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2.6.6署名リクエスト

ＯＡｕｌｈリクエストが外部のWCbAPIにアクセスするものだったのに対して､ガジェット|ﾙ1発折が管叩する

Webサーバーと連携するための手法が料名リクエスト（SignedReaues〔）です。リクエストを発行したガ

ジェットを特定できるので､ガジェット単位でアクセス制御ができます。ユーザーが入ﾉﾉしたデータをサー

バーサイドに保存するような場合に、ほかのガジェットからの不'1:なアクセスを拒否できます。

署名リクエストの使い方はWWlIiです。liiにnlakeRequcstの鯛３引数でgadgets､io､Request別ramcIers、
AUTHORIZAnONにgadge〔sjo,AuthorjzationlypeSIGNEDを指定するだけです。これにより、リクエストの

URLに検証用のパラメータが付加され、リクエストの出所を特定できるようになります。

リスト2-25は、署名リクエストを送信して、レスポンスボディを表示するガジェットです。リクエスト先

のURLはダミーですので、この次のリスト２－２６で作成するサーバーのURLに錨し替えてください。

■リスト２－２５：署名リクエストを利用したガジェット

<?jmlversion=･１．０画encodin9邑画UTF－８．７＞

<Module＞

〈ModulePrefstitle．､SignedRequestGad9et．／＞

〈Contenttype=･html・Views画defaultp><lICDATAI

<!DOCTYPEhtml＞

＜script＞

varparams＝｛此

params(gad9etB・io・RequestParameters･AUTHORIZATION1

gadgets･ｉｏ･AuthorizationType・ＳｍNED；

gadgets・io・makeRequest（

，http:／/example,com/'･

processResponse，params)；

functionprocessResponBe(respon8e）（

ｉｆ(response.e面ors・length〈＝０）｛

ｖａｒｅｌ＝document､CreateE1ement(･hl‘）；

ｅ１.appendChild(document・createTextNode(response･text)》；

document･body・appendChild(el)；

）ｅｌｓｅ｛

alert｛response･errors・join(‘V､‘）)；

｝

）

〈/script＞

Ⅱ></Content＞

</Module＞



つ
》

＃Googleガジェット用の証明富

CERＴ＝＜<EOS

---BEGｴNCERTｴFｴCATE---

MnDBDCCAm2gAwlBAgｴJAK8dGINfkSTHMAOGCSqGSｴb3DqEBBqUAHGAxCzAJBgNV

BAYTAlVTMQswCqYDVQqｴEwJDqTENMBqGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzET1佃EG

A1UECmnql29VZ2X1IEluYzE】0旧UGA1UEAjdiOd3d3LmdvbZdsZS5jb20wHhCN抑gx

l⑩A4lのEWODMyWhC､⑩】｡｡⑩A4MDEWODMyWjB9HqSWCqYDVqqGEWJVUzELMAkGA1UE

CBMCqOExFjAUB9NVBAcTDU1vdN50YW1uｴFZpZXcxEzARB9NVBAoTCkdvbZdsZSBJ

bmMxFzAVB9NVBAMTDnd3dy5nb29nbGUUYZ9tMｴGfMAOGCSqGSIb3DqEBAQUAA4GN

ADCBiqI⑱gQDQUV7uklfIixbokHONGMW9+edOE9X4m99ｴ8upPqp3iAtqｴvWs7XCbA

bGqzqH1qX9YOOhrQ5RRqj80I3tRiqs/KrzGWOdvLpｴk5oXpdT58tg4F1Yh5fbhｴo

VoVn4GvtSjKmJFsoH8NRtEJHL1aWd++dXzkQjEsNcBXwQvfDbOYnbqlDAqABo4HF

MIHCHBOGA1UdD9qWBBSm/hlpNY91bNfWO8ac9riYzs3cxzCBkgYDVROjBｴG10ｲｴGH

9BSm/hlpNY91bNfWO8aC9riYzS3Cx6FkpGｴwYDELMAkGA1UEBhMCWMxCzAJBgNV

BAgTAkNBInRYwFAXDVqQHEwlNb3VudGFpbiBWaWV3MRMwEQYDVqqI田wpHb29nbGUg

SW5jIuRcwFQYDVQQDEW53d3cuZZ9vZZxlLmNvbYIJAK8dGｴNfkSTI皿AWGA1UdEWqF

MA1田Af8wDQYJKoZｴhvcNAqEFBQAD9YEAYpHTr3vqN8HHHUm4InfYcDB20a5KvcFoX

gCcYmdyd8rh/FKeZmZme7eqCX9BfJqQ4dvVLJ4L9IQiU3R5ZDeONbW7rJ3M9ADq

FyQoRJP80ｴMYW3BoMiOZ4E730KSLRh6kfLq4rK6vw71kH9oynaHHWZSJLDApl7cP

j+6znWkN9/9＝

一一一ENDCERTｴFｴCATE---

EOS

１

郡拠しているので、各言語のＯＡu【hクライアントライブラリを利用すれば而恥に検証できます。

リスト２．２６は、Rubyを使って料名の検証を実装した例です。止しい料名でリクエストされた場合には

｢HeIloworld1」という文字列をHTrPステータス200とともに返し、不振な署名である場合にはHITPス

テータス500を返します。ソース先頭で定義しているGADGETLURL定数には、リスト2-25のガジェット

付
謂

＃プライベートガジェットのURL

GADGET-URL＝，．．．,

6１

XMLのURLを脂定しておいてください。

■リスト２．２６:署名リクエストを検皿するRubyスクリプト

require,ruby9ems’

reqUireoWebriCko

require,ｅｒｂ‘

require,net/https・

reqUireoOaUtho

reqUire,oauth/client/net-http‘

require･oauth/si9nature,

require‘oauth/sigmature/rsa/shal．

‘１

ひ

６

７
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defverifLSignature(req）

ｉｆｒｅｑ・queryI･opensocial-app-Url'１雪＝GADGET-URL

request＝Net::HTTP::Get・new(req､UnParsed-Uri）

Options＝｛

：ｕｒｉロ＞req･request-uri・ｔｏ-s，

：consumeｪとsecretロ＞CERｒ

）

OAuthﾆﾆSi9nature・verify《request‘Options）

ｅｎｄ

end

＃リクエストの処理

defhandﾕe-request(req，res）

ifverifLsignature(req》

res･status＝ＺＯＯ

ｂｏｄｙ＝ＯＨｅｌｌｏｗｏｒｌｄ１・

else

res･status＝５００

ｂｏｄｙ＝’ＥｒｒＯｒｌ０

ｅｎｄ

ｒｅｓ・content-type＝‘text/plain・

res・ｂｏｄｙ回ｂｏｄｙ

end

＃Ｗｅｂサーバーを起動

$Server＝WEBrick:：HTTPServer・ｎｅｗ

$server・mount-proc('／‘）｛Ireq，reslhandle-request(req，res））

Si9nal･trap(･INT･）｛＄server・shutdowm｝

Signal・trap(･TERH･）｛＄server・shutdown｝

＄server､start

ＮＯＴＥ

厳密に言うと､リスト２－２６の処理だけではリプレイ攻撃(リクエストを盗聴し､まったく同じリクエストを

サーバーに送恒する攻撃)に対して脆弱です｡特にSSLによる暗号化をかけていない場合には､すでに処理

済みのリクエストを実行しないようにoauth-timestampやoauth-nonceを検証する必要があります。

リスト2.26を実行するには、RubyとRubyGomsが必婆です。さらにリスト2.27のコマンドを実行して

OAUIhクライアントライブラリ（oauthgem）をfインストールしておいてください。



■リスト２－２７：ｏａｕｔｈｇｅｍをインストールするコマンド

Sudogeminstalloauth

2.6Web上のコンテンツヘのアクセス(gadgetsio）

必要な環境が整ったら、リスト2-26のスクリプトを起動してください。８０番ポートを使うので､Linux等

ではルート椛限が必要です。

その上で、リスト2.25をiCoogIeなどに追加すれば、将名リクエストが送信されて、「HeIloworld!」と戎

示されるはずです。また、GADCETURLで指定したガジェット以外からリクエストを送ると、HTTPステー

タス500のエラーレスポンスが返ります。

2.6.7リクエストのカスタマイズ

ここまで説明した以外にも､makeReques〔の第３引数には戎2.24のメンバが指定できます。これにより、

GET以外のメソッドを使ったり、リクエストヘッダを追加したりできます。

■表２－２４:gadgetsioRequestParametersの弧りのフィールド

ﾒンバ名 脱明

ＭＥＴＨＯＤ Ｈ１ＴＰメソッドを指定する

ＨＥＡＤEＲＳ リクエストヘッダを格納したオブジェクトを指定する

PＯＳＴ－ＤＡＴＡ POSTやPUTのリクエストでのリクエストボディを文字列で指定する

METHODにはリクエストのHTTPメソッドを指定します｡デフォルトはCETですが､gadgets､ioMethodType

のフィールド(GET，HEAD，POST，PUT，DELETE)のいずれかを設定することで、対応するメソッドに変

更できます．

HEADERSはリクエストヘッダの桁定です。ヘッダ名がキーで、ヘッダの内容が価のオブジェクトを投定

しておくと、それらがリクエストヘッダに追加されます。

POSTLDAm6hはリクエストボディとして送偏する文字列の脂定です。HTTPメソッドがPOSTもしくはPUT

のときにのみ使用され、GETやHEAD，DELETEでは脈祝されます。

これらのフィールドを利用する例として､PicasaWcbAIbumsDalaAPIでアルバムを新規作成するコード

をリスト２．２８に示します。POSTメソッドを使用しているほか､APlのバージョン超指定するリクエストヘッ

ダを指定しています。OAuth認証が必要なので、makeReques〔ではなくリスト２．２２のmakeOAuthRequesI

関数を呼び出しています。

■リスト２－２８:ＰＯＳＴメソッドを使用する例

varparams画（}；

paramsIgadgets･io・RequestParameters､AUTHORｴZATｴONI＝

gadgets-io･AuthorizationType･OAUTH；

paramsIgadgets･io・RequestPar8meters・OAUTILSERVｴCE-NAMEl＝，picasa‘；

画

6３
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paramBIgadgets・io･RequestParameterB.I極THOD1s

gad9etB､io・MethodType・POST;

paramsIgadgets.io,RequestPara皿eters・HEADERSl＝（

・GData-VerSiOn,：ｏＺｏ

)；

paramsIgadgets・io・RequestParameters・POST-PATAlpI

．<entrWmlnsp･http://www.w3.or9/2005/Atom鱒‘，

】、１，s:media‐.､http:／/search､yahoo・com/Inrss/･'，

xmlns:gphoto='､http://schemas､googﾕe・Com/photos/ZOO7画＞,，

，〈titletype=侭text制＞新規アルバム〈/title>，，

､〈categoryscheIne=1.http://scheInas・goo91e･com/9/2005#kind‘''，

termﾛ卿http://schemas・google,com/photoB/2007#album風></category>‘，

‘〈/entry>，）.join(，’肘

makeOAUthRequeSt〈

,httpB://picasaweb､9oo91e・ＣＯ､/data/reed/api/user/default‘‘

null，params)；

2.6.8その他のメソッド

ｇａ〔lgcIsjo名Iiii空間には、makeRequcstのほかに、表2-25に示すメソッドが疋凝されています。

■表２－２５:makeRequest以外のgadgetsjoのメソッド

メソッド

encodeValues(fieIds）

getP｢oxyU『I(u『1.opt-params）

説明

オブジエクトに格納されているkey･valueをクエリーストリングの形式にエン

コードする

キャッシュされたバージョンのURLを返す

cnc()dcValuesOはオブジェクトの各フィールドをクエリーストリングの形式にエンコードした文字列を返

します。これはIlTMLのフォームでPOSTするときに一般的に使われる形式なので､makeRcqucstでフォー

ム送帖をエミュレートするのに便利です。

gaPmxyUrlOは画像やjavaScriptファイルなどをガジェットサーバーにキャッシュさせるために使います。

ガジェットが多くのユーザーを獲得すると、Webサーバーに大きな負荷をかけることがあります。それに

よってレスポンスが低下するのを避けるため、ガジェットサーバーが締的なコンテンツをキャッシュする機

能を提供しています。

gelPI･oxyUrlOの第１引数にURLを指定して呼び川すと､返り価としてキャッシュのURLが取得できます。

このキャッシュバージョンのURLを利用すれば、元のWebサーバーにほとんど負荷をかけずにコンテンツ

が取得できます。



2.6Web上のコンテンツヘのアクセス(gadgets･io）

デフォルトのキャッシュ保持期間は1時間ですが､getPm)wUrlOの肯略可能な第２引数で保持期間を指

定できます。リスト2.29は、キャッシュされたlIlji像を表示し、キヤヅシュ保持IUllHlとして24時間を桁定す

る例です。

■リスト２－２９:ｷｬｯｼｭされた画像を表示する例

〃キャッシュバージョンのURLを取柳

ｖａｒｕｒｌ画gad9ets･io､getProxyUrl（

,http:／/example･ＣＯ､/images/1c9o､pn9'，

｛‘REFRESH_ｴNTERVAL’：３６００車２４｝)；

/／キャッシュバージョンのＵＲＬで画像を表示する

ｖａｒｉｍｇ＝document･createE1ement(,img,）；

im9・ｓｒｃ＝url；

document､body,appendChild(img》；

6５
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２７ﾒｯｾー ジ表示
(gadgetsoMiniMessage）

CadgeIsAPIは、ガジェットのＵＩを描築するためのＵＩコンポーネントも提供しています。gadgels‘

MiniMessa8cクラス（以下、MiniMessage）はそのひとつで、ガジェットヒ部にシンプルなメッセージを表

示します(図2-11)。クローズボックスを表示してユーザーが削除できるようにしたり、・定時間で消える

ﾒ､リセージ歴災示したりもできます。エラーの通知やプロモーションなど、さまざまな川述にﾘ川できるで

しょう

同図角－１１：Ead頁etsMiniMessaReによるメッセージ表示

MInUWD率叩oGad9e1

j帆馳メツ進一リ

クローズ爪ｸﾝｵ姉
一定的即で柵凡＆

２回』車

Ｔ１ｄ

２７．１基本的な使用方法

リスト２－３０はMiniMessageで凝示可能な３弧顛のメッセージ(ずっと炎示され続けるメッセージ､ク１１－

ズボタン付きのメッセージ、一定時間で消えるメッセージ)を表示するガジェットのソースです。これを見

るだけで基本的な使い方は理解できるのではないでしょうか。

国リスト２－３０：さまざまなMiniMessaReを表示するガジェット

く?ｘｍｌｖｅｒｓｉｏｎ雲'･１．０'・encoding＝'･ＵＴＦ=８”？＞

<Moduﾕe＞

くModulePre金ｔｉｔｌｅ＝,‘MiniMessageGadget‘，＞

くRequirereature=‘ominilnessage,，／＞

</ModulePrefs＞

<Content上ype.'1html‘１view=‘‘default‘!>〈!ICDATAI

＜1DOCTYPEhtml＞

〈sty1e>body｛margin:０；padding:０；）</style＞

＜script＞

varnliniInsg＝newgadgets･MiniMessage()；

minims9・crGateStaticMessage(‘永続的なメンセージ‘）：

minimsg,createDismissibﾕeMessage（‘クローズボタン付き，）；

IniniIIlsg.cｪ'eateTiInerMessage(’一定時間で消える‘，５)；

〈/script＞

］１＞</Content＞



２．７メッセージ表示(gadgets､MiniMessage）

</Module＞

MiniMessageを使うには、まず「minimessago」機能ライブラリを抗み込まなければなりません。その上

でMiniMessageクラスのインスタンスを作成し、表2.26のメソッドでメッセージの表示や制御をします。

■表２－２６:gadgetsMiniMessageクラスのメソッド

メソッド 脱明

createStaticMessage(message） 永続的芯メッセージを表示

createDismissibIeMessage(message,opt-callback） クローズポタン付きのメッセージを表示

c｢eateTime｢Message(message･secondSopt-calIback）一定時間で消えるメッセージを表示

dismissMessage(element） メッセージを消す

crea【eStaticMessageOは、クローズボタンを持たない永続的なメッセージを表示します。このメソッドで

表示したメッセージは、dismissMessageOで明示的に消さない限り表示され続けます。引数には、表示内

容となる文字列かＤＯＭ要素を指定します。

crcatcDlsmissibleMessageOはクローズボタン付きのメッセージを表'1《します(リスト2-31)。ユーザーは

クローズボタンをクリックすることでメッセージを閉じられます。第２引数にはクローズボタンがクリックさ

れたときに呼ばれるコールバック関数が指定でき、それが胞Iseを返した場合にはクローズがキャンセルさ

れます。

■リスト２－３１：閉じる際に碗腿するメッセージ

minimSg・CreateDismiSsibleMessa9e（

’クローズボタンをクリックすると砿鯛ダイアログを表示’，

function(）（returnconfirm(‘本当に閉じ寵すか？,肘｝)；

ｃreal管TlmerMessageOを利用すると一定時間で消えるメッセージが表示できます。第２引数は消えるま

での秒数で、第３引数にはcreateDismissibIeMessageOと|‘1じコールバック関数が指定できます（リスト

2.32)。エラーメッセージなどに便利でしょう。

■リスト２．３２:一定時間で消えるメッセージ

minimsg・createTimerMessage（

・５秒で消えるメッセージ･'５．

function(）｛

minimgg･createStaticMeSSa9e(’消えました，）；

returnｔｒｕｅ；

）)；

6７
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MiniMessageを作成するメソッドはいずれもメッセージのDOM要素を返します｡それをdismissMessagcO

に渡せば、メッセージを強制的に削除できます。特に、creaIeS1a1icMessageOと細み合わせるとメッセー

ジの表示をプログラムで完全に制御できます。リスト２．３３はその組み合わせでmakeRequestの簡易アク

セスインジケータを表示する例です。

■リスト２－３３:MIniMessageでアクセスインジケータを表示する例

varms9El＝minims9・createStatiCHessa9e（

,<spanSty1e=･color:red;■＞アクセス中</a>‘）；

gadgets・io､makeRequest(‘http://example・com/‘，function(response）｛

ｉｆ(ms9El）（

minimg9･dismissMesBage(ms9E1)；

）

／／レスポンスの処理．．．

｝)；

2.7.2表示位置の指定

MiniMessageはデフォルトでガジェットの上部にメヅセージを表示します。しかし、インスタンスの作成
時にコンテナ捜索を指定すれば、征意の位置に表示できます。リスト2.34のようにMiniMessageコンスト

ラクタの第２』jl数にコンテナとなるＤＯＭ要素を指疋すると、その要業の''1にすべてのメッセージを表示し

ます。

コンストラクタの第１引数にはモジュールＩＤを指定することになっていますが、歴史的な剛山による仕

様なので、nuIlを渡すだけでかまいません◇

■リスト２．３４:MiniMessageの衷示位画を変更

<p＞この下にメッセージが喪示されます</p＞
〈dividppcontainer藁></div＞

〈script＞

varcontainer＝document･getE1ementByｴ｡(‘container‘）；

varminimBg＝new9adgets・MiniMessage(nUll‘container)；

minimsg・CreateStaticMesBage(，メッセージ,此

〈/script＞

2.7.3見た目のカスタマイズ

前述のとおりMiniMeSSagcを作成するメソッドがメッセージのＤＯＭ盤条を返すので､そのスタイルを変

更することで個々 のメッセージの兇た目がカスタマイズできます（リスト2.35)。



■表２－２７:MiniMessageが利用するＣＳＳクラス

2.7メッセージ表示(gadgets･MinIMessage）

■リスト２．３５:個々のメッセージのカスタマイズ

６

１

ｖａｒｅ１＝minlm89・createStaticMeBsage《・見た目のカスタマイズ,）；

ｅｌ・style､ｃｏｌｏｒ亘・white･；

ｅユ.styﾕｅ､back9roundCoﾕｏｒ＝qredo；

３

すべてのメッセージの共通スタイルを変史する場合は､炎2-27に示すCSSクラスのスタイルをオーバー

ライドします。リスト2-35と同じスタイルをすべてのメッセージに適用するスタイル定疑は､リスト２．36の

ようになるでしょう。

‘Ｉ

｡

付
卵

.mmlib-tabIe

6９

CSSクラス名 脱明

<sty1e＞

・皿lib上table｛

color：white；

back9round=color：red；

｝

･mmlibJdink｛

color：white；

）

</style＞

すべてのメッセージを格納するテーブルのクラス
７

■リスト２－３６：MiniMessageの共通スタイルのカスタマイズ

､mmIib-xIink クローズポタンのクラス
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タブセット(gadgetsoTabSet）

Cadge【sAPlが州jl,す為もうひとつのＵｌコンポーネン|､がタブセットです（N2-l2)。タブを炎ボして襖

独のコンテンツを切り汁える、お馴染みのＵｌを実現します。特にガジェットは炎ボ倣域が限られるので、

ひとつの領域で多くの情報を表示できるタブセットはとても重宝するでしょう多機能なガジェットをi＃暁

する際は必須のライブラリです。

画回２－１２：タブセットの帆

TnbSnmp10 回編

２．８．１基本的な使用方法

タブセットを利用するには、まず「Iabs」機能ライブラリを読み込むRequiI．eタグをガジェットＸＭＬの

M(〕duleprc脇タグ内に追加します。こ;'1によって、gadgG【s,TabSelとgadgP1s､Tabという２つのクラスが旭没

されます。前門がクプセッ|､全休を梢I'胴･るクラスで、後什は佃々 のタブとそのタブコンテンツを災１１Jす

るクラスです。

実際にタブを表示するには、gadgeIsfTabSerのインスタンス竃作成し、addTabメソヅドでタブを追加し
ていく、という手川が飛本になります。この処理を単純に爽装したのがリスト２３７です。

■リスト２－３７．２つのタブを表示するガジェット

く?麺nlversion星''１．０.‘encodin9＝‘lUTF画８“？＞

＜&Ｉｏｄｕｌｅ＞

〈!{odulePrefstitle＝･qTabSaInple，‘＞

<Requirej子eature=伽tabs'’／＞

〈/ModUlGPxe:ES＞

<Contenttype言叩html叩vieW雲‘'defauﾕt'‘><1ＩＣDATA（
<lDOCTYPEhtm1＞

<divid=．‘container,｡></div＞

<script＞

vartabSet＝new9adgets､TabSet（

null，！Ｗｏ!‘document､getEﾕementBy工。（‘container，〉）；

ｖａｒｅｌ＝tabSet・addTab（!ｏｎｅ'）；

document・getE1ementByld(ｅ１)．innerHTlIL＝‘ひとつめのタブの内容‘；
Ｇ１＝tabSGt・addTab（，two‘）：



〈/script＞

Ⅲ></Content＞

</Module＞

gadgetsrabSelクラスのコンストラクタは３つのり|数をとります。第１引数はモジュールlＤですが、

MiniMessageとI『i1棟にnullでかまいません。鋪２引数は初期化時に逃択するタブのラベル(addTabOの第

１引数と同じもの)を指定します。省略すると晒初のタブが選択されます。第３リ|数はタブ全休のコンテナ

となるＤＯＭ要素です。省略するとBODY要素の最後に追加されます。

個々 のタブの追加はaddTabで行います。第１引数はタブのラベルに表示する文'ｱﾘです。返り値とし

てタプコンテンツのDOM腰素のＩＤが返るので､innerHTMLなどで表示内容を殺定できます。タブの追加

方法には、ほかにもさまざまなバリエーションがあります。

2.8.2タブの追加方法

タブの追加を行うadd随bOメソッドには省略nJ能な節２引数があり､柔軟にタブを柵成できるようになっ

ています。第２引数には、表2.28のフィールドを持つオブジェクトを指定します。

■衷2-28:addTabOの第２引数に指定できるフィールド

ﾌィールド名 脱明

contentContalner タブコンテンツと怒るＤＯＭ要素を指定する

caIIback タブが選択された際に呼ばれるコールバック関数

toOltip タブにマウスオーバーしたときに表示されるツールチッブの文字列

index タブの挿入位置｡インデックスを堕数で指定

contentContaincrにはタプコンテンツとして使われるＤＯＭ要業を指定します。タプコンテンツを非災示

のＤⅣ要素としてあらかじめＨTMLに挿入しておき、それをダイレクトにタブコンテンツとして使用できま

す。このフィールドが指定されないときは、新規のタブコンテンツ喫素(､1V）が生成されます。

callbackはタブが選択されたときに呼び出されるコールバック間数です。呼び川し時の'｝|数として対

応するタブコンテンツ鯉素のＩＤが渡されるので､オンデマンドで表示内容を更新するなどの処理がⅢI能

です。

これらの機能を利用してリスト2.37をil)きなおしたのがリスト2-38です(Comcnlタグの内容のみ)。タ

プコンテンツの内容をHTMLとして、ぱし、各タブにツールチップも追加しています。また、選択時の時

刻を表示する「Ⅱme」タブを先頭のタブとして追加しています。
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■リスト２．３８:addTabOの第２引数の利用例

<!DOCTYPEhtml＞

<dividppcontainer.></div＞

<divid己"tabl“style=‘'dispﾕay:none;.＞ひとつめのタブの内容</div＞

<divid亘働tabZ‘・styﾕe=.，display:none;｡＞ふたつめのタブの内容く/div＞

<script＞

vartabSetpnew9ad9ets・TabSet（

、u１１，．two,，doCument･getElementByld(,Container，））；

tabSet､addTab('one‘，｛

contentContainer：document,getE1ementByｴ｡(･tab1,），

tooltip：,タブ１・

）)；

tabSet･addTab(‘two,，｛

contentContainer：document･getElementByｴd(‘tab2‘）．

tooltip：‘タブＺ‘

｝)；

tabSet・addTab(･time.，（

callback：Callback‘

tooltip：‘時刻,，

ｉｎ｡＠x：０

｝)；

functioncallback(tabｴ｡）｛

document･getElementByld(tabId)．innerHTML旨newDate()；

）

</script＞

2.8.3タブの管理

gadgetsJabSetクラスには、addTabO以外にも表2.29のメソッドが定義されており、追加したタブを管
蝿できます。

■表２－２９:gadgBtsTabSetクラスのメソッド

ﾒｿｯド名 説明

getTabsO すべてのタブを返す

getSelec1edTabO 選択されているタブを返す

setSeIectedTab(index） タブを迩択する

swapTabs(index1．index2） タブの位脳を入れ替える

｢emoveTab(index） タブを削除する

dispIayTabs(display） タブ全体の表示と非表示を切り習える



２．８タブセツト(gadgets､TabSet）

alignTabs(aIign･ｏｐt-offset） タブの右･中央･左揃えを指定する

getHeade『Containe｢(） タブのヘッダ部分のコンテナ要緊を返す

geflBbsOは、既存のすべてのタブのgadgets・Tabインスタンスを配列で返します。gadgets.‘mabクラスに

ついては後述します。

gelSelecied耐bOは逃択されているタブのgadgcts､1,bインスタンスを返します。タブの選択状態は

seISelec〔edTabOで変更できます。seISGlected吃bOの’jI数はgadgeIs.Tをlbインスタンスではなく、タブのイ

ンデックスを示す盤数値なので、注意してください。

swa血bsOは既存の2つのタブの位間を入れ替えます。removeTnbOは既作のタブを削除します。いず

れもタブはインデックスで指定してください。

dispIayTabsOはタブ全体（タブのへシダ部分とタブコンテンツの両/j）の戎示と非表示を切り件えます。

引数は真偽値で、tnleが表示、iaIseが非表示です。

alienTabsOはタブのアラインメントを変更します。第１引数はアラインメントの指定で、文字列で｢left」

(左寄せ)、「center」（''1央寄せ)、「righU（右寄せ）のいずれかを指定します｡デフォルトは中央寄せで

す。第２引数にはマージンのピクセル値を指定します。左寄せの場合は左マージンとして、右寄せの場

合は右マージンとして使われます。

getHeadeIComainerOはすべてのタブ(タブコンテンツではなく、ラベルが表示されている部分)を格納

するＤＯＭ要紫を返します。ヘッダ部分のスタイルを変更したいときは、このメソッドで取得して面接スタ

イルを指定すればよいでしょう。

２．８．４gadgets･Ｔａｂクラス

gadgcts鯛bクラスは、ひとつのタブを抽錬化したクラスです。アプリケーション側でインスタンスをIfi

接生成することはなく、gadgels耐bSCtクラスのgeI1HbsOやgetSelecledTabOメソッドで間接的に取得しま

す。gadgets､吃bクラスには表2.30のメソッドが定義されています。

■表２－３０:gadgets､Tabクラスのメソッド

ﾒｿｯド名 脱明

getlndexO タブのインデックスを返す

getNameO タブのラベル文字列を返す

getNameContaine『０ タブ(ラベル部分)のＤＯＭ要素を返す

getContentContainerO タブコンテンツのＤＯＭ要索を返す

getCalIbackO タブ遡沢時のコールバック関数を返す
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２．８．５見た目のカスタマイズ

gadgcts,TabSeIクラスの見た目をカスタマイズする際は、表2-31に示したCSSクラスのスタイルをオー

バーライドするのがよいでしょう。例えば､リスト２．３９のようなスタイル指定をガジェットＸＭＬに挿入する

と、それぞれのタブが丸卿で表示されます（ただし、CSS3のboIder・mdiusに対応したブラウザに限られま

す)。

■翌２．３１：gadgets,TBbSetが利用するＣＳＳクラス

CSSクラス名

，tabIib-table

，tabIibseIected

,tabIib-unselected

､tablib-space｢Tab

､tablib-emptyTab

､tabIibnavContainer

■リスト２－３９:タブを丸角にするスタイル指定の例

<style＞

･tablib-seﾕected｛

border-radiu8:１０ｐｘ１０ｐｘＯＯ；

）

・tablib-unselected｛

border-radius:１０ｐｘ１０ｐｘＯＯ；

）

</Style＞

脱明

タブのヘッダ部分を格納するTABLE要素

通択されたタブ

選択されていないタブ

タブとタブの間のスペーサ

タブヘッダの左右両端の空白部分

幅が足りないときに表示されるスクロールボタン


