
DarseDatGTime(Dattem‘text･start､ｄａＬｅ）

2.9国際化(宮adgetsjl8n）

円跨をフォーマットした文字列渥返す

フォーマット例

国際化(gadgetsjlSn）
'１

２

例際化されたアプリケーションを作成する上でもっとも而倒なことのひとつが、Ｆ１時や数値の表示です

これらは岡や肯脇ごとに炎ボ方法が異なり、すべてに対応するのは容易ではありません。

そうした剛漂化をサポートするメソッドが､gad8els・il8n名前空間で提供されています。これら猛利用す
れば、現在のロケールに適した形での日時や数値の表示が而単に実現できます．

１

因
む

嘱
日

２．９．１基本的な使用方法

ＩＩ／ＯＢ/圏Ｓ

gadge鱈jl8n:fi前噸間の機能を利用するには､｢oI〕ensocial､il8n』機能ライブラリを読み込みます。これ

により、変2-32に示すメソッドが追加されます．

Ｉ

■翌２．３２：gadRets‘ｉｌ８ｎ名前空IUlのメソッド

Rａｄｇｅｔｓ１１８ｎＳＩ－ＩＯＲＴ－ＤＡＴＥＦＯＲＭＡＴ

説耶メソッド名

２０１１／ＯＳ/２Ｓ

文字列中の数値を解析する

formatDateTime(patte、.date）

貝adRetsil8n,ＭＥＤＩＵＭ－ＤＡＴＥ－ＦＯＲＭＡＴ

故値転フォーマットした文字列を返す｢ormatNumbe｢(pat[ｅｍ､value）

gadgelsilBn､LＯＮＧＤＡＴＥＦＯＲＭＡＴ

文字列中の日助を蝦折する

7５

NOTE

formatNumbe｢()やpa｢seNumber()には通貨表記を拍定する弓|数もありますが､ここでは割愛してし、

ま~rjn

DarseNumber(paUem,tex[・opt-pos1

２０１１年６月２９日

RａｄｇＢｔｓｉｌ８ｎＦＵＬＬＤＡＴＥ－ＦＯＲＭＡＴ

定数

２０１１年６月２９日水踊Ｅ

gadgeiSil8I1.R〕rma〔DaleTimeOを使用すると、現庄のロケールに適した形で口時をフォーマットできま

す。第１引敬はフォーマットの指定で、炎2-33の定散か､文字11形式のフォーマットを指定できます。後

背について(よ｢2.9.2榊細なF1付フォーマット脂定lな参照してください。第２引散にはフォーマットする

円付なI)aicオブジェクトで指定します

画表２－３３：日付のフォーマット指定定数
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ｇａｄｇｅｔｓｊｌ８ｎＦＵＬＬＴＩＭＥＦＯＲＭＡＴ

ｇａｄｇｅtＳｉｌ８ｎＬＯＮＧＴｌＭＥ－ＦＯＲＭＡＴ

ｇａｄｇｅｔｓｊｌ８ｎＭＥＤＩＵＭ－ＴＩＭＥＦＯＲＭＡＴ

ｇａｄｇｅｔｓｊｌ８ｎＳＨＯＲＴ－ＴＩＭＥＦＯＲＭＡＴ

gadgets・ｉｌ８ｎＦＵＬＬＤＡＴＥＴＩＭＥＦＯＲＭＡＴ

gadgetsil8n､ＬＯＮＧＤＡＴＥＴｌＭＥＦＯＲＭＡＴ

４時３５分１７秒ＧＭT+０９:0０

０４:３５:１７ＧＭT+Ｏ９ＤＯ

4:３５:１７

４３５

２０１１年６月２９日水曜日４時３５分１７秒ＧＭT+O９ＤＯ

２０１１年６月２９日０４:35:１７ＧＭT+０９００

gadgetsjl8n､ＭＥＤｌＵＭ－ＤＡＴＥＴＩＭＥＦＯＲＭＡＴ２０１１/06/２９４:３５:１７

gadgets､iｌ８ｎＳＨＯＲＴ－ＤＡＴＥＴｌＭＥＦＯＲＭＡＴ１１/06/２９４:３５

gadgclsjl8njbI･maINumberOは数価をフォーマットします。第１引数はフォーマットの指定で、災2.34

の定数か、文字11形式のフォーマットを指定できます。後者については「2.9.3詳細な数値フォーマット

指定｣を参照してください。第２引数はフォーマットする数値の指定です。

■衷２．３４:数値のフォーマット指定定数

定数 ﾌｫー ﾏｯﾄ例

gadgetsjl8nDEClMAL-PATTERN 1.ＯＯＱＯＯＯ

gadgetsjlBn・CURRENCY-PATTERN ￥１．０００．０００００

gadgetsil8n､ＰＥＲＣＥＮＴＰＡＴＴＥＲＮ ８０％

gadgetsll8nSCIENTIFlCPATTERN ＳＥ､１

gadgelsjl8n・pa応eDalerrimeOを使うと、文字11に含まれる日時をDateオブジェクトに設定できます。第

１引数はgadgelsjl8n・fbrmaKDateTimeOと同じフォーマット指定、第２引数は解析する文字列、第３引数

は文字列の(１１文宇目から解析を始めるかを示す整数値､最後の引数は解析したLl時が鰻定されるDaleオ

ブジェクトです。返り値は解析したI~1時文字列の文字数です(0ならエラー)。リスト2.40にWWli1な使用例

を示します。

■リスト２．４０:日付の解析の例

ｖａｒｄｐｎｅｗＤａｔｅ()；

ｖａｒｒ＝gad9et8､１１８，.parseDateTime（

gad9etS.ｉ18,.LONG-PAT且FORMAT‘．日付：２０１１年６月Ｚ９日・'３，．)；

alert(｡)；〃ＷｅｄＪＵｎＺ９ＺＯ１１０４:48:１６ＧMT+O900

alert(r〃〃１０

gadgcIsjl8n.'〕arseNllmI〕er0は文'ﾅｮ列に存まれる数値を解析するメソッドです｡第１’jl数はgadgcIsjl8n・

fbmlalNumberOとIIilじフォーマット指定、第２引数は解析する文字列です。第３引数は配11で、雌初の

典糸に何文‘荊二|から解析を始めるかを示す整数値を指定しておいてください｡これは解析を終了した文字

のインデックスに変災されます。返り値は解析結果の数値です。リスト2-41に簡叩な使川例を示します。



■リスト２－４１：数個の解析の例

ｖａｒＰｐＩ３１；

varvcgadgets.ｉ18,.ParseNumber（

gad9ets・il8n・DECIMAL-PATTERN‘口数憧二8,000口，ｐ)；

alert(v)；〃８０００

alert(P)；〃１８】

2.9.2詳細な日付フォーマット指定

2.9国際化(gadgetsil8n）

gadgelsjl8n・IbmlatDaleTimeOやgadgetsjl8npa【３eDateTimeOでは、第１引数にICUi帆拠のフォーマッ

ト文字列が桁定できます。友2.35に、プレースホルダとして川いられる-1ﾐな文字をまとめました。これら

の文字は「ＨＨｍｍ」のようにｌ～４文下続けることにより、桁数の渦整や文字列炎現の逃択ができます。

もしプレースホルダの文字をそのまま表示したいときは、シングルクオーテーションで括ってください。リ

スト2-42に仙川例を示します。

■嚢２．３５:主な日時フォーマット文字列

文字 脱明

Ｇ 西暦

ｙ 年｡yyなら２桁､それ以外は４桁

Ｙ 年｡常に４桁

Ｍ 月｡３文字以下なら数値､３文字で短縮形､４文字以上で完全形

． 日

ｈ 時（１～１２）

時(Ｏ～２３）

、 分

秒

Ｓ ミリ秒

Ｅ 踊日｡３文字以下芯ら短鯖形､４文字以上で完全形

ｅ 踊日｡２文字以下芯ら１～７の数値､それ以外は同上

元旦からの日数

Ｆ 第?曜日｡第２月曜日であれば２になる

Ｗ 年内で何週目かを表す数値

Ｗ 月内で何週目かを表す数値

午前･午後

ｋ 時（１～２４）

Ｋ 時(Ｏ～１１）

7７

国
３

４

５

６

７

付

鱒
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Ｚ タイムゾーン｡本酉の執飯時点では常に+OOOO

Ｚ タイムゾーン｡本書の執簸時点では常にＧＭT+OO:OＯ

■リスト２－４２:詳細な日付フォーマットの例

ｖａｒｓｔｒ国gad9ets.ｉ18,.rormatDateTime（

．ＷＷ/卿/ｄｄＨ:ｍ‘，newDate(2011’６－ﾕ’１))；

alert(str)；／／ＺＯﾕ1/０６/０１０:０

ＮＯＴＥ

ＩＣＵはIBMが開発し､オープンソース化した国際化ライブラリです｡JavaとＣ言語向けに閏かれており、

幅広いプロジェクトで利用されています｡詳細は公式サイトを参照してください。

ＩＣＵの公式サイト：

http:／/site･icu-project･org／

2.9.3詳細な数値フォーマット指定

gadgets､il8n､fbrmatNumberOやgadgets,il8npaIseNumberOでも、第１引数に日付と同様にlCU準拠の

フォーマット文字列が指定できます。数値のフォーマットは規則が複雑で簡単には説明できないのです

が、雄本は「0」が常に爽示する桁を、「#」が必亜に応じて表示する桁を示します。友2.36に代表的な

フォーマットの例を示します。

■表2-36:詳細な数値フォーマットの例

フォーマット文字列 説明 表示例

0０００ ４桁で翌示｡足りない桁はＯで埋める ０１００

0.#＃ 必要に応じて小数第２位まで表示 1．２３

0．００ 常に小数第２位まで表示 1．２３

＃鳶#０ 3桁ごとに桁区切りを入れる 1.ＯＯＯ

0％ 値を１００倍して､最後に｢％｣を表示 ８０％

鴬‘0０ ｢#｣をそのまま表示 ＃2５



２．１０ユーティリティ

２名、 ユーティリティ

Cad8etsAPIは､ＪSONのエンコードとデコードやＨＴＭ1,のエスケープなどのユーティリティlＭ１激も提供し

ています。JavaSCriI〕【フレームワークにはたいていⅢわっている機能ですが、そうい‐)たライブラリを使わ

ない場合にはたいへん咽‘ｋします。本普のサンプルでも多川しているので､ひととおり解i悦しておきます。

２．１０．１ＪＳＯＮライブラリ(gadgets･json）

ｊSONは、クライアントとサーバーの間や、サーバー|Ijll:でデータを交換する隙の|綱IＩ的なフォーマット

として､近年ますます多用されるようになっています。gad8elsjson:iﾉi前窄間のメソッドを使えば､ＪSON形

式の文字列とJavaScIrip【オブジェクトを相互に変換できます。

ｊSON形式の文字列をパースしてjavaScriI〕(オブジェクトに変換す為には、ｇａ〔I8elsjs･I1.1)fI】･seOを使いま

す(リスト2-43)。返り価として変換結果のJavaSq･iI)【オブジェクトを返します。もし変換に失敗した場合は

色lsGが返ります、

国リスト２．４３：ＪＳＯＮをバースしてJavaScriptオブジェクトに変換

varobj

if(obゴ

thro別

｝

ニラadgets･json,parse(json)；

＝ralse）｛

IiUeqallsonrormat．‘：

逆に､JavaSCriI〕1オブジェクトからJS()N形式の文字雌柵築するには、８ad8〔､ISjs()n.Stri118iIyOを使いま

す（リスト2-44)。返り値として変換結果の文字列を返します’'１己参照などで変換できない場合はnuIl

が返ります,、

■リスト２－４４：JavaSc｢iptオブジェクトをＪＳＯＮ形式の文字列にシリアライズ

varjson＝gadgets・json､string迂y(obj)ｌ

迂(json＝＝ｎｕ１ｌ）（

throw‘Paildtoserialization．．；

）

２．１０．２その他のユーティリティ（gadgetsoutil）

gadge[s､u[il名前空間には、ほかのカテゴリには属さないユーティリティ関数が含まれています

(表2-37)、

２

５

６

７

１

服



8０

篇２章ＧｏＯｇｌｅＧａｄｇｅｔｓＡＰＩ

■表２．３７:gadgets,utiIのメソッド

ﾒｿｯド名 脱明

escapeStnng(st｢） ＨTMLの特殊文字を文字参照に変換する

unescapeSt｢ing(st｢） escapeStringOと逆の変換を行う

hasFeatu｢e(featu『e） 槻能ライブラリがロードされているかどうかを咽べる

registerOnLoadHandler(callback） ＤＯＭのロード直後に実行される初期化間数を股定する

escapeString()は引数として渡された文字列に含まれるＨＴＭＬの特殊文字などを文字参照（&#"";の形

式）に変換します。変換結果は返り値として返します。具体的にエスケープされる文字は以ドのとおりで

す。

・改行文字(¥n､ユニコードポイント１０）

・ｷｬﾘｯヅリターン(¥r､ユニコードポイント１３）

･二重引用符(｡､ユニコードポイント３４）

●アンパサンド(&､ユニコードポイント３８）

･引用符('､ユニコードポイント３９）

・小なり(<､ユニコードポイント６０）

･大なり(>､ユニコードポイント６２）

●パｯｸスラッシュ(¥､ユニコードポイント９２）

･行セパレータ(ユニコードポイント8232）

●パラグラフセパレータ(ユニコードポイント8233）

unescapeS(ringOはescapeSlringOと逆の変換を行います。すべての実体参照や文字参照をデコードする

わけではないので注慰してください。

hasFeatureOはり|数として渡された橘前の機能ライブラリが鋭み込まれているかどうか猛調べます｡鋭み

込まれていればUueを、そうでなければfalseを返します。

１．egis(erOnLoadHandler0は、すべてのDOM喚糸が抗み込まれた直後に呼ばれるコールバック関数を投

定します。wiI1dowonloadなどと異なり、画倣やその他の外部フフ'イルの読み込みは待たないので、ガ

ジェットを初期化するのに雌適です。



“
３

無簾
鰯

GoogIeAppsExtendingGuide
byGoogIeAPIExperl

［篤勤章Ｉ

Gmailでは、サイドバーに誰に表示される

｢サイドバーガジエット」と、特定の条件に

合致したメールの閲覧画面に表示される｢コ

ンテキストガジェット」の２つのガジェット

機能が提供されており、目的に応じて使い

分けることができま読本軍では、これら

２つのガジエットが持つ機能やその利用方

法について《詳細に解説しま漢
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Ｃ(x〕gleが提供するプログクティピティアプリケーシヨンの代炎といえば、史('｣なく()IMilでしょう。ＡｌＡＸ

遊フルWWilした仙いやすい〔;Iや､強]なスバムフｆルター、拶彩な検衆側能などがI|‘Williされ、多くのユー

ザーを狸得しています。

Cmailは第２章で解説したGoogleガジェツトをサポートしており、新たな機能を追加したり、ばかのサ

イトの機能やコンテンツを取り込んだりできますCoogIeAI)l)sの''1心的存rI§であるGmaiIをニーズに合

わせてカスタマイズできる、非湘に強ﾉJな磯能です。

Gmailがサポートしているガジェットには、大きく分けて２つの、賊があります。ひとつは「Ｇｍｉｌｉｌ･ﾘ･イド

バーガジェット」（以ドサイドバーガジェット）で、その名のとおりGmailのサイドバーに附時表示されるタ

イプのガジェットです（図3-1）GmailにはCoogleが用意したさまざまな拡狼機能を追加できる「Cmail

Labs」がありますが、そのうちのサイドバーに追加する機能の多くは、サイドバーガジェットとして実装さ

れています。

国図３．１：サイドパーガジェットの例(GoogIeカレンダーガジエット）

鴬吻
鶴２餌のうベルv

CoogIeｶﾚﾝダー ｰ

鷲;譜リ
ｆｇＤＯ墜妥

餅‘剛Ｌ
調19日《月Ｉb

ttmgja▼

合且豆堂どＺ２竺竺▼

打効唾Ｌａｂ目

TcK8W(㈹ｅ抑'27〕

0ﾕｐＷｌＦｐｏＩｎＷｍｎｌ

Ｉ３ＣｐＬ㈱ｄｌｗ旅ｎｄＩ

４ｐＰ随lLupEn砥ＳＦＯ

惑麗歴丑全ｄ１Ｒｈ田

患這§

GoogI･カレンダーガジニツト
byIlmK包砥Ｏ毎Tｿロ

OCC噌ﾒｏ刀レングー催左側の列に翌、し誤す。９０tの予
定鞠ミーティングの阿巴退見＆ことが･“産す｡

ＡＰｐ３娘貫
byAp鍾賦青チーム

Gロ関ｿ。肢･ヤニメントやＣＯ”・ヅ.f卜のl負漁協具で桧

:謡W鍾嫡観；W1耀溌Wt．
“Jwvv…f曜趣同メールの喚阿醜国の下に設娘し吹
寸1口

Gmailコンテキストガジェット」（以下コンテキストガジェット）という､別のタイプのガジェットもサポー

トされています。個々のメールを開いたときに、その末尾に炎示されるガジェットです股火の特徴は、

限定的ながらメールの内容にアクセスでき、そのコンテキスト（文脈）に応じた内祥を提供でざる点です

例えばGmailLabsにはメールに記縦されたPicasaやFIickI､へのリンクをプレビューできる機能があります

が、それらはコンテキストガジェットとして実装されています（同3-2)。
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３．１Ｇｍａｉｌとガジェット

回図３．２:コンテキストガヅｪｯﾄの例(Flickrのプレビュー）

逼のメールには写頁がリンクざ札ています.．

サンプル亦瓦ｌ・率I･し'ｆ1,

Ｔ“tＵｍｒ

⑤岱

罫鯛f鐘懲１４課(Oﾅ)前〕偽且値▼

’hut『."がAwfIにＷ⑥mVf命ww1熊ﾉWEL唖っ⑪ウゴk岬翰573当０４器抑

、貢【扉挫嬰】L侭符うてＥ産した１

■■ＦＩＩＥｋｒ．

本章では、Cmail上で1mj作するこれらのガジェ，ソトについて、耀初にサイドバーガジェットを、そして次

にコンテキストガジェ､ソトを取りｔげますそれぞれについて､概要を解脱した上で実際に而単なガジェッ

トをI＃１発し、読行が独自のガジェットを実装するために必要な知識が得られるようにしています、

顎
、
．厘厘マ叩ンタウン外閥

㈲巡鐙→堕坦

‐
向
●
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a2Gnmai,ｻｲドバーｶジｴﾂﾄの概要

サイドバーガジェットはGmailのサイドバーに表示されるガジェットで、個人向けのCmailアカウント（⑩

gmail,coI11ドメインのもの)と独I‘|ドメインCOU81eApI〕sアカウントのどちらでも'ﾄﾘ川でさます。公式ドキ罰･メ
ントは以ドのURLで公開されています。

Gmailサイドバーガジェットの公式サイト：

http:／/code,goo91e,ＣＯ､/apis/9Inail/gad9ets/sidebar／

サイドバーガジェットはCI11aill鳥に表示される以外はほぼ|ＷＷＩ的肱CoogIeガジェットで､独|‘|の追加APl

厳腔はありません,、表3-1に、サイドバーガジェットで利用できる機能ライブラリを示します。

国表３－１：サイドパーガジェットで利用できる主な機能ライブラリ

機能ライブラIノ 説既

oDensociaI･ｉｌ８1.1 国際化のためのＲａｄｇｅｔｓＩＩ８ｎが定義されます

Ｓｅｍ｢efE gadgetsP｢efs芦set()やgadgetsP『efs幕setA｢『ay()が定義されます

円口ｵtIt眉 gadgetswIndow・setTitleOが定義されます

dynamic･hｅｉｇｈｔ 虞adRetswindowadiustHeight<)が定義さ紅ます

ＶＩｅＷＳ gadgetsvlewsの各クラスやメソッドが定義されます

ｒａｈｇ タブＵ１を表示するgadgetsTabSetなどが定裟されます

ｍＩｎＩｍｅｓｓａ只巳 簡単な雪告などの表示を行うgadgets,MinlMessageが定義されます

rIaSI． Flash:~]ンテンツを埋め込むためのRadgetsflashが定義ごｎまず

lｏｃｋｅｄ－ｄｏｍａｌｎ ガジェットが固有のサブドメインで巽行されます

ＯａＵｔｈＰＯＰＵＰ OAuth認証用のポップアップウィンドウを表示できます

Gmailの画面を見て明らかなように、サイドバーガジェットの横幅は約１６０ピクセルと非常に快くなりま

すしたがって、そのままではあまり多くの'iiII慨は表示できません。

この欠点を補うため、サイドバーガジェットでは標準の}･IOMビュー（サイドバーに表示されるビューノ

のほかに「CANVASピュー」も利用できます。views機能ライブラリで追加されるAPIを利用してCAiWAS

ビューに切り替えることで､Gmailのメイン画面全体(メール本文などが表示される領域)をガジェットの表

示領域として活用できます

サイドバーガジェットを段1汁する際は、｝IOMビビューで表示する内容は雌低限の州fH炎示やナビケー

ションにとどめ、ほとんどの操作はCANVASビューで行うように考えると、無理なく実装できます．次節で

宝装するサンプルガジェットもその方針に基づいて設計されているので、参考にしてください。

’
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３．３ＧｍａｉＩサイドバーガジェットの実装

３．３Gnmai,ｻｲドバーｶジｪﾂﾄの実装

■丑｡｡Ｆ曲毎

３
サイドバーガジェッl､の実例として､CooglGDO(FSVicwPI･を利用した「DocumPnlVi(､ＷＰＩ･」ガジェツトを実

装します｡G(j(》91(､、〔〕(､Ｗｉ〔‘w(>rは得Ｉ''1ドキュメントファ'イル牡Wcl〕プラ'ｼザのみで|H雌できるﾌ'プリケーシＩ

ンで、無料で利用できます（図3-3）

画図３－３：GooEleDocsViewe『

UWbOm幽酋占罰へｚ争早ｔｌ－凶冗ｂＷクワＧｐ●叩で、高ｒＯ唾dLDt膏“ＦｍＤＩ負Ａ

ｐＭ”据小7仏叱へ7製登覇吋皿咋Ｗ９ＲＴ￥よ仏｡＆蘭はザ■｡｡ｋ殴皿？屍

JR伽､､罰ｒもｒｒか転少.ｐ唖０，IfAO欄FRr些泌ゼス冒犯８．Ｗﾜ駒う回や4qdは昌企
“ｂ制Ｑ和寅早弦一A侭■唾【dゼロＱ』L階曽如由Ef■■函蹄邑靴ｆ淀⑪記晶叩△

鮒,詞読満；
weboz壱gⅨldlclpIo”df-恥稚rｾdbYm1)Q1qドギ男ﾒﾝﾄ

ＣＩＮ

ﾛﾛ

一トー ＱＰＬＯ⑥dIe

E羽醗アザフンレγ』】ぬqﾔ』や邸恥u牝ﾏヴﾌﾟ油'ｍぬぐＷＧ】pGdLD~勇司ス“３》･ajtm座ら9

評う陸ドキュメントr西憧拭Ｉ力山 写ＺＫリーダ泡ウ星プも蚕と見ろ囚 プ ﾛグもfン蟻

■ ア ? ー １

唾凹査=可=■令白々一L･首■■

樽ｑｑ岸再α画画

噂 ｉ

毎催楢一画ロ些塞】･欧至罰画霊Ｅ国竪皆｡O尚(

n Ｍ回軍底‘

叩８｡r画Ｐざ･置ア才ｄＷｒ八ﾄｺﾛ豆匡煙甲･ＬＯＣ画＊昼営でず”『■

…似蝿‘･･.…了…毎．…『Ｑ錨鰹』‘'.…‘､Ｏ
■和■雌ゆ越虫、｡、韓＝Qし匂含ANb q J 貝 早 宣 『 U － － － 苛

堕笥戸ムリ▽ぬ&ロ■=■V＄~●勺イブｇｒＨｎう角甜ｏ･〔OdA04rc畠凸○皇．‐二
●且色別超竺凸■e－－－．も,｡一一・…”0匁ワハ鼻』ずＷ”ａＭＪｇｌｄレロゥ①寓両●“1｡■す歯、O

竺凸．=

ら｡詫始｡kごタ:pｎＦ卸してみ拠唯◆1ＷnFし陣らo､１.Qbo-4･今Ｗｑ
ｌ・‘V“館嘩“則A,Er-や0Ｗ０７#岬哩⑲径モリ肢ＲＥＲ再皿命遠目ど００W

今例 廻仙 ｆＡ Ｆ･ …唾 ･や ．＝ '･ ･世 《p司司o0rタハ劇刀して』･王らひ

配ｺﾝバｹﾄ妬セエ赫凡R芯LA昂あごｙ－ｍﾑ尚抽認袖ｎｆＵしピコ画ｏｎ陣Q池･璃画｡“.‐~-

勺創亀塁ｕＦ一一J｡』００１２０且相ghaL寺●雪上●ｰ勇司~ご~
●，Ｏ７ＴＥ句え同罵必ワツ神Q■

-回歴狸w‘bｱプﾘヶｰｼﾛﾝ冠月首Ｘ４:鍔祷……
$しｆｈ厚貫●気』j･槙叶oﾄ、I令９，屯岨冨ngdn宅きり注？字ｵﾘﾔ字o①O〆Pgr盆、0."９戸一・ー
"し髄桧的何上るやt貢､⑫訂冒ｕｒ〒”J”ず７万Ｊ守凸和丞角碗-すUq-QTql色っ

■＄抑｡＆“詑恥ｔＦﾉｼBパハユョ涌膜尭負笛へ印■■もＰ直巨へゲワｂ詞叶L，､
９１'－"再一吋い－

門的”Cｱﾝ』ｹﾚ”⑪、ユハUl状、唾醐4Ｗｂ⑪画Ｓ■dEnRpfずい９０目｡､γ凶リ弱や

理億V…-郷向日'上剛しｗ１高…′h､y”-鵬‘…'’０劉迎帆７蟹g侭醐;jwpF-震‘‘＝
』｡.

函

まず(よ雛形としてテキストボックスと送陪ボタンをlfつフォームを災狼する/どけのガジェットを爽挫しま

す（リスト3-1)金

実装するガジェットは、まずHOMiZピューではURL入力フィールドだけのシンプルなＵＩを表示します。

そして、URLが人ﾉJされるとCANVASピューに切り件わり、Googl(､1〕ocsViGwPrを利用したドキュメントの
プレビュー粧溌,,〈します‘，

糟

3.3.1ガジエツトＸＭＬの雛形を作成する

ＣＯ(〕8kgドキュメントwcbos勺｡､笛Cs_:｡p,pd1-p…｡dbyGoo感｡ﾄ゙ｷﾕﾒﾝ ｃｏｏ毎ｅ蔭キュメントに侭汀
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第３章ＧｍａｉＩ

■リスト３．１：DocumentViewe『ガジェットの態形

<7.mlversion自"１･Ｏｏ,encoding口働UTF=8‘’７＞

<Module＞

＜ModulePrefstitle=画DocumentViewer・height=画７０・scrolling=pmlse。＞

<Requirefeature=画dynamiC-height｡／＞

〈Requirefeature=‘,view8”／＞

</ModulePrefs＞

＜１－HOI極ビューー＞

<Contenttype旨"html、view雪隠default.><!ICDArA【

〈1DOCTYPEhtml＞

<fomonsubmt宮pdoSubmit()；returnfal8e;・action冨画#、

styleロ鴎text-a1ign:right；margin:Ｏ；padding:O4px;画＞

<inputtype=約text‘,style宮‘,width:135px'0id=ｕｕｒｒ＞<br>

〈inputtype=p8ubmit“value=“表示“＞

</form＞

<script＞

functiOndoSubmit(）｛

〃cANVASビューヘの切り智えコード

）

</BcriPt＞

11></Content＞

＜l--CANVASビューー＞

〈Contenttype｡,'html”viewﾛ側canvas"><!ICDArAI

<1--CANVASビューの内容一一＞

Ⅲ></Content＞

</Module＞

ごくオーソドックスなガジェットですが、iWiさを酬盤するためのdynamic-hei8hlと、CANVASピューヘの

切り替えを実現するためのViewsという２つの機能ライブラリを拙み込んでいます。ContenIタグの先頭に

あるDOCTYPE指定は、ガジェットの内容をHTML5の標準モードでレンダリングするためのものです。

ＨＯＭＥビューのContentタグ内（view=･ldefauItl，のもの）にはテキストボックスと送信ボタンを持つフォー

ムを肥逃し、フォーム送信時にdoSubmitO関数を呼ぶようにonsUbmitイベントを設定しています。

doS11bmi[O関数内には、後にCANVASビューヘの切り替えを行うコードを実装します。

CANVASビューのContGmタグは空ですが、こちらも後にCoogleDocsViewerでドキュメント猛表示する

コードを実装します｡

Ｉ
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3.3.2ＣＡＮＶＡＳビューヘの切り替え

■リスト３－２：CANVASビューヘの切り替え

１

functiondoSubmit(）（

〃CANVASビューに対応するビューを検索

ｖａｒｖｉｅｗｓ＝gadgets．Views・getSupportedViews()；

ｖａｒｃａＩｗａｓ＝（viewSIgadgets,ViewS・VieWTYpe・CANⅧS111

viewsIgadgets,Views・VieWType､CANVAS・toLolwerCase()IlI

viewBI9ad9et8､view8.VieWTVpe・CANVAS・toUpperCase()川

フオームを送信した際に呼ばれるdoSubmitOに､CANVASビューヘの切り件えコードを実装します（リス

ト3-2)。

ビューを切り替えるには、まず切り件え先のビューに対応するgadge鰯.Views‘Viewオブジェクトを、

gadgcts､viewsgctSupportcdViewsOで取得します｡本来は返り値のオブジェクトからgadgCts､vicwsMcWIype

CANVASに対応する値を取得するだけでよいのですが、コンテナによってはアルファベットの大文字と小

文字が混乱している場合があるので、念のため大文字や小文字に変換したキーでも検索しています。

切り替え先のViewオブジェクトを取得したら､あとはgadgets､Views,requcstNavigatcToOを呼び出すだけ

です。第１引数にＶｉｅｗオブジェクトを、第２引数に切り替え先のピューに引き波すパラメータを指定しま

す。ここでは、フォームのテキストボックスの値（表示するドキュメントのURL）をパラメータとして引き渡

しています。

２

４

ｂ

６

3.3GmaiIサイドバーガジェットの実装

3.3.3GoogleDocsViewerの表示

8７

〃ビューを切り替える

gadgets・Views,requestNavigateTo（

canvas‘（url:document・getElementByld(･url･).value｝)；

）

１
１
１
１
１
１
１

httpsg／/docs・google､ＣＯ､/viewer?embedded=true&url=ぐドキュメントのURL＞

CANVASビューでは､GoogleDocsViewerを利用して指定されたドキュメントのプレビューを表示します。

そのためには、ＨＯＭＥビューから渡されたパラメータを取得し、IFRAＭＥタグを使って以ドのURLの内容

をガジェット内に埋め込みます。

この処理を行うCANVASビューのコードをリスト３－３に示します。DEFAUU､ピューから渡されたパラメー

タはgadgets､Views,getPaIamsOで取仰できます。それを元に上記のURLを柵築し、あらかじめ川意してあ

るIFRAMEタグのsrc属性に投定するという流れです｡晶後にgadgeIswjndowadjusIHeighIOを呼び州して、

ガジェットの高さをihameにフィットさせています。
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■リスト３－３:CANVASビユーの内容

<Contenttype巨働html･Views画canvas~><!ICDATAI

〈!DOCTYPEhtml＞

<styletype=.‘text/ＣＳＢ‘,＞

＃viewer（

display:ｂﾕock；width:100%；ｈeight:500px；

ｂorder:none；mar9in:Ｏ；paddin9:０

｝

</styﾕe＞

<iframeid宮･viePoer・ｓｒｃｃ向about:blank･frameborder=｡O､></iframe＞

<script＞

gadgets,utiLregisterOnLoadHandler(function(）｛

〃パラメータを取得

varviewParams回gad9ets・view8,9etParams()；

/／ｉframeに表示するＵＲＬを指定

document・getE1ementByｴ｡(‘viewer,）.ｓｒｃ＝

,https:／/docs､9009ﾕe・coIn/viewer?embedded=true&url雲，＋

encodeURmomponent<viewParams,url)；

ノノガジェットの商さを凹整

gadgets・Window・adjustHeight《)；

恥

</script＞

１１></Content＞

3.3.4GmaiIにガジェットを追加する

実装したガジェットをGmailで炎ホするには､任怠のサイドバーガジェットを追加できるようにするGmail

Labsの機能を有効にしなければなりません。Gmailの設定画而を開き、Labsタブで「URLでガジェットを

追加」を探し（図3-4)、有効にしてください。

■図３．４:｢URLで万ヅｪｯﾄを追加｣GmailLabs

“３●蝉騨吋画匹

-._________応司

凹延でガジエツト■魂価

ｂｙＤｍＰ■司りロロＣ

ｌ賦定1メニューの【ガジェットIタブから叫延冠入力
して〃ジェット轡､垣で白虫Ｖ･ガﾘｴﾂﾄはと侭の

列に盛示されます．

ｅ回置屋する
Ｏ■唾丘する
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この変更を保存すると、殺定IIIIiImに「ガジェット」タブが追加されますそのフォームにガジェットＸＭＬ

のURLを指定し、「追加」ボタンをクリックすればガジェットが表,Iくされます（同３．５）

回図３．５：DocumentViewerガジェットが表示されたところ

・婚メール鬼レンタロドキュメ診卜０ノイ胴クルーＺＦｂ園と兇罰。

、 応忽 EXNmpI“わ、メール画月昌だ且dminaExqm餌e,ＣＯ、

３図画 十lehllps〃mJlIgoO9Ie[｡mﾉ“11ﾉuﾉ0/ＭⅣ』御1『派11InWOa(Iqttl

3.3Ｇｍａｉｌサイドバーガジェットの実装

ガジェットのテキストボックスに閲覧したいドキュメントのURLを人ノル､「炎示」ボタンをクリックしてみ

てください二CmailのメインlIiIiIiiにドキュメントのプレビューが表示されるはずです（同3.6)。
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‐I蝿'３．６：DocumentviewerのＣＡＮＶＡＳピュー

メールカレンダＦ*Ｂメントサｆルグソレロブじっと兇凸画

門ｎｒｌ“mple.《ｏｍメヨルーガグエツ1.-凸dmIng“umpI“om

Lイル１１＋IMhUpm〃m4l1Qoo9P…『…11ﾉu(IﾉＭｗ』-１Ｃ Ｌｑ･心c心9２

ＮＯＴＥ

最新のGmaiIでは､サイドバーの一番下にある｢...｣というアイコンをクリックすることで力ヅｪｯﾄが表示

されます。

昼、

Ⅱ

■
Ⅱ
ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ

ＮＯＴＥ

ガジエットＸＭＬｌ３､キャッシュされるので､変更してもGmail上のガジエットにはすぐに反映されません。

GmailのＵＲＬに｢?､ogadgetcache＝1」というパラメータ在付加することで､一時的にこのキャッシュを

猟効にできます。
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a4Gmailｺﾝﾃｷｽﾄｶジｪｯﾄの概要

３
Cmailで利用でざるもうひとつのガジェヅトが｢コンテキストガジェット」ですコンテキストガジェットは

サイドバーガジェットと述い､常時喪示されるわけではありません。あらかじめ措定しておいた魚(1:にメー

ル内容がマッチした際に、メール本文の下に表示されます。公式ドキュメントは以下のURLで公|ﾙlされて

います。

Gmailコンテキストガヅｪｯﾄの公式サイト：

http:／/code､goo91e､com/apis/gmail/9ad9ets/contextual／

特筆すべきは、コンテキストガジェットがC()()81cApIjsMarketplace（以下(;ＡＭ）フ'プリケーションの機

能として提供されている点です。このため、ＣＡＭを通じての配布が叫能で、簡単なＦ続きでドメイン内の

全ユーザーにガジェットをインストールできますまた、米国では利用料金の課金も提供されており、将

来的には国内でも提供されるでしょう。

その反面、ＣＡＭは独自ドメインCooglGApps向けの磯能であるため、個人向けのCI,,ail7'カウントでは

コンテキストガジェットは利用できません。ノ､:変灯用な機能であるだけに、この点はJf術に盤念です

３．４Ｇｍａｉｌコンテキストガジェットの概要

9１

GoogIeAppsMarketplace：

http://www,9oo9ﾕe,coIn/enterprise/marketplace／

さまざまな企紫や仙人がiHl発したアプリケーシ･Iンが公1冊'されており､GooglGAPPsドメインの禰叩者は、

その''１から必挫なものをWWIIiにインストールできます。（1.料７'プリケーションのｉ１Ｍｉもサポートされてお

り、CoogleCheCkOUlを利用しての課金が可能です(現/I:のところ米国のみ)。CAMﾌ'プリケーションの開

発に関する詳細は公式ドキュメントを参照してください。

GoogIeAppsAPIの公式サイト：

http:／/code･qooqle,CCI､/qooqleapps／

コンテキストガジェットの開発と配布に密接に関わるのがCooglGAppsMarkeipIace(CAM)です(図3-7)。

GAMは独自ドメインのGoUg1eAppsと連携するWpbアプリケーションの配ｲijや照売をするためのマーケッ

トプレイスで、以下のURLから利用できます
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第３章Ｇｍａｉｌ

コンテキストガジェットの最大の特徴は、メールデータを取僻して、それに関連する情報を表示できる

点にあります。コンテキストガジェットとして炎'１ﾐされるガジェットl‘1体は通常のGoogleガジェットですが、

その周辺にメールデータを取得するための特徴的な仕組みが提供されています(図3.8)。

二J.－ザーがCmail上でメールを友示すると、「エクストラクタによってガジェットが必愛とする要素（ＩｊＩ：

名、送信者など）がメールから抽出されます。エクストラクタの各出力はフィルターによって条件とのマッ

チングが行われ、合致したものが出力フィールドにlﾊﾉ』されます。ガジェット内のJavaScIｉptは専用のAPI

を利用してデータを取得し、適切な処皿を行います。

エケストラクタやフィルターの艇定､そしてコンテキストガジェットとして炎示するガジェットＸＭＬなどは

｢マニフェスト」によって指定されます。マニフェストはＣＡＭﾌ'プリケーション共通の、メタデータを記述

する仕組みです。

このようにコンテキストガジェットは多くの機能モジ"･一ルによってｈｌｌｻ成されているので、｜N|発')隙はそ
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コンテキストガジェットは、ＣＡＭ上で配布するひとつのアプリケーションという形で開発しますコンテ

キストガジェット１M体で拙成することも可能ですが、多くの珊合はサーバーサイドと組み合わせてIwi度な

機能を火現しています。しかし、水祁はＣＡＭの解説iIFではないので、単体のコンテキストガジェットのIﾙ｜

ｿに絞り、ガジェット通開発してドメインにインストールしテストする下順までを解説します。

３．４．２コンテキストガジェットの仕組み

M１
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６フィルター

出力
フィールド

３．４Ｇｍallコンテキストガジェットの概要

9３

れぞれの役削について正しく把握することが重要です。以降では各モジュールの機能や役削を個別に解

説します。
１

２
■図３．８:コンテキストガヅｪｯﾄの動作概念

フィルター

出力
フィールド

メールデータ

フィルター

マニフェスト ４

メール内容から必浬な捌州を仙lllし、１㎡1時に戎示するコンテキストガジェットを決定する役削をｲuうの

が「エクストラクタ」と「フィルター」です。

エクストラクタはメール内容からデータを抽出する仕組みです。抽出するデータに応じて榎数のエクス

トラクタが用意されており、それぞれ抽出するデータと出力フィールドの名前があらかじめ規定されていま

す。本幽の執飛時点では以下のものが用意されています。

●メッセージＩＤ

・送信者のメールアドレス

・受信者のメールアドレス

「マニフェスト」という冨策は耳佃れないかもしれませんが､これはＧＡＭアプリケーションの待棚梢報を

記述するＸＭＬデータです。アプリケーションの名前や説明、制作荷の迎絡先、アプリケーションの動作に

必要な椛限などを記述し、CAMアプリケーションの登録フォームにてアップロードします。

コンテキストガジェットを作成する際は、上記の情報に加えて抽出するメールデータの種類や、フィル

ターとして使用する証規表現､表示するガジェットのURLなどを記述します。実際の妃述方法については、

｢3.5マニフェストの肥述方法｣を参照してください。

エクストラクタ
戸
。

＜ひく０，●

’

GoogIeガジェット

JavaScript

3.4.4エクストラクタとフィルター

3.4.3マニフェスト

出力
フィールド

７

合 Ｃ､分
付
搾ガジェットXMLのＵＲＬを摺定



篇３章ＧｍａｉＩ

・送信日時

・受信日時

・件名(日本贈不可）

●メール本文(先頭1,000文字まで､日本語不可）

・件名やメール本文に記載されたメールアドレス

･件名やメール本文に記赦されたＵＲＬ

・電酷番号

・米国の証券取引所のティッカーシンボル

側発行は､これらのプリセットされたエクストラクタから必要なものを選び､マニフェストに記述します。

マニフェストの内容はアプリケーションごとに間ｲ『ですから､便川するエクストラクタを動的に変化させた

り､エクストラクタがサポートしていないデータにアクセスしたりはできません。これらの制限が問題にな

る場合は、独自にサーバーを用意してIMAPによるアクセスを併用すると良いでしょう。

フィルターはエクストラクタで抽出したデータを選別するためのⅡ:組みです。エクストラクタの各川力

フィールドにひとつずつフィルターが没囲され、それぞれ指定された正規友現にマッチしたデータのみを

出ﾉﾉします。砿規表現はエクストラクタと同様にマニフェストに紀述されるため、動的な変更などは行え

ません。

エクストラクタとフィルターを介して最終的に必製なデータが得られると、対応するガジェットが表示さ

れます。このような仕組みにより、例えばメール内にjpgの拡飛子を持つURLがあるときのみ表示される

コンテキストガジェットが実現できます。

３．４．５GoogIeガジエツト

エクストラクタとフィルターにより必愛なデータが得られると、脂定したGoogleガジェットが災示され

ます。これは第２章で解説されている通常のGoogIeガジェットとほぼ同じものですが、以下の点が異な

ります。

・メールデータ(エクストラクタやフィルターの出力)を取得できる。

●サポートされるビューはくContenttype=QhtmI”ｖｉｅｗ=･card"＞のみ。

特にメールデータを取得できる点がコンテキストガジェットの凪大の利点で､これによりメール内容に応

じて適切な機能を提供できます。この機能を含めて､コンテキストガジェットで利用できる主な機能ライブ

ラリを炎３２に示しますｃ

１
１
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１
１
‐
Ｉ

■表３２:コンテキストガジェットで利用できる騒能ライブラリ

３．４GmaIIコンテキストガジェットの榎要

１

簡単な警告などの表示を行うgadgetsMiniMessageが定袈されます

機能ライブラリ 脱明

５

opensocial-il8n 国瞭化のためのgadgetsjl8nが定硬されます
２

fIash

setprefs gadgetsP『efs#set()やgadgetsP｢efs#setAr｢ay()が定義されます

Flashコンテンツを埋め込むためのgadgets､flashが定親されます

dynamic-height gadgets､Window,adjustHeightOが定覗されます

６

gadgetsvlewsの各クラスやメソッドが定襲されますVＩｅＷＳ

４

Iocked･doｍａｉｎ

tabs タブＵＩを表示するgadgetsTabSetなどが定弼されます

OAuth腿皿用のポッブアップウィンドウを表示できます

も
り
丸
◆

１
’
全
Ｉ

また、ｃａＩｄというビューは概辿では規定されていない独白のものですが、このビューが桁定されていな

ｍＩｎｌｍｅｓｓａｇｅ

ｃａｌａ iframeを使わずにがヅｪｯﾄを表示します(現在のところテスト目的のみ）

いとコンテキストガジェットとして認撤されないので注意してください。

コンテキストガジェット特有のＡＰＩが定題されますgoogIe･contentmatch

７

がヅｪｯﾄが固有のサブドメインで実行されます

oauthpopup
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第３章Ｇｍａｉｌ

ａｓﾏﾆﾌｪｽﾄの記述方法

マニフェストは、フ'ゾリケーションをCAM(CoogleAppsM3rk(‘１１)kl(℃)に蕊録する際に使用するメタデー

タです。特にコンテキストガジェ,ソトでは､他川するエクストラケタやフィルターの没だなどもここに記,|岬・

るので、アプリケーションを'１W成する唄典な典素となります

マニフェストはXML形式なので、Googleガジェットが作れる方であれば記述は難しく怠いでしょう。し

かし、マニフェストの記述に間違いがあるとコンテキストガジェットが表示されず、原凶究明に苦労しま

す。以降ではコンテキストガジェットを表示するためのマニフェストの記述方法遊詳細に解説しますので、

11;しいマニフェストを記述するための参考としてください。

なお、この節ではマニフェストの各要素について個別に解説します。光成されたマニフェストの記述|側

は「３７Cmailコンテキストガジェットの実装|で褐放しているので、あわせて参照してください。

３画５．１基本的な書式

リスト３．４に、コンテキストガジェットを追加するマニフェストの例を示します。コメントになっているエ

クストラクタやガジェット、哩求する椛限の指定については、後の項で祥細を解説します。

国リスト３－４：マニフェストの剛形

く?xmlversion＝‘'１．０，，encod;ｍｇ＝"UTF-8.,？＞

<App1icationMani:festxmﾕns="http:／/schemas,goog1e､com/AppﾕicationNanifest/2009,,＞

<1--マーケットプレイスやコントロールパネルに表示されるサポート情報一一＞

〈Supporゆ

く１－－サポートも提供するページのＵＲＬ－＞

<linkrel=伽support'‘hre蚕=咽http://wmv,example・com/support・html“／＞

く/SupDort＞

<１－アプリケーション名と説明一＞

<Name＞アプリケーション名</Name＞

くりescription＞アプリケーションの説明く/Description〉

<１－－エクストラクタの稲定一一＞

<１－－ガジェットの州定一〉

<１－要求する権限の指定一＞

</Applicationﾙ1anifGst＞ ’



アプリケーションのアンインストール時に表示するページのＵＲＬ

3.5マニフエストの記述方法

XMLの規則にしたがって最初にXML宣下『を記述し、ルート要素はAppIicationManiIbs〔タグにします。

名前窄間も忘れずに折定するようにしてください。次のSupportタグはアプリケーションに側連する得柵

URLの指定で、炎3.3に示すLinkタグがi仙述でさます。単体のコンテキストガジェットならば、サポート

ページのURLだけを指定すれば十分です。サーバーサイドとの連携を行う場合などは、必要に応じてほ

かのLinkタグを指定してください。

ｍａｎａｇｅ

２

■褒３．３:Supportタグに肥述できるLinkタグのⅧ類 ４

<1--衷示するガジェット（ref属性はExtensionタグのｉｄ）－－＞

<Tri9gersrerp同Gadget“／＞

rel属性 説明

１
１

＜1--フィルター一＞

<Paramname包口urrvaﾕue=ﾛ.｡W,jp9｡／＞

ワ
アプリケーションのインストール時に初期設定を行う設定ページのＵＲＬｓｅｔｕｐ

<1--使用するエクストラクタの秘類一一＞

<Url>google・com:HttpLinl虚xtractor</Url＞

コントロールパネルからリンクするアプリケーションの設定ページのＵＲＬ

3.5.2エクストラクタの指定

６

<１－人間が脇める名前一一＞

<Name>LinkExtractor</Name＞

deletion-policy

<１－エクストラクタの指定--＞

<EXtensionid回"LinkExtractorptype=何contextExtractor画＞

9７

サポートを提供するページのＵＲＬsｕｐｐｏｒｔ ／

■リスト３－５:エクストラクタを指定するExtensionタグの例

add-seats 既存のライセンスの更新時に表示するページのＵＲＬ
付

１．

エクストラクタの指定は、Exlensionタグを使用してAppIicationManiiEslの中に記述します。リスト３－５

に、件名や本文に記俄されたJPECファイルへのリンクを抽出するエクストラクタ定鎧の例を示します。

ＮａｍｅタグとDescriI〕tiollタグには､それぞれアプリケーション名とアプリケーションの脱明を記述します。

これらは現在のところGAMでの表示には影倒しませんが（アプリケーション砿録時にフォームに入力した

内容が優先されます)、Nameはコントロールパネルでのアプリケーション名として使われます。
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<1--必要なスコープ（ref属性はSCoPeタグのｉｄ）－－＞

<Scoperefp･Emai1SubjeCt｡／＞

<Scoperef回"EmailBody｡／＞

<１－－対凍のアプリケーション--＞

〈Containername圏qmair/＞

</Extengion＞

Extensionタグの【ype属性を「contemExtractor」にすると、エクストラクタの指定となります。ｉｄ属性は

HTMLと同様にほかのタグから参照するためのものなので､敢複しない任意の文字列を指定してください。

Ex1ensionタグ内には、戎3.4に示すタグが記述できます。

■表３－４:エクストラクタを指定するタグ

ﾀグ 説明

Ｎａｍｅ エクストラクタの名前です｡任懲の文字列が指定できます

Ｕ｢Ｉ エクストラクタの佃顛を指定します

Ｐａ『a、 フィルターの正規表現を指定します

Ｔｒｉｇｇｅｒｓ コンテンツが抽出できた際に表示するがヅｴｯﾄを指定します

Ｓcope 必要な権限を指定します

Container name属性でコンテナを指定します｡現在のところ･mail・固定です

Urlタグには、エクストラクタの樋類を指定するURLを桁定します。指定可能な値については「35.5

利用可能なエクストラクタ」を参照してください。

Ｐａ埴、タグは、エクストラクタの閉力に適用するフィルターの指定です。name属性にIHﾉJフィールドの

名前を、Value屈性に服規表現を記述します。砿規炎現は仙出したい文字列全体にマッチするようにして

ください。例えば拡張ｆが｢jpg｣のURLにマッチさせたい鳩合は､｢vjpg｣ではなく「.｡￥jpg｣と排く必要

があります。メール111のすべてのURLを取得するなら、」膿規表現は「､車」となります。

mriggersタグとScoPeタグの肥f属性には、それぞれ、表示するガジェットを指定するExtensionタグと、
蔑求する椛限を桁定するタグのidを記述してください。それぞれの指定方法については「3.5.3表示ガ

ジェットの指定」と「3.5.4喚求する椛限の桁疋ｊで解脱します。

残りのNameタグとContainerタグについては、喪3-4の説明のとおりです。

3.5.3表示ガジエツトの指定

コンテキストガジェットとして表示するガジェットの仙報は、エクストラクタと何棟にExIensionタグで指

定します（リスト3.6)。

’



タグ

３．５マニフェストの胆途方垂

脱明

１
１

■リスト３－６:表示ガジェットを掴定するExtensionタグの例

<Exten8ionid回"Gad9etutype毎局9ad9et"＞

9９

２
<1--ガジェットの名前--＞

<Name>SampleGad9et</Name＞

<１－－ガジェット卿(LのＵＲＬ－＞

<Urﾕ>http:〃www・example・CO､/gadget.”1</Url＞
４

｡

<1--対象のアプリケーション－－＞

<ContainernamepQmair/＞

</Exten8ion＞
６

７

Extensionタグのtype属性を「gadgeUにすると、ガジェット仙報の指定になります。ｉｄ屈性にはリスト

3-5のTrigge庵のref屈性と同じものを指定してください。

Extensionタグ内には炎3.5のタグが記述できます｡雌本的にはリスト3.6のように､NameとU『I､Conlainer

の３つのタグを避けば動作します。ただし、ガジェットがなんらかの椛限を必典とする場合（サーバーサ

イドで2-leggedOAuIhを使うなど）には、対応するSCoPeタグを記述しなければなりません。

Ｕ｢’

Ｗ

螺

ガジェットＸＭＬのURLを指定します

■表3-5:表示方ヅｪｯﾄを指定するタグ

ガジェットの名前です.任慰の文字列が指定できます

■リスト３－７:椛限を掲定するＳcopeタグの例

<１－要求する梱限の指定一＞

〈ScopeidapEmailSubject.＞

〈Urﾕ>ta9:90091e･“､,２０１０:auth/contextual/extractor/SUBJECT<ﾉUrl＞

くReason＞この楢限が必要な理由</Reason＞

〈/Scope＞

Containe「

Ｎａｍｅ

がヅｴｯﾄの実行に必要な権限を指定します

エクストラクタを1E術に動作させるためには、必饗な椛限を記述したScopeタグをApplicationMani従ｓｌ
の直下に記述する必幽があります。エクストラクタに必挫な椛限については「3.5.5利用可能なエクスト

ラクタ」を参照してください．リスト3-7に桶限指定の例を示します。

name屈性でコンテナを指定します｡現在のところ．maiI~固定です

3.5.4要求する権限の指定

Scope
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Ｓｃ()Ix》タグのid屈性には、リスト3-5のScopeのref屈性と同じものを指定してください．複数の椛限が
必要な嶋合には、ＳcopeタグもＭ１数妃述する必漉があります。

Urlタグは必要とする権限の指定です。記述内容については「3.5.5利川､I能なエクストラクタ」を参

照してください。

ReaSonタグには権限を必鰹とする理由を記載します。この内容はコンテキストガジェットのインストー

ル中に椛限の詐可を求めるページで表示されますので、なるべく明確に神くことをお勧めします。

3.5.5利用可能なエクストラクタ

利用可能なエクストラクタのリストを蛍3.6～２０に示します。表中の｢URL｣は表示ガジェットを指定す

るExtensionのUrlタグに記述するもの､「椛限」は椛限を術定するScopeのUrlタグに記述するもの､「lHノノ

フィールド」はガジェット内で抽出した文字列を取得するために使用するフィールドiziです。

■理３．６:メッセージIＤ

ＵＲＬ googlecomMessageIDExt『actor

椴限 taggooglecom､２０１０:auth/contextual/ext｢actor/MESSAGE-lD

出力フィールド＠message-id（このメールのメッセージＩＤ）

脱明 GmaiI内で各メールを識別する１，を抽出します｡これは６４ピｯﾄの１６進数文字列で､メールの

Message-IDヘッダの値とは異怒ります

■衷３．７:メーリングリストＩＤ

ＵＲＬ

権限

出力フィールド

脱明

googIe・comListExt｢actoｒ

taggoogle､com,２０１０:auth/contextual/extracto｢/LlST-ID

taggoogle‘com,２０１０:auth/contextuaI/extracto｢/ＬＩＳＴＵＮＳＵＢＳＣＲｌＢＥ

＠|ist-id（メーリングリストＩＤ）

＠|ist-unsubscribe(賎読中止のためのﾘﾝｸとメールアドレス）

メーリングリストＩＤと溺読中止リンク､メールアドレスを抽出します

■衷３．８:沃個者のメールアドレス

ＵＲＬ gcogle‘comSende｢EmaiIExtracto「

桶限 taggoogle‘com､２０１０:auth/contextuaI/ext｢actor/FＲＯＭ－ＡＤＤＲＥＳＳ

出力フィールド＠sende｢_email（送信者のメールアドレス）

脱明 F『ｏｍ:ヘッダに記戯された送個者のメールアドレスを抽出します



3.5マニフェストの妃述方濫

■表３－９:受侶者のメールアドレス

ＵＲＬ googlacom:RecipientEmailExtractor

権限 taggoogle‘com,２０１０:auth/contextuaI/ext『actor/TO-ADDRESS

taggoogIe・ｃｏｍ２０１０:auth/contextuaI/ext｢actor/CC-EMAlL

出力フィールド＠｢ecipient-email（受侶者のメールアドレス）

脱明 To:ヘッダ､Ｃｃ:ヘッダに記唾されたメールアドレスをすべて抽出します

■表３．１０:Ｔｏメールアドレス

ＵＲＬ google､comRecipientToEmailExtractor

梱限 taggoogIe･com､２０１０:auth/contextual/extractor/TＯ－ＡＤＤＲＥＳＳ

出力フィールド＠｢ecipient-to-emall（Toメールアドレス）

説明 To:ヘッダに妃載されたメールアドレスをすべて抽出します

■表３－１１：ｃｃメールアドレス

ＵＲＬ googie・com:ReciDientCCEmaiIExtractor

権限 taggoogIe,com､２０１０auth/contextuaI/extractor/ＣＣ－ＥＭＡｌＬ

出力フィールド＠recipient-Cc-emaiI（ＣＣメールアドレス）

説明 Cc:ヘッダに記載されたメールアドレスをすべて抽出します

■表3-12:送個･受個日時

ＵＲＬ

権限

出力フィールド

脱明

google､com:EmaiITimeExt『acto『

tag:googIe､ｃｏｍ２０１０:auth/contextuaI/ext｢acto｢/DATE-SENT

taggoogIecom､２０１０auth/contextuaI/extractor/DATERECEIVED

＠date-sent(送侶日時）

＠date_『eceived（受偶日時）

メールの送信"受信日時を抽出します,どちらも世界標準時で１９７０年１月１日０時０分からの経

過ミﾘ秒です

■表3-13:件名(メールヘッダそのまま）

ＵＲＬ googIecom:RawSubjectExtracto「

権限 taggoogIe・com2010:auth/contextuaI/ext『acto｢/RAWSUBJECT

出力フィールド＠subject(件名の文字列）

脱明 件名を抽出します｡｢Re:｣や｢Fwd:｣といつ姑アノテーションも含まれます
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■翌３．１４:件名(アノテーシヨンを除いたもの）

ＵＲＬ googIe,comSubjectExt『acto「

椛限 tag:googIecom､２０１０;aulh/contextual/extracto『/ＳＵＢＪＥＣＴ

出力フィールド＠subject(件名の文字列）

脱明 ｢ReJや｢Fwd:｣といったアノテーションを除いた件名を抽出します

■衷３．１５:メール本文

ＵＲＬ google・comEmailBodyExt｢acto「

権限 tag:googlecom2010:auth/contextuaI/extracto｢/BＯＤＹ

出力フィールド＠emaiI-body(本文の文字列）

脱明 本文の先頭１.OOO文字を抽出します｡ASCll以外の文字があると槻能しません

■表３－１６:ＨＴ｢Ｐ･Ｈ１ＴＰＳリンク

ＵＲＬ

椛限

出力フィールド

脱明

googlecom:HttpLinkExtractor

taggoogIe‘com､２０１０:auth/contextuaI/ext『actor/BODY

taggooglecom､２０１０:auth/contextuaI/ext『actor/SUBJECT

＠urI（URL全体）

＠host(URLのホスト名部分）

＠path（URLのパス部分）

件名や本文に含まれるHTTＰやHTTＰＳのURLを抽出します

■表３．１７:メールアドレス

ＵＲＬ

NY限

googIe・comEmailAddressExt｢actoｒ

tag;googIecom2010:auth/contextual/ext｢actor/BODY

taggoogIe・com,２０１０:auth/contextual/extracto｢/ＳＵＢＪＥＣＴ

出力フィールド＠email(メールアドレス）

脱明 件名や本文に含まれるメールアドレスを抽出します｡ASCII以外の文字があると機能しません

■理３１８:米国の電猛番号

ＵＲＬ

樋限

googIe・comUSPhoneExt｢actoｒ

taggcogIecom､２０１０:auth/contextual/extractor/BODY

taggoogIe､com‘２０１０:auth/contextuaI/ext｢actor/SUBJECT

出力フィールド＠phone-number（爾鱈岳弓の文字列）

脱明 件名､本文に配載された嗣賭岳弓を抽出します.日本の電脂番号は正しく抽出できません

’


