
プロジェクトが作成されると、｜:<l3-20のよう紙1曲iImになりよす。このlllliliIiでカスタムエクストラクタやマ

ニフェストのアップロードが可能です鐘

3Ｂカスタムエケストラクタの使用

きます。

ＧAECを利用するには､Ｗｅｂブラウザで以ドのURLにアクセスします。「〈パメイン商〉の部分(よ衿l』1の

GoogleAppsドメインに紐き換えてください。

ＧoogleAppsExieI-Isioi-IsConsoie：

http:／/code・goo91e・ＣＯ､/goo91eapps/console/a/くバメイン名＞

（〕〔)oglcAppsのう'カウントでログインすると､|叉13-19のような|iI1iImになります。｜Ｃｌ“IGprQiecUボタン牡

クリックして、適当な名前のプロジェクトを作成してください。

層

１割３．１９：ＧＯＯ貝ieADpsExtensionsConsoleの初期画面

C唾atepmjeEt･画

エクストラクタをアップロードするには、「EWadDrS（OP【ional）：」のドの「UI)l(〕a｡」ボタンをクリックし

てアップロード川のダイフア11グを炎示します．（,上の｢選択｣ボタンをクリ‘,ノクしてファイル唾進択すれば、

XMLファイルがIL1jIﾘj的にﾌ'シヅ.IJ-ドされます（|叉１３．２１ル

1MＫ

ＮＯＴＥ

すでにプロジェクトが存在する場合は､最初から図3-20の画面になります｡この場合は｢GoogleApps-

ロゴの下にあるドロッブダウンで｢C｢eate｣を選択することで鶴新しいプロジェクトが作鋭できます。
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国図３－２０：プロジェクトが作成された

こひ〕とき、ＸＭＬファイルにlAl巡いがあｲlぱ、ダィアログ|ﾉ､)にエラーメッセージが淡'されま‘|･そ〔ﾉ〕|ﾉ､１

群を硫総して､修正してください。図3.2ｌのようにＸＭＬファイルの内容が表示されれば成｣ｿjで了)･ので､ダ

,rアログ下部の「UploadPrQic〔､t」ボタンをクリックして、アップロードを光ｒさせてください。

■図３－２１：カスタムエクストラクタのアッブロードダイアロク
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３，８カスタムエクストラクタの使用

3.8.3カスタムエクストラクタを利用するマニフェスト

カスタムエクストラクタを使用する場合でも､アプリケーションのマニフェストの記述方法は「3.5マニ

フェストの記述方法｣で解脱したものとほぼ同じです。唯一､エクストラクタを指定する方法が若干変化し

ます。「3.7GmaiIコンテキストガジェットの実装」で作成したマニフェスト（リスト3.11）を、カスタムエ

クストラクタを使うように修服したのがリスト３－１５です。

■リスト３－１５:カスタムエクストラクタを使うマニフエスト

<7mlversion=口１．０qenCoding＝口UTF-8。？＞

<ApplicationManirestmlnB=･http:／/schemas・google､ＣＯ､/ApplicationManifest/ZOO9p＞

<1--マーケットプレイスやコントロールパネルに褒示されるサポート愉細一＞

<Support＞

〈1--サポートを提供するページのＵＲＬ－－＞

〈Linkre1=psuPPort‘・href=nhttp8／/ＷＷＷ､example・ＣＯ､/support・html｡／＞

</Support＞

<１－アプリケーション名と脱明一＞

<Name>PDFPreview</Name＞

<Description＞メールに肥戦されたＰＤＦリンクのプレビューを表示します。〈/Description＞

<1--エクストラクタの梱定一一＞

<Extensionid=･PdfLinkExtractOro･type=･contextExtractor･＞

〈1--人間が鰹める名前--＞

<Name>PDFLinkExtractor</Name＞

〈1--使用するエクストラクタのⅦ類一一＞

<Urﾕ>1Z34567890003DocumentUrl</Url＞

<１－表示するガジェット（re竃属性はExtensionタグのｉｄ）－－＞

<Triggersref-‘・PDFPreviewGadget口/＞

＜1--必要なスコープ（ref属性はScopeタグのｉｄ）－－＞

<Scoperef=･EmailSubjectロノ＞

<Scoperef=QEmailRaWSubject~/＞

<Scoperef軍国EmailBodyQ/＞

〈1--対魚のアプリケーション－＞

〈Containernamep‘‘mailp/＞

</Extension＞

1画
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<1--ガジェットの指定一一＞

<Extensionid=｡PDFPrevieowGadget画typeロロ9ad9et･＞

〈1--ガジェットの名前－－＞

<Name>PDFPreVieW</Name＞

〈１－－ガジェット刑処のＵＲＬ－－＞

<Url>http://www・example,coIn/9adget.”1</Url＞

〈１－－対象のアプリケーション－＞

〈Containername=QmailQ/＞

</EXtension＞

<1--要求する枢限の相定一＞

<Scopeid=･EmailSubjectp＞

<Url>tag:googﾕe・com，ＺＯﾕ0:auth/contextual/extractor/SUBJECT</Url＞

〈Reason>件名に記戟されたＰＤＦへのリンクのプレビューを表示します。〈/Rea80n＞

</Scope＞

<Scopeid=｡,EmailRawSubjeCt.'＞

〈Url>tag:goog1e,ＣＯ､‘ＺＯ１Ｏ:auth/contextual/extractor/RA1LSUBJECT</Url＞

<Reason>件名に肥戦されたＰＤＦへのリンクのプレビューを衷示し虫す。</ReaBon＞

</Scope＞

<Scopeid=･血ailBody画＞

〈Url>tag:goo91e､CO､‘ZO10:auth/contextual/extractor/BODY</Url＞

〈Reason＞本文に肥戦されたＰＤＦヘのリンクのプレビューを喪示します。〈/Reason＞

</Scope＞

</ApplicationManifest＞

エクストラクタの種顛を指定するurlタグの内容が変わっているのと(カスタムエクストラクタで件名にア

クセスするには、RAW-SUBJECTも必艇になる)、件名にアクセスするためのスコープがひとつ追加されて

いることが変更点です。盤りの部分はリスト３．１１とまったく同じです。

カスタムエクストラクタのURLは、「プロジェクト胆:エクストラクタ名」という形式になります。エクスト

ラクタ名は、カスタムエクストラクタを定義するXMLでOPenCOBDataタグのid属性に指定した文字列で

す。プロジェクトｌＤは､ＣAECで談､Iiするプロジェクトを開いた際のURLのハシシュ部分に含まれる数値列

になります（l叉13-22)。

■図３－２２:プロジェクトＩＤ

麗 霊劃



3.8カスタムエクストラクタの使用

カスタムエクストラクタを使ったマニフェストも、カスタムエクストラクタ自体のＸＭＬファイルとIril棟に

GAEC上でアップロードします。ＷｅｂブラウザでCAECのページを開き、「ManiI“t:」のドにあるIUpload」

ボタンで同様にアップロードしてください。

なお、リスト3-15に含まれているプTIジュクト１，は仮のものなので、実際にアップ[_１－ド･《)･る際は,Hし

いものに川き換えてくださいａ

3.8.4カスタムエクストラクタの動作テスト

ＧAECにアップロードしたマニフェスl､（およびカスタムエクストラクタ）は､実際にCoo81cAI〕l)sドメイン
にインストールして動作テストできます

まずWebブラウザでCAECを開き、CoogleAppsドメインの済理椛眼を持つユーザーでログインします。

ドメイン膏理者の場合は､右上に「DepIOyapplicatio】1」ボタンが表示されるはずです（凶3.23）このボタ

ンをクリックすることで､CoogIeAIjIjsドメインへのインストールが開始されます。このあとの作紫は､｢3‘7‘５

ドメインへのテストインストール」とまったくIljlじです

国図３－２３：｢DepIoV己pp止己tion｣ボタン

動Ｗ

DcplDv1ppll

(撫撫綱撚燃’Ⅱ剛

画ＯｎＪＩｎ１ｂ

インストールが完了したら、COogleAI〕PSドメインのCmailを開き、カスタムエクストラクタの条件にマッ

チするメールを開けば､コンテキストガジェットが炎示されます＆反映には時間がかかる聯合があるので、

表示されない場合は少し時間をおいて試してみてください。

1?７

弓
L』

ｔ
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らのガジェット機能に無点を当てXその使用

GoogIeAppsExteI1dingGuide

I》ＮｉＧ《〕(〕ｇｌｃＡＰＩＥｘＩ〕０１，１

｢イベントガジエツＭで次本章では、これ

方法を解説します；

皇

》
酔
睡
癖
嘱
『

イドバーに表示される｢サイＫバーガジェッ

GoogIeカレンダーは２種類のガジェット

機能を提供Lﾉていま説Gmailと同様にサ

剛と､カレンダ当-イベントとして表示される
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蕊４通ＧＯＯ屑ｌｅカレンダー

４名Goog1eｶﾚﾝダーとカジェット

CooglGカレンダーは、Webブラウザヒで動作するスケジュール管理ツールです個人のスケジュール

禰理はもちろん、イベントやカレンダーの共有機能を利用した多人牧のスケジュール洲催も容扮に行え

ます

このcoogIeカレンダーでも、「カレンダーサイドバーガジェット」と「カレンダーイベントガジェット」の２

稲顛のガジェットが利用できます。ユーザーのカレンダーデータにアクセスできる汎用ＷｅｂAPI（カレン

ダーDalaAPI）も提供されているため､アプリケーション本体と緊密に巡挑できます。データへのアクセス

にIlill眼のあったcmf,il_'二のガジェツトと比べて、より広範岡に応用できます。

カレンダーリ･イドバーガジェット(以下サイドバーガジェット)は､Googleカレンダーの右側のサイドバー

に没示されるガジェットです（同4-1)。Coo81eカレンダーにさまざまな機能を追加できる「Goo81eカレン

ダー1,ab5｣のうち「||付を移動」や「111:界時計｣などがサイドバーガジェットで実装されています。

国図４．１：サイドバーガジエツトの例(日付を移動および世界時計がジｴﾂﾄ）

予定リスI，⑧Ｇ

Ｂ付を移助ｘ
肖

『７，画'8両Y6TI~雨
匠＝nｍｍ両面＝、

世Ｗ帥１１サ Ｘ

ｌ畠〃韓挫叫劃ロ1:1８
１包頁８８脚間） で面ｍ

Ｌｃｒｘ９｡、“;1８

１１､dia氾・冬８

軟婁

０

カレンダーイベントガジェット（以下イベントガジェット）は､カレンダーの11付の'1Wに付加される小さな

アイコンをクリックすることで輿示されるガジェットです（図4-2)。Coo81cカレンダーの全般股定により追

加できる天気予報などで利用されています。特定の日付に結びついた情報を提供する際に便利です

回阿４．２：イベントガジェットの例(天気予報）

1日

'猫

EZ-_'２－厘_皇９－．重－２１厘詑

,撫繍難蕊
Ｍ垣rｌ

木'$;fでは、Ｇ()()81(ヅルンダー上で助作するガジェットについて、般初にサイドバーガジェットを、そし

て次にイベントガジェットを取り|:げます。サイドバーガジェットについては特有の機能を解説した後､ｍｌ

ｊｌｉな災例准紹介します。イベントガジェットについては、ガジェットそのものよりもガジェッ|､の迅加方法

にil,',､仇が(防為ため、そちらを''１'f,に解税します。



gadgetsvIewsの昔クラスやメソッドが定稲さｨ‘l談す

４．２カレンダーサイドバーガジェットの概要

４同２ｶﾚﾝダーｻｲドバーｶジｪｯﾄの概要

settltIE

２

サイドバーガジェットはGoogleカレンダーのイィ側のサイドバーに炎不されるガジェ､ソトです。公｣.ビドキコ・

メントは以下のURLで公iⅢされています。多敗のサンブルガジェットも公'1Nされており､狐''1のサイドバー

ガジェット猛描築する隙にもJ1§常に参考になります。

カレンダーサイドバーガジエットの公式サイト：

http:／/code,goo91e･com/apis/calendar/gad9ets/sidebar／

サイドバーガジェットは１１#本的には通淵のGoo81eガジェットですが、（;(〕oglPカレンダー本体と幽Ⅲする

ための独自APlが提供されています派式な名称ではありませんが、本単ではこのAPIをサイドバーガ

ジェツトAPlと呼びます。これにより、ユーザーのイベント慨報にﾌ'クセスしたり、イベント選択などの操

作をトリガーにしてガジェットの表示内容を変更したりといった協棚動作が可能です

上記のサイドバーガジェットAPIを念めて、サイドバーガジェットで利用できる機能ライブラリを炎‘1.1
に示します。

４

国表4-1：サイドバーガジェットで利用できる主な撮能ライブラリ

こｵLらの|撒能ライプーンリとは別に、（)AlIIll柵iiiW,lざのIlTTPリクエス1,,ff経I|Ｉしてカレンダーl)fltflAI)Iを

利川することもできます“・ﾘ･イドバープj､ジェ､リトAP1がインタラクティブな辿l州を1;体にしているのに対し

て、カレンダー、a〔a八IJIは附黙的なカレンダーデータへのアクセスを提供します（同４３)．うまく使い分

けることで、まるで〔)O0gleカレンダーの柵ＩＩｉ機能のように喋栴に迎拙するガジェットが椛築でさます。

機能ライブラリ M鋼§

イベントデータを取１WするサイドバーガジェットＡＰ|です

opensocia1．１１８， 圃際化のﾉとめのgadge【sll8nが定銘されまてＩ

googlecalenda｢Ｃ５ｒｅａｄ

setprefs gadgetsPrefs堂set()やgadgeKsP｢efs薮setA｢ray()が定認され表す

イベントデータの取御を伴わないサイドパーガジェットＡＰ|です

Flashコンテンツ潅埋め込むためのgadgets､flashが定義されます

gadgetswindow､setTitleOが定義さ札ます

googlecaIendar･０．５

dynamlc-heiRht gadgetswindowadjustHeiRhtOが定義されます

OAuth朋証用のポッブアッブウィンドウを悲示でま‘!､(Ｉ

ＶｌｅＷｇ

ｏａｕｔｎｐｏｐｕ【：

131

【ａｂＳ タブＵＩな表示するgadgetsTabSet芯どが定義されます

ガジェットが閲符のリブドメインで爽行さ‘、Ⅲf､す

簡単な警告などを表示するgadgetsMiniMessa属eが定義されますｍＩｎｌｍｅｓｓａｇＥ

lｏｃｋｅｄ－ｄｏｍａｉｒｌ

fｌａＳｈ
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第４章Googleカレンダー

国図４．３:サイドパーガジェットの動作概念
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的なデータ操作

画

また、（;,nf1iI･ﾘ･イドバーガジェットと|画l嫌に、カレンダーのメインlI1Iilili全体にガジェットを炎,｣《する

CANVASビューのf11用も『!｢能です。水!‘;1ではこの機能は解脱しませんが、利用方法はCmalIサイドバーガ

ジェットとまったく同じです詳細は「3.3.2CANVASビューヘの切り替え」を参照してください。
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サイドバーガジェットAPIはGoogleカレンダー本体とサイドバーガジェットが連柵するための機能ライブ

ラリです。本＃の執，側時点では「８００９１Ｇ.calendar-0.5」と「googIe､calendar-0.5.1．Ca｡」の２つが提供されて

います。前腎はユーザーのカレンダーデータの取得を伴わない機能をサポートし、カレンダーやイベント

の追加、黄,l〈Fi付やイベントの選択、日付の表示範囲変更の監視などの機能を含みます。後背にはカレ

ンダーデータを取得するための２つの関数が含まれています。

機能ライブラリがこのように分けられている理巾は、‐i乳にガジェットの柵眼准lUl碓にする/とめです。｜｜
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googIecalendar､05.1Padを読み込んでいる場合は､｢カレンダーの予定を読み取ります｡｣というメッセー

ジで、ガジェットがカレンダーデータにアクセスすることを明示しています。

サイドバーガジェットAPlは､主にユーザー操作（表示日付の変更やイベントの選択など）に反応するイ

ンタラクティブなガジェットの実現を目的にしたものです。そのため、カレンダーデータへのアクセスには

多くの制限があります。このような制限が問題になる場合は、カレンダーDataAPIの利川を検討してくだ

さい。カレンダーDalaAPIの鮮細を解脱することは本蒋の主旨ではありませんが、「4.5カレンダーDa1a

APIへのアクセス｣ではカレンダーDalaAPIを利川するサイドバーガジェットの開発手順を解脱しています

ので、参考にしてください。

４．３．１機能ライブラリの蔑み込み

サイドバーガジェットAPIを利用するサイドバーガジェットでは､適切な機能ライブラリを抗み込みます。

方法はほかの機能ライブラリと同じで、ガジェットXMLのModulePTeISタグの中にRequireタグを記述しま

す。リスト4-1はgoole､calendar､0.5とgoogIe・calendar-0.5.readの両方を利用する場合の例です。

■リスト４．１：サイドバーガジェットの樋能ライブラリの晩み込み

くRequirereature=pgoogle・calendar-0.5.／＞

〈Requirefeature=園goo9le･Ｃａﾕendar-0.5.read”／＞

もちらん、これらに加えて隙ｆ１Ｉ{の機能ライブラリ（災4.1参照)も同時に利用できます。

4.3.2カレンダーサイドバーガジエツトＡＰＩのデータ構造

サイドバーガジェットAPIでは､IMl散の引数や返り値として特定のフィールドを持ったjavaSclriPlオブジェ

クトが使用されます。以降での各関数の説明を簡略化するため、よく使用されるそれらの柵造（フィール

ド名とデータ型）を定義して名前を付けておくことにします。

これらはクラスとして実際に定義されるものではないので､new演算子で生成することはできません。関

数に引数として渡す場合は、通術のJavaSCriptオブジェクトを作成して必婆なフィールドに値を限定してく

ださい。

また､各フィールドは将来的に削除される｢'1能性もあるので､参照の際はin演算了などで存fEを確認し

てから使用することが推奨されています。



●calendar,contact

■表４２:calendar・contactのフィールドとデータ型

フィールド名データ型鋭明

emaiI st｢ing メールアドレス

ｎａｍｅ string 名前

4.3カレンダーサイドバーガジェットＡＰＩ

status string 参加ステータス｡･accepted.､．decIined．､~tentative.､｡organize｢･のいずれか

イベントの所有者や参加者の連絡先情報です。後述のcalendaneventのメンバとして使用されます。

●calendar・ｔｉｍｅ

■表4-3:calendar,timeのフィールドとデータ型

フィールド名データ型説明

year numbe『４桁の西暦

month number月（１～１２）

date number日（１～３１）

hOU「 number時(Ｏ～２３）

minutenumbe「分(Ｏ～５９）

secondnumbe「 秒(Ｏ～５９)｡ただし､GoogleカレンダーのＵｌでは秒数は表示されないため､ほとん

どの蝋合Ｏです

サイドバーガジェットAPIで利用されるl｣時データです。終日イベントの日付など､時刻データが意味を

成さない場合、hour、minute，secondメンバは背略されます。

●calendar・palette

■蜜４４:calendar､paletteのフィールドとデータ型

ﾌィールド名 データ型

darkest string

da『ｋ st｢ing

medium sｍｎｇ

ｌｉｇｈｔ st『ing

Iightest string

説明

もっとも暗い色

暗い色

中間の色

明るい色

もっとも明るい色

カレンダーイベントのカラースキームを表現する柵造休です。イベントを友示する際はこれらの色を使

用することでカレンダー本体との一貫性を保つことができます｡すべてのフィールドにはＣｓsカラー形式の

文字列が格納されています。
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亀calendar・evenｔ

■表４５:calendar､eventのフィールドとデータ型

フィールド名 データ型

title st｢ing

details st｢ing

location string

allＤａｙ boolean

sta｢tＴｉｍｅ calenda『陰tｉｍｅ

endＴｉｍｅ calenda｢.tｉｍｅ

SｔａｔｕＳ st｢ing

説明

イベントのタイトル

イベントの脱明

イベントの場所

終日イベントならt『uｅ

イベントの開始日時

イベントの終了日時

参加ステータス｡･accepted．､．declined.､．tentative.、

。o｢ganize｢･のいずれか

attendees calendar,contactの配列ゲストの慣報

ITu1e st『ing 予定の繰り返しの設定(RFC２４４５形式）

attendeeCOl-Intnumbe「 ゲストの人数

oｗｎｅｒ calenda『・contact イベントの所有者

calendar calenda｢・contact カレンダー自体のメールアドレスなど

ｃｒｅａｔｏ「 calenda｢・contact イベントの所有者

iｄ string google,caIenda｢・showEventOぱどに渡せるイベントＩＤ

palette caIendarpalette イベントのカラースキーム

カレンダーイベントの悩報を格納する柵造体です。比較的フィールド数が多いのですが､常にすべてが

使われるわけではありません．関数によって無視されるフィールドがあります。詳細はそれぞれの関数の

説明を参照してくださいｃ

４．３．３ｇｏｏｇＩｅ･cａｌｅｎｄａｒ

これより､サイドバーガジェットAPIのメソッドを解説していきます。メソッドはいくつかの希前空間に分

かれていますが、主なものはgoogle､calendaI･に定義されています。

●goOgle､calendar・addCaIendar(idOrEmail,opt-name）

指定したカレンダーを追加します。カレンダーを追加する前に、ユーザーに杵nIを求めるダイアログが

友示されます。使用例をリスト４－２に示します。

■リスト４－２:googIe､caIenda『addCaIendar0の便用例

google・calendar､addCalendar〈

･japanese-ja､holiday･calendar・google､ＣＯ､，，，日本の休日，）；



timezoneoffset

4.3カレンダーサイドバーガジエツトＡＰＩ

１３７

、gOogIe､calendar､refreshEventO

Coogleカレンダー本体に、サーバーの般新データ歴取御するように要狼します。‐ｉｉにカレンダーＤａｔａ

APIを利用してカレンダーデータを史新した際に呼びlHします。使用例は｢４５カレンダーDataAPlへの

アクセス」を参照してください。

idOrEmailには追加するカレンダーのidを文字列で指定します。opl-nameは省略可能で、文字列を指

定するとカレンダー#'1としてダイアログに喪示されます。
１

２

＠googIe･calendar・composeEvent(eventData）

カレンダーイベントの作成画而を戎示し､evenlDataで指定されたデータを初期値としてフォームに入力

します。使用例は「4.4カレンダーサイドバーガジェットの実装jを参照してください。この関数では､作

成両面を喪示せずにイベントを直接作成することはできません。そのような処理が必要な場合はカレン

ダーDataAPIを利用してください。

even〔Dataはcalenda眼eventのフィールドを持つjavaScIiplオブジェクトです。ただし､実際に使用される

のは〔i〔Ie、details、Ioca1ion、allDay、sIarlTime、endTime、aUendeeS、mlleのみで、それ以外のフィー

ルドは無視されます。

３

dateFormat

５

６

７

付
魂、ｇｏ◎gIe､calendar､getPreferences(callback）

GoogIeカレンダーの得佃設定内容を取得します。Ｆ１付などの表示形式やログインユーザーのメールア

ドレスが取得できます｡callbackは結果を受け取るための間数で､喪4.6に示すフィールドを持つオブジェ

クトをひとつ引数にとります。非I‘j1期で呼び出されるので､注意してください。使用例をリスト4-3に示し

ます。

■衷４－６:getP『eferencesOの結果オブジエクト

st『ing

ﾌィールド名 データ型脱明

boolean２４時Ⅲ制芯らtrue,ａｍ/ｐｍ表示ならfaISe

numbe「ＧＭＴ(世界標準時)とローカルタイムの時差(ミﾘ秒単位）

milltary

■リスト４．３：googIe,calendar･getP『efe『encesOの使用例

Ｃｕ『｢enttimeoffsetnumberローカルタイムとGoogleカレンダーの表示との時差(ミﾘ秒単位）

ｖＩｅｗｅｒ

日付の形式｡~ＤＭＹ．､．ＭＤＹ.､．ＹＭＤ~のいずれか

number週の始めの曜日｡Ｏなら日確日､１なら月曜日．,．

google・calendar､getPreferenceB(function(pref）（

a1ert(・メールアドレス：，＋pref･viewer》；

})；

st｢ing ログインユーザーのメールアドレス

startdow
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、ｇＯＯｇＩｅ・calendar・showDate(year,month,date）

Coogleカレンダー本体の表示範囲を変更します。引数で指定したIj付が表示範囲に含まれるように､カ

レンダーの月や日が適切に調整されます。yearは４桁の西暦､momhは月（】～12)､ｄａ[eは日（１～３１）

です。使用例をリスト4-4に示します。

■リスト４－４:google､caIendarshowDate(>の使用例

vartcdaypnewDate()；

gocgle･Ｃａﾕendar､showDate（

today・getFuﾕﾕYear()，today､getMonthO+ﾕ，today,getDate())；

、goOgIe・calendar・showEvent(id）

指定したイベントの編集画而を表示します。ｉｄはイベントのＩＤで、goo８１Ｇ.calendar・readge〔EvenlsOや

gOogle・calendamEad,subscribeTbEventsOで取禅できる値です。使州例をリスト4-5に示します。

■リスト４－５:googIacaIendar・showEvent()の便用例

google､calendar､read､9etEvents(function<reBuﾕts）（

ｉｆ(resultsIO1＆＆resultsIO】.eventSIOl）（

google・calendar・showEvent(resultsIOl・eventsIO1.1.)；

）

｝‘。@viewer｡)；

③gOogle・calendar･subscribeToDates(caIlback）

Googleカレンダー本体の表示範囲の変更を聴視します。callbackは表示範囲が変更されたときに呼び

出される関数で、表4.7のフィールドを持つJavaScriptオブジェクトが引数として与えられます。この関数

は以下のシチュエーションで呼び出されます。

１subscribedToDatesOを呼び出した直後に､現在の表示範囲と共に呼び出されます

２ユーザーが表示範囲を変更した際に､その都度新しい表示範囲と共に呼び出されます

■翌４７:subscribeToDatesOのコールバックに遮されるオブジェクト

ﾌィールド名 データ型

sta｢tTｉｍｅ calendar・tｉｍｅ

endＴｉｍｅ caIenda｢・tｉｍｅ

この関数の使用例をリスト４－６に示します。

■リスト４．６:googIe､calendar､subsc｢ibeToDatesOの使用例

ｖａｒｄｉｖ＝document､createE1ement(･div･）；

document･body･appendChild(div)；

脱明

表示範囲の先頭の日時

表示範囲の終端の日時



90091e・ca1endar､subscribeToDates(function(range）｛

ｄｉｖ､innerIm処＝

90091e･calendar・utils・toDate(range,startTime)；

})；

４－３カレンダーサイドバーガジエットＡＰＩ

●googIe・calendar･subscribeToDataChange(caIIback）

カレンダーデータの変更を雛祝します｡callbackはデータが変更されたときに呼び川される11M数で、‘ｊｌ

数はありません。この関数は以下のシチュエーションで呼び出されます。

１イベントの追加や削除､変更など､実際のカレンダーデータが変更されたとき

２ユーザーがカレンダーの表示・非衷示状態を変更したとき

３ユーザーがカレンダーを追加や削除したとき

実際のデータの変更だけでなく、カレンダーの表示状態の変更でも呼び出される点に注意してくださ

い。使用例をリスト４．７に示します。

■リスト４－７:googIe・calendar･subscribeToDataChangeOの使用例

varmodiryF1ag＝false；

90091e・calendar・subscribeToDataChange(function(》｛

modifyF1a9＝true；

))；

４．３．４ｇｏｏｇＩｅ,caIendar･utils

googIe､calendar,utiIs名前空間には、Ｕ時のデータを扱う間数が定投されています。これらを利川するこ

とで､Coogleカレンダーで使用されている1-1時データとJavaScIiplのDaにオブジェクトとを相且に変換でき

ます。また、タイムゾーン（時刻オフセット）の変換にも対応しています。

●ｇ◎Ogle・calendar・utiIs・tODate(datetime,opt-offset）

。a舵timeにcalendamme形式の日時オブジェクトを指定して呼び出すと､javaScriptの、a(eオブジェクト

に変換して返します。oPt-O鵬ｅＩは省略''1能で、ミリ秒単位のオフセットを指定できます。

●ｇＯＯｇｌｅ・calendar・utils・fromDate(jsdate,Opt-offset）

jsdateにJavaScriptのDateオブジェクトを指定して呼びＨ'すと、calendar,time形式の11時オブジェクトに

変換して返します。oPl-o鵬ｅｌは省略可能で、ミリ秒単位のオフセットを指定できます。
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轡googIe・calendar・utils・getNow(opLoffset）

現在時刻をJavaScriptの､ateオブジェクトで返します。opl-O鵬Clは省略､I能で、ミリ秒単位のオフセッ

トを指定できます。

４．３．５googIe･calendar,read

８ooglecalendar,mad名liiI空間には、ユーザーのカレンダーイベントの情報を取11｝する関数が定捜され

ています。これらの関数はgooglecaIendar-0.5.rEad機能ライブラリを読み込まないと使えないので注意し

てください。

③ｇＯｏｇｌｅ､calendar・read・getEvents(callback,emailIds,opt-start，

opLend,opt-params）

カレンダーと時間範囲を指定してイベント情報を取得します。callbackには結果を受け取るためのコー

ルバック関数を指定します。呼び出し時には引数として表4.8のフィールドを持つJavaScriptオブジェクト

の配列が渡されます。配列の併幽楽がそれぞれひとつのカレンダーに対応します。

■表４８:getEventsOのコールバツク引数に壊されるオブジェクト

ﾌィールド名 データ型

accessLevelst｢ing

ｅｍａｉｌ string

ｎａｍｅ ｓｔ『iｎｇ

tＺ ｓｔｎｎｇ

ｅｒ『ｏｒ st｢ing

脱明

ユーザーのカレンダーへのアクセスレベル.･root~､｡owner~、

~editor。､､read.､､1reebusy。､､none・のいずれか

カレンダーのメールアドレス

カレンダー名

カレンダーのタイムゾーン｡イベントのタイムゾーンはこの値には

間係なくユーザーのタイムゾーンで返されます

undefinedなら成功､それ以外の場合はgoogle､caIenda｢・

En｢or．ＮＯＰＥＲＭＩＳＳＩＯＮＳかgooglacalenda｢ErrD｢・

INTERNALERRORのいずれか

events calendar､eventの配列イベント情報

emailIdsにはイベントを取得するカレンダーのlDを指定します。概数のカレンダーから取得する場合は

配列で指定してください。特殊な指定として．@viewer周と．Selected・があります。前者はログインユーザー

のデフォルトカレンダーから、後荷は可視となっているすべてのカレンダーからイベントを取得します。

opt-starlとopt-endは取御する時間範囲の指定で､いずれもcalendar,timeで指定してください。省略す

ると、現在時刻から１時間後までのイベントを取得します。

デフォルトでは､コールバック’ｊｌ数のevGmsフィールドで渡されるcalendar,evenlオブジェクトにはdelails、

status、attendees，attendeeCount、ownerが含まれません。それらを取得するためには、opt-param3の

requesIedFieldsメンバで必哩なフィールドを指定してください。



このメソッドの使用例をリスト４－７に示します。

■リスト４－８:googIecaIenda『､read・gBtEventsOの使用例

google・calendar･read､getEventS（

displayEvents，

｡Selected口，

｛year:２０１１，month:１，date:１｝．

｛year:２０１１，month:Ｚ･date:１）．

｛requestedFields：Ｉ‘details'１｝)；

4.3カレンダーサイドバーガジエツトＡＰＩ

functiondisplayEvents(results）（

ｖａｒｈｔｍｌ目Ｉ】：

for(ｖａｒｉ白Ｏ；１〈re8ults・length；ｉ+･）（

html・push(‘<hl>‘，gad9ets･util､escapeString(resultsIi】・name)‘,</hl>,)；

html､push(‘<dl>‘）；

ｒor(ｖａｒｊ＝Ｏ；ｊ<resuﾕtsIi1､events､length；ｊ++）｛

ｖａｒｅｖｅｎｔ｡re8ultgIil･eventBIj】；

ｖａｒＢｔｉｍｅ富event､8tartTimell｛)；

vartitlepgadgets･util･escapeStrin9（

StiIne･ｙｅａｒ＋’／‘・stime・month＋‘／‘＋stiIne・date十

・：’十event･title)；

html・push('<dt>,，tit1e，,〈/dt>,）；

html・pu8h(,<｡｡>‘，gadgetB･utiﾕ.escapeStrin9(event､detailsll，‘)‘．</dd>‘)；

｝

html､puBh(‘</dl>‘)；

｝

ｖａｒｄｉｖ＝document･createEﾕement('div.）；

div・iImerHTML画html・join(‘,>；

document,body・appendChild(div)；

gadgets・Window､adjustHeight(》；

）

＠gOogIe・caIendar・read・subscribeToEvents(calIback）

イベントの選択を監視します｡callbackはカレンダーイベントの選択状態が変化したときに呼ばれるコー

ルバック関数で、以下のシチュエーションで呼び出されます。

１ユーザーがイベントの娼集ページを開いたとき

２ユーザーがイベントをクリックしてイベント憎報のバブルを表示したとき

３ユーザーがカレンダーをクリック(またはドﾗｯゲ)してｲべﾝﾄ作成用のバブルを表示したとき

４イベントの編集ページやバブルを閉じて､イベントの選択が解除されたとき
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すべてのフィールドが

まず。イベントの選択

コールバックには引数としてcalenda1xeventオブジェクトが渡されます。ただし、すべ・

ｲi効なわけではなく、gelEvenLOのopt-Paramを省略したのと同等の怖報が渡されます。

が解除されたときはnullが波されます。

使用例は｢4.4カレンダーサイドバーガジェットの実装｣を参照してください。



4.4カレンダーサイドバーガジエットの実装

４．４ｶﾚﾝダーｻｲドバーｶジｴﾂﾄの実装

サイドバーガジェットの実例として､選択したカレンダーイベントを複製する「CopyEvenUガジェットを

実装します（側4.6)。Googleカレンダーで複製したいカレンダーイベントを遡択し､ガジェットの「複製す

る」ボタンをクリックすると、そのイベントを複製できます。

■図４６:CopyEventガジエツト

ただし、サイドバーガジェットAPlには、暗黙的にカレンダーイベントを作成する機能はありません◇そ

のため、代わりに選択したカレンダーイベントの梢報をあらかじめ入力した新規イベント作成面而を表示

します。ユーザーは円付などの必要な項目を変更して保存することで、而単にイベントをＭ１製できます。

4.4.1ガジエツトＸＭＬの雛形を作成する

まずは雛形として､｢襖製する」ボタンを表示するだけのガジェツトを実装します（リスト4.9)。ごくオー

ソドックスなガジェットですが､カレンダーイベント遊択の監視を行うために､googIe・calendar0.5とgPogle，

calendar-O5Teadの２つの機能ライブラリを読み込んでいます。

ガジェット内には｢複製する｣ボタンをひとつだけ表示します。このボタンがクリックされるとCoPyEven[Ｏ

(｢4.4.3カレンダーイベントの作成｣で実装します)が呼ばれるようにonclickイベントを投定しています。

ボタンをデフォルトで無効(disabled=.､disabled風）にしているのは､カレンダーイベントが選択されている間

のみボタンをクリック可能にするためです◇

SCRIPTタグの中身が空になっています。以降ではここに、前述のcopyEvent0をはじめとして必要な処

理を実装していきます。

■リスト４－９:CopyEventガジェットの雛形

<?2qnlVer8iOn=‘o１．０国enCOding='･UTF-8園７＞

<Module＞

<ModulePrefstitﾕepq，CopyEvento‘ｈeight＝側３０脚scrouingp0'だalse図＞

〈Requirefeature画‘'9009ﾕe・calendar-0.5.／＞

<Requirefeaturep③google・calendar－０．５.read■／＞

</ModulePre鱈＞

<Contemttypep画htmlpview=･default~><!ICDATAI

143

Ｆ
３

５

６

７

付

録



１４４

鋪４章GoogIeカレンダー

＜1DOCTYPEhtml＞

<inputid画･copybtnQtype=画buttonpvalue回国複組する｡

disabled=口disabledponclick=pcopyEvent()；■＞

＜script＞

〃スクリプト

</script＞

Ⅲ></Content＞

</Module＞

4.4.2カレンダーイベント選択の監視

現在は空になっているSCRIPrタグに必要な処理を追加していきます。まずはカレンダーイベントの選

択の慌視を実装しましょう（リスト4.10)。

■リスト４．１０:カレンダーイベント週択の監視

ノノカレンダーイベント選択の監視を開始

9adgets・utiLre9isterOnLoadHandler(function(）｛

g00gle・calendar・read・subscribeToEvent8(onSeﾕectCalendarEvent鵬

))；

/／選択中のカレンダーイベントを保持するグローバル変数

varcurrentEvent＝ｎｕｌｌ；

〃カレンダーイベントが選択されたときに呼ばれる間数

functiononSelectCalendarEvent<event〉｛

currentEVent＝event；

document・getElementByld(,copybtn，）.disabﾕｅｄ＝ｅｖｅｎｔ７‘｡

）

odiSabledo；

カレンダーイベント選択を監視するには、ガジェット起動時にgpogIc・caIcndar､readsubscribeTbEvenlsO

を呼びlHします。引数には、直後で定義しているonSeIeclCalcndarEvemOを指定しています。この関数が

カレンダーイベント選択時に呼び出されます。

onSGleclCaIendarEvenlOには、カレンダーイベントが選択された際の処理を記述します。選択されたイ

ベントの↑IIi報が引数で渡されるので、後に火装するcopyEvcmO関数で利川できるようにグローバル変数

currentEvcnlに保仔しておきます。また、カレンダーイベントの選択状態を判定し、「複製する」ボタンの

有効と無効を切り替えています。



４

CopyEveI1tガジェツトでは、カレンダーイベントが選択された状態で「襖製する」ボタンがクリックされ

ると、そのカレンダーイベントの僑報を複製した新規カレンダーイベント作成1mmiを表示します（図4-7)。

4.4.3カレンダーイベントの作成
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ロリスト４－１１：カレンダーイベントの作成

／／カレンダーイベントの作成

：functioncopyEvent(）｛

ｉｆ(currentEvent）（

google､calendar･composeEvent(currentEvent)Ｉ

）ｅｌｓｅ｛

ale;[,じく,被製するイベントを巡択してください。‘）；

）

）

＃

画同４－７：新規イベント作成画面

この処理を実現するには、googlecalendamcomposeFvenlOを他附します引数には、カレンダーイベン

ト作成両而のffフィールドの初期仙遊格納したCaIenda1､GvGI1,オブジェクトを指定します。ここでは、

oI1SGIcc【CaIPndarEveI,１０関数でグローバル変数に保存した怖報をそのまま使用します，この処理を実装し

たcopyEvemOがリスト4-11です．

4.4カレンダーサイドバーガジェットの実装

の肉⑨ｃＯＱ９ＩＥカレンク琶

圃闘幽皿脳pWv,､wv…!直､《｡､ﾉ…"『/bﾉ0ﾉ,…Ｃｌ【q･coo｡!｡ ９

＠m経Iｶﾚﾝ歩鵬ｷｭﾒﾝﾄ報リー汐追ウ笑プもっと見る‐・蟻Ｆ

Goo81e
oカレン4ノーに煙る

打ち合わせ

刀ンゲ噌雪

画守固■唾

”ＷＯＷ1０14.00

口』、ロ塊り漁し,,.

￥竃の跡鰯砿確厩寸

期馴

ノルングー嘩車:b弔薫罰

殴りＩ

予定の色

温胴

侭三角け我蔵

～2011ｲ0Ｗ1９１６００鬼証メツー聖

固■■■ ■■■■■

I菰-ルー可’０畷~ｍｘ
“ﾌｧｯﾌ珂幻い雨×
為、わ荊麺可あ

Ｏ予童なしｅ子定あワ

塗昌オブ塑苛シ辱涛蛾

ＣｐｗＥＶ伽1

〔直冒すも〕

ゲストモ遁如

メルア陰Ｊ１当人〃但鯉

ｹｽﾄの挨限口予竃逼辰皿する
薗修のﾕー ザーー 些ー劉総する
画ケストの一覧砦表示する ‐

Ｉ
●
厨



卜追加川のURLにＷ〔､bブラウザでアクセスする方法です？

第４章GoogIeカレンダー

Ｒ動、用カレンダードキ毎メント卒叉リーダーワエフＢつど星今｡守君『』

4.4.4Googieカレンダーにガジエツトを追加する
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ガジェットが尖裟できたので、Ｃｏｏ８ｌｅカレンダーに追加しましょうガジェットをＣＯ()gleカレンダーに追

加する方法は２つありますcGoogleカレンダーLabsの｢URLでガジェットを追加｣を使う方法と、ガジェッ

G◎◎q1oｶﾚﾝタｰLabz:皇所のアイデアをお戻しください｡凸

、「ＵＲＬでガジェットを追加」を使う方法

前什の「URLでガジェットを追加」Labs機能は、以下の手順で汀効にできます。

１WebブラウザでGoogleカレンダーを開く

２画面右上の｢設定｣メニューで｢ｶﾚﾝグー 設定｣を選択し､カレンダー設定の画面を表示す吾

３「Labs｣タブを表示する(図4.8）

４「URLで方ジｴｯﾄを追加｣の｢有効にする｣にチェックを入れる(図4-9）

５「保存｣ボタンをクリックする

国図４．８：カレンダー股定のLabｓタブ
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