
7.6GoogIeサイトのＧＵＩ作成

了同GGoogIeｻｲﾄのGU,,作成

前節では、GUIB1lildPrを使ってデータ准喪示しましたしかし、GU1Bllil(IPI･による(;Ulでは、現砿のと

ころ、フォームのデータ牡取柵する方法は爽装されていません、

この節では、（;じl上でデータを入ﾉﾌしてもらうために、GUIB1IildPI･を使わずにスクリプト'１１でコンポーネ

ントを配置する方法を解説します｡題|:ｲは前節と同じく行き先一覧アプリケーションですが､今度はCoogle

サイト埋め込みタイプのCUIとして作ります

７．６．１GoogIeサイト埋め込みタイプ

「7.4.2CUIの諏類」で紹介したように、CoogleAi〕psSCriI)(のCUIでは、ｉｆn類の１つとしてCoo8ieサイ

トへの埋め込みタイプがありますＣ()o81eサイト埋y)込みタイプの特徴〈よ、Ｃ()081Gサイトでさまざまな仙

服を褐戦している中に、いっしょにＣＵＩ遊埋め込めることです

なお､CoogleスプレッドシートではスブレッドシートにＣＯ(〕gIeApp畠Scriptのプロジェクトが管理されてい

ました。同様に、Coo81eサイト埋め込みタイプでも、サイトiii位でCoo8ieAppsScriptのプロジェクトが喬
剛されます。

7.6.2作成するアプリケーション

この節では、ｈ･ざ先一覧アプリケーシ剤ンを、CUIBuikleI･を使わずにすべてスクリプトで作成します

ｒＩ･ど先の人ﾉiIIMiは侭ｌ７２７のようになります入ごとの人力画而と一覧炎示画lIii（図7-28）を、タブ

で切り替えられるようにします

Ｉ図'７．２７：行き先の入力画面
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■図７．２８:一覧表示画面

行き先一覧

薦E；住■鉾田中

佐房：出社

怜木：初期化湊み

田中：初期化調み

7.6.3スクリプトの概要

このアプリケーションでは、以下の５つの側数を作成します。

・initApp()：プロバティサービスを初期化します｡初回起動時に､各人の行き先として･初期化済みﾛとい

う文字列を登録します

●getlnputWidgetO：行き先を入力するＧＵＩを作成します｡人の数だけタブバネルで作成します

●getViewWidgetO：行き先一覧表示のＧＵＩを作成し､各人の氏名と行き先を表示します

●『spsToSubmitO:入力ページから呼び出されます｡入力ページから受け取った情報をプロパティサービ

スに保存します。

●ｄｏGet()：ＧＵＩアプリケーションを埋め込んだGoogIeサイトのページにアクセスすると､呼び出されます。

ここで､アプリケーションの初期化や､ＧＵＩの作成､ポﾀﾝ押し下げ時の挙動の登録などを行います

7.6.4スクリプトの新規作成

GoogIcサイトからスクリプトを新規作成します。

まず、cOogleサイトの｢その他」メニューで｢サイトの哲理｣を選んで、サイトの管理の画面を表示しま

す。サイトバーで「APPsスクリプト」をクリックすると、スクリプトの一覧が表示されます（図7-29)。

ここで「新しいスクリプト」ボタンをクリックして、CoQgIeAppsScriptのプロジェクトを新規作成します。

図7.3oのように、「UntilcdPrQject」が作成されました。

ここでいったん、プロジェクトを「lmHcre-on-Sites｣という名前で保存します。
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7.6.5氏名と行き先の定蕊

フォームで選ばせる氏名と行き先を、スクリプト中に配列として定義します（リスト７．１５)。

■リスト７－１５:氏名と行き先を配列で定袈

〃設定

varname-1iSt＝Ｉ,佐阻‘．‘鈴木､，‘田中･Ｉ；

vardist-1ist＝Ｉ’出社‘．・会岨．，‘外出,，・掃宅。．、その他,１

7.6.6初期化関数の作成

アプリケーションに初めてアクセスしたときには、まだデータが瀞録されていません。そこで、inilAPP

関数で初期化します（リスト７．１６)。

■リスト７－１６:initApp間数でブロパティを初期化

/／プロパティの初期化

funCtioninitApp()｛

ｆｏｒ（iinname-list)｛

varuser-name画name-listIil；

ｖａｒｐｒｏｐ＝ScriptPropertieB･getProperty(user-name)；

ｉｆ（proP)｛

VarneW-prOppprOp；

｝e1se｛

ScriptProperties,setProperty(user-name，‘初期化済み‘）；

｝

）

）

name-IisIに含まれる人それぞれについて、プロパティに登録されているかどうかを判定します。もし登

録されていなければ、．初期化済み．という文字列を値として登録します。

7.6.7一覧表示画面の作成

一覧表示mlilhjをスクリプトから表示する関数を作成します。スクリプトでGU1を表示するには、UiApp

サービスを利附します。

GUII山j面の柵成としては、まずパネルを作成し、その111に各秘WidgeIを追加していきます。また、この

アプリでは、パネルをタブバネルの中に入れることで、一覧表示画面と入ごとの入力画面を切り衿えられ

るようにします。
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パネルのオブジェクト、氏名の３

－･覧表示画而を表示するgctViewWidgeI関数は、

で受け取ります。処哩は、以下の順で実行します◇

UiAlplpのオブジェクトとパネルのオブジェクトを引敬

、
．
｜

〆
ざ

１氏名のラベルを作成する

２行き先のラベルを作成する

３氏名のラベルに氏名を設定する

４行き先のラベルに行き先を設定する

５パネルに､氏名と行き先のラベルを追加する

６パネルを返す

３

７．６．８入力画面の作成

入ごとにタブで分かれた入力両面を表示する関数を作成します。

入力画面を表示するgetInpu〔Widget関数は、UiAppのオブジェクト、

つを引数で受け取ります。処理は、以ドの順で実行します。

６

実際のスクリプトは、リスト７．１７のとおりです．

■リスト７－１７:一覧表示画面を表示する間数

〃Ｖｉｅｗパネルの作成間数

functiongetViewWid9et(app，panel)（

〃登埋人物の全リストを一人ずつ抜き出す

ｆｏｒ（ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈name_ﾕist・length；ｉ･･)｛

／／横方向に追加するパネルを作成する

ｖａｒｌＬｐａｎｅｌ＝app､createHorizontalPanel()；

〃人名を安示するラベルオブジェクトを作成する

varlabel-name＝app､createLabel().setｴ｡(,label-name-,。ｉ)；

〃行き先名を表示するラベルオブジェクトを作成する

varlabel-dist＝app､createLabel().setld(･label-dist-，＋ｉ)；

〃人名をセットする

label-name・SetText(name-listIiI・’：，)；

〃行き先名をプロパティから取得してセットする

labe1-dist・setText(ScriptProperties・getProperty《name-listIil)》；

〃各ラベルオブジェクトをパネルに追加する

lLpanel､adduabelエame)；

lLpanel・add(1abel-dist此

panel､add(lLpanel此

）

returnpanel

｝

(言↑

L・J

ｊｐ
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１氏名のラベルを作成する

２データ送僧用の非表示オブジェクトを作成する

３行き先のﾘｽﾄを作成する

４行き先のﾘｽﾄに行き先名を追加する

５送信用のボタンを作成する

６パネルに､氏名のラベル､データ送信用のオブジェクト､行き先のﾘｽﾄ､送信用のボタンを追加する

７送信用のボタンにクリックイベントを追加する

８パネルを返す

実際のスクリプトは、リスト７．１８のとおりです．

■リスト７．１８:入力画面を表示する関数

〃エ､putパネルの作成間数

functiongetlnputWid9et(aPP‘Panel，u-name》（

／／名前ラベルの作成

varname-labelpapp･createLabel(u-name).setｴ｡(u-name).setText(u-name..‘さんの行き先

･‘)；

／／プロパティ仙帆を追加

varhidden-proppapp・createHidden<‘user-prop，）.setld(,user-name，）.BetName(,user-
name‘）：

hidden-prop､setValue(u-name)；

〃行き先ItemBoxのWid9et作成

vardistListヨapp､createListBox(true).setｴd(，distList･）.setName<‘dist-name,）．
setTitle(画遵択リスト｡)；

ｆｏｒ（ｖａｒｉ･O；ｉ<diSt-ust・len9th；ｉ･+)｛

distList・addｴtem〈dist-1istIil）；

｝；

〃Submitボタンのwidget作成

varsubmitBtn＝app､createButton(･Submit‘）；

〃PanelへWidgetの登録

panel･add(name-1abel)；

panel・add(distLiSt》；

panel,add(submitBtn)；

panel・add(hidden-prop》；

〃イベントの登録
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ｖａｒｃﾕickHandﾕｅｒ雪app･createServerClickHandler(‘r8pBToSubmit，)；

submitBtn・addClicldIandler《clickHandler)；

cﾕickHandler・addCallbackE1ement(paneﾕ)；

returnpanel

｝

7.6.9ｄｏGet関数の作成

前節のアプリケーションと同じように、doCet関数の呼び出しは、Ｃ〔x〕glcAppsScIiptが埋め込まれた

Coogleサイトのページがアクセスされたタイミングです。そこで､ｄｏGet間数の中で､CUIの作成や各棚イ

ベントの登録など、アプリケーションとして動作させるための処理を実行します。

このアプリケーションでは、これまでに作成した関数を呼び出してアプリケーションを初期化します。作

成したUiAppのアプリケーションのオブジェクトを返すことで、CUIが表示されます。処哩は、以下の順で

実行します。

１プロパティを初期化する

２UiAPPのアプリケーションを作成する

３アプリケーションのタイトルを設定する

４縦方向のパネルオブジェクトを作成する

５タブパネルを作成する

６タブパネルに一覧表示画面を追加する

７タブパネルに人数分の入力画面を追加する

８タブパネルの最初のタブを選択状態にする

９UiAppのアプリケーションにタブパネルを追加する

１０UiAppのアプリケーションを返す

実際のスクリプトは、リスト７－１９のとおりです。

■リスト７．１９:ｄｏGet間数でアプリケーションを初期化

〃Siteページ院み出し時に自動で呼ばれる

fUnctiondoGet(e）｛

/／プロパティの初期化

initApp(ル

ノノアプリケーションの作成

ｖａｒａｐｐ＝UiApp・createAPPlication《川

app-setTitle(･行き先表'ル

ノノＶｉｅｗパネルの作成
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varpanel-viewロapp､createVerticalPanel()；

/／Tabパネルの作成

vartabPanel＝app､createTabPanel()；

〃View(行き先一覧）パネルの作成とＴａｂパネルへの追加

tabPanel･add(getVieWWid9et(app，paneLview)，’一鷺,）；

〃登塙人物分の入力パネルの作成とTabパネルへの追加

ｒoｒ（varLidxinname-list)｛

tabPanel・setSize(･Z50px"．、250px図)；

varpanel=User＝app･createVerticalPanel()；

tabPanel･add(getｴnputWidget(app，panel-User,name-listIu-idxl)，name-1iBtIL

idx】)；

｝

tabPanel・selectTab(O)；

｝

app､add(tabPanel)；

returnapp

7.6.10入力データを登録する関数の作成

CUlを表示する処理ができたので、続いて、人力画面から送信したデータを登録する応P!;IbSubmil関

数を作成します。この関数は、入力パネルの｢SubmiUボタンがクリックされたときに呼ばれます。

人ﾉﾉ1曲i面を作成するときに、データ送個用の非炎示オブジェクトを作成しました。ここに行き先のhIl淵

が入った状態で､送陪データがmspsfIbSubmilIMj数に渡されます。この愉報を元にプロパティサービスに保

存します。処理は、以下の順で実行します。

１UiAppのアクティブなアプリケーションのインスタンスを作成する

２パラメータから氏名を取得する

３パラメータから行き先名を取得する

４氏名をキーにして､行き先をプロパティに保存する

実際のスクリプトは、リスト７．２０のとおりです。

■リスト７－２０:入力データを登録する関数

〃登録時に呼び出される

runctionrspsToSubmitに》（

ｖａｒａｐｐ宮UiApp・getActiveApplication()；



）

Log9er･log(e・parameter)；

try｛

varu-name＝ｅ･parameter･useLname；

vardist-name＝ｅ・paraIneter､dist-name；

ScriptProperties・setProperty<u-name,dist-name此

)catch<e)（

Lo99er,ユog(‘エラーが起きました,）；

｝

7.6.11ソースコード全体

以上で作成したソースコード全体を、リスト7-21に再褐します。

■リスト７－２１：ソースコード全体

／／股定

varname=list＝【‘佐堕‘，

vardist-list＝【‘出社‘,

,鈴木．，，田中．ｌ；

‘会膿，”・外出,，，帰宅‘，.その他,】

/／Siteページ醜み出し時に自動で呼ばれるｄｏGet（必須）

だunctiondoGetに）（

／／プロパティの初期化

initApp(川

／／アプリケーションの作成

ｖａｒａｐｐ＝UiApp､createAppﾕication()；

app･setTitﾕe(．行き先要’）；

／／Ｖｉｅｗパネルの作成

varpaneLview＝app･createVerticalPaneﾕ()；

/／Ｔａｂパネルの作成

vartabPanel＝app･createTabPaneﾕ<)；

〃View<行き先一覧）パネルの作成とTabパネルへの追加

tabPane1.add(getVieWWidget(app,panel-view)，‘一覧･）；

７．６GoogIeサイトのＧＵＩ作成

／／登唱人物分の入力パネルの作成とＴａｂパネルへの追加

ｆｏｒ（varu-idxinname-1iSt>【

tabPaneﾕ.setSize<口Z50Pxい,．'Z50Px｡)；

varpanel-User＝app･createVerticalPane1<)：

tabPanel.add(getrnputWidget(aPP，Panel-Useェ

idxl)；

panel-User‘name-listIu-idxl)， name-1istIL

277
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｝

）

tabPanel.BelectTab(0)；

app・add(tabPanel)；

ｒｅｔｕｍａｐｐ

/／Ｖｉｅｗパネルの作成間数

functiongetViewWidget(app，panel)｛

〃登坦人物の全リストを一人ずつ抜き出す

壷oｒ（ｖａｒｉ‐Ｏ；ｉ〈name-liSt・len9th；ｉ･◇)｛

〃橘方向に追加するパネルを作成する

varlLpanel画app・createHorizontalPanel(》；

／／人名を表示するラベルオブジェクトを作成する

varlabeljname＝app･createLabel(）.setld(･label-name-.＋ｉ)；

〃行き先名を衷示するラベルオブジェクトを作成する

varlabel-dist＝app,createLabel(》､8etld(，label-dist-,。ｉ)；

／／人名をセットする

label-name・SetText《name-liStIil・’：，)；

〃行き先名をプロパティから取得してセットする

ユabel-dist､setText(ScriptProperties・getProperty(name-1istIil))；

〃各ラベルオブジェクトをパネルに追加する

lLpanel・add(label-name)；

lLpanel,add(label-dist)；

panel・add(h-panel)；

｝

returnpanel

）

/／Inputパネルの作成間数

五unctiongetInputWidget(app，pane1，u-name)｛

／／名前ラベルの作成

varname-1abel回

,')；

app・createLabel(u-name).8etm(u_name).BetText(u望1ame+・さんの行き先

／／プロパティ梢輯を追加

varhidden-propoapp･createHidden(,uBen-prop‘）.setｴ｡('uBer-name'）.setName('usexと

name‘〉；

hidden-prop・setValue(u-name>；

/／行き先エtemBoxのWidget作成
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/／PaneユヘWidgetの登録

panel・add(name-label)；

Panel・add<di8tList1；

panel･add<submitBtn)；

panel､add(hiddeILprop)；

vardi8tList目app・createListBox(true).setId(‘distList‘）.setName(‘dist-name.）．
１

BetTitle(画週択リスト画)；

ｆｏｒ《ｖａｒｉ=O；ｉ<dist=list･length：ｉ◇･)（

distLiSt,addｴtem（dist-listIil）；

）；

２

３

〃Submitボタンのwid9et作成

varsubmitBtnpapp・createButton(･Submit･）；
１

〃イベントの登録

varclickHandler回app・createServerClickHandler(‘r8psToSubInit‘）；

submitBtn･addClickHandler(clickHandler)；

cuckHandﾕer・addCallbaCl超lement(paneﾕ)；

付
驚

６

/／プロパティの初期化

者unCtioninitAPp<)｛

ｆｏｒ（iinname-1ist)｛

varuser-name宮name-1iBtIi】；

ｖａｒｐｒｏｐ＝ScriptProperties,getProperty(user-name)；

ｉｆ（Prop)｛

varnelLprop自prop；
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returnpaneユ

〃登録時に呼び出される

functionrspsTbSubmit(e)｛

ｖａｒａｐｐ＝UiApp･getActiveApplication()；

Lo9ger･lo9(e､Parameter)；

try｛

varu-name包ｅ・parameter･userLname；

vardistエame＝ｅ・parameter,dist-name：

ScriptProperties・setProperty<u-name‘dist-name)；

）catch(e)（

Log9er,log(‘エラーが起きました,肘

｝

｝
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）

｝

)else｛

ScriptProperties・setProperty(use瞳_name，’初期化済み‘）；

）

7.6.12アプリケーションの潔証

Googleサイトからスクリプトを利用するには、事前にスクリプトをマニュアルで実行し、銀紙を行う必要

があります

inilApPなどの'１M数をスクリプトエディタから呼び川すと、承蝿を求めるダイアログが表示されます。ダ

イアログに表示された内容を確認して、問題がなければ承継してください。なお、このダイアログは、ス

クリプトを変更して最初に実行したときに表示されます。

７．６．１３ＧＵＩのGoogIeサイトへの埋め込み

アプリケーションが完成したので、GoogIeサイトのページに埋め込みます。

まず､Googleサイトでページを新規作成し､作られたページの右上にある鉛筆ボタンをクリックすると、

編災モードに変わります。編典モードのページで｢柿人」メニューの｢APPsスクリプトガジェット」を選ぶ

と、Coogleサイト内に保仔されているGoogleAppsScriPIのプロジェクトー覧が表,Jくされます（同7.31)。

ここで、先ほど作成した「ImHere-on-Sites｣プロジェクトを選択し、「選択」ボタンをクリックすると、オプ

ション設定のダイアログが表示されます。

続いて、アプリケーションの公開に関する設定ダイアログが表示されます（同7-32)。

このダイアログでは、アプリケーションの実行を全凹に許､Iするか自分だけ称可するかなどを股定でき

ます。ここでは、以ドのように没定してください。

。「全員にこのサービスを実行する｣を選択

。「匿名でのアクセスを許可する｣のチェックマークは付けない

●「APPSスクリプトガジｪｯﾄの周囲に枠線をつける｣のチェックマークは付けない

。「ﾀｲﾄﾙを表示する｣のﾁｪｯｸマークは付けない

。「高さ｣に200を入力する

。「幅｣には入力しない



画図７－３１：GoogleAppsScriptのブロジェクトー頁
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7.6ＧｏｏＲＩｅサイトのＧＵＩ作成

両rXZg剛Ｉ

Dd ､『卜Ｆロ

纏集画面に「GoogleAppsスクリプト』と』１Fかれたグレーの内角が挿入されました（図7-33)。これで、

ページ内にアプリケーションが埋め込まれました

■

７
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■図７－３３:ページ内にアプリケーションが埋め込まれた
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翠付ファイル(O）

このページを保存すると、いちど「Loading...」と表示されたあとに、アプリケーションのGUlが表示され

ます（図7.34)。

■図７－３４:ページ内にアプリケーションが表示された
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7.6GoogIeサイトのＧＵＩ作成

入力するには、タブで人渥選択し、行き先を選択して、rsubmiUボタンをクリックします。一覧表示す

るには、アプリケーションを埋め込んだページにアクセスします。ただし、人力戒後にはページをリロード

する必要があります。
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付録

付録 ＨａｎｇｏｕｔｓＡＰＩ

201】年､Googleの新しいソーシャルサービス「Coogle+」が公開されました。その特徴的な機能のひと

つが、１０人までのユーザーで|‘1時にビデオチヤットが行える「ハングアウト」です。ｊ1M料で、しかも専川

のプラグインによってGoOgIe+のサイト上でシームレスに利用できます。グループビデオチャットをこれま

でになく身近なものにしてくれる、画期的なサービスです。GoogleAppsのアカウントでも使えるので、社

内の情報共有や遠隔地とのミーティングなどに役立ちます。

そのハングアウト上で動作し、ハングアウトと連棚するCoogleガジェットを開発できるのが「HangougS

APl」です。ハングアウトの面而上にガジェットを炎示し、CadgelsAPIや独I‘IのAPIを利用して、ハングア

ウト自体の機能拡張やほかのサイトとのマッシュアップが行えます。特に独自APlとしてハングアウトと辿

携するユニークな機能が提供されており、例えば以下のようなことが可能です。

●各参加者の佃報(GoogIe＋ＩＤや名前､アバター画倣など)を取得する

・拡大画面に表示されるユーザーを固定する

・各参加者のｶﾒﾗやﾏｲｸ等が有効になっているかどうかを調査する

・参加者ごとのボリュームを調整する

・自分の顔に画像をオーバーレイ表示する

・参加者全員でリアルタイムに共有され同期されるkey,valueストレージを利用する

HangoulsAPIは開発者向けプレビューの段階ですが、GadgetsAPIの新しい涌用分野として非常に興味

深いものです。執飛時期等の関係で本文に含めることはできませんでしたが､付録として使い方を簡単に

紹介します。

ＮＯＴＥ

上述のとおり､執簸時点におけるHangoutsAPlは開発者向けプレビューの状態です｡執寵後にAPIの

仕様が大幅に変更されている可能性もありますので､ご了承ください。

HangoutsAPIによる開発方法

HangoulsAPIを利1Mしてハングアウト上にガジェットを表示するためには、ガジェットＸＭＬの作成以外

にいくつかの手順を踏む必鰹があります。ここでは「HeIloWorld1」と炎示するだけの而11Iなガジェットを

題材にして、HangouIsAPlによる開発方法を解説します。


