
HangoutSAPI

、ガジェットＸＭＬの作成

まずはガジェットのソースファイルであるガジェットXMLを作成します｡城本はほかのコンテナの場合と

ljjI槻ですが、以下の条件を満たす必要があります。

。「rpc｣機能ﾗｲプﾗﾘを含める

●独自のJavaScriptAPlを定義したﾌｧｲﾙを醜み込む

これらの条件を満たすHelIoWOrId1ガジェットのガジェットＸＭＬをリストＡｌ.’に示します。作成したガ

ジェット>0VILは、ほかのコンテナの場合と同様にWeb上に公開しておいてください。

■リストＡ1.1：HelIoWorId1ガジェットのガジェットＸＭＬ

＜7.qnlversion＝101.01,encoding=O0UTF-8回７＞

<Module＞

＜ModulePrerstitle＝･ＨｅｕｏＷｏｒｌｄ!。＞

〈RequirefeaturepprpCp/＞

</ModulePrefs＞

<Contenttype=働htmlﾛ><!ICDATAI

<scriptsrc="//hangoutsapi､talkgadget､google・ＣＯ､/hangouts/api/hangout･js7v=0.1回><／
script＞

<hl>HelloWorldl</hl＞

Ⅱ><ﾉContent＞

</Module＞

⑳HangoutsAPlを有効にする

HangOulsAPIは棟耶では無効になっているため､｢CoogleAPlsConsoIc｣を使って有効化します。Googie
APIsConsoleはGoogleの各種APIの有効・無効を切り替えたりAPIキーをf発行したりするためのWebサイ

トで、以下のURLでアクセスできます。

GoogleAPlsCcnsoIe：

https:／/code,goo91e・coIn/apis/console／

GoOgleAPIsConsoleにアクセスすると、岡Ａ1.1のような画而が表示されるはずです。HangpulSAPIを

はじめとする各糊APIの管即は「プロジェクト」という収位で行われるので､プロジェクトを作成するために

｢CrealepmqjeCl.．.」と仰かれたﾄ!iいボタンをクリックします。「APlPrQlccUという名前のプロジェクトが作成

され、図Ａ1.2の両伽になるはずです（もし別の両面が表示されたら、ﾉﾃﾐのメニューで「Scwlccs」を選択

してください)。リストアップされているAPIの中から「Google+HangouIsAPl」の項目を探し、「OFF」と表
示されているボタンをクリックしてAPIを有効化します。

１

２

３

《１

５

６

７
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図Ａ１－１：GoogleAPlsConsolGの初期画面

図Ａ１－２:プロジェクト作成後の画面

ｔｅｐｍＩｅ就画ＣＩＥ日

ＮＯＴＥ

過去にGoogIeAPIsConsoleでプロジェクトをｲ乍成したことがあると､図Ａ１－１がスキップされ､図

A1-2に近い画面が表示されます｡その場合は､既存のプロジェクト猛流用してHangoutsAPlを有効にす

るか､為し＜は左上のメニューから新しいプロジェクトを作成してください。
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図Ａ１－３：GoogIeAPlsConsoleのチームメンバ登録画而

Ｈａｎ宮ｏｕｔｓＡＰｌ

■利用者を登録する

Ｈａ雌olIIsAPIは|)卜暁ﾉﾃ向けプレピニ'Ｌ－の段階ですので、（〕ooglGAI>lsC〔)ns()leにてfll川荷全旦をチーム

メンバとして鞍録しておかねばなりません。CoogleAPI蘭Ｃ(〕nsoleを表示し、と上のメニューで『Team」を

選択してください‐同Al-3の価而が表示されます

１Ａ｡(Iａｔ(〕amma[Ｃｌのテキストボックスに利用舌のメールアドレス(GooglP十に聯録済みのもの)を人ノル、

Ad(I」ボ役ンをクリック寸為ことで、チームメンバとして溌録されます。これ巻繰り返して、すべて0)ｆｌＩ川

荷のメールアドレス柾戦撤してください。

、ガジェットＸＭＬを登録し､ハングアウトを開始する

ガジェットXMLのURLも､(;(x)g1PA1PIsConsolGを利用してプロジェクトに登録します。左上のメニューで

HaI1gollIs｣を選択すると、同Ａｌ．‘|のIIIIiImが表示されます「Gad8elURL」のテキストボックスにガジェツ
トＸＭＩ’のURLを人ﾉjし、1.Sfwclボタンをクリックしてガジェ､ソトを登録してください
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図Ａ１－４，GooRleAPlsConsoleのガジェントＸＭＬ登録画面
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ガジェットＸＭＬが迩録されると､テキストボックスの下に「nnlPI･ahangout1」というリンクが炎示されま

す。これ巻クリックすることでハングアウトが起動し、ガジェットが蜜示されます（図Ａｌ-5)。

現ｲI{のところ、Coogle+から開始したハングアウトにガジェットを表示することはできません。ガジェット
を利川するjj》合は、必ずCoogleAPlsConsolcから開始してください。ハングアウトにほかのユーザーを招
待するには､ハングアウトのURLをllj雌参ﾉjll行に伝えます。ＣＯ叩l〔､+のチャット軟どを利川するのがよいで
しょう、

同Ａ１－５：HeIloWorld1方ヅｪｯﾄが表示されたところ
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HangoutSAPl

JavaScriptAPIの利用方法

HangoutsAPIでは、GadgetsAPIに加えて独自のJavaScriptAPIも提供しており、ハングアウトと緊鱗に

連携する機能が実現できます。ここでは、参加者全員の顔に1曲i像を合成するガジェットを作成しながら、

JavaScriptAPIの利用方法を解説します。標噸のハングアウトでも自分の顔にCoogleが用怠した面像（執

飛時点ではトナカイのツノ）を合成する機能が提供されていますが、HangDulsAPlを利用すると合成|曲i像

を任意に指定できます。さらに共有ステート（アプリケーションステート）の機能を利用し、画像の合成を

参加者全員に対して適ｍできるようにします。

、合成画像の指定

リストＡｌ.ｌにコードをガジェットＸＭＬの聡本部分はHelloWOrld1ガジェットと1両lじでかまわないので、

追加していく形で作業していきましょう。

まずは合成画像を指定するためのフォームを用意し、HangoutsAPIを呼び皿

侭や大きさの調縦値)を指定するコードを実装します（リストＡ１-2)。

HangoutsAPIを呼び出して合成画像（および位

■リストＡ１．２:合成画像を掴定するコード

<rormactiOn軍｡#qonsUbmit二国processSubmit(比returnfa1Se;卿>

URL<inputidヨロurl・type＝･text・size＝画８０．＞<br＞

Offset(－１～、1）Ｘ<inputid回･ofsx・type=･text｡＞

Ｙ<inputid=Qofsy･type=･text衝＞

Scale〈inputidp･scrtype三.textp＞<br＞

〈inputtype=psubmit･value=･設定．＞

</fomm＞

<script＞

functionproceBsSubmit(〉｛

overlay（

document・getElelnentByｴ｡('urﾕ‘〉・value‘

document･getE1ementByｴd(･ofsx‘）.value-0,

document､getE1ementByｴd(.of8y･）.value-0‘

（document､getE1ementByｴ｡(･Ｓｃ１.).value-0)11)；
｝

functionoverlay(url，ofrsetX，or2setY，scale）（

並(gapi､hangout・isApiReady()）｛／／ＡＰエが利用可能か念のため砿鱒

/／合成画像のリソースを作成する

ｖａｒｒｓｃ＝gapLhangout･av､effects､CreateｴmageReSOUrCe(url)；

〃オーバーレイを作成する
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varoverlayprsc･createFaceTrackin90verlay(（

trackin9Feature：

ｇａｐｉ･hangout・ａｖ・effects･FaceTrackin9Feature,NOSE-ROOT･

ｏｆ垂set：｛ｘ:offsetX，YgofrsetY｝‘

scale：ｓｃａｌｅ，

scaleWithFace：true，

rotateWithFace：ｔｒｕｅ

})；

／ノオーバーレイを作成

overlay､8etViSible(true)；

）

）

</script＞

前半部分はliiにＨＴＭＬでフォームを用意して人ﾉjlfiを取得しているだけなので、解脱の必要はないで

しょう。ポイントは後､ドのoverlayIIU数です。

HangOuI$APIで画像を合成するには、まずgapihangoul､av､eIhcls､crea【eImageResourceメソッドを利用
して画像リソースを作成します。引数には合成画像のURLを指定してください。

作成したIdIi像リソースを合成に使用するには、Ｃ『cateFaceTmckingOverlayメソッドを呼び出してオー

バーレイオブジェクトを作成します。その際､引数として表A1-1のフィールドを持つオブジェクトを指定し

ます。これにより、画像を合成する位樹やサイズ等をＩＭＩ盤できます。

そして、最後にオーバーレイオブジェクトのsetVisibleメソッドにtrueを渡すことで、画像の合成が開始

されます。

■衷Ａ１．１：createFaceTrackingOverIayの引数に指定できるフィールド

フィールド名

t『ackingFeatu｢ｅ

offset

scale

｢otate

脱明

画像を合成する場所をgapihangout,avelfects､FaceT『ackingFeatu｢eに定義されてい

る定数(表Ａ１-2)で指定

合成位固のオフセットを､ｘとyのフィールドを持つオブジエクトで指定

画像サイズの倍率を数値で指定

画像の回転をラジアンで指定

scaleWithFacet｢ueを指定すると､顔の大きさに合わせて画像も拡大縮小する

rotateWithFacetrueを指定すると､顔の傾きに合わせて画像も回転する
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ＨａｎＲｏｕｔｓＡＰｌ

国表Ａ１－２:gapi・hangout・av､effects･FaceT｢ackingFeatureに定義されている定数

房の先端

LＯＷＥＲＬＩＰ

定数名 脱明(合成する位置】

２９Ｍ

UＥＦＴＥＹＥ 芹'三

これで画像の合成はできましたしかし、現在はr1分以外の参加音には画像が合成されません。

HangoutsAPIでは､合成両隙を般定したり恋史したりでざるのは''１分の顔のみだからですほかの参加満

にもlIiIi像を合成するﾉこめには、合成IIlIi像のURL報をそれぞれの参I川者')j､ジェットに賑送する必典があ

ります。これは、H21I】g()u膳AP1のアブ.リケーションステートで実現できます凹

RIGHTとEＹＥ 眉一
画

下室

ＮＯＳＥＲＯＯＴ 鼻の根元

｢洲Ａ１－６：画像の合成の実行結果

付
銀

リストＡ1.2を追加したガジェットＸＭｌ・を､HelloWOrkI1ガジェットと同じ哩領で実↑jしてみましょうそ

して､フォームに適当な而隙のURLを指定し､｢設定』ボタンをクリックしてください。図Ａｌ・6のように､指

定した画像が自分の戯に合成されます。顔を動かしたり傾けたりしても、フェイストラッキングによって常
に正しい位置に合成されるようになっています‘，
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●アプリケーションステートを使う

アプリケーションステートとは､ハングアウトの通儒チャンネルを利用したデータ共有機能です。ＷＷＩ)iな

key･valueストレージを全参加者で共有し、ある参加者のガジェットでデータが変更されると、それがほぼ

リアルタイムでほかの参加者にも同期されます。この仕組みを利用して合成画像のURL等を転送すること

で、すべての参加荷に合成画像を投定します。

まず、アプリケーションステートが変更されたことを検知するために、ガジェットの初期化時にイベント

ハンドラを般定します。そのためのコードをリストＡ1.3に示します。

■リストＡ１－３：ステート変更のイベントハンドラを股定

gapi・han9out,onApiReady･add(function(e）｛

ｉｆ(e・iBApiReady）｛〃念のためAPエが利用可龍かどうか碗腿

gapi・hangout,data・onStateChan9ed・add(procesBStateChanged)；
）

｝)；

血常のガジェツトと凪なり、初期化処理の登録はgaPi,hangollt鋤onApiReadyaddメソッドでｉｊ:います。こ

れは、lIangpulsAPIの初期化タイミングが通常のGadgeIsAPIと異なるためです。
初期化処理の中では、渡されたイベントオブジェクトのisApiReadyフラグでHangoutSAPIが利用可能

なことを確縄した後､gapihangouldala,onSla【eChangGd・addメソッドでイベントハンドラの関数を登録しま
す。このイベントハンドラは、アプリケーションステートになんらかの変更があった際に[I動的に呼び出

されます。

NOTE

HangoutsAPIのイベントは独自のもので､ＤＯＭのイベントとは別物です｡混同しないようにしてくだ
さい。

次に、戦録したイベントハンドラを実装します。引数として渡されるイベントオブジェクトのs1aleフィー

ルドに共有ステートの内容が格納されているので、そこからパラメータを取得し、リストＡ1.2のoverlay関

数に渡すだけです（リストＡ1.4)。

■リストＡ１－４:ステート変更時のイベントハンドラ

fUnctionprocessStateChanged《e）｛

ｖａｒ８ｐｅ･state；

overlay《8.urﾕ，ｓ､ofBx－０，８.ofsy-0,（s,scl-O)11)；
）

最後に、pmcessSubmit関数でovcrlay関数を呼び出すのをやめ、代わりにアプリケーションステートを
更新します。これにより、白分を含む全参加者のガジェットでprocessStaleChanged関数が呼び出され､合



フ'プリケーションステートの更新はgapihangout・datasubmi[Del【aメソッドで行います。第１引数に更新

(もしくは追加）する値を格納したjavaScriptオブジェクトを、第２引敬にi$iil除する値のキーを格納した配

ﾘを指定します。今回のガジェットでは蝋にデータを更新するだけなので､輔２リ|散には空の配列を慌定

しています。

以上ですべての参加者に合成|ｌＩｌｉ隙が,役定できるようになりました。ハンゲフ'ウトにほかの参加fIfを招待

し（CoogleAPIsConso1eでチームメンバにするのを忘れないでください)、合成画像を設定してみてくださ

い。すべての参加荷に対してlIlIi像が合成されるはずです（同Ａ１-7)『、

ＨａｎＲｏｕｔｓＡＰｌ

戒画像が設定されることになりますこの変亜を行ったprocessSubmillMI散をリストＡ１－５に示します‐

国リストＡ１－５:変更後のｐ｢ocessSubmit関数

functionprocessSubmit(）（

ｖａｒｄａｔａ＝｛

url：documGnt･getE1ementByｴ｡('url‘）.value，

orsxfdocument・getE1GInentByｴ。（iorsx!）・value‘

ofsy：document･getE1eInentByｴ。（‘ofsyI）.value‘

scl：document・getE1ementBym(,ｓｃｌ，）.value

）；

gapi・han9out･data・submitDelta(data’１】)；

）

＄

図Ａ１－７：全参加者に画倣が合成される
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付録

参考資料等

今向はHangoulsAPIを利川したガジェヅトを実行する手順と、自分の顔に画像を合成する方法、アプリ

ケーションステートの利用方法を解説しました。しかし、これらはHangOulsAPlの機能の一部でしかあり

ません。公式サイトにはすべてのAPIのリファレンスやサンプルガジェットなどがありますので、ぜひ''１分

の手で試してみてください。

Google＋HangoutsAPl公式サイト：

https:／/developers,google・com/+/han9outs／

HangoutsAPlに関して離間を持ったときは、CoogIe＋（およびCoogle関連のソーシャル技術）に関する

コミュニティーであるCoogleSodalDevelopersJapanで賀間してみてください。多くのエキスパートが参加

しているので、良い|‘'1審が↑(｝られるでしょう。

GoogleSocialDeveIopersJapan：

http:／/groups・goo91e・com/group/google-social-developers-japan

！
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□お買い上げ書籍についての問い合わせ先

木撫の内容についてのご質問は、下記の宛先まで、返信

用切手を同封の上、封得でお送りください。返信には、し

ばらくお時間をいただく珊合がございま１も本書の範囲を

超える質問には、お答えいたしかね喉覗，

あらかじめご了承ください。

〒１０２－００７５東京都千代田区三番町２０

株式会社インブレスジャパン

「GoogIeAPlExpertが解脱する

GoogIeApps拡張ガイド｣質問係

国乱丁･落丁本のご返送先
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讃掘下記の宛先までご返送ください。
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国調店･取次ご注文窓口
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グーグルエーピーアイエキスパートがいせつ

GoogIeAPIExpert力：解説する
グーグル アッブスかくちよう

GooEIIeApps拡張ガイド
2012年２月２１日初版第１刷発行

読者アンケートにご協力ください

hMpWwww,1ｍI〕lresSjapanjp/bookS/3ﾕ5２
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送をもって代えさせていただき戦す。
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