
6.3FeedServerC1ientTool

フィルタリング方法にNO-RESrRICTION以外を指定した場合は、適切なサブコマンド姪使用して表示す

る（もしくは表示しない）ガジェット猛桁定します。例えばWHITELISTモードであれば、

addWhiteListedCadgelサブコマンドで表示するガジェットを追加できます。パラメータはガジェットXMLの

URLです。

■リスト６．１７:万ヅｪｯﾄをホワイトリストに登録

．/fsctaddWhiteLiBtedGadgethttp:〃example・com/gadget/spec､xml

ホワイトリストからガジェットを取り除くには、舵moveWhitEListedCadgetサブコマンドを使用します（リ

スト６．１８)。

■リスト６－１８:ガジェットをホワイトﾘｽﾄから取り除く

．/fsctremoveWhiteListedGad9ethttp://example,ＣＯ､/gad9et/spec・麺１

いずれのフィルタリング方法を川いる珊合でも、あくまでリストに及示するか否かを制御するのみであ

り、ガジェットURLを指定して直接追加することはnI能です。任懲のガジェットの追加を完全に禁11:でき

るわけではないので、過信しないようにしてください。
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Ｓ４プﾗｲペーﾄｶジｪｯﾄの実装

ここまででプライベートガジェ､リトについての1,1W細職を解1悦したので､本節ではC()(〕9k,１〕oCumCIubList

APIでCoogleI)(〕Ｃｓのフアイルリスト歴取得して炎示するＩＤ【〕csi・islガジェット」牡開発します

CoogleDocumeI1tsListAPI（以ド、DocsListAPl）はCoogIGDoCs上のファイルを蒲理するための公式

WebAPlです。特にCoo8IeAppsでは､2.leggedOAuUlという.乎法によって全ドメインユーザーの併報にア

クセスできますｎ祥細は公式サイトを参照してください

GoogIeDocumen1sLislAP1の公式サイト：

http:／/code・goo91e､com/intl/ja/apis/docuII1ents／

DocsListガジェヅトでは､｢6.2.3プライベートガジェツトの機能｣で解説したメールアドレス付きの群も

リクエストでユーザーを,淵柵し､、()csLis【APIへの2.Iegge(lOAl】111でユーザーの所h｢するフフ'イルリストを

取得します．

同様の機能はガジェットAPIのOAU[hリクエストでも実現できます。しかし、DocsListガジェットは、ガ

ジェット内部でのログイン(アクセスの認可)が不要です。特にﾉく鼠のガジェットを配置した企蕊ポータル

のようなサイトを作る場合、個々のガジェットでのログインを肯けることは大きな利点となるでしょう｡

6.4回１ガジェットＸＭＬの作成

「6.3FeedServ〔､i･(:lien['roolJでは､コマンドラインツールのFSCTを他ってガジェットＸＭＬをアップLl-

ドする方法を解脱しまし/と〕ここでは､もうひとつのﾉﾉ法であるIPI･ivalxmGad8clII〔liior｣を利用する方肱を

解説しますc

Priva[eGadge【EdiIDlrはWebブラウザ上で動作するプライベートガジェットの開発環境で､それ肉体もガ

ジェットとして実装されていますCoogIeサイト1名で便川することを前提にしていますので、Coogloサイト

で開発用のページを作成し､以下のガジェットを柿入してくださいページにPrivaleCad8elE(liIorが炎示

されます（図6.3)。

PrivateGadgetEditorの方ヅｪｯﾄＸＭＬのＵＲＬ：

http:／/goo91e-fGGdserver,goo9lecode,coII1/svn/trunk/resources/gad9ets／

private-qadqet-editor/spec・xInl
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ＰｒｉｖａｔｅＧａｄｑｏｔＥｄｉｔｏｒ

回国６．３：Ｐ｢ivateGadgetEditor

nn公筒岬初'ecmd9tt〔dl1or＝"ｎｄｂｏ１Ｉ

画画’十|責lw1pj〃‘'…｡…〔｡mノ Ｃｌ【qＦｃｏｐ９Ｉｑ

MIH

gadgets､util・re9isterOnLoadHandler(function(）｛

varparams＝（}；

Mul、u“ｊ１ｐｏＱ城e雨ｓｉ陸ｖ３ｇｅｏｎ噂me｡峯弓

GOO8IeSiteSPrivaleGadgeIEdit欲豊u…,０戯……＋c,‘ﾕ!｡p』,。ソE"…鯉……‐｜
・

ｓａｎｄｂｏｘｓｃｏ,Gh 夙噸↑、

脚Ｗ》〔５恥‘＄A1xDfIf1U】【！ｆ『㈹】【ＤｐｅｒｌｕＲ１

newgad9ets・Prefs(）：

prers・qetStrinq(･sGrverurl！）Ｉ

<script＞

Ｖａｒｐｒｅｆｓ

ｖ同市ＲＰＴ,ｖｇｒＩＩｒｌ

』
凸
屯

l父Iを紅Tｏｏｐｅｆ

国リスト６．１９：ＤｏｃｓＬｉｓｔガジェットのガジェットＸＭＬ

戸
《
。
‐

く?xmlversion＝''１．０脚encodin9＝'ＵＴＦ－８･‘？＞

<Module＞

〈lIodulePre全stitle="ＤＣ口竺ｴistガジェット”category='･Sample”hei9ht=‘‘400“／＞

<UserPrefname="Serve】curl‘，display-naInG=，'サーバーURL'，required=割true‘‘／＞

くContenttype＝‘･ｈｔｍｌ'‘＞

〈1ICDATA［

<ｌＤＯＣＴＹＰＥｈｔｍｌ＞

ガジェット内のテキストエリアにガジェ､ソトＸＭＬ牡1101:接人ﾉjして「SavoAs」ボタンで保仔~‘1.るだけで､ブ

ライベートガジェットが蹴録できます。さ-)そく、()CsLiSlガジェットをﾉＵＪしてみましょう。まずＮ(､ｗｌボタ

ンをクリックした後(これをrj:わないと|・Siw(､Aslボタンが反応しません)、テキストエリフ'のデフォルト0）

内容を削除して、代わりにリスト６．１９を打ち込んでください。

<divid＝叩result"＞</div＞
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paramsIgadgetg､io・RequestParameter8･CONTENT-TYPEl＝

gad9ets､io･ContentType･TEXT8

paramsIgad9ets・io・Reque8tParameterB･AUTHORｴZATｴONI＝

gadgets･io､AuthorizationTyPe･SIGNED;

paramsI，OAUTH-ADD-EMAｴL'１＝，true,

gadgets・io・makeReque8t(BerverUrﾕ，processResponse，params)；

))；

functionprocessRespon8e(respon8e〉｛

正(response・errorS,ﾕen9th〈＝０）（

ｖａｒｄａｔａ＝gadget8・json・parse(response・text)；

ｖａｒｉｔｅｍｓ＝ｄａｔａ･feed･entry；

ｖａｒｈｔｍｌ･Ｉ.<ul>,】；

for(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈items・len9th：ｉ,｡）｛

ｖａｒｎａｍｅ＝gad9ets・util､escapeStrin9(itemsIiI､title.＄t此

html,push(‘<1i>・・ｎａｍｅ◆‘</1i>･肘

）

html､push(･</ul>‘）；

docu皿ent・getElementByｴ｡(OreBult,）.iImerHTML＝html,join(,,）；

｝ｅｌｓｅ｛

ａﾕert（

，RequesterrorB：‘＋respon8e･errors､join(,Y､,）＋

’１，，・re8ponse､text)；

）

｝

〈/script＞

】1＞

〈/Content＞

</Hodule＞

ガジェットＸＭＬをすべて人力し終えたら、「SaveAs」をクリックして保存します。ファイル名を尋ねるダ

イアログが表示されるので､｢docsIisl,xml｣と人力してＯＫボタンをクリックしてください。ガジェットＸＭＬが

フイードサーバーにアップロードされ、プライベートガジェツトとして使えるようになります。図6.4のよう

にガジェット右上に｢GadgetURL」というリンクが表示され、ガジェットＸＭＬのURLが取得できます。

リスト６－１９は、ほぼオーソドックスな内容なので、あまり説明の必要はないでしょう。makeRequestの

レスポンスにはDocsListAPIのレスポンス内容(JSON形式)がそのまま送られてくるので、それを解析し

て各ファイルのタイトルを砺号なしリストで炎ボしています。
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■図６．４:PrivateGadgetEditorでdocsIist､xmlを保存したところ

｡…'”mＩ’‘3i(蒜〕'…Ｑ坐〕|(唾)(｡，｡n噸し』…型LL塵１，
く】xmlvErfIOn■ql瞳O･fncodln9■PUrF凸８７＞
くMOdu1幸

＜ModuI2PrEfｴ“E-oDo密ＬＭ〃ジェット“t00ryuU憾fﾕmple。ｈ制9h炉p4DO､ノフ

<UfE『Ffefn1me=･fenfen』側･dt$PI1YLn1me■必サーバーURLqIでqUlIEd律･IruGqノ>

くこonIent1YFE丙chtmI｡>
＜'【mATA1

ごIｎｒＭ－ＷｐＦｈｆｍＩＥ

、

くdIvId声of“uIL機湧くﾉdI”

“《UIpttYp6輔･《txl〃1Ｗ凸に叩Ｉ｡＞
v&『pr6rf－ｎｅｗいdpElKfIFEr60‘
v8fwvtfUII牌plE16･qEl51Iln㎡６Ｗv師u『I． ５

９
ｑ
ば
り
ｒ
昂
Ｒ
■
Ｅ
》

9』d9“､UUl.『ﾋﾛ旧ItjOnl“d卜fﾕndlGrfunt11onO【
函四且歴岸化

ｐ率ｍｇＩｇ且d9Ets､ＩＣ.R函u“1P4rameRtrS､CO?JTENUY柾】再
Ｐﾕd9E通Jﾛ.Con【ｍｍｐｅ５Ｔ画くT,

ｐ&mms騨吟“ＩＣ‘RrqU“1P4r』mt8ef$.A$mlORjZATiO川＝
g8d9Eむ､§合‘Ａｕ【h､衝と』KjonTY床“ＭＤ

Ｐ唖mBroJwTH-ADD-DⅥ人間一ｍ』せ，
g3j5qtZ』０ｍﾕkGREqu“【正nrEEUｲl0pfD唾皿Rtlponl偽ｐ&『Ｊｍｌ１

ｎ

．
《
０
．

ｒ
Ｌ

画リスト６－２０：DocsListガジェットのサーバーのソースコード

DocsLislガジェットはサーバーサイドでDocsListAPIにアクセスすることをIMI提にしているので、当然

サーバーサイドの実装が必哩です。ここでは、「２６６署名リクエスト」のRubyベースの簡易Webサー

バーをベースに､DocsLislAPIにアクセスするコードを追加して使用しますリスト6.20にそのソースコー

ドを承します。

壷

fcrfY』ｒＩ■、『＜mEm｣麺｡１ｈ－'十寺Ⅷ

6.4.2サーバーサイドの構築

?0７

＃Ｇｏｏｇ１ｅＡｐｐｓ管理画而で収柳したキーとシークレット

CONSUMERKEY＝０．．．l

CONSUl妃ＲＳＥＣＲＥＴ富’,

＃Googleガジエツト用の服明智

CＥＲＴ＝<<ＥＯＳ

'rubygeInsq

,ｗｅｂｒｉｃｋＯ

‘ｅｒｂ，

‘､e上/https1

,ｏａｕｔｈ’

,oauth/client/net-http’

‘oauth/si9nature‘

,Oauth/siqnature/rsa/Shal’

ｒｅｑｕユｒｅ
一

require

require

require

require

require

require

require

＃プライベートガジェットのＵＲＬ

CAD唾，ＴＵＲＬ＝０．．．，
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一一一BEGINCERTIFICATE---

MIｴDBDCCAmZgAnwｴBAgｴｺAK8dGINfkSTI剛AOGCSqGSIb3DqEBBqUAMGAxCzAJB9NV

BAYTAlVTMQswCqYDVqQIEwdJDQTEWI⑱qGA1UEBxlnlTW91bnRhaW49VmlldzET1⑱EG

A1UEChluqRZ9vZZxlｴE1UYzm田UGA1UEAxHOd3d3I』ndvbZdsZS5jbZOw恥c､⑩gx

ImA4I⑩EwODMyWhcm⑩1pdmA41mEwODMyWjB9MqswCqYDVqQGE側JVUzEIMAkGA1UE

CBMCqOExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YW1ulFZpZXcxEzARBgNVBAoTCkdvbZdsZSBJ

bmMxFzAVB9NVBAMTDnd3dy5nbZ9nbGUuYZ9tMIGfMAOGCSqGSｴb3DqEBAqUAA4GN

ADCBiqKBgQDQUV7uklfIixbokHONGMW9+edOE9X4m99ｴ8upPQp3iAtqｴvWs7XCbA

bGqzQH1qX9YOOhrQ5RRQj80ｴ3tRiQs/KrzGWOdvLplk50XpdT58t94FlYh5fbhｴO

VOVn4GvtSjlhUFsoM8NRtEJHL1aWd十十.XzkQjEsNcBXwQvfDbOYnbqmAqABo4HＦ

ＭｴHCMBOGA1UdDgqWBBSm/hlpNY91bNfWO8ac9riYzs3cxzCBkgYDVROjBｴG10ｲｴGH

9BSm/hlpNY91bNfWO8ac9riYzS3CX6FkpGｴWYpELMAkGA1UEBhMCWMxCzAJBgNV

BA9TAkNBMRYwFAYDVqqHEwﾕNb3VudGFpbiBWaWV3MRMwEQYDVqQKEwpHb29nbGU9

SW5jMRCWFQYDVqqDEW53d3CUZ29vZ2XlLInNvbYIJAK8dGｴNfkSTHMAWGA1UdEWqF

MAI⑱Af8wDQYJKoZｴhvcNAQEFBQAD9YEAYpHTr3vqNSHHHUm4MkYCDB20a5KvcFoX

gCCYtmdyd8rh/FKeZmZme7eqCXgB幻qq4dvVLJ4L9IQiU3R5ZDeOWbW7rJ3M9ADq

FyqoRJP801MYW3BoMiOZ4E73OKSLRh6kfLq4rK6vw71kH9oynaHHWZSJLDApl7cP

j･6znWkN9/gp

---ENDCERTｴFICATE---

EOS

＃GoogleDocumentsListAPエでファイルリストを取得

defretrieve-doclist(user）

ｄａｔａ言nil

http写Net::HTTP・new(‘docs・google､com･･443）

ｈｔｔｐ･use-ssl＝ｔｒｕｅ

ｈｔｔｐ・ｓｔａｒｔｄｏ

ｕｒｌ堂（‘‘/feeds/default/private/full/”＋

‘,?xoauth-requeBtoxLid=#{ERB::Util,ｕ(u8er)｝口＋

･‘&alt=json&max-results=ﾕO側）

request＝Net::HTTP::Get・new(url）

requestI･GData-Version'１＝’３’

request・oauthl(http，OAuth:：Consumer･new(CONSUMER_KEY”

ｄａｔａ＝http･request(request).body･ｔｏ－８

ｅｎｄ

ｄａｔａ

ｅｎｄ

＃署名の検旺

de2verify-Signature(req》

ｉｆｒｅｑ･queryI,oPensocial-apLurl‘１．pGADGETLURL

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

Options＝｛

CONSUl伍凡SECRET)）



：ｕｒｉロ＞ｒｅｑ･request-uri・ｔｏ一s，

：consumer-8ecret色＞CERＴ

｝

OAuthg：SignatUre・verify(request‘Options）

ｅｎｄ

end

＃リクエストの処理

defhandle-request(req‘reB）

useｒ＝req・queryI・opensocial-vie前e里email,l

verify＝verifLsignature(req）

ｂｏｄｙ二verify＆＆ｕ８ｅｒ＆＆retrieve-doclist(user）

ｉｆｂｏｄｙ

ｒｅｓ､ｓｔａｔｕｇ亘２００

res､content-type目’application/json・

ｅ１ｓｅ

ｒｅｓ･status国５００

res・content-type＝．text/plain‘

ｂｏｄｙ＝‘ＥｒｒｏｒＩ０

ｅｎｄ

ｒｅｓ､ｂｏｄｙ＝ｂｏｄｙ

end

＃Ｗｅｂサーバー轡起動

＄server＝NEBriCk:：HTTPServer･ｎｅｗ

$server.､ount-proc(‘／‘）｛Ireq，resihandle-request(req，reS））

Si9nal､trap('INT‘）（＄Server・ShUtdowm｝

Si9nal・trap('TERM‘）（＄Server・Bhutdown｝

＄ｓｅｒｖｅｒ･ｓｔａｒｔ

6.4ブライベートガジェットの実装

リスト6-20を実際に動作させるには、ソースコードの先頭で疋義している３つの定数の値を正しいもの

に差し替える必要があります。

まず、CADGETURLにはプライベートガジェットのURLを脂定します。PrivaleCadge1Edi〔orでdoCSIisl・

xmlを読み込み（右上のドロッブダウンで選択するだけです)、「CadgelURL」のリンクに設定されている

URLをコピー＆ペーストしてください。

CONSUMER-KEYとCONSUMERSECRETは２－IeggedOAuthのためのj郷ＩＥ愉報であり、GoogleAlppsの管

即画､j(以下､コントロールパネル）で取得できます。コントロールパネルにログインし､「問度なツールＩ

タブの「認証」欄にある「OAuthドメインキーを管理する」というリンクゼクリックすると、図６．５のlIhiiniが

表示されます。ここに表示されている｢OAulhコンシューマキー｣と｢OAulhコンシューマシークレット｣を、

CONSUMER_KEYとCONSUMER-SECRETにそれぞれ指定してください。
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露６童ＳｅｃｕｒｅＤａｔａＣｏｎｎｅｃｔｏｒ

胆１６．５：ＯＡｕｔｈドメインキーが表示されたところ

ｎ ｎｎＧｏ⑨９Ｗ ＷもＢ

'画 画 雨 腐 耐 圃ﾉvw,w副……ﾉ癖創‘'ノ Ｃ ｌ い , … 償 、
ＣＯｏｇＩｇＡＰ津『ｏｒｃｘ君mpIc・ＥｏｍＥ－ｇ泡Ａ”８ｍ『”Oい…量勧慌↑歪ごｎ＜鯉富ぃ画

…'１GoogIeapps fｱヵﾜﾝﾄ星墾)(“うせﾝﾀー を鶴孟）

智ツトアツブリポ塁卜１

このドメイン用のＯＡｕｔｈのキーとシークレットを箭理する

oAulhコンシューマキーｅ堀mple､ｃｏｍＭこのコンシューマキー“効にする

．1"し１ｔ俄川lr’叩I1DmAPll対'７凸OAAﾕﾊﾘfﾉ上‘

塑劇

Ｉ

OAulhコンシューマシー
クレツト mn･P可…vwxy工（で、l豆”画一”-ｸﾚﾂﾄ輪“）

ＸＳＯ３ＥＷＩＩＷドメインの型酬圃陛遍り工せん．

匡覗吾逗アップロード【オフシ』ン）

腫毒7丙宝詞ﾌｧｲﾙ認でいぎ砦ん
ＦＡＲー

Tb、肢8吋９６．OA』､ﾊアク獣すべてのAplへのアク雀ｽﾓ諦可Tろ
セスコントロー凡

』ﾛｼｱ

1句

●

●

》ｄ腸

また、同じ画面で「このコンシューマキー牡有効にする｣、「すべてのAPIへのアクセス准詳可する」の

チェックが外れていた場合は、Iilliﾉﾉ･にチェックを入れて保存してください。こうすることで2-1(』gge(lOAull’

の機能がｲI･効になります〔，

以'.でDocsLisrガジェットが完成です。（;()()81(】サイトにガジェットを配偶して、ガジェットの批定項｢Iの

｢サーバーURL」にリスト6-20のスクリプトが動作しているWebサーバーのURLを指定してください。

CoogleDocsに保存されたファイルのうち、岐近更新された１０フフ'イルのタイトルが表示されれば、ガ

ジェットが砿常に伽作しています（側6.6)．

回塑６．６：DocsListガジェット

､◎毎ｕｴ噸ジエワト

・会凝責施nlIO610xlL

・釧求宙加１１Ⅸ“地

・過り状20110“““ｘ

・化蝋鋤ｉＭ“

・捌押120110.$列1ｋ

・紬ﾘ1鰍2{)ＩＩＩ１‘$1５

・会議蛍鰐鋤IlCL81s

・１１Mい合わせ内容

・ゾ1Jファイリングデーク

ロ脚&黙
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6.4ブライベートガジェットの実装

6.4.3ディレクトリへの登録

認一陣d幽日いdml81op4Jlth廻師池称戚錘11Wv鍬omd志$ぬ瞳V両々 TBhmnt”mdmm

9od…嘩幽y唾('繭h）

急子Q『鼎fｌｚｍｌ

soamIhIOml鞄

定成したDocsListガジェットをプライベートガジェットディレクトリに職録し、ＣＤ(》81cサイトのガジェット

挿入ダイアログに喪示されるようにします,、FSCTを?使う方法はすでに解説したので、ここでは「DOmain

()fldgcIDirPctoIyMflnagPr」ガジエツ|､（以卜、ＤＧＤＭ）を使います。

DomainGadgelDirectolryManagerのガジェットＸＭＬのＵＲＬ：

http:／/goo91e-feedserver､９oo91ecode・corn/svn/trunk/resources/gadgets/domain-

gadget-directory-mana9er/speC,xml

PI､ivateGadge【E〔Ii〔o１．と何じく､、CDMもC()<)gleサイト上に記股して使用します舵意のページに上記の
URLでガジェットを挿入すれば、ＤＣＤＭが襲示されます（同6.7）

『
へ
○
・

Ｆ
Ｌ

回図６－７：DomainGadgetDi｢ectorvManaEIerガジェット

DocsLis[ガジェットのModl1k,Pl･P侭タグでカテゴリをrSample」と指定しているので（リスト6-19参照)、

先に｢Sample｣カテゴリを作成しておきます。ーPriva[eＣａ[e8oriesタブを表示し､｢Add」ボタンをクリック、

ダイアログに「Ｓａｍｐｌｅと人ﾉJしてください。SamplPカテゴリが作成されます（脚6.8)．

「PIoiva【eDiI･Gc〔oIy」タブに膿り、。()csliSLxmlの「Publish」リンク琶クリックしてI)(〕cSListガジェットを公開

します。「docslist・xml」の立字がﾉk字になれば成功です。これで|｢il時にデルクトリにも篭録されるので、

Coogleサイトのガジェット神人ダイア【Jグを|＃|けばSampleカテゴリにl〕o“1.is【ガジェットが表示されます

(例6-9)。ここではガジェツトＸＭＬに雌低限の情報しかないので簡索な喪ポにな･･」ていますが､「２２ガ

ジェットXML｣で解説したＭ()〔luM〕1.(化タグの屈性を詳細に記述すれば、多くの公lllガジュットと同様にサ

■

ｓａｎｄｂｏｘ
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ムネイルなども麦示できます

ＤＣＤＭでは、6.3.5パプリツクガジェットディレクトリの管理｣で解脱したFSCTの機能とlL1嫌に、公|｝Ｍ

ガジェットの表示制限もできます。GU1で簡恥に操作できるので、自助化が必哩ﾉIj:い侭度の作業にはこち

らを使うとよいでしょう「

国図６．８:｢Sample｣カテゴリが作成された
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国図６．９：ガジェット挿入ＵＩにDocsLlstガジェットが表示された
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６畳

企業がCoOglcAl)psな聯入する際に、ｋざ准肺壁となるのが、従来のオンプレミスなシステムとの連拙

です。Ｓ１〕Cを利川すぁことで、そうした|Ⅱﾉl池川准祥'診』に、そしてセキュフ'に寵nllでさます。

SecureDataConnectOrの概要

「6.4プライベー|､ガジェツトの爽装では、２.lc88c(lOA1I1hを使ってC(〕o8IeApI)s上のデータにアクセ

スできることを,侭しました。2.1e鴎e〔IOAulhは-i挫なCoo81cApI)sのAPIでサポートされており、外部から

coo81eApl)sのデータにﾌ'クセスするアプリケーションの椛築を可能としています。

これとは逆に、ＣＯ()gleApI〕s側からイントラネット内のリソース(以下､非公開リソース)へのアクセスを

実現するのが、Sccuro1)al1aCoI1I1Pct(〕r(以ド、SDC）です通常、このようなインターネットを介したシス

テムの結合にはＶＰＮ群が利用されますが、SDC1よCoogloAplps専用に開発された仕組みであり、以ドの

特徴を捗っています

oGoogleAppsforBusinessなどで利用可能

・すべての通信は､暗号化された安全な通信経路によって行われる

。通信は一般的なHTTＰＳのプロトコルで行われるため､ファイアウォールの設定変更等は不要

・Googleヵジｪｯﾄ(ブライベートガジｪｯﾄ)やGoogleAppEngine､GoogIeｽﾌ゚ﾚｯドｼーﾄから非公開リ

ソースへの透過的なアクセスを実現する

。ユーザーごと､もしくはアプリケーションごとにリソースへのアクセス制限が可能

･クライアントソフトウェア(SDCエージェント)はオープンソースで開発されているため､必要に応じて独自の

機能追加や改変も可能

coo81GAI)I)sjからイントラネットIﾉ1ヘの７'クセスをﾂﾐ]1,'す為とⅢいて､「それって大丈夫なの？｣と思った

ﾙ醤も多いことでしょうそういったｲく没を払拭するために、また、'1M進った迎川をしないためにも､Ｓｌ)〔、

がどういった{|:組みで11ﾘjいているのかを知っておくことが重典です＆図６－１０に、ＳＤＣの概念を図示しま

した。

ＳＩ〕ＣのⅡ:組みの中心とﾉﾋj:るのが、イントラネット内（フアイアウォールの内側）にインストールされた、

SDCエージェントと呼ばれるクライアントソフトウェフ'です‘・Ｓｌ〕Cエージェントは、ｉ;に以下の３つの役削

を担います。

6.5.1SecureDataConnectorの仕組み

21K
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圃図６－１０：Secu｢eDataConnectorの概念便

GoogIeクラウド

ガジェットサーパートンネルサーバー
ノ

、

ユーザーはガジェットなどを通して

非公開リソースにアクセスできる

<二､＞
ＳＤＣエージェント

ミ
尋

ｵt内サーノ(－

イントラネット
■■■■■■－■■‐■■■画卓●● ･ ■ 旬 ⑤ ● ◆ ● ● Ｃ 句 ● ● ■ 串 ● ｅ ● 向 ｐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ｡

oGoogle側のトンネルサーバーとの間に暗号化された通信経路を確立する

。アクセス可能なﾘｿー ｽの情報を記述した｢リソースルール｣をGoogleApps側に提供する

oGoogleApps側からのリクエストを中継し､イントラネット内の適切なリソースにアクセスする

SDCエージェントは、起動'１‘I:後にCoo8le側のトンネルサーバーに対してlITrPSによる通信を開始しま

す。このコネクションはSDCエージェントが終了するまで維持され､以後のCoo81GAppsとの通信は､すべ

てこの経路を介して行われます。フフ'イアウオールの内側から繋ぎにいくので、外側からの接続がすべて

遮断されている剛境でも、そのまま利川できます。

（)()(〕glGAppsとのコネケションかIil．､虻できると、SDCエージェントが｜リソースルール」どアップロードし

ます。リソースルールは、CoQgl〔､AIjI)sⅢ11からアクセスできる-jlZ公|ﾙIリソースのURLと、そこにアクセスで

きるアプリケーションやユーザーを定義したXMLデータです(詳細は「6.7リソースルールの記述方法」

参照)。リソースルールのi版送が終了すれば、ＳＤＣによりアクセスできるようになります。

その後、ブライペートガジェットなどから非公開リソースへのアクセスがあると、Ｉ､ンネルサーバーは崇

件がリソースルールとマッチするかどうかを確認し、マッチしたリクエストをSDCエージェントに転送しま

す。SDCエージェントは要求されたURLへのリクエストを発行し､そのレスポンスをrCoogleApps側に転送

することで、非公開リソースヘのアクセスが実現されます。

このとき、DNSによ論ホストfjの解決もSDCエージェントがｲ】うため、イントラネット内のプライベート

なホスト名やプライベー|､ＩＰアドレスを綿としたURLにもアクセスでき;脚.。



■リスト６－２１：ブライベートガジェットから非公開リソースにアクセス

６．５SecureDataConnectorの概要

６．５．２ＳＤＣへのアクセス方法
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varParam8富｛}；

paramsIgadgets’１｡､RequestParameters・AUTHORｴZArlON1

gadgets.ｉｏ･AuthorizationType,釘GNE､；

paramsrOAUTH-ADD-EMAｴL‘ｌ＝･true‘

params【'OAmH-ENABL瓦PRIVATE型ETWORK．】＝，true’

9adget8･io･makeReque8t（

．http:〃Corp・exampﾕe､com/path/to/re8ource‘‘

function(response）｛

〃レスポンスの処理…

），Params)；

前述のとおり、ＳＤＣによる非公開リソースへのアクセスは、プライベートガジェットに加えてCoogIeApp

Engine、Coogleスプレッドシートからも可能です。詐細な解説に入る前に、それぞれのプラットフォーム

からのアクセス方法を而以にまとめておきましょう。

Cooglcガジェットにおける非公開リソースへのアクセスは､料糾付きのInakeRequestを利用します。ＳＤＣ

の機能を有効化するため、オプションパラメータのOAUTH-ADD-EMAlLとOAUTHENABLEPRIVATE

NETWORKにtrueを設定してください。リスト６２１に例を示します。

２

３

４

５

GoogIeスプレッドシートでは、importDataOなどの関数を使用して非公lﾙlリソースにアクセスできま

す。イントラネット内にあるＣＳＶファイルなどをスプレッドシートに読み込み、集計やビジュアライズが

できます。

CoogleAppEngineからのアクセスは、通鮒のHTTPリクエストとほぼ|‘ilじです。ただし、SDCをｲｱ効に

するために「useimmnet:y2s」というリクエストヘッダを付加します。リスト6.22にJava版の､リスト6-23

にPython版のコード例を示します。

７

付
認

■リスト６－２３:GoogleAppEngineforPythonから非公開リソースにアクセス

■リスト６－２２:GoogIeAppEngineforJavaから非公Ⅲリソースにアクセス

URLFetchServicefetcherpURLFetchServiceFactory､getURLFetchService()；

URLdataURL＝ｎｅｗURL《ﾛhttp:／/Corp､example・ＣＯ､/path/to/resourceQ)；

HTTPRequestretchreq＝newHTTPReqUeSt(dataURL)；

fetchreq､setHeader(newHTTPHeader《画use-intranet･･･yesﾛ)）；

HTTPResponse壷etchresp宮fetcher・fetch(Eetchreq)；

response＝ur1fetch・fetch(url=,http:〃Corp・example､ｃｃ､/path/to/resource．，

headerS=｛、use-intranet．：,yes．））
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a6SDCｴー ジｪﾝﾄのｲﾝｽﾄー ﾙ

ＳＤＣを介してCoo81eAppsからイントラネツト内にアクセスするためには、SDCエージェントをイントラ

ネット内のPCにインストールし、起動しておかなければなりませ/し．SDCエージェントはCoo8leがl＃|推し

公開しているオープンソースソフトウェアで、プロジェクトサイトから雌料でダウンロードできます。

ＳＤＣエージェントのプロジェクトサイト：

http:／/code､goo91e､com/p/9oo91e-secure-data-connec上or／

SDCエージェントのインストールには、慨こ以下の作業が必要です

１ＳＤＣエージェントを動作させるＰＣの準備

２ＳＤＣエージェントのダウンロード

３ＳＤＣエージェントの初期設定

４GoogleApps側での接続の許可

５ＳＤＣエージェントの起動

本節では、これらの作装を順を追って解説し、読i1fが自らの環境にSDCエージェントをインストールで

きるようにしますアクセスnI能なリソースを指定する方法については｢6.7リソースルールの記述方法」

を、SDCを利川するガジェットの実例は６．８SccuI･eDaIaCoImectorを使用するガジェットの開発」を参

照してください

6.6.1ＰＣの準備

SDCエージェントをインストールするための吸初のステップは､SDCエージェントを動作させるためのＰＣ

を用意することですこのPCは以下の条件を満たす必要があります

。オペレーティングシステム：Ｌｉｎｕｘ

ｏシステムメモリー：１ＧＢ以上を推奨

・ディスク空き容量：ソフトウェアのインストールに200ＭＢ､ログ用に２ＧＢ

ｏＣＰＵ：PentiumＤ2.4ＧHz以上(もしくは同等のＡＭＤ製CPU）

oJavaランタイムがインストール済みであること

。ＴＣＰ４４３ボートでhttps://apps-secure-data･connector､googlecomにアクセスできること

・ＧｏogIeAppsからアクセスしたいリソースへのアクセスが可能なこと(つまり､ファイアウォールの内側にあ

ること）



６．６ＳＤＣエージェントのインストール

手短に言えば、イントラネット内にあるLinux（およびjavaランタイム）がインストールされたPCで、通

常のWebブラウズができる環境であればよいということです。｜:肥の条件さえ満たせば、Ｗ〔用のPCであ

る必要はまったくありません。ほかのサーバーソフトウェアが動作しているPCや、VMwareなどの仮想環

境内で動作させることも可能です。

6.6.2ＳＤＣエージェントのダウンロード

ＰＣが用意できたら、そこにSDCエージェントをダウンロードします。SDCエージェントのコンパイル済

みバイナリは、以下のURLで公開されています。

SecureDataConnec1orのダウンロードページ：

http:／/code,google・coln/p/goo91e-secure-data-connector/downloads/1isｔ

いくつかファイルが表示されますが、末尾が｢-all､Zip｣もしくは「-bin,Zip｣となっているもののうち、最新

のものをダウンロードしてください。本勘の執雫時点での峨新は「googIe.secu1℃.dala､conneclor-l3‐

1℃2-allzip」でした。

ダウンロードが終ｒしたら､任意のツールでZIPファイルを解凍してください。「dala､connector-agent」と

いうフォルダが作成され､その卜に表6.4のファイルやフォルダが腔開されます。これらのうちSDCの動作

に直接関係するのはbin，config、libの３つのフォルダのみなので、ほかのファイルやフォルダはiIiIl除し

てしまってかまいません。

■表6-4:data-connecto『.agentフォルダの内容

ファイル・フォルダ名 脱明

ＣＯＰＹｌＮＧ Apacheライセンス２０の条文

RＥＡＤＭＥ 更新胴歴やインストール方法など

ＶＥＲＳ１０Ｍｘｘ･xxx バージョン播号を示すファイル(中身は空）

biｎ 起動･終了用のシェルスクリプト

config 股定ファイル

ｌｉｂ SDC本体のjarファイル

S『Ｃ ソースアーカイブ

6.6.3ＳＤＣエージェントの初期設定

SDCエージェントの投定はdata・conn“lor-agen(/conngフォルダにある各ファイルを直接細典することで

行います。このフォルダには表6.5に示すファイルがあります。

217
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■表６．５:data･connector-agent/configフォルダの内容

ファイル名 脱明

locaIConiigxml 基本的芯股定を保存するＸＭＬファイル

｢esourceRules,xｍｌ リソースルール(アクセス可能なURLやユーザー)を保存するＸＭＬファイル

mypasswo｢． GoogIeAppsへの接続用パスワードを保存するテキストファイル

IOg4jP｢OPe｢tieS ログの出力フォーマットなどを指定するフアイル

まず、localConfigxmlで基本的な設定を行います。このファイルはＸＭＬ形式であり、表6.6のタグを記

述します。もっとも、デフオルトで標準的な内容が記職されているので、ｄｏmainタグを適切に変更するだ

けで十分です。ほかのタグは必璽に応じて変更してください。例として、「example､com」ドメイン向けの

localConfig・xmIをリスト６２４に示します。

■表６－６:IocaIConfigxmlのタグ

タグ名

entity

sdcSe｢ve｢Ｈｏｓｔ

sdcServerPoIt

ｄｏｍａｉｎ

ｕｓｅ「

passwo｢．

agentId

socksSe『verPc｢ｔ

heaIthCheckGadgetUse『ｓ

眼明

ルート要素

SDCが接続するサーバーのホスト名｡｢apps･secure･data･connectorgoogIe･

com｣に固定

SDCが接続するポート番号｡｢443｣に固定

GoogIeAppsで管理しているドメイン

接暁に使用するユーザー名｡｢secu『e・data・connector,use『｣に固定

接続のためのパスワード｡現在は使用されていません

ドメイン内でユニークなＩＤ､英数字とハイフン､アンダーパーのみが使用可能

SDCの動作するＰＣ上で未使用のポート播号を指定する

へルスチェックガジェットを使用できるユーザーをコンマ区切りで指定する｡本田の

執亜時点では､ヘルスチェックガジエットは動作しませんでした

■リスト６－２４:locaIConfig･xmIの妃述例

<entity＞

<sdcSewerHost>apps-seCure-data-connector､9oogle・ＣＯ､</BdcServerHost＞

〈sdcServerPort>443</sdcSewerPort＞

〈domain>example,com</domain＞

〈user>secure-data-connector-user</user＞

〈agentId>agent1-example-com</a9entｴ｡＞

〈socksServerPort>1080</Sock8ServerPort＞

</entity＞

さらにもうひとつ変更が必要なファイルがｍｙpasswordです．SDCエージェントはこのファイルの内容を

GoogleAppSに接続するためのパスワードとして使用するので、推測しにくい任意の文字列にしておいてく



画図６－１１：SecureDataConnectorの設定フォーム

６．６ＳＤＣエージェントのインストール

ださい。CoogleAPI〕Sの1vWIlIIli而でSl〕Cエージェントの接続を許可する際にも必愛になります。

iii純にSI)Cエージェントな起動してGooglGAl〕I)sに接続するだけであれば、以_l畠の縦走で動作しま･ﾘ．

実際にC()081GAI〕I)sから非公開リソースにアクセスするためにはresouI℃eRules,x1nlも適切に設定する必遡
がありますが、こちらの記述方法については「6.7リソースルールの記述方法」を参照してください。

６．６．４ＳＤＣエージェントによる接続の許可
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無用なセキュリティーリスクを回避するため、SDCエージェントによる接続はデフォルトでは禁止され

ています。したがって、SDCエージェントを起動する前に適切に設定し、接続を許可しておかねばなり

ません。

この投定作堆はGoo81cAppsの禰理苔向けのコントロールパネルで行います。当然ながら杵哩行WW限

がないと殺定でさないので、ドメインの管理者でない場合は管理育態限を付与してもらうか、蛎限のある

方に作業を依願してください。

SDC側辿のiW:定は、コント[』－ルバネルの「高度なツール｜タブのSecurPDaraConnectorlMにある

｢S〔､(､ur(､I)祉捌C()I,nP(､ICI･をiLf効にして股定」というリンク牡クリックすると、SDCエージェント慨統川のパス

ワードを,紺世して接続牡,ｉＷIするためのフォームが表示されます（図６－１１)。

『
《
６
．

Ｆ
Ｌ

「有効化Iのチェックボックスにチェックを入れ､rSDCAgemパスワードlにconn8/myI〕asswordに撒定し

たのと側じパスワードを人ﾉJした後、「変更を保が」ボタンをクリックしてください。これでSDCエージェン

トからの接続が許'１Jされます。

b凸●

§鎧畷
poopIOAI'n＄蝋

鋤IltllWﾉ'ん糊.〈loqQIp“mﾉｭﾉtｍＩ１ｅｌｌＣ q･cooolQD：

|c・蝿'"，，｡竺些塑些:淵蝋哩地…
｜…ﾕポー 喉Ｉ“と幸搾f:グﾉ吟プ彫ｲﾝ癖i↑;嵩填なﾂー ﾙ；脅解｜
一魚座蕊

Socur0DataCOnnoctorの股定

何蛸化巳日卜c1jrn恥如Ｃａｘｗ色'蛎緬助唖ら

SDCAgcnlユーザー名…we“いく。､､“!｡”ｗ8帳

sDcA9fnlパスワード…･･…哩忍旦二』筆里里

唾璽i）唾動

‘……壷…墓＝

”ｼｭポｰ隈Ｉ“ど幸搾ｉグノ吟プ彫ｲﾝ咽韓ii･高填なﾂｰﾙ
●淳斤飯ツーハ‘に応ろ
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6.6.5ＳＤＣエージェントの起動と終了

ここまででSDCエージェントを利川する耶備が整ったので､SDCエージェントを起動しましょう。ただし、

その前にもう一点確認することがあります。リスト6-25のコマンドを実行して､javaコマンドのフルパスを

確認してください。

■リスト６．２５:lavaコマンドのパスを確肥するコマンド

whichjava

「/us『/bin0ava｣と表示されれば問題ありませんが、もし別のパスが喪示された場合は､data七onnector‐

agenl/bin/nmagcnt・shをテキストエディタに銃み込み、シェル変数｢OVERRlDE-IAVABIN｣にjavaコマンド

のフルパスを指定してください。リスト6.26にjavaコマンドのフルバスを「/oPl/birMjava」に投定した

nmagentshの先頭部分を示します。

■リスト６－２６:iavaコマンドのパスを指定したrunagent.shの例(先頭部分のみ）

#!/bin/bash

＃

＃CopyrightZOﾕOGooglemc．

OForlocalmodifications，pleasesetthesevariableshere･

oVERRmE-JAVABｴNo./opt/bin/javap

OVERRID氏DEPLOYJAR-

OVERRmE-RUNDIR＝

OVERRmE-SYSCONFDｴR＝

ＮＯＴＥ

リスト６－２５のコマンドで芯にも表示されない場合は､Javaランタイムがインストールされていない(も

しくはパスが通っていない)可能性があります｡Javaランタイムをインストールし､正しく実行パスを設定し

てください。

それでは、実際にSDCエージェントを起動しましょう。ｄａＩａ・conn“tor-agenlに移勤して「bin/stalT・sh」

シェルスクリプトを起動するだけです。data､connecIor,agenlフォルダがホームディレクトリの直下にあるな

ら、リスト６－２７のコマンドで起動できます。

■リスト６－２７：ＳＤＣエージエントを起肋するコマンドの例

ｃｄ~/data-connector-agent

．/bin/start･Ｂｈ

終了するときは、同棟に「bin/sIopsh」シェルスクリプトを起動します（リスト6-28)。



■リスト６－２８:ＳＤＣエージェントを鰹了するコマンドの例

cｄ‐/data-coumector-agent

./bin/8top､sｈ

６．６ＳＤＣエージェントのインストール

接続が正しく行われたかどうかを確認するためには、ログを見るのがよいでしょう。ログはdala・

connector,agenl/log/agent､logに出力されています。リスト6-29は派常起動したときのログの例です。バー

ジョン群によって変化しますが､「registralionsucces5M.」のようなメッセージが含まれていれば､ひとまず

iF常に接続できていると考えられます。

■リスト６．２９:ＳＤＣエージェント起動時のログの例

申申●申申●●申申卓●●申卓●●●●●●●申●申申申●申中中●●中申●申中申●申申●●●●●●申申●●申申申●●申申●●卓●申中卓卓●

､ate：２０１１年５月２５日水曜日００:４Z:５３JST

Configdirectory：

Runtimedirectoryg／home/foo/data-connector-agent

Pmrile：／home/foo/data-connector-a9ent/a9ent・pid

ar9sp

Pa8swordfile包ノhome/roo/data-connector-a9ent/config/mypassword

Run：ISDＣエージェント起動時のコマンドラインl

log4j:ERRORCouldnotfindvalue垂orkeylo94j・appender.Ａ・layout

Z55ZO1100:4Z:54,344ImainlmFOcom・goo9le・dataconnector・client・SdcCoImection-

ConnectingtoSDCserver

25520ユユ００:4Z:54,349ImainlエNFOcom､9oo91e・dataconnector・util､SSLSocketFactory

mit-UsingSSLrorclientconnectionB･

Settingiddletimeoutto60000ms･

SettingaccepttiIneoutto60000ms･

Settin9udptimeoutto600000ms，

２５５２０１１００:４２:54,362Icom,90091e・dataconnector・client.。BocksStarterlエNFOcom、

goo9ﾕｅ･dataconnector・client･JsocksStarter-Startin9JSOCKSustenerthreadonｐｏｒｔ

ｌＯ８０

Ｚ５５２０１１００:４Z:54,366【ＣＣＩn.google・dataconnector･client､JsocksStarter】ＩＮＰＯnet、

sourceforge・jsocks・socks・ProxyServer-StartingSOCKSProxｙｏｎ:1Z7.0.0.1:108o

z５５２０１１００:4Z:55,647ImainlエNFOcom・goo91e・dataconnector､client・SdcConnection-

Sendin9initialhandshakemｓｇ

２５５２０１１００:４Z:５５‘６４７１main】INFOcom､google･dataconnector・c1ient､SdcConnection-

Attempinglogin

Ｚ５５ＺＯ１１００:４Z:５６，３３９ImainlエNFOcoIn・goo91e､dataconnector・client・SdcConnection‐

SucceBsfulユｏｇｉｎ

２５５２０１１ＯＯ:４２:５６‘３４７ImainIINFOcom･g0ogle.｡ataconnector,re9istration.v4.Regist

ration-Sendingresourcesinfo

agentm：ＩエージェントエDl

SOCksServerPort：１０８０

healthCheCkPort：65535

221
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Ｉリソースルールの桐鰯I

resource8Xml：IresourceRules､麺lの内容Ｉ

Ｚ５５ＺＯ１１００:4Z:５６，３５６１main】INFOcom・google・dataconnector･client･SdcConnection

Startin9hearbeat／healthcheckthread・

Ｚ５５ＺＯユユ００:4Z:56,356【main】ＩＮＦＯｃＯｍ･goo91e・dataconnector・client・SdcCoImection

startingathreadtowatchresources鉦ｌｅ

Ｚ５５ＺＯ１１００:４２:56,357ＩＣＯ､､goog1e・dataconnector･Client・HealthCheCkHandlerlエNFO

com･goo91e･dataconnector､client・HealthChecldIandler-heaﾕthcheckconfi9isnotyet

receivedfromtheSDCserver・ｗｉｌｌｃｈｅｃｋａｇａｉｎｉｎ５ｓｅｃ

Ｚ５５２０ﾕ１００:４２:57,03Ｚ【mainlエNFOcom,goo91e､dataconnector・regi8tration.v4.Regist

ration-regiBtrationBuccessfuユ．Receivedconfi9infofromtheSDCserver

heaﾕthCheckTiIneout：１５

healthCheckWakeUpｴntervaﾕ：５



<ｒｅｓｏｕｒｃｅＲｕｌｅｓ＞

＜ｒｕ:ＬＧ＞

〈ruleNum>1</ruleNunl＞

〈a9entｴ｡>aﾕﾕ</a9entm＞

〈viewerEmaiﾕ>foo@exampﾕe・ＣＯ､</viewerEmail＞

〈url>http:／/Corp､exampﾕacom/</url＞

〈urﾕMatch>HOSTPORT</urlNatch＞

<ａｐｐｓ＞

〈service>Gad9ets</Service＞

<appｴ｡><１－ガジェットのＵＲＬ－－></appｴ｡＞

〈/aPps＞

</ruﾕe＞

</resourceRu1es＞

6.7リソースルールの記述方法

６７ﾘゾー ｽﾙー ﾙの記述方法

このようにＸＭＩ形式でアクセスを許ⅡIするリソース（URL)やユーザー､ガジェットなどの情報を記述し

ます。ruleタグ内に記述できる下愛業は多岐に渡るので､記述する情綴の種類ごとに分けて解説していき

ます。

６．５SGcuI･ＣＤ郡aConnec〔orの慨要」で解説したとおり、ＳＤＣでは「リソースルール」によって.作公IHIリ

ソースへのアクセスの詐可と制限を↑】･います。このリソースルールを実際に記述するのが、〔laIa、

conI1ec1or.agent/conng/1℃so''1.《氾Rulesxmlです。

resoLIrceRules’xmlはI･esourceRulesタグをルート要素とし、アクセス許可するリソースごとにruleタグを

記述したXMLファイルですリスト6.30は｢htlp://corpexamplecom/｣以下のすべてのリソースへのアク

セスを「lbo@example.(･()ｍ」ユーザーに許､IするI.“Our〔:cRulcs､xmlの例です。

．
《
９
．

Ｆ
Ｌ

回リスト６－３０：簡単なresourceRules･xmIの凧

NHK

６．７．１基本的な書式

具体的なアクセス杵､｢を指定するタグの前に、全般的なルールの記述方法を説明しておきます。特に

祖散のルールを記述する場合（ほとんどの場合はそうなるでしょう)、いくつか沈意すべき点があります

祖散のrulPタグをfILl述したリスト６－３１（一部の下盤業はf１，略）を例として、それら超解脱していきます
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■リスト６．３１：複数のルール瀞肥述したresourceRuIesxmlの例

くresourceRuleB＞

<1--http:〃Corp・example・ＣＯ､/adminのルールーー＞

<ruﾕerepeatable＝･ｔｒｕｅ｡＞

〈a9entld>all</a9entld＞

〈ruleNum>1</ruleNum＞

〈url>http:〃Corp・example・ＣＯ､/admin</url＞

〈urlMatch>IIRT,FxACT</urlMatch＞

〈!－他の子要素一＞

</rule＞

<1--http:〃Corp・example・CCI､／のサイト全体のルール－－＞

<rulerepeatableﾖ園true側＞

〈agentld>all</a9entId＞

〈ruleNuIn>2</ruleNum＞

〈url>http:〃Corp､example,ＣＯ､/</url＞

〈urlMatCh>HOSTPORT</urlMatCh＞

〈!－他の子要素一一＞

</ruﾕe＞

</reBourceRules＞

リスト6.30と比鮫してまず兄なる点は、ruleタグのrepcatable属性にtrueを設定していることです。ひ

とつの親典素の''１に同じ要素を複数記述する場合は、このようにrePeatable属性をtrueにしなければなり

ません。repealable屈性を持つタグとしては、mleのほかにappsやviewerEmaiIがあります。

次に、それぞれのｎ１ｌｅの凧初に記述されているagenlIdタグについてです。これは骸当リソースにアク

セスできるSDCエージェントのＩＤ歴指定するもので、すべてのmIeタグに紀述しなければなりません。特

にエージェントを制限する必要がないときは、単に籍alrとすればよいことになっています。

殿後に、もっともin要な点として、ルールの評価順序について触れておきます。評価順序が重要にな

る剛山を叩解するため､イントラネット内のURLに対してリクエストが発行された際のリソースルールの処

蝿過稗を以卜に示します。

１リクエストされたURLにマッチするruIeタグを評価順序にしたがって検索する

２マッチするruleタグが見つかったら､ユーザーやほかの条件が適合するかを確認する

３もし条件が適合すれば､リソースへのアクセスが許可される

４もし条件が適合しなければ､リソースへのアクセスは拒否される

最初にリクエストURLにマッチしたmleタグのみによって許可と拒否が決定され、それ以降のmleタグ

は（仮にURLがマッチするとしても）跨慮されないことに注意してください。そのため、URLの指定がより
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祥細なものを先に評価させる必要があるわけです。

こうした利用により、『ulcタグの評価順序は、記述順ではなくruIcNumタグの価で明示的に指定します

(値の小さいものが先に評価される)。こうすることで、エージェントが概数ある場合でも評価順序を固定

できるようになっています。

リスト6.31でも､adminページのルールをサイト全体のルールより先に評価させる（ruleNumにより小さ

い値を指定する）ことにより、adminページだけに別のアクセスiffnIを与えています。

タグ名

１

２

３

４１

｡

6.7.2リソースＵＲＬの指定

リソースのURLを指定する

それぞれのruleタグには、アクセスを許可する非公|ﾙlリソースを桁定するための表6-7のタグを記述し

ます。いずれも必須のタグであり、省略できません。
７

u｢|Ｍａｔｃｈ

■表６－７:リソースURLを指定するタグ 付

ｆ－１Ｅ
ﾊザ

リクエストURLとのマッチング方法を指定する

<url>http:〃Corp,example,ＣＯ､/pUb1ic-page</urﾕ＞

<urlMatch>、唾XACT<ur1Match＞

脱明

U｢Ｉ

■リスト６．３３:特定のパスのみを公開する例

URLEXACTを指定した場合は、URLの最初の｢?｣までがマッチング対象となります。したがって、クエ

リーパラメータを除いたURLが正確に一致する場合のみアクセスが許可されます。リスト６－３３はhttp:/／

corpexampIe･com/public-pageのリソースを公開する例です。この鳩合、http://ＣＯ、､example,com/public-

page?id=２０などはアクセスできますが、hItp://ＣＯ叩.cxampI“ｏｍ/PubI虻-1〕age/２０は拒喬されます。

<urﾕ>http:／/Corp・example・ＣＯ､:8080/</url＞

<urlMatCh>HOSTPORT<urlMatCh＞

ｉ
‐
Ｉ

■リスト６．３２:サイト全体をアクセス許可する例

urIタグにはリソースのURLを指定するだけです。urlMalchタグはurlタグで指定したURLとリクエスト

URLとのマッチング方法を指定するもので、本‘!)の執飛時点ではHOSTPORTとURLEXACTのいずれかの

値が桁定できます。

HOSTPORTを指定すると､URL内のホスト名とポート番号のみがマッチング対象となります。サイト全体

のアクセス制御に便利です｡リスト6.32はcolp,examplecomのポート8080番でアクセスできるリソースを

公開する例です。この場合、http://coIp,exampIcmm:8080/doc､hlmlやhI1p://mrp・example,com:8080／

public/1℃p０，.ＣＶＳなど､http://corpexamplc,com:8080/で始まるすべてのURLへのアクセスが許可されます。
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6.7.3アクセスを許可するユーザーの指定

非公1%1リソースにアクセスできるユーザーを指定するには、表6.8に示すタグを記述します。すべての

ruleタグはこれらのタグのうちのいずれかひとつを含まなければなりません。しかし、viewerEmailと

alIowDomainViewe応は排他的であり、ひとつのmleタグに両方を含めることはできません。

■翌６．８:ユーザーを指定するタグ

タグ名 脱明

vlewerEmail ユーザーのメールアドレスを指定し､そのユーザーのアクセスを騎可する

aIIowDomainViewe｢ｓ trueを指定すると､ドメインのすべてのユーザーからのアクセスを肝可する

アクセスを杵､Iするユーザーを個別に指定する場合は、viewerEmailタグを使用します。ｉｒ(はアクセス

牡許可するユーザーのメールアドレスです。複数のユーザーに対して許可を与える場合は、repeaIabIe属

性をtmeにした上で裡数のviewerEmailタグを記述します．リスト6-34はfbo@example・comとbar@example、

comの２人のユーザーからのアクセスを許可する例です。

■リスト６－３４:特定のユーザーからのアクセスを併可する例

くviewerEmailrepeatabﾕe=‘､true側>foo､exampﾕe・ＣＯ､</viewerEmail＞

〈vieWerEmailrepeatabﾕe宮‘‘true園>bar@example・ＣＯ､</viewerEmail＞

ドメイン内のすべてのユーザーに対してアクセスを許可する場合は、allowDomainViewemSタグを利用し

ます。値として【ｍｅを指定することで、全ユーザーに対してアクセス許可を与えます。

■リスト６－３５：すべてのドメインユーザーからのアクセスを許可する例

<alloHDomainViewer8>true</allＯ脚DomainViewers＞

6.7.4アクセスを許可するアブリケーシヨンの指定

ユーザーに対してのアクセス許可のほかに、どのサービスからのアクセスを杵､Iするか、またどのアプ

リケーション(AppEngineアプリケーションやガジェット)からのアクセスを杵､Iするかを指定できます。そ

のためには表6.9のタグを含むappタグを記述します。

■表６．９:アプリケーションを福定するタグ

タグ名 脱明

service アクセスを肝可するサービスを指定する

appId アクセスを許可するアプリケーションを指定する

allowAnyAppId t｢ueを指定すると､すべてのアプリケーションからのアクセスを肝可する



CoogIeAPPEngincアプリケーションからのアクセスを許可する例もリスト6.37に示します。sGwiceタグ

に「Al〕pEnginelを桁定した':で、appldタグにアプリケーションＩＤを指定します。

6.7リソースルールの龍述方法

特定のガジェットからのアクセスを許口Iする例をリスト6.36に示します。serviceタグに℃adgets､を、
appIdタグにガジェットのURLを指定します。
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２
■リスト６－３６:ガジェットからのアクセスを許可する例

<app＞

〈service>Gadgets</service＞

〈appｴ｡>http:〃feedserver-enterprise・googleuBercontent,ＣＯ､/中硝/gadget・皿1</appｴ｡＞
</app＞

３

４

”
螺

５

<apprepeatable画図ｔｍｅｏ'＞

〈Bervice>Gadgets</service＞

〈appｴ｡>http://feedserver-enterprise・googleusercontent･corn/中舗/gad9et.、l</appｴ｡＞

</app＞

<apprepeatabﾕｅ＝･ｔｒｕｅ.＞

<service>Spreadsheets</service＞

Coogleスプレッドシートからのアクセスを許可する場合は､sewiceタグに「SPreadSheels｣を指定した上

で､allowAnyAPPIdタグを指定します。リスト6.38に記述例を示します。allowAnyAPPIdタグにはガジェッ

トやCoogleAppEngineも指定できますが、サードパーティのアプリケーションに対して意図せず杵可を与

える可能性があるのでイミ川意に使用するべきではありません。

■リスト６－３７:GoDgleAppEngineアプリケーションからのアクセスを貯可する例 ７

<aPp＞

〈service>AppEngine</service＞

〈appId>sdcapp</appld＞

</app＞
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■リスト６．３Ｂ:Googleスブレッドシートからのアクセスを許可する例

<app＞

<8ervice>SpreadBheets</service＞

〈allo帥AnyAppld>true</allowAnyAppｴ｡＞

</app＞

aPpタグは襖数記述できるので、ひとつの非公開リソースに襖数のアプリケーションからアクセスできま

す（rePealablC屈性をtrueにするのを忘れないでください)。リスト6-39は、ガジェツトとCODglCスプレッ

ドシートに対してアクセス許可を与える例です。

■リスト６．３９：app要素を複数配述する例
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<al1owAnyAppｴ｡>true</aﾕﾕoWAnyApPｴ｡＞

</app＞
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まず､クライアントとなるブライベートガジェットを実装します（リスト6.40)。

ノルて係序するか、lFSCTで７'ツプ画一ドしてください。

6.8ＳｅｃｕｒｅＤａｔａＣｏｎｎｅｃｔｏｒを使用するガジェットの開発

aBSecureDataConnectorを
使用するガジェットの開発

ロリスト６．４０：ＳＤＣを利用するブライベートガジェット

本軍の締めくくりとして､脂進されたJ1:公i＃Iリソースを炎,ｋするISl)ｃＲ(､qlI“『｣ガジェットを開発します。

テキストボックスにURLを入力すると、そのリソースの内容をプレーンテキストで表示するという単純なも

のですが、SDCの助作碓龍などに役立つでしょう，
、
へ
。
‐

Ｐ
Ｌ

6.8.1ブライベートガジェットの実装

<sty1e＞

ｂｏｄｙ｛font-size:１２px；）

＃response｛whitG-space:pre-wrap；）

</styLe＞

PIivateGadgetEdi[o】･で入

<script＞

functiondoRequest(）｛

varparams＝（)；

paramsIgadgets.ｉo､RequestParameters・CONTEMLTYPE

gadgets､ｉｏ・ContentType,TEXT；

<?xmlversion=伽ユ.０画enCoding＝''UTF-8‘'？＞

<Module＞

〈ModulePrerstitlG巨"SDCRequest“ｈeight雲"400'‘／＞

<ContenttypG＝''html"＞

〈!{CDATA【

<!DOCTYPEhtInl＞

<:formonsubmit雷,,doRequest（）；returnfalse；Ⅱaction=，Ｗ!‘＞

URL：

〈inpu上ｉｄ富'Ｉｕｒｌ,’type＝ＩｌｔｅｘｔＭｓｉｚｅ画'１６０''＞

〈inpu上type=!‘submit'‘value=Ⅲ送慣”＞

</form＞

<divid=mresponse，!＞</div＞

剛Ｉ
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｝

paramsI9ad9ets､io､RequestParameters,AUTHORｴZArｴONI＝

gadgets･ｉｏ､AuthorizationType.ＳｴGNED；

paramsI‘OAUTH-ADD-EMAIL‘ｌ＝’true，

paramsI，OAUTH-ENABLE-PRｴVATE-NETWORK‘】＝’true,

gadgets･ｉｏ・makeReqUest（

docuInent・getE1ementByｴ｡(‘url‘）.value，procesBReBpDnBe，params)；

垂unctionprocessResponse(response）（

ｖａｒｔｅｘｔ＝・・・

ｉだ(reBponse・errors・length〈－０）（

ｔｅｘｔ宮response･text；

）ｅｌｓｅ（

ｔｅＸｔ＝

･Requesterrors：‘・response・errors・join(･Yn‘）＋

｡￥ｎｏ＋reSPOnSe,teXt；

）

document・getEleInentByld《‘response，）.innerHTML＝

gad9ets･util･escapeString(text)；

）

</script＞

Ⅱ＞

〈/Content＞

</Module＞

テキストフィールドにURLを入力して送信ボタンをクリックすると､doRequGstOが呼ばれてSDCへのリク

エストを送信します。makeRequGstのオプションでOATH-ADD-EMAlLとOArTHENABLEPRIVAfTE-

NEIWORKをtmcにしていることに注愈してください。レスポンスの処理は、単にレスポンスボディをプ

レーンテキストとしてドキュメントに挿入しているだけです。

6.8.2リソースルールの記述

SDCエージェントのインストール方法は「6.7SDCエージェントのインストール」で解説したので､すで

にSDCエージェントが動作しているものとして、そのリソースルールを変更します。

SDCRequeSIガジェットは入力した任意のURLにリクエストを投げられます。そのため、既存のリソース

ルールにSDCRcqucstガジェットからのアクセスを許可するappsタグを記述すれば、その内容を及示でき

ます。例として、hUp://127.0.0.1/sample､lxlへのアクセスを詐可するリソースルールをリスト６．４１に示し

ます。実際に試す場合は、urlタグやappIdタグの内容を止しいものに鎧し替えてください。
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■リスト６－４１：SDCRequestガジェットのためのresourceRules､ｘｍＩの似

■■

<resourceRules＞

<rulerepeatable＝,'ｔｒｕｅ'‘＞

<ruleNum>1</ruleNum＞

<agentId>all</agentId＞

<aUowDomainViewers>true</allowDomainViewers＞

<url>http:／/127.0.0.1/sample､ｔｘｔ</url＞

〈uZ､1Match>URLEXACT</urﾕMatch＞

<appsrepeatable＝”ｔｒｕｅ‘｡＞

〈service>Gadgets</service＞

〈appｴ｡><1--ガジェットのＵＲＬ－－></appｴ｡＞

</aPps＞

</rule＞

</resourceRules＞

《
○

Ｆ
Ｌ

６．９．３ガジェットをテストする

うボレーシコン哩屡、てい＆など．誼シタープウイズナ、悪もⅧ力狗庖
病仰なアプリヶーシ"ﾝ鋤8口坪ｲﾝ喝吋毎句智児『噴吻1吃生誕I
崎01の８､似『Ceo5leAg“↑｡（@ｗｐｍﾕ2,】》．，《③卜再イ

，し心し、全ｚでの4.,1I的な０W入＆質丁艮阻，笹4'ユリＷ－わ側匙や
､いくつヶ｡ﾊｰF外!bｳﾘｱｱ&④良ぴあり茸し鹿口

Ｔ＆動酎ｑ〔切蝿lfJやＳｃ企画肉MOT罰パーリヨシであ&②｡31を
P･『．例慎軍の土山蛇Iこ製凡てｑエンタープライズ飴叶11時のニーズに
;ぴ寅侯｡抗ています．ﾓ自阜巷しﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄョジﾕｧﾄと塞四Ｔｅ
３２つの侭塗$塁唱｡。.１２ガジエ字卜に侭Lも周朴〃ありＺずロ酋殴”犀S§ど再素CvWLPE輔測鍋,‐』・-･ﾛ･△冨盟的牌郵0１

リスト6-40のガジェットをCoogIPサイトなどに配iFiして、アクセスするＵＲＬ（リスト6-41の例であれば

http常/１２７０．０．１/sampIeIxt)を入力して送信ボタンをクリックしてくださいSDCが派禰に勤作していれば、

ファイルの内容が表示されるはずです（例６．１２）

国図６－１２：SDCRequestガジェット
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成功したら､次はURLに｢?X-SPcllrcI)aIaC〔)､ⅢcclorDebug=[eXl｣というクエリーハラメータを付けて、IIjひ

送儒ポ‘ｳｨﾝをクリックしてください。今哩はリソースの|ﾉ､1祥ではなく|･；<１６１３のようなIﾉ1群が炎示されます。

回図６．１３：ＳＤＣのリクエスト情報が表示される

Ｘ－Ｅ ＳＤＣＴ睡名tUadgqtcBm画b⑥z･ＮｏｚＩＩ己Ｆ１函@Ｎ

Ｍ１”"制t“巾”IPtom{v 剛 ､ ' ０ … い ｑ

鰹､E二三1１
垂fE可迅司両Ｅ

塊 巳』

リクエストURLのクエリーパラメータに「X､securPD師aConnect〔)rDebu8=【cxUがあると、ＳＤＣは実際のリ

ソースの代わりに喪6-10に示すステータスWi報を返します。リソースが砿しく取得できないi胤合は、まず

これを確認すると良いでしょう。

国憲６－１０：ＳＤＣのステータス情琵

パラメータ室 調罪

request-sdc-agent-domａｉｎＳＤＣエージェントが動作しているGoogIeAppsドメイン名

｢ｅＱｕｅｓ【ｕ『’

ｒｅｑｕｅｓ[一ｓｅＭｃＥ

｢eＱｕｅｓｔａｐｐＩｄ

sｄｃｒｏｕｔｉｎｇ

リクエストＵＲＬ

リクエストを発行したアプリケーション｡Gadgets,AppEngine､Spreadsheets

のいずれか

リクエストを発行したアプリケーションのaDDId

リクエストがＳＤＣに砺送さ11たか否か

sdcmatched-ruIe-agemldマッチしたリソースルールのagemIdタグの値

sdc-matched-ruIe-ruIeNu、マッチしたリソースルールの｢uIeNumタグの値

SdC-intemet-muting

rｅｓＰｏｎｓｅｓｄｃｓｔａｔｕｓ

rｅｓｐｏｎｓｅ－ｌａｔｅｎｃｙ

｢ｅｓｐｏｎｓｅ－ｃｏｎｔｅｍｓ１ｚＥ

もしノクエストがＳＤＣにルーティングされなかった場合､その理庄

エラーの塊合､ステータスメッセージ

ＳＤＣエージェントがリクエストを受け取ってから､実際のレスポンスを受偶するま

での時間(ミﾘ秒単位）

取得したリソースのサイズ(バイト単位】



ＧｏｏｇＩｅＡｐｐｓＥｘｔｅｎｄｉｎｇＧｕｉｄｅ

恥G《)()glGAl>I睡l】０１.〔

ﾑ１０１＃

1第７章

GoogleスフレッドシートとGoogIeサイ

トで利用できるスクリプト潔塊がGoogIe

AppsScriptで市,スブレツドシートの機

能を拡張するだけではなく、ＧＵＩを作成し

たり、Googleの各稲APIを利用したり、

外部サービスな呼び出したり、データをグ

ラフにプロットしたりするアプリケーション

を作れます;,本章では､Ｔｂｄｏ管理スクリ

プトと行き先一鷺アプリケーションを例に

GoogieAppsScriptを解脱しま弧

Ａ
ｈ
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第７章GoogIeAppsScript

了固着 GoogIeAppsScriptとは

CoogleDocsのうち､GoogleスプレッドシートとGoogleサイトで利用できるスクリプト環境がGoogleApps

Scriptです。位回づけはMicrosohOfnccのＶＢＡに似ており、スプレッドシートやサイトとしてだけでなく、

GoogleAppsScriptを使用することで多彩に拡張して利用できます。インターネット上でサービスが提供さ

れているので、はじめからGoogleの各種API（CData）にアクセスできたり、外部サービスをGETメソッド

やXML-RPC，OAuthなどにより利用できたりします。

例えば、特定のWcbページから数値データを取得してスプレッドシートに挿入し、その数値から計算し

て内分だけのデータセットを作成できます。またその結果をグラフにプロットして､毎朝自分にメールで送

信するというアプリケーションも、スクリプトのみで作れます。

GoogleAppsScript環境は、GmailのアカウントかGoOgleApps(StandaIdまたはBusiness）のアカウント

を持っていれば、すぐに利用できます。なお、GoogIeAppsScriptを利用するには、GoogleAppsに対応し

たWebブラウザが必要です。対応ブラウザは、以下のへルプを参照してください。

対応ブラウザーGoogleAppsヘルプ

http:／/support,gcogle,coln/a/bin/answer､py?hl=ja&answer=33864

7.1.1GoogleAppsScriptでできること

GcogIeAppsScriptでできることには、以下のようなものがあります。

働スブレッドシートを操作できる

スプレッドシートのセルのデータを参照して､築計などの計算ができます。インターネットから取得した

データをセルに書き込むこともできます。

．Googleの各種ＡＰＩにアクセスできる

Googleが提供している、カレンダーやGmail、サーチ、MapSなどの各樋サービスから、簡ntにデータ

を取得して利用できます。

懲外部のWebのサービスを呼び出せる

外部サイトのデータを､ＨTTPのCETやJDBC､SOAPで取得できます。認証がかかっているサイトには、

OAuthを利用してアクセスできます。
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轡実行タイミングを柔軟に設定できる

編集や保存、データ送僧などのユーザーのアクションに応じて関数を実行できます。また、分ごとや時

間ごと、嘘Ｒごとなど、定時の実行も指定できるので、cronのような処理も与えられます。

CoogleAppsSclripIからは､さまざまなGoogleのサービスやWebAPIを利用できます。表7.1に､Coogle

AppsScriptから利用できるサービスの一覧をまとめます。

１

■表7-1：GoogleAppsScriptから利用できるGoogIeのサービス

２

３

７．１．２GoogIeAppsScriptのメリット

Ｉ
Ｉ
Ｊ

‘'１

GoogIeAppsScriptでは、ソースコードはスプレッドシートやサイトの巾に保存され、サーバーサイドで

実行されます。スクリプトはjavaScriptで実装しますが、Webブラウザ内で実行されるのではなく、サー

バーで実行された結果がレスポンスとしてWebブラウザ側に返ってきます。

この形態には､さまざまなメリットがあります。第１に、ローカルの環境に影響を受けないことです。ＯＳ

やブラウザの種類やバージョンなどによって準勤が変わることなく､1両Iじ結果が得られます。ブラウザ間の

違いもGoogleApps側が吸収してくれます◇

第２に、開発環境がどこでも手に入ることです。ソースコードも実装環境もすべてサーバー側にあるた

め、ローカル側ではWebブラウザさえあればすぐに開発を始められ、継続して開発できます．たとえ新品

のPCであっても、GoogleAppsにアクセスすれば、アプリをインストールしてソースコードをクローンせず

とも、使い慣れたPCと同じ環境で同じソースコードを編集できます。

第３に､アップデートがバックグラウンドで自動に行われることです。セキュリティーアップデートや機能

追加のバージョンアップが手間をかけずに行われます。自分で梢築した環境であれば自分でコストをかけ

てアップデートを行わなければなりません。サービスの・時停止であったりライセンスの祷理であったり、

それなりに大変な作業です。それに対しCoogIeAppsでは､GoogIeが勝手にアップデートをしてくれます。

大抵の場合、アップデート作業は気付かないほどシームレスに行われます。開発者やサーバー管理者が

なにか作業をする必要はありません。

以上をまとめると、「ローカルの環境に関係なく」「どこでも同じ環境が手に入り」「いつでも晶新のバー

ジョンをコストをかけずに利用できる」ことがCoogleAppsScriptのメリットです。

５

６

付

録

7.1.3GoogIeAppsScriptから使えるサービス

サービス

CaIendarServices

Gmailのコンタクト情報を操作する樋能ContactsSeMces

機能

ユーザー慣報やログの取仰など型本的な槻能ＢａｓｅService

Googleカレンダーを操作する機能
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DocsListSeI-vices1 GoogleDocsの各柵凹顛を操作する機能

DocumentSeMces1 GoogleDocsの閏知データを操作する機能

FinanceSeMces 株価データなどを間便に扱う機能

ＧｍａｉＩＳｅＭｃｅｓ１ Gmailのデータを操作する機能

JdbcServicesT JＤＢＣの接既の槻能

LanguageSel-vices 各梱図朋への翻訳槻能

MailServices メールの作成や送侶の侭能

ＭａｐｓＳｅＭｃｅｓ１ GoogleMapsを利用する椴能

Ｐ『ope｢tiesSeMces1 スクリプトからプロパティを保存し脱み込む槻能

SitesServices GoogIeサイトのデータを操作する樋能

ＳｏａｐＳｅＭｃｅｓ ＳＯＡＰでの接続の機能

SpreadsheetServices GoogIeDocsスブレッドシートデータを操作する機能

ＵｉＳｅＭｃｅｓ↑ カスタムＵｌを作成する機能

Ｕ『IFetchSeMces 外部サーバーからデータを取得する恨能

UtiIitiesSeMces ｴﾝｺｰドやJSON操作などのﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ恨能

xmIServices ＸＭＬを操作する恨能

↑実験的なサービスとして提供されている

このように提供されているサービスにより、スプレッドシートやサイトの中から、外部のリソースを利用

できます。

7.1.4GoogIeAppsScriptの参考ページ

Goo81eAppsScripIについては、公式サイトのドキュメントが参考になります。

スタートガイド

http:／/code､google､ＣＯ､/intl/ja/goo91eapps/appsscript/guide-writing-scripts・

ｈｔｍｌ

ドキュメント

http:／/code､google､ＣＯ､/intl/ja/goo91eapps/appsscript/guide・ｈｔｍｌ

チュートリアル

http:／/code,goo91e・ＣＯ､/intl/ja/goo91eapps/appsscript/articles,ｈｔｍｌ



7.2スクリプトの作成と実行

７２ｽｸﾘﾄの作成と実行

まずはじめに、サンプルとして、スプレツドシート内で実行する簡単なスクリプトを作成します。‐llclI(〕

GAS!"とダイアrコグを表示するスクリプト逓作成してみましょうその過職を通して、スクリプト唾作成し、

絹典して実行する、雌本的な〃法な解説します

7.2.1GoogleAppsScriptEditorの概要

Coo8IeApI)sScI･ipLli(111(〕１．は、(〕〔x)81CAI)l〕5s〔wI･iI〕I歴開発するためのＷｅｂ上のエディタです。対応プフウ

ザさえあれば、どこからでも同じ環埋を利附できます関数の補完や、コードハイライト、自動インデン

卜、エラー簡所のハイライトなど、開発に便利な機能も備わっています＆

7.2.2スブレッドシートの新規作成

まず、CoL)gl〔､I)〔〕(，sに『jゲインします（同7.1）

国図７．１，GooRleDocSにログイン

Google

ドキュメント

GoonIuドキュメント琢らオンラインでドキュメント恋作成、共存でき戒す

ﾗﾏスクトッソからファイル低アッブロードDX11で周剛にこり'1川いた再〃＆７．

どこからでＣアクヒス:パソコンやヌマートフ.マンかつド妬･ユメント･喧臓強．匪画すらこどが

で忘窯Vロ

ドキュメント多詫稀一リアルタイムで銘風隈凪で霊昌①で‐虐三弛壬がアップＬまず‐

鐸ａ 画
又貫スプレヴドシープしゼンテーシ

Ｉ・ 町ン

今すぐも00回蝿膿写寓メント＆EET Ｉｐｍに

FUI１回胸 ブ ④ イ バ シ 意 ｑ Ｊ レ ー へ 凡 ら

楓

画皿逼画

国
フガーム

ログイン

メール

パスワード

折しいGconIQアカウントをIＷＲ

L51XW

I露露ヨゾ･グｲﾝ紙蕊言…
アカウントにアクセスでき理い唱含

７
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作成したスプレッドシートを、ひとまず保イルますここでは「CASsheeUと言う名前で保存します（例

7.3)＆

■図７．３：スプレッドシートを保存

スクリプトは、スプレッドシートの中に作成され、そこから繍典や実行などをします。そのため、まずス

ブレッドシー卜遊新規作成します

ドキュメントー覧I由i面の左上の新規作成｣からスプレツドシート」を選びます（同7-2）

一個'７．２：スブレッドシートを新規作成

第７軍ＧｏｏｇＩｅＡｐｐｓＳｃｒｉｐｔ

Ｇｏ･gIe ゴミ砲別

ドキ ・ Ｉ メ ン ト ゴミ輪匠浬塁する

ワイト凡

、眠」堂｜
目文罵

ロプレゼンテーション

楯スブレッドシー卜

国フャーム

凹図附蝋１，

図TntN⑤〈ベータ噸

■コレクシ･心

テンプレート

鵬冊

▼
凸価

スブレッドシートの名前毒愛画

折しいスプレッ解シート急秀入ナ

《ｊＡ１１ｈｆｆｒ

E範淀ヨ。,…

７．２．３GoogIeAppsScriptEditorの起動

スブレッドシートが用意できたので、スクリプトを新規作成します。

メニューバーの「ツール」から「スクリプトエディタ」を選択します（同7-4)〈


