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ローカル環境上にデータを保存するのに、これまではクッキーが利

用されていました。ｌ－ｌＴＭＬ５ではクッキーよりも手軽で、より大きい

サイズのデータも保存できるＷｅｂストレージが用意されています。

Ｗｅｂストレージはセッションストレージとローカルストレージの２種類

があります。セッションストレージは一時的なデータのやりとりに、

ローカルストレージは永続的なデータの保存に利用されます。

本章では主に永続的にデータを保存するローカルストレージについ

て解説しています。
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堀８章ＩWebストレージ

霊亘⑥１
Ｗｅｂストレージが使えるか調べる

Webストレージは多くのブラウザが対応していますが、lntemet

Explorer6などでは利用することができません。そのようなブラウザも考

慮して、Webストレージが利用可能かどうかを調べる必要があります。

【書式／例】

〆

ｅローカルストレージのjuI3合

ｉｆ(Ｗｉｎｄｏｗ､ＩｏｃａｌＳｔｏｒａｇｅ)｛

ローカルストレージが使用可能な場合の処理

｝ｅＩｓｅ｛

ローカルストレージが使用できない場合の処理

､

③セッションストレージの堀合

if(Ｗｉｎｄｏｗ・ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｒａｇｅ)｛

セッションストレージが使用可能な場合の処理

}ｅｌｓｅ｛

セッションストレージが使用できない場合の処理

【対応ブラウザ１

鐘Fireioxa6

③Sofari5

oopom10

簿GoogleChromolO
感IniernetExploror6

【対応スマートフォン１

１篇IAndroid
giPhon。

函

』

【解説】

スクリプトでＷｅｂストレージが使えるか調べるには､Ｗｉｎｄｏｗオブジェクトに特定のブロパティがあるかど

うかを調べます｡ローカルストレージの場合はlocalStorageがあるかどうか､セッションストレージの場合

はsessionSto｢ageブロパテイがあるかどうかで判断します。

【ＨＴＭＬ１

く!、OCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

＜metacharset＝ｌｌｕｔｒ－８‘｡＞

<title>WebStorageが使えるかどうか調べる</title＞

〈1inkrel='‘stylesheet1’hre王=‘‘ＣＳＳ/main・ＣＳＳ!‘type='‘text/ＣＳＳ'’media=ma11叩＞

〈scripttyPe匡'，teXt/javasCript”src='‘js/samplG･ｊｓ'‘></script＞

く/head＞

<body＞

〈divid=,‘result">く/div＞

</body＞

＜/html＞
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ＩＪａｖａＳｃ｢iptl

'８･Ｏ１ＷＢｂストレージが使えるか鯛べろ

図１:ＦｉｒＧｉｏｘ４ではＷｅｂストレージに対応しているので、

使用可能のメッセージが袈示される

/／WebStora9eが使えるか調べる

Window､onload＝だunction(）｛

ｖａｒｅｌｅ＝document､9etE1ementBy工｡(‘･result")：

並(Window､1ocalStorage)｛

ele,innerHTML＝,‘LocalStorageは使用できます<br>､'；

）else｛

G1e・innerHTliL＝‘,LocalStorageは使用できません<br>‘･Ｉ

）

ｉ王(Window･聖宰ionStora9e)（

ele・innerHTML＋＝,，SessionStora9eは使用でき寵す‘'；

｝else（

ele,innerHTML＋＝”SessionStora9eは使用でき戒せん‘'；

）

｝

図２:lnternelExplorer6ではWebストレージは使用できない

ので零使用できないとのメソセージが袈示される

IＲｎｎwcbsr｡”､が漢えるかど
ｑ
４●

＠

Ｆ
ｂ

MM6

紅… 5厘 厘回 目

うか湾べろ
寺

…『応1面号1辰、

図４:ＧＡＬＡＸＹＳ（Android22）での褒示

咳一一一一一一一一一一一一‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐--------------‐----ー -----ー ‐-‐‐‐‐－－１

１省略表記ができる
、－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一=一一一一＝－－－－－－－一一一一一一一一口■－－－■－－－－面一一一一一一一一イ

，Ｗｉｎｄｏｗオブジェクトは省略表記できるので､if(localSto｢EIge)やif(sessionStorage)と多少短｜

｜く柵くことができます。

図３:ｉＰｈｏｎｅでの表示

Ｍ全衛＊今IIlIE国5:O7PM

LocalStorageは使用できます
SessionSto｢ageは使用できます

剛p:"wwwpp…｡r…鰯鰯

蚤wbbBtor．｡‘が嘩るかどうか型ぺる－Micr…‘邸…回同園
ﾌｧｲﾙ⑧鱈狸⑤毒切お罰”⑧ﾂｰﾙ⑳ヘノ”１，，”

③戻る．③凹圃心,p披講 ﾘﾝとノ

圏蝿力ｱド1机(Ｕ 掴CVDOq,雁nt陰錨Setlmg念VOｬｍｅで好ｽｸﾄﾌ”'-,′

Lo“S1omgeば使用できません
Ｓｃ鱒1.nSIomgeほ使用できぎせん

O52dSoftBank弓争１７:Ｏ８ ｅ＊・画

www,openspc2org／Ｃ

LocalStoragcは使用できます

SessionStorageは使用できます

四wtbsRo'ﾕﾛｗ使えるかどうか豆べろ

E璽腫I,側｡"ｗｗ・ｃ画httpﾉﾊwwvマＧ

LocnlStorageはfll用でき甑す

Sc“ionStoragoは便用できまﾂ゙
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蕊●鱈
Ｗｅｂストレージに保存する

データをローカルディスク上に保存する方法として従来から使われてき

たのがクッキーです。しかし、クッキーには制限があり、Webアプリケー

ションで作成したデータを手軽にローカルディスク上に保存することができ

ませんでした。そこで、登場したのがWebストレージです。Webストレー

ジには永続的な保存を行うローカルストレージと一時的にデータをやりとり

するセッションストレージの２裡類が用意されています。

鱈式／例】
グ

［Ｍ]Window・IocaIStorage・setItem(key・value）

Window・locaIStorage[key】＝ｖａｌｕｅ

［Ｐ]【Ｒ/Ｗ]windowJocaIStorage・key＝ｖａｌｕｅ

[Ｍ]Window・sessionSto｢age・setltem(key,value）

windowsessionStorage[key]＝ｖａｌｕｅ

[Ｐ][Ｒ/Ｗ]Window・sessionStorage､key＝ｖａｌｕｅ

【対応ブラウザ】

轡Firo,｡x３．６

．s｡f・rｌ５

Oop｡『｡,０

，G.。畝｡Chromo,O
eIntomotExpIoror8

【対応スマートフオンｌ

鞠Andrｏｌｄ
圏lPhon。

、

｜key:キー
｜value:保存するデー ﾀ
、 グ

【解脱】

WebストレージはＳＱＬデータベースとは異なり､｢KeyValueStore｣方式です｡これは1つのキーに対

して対応するデータを保存するだけのものです｡このため､ＳＱＬデータベースのように条件を指定して必要

なデータだけをピックアップするような機能はありません｡そのような処理は､自作するかライブラリを利用

する必要があります｡ＳＱＬに比べてＫｅｙＶａＩｕｅＳｔｏ｢eは非常にシンプルな仕組みで､JavaSc｢iptでは

配列やブロパティとしてアクセスすることができます。

Ｗｅｂストレージにはセッションストレージと□－カルストレージがありますが､どちらも共通のメソッドとプ

ロパテイが用意されています｡セッションストレージは､サーバーやフレームを介して行っていたデータのやり

とりを従来よりも簡単に行うことができます｡□一カルストレージは､クッキーよりも大きいサイズのデータを

簡単に保存できるようになっています。

Webストレージにデータを保存するにはsetltem()メソッドを使います｡setltem()メソッドの囲初のパ

ラメータにキー名を､２番目のパラメータには保存する値(データ)を指定します｡また､ｓｅｔｌｔｅｍ()メソッド

ではなく上記の書式にもあるように配列やプロパテイの形式でデータを保存することもできます。

Ｗｅｂストレージはクッキーと異なり､保存期限がありません｡また､保存できるデータ容園はブラウザと状

況によって異なります｡一般的には保存できる最大容遍は５ＭＢが目安となっています｡にだし､この保存でき

る容壷は同じ｢オリジン(プロトコル＋ドメイン＋ポート番号)｣での総合計になります｡このため､オリジン全体

で保存できる容壷をオーバーしてしまうと､新規にデータを保存することができなくなります。
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ＩＨＴＭＬ】

＜lDOCrYPEhtml＞

〈html＞

<head＞

＜metacharset＝，‘utf-8･‘＞

くtitle>ﾃｷｽﾄエリアの内容をローカルｽﾄﾚー ジに保存</title＞

<1inkrel=mstylesheet‘！hrer='1ＣＳＳ/main・CSS.’type="text/css0'media=．，ａＵ‘‘＞

<scripじtype二‘!text/javascriptI’srcご伽js/samplG・js‘'></script＞

〈/head＞

〈body＞

<hl>ローカルｽﾄﾚー ジに保存</皿＞

<form＞

〈textareacols=劇20‘・rows='０５'’ｉｄ="userComj,-,,十‘！>感想をお願いします</textarea><br＞

<inputtype=,‘button”value='１保存,‘ｉｄ=.lsaveBuﾋﾋon‘!＞

〈/麦or､＞

〈/body＞

</html＞

B･Ｏ２Ｗｅｂストレージに侃存す窓

「
４
“

●

《

》

戸
Ｆ
Ｌ

【JavaScript】

／／ﾃｷｽﾄエリアの内容をローカルｽﾄﾚー ジに保存する

Window・addEventLEistener("1Ca｡"，func上ion<）（

docuI1nGnt.getE1ementByｴ｡(叩saveBuﾋﾋon''）.addEventListener(11click!‘，function(）｛

ｖａｒ上ｘｔ＝document,getE1ementByld(MuserComment叩）.value；

Window､1ocalStora9e,setｴtem(‘‘textDatal‘，txt)；

｝，true)；

），true)；

EＥＸ

Ｉ鵬

Ｋ曲

Ｉ則泥

図1:ローカルストレージにデータを保存する前ではデバッガで確認してもデータは保存されていない。

その後､テキストエリアに文字を入力し｢保存｣ボタンをクリックする

、ｎへⅢ、ﾃｷｽﾄｪﾘｧの雨長ローＡ‘・

÷ 今Ｇ刊ｑヘｑ 聖

ローカルストレージに保存

ＱＬＤ

馴制で７ｂｏ周幽Ｗ･7001曙

りいで州臆n回は昂りｇｕＡ．

｡蝿『'‘mmn"Ｉ響､"…ｉ③瓢…醤…叡而､…瞳,腕･卿“蕊A･‘iｕ

Ｌ唖､1曲皿嚇峠宰

P画恥､帆

pIl8)心仙b劇，『、
Ｔ似いmI11oPBOo

Ｐ副3“$畑$⑯IOI8C

p咽Cooll0l

P画“p､②UorqQd配

Va1VO
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ロ易で了ぴ距品CLRZ-7OOIh

ついて帖に隣組ｕあり止凹L、

重ｊ》二

図２:デバッガで碗閲すると､キーと対応するデータが保存されているのが輔閲できる。

なお､デバッガのローカルストレージ部分が変化しない鳴合は､他の頂目をクリックした後、

再度ローカルストレージのJ側目をクリックすると表示される

Pーー‐~ーーー再再一一一＝ー~ｰ－－－舛一一一一一一一一一画一一一一一一一一一一一一一＝一一一一一＝一軍■■画一＝－－＝＝----＝一一＝＝＝＝=－－－－＝－－＝＝＝＝＝＝＝ｑ

ｌｗｉｎｄｏｗは省略できる
し■ー一一ーー一一一ーロー■＝‐一画専一一再一一ーｰ＝ー一一ー~旬＝ーー‐~凸一＝画陣コーーーー卸一一画＝‐画一一＝－－－－ｰ一曇一一一一一画一一一一画＝一－一一＝凸画一一一ｑ

ｌＪａｖａＳｃ『iptでは最上位のオブジエクトであるＷｉｎｄｏｗは街路できるので､Ｗｉｎｄｏｗ,ｌｏｃａｌＳｔｏ『ａｇｅ１

ｌｓｅｔＩｔｅｍ()はIocalStorage､setltem()と記述しても問題ありません｡ｽﾏー ﾄーフォンなどで利用する｜

|場合には､なるべくｻｲズが小さい書き方を使用した方がよいでしょう。

『------~.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐‐‐‐‐‐‐‐＝‐‐‐‐‐--ー ....‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐１

１Ｗｅｂストレーージはセキュリティロックがかからない
トーー‐‐－‐‐‐‐‐‐‐－－‐ー..‐‐‐‐‐‐‐ー‐‐ー‐･~ー‐ー‐-‐‐-‐ー.~..‐..ー‐‐‐‐‐‐‐..‐..'...‐‐‐‐.｡....‐..‐‐‐....‐‐‐‐‐‐．.‐‐‐.,‐‐‐１

１Ｗｅｂストレージは同じオリジンであれば､保存されているデータを読み出すことができます｡この場合、｜

｜まったくセキュリティロックなどはかかりません｡この点､クッキーと大きく異なります｡ローカルストレージに’

１は|Ｄやパスワードを保存しないようにしてください。
!_-------__________________________…一______________________一_________…__Ｉ

鋪８篇Webストレージ

，ハ今己景やｽﾄ冨醗冊躍＝蒔冨
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ローカルストレージに保存
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８－０３ストレージに複数のデータ遊侃櫛する

【対応ブラウザ】

轡FIreiox3､６

，SaforI5

Oop｡『a'０

辱Goo恩loChromo,O
elnternetExpIo『｡『８

【対応スマートフオン１

１輪AndroId
mlPhon。

８－０３
ストレージに複数のデータを保存する

「
０●

●

伝
ｐ
Ｌ

WebストレージはKeyVa1ueStore方式でデータを保存するため、

キーと値が１対１で対応していなければなりません。ただし、これは１つ

のキーに対して一種類のデータしか保存できないというわけではありませ

ん。Webストレージには､JavaSc『iptで扱えるさまざまなデータを１つの

キーでまとめて保存することができます。

画
台
．

【謁式／例Ｉ
'

［Ｍ]Ｗｉｎｄｏｗ・IocalStorage､setltem(key,ＪＳＯＮ・stringify(obiect)）

Window・IocalStorage[key〕＝ＪＳＯＮ､stringify(oblect）

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]Ｗｉｎｄｏｗ､ＩｏｃａｌＳｔｏｒａｇｅ,key＝ＪＳＯＮｓｔ『ingify(obiect）

[Ｍ]Ｗｉｎｄｏｗ・sessionStorage・setItem(key‘JSONstringify(object)）

Window､sessionStorage[key]＝ＪＳＯＮ､stringify(obiect）

[Ｐ][Ｒ/Ｗ]Ｗｉｎｄｏｗ･ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｒａｇｅ・ｋｅｙ＝ＪＳＯＮ・stringify(obiect）

【ＨＴＭＬ】

<!DOCTyPEhtInl＞

<ｈｔｍｌ＞

〈head＞

〈metaCharseヒー.､ｕｔｆ－８ｌ‘＞

〈title>複数のヂー ﾀをローカルｽﾄﾚー ジに保存</titlG＞

〈1inkrel='‘stylesheet“hre垂毒'1ＣＳＳ/main､cssmtyPe=‘1text/ＣＳＳ，‘media=‘‘ａＵ,‘＞

<scripttype='1text/javascript”src=mjs/sample.Eis,'></script＞

Ｗｅｂストレージに保存するデータは､あらかじめＪａｖａＳｃｒｉｐｔのオブジェクトとして用撤しておきます。

Ｗｅｂストレージに複数のデータを保存する場合でもsetltemOメソッドを使います｡setltem()メソッドの

最初のパラメータにキー名を､２番目のパラメータには保存する値(データ)を指定します｡この時､２番目の

データにオブジエクトを指定することで､複数のデータを１つのキーで保存することができます。

ただし､そのままオブジエクトを指定してしまうと[Object]の文字列が保存されてしまい､実際のデータが

保存されません｡そこで､保存する際に､ＪＳＯＮ形式に変換してから保存するようにします｡保存するオブジェ

クト(データ)をＪＳＯＮ形式に変換するには､JSONStringify()を使います｡このようにすると､１つのキー

で複数のデータを扱うことができます。

key:キー

object:保存する複数のデータをまとめたオブジェクト
、 ノ

【H¥脱】

〃１
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躯８策Webストレージ

〈/head＞

くbody＞

〈ｈ１>ローカルｽﾄﾚー ジに保存</１１１＞

〈form＞

<inPuttyPe雲･‘text1，name="userName“ｉｄ=伽userName.‘value雲･‘桜井卿><br＞

〈textareaco1s=‘１２０”ro1ws='‘5‘！ｉd=‘‘userComment'，>意見をお願いします</textarea><br＞

<inPuttyPe=,Ibutton'１value=､!保存”ｉｄ=MsaveButtonl,＞

〈/form＞

</body＞

</html＞

IJavaScript】

／／複数のヂー ﾀをローカルｽﾄﾚー ジに保存する

Window・addEventListener('‘1Ca｡"，rimction()｛

document・getE1eImentByｴｄ(･‘saveButton'‘).addEventListener(卿click.‘‘function()｛

ｖａｒｎａｍｅ＝document･getE1ementByｴ。("userName･‘）.value；

ｖａｒｔｘｔ＝document・getEIementById(!，userCoImnent").value；

varsaveData＝（

ｕｓｅｒ：ｎａｍｅ〃

Ｃｏｍｌｅｎｔ：ｔＸｔ

｝；

Window･localStora9e,setItem(･ltextData2M，。SON･stringify(saveData)）；

），true)；

｝，true)；
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図１:テキストエリアの２つの内容を１つのキーで保存する 醗画:ローカルストレージにＪＳＯＮ形式でデータが保存される



B,０４ストレージから辰み出､リ

Ｂ軍⑥亀
ストレージから読み出す

ＷｅｂストレージはKeyValueStore方式なので、保存されたデータを

読み出すには対応するキーが必要になります。Webストレージでは、キー

と値が対応していますが､キーが分からなくても値を読み出すことができま

す。

【書式／例】
／

［Ｍ]value＝Window・localStorage､getItem(key）

ｖａｌｕｅ＝Ｗｉｎｄｏｗ・ｌｏｃａｌＳｔｏｒａｇｅ[key］

value=Window｣ocalStorage､key

[Ｍ]ｖａｌｕｅ＝Ｗｉｎｄｏｗ,ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｒａｇｅ,getItem(key）

value＝Window・sessionStorage[key］

ｖａｌｕｅ＝Ｗｉｎｄｏｗ,ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｒａｇｅ､kｅｙ

key＝Ｗｉｎｄｏｗ,ＩｏｃａＩＳｔｏｒａｇｅ､key(ｉｎｄｅｘ】

【対応ブラウザ】

勧Fire1ox3,６

．Safari5

Oop。『a'０

鯵Goog1oChromo1O
急lniornotExpIorer8

【対応スマートフオン】

I篇iAndrold
層iPhon。

､

｜key:キー

IvaIue:デー ﾀ

｜index:ｲﾝデｯｸｽ番号
、 ／

【解説ｌ

Ｗｅｂストレージからデータを読み出すには､getltem()メソッドを使います｡getltem()メソッドのパラ

メータには､読み出したいデータに対応するキーを指定します｡対応するデータがあればgetltemOはＷｅｂ

ストレージからデータを読み出します｡もし､対応するデータがない場合にはｎｕｌｌを返します｡対応するデー

タがない場合でもエラーは発生しません。

Ｗｅｂストレージで､１つのキーに対して複数のデータをＪＳＯＮ形式で格納している場合､読み出したデー

タはＪＳＯＮ.pa｢seOを使って復元します｡復元したものはオブジエクトになるので､保存されたデータはオブ

ジェクトのプロパティを参照すればよいことになります。

【ＨＴＭＬＩ

＜1DOCTYPEhtm1＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

<metachaT,set＝‘‘ｕｔ垂－８‘｡＞

くtitle>ローカルｽﾄﾚー ジから続み出し</title＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ="stylesheet“hrer='‘ＣＳＳ/Inain,ＣＳＳ‘･type='､text/ＣＳＳ”Inedia="all卿＞

●

８

1臆
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くscripttype雲‘’text/javascrｴpt“src="js/sample・js"></script＞

〈/head＞

〈body＞

<ｈ１>ローカルｽﾄﾚー ジから蹄み出し</ｈ１＞

＜雀o皿＞

〈textareacols="20'’ｒｏＩ‘Js=‘'5“ｉｄ=‘‘userComment1‘></tGxtarea＞

〈/rom＞

</body＞

</html＞

IJavaScript】

／／ローカルｽﾄﾚー ジから賎み出す

Window・addEventList翫翫(，･1oad風，runction(）｛

ｖａｒｄａｔａ＝Window､１ocalStorage・get工tem(‘･textData'‘)；

document･getE1ementByｴ。(叩userComment"）.value＝dataｊ

｝，true)：

f,聖恕唖-…卜し-…翼偽‘“Ｖｉ
← 今ｅ 針ｑ弐ｑ弐

ローカルストレージから読み出し

ロヨ寺TgPnJ吟&〃ＪＪ”蟹

ａＬＱを叫些対触哩足り堂曽上

Ｆ”潟呂

Ｚ営み０

、宅唾…|鏡ﾉ……１，M…,'‘:_b郡，“Ｇ１脈‘,１，祷唾侭｡鰯“望AA'急
ＵＭＬ▲

脚漁師Uoa訳or1B0

MHEDqm“

蝿Appqqtj9n｡“

厚潅

映写T

ImMfbPO。

Ｃ×

“Ｗ映此1WJJかｍＲｌ邑軌唖竹緬噂稗砿“ロ

図１:ページが賎み込まれると､ローカルストレージに保存されたデータをテキストエリアに表示す器

Ｗｅｂストレージは､読み出したいデータに対応するキーが分からない場合でも､データを読み出すことが

できます｡このため､ローカルストレージにＩＤやパスワードを保存すると､簡単に読み出されてしまいます。

Ｗｅｂストレージでは､ｋｅｙ()メソッドにインデックス番号(参照番号)を指定すると､対応するキーを返しま

す｡返されたキーをgetltem()メソッドのパラメータに指定すれば､保存されたデータを読み出すことができ

ます｡この段階でキーが判明しているので､setltem()を使って､自由に保存されたデータを醤き換えること

:Ｂできます。



９－０４１ストレージから験み出す

【ＨＴＭＬ】

＜!DOCTYPEhtml＞

<html＞

〈ｈｅａｄ＞

〈metacharset＝‘.utr-8I'＞

<title>全てのヂー ﾀをローカルｽﾄﾚー ジから続み出す</title＞

〈1inkrel二・'stylesheet.‘href=.‘ＣＳＳ/main・ＣＳＳ.，type=‘､text/ＣＳＳ“media=’･all伽＞

〈scriPttyPe=.,text/javascriPt‘‘srC="js/saInple.』S･･></SCrip上＞

〈/head＞

<body＞

〈、>全てのヂー ﾀをローカルスﾄﾚー ジから読み出す</hl＞

〈divid園'‘resul上!‘></div＞

</body＞

〈/htInl＞

【JａｖａＳｃｒｉｐｔ１

/／全てのヂー ﾀとキーをローカルｽﾄﾚー ジから蹄み出す

Window･addEvenじListener('‘1Ca｡''，垂unction()｛

for(ｖａｒｉ=O；ｉ<Window,１ocalStora9e､１en9th；ｉ十十)｛

ｖａｒａＫｅｙ雲Window､IocalStora9e､key(i北

ｖａｒｄａｔａ＝Window､１ocalStorage・getｴteIn(aKey)；

docuInent・getE1GmentByｴd("resulじ･‘)．inne】pHTﾙｉＬ＋＝ａKey+“＝．‘+data+'‘<br>‘!；

）

}，true>；

③ｎｆＶＩＩ悪癖ｸ0,-"ﾙﾕﾄ１通
←今Ｇ『ＷＱ

全てのデータをローカルストレージか

ら読み出す

paSSVVDrd■I･nPML5

textDqm毎嗣迩ですが、商品(ＭＺ･700)について符に阿姐ktあり誤せん．

孔

口傘刷伽閤,"'四魚"･剛"‘'○脇‘…塗…霞祁…
－－－－

垣狗･側‘，旦細。
シロｍｍｔ１

炉IlD4ぃbミ

ヤ魁L唖肥

IWO

l10rｵﾛ２

＞職に｡弓ｋ４Ｏａ
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図２:ローカルストレージに保存されている全てのキーと対応するデータを表示する
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Ｂ画⑪昼
1つのキーから複数のデータを読み出す

ＷｅｂストレージはKeyValueStore方式のため、キーと値が１対１で

対応しています。その際、１つのキーに対して複数のデータを保存するこ

とができます。そのようにして保存された複数のデータを読み出すには、

JＳＯＮを利用します。

【書式／例】
グ

［Ｍ]vaIue＝Window,IocaIStorage・getltem(key）

ｏｂｉｅｃｔ＝ＪＳＯＮｐａｒｓｅ(ｖａＩｕｅ）

[Ｍ]vaIue＝Window､sessionSto｢agegetltem(key）

ｏｂｉｅｃｔ＝ＪＳＯＮｐａｒｓｅ(vaIue）

【対応ブラウザ】

ごFIreioX3､６

③SaIari5

０OpcralO

FGoogIOChrome10
篭IniemetExpIo『ｏｒ８

Ｉ対応スマートフォン】

卿lAndroid
piPhonc

､

ｋｅｙ:キー

ｖａＩｕｅ:データ

obiect:オブジェクト
、 ノ

【解説】

８．０３で説明したように､Ｗｅｂストレージで1つのキーに対して複数のデータを保存するには､ＪＳＯＮ

ｓｔ｢ingify()メソッドを使います｡このＪＳＯＮ､st｢ingify()メソッドを使って保存したデータを読み出すには、

還常のWebストレージからデータを読み出すgetltem()メソッドを使います。

読み出したデータはＪＳＯＮ形式になっています｡スクリプトから扱いやすくするにはＪＳＯＮ､parse()メソッ

ドを使います｡これにより読み出したデータは､JavaScriptのオブジエクトのブロパテイとしてアクセスする

ことができます。

IＨＴＭＬＩ

〈！、OCTYPEhtInl＞

<ｈｔｍｌ＞

<ｈｅａｄ＞

<metacharset=･qutf-8"＞

くtitle>ﾕつのキーに保存してある複数のヂー ﾀを読み出す</title＞

〈1inkrel=‘‘stylesheet,‘hrer=．'ＣＳＳ/main,ＣＳＳ”type=耐text/ＣＳＳ卿media=‘‘all洲＞

くscripttype=‘‘text/javascripto,src="js/sample・ｊｓＩ.></script＞

〈/head＞

<ｂｏｄｙ＞

<ｈ１>複数ヂー ﾀを碗み出し</ｈ１＞



』

くｒｏｒｍ＞

<inputtype＝｡‘text“name='‘userName“ｉｄ='luserNameIlvalue＝“１，＞<br＞

くじextareacols室､'20!‘rows虞!'5‘’ｉd震'quserComment!‘></tGxtarea><br＞

〈inlput上ype=,‘button”value=I,眺み出し'’ｉｄ="1oadButton‘!＞

く/form＞

</body＞

</html＞

」

【JａｖａＳｃｒｉｐｔＩ

/／ユつのキーに保存してある複数のヂｰﾀをローカルｽﾄﾚｰヅから読み出す

Window・addEventListener(‘‘1Ca｡’‘，function(）｛

doCument・gGtE1ementByｴ｡("1巽空L:､Ｌｕ皿‘').addEventListener('℃1ick，'，function(）｛

ｖａｒｄａｔａ＝Window・localStora9e・getｴtem(!‘textDataZ‘‘）；

並（!data)（

alert(''ヂー ﾀは保存されていません,‘)；

ｒｅｔｕｒｎ；

）

ｄａｔａ画JSON,parse(data)；

ｖａｒｎａｍｅ＝ｄａｔａ・useｒ；

ｖａｒｔＸｔ＝ｄat己.ＣＯⅡ皿ent；

document､ｇｅ七E1ementBy]､｡(制userName‘’）.vaIue＝name；

document,getE1ementById("userComment'').value＝ｔｘｔ；

），true)；

}，true肥

「
４
．

●
○

Ｆ
卜

０

噂

膿Ｒ

９．０５１つのキーから裡致のデータを既み出回

1』■」淀 虚×

図２:｢読み出し｣ボタンをクリソクすると､保存されているデータが

読み出される

図１:複数のデータがＪＳＯＮ形式でローカルストレージに保存
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Ｂ重ＯＧ
特定のキーのデータを削除する

Webストレージでは、保存されているデータを簡単に削除することがで

きます。Webストレージでは､キーを指定して削除する方法と､全てのデー

タを削除する方法が用蔵されています。

【対応ブラウザ】

⑳Fi｢eIox3､６

③sO1arI5

OOpom1O

摩GoogIoChmmo,Ｏ
亀InicmotExpIorer8

I対応スマートフォン】

輔lAi1drokI
EliPhonc

【書式例】
一一一一ー一一ーーｰ一画一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーｰーー一ｰ－－一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

〆 、

［Ｍ]Window.|ocalSto｢age,removeItem(key）

［Ｍ]Ｗｉｎｄｏｗ,IocalStorage･ｃｌｅａ｢(）

｜key:キー
、 グ

【解説１

Ｗｅｂストレージで特定のデータを削除する場合には､｢ｅｍｏｖｅｌｔｅｍ()メソッドを使います。

｢emoveltem()メソッドのパラメータには､削除するデータに対応するキーを指定します｡キーが分からなく

てもｋｅｙ()メソッドを使って､どのようなキーでデータが保存されているかを知ることができます｡このため、

キーに特定の文字が含まれるデータだけを削除するといったこともできます。

特定のデータではなく全てのデータを消去することもできます｡この場合､cIea｢()メソッドを使って行いま

す｡Webストレージ内のデータは全て削除されますが､その隙､ブラウザは警告／確認のダイアログなどは全

く表示しません｡このため､ｃＩｅａ｢()を使う際にはユーザーに本当に消去してもよいかどうか､E認のダイアロ

グを表示する方がよいでしょう。

lＨＴＭＬｌ

＜!DOCTYPEhtInl＞

<hセロl＞

〈head＞

＜metaCharset＝O1ut垂－８''＞

<tit1G>ローカルｽﾄﾚー ヅのヂー ﾀを削除</title＞

〈1inkエ，Ｇ１=''stylesheet!‘href=‘℃ss/main・ＣＳＳⅢ世ype=mtGxじ/ＣＳＳ'’１nedia=ｉｌａＵ．'＞

<scripttype=''text/javascript”src='‘js/sample.jＳｍ></script＞

</head＞

〈body＞

<hl>ローカルｽﾄﾚー ジのヂー ﾀを削除</ｈ１＞

＜for､＞

削除キー名:<inputtype=．‘text'，value=，‘commentDatar1id=''keyName･I＞



１
１
且

●
○

Ｆ
ｂ
ｂ

<inputtype="button.，value=，'削除“ｉｄ="deleteButton..><br＞

〈inputtype='､button･‘value屋‘'全て削除'’ｉｄ雲.,deleteA11Buttonl.>くbr＞

〈/form＞

〈divid="statⅢ></div＞

〈/body＞

</html＞

膿間

【ＪａｖａＳｃｎｐｔｌ

/／ローカルｽﾄﾚー ジ内のヂー ﾀを削除する

Window､addEventListener(111oad"‘runction(）｛

document･getE1ementById('1deleteButton‘‘).addEvenUUistener<"click,‘，岱unction()（

vardelKGyName＝document・getE1ementByｴ｡(‘，keyName").value；

ｖａｒｄａｔａ＝Window・localStorage､removeｴﾋe､(delKeYName)；

document・getE1ementBy工d(.‘stat，‘)．innerHTML＝・‘削除しました．'：

｝，true)；

document.getE1ementByｴ。('1deleteA11Button‘'）.addEventLis上ener(‘‘clickm，function()｛

Window､localStorage､clea面()；

docuInGnt,getE1ementById(Ⅲｓじat!!)．innerHTML。Ⅷ全て削除し甑した!‘；

）‘true)；

}，true)；

し曲凸凸■

図1､図２;｢削除｣ボタンをクリックすると､対応するキーのデータが削除される色「全て削除｣ボタンをクリックすると､同じオリジンの全て

のデータが削除される

B・ＯＳ箱定のキーのデータを削除すを

②

陵一一一一一一一一一一一一・.‐‐‐-‐--..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐一‐一‐-‐‐‐‐ー ‐‐‐‐‐‐‐‐.｡‐‐‐‐‐１

１ｃＩｅａｒ()メソッドは同じオリジンのストレーージデーータを消去する
トーーーーーーコーーーーーーーーーーー一一一一一一一一再一一一一一一一一一一一一一一一一＝再一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一幸一一一一一再－－－－４

，Ｃｌｅａｒ()メソッドは同じオリジンのストレージヂー ｰー ﾀを消去します｡異なるオリジンのデーータは消去されま｜

’せん。
１－－－－－－－－－－－－－－－－－－－---------------------------－------------------------------------』
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Ｂ－Ｏ了
セッションストレージを利用する

ローカルストレージは永続的にデータを保存しますが、ウインドウが開か

れている間だけデータを一時的に保存したい場合があります。このような

場合に便利なのがセッションストレージです。

【書式‘例】
／

［Ｍ]Window,sessionStorage､setltem(key,value）

Window･sessionStorage[key]＝vaIue

「Ｐ１[Ｒ/Ｗ]Ｗｉｎｄｏｗ・ｓｅｓｓｉｏｎＳｔｏｒａｇｅ､key＝ｖａｌｕｅ

I対応ブラウザl

ejFIroIox3､６

⑳sqInrl5

OOpomlO

●GOO畷loChromelO
e1n1ernetExplorｅｒ８

(対応スマートフオン）

!#IAnd『old
glPhon。

、

ｋｅｙ:キー

value:保存するデータ
、 ／

【解Md】

セッションストレージは､ローカルストレージと全く同じメソッドとブロパティを利用できます｡ただし､ローカ

ルストレージと異なり､永続的にデータを保存しません｡セッションストレージでは同一セッションのみストレー

ジデータを共有できます｡同じセッションであれば､そのままストレージデータが共有できるため､サンプルの

ように同じセッションから新たなウインドウ(またはタブ)を開いた場合でも､データを引き継いで利用するこ

とができます｡なお､同じＵＲＬでブラウザから新規にウインドウ渥開いた場合には､異なるセッションとなるた

めデータは共有できなくなります(同じオリジン／ＵＲＬでもセッションが異なれば共有不可)。

【ＨＴＭＬ】

〈1DOCTYPEhtml＞

＜html＞

くhead＞

〈InetaCharset=.'ｕぱ－８Ⅱ＞

くじj､tle>ｾｯｼｮﾝｽﾄﾚー ジを利用し異なるｳｨﾝドｳでヂー ﾀをやりとりする</title＞

<linkrel=‘'stYlesheet'１hrer=!‘ＣＳＳ/main､ＣＳＳ”type画‘'text/ＣＳＳ.‘media害‘'all''＞

<scripttype=,，text/javascript“src="js/sample・js，！></script＞

</head＞

<body＞

〈hl>セﾂｼｮﾝｽﾄﾚー ジを利用し呪なるｳｲﾝドｳでヂー ﾀをやりとりする</ｍ＞

<form＞

〈textareacols=1,20”rows='‘５'‘ｉｄ=‘‘userCoInInent’'>感想をお願いします</textarea><br＞

〈inputtype=!‘buttonI・value='､保存｡’ｉｄ雲'･saveButton.‘＞<br＞



ｇ理をお顕いし正丁

<inputtype="button』・value=１，読み出し!．ｉd="readButton陣><br＞

〈inputtYpe=Mbutton1‘value=!'新規にｳｨﾝドｳを開く,,ｉｄ=‘1openButton''><br＞

</form＞

</body＞

</html＞

一
罷

画
》
》

【JavaSc｢ipt｝

／／ｾｯｼｮﾝｽﾄﾚー ジを利用し異なるｳｨﾝドｳでヂー ﾀをやりとりする

Window・addEventListener(‘‘1oad‘‘，雪unction(）｛

document･getE1ementBy工d(叩saveButton"）.addEventListener(卯click卿，runction(）｛

ｖａｒｔｘｔ＝document・getE1ementByｴ。('1userColnInent叩）.value；

Window･sessionStorage･setｴtem(!'tGxtData‘,，txt>；

），true)；

document・getE1ementByｴｄ(.‘readButton"）.addEventListener(‘℃1ick'１，function(）｛

ｖａｒｔｘｔ＝Window・sessionStorage・getｴtem(園textData側)；

document,getE1eInentBy工d(，IuserComment").value＝txt；

｝‘true)；

docUment･gGtE1ementByld(''opGnButton‘'）.addEventLis上ener('1click'‘，function(）｛

Window・open(Ⅲindex・html叩，！‘StorageM)；

），true>；

｝，true)：
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図8:新規に開かれたウィンドウで｢読み出し｣ボタンをクリンク

すると､センションストレージに保存された内容が読み出され、

塞示される
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図６:同じページを新たなウィンドウで開いた場合､異なるセッ

ションになるので､「院み出し｣ボタンをクリックしても､何も蕊

示されない｡つ鵬りこのセッションでは､まだテータが保存され

ていないので空棚となる

図５Ｊ読み出し｣ボタンをクリックすると､保存された

セッションストレージの内容が読み出され表示される
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Ｌ字

ＨＴＭＬ５[逆引き］
リファレンス

byGoogIeAPIEXpCrl

オフライン

アプリケーションケ
;第9章’

常時インターネットに接続されている環坑はパソコンでは一般的で

すが、スマートフオンでは少し事情が違います。スマートフォンでは砺

波の届かない場所ではインターネットに接続することができません。こ

のため、インターネットに接続されている前提で作成されているＷｅｂ

アプリケーションが動作しないことになります。このような場合、

Ｗｅｂアプリケーションに必要なファイルをスマートフオン内部にキャッ

シュしておければ便利です。

本章では必要なファイルやデータをキャッシュするための方法と

ＡＰＩについて解説しています。



剛Ｉ

|鮒９淵オフラインWebアプリケーション

ｇ再０１
ファイルをキャッシュさせる

Webサイトを利用する場合には､基本的にネットワークに接続されている

ことが前提になっています。しかし､モバイル機器などでは場所によっては

通信ができない状況もあります。ＨＴＭＬ５では､そのような場合でもＷｅｂ

アプリケーションを使用可能にするための方法が用懲されています。

{対応ブラウザｌ

③FlreIoX3､６

，SMarl5

Oopom,o
CGoo冊ｌｅＣＩ,ｒｏｍｏ１０

【対応スマートフォン｜

噂IAndroId
g1Phon。

【書式／例】
／

一一一一＝一一一一－－－－－－－－－－－－－一一一一■守一一一一一一一一一一一一一一＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－ｰ＝ｰ－－＝ｰ－
，

●ＨＴＭＬ

＜ｈｔｍｌｍａｎｉｆｅｓｔ＝'1マニフェストファイルH＞

’＠マニフェストファイル

ｉＣＡＣＨＥＭＡＮｌＦＥＳＴ

ｉキャッシュさせたいファイルのパス
、

一ーーーーｰーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一ー一一一ー一＝一一一一一一一一一一ーー一一ｰーー＝一一一一一一ーーーー一一ーーーーー
グ

【解脱】

ネットワークから切断されている場合でも､ＨＴＭＬや画像データを使用するには､あらかじめブラウザに

ファイルをキャッシュさせておくようにします｡どのファイルをキャッシュさせるかはマニフェストファイルに、

キャッシユさせたいファイルのパスまたはＵＲＬを1行単位で列記します。

例えばagifとb､htmlファイルをキャッシュさせたい場合､マニフェストファイルには以下のように記述しま

す。

CACHElIAN工FESr

a･ｇｉｆ

ｂ－ｈｔｍｌ

マニフエストファイルにはコメントも記述できます｡コメントは行頭が毒で始まるものになり､行末までがコ

メントとして扱われます｡複数行コメントにするのであれば､複数の行頭に琴を護く必要があります。

CACHEＭＡＭ[ＦＥＳＴ

号２０ﾕ1/5/１

a･ｇｉｆ

ｈ－ｈｔｍｌ

キャッシュさせた＜ないファイルを指定することもできます｡この場合は､以下のようにＮＥＴＷＯＲＫ:を記

述し､キャッシュさせたくないファイルのパスを列記します。


