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最大化されに状雌

iCooglcがサポートするビューを友2-10に示し歌･《１．。ただし、ほかのほとんどのコンテナフ'プリケーショ

ンはこれらのビューの一部しかサポートしていません⑤サポートしていないビューがガジェットに街まれて

いても問題はありませんが、それらが麦示されることもありません,、

露２．１０：一般的なビュー

ＤａｎＶａＥ

ビューの臓別子 調班

iGOOgle刀シｪｯﾄディレクトリでのライブプレビューなど

適合するピコーを持つContentタグがない場合に使われるdｅｆａｕＩＩ

、『ｅｖＩｅｗ

それぞれのピューで異なる内容を表示するには、ガジェットXMLに複数のConIemタグ遊含めて、VieⅥ

属性で対応するビューの識別子を指定します。搬別j昌をコンマ区切りで花くれば、ひとつのComentタグ

を複数のビューで共川することもできます。

リスト2.6にCANVASビュー《IjりＷのC〔)nkⅧ(タグ世lfつガジェットＸＭＩ,を示しま､i).oCANVASビューでは

114初のＣ(》1Ⅱ《'１１【タグが、それ以外のビューで1J:２冊口のConlcnlタグが使川され;l§.《).,、
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画リスト２－６：ＣＡＮＶＡＳビュー専用のContentタグを持つガジェットＸＭＬ

<?xmlversion＝''１．OMGncoding＝"UTF-8伽？＞

<Hodule＞

〈ModulePrefsﾋﾕﾋﾕe=1,Canvasビューサンプル'！／＞

〈Contenttype="html'‘view=',canvas叩><!ICDATA［

<hl＞キ･ヤンバスピュー〈/ｈ１＞

Ⅱ></Content＞

〈Contenttype=‘，html,・view=，‘dejEau1t,‘><1[CDATAl

くhl>通常のビュー〈/hl＞

】]></Content＞

</Modu1e＞

通端、ビューはi(;o(〕l(､の蚊大化ボタンのようなＵＩ逓使川してユーザーが|ﾘ}示的に切り緋えます。しか

し､Gmailなどのように雌大化ボタンを提供しないコンテナもあります｡その場合は､JavaScriplAP1でビュー

を切り替えることもできます。「2.5ビューの切り替え（gadg(‘1s・Views)」でその方法を解説していますの

で、参隊にしてください

２．２．６国際化

CooglPの提供するアプリケーションは全世界で使州されており､ユーザーの地域や設定によって宵1mj的

にメッセージや|_I付などの形式が切り杵わりますこのような仕組みを「凶際化｣と呼びますU

Gadge〔sAP1にも阿隙化の仕細みが含まれており、ひとつのガジェットで多数の地域や言,i#に対応でき

ます。例えばGoogk,I鮒拠のCmailガジェットは、コンテナアプリケーションの表示言諾に合わせて'1本舗
(図２６）や範語（Ｍ２７）など、さまざまな言語で表示されます。

園同月･６：日本蕗で表示されたGmailガジエット

G maII(1)圃幽

空ﾄﾚｲ皿-ﾒｰﾙ鐸睡＝

口蕊評らせ-ｾーﾙのお鰯２３;'６

回同色･７：英蕗で表示されたGmailガジエット

GｍａＩＨ１１ 江|‐

InboXｲ1I-CompOSO-MOlIいcRIof哩韓ｉ‘

口雛鯉詐･趣-ﾙの総’'１‘，、

このような表示言語の切り替えに対応するためには、表示するメッセージを「メッセージバンドル」と呼

ばれる独'‘ルたＸＭＩ,フフ'イルにまとめておきます。英語のメツセージバンドルの例をリスト2-7に､日本紺



｡

■リスト２－８：日本圏のメッセージバンドル(ja-ALL・xmI）

2.2ガジェットＸＭＬ

のメッセージバンドルの例をリスト２．８に示します。文字コードはUTF､8を使ってください。

■リスト２－７:英昭のメッセージパンドル(ALL-ALLxmI）

１

<messagebundle＞

<msgname=ptitle0'>HeUoGad9et</msg＞

〈InsgnaInep国hello‘，>Heﾕﾕo</InB9＞

〈ms9name白口prefname鰯>Yourname</msg＞

</meSsa9ebundle＞

３

Localeタグに指定できる屈性を表2.11に示します。messages属性は自明ですが､lang属性とcountIy
属性については少し説明が必饗かもしれません。

‘１

<7m1versionﾛﾛﾕ.０画encodin9■pUTF=８‘’７＞

<Mod皿e＞

qIodulePrerstitle=Q-MSG-title-p＞

〈Localemessa9esoohttp:〃example､com/ALL-ALL.、１画／＞

〈Localelan9p･ja｡、essa9es自画http:〃example･ＣＯ､/ja-ALL.】qnl．／＞

<ﾉModulePrefB＞

〈UserPrefname白QnamepdisplaLname=画一MSG=prername-qrequired=･true画／＞

〈ContenttyPe=､htmﾕ･view=園deEault轡><!iCDArAI

〈hl>一MSG-heuo--UPLname-1</hl＞

Ⅱ></Content＞

</Module＞

3９

６

<messagebmdle＞

<msgname回圃title園＞こんにちはガジェット〈/ms9＞

<Insgname包働hello園＞こんにちは、〈/msg＞

〈msgname=.､prezname口＞あなたの名前く/msg＞

</messa9ebundle＞

７

ｆ
〃
Ｊ
§

１
Ｊ
９
・
Ｐ

メッセージバンドルの出火は例を見てほぼ理解できるでしょう。ルート要素であるmessagebundIeタグの

中に、msgタグで表示文字列を記述します。msgタグのname属性はメッセージを識別するためのユニー

クなＩＤ文字列で、ガジェットＸＭＬ側で各メッセージにアクセスする際に必襲になります。

用意したメッセージバンドルは､ガジェットＸＭＬと同禄に公開Webサーバー上にアップロードしておい

てください。そして、ガジェットＸＭＬのLocaleタグでそれぞれのメッセージバンドルを指定し、メッセー

ジＩＤを使ってガジェット内に挿入します。リスト2-9に、この方法で国際化したガジェットＸＭＬの例を示

します。

■リスト2-9:国際化されたガジェットＸＭＬの例
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■表２．１１：Localeタグの屈性

属性名 脱明

messages メッセージバンドルのＵＲＬを指定する

lang 言語コードを指定する

CountⅣ 国コードを指定する

日本胡という独I‘lの公用語を持つ我々にはピンときませんが、国際化を行う場合、「言語」と「国」は明

確に分けて考える必要があります。例えば､英語は米国や英国をはじめとして多数の国で使用されていま

すし､ベルギーやカナダのように複数の公川拙を持つ国も存在します。言語と国は必ずしも一対一で対応

するわけではないのです。

こうした蛎憤があるため､GoogIeガジェットでのロケールの指定も前脳（lang鵬性）と国（countIy属性）

を別々 に指定するようになっています。例えば「lang=･en･counlIy=℃A･」と指定すれば、カナダで言語が

英語の場合､という指定になります。lang属性とcoumry屈性で使用できる言語と国のコードは以下のペー

ジに掲抜されています。

サポートされている目脂と国のコード：

http:／/code,google・CCI､/intl/e､/apis/igoogle/docs/i18,.ｈｔｍｌ

しかし、GoogIeのように多数の国と甫総に対応できる資金やリソースを持つ企業というのはなかなかあ

りません。多くの場合、数ケ国語に対応すれば十分でしょう。そこで、langとcountIyのいずれも省略可能

となっており、その場合はすべての国（もしくは言編）に対して対応するメッセージバンドルを使用する、

という指定になります。両方省略した嶋合は、対応するメッセージバンドルが存在しない場合のデフォル

トとして扱われます。

メッセージバンドルで定義されたメヅセージを実際に使用する方法は、ユーザー没定とほぼ同じです。

JavaScripIAPIで取得することもできますし､｢一MSGごく”me侮性の価>一lの押式で慨換を行うことも可能

です。さ細によるメッセージ置換はConIcnt内だけでなく、多くのタグの屈性値としても使用できます。

以上でガジェットXMLの記述方法は概ね解説しました。ここまでの知識だけでも、標準のHTML／

JavaScriplを利用して簡単なガジェットを柵築できるでしょう．しかし、CadgCtsAPlでは独I‘lのJavaScript

APIも提供されており、さらに高度な柵能を実現できます。次節以降では、それらのjavaScriptAPlの使用

方法を解脱していきます。



ﾒソッド

2.3ユーザー設定にadgets,Prefs）

２３ ユーザー設定(gadgetsoPrefs）
２

ﾘｽﾄ型のユーザー設定を配列で取得すを

「２２．４１ユーザー殺定」で解説したとおり、ガジェットは(f灘のユーザー没定項卜Iを持つことがでざま

ず。それらの仙はパラメータ『雌でガジェットＸＭＩ･に埋めこむこともできますが、GadgelsAPlにも取1Wと

批定の機能があります。JavaScI､iptで利用するなら後淵を利川するのが妥､11です。

ユーザー設定を取得したり設定したりするAPlは、拝idgPls､Pr噸クラスとして実装されています、インス
【
、

ダンスは通附どおりnewキーワードで作成できます（リスト2-1())。ガジェツトの開始時にインス役ンスを

('｢成して.おくとよいでしょう。

胃

７
－
Ｊ

回リスト２－１０：gadgetsPrefsインスタンスの作成

ｖａｒｐｒｅｆｓ＝newqadqets,Prers()；

作成したインスタンスに定凝されたメソッドを呼び出すことによって、ユーザー投定値の取得や没だな

どを行います。

２．３．１ユーザー設定の取得

gelBOo1(key】

．｡ーザ一投定価は、データ型ごとに用懲された炎２１２のメソッドによって取得します。ただし、この場

合のデータ型は､ガジェットＸＭＬのUserPrefタグで脂定するものと１１'職の関係はありません。ユーザー設

定はすべて文字列として保仔されるので、それを通りjに7W』迩換（１）a'“lntO間数を通すなど）して返す、と

いった1111作になります．

国我２－１２:ユーザー設定取得用のメソッド

ユーザー股定を浮助小数点値として取柵する

荊砿

RetFloat(key）

ユーザー股定在booleBnとして取得する

getArray<key）

例として、同じユーザー没定をge【lBoolO、gelII'１０，８〔ﾕiFl(X1tOでMＷして表示するガジェットをリスト

２－１１に示します。それぞれの結果の違いを雌組してみてください。

ユーザー股憲涯整致賄として鞭御する

4１

getSt『ing(key） ユーザー設定を文字列として取得する

getInt(key）
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■リスト２－１１：ユーザー設定をさまざまなデータ型で取何

<7m1version自・１．０．encoding回･UTF-8｡？＞

<Module＞

〈ModulePrefstitle=国GadgetsAPエによるユーザー股定の取得画／＞

〈UserPre垂name=厩strin9･displaLname=・文字列・datatype=画string･required=,，true。／＞

〈Contenttype=･html“viewﾛ･default"><!ICDATAI

＜IDOCTYPEhtml＞

＜seript＞

ｖａｒｐｒｅｆｓ＝newgadgetB・Prefs()；

document･open<)；

document,write（

’9etBOol(）：。＋pref8・getBool（'strin9.）＋,<br>‘＋

’9etｴnt(）：・・prefs・getmt(‘String･）＋‘<br>・＋

’getFloat(》ｇ・令prefs､getFloat(‘Btrmg'）＋‘<br>･）；

docunlent・close()；

〈/script＞

Ⅲ></Content＞

</Module＞

2.3.2ユーザー設定の保存

「selpre佑｣機能ライブラリを狭み込むと､gadgets,Pre偽クラスに表2-13のメソッドが追加され､ユーザー

投定に対してjavaScriptで値を殺定できるようになります。取得の場合と違い、保存は文字列か配列のみ

となっています。このことからもユーザー設定が実際には文字列で保存されていることがわかるでしょう。

■表２－１３:setprefs磯能ライブラリによって追加されるメソッド

ﾒソッド 脱明

set(key・Val） ユーザー股定に文字列を保存する

setArray(key･ａｒ｢ay） ユーザー股定に配列を保存する

ユーザー没定保存の例として、耐取なメモガジェットをリスト２．１２に示します。「保存」ボタンをクリッ

クすればテキストボックスの内容がユーザー設定に保存され、リロードしても内容が保持されます。ただ

し、ユーザー設定に保存できる文字数には限界があるので、あまり長い文字列は保存できません。

■リスト２－１２:簡単なメモガジェット

<?m1version='01.Ｏ側encCdingp0‘UTF-8図？＞

<Module＞

〈ModulePrefstitle=‐メモガジエツト同heightp･370.＞

<ReqUirefeature=･setprerso／＞

〈/ModulePrers＞



2.3ユーザー股定(gadgetS.P尼fs》

<UBerPrefname。.meIno・datatype宮口hidden・derault-Va1ue二画｡/＞

<ContenttyPe冨口html・view=･deraultp><IICDATAI

＜1DOCTYPEhtInl＞

〈formonsubmit回国save<)；retumfalse;ロaction=国#‘.＞

〈textareaid=.'znemo“cols="40”rows匡鳳ZO"></textarea＞

〈inputtyPep･submit園value宮口送信口＞

〈/form＞

＜script＞

ｖａｒｐｒｅｆｓ－ｎｅｗｇａdgets・Pre2s(》；

ｖａｒｅｌ＝doCument,getE1ementByｴ｡《･memo,）；

ｅ１.valuec9ad9ets,ｕｔｎ･unescapeStrin9(pre者s・getStrin9('memo'））；

functionsave(）｛

Pref8･set(，meIno‘，ｅ１.value)；

）

〈/script＞

Ⅲ><ﾉContent＞

</Module＞

2.3.3メッセージバンドルからのメッセージの取得

gadgctsPrehクラスのメソッドには、「２２．６１]iI際化lで解脱したメッセージバンドルからのデータを取

得するメソッドも含まれています（表2.14)。これにより、プログラムで生成するＵｌなども簡蝋に国際化で

きます。

■表2-14:gadgetSP｢efSクラスの国際化関連のメソッド

ﾒソッド 脱明

getMsg(msgId） メッセージバンドルからメッセージを取得する

getLangO 現在の買蛎コードを取禰する

getCountryO 現在の国コードを取得する

国

4３
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２４ﾌﾚーﾑの緋(gadgets-wincIow）

第１策で解説したとおり､CoogIeガジェットのコンテンツはコンテナページ内に配置されたiflrameとして

喪示されます。コンテナページとガジェット内のコンテンツは別のドメインから配信されるので、コンテナ

ページの内容にガジェット側からアクセスすることはできません。これによって鰯三者が作成したガジェッ

トを安全に表,武できるのですが、’1.1時にガジェットのサイズやタイトルも変典できないことを葱味します。

これではあまりに不便でしょう。

ｇａ〔lgeIsowiI1dowfI前空間のメソッドは、こ〔ﾉ)|H他を解iiIiするものでそ).。特殊なクロスドメイン皿((の技

法逓利川することにより、コンテナページに対してガジェットのサイズ変､iなどを典求できます。表示する

情報量が変化する場合でもガジェット内にスクロールバーを出すことなく令悩報を提示できるなど、ユー

ザー体験の揃で大きなメリットがあります。

2.4.1ビューボートのサイズ取得

gadgc1swin(low・geMewPorのimensi(〕､soは現庄のビューポート領域(ガジェットのコンテンツ表示航域）

のサイズを取得します。呼び出すと､ｗｉ(1KhとhPightにそれぞれ柵と商さのピクセル数を格納したオブジェ

クト唾返しますこのメソッドを利用してピューポート緬域のサイズを喪ボするコードをリスト２－１３に示し

ます

画リスト２．１３：ビューポート領域のサイズを表示するコード

varsize宮gadgets・Window･geWiGwpor上Dimensions(）；

vａｒｅｌ画document・createE1emen上(‘div‘）；

e１．innerIIT1,1Ｌ＝’width：０十ｓｉｚｅ･ＷｊＬｄｔｈ十．ｐｘ，height：０＋ｓｉｚＧ.ｈeight＋‘ｐｘｏ；

document・body・appendChnd(el)；

このメソッドはRPqI1ii．eタグの追加など起せずに利用できます。

2.4.2ビューボートのサイズ変更

ｇ&ldgOls,wind〔》WadiustHeight0はガジェットの尚さを変更します。利川するには「dyI1amir､heigh〔」機能

ライブラリをR〔'(ｌｌ１ｉｒ〔典する必典があります。その上で､引数にビューポート傾城の折しい商さ（ピクセル数）

を指定して呼び川すことで、ガジェットがリサイズされます。リスト２１４は、ユーザー設定で高さを楯定

できる画にしたガジェットの例です同



Ｉ 2.4フレームの擾作(gadgets､Window）

■リスト２－１４:ユーザー股定で高さを変更できるガジェット

＜７.mllverBion回・1.0｡encodin9p画UTF-8‘，？＞

＜Module＞

<ModulePrefstit1e=回adjustHei9htsample‘,＞

〈Requirefeature=qdynamic-height■／＞

〈/ModulePref8＞

〈UserPrefname且Qhei9ht画required邑口true．／＞

〈Contenttype回･htmﾕ”viewc･derault園><1ICDATAI

qDOCTYPEhml＞

＜script＞

varpref8pnew9ad9ets,Pre壷s《)；

setTiIneout(function(）｛

gad9et8・Window・adjustHeight<prefB,9etmt(‘hei9ht‘〉)；

｝，ユ000川

〈/script＞

、></Content＞

</Module＞

このメソッドは少々イレギュラーな方法でクロスドメイン通信を実現するため、ガジェットの表示開始

直後に呼び附すと機能しないことがあります。リスト２－１４で１秒待ってから実行しているのは、このた

めです。

2.4.3タイトルの変更

ガジェットの商さと岡様に、gadgets・Window・setTitIeOでガジェットのタイトルも変更できます。こちらも

｢Setti【１０」機能ライブラリをRequi唾しておく必迩があります．その上で、‘jI数に新しいタイトルを指定して

呼び附すと、タイトルが変更されます。リスト２．１５は、ユーザー設定でタイトルを桁定できるようにした

ガジェットの例です。

■リスト２－１５:ユーザー股定でタイトルを変更できるガジェット

＜?xnllversion目"１．０口encoding回凶UTF-80，？＞

<Module＞

<ModulePrerstitle＝口setTitlesample同＞

〈Require2eatUre=Qsettitle。／＞

〈/ModulePrefS＞

〈UserPrefnamep画title･requiredsptrueロノ＞

<Contenttypep･html、view毎･derault｡><!ICDATAI

<!DOCTYPEhtml＞

＜script＞

ｖａｒｐｒｅｆｓ画newgadgets･Prers()；

4５
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setTimeout(function(）（

gadgetS・Window･BetTitle<Pre2S・getString《Otitle‘）川

｝，ユ000)；

く/scriPt＞

Ⅱ></Content＞

</Module＞

このメソッドもa(1juStHeightOと同梯に、iHI始血後は機能しないことがあります。



箇引目ＶＩＥＷ

2.5ビューの切り替え(RadRets・Views】

２５ピｭーの切り替え(gadgetsoviews）
患

現在のビユーを表現するＶｉｅｗインスタンスを返す

「２２．５表示内群ｌでは、ガジェヅトに拠敬のビューがあることを解洲しました。それらのビューの切り

神えはコンテナフ'プリケーシ:IンがＵＩ御'1葱す為川合もありますが、ｇｆ】('8(､【s,vi(､wsf'1前ﾂilf間のメソッドを

使って､lavaSc1iP1で自助的に切り替えることもできます。例えばGmailのサイドバーガジェット(輔３章参照）

では､実際にはCANVASビューがサポートされているにもかかわらず切り緋え用のじIが表示されないので、

ガジェット側で切り替えのＦ段を実装する必愛があります
６

７

2.5.1gadgets･Views名前空間

Had8els,Views・geI()ｌ１ｒＩ､(心､【Vi(､ｗＯは現在のビュー牡災呪するＶｉｅｗインスタンスを返します。Ｖｌｃｗクラス

については次節で解説しますが、そのメソッドでガジェットがどのビューで表示されているかを特定でき

ます

ｇａ(１８Gt5.views名前空|Ｈ１を利用するには､｢viewsJ機能ライブラリをRe(I11irPします。それにより､それぞ

れのピューの識別了を定侭したgadgGKSviews・ViPwTyI)eオブジェクト､ビュー牡喪現するgadgelsviews､View

クラス、そして表2-15に,ドすメソッドがgadg釧s‘views名前空間に定.擬されます。

国孜２－１５：Rad貝ets・Views名前空間のメソッド

ＰＲＥＶＩＥＷビューの職別平,‘而常は文字列.ＰＲＥＶＩＥＷ．

メソッド名 脱呼

説明

getＣｕ『『entViewO

ＨＯＭＦ ＨＯＭ律ピー7.-の謹別子,詞常は文字列.ＨＯＭＥ．

getParamsO requesWavigateTO()に捜されたパラメータを返す

4７

getSuppol-tedViewsC コンテナがサポートするすべてのＶｉｅｗインスタンス歴返す

｢equestNavigatcTo(viewType,params）viewTvDeのビューヘ切り替え吾

ＣＡＮＶＡＳビューの醗別子｡通鴬は文字列℃ＡＮＶＡＳ．

８adgets・views・VieW1yI〕Pは､それぞれのビューの耐別ｊ皇を定燕したオブジェクトです。災2.16に|州l』的

なフィールドを示しますただし、これらすべてが定義されているわけではなく、コンテナアプリケーショ

ンがサポートしないビューは定義がないこともあるので注意してください｡

国表２．１６:gadgets･viewsVlewTypeのフィールド

ＣＡＮＶＡｇ

フィールド名
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gadgetsviewsgetSupportedViewsoはコンテナアプリケーションがサポートしているすべてのビューを返

します。返り航はgadgetsviews・ViewTypeの得フィールドをキー、gadgeIsvicws､Viewインスタンスを価と

するオブジェクトです。

残りのメソッドについては、「2.5.3ビューの切り替え」を参照してください。

２．５．２gadgets,Views,Ｖｉｅｗクラス

gadgetS,views,Viewクラスは、それぞれのビューを抽象化したクラスです。このクラスを直接生成するこ

とはなく、常にgadgeIsviews名前空間のメソッドで取得します。

gadgets､views・Viewクラスの主なメソッドはge1NameOです。これは対応するビューの識別子を返すもの

で､返り航はgadgcIs､viewsVieWTypeで定樋されている価のいずれかです。したがって､例えばリスト2.16

のコードで現在のビューがCANVASビューかどうかを判別できます。

■リスト２－１６:現在のビユーがCANVASビューかを判別

varviewp9ad9etB・Views,getCurZentView()；

if(view・getName(）ppgadgets･viewS・VieWType・CANVAS）（

alert(,現在のビューはＣＡＷＡＳビューです・）；

｝ｅﾕｓｅ｛

alert(,現在のピューはCANVASビューではありません’）；

）

OpenSocialの規格ではgeINameO以外にもいくつかメソッドがありますが、本押の執筆時点でのGoogle
のコンテナでは正しく実装されていないようです。

2.5.3ビューの切り替え

ビューの切り替えは､gadgetsviews､requesINavigateToOを呼び出すことで行います。第１引数に遷移先

のビューをgadgClS・viCwsVieWIypcのフィールドで指定してください。

また、省略可能な第２'｝|数に任意の値（配列やオブジェクトも可）を指定することで、その価を過移先

のビューに渡せます。巡移先ではgad8cljwiewsgetPammsOを呼びlHすことで価を取得できます。

ビューの切り替えの実装例は「3.3Gmailサイドバーガジェットの実装｣を参照してください。



2.6Ｗｅｂ上のコンテンツヘのアクセス(＝ｄ壷ts.iｏ】

２６Web上のｺﾝﾃﾝﾂﾍのｱｸｾｽ
（gadgets国io）

gadgetsjo渦前空lHlは、Web上の外部コンテンツにアクセスするためのメソッド牡提供していますな

かでも重要なのが、汎用のllTlPリクエストを発行するgadgeIs・iomakcRGqucstO（以降、makcRGquestと

略します）です。このメソッドは、通常のXMLHIr[pRPqll〔､stと違って異なるドメインのサーバーにも自由に

アクセスでき、OA1l1h縄柾にも対応しています。このため、」ﾓMIS<･riptのみでCoo81cDflmAl〕I准禽む多く
のWcbAl〕lなi',Wilできますi，

ガジェ､リト単体でできることには限界がありますが､外部のサイトやｻー ピｽと辿拙することで、その可

能性は無限に広がります。gadgels・ioは、その鯉となるJ1稲に亜要なAPIです。以降では、I11ak〔､Rcqucst
のさまざまな機能を111心にしてgadgetsloの使用方法を岬脱します

２．６．１テキストの取得

まず、もっともllL水的な機能として、外部サーバーに(爪Ｔリクエストを投げて、そのレスポンスをテ

キストで収i(卜する/』.法を1,L|･ていざましよう。リス１，２１７に、レスポンスIﾉ1祥を31(』1.10で表示.‘|､為例を示
します。

回リスト２－１７:指定のＵＲＬからテキストを取得する

gad9ets・ｉｏ・makeRequest（

,http:／/example､com/api‘，processResponse)；

functionprocessResponse(response）｛

ｉｆ((response・errorslI［】).length＝＝０）｛

alert(rGsponsG・tGxt)；

）ｅｌｓｅ｛

alert(reSponSQ・Grrors・ｊｏｉｎ(,Y､‘））；

）

｝

第１引数にリクエスト先のURL、第２引数にレスポンスを処理するコールバック側独を指定して

makeRCquGsIを呼び出せば、リクエストが発↑Jできますコールバック関数（リスト２１７における

processResPonseO側戦)には、表2.17の内容を持つオゾジェクトが渡されます。

Ｚ

4９
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■表２．１７:コールパツク関数に渡されるオブジェクトの内容

フィールド名 脱明

text レスポンスボディのテキストがそのまま格納される

data パース済みのレスポンスボディが格納される(JＳＯＮ,ＸＭＬ､フィードの取得で使用される）

heade『ｓ レスポンスヘッダを格納したオブジェクト

｢Ｃ レスポンスのステータスコードの数値

ｅ｢｢ｏ｢ｓ エラーが発生した埋合､エラーメッセージの文字列配列

リスト２．１７では、ｅｒｍ『sが空であることを確認することでエラーチェックを行い、textの内容を表示して

います。

2.6.2ＪＳＯＮの取得

makeReqUcstはJSONフォーマットをサポートしています。したがって、ＪSON形式でレスポンスを返す

WebAPIなどを簡iiiに利用できます｡リスト2-18は､Coogleのい'U1iｲiサービスであるPicasaWcbAlbums

のAPIを利用して、「nature」で検索した結果の画像を表示するコードです。なお、エラーチェックなどは

省略しているのでご注意ください。

■リスト２．１８：ＰｉｃａｓａＷｅｂＡＩｂｕｍｓＤａｔａＡＰＩのＪＳＯＮフィードにアクセス

varparams雪｛)；

param8Igad9ets､io・RequestParameters･CONTENT-TYPEl＝

gad9ets･io・ContentTYPe.］SON;

gadgetg・ｉｏ･makeRequest〈

‘https://picaBaweb､goo91e・com/data/feed/api/ａｎ７ｑ=nature&max-results=ﾕO&alt宮j8on,‘

proces8Response，params)；

functionprocessResponse(response）｛

varentries男response・ｄａｔａ･ｒｅｅｄ･entry；

for(ｖａｒｉｏＯ；ｉ〈entrie8･len9th；ｉ･+）｛

ｖａｒｉｍ９＝document・createElement(‘im9‘〉；

iIn9,src＝entries【ｉ】Ｉ‘media$group‘Ⅱ‘media$thumbnail'1101.ux,l；

document,body､appendChild(img>；

｝

）

ＮＯＴＥ

リスト２－１８で使用しているAPI(PicasaWebAlbumsDataAPl)については､公式サイトを参照し

てください。

Ｉ
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Pica圏ＷｅｂＡＩｂｕｍｓＤａｔａＡＰｌ：

http:／/code､9oogle・com/intl/ja/apis/picasaweb／

６

１

／

makeRequestに第３ﾘ1数を渡している点に注目してください。省略可能な第３ﾘl数はリクエストパラメー

タを格納したオブジェクトで、makeRequestの動作をカスタマイズできます。リスト2.18の場合、gadgcl鼠

ioRcquestPammete応.CONTENTTYPEフィールドにgadgelsjoConIentTypcJSONを指定することで､レスポ

ンスをJSON形式としてパースすることを指定しています。

ＪSONとしてパースされたレスポンスボディは、コールバック関数の引数のdataフィールドに格納されま

す。これはすでにJaVaScriptのオブジェクトとなっているので、リスト２－ｌ８のように直接データにアクセス

できます。パース前のテキスト形式のレスポンスボディは、Icxtフィールドに格納されています。

３

減

を刺

１
Ｊ
‐
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ

ｊSONと同様に、ＸＭＬもサポートされています。鮒３ヅI散のgadgets.io・RequcstParameterB.CON'１，ENI、

TYPEフィールドにgadgGtsjoConlenllyIxPDOMを指定することで、レスポンスのdaIaフィールドにDOMド

キュメントのオブジェクトが格納されます。

リスト２－１９は、PicasaWebAlbumsDataAPIのＸＭＬフイードでリスト２－１８と同じことを実現したもの

です。

■リスト２－１９：ＰｉｃａｓａＷｅｂＡｌｂｕｍｓＤａｔａＡＰｌのＸＭＬフィードにアクセス

varparams＝｛)；

ParamsIgad9ets・io､RequestParameters､CONTENT-TYPEl＝

gadgets､io・ContentType､DOM；

2.6.3ＸＭＬの取得

functionproces8Response(response）（

varentrie8･reBponse・data’９etElementsByTa9Name('entry,〉；

ｒor(ｖａｒｉｏＯ；ｉ〈entrieS・len9th；十十土）（

vargroups＝entriesIil・getEle皿entsByTagName(,group･）；

varthumbnails＝groupsIOl・getElementsByTa9Name(.thumbnail‘昨

ｖａｒｉｍ９雲document､createE1ement(,im9･）；

im9・srcpthumbnail8IOl･getAttribute(‘url‘川

document・body,appendCh型｡(img)；

）

）

5１

gad9ets･ｉｏ･makeRequest（

･httpsg//picasaweb・google・com/data/壷eed/api/alﾕ?qpnature&max-resultso10,，

processResponse‘params)；
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2.6.4フイードの取得

makeRequeslには、一般的なＡｍＭフィードやRSSフィードを解析し、javaScrip【オブジェクトの形で取

得する機能もあります。第３引数のgadgets・ioRequestParamete喝CONTENTJYPEフィールドにgadgets・

io､Conten(TypeFEEDを指定することで行効になり、レスポンスのdataフィールドには表２．１８の内容が格

納されます．

口菱２－１８:フィード形式レスポンスの内容

ﾌィールド名

Erro｢Ｍｓｇ

ＵＲＬ

TitIe

Description

Link

Ａｕｔｈｏｒ

Entry

巴表P-1g:フィードエントリの内容

ﾌィールド名

Title

Ｌｉｎｋ

Ｓｕｍｍａ｢ｙ

Date

説明

エラーが発生した場合のエラーメッセージ

フィードのＵＲＬ

フィードのタイトル

フィードの説明

通常､フィード配信元のページのＵＲＬ

フィードの配侶者

エントリ(饗２．１９)の配列

説明

エントリのタイトル

エントリのＵＲＬ

エントリ内容の要約(テﾌｫﾙﾄでは含まれない）

エントリの更新日時｡１９７０/1／1からの秒数なので､Dateオブジエクトのコ

ンストラクタに濃す際は１０００倍すること

ただし､デフォルトでは岐大で３エントリまでに限られ､盤約も取得されません。この動作はmakeRequest

の第３引数に表2-20のフィールドを指定することで変更できます。

■表２－２０:フイード取御のデフォルト動作を変更するためのフィールド

フィールド名 脱明

ＧＥＴＳＵＭＭＡＲｌＥＳ trueを指定すると.レスポンスに要約(SummaIyフィールド)を含める

ＮＵＭＥＮＴＲｌＥＳ 取得するエントリ数を指定する(最大で１００まで）

使用例として、ＰにaSaWebAlbun脳のサイトl:で「nature」を検索した締栗のフィードを戎示する例を示

します(リスト2.20)。makeRequestのフイードアクセス機能ではサムネイルなどのURLが取得できないの

で、代わりに画像ページへのリンクを表示しています。

’



gad9et8･ｉｏ､makeRequest（

・httpS:〃piCasaweb・google･com/data/壷eed/base/all?altpr8B&qonature，‘

processResponse，params)；

↓

２．６Web上のコンテンツヘのアクセス(gadgets.I。）

５

勺
》

１
１
‐

■リスト２－２０：ＰｉｃａｓａＷｅｂＡＩｂｕｍｓの検索結果フィードにアクセス

■リスト２．２１：PicBsaWebAlbumsDataAPIにアクセスするためのModuIePrefs

１

varparams白｛}；

paramsIgadgets.io・RequestParameters･CONTENTLTYPE1

gadgets･ｉｏ・ContentTyPe･FEED；

paramsI9ad9ets・io・RequestParameters・NUM-ENTRIES】 １０；

２．６．５０Ａｕｔｈリクエスト

，
ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｊ

<HodulePre2stitleﾛロPicasaWebA1hlnIns回＞

〈RequirefeaturecQoauthpopup･ノ＞

＜OAuth＞

＜Servicena皿e＝ppicasa｡＞

<RequeBturl雪phttps:〃www,googﾕe､com/accounts/OAuthGetReque8tToken?scope=https

5３

造unctionproceBsResponse(response）（

varentrie8presponse･ｄａｔａ､Entry；

for(ｖａｒｉｐ０；ｉ〈entries・length；ｉ･+）（

varapdocument・createElement(.a‘此

ａ､href＝entriesIil､Link；

ａ・appendChild(document・createTextNode(entriesIil､Title)》；

document･body・appendChild(a)；

dOcument・body､appendChild(document･createE1ement(’br‘）)；

）

｝

６

／

Ｊ←▲
１，８

畠、

ユー。

makeRGqucstには、OAuthを利川してユーザーを認証するＷｅｂAPIにアクセスする機能があります。

OAuthとはユーザーの認証情報(アカウント名やパスワードなど)を開示することなくサードパーティアプリ

ケーションにプライベートデータへのアクセスを約:可するための標執的な規格で、多くのＷｅｂAPIで採川

されています。makeRequeslのOAuthリクエスト機能を用いると、そうしたOAuIh認祇付きＷｅｂAPIにガ

ジェットからアクセスできます。ここでは、PicasaWCbAlbumsのプライベートアルバムへのアクセスを例

にして、OAuthリクエストの使用方法を解説します。

GoogIeガジェットでOAuIhリクエストを行うには､ガジェットＸＭＬのModulePreISタグに必要な情報を肥

述しなければなりません。ひとつはロケインルlのポップアップウィンドウを炎示するための「oauthpopup」
機能ライブラリの読み込みです。もうひとつは、OAuIh認祉用エンドポイントなどの悩報です。例えば

PicasaWebAlbumsDataAPIにアクセスするためのModulePreIsは、リスト２.２１のようになります。
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ｉ

１
１
１

://pica8aweb､9oo91e・com/data/、method色｡GET。／＞

〈Acce8Burl=‘'httpsg〃www､90091e,coIn/accounts/OAuthGetAcceBsTokeno

method=･GET“／＞

〈Authorizationurl=‘･https:〃www・goo91e・ＣＯ､/accounts/OAuthAuthorizeToken?oautlL

callbackshttp://oauth・gmodules・com/gadgets/oauthcallbacko／＞

〈/Service＞

〈/OAuth＞

</ModulePrefB＞

oauthpopup機能ライブラリの読み込みについては説明の必要はないでしょう。重要なのはOAuthの‘|Ｗ

報を記述したOALIthタグです。

ModulcPrc偽内にOAuthタグをひとつ紀述し、さらにその巾にScMccタグを記述します。Sewiceタグは

ひとつのＷＣｂＡＰＩに対応するので、裡数のＷｅｂＡＰｌを利用する場合は複数のServiceタグを並べます。

SeIviceタグのname属性は、複数のSewiceタグからアクセスするサービスを特定するための識別子です。

Serviceタグ内には表2-21のﾀゲを記述して、それぞれのurl屈性に対応するURLを指定してください。

また、RequesIタグとAccessタグにはオプションで表2.22の属性も指定できます。これらの屈性の具体的

な内容はWebAPIごとに異なるので、それぞれのWebAPIのドキュメントを参照して、賑しい仙州を術定

してください。

■表２．２１：Sewiceタグ内に記述するタグ

■翌２．２２:RequestタグやAccessタグの屈性

脱明タグ

説明

リクエストトークンを取得するためのエンドポイントの定義Request

属性名

アクセストークンを取得するためのエンドポイントの定義Access

エンドポイントのＵＲＬ

鹿皿のためにユーザーをリダイレクトするＵＲＬ

5４

url

ModulePre応に必要な情報があれば､makeRequestを呼び出してWebAPIにアクセスできます。しかし、

残念ながらこれまでのように関数呼びlHし一発とはいかず、それなりの処FMを行う必要があります。具体

的には、概ね以ドの手順を実行します。

１makeRequestでＷｅｂAPIにアクセスする｡すでにログイン済みであれば正常にレスポンスが返るはずな

ので､単にそれを処理して終了する

２もしレスポンスのオブジェクトにoauthApprovalU『Iが含まれていたら懲腿証が必要ということなので､ログイ

ンボタンを表示する

pa｢ａｍＩｏｃａｌｉｏｎ OAuthパラメータを渡す方法(heade｢､u｢I､bodyのいずれか）

Ｈ１ＴＰメソッドの指定(GETかPOSTのいずれか）method



2.6Ｗｅｂ上のコンテンツヘのアクセス(gad宮ets.io）

３ログインポタンがクリックされたら､ポップアップウィンドウを表示し､oauIhApprovaiUrlで指定されたURLを

表示する

４ユーザーはポッブアップウィンドウで認証作業を行う

５ポップアップウィンドウが閉じるのを待ち､再び１．から処理を繰り返す

これらに加えてエラー処瑚などもしなければならないので、リクエスト発行の処理は通粥に比べてだい

ぶ複雅になりますそれらの処理を師回I'}くのはたいへんなので､定『iI1的な部分をまとめた側散起用葱し

てしまうとよいでしょう、リスト2-22のmakeOAu〔hR(､(Illcst関数はその例です。makeReqll(､ｓＩと同じイン

ターフェースで()AⅡthリケエストが苑fl:できます。PicasnWebA1bums以外でもほとんどのＷ(､l)APIに対応

できるはずです

国リスト２－２２:ＯＡｕｔｈリクエストを行う汎用的な関数

functionm詞kPnA1lthRequest(url，callback，opt-params）｛

/／ログインボタンの表示制御

EunctionShowLogin(show）｛

documenじ.getElementByｴ｡(‘main,）.ｓｔｙﾕe､display

document・getElelnentByﾕ．（‘ユogin.）．styﾕe･display

）

/／再柵呼び出し用に引数を保存しておく

varargs画Array,prototype・slice,ｃａｌｌ(arqumenとs)；

/／リクエストを発行

gadgets.ｉo､makeRequest(ur1，function(response）｛

ｉｆ(response・oauthApprovalUrﾕ〉｛

show？’ｎｏｎｅ・

ｓｈｏｗ？Ｉｂｌｏｃｋ１

/／ログイン用のポップアップを準備

varpopup＝newgad9ets･oauth､Popup（

response・oauthApprovalUrl‘

‘width=700,heightp520,scrollbars=yGs1，

function(）｛}，

runction(）｛

showLogin(false)；makeOAuthRequest・apply(ｍｌ１ｌ，arqs)；｝)；

/／ログインボタンを表示

documGnt・getElementByld(‘ユoginbtn,）．onclick＝

popup・createOpenerOnC1ick()；

document・getE1ementByｴ。(･completebtn‘）.onclick

popup,createApprovedOnC1ick(）；

shoWLoqin(true)；

'ｂｌｏＣｋ‘ｊ

Ｄｎｏｎｅ１；

路

３

７
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｝ｅｌＢｅｉｆ(response､errors＆＆response・errors･length＞Ｏ）｛

第２章GoogIeGadgetsAPI

〃リクエストエラー

alert(response･errors・join(‘V､,）)；

｝ｅｌｓｅ｛

Ｉ
ｉ

）ｅｌＢｅｉｆ(response,oauthErrorText）｛

/／OAuth鱒証エラー

alert(response,oauthErrorText)；

showLogin《true)；

）ｅｌｓｅｉｆ(301〈＝re8ponse.rｃ＆＆response・ｒｃ<ロ３０３＆＆

response､headers・ﾕocationIOl）｛

/／リダイレクトを処理する。

argsiOloresponBe・headers・locationIOl；

makeOAuthRequest・apply(nulLargs)；

ｌ
‐
１
１
１
Ｉ

〃リクエスト成功

if(typeo垂callback＝・runction･）（

callback･call(this,response)；

）

｝

)，opt-params)；

<ｄｉｖｉｄ堂･ｍａｉｎ｡＞

〈１－－ガジェットの褒示内容．．．－－＞

</div＞

<ｄｉＶｉｄｐｐｌＯ９ｉｎ‘ｏStyle=‘,diSPlay:none；凶＞

＜inputid=風loginbtn画type=pbutton園value=図ログイン画＞

〈inputid=pcompletebtn回type雪pbutton“value=画ログイン完了・＞

makeOAuU1Request関数を使うには､まずログインポタンとログイン完了ボタンを用恵しておかなければ

なりません（リスト2.23)。また、ログイン''1はコンテンツを表示しないようにするため、ログインボタンと

完了ボタン以外をすべてid=.main､のＤｌＶタグで岡っておきます。これらのid属性は間数内から参照のた

めに使いますので、変更しないようにしてください。

■リスト２－２３：ログインポタンなどを用恩する

5６



’
２．６Web上のコンテンツヘのアクセス(gadgets.i◎）

</div＞

ここまでくれば､あとは簡単です｡makeOAuIhRequestをmakeRcqu〔p凱と1画1じょうに呼び出すだけでOAuth

リクエストが行えます。その際、第３引数で表2-23の指定を行ってください。もちろん、これら以外のパ

ラメータも通端どおり指定できます。

■豪２－２３:OAuthリクエストに必要なgadgetsjo･RequestParametersのフィールド

フィールド名 脱明

ＡＵＴＨＯＲｌＺＡＴＩＯＮ gadgets､io・AuthorizationTypeDAUTHを指定すること

ＯＡＵＴＨＳＥＲＶＩＣＥＮＡＭＥ Serviceタグのname屈性に拓定したのと同じ文字列を指定する

以ｋの/j法を使って、PicasaWebAIbums上の写真を炎示するガジェットがリスト２．２４です。

makeOAulhRequest関数は省略しているので、リスト2.22を該当簡所に挿入してください。

リスト2.24をiCoogle(もしくはほかのコンテナアプリケーション）に配置すると、般初はログインポタン

とログイン定了ボタンのみが表示されます(図2.8)。この状態でログインポタンをクリックすると､ガジェヅ

トからPicasaWebAlbumsのデータへのアクセスを('1:nIするためのページがポップアップで炎示されます

(図2.9)。アクセスを許可すれば、画仰のサムネイルがガジェットに表示されます（図２－１０)。

■リスト２－２４:PicasaWebAlbumsに圃近アップロードした画像を表示するガジェット

＜7麺lversion画園１.Opencodin9草画UTF-8．？＞

＜Module＞

〈ModulePrefstitle＝凹PicasaWebA1mms.,＞

〈ReqUire垂eature=‘，oauthpopup‘，／＞

＜OAuth＞

〈Servicenamep･，picasao0＞

〈Requesturl=･http8:〃www,google・ＣＯ､/accountB/OAuthGetRequestToken78cope=htt

p8:〃picasaweb,goo91e・CO､/data/、method=ﾛGET．/＞

〈Accessurl=phttPs:〃www,google､ＣＯ､/accounts/OAuthGetAccessToken・

Inethod=･GET．／＞

〈Authorizationurl=園httpB:／/www・google･ＣＯ､/accounts/OAuthAuthorizeToken?oaut

h-caUbackphttp://oauth‘9modu1e8・com/gadgets/oauthcallbacko／＞

〈/Service＞

〈/oAuth＞

</ModulePrefs＞

<ContenttyPe=画html・view昼･default‘｡><!ICDAmI

〈!、OCTYPEhtml＞

〈divid昼働main｡></div＞

＜ｄｉＶｉｄ=plOgino，Style=q0diSPlaygnOne;“＞

〈inputid=ploginbtn鋤type=口button',ｖａﾕue=”ログイン“＞

〈inputid="completebtn②type宮‘‘buttonD‘value=‘,ログイン完了.，＞

一一一
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</div＞

<Bcript＞

varparamB＝｛)；

paramsIgadgets・io､RequestParameters,CONTENTLTYPEl画

gadgets･ｉｏ､ContentType.ＪSON；

ParamSIgad9ets・io・RequestParameters､AUTHORIZAmONl重

gadgets.io・AuthorizationType･OAUTH;

param8igad9ets･io･RequeBtParameters・OAUnLSERVICE-NAME1画‘picasa･；

json‘，

makeOAuthRequest（

,https://picasaweb･google・com/data/reed/api/uBer/derauﾕt7n週x-resuﾕts=10&altp

proceBBResponse，params》；

functionprocessResponse(response）｛

ｖａｒｍａｉｎ＝document､getElementByｴd(･main･肘

ｉｆ(ZOO〈＝response､ｒｃ＆＆response､ｒｃ〈＝２０１）｛

varentries＝reBpon8e,ｄａｔａ､feed､entry；

ｖａｒｅｌpdocument・getElementByld('main‘）；

for(ｖａｒｉ＝０；ｉ〈entries,length；ｉ･･）｛

ｖａｒｍｇ＝document・createE1ement(，im9，)；

img・srE＝entriesIilI･media$group･】Ｉ･media$thumbnail･ｌＩ０１・url；

im9･width＝６４；

im9･hei9htp64：

main･appendChild(iIn9)；

）

｝

）

runctionmakeOAuthReqUest(url，callback‘opt-paramB）｛

ノノmakeOAut嘘equest間数の内容…

）

〈/script＞

１１></Content＞

</Module＞


