥＦＯＲＥＥＸＰＡＮＤ

ＣＯＬＬＡＰＳＥ



5.5ツリーコントロール

5.5.1ツリーコントロールを表示する

それでは､左ペインのファイルツリー表,穴を実装していきます。まずはルートフオルダだけのツリーコン

トロールを表示します。ツリーコントロール周りは比較的コード品が多くなるので、新しいファイルを作り

ます．以下の内容をSc『ipts¥treecontroIjsというファイルに保存してください。

■tinywordvscripts¥treecontroljs(１行目)：

９００９.pmvide(･tinywDrd,TreeControl，)；

goo９.ｴ唱印』ire(，goo９.ui･tree.T唾eContml,)；

goo９.require('goo９.object‘)：

/・・、conBtructorc／

tinywom.Tr℃eContml＝nmction(opt-fO1demnly，opt=domHelper）｛

this･foldeｴonly＝＝opt=folderOnly：

varconfig＝goo9.object・clone《goo９.ui.t唾e・TmeContml・defaultConfi9》；

conri9・cleamotPath＝、closur巴-1ibrary/closur色/9oo9/ima9es/tree/cleamot.gif‘；

goo9.base(this，、ﾉ.，config，opt-domHelper)；

}；

goo9.inherits(tinymm,TrEeContml‘goo9.ｕｉ､trEe.ｎ迄eContml)；

蛾本的にはgoog.ui､tree,TreeControIの派生クラスとしてlinyword,TreeConIroIを定義しているだけです。

コンストラクタ引数のoPt-1blderOnIyはツリーにフアイルノードを追加するかどうかのフラグです。これは

｢６４保存ダイアログプラグイン」にて使用します。

TreeControIコンストラクタのcon6gにはgoo9.ui・tree・TreeConIrol､de脳ultConngのコピーをほぼそのまま減

しています。ただしcleardotPathだけはデフォルト価では派しく炎示されないので、１１#i像のパスを明示的

に指定しています。

ツリーコントロール側の実装はひとまずここまでにして、インスタンスをLeftPaneに追加する処理に移り

ます。まずはlenpanejsにtinyword.TiでeCommlのgoo9.虎qui舵0を追加します。

■tinyword￥scripts￥leftpanejs(９行目)：

goo9.reqUire(，tinyword､TreeControl，）；

ツリーコントロールの生成とLefiPaneへの誘録は、LeftPaneコンストラクタで行います｡

■tinywo『d¥scripts¥leftpanejs〔２３行目)：

this､treeControl-＝newtinyword・TreeControl《falBe，opt-domHelper)；

this・addChild(this,treeControl-》；
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蘭５章ＵＩの実装

doco1atelntemalOでツリーコントロールのDOM要素を生成します。ツリーコントロールはdecorateOメ

ソッドに対応していないので、親となる、1Ｖ要業を生成し、ルート興業をそこに追加することで代用しま
す。

■tinywo｢d¥scripts¥Ieftpanejs(７１行目)：

vartreeE1-dom･getE1ementSByTagNameAndC1a8S（

,div‘，tinyword・LeftPane､TREE-CLASS-NAl値_)【01；

if(ItreeE1）｛

treeE1再ｄｏ､､createDom('ｄｉｖ,，tinyword･Ｌｅ壷tPane・TREE-CLASS-NAM且)；

dom・appendChild(element，treeE1)；

｝

thi8･treeContro1-・createDom()；

dom､appendChild(treeE1，this･treeContro1-・getE1ement())；

ツリーコントロールの親要素のCSSクラス名をクラス定数として定渡しておきます.getCssNameOに複数

の文字列を渡すとハイフン区切りで結合してくれるので、それを使用して｡lefipaintIPe衝というクラス名を

生成しています。

■tinyword¥scripts¥Ieftpanejs(３５行目)：

tinWord・LertPBme､TREELCLASS-NAl伍一＝

9009.getCsBName(tinyword､LeftPane,CLASSJIAM廷，，tree‘）；

ツリーコントロールを正しく表示するには､スタイル桁疋が必幽です。Closu唾LibmaⅣにデフォルトのス

タイルシートが用意されているので、そのファイルをimportします。

■tinyword¥fiIes¥stylesheet､CSS(８行目)：

“mport’，.．/closure-Ubrary/closure/goog/ＣＳＢ/tFee・ＣＢＳ‘，；

細かいスタイルの調整を行います。鎧後の一・行は、Operaブラウザで表示したときに選択されたアイテ

ムの強捌表示が行われない問題への対処です。

■tinywordWiIes¥styIeshBet､ＣＳＳ(３９行目)：

､1eftpane-tree（overflo訂：auto；｝

・goo9-tree-root｛maxUin目４px；）

・Selected･goog-tree-iteIn-1abel（back9round-color：rgb(19Z､192･19Z)；）

以上でツリーコントロールの雌低限の実装が終わりました。これを爽行すると、ルートフオルダのみの

ツリーコントロールが左ペインに表示されます（図5.9)。

Ｉ
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国図５－９：ルートフオルダだけのツリーコントロール
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5.5.2ツリーノードをカスタマイズ

goo９.provide（'tinyword､TreeNode‘）；

goo9.require（,goo9.strin9‘）；

goo9.require（，goo９.functions‘）；

goo９.require(，goo９.ｕｉ･tree・TreeNode‘）；

データ､ノースで定稚されﾉとファイルツリーを喪示する?111伽として、Ｔ１．ＧCN〔xI〔》雄サブクラス化してデータ

ソースと辿拙するための|雛能を追加します‘追加・オーバーライドするメンバを表5.13に示し銅｡。 『０

回衷５．１３：tinywordT『ｅｅＮＯｄｅのメンバ

■tinyword￥scriptsMtreenodejs：

ﾉｰドをソートする震のキーとなる文字列です

1ｓＲｏｏｔＮｏｄｅＣ

サブクラスはliI1yw〔)1...Ｔｌ･PeNodcとし、や(より新しいファイルに実装しましょうscriptsW“11〔)dcjsを以

下の内容で作成してください

ﾉｰドの表示に使うアイコン唾返します｡オリジナルの尖装では子ノードが

存在するか否かでフォルダとファイル歴切り替えていまZjが､それをデータ

ソースのノードタイブによって切り替えるように変更します
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対応するデータソースのパスを返します

ルートノードならｔｒｕｅ子れＬｌ外ならｆＢＩｓｅを坂します

ノードがフォルダ芯ら．folde『｡､ファイルなら・Iile･を返しますgetFileTypeO

Re1DBtBSourcePathC

sortＫｅｙ

/口myw･ＭｄＡ・

÷ｃ台陽画.歩.’

7ﾌｼ7ｙ''１/bﾉ弓．

|…:．
；＠M
B
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第５章Ｕｌの実裟

tinyword･TreeNodepfunction(name，type‘d8Path，opt-confi9，

goo９.ｂａｓｅ(this，goo９.gtrlng・htmlEscape(name)，opt-conri9，
ｔｈｉｓ･rileType-＝ｔｙｐｅ；

ｔｈｉｓ・dsPath一三dsPath；

this,sortKeyヨ（type＝＝‘ｆolder‘？‘０．：．１･〉・name；

｝；

9ＣＯ9.inherits《tinyword･TreeNode‘goo９.ｕｉ･tree・TreeNode》；

opLdomHelper）（

opt-doInHelper伽

/／ファイルタイプに応じてアイコンを迩更

tinyword,TreeNode・prototype・getCalculatedlconC1ass＝function(）｛

ｉｆ《this､垂ileType-＝．。folder‘＆＆！this,haSChildren()）｛

varconfigpthis､getConfi90；

returnconfig･cssTreeｴＣＯ、◆,。＋confi9･cssCoUapsedFolderlcon；

｝ｅｌｓｅ（

returngoo9･base(this．‘getCalculatedｴconC1asS.）；

）

)；

/／ルートノードならtrueを返す（つまり常にfalSeを返す）

tinyword,TreeNode・prototype･isRootNode＝goo９.functions･FALSE；

/／対応するデータソースのパスを返す

tinyword･TreeNode・prototype･getDataSourcePath

retumthi8･d8PatiL；

}；

function(）（

/／フォルダなら働置older鱒、通常ファイルなら園file.･を返す

tinyword・TreeNode・prototype･getFileTyPe目function(）（

returnthig・fileTYPe-；

)；

前述のとおりツリーコントロール''１体もノードなので､そちらにも|:妃と同じメソッドがあると後々の処理

が楽になります。そこで、l1nywordTrcoContI･Ｃｌクラスにも|｢il秤のメソッドを定嬢しておきます。

■tinywo｢d¥Sc『ipts¥treecontmIjs(109行目)：

tinyword･TreeControLprototype・isRootNode雪goo９.functions・TRUE；

tinywOrd･TreeControl・prototype･getDataSourCePath･function<）（

ｒｅｔｕｒｎｔｈｉＢ･dsPath-；

}；

tinyword･TreeControl､prototype･getFileTypep壷unction(）（

Ｉ


