
Webの開発というとき、どのような知識や技術が要求されるでしょうか。ＨＴＭＬ

やスタイルシート、JavaScriptoそのあたりは誰しも思いつくでしょう。中には

｢JavaSc｢iptのライブラリ」をあげる人もいるかも知れません。

サーバー側の開発まで含めると、それこそあらゆる知識が必要となってきますが、

クライアント側（すなわち、Ｗｅｂブラウザ側）に限れば、だいたいこのくらいわか

れば十分かな？と誰しも思うはずです。

が、ここでもう一つ、これからのWeb開発で重要となる知識を身につけることを

提案したいのです。それは－．
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｢Google｣という

Webアプリケーション環境を学ぶ！

Ｇｏｏｇｌｅです。

「え？Googleって、検索サイトの？」と思われるかも知れません。いいえ、

Googleは、単なる検索サイトではありません。それは、一つの覇境なのです。Ｗｅｂ

というメデイアにさまざまな機能を提供する、「新しいWebアプリケーション環境」

といってよいでしょう。

ＧＯＯｇＩｅでプログラミングする。－そのことの意味を、Webの開発に桃わる人

間であればそろそろ本気で考えるべきかも知れません。

本書では､JavaScriptを利用し､クライアント側で利用可能なGoogIe技術に絞り、

その基本的な使い方を解説します。それは、単に「Googleの検索機能が使える」と

か「YouTubeの動画が見られる」というようなものではありません。Googleを使

いこなすことで、あなたのWebの機能や表現力が格段にアップすることにきっと気

づくはずです。

GoogIeを使いこなせ。－それが、これからのWeb技術者に必須の技術となる日

は、きっと遠いことではないでしょう。さあ、今日からあなたもはじめてみましょう．

｢GoogIeプログラミング」を。

２０１０年２月掌田津耶乃
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oogIeでプログラミングする」
ま？

まずは、「Googleでプログラミングする」ということについて考えてみましょう。それはどう

いうことなのか､どういう利点があるのか｡普通のWeb開発と何が違うのか｡そうした｢GoogIe

プログラミング」の特徴を整理していきましょう。

>>>＞現在のWeb開発で重視される技術とは

Webサイト、Webアブリケシヨンといったものを作成する勘合、技術的な面でまず検討

する点がいくつかあります。それは､｢どのような技術を用いて作成をするか」という点でしょ

う。これは整理すると以下のようなものに絞られます。

●サーバー環境。サーバープログラムや動作するプラットフォームなど。

●開発に使用する言語。どのようなプログラミング言賠を用いるか。

●使用するソフトウェア。ライブラリやフレームワークといったものを用いるかどうか。

以前は、サーバー環境こそが重要で、これにより開発の形が大きく変わってくることもあり

ました。現在でも、例えば.netやJavaなどによる冊発は、一般のWebサーバーとは異なる

サーバー環境を拙築しますし、Ｗｅｂサーバーであってもブラットフォムの蹴境によっては、

そこから利用できる機能（データベースやメール送信､プログラムの定期実行など）も異なり、

プログラムの作成に大きな影響を与えることもあります。

が、現在では一般的なＷｅｂサーバーであれば、使用できる言語や機能もそれほど大きく変

わりないようになりつつあります。以前は、ＣＧ|の有無すらサーバーによって違っていました

が、今では多くのサバーで多様な言語が利用可能になっています。またデータベースについ

ても、レンタルサーバーですら複数選択できるところが増えてきました。

多くの現場で、ほほ同じような環境を用意しうるようになってきたことで、サーバー環境の

選択は以前ほど大きな影響を与えることはなくなりつつあります．その代りに、重要さを増し

つつあるのが「ライブラリやフレームワーク」でしょう

昔のシンプルなサイトであれば､－からすべてコードを鴇いて作ることも十分可能でしたが、

現在の高機能化したWebアプリケーションでは、「すべて－から鴨く」というのはあまりに非

効率的です。このため、目的にあったライブラリやフレームワークなどを選定し、それを使っ

てアプリケーション開発を行う、というやり方が主流となりつつあります。それに伴い、多く

の言語で簿多稲多様なライブラリフレームワークが登場し使われるようになってきています。

似たような機能であっても、その実装の仕方や設計思想により、コーディングスタイルが大

きく異なることもしばしばあります。「どのライブラリ／フレームワークを選択するか」は、

プログラムの作成に大きな影響を及ぼすようになってきました。今では、ある程度の規模の


