
Ｉ

5.5ツリーコントロール

returnofolder･；

)；

これにより、tinywoIdTreeControlは[inywoIdT唾GNodeとほぼ同等に扱えるようになります。

5.5.3データソースをもとにツリーノードを構築

ツリーノードに必要な機能が実装できたので、データソースで疋義されたフアイルツリーをツリーコント

ロールに反映させます。まずは(reecontmIjsに必要なクラスのgoog､rcquircOを追加します。

■tInywo『d¥scripts¥treecontrol・ｉｓ(４行目)：

goo9.require(‘tinyword､TreeNode･）：

goo9.require(‘goo９.string･)；

goo９.require(､goo９.array､肘

goo９.require(，goo９.functions･)；

goo9.requlre(.9009..s・DataMana9er'）；

goo9.require(･goo9ds,Expr‘》；

１inywordTmeeContmlコンストラクタの最後で、ツリーノードを櫛築する処理を行います。ここで定義し

ているnodesメンバはデータソースのパスから対応するツリーノードを兇つけるための辞il1で、後にメ

ニューによるフォルダ操作を実装するのに使用します。

■tinyword¥scripts¥treecontroI､ｉｓ(２０行目)：

this･dsPat1L＝．＄｡＋tinyword・App・DS-ROOT；

this･node8ー＝（}；

this･node8-Ithis・dsPatlL】＝this；

ｖａｒｄｍ＝9009..s､DataManager-getｴnstanceO；

this・１０adFromDataNode-(this，。､､getChildNode(this・dBPatlL)〉；

ツリーノード柵築の本体はloadFmmDataNode-Oです。暇初にデータソースの現在の階肘のエントリを

列挙し、それぞれに対応するツリーノードを生成します。この際、ノードがフォルダであれば

loadFromDataNode-Oを再帰的に呼び出し、下層のツリーノードを生成します。そして、生成したノードを

sonKeyllmにソートした後、親のツリーノードに追加します。

■tInyword¥Ｓｃ『ipts¥treecontroI・ｊｓ(４０行目)：

tinyword・TreeControl-prototype・loadFromDataNode-＝

funCtion(parentTreeNode，parentDataNode）

｛
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)；

varentryNodepparentDataNode・getChildNode(･entry.）；

varnodeList画entryNode＆＆entryNOde､get()；

if(nodeList）｛

vartreeNodeseII，treeNode‘dataNode；

for(ｖａｒｌ白０，１pnodeList､9etCount(）；ｉ〈１；・・i）｛

dataNode画nodeList､getBYInd蔀(i)；

if《dataNode）（

treeNode＝this､createNode-《dataNode鵬

並(treeNode）｛

treeNodes・push(treeIWode)；

ｉｆ(treeNode､9etFileType(）営回,folder，》

thiB､1oadFroInDataNode-(treeNode，dataNode)；

｝

）

｝

treeNode8・sort(function<a，ｂ）（

returngoog・strin9･numerateCompare(a・sortKey，ｂ・sortKey)；

）)；

9009.array・forEach(treeNodes，function(treeNode）｛

parentTreeNode・add《treeNode)：

），this)；

）

Ｊ
１

loadFmmDalaNode-0内でツリーノードの生成のために呼ばれるのがcreateNodc-Oです｡データソース・

ノードの怖報を統み取って適切なツリーノードを生成して返します。このメソッドはメニュー操作などで

ファイル・フォルダが追加された際にも使用されます。

■tinyword¥scripts¥treecontmI・ｉｓ(６９行目)：

tinyword･TreeControl･prototype・createNode-＝血nction(dataNode）（

ｖａｒｔｙｐｅ重dataNode､9etChildNodeValue(‘､type'）Ｉ｜，‘；

ｖａｒｔｅｘｔ宮dataNOde・getChildNodeValue(’#text･）Ｉ｜‘.；

varpathpdataNode・getDataPath()；

ｉｆ<this･folderOnlL＆＆ｔｙｐｅ！＝,folder,》

returnnull；

varnodepnewtinyword‘TreeNode（

text，type，path，this・getConfig<)，this･getDomHelper())；

this・nodes-Ipathlpnode；

retumnode；

}：
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５．５ツリーコントロール

以｜で、データソースで定侭されてい為フフ'イルツリーがツリーコントロールに虻映されました（図

5-10)。

圃図５－１０：ファイルツリーが反映されたツリーコントロール

jDTmywbrlJ
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乳ﾌ鰯ﾙダ１
画ワブフォjLタ

ロッ荊鰯２
．ファイル1

｡'ﾚﾏ'

AＣ

ト、ワ炎。

5.5.4データゾースの更新を反映する

次はメニュー操作によるフォルダの作成・名前変更・削除な実装します。その第一段階として、データ

ソースにイベントハンドラを凝定し、データソースの更新が1‘l助的にツリーコントrI-ルに反映されるよう

にしますイベントハンドラの股定はlinyword・ＴＩ･eeCon【,．Clコンストラクタで行うのがよいでしょうデーク

ソースのイベントはgoogevenlsとは別扱いのため、、訓aMana80rのaddListcncI．Oを使いますｃ

■tinvword￥scriptsVt｢eecontroI･ｉｓ(２８行目)１

this･caUback-雪goo9.bind(this・onTreeChanged-，上his)；

｡m､addListener(this･caUback-‘this･dsPath-＋‘／…‘）；

念のため、ツリーコントロールの削除時にはイベントも解除するようにします。ＴＩ･eeCon〔１℃lクラスに

dislp〔)SdnlGmalOを追加し、イベントの解除処I'Mを記述します。

■tinyworLi甲Ｓｃ『;pts￥treecontrol,ｉｓ(３４行目)：

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

goo9..s､DataManageｴ､､getInstance().reInoveListeners(this・callbaclL)；

goo9.ｂａｓｅ(this，，dispoSGｴntemal’）；

｝；

あとはイベントハンドラ猛火渋するだけです【．

侭
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鰯５軍ＵＩの実稜

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥treecontroljs(８

tinyword・TreeControl・prototype・onTreeChan9ed-＝function(dataPath）｛

dataPath宮dataPath・replace</ＷＩ#､ｌＩＡＶ/】･$/9,,‘)；

ｖａｒｅｘｐｒ＝９００９．．s・Expr・Create(dataPath)；

vardataNode＝expr・getNode()；

vartreeNode＝this・nodes-IdataPathl；

ｉｆ(dataNode）｛

ｉｆ(treeNOde》｛

〃名前変更

treeNode・setText(dataNode・getChildNodeValue(Wtext.）１１．，)；

）ｅｌＳｅｉｆ(!this・fO1derOnly-Il

dataNode･getChildNodeValue('@type，）・・・folder，）（

〃新規ノードの追加

varparent＝this･nodes-Iexpr・getParent().getParent(>・getSource()l；

近《Parent）

parent・add(this･CreateNode-(dataNode))；

｝

）ｅｌｓｅｉｆ(treeNode）（

〃ノードの削除

varparent雲this・nodes-Iexpr・getParent().getParent().getSource()肘

ｉｆ(parent）（

parent･removeChild(treeNode》；

deletethis.、odes-IdataPathl；

）

｝

)；

この処剛内容には説明が必幽でしょう。イベントハンドラには吏卿iされたデータソースのパスが波され

ますが、更新内容(追加なのか、削除なのか、データの変史なのか）はわかりません。そこで、渡された

パスに対応するノードがデータソースとツリーノードに存在するかどうかで、表5-1４のように判定します。

■表5-14：パスに対応するノードの存在と操作の間係

データソースツリーコントロール更新内容

存在する 存在する 名前変更

存在する 存在しない ﾉｰドの追加

存在しない 存在する ﾉｰドの削除

この方法で場合分けを行い、データソースの虹新に追従するようにツリーコントロールを更新していま

す。処理の簡略化のため、ファイル・フォルダの追加は常にその階層の最後尾に行われ、ソートは行っ

ていません。sortKcyの値を使って適切な挿入位瞳を見つけ川し、addOメソッドの第二引数を指定すれ



■tinyword¥scripts¥Ieftpanejs(１４９行目)：

5.5ツリーコントロール

Ｆ
Ｌ
沙
Ｌ

ば、ソート順を常に維持することも可能です．余桁のある披背はぜひ実装に桃職してください。

5.5.5メニュー選択に対応する

tinyword・LeftPane､prototype,onNewFoldeL＝function(e）｛

vartreeNode回thiB､treeContro1-.9etSelectedltem()；

ｉｆ(treeNode＆＆treeNOde･getFileType(）．｡.201der･）（

varparentPath。treeNode・getDataSourcePath()；

varparentNode＝９００９．．s.Expr・Create(parentPath).getIWode()；

varentryNodepparentNode＆＆parentNode･getChildNode<Oentry｡，true)；

entryNode･setChildNOde（

．ｆ・．Math・random()，｛・Otext‘：,新規フォルダ｡，。､type,：.folder、恥

）

}；

メニュー操作の実装の第二段階は、メニュー項目逃択時の処理の実装です。第一段階の実装のおかげ

で、データソースを適切に更新するだけで機能が実現できます。「5.4.3メニューボタンのイベントハンド

ラを殺定する」でイベントハンドラの登録はできているので、その中身を実装するだけです。

まずはフォルダの追加です。ツリーコントロールのgetSelectedltemOで現在選択されているツリーノード

を取得し､それがフォルダであれば､そのパスの下に「新規フォルダ｣の名前でフォルダを作成します。こ

こでは乱数を使ってデータソース・ノードのキーを生成していますが、この部分は「８噸サーバーとの辿

挑」にてサーバーサイドで生成したユニークなキーを使うように変更します。

tinword､LeftPane､prototype・onRename-afunction(e）（

vartreeNode＝thiB､treeControl-･getSelectedｴtem()；

ｉｆ(treeNode＆＆！treeIWode・isRootNode()）（

ｖａｒｐａｔｈ＝treeNode・getDataSourcePath()；

ｖａｒｎｏｄｅ＝goo9-ds･Expr・Create(path).getNode()；

ｖａｒｎａｍｅ回、ode・getChildNodeValUe(･＃teXt'）；

極くｎａｍｅ。Window・prompt（'新しい名前を指定してください。

、ode・setChildNode(･#text｡，ｎａｍｅ》；

｝

）

}；
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名前変更、削除の処理は追加とさほど変わらないので、一弧に実装します。どちらもgelSelecIedI1emO

メソッドでツリーノードを取御し、そのパスからデータソース・ノードを取得し、適切な処理を行っている

だけです。

■tinyword¥scripts¥Ieftpane・ｉｓ(１６７行目)：

name)）｛



tinywo詞.Le2tPane･prototype・onDelete-pfunction(e〉｛

vartreeNode=this・treeControl-･getSelectedｴtem(此

迂｛treeNode＆＆！treeNode､hasChildren(）＆＆！treeNode､isRootNode()）｛

ｖａｒｅｘｐｒ＝goo9..s.Expr・Create(treeNode・getDataSourcePath()肘

ｖａｒｎｏｄｅ＝expr・getNode()；

varParent＝expr・getParent<).getNode<)；

ｉｆ(､ode＆＆parent1

parent･setChildNode(､ode,9etDataName()，ｎｕＵ)；

）

}；

第５章Ｕｌの実装

このイベントハンドラはツールバーに没疋されているため､念のためコンポーネントＩＤをf使ってメニュー

が発行したものであることを確認しています（伽･Iile-menul'の部分のみをテストしているのは、後に同機能

のコンテキストメニューを実装するためです)。そして各項目のselEnableOを呼び出して、選択可能状態

を投定しています。

以上でツリーコントロールおよびファイルメニューが実装できました。実行してメニューを逃択すること

で、フォルダの追加、およびファイル・フォルダの名前変更と削除が実行できます（図５．１１)。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane､1ｓ(207行目)：

tinyword・LeftPane・prototype,onShowMenu-pfunCtion(e〉（

Ｖａｒｍｅｎｕ＝ｅ,tar9et；

ｉｆ(/-file-menu$/・test(menu・getｴ｡()）》｛

ｖａｒｎｏｄｅ＝this・treeContro1-､getSelectedltem()；

ｖａｒｓｕｂ．、ode＆＆！､ode・isRootNode()；

menu・getChild(･newfolder‘）,setEnabled《､ode＆&node・getFileType(）==‘壷older･）；

menu・getChild(･rename･）.setEnabled(sub)；

menu・getChild(,delete，）.setEnabled(sub＆&!､ode・hasChildren()脈

）

）；

１
１
１
１

これでユーザーによるメニュー選択の処理がひと通り実装できました。しかし、それぞれの機能は選択

されているツリーノードの種類などによって実行できないことがあります。そのような場合は、項目自体を

無効にして選択できなくした方が親切です。

メニューを開くときにgoo8uiMenuEventTypeSHOWイベントが発行されることはliii述のとおりです。そ

のタイミングで各メニュー項目の状態を股定することで、アプリケーションの状態を反映したメニューが実

現できます。すでにSHOWイベントのハンドラは投定してあるので、そのonShowMenu-Oメソッドの中身

を実装します．
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５．５．６左ベインのリサイズに対応する

５．５ツリーコントロール

謡"w・い 雲雷

回図５－１１：メニューによるフォルダ操作
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■tinywordYscriptsYleftpanejs(２１９行目）Ｉ

ロノ

国画窯祭L,ﾙダ

ここまでで左ペインの機能はばぽ突装できましたが、火はひとつだけ問題が蝿っています。フォルダを

どんどん追加して枠をはみ出してもスクロールバーが表,Jﾐされず、操作ができなくなるのです（凶５１２)。

これを解消するには、ツリーコントロールの親DOM亜素の高さを表示領域に合わせて調整する必要があ

ります左ペインのサイズはブラウザウィンドウのリサイズに追従して変化するので､そのたびに捌幣しな

ければなりません

■図５．１２：表示内容がはみ出してもスクロールパーが表示されない

tinyword､LeEtPane,prototypE.resize＝function(size）（

vartoolbarSize＝goo９.style､getBorderBoxSize(this､toolbar-･getE1ement()）Ｉ
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WordならLeftPaI1eとRightPane）に'･esizeOメソッドが実装されていると、ペインのサイズが変哩されるた

びに呼びlHしてくれるのです。そこで、LeIipanPにresizeOメソッドを追加し、幌DOM喫緊のサイズを細
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胃もう万ﾙダ，
ロフォルダ２

第５章Ｕｌの実妾

vartreeSize＝Math､max(size・hei9ht-toolbarSize・ｈｅｉｇｈｔ－Ｚ‘０)；

goo9.style・setStyle（

this・treeControl-・getE1Gment(）.parentNode‘,height'，treeSize＋’ｐｘ'）Ｉ

}ノ

１･csizoOメソッドには,桜､'1.1)-るぺインのサイズがgoog・Inalh・Sizcで池さｲlる(ﾉ)で、そこからツールバーの

,I‘liさをIjlいて（さらに２を引いているのは上ドのボーダーの分です)、ツリーコント１．１－ルの卿挫崇に殺定

しています。これによって典莱が/fペインにフィットするようになり、スクロールパーが表示されます（図

5-13)。これで左ペインのＵＩは完成です

回図５．１３：スクロールパーが表示されだツリーコントロール
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5.6タブバー

ろ６ﾀブバー

ひとつのページに多くのコンテンツを桜り込むとき、タブは便利なユーザーインターフェースですコ

ンテンツを切り替える手段をユーザーに提供して多くの州報をコンパクトに記慨できます．

ClosuI･eMbraIyには、タブを炎示するコンポーネントが２つ用意されています．単純にタブの部分だけ

を表示するタブバー(goo9.ui.'mabBaI．､図5-1.1）と、コンテンツ部分堂で含めて管理するタブペイン（goog

ui‘TabPane、似15.15）です磯念ながら後者はスタイルシートが用意されておらず、見栄えを縦えるのに

多くのスタイル定茂を必痩とするので、TinyWoI．｡では前腎を使月Ｉします。

圃回５．１４：googui・TabＢａ「

Abovotnbc◎ｎｌｃｎに

閲願照……“

ShowhMjolhQIIfsl杓ｂ岡EmbIGﾉdl58bIell1cfou『1ｈＩｎｂ□

Ｉ関'５－１５：ＲｏｏＲｕｉ‘TabPanE

P明⑧１ＩＰａｍＤ２１ＰＯＯｕ４１Ｐ鋤q５１Ｐ８ｐＧ６

山o伯mIp”mdolor8ilnmol，conBoc10他or“IPI純ｌｎｌｏ１１ｔＣｍ３ＱｌｎＪ万1kjIoIwnI0mpoI
“mpqr‘SUUpcndI蝿nnI1MInl崎orli9uInumlj‘vu｢肥､〔lllmu脇.I伽“mIvimcn
comm“oqMm,帥plcn.QmcqU｡、“IOC(u楢,SednondoI“SodCOn9uo‘nIuIIn
pMioImcCl,“qllJ)1,pdr⑥小mpuMfWJ1｢Cu,InlnOr“lNIIIMupIdl『)$umCln"

叩Iq1nlInciIiH“1㈱《1ulWjlllomlⅨrlW1nlIXIrcpIM)InllOqlm‘pI)rInC（I棚鯛!〕ymOn5l“１１
P『伽acnM側u30nlm,1ｍ”llIcln･日llpN1I3MpuMmrvol‘ICⅢprIMOq《wnuI1nS6d
nuIm『lu凹卿DInGlnln』。 VullXJｎｍＯｕ‘ IoncuさｎｏｎｎｎＩｏ nlQpCrIQbOIⅡ９ DID凶Ⅵ【Ⅸ

q“ｍＰ畑301Iu3amlt焔IIp升um#oI1にI1udiⅢｂｌ恥nJuIwlﾊo『“I,“ｕ＄m11Uclu洲鋪u$･
volplWeImI“motugRlncIdllntUlnInCrnmnc､u9uqmOIwTbuIIIlcIn5DlIqum1

l5｡'t"b･ェ8J〔面而司

ＰｐｎｐＺＢＣｆ“10ｄｍＩＯｂｐｍＯ１

タブバーは、全休を郷,lする8(X)811i・TaI〕Barと、ＩＭＩ々のタグを炎現するgoo８.ui,TabでWI成されます。ま

ず標祁的な手順で'1.abBaI'インスタンスを作成し、必典ﾉIkTabインスタンスをaddChildOで追加すれば、タ

ブバーが喪示できます。

var上abBar＝nGwgoo9､ｕｉ,TabBar(）：

tabBar・render(）；

tabBar・addChild(newqoo9・ｕｉ,Tab(‘タブ‘），true)；

５

１４９
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第５章ＵＩの実袈

TabBarクラスのコンストラクタは､省略可能な３つの引数をとります。タブの配個を指定するlocationと

外観を定義するレンダラー、そしてDomHelperです。

googui・TabBar<[Iocation【,renderer[,domHeIperⅢ）

locationはタブを配凹する場所で、goo9.ui,TabBar,Locationのメンバで指定します（表5.15)。この指定

によってタプバーのデザインが変わるほか、カーソルキーの左右と上下のどちらでタブを切り替えるかが

決まります。省略時のデフォルトは９００９.ui,TabBar､Localion.TＤＰです。

■衷５－１５：googui､TabBar､Locationメンバ

定数名 機能

TＯＰ コンテンツの上に配哩

BＯＴＴＯＭ コンテンツの下に配置

START コンテンツの左(アラビア霞などのRTL言語では右)に正置

EＮＤ コンテンツの右(アラビア雷などのRTL図昭では左)に腿間

′InbBarで使用できるメソッドを表5.16に、選択状態が変更されたときに発行されるイベントを表5.17

に示します。イベントはTabBarではなく個々 のTabインスタンスが発行するので､event､taIgetは選択(非

進択）されたTabインスタンスを指しています。

■豪５－１６：TabBarクラスのメソッド

ﾒソッド

getLocationO

getSelectedTabO

getSelectedTabIndexO

isAutoSeIectTabsO

setAutoSeIectTabs(enable）

setLccation(location）

setSelectedTab(tab）

setSelectedTablndex(index）

脱明

タブパーの配置をgooguiTabBar,Locationのメンバで返します

選択されているタブを返します

選択されているタブのインデックスを返します

カーソルキーによる自動選択が有効であればt｢ueを返します。

setAutoSelectTabsOの脱明を参照してください

カーソルキーによる自動選択を有効にするかを指定します.enableにtrue

を描定すると､カーソルキーの左右(もしくは上下)でタブを切り囲えられる

ようになります｡falseならフォーカスが移動するのみです

タブバーの配置をgoogui,TabBa｢.Locationのメンバで指定します

tabで指定したタブを選択します

indexで指定したタブを選択します



5.6.1タブバーの作成

５．６タブバー

吾
■表５．１７：goog､ui､ComponentEventTypeメンバ

発行するタイミングイベント

TinyWbIdでは､ｲLiペインの内容を切り替えるためにタブを使用します。タブの数は２つに固定で､リッ

チテキストエディタで文京を糊典できる「エディタ」タブと、編典結果を肺的なＨＴＭＬで表示する「プレ

ビュー」タブです。比鮫的簡単な構成なのでサブクラス化はせず、RighlPaneクラスに直接実装します。

まずはrigh〔panejsに必要なクラスのgoogrequireOを追加します。googaITayはIbrEachを使うためのも

のです。

キーボード､もしくはマウスでタブが選択されたときＡＣＴＩＯＮ

１
Ｊ

７

タブが選択されたときSELEＣＴ

８

３

９

UNSELECTタブの選択が解除されたとき

■tInyword¥Bcripts¥rlghtpanejs(３行目)：

４

1０
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goo9.reqUlre(･goo9.ｕｉ・Tab'肘

goo9.require('goo９.ｕｉ・TabBar,）；

goo９.require(O9oog･array，）； １１

６

ｊ
ｊ
ｊ
牛

４
・
・
・
罫

va瀞previeWTab＝newgoog､ｕｉ､Tab(･プレビュー‘，null，opt-domHelper)；

previeWTab･getｴ｡(，preview-tab，）；

thi8､tabBazL･addChild(previewTab)；

vareditorTab画newgoog.ｕ１.Tab(‘エディタ･･null，opt-doInHelper)；

editorTab･setｴｄ(,editor-tab‘）；

this･tabBar-,addChild(editorTab肘

this・tabBaｴ廷匡、e前goo９.ｕｉ・TabBar（

goo9.ｕｉ､TabBar,Location､TOP，goo9.ｕｉ・TabBarRenderer・getInstance《)，opt-domHelper)：

this･addChild(this・tabBarJ；

■tinyword¥scripts¥rightpanejs(１３行目)：

ＴをibBarインスタンスの作成はRightPaneコンストラクタで行います。タブの追加は､ツールバーのときと

は違ってaddChildOとcmeateDomOを別々 に呼び出す方法を採ります。今回は２つだけですが、大盈の子

コンポーネントを追加する際はこのほうがパフォーマンスを改蕃できます。

タプバーとタプコンテンツのスタイルをカスタマイズしやすくするために、それぞれのCSSクラス名を定

数として定穀しておきます。これらはc『噂ateDomOメソッド内でDOM要素を作成する際に使います。
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第５章ＵＩの実演

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥『ightpanajs(３０行目)：

tinyword‘Ri9htPame･TABBAILCLASSJIAME-回

goo9.getCssName(tinyword､RightPane､CLASS-NAME-，，tabbar,）；

tinyword･Ri9htPane･CONTENT-CLASSJIAME-p

goo9.9etCssName(tinyword､RightPane・CLASSJ1AM匙，，content，）：

タブバーをドキュメントに挿入するように、RightPaneのC曜a〔eDoInOを杏き換えます。

■tinyword¥scripts¥rightpane・ｉｓ(３７行目)：

tinWord・RightPane･prototype・createDompfunction(》｛

ｖａｒｄｏｍ室this･getDomHelper《)；

this・tabBarL・createDom(》；

this・setE1ementmternal(do､､createDom（

・div.，tinyword･RightPane,CLASS-NAl唾－，

ｄｏ､.CreateDOIn(･div‘‘tinyword・RightPane・TABBAILCLASS-NAﾙ哩，

this･tabBaxL,getE1ement()，

dom・createDom(､div･．・goo9-tab-bar-clear･））･

ｄｏ皿.createDom(･div，‘tinyword・RightPane･CONTENT-CLASS-NAH且)，

ｄｏ､､createDom(，ｄｉｖ,，tinyword､RightPane,CONTENTLCIASS-NAl極_》》）；

)；

this・tabBarL,forEachChild(function《tab）（

tab･createDom()；

this・tabBar-・getContentE1ement().appendChild(tab､getE1ement())；

}‘this)；

殿初にタブバーとタブコンテンツを含む右ペイン全休のDOMツリーを柵築し､seIElcmenIlntemalOで右

ペインのルート要素として般定しています。タブバーの血後にあるＤｌＶ要素（CSSクラス風goo9.〔ab.bar・

Clear御を持ったもの）は、タプバーの､Cat状態をクリアするためのものです。

ＤＯＭツリーを椛築した後に、佃々のタブに対してもc泥ateDomOメソッドを呼び出し､そのルート要素を

タブバーのコンテント要衆に追加します．これを行わないとタブが表示されないので注懲してください．

以上でタプバーの初期化は終了ですが､現在のところタブコンテンツのIll身が空なので､そのDlV要素

の高さがoになってしまい、兄栄えが良くありません．そこでLefiPaienと同様にRightPaneにも肥sizeOを

実装し、タブコンテンツのIpiさを網整します。

■tinyword¥scripts¥『ightpaneJs(９５行目)：

tinyword､RightPane・prototype・resize宮function(size）｛

ｖａｒｄｏｍ回this､getDomHelper()；

vartabBarE1＝this､tabBa里.getE1eInent().parentNode；
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5.6タブバー

vartabBarSize白9009.Style・getBorderBoxSize《tabBarE1).height；

varContentSize宮Math･max(size､hei9ht-tabBarSize-Z，Ｏ)；

goo9.array･forEacM

dom・getE1ementsByTa9NameAndC1ass（

．div･‘tinyword・Ri9htPane・CONTENTLCLASS-NAl値_・this､getE1ement()），

Eunction(el）｛

goo９.Style･setStyle(el‘・hei9ht･‘contentSize◆’px,）；

｝)；

１

１
今
『

ゲ
マ
４

３

１

}；

最初にタプバーのiWiさを計算し、それとボーダー分の２ピクセルを右ペインの高さから引いたものをタ

ブコンテンツの商さとして役定しています。タブバーのルート襲素はfloat指定されているために高さが常

にＯとして扱われるので、代わりにその親嬰素（CSSクラス名がri8htpane.〔abba｢のもの）で商さを計算し

ています。

６

}；

1０

８

Ｑ

5.6.2タブの切替に対応する

イベントハンドラではタブの選択状態を取得し、選択されているタプコンテンツは表示し、それ以外は

非表示にします。goo9.style､showElemcnlOは第二引数のbool値によって要素の表示状態（displayスタイ

ル）を切り替える関数です。

タプバーはタブの表示を行うだけで、タブコンテンツに関してはなんら管理してくれません。タブの選

択にあわせてタブコンテンツの表示を切り替えるのはアプリケーションの寅任です。タブバーはタブの選

択状態が変わったときにイベントを発行するので､RightPancクラスのcnlerDocumentOでイベントハンドラ

を投定します。

１１

<Ｉ

蝉

■tinywo『d¥scripts¥rightpanejs(５５行目)：

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

goo９.ba8e(this，,enterDocument'）；

/／タブ遡択の処理

this,getHandlerO･Usten（

this・tabBar_‘goo９.ｕｉ・Component・EventType,SELECT‘this・onSelectTab)；

this･tabBar-･setSelectedTabｴndex(O)；
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■tinyword¥scripts¥rightpanejs(７８行目)：

tinyword･Ri9htPane・prototype・onSelectTabpfunction(e）（

ｖａｒｄｏｍロthis､9etDomHelper()；

ｖａｒｉｎｄｅｘ画this・tabBar-・getSelectedTablndex()；

ｖａｒｒｏｏｔ色this･getE1ement()；

ｖａｒｅｌｓｓｄｏｍ’9etE1ementsByTa9NameAndC1ass（

’ｄｉｖ,,tinyword･Ri9htPane･CONTENTLCLASS-NAl値一．root)；

９CO9.array･forEachに1s･runction(e１，ｉ》｛

goo9.style､showE1ement(el‘index雪＝ｉ)；

｝･this)；

｝；

まだタプコンテンッの内容が空なのでわかりづらいのですが、タブの選択によってタブコンテンツの炎

示が服しくON/OFFされるはずです。タブコンテンツに仮のテキストを設定するなどして、確認してみてく

ださい。

5.6.3タブバーのスタイル指定

タブバーをTEしく戎示するには、他のコンポーネントと同様にスタイル指定が必要です。タブバーには

デフォルトのスタイルシートが用怠されているので、TinyWoIdでもそれを利用します。

■tlnywordWiles￥stylesheet･CSS(９行目)：

@import｡../closure-1ibrary/closure/goog/ＣＳＳ/tab,ＣＳＳ口；

@import．.．/clo8ure-1ibrary/closure/g0o9/ＣＳＳ/tabbar・ＣＳＳ｡：

スタイル桁疋を追加して見栄えを狼えます。フオントサイズを投定し、タプバーの左に若干余桁を持た

せます。タプコンテンツには左ペインと同様の枠をつけます。

■tinywordWiIes¥styIesheet・ＣＳＳ(４４行目)：

､ri9htpane-tabbar｛padding-1eft：４px；font-size：１Zpx；）

;ri9htpane-content（ｂorder：１pxsoUd96b90da；overfloW：auto；｝

これでタプバーの表示に必要な実装が終了しました。実行すると､図5-ｌ６のように右ペインにタブバー

が表示されます。
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5.6タブバー

0

圃図５－１６：TinyWordのタブバー
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第５章Ｕ１の実装

５画了ｺﾝﾃｷｽﾄﾒﾆｭー

以|:でリッチテキストエディタを除くTiIlyW()【．｡のＵＩがほぼ実装できましたが､晶後にもうひと｢:大しま

すフォルダやファイルを撫作する際、ツリーコントロールで選択した後にツールバーまでマウスを移助

するのは少々 而倒です。その場でコンテキストメニューを炎,侭して、ツールバーのメニューと同じ操作が

できるようにします

ＣＩｏＳＷｅＬｉｂｍＩｙでコンテキストメニューを実現するに〈よgoo8.ui､POI〕upMcnuを使います。goo8.ui,Ｍｅｎｕ

を継承しており、扱い方もほぼ同じです。さらに、以下に示すauacl10メソッドが追加されており、特定の

DOM典素がクリックされたとどに自助でメニューを炎示するように殺定できます

attach(eIementLta『getComer[,menuComer[,conlexIMenu[,margin]]]]）

eIemenlはう'タッチ対禁のDOM腿梁です（･()nぃｘＩＭｍｌＩはメニュ一通開くためのイベントハンドラを投定

するイベントの脂定で､IruPならcoI1【cx(mcI1u､刷馳ならmousedownになります。デフォルトはmousedown

ですｰ

（aI･getComeI･とmeI1uComwはメニュー蛍示位柵の指定で、goo8.1〕ositiollin8.CＯｍｅｒのメンバ（表5-18）

で指定します。targ馴C〔),m〔､１．はＧＩｏｍ〔､I1lのどのjYlに炎示するか､mcmIComP1･はメニューのどの角をelemenL

の角に合わせるかの脂定です。marginは通湘のう'ルゴリズムで位悩を猟州した後に適用されるマージン

です

国表５１８：RooRpositioninR.ＣＯｍｅｒメンバ

定数名 機能

ＴＤＰｌＦＦＴ 芹Ｉ．

ＴｎＰＲｌｎＨＴ 右上

BＯＴＴＯＭＬＥＦＴ 左下

ＢＯＴＴＯＭＲＩＧＨＴ 箇卜

ＴＯＰｓＴ八ｍ と’（ＲＴｌ－Ｋ_』Mばらｲ】上〕

TＯＰＥＮＣ ｲJ上(RTL宮砺なら左上）

ＢＯＴ｢ＯＭＳTＡＲＴ 左下(ＲＴＬ言昭紅ら右卜；

BOTＴＯＭＥＮに 凸Ｉ.（ＲＴＬＬＩ紬妊ら方下】

１argcLComGrとmOI1uCOmPI・はｌ１ｌｌｌ定|伽!'fにメニューを表示するためのものです。コンテキストメニューの

ようにクリックされた場所にメニューを炎,』ﾐしたい珊合は、それらの引数を省略するか、undennedを指定

してください。



■tinyword¥scripts¥Ieftpanajs(２７行目)：

this,contextMenU-＝newgoog・ｕｉ・PopupMenu(opt-domHelper)；

this・contextMemL・Betｴ｡〈‘popup-趣1e-menu‘)； ８

５．７コンテキストメニユー

5.7.1コンテキストメニユーの作成 １

this,contegm1enL･attach（

this.t唾eContml-･getE1emEnt().par巴nUVode‘undefined，undefined，ｔｍｅ)；

それでは、TinyWordにコンテキストメニューを実装します。まずはlenpanejsにPopupMenuクラスの

googreqlui唾0を追加します。

Ｆ、

３

■tinyword¥scripts¥leftpanals(１０行目)：

goo9.require(‘goo9.ｕ１.PopupMenu‘）； ４１

PopupMenuインスタンスの作成はLenPaneコンストラクタで行います。識別のため、コンポーネント１，

に．popup-Iile-menu･を投疋しておきます。

１１

６

■tinywo『d¥scripts¥leftpanejs(101行目)：
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９コンテキストメニューは原則的に了コンポーネントとはせず､独立したコンポーネントとして作成します。

そのため、不要になったときは明示的に削除する必要があります。LenPaneのdisposeInIemalOでコンテ

キストメニューのdisposeOメソッドを呼びH1せぱよいでしょう。
１０

■tinywo『d¥scripts¥lBftpanejs(１１９行目)：

０
．
企
１
口

と
‐
ぐ
？

if(this･contextMenu_）

this･contextMemL,di8po8e()；

ｔｈｉｓ・contextMenuー星ｎｕｌｌ；

メニュー項目の追加はLenPaneのdecoratelntemalOで行います｡項日の追加方法は９００９.uiMenuとまっ

たく同じなので、buildltemsForFilcMenu-Oがそのまま使えます。項目を追加したら、renderOメソッドを呼

び出してメニュー表示用のＤＯＭ愛素をドキュメントに挿入します。

■tinywo『d¥scripts¥Ieftpanejs(８１行目)：

this・buildｴtemgForFileMenL(this・contextMemL)；

this・contextMenu-･render()；

コンテキストメニューをDOM要素にアタッチする処理は､enterDoCUmenlOで行うのが適切です。アタッ

チ対象はツリーコントロールの親DIV婆素がよいでしょう。同時にツールバーメニューと同じイベントハン

ドラを設定して、各メニュー噸'三lがl1Ij作するようにします。
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handler・UstGn（

Ｕ１ｉｓ・contextMenu-，

goo9.ui､Comonent・EventType･ACTION,this･onSelectNenuｴtenL);

handler・Usten（

this・contextMenU=，goo9.ui,Menu,Eventrype,SHOW，this・onsho制ＰｎｌＬ)』

念のため､(lxitDocumeI1lOでコンテキスl､メニューのアダ､Ｉノチを解除するコード准辿IⅡ|します｡。“(:hAⅡ０

メソ､ソド壮呼び出せば、フツタッヅ･されているすべての鯉糸からコンテキストメニュー牡llYり外せます。

■tinywOrd￥scripts￥Ieftpaneis（１１２行目）Ｉ

this・contextMenu-・detachA11（）；

goo9.ｂａｓｅ(this，’exitDocument'）；

以上でコンテキストメニューの火装は終了です｡

ニューが表示されるのが雌偲でさます（図５－１７)。

回国５．１７：ＴｉｎｙＷｏ｢ｄのコンテキストメニユー

災rj:してツリーコントロールをｲfクリ､リクすれば、メ

砦弓塞＝一旦

:耐蔚"Ｗ渋 Ａ，レロ，罪.’

４皿

零撫＃
隅風うTDL,釘

Ｅ霊工更

777ＺｙＭ/brぴ

１Ｍ皇”l｢つﾚｭ言１ファイル｡

餅紗
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第６厚

IノッチテキスI,エディタチ

ＴｉｎｙＷｏｒｄの中核となる機能が、文審の見た目を確認しながら編集できるリツチテキ

ストエディタです。そのような機能をスクラッチで開発するのは大変な作業ですが、

CIosureLibraryには本書のサポートブラウザ（｢まえがき」参照)のいずれでも安定し

て動作する、高品質なリツチテキストエディタが標準で含まれています。

本章では、ClosureLibraryのリツチテキストエディタの概要を解説し、ＴｉｎｙＷｏｒｄ

の文懇編集機能を実装します。さらに鰐地図(GoogIeマップ)の挿入と保存ダイアログを

題材に､リッチテキストエディタの拡張方法を解説します。本章でTinyWordのクライア

ントサイドの機能はほぼ完成となります。
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第６章リッチテキストエディタ

６名ﾘﾂﾁﾃｷｽI､ｴデｨﾀの概要

TinyWordの文nI作成機能の実装に入るIMiに、まずリッチテキストエディタの柵造と使い方について解

脱します。実装前に;1,蝿的な知州を側ておくことで､リッチテキストエディタの突装方法についてより深い

理解がf￥られるでしょう、

６．１．１アーキテクチャ

ClosurGLibl･alyのリッチテキストエディタは、goog､edii0I､および8“8uiedil(〕I･杓)1空INIにある複数のク

ラスで櫛成された、比較的大規模なＵＩ部品です。それらは高度にモジュール化されており、多様なアプ

リケーションの要求にも応えられる柔軟性と拡張性が碓保されています。凶6-1に、リッチテキストエディ

タのWlf成典素とそのｌＭ係を示します。

Ｉ関'６－１：リッチテキストエディタのアーキテクチャ
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４章でiVⅣCアーキテクチャについて而単に説明しましたが、ClosureLibralyのリッチテキストエディタ

は、まさにその思想にもとづいて設計されています(エディタ本体もUIを持っている点は変則的ですが)。

エディタ本体とＵｌ（ツールバー）はコントローラで分離され、互いにIIT接やり取りすることはありません。

エディタ本体がUIに依存していないので、Ｕｌのコンフィギュレーションが自由に↑j:えます。

そして、もうひとつ重要な怖成塑素がプラグインです。実際のところ、エディタ本体にはごく堆本的な

機能しかなく、それ単体ではHTMLのTEXmREAと大差ありません。その代わりにプラグイン・インター

フェースが実装されており､標準的な絹典機能を含めて､ほとんどの機能をプラグインで提供しています。

ラグインのベースクラス（goo9.GditoI3Plu8m)を派堆させることで､まったく斯しい機能を遥加することも'j」

能です

このようにモジュール化された構成と、ClosureLibI君Iy全体にわたるオブジェクト指向の徹底により、そ

れぞれのアプリケーションに最適なリッチテキストエディタが実現できるようになっています。


