
ａロ（０，１‘２）０３要素のダブル

ｂロ０，１‘Ｚ＃上と同じだが、丸括弧を街路。

ｃ＝（）＃空のダブル。この埋合は丸括弧必須。

。＝０，＃１要素のダブルは、最後にコンマを付ける。

7.2Pythonの基鍵

辞杏（diclionaTy咽）はキーと値のペアを格納します。データ柵造という意味ではJavaScriptのオブジェ

クトに似ていますが、すべてのクラスの曜底なわけではなく、独立したクラスです、リテラルの紀述/j法

は、キー文字列を必ず引用符で囲まなければいけないこと以外はJavaScriptとIiflじです。ｉｎ油仰子やIbr

inも(文法は若干違うものの）使用できます。ただし､要素へのアクセスにドット演算子は使えません。必

ず配列形式を使ってください。

dictp｛’2ＣＯ'：‘bar‘｝

,ｒｏｏ・ｉｎａ＃－＞Ｔｒｕｅ

ｒｏｒＸｉｎａ：

print(x）

dictI‘foo,ｌ＃－＞,bar,

dict･だCＯ＃エラー、メンバアクセスにドットは使えない

JavaScriPtでいうｍ１ｅ、false、nulIは、PythonではTiue、False、Noneと書きます。意味や使い方はほ

ぼ同じです。undennedに対応する値はPythonにはありません。このため、配列や辞評などに存在しない

添字でアクセスすると例外が発生します。

7.2.5制御構造

Pylhonの般計思想のひとつに｢概数の選択肢の代わりにひとつのベストな方法を提供する」というもの

があります。制御栂造にはこの思想が如実に表れており、条件分岐はif文のみ、ループはwhile文とfbr

文のみと、たいへんシンプルにまとめられています。

条件分岐はWeliWelseで行います。これはJavaSc『iptのif7elseiI7elseに対応します。以下に使用例を示

します（maw-inPUtOは文字列入力を促す側数です)。

commandoraHLinput(）

ircoImnand雲＝・apple。：

print(‘fluit,）

ｅＵｆｃｏｍｍＨｎｄｐｐ０ｏｎｉｏｎ‘：

print(･ve9etable,》

ｅｌｓｅ：

print《‘unJmown‘）

201
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JavaScnPtと異なり、if7eli｢の条件式を丸括弧で囲う必要はありません。その代わりにWeIiWelseの行末

にはコロンを慨きます。しかし凧大の相違点はブロックの冊始･終了を示す波括弧がないことでしょう。そ

の代わりにPylhonではインデントの深さでブロックを表現します。Welifの次の行のインデントが基率とな

り、それと同じ（もしくはより深い）インデントの部分がブロックとなります。

ＮＯＴＥ

インデントにタブが使われていた場合､タブ幅はＢ文字として処理されます｡ただし､タブと空白を組み合

わせたインデントはパグの元になるので､どちらか一方に統一するべきです。

ｉｆ文の条件式はJavaScriptとほぼkjl様に記述できますが、複数の条件を並べるためのboolcan演算子に

は違いがあります。JavaScripIの珊合は紀弓の油御子を使いますが、Pythonでは英}M州になります（表

7.5)。

■表７－５：JavaScriptとPythonのbooIean演算子の違い

機能 JavaSc『ipt Python

否定 nｏｔ

鴫理稿 ＆＆ and

論理和 Ⅱ oｒ

ある条件が満たされている間ループするという目的にはwhile文を用います。ブロックの沸き方を除け

ば、JavaScriptのwhile文と何じです。

ｉ＝Ｏ

ｗｈｉｌｅｉ＜１０：

print（１）

ｉ＋＝１

配列やダブル、辞書などの列挙にはibr文を用います。JavaScriptのfbrinに近い機能を持ち、メンバ

の値(辞評の場合はキーの値)を指定された変数に代入してブロックを実行します。以下は配列の各画素

の値を画面に表示する例です。

ｆｏｒｘｉｎＩ'蚕ＣＯ,‘‘bar‘ｌ：

Print(x）

例外処理には11y/raise/except/Iillallyを用います。これらはJavaScriplの1ry/Ihmow/catch/linal1yに対応

し、使い方も似ています。以下に例を示します。



try：

raiBeException(u，例外発生'１

exceptException，ｅ：

print(e）

raige

except：

print(ｕ'未知の例外･）

ｒａｉｓｅ

どinally：

Print(ｕ‘必ず実行される処理,）

fExceptionクラスの例外を処理する

gここまでキャッチされなかった例外を処理する

＃（このコードでは実行されることはない）

7.2Pyth◎､の基礎

javaScriptとの最大の違いは、例外をキャッチするexcepl節が概数記述できることです。except節のパ

ラメータは処理する例外のクラスと例外オブジェクトを代入する変数名です。例外が投げられると、ｋの

except節から順に例外のクラスがテストされ、最初にマッチしたexcept節が実行されます．岐後のexEept

節はパラメータを省略可能で､すべての例外をキャッチできます。except節のブロックでは､例外オブジェ

クトを指疋せずにmiseを呼ぶことでキャッチした例外を再庇投げることができます。

Pythonの例外の制限として､例外オブジェクトはなんらかのクラス(通常はExceptionかその派生クラス）

のインスタンスでなければなりません。したがって､数値や配列などを例外として投げることはできません

(下位互換のため文字列は例外として使えますが、非推奨です)。

以上がPythonの制御櫛造ですが、制御柵造に関連する独特の文法として、pass文を脱IIIlしておきま

す。Pythonの柵文では空のブロックというのが杵されておらず､必ずなんらかの文をi叩く必浬があります。

しかし､それでは空ブロックが実現できないので､何も実行しないpass文を書くことで､耶実上の空ブロッ

クとします。

whileraOLinput(）ロロ’exit｡：

ｐａｓ８

これは制御柵造だけでなく、関数定義やクラス定義でも同級です。

7.2.6関数の定義

Pythonでの関数定義の基本櫛文はJavaScriptととても似ています。違うのはブロックの書き方と、

iimctionキーワードの代わりにdefを使うところくらいです。返り価を雁tum文で返すところも同じです。

defprint-person(name，age)：

８口‘名前：｡＋ｎａｍｅ＋，V､年齢

print(s）

returns

十ａｇｅ
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JavaScriplに憤れていると混乱しがちなのが、グローバル変数の扱いです。Pythonの関数内で変数に

代人を行うと（global指定していなければ）州にローカル変数への代人になります。関数内でグローバル

変数への代人を行うには、global文で宜笥を行わなければなりません。ただし、参照に関しては（同名の

ローカル変数に代入を行わない限り）global宣言なしでもグローバル変数を参照できます。

globaLvar豆0

defset-1ocalM：

global-var＝ｖ

derSeL91obal(v)g

910bal91obaLvar

globaLvar=v

set-1ocal(10》

print(91obal-var）＃－＞O

SeL910bal(10）

print(g1obaLvar》＃－＞１０

Pylhonの関数定義では、もう少し高度な機能も使えます。引数のデフォルト値や可変長引数を言語レ

ベルでサポートしており、javaScripIではargumemsやapplyOなどを使ってプログラム的に実現するテク

ニックを而単に利用できます。例えば引数のデフォルト価を桁定するには、引数をIｿ'数名＝デフォルト

値」という形式で記述します。

defprint-person(name=‘ｎｏname,，a9e言0》：

０～

こうしておくと、nameを省略した場合には「noname」が、ageを省略した場合には「0」が指定された

ものとして扱われます。しかし、ここで不便なのが､通常の呼び出し方法では途中の引数のみの省略がで

きないことです。上記のprint-personOで前えば､nameを背略してageだけを指定することはできません。

これを解洲するのがキーワード引数です。呼び出し時に引数を「引数名＝値」という形式で桁疋するので

す。

print-person(age=16）

この方法で関数を呼び出せば、デフォルト値が指定されている任意の引数を省略できます。また、引

数の順序を気にする必要もなく、それぞれの引数の意味も明確になるというメリットがあります。Python

ではこのキーワード引数が頻繁に使われるので、覚えておいてください。



７．２Pythonの基硯

可変長引数を持つ関数を定鏡する堺合は、凧後の引数の前にアスタリスクを付けます。すると、その

引数の内祥は可変長部分の|数値の配列になります。JavaScI1ptではarHumenIsから可変是部分の配列

を取り出す必要がありましたが、Pythonではその手間がかかりません。

derprint-person(name，age‘・params)：

print('名前：｡◆ｎａｍｅ◆・Vn年齢：’◆age）

Print(‘，,､join(paramS》）

このように可変長引数として渡されたパラメータを他の関数に引き継ぐ場合､JavaScriptではapplyメソッ

ドを使いますが、PythQnでは引数のliiiにアスタリスクを付けます。こうすることで配ﾘの値がその場所に

展開されます。applyメソッドとは巡い、配列減しの引数の前に通常の引数を指定することも可能です。

defprint-params(sep，宰params)：

print(sep,join(params)）

defprint-person(name，a9e，。params)：

print('名前：‘十ｎａｍｅ＋‘v､年齢：‘＋age〉

print-params(‘，‘‘・params）

JavaScriplにあってPythonにない機能として、無名関数があります。然名関数が走義できないので、

JavaScrip【でよく見られるクロージャを駆使したコーディングスタイルは適しません。クラスを中心としたオ

ブジェクト指向プログラミングを意識してください。

ＮＯＴＥ

実は､Pythonにも無名関数を定狼するラムダ形式という機能があります｡しかし､これは通常の関数定

盤の柵文とは大きく異なり､ひとつの式しか肥述できないという制限もあるので.JavaScriptの無名関数

と同じように扱うのは困離です。

7.2.7クラスの定義

プロトタイプベースのオブジェクト指向を採用するJavaScripIとは異なり、Pythonには育謡レベルでクラ

ス定義と継承の機柵が備わっています。以ドに簡単なクラス定義の例を示します。

cla8BMyCm8s(object》：

def-1nit-《self･initial-value)：

Self,value=initiaLvalue

defadd-JalUe(Se瞳‘value)：

203

Ｚ

』

１

６

禽

Ｑ

､1心

FD舟

｜F
IE

1'一↓



206

第７章GoogIeAppEngine

ｓｅｌｆ･value十口value

dergetJﾉalue<Bel2)：

returnｓｅｌｆ･value

このコードからまず明らかなことは、クラスは関数ではないということです。javaScriplではコンストラク

タを事実上のクラスとして扱いますが､Ｐｙ〔honのクラスは側数とは独立した存在です。class文によって定

義され､そのブロック内で定投された関数がメソッドになります。クラス名「MyClass｣の後の丸播弧内は、

基底クラスの指定です。継承すべき基底クラスがとくになければ、objectを継承するように記述します。

各メソッドの吸初のりl数がすべてselfとなっていることにも汰回してください。これはJavaScriptでいう

1hisにあたり、メンバ変数やメソッドにアクセスできます。javaScriPlの1hisは暗黙的に生成されましたが、

pythonでは引数リストに明示的に記述します。見方を変えると、Pythonのメソッドは第一引数が特定クラ

スに固定された関数であると考えることもできます。

また､上記の例でも定義されているーini〔－０メソッドはコンストラクタです。JavaScriPtのコンストラクタ

と同じようにインスタンスの生成時に呼びlHされ、メンバ変数の初期化などを行います。

インスタンスの'1k成は、１Ｍ純に関数呼び出しのようなJ1}き方をします。ｎｅｗキーワードは必要ありませ

ん。引数として指定された値は、そのまま－iniLOに引き渡されます。以下はMyClaSsのインスタンスを

生成する例です。

myobj＝MyC1a8S(10）

myobj,add-value(1)

print(myobj,get-Value()）＃－＞１１

派生クラスでオーバーライドした基底クラスのメソッドを呼び出すには、superOを利用するのが便利で

す。第一引数にクラス、第二引数にインスタンスを指定すると、蕊底クラスが取得できます。以下に例を

示します。

classBase(Object)：

def-init-(Belf)：

self・ｍＢ９＝ｕ‘これはBaseです。

derget-msg<gelr)：

returnｓｅｌｆ.、８９

classSub(Base)：

def-init-(self)：

super(sub，self).－ini里(）

self・ｍｓ９◆＝ｕ･そしてsubでもあります。



7.2Pythonの基圃

prlnt(sub().9et-msg()）＃－＞これはBaseです。そしてsubでもあります。

class文のブロック内のメソッド定義以外の部分で変数を定義すると、クラス変数として扱われます。

JavaScriplでのクラス変数（コンストラクタ関数のメンバ）との違いは、派生クラスにもそれが引き継がれ

ることです。ただし、派化クラスで変数の内容を変史しても、雄底クラスには彫簿しません。

ClaSSBaSe(object)：

ｎ昂融②＝Ｄｐａｒｅｎｔｏ

c1assSub(Base)：

ｐａ８８

print(Base・name）＃‐＞Parent

print(sub･name》＃一＞Parent

Sub､ｎａｍｅ＝０Child‘

print(Base･name）０－＞Parent

print(sub,name）０－＞Child

以上のように、Fythonではクラス定義･継承のⅡ:組みが言語自体に細み込まれており、クラスベースの

オブジェクト指向プログラミングが直感的に行えます。そして、これはClOSurcLibraIyが実現しようとして

いるプログラミングスタイルとも一致します。Py1honのようなクラスベースのオブジェクト指向言拙を学ぶ

ことは、C1osu舵Libmryを活川するためにも有恵義であると言えるでしょう。
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７国swebappﾌﾚーﾑﾜーｸ

CAEの､ﾉj作環境は標準的なCClの仕槻に準拠しており､PyII1oI1で実装された多くのＷ〔､bアプリケーショ

ンフレームワークが勤作します。しかし、それらのフレームリークは小蝿桃なアプリケーションで使うには

オーバースベツクなことが多く、またソアイル数が多いので(;AIIの制限（雄大1.0〔)()ファイル）のかなりの

割合をii1微してしまいます。

このような理由から、GAEには必甥な機能に絞り込んだシンプルな「webaPpフレームワークが付屈し

ていますリクエストのルーティングやリクエスト梢報の取得､レスポンスの出ﾉJといった1！§本的な機能し

かありませんが、処理が軽く、使い方を覚えるのも簡単ですTinyWordもサーバーサイドで行う作業は

非常にシンプルなので、このｗ(，bappフレームワークを採用します。

7.3.1アプリケーションの初期化とリクエスト処理の開始

webappフレームワークを使用するためには、まず必婆なモジュールをインポートする必要があります。
一般的にはソースコードの先頭に以ドの行を記述することでフレームワークが利用可能になります。

ｆ１､oln9oo91e,appengine・ｅｘｔｉｍｐｏ】[,twebapp

fromqooqle,appengine･ｅｘｔ､wGbappimportutil

フレームワークの基礎になるクラスがweba”WSGIApplicalionで、すべてのアプリケーションは起動時

にこのクラスのインスタンスを唯成しますインスタンスはすべてのリクエストのエントリポイントとなり、

適切なリクエストハンドラにリクエストをルーティングする役削を果たします｡以下にWSCIAI〕I)li(､瓢ioI1イン

スタンスのﾉ催成例を示します“

application＝webapp・NSG工AppUcation(［

（'/another/(.．），，AnotherIIandler)，

（‘／,‘SimpleIIandler)１，True）

複数のリクエストで再利用するたぬ、インスタンスはグローバル変数に格納します．コンストラクタの第

一引激はマッピング'|肖報の配列です｡それぞれの要素はダブルにほっており､雌Wﾘの煙素の文字列（硬剛

郷,!）がリクエストパスにマッチすると、２番F1の鯉糸にあるリクエストハンドラが使川されます。その際、

lli呪炎1MのA1捕弧内にマ､ソチした史'･ドﾘ〈よ、メソッドの引数として|さ施されますc，リクエストパスのマ‘リ

チは配'1の先頭から順番に行われ、ひとつマッチするとそれ以降のマッピングは無視されます第二引

数にTrueを指定するとデバッグモードとなり､リクエスト処理中のエラーに関する詳細なデバッグ情報をエ

ラーヘージに表示しますIHl苑rl:'は．r】'1eにしておき、リリース前にFalseに変更するとよいでしょう



７．３webappフレームワーク

生成したWSGIApPlicanonインスタンスは、mainO関数でutilrun-Wsgi-appO関数に渡すことで起勤でき

ます。これにより、コンストラクタで指定したマッピングをもとにリクエストハンドラが呼び出されます。

defmain()：

util､runJwsgi-app(application》

ｉｆユame-昼口q-maiLO：

mainO

nm-wsgLappOの呼びIHしをmainO内で行っていることには重要な意味があります。mainOが定義され

ている場合、GAEは－．度起勤したスクリプトをキャッシュして、：|亘１月以降は単にmainOを呼び出します。

もしmainOがないと師回スクリプトを起動しなければならず､パフォーマンスが火きく低ドします。結果的

に無料分のCPUリソースをより早く使い切ってしまうので、必ずmainOを定捜してください。

なお、最後にif文で判定してmainO関数を呼び出しているのは、ライブラリモジュールを実行可能なス

クリプトとして扱えるようにするための､一報のしきたりです。mainOを定捜したスクリプトに必ず記述する

ものと考えておけばじゅうぶんです。

7.3.2リクエストハンドラ

実際のリクエスト処剛は、webappReques1Handlerの派生クラスを作成して、そこに記述します。CETリ

クエストに対して静的なテキストを返すだけのリクエストハンドラの例を以卜に示します。

clasBSimpleHandler(webapp･RequestHandler)：

ｄｅｆ９ｅｔ(self)：

selfresponse・headersI,Content-Type.】．，text/plain’

Self･response・out･write(､Hello!‘）

RequestHandlerクラスにはHTTPメソッドに対応したgetO、poslO、put０，deleteOなどのメソッドが定義

されているので、それらをオーバーライドしてリクエストに応答します。もしマッピングに正規及肌の部分

マッチ（丸括弧)を使った聯合は、それらにマッチした文字列が'jl数として波されます。派規表現中の丸

括弧の数と引数の数が巡うと例外が発生するので注意してください。

リクエスト情報の取得やレスポンスの州力は、メンバ変数のrequest，msponseを介して行います。これ

らの拝細は「7.3.3リクエストとレスポンス」を参照してください。

また､RequestHandlerクラスには表7.6に示すメソッドも定義されています｡なかでも､handleLexceplionO

はリクエスト処理で発生した例外を一簡所で受けることができるので､デバッグやリクエストエラーの監視

などに有用です。
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■頚７．６：webappRequestHandIerクラスのメソッド

ﾒソッド

handle-exception(exception,debug-mode）

error(code）

redirect(u｢i‘ｐｅ｢manent=FaIse）

7.3.3リクエストとレスポンス

脱明

リクエストの処理中に例外が発生したときに呼ばれます｡このメ

ソッドをオーバーライドすることで､例外処理をカスタマイズでき

ます｡引数のexceptionは例外オブジェクト､debug-modeは

WSGIAppIicationコンストラクタの第二引数に栃定した価です

エラーレスポンスを返すためのユーティリティーメソッドです.以前

に出力されたレスポンスボディを無効にして､codeで指定された

値をＨ１ＴＰステータスコードに設定します

リダイレクトレスポンスを返すためのユーティリティーメソッドで

す｡以朋に出力されたレスポンスボディを照効にして､Locationレ

スポンスヘッダにu｢iを指定します｡Ｈ１ＴＰステータスコードは

pe｢manentがT｢ue芯ら３０１､FaIseなら３０２に股定されます

RequestHandlerクラスのメンバ変数requestは、webappRequeslクラスのインスタンスです。Requestク

ラスはWebブラウザからのリクエスト梢報をカプセル化したもので､それらにアクセスするための多数のメ

ンバ変数やメソッドを持っています。メンバ変数のうちでよく使剛するものを表7-7にまとめました。

■衷７．７：webappRequestクラスのメンバ変数

変数名 内容

u｢Ｉ リクエストＵＲＬ

sｃｈｅｍｅ URLのスキーム(http､httpsなど）

host URLのホスト名部分(ポート播号含む）

pａｔｈ URLのパス名部分

que『y-string ＵＲＬのクエリーパラメータ部分

method HTTＰメソッド

｢efe｢｢Bｒ リファラー

remote-addr クライアントのIＰアドレス

use『_agenｔ ユーザーエージェント

body 文字列形式のリクエストボディ

body-fiIe StnnglO形式のリクエストボディ

Content-length リクエストボディのサイズ

environ ＣＧＩの環境変数を格納し疋辞雷
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heade『ｓ リクエストヘッダを格納した辞宙

cookies クッキーの哨報を格納した辞留

queIyvars クエリーパラメータを格納した辞書

postvars POSTパラメータを格納した辞書

pa｢aｍｓ que『yva｢sとpostvarsの双方を格納した辞宙

これらのうち、cookies、quelyvaIs，posWa喝、paIamsはUnicodeMultiDictという特殊な辞書になってお

り、重複したパラメータへのアクセスが可能になっています。同じパラメータ名の値が複数ある場合、普

通に辞詳としてアクセスした際には最初の価のみが返りますが､getalloメソッドですべての値をリストで取

得できます。また、itemsOメソッドを使うとすべてのパラメータのキーと価をリストで取得できます。以下

に例を示します。

req舜Ｓｅｌｆ･request

qUeryロｒｅｑ･queryLstrin9

first＝req･queryvarsI，name･ｌ

ａｌｌｐｒｅｑ・queryvars・getall（,name,）

itemg＝req･queryvaraitems(）

Oquery＝･name回foo&name目bar&age=ＺＯｏ

０ｆｉｒＳｔ＝ＵｏｒＯＯ・

＃ａＵ＝【ｕ･foo･‘ｕ'bar'１

＃iteIns＝【（,name，‘ｕ，foo，）‘（，name･’ｕ･bar､)‘

＃〈‘agellu‘２０'〉１

Requestクラスのメソッドを表7.8に示します。クエリーパラメータの取得には、デフォルト値の指定が

可能なメソッドを使うほうが便利です。

■表７－８：webapp・Requestクラスのメソッド

ﾒソッド

get(a『gument-name【・default-vaIue1）

get-aII(argument-name）

脱明

クエリーパラメータもしくはＰＯＳＴパラメータから

a｢gument-nameに対応する価を取得します。もし

argumenLnameの値が複数あった場合､最初のひとつを

返します｡a｢gumentnameが見つからなければdefault-

value(省略時は空文字列)を返します

クエリーパラメータもしくはＰＯＳＴパラメータから

a｢gumentnameに対応する画をリストで取得します．

argumentｎａｍｅが見つからなければ空のﾘｽﾄを返します

get-range(name(,min-value[,max-vaIueLdefault]]]）クエリーパラメータもしくはPOSTパラメータからnameに

対応する値を整数値としてパースして返します｡min-vaIue、

maxvaIueが与えられていれば値はその範囲でクランプさ

れます｡nameが見つからなければdefau1t(省略時はＯ)を

返します
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arguments(）

reIative-u『I(path）

クエリーパラメータもしくはＰＯＳＴパラメータのパラメータ

名のリストを返します｡皿榎したパラメータ名はひとつにまと

められます

pathが現在のURLからの相対パスと仮定して､絶対URLに

変換します

RequesIHandlerクラスのメンバ変数responscは､webappRcsponseクラスのインスタンスです。Response

クラスは、ReqUestクラスに比べてとてもシンプルです。メンバ変数はレスポンスヘッダの辞神である

headelSと､リクエストボディを出力するためのStringlOであるoutの2つだけです｡これらの使い方は｢7.32

リクエストハンドラ」のコード例を参照してください。

アプリケーションはheademsに値を投定することでレスポンスヘッダをカスタマイズできますが、出力で

きるヘッダには制限があります。以ドに示すへシダについては､heade応に設定しても実際のレスポンスに

は反映されません。必要に応じてGAEが自動的に値を設定します。

Content･Enccding

Content･Lenglh

Dale

Se『ver

Transfer-Encoding

Responseクラスのメソッドはsct-staIusOとclear0の２つだけです。それらの機能を表7.9に示します。

■表７－９：webappRespcnseクラスのメソッド

メソッド

setstatus(code【・message〕）

Clear(）

7.3.4テンプレートシステム

脱明

レスポンスのＨＴＴＰステータスを股定します｡messageはHTTＰステー

タスに付随するメッセージで､省略するとデフォルトのメッセージが使用さ

れます

out.ｗ｢iteOで出力されたデータをクリアし､レスポンスボディを空の状態

にします

GAEに限らず、Webアプリケーションのサーバーサイド実装では、プログラムで動的にＨＴＭＬを生成す

ることでWebアプリケーションのロジックを実現します。しかし、概単の文字列操作でHTMLをﾉ|;成する



７．３webappフレームワーク

のは大変ですし、ソースコードに直接ＨTMLを州め込むのはメンテナンス性の而でも問題があります。

そこで、多くのフレームワークにはテンプレートシステムが実装されています。特殊なタグを埋め込ん

だHTMLファイルをソースコードとは別のファイルとして用怠しておき、それをテンプレートシステムに渡

すことで、条件判定やパラメータ置換などを処理して最終的なHTMLコードを生成してくれます◇

webappフレームワークにも町ango互換のJ1輔に強力なテンプレートシステムが含まれているので、そ

の使い方を解説します。ただし、Qjangoのテンプレートシステムはたいへん多機能で、そのすべてを解

説するとひとつの章を柵成できるほどになってしまいますので、よく使われる基本機能に絞って解説しま

す。さらに高度な機能を学びたい読者は、djangOprQjectjpで公開されている11本譜ドキュメントなどを参

照してください。

Djangovl.Ｏドキュメントのテンプレート冨昭のページ：

http:／/djangoproject・jp/doc/ja/1.0/topics/templates・ｈｔｍｌ

テンプレートシステムを利用するには、まずテンプレートのタグを埋め込んだＨＩＭＬファイル(以下、テ

ンプレートファイル）を用懲します。以下に単純なテンプレートファイルの例を示します。

<html＞

<body＞

（％ｉｆｕｓｅｒａｎｄｕｇｅｒ･niclmame％｝

こんにちは(｛user・niclmame））さん！

（％ｅｌＢｅ９６｝

〈ahrefpp(｛loginurl｝}｡>ログインしてください</a＞

｛％end迂矧

</body＞

</html＞

上記のHTMLの波括弧に囲われた部分がテンプレートのタグです。タグにはさまざまなものがあり、条

件によって内容を変えたり、Pythonスクリプトから渡されたパラメータをＨＴＭＬＩｌ１に展開したりといったこ

とが可能です。タグの詳細は後ほど説明するとして、まずはPythonスクリプトでテンプレートファイルを

HTMLコードに変換する方法を↓』ていきましょう。

スクリプト111でテンプレートシステムを使川するには、ライブラリをインポートする必要があります。そ

のためのimPort文は以下のようになります。

rromgoogle,appengine･ｅｘｔ･webappimporttemplate

テンプレートのレンダリングはtempIalc・renderOを呼び出すことで行います。第一引数にテンプレート

ファイルのファイル名を、第二引数にテンプレートファイル中で参照するパラメータを格納した辞普を指

定すると、それらをもとにテンプレートを肢州した結果の文字列を返します。以ドは、前述のテンブレー
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トフアイルがindexhtmlに保存されていると仮定して､それを腰INIしてクライアントに送侭するリクエストハ

ンドラの例です。

ClaSSAnotherHandler(webapp・RequestHandler》：

。“get(selr･path)：

template-values画（

,user'：｛・nicImame'Ｅｕ,マードック・），

’1o9inurl'：。/login・

｝

ｈｔｍｌ＝template･render<0index･html'，template-Values）

self・response・out・write(html）

テンプレートファイル内ではとても多くのタグが使用できます。しかし､紙面の都合からそれらすべてを

解説することはできないので、ここでは条件分岐を行うif、ifEqual、ifhotequalと、ループ展開を実現する

ibrに絞って紹介します。

ｉｆは先穏の例でも使いましたが､条件によって2つのHTMLコードのうちのどちらかを展IﾙＩするタグです。

以ドのように使います。

催ｉｆ条件％｝

ＨＴ皿コード１

{％ｅｌｓｅ％）

HTMLコードＺ

{％endif％）

条件が真であればＨＩＭＬコードｌが、偽であればHTMLコード２がこの部分に展開されます。ｅｌｓｅタグ

とＨＴＭLコード２は省略､I能で、その珊合はI-nMLコード２が空文字列であるものとして扱われます。条

件は特定のテンプレートパラメータが真か偽かを判定するのみで､比較演算子などは使えません｡boolean

演算子（not、and、ｏｒ）は使用可能ですが、演算の優先順位が暖昧になるのを避けるため、ひとつのｉｆ

でandとorを併用することはできません。

ｉ陀quaIとiInotequalは、２つの価が等しい（もしくは等しくない）かどうかを判定するタグです。使い方

はどちらもほぼI‘1じです。

{％ifequal値１位ｚ私｝

１ｍ処コード１

(％ｅｌｓｅ％｝

HTMLコードＺ

{％endifequa１％｝
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値ｌと値２が等しければｌｍＶｕコード１が、そうでなければＨＴＭLコード２が展開されます。価としてはテ

ンプレートパラメータか三亜引用符で囲われた文字列リテラルが使用できます。

fbrタグは配列(リスト)の各要素に対して内部のHTMLを繰り返し展開します。配列の各要業を番号な

しリストに展開する例を以下に示します。

<ul＞

{％ｆｏｒｖａｌｕｅｉｎａｒｒａｙ粥｝

くｕ>{｛value）)<八i＞

{％endfor湖

</ul＞

基本的な考え方はPythonのIbr文（そしてJavaScrlptのibrin文）と同じです。配列arrayの各要素を

valueに代入し、ＨＴＭLコードを要素の数だけ展開していきます。fbrの内部のHTMLコードでは、表7-10

に示す特殊なテンプレートパラメータも使用可能です。

■衷7-10：forループ内で使用可能なテンプレートパラメータ

バﾗﾒｰﾀ名 内容

fOrloopcounter 1からはじまるループカウンタ

fb｢|oop･counterO Ｏからはじまるループカウンタ

forlooprevcounter 1からはじまる逆順のループカウンタ

fo｢|COD｢evcounterO Ｏからはじまる逆順のループカウンタ

fOrIOOP・firSt ループの１回目であればT『ue､そうでなければFaIse

forIoop・ｌａｓｔ ループの園後であればT｢ue,そうでなければFaIse

forIooppa『entIoop forがネストしている場合に.親ループのfo｢Ioopを謬照

Pythonコードから減されたテンプレートパラメータの内容をテンプレートファイルに鵬開するには､パラ

メータ名を二重波括弧（{{～}}）で囲って記述します。表7-10のものも同様です。これにより、Pythonス

クリプト内で生成した文字列のデータストアから取得した文字列など)を簡単にHTMLに埋め込むことがで

きます。

さらに、フィルタを指定して展開結果にさまざまな加_'二を施すことも可能ですｃフィルタはパラメータ名

の後に「|」区切りで複数記述できます。パラメータの仙にURLエンコードとHTMLエスケープをかけて展

開する例を以下に示します。

{（uBer,loginurllurlencodelescape）｝
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よく使われる代表的なフィルタを表7-11にまとめます。とくにesCapeはXSSなどの脆弱性を作らないた

めに爪凹です。Ｐｙ【honスクリプトlIllでIIU迎いなくエスケープしている場合を除き、すべてのパラメータ展

開に対してcscaPeフィルタをかけるべきです。

■表７－１１：主なフィルタ

フィルタ名

lower

ｕｐｐｅｒ

default

ｅｓｃａｐｅ

striptags

ｕ｢Iencode

addslashes

Iinebreaksb「

u『lize

urIizet｢unc

fiIesizefo｢ｍａｔ

｢andom

Iength

機能 使用例

アルファベットを小文字に変換します {IvaIuelIowerI｝

ｱﾙﾌｧべｯﾄを大文字に変換します {IvaIueluppe｢}Ｉ

値が偽の堀合､指定した文字列に置き換えます |{vaIueldefault:.なし．｝｝

ＨＴＭLエスケープをかけます Ilvaluelescapel｝

ＨＴＭLタグをすべて削除します {IvalueIstriptags}｝

文字列をURLエンコードします l{valueIu｢lencodeI｝

引用符などをバックスラッシュでエスケープします｛{valueIaddslashesIl

改行をくbr/＞に変換します

文字列中のURLをリンクに変換します

文字列中のURLをﾘﾝｸに変換し､指定した文字数

を超える分を切り諾めます

「１３ＫB｣｢４１ＭＢ｣などの暁みやすいサイズ

表示に変換します

ﾘｽﾄから要緊をランダムにひとつ取り出します

配列の場合は要緊数､文字列の場合は文字数に

間き換えます

{Ivaluellineb｢eaksb｢l｝

IIvaluelurlizel｝

{Ivaluelu｢lizetrunc:１０}｝

{{vaiueliilesizeformatII

{Ivaluel｢andoml｝

IIvaluellength}｝
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7.4データストア
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GAEの最大の特徹とも言えるのが、専用にi没計されたデータベース・エンジンの｢データストア」です。

データベースはＷむbアプリケーションのなかでもボトルネックになりやすい部分ですが、データストアは

Googleの聴盤システムのひとつであるBiglnbleをべースにしており、問い信頼性とスケーラビリティを確

保しています。

データをファイルとして保存できないCAEでは、データストアがＷ実上唯一のストレージです（有償版

にはブロツプストアという別のストレージもあります)。TinyWordでも文桝データやツリーの保存に使用し

ているので、データストアの基本的な使川方法を解説します。

E-人

｡

ハ
・P

データストアは、Webアプリケーションでの利用を前提に投計された、GAE専用のデータベース・エン

ジンです。メンテナンス性やスケーラビリティの１mで多くの利点を持っていますが、従来から一般的に使

われているRDBMS（リレーショナル・データベース・マネジメント・システム）とは異なる構造をとってい

るため、RDBMSに慨れた開発者は血食らうことも多いようです。そこで、ここではRDBMSとの逸いを中心

にしてデータストアの概要を解脱します。

例として、ユーザーが複数のサイトのURLを保存しておける、簡蹴なリンク集アプリケーションを琴えて

みましょう。RDBMSでは、ユーザー情慨とリンク情報の２つのテーブルを作成し、ユーザー情報に所櫛す

るリンク仙報を結びつけるという方法でデータを格納するのが一般的です（図7-2)。

この柵造はデータ全休に対する柔軟な検索や統jII･処１１Mを行うのに適しており､業務システムなどで幅lよ

く採用されてきました。しかし、すべてのユーザー憎報もしくはリンク仙報がテーブルというひとつの入れ

物に格納されるため、すべてのユーザーからのアクセスがそこに集中してしまいます。処理の分散が難し

いため､膨大なユーザーが利用するWebアプリケーションではパフォーマンス問題の解決が非常に難しく

なります。

これに対して、GAEのデータストアは負荷分散によるスケーラビリティの確保を咽祝して役計されてお

り、データの格納方法がまったく違います（岡7-3)。

7.4.1データストアの概要

L－

１１

1i）
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?11；

エ守

りループ

個々のデータ（エンティティ）はいずれかのデー復モデル（GAEではｋｉｌｌ〔lと呼びます）に所鵬するもの

の、それはあくjﾐでデータのｲi剛iを示すもq)で、エンティティの配''１‘tはデータモデルには火紳されません。

その代わりに、アプリケーションに適した単位（多くの場合はユーザーｉｉｉ位）でエンティティ・グループと

呼ばれるツリー柵造を作ります。エンティティの配世が固定されないので､冗長性とスケーラビリティが容

易に確保できます

また、データストアのもうひとつの特徴として、エンティティを容易に変史できる点が鞍げられます。エ

ンティティは概数のプロパティ（key-valuGペア）を持つ、いわばJavaSCriPIのオブジェクトのような椛造に

なっています。このため、データモデルへのプｕパテイの追加はもちろん、特定のエンテイティだけに特

殊なプロパティを持たせることすら口I能です｡この性質は頻繁なﾌ'ツプデートが亜求されるWebアプリケー

シ･Iンにとって大きな川点です。

このようにデータストアはWebﾌ'プリケーシ副ンでの利月1に適した特徴をlW1える反uii､采恢性という慰ｌＩＩｉ

ではRDBMSに艇びません。例えばデータの問い合わせやソートの機能はRDBMSほど夢彩ではありません

し、トランザクションがエンテイテイ・グループ蝋位に制限されるという欠点もあります（｢7.4.5トランザク

ユーリーヤリMgO・ｎＥ 。鞭伯忙ムロユ卸帆制↓、！‘
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7.4データストア

ション｣参照)。RDBMSの好え方を賑理に適用するのではなく、データストアの長所を生かす使い方を袴

えるとよいでしょう。

7.4.2データモデルの定義

ここからはデータストアを実際にPythonスクリプトから利川する方法を見ていきます。まず､データスト

アのAPIを定綴したライブラリを醜み込むために、以ドのimPort文をソースコードに追加します。

fromgoogle・appen9ine・ｅｘｔｍｐｏｒｔｄｂ

データストアのデータモデル、エンティティは、Pythonスクリプトではクラスとそのインスタンスに対応

します。したがって、Pythonスクリプトからデータストアにアクセスするには、まずデータモデル（および

そのデータ柵造）を決めるクラスを定義しなければなりません。

データモデルのクラスには、すべてのエンティテイで共通のデータ栂造を使用するもの(dbModel)、エ

ンティティごとにプロパティを追加できるもの（dhExpando)、クラス継承を用いて拡福できるもの（｡b、

Po1yMOdel)の３煎類があります。後荷のほうがデータストアの特徴を活用できますが､実際にそれほどの

柔軟性が必愛になるのは稀です。TinyWOrdでもdbModelしか使わないので､ここではそれに絞って解脱

します。

以下に単純なデータモデルの定義の例を示します。

classUser(｡b･Model)：

ｎａｍｅ＝。b､StringProperty(default=u‘名無しさん‘〉

ｅ皿ail＝。b･EmailProperty(required=True）

ａ９ｅ＝。b・ｴntegerProperty(）

このようにdbModGlを継承してクラスを作ることでデータモデルが定簸できます。クラス名がそのまま

データモデル名となり、クラス変数に格納したdbProperW派生クラス（表7.12）のインスタンスがプロバ

ティの定義となります。プロパティのデータ型はどの派生クラスを使用するかで決まります。

■表7-12：ｄｂ､PropeIty派生クラスと格納可能なデータ型

クラス名 データ型 鮮細

dbSmngProperty str､unicDde 500バイト以下の文字列

dbByteSt『ingPrope『tｙ ByteSt｢ing ５００バイト以下のパイナリデータ

dbBooIeanPrope『Ⅳ bool T｢ue,もしくはFalse

dbjntegerP『operty int､long ６４ピｯﾄ整数値

ｄｂ・FIoatProperty fIoat 浮動小数点数憧

ｄｂ,DateTimePmperty datetimedatetime日付と時刻
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dbDateP｢ope｢tｙ datetime・datetｉｍｅ日付のみ

ｄｂ､TimePrope｢tｙ datetime・datBtime時刻のみ

dbListProperty ｌｉｓｔ データストアに保存可能なデータの配列

dbStringListP｢operty liSt 文字列の配列

dbRefe｢enceP｢operty dbKey 他のエンティティヘの諺照

dbSeI1Refe｢enceProperty dbKey 同じクラスのエンティティへの穆照

dbUse｢P『opeIW users・Ｕｓｅｒ Use｢ｓＡＰｌのユーザーＩＤ

dbBIobP｢ope｢tｙ dbBlob 1Ｍバイトまでのバイナリデータ

db・TextPmpe｢tｙ dｂＴｅｘｔ 1Ｍバイトまでの文字列

db,Catego｢yPrope｢tｙ dbCategory タグやラベルなど

db・LinkP｢ope｢Ⅳ dｂＬｉｎｋ ＵＲＬ

dbEmaiIP｢ope｢tｙ dｂＥｍａｉＩ メールアドレス

db･ＧｅｏＰ１Ｐｍｐｅｒｔｙ dbGeoPt 浮動小数点の闘度･経痩

db､IMProperty db’1Ｍ |Ｍのプロトコルとハンドル名の組

dbPhoneNumbe｢Ｐ『operty dbPhoneNumbe「 電話番号の文字列

dbPostalAddressP｢ope｢tｙ dbPostaIAdd｢ess住所の文字列

dbRatingPrope｢tｙ dbRating Oから１００までの整数

これらのクラスのコンストラクタにキーワードリ|数を指定することで､プロバティのデフォルト値を設定し

たり、代人､I能な値を制限したりできます。炎7.13は、どの派生クラスでも使用できる引数のリストです。

その他、派化クラスによってはさらに多くの引数が指定できるものもあります。群細は公式ドキュメントな

どを参照してください。

■表7-13：ｄｂ,Propertyコンストラクタの引数

引数名 詳細

verbosename 人間が脇めるプロパテイ名

ｎａｍｅ プロパティ名をクラス変数名とは別のものにしたい場合に指定

default ブロパティに値が設定されなかった鳴合､もしくはNoneが股定された坦合に使われる値

requi｢eｄ Trueを股定すると､Ｎoneを代入したときに例外が発生する

ｃｈｏｉｃｅｓ ブロパティに設定できる値のリストを指定

validato「 ブロパティに値が設定された際に呼ばれる関数を指定

indexed Trueを設定すると､ブロパテイのインデックスを作成しない(普通は指定しない方が無難です）


