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8.2ＧｏｏｇＩｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫのインストール

国図８－３：コマンドラインッールのインストールを肪ねるダイアログ
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ダイアログを閉じると、ＭａＣＯＳＸ版のCAELauI1chcI･が起動します（閃8.4）

画図８－４：ＭａｃＯＳＸ版GAELauncher
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Linux版のCAESDKにはCAELalII1〔､h()１．が付ｶしていないので、別途インストールします。まずはGAE

LaLInchcrの実行に必亜となるwxPyihonをＯＳのパッケージ管叩､ソールでインストールします，Ubunlu

GAESDKのダウンロードページから「CO()gleAI〕I)EI18in(､SDl<fbrPy[hoI1」のLinux/OthcrPlatfbrms版を

ダウンロードし、それを腰側してgoOglP-aI〕PenBineフォルダへのシンボリックリンクを/usr/localに作成し

てください。・辿の作業を行うコマンドを以ドに,I〈します（'１．３７１の部分は､最Wf版のバージヨン砺替に

Ffど換えてください)ハ

ｃｄ－

ｌ‘Igethttp:／/googleappen9ine､googlecode.ｃon1/files/goo91e-appengine-1.3.7.zip

unzipgoo91e-appGn9inG－１．３．７．ｚｉｐ

ｓｕｄｏｌｎ－ｓ＄HOME/google-appen9ine／usr/１０cal/googlG-appen9ine
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Lil1uxの場合は以下のコマンドになります銅

ｓｕｄｏａｐｔ－ｇｅｔ－ｙｉｎｓｔａＵｐｙｔｈｏｎ－ｗｘｇｔｋ２．８

GAELaunchCr本体は､Subvcrsionリポジトリから直接ダウンロードします（複数行になっていますが、

ifで人ﾉjしてください)。

svncheckout

http:／/google-appengine-wx-launcher,googlecode,ＣＯ､/svn/trunk

qooqle画appenqine-1auncher

g〔)()91(､-aI)}〕cngine-laullcller/CoogleAl〕pEngineLaullcher.pyを'丸行することでダウンrT-ドが終わったら、ｇ〔)091(､．

GAELauncherが起動します（図8-5)，

固図８－５：Linux版GAELaunche『
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これらの処理はいずれも比較的シンプルに尖装できます。コードlIlもそれほど多くならないので、

linyw(〕I､(lフォルダにmampyというファイルを作成し、そこに.』-べての処'''1を爽装します。

８．３サーバーサイドの実雲

Ｂ､３ｻー バーｻｲドの実装

8.3.1ライブラリのインポート

GAESI)Kのf('1備が溌ったので、TinyWordのサーバーサイドの実挫をrj:います。実装すべき機能は以
ドの３つです御

1．TinyWordのﾄｯブページの生成

2‘フアイルツリーの取得・更新・削除(TreeAPl）

3.文醤データの取得・更新・削除(FiIeAPl）

mfIin.I)yの先頭では、必要なPy〔honライブラリのインポート通行います。

■tinywordYmainpy(１行目)：

＃codinq=UTF-8

●
○

Ｆ
．
Ｐ
』

M1Ｎ

「7.2PyII1oI1のJ農脆」で説明したとおり、先頭のコメントはソースファイルの文'ﾅ:コードの指定です。そ

の111[後でインポートしている２つのモジュールはPyIhon僻(【&ライブラリのモジュールで、Ｃｓはファイル槻

作や珊境変数の取得など、ｒｅは正規表現検索・世換など態サポートします。

useIs、。b，webappはCAEのモジュールで、それぞれユーザー認祇、データストアアクセス、HTTPリ

クエストの処理をサポートします。これらの詳細は７噸を参照してください。

9ooglG･appengine､ａｐユimportusers

9oogle･appengine,ｅｘｔｉｍｐｏｒｔｄｂ

９ｏｏ９１Ｇ･appen9ine､extimportwebapp

9oo91G･appengine･ｅｘｔ､ｗｅｂａｐｐｉｍｐｏｒｔｕｔｉｌ

９ｏｏ９１ｅ・appengine･ｅｘｔ･webappimporttemplate

django・utilsimportsimplejson

impOr上ＯＳ

ｉｍｐｏｒじｒｅ

ｍ
、
、
、
ｍ
ｍ

Ｏ
０
０
０
０
ｏ

ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ

ｆ
ｆ
｛
ｆ
ｆ
ｆ
ｆ
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最後にインポートしているsimplejsonモジュールは、PythonでJSONのエンコード・デコードを行うライ

ブラリです。多数のメソッドがありますが、本謝で使用するのは表8.9の２つだけです。

■表８．９：simplejsonモジュールのメソッド

ﾒソッド 説明

simplejsonIoads(string）stringをＪＳＯＮ文字列と仮定して､Pythonのオブジェクトに変換します

simplejson､dump(obj）objをＪＳＯＮ文字列に変換します

simplejsonはCAESDKに付属するDjangoというWebアプリケーションフレームワークに含まれているも

のです。本押ではDjangoについては扱いませんが､webappよりも多くの機能を持つ本格的なＷｅｂアプリ

ケーションフレームワークです。CAEで人規模なWebアプリケーションを柵築する際は、利用を検討する

とよいでしょう。

8.3.2webappフレームワークの初期化

TinyWOrdでは、サーバーサイドのフレームワークとして「7.3webappフレームワーク」で解説した

webappを使用します。ソースコード上の順番とは違いますが、先にファイルの岐後にあるwebappフレー

ムワークの初期化部分を見てみましょう。

■tinyword¥mainpy(２２３行目)：

application＝webapp､NSGｴAppUcation(Ｉ

（｡／('八/】+)/tree｡，TreeHandler)‘

（｡／(I八/】･)/file｡，FileHandler)‘

（.．。，，TopPageHandler)l‘True）

defmain(》：

util､run-D9sgi-app(application）

ｉｆ－ｎａｍｅ－＝重’一main一・：

main(）

基本的には７章で解説した初期化処理と同じです。コンストラクタの第一引数（リクエストパスとリクエ

ストハンドラの対応リスト）は先頭から順番に処理されていくので、パスが「/ユーザー名/tree」なら

TreeHandIerが、「/ユーザー名/61e」ならFiIeHandIerが、それ以外ならTbpPa8eHandIe｢が、リクエスト処

理に使用されます。

コンストラクタの第二引数にはＴｍｅを指定して、webappフレームワークをデバッグモードで動作させて

います。開発が終了してアプリケーションをfリリースする際には、falseに変更してください。



defget-code(Self》：

returnｓｅｌｆ･codeー

８．３サーバーサイドの実裟

8.3.3例外の定義

〔‐､）

リクエストの処理中に発生したエラーを伝連するための例外クラスを定磯しておきます。械叩ではすべ

ての例外がIntemalServerEImr(ステータスコード500）として処理されてしまうので、それを変更して適

切なステータスコードを返せるようにします。

Pythonの例外はExcep(ionの派堆クラスとして定職します｡例外のパラメータとしてHTrPステータスコー

ドをとり、例外の処理コードでステータスコードが取御できるようにしておきます。

２

３

←１

｡
■tinywo『d¥main.py(１４行目)：

classHttpError《RuntimeError》：

def-init-(selr，code)：

Ｓｅｌｆ･Code＝ロＣｏｄｅ

６

、
４
１
．
‐
ご

ｊ
ｑ
ｉ
Ⅱ
‐
少

７

8.3.4モデルの作成

1１
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def-str-《self》：

returnpHTTPERROR：STATUS％｡、％（selr､code_）
１０

実際にこの例外を処理するのはリクエストハンドラのhandle-exceplionOです｡このメソッドは｢8.3.6ＡＰＩ

処瑚の基底クラス」にて定錠します。

ClaSsUBerData(｡b､Model)：

ｔｒｅｅ白。b・TextProperty(default=･(｡､type｡:･だolder･}･）

next-id雪。b・Inte9erProperty(default-O）

defget-nexLid(self)：

self・ｎｅｘＬｉｄ＝ｓｅｌｆ･ｎｅｘＬｉｄ＋１

retumself・ｎｅｘＬｉｄ

｡e垂geLtree-Obj(self)：

returnsimplejBon・loads(self・tree）

TinyWOrdでは、データストア用に２つのデータモデル（dbModelの派′kクラス）を定銀します。ユー

ザーごとのデータ（主にファイルツリーの内容）を保件するUserDalaと､文幽データを保存するFiIeDalaで

す。データストアについては「7.4データストア」を参照してください。

■tinywo『d¥main・py(２５行目)：
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clas8FileData(｡b・Model)：

content画。b･TextProperty(）

UserDataには、ファイルツリーをJSON文字列（クライアントサイドのデータソースと同じ柵造）で保持

するtreeと、ユーザー単位でユニークな盤数IDを生成するためのnextidの２つのプロパティがあります。

tI･ccプロパティのデフォルト値は空のルートフオルダのみを持つフフ'イルツリーです。定縦されている２つ

のメソッドはそれぞれ表８．１０のような機能を持っています。

■表B-10：Use『Dataクラスのメソッド

ﾒソッド

get-t『ee-objO

get-next-idO

説明

t｢eeの内容をパースしたオブジェクトを返します

ユーザー単位でユニークな整数ＩＤを返します｡ファイルツリーのノードのキー文字列を生

成するために使用します

FileDalaは恥純に文凹を保存するだけなので、文字列プロパティ「contDnt｣のみを定捜しています。

8.3.5トッブベージの処理

トップページのリクエストハンドラである1bpPageHandlerクラスを定鎧します。「7.3webaPpフレーム

ワーク」で解説したとおり､リクエストハンドラはwebappReques(Handlerの派2kクラスとして定捜し､ＨTI･Ｐ

メソッドに対応するメソッドを定義します。トップページはGETでリソース（HTTPファイル）が取得できれ

ば良いので、getoメソッドを定義するだけでじゅうぶんです。

■tinyword¥main･py(４０行目)：

classTopPa9eHandler(webapp･RequestHandler)：

ｄｅｆｇｅｔ《selr)：

useｒ＝ｕｓers.get-current-UserO

UserData､get-orLinsert(user,useｴLid()）

ｈｔｍｌ＝template･render(･index､html｡，｛

‘lo9out-JJrl‘：ｕｓers・Create-1o9out-UrMself・request､url)‘

・useE-name｡：user･email()，

・uSeLid｡：user,use里id(）｝）

self・response・out・write(html）

ｇｅ〔0メソッドでは､まずUsmSAPI（｢7.5Googleアカウントとの辿拙」参照)を利用してログインユーザー

の情報を取得し､それに関連するUserDaIaエンテイテイを取得（なければ作成）します。そしてwebappフ

レームワークのテンプレート機能でＨＴＭＬを生成し、それをレスポンスボディに普き出します。後にTiny



8.3サーバーサイドの実裟

Wordのすべてのページはログイン必須とするので、ユーザー情報の取得に失敗することはありません。

UserDataエンテイテイの取得に使用しているget-oILinsertOメソッドは指定されたキーを持つエンティ

ティが存在すればそれを返し､なければ新たに作成するメソッドです。第一引数はエンティティ名なので、

UserDataのエンティティ名は常にユーザーの固有ＩＤになります。

ＨＴＭLテンプレートとして使っているindcxhtmlは、ここまでTinyWoIdの表示に使ってきたもの

(tinywoId¥index・hIml)です。現状では単なる牌的なＨＴＭLですので、ページ右上にログインユーザー名

とログアウトボタンを表示するように変更します。id=・main･の､1Vタグの下に以下の記述を追加してくださ

い◎

■tinyword¥index・htmI(２３行目)：

<dividp･u8er-info｡＞

〈b>{{use硬｣1amelesCape)}</b＞

</div＞

<ahrer=･{{1ogout-Urllescape}}画>ログアウト</a＞

もうひとつ、ユーザーＩＤをＷｅｂブラウザ側のJavaScriptに引き渡すために、以下のスクリプトタグを

HEAD内に追加します。ユーザーＩＤは数字しか含まないはずですが､念のためフィルタを適用してｲくiEな

文字の混入に対処しています。

■tInyword¥index・ｈｔｍｌ(１２行目)：

<8cripttyPep‘‘text/javasCript‘,＞

windowI'uBeLid'１口｡((user-idlurlencodeladdslashes}}，'；

</script＞

ログインユーザー梢などの表示を整えるため、stylcshcct､ＣＳＳにスタイル指定を追加します。

■tInywordWlles¥styIesheet､CSS(６０行目)：

Ou8er-info｛

だont-sizeg14px；text-ali9n:right；z-mdex：１；

position：ab8olute；ri9ht：４px；top：０；

｝

これで、ログインユーザー名とログアウトボタンがページ右上に表示されるようになります。

8.3.6ＡＰＩ処理の基底クラス

TreeAPIとFileAPIの処理には多くの共通点があるので、基底クラスBaseHandlerを定義し、それらの共

通処理を実装します。
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■tinyword¥main､py(５１行目)：

clasBBaseHandler(webapp・RequestHandler>：

＃クラス定蕊.．．

BaseHandlerクラスでは、HTTPメソッドの処理のうちPOST、PUT，DELETEの処理を定義します（CET

は個々のクラスで定義します)。PosrとPuTの処理はほぼ同じなので､代表してPOSTの方を解説します。

■tinyword¥main､py(５２行目)：

defPost(self，user-id)：

selr・validate-request(use里id）

reLbody雪simplejson､1oads(self・request・body）

res-body画。b・ruILin-transaction(selfhandle-post，req上ody）

self,outPut-json(res-bOdy）

まずvalidate-requestOメソッド(249ページ参照)でユーザーＩＤとContentJIypeヘッダを検証し､トラン

ザクション鞍|州始してhandleLpostOを実行します｡handle-postOは符派生クラスで定義するリクエスト処肌

メソッドです。このようにリクエスト処理全休をトランザクションに入れることで、更新リクエストが亜なっ

てもデータが破綻しないようにしています。

また、POSIyPUTメソッドのリクエストボディ・レスポンスボディは常にJSON形式なので、リクエストボ

ディのパースとレスポンスボディのJSON変換・lH力をこのメソッドで一括して行っています。

DELErEメソッドの処理もほぼ同梯ですが、リクエストボディがないのでContent-Typeの検証とリクエス

トボディのパースは行いません。単にトランザクション中でhandle-deleteOを実行し、その返り値をJSON

変換して出力するだけです。

■tinyword¥main・py(６４行目)：

derdelete(self，user-id>：

self､validate-request(user-id，False）

res上ody＝ｄｂ､run-iILtransaction〔self-handle-delete）

self､output-json(res-body）

handleLpostO、handleLputO、handledeleteOは派生クラスでオーバーライドしますが、念のためエラー

レスポンスを返すだけのメソッドを定義しておきます。

■tinywo｢d¥main､py(６９行目)：

defhandle-Post(selだ，req-body)：

raiSeHttpError(501〉

defhandle-put(seぱ”req-body)：

raiseHttpError(50ﾕ）

’
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defhandle=delete(self，req-body)：

raiseHttpError(501） ワ

リクエスト処剛111に発生した例外は､すべてhandle-excep〔ionOでキャッチできます。引数は順に例外オ

ブジェクト、デバッグモードのフラグです。TinyWordでは例外オブジェクトがHttpEm)『インスタンスだっ

た場合にステータスコードを反映させる処理を行います（isinsIanceはJavaScrip【でいうinsmnceo『です)。

さらにデバッグモードだった場合は、例外の内容をレスポンスボディに出力します。

へ
』

l(）

Ｌｔ

５

■tinywo『d¥main・py(７８行目)： 角
、
〃
ロ

ー
Ｊ
１
‐

deEhandle-exceptlon(self，exception，debu9-mode)：

ifi8instance(exception，HttpError)：

self・error(exception､get-code()》

selだ.response・headersI‘Content-TYpe･】＝,text/plain,

iEdebugJnode：

Self・reBponse・Out・write(exCeption）

ｅｌｓｅ：

self・response,out･write('Error'）

ｅｌｓｅ：

Bupe源(BaseHandler，Self).handle-exception(exception，debug｣､ode）

Ｉｉ

１ｆ.ｑ
ご『ここからはレスポンス処珊から呼び出されるユーティリティーメソッドの定義です。まずoulpuLjsonOは

渡されたオブジェクトをJSON文字列としてシリアライズし､レスポンスボディに書き出します。レスポンス

の先頭には「while(1);」を挿入してSCRIPTタグによる不正な読み取りを防止しています。この文字列はク

ライアント側で取り除いてから｣SON文字列をデコードします。

９

■tinyword¥main､py(８９行目)：

１１

■tinyword¥main・py(９３行目)：

defvaUdate-reqUest(selだ．userLid，checlLtype画True)：

ｉｆｕｓｅｒとｉｄ１回ｕｓers・get-current-user《）.userLid()：

raiseHttpErrOr(403》

validate_1℃questOはリクエストパスのユーザーlDとConlent-Typeヘッダを検証し、不正な値であれば

HItpErmr例外を投げます。第２引数にFaIseを渡すと、ContenFIypeヘッダの検証を行いません（GET／

DELETEﾒｿｯド向け)｡

deroutput-json(Self，data)：

self・response・headersI･Content-Type･】＝・application/json・

self・regpon8e･out・write(･while(1)；,、simplejson､dumps(data)）

249
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type目Self･requeBt･headers､9et(‘Content-Type'，，,）

ifcheclLtypeandtype・鉦､｡(‘appUcation/json，）〈０８

raiseHttpError(400）

validale-pathOはクエリーパラメータ「pa〔h」で渡されたデータソース・パスの正｝'1性を確認します。リ

クエストによってはルートフオルダに対して行うべきでない処理もあるので（例えばフォルダの削除など)、

そのようなリクエストではallowLrootをfalseにすればルートパスに対して例外を発生させます。さらに､パ

スの雌後がファイルやフオルダのノード(キーが｢『数値｣となっている）で終わっているかどうかを確認し

ています。

■tinyword¥mainpy(１００行目)：

dervaUdate-path(selr，path，allobLroot)g

irpath､rind(‘／･）〈０：

ｉｆｎｏｔａｕｏｗＬｒｏｏｔ：

self,request・header8I‘A110w‘１．，GET，POST，

raiseHttpError(405）

ｅＵｆｎｏｔｒｅ・search(‘/rVd+$・，path)：

raiseHttpError(404）

json-queryOはJSONをデコードしたオブジェクトからデータソース・パスに対応するノードを検索するメ

ソッドです。split0でパス文字列を各要素の配列に変換し､Ibrinでツリーを辿ります。パスの先頭要衆を

削除しているのは、データソースのルートノード（$FileT1℃e）がUserDaIaエンティティのtreeプロバティに

は含まれていないためです。

■tinyword¥main､py(１０８行目)：

derj8oLquery(self、objpath)：

ｐａｔｈ＝path・split(･／‘》

ｄｅｌｐａｔｈＩＯ１＃パスの先頭要素を削除

ｆｏｒｉｄｉｎｐａｔｈ：

ｉｒｎｏｔ（oｂｊａｎｄ（ｉｄｉｎｏｂｊ)》：

returnNone

objpobjIidl

returnobj

gel-useLdalaOはログインユーザーに対応するUscrDalaエンティティをデータストアから取禅して返しま

す。トップページがアクセスされる前にＡＰ'が呼び川されることはあり得ないので､ここではget-oILinscITO

ではなくgel-by-key-nameOでエンティティを取縛しています。もしエンティティが取御できなければ、内

部エラーの例外を投げます。



■tinywo『d¥main､py(１１７行目)：

def9et-use屋_data(8elf)：

useｒ＝ｕｓers､geLcurrent-user(〉

ｄａｔａ画UserData・get上y-key-name(user,use二id()）

ifnotdata2

ralBeHttpError(500）

ｒｅｔｕｒｎｄＥｔｇ

8.3サーバーサイドの実穣

crea〔eLnewLentryOは新しいファイル・フォルダのノードを作成します。引数は順にUserDa田エンテイ

ティ、親フォルダのデータソース・パス、ファイル・フォルダの名前です。

■tInywcrd¥main・py(１２４行目)：

defCreate-neDLentry(self･usexLdata･parent-path，value)：

ｔｒｅｅ＝userLdata・get-tree-obj(）

parent画self･json-query(tree，parent-path）

ｋｅｙヨ･鰯｡，％u8er-data､9et-next-id(）

ifParentandParentI.､type.’ロ．，folder‘：

Parent,Betdefault(･entry‘，（}》Ikeyl＝value

u8er-data・tree宮Simplejson・dumps(tree）

u8er-data･put(）

ｅｌｓｅ：

raiBeHttpError(500）

retum｛’key'：key，，value･：value｝

まずUserDataエンティティからファイルツリーを取得し、そこに新しいノードを追加した_上でデータスト

アに保存しています。新しいノードのキーは同じUserDataエンティティ内でユニークでなければならない

ので、get~nexl-idOを使用して「｢数値｣形式のユニークな文字列を生成しています。返り値は、レスポン

スボディとするためのJSON形式のオブジェクトです。

8.3.7ＴｒｅｅＡＰＩの処理

TmeeAPIへのリクエストは、BasGHandlcrの派生クラスであるTYEeHandlerで処理されます。このクラス

ではCETリクエストを処理するgetO、およびPOST、PUT、DELE正の処理の本体であるhandleLposlO、

handle-putO、handledcICteOを定義します。

■tlnyword¥main・py(１３７行目)：

clagBTreeHandler(Ba8eHandler)：

＃クラス定藷.．．
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GETリクエストはUSerDataエンテイテイからファイルツリーを取得して返すだけなので､非常にシンプル

です。get-uselLdataOでログインユーザーに対応するUserDataエンティテイを取御し、treeプロパティの

値をそのままレスポンスボディに書き出します。

■tinyword¥main・py(１３８行目)：

defget(self‘user-id)：

ｓｅ唾.validate-request(useLid，False）

useｴ迄data＝selfget-user-data(）

self､response・headers('Content-TYpe'１＝・application/json,

self・response,out･write('while(1)；’十usexLdata･tree）

POSTリクエストでは､フォルダの新規作成を行います。クエリーパラメータから親フォルダのパスを､リ

クエストボディからフォルダ名を取得し、それをcreate-newとentIyOに渡してノードを追加します。レスポ

ンスボディの内容はcIEate-newとentiyOが生成したものをそのまま返します。

■tinyword¥main・py(１４４行目)：

｡e造handle-post(self，req-body)：

useLdata＝selだ.get-user-data(）

ｐａｔｈ＝selfreqUest・get(‘path，，,,）

value＝｛･＠type，：’folder｡，，#text,：req上odyIWtext,】ｏｒ１，）

self､validate-path(path‘True）

returnself,createJ1ewLentry(user-data，path，value）

PUTリクエストでは、フアイルやフオルダの名前変更を行います。json-queIyOでフアイルツリーから対

象ノードを取得し、その#textメンバにリクエストボディで指定された名前を設定してデータストアに再度

保存します。

■tinyword¥main.py(１５１行目)：

defhandle-put(self，req-body)：

ｐａｔｈ＝self,request､get(‘path‘，‘，）

ｓｅ唾.vaUdate-path(path，False）

useZLdata＝ｓｅぱ.get-J】ser-data(）

ｔｒｅｅ＝user-data・get-tree-obj（）

、ode＝ｓｅぱ.jsoILquery(tree，path）

ｉｆｎｏｔｎｏｄｅ：

raiseHttpError(404）

iだ‘#textOinreq-body:

nodeIWtext.】＝req-bodyI,#text,l

useLdata・tree＝simplejson･dumps(tree）

user-data・put(）

return｛｝



8.3サーバーサイドの実装

ｉｒ・＠1ink・ｉｎｎｏｄｅ：

ｆｉｌｅ＝FileData・get上yとid(１，t(､ode1.,1ink'ｌｏｒＯ)，usexLdata）

ｉｆｆｉｌｅ：

file､delete(》

戸
DF1RTEリクエストでは、フフ'イルやフォルダの削除を行います。

■tinywo『d¥main・py(１６５行目)：

defhandle-delete(self)：

ｐａｔｈ雪self､request､get(,path‘，’‘）

self・validate-path(path，False）

path８=path・rpartition('／‘）

uBeLdata回Self,get-uSer-data(）

ｔｒｅｅ＝usexLdata･get-tree-obj(）

entries-sel2､json-qUery(tree，PathsIO1）

ifpathsIZlinentries：

、ode画entriesIpath8IZll

if《‘entry・ｉｎｎｏｄｅ）ａｎｄｌｅｎ<nodeI･entry'１）＞０：

raiseHttpError(500）

253

ハ
ロ
ム

３

４

。

６

／

delentriesIpathsIZll

user-data・tree＝gimplejson・dumps(tree）

u8er-data・put(）

return｛）

ｅｌｓｅ：

raiseHttpError(404）

2.データソース・パスを､親フォルダのentryメンバまでのパスと､対象ﾉー ドのキー文字列に分割する

3.ison-queryOでﾌｧｲﾙﾂﾘー から親フォルダのeniryメンバを取得し､そこに対魚ﾉー ドが存在することを
確腿

4.削除対象のentryﾒﾝパが空でなければ(削除対象がフォルダであり､その中にひとつ以上のﾌｧｲﾙか
フォルダが存在すれば)､例外を発生させて処理を中断する

5.削除対魚ﾉー ドに＠linkメンバが存在すれば(つまりファイルであれば)､対応するFiIeDataエンティティを

削除する

6.ファイルツリーから対象ﾉー ドを削除する

7.ファイルツリーをUserDataエンティティに悪き戻し､データストアに保存する

ｑ

1０

長いので、処理内容を箇条苗きでまとめます。

1１

畔
Ｎ
油
。
津

1.クエリーパラﾒｰﾀから削除対象のヂｰﾀソース・パスを取得
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(2)のデータソースパスの分削にはrpartitioI10メソッドを使っています。これは指定した匹切り文字が蚊

後に出現する位価で文字列を分削するメソッドです．返り値は３製糸のダブルで､順に|><切り文字の前の

文字列（つまり親フォルダのentityノードのパス)、Ⅸ切り文字そのもの、区切り文字の後の文字ﾘ（対象

ノードのキー）になります。

8.3.8ＦｉｌｅＡＰＩの処理

FileAPIへのリクエストは､BaseHandlerの派生クラスであるFiIeHandlerで処理されます。gelO､handle

postO、handle-putOを定義しますが、ファイルの削除はTrもeHandlerで行うため、handle-deleteOはありま

せん。

■tinyword¥main・py(１９０行目)：

classFileHandler(BaseHandler)：

＃クラス定義.．．

GETリクエストは指定されたＩＤに対応する文ilIデータを返します。後述するnnd-meOによってFileDala

エンテイティを取得し、そのcomenlプロパテイをJSON形式でレスポンスボディに当き出すだけです。

■tinyword¥main､py(１９１行目)：

derget(self，u8eｴLid)：

sel垂.vaUdate-request(u8erLid･Fal8e）

use正_data＝selr・get-use置_dataO

file＝self・finLfile(use里data，self・request･get('id･‘Ｎone)）

selr・output-json(｛‘content‘：file・content｝）

Iind-IileOの定鎧は以下のようになっています。UserDalaの了から指疋されたＩＤに対応するFileDataエ

ンティティを検索して返します。エンティティが見つからなければ例外を投げます。

■tinywo『d¥main・ｐｙ(２１６行目)：

def趣nLfile(Self，use正_data，file-id)：

ｆｉｌｅ＝FileData・get-by-id(int(file-idorO)，uBer-data》

ｉｆｎｏｔｆｉｌｅ：

raiseIIttpError(404）

returnfile

POSTリクエストでは､ファイルの新規作成を行います。まず文抑データを格納したFileDalaエンティティ

を作成・保存し、ｃ【泡aIe-newとentIyOでファイルツリーにノードを追加します。



８．３サーバーサイドの実袈

■tinywo『d¥main・py(１９７行目)：

defhandle-poSt《8elf，req-body)g

pathaself・request･get(･path‘‘・‘）

self・validate-path《path，True）

use更_data回selだ.get｣』seE-data(）

ｆｉｌｅpFileData(parent=useｴLdata，content=req-bodyI，content'１）

file､put(）

value＝｛

o9typeO：Ｏｒｉｌｅｏ，

｡@1ink.：file・key().iLoｴLname()‘

，#text‘：req上odyI･#text･ｌｏｒ,‘｝

return8el2･create-new-entry(user-data，path‘value）

FileDaIaエンティティの作成時に､ログインユーザーに対応するUserDataエンティティを親にしているこ

とに注目してください。これにより､UserDataエンティティと所有するすべてのFileDataエンティティがひと

つのエンティティ･グループとなり、トランザクションでアトミックに更新できます。また、ユーザーが兇な

ればグループも異なるので､異なるユーザーからの史新処理がjLj:いをブロックすることがなくなり､スケー

ラビリテイが確保できます。

PUTリクエストでは文苫データの更新を行います。クエリーパラメータで指定されたＩＤのFileDataエン

テイテイを取得し、そのcontontプロパティを更新するだけです。

■tinyword¥main・py(209行目)：

defhandle-put(self，req-body)：

ｕｓｅ瞳_data＝self･get=userとdata(）

ｆｉｌｅ＝self･find_範1e(use置_data，self・reqUest・get(･id，‘Ｎone)）

file・content宮reLbodyI‘content,l

file・put(》

return｛｝

以上でサーバーサイドのスクリプトは実装終了です。いろいろと手を抜いているとはいえ､とてもシンプ

ルに実裟できているのがおわかりいただけるでしょう。GAEには苦手な処叩がいくつか存在するものの、

一般的なＷｂｂアプリケーションは従来より而単に実現できます。サーバーサイドを実装する手軽な下段と

して活用してください。
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a4CiosureUbraryの通信機能
Coo81eは、GoogleマップやGmailなどのアプリケーションにおいてJavaScriptによる非同期通信を本格

的に取り入れ､後に｢Ajax｣と呼ばれる技術を確立しました。これによってWebアプリケーションは従来の

ページ巡秒を中心としたものからインタラクティブなCUIへと進化し､デスクトップアプリケーションに劣ら

ない操作性を卿(｝しました。

CIosureLib畑1yには、そのCoogleのノウハウをもとにした数多くの通信機能が実装されています。それ

らを利川すれば、而倒なサーバーとの連携部分の実装を大きく簡略化できます。以降ではTinyWurdで

ｉｌｌｉ川する機能を中心として、Ｃｌ“urGLibI･aIyを使用したサーバーとの通(,妨法を解脱します

8.4.1通信関連のクラス

（》l〔)机11･(､Ijl)ｍｌｙの通偏関血の職能はgoo8netfZl前窺|冊にｉｌＷＩされています。ここには多数のクラスが合

よれてい辞１．が、ユニットテスト川のモ､ソククラスなどもあるので、すべてが災隙に､ﾘ･一バーとの皿‘iに仙

えるもので↓よありません．それら通除いた代表的なクラスを表８－１１に示します．

画炎８－１１：Closu｢eL1braryの主な通信クラス

クラス名 槻能

ＸｈｒＩｃ ＸＭＬＨｌｍＲｅｏｕｅｓ１を利用した非同期通Ⅱ.．

ＸｈｒｌＯＰＯＯｌ 擾致のＸｈ｢ＩＤを管]里する

Ｘｈ『ＭａｎａｇｅＩ 復致のＸｈｒＩｏによる非同窮通信の管理を行う

JSonC ＪＳＯＮＰを利用して憤報を取佃する

MｒａｍｅＩＣ |ＦＲＡＭＥを利属した非同期ファイルアップロードなど

ＲＩｌＭＯａｄｅｒ 理致のＵＲｌから同跨に憎報を取得すを

xpcCrossPageChanneI別ドメインの|ＦＲＡＭＥとの通信

TinyW〔)I･(lではXhl､I()とXhl･MaI1ageI･を利Ⅱ]するので、以降ではそれらな中心に解脱します，

８．４．２Ｘｈｒｌｏ

XI1rI《)はJfMlS(･rlI》lの|州IＩ的なllT'1,Pリクエストのｆ法であるXMLHIlpRP(I11ebl巻ラップしたクラスで．‘)・

〔)Er，POST，PU1，、DELlnEのいずれのHTTPメソッドも荒行､I能で、リクエストヘッダも辿加できるなど

柔Ｉ吹なリクエストが､｢能です。その反面、Webブラウザのクロスオリジン制約が‘Ml1せられるため、WeI。



8.4ClosureLib砲ryの通信樋能

ページと異なるドメインにはリクエストが発行できません。ドメインを超えた通傭はサーバーで仲介する

か、JSONPなどの手法を利用する必婆があります。

Xhrloクラスのコンストラクタは省略可能な引数をひとつとります。

goog,net､Xhrlo([xmIHttpFactolry]）

xmlHttpFactoIyはgoOg・net･XmIHltpFaclowインスタンスで、省略すると通附のXmIHUpRequestが使用

されます。アプリケーションがこの引数を指定することはほとんどありません。

実際に通信を行うには、まずインスタンスを作成し、必要なイベントハンドラを設定した後にsendOを

呼びます。以下はCETリクエストを発行してレスポンスボディをalerlOで表示する例です。

var｡ｍｒｉｏ国newgoog･net･XhrIo()；

goo９.events､1isten(xhrio，goo９.net､EventType・SUCCESS，function(e）｛

alert(e・target・getResponseText()ル

ル

xhrio・send(‘/path/to/data･txt,〉；

ＮＯＴ直

単にレスポンスを取得するだけなら､クラスメソッドのsend()で簡単に実装できます｡具体例は｢8.5.1

ファイルツリーの銃み込み｣を参照してください。

通信は非同期で行われるので、sendOを呼び出しても実際にサーバーからのレスポンスが返るまでは

データが取得できません。そのため､>q1rIoは通信の各段階で表8.12に示すイベントを発生させます。ア

プリケーションは適切なイベントハンドラを設定することで､レスポンスの取得やエラーの検出などが行え

ます。

■衷B-12：goog､net・EventTypeのメンバ

ｲベント 発生条件

RＥＡＤＹ リクエストが完了し､次のリクエストが発行可能になった

CＯＭＰＬＥＴＥ リクエストの完了(成功･エラー･アポートいずれでも発生）

SＵＣＣＥＳＳ リクエストが成功した

EＲＲＯＲ リクエストエラー

ＡＢＯＲＴ リクエストがアポートされた

ＴＩＭＥＯＵＴ タイムアウト発生

XhrIOにはレスポンスの取得などのために多数のメソッドが定義されています。表8-13によく使われる

ものをまとめます。
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■翌８－１３：Xhnoのメソッド

メソッド

abo｢t(〔e｢『orCode1）

getLastEr｢o『０

getLastErm『CodeO

getLastUriO

getReadyStateO

getResponseHeader(key）

getResponseJson([xssiP｢efixl）

getResponseTextO

getResponseXml(）

getStatusO

getStatusTextO

isActiveO

isCompleteO

isSuccessO

send(urI[・method【・content[,headersⅢ）

setTimeoullnterval(ｍｓ）

８．４．３XhrManager

脱明

現在進行中のリクエストを中断します｡er『o｢Codeには

getLastErrorCodeOで返るエラーｺー ドを指定します｡デフォル

トはgoognet.E『To『CodeABORTです

殴後に発生したエラーのエラーメッセージを返します

最後に発生したエラーをgoognetE『｢o『Codeで返します

最後にリクエストしたURlを返します

XMLHttpRequest,readyStateを返します

レスポンスヘッダkeyの価を返します

レスポンスボディがJSON形式であると仮定して､JSONをパース

したオブジェクトを返します｡レスポンスボディの先頭がxssiP｢efix

と一致した堀合､それを取り除いてからパースします

レスポンスボディを文字列で返します

XMLHttpRequestの『esponseXMLを返します

レスポンスのHTTＰステータスを返します

レスポンスのHTTＰステータスの文字列を返します

リクエストが進行中ならtrueを返します

リクエストが完了した芯らtrueを返します

リクエストが成功したならtrueを返します

リクエストを送信します｡ｕ『Iは送信先のＵＲＬ､methodはHTTＰメ

ソッドを表す文字列(デフォルトは．GET')､contentはリクエストボ

ディの文字列.headersは追加するリクエストヘッダを表すオブジエ

クトです

タイムアウトまでの時間をミﾘ秒単位で指定します｡Ｏを指定すると

タイムアウトが発生しません

非同期通信を行ううえで面倒な作業のひとつが、複数リクエストの管理です。ひとつのXhrloインスタ

ンスでは|‘jl時にひとつのリクエストしか扱えないので、概数のリクエストを1㎡1時に行うには複数のインスタ

ンスを生成しなければなりません。それらすべてに対してレスポンスへの対応と適切なエラー処理を行う

のは大変です。

このような面倒な作業を1冊1発者に代わって行うのがXhrManagerです。XhrManagerは内部で複数の



８．４CIosureLibraryの通信機能

XhrIoインスタンスをプールし、効率的なリクエスト処理を実現します｡また、Xhrloが発生するイベント

の職送や、タイムアウトが発生した際のリトライ処理なども141動で行います。XhrManagcrを利用すること

で、１１M発者は非何期通信の管瑚を気にすることなく、アプリケーション1%1発に専念できます。

XhrManagerのコンストラクタは、省略可能な５つの引数をとります。

goog､net､XhrManage『(【maxRelries【,headersI,minCountI,maxCountI,timeoulInterval1lll1）

maxReIriesはリトライの最大回数､heade庵はすべてのリクエストに追加するリクエストヘッダ､mlnCounl

はプールするXhrIoインスタンスの数の最小値(省略時はl)、maxCoun【は同じく殴火値（省略時は１０)、

limeoutInteWalはタイムアウトまでのミリ秒単位の時間（省略時はＯ)です。

リクエストを送信するには､あらかじめXhrManagerのインスタンスを作成しておき､必要なときにsendO

を呼びlHします。

varXhrmanagerpnewgoog,net,XhrManager()；

xhrmana9er・send(‘id'‘，/path/to/data・txt，，，GET，，ｎｕＵ，ｎｕＵ,Ｏ‘

function(e）（

ｉｆ(e･tar9et･i8SuCcesB()）（

alert(e,target､９etResponseText()肘

｝

）)；

XhrManagerのsGndOはコールバック関数が指定でき、XhrIoのCOMPLETEイベントと同じタイミングで

呼び出されます。このため、XhIManagerではイベントハンドラを殻定せずにレスポンス処理が可能です。

また､それぞれのリクエストで発生したイベントはXhIManagerインスタンスからも発行されるので､エラー

処理などを一括して行うこともできます。

その他、XhrManagerのメソッドのうちよく使うものを喪8.14に示します。

■要８．１４：XhrManagerのメソッド

ﾒソッド

abort(idLforcel）

説明

idで指定したﾘｸｴｽﾄを中断します｡fo｢Ceにt｢ueを指定すると､idが解放されて再利用

できるようになります

getOutstandingCountO処理中(Xhrloが空くのを待っているものも含む)のリクエストの数を返します

send(id,ｕ｢I〔‘method(・content[・headers【,prio｢ityI・caIIback[‘maxRetriesm]]]）

リクエストを送侶します｡idはリクエストのＩＤで､他のリクエストと皿ならない文字列を指定

してください｡url､method,content,heade｢sはXhrloのsendOと同じです｡p『iority

はリクエストの優先噸位を示す数個で､小さいほど優先順位が高くなります｡caIlbackは

リクエスト完了時に呼ばれるコールバック関数､maxRetrlesはリトライの最大回数です

setTimeoutlntervaKms） タイムアウトまでの時間をミﾘ秒単位で指定します｡Ｏを指定するとタイムアウトが発生し

ません
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第８章サーバとの迩樵

溌鳳５ｸﾗｲｱﾝﾄｻｲドの実装

ここからは､JavaSCI･il〕tでサーバーサイドAPIと通信する処皿を実装していきます。実装する処叫は以.ド

の４つです、

1．起動時にファイルツリーを読み込む

2.左ペインのメニューによるファイル・フォルダの新規作成・名前変更・削除

3.文書の取得・保存

4.通信中インジケータの表示

TinyWor〔1では、彩数あるＣｌ〔)sur(､LibraIyの通Ai機能の''１でもっともjlL木的なXllrl〔)と、視数のXhl､I(〕

を一括管理するXhIManagGrを利ﾊ1します。これらのクラスは既に解説済みなので、以降ではTinyWord

での実装に焦点を絞ります。

8.5.1ファイルツリーの読み込み

TinyWordでは、左ペインに表示するツリーコントロールを初期化するため、起動時にファイルツリー

の内容を読み込む必要があります｡手始めにその処理を実装しましょう。まずはapPjsの先頭に必要な

goo9,requireOを追加します。通傭関連のクラスに加えて、水流の実装で必亜になるものをまとめて追加し
てしまいます。

旧tinyword￥Ｓｃ｢ipts￥appJs(９行目）Ｉ

9009.require（‘goo9.net・Xhr工ｏ‘）；

goo9.require(‘goo9.net､XhrManagGr.）l

goog・require（‘goo9.object，）；

goo9.require(’goo9.fx・ｄｏ、‘）；

フフ'イルツリーの読み込みは起動時に一回行うだけなので､XhrManagel･を介さずにgoognetXhI･ICのク

ラスメソッドsen(１０を利Ｈ１します。このメソッドは呼び出すだけでリクエストが雅行できるので、単発の迦

信には非附に便利です。その代わり、中断などの細かい制御は↑j:えません。

リクエストの発行はtinywordAppクラスのコンストラクタで行います。これまではinitializG-Oメソ､ソドを

呼び出しているだけでしたが、それを以下のように当き換えます。


