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B,７サーバーへのデブロイ

刑

はIljl嫌の手11『iで雌大で１０個までのアプリケーションが登録できます。それぞれ個別に500メガバイトの

ストレージなどが無料で削り当てられるので、TinyWord以外のアプリケーション洲発にも利川できます。

8.7.2アプリケーションのデブロイ

ログインlITIiliIiが炎示されるので、読者のCoogleアカウントでログインすれば、′l'inyW()r(lが起仙します

〔|･lfl8-l8)。

http:／/アプリケーション職別子.appspot,com／

ﾌ'プリケーションの戦録を終えたら、あとは必要なファイルをアップロードするだけですただし、その

前にひとつだけ修ｌＥ箇所があります。「8.6.2サーバーのコンフィギュレーション」で作成したapp・yaI11lの

｢appIication:｣の項目を、登録時に振定した正式をアプリケーション識別子に変更してください。この項Ｆ１

でファイルのアップロード先が決まります。

デプロイにはCAELaun〔､heI,を利用します。起動してTinyWordを進択し､ツールバーの「DCI〕loy｣ボタ

ン牡クリ､ソクしてください。そしてグイアログにCoogleアカウントのユーザー借とハス『ノードを入力すれば、

フフ'イルのアップロードがi冊l始されます。少し時間がかかりますが、LogConsol(､に「PI．(〕(:essExile〔lwilI1

codeOjなどと喪示されれば、デプロイ完了です（同8-17)。

Ｙａｆｌ 〆 免 円 Ｅ Ｉ Ｂ 玉 や ＝ r R 1 冠 凹 哉 、 急 全 ぜ 宝 己 廿 ，

これで既にアプリケーションにアクセス可能な状態になっています。Ｗ(〕l)ブラウザで以下のURLにアク

セスしてください（｢アプリケーション識別子｣は登録時に指定したアプリケーション識別了にげ瞳換えてく

ださい)。

回図８．１７：ＴｉｎｙＷｏ｢dのデブロイが完了したところ
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蕊８童サーバとの辿撰

回図８．１８：ＧＡＥ上でTinVWordが動作したところ
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ローカルサーバーで動作させた時とまったく同じlIilimiですが、サーバーサイドはインターネットの向こう

'''1で11Ｍ１作しており、データもGooglGのサーバーに傑作されます読どの手で、TinyWbr(Iが全世界に公
|ﾙlされたのです

これまで「４章TinyWOrdアプリケーション」から５つの単を通してClosureLibraIy(÷GAE）によるＷｅｂ

ﾌ'プリケーション開発の方法を解説してきました。ClosureLibmIyを利用することで､本格的なGUIを持つ

Wcbアプリケーションが少ない工数で開発できることだ体験していただけたと思います。以降の章では、

TiI】yWordには含めることのできなかったCloSur(､LibI･alyの機能をさらに解脱していきます。
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JavaScriptの最適化
よ

「ClosureCompiler』は、CIosureLibrary向けに開発されたJavaScript最適

化ツールです。単なるコードサイズの削減にとどまらず、実行効率の改善やエラーチェッ

クなどの多彩な機能を持っています｡ClosureLibraryはCIosureCompilerによる最

適化を前提とすることで、これまで実行効率の面から採用が難しかった体系的な柿成やメ

ンテナンス性の高い記述を大胆に取り入れています。

本章では、ClosureCompilerの特徴やインストール･使用方法を解説し、実例とし

てTinyWordのコードを最適化します。さらにCIosureCompiIer向けのコードの書き

方や注意点など、読者がCIosureCompiIerを活用するための知識を提供します。
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第９章C1osureCompiIerによるJavaScriptの最適化

三Ｍ ClosureCompiIerの特徴

ClosurcCompilerは蝋なるコードサイズの削減だけでなく、実行効率の改沸やエラーチェックなどのユ

ニークな機能を持っています。また､コマンドラインツール以外にもWcbインターフェースやAPIといった

形態での利用もnI能です。まずは、CIosureCompileI､のこういった特徴について而単に解脱します。

9.1.1実行効率の向上

前述のとおり、ClosurGCompile１．は実↑j:効率をｋげるためのさまざまなjl麺化牡施し賑す。Ｃｌ(〕sur（

C()11,1〕il(‘rがrj:う･1晶な雌適化は以下のとおりです。

関数のインライン展開

数式の瀬前計算

ネストした名前空間の統合

未使用コードの削除

これらの岐適化を行う雄大のメリットは､実行効率とメンテナンス性の両立です従来のJavaSCrip[開発

では、プラウザが効率よく実行できるコードを手作業で窯く必要があったので、メンテナンス性に関しては

ある腐披妥協せざるをえませんでした｡例えばネストした端前空|Ⅱlや粒度の問い側数分制といった柵造化

Ｆ法は実行効率を下げるため、避けられる傾向があります。

Closul･eCompilerはJavaScrip[コードを解析して実行内容を把握し､上記のような効率の悪いコードを自

動的に雌適化します。｜＃1発者は実行速度を過剰に意識する必要がなくなり、メンテナンス性の高いコード

を,１$くことに巣I'１できるようになります。

実際にCl()Sur(ｊＬｉＩ)【･aIyはネストしたf′i前空lAlやオブジェクト柵向をi',1WⅡし、まるで､k1vaやC十十のライブ

ラリのような体系的な柵造を持っています｡そのため最適化せずに実行すると少し処JIl1が爪い印象を受け

るかもしれませんが、C1osureCompilerを通すことで他のフレームワークと|,1罪かそれ以上の実↑｣:効率を

拠塊できます。

しかし､これらの脳適化はコードサイズのililI減に閲してはｆ利にⅢく聯合があります。とくに間数のイン

ライン脚IHは側数の中身歴多数の呼び出し元にコピーするので、コードサイズは逆に|膨れ上がります。こ

の欠点をNiうため､Goo81eは雌適化後のjsファイルにGZIP圧縮をかけて配傭することを推奨しています。

これにより腰開されたコード片が効率的に圧縮され､実行効率とフアイルサイズの両立が可能になります。
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ＮＯＴＥ

ＴｉｎｙＷｏｒｄのサーバーサイド実装に利用しているGoogleAppEngineは､ファイルのＧＺＩＰ圧縮を自

動で行います。

9.1.2アノテーションによるエラーチェック

C1osu蛇Compilerは、コードの最適化と同時にエラーチェックも行います。文法チェックなどの簡単なも

のはもちろん、未定溌変数の検出や引数・戻り値の型チェックなど、従来は検出するのが難しかったエ

ラーも含まれます。

しかし、JavaScriplは槻めて動的なさ細であり、変数のデータ型などは実行するまで決定できないはず

です。いったいどのようにチェックしているのでしょうか。その秘密は、CIosureLibraIyのソースコードの

随所に見られるコメントにあります。例えばgoogodomc臆ateDomOのソースは以下のようになっています。

/･・

。（脱明は街路）

、

●＠paraIn｛strin9）ta9NameTagtocreate．

。＠para、（Objectlstring画）opt-attributesエfobject，thenaInapofname-value

pair8forattribute8･正agtrin9，ｔｈｅｎｔｈｉＢｉｓｔｈｅｃｌａｇｓＮａｍｅｏｆｔｈｅｎｅｗ車

● element･

ウ、para、（..､objectlstringlArraylNodeList｝var-argsFurtherDOMnodesor

strln9sfortextnodes･エｆｏｎｅｏｆｔｈｅｖａ正_argsisanarrayorNcdeList,ｉ＊

● ｉｔｓｅｌｅｍｅｎｔ８ｗｉｌｌｂｅａｄｄｅｄａｓｃｈｉｌdNodesinstead．

。、return｛IE1ement）ReferencetoaDOMnode．

｡／

goo９．.ｏｎ・createDoInafunction(tagName･opt-attributes，ｖar-args）｛

return9009.ｄｏ､.createDomL《document･arguments)；

}；

コメントの｢@pamm」とある行に､引数の剛らしき柵fMが児受けられます。このような付加愉報を「アノ

テーション｣と呼びます。C1osureCompiIerはアノテーションを解析して､引数の型を決定しているのです。

もちろん引数だけでなく他の変数の型も定義できますし、型以外にも付加できる情報があります。

逆に首うと､エラーチェックをｲj効に機能させるにはアノテーションを評かなければなりません。紙而の

都合上､TinyWO㎡ではアノテーションを曲いていないので､残念ながらあまりチェックされません(Closure

Libmryの各メソッドの呼び出しはチェックされます)｡アノテーションの記述方法は｢9.4JSDocアノテーショ

ン」で解説しているので、銃者がアプリケーションを開発する際は、可能な限りアノテーションを書くべき

です。
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Ｃｌ(〕sul･cCQmI〕il〔､I･のエラーチェック|撒能1J:、祝独人が関わるl}'1発プ１１ジェクI､でとくに砿襲です。そのよ

うなプ、ジェクトでは､ljM激の化搬変虹ひとつにしても帆ｌｌｌに行う必嬰がありま-ﾘ｡。もし呼び出し元の修,l；

をひとつでも↓,L逃せば、苑1,J.が例雌なバグを仕込んでしまいかねません．しかし、アノテーションが止し

く記述されていれば、それらの|ﾊl逸いの多くがコンパイル時に侭出されます。リファクタリンケもI'|信を

捗って行えるでしょう。Ｃｌ()ｓｌｌｍＣ〔)mpil(､rは、Ｊ【,vaS(･【､iptによるﾌ'ジヤイル|＃Iｿfを伽ﾌに支援するツールで

もあるのです，

9.1.3多彩な利用方法

Clo5uI･(ＩＣ()ｍＩ)ilcl･の,ﾘ用形態としては、Ｗｃｂインターフェース、ＷｃｂＡＰＩ，コマンドラインツールの３つ

が提供されています。本厳の他の部分はコマンドラインツールを前提に解税しているので、ここではそれ

以外の２つについて簡単に紹介します。

Webインターフェースとして提供されているClosuI･GComPileI･は、WeI〕ブラウザだけで手軽に使えるの

が特徴です以下のURLにアクセスすれば利川できます（I,x19.1）

CIosureCompilerSe｢vice：

http:／/closure-compiler・appspot・coIn/home

、図９．１：Webインターフェース版CIosu｢eCompiIe｢の画面

/銅ﾛ･蝕廊eccmpi1…iM・“ｈ・
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利用方法はとても簡埴で、テキストボックスにJavflS〔TiI)lコードを入力し、「ComPile」ボタンをクリックす

るだけで最適化された旨１－ドが表示されます。笠'処できるオプションが少なく、’'111ﾘＩ化も跡しいり)が欠ｊＡＩ



9.1CIosureCompiIerの特徴

ですが、Closu1℃Compilerを拭すには吸適です。

WcbAPlは、コンパイルするコードを特定のURLにHTTPPOSrすると、レスポンスとしてコンパイル済

みのコードが返ってくるというものです。主にPylhonのような言語から呼び出すことを意図したものです

が、ＨTMLのフォームで利用することも可能です。

〈!、OCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

〈metahttp-equivp･Content-Type‐content=･text/html；charset=UTF-8｡＞

〈title>qosureCompilerAPエDemo</title＞

</head＞

<body＞

〈rormaction雪ﾛhttp://closure-compiler､appspot､ＣＯ､/compile・method=･POST口＞

〈textareacolsp｡80画rowsppZO画name雪画js-code~></textarea＞

〈inputtype=口hidden□name雪国outpuLfoｴmatqvalue='･text｡＞

<inputtype画働hiddenDnamep国compilation-1evervalue富国ADVANCELOPTｴMIZATｴONS"＞

<inputtype冨働hidden･name=園output-info鰯value耳"coInpileLcode"＞

〈inputtype｡"submit、value軍働送信園＞

〈/fom＞

</body＞

</html＞

このＨＴＭＬをWebプラウザで表示し、テキストエリアにJavaScriptコードを入力して送偏ボタンを押せ

ば､吸適化されたコードが表示されます。WebAPIの仕様についての解説は省略しますが､指定できるパ

ラメータのリストなどが以下のURLにあるので、参考にしてください。

CIosureCompiIerServiceAPlRelerence：

http:／/code・google・com/intl/ja/closure/compiler/docs/api-ref・html

WebAPIは指定できるパラメータも比較的多く、Ｈ動化も可能なので、そこそこ実用的です。なんらか

の理由でコマンドラインツールがインストールできない場合は、こちらを利用するとよいでしょう。

「
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９２ ClosureCompilerのインストール

iii述のようにCIQ執11．ｅＣ〔)InpilcI･にはいくつかの利用形態がありま・り．が、コマンドラインツール以外は柵

定できるオプションなどに制約があるので、本格的に使うならコマンドラィンツールを利用するべきで･ﾘ･･

本策でもこれ以降はコマンドラインツールをfllI心にして解説します。

コマンドライン版ClosureCompileI･はJavaで開発されたアプリケーションです。動作にはJavaRuntimc

EnvironmenI(以ドJRE)のvel3ioI16以上が必哩なので､まずは()S別にJREのインストール方法を解I悦し、

その後ClosLIreCompiler本体のインストールを行います．

９．２．１WindowsにＪＲＥをインストールする

Windows版のJREは、通附のう'プリケーシヨンと同散の脚Iriでインストールできます。１１A新版のJREの

インストーラは以下のページで配布されています。

JＲＥのダウンロードページ：

http://www,java､ＣＯ､/ja/download／

Webプラウザで上記のページを開き､｢無料Javaのダウンロード」というボタンをクリックしてインストー

ラ詮ダウンロードしてください。実行すると同9-2のようなダイアログが喪示されるので、↑『ドのrInstalI」

ボタンをクリックしてインストールを開始してくださいあとは｢次へ｣をクリックしていくだけでインストー

ルが完ｒします

Ｉ圏'９－２：ＪＲＥのインストーラ
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9.2ＣＩｏｓｕｒｅＣｏｍｐｉｌｅｒのインストール
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ｇｏ２ｏ２ＭａｃＯＳＸでＪＲＥを利用可能にする

jqvユアフレツトフラグイン

ＭａｃＯＳＸにはJREが標準でインストールされており､とくにSnowLeopardではデフォルト状態でCl()su1℃

Compilerが動作します。Leopardは標準では古いバージョンのJREを使う設定に怠っていますが、設定変

更でJRE6への切り件えが可能なので、その方法を解説します。

使用するJR11の選択はJawlP】･(､肺,℃､〔､Gs,３１〕l〕でｲ１°います。ＳＩ〕otligh(でIjavaPr〔DFeren(:(､ｓｌを検索すると

表示されるので、そこから胆1Iillしてください。しばらく待つと図９．３のようなウインドウが開きます。「｣ava

アプリケーションlの｢JayaSE6」にチェックを入れ､その項目を一番上にドラッグ＆ドロップしてください。

これでJRE6がデフォルトになります。

Ｚ
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§
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多くのLinuxディストリビューションでは､棟？(１１のパッケージ将哩システム避利川してJRHがインストール

できます。UbuI11uLiI1uxであれば、apL､gelを以ドのように実行することでインストールが開始されます。

実↑l蔦した際にパスワードを尋ねてくるので、ＯＳへの11グインに使うパスワードを人ノルてください｡以

降は白動でインストール作業が実行されます。

１１８９

sudoapt=qet-yinstaUopenjdk-6-jre
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ｆＥ先する､I序挺寅延するときに摩ウツグしまＷ’

庇Ⅲ凹勺ゾワウザとｌＪＹｎフゥソリケーシヨシ展戦、闘いにと画に猟助健ぱりよ。Ｉ

9.2.3UbuntuLinuxにＪＲＥをインストールする
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９２．４ClosureCompilerをインストールする

C1osuI･eCompilcrはCIosLIIT,LibraIyと同じくＣ(〕o81GがlHl発するオープンソースソフトウェアですcCoo81c

Codeの以ドのURLに公式サイトがあり（間9.4)、コマンドラインツールのダウンロードもそこから行いま

す｡

Closu『eCompiIerの公式サイト：

http:／/code､google､com/int1/ja/closure/compiler／

国図９４：CIosureCompiIerの公式サイト
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サイトの右カラムに「I)(〕wIll〔)adlh(､平l並麺i〔〕､」というリンクがあるので、それをクリ､ソクしてClosure

(､(･１ｍl〕ikmI･世ダウンIj-ドしてください。ファイルはＺＩＰ形式のう'－カイブになっており、展|冊|すると３つの

フフ'イルが生成されます。そのうち0)｢(､(〕'''1)iler:ial･｣がClosurcConlI)ilerの本体です。

インストールは(:〔)mPilerji1rを過|J唯｣肋Iﾘfにコピーす為だけです。以降ではTinyWordのスクリプトを披

適化しますので、tinyw<)r〔Iフォルダのlll〔下（【inywor(WCompilerjar)にコピーしたものと仮定します。



9.3C1osureCompilerの使用方法

ClosureCompmerの使用方法

CIosurPComPilcrはこれまでになく強ﾉJなJavaS(Tipt雌迩化ツールです。７'ノテーションを記述するなど

して機能を雌ﾉく眼に洲|lすれば、コードサイズのｉｉｉﾘ減、’足fj:効率やコードハ,慨｡)|｛,11.など、多くのメリ､ソ

トが得られます。

しかし、いきなりそこまで欲張らずとも、単純にClosurGCompilorを通すだけでも従来のツール以ｌＺの

効果が期待できます。とくに(]osl】rGLibmIyはライブラリ[41体がCIosurcComI)il(､１．を厳撤した作りになって

いるので、非常にｈ･効です．

そこで､まずはアノテーションの‘'式などには立ち入らずにc(〕mI)ik,'･jaI･の｣』&水的な使い方を解脱し､災

際にTinyWordのスクリプトの岐適化を試みます。

9.3.1ClosureCompilerの実行方法

ClosureCompiIcrはJavaで作られたコマンドラインツールです。その実行は、コマンドプI'ンプトでjava

コマンドを使って行います。もっとも単純な例として、jnjsの雌適化結果をouljsに州ﾉJするコマンドを以

下に示します（coml〕iIeI･jarはインス1,-ルしたパスに瞬き換えてください)。

iava-Eiarcompiler・ｊａｒ－－－]ｓ=ﾕｎ.］ｓ‐---]s-oUtput-file=out・ゴｓ

javaコマンドはJREに含まれるプログラムで、jarオプションで指定されたjarファイル(Javaプログラム

ー式を収めたフフ'イル）逓実行します。‐js以降がClosuI･(､Compik,rのオプションで、これ以外にも炎9.1

に示すものがあります(マイナーなオプションは省いています)．

国表９－１：CIosureCompilerのオプション

オプション 催能

･･ＣｈａｒＳｅｔ 入力ファイルの文字コード歴掴定する

-ｃ｢ｅａｍ－ｓｏｕ『ｃｅ－ｍａｐ CIosurelnsPectorで使用するマッブフアイルを出力する

･･ｄｅｆｍｅ ＠ｄｅｆｉｎｅで宗釜された１宗教の億左鐸し習え届

閏ｅＸｔｅｒｎＥ 外部シンボル定義ファイルを読み込む

－１ｓ コンパイル対顕のファイル在婚定する

一js-outpuLfiIe コンパイル鱈果の出力ファイルを描定する

--ｌｓｃｏｍｐＬｅ｢の「 エラーとして扱う警告クラスを指定する

９

棚
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--jscomp-off 照視する曽告クラスを指定する

-．jscomp-waming 通常の曽告として扱う曹告クラスを指定する

-.modl-lle 出力緒果をモジュールに分割する

一moduIe-output-path-p｢efixモジュールフアイルのプレフィクスを指定する

-･moduIe-Wrappe『 モジュールの出力縞果をカスタマイズする

一ｏｕｔｐｕｔ－ｗ『aｐｐｅｒ 出力結果をカスタマイズする

－output-w『apper-marker 出力結果のブレースホルダ文字列を指定する

-property-map-output-fjIe 屈性のリネーミングマッブファイルを出力する

－compilationIeveI 殴適化のレベルを指定する

一fo｢matting 出力のフォーマットを指定する

一use-only-custom-exterｎｓ デフォルトの外部シンボル定義を無効にする

一waming-leveI 雪告レベルを指定する

これらのオプションの多くは本迩で解脱しています。また、CIosurelnspec〔orについては「lO2CIosu唾

lnspector｣で扱っています。

9.3.2最適化レベルの効果

ClosureCompilerは非常にアグレッシプな雌適化を施しますが、常にそれらのすべてを適用するのがベ

ストなわけではありません。例えば岐適化がきつくなるほどデバッグは困難になりますし、すべての最適

化を施すとスクリプトの蒋き方によっては誤動作する可能性があります。

そこで、ClosureCompilerでは岐適化の血合いを..compilalion-levelオプションで捌絡できるようになっ

ています。指定できる品適化レベルは、WHITESPACLONLY、SlMPLEOPTIMlZATIONS、ADVANCED

OPTIMIZAmONSの３つです。この３つでコンパイル結果がどのように変化するのか､以下の簡単なスクリ

プト(complevel-tesljs)を使って検紙してみましょう。

〃挨拶する

functionheUo(name）（

ｉｆ(name）｛

alert('Hello‘，＋name)；

｝

）

hello（,world１，）；

Ｉ

’
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まずはWHITESPACEONLYです｡上記のcomI〕Ievcl-tGstjsをWHITESPACE-ONIyで最適化するには､以

下のコマンドを実行します。、js-output-nleオプションを省略しているため、結果は|曲i面に表示されます。

２

java-jarcompiler､jar--js唇complevel-test･js--compilation-1evel=WHITESPACE-ONnf
句
一
○

暇適化の結果はこうなります。
Lす

runctionhello(name){雌(name)alert(暁heUo‘鱒･name))hello(･world1働)；

なんと、たったひとつのaIert0呼び出しだけになってしまいました。しかし、たしかにスクリプトの実行

コメントや不愛な窄白・改行などがl‘iIl除されているのがわかります。このように、スクリプトコード自体

には手を加えず、人間の碗みやすさのために加えられている冗艮な文字を削除するのがWHITESPACE

ONLYです。このモードの効果は限定的ですが、雌適化後にスクリプトが動作しなくなることはまずありま

せん。evaIOを使っているなどSIMPLEOPTIMIZArIONSが誤動作する状況で、少しでもファイルサイズを

縮小したいときに使うとよいでしょう。

次はSIMPLEOPTlMlZMIONSです。先ほどのコマンドの「WHITESPACE-ONLY」をrSIMPLE

OFTIMlZATlONS」に撒き換えて実行すると、このモードになります。結果は以ドのようになります。

６

８

''０
－

÷
functionheUo(a){a&&alert(画Hello‘．+a)}hello(･world!｡)；

ローカル変数の名前を短いものにIivlき換えるなどして､ファイルサイズを削減しているのがわかります。

これは一般的なjavaScript圧縮ツールとほぼ同等の機能と荷えるでしょう。しかしそれだけではなく、よく

見るとif文が＆＆演算子に撒き換えられています。＆＆演算了は左辺が偽なら右辺をスキップするので､ｉｆ

文の代わりになるのです。

このように、SIMPLEOPrlMlZAfrIONSでは処哩内容が変化しない範囲でスクリプトコードを変更して雌

適化を図ります。ほとんどのスクリプトは蝿適化後も旅しく動作し、そこそこのサイズ削減効果が得られる

ので、ClosureCompilerを意縦していないスクリプトに対しては最適なモードです．実際、一compilation-

levelオプションを省略した珊合はこのモードが適川されます．

ただし、withステートメント、evaIO、コンデイショナルコメントを使用しているコードをSlMPLE

oPrlMIzArlONSで雌適化すると、多くの場合に誤!Iijl作します。これは他の多くの類似ツールでも同棟で

すが、注意が必要な部分です。

最後に残ったADVANCEDOIyTIMIZ/WIONSは､ClosureCompiIerの最適化機能をフルに活用できるモー

ドです。このモードでcomplcvcl-lcStjSを仙適化すると、以ドの結果になります。

alert(,'Hello，world!，．)；
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紡果は同じです。いったいどうしてこのようなことが可能なのでしょうか。

ADVANCEDOPTIMIZArIONSのモードを桁定すると、ClosureCompilerはスクリプトの実行内容を解析

し、徹底的な賎適化を施します。内容の短い関数は呼びH1しﾉcにコードを鵬開し、リド前計算可能な式は

最適化時に計算して定数（リテラル)に槻き換えます。compIevel-testjsの最適化でも､まずheⅡCO関数が

展開され、さらにi｢文や文字列結合が耶前計算されて、結果としてalertO呼び出しだけが残ったというわ

けです。

ADVANCED-OIyTIMIZArTIONSの強ﾉﾉさがおわかりいただけたと思いますが、残念ながらこのアグレッシ

プな鹸適化には多くの副作用や制限が伴います。吸適化後も正しくスクリプトを動かすためには、それら

を意識したコーディングが必要です。具体的な制限と対策は｢9.5プログラミング時の注意点｣で解説して

いるので、参考にしてください。

9.3.3警告とエラー

強力な岐適化機能に並ぶClosureCompilcrのもうひとつの特徴が、高度なエラーチェック機能です。最

適化のための実行トレースと「9.4JSDocアノテーション」で解脱するアノテーションを涌用することで、こ

れまでになく実践的なエラーチェックを実現しています。ありがちなミスや誤動作の原因となる記述を事

前に検川できることは、とくに多人数lﾙ1発でのコード品質の維持に大きく貢献してくれるでしょう。

CIosumeComPiIerのエラーチェックは多岐にわたり､多様なエラーメッセージを表示します。それらをす

べてリストアップするのは困難ですので、比鮫的頗繁に州会うことになるエラーや警１１fについてリストアッ

プし、その意味を解脱します。

ＮＯＴＥ

以下のエラーは､あくまでClosu｢eCompiIe｢がＩＥＩ適化時の静的な解析で検出できたものについてのみ

報告されます｡すべてのエラーが確実に検出できるわけではありません｡過侶をせず､上手に利用してくだ

さい。

Duplicateinput

同じファイルを指定し疋・･jsオプションを複数回指定することはエラーになります。

Parseerror

JavaSc｢iptやJSDocアノテーションの文法エラーです。

Ifthisif/for/whiIerealIyshouldn‘thaveabody,ｕｓｅ{｝

「if(cond）;｣のように､if,for･whileの直後にセミコロンをⅢいています｡これは文法的には正しいのです

が､固き間違いの可能性が高いので曽告を発します｡｢if(cond)｛}｣などに固き換えてください。

Suspiciouscode・ThiscDdelacksside-effects･lsthereabug？

演算結果をどこにも代入していないなど､副作用のまったくないステートメントに対しての警告です｡代入演

算子と間違えて等値演算子にしてしまう(｢ａ＝Ｏ｣を｢ａ＝＝Ｏ｣に固き間違えるなど)といったミスを検出で

きます。
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６

Can0tnegatenon･numericvaIue

数値でない値に対して符号反転演算子を適用しています。

ＤＭｄｅｂｙＯ

除算の除数がＯです｡Ｏでの除算は常にNumbe｢.POSITIVE-lNFINlTY/NEGATIVEINFlNITYとなるの

で､エラーとして扱われます。

Fractionalbitwiseoperand

浮動小数点数に対してビットシフト演算子を適用しています。

operator？?？cannotbeappIiedto～

霧数値以外に対してピｯﾄ演算子を適用しています。

Ｏｐｅｒａｎｄｏｕｔｏｆ｢ange,bitwisecperationwiIlIoseinf℃｢mation

ピｯﾄ演算の左辺の値が32bitを超えています｡ピｯﾄ演算は32bitで行われ､それを超えるピｯﾄは切り捨て

られてしまうので､エラーとして扱われます。

Shiftamountoutofbounds

ビットシフト演算子の右辺がＯ～３１の範囲を超えています｡ビットシフトは３２bitで行われるので､シフト壷

がＯ～３１を超えるのは意味がありません。

Ｐａｒｓｅｅｒｍ｢.Ｔ｢ailingcommaisnotlegalinanECMA-262obiectinitiaIizer

「ａ＝[o、１，]」のように､配列やオブジェクトリテラルの最後にコンマが付いています｡このような画き方は

ＥＣＭＡ-262規格では許されておらず､演算結果もブラウザによって異なるため､エラーとして扱われます。

Ａｒ｢ayindexoutofbounds

配列の添字が範囲を超えています｡ADVANCED-OPTlMlZATIONSでは値の変化しない配列の値を参照

元に展開するので､その際に範囲外の添字があるとエラーになります。

Arrayindexn□tinteger

整数以外の値を配列の添字として使っています。

deleteope｢atomeedsa｢eferBnceoperand

オブジェクト以外の値に対してdelete演算子を適用しています。

ReferencestotheglDbaIRegExpobiectpreventsoptimizationofreguIarexp｢essions

正規表現のマッチ結果を取得するのに「RegExp.＄1」などを使用していると発生します｡そのような書き方

は正規表現に関する一部の最適化を無効にしてしまいます｡この警告はRegExp警告クラスに属していま

す。

function？?？masksvariable

変数名と同じ名前で関数を定蕊しています。

functiondeclaraticnmusthaveanaｍｅ

関数名が指定されていません。

Rengclaredvariable

同じ変数名を使ったva｢キーワードによる変数定親を榎数回行っています｡checkVars警告クラスに屈して

います。

ｖａ｢iａｂｌｅ？?？isundefined

va｢キーワードで定義されていない変数を使っています｡undefinedVa｢s警告クラスに属しています。

-１

２

３

４

７

８

■
４
０
〃
唖
〆
才

レ
４
１
ｆ
ユ
ム

1０

洲
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Ｖａ｢iabIerefe｢encedbeforedecIa｢ation

va｢キーワードで定製する前に同じ変数名にアクセスしています｡･･waming-leveIVERBOSEを指定しな
いと表示されません。

Pmperty？?？neverdefined

一度も代入されていないメンバを参照しています｡missingP｢operties警告クラスに属しています。

ｎａｍｅspace？?？ｓｈｏｕＩｄｎｏｔｂｅ『edefined

名前空間として使われているオブジェクトを上囲きしています｡CIosureCompiIe｢では､コンストラクタを格

納したオブジエクトが名前空間として盟職されます｡そのようなオブジエクト蒋卜鱒きしてはいけません。

incompIeteaIiascreatedfornamespace？?？

ADVANCED-OPTlMlZATIONSによって削除される名前空間を使用しています。

？?？expressionsarBnotcallabIe

関数以外のオブジェクトに対して関数呼び出しを行っています。

actuaIparamete｢？ｏｆ？?？doesnotmatchfomlalpa｢ameter

関数呼び出しの引数が､＠paramアノテーションで宣言されている引数の型と一致しません｡checkTypes
習告クラスに属しています。

Function？??:caIIedwlth？argument(s).Functionrequi｢ｅｓａｔ...(後略）

関数呼び出しの引数の数が関数定袈での引数の数と一致しません｡checkTypes管告クラスに屈していま
す。

variableIengthargumentmustbelast

アノテーションで可変長引数として宣冨された引数名を最後の引数以外に使用しています｡可変長引数は引

数リストの最後に函かなければなりません｡checkTypes管告クラスに屈しています。

Constructorfunction(this:???):？shouldbecalledwiththepnew"keyｗｏｒｄ

＠const｢ucto｢アノテーションでコンストラクタと宣言された関数をnew演算子なしで呼び出しています。

checkTypes警告クラスに屈しています。

cannOtinstantiatenon-constructor

関数以外のオブジェクト､および＠constructorアノテーションのない通常の関数に対してnew演算子を適

用しています｡checkTypes曽告クラスに属しています。

dangeroususeofthisinstaticmethod？??．

クラスメソッド(prototype以外で定裳されているメソッド)でthisキーワードを使用しています｡CIosu｢e

Compilerは名前空間を統合するため､クラスメソッド呼び出し時のthisがクラスコンストラクタである保鉦は

ありません。

dangeroususeofthegIObaIthisoblect

グローバル関数(＠const｢ucto｢アノテーションのついてない関数)でthisキーワードを使用しています。

constant？?？assignedavaIuemorethanoncB

定数???の値が上団きされています｡＠constantアノテーションの付いた変数の値は二回以上代入できま
せん。

??？ｈａｓｂｅｅｎｄｅｐ｢ecated

＠deprecatedアノテーションが付いた変数･関数などにアクセスしています｡|さdep｢ecated警告クラスに

属しています。



dep｢acatedとvisibilityを合わせたもの

９．３ClosureCompiIerの使用方法

ＯＦＦ

unknown＠definevariable

‐-defineオプションで指定された定数が存在しないか､＠defineアノテーションが付いていません｡この警告

はunknownDefines警告クラスに屈しています。
つ
４

Accesstop｢ivate？?？、ｏｔａＩ|□ｗｅｄ～

＠privateアノテーションが付いたメンバ･メソッドに対して､許された範囲外のスコープからアクセスしていま

す｡visibiIity警告クラスに属しています。

OveITidingprivatepropertyof？?？

＠privateアノテーションが付いたメンバ･メソッドが上習きされています｡visibility警告クラスに屈していま

す。

３

ＮＯＴＥ

原洞執簸時点では､accessCont｢OIS､undefinedVa｢s､checkVa｢s閏告クラスを有効にするために

は一wamlng-．｜eveIVERBOSEの指定も必要です。

，Ｉ

、

６

これらの警併の-.部は特定の「瞥併クラス」に所屈しています。瞥告クラスに所属する腎告は、コマン

ドラインオプションなどによって州ﾉﾉを抑制したり、逆にエラー扱いにしたりといった制御が可能です。原

稿執筆時点で以下の警告クラスが定捜されています。

／

Ｑ
Ｕ

■表９２：言告クラス

ＯＦＦ

所属する警告の主な内容 デフォルト警告クラス

invalidCasts

@dep『ecatedとマークさ『'た侭能へのアクセス ＯＦＦdep｢ecated

1０

砥承関係のないクラス間のキャスト

＠p｢ivateや＠protectedの違反 ＯＦＦvisibiIity

checkVars

JSDocアノテーションの間違い

ＯＦＦ

1１accessCont｢OＩＳ

ＯＦＦ

＠fiIeoverviewアノテーションのⅢ複fiIeoverviewTags ＷＡＲＮＩＮＧ 1,1

11
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strictModuIeDepCheckモジュールの依存関係の週反 ＯＦＦ

変数間迎のチェック(undefinedVa『s含む）

missingPropemes プロパティが定義されていない

checkTypes

undefinedVa｢ｓ

一defineオプションで未定義の定数が指定されたunknownDefines ＷＡＲＮＩＮＧ

ＯＦＦ

変数･引数の型ﾁｪｯｸ(missingP『ope｢ties含む） ＯＦＦ

未定亜変数への謬照

グローバルなRegExpのアクセス ＷＡＲＮＩＮＧcheckRegExp

ＷＡＲＮＩＮＧnonStandardJSDocs
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警告の扱いを変更するオプションは、､jscomp-ofr(出ﾉJを抑制する)、.jscomILerror(エラー扱いにす

る)､.jscom2waming(警備として出力する)の３つです。例えばchcckIypes警告クラスをfエラー扱いに

するには、以下のようにCIosureCompileI･を実行します。

java-jarcompiler・jar--js=complevel-test・j8--jBcomp-errorpcheckTypeg

複数の警告クラスの扱いを変史するときは､警告クラスごとに個別にオプションを指定してください。で

きるだけ多くの警告を有効にして､CIosureComPilerのエラーチェック機能をｲi効活用することをお勧めし

ます。

9.3.4TinyWordのスクリプトを最適化する

ClosureLibraIyは最終的にClosureCompilerで雌適化することを前提に設計されています。ClosuIE

LibraIyで開発したアプリケーションは、リリース前にClosurcCompilerを（可能ならばADVANCED

OPTlMIZATIONSで）通しておくべきです。本０１$で制作したTinyWmdも例外ではありませんので、その

｣avaScriptコードを最適化する方法を解説します。

TmyWordのJavaScnptコードは｢８６ローカルサーバーでの動作確認｣でひとつのファイル(mes¥scripL

js）に統合してあるので、それを前述の方法でClosu舵Compilerにかけるだけでも吸適化は可能です。し

かし、それではエラーメッセージなどの行番号がscnPtjsのものになってしまい、エラーや腎告が表示さ

れても修爪がたいへんです。

上記の問題を避けるため、closurebuilder.pyにはClosureCompilerとの連係機能が実装されています。

適切なオプションを渡すことでcIosurebuiIderPyがスクリプトの統合時にClosu唾Compilerを呼び出してく

れます。

TinyWbmの場合、CIosu舵CompiIcrを利用してスクリプトを統合・峨適化するには、closumebuilder・ｐｙ

を以下のように実行します。

pythonclosure-1ibraryVclosureVbinVbuildWclosurebuilder・py

-ccompiler・ｊａｒ－ｆ・--compilatioIL1evelpADVANCED-OPTIMIZATｴONS．

－ntinyword・App-ocompiled--output-filepfile8Vscript･js

-root=closure-1ibrary-root=scripts

‐oオプションにcompiledを指定することで慰ClosureCompilcrとの連係機能が有効になります。さらに-ｃ

オプションでcompilerjarのパスを、．fオプションでClosureCompilerに渡すオプションを指定できます。

上記のコマンドを実行すると、scriptjsに雌適化されたスクリプトが出ﾉ｣され（I賀19.5)、そのサイズも１０

分の１穐度に削減されます。
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回図９．５：最適化後のＳｃ｢iptjE
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ｇ廓４JSDocｱﾉﾃーｼｮﾝ

前述のとおり、Closu1℃Ｃ〔)mI〕ilcrの機能を引き''1すためにはアノテーションの記述が不可欠です。

ClosuI･〔､CompilGrのアノテーシ別ンはjSDocというドキコ.メントノlZ成ツールの文法をベースにしたもので、

｢jSDocアノテーション」と呼ばれています

JSDocの文法を使っているので､ClosureCompilel･用に記述したアノテーションの情報は､そのままJSDoc

で生成したドキュメントにも反映されるというメリットがありますただし、すべてのjSDocアノテーション

が有効なわけではないので、ここではCl(〕suI･PComI)ilel･が縄縦するアノテーションについて謙細に解脱し
ます

9.4.1変数のアノテーション

愛政に対するアノテーションは､その変敬定嬢のil’〔前に｢/･･...･／というコメントの形で記述します例

えば以下のコードは変数Iboを文字11型として汽宮します、

/･・

・変数の型を文字列にする例。

。Ｃtype（strin9）

。／

var垂ＣＯ＝ｏｓｔｒｉｎｑ０；

識1頭の噸|‘|や。」は無視されます。それらを除いた内容のうち、＠で始まる行睡'.｣S､(〕(:タグ」と呼

び､対離の変激に州報を|肋,,.i).るために便Ⅱ'されます｡⑥IyI〕eは変数のデータ型の立言で､０の''1に｢９４．６

データ型の定疑」で脱lﾘ]するﾉ，｣.法で咽'ilii報を,1L｣述します。CIosuI､eCompilerの型チェック機牌はこの情報

をもとに判定を行います

Ｃｌ〔)sllr(､Ｃ(》mI〕il(〕,･はJSl〕(》(､タグ以外の行をj11Ⅷｌ１す為ので、ﾎﾙﾐのコメントのll的で使川できます。それ

呪｣:jsI)〔〕〔､でﾉI;成するドキュメントに愛激などの,脱|ﾘlとして災'jﾐさｲlます。

＠COllSlanlタグを伽|けると、変数を旭散（ﾙ1み込み!､lji川）として‘l:rl『できます｡鯉数に二何以上の代

人御j:うと、C1OsUI､eComl〕ilPl･は答皆を11Ｉします。

/･・

・定数文字列の例、

．｡type（string）

室＠CＯｎＳｔａｎｔ

・／


