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Android用のアプリケーション(apkファイル)が作取される

作成されたファイルを実機で確認するにはサーバーに振送し、ブラ

ます。自動的にアプリケーションとしてダウンロードされ追加されます。

ブラウザでapkファイルを開き
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第５童モバイルフレームワーク

アプリケーションがインストールされたらタップして起動します。起動するとしばらくしてGoogle
マップが表示されます回

登録されたアプリケーションを
タップして起動
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Googieマップが表示される

~

Coronaはlua育語が使用されていますが、このように両而にWebページを表示すれば従来通り

HTML＋CSS＋JavaScriptを使ってGoogieマップを表ボできます。MapKit(MapView）と同時利用

もできますので、高速に処理させたい場合はMapKit、機能が必要な場合はMapsAPIのように使

い分けるのもよいでしょう。
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Ｇ◎ogIeAppEngine
との連携

'第６章！

GoogIeAppEngineはGoogIeが提供するＰａａＳ型のクラウド環境

です。GoOgleのインフラを利用した安価で安定したサーバー環境であ

り、スケーラビリティも高いのが特徴です。第６蕊では、GoogIeApp

Engineを利用したＭａｐｓＡＰＩの利用方法を紹介します一般的なデー

タベースとは異なるBigTabIeの環境でGeoクエリを実装する例として

GeomodeIプロジェクトを紹介しています“

勝又雅史
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錆６章GoogIeAppEngineとの連携

６－名 GoogIeAppEngineの導入

CoogleAppEngineは、Googleが提供するクラウドサーピスです。クラウドサーピスは、大まか

に分けて以下のような分類になります。今回利用するCoOgleAppEngineは、PaaSに分類される

クラウドサービスです。

SaaS（SoftwareasaSeMce）

さまざまなソフトウェアをWebサービスとして提供する仕組みです。代表例では、Gmail、

CoOgleカレンダー、GoogleDocsなどです。

PaaS（PIatformasaService）

アプリケーションが動作できる環境そのものをサービスとして利用できる仕組みです。利用者は

｢Javaが動作する環境」「PIPが動作する環境」など、アプリケーションを構築することだけを考

えればよいのが利点です。GoogIeAppEngineやSalesFor℃ecomのＦＤ1℃ecomPlatfbrmなどが有名

です。

HaaS（HardwareasaService）／IaaS（InfTast『uctureasaSeMce）

ＯＳやストレージなどのシステム基盤そのものをサービスとして利用できる仕組みです。

AmazonEC2などが有名です。

6-1-1GoogIeAppEngineの特徴

CoogleAppEngineの特徴は、Coogleが提供するインフラストラクチャー上で実行することで

す。高負荷でも、データが大量でも、自動でスケーリングする仕組みによって、アプリケーショ

ンは安定して動作します。

また、CoogleAppEngineは、定められたリソース皿の上限まで無償で利用でき、支払いを有

効にすると、無償分を超過した分だけ請求される仕組みになっているため、運用コストを大幅に

抑えることができるのも特徴です。

Python、Java、Ｇ◎

２０１１年９月現在、GoogleAppEngineでは、Python、Java、Ｇｏの３言語が利用できます。

Pythonは、オブジェクト指向のスクリプト言詔で、ブロックの階層（入れ子）がタブやスペース

などの字下げで示されるのが特徴です。ＣＯは、Coogleによって開発されたコンパイラ言禰です。

特に並列コンピューティングに配慮した作りになっています。

Python、Java、ＣＯ言語は、それぞれ別々 のバージョンとして動作します。アプリケーションは



６．１GoogIeAppEngineの導入

どの言語を利用するかを選択できますが、１つのバージョンで混在して使うことはできません。

それぞれの特徴は次の通りです。

Python版

Python版は、PuIEPythonをベースとした機能だけが動作するように設計されています。

Pythonモジュールの中には、高速化のためにＣ言語で書かれたものもありますが利用できませ

ん。また、Webフレームワークとしては、webappと呼ばれるシンプルな機能のフレームワークが

標準で利用できます。大規模なアプリケーションに対してはQjangoなどのフレームワークも利用

できます。

Java版

Java版では、ＪＶＭ６０ａｖａ仮想マシン）をベースとしてjavaアプリケーションを実行します。

WebコンテナにはJetWを利用し、JavaSeIvletAPIZ4が動作します。Python版と比較するとイン

スタンスの起動に少し時間がかかりますが、一度インスタンスが作成されると軽快に動作します。

Go版

Ｇｏ版では、CoIdeaser58.'の環境をベースとして、ＣＯアプリケーションが実行できます。

PythonやJava版に比べて利用できる機能はまだ一部に限られていますが、基本的な機能（デー

タの入出力やMemcacheなど）は利用できます。ＣＯで櫓かれたプログラムはネイティブコードに

変換されて実行されるため、CPUを棚極的に利用するアプリケーションで有効です。
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第６章GoogleAppEngineとの連携

CoogleAppEngineは、アプリケーションの作成から公開までの流れが非常にシンプルです。

Py〔hon、Java、ＣＯ言縞のいずれかでアプリケーションを作成し、デプロイ（アプリケーションを

GoogleAppEngine上にアップロード）します。それだけで、Webアプリケーションとして実行で

きます

便利なのは、アプリケーションをデプロイする時点で、Coogleのデータセンターに般低３箇所

バックアップが行われることです。これにより、１箇所のデータセンターに不具合が発生しても、

ほかのデータセンターに自助的に接続されるようになります。また、スケーラブルも自動で行わ

れます。大脳のトラフィックアクセスがあってもサーバーが止まることはなく、アプリケーションに

影響を与えません。

サーバーの環境も便利です。データベース、cron、タスクキュー、URLフェッチ、Memcache

メールの送受信、Cmailアカウントによるユーザー認証システム、管理者コントロールパネル、ロ

グシステムなど、通湘のWeb･ﾘ･一（に1Wわっているような(l:組みが標準で備わっています。結果

として、開発者側はアプリケーションの開発にのみ集中でき、短期間でアプリケーション老構築

できます。

また、おもしろい特徴として、Ｃ(〕【)gleA1)I〕1En8incで作成したアプリケーションは、CoogleApl〕ｓ

のEx(cmsioll機能として取り込むことができるという点もあります。GoogleAppsMarketplaceに公開

し、右仙版のサービスとして||堺巾で利用してもらう、というようなことも可能です。

GoogleAppEngineの欠点

よいことずくめのCoo81eApl)Engineですが、やはり欠点もあります。まず、データベースはRDB

(R(，laIi()､all〕aIabas?）ではなく、Key-Valuc-DaIabaseとなります。たとえば、代表的なRI)Bである

MySQLの場合、リレーションの雌脱化を行って複数のテーブルにデータを保存しておき、Ｓelect

文で複数のテーブルを辿結して必饗なデータを取り出します。対してKey-Value-Databaseでは、１

つのキーに対して１つ（または複数）のデータを関連付け、キーを使って取り出します。

キーは‘1i腹しない価なので、キーと値の関係は１対１であり、読み出し速度が速くなります。

RDBと'１１１じょうな考え方でテーブルを作成しデータを取り出そうとすると、データのロードが遅く

なり、スケーラブルがｲi効に働かなくなります。

また、アプリケーションにアクセスがあってから、６０秒以内に処理を終えなければならないと

いう制限もありますページにアクセスがあってから、データをデータベースから取得したり計算

したりして結果を作成し、ブラウザに炎示されるまでが60秒以内です。それを超えるとエラーに

なって、プログラムが終了してしまいます。そのため、データはなるべく事前に作っておくような
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６．２導入のポイント

５

工夫をしなければなりません。６０秒を超えるような処理をする場合は、バツクエンドやcronなど

を使います。

そして最大の弱点は、ほかのシステムとの互換性がない、つまりCoogleAppEngineにロツクイ

ンしてしまうということです。データベースを使わないような簡単なアプリケーションであれば、

ほかのシステムへの移植も容易ですが、GoogleAppEngineの場合はデータベースが特殊なの

で、ほかのシステムへの移植、またはほかのシステムからの移植が困難です。どちらの場合で

も作り直す必要があります。

また、CoogleAppEngineは、自動的にスケーラプルしてくれますが、反而、常にCPUコストを

少なくするようなコードを作ることが求められます（AppEngineではCPUの稼働時間も課金対象

です)。つまり、短時間で動くコードでないとスケーラブルが有効にならないのです。

１
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３
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録

７

まとめ

弱点だけ見て、GoogleAppEngineは使いにくいのではないかと思われてしまいがちですが、

その特性を正しく理解して使えば、非常に使いやすいシステムです。筆者としては、ちょっとし

たアプリケーションを作りたい、アプリケーションの開発からリリースまでの期間を短くしたい、

大量にトラフイツクが見込まれるシステムを作りたい、というような場合にはオススメです。
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第６章GoogIeAppEngineとの連携

５画３ GoogIeAppEngine版
ＨｅＩＩｏＷｏ『Iｄ

ここでは、GoogIeAppEngineをこれから始めてみたいという方のために、Goo81eマップを使っ

た簡単なHelloWOrldを作りたいと思います。例としてPy〔hon版で紹介しますが、JavaやGo言語

でやってみたい方も参考にしてください。

６．３画１Python/ＧｏｏｇｌｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫのセットアップ

CooglcAl〕I〕E11giI1()のSDKではlPyLho､2.5を利川します。インストールされていない方は、ロー

カルの環境にインストールをしてください。このとき、必ずPython25の占いバージョンをインス

トールしてください。Ｐｙ[ｈｏｎ２.xとPython3.xでは内部の処理構造が異なり、CoogleApPEngine

ではPython3Xは使えません。

Mgmd目Ｐ 2011年１０月１１日に発表されたＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫ１､5.5からPython27が使用できるようになりまし

たが､本書執筆時の2011年９月時点ではまだ使用できなかったため､Pyihon25で紹介しています

Pythonのダウンロードページ

http://www・pYthon・ｊｐ/Zope/download/pythoncore

次にGoogleAppEngineSDKのダウンロードを行います。ＯＳに応じたSDKを選択してくださいｃ

･ＧｏｏｇｌｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅＳＤＫダウンロードページ

http:／/code・google,ＣＯ､/appen9ine/downloads,ｈｔｍｌ

GooRIeAppEngineSDKの画面

価ＤＯｑＯ叩1fAPpEn91n9uunChrf

鷲鴬禦闇胤｡饗蕊灘
ｈ又f甲Z●ｒａｔｒ ■石T】

刺,厩



プロジェクト作成の画面

HW8

app､yamlは、CoogleAppEngineがアプリケーションの蝋境を認識するための設定ファイルで

■6-3-2プロジェクトの作成

ｏａｐｐ・ｙａｍＩ……‘

ロindex,yamI・・…‘

ロmain･ｐｙ，・・・…‘

「HeUoworld1」と炎示する11ｔ純なアプリケーションを作成してみましょう。

CoogleAppE118ineS1〕I<を腿iliIjします。「File」メニューから「NcwAI)plicalion」猛選択し、
｢ApplicationName」を「holl〔)world」としてプロジェクトな作成します。ここではすべて小文'i':に
しておいてください。

陽

G’

４

アプリケーションの設定ファイル

データストアのインデックスファイル

メインのプログラムファイル

５

S-3Goog1eAppEngine版HeIloWorId

､角ミ
O

L』

７

付
郷

正しく開発環境が盤えられていれば、プログラムが動作するはずですので、まずは実行してみ

ましょう。SDKの「Ru､」ボタンを押すと、プロジェクトリストの左端に緑丸が表示されますので、

ブラウザで「http://localhosI:8080」にアクセスします。「HelloWorld1」と表示されるはずです。

｢http://locaIhost:8OBO｣にアクセス

1Helloworld1｣と表示されれば正しく環境が柵築できている

helioworldプロジェクトを保存したディレクトリを|ﾙ1いてください。app,yaml、index・yaml、

main・pyの３ファイルが作成されています。それぞれのファイルの役荊は次の通りです。

愚°・鯛…｡…。×､。豊
一
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す。アプリケーションのランタイムやバージョン、アドレスマッピングなどを艇定します。app

yamIの内容は次の通りです。

E6ample】ＣＯＢ→6.3-2-･app､yam

appl:ication：heUoworld←アプリケーション名

version：１←アプリケーションのバージョン(数字またはｱﾙﾌｧべｯﾄ）

runtime：python←runMme琉境

api-version：ユ←version＝１のみ(2011/９月現在）

handlers：

－url：、幸←URLのアドレスマッピング

script：main・ｐｙ←一致したアドレスをmain･pyで実行する

index,yamlは、データストアのインデックスを定義するファイルです（MySQLなどのインデック

スと｢Iilじようなものです)。ｌ§本的には自助で生成されます。今同は使わないので説明を省略し

ます。

mainpyはプログラムを火行するためのファイルです。テキストエディタで|＃Iいて碓認すると、

すでにある程度コードが;11Kかれていることがわかります。

ＨｅＩＩｏＷｏｒＩｄのコード 【samPl0】ＣＯ６．６．３．２－．main・pｙ

#1/usr/bin/envpython

rromgoogle・appeng1ne・extimportwebapp

堂ｏｍｑｏｏｑｌｅ･appengine･ext･webappimportuti1

classM員inHandler(webapp.Ｒ電ucstHandle]9,)：

ｄｅｆｇｅｔ(sel壬)：

self・response・out･write<‘HeUoworld1，）

]回

]．
defmain(）：

application＝webapp・NSGｴApplication(［（‘／‘，MainHandler)1‘

debug=True）

uti1・run-wsq1-app(application）

ｉｆ－ｎａｍｅ－＝ ,ｍａｉｎ’１

ｍＲｉｎ（）

画
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6-3ＧＯＯ宮ＩｅＡＤｐＥｎＲｉｎｅ版HelIoWorIC

コードは大きく分けて３つの部分に分かれます。
ｉ

①webappフレームワークのインクルード部分

CoogleAppEngineに標郡で用意されているWebAppフレームワークを読み込んでいます。

回webappフレームワーク用のクラスを作成

アクセスリクエストを処叩するためのクラスを作成します。getメソッドを定義すると、ＨTIPリ

クエストのGETアクセスを処理できます。sGlfresponse､outwritcでブラウザに川ﾉJを返すことがで

きます。

回URLマッピング

mainlPyが実行されたときにURLに合わせてクラスを実行します。このプログラムの場合では、

｢http://xxxx/」のときにMainHalldlerが実行されて炎示されるようになります。

２

８

４

■
。

webapp

importutil

importtemplａｔｅ

M砧

付

鍋

６－３．．３地図を表示する

classMainHandler(webapp・RequestHandler)：

。e壬get(self)：

teInplate-values＝｛｝

Iibrames＝［]；

１ibraries､append({Ⅲlatln9､‘：［35.672406,139.706156]，Ⅲname!‘：ｕ‘‘中央図爵

館州}）

１ibｴ､aries・append(（Ⅲ1atlng‘'：（35.655375,139.69997ユ１，，'name''：ｕ’‘こもれぴ

大和田図書館"｝）

libraries,append(("1atlngⅢ：【35.67225,139.6671921,,'name‘，：ｕ叩笹塚図書

館伽)）

librari・es・append((‘‘1atlng1'：【35.678713,139.6697141,,､name"：ｕ川笹塚こど

も図悪館'’｝）

MapsAPIの地図を表示してみます。先ほどのmainpyプログラムを、次のように変災してくだ

さい。

､舜而ｗ１ｎＣＯ６－６．３－３－.ｍａｉｎＰｙ

＃一・一Ｃｏｄｴ、ｇ：ｕ唾－８－＊－

rｴ，ｏｍｇｏｏｇｌｅ,appengine､extimport

Eromgoogle・appengine・ｅｘｔ・webapp

rromgoogle・appengine･ｅｘｔ・webapp

iInportos
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libraries・append(（Ⅲ1atlngⅢ：｛35.656594,ユ39.709764]，ⅢnalneⅢ：ｕⅡ渋谷図

書館''}）

libraries・append(｛111atln9Ⅲ：[35.668501,139.6871241,‘‘name‘‘：ｕ叩冨ケ谷図

掛館帥)）

libraries､append((1'1atlng"：[35.674967,139.677675】，”name'，：ｕ'‘西原図書

館'，)）

libraries､append(（Ⅱ1atlng''：[35.680735,139.681658]，‘‘naIne伽：ｕ’'本町図書

館Ⅲ））

１ibraries,append({‘'1atlng'‘：[35.68196,ユ39.6959841,,‘name''：ｕ,‘代々木図

茜館Ⅲ)）

Ubraries､append({'‘1atlng，‘:[35.649273‘139.716714]，‘‘name''：ｕ''臨川みん

なの図凹館,'}）

template=values【'11ibraries"］＝Iibraries

template-rile＝’‘index､ｈｔｍｌⅢ

ｐａｔｈ＝Ｃｓ､path､join(Cs・path・dirnaIne(一file-)，,.／上emplates,，

template-file）

ｓｅぱ.response・out・write(teInplate・render(path‘templatevalues)）

defInain(）：

application＝webapp,NSGｴApplication(【（‘／‘‘MainHandler)１，debu9=Tｪ，ue）

util・run-Wsqi-app(application）

ir-namQ－＝＝,－main－｡：

ｍａｉｎ(）

次に、templatesディレクトリを作成し、index・htmlファイルを作成してください。「2-3マーカー

と'lil州(ウィンドウを墾示する」で紹介した2-3.hImlを少し変災して使っています。

【samPIe】ＣＯＳ一６．３．３一tempIates-･index､hｔｍｌ

<１DOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

〈title>渋谷区内の図書館</title＞

〈scriptsrc=伽http:／/maPs‘googleapis・ｃｏｌｎ/maps/api/js?sensor=銅1se‘'><／

script＞

<SCriPttyPe=叩teXt/jaVaSCｴ､ipt'‘＞



喝

6.3ＧｏｏｇＩｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅ版ＨｅｌＩｏＷｏｒｌｃ

．
《
０
．

Ｆ
Ｌ

１

varshibuyaLibraries＝［］；

{％forlibraryinlibraries％｝

shibuyaLibraries・push(（

，‘name”：’ﾘ｛｛１ibrary・ｎａｍｅ｝）‘'，

‘‘latlng‘，：｛｛ubrarY,Iatlng｝】

))；

{％endfor％｝

２

６

４

latln9[ユ]）；

bounds､extend(1atln9)；

createMarker（

InapCanvas'１atln9，libraｴ､ｙ･ｎａｍｅ

）；

｝

／/マーカーが全て収まるように地図の中心とズームを潤整して表示

mapCanvas,趣tBounds(bounds)；

）

functioncreateMarker(map，１atlng，title）｛

／/マーカーを作成

varmarker＝newgoogle・Inaps・Marker(（

position：ｌａｔｌｎｇ，

functioninitialize(）｛

／/地図を表示

varInapDiv＝document,getE1ementByｴｄ(llmap-canvas1I）；

InapDiv・ｓｔｙｌｅ､width＝Ｍ５００ｐｘｌ，；

InapDiv､style.ｈeight＝Ⅱ５００ｐｘ“；

varmapCanvas＝newgoo91e・Inaps・Ｍａｐ(mapDiv)；

mapCanvas・setMapType工。(google.、aps・MapTypeｴd,ROADMAP)；

７

1リ

脚

//地図上にマーカーを配置していく

varbounds＝newgoogle・maps､LatLngBolmds(）；

varlibrary，ｉ'１atlng；

圭oｒ（iinshibuyaLibraries）｛

／/マーカーを作成

ljLbrary＝shibuyaLibrarjLesIil；

latlng＝newgoogle・maps･LatLn9(library‘Iatlnq【０１，１ibrary‘

267
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Ｉｎａｐ二Ｉｎａｐ，

ｔｉｔｌｅ：ｔﾕｔｌｅ

}）：

//楕報ウィンドウを作成

varinroWnd＝new9oo91e,maps・ｴnfoWindow(（

content：”<strong>‘’十title＋“く/strong>'’

})；

//マーカーがクリックされたら、情報ウインドウを表示

qooqle,maps,event・addListener(marker，’'clickm，function(）｛

infoWnd・ｏｐｅｎ(maP，Inarker)；

）)；

returnInarker；

）

Window・onload＝initiaUze；

</sCriPt＞

</head＞

<body＞

〈divid=‘‘Inap-carwas''></div＞

</body＞

</html＞

渋谷区内の公有画聖館が表示される

旨°・虚…"……“ヅ①農……“瞳逢』
十十ＧｆｉｌＱｈｇ１…r1..m…pp6p･t‘｡、☆侭



恥ヨ
Ｌ０』

6-3GoogIeAppEngine版HelloWorIc

可
蕊

ｐｙ【honのコードで'二I木語が含まれる場合には注意が必要です。ファイルに口本譜などのマル

チバイト文字を含む場合は、１行|:ｌ「＃-*-coding:utf8-窯･」と記述してインタプリタに伝えます。

ファイルもUTF-8で保作します。

また、文'j筈列を記述するときも「,,"あいうえお剛」のようにダブルクオーテーションの前に半角

小文字のｕをつけます。

２

６

４
utf-Bでファイルを保存

＃一ｏ－Ｃｏｄｉｎｇ：ｕｔｆ－８－ｏ－

ダブルクォーテーションの前にＵを付ける

ｎａｍｅ＝ｕ‘‘渋谷区立中央図需館‘’

ロ
●

JavaScript側では、mainpyから渡されたデータをもとに、地脚上にマーカーをマッピングして

いきます。この動作のコードについては、「2-3マーカーと情椛ウインドウを炎示する」を参考に

してください。

6-3.3のコードでは、地図を炎示するためのデータをmainPyで作成し、地図を表示する

JavaScrip1とＨＴＭＬを、IempIates/iildex.h〔ｍｌに分けています。細かい説明は不嘆だと思います

が、Iempla【e-Values変数を通して、テンプレートファイル側で利用したい値を渡しています。

テンプレートの生成エンジンは「n℃mgoogIcappengine・exLwCbappimp〔〕rLtemplate」で読み

込んでいます。内部ではQjangoO､96がデフォルトで利用されます。Ｑｊａｎｇｏｌ２のテンプレートエ
ンジンを使用するように指定することもできます

テンプレートの描画部分

template-軍1ｅ＝,，index,ｈｔｍｌ･・

path＝Ｃｓ,path・join(ＯＳ､path､dirname(ーfile-)‘,.／templates,‘template-file）

seぱ.response・out･write(template・rendeｴ､(path，templatevalues)）

データストアは、（〕OogieAl]pllngin〔､上で利川できるデータベースのことです。Bigrabl〔‘という
分散key-value-stoI･ｅ（KVS）方式のデータベースです｡「キーに対して値を保が／読込する」とい

うのが基本的な構想です。

MySOLに代表されるRDBであれば、複数のテーブルにデータを正規化しながら保存し、Ｓ〔’1cｄ

6－３４データストアを利用する

1，１
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文で迎結して読み込むというような処理が得意ですが、KVSはそのような複雑な式は苦手です。

逆に､｢キーに対して価｣、つまり１対1の関係に単純化して保存することで、データを分散して保

存しやすくし、データの読み書きも禰速化することができます。これによって、火箭のトラフィッ

クもスケールすることが口I能になっています。

馴染みのない方は、MapsAPIv3のMVCObjec〔を思い出してみてください｡｢MVCObject､set(key，
value)」で保存でき、MVCObiectgeI(key)で取り出すことが可能です。

ＨＴＭＬフォームの表示／値の受け取り

mainpyのコードにフォームを表示して、POSTで値を受け取る、というコードを作ります。

main.PyのコードにConlrolPanelHan(llCrクラスを迫Ijllし、main側激を変更してください。

rsampI0】ＣＯ６→６．３．４→ｍａｉｎ,Dｙ

classControlPanelHandler(webapp・Reques十WRnH1er)：

。“get(self)：

template-values＝（）

template-file＝‘‘ｒｏｒｍ・htInl‘‘

ｐａｔｈ＝Ｃｓ・path・join(Cs・path・dirnaIne(－file-)，‘./templates‘，

teInplate一通1e）

selr.response・out･write(template・render(path，template-yalues)】

ｄｅｆｐｏｓｔ(self)：

self・response,out・write（‘<html><body>Youwrote:〈pre>‘）

ｒｏｒａｒｇｉｎｓｅｌｆ､request､arguInents()：

self・response・out･write(‘，%ｓ：％ｓ、n'，％（arg，selだ.request、

get(arg)））

selr.response･out・wrjLte('</pre></body></html>，）

de玉ｍａｉｎ(）：

appliCation＝Webapp･WSGｴApplication(Ｉ（‘／‘，Mai里H垂｡ler)，
（‘/control/‘，ControlPanelHandler）

１，debu9=True）

util・run-I7sqi-app(application）

iだ一naIne-,main－，１

ｍａｉｎ(）

また、lemplates/Ibrm.h【mlを作成し、HTMLフォームを作成してくださいｃ
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L型mPlo】ＣＯ６－．６．３．４－･tempIates→form･hｔｍｌ

１

＜m0CTyPEhtInl＞

＜html＞

<head＞

〈Inetacharset=Mutf-8Ⅲ／＞

〈title>投稿フォーム</title＞

</head＞

<body＞

<舌ommethod＝‘‘Ｐｏｓｔ,‘＞

〈tablesummary=伽入力フォーム!!＞

くぼ＞

〈th>名前：〈/th>くtd><inputtype='1text‘‘name=川nameⅢsize=''10Ⅲ／></td＞

</tr＞

＜tr＞

〈th>キー：</th><td><inputtype='‘textⅡname=''keyName11size雲‘‘10Ⅲ／></td＞
〈/tr＞

＜ｔｒ＞

〈th>緯度(1at）：</th><td><inputtype="text'，naIne=''1at'‘size="ﾕO“／></td＞
く/tr＞

<tr＞

〈th>経度(1,9）：</th><td><inputtype=''text“name=‘'1,9”size=''１０'’／></td＞
〈/極＞

<tr＞

<th>駐精堀の有無：〈/th><td><inputtype=’‘checkbox1’name=''bicycleParking“
/></td＞

〈/tr＞

〈/table＞

〈inputtype='‘submit‘，value=脈登録‘‘／＞

</rom＞

</body＞

</html＞

【
凸

流れを確認しておきましょう。ｈ叩//localhost:8080/ＣＯ､[rol/にアクセスすると、

ControlPanelHandlcr・getが実行されます。そこでI1orm・hlmlを表示しています。fbrm､hImlは「職

録」ボタンが'''1されると、ＨＴＭLフォームをhul)://|〔〕(､fIlhos(:8080/c()nlr〔)l/に送侭します。その
後、ControlPanelHandleIxpostが尖行され、受け取った値を表示する、という流れです翁

７７Ｉ

伯
ｐ

１
へ
、
’

７
Ｌ

７

付
哩



データストアヘの値の保存

mainpyをさらに次のように変災します｡
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受け取った値を褒示入力フォーム

二･辱』③”ﾌ葱一ムｘ通
'一今ＧｆＹ③IocJhost:8080ﾉcon《『.,ノ

堂oIn9oogle・appengﾕ､e､extimportdb＜-回

classP1ace(｡b・liodel)：

ｎａｍｅ＝。b・Strin9Property(）

１ocation＝ｄｂ・GeoPtProperty(）

bicVcleParking＝ｄｂ・BooleanProperty(）

錘
鋸

婚
越

名肌：

キー：

輝度(､t)：

経IXnnp：

駐輪場の何無’

1回疎Ｉ

吟

ｄｅｆｐｏｓｔ(self)：

self・response･out・write(‘<html><body>Youwrote:<pre>‘）

forarginselfrequest､arguments(）：

self・response・out,write(''%ｓ：％ｓ、nm％（arg，self･request，

ｇｅｔ(arg)））

Selfresponse・out,write(‘〈/pre></body></html>,）

、?WWWr刃ＣＯ６－．６墨３轡４一ｍａｉｎｐｙ

図

classControlPanelHandle]E'(webapp･RequestHandler)：

ｄｅｆｑｅｔ(selr)：

Ｉ脇

place＝P1ace(key-name＝self,request・ｇｅｔ(,ikeyName"））

place・ｎａｍｅ室selfrequeSt・ｇｅｔ("name'‘）

place､１ocation＝。b,GeoPt(1at，1,9）

place・bicycleParking＝ｂｏｏｌ(se嘘.request・ｇｅｔ(!'bicycleParking伽））
place,put(）

回

まず□で、データストアの操作に必要なモジュールを読み込みます。

次に画で、dbModcIを継承したクラスを作成し、1つのキーに対して保〃する値の形を定義し

Ｓｏｏ掴,…‘…,…，※ML。垂
|令ｅ齢l③爾志扉蒜;声調､｡'･Ｃａ'h･＄m80soﾉc･ntm1ノ☆!､

Ｙ〔)ｕｗｍに

laL8.5.68927コ

１，ワロユコ9.7ﾕ６７ﾕ4
1K｡y刺日竺D8宏1,“､
､血盟９画Ⅱみんなの罰画面

blcyol⑥ｍｚｋ迦曾EC回
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’

ます。

フォームから送られて来た値をConIrolPanelHandlcr・pos〔メソッドで受け取り､回のPlaceOでイン

スタンスを作成し、各プロパテイに傭を入れて、簸後にPu[Oで保存しています。その際にkeyL

I1ameを指定することで、ｌｌｉｌじkey-nameの場合はｋ‘りきされます。

側じようにデータをフォームから登録してみてください。データが蕊録されているかどうかは、

h〔tp://localhost:8080／ａｈ/admin/で管理画面にログインすると確認できます。

ｉ

２

Ｆ
二
一
』
》

４

ＳＤＫの瞭理画面で｢DataSto｢ejの項目から確昭できる
負
＠

厨写ﾇ覆里＆qJI

８●Ｂ』

…雫驚

データストアからの値の読み込み

データをいくつか職録したら、地図に表示をしてみます。main{〕yのMainHandlcrを次のように
変更します、

C爾胃司雨ＣＯ６→６－３．４－main・pｙ

６

classルIainHandler(Webapp､RequestHandler)：

ｄｅ至get(self)：

teInplate=values＝｛｝

１:ibraries＝［】

だｏｒｐｌａｃｅｉｎｑｕｅｒｙ：

１ibraries・append(｛,‘name,，：place､name，

’'1atln9‘，：［place,location､1at，place・
location・ｌｏｎｌ，

”bicycleParkin9'’：place・bicycleParking｝）
teInplate-ValuesI,‘1ibｪ､aries“１＝１ibraries

付
漁

'３．優娠….－…｡",,xA． －良一
|÷ｃｆｆ①…h｡.軽“砂f‘……:.v喧…-門‘c，

伽６

ｔｅｍｐｌａｔｅー趣１ｅ＝’1ｉｎｄｅｘ・ｈｔｍｌＭ

ｐａｔｈ＝Ｃｓ・path,ｊｏｉｎ(Cs,path・dirname(－:Eile-)，‘．／templates，，
temPlate-file）

self・rGsponse,out･write(template,render(path，template-values)）

Ｓ垣Kvla4

GoQ81cApPEn91no

dov-hoIIoworId･mopsDovoi而ontConsolo
- － 一 一

》
》

》
》
“

Data日10｢OⅥｑＷＤｒ

Ｅは､ｱＫｒ芯一_…
Ｉ臆＝叩画いL壁….1〔…'…い"『
宮鐸趨。仰砿弔威豚需星6碇｡O

、崎VUTl胸CPsIDKsγN1mC
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戯紙乃ａ.,__８ｈｍ”dＶ

ｕ戯』'１ｧxZﾏｩ０nlL極wUomM

C蝉 dmrｱ･‐８“凸幽fＤ

blEyclcP聾1KI卿IOCｮUｍ8画mo
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7,妃35.ｍ4榔唖刃677U76同己挿画垂
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データストアからのI読み出しは、次のように行います。ほかにもCQLを使った方法や、

dbQueIyOを使った方法もありますが、ここでは刺愛します。

すべて読み出し

places＝P1ace･ａｌｌ(）

limitで制限

places＝P1ace･ａｌｌ(）．煙tch(100）

絞り込み

places＝P1ace､ａｌｌ(）．filter(mbicycleParking＝''，True）

キー名による取り出し

place＝P1ace,get-bLkey-name('‘shibuYa‘'）

places＝P1ace・get-by-key-naIne(［Ⅲshibuya'‘，Ⅲnishiharaml）

表示側テンプレートの変更

展筏に表示側テンプレートを少しだけ変典しますく

雨而雨ＣＯＳ→6-3-4-･tempIates-cindexhtml

varshibuyaLibraries＝［］；

{％forlibraryinlibraries％｝

shibuyaLibraries･ｐｕｓｈ(｛

,,name'‘：Ⅲ｛｛１ibrary･ｎａｍｅ｝）"，

’'1atlng”：｛｛ubrary,latlng）)，

,‘bicycleParkin9',：｛％並１ibrary・bicycleParki､９％)Ⅲあり“(％ｅｌｓｅ％},‘なしⅡ{％
end誠％｝

))；

{％endror％｝

varlibrary，ユ，latlng；

for（iinshibuyaLibraries）（

／/マーカーを作成

１ibraW＝shibuyaLibraries[ｉｌ；

１atlng＝newgoogle､maps・LatLng(1ibrary,latlng[０１，library,1atlngI11）ｌ
bounds､extend(latlnq)；



’
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createMarker（

mapCanvas，latlng，library・name，library･bicycleParking

)；

runctioncreatelIarkeZ､(Inap，Iatlng，title，bicycleParking）｛

／/悩報ウインドウを作成

varinroWnd＝new9oogle・Inaps､ｴ､玉oWindow(（

content：‘'<strong>１１＋title＋‘'</strong><br><br>”＋

，‘駐輪場の有無：”＋bicycleParking十Ⅲ</strong>”

）)；

）

biCyclePalrkingプロパテイの(l･ue/fnlseを「駐輪場の布無」に炎示できるようにしています。

駐輪場がない図雷館だけを袈示

亀

①I･〈;１１h.'t:8０８０☆1、

でき'二がったコードの全休像は次の通りです。

775

１

２

８

４

５

６

７

付

課
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第６軍GoogleApDEngineとの迎挑

銅WWm罰ＣＯ６→６－３．４一ｍａｌｎｐｙ

＃一亭一codinq：ｕｔ王－８－皐一

ﾕｍｐＯｒｔＯｓ

動ｏｍｇｏｏｇｌｅ･appengine,extiInport

fromgoogle,appengine・ｅｘｔ､webapp

fromgoo91e・appen9ine,ｅｘｔ・webapp

fromqooqle･appengine・extiInport

webapP

importutil

importtemplate

dｂ

qlassMainHandler(webapp,RequestHandler)：

ｄｅｆｇｅｔ(self)：

teInplate-Values＝｛）

places＝P1ace・ａｌｌ(）.filter(ⅡbicycleParkin9＝Ⅲ，False）

Iibraries＝（】

ｒｏｒｐｌａｃｅｉｎｐｌａｃｅｓ：

１ibraries・append({‘‘name‘’：place・name，

“1atlng“：【place・location.lat，place、

1ocation､１on]，

“bicycleParking“：place,bicYclePa画king））

template-ValueslⅢ1ibra]c,ies''１＝libraries

template-file＝”index・ｈｔｍｌ,‘

ｐａｔｈ＝Ｃｓ,path・join(Cs・path・dirname(－rile-)，,.／templates，，

tGmplate-file）

self・response・out・write(template・render(path，teInplate-Values)１

ClassP1ace(db,Model)：

ｎａｍｅ＝。b・Strin9Property(）

１ocation＝。b,GeoPtProperty(）

bicycleParking＝ｄｂ､BooleanProperty(】

classControlPanelHandler(webapp・RequestHandler)：

。e笈get(self)：

teInplate-values＝｛｝

teInplate-a1e＝！!ｆｏｍｌ・ｈｔｍｌ',

ｐａｔｈ二Ｃｓ,path・ｊｏｉｎ(Cs・path・dirname(ーfile-)，’．／telnplates‘‘
template-rile）



、
《
＠

Ｆ
Ｌ

S詞３ＧＯＯ肩IeAppEngine版HelloWorld

float(self・reqUest･ｇｅｔ(''1at‘，））

float(self､request,get("1,9Ⅲ））

ｉ
seぱ.response・out,write(template・render(path，template-yalues)】

２

ｄｅｒｐｏｓｔ(se瞳)：

selr・response・out・write(‘<htInl><body>Youwrote:<pre>,）

ｆｏｒａｒｇｉｎｓｅｌｆ・request,ar9uments(）：

self,response・out､write("%ｓ：％ｓ、n‘‘％（arg，sel玉.request・

get(arg)））

self･response､out・write('</pre></body></html>‘）

Ｃ

４

‐
『
●

付

tＥ

lａｔ

ｌｎｑ
７

place＝P1ace(keyとname＝self・request・get(‘‘keyName‘‘））

place・ｎａｍｅ＝self・request・get(!‘naIne''）

place､１ocation＝。b・GeoPt(1at‘１，９）

place・bicycleParking＝ｂｏｏｌ(self・request・ｇｅｔ(',bicycleParkingⅢ））
place､put(）

ir-name-

Inain(）

defmain(）：

application＝webapp､NSGｴAppljLcation(Ｉ（‘／‘，MainHandler)，
（‘/control/‘，ControlPanelHandler】

】，debug=True）

utiLrun-wsgi-app(application）

ｌ－ｍａｉｎ－,：
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第６章GoogIeAppEngineとの連挽

ｓ４雲i幾誤SI機濃謝｡del
本節では、GeolocationAPI＋CooglGAppEngineを使って、自分がいる場所の近くの図昔館を

検索する簡易ナビゲーションの仕組みを作ります。AndroidやiPhoneなどでサイトにアクセスし、

近くの施設を表示するようなものを階えます。

ここでは、geomodelというGoogleAppEngiI1emに作られたプロジェクトを利州します。Python
版を基本に解説しますが、Java版もありますので参考にしてください。

６－４頁１Ｇｅｏｍｏｄｅｉについて

Geomodelは、GoogleAppEngineでGISクエリを使えるように作られたオープンソースのライブ

ラリです。GoogleAppEngineのデータストアは一般的なデータベースとは異なる制約があり、作
り方が特殊なため、このプロジェクトが作られました。ここでは、Geomo〔Ielの仕組みについて簡

単に脱明します。

GoogleAppEngineデータストアの制約

まずはMySQLなどの一般的に使われるデータベースで考えてみます。データベースに次の
テーブルがあるとします。

ＭｙＳＱＬのPIaces

ｋｅｙ－ｎａｍｅ

cｅｎｔｒａｌ

hｏｎｍａｃｈｉ

kｏｍｏｒｅｂｉ

ｎｆＲｈｉｈａｒａ

ｒユｎＳｅｎ

sａｓａｄｕｋａ

同１

３月－６７２４０６

３５－６８０７３腸

３５．６５５３７Ｅ

3５．６７４９６７

３５－６４９脇Ｅ侭

３ａ６７２ＺＢ

saSad111損Ｃｈｉｌｄｒｅｎ３５．６７８７１３

shibuVa ３５－６５６５９４

tｏｍｉｑａＹａ ３５－６６８５０］

ｙｏｙｏ９ユ 3５．６８１９６

1，９ 0膳1Ｍに

1３９．７０６１５６ 中央図書館

1３９．６８１６５８ 本町図霞館

1３９．６９９９７１ こもれび大和田図鴨館

1３９－６７７６７２ 西原図書館

1ｺｑ７１６７１４ 臨川みんなの図書館

1３９．６６７１９２ 澄厩図磐餓

1３９．６６９７１４ 笹塚こども図謡館

1３９－７０９７６４ 渋谷図書館

13ｑ６Ｒ７１２４ 富ケ谷図譜館

1３９．６９５９８４ 代々木図書館

このテーブルの中から、ある地点（laLt,1,9-t）に１０kｍの脆囲内の施設を検索するクエリは


