
3.5マニフエストの記述方法

■表３．１９:米国の皿券取引所のシンポルティッカー

ＵＲＬ

椛限

出力フィールド

脱明

googIe､comUSStockTicker

taggoogIecom､２０１０:auth/contextual/ext｢actor/BODY

taggoogle,ｃｏｍ２０１０:auth/contextual/ext｢acto｢/SUBJECT

＠LinkTextl（ティッカーシンボル）

＠LinkUrll（GoogIeFinanceの骸当ページのURL）

件名､本文に肥載されたティッカーシンボル(｢ＧＯＯＧ｣など)の偶報を抽出します

■翌3-20:HeIIoWorId

UＲＬ

梱限

googIecom:HeIloWo｢ｌｄ

taggooglecom､２０１０:auth/contextual/extractor/ＢＯＤＹ

ｔａｇ:google,com､２０１０:auth/contextual/ext｢actor/SUBJECT

出力フィールド＠heIIo(抽出した文字列）

脱明 テスト用のエクストラクタです｡件名や本文に含まれる｢HeIIoWorId｣という文字列を抽出します

ＮＯＴＥ

現在のところ､BodyExtracto｢､SubiectExtracto｢､RawSubjectExt｢actorはマルチパイト文字を

処理できません｡これらを指定すると日本昭のメールでガジェットが表示されなくなるので､注恵してくだ
さい。
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３６ GmaiIコンテキストガジェットのＡＰＩ

コンテキストガジ.jも､ソトとして表示．i).るGoIjgleガジェットでは、エクストラクタとうｒルターによってlllllll

されたメールデータにアクセスするための独自APIが提供されます。これを利川することでメールのIﾉ1群を

反映した、コンテキストガジェットならではの職能が実現できます。

3.6.1googIe･contentmatch機能ライブラリの読み込み

エクストラクタでIIllIHしたデータを取得するには、まずガジェットに機能ライブラリ「googlo

COmenlmatch」を読み込まなければなりません。そのためには、ガジェットＸＭＬのＭ〔)dulGPre色にリスト

3.8のようなRGquirGタグを記述します。

■リスト３．８：googlecontentmatch機能ライブラリの細み込み

<Requirefeature＝，ｌｇｏｏｇｌｅ､ｃｏｎじｅｎｔｍａｔｃｈｌｌ＞

<Paramname="extractors">google・com2HttpLinkExtractor</Ｐａｒａｍ＞

</Require＞

迦州のRequi'．e役グと述い、｜ﾉ1部にl〕a'．f'111タグがあることにil:態してください。ここには使用するエクス

トラクタのURLをコンマ区切りで記述します実際にはマニフェストの記述のほうが優先されるので､尖は

ここの記述が間巡っていても動作してしまいます。しかし、将来的には支障が出る可能性もあるので、正

しく記述するように心がけてください。

3.6.2メール内容の取得

ガジェット内で抽出されたメールデークにアクセスするのが、goo81c,comentmaにhgclContentMaにhesO

メソッドです‘，リスト３．９に、このメソッドを呼び川して符111ﾉ｣フィールドの値を友示する例を示します。

国リスト３－９:goDgIecontentmatch､getContentMatches()の呼び出し帆

/／抽出されたメールデータを取得する

varoutput＝goo91e・contentInatch・getContentMatches<)Ｉ

/／取得したメールデータを雛形して表示す器

varユines二【）；

rｏｒ(ｖａｒｉ＝０；ｉ〈output､１en9th

var五elds＝output(ｉｌ；

+･卜ｉ）｛



for(varnameinfields）｛

line8‘ｐｕｓｈ(gad9ets･util.e8capeString(name）＋，：,十

gadgets・util･escapeString(fieldsInamel)〉；

）

｝

vardivpdocument・createElement(･ｄｉｖｏ）；

div･innerHTMLロユines・join《‘<br>‘）；

document･body・appendChiﾕ｡(div)；

3.6GmaiIコンテキストガジェットのＡＰＩ

getContentMatchesOメソッドは各出力フィールドの値を格納したオブジェクトの配列を返します。例え

ば、件名や本文からWebページへのリンクを仙出するgoogIemm:HtIpLinkExtractorで複数のリンクを検

出した場合、リスト３．１０のような配列が返ります。

■リスト３－１０:google・contentmatch､getContentMatches()の返り皿の例

【

（

OhO8tO：０ＷＷＷ･example・Ｃｏｍｏ,

,path‘：,/page1.html‘，

‘urﾕ,：’http://www・example・ＣＯ､/page1.html‘

），

（

,hO8to：０WWW・eXamPle､ＣＯｍ,，

,path‘：,/pageZ・html,‘

,ur1･：’http://www・example・ＣＯ､/pageZ・html・

）

Ｉ

このように、エクストラクタの出力はひとつのマッチごとにグループ化され、配列の別々の幽莱に格納さ

れます。リスト３．１０にはWebページへのリンクしか含まれていませんが、同様にメールアドレスなどもひ

とつの配列幽素にひとつのメールアドレスが格納されます。ただし、同じURLやメールアドレスが複数回

検出された場合、それらは砿複のないようにひとつにまとめられます。
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a7Gmaiiｺﾝﾃｷｽﾄｶジｪｯﾄの実装

前節でコンテキスl､ガジェツトの実装に必喚なｸIlI縦は概ね説明したので、Ⅱ:上げとして耐Iliなコンテキ

ストガジェットをlIllｿi§します．史'､ifによる脱lUlではすっきりしない部分も、拠隙に．Wff助かせば､１-んなり

叩解できるはずです。

開発するのは「3.3Cmailサイドバーガジェットの実装｣と同様に､Goo81eDocsViewerを利附してPDF

ファイルをプレビューするガジェットです。ただし、今回はURLを手で人ﾉ]する代わりに、メールに記縦さ

れたURLを'''1出します”（;mailと緊常に迎拙する、コンテキストガジェットならではの機能です。

二Jンテキストガジェッ1,准仙作するには､ガジェット|'|体の開発のほかにC()()81《)AppsMn１．k〔､11〕1K､('((〕ＡＭ）

への登録とGoogleAppsドメインへのインストール作業が必要です<以降ではそれらを順を迫一〉て解説し

ていますので、まずはそれに沿って作業することをお勤めします。その後、少しずつコードを追加して、

伽‘lのコンテキストガジェットを柵築していくとよいでしょう。

３．７．１マニフェストの記述

コンテキストガジェットの開発で最初にやるべきことは､マニフェストの記述です。PDFPrCviewガジェッ

トのマニフェストをリスト３１１に示しますマニフェストはGAMへの登録作業の隙にフォームに人ﾉﾉする

ので、適当なファイルに保存しておいてください。

画リスト３－１１：ＰＤＦＰ｢巳viewガジエツトのマニフエスト

く?xmlvGrsion＝i'１.OMencodin9＝伽UTF-8,‘？＞

<AppﾕicationManifestxmlns='1http://schemas・goog1e,com/App1icationMan迂est/2009'0〉

<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梢報一一＞

<Support＞

〈1--サポートを提供するページのＵＲＬ－－＞

〈I』inkrel=.‘suppox,世”href=，'http://www､exaInpﾕe･coIn/support.htmﾕ'１／＞

</Support＞

<１－アプリケーション名と説明一一＞

<Name>PDPPreview</Name＞

くりescEiption＞メールに記賊されたＰＤＦリンクのプレビューを表示し喉り．。</Description＞

<１－－エクストラクタの指定一一＞

<Extensionid＝‘，PdfLinkExtractor‘・ｔｙｐｅ＝.･contextExtractor‘‘＞



<1--必要なスコープ（ref屈性はScopeタグのｉｄ）－－＞

<SCoperef冨画EmailSubjeCt画/＞

<Scoperef=pEmanBody｡/＞

3.7GmaiIコンテキストガジェットの実装

Ｆ
<１－－人間が暁める名前一＞

<Name>PDFLinkEXtractor</Name＞

<１－使用するエクストラクタの梱麺－－＞

<Url>google､com:HttpLinl⑱Xtractor</Url＞

舛
離

<１－フィルター一＞

<Paramname=QurlQvaﾕuep口.。Y､pd2｡/＞
‘１

５
<1--褒示するガジェット（ref属性はExtensionタグのｉｄ）－－＞

<Triggergref=qPDFPreviewGad9et‘./＞
６

<１－ガジェットＸＭＬのＵＲＬ－＞

<Url>http://www・example･com/gad9et,xml</Url＞

７

〈1--対愈のアプリケーション－＞

〈Containername=･man園/＞

</Extension＞

〈1--対蚊のアプリケーション－－＞

〈Containername画・‘mail側/＞

</Exten8ion＞

〈!－ガジェットの指定－－＞

<Exten8ionid堂pPDFPreviewGadget・type=pgadget･＞

<１－－ガジェットの名前一一＞

<Name>PDFPreview</Name＞

<Scopeidpp画nailBody同＞

〈Url>tag:google・ＣＯ､,ZO10:auth/contextual/extractor/BODY</Url＞

〈Reason＞本文に記載されたＰＤＦへのリンクのプレビューを表示し虫す。〈/Reason＞

</SCope＞

<1--要求する柚限の指定－－＞

<Scopeid画‘,EmailSubjeCt園＞

〈Url>tag:googﾕe､ＣＯ､’ＺＯ１Ｏ:auth/contextual/extractor/SUBJECT</Url＞

〈Reason＞件名に記載されたＰＤＦへのリンクのプレビューを喪示します。</Reason＞

</ScoPe＞
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</ApplicationManifeSt＞

内容に関してはもはや説明の必要はないでしょう。サポートページやガジェットXMLのURLは仮のもの

なので、実際に試す際は適切に樹き換えてください。それ以外の記述はそのまま使えるはずです。

3.7.2GoogIeガジエツトの実装

PDFPreviewガジェットのガジェツトＸＭＬファイルをリスト３－１２に示します。これをWebサーバーにアッ

プロードして、誰でもアクセスできる状態で公開してください。その上で、マニフェストにそのURLを記述

すれば、コンテキストガジェットとして表示されます。

■リスト３－１２：ＰＤＦＰｒｅｖｉｅｗのガジエットＸＭＬ

<7抑lversion=0‘１．０‘’encodin9回卿UTF-8側７＞

<Module＞

＜ModulePrefstitle=pDocumentVie耐er・hei9htp．350．scroning国･false画＞

〈Requirefeature二画dynamic-hei9ht・ノ＞

<１－－使用するエクストラクタのリストーー＞

<Requirereature=‘,goo91e･contentInatch偽＞

〈Paramnameppextractor8l,>goo91e･ＣＯ､:HttpLinkExtractor</ParaJn＞

</Require＞

</ModulePrefs＞

<Contenttype=Qhtmrview=画card画><lICDATAI

〈1DOCTYPEhtml＞

<Style＞

Ofiles-outer

dIviewer

</style＞

｛width:100発；overflow:hidden；｝

｛display:ｂﾕock；width:100%；ｈeight:300px；

bordermone；paddin9:0；mazgin:O；｝

<1--ファイル選択コントロールを衷示する埋所一一＞

<divid=‘､riles-outer"></div＞

〈１－－プレビューを褒示するiframe--＞

<iframeid=･viewerpsrc画.about:blank、frameborder=･Ｏｑ></iframe＞

＜ＢＣｒｉｐｔ＞



3.7GmaiIコンテキストガジェットの実裟

gadgetS､Util･registerOnLoadHandler(function(）（

/／エクストラクタの出力を取得

varmatches＝google･contentmatch･getContentMatcheB()；

〃ファイルを選択するSELECT要素を生成

varseleCtor＝Ｉ'<seleCtid璽口filesの>'１；

for(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈matches･length；・・i）（

ｖａｒｖａｌｕｅ＝gad9ets・util・escapeStrin9《matChe8Iil・url)；

selector,push（

,<OPtionvalue="‘＋value＋‘鰯＞’十value＋,</OPtiOn>‘）；

）

Belector・push(，</8elect>‘）

document､9etElementByｴ｡(‘且leg-outer‘）.innerHTMI‘ごselector・join(,‘）；

〃SEIECT要素のイベントを股定（同時にイベントハンドラを一回実行）

document・getElementByｴ｡(･files'）.onchangesChan9eFile；

changeFile()；

／／ガジェットの高さを胸壁

gadgets・Window･adjustHeight()；

})；

functionchangeFile(）｛

varurlcdocument･getElementById(,files.）.value；

document,getE1ementById(･viewer.）.src＝

’https:〃docs､90091e・CO､/viewer?eInbedded=true&url=’・

encodeURmomponent(url>；

）

</script＞

Ⅲ></Content＞

</Module＞

内容はほぼ普通のCoogleガジェットですが､Comcntタグのviewに「caIrd」を指定していることと、機能

ライブラリとして「3.6GmaiIコンテキストガジェットのAPI」で解説した「google､contentmatch」を鋭み込

んでいる点に注意してください。

このガジェットの具体的な処哩内容は以ドのようになっています。

１googIe,contentmatch,getContenlMalchesOを呼び出してメールから抽出されたURLを取得する

２取得したURLをもとに､表示するファイルを選択するためのSELECTタグを生成する

３起動時にはSELECTタグの最初のアイテムを自動的に選択し､表示する

１

２

４

｡

６

７

９羽
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４ユーザーがＰＤＦを般択すると､指定されたＰＤＦの表示に切り替える

利〃ＩしているGadge【sAPIの詳細は第２章を、Goo81eDocsVieweI，については「3.3Gmailサイドバー

ガジェットの実装を参照してください｡

３．７３ベンダープロファイルの作成

ＣＡＭ(CoogleAppsMarkelplace)にアプリケーションを登録するためには、妓初にベンダープロファイル

を作成しなければなりません。この作業は最初に一回行えばよく、作成したベンダープロファイルで複数

のアプリケーションを戯録し維持できます。

ベンダープロファイルを作成するには、まずプラウザでド記のＣＡＭのサイト種開きます。

GoogleAppsMarkeiplace：

http://www,goo91e・coIn/enterprise/marketplace／

そして、右上にあるrsi8niI1.jのリンクをクリックしてログインしてください。ログインに他川するのは、

個人向けのCoogle7'カウントでも、GoogleApI〕sのう'カウントでもかまいませ/し‐

１コグインが終わると、両び(;ＡＭのページにリダイレクトされ、イ｢上にアカウント情報と「Bccome8

VmdoI･Ｉというリンクが表示されるはずです（側3.9)．これをクリックしてベンダー登録を開始します。

回回３．９：BecomeaVendorリンク

帆1chAcF9fm望Ｉ

遍而扇〕

ef駒ccm②ＲＶ②x知ＦＩＩｊ麺lｇｍｏＫＨ

同3-10のようなフォームが炎示されるので､必盤ﾘ「項准記入して送個してください。これらの↑I1i報は後

から変更できるので、ひとまず必須項目だけ過'1に入力するだけでかまいません。アプリケーションが完

成して公開申請をする際にもう一度見なおせばよいでしょう，

ベンダー窃録が先ｒ･〔)･ると、ベンダープロファイルのlllli面になＩ)まず。ここから新しいアプリケーション

の雌卿に進みます。

3.7.4GoogleAppsMarketpIaceへの登録

ベングープI'ファイル粒作成したら､1F1)FIjIwicwガジェツトのアブリケーシ剤ンを職録します,、もしベン

ダープIjフフ'イル|山iIrIiを'１１じてしまっていたら、lIjぴCAMのページで!｣ゲインし、イ「1%の「ＭｙＶ(３I1doI

Pr〔)ｎｌｃｌをクリックすることで畔ぴ開きます。



３．７Ｇｍａｉｌコンテキストガジェットの実装

ベンダープロフフ，イル画而をＩＨＩいた、，ベンダーアイコンのドにある「Ｃｌ･eateanewli9【i118.1というボタ

ンをクリックしてください。利川MJ約が炎示されるので（図３１１)、雌隠した後に「1利21．(､(､.(，〔)nli1lu(､.」ポタ

ンで次に進みます。

回図３－１０:ベンダー登録フォーム
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回図圃・１１：アプリケーションの登録を側始
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アプリケーション程

露３章Ｇｍａｉｌ

アブ'必･一ションの情制施入ｿ]するためのフォームが喪ボされます。コンテキストガジェットはＣ()０８１（

AI),)sに'1′雌インストールされるタイプのアプリケーションでなけｲ'ぱならないので、まずフォームの先噸

にあるＩＭｙＩ)rOduqmaybcdirectlyin制aⅡ〔》(linIoGoogIeAPPsdoI11aiI1s」というチェックボックスにチェック
を入れますすると項目が追加され、マニフェストなどが人ﾉjできるようになります（図３．１２）

圃図３．１２：アプリケーションの登録フォーム
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アプリケーションロゴの商に表示さ１１る簡単な説砿
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３．７ＧｍａｉＩコンテキストガジェットの実装

まずはAppIic訓ionMflI11nslの項F1に「３７．１マニフェストの記述」で作成したマニフェストをコピー＆

ペーストしてください‘朔りの項同もLisIingManiR'51以外(よ必須ですが、やはり公開巾納をするまでは過

当でかまいません。Ｉ‘1分が胴惑しない程度に入ﾉjしておけばよいでしょう

必愛な情報を入力したら、ページの最下部にある「SaveandPrcview」をクリックしてください。アプリ

ケーシニIンページのプレビューが表示されます（同3-13)。これでﾌ'プリケーシコンの竪録は終了です同

Ⅲ蝿'３．１３：アプリケーションページ
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３．７画５ドメインへのテストインストール

フ'プリケーションページから、管理権限巻勝つｉｆ意のGoogleAl)I)sドメインにコンチキストガジェットを
インストールできます。惚隙にやってみましょう

コンテキストガジェットをインストールするには、まずアプリケーションページの右にある「AddilI,ow」

ボタンをクリックしてください。インストール先のドメイン名を入力するテキストボックスが炎示されるので

(1割３．１４)、ドメインを入力して「ＣＯ」ボタンをクリックします‘
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国図３．１５:インストールの開胎両両

廼認歴XKbI湖

日図３－１４：ドメイン名の入丈
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ンしてください。インストールが開始されます（|､x１３．１５)。
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この後は基本的に「C〔〕n1inuG」ボタンをクリックして先に進んでいくだけです。インストールが完ｒする

とcOO8k,ApPsの椅理コンソールに雌び、インストールされたアプリケーシ訂ンの殺定､'ji'iIiが表示されます
(似'３－１６)。

これでコンテキストガジェットがインストールされました。欺分緋ってから該当ドメインのcmniIを|＃Iき、

PDFのリンクが記戦されたメールを開くと、本文の下にプレビューが炎示されるはずです（図３－１７)．
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3.7Ｇｍａｉｌコンテキストガジェットの実装

団図３－１６：アプリケーション股忘iml両

門 ハハＣ“91fＡ１ｗ､圃同|聴師面面"…9..018《omfnに｡』601,Ｃｌ｢Q、，蝋聴…
『】ｆ，〃、 『⑪OｏＴｆＡｍｌ

Ｃｌ【ＱＰ“o帆ｒＪＷＶＷＷＱＢ⑧日ＴＲＫ＠ｍ『nＫ｡』ＭＩｄ

Ｇ唱詑IOApp$fofcn2mpI■*。m…令もｑＡ今pd動､e,負』別、…２世竺墾Ｃ蝿ｆｂ１ｚと壁Ｓ唄丁､rU1

co咽lE8pps“，流奉勺〔蔓壷Ｔ認壷『‘）

I“…ｄｏ上……*&“＊α岬２｡α祁嚇郵塀知ﾜ……｡区濡魯…目＃$妙０．虫瑚Im

PDFProviowsottings
yI唖』【Mmrkm陛額

Ｖ八ctIけぐ

ずuconO･ｄ
Ｆａｐ鷺』､９必ﾕＣｑＰ容罫GFn7臼ﾆﾉ“産&g凸E毎廿岱壁V価口樺ｲ日恥涜写

ヅEn-垂
Y山空１１，ﾏmf釘､'“麹⑥、分ヨドヴ“mFvUwrW-四ｍ1両戸‘

唾…唾…ザGmnl･Ｉｊ

１ＭＭ”い…ｌｑｎＩ１Ｕ執ｎ脚lIoIm調mmjRG雌のUSO'nlnycUfdcm分冗”円く齢９９“lr恥蜘ﾔ'４１面Ｍ１吋1ｎＷＷＩｑ
Ｌ独唾皿唾

ﾝｸのプレピ式一也頂承しより,

M△ＩＤ・Subl“9Lln合
体名に腿駈惑れたｐＤＦへのリンクのう｡"ピコー＆重祭し工面．

Ｒ零国Lpag型心配唾ｚ

ｇｕｐＰｏ『Ｗｏｒｍｌ””（］叩くロ仏“SUp餌万2版ﾀJPFEg『ドダ寺g●Tflt侭屯７１h1両

､計EReappjI"11on鵬MQlW>”rwIqw
［邪4tlIn91hI刃lWIVU利l”mlqmnIjymn鞄ＶＢＮ･恥“yll“、“1,IRIにｍｙＯｕｒｄａｎａｔｎＹ~ｍｎＹ両蜘い『Cpufd“ｑｗｌ１麹
IFFpIに耐〔首M⑨『ujv5I酬‘mdIjh9率ｐｄｗ割cp堵fm色Ｙd斜Cl匂ｙ(x』r唾IいLEE冠lmp壇

国図３－１７:ＰＤＦＰｒｅｖｉｅｗが表示されたところ

、内心い&ｍ〆“cmﾙuﾘﾝブﾙの”｢JlJmlnGfxamP1“｡m
画向I|制翻…$"……1G.〈師ﾉmLMMoﾉ…-１Ｃｌ〔ＱｙｑＤ
Ｍ酬瞬苧…Ｃ“"耐鵡ＳＲｍａ唖 Ｂ 、 ⑪ 匂 一 巽 房“ＩＣ則｡“卯吹凹醐耐鵡SIR㈱α吹縄Ｉ”pロ

、ハ筏い&ｍ〆“cｍﾙuザﾝブﾙの”｢JlJmlnGfxamP1“｡m
園画Il制翻…$"……1G.〈師ﾉmLMMoﾉ…-１Ｃｌ画

Ｇ画aiI…岬…,…廊胤…＝=l
ba貝､謎史M】i5KAmqlnl酢【Ｍ口rk“aceApp3

４－１ArtIWn抑nｍ､幽抑０｡MOVO1oTＵ酔い▼肥即▼《ト

サンブルのｐＤＦＩｴ＊－１且

'…！‐……畷…………雫繋惑Ｉ聯婁。’2塑厘竺凶堕型壁面五ﾉ9句J9TEｨ⑤垂室

蝋 馴，鰯蝋冒: 購耐
蜘瀞'縦鯛龍’｜ハIlMn;Ｉ【_h凹型些皿辿型u,姉i画画

’”輔燈.-画ａ．､噂，し“鼠し甑ず棚
、脚m

-l-1懸撚獣駕
｜蕊聖静・‐-‐

③譲謹堂謹塞議議零患‘鴎闘恩ﾊﾝデｲｽべｱ’

一…一一鶏縦臨鯖識。｜－筆漏這.:：罵鳥鱒…閉塞＝5:.､誇壷．

悪牙'-……-'Ⅲ.2浬翠-－芸意望馬宇‐．器ﾘﾘﾙ'、
黙烹毒迩W…．蕪犠鰹．ガァ郷過・

謀豊琴･蛾γハhnl』u凹型回幽

伺呂健と→FCr謬茨。

３

11s



116

鯖３章ＧｍａｉＩ

3.7.6トラブルシューティング

コンテキストガジェットは通常のCoo81eガジェットよりも襖雑な機櫛によって成立しているため、問題の

特定が難しいという欠点があります。よくある問題と対処方法を以下に示します。

趣ガジェットが表示されない

マニフェストのエクストラクタの記述､もしくはガジェットＸＭＬの記述が間巡っています。以下の点渥確

蝿してください。

ｏマニフェストのエクストラクタの記述は正しいか｡特に必要なScopeタグが指定されていること､フィルター

の出力フィールド名や正規表現が正しいことなどを確鯛する

・マルチパｲﾄ文字に対応していないエクストラクタを使用していないか

●ヵジｴﾂﾄＸＭＬが正しく公開されているか｡ブラウザで直接表示するなどして確湧する

●ひとつの方ヅｪｯﾄＸＭＬを複数のマニフェストやExtensionタグで使いまわしていないか

●方ジｪｯﾄXMLのConlentタグのtype属性が｢html｣になっているか

●ヵヅｪｯﾄＸＭＬのContentタグのview属性が｢card｣になっているか

品初から複雑なエクストラクタを指定すると間違いがなかなか見つかりません。まず単純なものから始

めて、徐々に指定を畑やしていくとよいでしょう。

鰯エクストラクタの出力が取得できない

マニフェストのエクストラクタの指定が間違っています。以下の点を確認してください。

●マニフェストのエクストラクタの記述は正しいか｡特に必要なScopeタグが指定されていること､フィルター

の出力フィールド名や正規表現が正しいことなどを確腿する。

●マルチパｲﾄ文字に対応していないｴｸｽﾄﾗｸﾀを使用していないか。

●ひとつのExtensionタグ内に複数のParamタグを記述すると動作しないことがあります(エクストラクタに

よって異なります)｡複数のExlensionタグに分けてください。

鰯google,contentmatch,getCOntentMatchesOで例外が発生する
ガジェットＸＭＬのModulePre化タグ内にgpogle､come､〔malch機能ライブラリを読み込むRequimタグを

記述してください。

畷ガジェットＸＭＬを変更しても反映されない

ガジェットＸＭＬは一定期間キャッシュされます。CmailのURLに「?､ogadgetcache=l」というパラメータ

を付加するとキャッシュが無効になり、ガジェットＸＭＬの変吏が即時反映されます。



3.7GmaiIコンテキストガジェットの実渡

⑳マニフェストを変更しても反映されない

マニフェストの内容は一定期間キャッシュされます．これを無効にする手段はありません。亜者の感覚

ですが、数分～１０分程度待てば反映されるようです。

鰯マニフェストにScopeタグを追加したらガジェットが表示されなくなった

マニフェストにScopcタグを追加した場合､CoogleAppsの禰叩者が承蝿するまではコンテキストガジェッ

トが表示されなくなります。コントロールパネルのダッシュボードに図３.ｌ８のように表示されますので、リ

ンクをたどって椛限を砿縄してください。

■図３．１８:枢限の承腿を求めるGoogIeAppsダッシュボードの衷示
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第３章Ｇｍａｉｌ

３８ｶｽﾀﾑｴｸｽﾄﾗｸﾀの使用

従来、コンテキストガジェットはあらかじめ定漉されたエクストラクタの範囲内でメールデータ猛抽出し

ていましたこれは不便と感じた方も多いでしょうそうした不満の一部を解消するのが､新しく追加され

た｢カスタムエクストラクタの機能です。これを利用すると､開発者が抽出方法や出力フィールドを桁定

してオリジナルのエクストラクタを追加できます。

以降では、ＰI〕FPreviewガジェットのエクストラクタ睡カスタムエクストラクタに差し伴えるｆ順芯例にし

て、カスタムエ,シストラクタのI＃１発方法を解説しますガジェットの磯能は通糊のエクストラクタでも実現

できる範囲のものですが、読者はこれをベースとして複雑なカスタムエクストラクタを実装できます。

3.8.1カスタムエクストラクタを定義する

カスタムエクストラクタの定捜は、マニフェストとは別の独京したＸＭＬファイルとして作成します、記述

力.法は例を見るのが早いでしょうｕリスト3-13はl〕d『､(loc、xls、ｐＩ〕(のいずれかの拡推下を持つURLを、

件名と本文から抽出するカスタムエクストラクタです。

■リスト３－１３：ドキュメントのＵＲＬを抽出するカスタムエクスﾄラクタ

<?xmlversion＝I‘ユ.0,．encodin9＝，'UTF章8..？＞

くOpenCOBDataid＝‘IDocumentUr1''＞

<1--作者術報など－－＞

<Authorｴnro

author=‘･Examplecorp．'i

descriptjLon=‘‘ドキュメントのＵＲＬを件名と本文から抽出します’，／〉

<ExtractorSpecplatforIn君Mgmail,I1an9ua9e＝叩ｅ、,‘＞

<１－－抽出方法の指定－－＞

<Search＞

〈Pa比erninput-fieﾕ｡s二,‘subject,body!'＞

<1ＩＣDATA【(茎b(?P<ur]L>https?茎:／/､４．?Y､（?ﾙ!=ExtensionIype))¥b)］]＞

</Pattem＞

</Search＞

<１－－出力フィールドの定義－－＞

<Responsepﾕatrorm語''９Inaill1format＝llcardgad9et'‘＞

〈Outputname=｡'url‘'＞(､url)</output＞
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3.8カスタムエクストラクタの使用

本圃の軌亜時点では｢gmaiUに固定

<ﾉRe8ponBe＞

Pattemから文字列ﾘｽﾄを参照するための名前を指定する

１

</ExtraCtorSpec＞
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２

<１－正規衷現から参照する文字列リストの定範一一＞

<DataObjectid雪国AllExtensions画type豆.ExtensionTYpe画＞

〈queryNamevalue巳.pdr、ノ＞

〈queryNamevalUe画働doc．／＞

〈QueryNamevaﾕUe=‘,XlS｡／＞

〈QueryNamevalue=‘,ppt鱒／＞

</DataObject＞

‘１

５

本間の軌甑時点では｢en｣に固定

６

</OpenCOBData＞
７

リスト３．１３を見るだけでも、おおよその文法は予想できるかと思います。表3.22に、使用されている

タグや属性の簡単な説明をまとめました。

付
認

■衷3.22:カスタムエクストラクタ定穣で使用されるタグや屈性

メールからの抽出方法をまとめるタグ

タグ名・属性名 説明

ユニークなidを指定する(実際には使用しないが､必須）

OpenCOBDataカスタムエクストラクタでは､必ずこのタグをルートタグにする

id屈性

id屈性 OpenCOBDataのid屈性がカスタムエクストラクタの名前となる

Pattem

AuthorInfo 作者個細などを定鶴するタグ(街路可能）

メールからの抽出方法を定袈するタグ

authOr屈性 カスタムエクストラクタの作者

input-field屈性

description屈性カスタムエクストラクタの脱明

メールのどの部分からデータを抽出するかを指定する

Ext『actorSpec エクストラクタ定義をまとめるタグ

出力フィールド名の定競

type屈性

name屈性

ひとつの出力フィールドを定義するタグ

language屈性

platform屈性

format屈性

Search

Pattem内で使用する文字列リストの定製

本圏の執蛎時点では｢gmail｣に固定

Output

DataObject

出力フィールド定義をまとめるタグResponse

本富の執華時点では｢cardgadget｣に固定
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QueryName 文字列リストのひとつの要緊を定競する

value屈性 文字列リスト要紫の内容

カスタムエクストラクタ定義で雌も重要な要素がPaItemタグです。inpuLfield属性でメールのどの部分

を取得対象にするかを指定し、タグ内のテキストで指定された派規炎現がマッチすれば、ガジェットが表

示されます。

input-field属性には、表3.23～３３に示す入力フィールド名をコンマ区切りで複数桁定できます。必典

な権限をマニフェストのScopeタグで指定するのを忘れないでください。

■表３．２３:メッセージlＤ

入力フィールド名

権限

抽出対象

iｄ

taggoogIecom､２０１０:auth/contextual/ext｢acto｢/MESSAGE-ID

Gmail内で各メールを識別するＩＤ｡これは６４ピｯﾄの１６進数文字列で､メールのMessage‐

|Ｄヘッダの値とは異なります

■表３．２４:メーリングリストIＤ

入力フィールド名 Iｉｓｔｉｄ

権限 taggoogle,com,２０１０:auth/contextual/extractor/ＬＩＳＴｌＤ

抽出対象 メーリングリストＩＤ

■表３．２５:メーリングリスト剛醗中止リンク

入力フィールド名

権限

抽出対象

■表３－２６:Ｆ『ｏｍヘッダ

入力フィールド名

権限

抽出対象

■表３－２７:Ｔｏヘッダ

入力フィールド名

椛限

抽出対象

Iistunsubscnbe

taggooglecom､２０１０:auth/contextuaI/extracto｢/ＬｌＳＴＵＮＳＵＢＳＣＲＩＢＥ

メーリングリストの隅読中止リンク､メールアドレス

from-emaiI

taggoogIe・com､２０１０auth/contextual/ext｢acto｢/ＦＲＯＭＡＤＤＲＥＳＳ

taggooglecom2010:auth/contextuaI/extracto｢/FＲＯＭ－ＰＥＲＳＯＮＡＬ

Ｒｏｍ:ヘッダ

tｏｅｍａｉＩ

taggoogle･com,２０１０:auth/contextual/ext｢acto｢/ＴＯ－ＡＤＤＲＥＳＳ

ｔａｇｇｏｏｇｌｅｃｏｍ‘２０１０auth/contextuaI/ext｢actor/TＯ－ＰＥＲＳＯＮＡＬ

Ｔｏヘッダ



■衷３－２８:ｃｃヘッダ

入力フィールド名

権限

抽出対象

■表３－２９:ＢＣＣヘッダ

入力フィールド名

権限

抽出対象

■表3-30:送個日時

入力フィールド名

椛限

抽出対象

■表３．３１：受個日時

入力フィールド名

椛限

抽出対象

■表3-32:件名

入力フィールド名

権限

抽出対象

■表３－３３:メール本文

入力フィールド名

権限

抽出対象

3.8カスタムエクストラクタの使用

ｃｃｅｍａｉＩ

taggoogle・com､２０１０:auth/contextuaI/extracto｢/CCEMAIL

taggooglecom‘２０１０:auth/contextuaI/ext｢acto｢/ＣＣＰＥＲＳＯＮＡＬ

Ｃｃヘッダ

bcc-email

taggoogle・com､２０１０:auth/contextual/ext『acto｢/ＢＣＣＥＭＡＩＬ

ｔａｇ:googlecom､２０１０:auth/contextual/ext｢acto｢/ＢＣＣＰＥＲＳＯＮＡＬ

Ｂccヘッダ

ｄａｔｅｓｅｎｔ

taggoogIe､com,２０１０:auth/contextual/ext｢acto｢/ＤＡＴＥＳＥＮＴ

送似日時

datereceived

taggoogle･ｃｏｍ２０１０:auth/contextual/ext｢actｏｒ/ＤＡＴＥＲＥＣＥＩＶＥＤ

受個日時

subject

taggooglecom2010:auth/contextual/ext｢actor/SUBJECT

taggooglecom､２０１０:auth/contextuaI/ext｢acRor/RAW-SUBJECT

件名｡｢Re:｣や｢Fwd;｣といったアノテーションも含む

body

taggoogIe・ｃｏｍ２０１０:auth/contextual/extracto｢/BODY

メール本文

抽出対鮫からどのような文字列をf抽出するかは､Pal(ｅｍタグ内にIli呪蛮現を記述することによって指定

します。Pauemタグの正規災呪はRE2ライブラリと且換性があるので、以ドのURLで肥述方法（利ﾙlnI

能な特殊文"御が確認できます．

１

２

４

５

ｂ

馬

１２１
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RE2の正規表現マニュアル：

http:／/code・google,ＣＯ､/p/re2/wiki/Syntax

さらに、表3.34に示す特殊な記法も使えます。リスト3-13では、「(?P<”>～)」でURL全体をOutPut

タグから参照できるようにし､｢(?M=Exrensjbn7，pd｣によってDataObjectタグで定鎧された文字列リスト(拡

張子のリスト）を参照しています。

■嚢３．３４:特殊な正規表現の肥法

記法 説明

(?P＜サプマッチ名＞～） Outputタグで参照できる名前付きサブマッチ

(?Ｍ＝データタイプ名） DataObjectタグで定製される文字列ﾘｽﾄの参照

Responseタグ内に記述されたＯｕｔputタグは、川力フィールドの定鎧です◇Oulpulタグ内に記述したテ

キストがname属性で指定した州力フィールドに出ﾉﾉされ、ガジェットから参照できます。テキストＩＩｊでは

｢{サプマッチヂf}」という記法を含めることが可能で、Pauemタグの「(?P<サプマッチ各〉～)」にマッチし

た部分文字列に世き換えられます。

リスト３－１３にはOutputタグがひとつしかありませんが、襖数の出力フィールドを定義することも､l能

です。

DataObjec〔タグは、PaUemタグの「(?M=データタイプ)」で参照される文字列ﾘｽﾄの定義です。文字

列ﾘｽﾄのすべての文字が「|」で結合されたように展開されます。つまり、リスト3.13のPauernタグはリ

スト３－ｌ４のように紀述することも可能です。

■リスト３－１４：DataObjectの展開結果

<Patterninput-fields画.subject･body口＞

〈1ICDATAI(Vb(?P<url>http8?W:ﾉﾉ.+7V.(pdfldocIxlslppt))Yb))1＞

</Pattern＞

この稗度の数であれば正規表現に直接書いたほうがシンプルですが､文字列リストの長さが数十にも及

ぶ場合は、DaIaObjectタグを使ったほうが椅哩が楽になるでしょう。

3.8.2カスタムエクストラクタ定義をアップロードする

カスタムエクストラクタを定侭するXMLファイルが完成したら､｢CooglcAppsExIensionsConsoIc｣(以ド

GAEC）を利用してCooglcにアップロードします。

ＣAECはC(x)g1eAppsMarkelI〕laceアプリケーションの開発を容易にするための仕細みで、Markelplace

への登録を行わずにCoogleAppsドメインと密接に統合するアプリケーションが開発できます。コンテキス

トガジェットについても、「３７Gmailコンテキストガジェットの実装」の手順よりも簡単に動作テストがで


