
8.5クライアントサイドの実稜

■tinyword¥scrIpts¥appjs(１５行目)：

tinyword･Apppfunction(）｛

9009.net・Xhrｴo・send(‘／‘、Window【‘user-id‘ｌ＋，/tree,，function(e）｛

ｖａｒｘｈｒ＝ｅ･target；

ｖａｒｏｂｊ＝xhr・getResponseJson<,while(1)；,）；

tinyword・App,getｴn8tanCe《).initialize-(obj)；

）)；

鵬

「8.3.5トップページの処理」でグローバル変数に保存したユーザーＩＤを使用してTmeAPlのＵＲＬ（パ

ス）を櫛築し､CETリクエストを送信しています。レスポンスボディにはデータソースを戒接柵築できる形

式のJSONデータが返るはずなので､gCIResPonsGJsonOを使用して取御しています。第一引数に桁定して

いるのはXSSを防ぐための文字列で､jSONのデコードを行うiiiにレスポンスボディの先頭から一致する文

字列を取り除きます。

取得したファイルツリーのデータは､これまでのtinywDIdAppdummyData-の代わりにinitializG-Oメソッ

ドに渡してツリーコントロールの初期化に使用します。

8.5.2非同期リクエストの送信

以降のAPlアクセスはすべてXhrManagerクラスを利用するので、APPクラスのinitialize-Oメソッドでイ

ンスタンスを作成しておきます。nex〔XhrId_メンバは、sendOに波す識別ＩＤを生成するためのものです。

■tinyword¥scripts¥appjs(５２行目)倉

this､池､顕ana9e里＝ｎｅｗ９Ｃｏ９・net・XhrManager()；

this･next】ｍｒｴＬｐ１；

）qlrManagerのsendOをラップするsendRequesI0を実装します。リクエストURLの柵築、リクエストボ

ディのJSON形式へのシリアライズなどの共通処理は可能な限りこのメソッドで行います。

■tinyword¥scripts¥appjs(１１４行目)：

tinyword･App･prototype・sendRequest＝

function<path，query‘callback，method‘opt-content）

（

ｖａｒｕｒｌ‐9009.Uri・Parse(･／・◆windowI,userLid･Ｉ＋，／,＋path)；

goo9.object､forEach(querylI（}‘だunction(value，key）（

url・SetParameterValUe(key，value)；

｝‘this)；

varheaders＝（}･ｂｏｄｙｓｎｕＵ；

ｉｆ(opt-content）（
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)；

ｂｏｄｙｐｇＯｏ９・json・serialize(opt-content)；

headersI‘Content-Type･Ｉ＝・application/json･；

）

returnthiS･xhrManagerL・send（

ｔｈｉｓ・nextXhrｴ止十+‘urLmethod・body‘headers，０，

９．o9.bind(this・prOcessRequest-，this･callbaCk)）；

APIからのすべてのレスポンスは、いったんpmcessRequest-Oで受けます。リクエストが成功した場合、

レスポンスボディは常にJSON形式なので、あらかじめデコードした上でコールバックを呼び出します。エ

ラーレスポンスが返った場合はalert0でその内容を表示していますが、この処１１Mはリリース時には削除す

るか、「１０章デバッグ・テスト」で解脱するログ出力に慨き換えるのがよいでしょう。

■tinyword¥scripts¥appjs(１３２行目)：

tinyword､App・prototype・processRequest-＝function(callback．ｅ）｛

ｖａｒｘｈｒ回ｅ･target；

ｉｆ(xhr・i8SuCCe8s()）｛

callback＆＆caUback《xhr,getResponseJson(‘while(1)；,））；

｝ｅｌｓｅ｛

alert(xhr・getResponseText())；

｝

恥

ひとつ解脱が必要なのは、sendRequestOからpmcessRequesI-Oにコールバック関数を引き渡す方法で

す。googbindOの第３引数以降に指定された値は、関数の呼び出し時に引数としてそのまま渡され、本

来の引数がそれに続きます。sendReques〔0では第３引数にコールバック関数を指定してprocessReques【ー

０をバインドしているので、結果的に第１引数がコールバック関数、第２引数が本来の第１引数であるイ

ベントオブジェクトになります。このように、googbindOを使うと任意の固定引数をコールバックに加える

ことができます。

8.5.3フォルダの新規作成

ＡＰＩにリクエストを送信する準備が整ったので、左ペインのファイルメニューの機能のうち、フオルダの

新規作成を実装します。これまではデータソースを直接操作していましたが、それをTreeAPlへのPOST

リクエストにii附き換えます。

■tinyword¥scripts￥Ieftpanejs(１４９行目)：

tinyword・LeftPane・prototype,onNewFoldeL＝function(e）（
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8.5クライアントサイドの実鞍

レスポンスには新規ノードのキーと内容が含まれているので、それを利用してデータソースにノードを

追加しています。

vartreeNodepthi8･treeContro1-・getSelectedｴtem(>；

唾(treeNode＆＆treeNode､9etFileType(）冒固,folder‘）｛

varparentPath＝treeNode･getDataSourcePath()；

varparentNode＝goo9..s､Expr､Create<parentPath).getNode(昨

tinyword,App､getmstance().BendReque8t（

，tree，，（,path‘：parentPath），

goo9.bind(this･onNewFolderCcmplete-‘ｔｈｉｓ，parentNode)‘

・POST'，｛Wtext.：‘新規フォルダ‘｝>；

）

8.5.4ファイル・フォルダの名前変更

}；

リクエストが完了したときに呼ばれるonNowFbldclComplete-Oメソッドは以下のようになります。

■tinyword¥scripts¥Ieftpane､ｉｓ(１６１行目)：

tinyword･LeftPane・prototype､onNewFolderCoInplete-回function(parentNode，body〉（

varentryNode＝parentNode＆＆parentNode・getChildNode(･entry.，true>；

entryNode､BetChildNode(bodyI､key'１‘bodyI‘value‘1)；

）；

ファイルやフォルダの名前変更を実装します。これまでデータソースを直接変更していたところを､Trcc

APIへのPUTリクエストに厭き換えます。Window,prompIOで新しい名liiiをユーザーに尋ねている以外は、

フォルダ作成時の処理とほとんどＩｎｌじです。

tinyword,LeftPane,prototype・onRename-宮fRmctionに）｛

vartreeNodepthis､treeControl-･getSelectedｴtem()；

並(treeNode＆＆！treeNode･isRootNode(》）｛

ｖａｒｐａｔｈ＝treeNode・getDataSourcePathO；

varnode画goo９．．s･EXpr､Create(path).getNode(昨

ｖａｒｎａｍｅｐｎｏｄｅ・getChildNodeValue(･#text'）；

ｉｆ(nameowindow・prompt(，新しい名前を指定してください。，、name)）（

tinyword･App・getｴnstance(》･sendRequeBt（

･tree‘，｛，path‘：ｐａｔｈ），

goo９.bind《this,onRenameCoInplete-‘this，、ode，name)，

,PUT‘，｛・jtext‘：ｎａｍｅ）川

■tinywo『｡¥scripts¥leftpane・ｊｓ(１６７行目)：

263



264

第８章サーバとの連携

｝

）

}；

続いてリクエスト完了時に呼ばれるonRenameComp1elQOメソッドを実装します。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane,1ｓ(１８２行目)：

tinyword､LeftPane・prototype・onRenameComplete＝sfunction(､ode，name,body）（

、ode・setChildNode(‘#text‘，name)；

）；

goog､bindOで名前変更するノードと新しい名仙を引数にバインドしているので、

定するだけです。

8.5.5ファイル・フォルダの削除

ファイル・フォルダの削除もＴＩ℃eAPIへのDELETEリクエストに変更します。

それを＃lextノードに投

■tinyword¥scripts¥Ieftpane・ｉｓ(１８７行目)：

tlnyword､Le壷tPane､prototype・onDeleteー＝functlon(e）｛

vartreeNode＝this･treeControl-・getSelectedItem(川

ｉｆ(treeNode＆＆１treeNode・hasChildren(）＆＆ltreeNode､isRootNodeO）｛

ｖａｒｐａｔｈ＝treeNode,getDataSourcePathO；

varnode=goo９．．s.Expr・create(path).getNode(川

tinyword､App・getmstance().BendReque8t（

，tree,，｛‘path,：ｐａｔｈ｝，

９００９.bind(this,onDeleteComplete-，this，path)，，DELETE‘）；

｝

｝；

統いてリクエスト完了時に呼ばれるonDeleteComPlete-Oの実装です。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥Ieftpane・ｉｓ(１９８行目)：

tinyword､LeftPane､prototype,onDeleteComplete-昼function(path”body）｛

ｖａｒｅｘｐｒ＝goo９．．s･Emr･Create(path)；

ｖａｒｎｏｄｅpexpr・getNode()；

varparent･expr・getParent(》・getIWode()；

ｉｆ(､ode＆＆Parent）

parent・setChildNode(ncde,getDataNa皿e(>，ｎＵＵ)；

）；



8.5クライアントサイドの実稜

削除には対象ノードと親ノードの両方が必要ですが、コールバックにはiliIl除対象ノードのパスのみを渡

し、goo9..s､ExPrを使って親ノードを取得しています。

8.5.6文書の保存

リッチテキストエディタの保存プラグイン（tinywom､SaveDiaIogPll1glnクラス）で行っている文仰の保存

は、FileAPIの呼び川しに変更します。

まずはhandleOk-Oメソッドで行っている文評ファイルの新規作成処理です。これまでは仮仕様として＠

contentノードに文書データを保存してきましたが、それをFileAPlへのPOSr呼び出しに置き換えます。

■tinyword¥scripts¥savediaIogpIuginjs(３４行目)：

tinyword・SaveDialo9P1u9in､prototype･handleOlL回flmction(e）｛

this・restoreOriginalSelectionO：

vardialo9ヨｅ,target；

ｉｆ<dialo9）｛

vardataNodepgco9.。8.Expr･Create(dialog･getParentPath()）.getNode()；

ｉｆ(dataNode･getChildNodeValue(，､type'）雪ロ’folder'）（

ｖａｒｂｏｄｙ．｛

・９text’：dialog､9etFileName(）１１‘‘，

・content｡：ｔｈｉｓ･fieldObject・getC1eanContents《）

｝；

tinyword・App・getIn8tance().sendRequest（

‘だile.，（,path‘：dataNode・getDataPath(）），

goo9.bind(this･createComplete=，this,dataNode)，

’POST･‘body>；

this･fieldObject・BetU8erModified(falBe川

｝

）

}；

続けてリクエスト完了時に呼ばれるcIneaIeComplele-Oメソッドを実装します｡フォルダの新規作成と側棟

に、レスポンスボディの価を使ってノードを作成します。さらにファイルのデータソース･パスをIinywOrd

EditorクラスのsetFilePalhOメソッドで設定しています。
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■tinyword¥scripts¥savedialogpluginjs(５３行目)：

tinWord・SaveDialogP1u9in・prototype,createComplete-＝function(dataNode‘body）｛

varentryNode＝dataNode＆＆dataNode･getChildNode(‘entry･‘true)；

entｴVNode,setChildNode(body【‘key‘１‘bodyI･value･恥

this､fieldObject･setFilePath(entryNode,getDataPath(）・‘／’＋bodyI‘key･肌

)；

既存ファイルの更新処理はcxecCommandIntemalOで行っているので､そちらもFileAPlへのPUTリクエ

ストに超き換えます。

■tinywo『d¥Ｓｃ｢ipts￥savediaIogpIuginjs(６５行目)：

tinyword・SaveDialo9P1ugin・prototype・execCo皿andInternal＝function(Command）｛

ｖａｒＰａｔｈ＝this・fieldObject・getFilePath()；

近(path）｛

ｖａｒｎｏｄｅ＝goo９．．s､Expr・Create《path・‘/@1ink，）.getNodeO；

ｉｆ(､ode）｛

tinyword・App,getmstance().sendReqUeBt（

’file‘‘｛・id‘：、ode,get()１０），null，

、PUT.，（･content｡：this・fieldObjeCt･getC1eanContents(》肌

this,範eldObject・setUserModi趣ed(false)；

｝ｅｌｓｅ（

９oog､base(this．‘execCommandlnternal,）；

｝

）ｅｌｓｅ｛

goo９.base(this．’execCommandlnternal･）；

）

};；

＠linkノードにデータストアのFileDalaエンティティのlDが設定されているはずなので(これはFileAPlへ

のPOSTリクエストのレスポンスボディに含まれており､createCompleteLOメソッドで設定されるものです)、

それを文苫データとともにリクエストボディとして送信します。リクエスト完了時に行うべき処剛はとくにな

いので、完了時のコールバックは省略しています。

8.5.7文書の読み込み

ファイルからの文神の縦み込みも、これまでは＠contcntノードから文i１$を取得していたものをFilcAPI

へのCErリクエストに慨き換えます。

■tinywo｢d¥Ｓｃ｢ipts¥edito｢.jｓ(１５５行目)：

tinyword､Editor・prototype･loadFile＝function(path）｛



)；

8.5クライアントサイドの実義

if(path！＝this・filePatL）（

ｖａｒｎｏｄｅ＝goo９．．８.Expr・Create(path＋,/､1ink‘）.getNode《)；

ｉｆ《､ode）｛

this,1oadingId-＝（this・10adingldLIIO）＋１；

tinyword､App･getｴnstance().sendRequest（

,file，，（，id'：、ode･get《)１０｝，

goo9.bind(this,１oadFileComplete-，this，path‘ｔｈｉｓ.1oadingld-)，,GET，）；

）

｝

蕪本的には、＠linkノードに保存されたエンティティＩＤをパラメータにしてリクエストを送儒しているだ

けです。しかし､文書の鋭み込みリクエストは連続して送信される可能性が比較的問いので､それぞれの

リクエストに問有のIDを付けてコールバックでは最後に送信したリクエストのレスポンスだけを処理する

ようにします。

■tinyword¥scripts¥editor・js(１６７行目)：

tinyword､Editor・prototype､10adFileComplete一．runction(path，ｉｄ，body）（

ｉｆ(ｉｄ＝＝this､1oadingｴＬ）（

this・setHtml(false，bodyI‘content'１，true伽

this・setUserModified(ralse)；

ｔｈｉｓ･filePatlLppath；

）

}；

こうすることで、レスポンスの順番が入れ替わっても晶後にダブルクリックしたファイルが止しく読み込

まれるようになります。

8.5.8アクセスインジケータの表示

ここまででサーバーサイドとの辿柳処叩はすべて実装できましたが､最後にもうひとI:犬してみましょう。

XhrManagerはすべてのリクエストの送個時や完ｒ時にイベントを発行するので､これを利川してアクセス

インジケータをページ上に表示します。インジケータはサーバーへのリクエスト開始でフェードインし､す

べてのリクエストが完了した時点でフェードアウトします。

まず、インジケータのためのＤＩＶ幽糸をindex､hlmlのログアウトボタンのDIVのドに抑人します。

■tinyword￥index,html(２８行目)：

<divid=･血r-indicator.>アクセス中</diV＞
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インジケータのためのスタイルをstylesheet・CSSに追加します。インジケータはページの上中央に赤い

ボックスで表示します。

■tinyword¥fiIes¥styIesheet､ＣＳＳ(６６行目)：

#xhr-indicator｛

font-wei9ht：ｂｏｌｄ；color：white：background-color：ｒｅｄ；

position：abso1ute；le2t850%；ｔｏｐ：Ｏ；z-index：２；

ｗｉｄｔｈ：ZOOpx：margin-1eft：-100ｐｘ；padding：４ｐｘＯ；

text-align：center；

｝

Appクラスのininalize-Oメソッドで、インジケータのフェードイン・フェードアウトを行うアニメーション

を作成します。TinyWCrdは起動時にTreeAPIへのアクセスを行うので、インジケータは表示された状態

で起動し、この時点でフェードアウトアニメーションを開始します。

■tinyword¥scrIpts¥appjs(５６行目)：

varindicatorp9oo9・dom・getE1ement(‘xhr-indicator,）；

this･fadeｴ､ｴndicato里ｐｎｅｗ９００ｇ､fx・dom・FadeInAndShow(indicator･１０)；

this・fadeOutlndiCatorL＝ｎｅｗ9009.鉦.ｄｏ1,.FadeOutAndHide(indicator‘ユ０００)；

this・fadeOutlndicatozL,play(true)：

上記処理の戒後で、XhrManagcrインスタンスにイベントハンドラを設定します。ここでは、リクエスト

がi＃1始されたときに発行されるREADYイベントと、リクエスト完了で呼び出されるCOMPLEIEイベントを

利用します。

■tinyword¥scripts¥app､1ｓ(６１行目)：

this・eventHandleL､UBten〈

this･xhrManagerと‘goo９.net･EventType・READY‘this・onXhrReadyJ；

this・eventHandle1.usten（

this・xhrMana9eｴ迄，goo９.net・EventType・COMPLETE，this､onXhrComplete-)；

リクエスト開始時に呼び出されるonXhrReadyと0は以下のようになります。

■tinyword¥Ｓｃ『ipts¥appjs(１４１行目)：

tinyword・App・prototype・onXhrReadL＝runction(e）（

ｉｆ(this・xhrMana9eL.getOut8tandingCount(）＝１）｛

this・radeOutIndicator-・stop(false》；

this･fadeｴnIndicatoｴＬ,play(true)；

）

）；



8.5クライアントサイドの実装

現在進行中のリクエストの数は、XhrManagerのgetOutstandingCounIOで取御できますので、その返り

値がｌのとき（つまりこのリクエストが最初のひとつであるとき)、インジケータをフェードインさせます。

リクエスト完了時に呼びlHされるonXhrComplete-0では、やはりgeIOutstandingCountOがｌを返した時

のみ(つまりこのリクエストが最後のひとつであるときのみ)、インジケータをフェードアウトさせます。

■tinyword¥scripts¥app・ｉｓ(１４８行目)：

tinyword･App･prototype・onXhrComplete-ヨfunction(e〉｛

ｉｆ(this,mrMana9ezL・getOutstandin9Count(）＝ヨユ）（

this・fademｴndicatorL､stop《false)；

this､fadeOutｴndicato里.Play(true)；

）

}；

anagerのイベントを利用すると、すべてのリクエストの開始・終了時に行う処理が簡

上記のようにＵＩの更新に使用したり、リクエストのログを取ったりと、さまざまな使い

このように、XhrManagerのイベントを利用すると、

単に指定できます。上記のようにＵＩの更新に使用し

方ができるでしょう。

以上で、TinyWordの全機能が実装できました。
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ＢＧﾛー ｶﾙｻー バー での動作確認

ＧＡＥＳＤＫにはCAEと同等の機能を持つ（ただしパフォーマンスは低い）開発用ローカルWebサーバー

が(､l‘屈しています,、これを利用することで、１１－カルＰＣ上で(;AEアプリケーションが災行できます。Ｔｉｎｙ
Ｗｏ【．dもまずはローカルWGbサーバーヒで実行し、勤作側蝿を行いましょう。

8.6.1スクリプトの統合

GAI(はクラ『ソドコンピューティングによる負荷分散を前提に没,}|･されてねり、アプリケーションには特肖

の制限が課せられます。その''1にはCIosu【･eLibralyのデプ１１イの隙11fとなるものがいくつかあります。と

くに問題となるのは以下の２つです。

アップロードできるファイルは１，０００ファイルまで

リクエストは毎分45.200リクエスト､一日で4.320万リクエストまで(無料版）

ClosuI･eLibI･ａＩｙは全部で600以上のファイルがあ為ため、すべて7'ツブロードするとファイル数上限の

半分以上をiili賛してしまいます。また､１ページで数１．ものjsソアイルを読み込むことも稀ではないので、

リクエスト回数も無駄に増えてしまいます。

以l:のような車傭から、GAEでClosureLibraIyアブリケーシ§1ンを動作させるためにはC1osurebuiIdeI､I〕ｙ

でスクリプト准統合しておくことが必鎖になります。TinyW〔),．〔lもで'よ例外ありません。

統,'Ｗ)ﾉｱ法は'２．３〔､l()suI､ebuilde1..1〕yによるスクリプトの統介｣でlWi{脱しました。狸↑.j:するコマンドもほぼ

|『ilじですが、ｌ+|ﾉjファイルは「illes¥scripljs」とします。

ｐｙ上honc10sure-1ibrary型c10sure¥bin型buildMrC1osurebuilder･py

-ntinyword・App-oscript--output一軍1e雲filGsYscript・ｊｓ

－－ｒｏｏじ屋closure-1ibrary-root=scripts

そして、index,hImlから「8.3.5トップベージの処理で追加したユーザーＩＤの保存以外のすべての

SCRIPTタグを削除（もしくはコメントアウト）し、sCriI〕【jSを雌み込むスクリプトタグをBODYの雌後に加え
燈す

■tinywo｢d￥index,ｈｔｍｌ(３６行目)：

<scripttVpe崖，､text/ぅavascript,’src=''fi1es/script､ｊｓ'‘></script＞



アプリケーションのバージョン岳号｡通常は１version

機能

appIicationはCAEにアプリケーションを登録する際に決まるアプリケーション名です。ローカルサーバー

このようにしておけば､GAE上でも問題なくClosumLibmIyアプリケーションが動作します。「９噸Closure

CompilerによるJavaScripIの般適化」ではscriptjsのサイズをさらにi‘ill減する方法を解説していますので、

アプリケーションを多数のユーザーに公開する際は、そちらも検討してください。

１

aPPlicatiomtinyword

version：１

runtime：python

api-version：１

２

『
。

8.6.2サーバーのコンフィギュレーション

■tinyword¥app､yaml(１行目)：

４

GAEでアプリケーションを動作させるためには、サーバーの般定を記述したappyamlというファイルを

用意しなければなりません。app､yamlはYAML形式で紀述されたファイルで、表8-15のような設定項目

があります。

app・yamlはアプリケーションのトップフオルダに配慨する決まりになっているので、tjnywordフォルダ内

にappyamlを作成します。ファイルの全内容は付録２に掲披してありますが、ここではそれぞれの項目を

個別に解説していきます。まずファイル先頭では、アプリケーション全休に側する定型的な設定を行いま

す。

５

６

■衷８－１５：app・yamIの股定項目

ＮＯＴＥ

ＹＡＭＬはＪＳＯＮと同様にデータをテキスト形式にシリアライズするためのフオーマツトです｡可読性が高

いので､設定ファイルとしてよく利用されます｡主にＰｅ｢|やPython,Rubyといった言語で多く使われてい

ます。

７

URLとファイルやPythonスクリプトの対応

項目

１１

〃

アプリケーション名(appspot､comのサブドメイン名）appIication

skip-fiIes

8.6ローカルサーバーでの動作確鹿

271

サーバーにアップロードしないファイルの指定

ｑ

使用ｇ昭｡現在のところpythonに固定｢untime

1１

APIのバージョン｡現在のところ１に固定apI-ve『ｓＩｏｎ １０

handIers
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鱒８章サーバとの速撹

では参照されないので、ここでは仮に「tinywordjとしておきます。それ以外の唄目は、上記の値を指定

しておけば問題ありません。

「handle応:」という行以降は､ＵＲＬ(のパス部分)とファイルやPylhonスクリプトとの対応を定義していま

す。まず、closure-IibIaIyフォルダとfilesフオルダ以下を静的なファイルとして同名のパスにマッピングし

ます。「8.6.1スクリプトの統合｣でスクリプトを統合したので、scrip1sフォルダはマッピングしません。

■tinywo『d￥appyamI(６行目)：

handlers：

－url：／cloSure-1ibrary

StatiC-dir：CloSure=library

url：／zile8

static-dir：files

「url:」にはマッピングするパスを砿規表現で指定します。「static-dir:」はマッピング先のフォルダです。

指定したフォルダ以ドのファイルがGAEアプリケーションからアクセス可能になります．

続いて､上紀でマッピングしたパス以外をすべてmain､pyに割り当てます。ハンドラは上から順にマッチ

ングが行われるので、「urI:」にはすべてのパスにマッチするパターンを紀述します。

■tinyword¥日pp､yamI（１３行目)：

url：／､。

script：ｍａｉｎ・py

lo9in：required

「staIic-dir:」の代わりに「scriPt:」という項目を使うと、Ｐｙ(honスクリプトへのマッピングとして扱われま

す。この場合、／closure,libraIyと/mes以外のアクセスがmainpyに渡されて、被ll1するスクリプトが実行

されます。「login:」の項目はUse鱈ＡＰlによるユーザー認証の指定で、requiredを桁定することでmain・ｐｙ

へのアクセスにはログインを必須としています。

「8.3.2webappフレームワークの初期化」で解説したとおり、リクエストのマッピングはmainpyの中で

も行われます。つまり、CAEではappyamlとwebappフレームワークの２段階のURLマッピングが行われ

ることになります（岡8.6)。この２つは違いがわかりづらいかもしれませんが、仙者がCAEのWebサー

バーによるシステムレベルの処理なのに対して、後者はPythOnスクリプトで実現されるアプリケーション

レベルの処理です。当然前者のほうがパフォーマンスが高いので､静的ファイルなどは可能な限り前者で

マッピングし、動的な処哩の必漠なリクエストのみ後者で振り分ける、という使い分けが飛本になります。
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■図８．６：GAEのリクエストルーティングの概念
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８．６ローカルサーバーでの動作確鹿
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繍

般後の行以外は、skip-filesの項tIを省略した場合に適用されるデフオ･ルトの桁定です。skip-fiIcsがあ

るとデフォルトの指定はすべて無効になるので、明示的に評かなければなりません。

雌後の行では､ClosureLib田ryに含まれている個々 のjsファイルや.htmlファイルのアップロードを禁止

しています。これらはscriptjsに統合されているのでｲく狸です．ただし､CSSファイルや付随する両像は必

襲なので、それまで禁止しないように注意してください。

／
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９

「skipJiles:」の行以降には、CAEへのアップロードを抑制するファイルを列挙します。

■tinywo『d¥app・yamI(１７行目)：

skiP-files：

－ハ(.。/>7aPpW・ｙａｍｌ

－Ａ(.。/〉?aPpv･ｙＴｎｌ

－Ａ(.｡/)?indeXV・Yaml

-八(.。/)?indexY.ｙｍｌ

－Ａ(.。/)?９．．９

－Ａ(.｡/)？.。~

－Ａ《.｡/)7..Y､ＰｙＩｃｏｌ

－Ａ(.。/)７°Ｃ/RCSﾉ.。

－Ａ(・車/)麺.．。

－Ａ《､車/》?.｡Y・bak＄

－Aclosure-1ibrary/,噸.(jslhtml）

1０

1１
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篭 ８章サーバとの迩撲

８．６３ＧＡＥＬａｕｎｃｈｅｒへの登録

以上でローカルIﾉ･一バーでllUl作させる準伽がほぼ整いました‘,あとはCAELauI1chcl･にアプリケーション

を輩録すれば、サーバーを起励でさます。

ＧAEI‘auI1CheI･を胆!』ﾘ』し、メニューの11;ilel>IAddExislin8ApI)li〔､ationlを選択してください。ｌ‘§<18.7のよう

なダイアログが炎,,くされます

回図８－７２アプリケーションの登録ダイアログ

鰯牽謹蕊鍾疏童~渦

Ａｇｐｋ誠埠nSttm9掴

鈎唇l唾……|cmU'…画､｡…岬tnw心。Ｂ'……

…隔而一

＝唾…,'…lcUU，…画噂ＤＣ“溢岬ｍｗ'ｃｗｑＢ'ず…･“｜

Ｐ蛭隔而一

Ａｄ‘｜ｃ怠恥“’

ＡＩ〕pli(:aIi〔)ｎＰａｌｈにliI1ywordフォルダを指定して、｜Ａ(l〔l」ボタンをクリックしてください。（〕AELalInchcl・

の1曲i面にTinVWordが戦録されます（岡8-8)。

圃図８８：TinyWordが登舞されたところ

一紐劃■

碇Zｎ江F弁◆F軒060骨

■巳嘩剥

鴬 輪 ● ■■｣且
魁 ■

､耳mdIpguO
鋼&自制

TinyWordの１Jを迦択し、ツールバーのrRuI1jボタンをクリックしてください。ローカルサーバーの進
1111が完j'すると行の“冊に緑のアイコンが表示されます（凶８９)‘』



｡"ＷﾔCmCEU胃⑥Z窮亘L2d･『『面P･示笹討勺F冠

８．６ローカルサーバーでの動作磁麗

この状態で「BrowsG｣ボタンをクリックすれば、Ｗ(mljプラウザが起動してアプリケーションが表示されま

す。ただし､「8,6.2サーバーのコンフィギュレーション」でログイン必須に設進しているので､最初はログ

インliiIiImが表示されます（同8-10)。これはローカルサーバー川の仮のログイン闘而なので、任意のメー

圃図８．９：ローカルサーバーが起動したところ

, .言口圃廿

【？哩毎Ｗ

ｏｌ２

脚色理

ルアドレスでログインできます。デフォルト状態のままでLoginボタンをクリックしても問題ありません。

回図８．１０：ローカルサーバーのログイン画面

ログインすると、TinVWoI｡｡のlIhi伽が炎示されます（図８１１）
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露８ 童 サ ー バ と の ﾖ 璽 撰

回図８－１１：ローカルサーバーで動作するTinyWordの画面

ゾコTv1Yw唖い
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唾ロＸ
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IgwI~、両山･ｄｍｍｒｌ部下今ウ
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ＵＩ刑罰”叩′ロム。α・Ｎ９ｗ…・
Nqr西’ｐＮ６ｒｍＩ・哩げ、－ＩＩ－ｑＦ＋】麓

二二ｈ．側サ織墾此圃

これまでと違い､保存した文詳はWebプラウザを閉じても失われません。適当に文章を人ノルてから保

存し、Webプラウザを再起動して両度同じメールアドレスでログインすれば、保存した文１１}を読み込むこ

とができます。その他、これまで爽挫した機能が正しくilijj作することを碓測してみてください。

ＮＯＴＥ

ログイン画面が表示されないときlま､正しくないPythonのバージョンが使用されている可能性がありま

す｡GAELauncherのメニコーからlEdit]＞[Preferences]を選択し､｢PythonPath｣にPythonのフル

パス(Windowsのデフ』ルトインストール芯ら｢C:YPython25Mpythonwexe｣)な指定してください。



８．７サーバーへのデブロイ

８７ｻー バー ﾍのデブロイ

CAEは開発荷がIlill作したWCbアプリケーションをCoo81eのクラウドで１，作させ、インターネ‘ｿ1,1:に公

開できるサービスです。Ｔｉ】】yWordはローカルサーバーでの助作確認ができたので､既にCAE上で動作さ

せる条件がほぼ整っています。あとはCAEにアプリケーションを登録し､ファイルをアップロードすればア

プリケーションを公開できます。

以降ではTinyWord制作の仕上げとしてこれらの作巣御j:い、CAEを利用してWebアプリケーションを

全lIt界に公開する方法を解脱します。

８．７．１ＧＡＥアプリケーションを登録する

Webアプリケーシ副ンをCAEで公IH1するためには､CAEのWeb･り･イトにアクセスして７'プリケーシ副ンを

登録する必嬰があります饗録には以ドのものが必要なので、あらかじめ朋意しておいてください

‐Googleアカウント

ー携帯電話のメールアドレス(不正利用を防ぐための身元碓認用）

ＮＯＴＥ

Ｇｏｏｇｌｅアカウントを新規に取得する場合は､Gmail（http://gmail・com/)で取得することをお勧めし

ます｡ＧＡＥはすべてのGoogleアカウントで利用可能ですが､Gmallをはじめとする一部のGoogIeサービ
スではGmaiIアカウントが必須です。

それでは､TinyWo,．｡アプリケーションな登録しましょう。Webブラウザで以下のURLを開いてください。

ログイン画面が表示された場合は、読蕎のCoOg1Gアカウントでログインしてくださいc

GoogleAppEngineのサイト：

http:／/appGngine,９００９１Ｇ.ＣＯ､／

ログインに成功すると、lxl8-l2のような1曲ilmになります(以前GAEにログインしたことがあると少し逃う

画面になりますが、操作方法は同じです)。「Creale訓1Apl)lira【iO11』ボタンをクリックすれば、アプリケー

ションの登録を開始できます。

８
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篭８章サーバとの連携

ロ図８－１２：ＧＡＥアプリケーションの登録Ⅲ始
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GAEアプリケーション瞳登録するのがはじめてであれば、鵬帯電話メールアドレスのi郷iE画Ｉｍが衆示さ

れます。「CountIyandCarrier｣でJapanを進沢すると横にもうひとつボックスが表示されるので､桃帯電楯

メールアドレスのドメイン名を選択します(図8-13)｡そしてUsemameにメールアドレスのユーザー名(｢＠」

より前の部分)を入力し、「send」ボタンをクリックして先に進みます。

回図Ｂ－１３：携帯電話メールアドレスの況証|､]1iIi
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認証コードの人ﾉＬｊ両面が表示され（似１８１４)、少し待つと挑帯電話にメールが脳くはずですメールに

記縦されている認証コード（７稀の敬値）を「EnterAccoumCode」に入力し、「ScndIをクリックします
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識別名に使える文字はWYj英放小文字とハイフンのみで、文字数は６文宇以k30文字未満でなけれ

ばなりません。既に使われている名1Wも使えないので､｢CheckAvailabiliIy｣ボタンをクリックして｢YPs‘”～

厨iSavailable1」と表示されるものを探してください。アプリケーション名は好菖な名前で篭難できます。

アプリケーション名(AppIicationTitIe）

アプリケーションの篭録フォームが炎示されます(同８－１５)。ここで登録する‘惜慨は以下の２つです。こ

れ以外のオプションは変更せず、デフォルトのままにしておきます．

・アプリケーションの誠別名(ApplicationldenliIier)。｢http://～､appspol,com｣の～の部分に使われ

ます

ＮＯＴＥ

もし認証コードのメールが届かない場合､｢tIysendingitagain｣のリンクをクリックしてやり直してく

ださい。
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鰯８章サーバとの理機

回圃Ｒ－１５：アプリケーションの登録フォーム
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縦>jI焔とアプリケーション名を入ﾉJしたら、IIlIimiのドのほうにある「Ia“eI〕L1hesc【emls.」にチェックを

入れ、「Ｃｌ･“leAI)pli(:aUonJボタンをクリックします例８－１６のような|lIIi1mが表示されれば登録完了です。

圃図８．１６：アプリケーション普銀完了画而
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以上でアプリケーションが登録され、ソースコードなどをアップロード可能な状態になりましたＧＡＦに


