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useｒ＝User(email=｡b・Email（‘peck､example・Coln'），ａｇｅ=3Z）

uSer･ｎａｍｅ＝ｕ，フェイスマン･

user・put(）

前述のとおりdb・Modelクラスは全エンティティで災通のデータ榊造を使うので､あるエンティティのみに

プロパテイを追加することはできません。しかし、プロパティのクラス変数を追加すれば、全エンティティ

共通のプロパテイを後から増やすことは可能です（そのとき、既存エンティテイのプロパティ値はNoneに

なります)。アプリケーションのリリース後に新たなプロパティが必要になったときは、この方法で対処で

きます。

２

八
Ｊ

jｌ

7.4.3データの保存と取得
５

コンストラクタ引数はプロパティの初期値です｡とくにrequiredに没定しているプロパティはコンストラク

タで値を設定する必要があります。インスタンスを作成したあとは､プロパティと同じ名前のメンバ変数を

介してプロパテイ値の取得と設定が行えます。プロパテイ値の型は表7-12にあるものになります。

必要なプロパテイ値を設定したら、putOを呼び出すことでエンティティをデータストアに保存できます。

javaScriptの感覚だとコールバックによる非同期処理が必要になりそうなところですが､Pythonのデータス

トアAPIは同期型なので不要です。関数から返ったときには保存が終了しています。

先の例は独立したエンテイテイを作成するものでしたが､前述のとおりエンティティには親を指定できま

す。リンク情報のデータモデル「Link｣が定義されているとして､先ほど作成したユーザー惰報のエンティ

テイを親にしてリンク州報のエンティティを生成するコードは以下のようになります。

データモデルを定義したあとは、通常のクラスインスタンスとほぼ同様の感覚でエンテイテイの生成と

保存が行えます。以下に例を示します。
り

1１

８

９

link＝Link(parent=user,key<)，url='http://wZ･example･ＣＯ､/,〉

1ink.put(）

-殉
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‐
七
０
１
、
『
さ
‐

宮
、

ｒ
４
Ｉ
６
《
・
Ｌ
Ｌ

1inｋ＝Link(parent=user,url=‘http://w2.example､ＣＯ､/‘）

link・put(〉

このように、コンストラクタ引数parenIに親となるエンティテイを指定することで親子関係を柵築できま

す。ただし、Parentに指定するエンテイテイはputOメソッドで保存済みのものでなければなりません。こ

れとは別の方法として、エンティティを一意に識別するエンティティ・キーをparentに指定することもでき

ます。保存済みエンティティのキーはkeyOメソッドで取得できるので､以下のコードは上とまったく同じ動

作になります。
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この例ではusGrは相変わらず保存済みでなければなりませんが、エンティティを保存する伽にエンティ

ティ・キーを決定する方法もあります。i洋細は「7.4.4エンテイティ・キー」で解脱します。

次はエンティティの取得です。データストアからエンティティを取得する殿も而単な方法は、dhgetOの
引数にエンティティ･キーもしくはそのリストを指定することです｡前者であれば返り値は取得したエンティ

ティそのものになり、後荷ならば対応するエンティティを格納したリストになります。いずれの場合も、見

つからなかったエンティテイについてはＮoneになります。

＃以下Z行はまったく同じ動作

useｒ＝。b･get(user・key()》

user．。b､9et(IuSer・key()I)1０１

しかし、この方法ではあらかじめキーがわかっていないとエンテイテイが取得できません。そこで､プロ

パティの値で検索する方法が用意されています。具体的には、データモデルのクラスメソッドalIOでクエ

リーオブジェクトを作成し、nlterOで検索条件を指定します。以下に例を示します。

query回UBer･all(）

query・filter(‘name＝'，ｕ‘フェイスマン‘）

uSerspquery・fetCh(10）

nllerOの第一引数は検索に使刑するプロパティ名と演算子（=、！=、〈、〈=、〉、〉=、１Ｎが使用可能)、

第二引数は比校対象の値です｡lEtchOはクエリーオブジェクトに設定された条件で実際に検索を実行する

メソッドで、引数は取得するエンティティの最大数です。返り値は取得できたエンティティのリストになり

ます。CAEにはさらに複雑な検索を行う機能もありますが、TinyWordでは使用していないので解説は割

愛します。

その他､データモデルには多数のメソッドやクラスメソッドがあります。それぞれ表７．１４と戎7.15で師

iiiにまとめましたので、参考にしてください。

■表７－１４：ｄｂ･Modelクラスのメソッド

ﾒソッド

key(）

put(）

deIeteO

説明

エンテイテイ・キーを返します｡エンテイテイが未保存の場合は例外が発生します

エンティティをデータストアに保存します｡エンティティが未保存の鳴合は新規作成され､それ以外の場合

は既存のエンティティが更新されます

エンテイテイをデータストアから削除します｡エンテイテイが未保存の場合は例外が発生します

issavedODut()が一回でも呼ばれていればTrueを､そうでなければFalseを返します

pa｢entO 親エンティティを返します｡親がなければNoneです

pa｢ent-keyO親のエンテイテイ･キーを返します｡親がなければNoneです

to-xmIO エンテイテイの内容を表現するＸＭＬを返します
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7.4.4エンティティ・キー

エンティティ・キーはエンティティを-→怠に識別するための仙紺です。具体的には、エンティティ・グ

ループのルートから対験エンティティにいたるまでのすべてのエンティティについて､データモデルの柵顛

(kind)とエンティテイ１，(もしくはエンティテイ:i/i）を並べたパス↑N報です（図7.4)。

■表7-15：ｄｂ,Modelクラスのクラスメソツド
１

指定したエンティティ名に対応するエンティティが存在すればそれを返し、

存在しなければ新規作成して返します｡key-nameはエンティティ名で､そ

れ以外の引致はデータモデルのコンストラクタにそのまま壊されます

脱明メソッド

ModeIget-by-key-name(key-names[・ｐａ｢ent]）

エンティティＩＤの代わりにエンティティ名を揃定する以外は､get-by-idO

と同じです

ModeIp｢opertiesO

dbget()とほほ同じですが､keysが示すエンティティが骸当するデータモ

デルでは芯かつた場合に例外が発生します

Modelget(keys） ２

ブロパティ名をキー､対応するdbPrope『Ｗ派生クラスのインスタンスを

値とする辞閏を返します

つ
Ｊ指定されたエンティティｌＤに対応するエンティティを取得します｡idsはエ

ンティティＩＤもしくはそのリストで､前者の堀合は取得したエンテイテイそ

のものが､後者の喝合は対応するエンティティのリストが返ります｡エンティ

ティが親を持っている期合､pa『entにその親のエンティティもしくはエン

ティティ･キーを指定する必要があります

ModelgeLby-id(ids【・parent]）

‘１

ｂ

Model・kind(）

1０

６

データモデルのkindを返します｡通常はデータモデルのクラス名です

８

ModeIgqI(query-smng.…）

Modelget-or-insert(key-name.…）

ＧＱＬというＳＱＬライクな目贈でクエリーを絹み立てます｡本習では扱って

いないので､鮮細は公式ドキュメントなどを参照してください ト

９
データモデルに所属するすべてのエンティティを返すクエリーオブジェクト

を返します｡後に1iIIer()などを呼ぶことで検索条件を追加できます。

keys-onlyにTrueを指定すると､エンティティ本体の代わりにエンティ

ティ・キーを返すクエリーになります

ModeIall(〔keys-only】）
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■図７．４：エンティティ･キーの概念

Link2のキー：User／ｋｏｎｇ／ＬＩｎｋ／３９１３

｢、Ｊ

Ｌｌ
Kin。：Use『

ＥｎｔｉｔｙＮａｍｅ：ｋｏｎｇ

Linkl

Ｋｉｎｄ：Link

EntityID：３９０４

Link2

Ｋｉｎｄ：Link-

EntityID：３９１３

Pylhonスクリプトではエンテイテイ・キーはdbKeyクラスのインスタンスとして表現されます。dhKeyイ

ンスタンスはエンティティのkeyOメソッド、dhKey､hDm-paIhOクラスメソッド(225ページ参照)で生成し

ます。dbKeyクラスのメソッドを表7-16に示します。

■表７－１６：ｄｂ,Keyクラスのメソッド

メソッド

appO

kind(）

idO

nameO

id-or-nameO

ｈａｓｉｄｏｒｎａｍｅＯ

pa｢entO

脱明

エンティティを保存したアプリケーション名を返します

エンティティのkind名を返します

エンティティＩＤを返します｡エンティティがＩＤを持っていなければNoneを返します

エンティティ名を返します｡エンティティが名前を持っていなければＮｏｎｅを返します

エンティティのＩＤ,もしくは名前を返します｡エンティティがどちらも待っていなければNoneを

返します

エンティティが|Ｄか名前を持っていればT｢ue､そうでなければFalseを返します

親エンティティのエンティティ･キーを返します｡エンティティが親を持っていなければNoneを

返します

エンティティＩＤとエンティティ名は、どちらもhilじ親を持つ兄弟エンテイテイのなかでエンティティを特

定するための識別子です。データストアに保存されたすべてのエンテイテイは、これらのうちのどちらか一

方を必ず持っています（Ilij方を持つことはありません)。

エンティティＩＤは、データストアにエンティテイを保存する際に１１助生成される数値です。データモデ

ルのコンストラクタになにも術定しなければ、こちらが股定されます。

しかし、エンティティＩＤはエンティティを保存するまで値が賊定できず、ランダムに生成されるために

他のＩＤとの関連付けも雌しいといった欠点があります。そこで、エンティテイIDの代わりに文字列のエン



､500パｲﾄまでのsIr型(つまり､ユニコード文字列はそのままでは使えない）

-同じデータモデルに属する兄弟エンティティの中でユニークでなければならない

．｢－foo-｣など､先頭と終端が二函のアンダースコアの文字列は予約されているため使用できない

-股定したエンティティ名は変更できない

7.4データストア
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テイテイ名も指定できるようになっています。以下はエンティティ橘を指定してエンティティを作成・保存

する例です。

１

'

useｒ＝User(keLname=u，コング，，email=･baracus､example・com‘）

u8er・put(》
『
。

４

コンストラクタのkey-name引数に文字列遊術定すると、それがエンティティ名になります。この場合は

保存時にエンティティＩＤが生成されず、エンティティ・キーにはＩＤの代わりにエンティティ名が使用され

ます。エンティテイ猪の制限は以下のとおりです。

Ｐ早

・

６

また、同じ方法でエンティテイの保存前にキーを生成できるので､親よりも先に子供のエンティティを生

成・保存することも可能になります｡

１１

８

９

１０

エンテイテイ名を指定する蛾大の利点は、外部から取得した既知のデータとの関連付けが可能なことで

す。リンク集のアプリケーションであれば、ユーザーwifMとリンク梢報のエンティティ名にそれぞれメール

アドレス、URLを桁定すると仙利です。
１
Ｊ
４
。
‐
４

‐
４
１
ロ
‐
守
夕

useｒ＝User《key-name=･mailto:baracus､example,ＣＯ､‘，email目･baracus､example・com'）

UBer・PUtO

1ink宮Link<keLname画･http:〃w2.example･com/,，url｡,http://w２.example･ＣＯ､/‘，

parentpuBer）

link・put(）

このようにエンテイティ名を既知の怖報にしておくと、そこからエンテイテイ・キーを生成してdbgetOで

エンテイテイを取得できます。エンティティ･キーはdb,Key.､om-palhOの引数にデータモデル名とエンテイ

ティギ!（ＩＤ)をjIiくることで生成できます。以下は_上で保存したリンク悩報を取得する例です。

key宮。b･Key･from-path(，UBer'，

‘LinkO，

11,ｋ宮。b・get(key）

'mailtO:baraCUS@example・Ｃｏｍｏ，

'http://w２.example,com/‘）
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ＮＯＴＥ

実は､未保存のエンテイティのキーを縦定するだけであればエンティティｌＤでEJ実現できまり.。

db,aliocate-ids()を使うのですが､具体的な方法は割愛します｡必要な方は､公式ドキュメントをご参照
く岸まい宛

7潮４．５トランザクション

データストアで関連する複数のエンティテイを安全に更新するための機能がトランザクションです｡更新

の途IlIでエラーが発生して・部のエンティテイが未更新のまま残ってしまうような状態を避けることがで

きます（図7唇5)。また､何時に復敬のプ1JセスがＭじデータを史断しないように‘１Ｍ仲する機能もあります。

本１１$でトランザクションの詳細まで蹄み込むことはできませんが､側辿する概数のエンティティを更新する

際は、常にトランザクションを使うべきです。

回図７．５：トランザクションの概要

ユーザー１。…， ……１ｺｔｒ－１を亜朋

ｌ【

匡局T詮冒１ ･･…２リンク２の軍所に笑酸

Ｃ
トランザクショ ンなしトランザクションあじ

ユー茸－１’

匠)bT-i匠防
更析済み(ユーリー１)と
矢更折(リンク２)が縦存する

りべて￥､亜所の状挫に眼袖

例として、リンク集アプリケーションでユーザーごとにリンク情報の数を記録すること准考えてみましょ

うユーザー借報のデータモデルに整救値のcounlプロパテイを追加して､リンクh1IfMを追加するごとにこ

れ睡インクリメントします

classUser(｡b・Model>：

ｎａｍｅ＝。b・Strin9Property(｡e王ault=u,名議しさん‘】

email＝。b､EmailProperty(required=True）

ａｇｅ＝。b・エnte9erProperty(）

Count＝ｄｂ､エntegerProperty(derault=O）
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こうすることで､creaIe-linkOはトランザクション内で実行されます。run-in-tmnsactionOの第一引数はト

ランザクションの処理関数で､第二引数以降は処珊側数にそのまま渡されます。もしトランザクション内で

エラーが発生するとデータストアヘの』き込みはすべてキャンセルされ、トランザクション開始時点の内

容が回復されます。更新中の状態が残ってしまうことはありません。複数のエンティティの更新を、すべ

て失敗か､すべて成功かのどちらかにする（''１途半端な状態を作らない)。これがトランザクションのｷな

役割です。

なにやらとても便利に思えるトランザクションですが、制限も多くあります。まず娘も大きいのが、トラ

ンザクション中はひとつのエンティテイ・グループしかアクセスできないというものです。トランザクション

に人って最初にエンティティにアクセスした時点で､そのエンティティが所属するグループ以外にはアクセ

スできなくなります。更新はもちろん、取得もできません。したがって、更新処理はひとつのグループ内

で完結できるように、エンティテイ・グループを投計するのが'R要です。また、トランザクションの処理関

数でグループ外のエンティティのデータが必盤な場合は、あらかじめ取得して引数として渡さなければな

りません。

もうひとつ爪獲な点として、トランザクションの処叩|Ⅲ数はリトライによって複数回実行される場合があ

ります。そのため、データストアの更新以外のＭ１作川のある処理は避けなければなりません。例えばトラ

ンザクション内でrcsponse,oul､wrileOでレスポンスボディを川力してしまうと、リトライが発生したときに内

容が二亜に出力される､｢能性があります。処哩結果は返り値などで呼び出し元に返し、レスポンスボディ

リンクを過加する関数create-linkOを実装します。ヅ|数はユーザーのエンティティ・キーとリンクのURL

です。

１

ク

defcreate=1ink(uSer=key，url>：

ｕＢｅｒｐｄｂ・get《uBeLkey）

ｉｆｎｏｔｕｓｅｒ：

raiseException(ｕ･存在しないユーザー･）

ＵｎｋｏＬｉｎｋ<parentouger，url=url）

Ｕnk.put(）

ｕｇｅｒ･Count＋＝１

user･put《）

旬
〕

４

（
〉

８

227

この関数をそのまま実行すると、不具合が出るのは明らかです。雌後の行でユーザーをPutoする際に

エラーが発生すると､リンクは追加されたのにカウンタが更新されないままになってしまいます。それを避

けるためには、create-IinkOをdbrun-m-1ransac【ionO経巾で呼び出します。

1０

９

key＝。b・Key､EronLpath(‘U8er,．‘mailto:baracus@example・ＣＯ､．）

url＝’http:〃w6.example,ＣＯ､/‘

｡b,run-in-transaction(Create=link，key，url）
1.1
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への出力はトランザクションの終了後に行うようにしてください。

トランザクションは使い方こそWWlMなものの、正しく動作させるにはデータストアや他の一.股のデータ

ベースの動作を理解する必要があります。本杏の趣旨からは外れるのでこれ以上は踏み込みませんが、

不特定多数のユーザーに使われるWebアプリケーションを開発する際には、ぜひ専門譜などで正しい知

識を身につけてください。



７．５Googleアカウントとの連携

７．５G.OgIeｱｶｳﾝﾄとの連携

Webアプリケーションを実装する際に､意外に大変なのがユーザーアカウントの管理です。ユーザーの

個人悩報ですから手を抜くことはできませんし、ユーザー幾録l州而や碓偲メールの送儒、パスワード忘れ

への対処、情報漏えいへの対策などなど、煩雑な作業が数多く必要になり、開発の大きな足かせとなり

ます。

そのような負担をなくして開発者がアプリケーション本来の機能に注力できるようにするため､CAEには

Googleアカウントとの辿拙を実現するUsersAPlが用意されています。わずかな実装でGooglcアカウント
によるログイン機能をアプリケーションに実装でき、１%1発工数を大帆に削減できます。また、アプリケー

ションごとにユーザー登録する必要がなく、パスワード等の情報を開示せずに安心して利用できるなど、

ユーザーにとっても多くのメリットがあります。TinyWordもユーザー椅理は全面的にこれを利用している

ので、以降でその使用方法を解説します。

ＮＯＴＥ

最新のＵｓｅｒｓＡＰＩはGoogleアカウントに加えてOpenＩＤもサポートしていますが､まだ実験的な機能

であるため､本書では扱いません。

7.5.1ログイン・ログアウトの実装

Googleアカウントによるログイン機能をアプリケーションに実装するには､まずUser3APlのライブラリを

読み込む必要があります．そのためのimpor1文は以ドのとおりです。

rromgoogle・appengine,apiiInpo函ｔｕｓｅｒｓ

特定のページをログイン必須にするだけであれば､実装は非常に簡単です。リクエストハンドラのメソッ

ドの直前に｢@ulil・login-IPquired｣という文を記述するだけです(webappがインポートされている必塑があ

ります)。

classSimpleHandler(webapp,RequestHandler)：

、Uti１．１o9ilLrequired

def9et(self)：

self・response､headers【‘Content-Type'１＝‘text/plain‘

self・response・out､write(･Hello!。）
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これだけで、MyHandlerが応答するページにGETリクエストが来た鳩合、（未ログインであれば)ログイ

ンページにリダイレクトされ、ログイン後にMyHandlerに再びリダイレクトされます。アプリケーション全

体をログイン必須にすることもできますが、そちらに関しては「8斎サーバーとの辿撹｣で解説します。

上記の方法は簡単ですが、ページにアクセスした際にいきなりログインページにリダイレクトするのは

唐突な印象を与えてしまうかもしれません｡また、多くの場合はログアウトボタンを実装したいと考えるこ

とでしょう。そのために、UscrsAPlには表7-17のような関数が川怠されています。これらを利用したログ

イン・ログアウトボタンの実装例を以下に示します。

ClassS血PleHandler(webapp､RequestHandler)：

def9et(self》：

useｒ＝USerS・get-currenLUBer(）

ｕｒｌ＝selfreque8t､ｕｒｌ

ｉｒｕｓｅｒ：

１inｋ＝．<ahrefp園，＋userB・Create-1ogout-Url(Url）・’画>Logout</a>,

ｅｌｓｅ：

Ｕnｋ画．<ahrefp園,、user8・create-1ogin-Url(url）＋,">Lo9in</a>‘

sel垂.response・out・write(’<html><body>’＋Ｕｎｋ＋，</body></html>,）

useIsget-Cunmt-userOを呼ぶと、現在ログイン中のユーザーの情報が取得できます。末ログインの場

合はNoneが返るので、それによってユーザーがログインしているかどうかを判別できます。その結果に

よって適切なリンクを生成してWcbページに表示すれば、ログイン・ログアウトの機能が実現できます。

■表７－１７：UsersAPlの関数

関数

use｢Ｓｃ｢eate-login-u｢I([dest-u｢I】）

userscreate-logout-u『I([dest-urI]）

usersget-cu｢｢entuser(）

use｢s,iscumBntuse「ａｄｍｉｎＯ

説明

ログインページへのURLを返します｡ログインポタンなどを実装するのに

使えます｡dest-urlを指定すると､ログイン後にそのＵＲＬにリダイレクトし

ます

ログアウトのためのURLを返します｡ログアウトボタンなどを実装するのに

使えます｡desLurIを指定すると､ログアウト後にそのURLにリダイレクト

します

ユーザーがログインしていれば､そのユーザーの慣輯を格納したusers・

Use｢インスタンスを返します｡未ログインの蝿合はNoneを返します

現在のログインユーザーがGAEの管理ユーザーの場合､T｢ueを返します



ユーザーのメールアドレスを取得しますemaiIO

ユーザーの名前を取得します｡多くの協合はemaiIOと同じです

7.5.2ユーザー情報の取得 １

もうひとつ別の方法として、uscrクラスのuser-idOメソッドで取御できる1,をstringpI･opertyに妃録する

方法もあります。文字列なので、エンティティギiにすることも可能です。TinyWordではこちらの方法を採

用していますので参考にしてください。

ユーザーがログイン済みの場合、ｕｓers,get-curIもnt-uscrOはusers,Userクラスのインスタンスを返しま

す。アプリケーションはこのインスタンスのメソッドを使用してユーザーの情報を取得できます。表7.18

に取得メソッドの－･覧を示します。

ワ

へ
。

４■表７．１８：ｕｓers・Userクラスのメソッド

classHyHandler(webapp､RequestHandler)：

｡lo9in-required

de2get<self)：

userouger8､9et-CUrrent-u8er(）

query-UBer･all(〉

queｪＹ・Eilter(，userp，，uSer〉

uSerS。qUery･fetCh(1)

＃．．．

脱明ﾒソッド

claBsUBer(｡b･Model)：

ｕＢｅｒｐｄｂ・U8erProperty(）

５

多くのアプリケーションでは、ユーザーに付随する梢報をデータストアに格納することでしょう。そのた

めには、ユーザーを一意に識別する梢淵が必要です。通常のアプリケーションではメールアドレス等を使

うところですが、Coogleアカウントではメールアドレスは変更される可能性があるので不適当です。
このような目的には、データストアのプロパティ型のひとつであるUserProperIyを使用するのが便利で

す。この型のプロパテイにはUserインスタンスがii〔接代入でき､検索もnI能です。USerProPeny咽のプロ

パティを持つデータモデルと、ログインユーザーを検索する例を以下に示します。

nicknameO

付

揮

７．５GOogIeアカウントとの連携
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ユーザーの固有ＩＤを取得します｡このＩＤはユーザーがメールアドレス等を

変更しても変わりません

user-idO

1０

８

7.5.3ユーザー情報のデータストアヘの格納 ９
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第Ｂ章

=-バーとの連携

本章では、TinyWordにサーバーへのデータ保存機能を実装します。７章で解説した

GoogIeAppEngineでサーバーサイドのAPIを実装し､Webブラウザ側のJavaScript

でそれらにアクセスして機能を実現します。そして最後に､GoogleAppEngineでアプリ

ケーションを全世界に公開する手順も解脱します。

CIosureLIbraryはＡｊａｘを普及させたGoogleが開発するライブラリですから、通

信関連の機能はたいへん充実しています｡単にXMLHttpRequestを抽象化するだけで

なく､複数のリクエストを統合的に管理できます。それらの機能のおかげで､ＴｉｎｙＷｏｒｄ

の通信機能はとてもシンプルに実装できます。
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第８章サーバとの運撰

８名ｻー バー ｻｲドAPIの設計

「‘1.1アプリケーションの仕傑を決める」でTinyWordの(l:機を決めた際、サーバーとの通傭プロトコル

については後I‘'Iしにしていました。サーバーサイドAPIを実盤する前に、まずはその化傑を検討しなけれ

ばなりません。

アプリケーション・ロジックを考える際にMVCアーキテクチャを参考にしたように、サーバーサイドAPI

でも雌〃のパターンを調査して可能な限り踏襲することが良い殺計への近辿です。そこで､まずはWebア

プリケーションのＡｌ)[によく川いられる「R1ESTnllAPI」の概念について而liiにﾙ糊附し､それをベースにして

'1'inyWordのAI>lll抑を脈定させます。

８．１"１ＲＥＳＴｆｕＩＡＰＩとは

RESTlillAPlとは、そのfﾉIのとおりREST（RGI)resonlatioI1alSta[G'rI･ansIbr）と呼ばれるアーキテクチ･Ｉ'を

ベースにしたAPlです。RESTはRoyFjelding氏が提I1Hした概念で、今1.1のＷ(､bのJi蝿となっている一辿

の原則を示したものです。少々乱鵠ですが要約すると以下のようになります。

1．HTTＰメソッドを正しく使用する

HTTPメソッドとは､ＨＴＭLフォームのmethod属性に術定するアレですお馴染みのGET(取得)、

ＰＯＳＴ(新規作成）に加えて、ＰＵＴ(更新)、DELETE(削除)などがあります（規格上は他にもありま

すが、ほとんど使われません)。HTMLフォームではデータの更新や削除にもPOSTを使いますが、

RESTではH･ITI>の本来の懲阿に沿ってPUT、DELErEを漸用します。

2.ステートレスにする

すべてのAPI呼び出しを単体で完結させ､先行するAPI呼び出しのhW報をﾘ|き継ぐような仕様(例

えば同じAPIを述統して呼ぶと続きのデータが取得できるなど）は排除します。こうすることでサー

バーが状態（許クライアントにどこまでデータを送ったかなど)を似排する必喫がなくなり､(1噸性と

スケーラビリティが大IWiiに改縛されます。

3.リソースに一意のURLを持たせる

URLは水来の懲味からして対象とする情報（リソース）を特定するものですから、RES.rはその役

ＩｌＩ１をｗｌｌｌします．先に反対の例を示すと､｢htII〕://lbo・com/llles｣でl｣グインニ1.-．ﾘ'一が所持するフフ′

イルのリストを返すようなサービスは雌滞にはRES'1､でばありません。ユーザーによってURLが指す

リソースが変わってしまうからです。RESTではリソースの特定に必典なすべての仙綴をURLに含め

ることで､この問題を解決します。先の例であれば､「hUp://Ibo,Com/61Ｇs/<use,．>」のようにユーザー



RESTＭＡＰＩの股計において、もっとも重要な要素はリソースです。どのようにリソースを用意するかに

よって、API殺計の半分以上が決まると言っても過言ではないでしょう。TinyWordで用意するリソースと

そのＵＲＬ(パス）を表8-1に示します。

８．１サーバーサイドＡＰＩの設叶

1０

の仙淵を含めることで、URLが常に特定のリソースを指し示すようにします。
１

4.ハイパーリンクを活用する

ほとんどのリソースは、他のリソースを参照する情報を持ちます。例えばフアイルリストのリソー

スは個々 のファイルへのリンクを持っているはずです。そのような悩報を表現するため､RESTfulAPI

ではＸＭＬやjSONのようなフォーマットを用いて、そのリソース本来のh１噸に加えて他のリソースへ

のリンク悩側も育めて返します。このとき、リンク梢報は断ﾊ･的なもの（ファイルのＩＤなど）ではな

く、完全なURLを用います。こうすることで、クライアントがURLの形式を知らなくても、関連する

愉報へアクセスできるようにします。

２

３

４

５

６

これらの原則に従ったAPIを総称してRESmllAPIと呼びます。GoogIcの－．辿のCDalaAPIやその他の

A1omAPl（AlomPubIiShingProtocol）がその代表例です。RESTに蝦づくことは、扱いやすく侭頼性の商

いAPIをi役計するための大きな助けとなります。

７

8.1.2ＴｉｎｙＷｏｒｄのリソース ９

パス
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パスの峨初の要素（｢<ユーザーＩＤ>｣の部分）は、GAEのUse応APlで取得できるユーザー固ｲiのlDで

す。これにより、ユーザーごとに個別のリソース･セットを実現しています。もちろん、ログインユーザー

以外のデータにアクセスできては困るので、URL中のユーザーＩＤが現ｲl；のログインユーザーでなければ

エラーを返します。

ひとつめのtrceリソースはフアイルヅリーの悩報で、クライアントサイドのデータソースと同じ梢造を

持ったjSONデータです。このリソースを操作するAPIを便宜的に｢T唾eAPI」と呼びます。

２つめのfileリソースは文詳データ本体です。ファイルツリーには個々 の文舛を識別するIDのみを保存し、

実際の文岬データはこのリソースから取得します。このリソースを操作するAPIを｢FiIeAPI｣と呼びます。

以降では、これら２つのAPIについて、祥細な仕様を決定していきます⑥雅木的にはREST形式を意識

して設計しますが､TinyWbrdで実装するのはアプリケーション内でのみ利用するローカルAPIなので､完

全なREST形式は少々オーバースペックです。実装コストを削減するため、とくに後半２つの原則は大幅

に綴和することにします。

１１

◆
。
Ｑ
み
‐

ｒ
０
．
１
ｔ
Ｐ
か

■表8-1：TinyWordのリソース

内容

/＜ユーザーＩＤ>/fiIe

/＜ユーザーＩＤ>/tree データソースが保持するファイルツリー情報と同じ幡造のＪＳＯＮデータ

それぞれの文盲ファイルの内容
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8.1.3ＴｒｅｅＡＰＩの設計

TreeAPlはユーザーのファイルツリー僧報（画面の左ペインのツリーコントロールに表示されているも

の）の取得･操作を行います。このリソースへの各HTTPメソッドの処理内容を表8-2に示します。どのメ

ソッドもリクエストボディやレスポンスボディはJSON形式で、必要に応じてクエリーパラメータも指定しま

す。

■喪Ｂ２：ＴｒｅｅAPIの各HTTＰメソッドの侭能

ＨＴｒＰメソッド 機能

ＧＥＴ フアイルツリー全体のＪＳＯＮデータを取得

ＰＯＳＴ フォルダの新規作成

ＰＵＴ 特定のファイル･フォルダの名前変更

ＤＥＬＥＴＥ 特定のファイル･フォルダの削除

CETメソッドはフアイルツリー全休の‘li1l柵(クライアントサイドのデータソースが保持している｣SONデー

タと同じ柵造のもの)をJSON形式で返します。クエリーパラメータは不要です。TinyWbrdは起動時に--・

度だけこのリクエストを行い、データソースの内容を初期化します。

POSTメソッドは特定の親フォルダの''1に新規フォルダを作成します（ファイルの作成はFileAPIで行い

ます)。このメソッドのリクエスト・レスポンスの内容を表8-3に示します。〈親フォルダのパス〉は親フォ

ルダのデータソース・パス、〈フォルダ名〉は新規フォルダの名前です。サーバー側ではフアイルツリー

に新しいノードを追加し、〈キー文字列〉に新規ノードのキー、〈ノード情報〉にノードの内容（４章の表

4.1の内容のもの）を格納して返します。

■衷８－３：TreeAPlPOSTのリクエスト・レスポンスの内容

項目 内容

クエリーパラメータ ?path=＜親フォルダのパス＞

リクエストボディ {･#text･;＜フォルダ名＞Ｉ

レスポンスボディ １.key~;＜キー文字列＞､､value．:＜ノード偶報＞｝

PUTメソッドは指定されたファイル・フォルダの名前を変更します。このメソッドのリクエスト・レスポン

スの内容を災８．４に示します。〈対象パス〉は名前変更するファイル・フォルダのデータソース・パス、〈

ファイル名〉は折しいファイル・フォルダ名です。レスポンスボディは空のJSONデータになります。



8.1サーバーサイドＡＰＩの設計

口塞Ｒ４：Ｔ『ｅｅＡＰＩＰＵＴのリクエスト･レスポンスの内容

項目 内容

クエリーパラメータ ?path=＜対象パス＞

リクエストボディ I.#text｡:＜フアイル名＞｝

レスポンスボディ 1１

DELErEメソッドはクエリーパラメータ「pa【h｣で指定されたファイル･フォルダの削除を行います。対象

ノードがファイルの場合は、関連する文書データも削除されます。レスポンスは空のJSONデータです。

8.1.4ＦｉＩｅＡＰＩの設計

FileAPlはユーザーが作成した文書データの取得･保存を行います。このリソースへの各HTTPメソッド

の処皿内容を表8-5に示します。こちらもリクエストボディ･レスポンスボディはすべてJSON形式です。ま

た、ファイルのWll除はTIPeAPIで行うので、DELErEメソッドは実装しません。

■豪Ｂ－５：FlIeAPIの各ＨＴ｢Pメソッドの機能

HTTＰメソッド 機能

ＧＥＴ 特定の文書ファイルの内容を取得

PＯＳＴ 文酉ファイルを新規作成

ＰＵＴ 既存の文書フアイルを更新

CETメソッドは文抑ファイルの内容(HTML形式のテキスト）を返します。このメソッドのリクエスト・レ

スポンスの内容を表8.6に示します。〈ファイルＩＤ>はデータソース・ノードの「@link」メンバに保持され

ているＩＤです。レスポンスのく文苫データ〉は文抑データのＨＴＭL形式文字列です。

■表８－６：FileAPlGETのリクエスト･レスポンスの内容

項目 内容

クエリーパラメータ ?id＝＜ファイル|Ｄ＞

レスポンスボディ {･content｡:＜文書データ＞｝

POSTメソッドは指定された親フォルダの中に新規ファイルを作成し、そこに文謝データを保存します。

このメソッドのリクエスト･レスポンスの内容を表8.7に示します◇フフ'イルツリーに新規ノードを追加する

ので、内容はTreeAPIのPOSTとほとんど何じです。唯一、リクエストボディのく文茜データ〉に文瞥デー

タのHTML形式文字列を指定します。
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■衷８．７：FiIeAPIPOSTのリクエスト･レスポンスの内容

項目 内容

クエリーパラメータ ?path＝＜親フォルダのパス＞

リクエストボディ {･弐ext｡:＜フアイル名＞,。content.:＜文害データ＞｝

レスポンスボディ {･key｡:＜キー文字列＞,.value｡:＜ノード旧報＞）

PUTメソッド文群データを更新します。このメソッドのリクエスト・レスポンスの内容を表８８に示しま

す。〈ファイルID>、〈文書データ＞はGETリクエストと同じ意味です。レスポンスボディは空のJSONデー

タになります。

■変Ｂ･Ｂ：FileAPIPUTのリクエスト･レスポンスの内容

項目 内容

クエリーパラメータ ?id＝＜ファイルＩＤ＞

リクエストボディ I･content｡:＜文囲データ＞Ｉ

レスポンスボディ {｝

以上でTinyWOIdのAPIの仕様が決定しました。ここからは､上記の仕様に従ってサーバーサイドとクラ

イアントサイドの実装を進めていきます。
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8.2ＧｏｏｇＩｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫのインストール

ＧｏｏｇＩｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫの
インストール

’riI1yW()I･(lのサーバー･ﾘ･イド尖装に(よ(;AE御;|川Ｉしますが、そのために,勝煙なのが(;００８k,ＡＩ〕1〕Ｅ１)8iIw

SDK(以下CAESDK)です。これなインストールすることで､CAEの機能にアクセスするためのPyIhonライ

ブラリ、GAE環境をエミュレートする洲発jI1Ij-カルWebサーバー、各種コマンドラインツール、そして

それらを統合したGUlツール「G〔)[)gleAI)I)EnginGLaullcheI､」（以ドGAELaIln(､hcr）などが利用でき為よう
になります．ＧＡＥＳＤＫは以下のページから雌料でダウンロードできます。

ＧＡＥＳＤＫのダウンロードページ：

http:／/code,google・ＣＯ､/intl/e､/appengine/downloads,ｈｔｍｌ

以降でWindows、ＭａｃＯＳＸ、Ｕｌ)lInUILinlⅨでのインストール方法を解説しますので、枕者の珊境に

合った方法でインストールしてください

ＮＯＴＥ

ＧＡＥＳＤＫのダウンロードページには日本語ページも存在します｡しかし､そちらは古いバージョンの

ＳＤＫにリンクされていることがあり､トラブルの元になることがあるようです｡英語のダウンロードページの

利用をお紬めします。

８．２．１Ｗｉｎｄｏｗｓの場合

CAlZSI〕Ｋのダウンロードページから「Coo8IeAppEngineSDKIbl･Pylhon」のＷｉ【1.()w罵版

(CoogleAppEngine-lバージョン番剖.msi）をダウンロードし、実行してください（凶8.1)。あとは通常の

手順でインストールできます毎

８

鵬1１
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画図８－１：Windows版ＧＡＥＳＤＫインストーラの最初の画面
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インストールが定了すると、デスクトップに「CoogleAppEngineLauncheI･ー というショートカットが作成

されます．これを起肋することで、GUIツールのGAELauncherが開きます（図8.2)｡

」剛８．２．Ｗｌｎｄｏｗｓ版GAELaunchB『

毎W露p卿＄茸ＩｐＩ鋤燕
｜、山皿十ｆ･”ﾛ0,“凹口０ｍ
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園
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鯵
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8.2.2ＭａｃＯＳＸの場合

GAI?ＳＤＫのダウンロードページから「CoogleAppEngineSDKfbrPython」のＭａｃＯＳＸ版

(GoogleAi〕I〕EngineLaun(､her.Iバージョン番剖.dm8)をダウンロードしてくださいあとは通常の手順、す

なわち.dmgフフ'イルをダプルクリックでマウントし、アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグ＆ド

ロップすることでインストールできます。

インストールしたCoogIe八lpI)EngiI1eLauI1cheI:appを起動すると、最初に「MakeCommalldSymlinks?｣と

いうダｒﾌ'Ⅷグが炎示されます(間８３）これはコマンドラインツールのインストール(シンボリックリンク

の作成）を行うかどうかを輔れるものですが、水[#ではとくに必典ﾉIj:いので「Cance1」をクリックしてくださ

い。このダイン'ログはCAELaun(､herのメニューでIGoogleAppEngineLauncherI>IvIakeSymlinksIを選択す
ればいつでも災示できます。


