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はじめに

近年、クラウドサービスの企業導入が盛んになっています。クラウド上の

サービスは従来のパッケージソフトに比べて低コストで、しかもインターネッ

ト経由であらゆる場所からアクセスできるなど、ネットワーク社会に適応した

ソフトウェアの提供方法として注目されています。

こうしたサービスの先駆け的存在のひとつが、Googleによるクラウドサービ

スGoogleAppsです。GmailをはじめとしたGoogleのサービスを企業向けに

パッケージしたサービスで、優れたサービスをたいへん低いコストで提供して

います。しかし、GoogleAppsはあくまで汎用の製品であり、それぞれの企業

が必要とする機能をすべてサポートしているわけではありません。導入時に

は、簡単な機能追加や、既存システムとの巡鵬などが必災になるでしょう。

本書では本職のプログラマーではない方でもGoogleAppsを拡張できる手段

として、「GadgctsAPI｣と｢AppsScript｣の2つを解説しています。いずれも

Webページ制作の際に使用される一般的なJavaScriptを使って開発でき、高

度なプログラミングスキルは必要ありません。また、既存のGoogleAppsアプ

リケーションの上に機能を追加する形であるため、独》虻したアプリケーション

を新規に櫛築することなく、必要な機能を実装するだけで使うことができます。

さらにサーバーサイドのプログラミングスキルをお持ちの方にとっては、イ

ンハウスのＷｃｂアプリケーションの機能をGooglCAppsに組み込むための手

段として、それらを利用できます。GoogleAppsのＵＩの中に独自の機能を埋

め込めるため、シームレスな形で機能を追加することが可能です。

GoogleAppsは優れたサービスですが、各々 のニーズに合わせて拡張するこ

とで、そのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。水神によって少

しでも多くの〃々にその知識を提供できれば、我々執縦陣にとってそれに勝る

喜びはありません。

2012年1M

伊麟千光、中村敦
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対象とする読者

本瞥の対象は、初心軒も維験者も含めてＧ〔》oglcAppsを拡張する手段を学

びたいと考えているすべての方々です。ただし、読肴はWindowsなどのＯＳの

操作方法と、JavaScriptやＨＴＭL/CSSに関する蕪礎知識を備えていることを

前提としています。それらに閲しては他に優れた入門書が多数出版されている

ので、必要な力は適宜参照してください。

本諜のほとんどはごく而単なJavaScriptをⅢいた内容となっており、

JavaScriptの紫本さえ理解していれば、専門的なプログラミングスキルがなく

ても十分に理解できるものです。すべての章では概念的な解説の後に必ず実際

に動作するサンプルを開発しているので、読肴はそれをもとに必災な機能を追

加していくことができます。

さらに、サーバーサイドのプログラミングスキルをお持ちの方には、第２章で

解説している署名リクエストや第６章のSecureDataConnectorに興味を惹か

れるでしょう。これらを利川すると、社内システム上のデータに安全にアクセ

スするガジェットが開発できます。社内システムとGooIglcAppsとの迎挑に

とって有用なツールとなってくれるでしょう。

対象とする覇境

GoogleAppSはWebブラウザのみで利用できるクラウドサービスですので、

本書のほとんどのサンプルもGoogleAppsがサポートするWebブラウザさえあ

れば実行できます。執筆時点でGoogleAppsのサポートプラウザは以下のとお

りです。バージョンは肢新バージョンとそのひとつ前のバージョンまでとされ

ています。

●lntemetExplo『e「

●GoogIeChrome

●Firefox

●Safari
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ソースコードを入力するためのUTF-8対応のテキストエディタと、それを公

開するためのWebサーバーもあれば便利です。ただし、GoogleCodcProjecl

Hostingというサービスを利jmlしてＷｃｂプラウザのみでソースコードを細果

し、Web上に公IWlする方法を第２職で解説しているので、必須ではあI)ません。

例外的に、第６章で紹介しているプライベートガジェットやSecureData

Connectorを利用するためには、ＪＲＥ(J机vaRuntimeEnvironment)をイン

ストールしたLinux卵境が必要になります。ｉｉドしい要件は節６軍に褐戦してい

ますので、そちらをご参照ください。
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第１章GoogIeガジェットの概要

ｏＪ「nkVはJlMNH1I９．７ｕ】β７m

Googlleガジェットとは

（)Oogleガジェ､ソト〈よ､さまざまなC()(〕81(､アプリケーシヨンに配偶できるミニフ'プリケーション(ガジェット）

です。専用のAPI（Goo81eCad8etsAPI）が公|＃'されており、碓でも耐ﾘiにi＃1発できます。Cooglcガジェッ
トをサポートした代喪的なアプリケーションはiGoogleです。ユーザーはガジェットディレクトリから自分の

好きなガジェットを進んで、カスタマイズされたポータルページを構築できます（凶１－])命

画図１－１：iGDogle

Coogleガジェットの雌大の特徴は、一般的なＨＩＭＬやJavaScriptの知識だけで問度なアプリケーション

が榊築できる点です。jQueIyやClosuI･eLiblmyなどのjavaScril〕lライブラリも''1111に利用できますし､クロ

スドメイン皿個などを災1Mする仏ﾘliAPIも拠供されていま．ｊ倉｡サーバーサイドの知IWIやインフラがなくとも、

､lavaScriPtのスキルを生かして多彩なガジェットが実現できます。

現在では、GmailやGoogleカレンダーといったCoogleApPSのコアアプリケーションでもGoogleガジェッ

トがサポートされており､それらを拡根するための手段として注目されています。企業でのGoogleAI〕PSの

採川が広がるにつ;|'て、エンタープライズ分野でもCO()９１(】ガジェットは亜哩な技術となっていくでしょう。
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1.1GoogIeガジェツトとは

1.1.1GoogIeガジェットの仕組み 画
Ⅲ

ＨＴＭＬガジェットＸＭＬから生成した

CoogIeガジェットは､開発街が箭理するサーバーに配置されるガジェツト定疑フン，イル(ガジェットＸＭＬ）
や関連リソースなどに加えて、コンテナとなるアプリケーション（i(〕(x)gleやCmail等)、ガジェ､ソトサーバー

など、多くの要奈の組み合わせで夷現されています。これらの関係をl1xll-2に示します。

＆

国図１－２:Googleヵヅｴﾂﾄの仕組み ’

言

＝『。Ｘ

５コンテナアプリケーション

万ジェットifｒａｍｅ

|コンテナ側の‘
',JavaScriptl

蚕
●

iガジェット側の
；JavaScript<二M〉

迎挑Ｉ………………』 ７

p

，

コンテナフ'プリケーションは、ガジェットサーバーの規定のＵＲＬ（クエリーパラメータとしてガジェット

XMLのURLなどを含む）をin･a1neで表示し、ガジェットサーバーにガジェットのレンダリングを依頼しま

す。ガジェットサーバーは指定されたURLからガジェットXMLをＩｌＷし、その精報を元にしてガジェット

のＨＴＭＬを生成してレスポンスとして返しますすると、そのHTMLがin･amelﾉ1にガジェットとして表示さ

れます。これがGoOglGガジェット友示の基本的な流れです。

ガジェットの1-1TMLには、ガジェットの機能を‘jUlilするためのJiM1Scril〕〔が含まｵ'ています。その初川

化コードがコンテナアプリケーションとの間にクロスドメインの通偏チャンネルを碓立し、ガジェットのサイ

ズ変更やユーザー殻定の保存といった機能の実現に利用します。

ガジェット･り･一バーは、ガジェットのＨＴＭＬの生成のほかにもさまざまな処理を行います。例えば、ガ

ジェットがｿi§行した外部サーバーへのHTTP1)クエストは、いったんガジェッI､サーバーに送られ、それが

プロキシとなってＨ的のサーバーに転送されます。こうすることで、Webブラウザによる制約を回避し、ク

ロスオリジンのHTTPリクエストを実現していますまた、ガジェットサーバー側で¥群Iなどを付加するこ

開発者の
Ｗｅｂサーバー

Ⅱ
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鱒１章GcogIeガジェットの概要

とで、ＯAu〔h認証や科名付きリクエストも行えます。

ガジェットに必婆な外部リソース(JavaScl･iptファイルや画像等)もガジェットサーバーを介して銃み込む

ことが推奨されています。リソースの内容はガジェットサーバー内でキャッシュされるので､元のサーバー

に負荷をかけることなくガジェットの読み込みパフォーマンスを容易に改態できます。

これらの｛t細みはほとんどがGadgetsAPIによりラップされており、通常はガジェットI＃１発省が意識する

必婆はありません。しかし、喪にこうした{|:細みが存在することを知っておけば、トラブルへの対応などで

とても役に立ちます。

1.1.20penSocialとの関係

CoogkPガジェットとIMI辿の深い技術としてOpenSocialがあります。多くのSNSサイトでソーシャルアプリ

ケーションのプラットフォームとして採用されているので､ご存じの方も多いでしょう｡実は､このOpenSocial

はもともとCoogleが提唱したもので、CadgetsAPIをベースにしています。GadgetsAPIとOpenSocialの関
係を図１．３に示します。

■図１．３:GadgetsAPIとOpenSocialの関係

ﾌﾊﾏ<
－１「

ａｑＲｅｔＳＡ卜

OpenSocial登場以前は、現在「LcgacyCadgetsAPI」と呼ばれている機能の低いGadgelsAPlが提供さ

れていました。ここからAPIの体系を盤理し､OAulh組祉付きリクエストなどの機能を追加したのが現行の

CadgetsAPIです。そこにさらにソーシャルグラフへのアクセス等のAPIを追加したものがOpenSocialとなっ

ています。

実は本普の執飛時点では、iGoogleやGmaiI、GoogleカレンダーなどでOpenSocialのAPIがサポートさ

れています。しかし、ダ1念ながらあまり利用が進んでおらず、またcOoglcの次枇代ソーシャルプラット

フォームとしてGoogle+が公開されたことにより、削除される予定となっています（削除対象はOpenSocial

特有の機能のみで､CadgetsAPIは今までどおり利用できます)。したがって本書もOpenSodalの詳細には

触れず、GadgetsAPIに的を絞って解説しています。OPenSocialについて興味のある方は、公式サイトや
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OpenSocial公式サイト：

http://www・opensocial・or9／
２

付
録

５

６

７

1３



1４
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１２G.ogieｶジｪｯﾄ開発の流れ

Coogleガジェットの概要がわかったところで､実際に助作するガジェットを作ってみましょう。ここでは、

お約束のrllelloWoI･Idjガジェット（『HcliowoI･ld1と炎示するだけのガジェット）の開発手順をなぞりな

がら、Coo81cガジェット開発の流れ遅解説します。

コンテナアプリケーションとしてはiGoo81eを前提にします。iGoogleは(;Oogleガジェツト発祥の地である

だけに、癖がなく使いやすいコンテナです。Cmailなどほかのコンテナ向けのガジェットを作る際も、まず

IcoOgIelZでAL本部分を完成させ、コンテナ独自の機能を利用する部分のみ核､!iするコンテナ上で実装す

る、という方法をお勧めします

1.2.1ガジェツトＸＭＬの作成

Googleガジェットのソースコードと荷えるのがガジェットＸＭＬです。ここでは、単に「lloIloworld1」と表

示するだけのリスト１－１のガジェットＸＭＬを使用します。ガジェ､ソトＸＭＬの文法は第２｣‘;fで解説しますの

で、各タグの懲味などはそちらな参照してください。

ロリスト１－１．ＨｅＩｌｏＷｏｒＩｄガジェットのガジェットＸＭＬ

く?xmlversion＝'‘１．０“encodin9＝‘‘UTF-8‘,？＞

<lIoduﾕe＞

<ModulePrerstitle=‘‘HelﾕoWorldGad9et“／＞

〈Con上enttype=叩html”view．"derau1t"><!ICDATAI

HeUoworldI

Ⅱ></Content＞

</Module＞

ＮＯＴＥ

ガジェットＸＭＬの公INl方法としてGoogleCodeP｢ojectHos〔Ingを利用するなら､ここで実際にガ

ジェットＸＭＬファイルを作成する必要はありません｡GoogIeCodeProjectHostingのソースコード入

力画面で入力してください。

１．２．２ガジェットＸＭＬを公開する

用通したガジェットＸＭＬは、公|＃1Webサーバー上にアップロードして、ガジェットサーバーが取得でど

るようにします。もしFTPなどで脚111にゾアイルをアツプロードできるWcbサーハー(レンタルのホームペー

ジサービスで十分です）をお排Iうであれ感、そこにファイルをアップ''一ドするだけです



1.2Googleガジェット開発の流れ

ＮＯＴＥ

ガジェットＸＭＬ臆､GoogIeのクローラが到述できる場所で公IMIしてくださいrobots・txtなどでクロール

が禁止されていると､ガジェットサーパーがフフイル唾取得できません。

もしWebサーバーが用意できない場合は、ファイルの公開機能を持つ/とWcbサービス准利川するのが

よいでしょう。ここでは､C()o8Ieが提供するソースコード智哩サービスの｢C()ogleCodclPrqjeclH()sling｣を

使う方法を解脱します。

GooglcCodePrQiectlIostingは､(;o()glcが提供するオープンソースプロジェクトの支援サービスで､ソー

スコード禰叫システム(Subvelsio11リポジトリ)やWiki､lssu(､トラッキングなどが無料で利用できます。Ｗｅｂ

プラウザのみでフフ'イルのアップロードや綿築がnI能で､('１１作したフフ'イルは|'Ⅲj的に公開されるので､ガ

ジェットＸＭＬの公開場所として雌適です

ＮＯＴＥ

ＧｏｏｇｌｅＣｏｄｅＰ｢ojectHosljngはオープンソースプロジェクト向けのサービスなので､そこにアップ

ロードしたソースファイル等はオーブンソースとしての配布や再利用を肝可することになります｡公開したく

怠い､再利用されたくないファイルをアップロードしないように注意してください。

まずはCoogleCOdGPrqjcctlloS【ingのトップページをWebブラウザで開いてください(図1-4)。もしログ

インしていない｣肌合は、ｆｉｋの｢SlgI1iI1iリンクから１１ゲインしてください。

GoogIeCodeProjectHosting：

http:／/code､qooqle,coI11/hostinq／

凹図１－４：GoogleCodeP｢oiectHostlngのトッブページ
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「ExpIor(､pi･qjectlabels｣のボックスの下にある｢CreateancWI〕rQjec【」リンクをクリックして、新しいプロ

ジェクトを作成します。新規プロジェクトの作成フォーム（図１５）が喪示されるので、炎1.1を参背に適

切な内容を人力してください。

特に沈意が必要なのは「S()111､cecodclicense」の項目で、どのライセンスを選択するかによって配ｲｌｊ

や再利用の条件が変わります。もっともシンプルなのが｢Ｍ１'１，LiceI1se」なので、特にこだわらない方は

それを選択すればよいでしょうそれぞれのライセンスのF1水獅参吟訳が以ドのページで公l#'されてい

ます『

OSI承認オープンソースライセンス日本語参考訳：

http:／/sourceror9e・ｊｐ/projects/opensource/wiki/licenses

Ｉ凶'１－５：新規プロジェクトの1値成フォーム

Proiectname

１６

PＩＤｉｅｃｔｓｕｍｍａｒｙ

圃表１－１：新規プロジェクト作成フォームの入力項巨

プロジェクトの簡単な脱明(日本認可】

脱明

プロジェクト名｡英数小文字とハイフンのみで､なるべくユニークなものにして＜ださし’
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1.2GoogIeガジェット開発の流れ

1７

タイトルのドのタブを見ると、「Downk〕adsJや「Wjki｣、「IssuG」など、さまざまな機能があるのがわかり

ます。しかし、ここではそれらの詳細には触れず、ソースコードの保存と公開の催能に絞って解説します

ほかの機能については､COoglGCodePI･qjcctlI()Stmgのへルプ(ページ下部にリンクがあります)などを参
照してください。

ソースコードの保存と公1%lの機能にフックセスするには、タイトルドのタブで｢SCL１１℃e｣猛進択し、その下

に表示されるバーで「Browsc」を選択します。ノrミベインにフォルダNi造が、（fペインにフアイルリスト（現

在は雫）がある、ファイルブラウザのようなページが表示されます（図1-7)｡

プロジェクトの群しい税叩（日本語可）Ｄｅｓｃ｢iｎｔＩｏｒ
１

フォーム逓送借すると、すぐにプロジェクトが作成され、プロジェクトのトップベージが喪示されます

(同1-6)。

Ve｢sloncont｢olsvstemバージョンコントロールの1,賊｡どちら種選んでもかまいません

画
令

プロジェクトのライセンヌＳｏｕｒｃｅｃｏｄＧｌｉｃｅｎｓＥ

目

桧に入力しなくてかまいません

S心nFdh〆則“脚衝

国図１－６：プロジェクトのﾄッブページ
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回図１－７：ソースコードリポジトリ
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／,モベイン0Ｊフォルダ{,Ⅲ造牡｣,&ると､すでにいくつかのう号1．ルダが作成されていることがわかります。ルー

トのsvnフォルダはシステム出定のフォルダであり、|；|I除したりf'1前を変えたりはできません。そのドにあ

る４つのフォルダも、炎l-2のようにあらかじめ役割が決められています。ここでも表1.2にしたがって、

作成するソースコードは〔１．，】nkフォルダに係イルます。

国孜１－２:デフォルトで作成されるフォルダの役劉

フォルダ名 役割

bｒａｎＣｈｅＳ 複数のバージョンを並行開発するためのブランチを格納する

【aRS リリースバージョンなど､過去の特定のバージョンを保存する

tｒｕｎｋ メインのソースコードな格納する

Ｗｉｋ Wikiとして誰示されるファイルを格納ﾂﾞ馬

ファイルを保存するには、右ペインに炎示されている「CI･(』alP」リンクを使います。これをクリックする

と、図１８のような入力画而になり、プラウザヒでソースコードの人ﾉJや鵜巣がでどます


