
１

５．５ビジュアライゼーションガジェツトの実装

〃クリックされたときの処理

functionselectHandlerに）｛

ｖａｒＢｅﾕectionp9eomap・getSelection()；

ｉｆ(selection＆＆ｓｅﾕectionIO1）（

varrowpselectionIO1・row；

alert（

table､9etFormattedValue(row'０）・‘の平成１２年人口は‘◆

table､getFormattedValue(row'１）＋０人です。．）；

）

｝

ｓelectイベント准処皿するselclHandlerOlMl数を定捜し、handlcRcsponseOのlil後でイベントハンドラ

として登録しています。

GeomaPチャートをはじめとする多くのチャートでは、getSelectionOメソッドで選択されたアイテムの情

報が得られます。返り値は表5.20のメンバを持つオブジェクトの配列です。ただし、このガジェットでは

複数選択には対応せず、単に配列の先頭要素について梢報をalertOで表示するのみにとどめています。

■豪5-20:避択されたセルの佃報を保持するオブジェクトのメンバ

名前 脱明

rｏｗ 選択されたセルの行インデックス

column 避沢されたセルのカラムインデックス｡ただし､Geomapでは恵昧がないので省略されます

5.5.4シートへの挿入

完成したガジェットは、以下の手順でスプレッドシートに表示できます。

１適切なデータをシートに入力する

２メニューから｢挿入｣＞｢ガジｴﾂﾄ｣を選択する

３「方ジｪｯﾄを追加｣ダイアログが表示される

４右のカテゴリから｢ｶｽﾀﾑ｣を選択(図5.6）

５「独自のガジｴﾂﾄのURL欄に完成した方ジｴﾂﾄXMLのURLを入力する

６「追加｣ボタンをクリックする｡Enterキーを押すと方ジｪｯﾄを追加せずにダイアログが閉じてしまうので注意

これで「都道府県別の人口」ガジェットが表示されます（間5-7)。各都道府県にマウスオーバーすると

平成１７年人ｎがポップアップし、クリックで平成１２年人1-1がalerIOで戎示されます。
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日図５．６:｢ガジェットを追加｣ダイアログでカスタムを鎧んだところ

曲

Ｃｌ,Ｉｑ・陛心｡

囚図５－７:｢都道府県別の人口jガジェット在表示したところ
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5.6チャートを使わないビジュアライゼーシヨンガジエツト

５．６チャートを使わない
ビジュアライゼーションガジェット

lOUFrld

VisualizalioI1Callelyには多彩なチャートライブラリが公lIHされていま．（).が、珊合によってはそれらに棚

らずに自前で表示を行う必襲もあるでしょう。そのよう芯ガジェットの例として､任意のクエリーランゲージ

の問い合わせ結果をＨＴＭＬのTABLEタグで表示する､｢QueIyConsole｣ガジェットを実装します（図5.8)。

時

クエリーランゲージの学習用としても便利です。

国図５－８:Que『yConsoleガジエット
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鋤脈〈L、：

】旬０｡

リスト５－３３にQue】yCunsolGガジェ､ノトのソースを示します

ロリスト５－３３：Que｢yConsoleガジエットのソース

く?mlversion＝Ｈ１．０‘・encoding＝"ＵＴＦ－８ｏ‘？＞

<lfodule＞

〈ﾙIodulePrefstitle雲.'quex,yConsole“／＞

<UserPrername=･‘_table-queryとurﾕ,、display=name=,､データソースURL１，required="true”／＞

<UserPｴ，ername宮"_tabﾕe-queryとrefresh-interval1，display-naI11e屋“更新頻度（分）“

defauユt-va1ue崖,.Ｏ伽ｄａｔａtype＝'，enuIn',required＝"ｒａユｓｅ“＞

くEnumVaﾕuevalue=,‘Ｏ‘,displayとvalue=!‘Donotrefresh"／＞

〈EnumValueva1ue=叩60'１dispﾕay-value=''1'‘/＞
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〈EnumValuevalue=Q300Qdisplay-value=国5働/＞

〈EnumValuevalue･ﾛ1800．display-Valueg.３０画/＞

</UserPref＞

<Contenttype雪･html｡><!ICDATAI

＜!DOCTYPEhm1＞

<sty1e＞

ｈｔｍｌ（width:100%；

ｂｏｄｙ（width:100%；

jIwraP｛width:100%；

</style＞

ｈeight:100%；

ｈeight:100%；

ｈeight:100%；

）

baCk9rOund-Color:white；

overflow:auto；｝

font-sizeg1Zpx；｝

<dividp0'wrap側＞

〈inputtype豆ptext園value=pgelect・‘’size回働６０■ｉｄ芭圃query偽＞

〈inputtype=園submit凶value=⑪実行‘，onc1ick宮園sendQuery()；。＞

〈tableborder=｡1画><tbodyid=園result｡></tbody></table＞

</div＞

<scriptsrcs画https:〃Ewww・goo91e・com/j8apiQ></script＞

<script＞

ｖａｒｐｒｅｆｓ＝new9ad9ets・Prefs()；

varhelper＝ｎｕｌｌ；

ｖａｒｑｕｅｒｙ＝ｎｕｌｌ；

〃VisualizationAPエを臨み込む

gadgets・util,registerOnLoadHandler(runction(）｛

googﾕe,ﾕCa｡(，visuaﾕﾕzation‘，，ユ，）；

goo9ﾕe､setOnLoadCallback(function(）（

ｈｅﾕperpnew900gle･vi8ualization･Gad9etHeﾕper()；

query宮helper,createqueryFromPrefB(prefB)；

｝)；

）》；

ノノクエリーを実行

fUnCtionsendquery(）｛

query・setquery(document・getElementByｴ｡(･qUery･》･value)；

query､send(handleResponse)；

）

〃レスポンスの処理

functionhand1eResponse《response）（

〃エラー処理

ｉｆ(1helper密vaﾕidateResponse(response)）｛



｝

５．６チャートを使わないピジユアライゼーシヨンガジエツト

return；

）

〃表の内容をクリア

vartbody＝document・getE1e皿entByld(･result･）：

while(tbody・firstChild）｛

ｔbody・removeChild(tbody・firstChild)；

｝

〃表にカラムラベルを追加

vardata＝response,getDataTable()；

varnumCo18＝data･getNumberO釦oﾕumns()；

vａｒｔｒpdocument･createElement(0tr，）；

for(ｖａｒｃｏｌ富０；ｃｏｌ〈numCols；col+･）（

ｔｒ・appendChild(createTag(‘th,，data･getCo1umnLabel(col)））：

）

tbody･appendChild<tr肘

/／喪にセルの内容を追加

varnumRows＝data・getNumberOfRowS()；

for(vａｒｒｏｗ＝０；ｒｏｗ＜numRows；row･+》｛

vartrpdocument・createElement(‘tr･）；

for(ｖａｒｃｏｌ－０；ｃｏ１<numCol8；col･◆）（

ｔｒ･appendChnd(createTa9(･td｡、data､9etFomattedValue《row，col)）)；

｝

ｔbody､appendChild(tr此

｝

〃タグを生月@し、テキストを股定するユーティリティ関数

functioncreateTag(tag‘text）｛

ｖａｒｅｌ＝docu皿ent・createE1eInent(tag)；

ｅﾕ.appendChnd(document､createTextNOde《text)）；

returnel；

）

〈/script＞

Ⅲ></Content＞

</Moduﾕe＞

チャートを表示するガジェットとの主な違いは､handlcRcsponscOの処理内群のほか、ビジュアライゼー

ションAPIの初期化時にgoogleloadOの第３引数を省略している点です．これにより､不愛なチャートの読

み込みを避けられます。
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また、Que【yConsoIeガジェットは人力されたクエリーランゲージを実行する仕梯のため、入力用の

フォームをあらかじめ附恵し､sendQueIyOを（初期化時ではなく）｢実行｣ボタンのclickイベントで呼び出

しています。

handleResponseO内では、、a〔傘bleのgelNumbeIOにoIumnsO、getNumbeIOfRowsOでカラム数、行数

を取得し､ループを回して表示内容を柵策しています。カラムのラベルはgetColumnLabeIOで､セルの価

(フオーマッ1､済みの表示文字列)はgetIbrImUedVillucOで取得できます｡これらのメソッドの群細は｢5.3.2

我示データの生成｣を参照してください。

このように、ビジュアライゼーションガジェットではGoOgIeスプレッドシートの生の慨報を取僻し、処理

できます。可視化以外にもさまざまな応用が考えられるので、各自で工夫してみてください。



§寧磯鳥

ＧｏｏｇＩｅＡｐｐｓＥｘｔｅｎｄｉｎｇＧｕｉｄｅ

ｈｙＧ”関ｌｅ.iＰＩＥ”erI

GoogIeAppsの企業導入が進むにつ

れて、エンタープライズ分野においても

GoogIeガジエツトの重要性が高まってい

ま説その中心となるの鋲特定のKメイン

内でのみ利用できる｢プライベートガジエツ

ト」と、イントラネツト内へのアクセスを可

能にする｢SecureDataConnectod

で魂本章では､それらの詳細とともに､エ

ンタープライズ分野でのGoogIeガジエツ

トの活用方法を解説します.，
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第６五ＳｅｃｕｒｅＤａｔａＣｏｎｎｅｃｔｏｒ

６名ｴﾝﾀー ﾗｲズ分野でのｶジｪﾂﾄ

これまでの疏では､コンシューマとエンタープライズの|翻りなく活用できるCoo8icガジェットを解説して

きました。本'1;tは、少し視点を変え、企業|ﾉ1システムなどのエンタープライズ分野に注IＩします。

（;I11all歴はじめとするCooglcアプリケーションは、Webブラウザがあればどこでも利用でき、リアルタイ

ムなコラポレーションに優れているなど、エンタープライズ分野でも魅ﾉJ的な存在です。さらに、代表的

なアプリケーションを独l'|ドメインに対応させた｜ｃ()()gleAI〕l)slもリリースされており、多くのドメインで利

川されています。しかし、企紫での水幡的な導入を促.《１．には、セキュリティーの強化や相.r鯉jlWliの向

上など、いくつかのハードルをクリアする必鰹があl〕ます･

こうした問題を解決するのが、CoogleAppsの企業向け布償バージョンであるCoogleAppslbrBusiness

です。無償版の全機能に加えて、エンタープライズ分野特有のニーズに対応する数多くの機能が提供さ

れていますその中でも､プライベートガジェツトとSecUI･cDa【aCOnnectorという２つの織機能は､COogICガ

ジェットに深い関係があります。

ブライベートガジェットは、特定のドメイン内でのみ利用できるCoogIeガジェットを実現し、企業内での

ガジェ､ソト擬能の利用を促進します。また、SecureDataConnec[orは、Googleガジェットなどからイントラ

ネット内のリソースへのアクセスを実現し、GoogleA”sとオンプレミスなシステムとの相互巡用を可能に

します，

本莱では、プライベートガジェットとSecuI･ｃＤａｌａＣ()I1nec【orのそれぞれについて、その詳細と利用方法

睡解説します。これらの技術はエンタープライズ分野でのCoo81eAppsの展開において重要な位置を占め

ており、Coo81Gガジェット開発のスキルをビジネスに活川しようという開発者にとって、たいへん｛棚な知
縦となるでしょう。

ＮＯＴＥ

ＧｏｏｇｌｅＡｐｐｓには､無償版とfo｢Business以外に教育機関向けのfo｢Education芯どもあります｡本

詳のサンプルはGoogleAppsforBusinessにおいて肋作を確認していますが､多くの機能がfor
Educationでも動作します。



これらの間胆を解決し、（;oogieガジェットをエンタープライズ分野でも利川しやすいものにする(上組み

が､|プライベートガジェットｌです‘』以降では､このプライベートガジュットについての柵哩を鮒脱します。

６．２ブライペートガジェットの概要

６．２プﾗｲベーﾄｶジｪｯﾄの概要

６．２．１ブライベートガジェットとは

GoO81eガジェツトはさまざまなGoogIeアプリケーションを拡張するための｛iNlなＦ礎であり、企業１人Iシ

ステムの|棚築にもたいへん役立ちます。しかし､元趣たどればiGo()g1e上で剛作するガジェットを|ﾙI発する

ﾉこめのコンシューマ向けの技術であり、エンタープライズ分野では好ましくない性薗もいくつか持ち合わ

せています。例えば以下のような点です”

。方ジｪｯﾄのソース(がジｪｯﾄXML)を公開しなければならない

。がジｴｯﾄＸＭＬのURLさえわかれば､ドメインメンバでなくても利用できてしまう

。ガジェットごとにOpenlD認証を行うなどしないと､利用者を特定できない

．
《
○

Ｆ
Ｉ
Ｌ

価

・Gmaiiのサイドバーガジェット

oGoogleカレンダーのサイドバーガジェット

・Googleサイトのガジェット

1Mｋ

ブライベートガジェットは、特定のドメイン内でのみ利附できるCoo8Ieガジェツトです本,1$の執飛時
点で、以Ｆのプラットフォームで利尉できます｡

通附のCoogleガジェットではガジェットＸＭＬをWeb上に公lHIしますが、プライベートガジェ､ソトは専用

のツールを川いてGoogleのサーバー(フィードサーバー)に'''１:楼ﾌ',ソプＩＩ－ドします(図6-1)『‘アヅプロー

ド'1ｹの通l1iはSSLによって'1癖化され愚ので、ガジェ､ソトＸＭＩ､を輔一:荷の||に晒すことなく利川でさます。

ガジェットＸＭＬの内容だけでなく、ガジェ､ソトの利川もドメインニ1.-ザーに眼進されます‘』例えば、間

巡ってcoogleサイトの公開ページにプライベートガジェ､ソトを貼り(､lけてしまったとしても、ドメインユー

ザー以外には表ボされません（図6.2)。機密情報を扱うガジェットは、ブライベートガジェットにしておく

ことで、恵例しない仙報漏洩を回避できます。

ＮＯＴＥ

プライベートガジェットでも､力ラｪｯﾄの動作自体に問題がある場合は情報を保護できません｡サーバー

との通信にSSL経由の署名付きリクエストやSecu｢eDataConnecto｢を使うなど.堅牢ながヅｪｯﾄにす
るための配慮を忘れないでください。
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E１回６－１：ブライベートガヅｪｯﾄと通論のガジェットの違い

Googleクラウド
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善､１
１齢

また、ブライベートガジェット〈よドメイン櫛'''1将が'’1らアップロードしたものなので、その1mj作はある程

鯉僑軸できると吟えられます。このため、料矧ﾘきりケエストに利用音のメールアドレスを{､j加し、利川荷

避特定で醤るようになっています。祁細は6.2.3プライベートガジェットの機能｣で解説します
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６．２プライベートガジエットの概要

6.2.2プライベートガジエツトの管理ツール

プライベートガジェットのガジェットＸＭＬは､Cooglcのクラウド内で動作するCoogleFeedSe【Ver(以下、

フイードサーバー)によって管理されます。フィードサーバーはオープンソースソフトウェアとして開発され

ており、以下のサイトで公開されています。

GoogIeFeedServerのプロジェクトサイト：

http:／/code・g00gle・coIn/p/goo9le-feedserver／

もっとも、通常はフィードサーバーを141分で柵築する必要はありません。単にGoogleがホスティングし

ているサーバーにガジェットＸＭＬをアップロードするだけで、プライベートガジェットの機能が利川できま

す。フィードサーバーにアクセスする/j法には、次の２通りがあります。

ひとつは､｢FeGdServerClientTool」（以下､FSCT）というコマンドラインツールを利1Wする方法です。ガ

ジェットXMLをローカルファイルとして川意し､FSCTによってアップロードやその他の管理を行います。手

に馴染んだテキストエディタでガジェットＸＭＬを評きたいという方や、プライベートガジェットの管即作業

をI4i動化したいときに有効です。ＦSCTの使用/j法については､｢6.3FeedSeWerClicnITboI」にて獅しく

解脱します。

もうひとつの方法は､｢PnvateCadgelEdit〔)r｣と｢DomainCadgetDiIEctoIyManager｣という2つのガジェヅ

トを使う方法です。これらのガジェットをGooglcサイトに配闇すれば、Webプラウザだけで簡単にプライ

ベートガジェットの開発や管即が行えます。管叩するガジェットの数が少ない場合や､コマンドラインツー

ルに佃れていない方にお励めです。これらのガジェットについては｢6.4プライベートガジェットの実装」
で簡単に触れています。

6.2.3プライベートガジエツトの機能

ガジェットXMLを公開する必要がないという違いはありますが、プライベートガジェットの機能は通常

のCoogleガジェットとほとんど変わりありません。ガジェットの開発方法もまったく同じで、GoogIeカレン
ダーサイドバーガジェットとして配慨する1M合は、独自APlも利用できます。

ただし、プライベートガジェット独''１の機能として)総げられるものが２つだけあります。ひとつはSecum

DalaConnectorを使ったイントラネット内へのアクセスで、これについては「6.5SecureDaIaCqnnector

の概要｣以降の節で詳しく解説します．

もうひとつは署名リクエストにユーザーのメールアドレスを付加できることです｡通湘のガジェットでは

OpenＩＤによるログインなどを実装しないと押られない悩報ですが、ブライベートガジェットではリスト６．１

のようなコードで簡単にメールアドレス付きのリクエストをサーバーに送れます。
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■リスト６－１：圏名リクエストに利用者のメールアドレスを付加

varparamsp｛}；

paramsIgadgets､io､ReqUestParameters・AUTHORｴZAmONl＝

gadgets・ｉｏ,AuthorizationType.ＳｴGNED；

paramsI‘OAUTH-ADDLEMAIL‘ｌ＝・true,；／／OAUTH-ADD-画HAII‘にtrueを指定する

gadgetS・io､makeRequest（

‘http:〃exampﾕe･ＣＯ､/entrLpoint，‘

function(response）｛

／／…

｝，params)；

ポイントは、makeRequeSIのオプションパラメータ「OAUTHADDEMAILjにlmeを投定していることで

す。この指定があると、リクエストURLに炎6.1のクエリーパラメータが追加されます。実際にメールアド

レスが追加されたリクエストURLをリスト６－２に示します（関係のないパラメータは省略しています)。

■衷６－１：OAUTHADDEMAILをt『ueにすることで追加されるクエリーパラメータ

パラメータ名 脱明

opensocialviewe『_email ログインユーザーのメールアドレス

opensociaI-owner-emaiI 万ヅｴｯﾄオーナーのメールアドレス

■リスト６．２:ユーザーのメールアドレスが付加された留名付きリクエスト

http:／/http:〃example･com/entry-point？（中鋤

＆opensocial-pwner-email=foo湖0example･ｃｃ、

＆opensocial-VieweⅡLemail雪ba藤40example・CCI、峻鋤

この機能を利用すると、ガジェットごとにログインする邦1をかけることなく、ユーザーごとにパーソナ

ライズされた内容を表示できます。サーバーサイドで2.leggedOAuIh(篭理宥向けに発行される泌証鍵で

令ドメインユーザーの情報にアクセスする手法）を用いれば､CoogleAppS上のほとんどの慨報にもアクセ

スできます。「6.4プライベートガジェツトの実装｣では､Rubyスクリプトで構築したWebサーバーと組み

合わせて、ユーザーのGoogIeDocsにアクセスする方法を解説します。



６．３ＦｅｅｄＳｅｒｖｅｒＣＩｉｅｎｔＴｏｏｌ

６３ FｅｅｄＳｅｒｖｅｒＣＩｉｅｎｔＴｏｏＩ

FeedSeI･ver(､li(川11.F()(〕1（FSCT）は、フィードサーパーにアクセス°'１.るためのコマンドラインツールです．

ガジェットＸＭＬのう'‘ソプロードや禰理に加えて、ＣＯ｡２IC､ﾘ･イトのガジェット抑人ダイブ'ログに炎示され馬

Googleガジェットの制限などもできます。

６．２２プライベートガジェットの管理ツールーでも触れたとおり､I;SCTの多くの機能はGoogleガジェッ
トとしても実装されていますしかし、蕊本であるFSCTの使い方も知っておけば、作業の自動化などで、

より柔赦なワークフＩ１－の柵筑が可能です．

6.3.1FeedServerCIientToolのインストール

FscTを利用するたy)には、まず111ﾉj作する環境猛、意しなければなりません。Ｉ;SCTが11§式サポートして

いるＯＳはLinuXとWiI1(I〔〕ＷＳですので、水,|}でもそのいずれかの()Ｓｌ３で作紫･j-ることを前提にし銅．。

また、I1SCTはJfWilで｜州築さｲ'ているので、実行には｣Rll(JavaRu1lliI1leE1wirDm,碓就）が必獲です。

WindowsＯＳの場合はインストーラが以ドのページからダウンロードできるので、インストールしてくだ
さい。

ＪＲＥのダウンロードページ：

http://www,java､Conl/ja/download／

Linuxの場合はディストリビューションによってインストール/秘が述いますが、パッケージ禰哩ツール

で｢opeljdkjなどと検索すｲLぱ､インストールすべきパッケージが1,1Lつかるでしょう，例えばUbuI1【uLinlIx

の｣蹄ａ．、リスト(〕.３のコマンドでインストールできます（UbllI1I1ILiI11Ⅸ｜()()'１１/｢Sで肺紹)。

回リスト６－３：UbuntuLinuxにＪＲＥをインストールするコマンド

ｓｕｄｏ己pt-get-yinsta1lopenjdk=６－Ｔｒｅ

ＮＯＴＥ

ＬｉｎｕｘやWindows以ﾀﾄでも､ＪＲＥがインストールさr'ている環境であればFSCTは概ね動作します｡し
かし､予期しないトラブルを起こすこともあるので､自己責任で利用してください。

ＦSCT自体はフィードサーバーと同じオープンソースプ11ジェクトで'''1発されており、無料で利川できよ

す。ビルド済みのバイナリが以ドのページでlIIid/|iされているので、そ;ＩＬを利川するのが測附です“

ＦＳＣＴのダウンロードページ：

http:／/code・goo91e・ＣＯ､/p/gooqle-reedserver/downloads/list

６

６
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成されるので、それを適切な場所に秘1mjすれば、インストールは終j'です。コマンドプロンプトなどでリ

スト6-4やリスト6-5のコマンドを実行すれば、応αコマンドが起助してへルプメッセージが表示されます。

以降の実行例などはLinuxの形式のみを示すので、Windows上で実行する場合は、パス区切りなどを適

宜読み替えてください。

■リスト６－４:fsctコマンドの起肋(Windowsの埋合）

ｃｄＣｇ￥pathvtoWrsct

fsct

■リスト６－５:fsctコマンドの起動(Linuxの岨合）

cｄ／path/to/fsct

./rsct

実際に侭ctコマンドに恵味のある処理をさせるには､リスト6.6の曲式で起動します．「サブコマンド」は

IScIに実行する処理を指定するもので、本鋤の執工時点で表6-2のサブコマンドが存在します。

■リスト６－６:fsctコマンドの密式

．/fsctサブコマンドパラメータ．．．

■翌６．２:fsctのサブコマンド

サブコマンドとパラメータ 説明

addBIackListedGadgetガジエットＵＲＬ公開万ヅｪｯﾄをブラックリストに加えます

addWhiteListedGadgetガジエットＵＲＬ公開ガジエツトをホワイトリストに加えます

deleteGadgetがヅｪｯﾄ名 ブライベートガジェットを削除します

deleteUserGadgetガジエット名 ユーザー所有のプライベートガヅｪｯﾄを削除します

di『Gadgets publish済みプライベートガヅｪｯﾄディレクトリを表示します

di｢PublicGadgets ドメインの公開がヅｪｯﾄディレクトリを表示します

getEnWエントリＵＲＬ 指定したエントリの内容を表示します

getFeedフィードＵＲＬ 指定したフィードの内容を表示します

insertEnWフイードＵＲＬパス パスで指定したファイルの内容をフィードに追加します

IistGadgets プライベートガジェットのリストを表示します

IistUserGadgets ユーザー所有のプライベートガジェットのリストを表示します

IislBlackListedGadgets ブラックリストに登蝕されたガジエットのリストを表示します

listWhiteListedGadgets ホワイトﾘｽﾄに登録されたガジエットのﾘｽﾄを表示します

publishGadgetガジエット名 ガジェットをブライベートガジェットディレクトリに登録します



publishUse｢Gadgetガジエット名

６．３FeedServerCOIentTcoI

ユーザー所有のガジェットをブライベートガジェットディレクトリに登録

します

『emoveBIackListedGadgetガジェットＩＤブラックリストからがヅｪｯﾄを削除します

removeWhiteListedGadgetガジェットIＤブラックリストから万ヅｪｯﾄを削除します

setPublicGadgetDirFilterフィルター

showGadgetガジエット名

showPublicGadgetDi｢FiIte『

showUserGadgetかヅｪｯﾄ名

unpublishGadget万ヅｴｯﾄ名

uploadGadgetパス

upIoadUse『Gadgetパス

Ｓｈｅｌｌ

公開がヅｪｯﾄのフィルタリング方法を指定します

プライベートガジェットのガジェットＸＭＬを表示します

公開がヅｪｯﾄのフィルタリング方法を表示します

ユーザー所有のプライベート万ヅｪｯﾄのガジェットＸＭＬを表示します

プライベートガヅｪｯﾄディレクトリからかヅｪｯﾄを削除します

ブライベートガヅｪｯﾄのガジェットＸＭＬをアップロードします

ユーザー所有のプライベートガジェットのガジェットＸＭＬをアップロー

ドします

コマンドをインタラクティブに実行するシェルを起動します

例えば、現在アップロードされているプライベートガジェットのリストを得るには、「listCadgets」サブコ

マンドを実行します（リスト6.7)。実行するとユーザー名とパスワードを尋ねてくるので、ドメイン管蝿者

のアカウント情報を入力してください。“コマンドがフィードサーバーにアクセスし､職録されているプラ

イベートガジェットのリストを出力します（ただし、蜜録ガジェットがなければ、なにも戎示されません)。

■リスト６．７:IiStGadgetsサブコマンドの実行例

．/雪sctlistGad9ets

以降では、実際のコマンドの例を交えつつ、iSctコマンドの利用方法を解説していきます。

6.3.2プライベートガジエツトの管理

ISctコマンドでプライベートガジェットを作成するには､まずローカルファイルとしてガジェットＸＭＬを保

存し､それをuploadGadgetサブコマンドでアップロードします。例として､｢~/samplcxmI」に保存されたガ

ジェットＸＭＬをアップロードするコマンドとその出力をリスト6-8に示します。

■リスト６－Ｂ：－/sample,xmIをプライベートガジェットとしてアップロード

．／fsctupﾕoadGadget‐/sample･xml

U8eremail：admin0example･CoIn

PaB8word：・・・・・・

２０１１/05ﾉｮO0g5Z:５８ＣＯ､､google･feedBerver.c皿ent・FeedServerC1ientdeleteEntity

？??：deletingentryatreedhttP:〃宝eedserver-enterprise・googleusercontent･com/a/exa

mple・com/g/PrivateGadgetSpec/sample.】qnl
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ZO11/05/３００:53:OOcom､9oo91e・feedserver・client・FeedServerClientinsertEntity

???：insertingentzYatfeedhttp:〃feedserver-enterpri8e,9oo91eusercontent・ＣＯ､/a/ex

ample･CO､/g/PrivateGad9etSpec

Domain9adget,sample.ｘmloup1oadedsuccessfully

URL：http://feedserver-enterprise・googleusercontent・ＣＯ､/a/example,com/g/PrivateGadge

tSpec/sample.x､ユ

雌後に少々長いURLが炎示されていますが､これがアップロードされたプライベートガジェットのURLと

なります。これをガジェットＸＭＬのURLとして人力することで、各アプリケーションにガジェットを配慨で

きます。ただし、公開ガジェットと異なり、このURLにWebプラウザで直接アクセスしても、ガジェット

XMLが表示されることはありません。

また、URLのファイル名部分がローカルのファイル名と同じ「sampIe､xmI」となっていることに注意して

ください。このようにローカルのファイル名でURLが決定されるので、概数のプライベートガジェットを開

発する際は、ローカルでのファイル格も異なるものにしなければなりません。逆に、すでにアップロード

済みのガジェットを更新したい塊合は､アップロード時と同じフアイルギ,でuploadCadgetサブコマンドを実

行すれば、上群きされます。

アップロード済みのプライベートガジェットのURLは、前述のlisIGad8eIsサブコマンドで確鑓できます。

プライベートガジェットをiliIl除したい場合は、deleteGadgetサブコマンドを使います（リスト6.9)。削除す

るガジェットのファイル名とともに実行してください

■リスト６－９:ブライベートガジェットの削除

．/rsctdeleteGad9etsample・xml

6.3.3ユーザー所有のブライベートガジェット

uploadCadgelサブコマンドで作成されるプライベートガジェヅトは「ドメイン所有の」プライベートガ
ジェットとなりますが､「ユーザー所有の」プライベートガジェットを作成する機能も用意されています。そ

のためには、uploadCadgelサブコマンドの代わりにupIoadUserGadgeIサブコマンドを利用します（リスト

6.10)。

■リスト６－１０:ユーザー所有のプライベートガジエットのアッブロード

．/fsctuploadUserGad9et~/samPle.”１

同槻に、lislCadgcIsサブコマンドとdeleleGadgeIサブコマンドに対応する、lislUseIGadgetsサブコマン

ドとdGleteUserGadgGtサブコマンドも用葱されており、ガジェットリストの炎示やガジェットの削除ができ

ます。



6.3FeedServerCIientTooI

6.3.4ブライベートガジェットディレクトリヘの登録

GmaiIやGoogleカレンダーと異なり、Coogleサイトではガジェット挿入用のダイアログがあり、メジャー

な公開ガジェットならマウス操作で簡単にページに挿入できます。ＦSCTを利用すると､このガジェットディ

レクトリにプライベートガジェットを登録し、公開ガジェットと何棟にダイアログに表示できます。

そのためには、まずディレクトリに必要なカテゴリを作成しておかねばなりません。ここでは例として、

｢Sample」カテゴリを作成します。

まず、カテゴリの情報を記述したリスト6-11のＸＭＬファイルを用意します。nameタグにカテゴリの識

別子（通常はカテゴリの英語名で良いでしょう）を指定し､calego1Wタグでロケールごとの表示名を指定す

るだけです。

■リスト６．１１：カテゴリ作成のためのＸＭＬファイルの例

<entitymlns＝･'“＞

〈name>Samp1e</name＞

＜cate9oryrepeatable宮口true例＞

〈loCale>e､<ﾉﾕocale＞

〈displayName>Sample</displayIWame＞

〈/Category＞

<cate9oryrepeatable=･trueﾛ＞

〈ﾕocale>ja</locale＞

〈displayName＞サンプル〈/displayName＞

〈/cate9ory＞

</entity＞

リスト６．１１を「-/sample-calegoryxml」に保存したとして、それをフィードサーバーに登録するコマンド

をリスト６．１２に示します。「<Ｆメイン>」は旅しいドメインf〃iに閥ざ換えてください。

■リスト６－１２：カテゴリを作成するコマンド

．/fsctinsertEntry／a/<ドメイン＞/g/PrivateGadgetCate9ory～/sampl匙category・xml

ＮＯＴＥ

作成したカテゴリが不要になったら､DomainGadgetDirecto｢yManage｢で削除してください。

プライベートガジェットを特定のカテゴリに所鵬させるには、ガジェットXMLのModuleP正isタグに

categoW屈性を追加し、そこにカテゴリ名を指定します（リスト６.】３)。

■リスト６－１３:カテゴリを指定したModuIePrefsタグ

〈MOdulePrefstitle=･SampleGadget･category=･Samplep/＞
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そして、publishCadgetサブコマンドを実行してガジェットをディレクトリに登録すれば、Coogleサイトの

ガジェット柿入ダイアログに表示されます。パラメータにはガジェットURLのファイル名部分を指定してく

ださい。リスト６－１４はsamplexmlガジェットを登録する例です。

■リスト６－１４:ブライベートガジェットディレクトリヘの登録

．／fsctpublishGadgetsample.｡、１

ガジェットをディレクトリから削除するには、unpubIishGadgelサブコマンドを使います。こちらは

publishGadgelサブコマンドと異なり、パラメータとしてプライベートガジェットのURLをフルで振定しなけ

ればなりません。リスト6-15はsample,xmIガジェットを削除する例です。

■リスト６－１５:プライベートガヅｪｯﾄディレクトリからの削除

.／fsctunpublishGadgethttpg〃だeedserver-enterprise・googleusercontent・com/a/example

､com/9/PrivateGadgetSpec/sample.”１

ユーザー所有のプライベートガジェットについても、publishUseICadgetサブコマンドや

unpubIishUscrGadgetサブコマンドでディレクトリに醗録できます。

6.3.5バブリツクガジェツトデイレクトリの管理

ＦSCTには、Googleサイトのガジェット挿入ダイアログに表示される公開ガジェットを制限する機能もあ

ります。プライベートガジェットとは関係ありませんが、この機能の使い方についても簡単に解説しておき

ます。

公開ガジェットの制限方法には､表6.3に示す３つのモードがあります。setPubIicGadgetDirFiIterサブコ

マンドによって、これらのモードのうちのいずれを使用するかを桁定できます。例えば、ホワイトリストノノ

式巷使川するには、リスト6-16のコマンドを実行します。

■リスト６－１６:公開ガジェットのフィルタリング方法をホワイトリスト方式に変更

．／fsCtsetPUbliCGadgetFi1terNHｴTE-LIST

■褒６．３:公開がヅｪｯﾄのフィルタリング方法

フィルタリング方法 脱明

ＮＯＲＥＳＴＲＩＣＴＩＯＮ すべてのがヅｪｯﾄを表示する

ＷＨＩＴＥＬｌＳＴ 特定のがヅｪｯﾄのみを表示する

ＢＬＡＣＫＬＩＳＴ 特定のかヅｪｯﾄを除外する


