
6.4.1保存ダイアログブラグインの実装

1８

６４保存ダｲｱﾛグブﾗグｲﾝ

■tinywo｢d¥Ｓｃ『ipts¥savedialogpIuginjs（１行目)：

goo9.provide(,tinyword､SaveDia1ogP1ugin，）；

goo９.provide(・tinyword･SaveDialogPlu9in・Command‘）；

リッチテキストエディタのプラグインの中には、Closul･eLibraIyのグイアログコンポーネント准使用して

使いやすいUIを炎示するものがあります。例えばLillkDialogPluginは、｜‘ｘｌ６９のようなダイアログを災示

してリンクのURLなどを編集できるようにしています。

国図６－９：リンク縄集ダイアログ
、
《
Ｄ
Ｊ

ｒ
Ｌ

保存ダイアログプラグインは、sCriIXsysavcdialo8pluginjsという名前で新規ファイルを作成して、そこに

実装します。まずは必要なgoog､provideOおよびgoogrPql1iI･ＣＯを記述します

プラグインでダイアログを表示するには､goo9.ediIoI､plugin月AbsWadDialogPluginを継承してプラグイン

を作成します。このクラスはgoo8.edimI:P11Iginの派生クラスですが､表6-2のメソッドが適切に実装されて

おり、通常はgeITro8classklOとCrPateDialo80を定義するだけでプラグインとして機能します（ダイアログ

自体は別に実挫する必喚があります)。

TinyWoI．｡では、このクラスを利用して保存ダイアログを表示しますダイアログにはファイルf'iのテキ

ストボックスとフォルダ選択ツリーコントロールを表示し、簡単にファイル渦と保存先フォルダを指定でき

るようにします。
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goo9.require(,goo9.j8on‘)；

goo９.require(･goo9.functionB‘）；

goo９.require(､goo9.ｄＢ・Expr,）：

goo9.require(､goo９.editor・plu9ins・AbstractDialo9P1ugin'）；

goo９.require(･goo9.editor・ran9e‘》；

goo９.require(･goo9.ｕｉ・editor・Ab8tractDialog・EventType.)；

goo９.require(､tinywor｡､SaveDialo9.）；

googedilor､pluginsAbs〔mac〔DialogPluginから派生して、tinywoIdSaveDialogPluf’､クラスを定義します。

Googleマッププラグインと同級にサポートする幅集コマンドとプラグインのＩＤも定義しておきます。

■tinyword¥scripts¥savediaIogpluginjs(１１行目)：

/・・＠constructoroo／

tinyword,SaveDialo9P1u9in雪function(）｛

goo９.base(this‘tinyword･SaveDialo9P1u9in・Command,SAVEPlALOG此

thiB､BetReuseDialog(true)；

}；

goo９.inheritB(tinyword､SaveDialogP1ugin，goo９.editor・plugins・AbstractDialogPlugin)；

/／コマンドの定蕊

tinyword,SaveDialogP1ugin･Co1mnand＝｛SAVE-PｴALOG：,saveDialog’）；

/／プラグインエ､の取柵

tinyword､SaveDialogP1ugin･prototype・getTro9C1assId

goo９.functions・constant(‘SaveDialog,〉：

coogleマッププラグインとは巡い、親クラスのコンストラクタでサポートする編集コマンドを指定してい

る点に注意してください。Absll･aclDialogPluginは裡数コマンドをサポートしないので､コンストラクタに渡

すだけで対応コマンドが指定できます。

親クラスのコンストラクタの次に呼び出しているsetReuseDiaIogOはダイアログの再利用の指定です。

lrueを指定するとlWlの糊典コマンド実行時に‐･度だけダイアログを作成し、以降はそのダイアログを

show/hideして叫利用します。Ialseならコマンド実行のたびにダイアログを作成・削除します。

ダイアログはcreateDialOgOで作成します。tinywoIdSaveDiaIOgは「6.4.2保存ダイアログの実装」で実

装するダイアログクラスです。

■tinywo『d￥scrIpts¥savediaIogpIuginjs(２６行目)：

tinyword･SaveDialo9P1ugin･prototype,createDialog-function(dialogDomHelper）（

vardialog＝newtinyword・SaveDialog(dialogDomHelper比

dialo9・addEventListener（

goo９.ｕｉ､editor･AbstractDialo9､EventType・ＯＫ･this・handleOlL，false，this)；
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returndialO9；

}；

googuieditorAbstractDiaIogEvenITypeOKはダイアログのOKボタンが押されたときに発行されるイベン

トです。ダイアログに入力された値を処理するために使います。保存ダイアログプラグインでは以下のイ

ベントハンドラを設定しています。

■tinyword¥scripts¥savedialogpluginJs(３４行目)：

tinword･SaveDialo9P1ugin･prototype･handleOに。function(e）｛

vardialo9＝ｅ･target；

ｉｆ(dialog）｛

varparentNode＝goo9..s・ExPr・Create(dialog､getparentpath()）.9etNode()；

ｉｆ(parentNode＆＆parentNode・getChildNodeValue(･@type‘）＝＝．folder,）｛

varentryfWode＝parentNode＆＆ParentNode･getChildNcde(.entry･･true)；

ｉｆ(entryNode）｛

entryNode､setChildNode(‘２．・Math･random()，｛

・#text‘：dialog･getFileName()’１．‘，

。＠tyPeo：，fileo，

，､content，：this・fieldObjeCt・getC1eanContents《）

｝昨

this・fieldObject・setUserModified(falge)；

｝

）

｝

）；

ダイアログで指定されたファイル名やパス名をもとにデータソースに新規ノードを追加し､そこに細典''１

の文瞥を保存します。変更フラグをクリアするために誕tUseIModinedO（｢６２６ユーティリティーメソッド

の実装」参照)も呼び出します。

ＮＯＴＥ

現在はメモリ内のオブジェクトに文画データを保存しているので､ページをリロードするとデータが消え

てしまいます｡｢８章サーバーとの迎掘｣では､これをGoogleAppEngineのサーバーに保存するように

変更します。

ツールバーに追加する保存ボタンの有効･無効を制御するため、qucryCommaI1dValueOを定綾します。

このメソッドの返り価の意味は、ボタンに実装するUpdaleFromValueOによって決まります。ここでは変更

フラグをそのまま返しているので、tIueのときは有効、IaIseのときは無効という仕様です。
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■tinyword¥scripts¥savediaIogpIugin､ｉｓ(６０行目)：

tinyword・SaveDialogP1u9in・prototype・qUeryCommandValues21mctionに◎皿､and）（

returnthiS・fieldObjeCt､isUserModified()；

)；

一般的なダイアログプラグインであれば以上で実装終了です。しかし、「4.1アプリケーションの仕槻を

決める」で定義した仕傑では、既存ファイルの編災時はダイアログを表示せずに上沓き保存することに

なっています。これを実現するため、execCommandlnternaIOをオーバーライドします。

■tinyword¥scrIpts¥savediaIogpluginjs(６５行目）

tinyword・SaveDialo9P1ugin､prototype・execCommandlnternalpfunction(Command）｛

ｖａｒＰａｔｈ－ｔｈｉｓ・fieldObject､9etFilePath()；

ｉｆ(path）｛

ｖａｒｎｏｄｅ＝ｇｏc9..s･Expr・Create(path).9etNode()；

ｉｆ(､ode＆＆、ode・getChildNodeValue(‘@type,）＝画‘file'）｛

ｎode・setChildNode(‘@content,，this,fieldObject・getC1emContent8())；

thi8・fieldObject・setUserModified(falge)；

｝ｅｌｓｅ｛

goo９.base(this‘･execCommandｴnternal,）；

｝

）ｅｌｓｅ｛

goc9･base(this，，execCommandInternal･）；

｝

)；

エディタ本体に絹巣Ｉｌｌのファイルパス名が設定されていたときは、ダイアログを出さずに該当ファイル

に文{1$を保存しています。フアイルパス名がない場合は親クラスのcxecCommandIntcmaIOに処瑚を渡し

てダイアログを表示します。これで仕様どおりの動作になります。

6.4.2保存ダイアログの実装

ダイアログプラグインで表示するダイアログは、gOogui､edito眼AbstraclDialogを派生させて実装します。

AbStraclDialogという名前ですが、このクラスは実際にはgPogui､Dialogを継承しておらず、ダイアログを

作成・符理するための独立したクラスという位置付けになります｡

TinyWbIrdでも、このクラスを使用して保存ダイアログを実装します。scripts¥savedialogjsという名前で

新規ファイルを作成して、必饗なgoogpmvideOおよびgoo9.requireOを妃述します。

■tinywo『d¥scripts¥savedialogjs(１行目)：

goo9.provide（Otinyword・SaveDialog･）；



■tinywo｢d¥scripts¥savediaIog､ｉｓ(９行目)：

／・・、constructor・ノ

tinyword・SaveDialog＝function(domHelper）｛

goo９.base(this，domHelper)；

｝；

９００９.inheritB(tinyword･SaveDialo9‘ｇｏｏ9.ｕ１.editor・AbstractDialog)；

6.4保存ダイアログブラグイン

goo9.require(･goo９.dom･TagName‘）；

goo9.require(‘goo９.events･Event，)；

9ＣＯ9.require(,goo９.ｕｉ・editor‘AbstractDialo9'）；

ｇｏｏ9.require(，goo９.ｕｉ・editor・AbstractDialo9,Builder‘）；

goo9.require《,goo9.ｕｉ・editor・Ab8tractDialo9･EventType'）；

9009.require《,tinyword,TreeContro1･）；

十

２

〔
Ｑ

４

gOogui・edi〔o砿Absl届ctDialogを派生してlinywoId,SaveDialogクラスを定義します。さらにダイアログで必

要になるCSSクラス名も定義しておきます。

－

ノノダイアログのクライアント領域のクラス名

tinWord,SaveDialo9・CLASS-NAl伍一雲goo９.getCssName(‘savedlg,》；

ロ

■tlnywo『d¥scrIpts¥savediaIog,1ｓ(２７行目)：

tinyword・SaveDialo9･prototype､createDialogControl言function(）｛

varbuilder宮newgoo9.ｕ１.editor､AbstractDialog､Builder(this)；

this･inputー＝ｔｈｉｓ・ｄｏ､.createDom（

‘input,,tinyword,SaveDialog･FNAME-CLASS-NAl把一川

ｖａｒｅｌｐｔｈｉｓ･dom・CreateDom（

，div‘，tinyword､SaveDialog･CLASSJ1AI躯－，【

this･do､､createDom(‘div‘，null,Ｉ，ファイル名‘，ｔｈｉｓ､input-I)，

this・dcm・createDom(‘div，，tinyword･SaveDialo9・TREE-CLASS-NAl肥_)１肘

185
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〃ファイル名フィールドのクラス名

tinyword・SaveDialo9・FNAHE-CLASSJ1AHE-p

goo9.9etCssName(tinyword・SaveDialo9･CLASSJIAl値－，．fname‘）；

↓
』
１

Ｊ
、

/／ディレクトリ遡択ツリービューの親DⅣのクラス名

tinyword･SaveDialo9・TREE-CLASS-NAME-回

goo9.9etCs8Name《tinyword・SaveDialo9・CLASS-NAME-，，tree‘）；

createDialogControlOを疋義し、喪示するダイアログコンポーネントを作成します。作成したコンポーネ
ントはメソッドの返り値として返します。
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)；

builder､setTitle(･文量の保存･)；

builder,setContent(el)；

vardialog＝builder・build()；

this・tree一＝newtinWord,TreeControMtrue‘this・do､)：

dialog･addChild(this・tree_)；

this･tree-.render(this･doIn・getE1ement8ByTagNameAndC1asB《

．｡１V'，tinylword・SaveDialo9・TREE-CLASS-NAl把一，ｅｌ)１０川

returndialc9；

プラグイン用のダイアログコンポーネントは、goo8ui､editorAbstraclDialog､BuiIderクラスを介して柵築し

ます。ここでは、setTitleOでダイアログのタイトルを、setConlentOでダイアログの表示内容を設定してい

ます。このほか、addButtonOでボタンを追加することも可能です。必要な設定を終えたら、buildOを呼び

川してダイアログを作成します。

さらに､｢5.5ツリーコントロール｣で作成した【inyword,TmcConIrolコンポーネントをダイアログにも炎示

し、フォルダ選択が行えるようにしています（コンストラクタのop【_ibldeIOnIy引数に[ｍｅを指定し、フォ

ルダのみの表示にしています)。

ＮＯＴＥ

すべてのtinywo｢dTreeControlコンポーネントは､リアルタイムでデータソースの内容を反映すること

を思い出してください｡データソースイベントを使用することで､複数のコンポーネントの表示内容を簡単

に同期できます。

ダイアログのＯＫボタンが押されるとCrealeOkEventOが呼ばれるので、オーバーライドしてＯＫボタンの

処珊を実装します。このメソッドがイベントオブジェクトを返したときはダイアログが閉じられ､そのイベン

トが発行されます。nullが返ると処理はキャンセルされ、ダイアログはそのまま維持されます。

■tinyword¥scripts¥savediaIog,ｉｓ(４９行目)：

tinyword・SaveDialog・prototype・createOkEvent＝function(e）｛

ｉｆ(!this・getFileName()）｛

alert(・ファイル名を指定してください。画)；

）ｅｌｓｅｉｆ《1this・getParentPath()）｛

alert(･保存先フォルダを指定してください。画)：

）ｅｌｓｅ｛

returnnewgoog,events・Event（

goo9.ｕｉ,editor､AbstractDialog･EventTYpe､OK，this)；

）

ｒｅｔｕｒｎｎｕｌｌ；



tinyword,SaveDialog・prototype・getFileName＝runction(）｛

ｒｅｔｕｍｔｈｉｓ･input一.value；

)；

'７

Ｆ

６．４保存ダイアログブラグイン

)；

以上でダイアログ自体の実装は終了です。さらにダイアログに入力されたファイル名やフオルダパスを

SaveDialogPIuginクラスが取得するためのアクセサメソッドを定義しておきます。

つ
と

（
ィ
Ｊ

■tinyword¥scripts¥savediaIogjs(６２行目)：

tinyword・SaveDialo9・prototype・getParentPath画runction(）（

varselectedNode＝this､tree-.9etSelectedｴteIn()；

ｉｆ(selectedNode＆＆selectedNode･getFileType(）＝＝‘folder,）

returnselectedNode・getDataSourcePath()；

returnnull；

｝；

４

５

保存ダイアログプラグインも、Googleマッププラグインとほぼ同様の手順でリッチテキストエディタに組

み込むことができます。まずeditorjsにtinywordSaveDiaIogPluginを続み込むgoogrcquireOを追加します。

１１

１８７

ダイアログの表示内容の調整のため、slylesheetcssに以下の記述を追加します。 .1０

■tinyword¥fiIes¥styIesheet・CSS(５１行目)：

、Inodal-dialo9（z-index：１１；）

、gavedl9 （font-size：ユ4px；）

・savedlg-fname（width：３OOpx；｝

・savedlg-tree（

width：400px；ｈeight：ZOOpx；overflow：auto；

margin：４px；Paddin9：４px；ｂorder：ｓｏＵｄｌｐｘ９ｒａｙ；

）

』↓
1･」

外山

modaldialogクラスに対するz-indexの指定は､メニューの時と同じく分割バーがダイアログの上に亜なっ

てしまうのを防ぐものです。

6.4.3保存ダイアログプラグインの組み込み

■tinyword¥scripts¥editorjS(１６行目)：

goo9.require《･tinyword､SaveDialogP1ugin,》；
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tinyword,Editorコンストラクタ内で庇giS1crPIuginOを呼び出し、IinywoInd,SaveDiaIogPluginインスタンス
をfエディタ本体に鞍課します。

■tinyword¥Ｓｃ｢ipts¥editorjs(４５行目)：

this･registerP1ugin(newtinyword･SaveDialogP1ugin<)）；

保存ボタンは地図ボタンと同槻にmakeBuUonOで作成しますが、保存済みかどうかでｲi効・無効の状

態が変わるので、若干の追加処理が必典です。具体的には、quelyableメンバ変数とupdaIeFlromValueO
を追加します。

■tinyword¥scripts¥editor､ｉｓ(５４行目)：

varsaveButton＝goo9.ｕｉ･editor・Too1barFactory・makeButton（

tinyword・SaveDialogP1ugin・Command・SAVE-DIALOG，

‘保存‘‘・保存，，，tinyword-save-btn‘，null，this・domL)；

saveButton・queryableptrue；

SaveButton・updateFromValuepfunction(value）（

this・setEnabled(valueル

ル

varbuttonS＝I

saveButton，

／／中略.．、

mapButtonl；

queIyableがlrueの場合、ボタンに対応するプラグインのqueIyCommandValueOの価が

updaleFromValueOに減されます。SaveDialogPlu8inのqueryCommandValueOは変更フラグをそのまま返す

ので、それを利用してボタンの有効・無効状態を設定しています。

しかし､現在はsetUserModifiedOで変更フラグが変化しただけではCOMMANDVALUECHANCEイベン

トが発行されず、上記の仕組みは完全には動きません。そこで､serUserModinedOをtl｝き換えて手動でイ

ベントを発行してやります。

■tinywo『d¥scripts¥editor.』ｓ(１３６行目)：

tinyword・Editor､prototype,setU8erModified＝function(value）（

varchange＝this・userModifieLl＝！!value；

ｔｈｉｓ・userModifieLp1Ivalue；

ｉｆ《change）（

this・dispatchCommandValueChan9e《

【tinyword,SaveDialo9P1ugin・Command・SMWE-DIALOG此

｝
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}；

以上でTinywbIdに文書の保存機能が実装できました。TinyWordではもうひとつ、新規ファイルの編

集をはじめるためのNewFilePluginが必要です。しかし、これは非常に単純なプラグインで、ここまで読み

進めた統者ならじゅうぶん実装できるものなので、解説は肯蹄します。ソースコードは付録２に掲抜され

ているので(Iinywordvscripts¥newIilePluginjs)参曙にしてください。

6.4.4ファイルの読み込みの実装

文秤の保存機能は実装できましたが､もうひとつ実装しなければならない重嬰な機能があります。そう、

保存したファイルを再びエディタに読み込む機能です。これがないと保存しても嵐味がありません。そこ

で、本章の締めくくりとしてTinyWoIdに文章の鋭み込み機能を実装します。

保存した文評の読み込みは左ペインのファイルのダプルクリック､もしくはEnterキーによって行います。

コンポーネント内で行われたユーザー操作の通知はイベントによって行うのがCloSurcLibraIyの流儀です

ので、TinyWordもそれに従います。

まずは、ユーザーが読み込み操作を行ったときに発行されるイベントと、それを発行する

dispalchSelectFileOの定義をscripts¥tIEecomroljsに追加します。

■tinywo『d¥scripts¥treecont『oIjs(１２０行目)：

tinyword・TreeControl・EventTypep（SELECT-FｴLE：‘Belectrile‘）；

tinyword・TreeControl・prototype・dispatchSelectFile重function(）｛

varselectedNode＝this･getSelectedｴtemO；

ｉ２(selectedNode＆＆selectedNode､getFileTYpe(）ロロ‘file，）｛

ｔｈｉｓ･dispatchEvent(tinyword・TreeControl･EventTYpe・SELECT-FｴLE)；

ｒｅｔｕｒｎｔｒｕｅ；

）

return2alse；

}；

SELECLFILEイベントは左ペインのファイルがダブルクリックされたとき、およびファイルが選択状態の

時にEnlerキーが押されたときに発行されます｡これを実現するため､ＴＩ℃eContmlクラスにentErDocumenlO

を定義し、そこで必要なイベントハンドラを投定します。キーイベントの扱いはWebプラウザごとに叢が

あるため、「3.9イベント」で解説したgoog・even(s・KeyHandlerクラスで踏異を吸収しています。

189
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■tinyword¥Sc『ipts¥t『eecontroIjs（１３２行目)：

tinyword・TreeControl､prototype・enterDocument宮function(）｛

goo９.base(this‘、enterDocument‘）；

)；

Ｖａｒｅｌ＝this・getE1ement()；

ｖａｒｋｈ＝this･keyHandler一画ｎｅｗ9009.events､KeyHandler(el)：

this・getHandler()．

Usten(e''９oog､eventB､EventType.、BLCLｴCK，this・onDblC1icに)．

listen(1.1,goo９.events・KeyHandler･EventType.'唾Y′this､onKeyJ;

tinyword・TreeContro1・prototype･onDblCUc1Lofunction(e）｛

this・dispatchSelectFileO8

)；

tinyword,TreeControl,prototyPe・onKey＝＝function(e）｛

ｉｆ(e･keyCode＝goo9.events､KeyCode8･ENTEＲ＆＆this､dispatchSelectFile()）

ｅ､preventDefault()；

}；

ツリーコントロールがSELECTFILEイベントを発行するようになったので、tinywordAppクラスでそれを

監視します。initializc-Oに以下の内容を追加し､SELECTFILEにイベントハンドラを登録します。ツリーコ

ントロールは左ペインの子コンポーネントなので、左ペインにイベントハンドラを股定でさます。

■tinyword¥scripts¥app・ｉｓ(８７行目)：

this・eventHandle兵.Usten（

this､1ertPane=，tinyword･TreeControl･EventType,SELECE-FILE･this・onSelectFile-)；

イベントが発生した時の処理(onSelectFiIe-Oメソッド)を定義します。リッチテキストエディタの内容が

変更されていたら確認ダイアログを表示し、選択中のファイルのパスを引数にしてlinywoId,Editorの

loadFilCOを呼び附します．

■tinyword¥Ｓｃ｢ipts¥app､ｉｓ(１００行目)：

tinyword･App・prototype､onSelectFileー＝function(e）｛

varselectedNode＝this､1eftPane-･getTree().getSelectedｴtem()；

vareditor＝this・ri9htPane-,getEditor()；

ｉｆ(!editor・isUserModified《）Il

window・confirm(､現在の綱鯛内容を破爽しますか？．））

｛

ｖａｒｐａｔｈ＝selectedNode,getDataSourcePath(此

vardataNode＝goo9..s･Expr・Create(path).getNodeO；



tinylford.LeどtPane・prototype・getTree雪function(）｛

returnthis･treeContro1-；

肘
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if(dataNode､getChildNodeValue(･＠type‘）－回．file,）

editor・１０adFile《dataNode・getDataPathO）；

く

｝ "凸､

肘

へ
』

onSclcctFile-Oで呼び川しているLenPaneのgCtTr“0とRightPaneのgetEdiIrOを定義します。それぞれ

ツリーコントロールとリッチテキストエディタのインスタンスを返すだけです。 ４

■tinywo『d¥scripts¥Ieftpane・ｊｓ(227行目)： ●

以上で文書の読み込みも完成し､TinyWbrdのクライアントサイドの機能がすべて実装されました｡Ｗｅｂ

ブラウザでindexhtmlを表示すると、リッチテキストエディタのツールバーに「保存」ボタンが追加されて

います。それをクリックすると保存ダイアログが友示され（間６－１０)、文詳を保存できます。

１０

Ｏ
ＬＪ

８
■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥rightpanais(１１０行目)：

tinyword・Ri9htPane・Prototype・getEditor＝function(）｛

returnｔｈｉｓ,editoｪＬ；

)；

■tinyword¥scripts¥editor・ｉｓ(１５５行目)：

tinyword・Editor･prototype､10adFile＝zunction(path）｛

ｉｆ(path！＝this・filePatlL）（

ｖａｒｎｏｄｅ＝goo9..s･EXpr・Create(path).getNodeO：

ｉｆ(､ode）｛

thiB・setHtmM2alse‘、ode・getChildNodeValue(‘､content‘）Ｉ｜‘’，true)；

this,趣lePath-＝、ode､getDataPathO；

this・setUserModi錘ed(falSe)；

｝

）

}；

最後に、tinywordEditorにloadFileOを定捜します。引数で指定されたパスにあるデータソース・ノード

から文岱の内容を取得し、selH1mlOでリッチテキストエディタに銃み込ませます。setH1mlOの引数は、先

頭から順に文書全体をＰタグで囲うかどうかのフラグ、読み込むHTML文'r:列、DELAYEDCHANGEイベン

トの抑制フラグです。DELAYEDCHANGEイベントが発行されると変更フラグがなってしまうので、第二引

数に、｣eを指定しています。

1１

１１

９，ャ
岸 矛



れることを脈‘隠しておいてください‘

露６章リッチテキストエディタ

回図６．１０：保存ダイアログが褒示され庁ﾉｰ震ス
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ClosureLibrary

PrOgrammi唾 Guide

ChIa戯馴

且⑨９

露７軍

画OogIeＡｐｐ Engine

ClosureLibraryをはじめとするJavaScriptフレームワークの発達により､Webア

プリケーションのロジックの多くがクライアントサイドに実装されるようになっています。し

かし､それでもサーバーに頼らなければならない柵能は存在します。ユーザーが作成した

データの保存などはその代表でしょう。

本書では、サーバーサイドの実装にGoogIeが提供するクラウド･プラットフォーム

｢GoogleAppEngine｣を利用します｡各種リソースが一定限度を超えるまでは無料で、

さらに消費したリソースの料金を支払うだけで大規模アプリケーションにも対応できる、

高いスケーラビリテイを持っています。TinyWordのような学習用アプリケーションの開

発には、まさにうってつけです。

本章ではいったんC1osureLibraryを離れ、GoogIeAppEngineについて、その特

徴や基礎知識を解説します｡「8章サーバーとの連携｣では実際にTinyWordの文書保存

機能をGoogleAppEngine上に構築しますので、そのために必要な知識を提供します。
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了同１ ＧｏｏｇＩｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅとは

ＣＯ(〕gIeApI〕E''８iI1c(以下CAlE)はGOogleが運営するWebアプリケーション向けのホスティングサービス

ですPyI1'０，もしくはJfwaで柵築したWebアプリケーションをCoogleの強ﾉﾉなサーバーリソース上で公1%’

できます茨7.1に示す唖囲であれば無料で利用できますし、それ遊超えるような大規棋アプリケーショ

ンでも超過分の料金を文払うだけで対応可能ですｃ

目衣７－１：照料版ＧＡＥの主なリソース制限

ﾘソース 上限

ストレージ 1日目

稲域淵 1ＧＢ／Ｅ

リクエスト ４３２００.ＯＯＯリクエスト／Ｅ

ＣＩ》Ｕ閃Ⅲ’ 6.5ＣＰＵ吋間／日

外部ＵＲＬフェッチ ６５７０００リクエスト／|呂

メール送個 ２．０００通(受信者)／|君

凶7.1に示すとおり、CAEはWebアプリケーションの実行に必要な機能をすべて伽えたフルスタックの

ホスティング珊境です。Python/Javaのアプリケーションサーバーに加えて､データストア(分散データベー

ス)、Memcache(而速な分散インメモリ・キャッシュ)、メール送信などのサーバー．リソースが利用でき

ます。また､アプリケーションをサポートするライブラリとしては、シンプルなWPbアプリケーションフレー

ムワーク（wcbaPp)、Coogleアカウントによるユーザー鮒師（ＵＳＧ鵬API）などが用意されていますアプリ

ケーション棚発荷はこれらを利用してサーバーサイドのロジックを自由に開発できます。
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■図７．１：GAEの桐成
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このような豊富な機能すべてを本章で扱うのは困難ですので､解説はTinyWordで利用する機能に限定

します。CAEの公式サイトには充実したドキュメントがありますし、優れた解脱櫓も１１１版されているので、
８

より祥細な‘lWfMに関してはそれらをご参照ください。 ９

~１０
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了２Pythonの基礎

ＴｉＩ１ｙＷ()rdのサーパーサイド実装で(よ、プログラミング目.語としてPylhonを利用します。読行のIllには

javaのほうが使いⅢれている方もおられるでしょうが､｣ava版の(;AEには扱いに注意が必狸な部分がある

ので、入門用にはPython版のほうが適しているのです。

新しい言語猛覚えることは面倒に感じるかもしれませんが､PyIho,】もJavaScriptと同じく手続き叩かつオ

ブジェクト指|「,｣な局語なので､聴本的などえ〃↓よ|‘ilじでそ).。以降ではJavaSCI,iPlとPy〔honの違いをIlI心に

iIMIﾘ)可l･ることで､Javf'S(Fril〕tの知,職を雌大眼にilIi川してl1VIhon准習i(l'できるようにしています。JfwaS〔〕,．il)１

にⅢ:ｌＬた続行なら、すぐにPythonも使えるようになるでしょう

より詳細な蛮料としては、Ｌ1本PythOnユーザ会のサイトで公開されているＦ１本語のドキュメントをお勧

めしますPythonをより深く理解したい開発所には、大いに参吟になるでしょう。

日本PyIhonユーザ会：

http://www､pVthon.』p／

7.2.1Pythonスクリプトの実行方法

Ｅｙ〔hon言語自体の解説に入る前に、PylhoI1で作成されたプL1グラム（以下Pythonスクリプト）の実行

力法准脱明しておきます。とは弓っても、読仔は既に何|､lもPv〔l'｡】'スクリプトを実行しているはずです。

(11)机11．〔‘Ｌｉｂｍｌｙのツールである(I〔､l〕swriI(､『.|>yや(･Ｉ()制11．(]l)lIil〔lGI．.I)yもｿ』はPylh()11スクリプトなので、それと

．}ﾐ.jたくIIilじﾉｌｊ法で１１１患のPyU1oI1スクリプトが典↑｣･できます｡例えば(eSLPyという1ｺytl1(〕､スクリプトを実

行するには、コマンドプロンプトで以下のコマンドを入ノルます＠

ｐｙｔｈｏｎ上ｅｓｔ,ｐｙ

また、単純に数行のスクリプトを実ｎ．するだけであれば、ファイルを作らずにインタラクティブに入ﾉJす

ることもできます。スクリプトファイル名を指定せずにpy【honコマンドを実行すると｢>>>』というプロンプ

トで人力状態になるので、そこに直接Pythonスクリプトを人力していけば、〃行ずつ実行できます終J′
するにはＣｌｒｌ+、を押してください

python

>＞＞ｐｒｉｎｔ・ＯＨｅｌｌｏ１‘ｌ

Ｈｃｌｌｏｌ
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ＮＯＴＥ

ＧＡＥ用に柵築したアプリケーションの実行はpythonコマンドではなく専用のツールで行います(具体的

な方法は｢８章サーバーとの連携｣で解脱します)｡pythonコマンドではGAE特有の槻能(データストアヘ

のアクセスなど)は行えないので注頑してください。

>>＞１＋Ｚ

３

>＞＞Ａ、

１４

１，』

ワ

このように、Ｐｙ〔honスクリプトの実行はとても簡iiiです。以降の説明でわからない部分があっても、変

に悩む前に実行してみてください。その命令がどんなjMj作をするのか、即座に理解できるでしょう。

句
』

＃コメント

ｍｓ９＝ＱＨｅＵｏ１Ｖｎ筒

print(､８９）

』１

1１

-10

｡
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JavaScriptでは複数の実行文（ステートメント）をセミコロン区切りで一行にまとめる場合がありますが

(マルチステートメント)、Pythonスクリプトは一行・ステートメントが飛本です。そのため、行末にはセミ

コロンを番きません。マルチステートメントもある程度は可能ですが、いろいろlIill限があるのであまり使

いません。

スクリプト内では､シャープ(#)から行末までがコメントとして扱われます。JavaScriptの完重スラッシュ

(//)とIrilじです。ただし､先頭行の「＃conding=～」というコメントには特殊な意味があり､スクリプトファ

イルの文字コードを表しています。コメントや文字列などで1-1本鵠を使うときは、コード例と何棟に「＃

conding=UTF､8」を必ず沓いてください。

空行とコメント以外のすべての行がステートメントとして解釈されます。ステートメントの書き方は

JavaScriptと非常に似ており、「=｣で変数への代人、「関数名０」で関数呼び出しが行えます。変数はコー

ド例のようにいきなり代入すれば作成されるので、JavaScriplのvarキーワードのようなものはありません。

7.2.2基本文法 ８

＃coding=UTF-8

javaScriptのコードをjsファイルに紀述するように､Py〔honスクリプトはｐｙという拡掘子のファイルに記

述します。以下に1M純なPyIhonスクリプトの例を示します。

９
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7.2.3モジュールのインポート

ClosureLibIaIyではgOogIでqui舵0を利用してライブラリの各秘機能を読み込むことができましたが、

Pylhonでは同様の機能を持つimpon文が首紹レベルで実装されています。以下は日付･時刻を扱うため

のdaletimeモジュールを読み込む例です。

importdatetime

today＝datetime・date・today(）

print(today・year＋‘／‘＋today・month＋‘／‘＋today・day）

また、モジュール内のクラスなどをI貞接インポートすることもできます。この場合はIromにモジュール

を指定し､importにインポートするクラスを脂定します。こうすることで､グローバルな名前空間に直接必

要なクラスが定義されます。

fromdatetimeimportdate

today＝date､todayO

print(today・year十・／’・today・month＋‘／‘＋today､day）

Pylhonには非常に充実したクラスライブラリが概単添付されており､サードパーティーのライブラリも多

数公開されています。それらの多くはCAEでも利用できるので、大いに活用しましょう。

7.2.4基本データ型

Pythonではすべてのデータがオブジェクト（なんらかのクラスのインスタンス)であり､厳密な意味では

基本データ型(プリミティブ型）は存在しません．しかし、リテラル（もしくはそれに近いもの）としてソー

スコード中に直接記述できるという意味では、表7.2のものがあります。

■蜜７．２：Pythonの主な遜本データ型

データ型 リテラルの配述例

堕数 1０，６５５３６

浮動小数点数 ０３５､Ｏ５ｅ･１０

文字列 ･ioo｡､.ba｢,､ｕ･こんにちは!｡

リスト(配列） 110,.foo風］

ダブル (１０.'fOO'）

辞召 1.name.:ｕ･コング、.･age｡：１５１
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真偽値 Ｔ『ue,False

ヌルオブジェクト Ｎone

JavaScriplと違い、盤数と浮動小数点数は別の型（in〔とfloat）として扱われます（ほかに長機数と複素

数がありますが、本曲では扱いません)。もっとも、演ｉｎ〔の際は向動で変換されるので、数値剛の逸いを

意識することはそれほどありません。

文字列には主にASCII文字列を扱うためのstr型とユニコード文字列のためのunicodeJW1があります。リ

テラルで醤くときは（二重)引用符の前にｕを付けるとunicode型､そうでなければstr型になります。双方

とも多くの拠作は共通で、「+」演算子で結合も可能ですので、通常は常にunicode型を使えばよいでしょ

う。ただし、一部の側数はstr7W1を必要とするので注意してください。明示的に変換するにはunlcodeOや

encodeOを使います。

ａ＝０Hello’

ｂ回ｕ,こんにちは‘

＠回ａ十b

dpunicode(a‘，utf-8,）

ｅｐｂ･encode(,utz-8‘）

＃str型

＃unicode型

＃Btr型とunicode型を結合すると、結果はUniCOde型になる。

＃str型をunicode型に変換。

＃uniCode型をstr型に変換。

Pythonではその他の文字列操作も非常に充実しており､javaScriptで可能な操作はほぼ実現閲I能です。

javaScriptとPylhonの文字列操作の対応を表7.3に示します。

■衷７．３:JavaSc｢iptとPythonの文字列操作の対応

JavaSc『ipt Pymon

stringIength Ien(st『ing）

st｢ingcha｢At(i） swing[i］

stringcha｢CodeAt(i） ord(stringIi】）

StringfromCharCode(num） chrmum）

stringindexOf(s） st『ingfind(s）

strlngIastIndexOf(s） strirlgrfind(s）

st『ing・sIice(b，ｅ） string[b:e］

st『ing・split(s･I） st｢ingspIit(s,I）

st『ingsubst『(i・I） string【i:i+ｌ］

st｢ing・toLowe｢case(） stringlower(）

stringtoUppe｢CaseO st『ingupperO

string｢epIace(｢egexp,ｓ） ｢e､sub(『egexp.ｓ・string）

regexpexec(st｢ing） research(｢egexp,ｓｍｎｇ）

199

１

２

３

4１

ひ

６

８

９

1０

１１

吋

１．，１
ヂザ



200

第７章GoogIeAppEngIne

これらの操作のうち特徴的なのが、文字列を配列のように扱うもの、とくにstrIablのように遡敬のイン

デックスを添了:に術定するものでしょう。Pylhonでは、sliceOの代わりにこの記述/j法で部分文字列の取

得を行います。

ＮＯＴＥ

表７．３で示した文字列操作の対応は大まかなもので､細かい挙動は異なる場合があります｡また､正規表

現関連の樋能を使うには｢eモジュールをインポートする必要があります。

JavaScripIの配列にあたるのがIisl型です。リテラルの記述方法はJavaScriptとまったく同じで、大括弧

の中にコンマ区切りで要素を並べます。JavaScriptとPythonの配列操作の対応を友7.4に示します。

■表７．４：JavaScriptとPythonの配列操作の対応

JavaScripi python

a『ray､lｅｎｇｔｈ |en(a｢｢ay）

a『raypopO a｢ray・popO

a｢｢ay,push(x） a｢ray､append(x）

a｢rayShiftO a｢ray､pop(O）

ar｢ayunshift(x） a｢rayjnsert(x,Ｏ）

a｢｢ayso｢tｏ arraysortO

arraWeve｢se(） array‘『eve｢seO

arraysplice(i､l） dela｢｢ay[i:i+l］

arrayspIlce(i､1.ｘ･…） a｢｢ay【i:i+l]＝[x,…］

ａ｢｢aysIice(b､ｅ） array【b:e】

array・join(s） s､join(ar『ay）

文字列と同嫌に裡数の添字を与えることで部分配列が得られます。さらに配列の塀合は、部分配列に

対して代入などの操作を行うことで、骸淵する要素を固き換えられます。sliCeOとspliceOの機能をひとつ

の文法で実現できる、たいへん便利な機能です。

配列に類似するもうひとつのデータ型としてダブルがあります。JavaScriPtには存在しないものですが、

変災不能な配列と考えれば理解しやすいでしょう。リテラルで記述するときは丸括弧の内部にコンマば切

りで仙を並べますが、文法的に暖昧でなければ丸括弧は省略できます。また、１浬衆のダブルを作るｊＭ

合は、峨後にコンマを付けなければなりません。


