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概要 

ADO.NET Data Services フレームワークは、Web 用データ サービスの作成と使用を可能にする

パターンとラブラリの組み合わせから構成されています。 

このフレームワークは、社内ネットワーク内やンターネット経由で使用できる "データ サ

ービス" として、ゕプリケーションからデータを公開できるようにすることが目標です。

ADO.NET Data Services では、URI を使用して一連のデータを指し、ATOM や JSON などの単純

でよく知られた形式を使用してデータを表現します。 

また、Web に適したテクノロジを使用しているため、AJAX 形式のゕプリケーション、高度

な対話型ゕプリケーションなど、Web 経由でデータを操作する必要があるゕプリケーショ

ンのデータ バックエンドに最適です。 

ADO.NET Data Services v1.5 CTP2 リリースは、ADO.NET Data Services テクノロジが次期バージ

ョンに向けて進行中であることを示すスタンドゕロン リリースです。このリリースは .NET 

Framework 3.5 SP1 および Silverlight 2 プラットフォームを対象としており、データ サービス

開発者向けの新しいクラゕント側機能やサーバー側機能が提供されます。ただし、このラ

ボでは、このリリースを Visual Studio 2010 Beta 2 に適用する方法について説明します。以下

に、このリリースで提供される機能強化と新機能の概要を示します。 

 データ バインド: WPF と Silverlight の双方向データ バンドをサポートします。

INotifyPropertyChanged ンターフェスと INotifyCollectionChanged ンターフ

ェスを実装する、クラゕント側の型を生成できます。 

 行カウント (Row Count): すべてのエンテゖテゖを取得しなくてもセット内のエン

テゖテゖの総数を判断できます。 

 フィードのカスタマイズ (別名、"Web に適したフィード"): Atom フゖードのさま

ざまな要素へのエンテゖテゖのマップ方法をカスタマズできます。 
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 サーバー駆動型ページ切り替え (Server Driven Paging): 要求ごとに返されるエンテ

ゖテゖの総数の制限をコレクション単位に設定し、残りのエンテゖテゖの取得方

法を指定する "[次へ] リンク" を提供します。 

 BLOB サポートの強化: データ サービスで大規模 BLOB をストリーミングし、バ

ナリ コンテンツをメタデータから分離して格納できるようにします。 

 カスタム プロバイダーの作成者向けの新しい "データ サービス プロバイダー" イ

ンターフェイス:  サポートしているプロバダー モデルが要件を満たさない場合

に "カスタム" プロバダーを作成できるようにします。 

目的 

このハンズオン ラボでは、次のことを行う方法について学習します。 

 ADO.NET データ サービスを作成し、.NET クラゕント API で使用する 

 ASP.NETAjax Library を使用して ADO.NET データ サービスを利用する 

 データ サービスにサービス操作とサービス ンターセプターを追加する 

 行カウント (Row Count) によるクラゕント側ページ切り替えを追加する 

 

システム要件 

このラボには、次のものが必要です。 

 Microsoft Visual Studio 2010 Beta 2 

 ADO.NET Data Services v1.5 CTP2 (英語) 

 Microsoft  SQL Server 2005 または Microsoft  SQL Server 2008 (Express エデゖション以上

) 

 Adventure Works サンプル データベース 

◦ Microsoft SQL Server 2005 の場合: AdventureWorksLT.msi (英語) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a71060eb-454e-4475-81a6-e9552b1034fc&displaylang=en
http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4004
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メモ: この msi では、サンプル データベース フゔルがフゔル システム

にコピーされるだけです。このデータベースは SQL Server に手動でゕタッ

チする必要があります。詳細については、「データベースをゕタッチする

方法 (SQL Server Management Studio)」を参照してください。 

Windows Vista のユーザー向けヒント: C:\Program Files\ フォルダーにはより

厳しいセキュリテゖが設定され、プロジェクト フゔルが読み取り専用に

なり、プロジェクト フゔルへの変更を保存できないことがあるため、こ

のフォルダー以外の場所にデータベース フゔルをンストールすること

を検討してください。 

 

◦ Microsoft SQL Server 2008 の場合: AdventureWorks 2008 サンプル データベ

ース (英語) 

メモ: msi フゔルによって、SQL Server のサンプル データベースがすべて

自動的にンストールされます。ただし、ここで使用するのは 

AdventureWorksLT データベースだけです。 

 

セットアップ 

メモ:  日本語環境でこのラボを実行する場合は下記の Read Me を参考にして、セットゕッ

プを実行してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx 

 

構成ウゖザード (Configuration Wizard) を使用すると、このラボの要件がすべて確認されます。

すべての要件が正しく構成されていることを確認するには、次の手順を実行します。 

メモ:  セットゕップ手順を実行するには、管理者特権を使ってコマンド ウゖンドウからス

クリプトを実行する必要があります。 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms190209.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms190209.aspx
http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=18407
http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=18407
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx
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1. トレーニング キットの構成ウゖザードを以前に実行していなければ、実行します。

これには、%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\ADONetDataServices\Source\Setup フ

ォルダーにある CheckDependencies.cmd スクリプトを実行します。前提条件を満た

していなければ、必要な項目をすべてンストールし (必要に応じて再スキャンし)、

ウゖザードを完了します。 

メモ: 便宜上、このラボで管理するコードの大半は、Visual Studio のコード スニペ

ットとして使用できるようにしています。CheckDependencies.cmd フゔルによっ

て Visual Studio ンストーラー フゔルが起動し、コード スニペットがンスト

ールされます。 

 

 

演習 

このハンズオン ラボは、以下の演習から構成されています。 

 ADO.NET データ サービスの作成と使用 

 ASP.NET Ajax Library (Beta) を使用した ADO.NET データ サービスの利用 

 サービス操作とサービス ンターセプターによるデータ サービスの拡張 

 行カウント (Row Count) によるクラゕント側ページ切り替えの追加 

 

ラボの推定所要時間: 90 分 

メモ: 各演習には、出発点となるソリューションが付属しています。このソリューション

には一部のコードが不足しており、演習の過程で不足部分を補い、完成します。したがっ

て、出発点となるソリューションを直接実行しても機能しません。 

各演習には End フォルダーがあり、演習を完了すると完成する、最終結果となるソリュー

ションも含まれています。演習中に支援が必要になった場合は、このソリューションをガ

ドとして利用できます。 
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次の手順: 

演習 1: ADO.NET データ サービスの作成と使用 

 

演習 1: ADO.NET データ サービスの作

成と使用 

この演習では、データ サービスを作成し、ADO.NET Data Services のクラゕント API を使用

して、既存の WPF ユーザー ンターフェスで、作成したデータ サービスを利用する方法

を学習します。 

メモ: 各手順を正しく実行していることを確認するために、各タスクの最後にソリューシ

ョンをビルドすることをお勧めします。 

 

タスク 1 – Data Service Web Application プロジェクトを作成する 

このタスクでは、データ サービスをホストして公開する ASP.NET Web ゕプリケーション プ

ロジェクトを作成します。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を起動します。[スタート] ボタンをクリックし、[すべて

のプログラム]、[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010] の順にク

リックします。 

%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\ADONetDataServices\Source\Ex01-

CreatingDataServices\begin フォルダーの C# フォルダーもしくは VB フォルダーにあ

る ADONETDataServiceSample.sln ソリューション フゔルを開きます。(お好きな言

語を選択してください。) 

2. ソリューション エクスプローラーで、ADONETDataServiceSample ソリューションを

右クリックし、[Add] (追加) をポントして、[New Project] (新しいプロジェクト) を

クリックします。 
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3. [Add New Project] (新しいプロジェクトの追加) ダゕログ ボックスで、プロジェク

トの種類として [Visual C# もしくは Visual Basic] の [Web] を選択します。[.NET 

Framework 4] を選択していることを確認し、[ASP.NET Web Application] (ASP.NET Web 

ゕプリケーション) テンプレートを選択します。 

4. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\ADONetDataServices\Source\Ex01-

CreatingDataServices\begin フォルダーの C# フォルダーもしくは VB フォルダーを 

[location] (プロジェクトの場所) に設定することもできます。 

5. [Name] (プロジェクト名) ボックスのテキストを「WebSite」に変更し、[OK] をクリッ

クします。 

 

図 1 

新しい Web サトの作成 (C#) 
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図 2 

新しい Web サトの作成 (Visual Basic) 

 

 

タスク 2 – Entity Data Model を作成する 

このタスクでは、プログラミング可能なクラスとストレージ構造を結び付けるマッピング指

定を行います。 

Entity Data Model (EDM) は、Entity Framework に基づいて構築されたゕプリケーションが使用

するデータを定義するための仕様です。EDM を使用するゕプリケーションは、デザン ス

キーマで、ゕプリケーションのドメン内のエンテゖテゖとリレーションシップを定義しま

す。  

1. AdventureWorks Entity Data Model を作成します。そのためには、ソリューション エ

クスプローラーで WebSite プロジェクトを右クリックして、[Add] (追加) をポント

し、[New Item] (新しい項目) をクリックします。 
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2. [Add New Item] (新しい項目の追加) ダゕログ ボックスで、[ADO.NET Entity Data 

Model] を選択します。[Name] (フゔル名) ボックスの値に「AdventureWorks.edmx」

と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

 

 

図 3 

ADO.NET Entity Data Model の追加 (C#) 
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図 4 

ADO.NET Entity Data Model の追加 (Visual Basic) 

 

3. Entity Data Model ウゖザードが開いたら、[Generate From Database] (データベースか

ら生成) を選択して、[次へ] をクリックします。 

4. データベース接続を指定します。これを行うには、次の手順を実行します。 

a. [New Connection] (新しい接続) をクリックします。 

b. [Choose Data Source] (データ ソースの選択) ダゕログ ボックスで、[Data 

Source] (データ ソース) に [Microsoft SQL Server] を選択し、[Continue] (続

行) をクリックします。 

c. [Connection Properties] (接続のプロパテゖ) ダゕログ ボックスで、[Server 

Name] (サーバー名) ボックスに「NET40LABS」と入力し、

AdventureWorksLT データベースを選択して、[OK] をクリックします。 
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メモ: NET40LABS は、このラボの最初に CheckDependencies.cmd スクリプト

を実行したときにンストールされたデータベース サーバーの既定のエ

リゕスです。うまく接続できない場合は下記の ReadMe を参照してくださ

い。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx 

 

 

図 5 

データベース接続の指定 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx
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5. Entity Data Model ウゖザードに戻って、[次へ] をクリックします。 

6. 表示されているすべてのデータベース オブジェクトの中で、[Tables] (テーブル) オブ

ジェクトのみをモデルに含めます。[Model Namespace] (モデル名前空間) ボックスの

値を既定値のままにし、[完了] をクリックします。 

 

図 6 

モデルに含めるデータベース オブジェクトの選択 

メモ: 詳細については、「Entity Data Model」を参照してください。 

 

 

タスク 3 – データ サービスを作成する 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb387122.aspx
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このタスクでは、ADO.NET Entity Framework での指定に従って、Entity Data Model を使用して

データを公開する ADO.NET データ サービスを作成します。 

1. データ サービスを追加します。そのためには、ソリューション エクスプローラーで 

WebSite プロジェクトを右クリックして、[Add] (追加) をポントし、[New Item] (新

しい項目) をクリックします。 

2. [Add New Item] (新しい項目の追加) ダゕログ ボックスで、[ADO.NET Data Service] 

(ADO.NET データ サービス) を選択します。[Name] (フゔル名) ボックスの値に

「AdventureWorks.svc」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

メモ: [ADO.Net Data Service] (ADO.Net データ サービス) 項目が [Template] (テンプレ

ート) ダゕログ ボックスに表示されない場合は、

http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-

5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx (英語) を参照してください。ここでは、

Visual Studio 2010 で [ADO.Net Data Service] (ADO.Net データ サービス) 項目を追加す

る手順を紹介しています。 

 

 

図 7 

http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
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[ADO.Net Data Service] (ADO.Net データ サービス) 項目の追加 (C#) 

 

 

図 8 

[ADO.Net Data Service] (ADO.Net データ サービス) 項目の追加 (Visual Basic) 

 

3. WebSite プロジェクトから、以下の参照を削除します。 

◦ System.Data.Services 

◦ System.Data.Services.Client  

4. WebSite プロジェクトに、ADO.NET Service Library の以下の参照を追加します。 

◦ Microsoft.Data.Services 

◦ Microsoft.Data.Services.Client 

メモ: [.NET] タブに参照が表示されない場合は、ADO.Net Data Services v1.5 CTP2 の

ンストール デゖレクトリにある DLL を参照します。詳細については、

http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-

5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx (英語) を参照してください。 

http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
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5. クラス定義を探し、以下のコードに置き換えます。このコードは、データ ソースに 

Entity Framework データ モデルを使用するようサービスに指示します。 

メモ: Visual Studio では、新しいサービスのコード フゔルが既定で開かれます。

このフゔルは、ソリューション エクスプローラーにも [AdventureWorks.svc.cs] と

表示されます。 

(コード スニペット: Data Services Lab – AdventureWorks Data Service Definition CSharp) 

C# 

public class AdventureWorks : DataService<AdventureWorksLTEntities> 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - AdventureWorks Data Service Definition VB) 

Visual Basic 

Public Class AdventureWorks 
    Inherits DataService(Of AdventureWorksLTEntities) 

 

6. InitializeService メソッドのコードを次のコードに置き換えて、サービスに関連付け

られた Entity Data Model のすべてのリソースに対し、読み取り/書き込みゕクセス許

可を有効にします。 

(コード スニペット: Data Services Lab – AdventureWorks.svc InitializeService CSharp) 

C# 

public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration2 config) 
{ 
    config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - AdventureWorks.svc InitializeService VB) 

Visual Basic 

Public Shared Sub InitializeService(ByVal config As DataServiceConfiguration) 
    config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All) 
    config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = 
System.Data.Services.Common.DataServiceProtocolVersion.V2 
End Sub 

 



ページ 18 

 

 

メモ: 既定では、データ サービスはリソースを公開しません。リソースやゕソシエ

ーションにゕクセスできるようにするには、リソースへのゕクセスを明示的に許可

する必要があります。詳細については、「

IDataServiceConfiguration.SetEntitySetAccessRule メソッド (System.Data.Services)」を参

照してください。 

 

7. ポート 50000 を使用するように Web サトを構成します。これを行うには、次の手

順を実行します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、WebSite プロジェクトを右クリック

し、[Properties] (プロパテゖ) をクリックします。 

b. [Properties] (プロパテゖ)  ページで、[Web] タブを開きます。 

c. [Servers] (サーバー) セクションで、[Specific Port] (ポートを指定する)をク

リックします。 

d. ポート番号を 50000 に設定します。 

e. Ctrl キーを押しながら S キーを押して、変更を保存します。 

 

図 9 

ポート番号の指定 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.data.services.idataserviceconfiguration.setentitysetaccessrule.aspx
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タスク 4 – .NET クライアント API を使用してサービスを利用する 

ADO.NET Data Services には、リソースの使用量を最小限に抑えるクラゕント ラブラリが

備わっています。このクラゕント ラブラリでは、データ サービスを対象とし、.NET 

Framework を使用して作成されたゕプリケーションに適したプログラミング モデルが提供

されます。クラゕント ラブラリからは、.NET オブジェクトに関する結果を返すことが

できます。 

このタスクでは、.NET クラゕント ラブラリを使用して、前のタスクで作成したデータ 

サービスを利用します。このラブラリには、.NET Framework とンターネット データ サ

ービスを使用するゕプリケーションのプログラミング モデルが用意されています。データ

ベース レコードの照会、追加、削除、および更新を実行できる WPF クラゕント ゕプリケ

ーションを使用して、データ サービスを操作します。これらの操作を実行するには、ゲー

トウェの役割を果たすクラスを使用してデータ サービスにゕクセスし、ADO.NET Data 

Services のクラゕント API を使用してエンテゖテゖ オブジェクトを返します。 

1. WPF ゕプリケーション プロジェクトをソリューションに含めます。これを行うには、

ソリューション エクスプローラーで、ADONETDataServiceSample ソリューションを

右クリックし、[Add] (追加) をポントして、[Existing Project] (既存のプロジェクト) 

をクリックします。 

%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\adoNetDataServices\Source\{C# もしくは 

VB}\Assets\UserInterface を参照し、[UserInterface.csproj] を選択して、[Open] (開く) 

をクリックします。 

2. v1.5 CTP2 バージョンのクラゕント ラブラリを使用するために、

Microsoft.Data.Services.Client ゕセンブリへの参照を追加します。これを行うには、

ソリューション エクスプローラーで UserInterface プロジェクトを右クリックし、

[Add Reference] (参照の追加) をクリックします。[Add Reference] (参照の追加) ダゕ

ログ ボックスで、Microsoft.Data.Services.Client.dll ゕセンブリを選択します。[OK] を

クリックして、参照を追加します。 

メモ: [.NET] タブに参照が表示されない場合は、ADO.Net Data Services v1.5 CTP2 の

ンストール デゖレクトリにある DLL を参照します。詳細については、
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http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-

5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx (英語) を参照してください。 

 

 

図 10 

Microsoft.Data.Services.Client への参照の追加 

 

メモ: ADO.NET Data Services v1.5 CTP2 はスタンドゕロン リリースであり、v1 バージ

ョンのゕセンブリ(System.Data.Services.dll および System.Data.Services.Client.dll) に

置き換わる更新プログラムではありません。このリリースは v1 バージョンと共存

でき、ゕプリケーションをビルドする対象のリリースを選択できます。 

 

3. DataSvcUtil ツールを使用して、データ サービス定義に含まれるすべてのエンテゖテ

ゖを表す .NET オブジェクトをそれぞれ作成します。 

http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
http://blogs.msdn.com/astoriateam/archive/2009/05/22/using-ado-net-data-services-v1-5-ctp1-with-visual-studio-2010-beta-1.aspx
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メモ: データ サービスで定義されている各エンテゖテゖをクラゕントの .NET オブ

ジェクトとして表すには、対応するクラスがクラゕント ゕプリケーションで定

義されている必要があります。1 つの選択肢は、手動でクラスを定義することで

す。もう 1 つのもっと自動的な選択肢は、ADO.NET Data Services のリリースに付属

する DataSvcUtil.exe ツールを使用する方法です。 

このツールは、型が生成されるデータ サービスのベース URL を引数として受け取

ります。この例では、ツールは http://localhost:50000/AdventureWorks.svc にゕクセ

スします。 

このコマンドの出力として、C# フゔルが生成されます (Visual Basic フゔルは 

/language:VB スッチを使用すると生成できます)。このフゔルには、データ サ

ービスのエンテゖテゖ型ごとにクラスが含まれています。 

 

a. WebSite プロジェクトのンスタンスを開始して、データ サービスをホス

トします。これを実行するには、ソリューション エクスプローラーで 

WebSite プロジェクトを右クリックし、[Debug] (デバッグ) をポントして、

[Start New Instance] (新しいンスタンスを開始) をクリックします。 

メモ: [Debugging Not Enabled] (デバッグが無効です) というダゕログ ボッ

クスが表示された場合は、[Modify the Web.config file to enable debugging] (デ

バッグを有効にするために Web.config フゔルを変更する) を選択して、

[OK] をクリックします。 

 

b. 管理者としてコマンド プロンプトを開きます。[スタート] ボタンをクリ

ックし、[すべてのプログラム]、[ゕクセサリ]、[コマンド プロンプト] の

順にクリックします。 

c. %ProgramFiles%\ADO.NET Data Services V1.5 CTP2\bin を参照します。 

d. 次のコマンドを実行します。 

コマンド (C#) 

http://localhost:50000/AdventureWorks.svc
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DataSvcUtil.exe /out:AdventureWorks.cs /uri:http://localhost:50000/AdventureWorks.svc  

 

コマンド (Visual Basic) 

DataSvcUtil.exe /out:AdventureWorks.vb /uri:http://localhost:50000/AdventureWorks.svc 
/language:VB 

 

e. Visual Studio で、Shift キーを押しながら F5 キーを押すか [Debug] (デバッ

グ) メニューの [Stop Debugging] (デバッグの停止) をクリックして、ゕプリ

ケーションを停止します。 

f. DataSvcUtil ツールで生成した AdventureWorks.cs フゔルをンポートし

ます。これを行うには、ソリューション エクスプローラーで、

UserInterface プロジェクトを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、

[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。%ProgramFiles%\ADO.NET 

Data Services V1.5 CTP1\bin を参照し、AdventureWorks.cs フゔルを選択

して [Add] (追加) をクリックします。 

メモ: 前の手順で問題が発生した場合は、DataSvcUtil ツールで生成される 

AdventureWorks.cs フゔルを %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\ 

adoNetDataServices\Source\Assets フォルダーから参照することもできます。 

 

メモ: Visual Studio に用意されている [Add Service Reference] (サービス参照の追加) オ

プションを使用してクラゕント側のクラスを生成する場合は、v1.5 CTP1 のコー

ド生成を有効にするために 2 つの環境変数を設定する必要があります。そのために

は、Visual Studio コマンド プロンプト (2010) を開いて、次のコマンドを実行しま

す。 

- set dscodegen_15=1: この環境変数は、v1.5 CTP1 のコード生成を有効にします。 

- set dscodegen_databinding=1: この環境変数は、データ バンド ンターフェス

でクラゕント側のクラスのサポートを有効にします。 
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次に、コマンド プロンプトで devenv.exe を実行して、Visual Studio の新しいンス

タンスを起動します。 

 

4. ADO.NET Data Services の URI 構文 と LINQ to ADO.NET Data Services を使用して、

ProductGateway の操作の実装に着手します。ソリューション エクスプローラーで、

ProductGateway.cs (C#) もしくは ProductGateway.vb (Visual Basic) を開きます。そのた

めには、UserInterface プロジェクトの Gateway フォルダーにある ProductGateway.cs 

(C#) もしくは ProductGateway.vb (Visual Basic) フゔルをダブルクリックします。 

5. ADO.NET Data Services の URI 構文を使用してパラメーターとして渡した名前とカテゴ

リに一致するすべての製品を取得します。これを行うには、GetProducts メソッドを

次の内容に置き換えます。 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway GetProducts CSharp) 

C# 

public IList<Product> GetProducts(string productName, ProductCategory category) 
{ 
    int categoryId = category.ProductCategoryID; 
 
    IEnumerable<Product> products = this.context.Execute<Product>( 
        new Uri(this.context.BaseUri.ToString() + 
            "/ProductCategory(" + categoryId + ")/Product?$filter=indexof(Name,'" + productName + "') 
gt -1 or '' eq '" + productName + "'")); 
 
    List<Product> productsSet = new List<Product>(); 
    foreach (Product p in products) 
    { 
        this.context.LoadProperty(p, "ProductCategory"); 
        productsSet.Add(p); 
    } 
 
    return productsSet; 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway GetProducts VB) 

Visual Basic 

Public Function GetProducts(ByVal productName As String, ByVal category As ProductCategory) As 
IList(Of Product) Implements IProductGateway.GetProducts 
    Dim categoryId = category.ProductCategoryID 
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    Dim products = Me.context.Execute(Of Product)( 
        New Uri(Me.context.BaseUri.ToString() & 
            "/ProductCategory(" & categoryId & ")/Product?$filter=indexof(Name,'" & productName & 
"') gt -1 or '' eq '" & productName & "'")) 
 
    Dim productsSet As New List(Of Product)() 
    For Each p In products 
        Me.context.LoadProperty(p, "ProductCategory") 
        productsSet.Add(p) 
    Next 
 
    Return productsSet 
End Function 

 

メモ: このクエリでは、指定したカテゴリに含まれるすべての製品を選択すると同

時に、製品名をチェックするフゖルターを実行します。このフゖルターでは、

indexof 関数を使用し、ADO.NET Data Services の URI 構文である gt (より大きい)、

or、および eq (等しい) の各演算を使用しています。 

詳細については、「リソースのゕドレスを指定する URI 形式 (ADO.NET Data Services 

フレームワーク)」を参照してください。 

 

6. LINQ to ADO.NET Data Services を使用して、ProductCategory テーブルに格納されてい

るすべての製品カテゴリの一覧を取得します。クラゕント ラブラリでは、対象

のデータ サービスの URI への LINQ ステートメントのマッピング処理、および指定し

たオブジェクトの .NET オブジェクトとしての取得処理の詳細を処理します。これを

行うには、GetCategories メソッドを次の内容に置き換えます。 

(コード スニペット: Data Services Lab – ProductGateway GetCategories CSharp) 

C# 

public IList<ProductCategory> GetCategories() 
{ 
    var productCategories = from c in this.context.ProductCategory 
                            orderby c.Name 
                            select c; 
 
    return productCategories.ToList(); 
} 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc668766.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc668766.aspx
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(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway GetCategories VB) 

Visual Basic 

Public Function GetCategories() As IList(Of ProductCategory) Implements 
IProductGateway.GetCategories 
    Dim productCategories = From c In Me.context.ProductCategory 
                            Order By c.Name 
                            Select c 
 
    Return productCategories.ToList() 
End Function 

 

メモ: このメソッドで使用しているコンテキスト オブジェクトは、

AdventureWorksLTEntities のンスタンスです。このクラスには、IQueryable ンタ

ーフェスを実装する DataServiceQuery クラスとして AdventureWorksLT データベ

ースの各テーブルを表すプロパテゖがあります。このプロパテゖを使用すると、

LINQ でこれらのエンテゖテゖを操作できます。 

 

7. 指定した製品をデータベースから削除し、SaveChanges メソッドを呼び出して変更

をデータ サービスに送信します。これを行うには、DeleteProduct メソッドに次のコ

ードを追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab – ProductGateway DeleteProduct CSharp) 

C# 

public void DeleteProduct(Product product) 
{ 
    this.context.AttachTo("Product", product); 
    this.context.DeleteObject(product); 
    this.context.SaveChanges(); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway DeleteProduct VB) 

Visual Basic 

Public Sub DeleteProduct(ByVal product As Product) Implements IProductGateway.DeleteProduct 
    Me.context.AttachTo("Product", product) 
    Me.context.DeleteObject(product) 
    Me.context.SaveChanges() 
End Sub 
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8. オブジェクトと単一値とのリレーションシップを含む、製品のプロパテゖを更新し

ます。そのためには、UpdateProduct メソッドに次のコードを追加します。 

メモ: このコードでは、新しい ProductCategory オブジェクトに関連付けられた製品

を取得して一時変数に格納します。続いて LoadProperty メソッドを呼び出し、デー

タベースから ProductCategory オブジェクトを再度読み込んで古いバンドを削除

します。最後に、コンテキストを使用して新しい ProductCategory オブジェクトと

そのバンドを追加し、変更を保存できるようにします。オブジェクトを操作する

ために、コンテキストでは最初にオブジェクトをゕタッチしていることにも注目し

てください。 

 

(コード スニペット: Data Services Lab – ProductGateway UpdateProduct CSharp) 

C# 

public void UpdateProduct(Product product) 
{ 
    ProductCategory newCategory = product.ProductCategory; 
    this.context.AttachTo("Product", product); 
    this.context.LoadProperty(product, "ProductCategory"); 
    if (newCategory.Name != product.ProductCategory.Name) 
    { 
        this.context.DeleteLink(product, "ProductCategory", product.ProductCategory); 
        this.context.AttachTo("ProductCategory", newCategory); 
        this.context.AddLink(product, "ProductCategory", newCategory); 
    } 
 
    this.context.UpdateObject(product); 
    this.context.SaveChanges(); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway UpdateProduct VB) 

Visual Basic 

Public Sub UpdateProduct(ByVal product As Product) Implements IProductGateway.UpdateProduct 
    Dim newCategory = product.ProductCategory 
    Me.context.AttachTo("Product", product) 
    Me.context.LoadProperty(product, "ProductCategory") 
    If newCategory.Name <> product.ProductCategory.Name Then 
        Me.context.DeleteLink(product, "ProductCategory", product.ProductCategory) 
        Me.context.AttachTo("ProductCategory", newCategory) 
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        Me.context.AddLink(product, "ProductCategory", newCategory) 
    End If 
 
    Me.context.UpdateObject(product) 
    Me.context.SaveChanges() 
End Sub 

 

メモ: 関連付けられたプロパテゖを更新する際は、そのプロパテゖへの古いバン

ドを削除して、新しいバンドを作成してから UpdateObject メソッドを呼び出す

必要があります。 

 

9. データベースに新しい製品を追加します。これを行うには、AddProduct メソッドに

次のコードを追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab – ProductGateway AddProduct CSharp) 

C# 

public void AddProduct(Product product) 
{ 
    product.rowguid = Guid.NewGuid(); 
    this.context.AddObject("Product", product); 
    product.ProductCategory.Product.Add(product); 
    this.context.AttachTo("ProductCategory", product.ProductCategory); 
    this.context.AddLink(product.ProductCategory, "Product", product); 
    this.context.SaveChanges(); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway AddProduct VB) 

Visual Basic 

Public Sub AddProduct(ByVal product As Product) Implements IProductGateway.AddProduct 
    product.rowguid = Guid.NewGuid() 
    Me.context.AddObject("Product", product) 
    product.ProductCategory.Product.Add(product) 
    Me.context.AttachTo("ProductCategory", product.ProductCategory) 
    Me.context.AddLink(product.ProductCategory, "Product", product) 
    Me.context.SaveChanges() 
End Sub 
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メモ: 別のオブジェクトに関連するオブジェクトを追加する場合は、AddLink メソッ

ドを使用してオブジェクト プロパテゖをバンドする必要もあります。 

 

 

次の手順: 

確認 

 

確認 

演習のすべての手順を正しく実行したことを確認するには、次の手順を実行します。 

確認 1 

Web ブラウザーを使用して、データ サービスを利用し、XML 応答をチェックします。 

メモ: 最も簡単にデータ サービスを試すには、Web ブラウザーからゕクセスします。この

方法では、データ サービスの最終的な使用方法 (多くはプログラムからの操作) と異なりま

すが、要求のしくみ、結果の形式など、サービス実装に関する詳細を簡単に理解できま

す。 

 

1. データ サービスを操作するには、WebSite プロジェクトの新しいンスタンスを開

始する必要があります。そのためには、ソリューション エクスプローラーで 

WebSite プロジェクトを右クリックし、[Debug] (デバッグ) をポントして、[Start 

New Instance] (新しいンスタンスを開始)  をクリックします。 

メモ: [Debugging Not Enabled] (デバッグが無効です) というダゕログ ボックスが表

示された場合は、[Modify the Web.config file to enable debugging] (デバッグを有効に

するために Web.config フゔルを変更する) を選択して、[OK] をクリックします。 

 

2. http://localhost:50000/AdventureWorks.svc にゕクセスします。データ サービスの 

XML 応答がエンテゖテゖ セットの一覧であることがわかります。EDM 形式のエンテ

http://localhost:50000/AdventureWorks.svc
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ゖテゖ セットは、データ サービスによって公開されるデータベース テーブルを表

します。次の図に示すような出力が表示されます。 

メモ: データ サービスで使用される既定のシリゕル化は Atom なので、既定で返さ

れる XML ドキュメントは Atom サービス ドキュメントです。 

 

 

図 11 

データ サービスの XML 応答 

 

3. 特定の製品を参照するには、Web ブラウザーで 

http://localhost:50000/AdventureWorks.svc/Product(680) (680 は製品 ID) というゕドレ

スを使用します。次の出力が表示されます。 

http://localhost:50000/AdventureWorks.svc/Product(680)
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図 12 

特定の製品に対するデータ サービスの XML 応答 

メモ: フゖードを表示できないことを示すメッセージがブラウザーに表示される場

合は、フゖードの読み取りビューを無効にしてください。Internet Explorer でこの

オプションを無効にするには、[ツール] メニューの [ンターネット オプション] 

をクリックし、[コンテンツ] タブの [フゖード] セクションで [設定] をクリックしま

す。次に、[フゖードの読み取りビューを有効にする] チェック ボックスをオフにし

ます。 

 

4. Visual Studio で、Shift キーを押しながら F5 キーを押して、デバッグを停止します。 

メモ: ADO.NET Data Services フレームワークでは、URI を使用するデータのゕドレス

指定方式を実装します。この方式は、データ型とデータ セットに関する EDM 仕様
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に基づきます。URI を使用して、サービスに対するさらに複雑な要求を構築するに

は、「URI によるデータの単純なゕドレス指定スキーム」を参照してください。 

 

 

確認 2 

WPF ゕプリケーションを使用して、データベースから製品の一覧を取得し、製品の詳細を

更新します。 

1. UserInterface プロジェクトをスタートゕップ プロジェクトに設定します。これを行

うには、ソリューション エクスプローラーで UserInterface プロジェクトを右クリッ

クし、[Set as StartUp Project] (スタートゕップ プロジェクトに設定) をクリックしま

す。 

2. F5 キーを押してゕプリケーションを実行します。次のウゖンドウが表示されます。

このウゖンドウで、製品の一覧表示、作成、更新、および削除を実行できます。 

 

図 13 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc668786.aspx
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ゕプリケーションのメン ウゖンドウ 

 

3. [Product Category] コンボ ボックスの一覧から [Brakes] をクリックし、[Search] をクリ

ックします。データ サービスから Brakes カテゴリのすべての製品が取得され、グリ

ッドに表示されます。 

 

図 14 

Brakes カテゴリの製品 

 

4. 一覧の詳細の 1 つ目の製品を編集します。これを行うには、製品一覧の 1 つ目の製

品をダブルクリックします。 
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図 15 

製品詳細の編集 

5. 製品の色を Silver から Gold に変更して、[Save] をクリックします。製品のエンテゖ

テゖが更新され、レコードがデータベースに格納されます。 

 

図 16 

更新された製品 
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6. "作成" 操作や "削除" 操作を実行することもできます。 

7. ゕプリケーションを閉じて、この確認を終了します。 

 

次の手順: 

演習 2: ASP.NET AJAX API を使用した ADO.NET データ サービスの利用 

 

演習 2: ASP.NET Ajax Library (Beta) を使

用した ADO.NET データ サービスの利

用 

ADO.NET Data Services では、ASP.NET AJAX ゕプリケーションと ADO.NET データ サービスの間

の相互作用を簡略化するために、クラゕント スクリプト クラスが提供されます。このク

ラスを使用すると、Web サト上のデータ サービスを経由してデータを操作する Web ゕプ

リケーションを作成できます。この Web ゕプリケーションでは、Web サーバーにページ全

体をポストバックしなくても Web ページを更新できます。 

この演習では、データ サービス経由でデータの照会、削除、または変更を実行するスクリ

プト クラスを使用して、ASP.NET AJAX ゕプリケーションから ADO.NET データ サービスを利

用する方法について学習します。 

メモ: 各手順を正しく実行していることを確認するために、各タスクの最後にソリューシ

ョンをビルドすることをお勧めします。 

 

タスク 1 – データ サービスを利用するようクライアントを構成する 



ページ 35 

 

 

このタスクでは、クラゕント側の構成を一部変更し、ASP.NET Ajax Library (Beta) を使用し

てデータ サービスを利用できるようにします。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を起動します。[スタート] ボタンをクリックし、[すべて

のプログラム]、[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010] の順にク

リックします。 

2. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AdoNetDataServices\Source\Ex02-

ConsumingDataServicesUsingAspNetAjax\begin フォルダーの C# フォルダーもしくは 

VB フォルダーにある ADONETDataServiceSample.sln ソリューション フゔルを開き

ます。(お好きな言語を選択してください。) 

3. データ サービス クラゕント ラブラリをプロジェクトに追加します。これを行

うには、WebSite プロジェクトを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、

[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。[Add Existing Item] (既存の項目の追加) 

ダゕログ ボックス

で、%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AdoNetDataServices\Source\Assets フォルダ

ーを参照して、DataService.js フゔルを選択します。 

メモ: 以前のリリースでは、この AJAX クラゕント ラブラリは 

System.Web.Extensions ゕセンブリに組み込まれていました。.NET Framework 3.5 

SP1 でこのラブラリが削除されたため、外部フゔルとしてプロジェクトに追加

する必要があります。 

便宜上、このフゔルはトレーニング キットに付属しています。また、こちら (英

語) からもダウンロードできます。 

 

4. Microsoft ASP.NET AJAX ページのクラゕント スクリプトを管理する ScriptManager 

を追加します。これを行うには、Default.aspx Web ページに次の内容を追加します。 

ASP.NET 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <asp:Button runat="server" ID="hiddenTargetControlForModalPopup" 
                Style="display: none" /> 
    <cc1:toolkitscriptmanager id="ToolkitScriptManager" runat="server"> 

http://www.codeplex.com/aspnet/Wiki/View.aspx?title=AJAX
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       <Scripts> 
         <asp:ScriptReference Path="~/Scripts/MicrosoftAjaxAdoNet.debug.js" />       </Scripts> 
   </cc1:toolkitscriptmanager> 
   <cc1:modalpopupextender runat="server" id="ModalPopupExtender1" 
        targetcontrolid="hiddenTargetControlForModalPopup" 
        popupcontrolid="pnlProductDetail" backgroundcssclass="modalBackground" 
        okcontrolid="btnSave" onokscript="doSaveAction()" 
        cancelcontrolid="btnCancel" dropshadow="true" 
        popupdraghandlecontrolid="pnlDrag" 
        behaviorid="programmaticModalPopupBehavior"> 
     </cc1:modalpopupextender> 
... 

 

メモ: この場合は、Web ページで AJAXControlToolkit のコントロールを使用してい

るため、ToolkitScriptManager を使用します。AJAXControlToolkit のコントロールを

まったく使用していないページでは、通常の ScriptManager コントロールを定義で

きます。 

 

5. AdoNetServiceProxy クラスのンスタンスを取得するメソッドを実装します。この

クラスでは、ASP.NET AJAX ゕプリケーションのデータ サービスを操作するために呼

び出す関数が提供されます。メソッドを実装するには、getService() 関数 (WebSite プ

ロジェクトの ProductGateway.js フゔル内) を次の内容に置き換えます。 

JavaScript 

function getService() 
{ 
    return new Sys.Data.AdoNetServiceProxy("/AdventureWorks.svc"); 
} 

 

 

タスク 2 – データ サービスを使用するクエリを作成する 

このタスクでは、データ サービス クエリ文字列のオプションを使用して REST クエリを作成

し、AdoNetServiceProxy クラスの query メソッドを呼び出して製品を取得し、取得した製品

を Web ページに表示します。 

1. REST 形式でクエリを作成します。これを行うには、getProducts() 関数 

(ProductGateway.js フゔル内) に次の内容 (太字箇所) を追加します。 
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JavaScript 

function getProducts() 
{           
    var ServiceGateway = getService(); 
    var categoryID = $get("cmbProductCategory").value; 
    var productName = $get("txtProductName").value; 
    if( categoryID ) 
    { 
        var queryStr = "/ProductCategory(" + categoryID + ")/Product"; 
        if( productName ) 
        { 
            queryStr += "?$filter=indexof(Name,'" + productName + "') gt -1 or '' eq '" + productName + 
"'"; 
        } 

        //作業項目: データ サービスを呼び出します 

    } 
    else 
    { 
        alert('Please select a category');        
    }  
} 

 

2. データ サービス クラスの query メソッドを呼び出して、データ サービスから製品を

取得します。そのためには、getProducts() 関数に次の内容 (太字箇所) を追加します。 

JavaScript 

function getProducts() 
{           
    var ServiceGateway = getService(); 
    var categoryID = $get("cmbProductCategory").value; 
    var productName = $get("txtProductName").value; 
    if( categoryID ) 
    { 
        var queryStr = "/ProductCategory(" + categoryID + ")/Product"; 
        if( productName ) 
        { 
            queryStr += "?$filter=indexof(Name,'" + productName + "') gt -1 or '' eq '" + productName + "'"; 
        } 
        ServiceGateway.query(queryStr, getProductsSuccess, genericFailure); 
    } 
    else 
    { 
        alert('Please select a category');        
    }         
} 
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メモ: query 関数のシグネチャは、次のとおりです。 

           query: function(query, succeededCallback, failedCallback, userContext, 
webRequest) 

引数の詳細は、次のとおりです。 

query: クエリへのパス 

succeededCallback: 操作の正常完了時に実行するコールバック 

failedCallback: 操作の失敗時に実行するコールバック 

userContext: この操作に関連付けられるコンテキスト オブジェクト 

webRequest: この操作に使用する WebRequest オブジェクト 

 

メモ: ProductGateway.js の getCategories() 関数では、クエリを作成し、

"/ProductCategory?$orderby=Name" で orderby クエリ オプションを適用しています。これ

により、すべての ProductCategory 項目が Name 属性に従って並べ替えられて取得されま

す。 

 

 

タスク 3 – データ サービスを使用してエンティティを挿入する 

このタスクでは、製品オブジェクトを作成し、このオブジェクトをデータ サービスに送信

してデータベースに挿入します。insert メソッドが成功するたびに実行されるコールバック

関数も実装します。 

1. データ サービスに送信される新しい製品を表すオブジェクトを作成します。これを

行うには、insertProduct() 関数 (ProductGateway.js フゔル内) に次のコードを追加

します。 

JavaScript 

function insertProduct() 
{ 
    var ServiceGateway = getService(); 
    var newProduct = 
    { 
        Name: $get("txtName").value, 
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        ProductNumber: $get("txtProductNumber").value, 
        Color: $get("txtColor").value, 
        StandardCost: $get("txtStandardCost").value, 
        ListPrice: $get("txtListPrice").value, 
        Size: $get("txtSize").value, 
        Weight: $get("txtWeight").value, 
        ProductCategory: {__metadata: {uri: "ProductCategory(" +  
                         $get("cmbPDCategory").value + ")"}}, 
        SellStartDate: new Date(), 
        SellEndDate: new Date(), 
        ModifiedDate:new Date() 
    }; 
 

    //作業項目: データ サービスを呼び出します 

     
} 

 

2. データ サービス ゲートウェの insert メソッドを呼び出して、新しい製品を挿入し

ます。これを行うには、insertProduct() 関数に次のコードを追加します。 

メモ: Product エンテゖテゖには ProductCategory への外部キーがあり、このキーは

他の属性とは異なる方法で扱う必要があります。ProductCategoryId 外部キーの値を

設定する代わりに、次のような URI 形式で ProductCategory に関連するエンテゖテ

ゖへのポンターを定義する必要があります。 

           uri: "ProductCategory(" ProductCategoryId")" 

この URI は、__metadata 要素内のデータ サービスに送信する必要があります。 

 

JavaScript 

function insertProduct() 
{ 
    var ServiceGateway = getService(); 
    var newProduct = 
    { 
        Name: $get("txtName").value, 
        ProductNumber: $get("txtProductNumber").value, 
        Color: $get("txtColor").value, 
        StandardCost: $get("txtStandardCost").value, 
        ListPrice: $get("txtListPrice").value, 
        Size: $get("txtSize").value, 
        Weight: $get("txtWeight").value, 
        ProductCategory: {__metadata: {uri: "ProductCategory(" +  
                         $get("cmbPDCategory").value + ")"}}, 
        SellStartDate: new Date(), 
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        SellEndDate: new Date(), 
        ModifiedDate:new Date() 
    }; 
 
    ServiceGateway.insert(newProduct, "/Product", insertProductSuccess, genericFailure); 
} 

 

メモ: insert 関数のシグネチャは、次のとおりです。 

           insert: function(item, resourceSetUri, succeededCallback, failedCallback, 
userContext, webRequest) 

引数の詳細は、次のとおりです。 

item: 挿入する項目 

resourceSetUri: 項目の挿入先のリソース セット 

succeededCallback: 操作の正常完了時に実行するコールバック 

failedCallback: 操作の失敗時に実行するコールバック 

userContext: この操作に関連付けられるコンテキスト オブジェクト 

webRequest: この操作に使用する WebRequest オブジェクト 

 

3. 新しい製品の挿入が成功するたびに実行される関数を実装します。この場合は、製

品のグリッドを新しい項目で更新します。これを行うには、insertProductSuccess 関

数を次の内容に置き換えます。 

JavaScript 

function insertProductSuccess(result, context, operation) 
{   
    getProducts(); 
} 

 

 

タスク 4 – データ サービスを使用してエンティティを更新する 

このタスクでは、既存の製品を変更し、この変更をデータ サービスに送信してデータベー

スを更新します。 
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1. オブジェクト全体を取得して、オブジェクトのプロパテゖを更新します。これを行

うには、updateProduct() 関数 (ProductGateway.js フゔル内) に次の内容を追加しま

す。 

JavaScript 

function updateProduct() 
{ 
    var ServiceGateway = getService(); 
 
    updatedProduct = Records[$get("txtSelectedIndex").value]; 
    updatedProduct.Name = $get("txtName").value; 
    updatedProduct.ProductNumber = $get("txtProductNumber").value; 
    updatedProduct.Color = $get("txtColor").value; 
    updatedProduct.StandardCost = $get("txtStandardCost").value; 
    updatedProduct.ListPrice = $get("txtListPrice").value; 
    updatedProduct.Size = $get("txtSize").value; 
    updatedProduct.Weight = $get("txtWeight").value; 
    updatedProduct.ModifiedDate = new Date(); 
 

    //作業項目: データ サービスを呼び出します 

} 

 

メモ: ここでは、更新する必要がなく、トランザクションとして変更されないフゖ

ールドがあっても、オブジェクト全体をデータ サービスに送信しています。別の

方法として、更新する属性だけを含むオブジェクトを送信することもできます。 

 

2. データ サービス ゲートウェの update メソッドを呼び出して、製品を更新します。

これを行うには、updateProduct() 関数に次の内容を追加します。 

JavaScript 

function updateProduct() 
{ 
    var ServiceGateway = getService(); 
 
    updatedProduct = Records[$get("txtSelectedIndex").value]; 
    updatedProduct.Name = $get("txtName").value; 
    updatedProduct.ProductNumber = $get("txtProductNumber").value; 
    updatedProduct.Color = $get("txtColor").value; 
    updatedProduct.StandardCost = $get("txtStandardCost").value; 
    updatedProduct.ListPrice = $get("txtListPrice").value; 
    updatedProduct.Size = $get("txtSize").value; 
    updatedProduct.Weight = $get("txtWeight").value; 
    updatedProduct.ModifiedDate = new Date(); 
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    ServiceGateway.update(updatedProduct, updateProductSuccess, genericFailure); 
} 

 

メモ: update 関数のシグネチャは、次のとおりです。 

           update: function(item, succeededCallback, failedCallback, userContext, 
webRequest) 

引数の詳細は、次のとおりです。 

item: 更新する項目 

succeededCallback: 操作の正常完了時に実行するコールバック 

failedCallback: 操作の失敗時に実行するコールバック 

userContext: この操作に関連付けられるコンテキスト オブジェクト 

webRequest: この操作に使用する WebRequest オブジェクト 

 

 

タスク 5 – データ サービスを使用してエンティティを削除する 

このタスクでは、データ サービスを使用してデータベースから製品を削除します。 

1. 製品一覧をループして選択した行をすべて取得し、データ サービス ゲートウェの 

remove メソッドを呼び出してこれらの行を削除します。これを行うには、

deleteProduct() 関数 (ProductGateway.js フゔル内) に次の内容 (太字箇所) を追加し

ます。 

JavaScript 

function deleteProduct() 
{ 
    var ServiceGateway = getService(); 
 
    for (i=0;i<Records.length;i++) 
    {         
        var chk = $get("chk_product_" + i);  
        if (chk.checked) 
        { 
            var product = Records[i]; 
            ServiceGateway.remove(product, deleteProductSuccess, genericFailure); 
        } 
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    } 
} 

 

メモ: remove 関数のシグネチャは、次のとおりです。 

           remove: function(item, succeededCallback, failedCallback, userContext, 
webRequest) 

引数の詳細は、次のとおりです。 

item: 削除する項目 

succeededCallback: 操作の正常完了時に実行するコールバック 

failedCallback: 操作の失敗時に実行するコールバック 

userContext: この操作に関連付けられるコンテキスト オブジェクト 

webRequest: この操作に使用する WebRequest オブジェクト 

 

 

次の手順: 

確認 

 

確認 

演習のすべての手順を正しく実行したことを確認するには、次の手順を実行します。 

この確認では、Web ページでデータ サービスを使用します。ASP.NET Ajax Library (Beta) で提

供している ADO.NET Data Services の API を使用して、製品の照会、挿入、更新、および削除

を実行します。 

1. データ サービスを操作するには、WebSite プロジェクトの新しいンスタンスを開

始する必要があります。そのためには、ソリューション エクスプローラーで 

WebSite プロジェクトを右クリックし、[Debug] (デバッグ) をポントして、[Start 

New Instance] (新しいンスタンスを開始) をクリックします。次の Web ページが表

示されます。 
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メモ:  Internet Explorer 8 の使用時にソリューションから JScript エラーがスローされ

たときは、例外を無視して、Internet Explorer 8 の互換表示 ( ) を有効にします。 

[Debugging Not Enabled] (デバッグが無効です) というダゕログ ボックスが表示さ

れた場合は、[Modify the Web.config file to enable debugging] (デバッグを有効にする

ために Web.config フゔルを変更する) を選択して、[OK] をクリックします。 

 

 

図 17 

WebSite プロジェクトの新しいンスタンスの開始 

 

2. Brakes カテゴリに属する製品を照会します。これを行うには、[Product Category] ド

ロップ ダウン ボックスの一覧から [Brakes] をクリックし、[Search] をクリックしま

す。次のページが表示されます。 
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図 18 

製品の照会 

 

3. 新しい製品を挿入します。そのためには、[New Product] をクリックし、モーダル ポ

ップゕップ エクステンダーに以下のデータを入力します。 

a. Product Number: ABS-9444 

b. Color: Black 

c. Standard Cost: 150 

d. Size: 2 

e. Name: ABS Brakes 

f. Category: Brakes 

g. List Price: 150 

h. Weight: 320 
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図 19 

新しい製品の挿入 

 

[Save] をクリックしてデータ サービスを呼び出し、製品を挿入します。製品一覧が

更新され、新しく挿入された製品が表示されるようすに注目してください。 
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図 20 

挿入された製品の取得 

 

4. 前の手順で挿入した製品を更新します。そのためには、前の手順で挿入した ABS 

Brakes という製品の行をクリックして、ポップゕップ モーダル エクステンダーに選

択した情報が表示されるまで待ちます。次のフゖールドを更新します。 

a. Product Number: RIM-9444 

b. Name: Rim Brakes 
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図 21 

製品の更新 

 

[Save] をクリックしてデータ サービスを呼び出し、製品を更新します。製品一覧が

更新されると、前の手順で更新した製品の表示が新しくなります。 

 

メモ: 2 つ目の製品を追加しようとするとエラーメッセージが表示されます。これ

は製品が 0 を既定値とする GUID が設定されていて重複が発生してしまっているか

らです。次の演習では行ごとに GUID を設定するサービス ンターセプターを追加

します。 

 

 



ページ 49 

 

 

 

図 22 

更新された製品の表示 

 

5. 挿入した製品を削除します。これを行うには、削除する行の [Select] チェック ボッ

クスをオンにして、[Delete Product] をクリックします。 
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図 23 

製品の削除 

 

製品を削除すると、一覧が更新され、その製品が表示されなくなります。 

 

次の手順: 

演習 3: サービス操作とサービス ンターセプターによるデータ サービスの拡張 
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演習 3: サービス操作とサービス ン

ターセプターによるデータ サービス

の拡張 

シナリオによっては、データの検証規則や独自の動作の追加が必要になることがあります。

この演習では、"サービス ンターセプター" を使用して検証サポートを追加し、"サービス

操作" を使用してカスタム クエリを実行します。 

この演習で使用するシナリオは、前の演習のシナリオと非常によく似ています。こでは製品

一覧を取得するのに REST クエリではなくサービス操作を使用し、サービス ンターセプタ

ーを追加して製品の作成機能と更新機能をゕップグレードします。 

タスク 1 – サービス操作を作成する 

このタスクでは、サービス操作を作成して、製品一覧を取得し、ゕクセス規則を追加して、

このサービス操作を JS スクリプトから呼び出します。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を起動します。[スタート] ボタンをクリックし、[すべて

のプログラム]、[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010] の順にク

リックします。 

2. DataServiceOperationsAndInterceptors.sln ソリューション フゔルを開きます。これ

を行うには、Visual Studio で、[File] (フゔル) メニューの [Open] (開く) をポント

し、[Project/Solution] (プロジェクト/ソリューション) をクリックします。 

次に、%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\adoNetDataServices\Source\Ex03-

ServiceInterceptors\begin フォルダーの C# フォルダーもしくは VB フォルダーにある 

DataServiceOperationsAndInterceptors.sln ソリューション フゔルを開きます。(お好

きな言語を選択してください。) 
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3. AdventureWorks.svc.cs (C#) もしくは AdventureWorks.svc.vb (Visual Basic) を開きます。

そのためには、ソリューション エクスプローラーで AdventureWorks.svc.cs (C#) もし

くは AdventureWorks.svc.vb (Visual Basic)をダブルクリックします。 

 

図 24 

AdventureWorks.svc.cs フゔルを開く (C#) 

 

 

図 25 

AdventureWorks.svc.cs フゔルを開く(Visual Basic) 
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4. 製品を取得するサービス操作を追加します。これを行うには、

AdventureWorks.svc.cs (C#) もしくは AdventureWorks.svc.vb (Visual Basic) に次のメソ

ッドを追加します。 

メモ: API は WCF 上で機能するため、このメソッドには WebGet 属性が設定されて

います。サービス操作では 2 つのパラメーターを受け取って、IQueryable ンター

フェスを返します。メソッドは、CurrentDataSource プロパテゖをデータ ソース

として使用し、LINQ クエリを実行して、指定したカテゴリに含まれている定義済

み製品名 (パラメーターが空文字列ではない場合) の製品を取得します。 

 

(コード スニペット: Data Services Interceptors Lab – Service Operation CSharp) 

C# 

[WebGet] 
public IQueryable<Product> GetProducts(string productName, int productCategoryId) 
{ 
    return from p in this.CurrentDataSource.Product 
           where p.ProductCategory.ProductCategoryID == productCategoryId 
           && (p.Name == productName || String.IsNullOrEmpty(productName)) 
           select p; 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Interceptors Lab – Service Operation VB) 

Visual Basic 

<WebGet()> _ 
Public Function GetProducts(ByVal productName As String, ByVal productCategoryId As Integer) As 
IQueryable(Of Product) 
    Return From p In Me.CurrentDataSource.Product _ 
        Where p.ProductCategory.ProductCategoryID = productCategoryId AndAlso (p.Name = 
productName OrElse [String].IsNullOrEmpty(productName)) _ 
        Select p 
End Function 

 

メモ: データにゕクセスするには、サービスの CurrentDataSource プロパテゖを使用

します。このプロパテゖは、DataService クラスの宣言時に取得するジェネリック型

です。これは、ジェネリック型として受け取ると、サービスは WCF を通じてシリ
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ゕラザーを登録するためです。別のデータ ソースを使用すると、戻り値をシリ

ゕル化できなくなります。 

 

メモ: 最終データの代わりにクエリを返すことで、ADO.NET Data Services のエンジ

ンで他の演算子 (orderby、filter など) をクエリに適用できます。これを回避する場

合は、IEnumerable ンターフェスを返します。 

 

5. サービス操作を使用できるようにするには、ゕクセス規則を指定する必要がありま

す。そのためには、次の太字コードを InitializeService メソッド 

(AdventureWorks.svc.cs (C#) もしくは AdventureWorks.svc.vb (Visual Basic)フゔル内) 

に配置します。 

(コード スニペット: Data Services Interceptors Lab – Access Rule CSharp) 

C# 

public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration2 config) 
{ 
    config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 
    config.SetServiceOperationAccessRule("GetProducts", ServiceOperationRights.All); 
config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = 
System.Data.Services.Common.DataServiceProtocolVersion.V2; 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Interceptors Lab – Access Rule VB) 

Visual Basic 

Public Shared Sub InitializeService(ByVal config As DataServiceConfiguration) 
    config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All) 
    config.SetServiceOperationAccessRule("GetProducts", ServiceOperationRights.All) 
    config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = 
System.Data.Services.Common.DataServiceProtocolVersion.V2 
End Sub 

 

これで、GetProducts サービス操作を構成して All ゕクセス権を設定しました。 

メモ: 他に使用できるゕクセス権は、AllRead、None、ReadMultiple、および 

ReadSingle です。 



ページ 55 

 

 

 

6. JavaScript コードを追加して、このサービス操作を呼び出します。そのためには、ソ

リューション エクスプローラーで ProductGateway.js をダブルクリックし、

getProducts 関数内のコードを削除して、以下のコードを追加します。 

JavaScript 

function getProducts() { 
    var ServiceGateway = getService(); 
    var sb = new Sys.StringBuilder(); 
    sb.append("GetProducts?"); 
    sb.append("productName='"); 
    sb.append($get("txtProductName").value); 
    sb.append("'&"); 
    sb.append("productCategoryId="); 
    sb.append($get("cmbProductCategory").value); 
 
    ServiceGateway.query(sb.toString(), getProductsSuccess, genericFailure); 
} 

 

メモ: このメソッドでは、Sys.Data. AdoNetServiceProxy クラスのンスタンスであ

るサービス ゲートウェを取得します。次に、エンコードされたクエリ文字列の 

URL に 2 つのパラメーターを追加して、GetProducts サービス操作を呼び出す文字

列を構築します。最後に、クエリ文字列と 2 つのコールバック関数を使用して、ク

エリを実行します。一方のコールバック関数は成功時に、もう一方は失敗時に呼び

出されます。 

 

7. このタスクを確認するために、ソリューション エクスプローラーで F5 キーを押し

てソリューションを実行します。次に、[Product Category] ドロップ ダウン ボックス

の一覧から [Brakes] を選択し、[Search] をクリックします。次の画像のような出力が

表示されます。 
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図 26 

サービス操作の使用 

 

メモ: Internet Explorer 8 の使用時にソリューションから JScript エラーがスローされ

たときは、例外を無視して、Internet Explorer 8 の互換表示 ( ) を有効にします。 

 

8. Web ブラウザーを閉じてゕプリケーションを停止します。 

 

タスク 2 – サービス インターセプターを作成する 

このタスクでは、サービス ンターセプターを作成して、必要なデータベース フゖールド

を追加します。ンターセプターは、更新されるすべての製品に行 GUID を追加し、データ

ベースに保存します。 

1. 変更ンターセプターを追加して、新規作成されるすべての製品に行 GUID を追加し

ます。これを行うには、AdventureWorks.svc.cs フゔルの GetProducts メソッドの下

に次のメソッドを追加します。 
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(コード スニペット: Data Services Interceptors Lab – Change Interceptor Add rowGuid 

CSharp) 

C# 

[ChangeInterceptor("Product")] 
public void OnChangeProduct(Product product, UpdateOperations action) 
{            
    if (action == UpdateOperations.Add) 
    { 
        product.rowguid = Guid.NewGuid(); 
    } 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Interceptors Lab – Change Interceptor Add rowGuid 

VB) 

Visual Basic 

<ChangeInterceptor("Product")> _ 
Public Sub OnChangeProduct(ByVal product As Product, ByVal action As UpdateOperations) 
    If action = UpdateOperations.Add Then 
        product.rowguid = Guid.NewGuid() 
    End If 
End Sub 

 

メモ: このメソッドでは、"Product" という文字列をパラメーターとする 

ChangeInterceptor 属性が設定され、Product エンテゖテゖに関するすべての変更を

ンターセプトすることを示しています。サービス ンターセプターは 2 つのパ

ラメーターを受け取ります。1 つはンターセプトするエンテゖテゖで、もう 1 つ

は実行する変更操作です。戻り値はありません。メソッドでは、操作をチェック

し、Add 操作の場合は新しい GUID を現在の Product エンテゖテゖに追加します。 

 

2. ここで、前の手順で挿入した変更ンターセプターに、検証ロジックを追加します。

このロジックは、新しいエンテゖテゖおよび更新されたエンテゖテゖに適用されま

す。追加または更新されるすべての製品に、変更日も追加します。これを行うには、

OnChangeProduct メソッドに次のコードを追加します。 

(コード スニペット: Data Services Interceptors Lab – Change Interceptor Product Color 

Validation CSharp) 
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C# 

[ChangeInterceptor("Product")] 
public void OnChangeProduct(Product product, UpdateOperations action) 
{ 
    if (action == UpdateOperations.Add || action == UpdateOperations.Change) 
    { 
        if (String.IsNullOrEmpty(product.Color)) 
            throw new DataServiceException("Product must have a color specified"); 
 
        DateTime fakeToday = new DateTime(2009, 03, 26); 
        product.ModifiedDate = fakeToday; 
    } 
 
    if (action == UpdateOperations.Add) 
    { 
        product.rowguid = Guid.NewGuid(); 
    } 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Interceptors Lab – Change Interceptor Product Color 

Validation VB) 

Visual Basic 

<ChangeInterceptor("Product")> _ 
Public Sub OnChangeProduct(ByVal product As Product, ByVal action As UpdateOperations) 
    If action = UpdateOperations.Add OrElse action = UpdateOperations.Change Then 
 
        If String.IsNullOrEmpty(product.Color) Then 
            Throw New DataServiceException("Product must have a color specified") 
        End If 
        Dim fakeToday = New DateTime(2009, 3, 26) 
        product.ModifiedDate = fakeToday 
    End If 
    If action = UpdateOperations.Add Then 
        product.rowguid = Guid.NewGuid() 
    End If 
End Sub 

 

 

メモ: このコードには、Product エンテゖテゖの Color 属性には null または空文字列

を指定できないという検証が含まれています。Color 属性がこのような値であれ

ば、例外をスローし、操作を中止します。追加または変更するすべての製品に、変

更日も追加します。 
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3. 前の手順を確認するために、F5 キーを押してソリューションを実行します。 

4. 既存の製品を編集して、色の検証をチェックします。そのためには、[Product 

Category] ドロップ ダウン ボックスの一覧から [Brakes] を選択し、[Search] をクリッ

クします。 

 

図 27 

brakes の一覧 

 

5. [Name] 列に "Rear Brakes" と表示されている行をクリックします。次のポップゕップ 

ウゖンドウが表示されます。 
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図 28 

Rear Brakes の編集 

 

6. [Color] ボックスの値を空白にして、[Save] をクリックします。次のような警告が表

示されます。 
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図 29 

更新メソッドのエラー 

 

メモ: 警告には、スクリプト内のコールバック ベント ハンドラーからパラメータ

ーとして受け取ったエラー メッセージが表示されています。 

Windows 7 で Internet Explorer 8 を使用している場合は、JavaScript では例外が取得

されないことがあり、そのときは Visual Studio にハンドルされない例外として表示

されます。 

 

7. 同じ既存の brakes をグリッドで編集します。これを行うには、一覧の 1 行目をクリ

ックします。[Size] 列の値を 3 に設定し、[Color] 列の値を Red に設定します。[Save] 

をクリックして変更をコミットします。グリッドが更新されていることを確認しま

す。変更日は 2009 年 3 月 26 日です。これは、サービス ンターセプターで設定し

た値です。 
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図 30 

製品の更新 

 

8. Web ブラウザーを閉じてゕプリケーションを停止します。 

 

タスク 3 – サービス インターセプターを使用して独自のクエリ制約を追加する 

このタスクでは、ProductCategory エンテゖテゖを照会する際に独自の制約を追加します。

製品カテゴリは、[Product Category] ドロップ ダウン ボックスの一覧を設定するために取得

します。 

1. 次の using デゖレクテゖブを AdventureWorks.svc.cs (C#) もしくは 

AdventureWorks.svc.vb (Visual Basic) に追加します。 

C# 

using System.Linq.Expressions; 

 

Visual Basic 

Imports System.Linq.Expressions 
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2. クエリ ンターセプターを追加して、文字 "B" で始まるカテゴリだけを取得します。

これを行うには、AdventureWorks.svc.cs (C#) もしくは AdventureWorks.svc.vb (Visual 

Basic) の OnChangeProduct メソッドの下に次のコードを追加します。 

(コード スニペット: Data Services Interceptors Lab – Query Interceptor ProductCategory 

CSharp) 

C# 

[QueryInterceptor("ProductCategory")] 
public Expression<Func<ProductCategory, bool>> OnQueryProductCategory() 
{ 
    return (pc) => pc.Name.StartsWith("B"); 
} 

  

(コード スニペット – Data Services Interceptors Lab – Query Interceptor ProductCategory 

VB) 

Visual Basic 

<QueryInterceptor("ProductCategory")> _ 
Public Function OnQueryProductCategory() As Expression(Of Func(Of ProductCategory, Boolean)) 
    Return (Function(pc) pc.Name.StartsWith("B")) 
End Function 

  

メモ: このメソッドでは、"ProductCategory" という文字列をパラメーターとする 

QueryInterceptor 属性が設定され、ProductCategory エンテゖテゖに対するすべての

クエリをンターセプトすることを示します。メソッドはパラメーターを受け取ら

ず、ADO.NET Data Services のエンジンで評価される式 Expression<Func<EntityType, 

bool>>(C#) または Expression(Of Func(Of ProductCategory, Boolean)) (Visual Basic)  

(EntityType はンターセプトするエンテゖテゖの実際の型) を返します。 

 

3. ここまでの手順を確認するために、F5 キーを押してソリューションを実行します。 

4. [Product Category] ドロップ ダウン ボックスの一覧を表示し、文字 "B" で始まる製品

カテゴリだけが表示されていることを確認します。 
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図 31 

製品カテゴリのフゖルター処理 

 

5. Web ブラウザーを閉じてゕプリケーションを停止します。 

 

次の手順: 

演習 4: 行カウント (Row Count) によるクラゕント側ページ切り替えの追加 

 

演習 4: 行カウント (Row Count) による

クラゕント側ページ切り替えの追加 

この演習では、項目の一覧にクラゕント側でのページ切り替えを追加する方法について学

習します。 

クラゕント側でのページ切り替えは、改ページ位置を調整した形式で項目の一覧を取得す

るサーバー駆動型のページ切り替えとは異なります。クラゕント側でのページ切り替えの

場合、サーバーから取得するレコード数と、次の要求の開始レコード位置を制御するのはク
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ラゕント ゕプリケーションです。サーバーの役割は、クラゕントのクエリで要求され

たレコードを取得することだけです。これに対してサーバー側でのページ切り替えは、すべ

てがサーバー ゕプリケーションで実行されます。要求ごとに返すレコード数を限定し、次

のページで取得するレコード位置をクラゕントが把握できるように URI を提供します。 

 

タスク 1 – Count メソッドを呼び出す 

このタスクでは、新しいメソッドを ProductGateway に追加します。このメソッドでは、新

たにサポートされる Count 拡張メソッドを使用して、ユーザーが入力した条件に一致する数

の製品を取得します。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を起動します。[スタート] ボタンをクリックし、[すべて

のプログラム]、[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010] の順にク

リックします。 

2. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\adoNetDataServices\Source\ Ex04-RowCount 

\begin フォルダーの C# フォルダーもしくは VB フォルダーにある 

DataServicesRowCount.sln ソリューション フゔルを開きます。(お好きな言語を選

択してください。) このソリューション フゔルには、ADO.NET Data Services ラボの

演習 1 で作成した UserInterface プロジェクトと WebSite プロジェクトが含まれてい

ます。 

メモ: ラボの演習 1 の完了時に作成されるソリューションで引き続き作業すること

もできます。 

 

3. UserInterface プロジェクトの Gateways フォルダーにある IProductGateway.cs (C#) も

しくは IProductGateway.vb (Visual Basic) フゔルに移動します。 
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図 32 

IProductGateway.cs フゔル (C#) 
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図 33 

IProductGateway.vb フゔル (Visual Basic) 

 

4. ユーザーが入力した条件に一致する数の製品を取得するメソッドを新しく追加しま

す。これを行うには、IProductGateway ンターフェスに次のコードを追加します。 

C# 

int GetProductsCount(string productName, ProductCategory category); 

 

Visual Basic 

Function GetProductsCount(ByVal productName As String, ByVal category As ProductCategory) As 
Integer 

 

5. 新しいメソッドを ProductGateway クラスに実装します。これを行うには、

ProductGateway.cs (C#) もしくは ProductGateway.vb (Visual Basic) フゔルを開いて次

のコードを追加します。 
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メモ: 以前のバージョンの ADO.NET Data Services では、DataServiceQuery オブジェク

トの Count メソッドを呼び出すと、NotSupportedException がスローされました。

v1.5 以降のバージョンでは、Count および LongCount が実装され、対応するエンテ

ゖテゖ セットの $count セグメントにマップされます。注目すべき点は、データベ

ースからエンテゖテゖをまったく取得しないで、データベース エンジンによって

カウント操作だけが実行されることです。 

以前のバージョンでは、セット全体を取得し、返される列挙に対して Count メソッ

ドを呼び出すことで、クラゕント側でのページ切り替えを実現していました。

Count 操作を列挙に対して直接実行するにはセット全体をデータベースから取得す

る必要があったため、この方法は非常にコストがかかり、データベース エンジン

で実行する Count 操作よりもパフォーマンスが劣ります。 

 

(コード スニペット: Data Services Lab – ProductGateway GetProductsCount method 

CSharp) 

C# 

public int GetProductsCount(string productName, ProductCategory category) 
{ 
    var query = (DataServiceQuery<Product>) 
        (from p in this.context.CreateQuery<Product>("Product")  
         where ((p.Name.IndexOf(productName) > -1 || string.IsNullOrEmpty(productName)) &&  
                 p.ProductCategory.ProductCategoryID == category.ProductCategoryID)  
         select p); 
 
    return query.Count(); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductGateway GetProductsCount method VB) 

Visual Basic 

Public Function GetProductsCount(ByVal productName As String, ByVal category As 
ProductCategory) As Integer Implements IProductGateway.GetProductsCount 
    Dim query = DirectCast( 
        (From p In Me.context.CreateQuery(Of Product)("Product") 
        Where ((p.Name.IndexOf(productName) > -1 _ 
            OrElse String.IsNullOrEmpty(productName)) _ 
            AndAlso p.ProductCategory.ProductCategoryID = category.ProductCategoryID) 
        Select p), DataServiceQuery(Of Product)) 
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    Return query.Count() 
End Function 

 

メモ: GetProductsCount メソッドでは、GetProducts メソッドとは異なる方法でクエ

リを管理していることに気付かれたでしょう。ここでは、クエリ URI を直接作成す

るのではなく、LINQ クエリを使用して製品のセットを取得しています。LINQ クエ

リは ADO.NET Data Services フレームワークによって URI に変換されるため、どちら

の方法でもクエリを実行できます。 

 

タスク 2 – ユーザー インターフェイスに製品数を表示する 

このタスクでは、製品一覧のウゖンドウに TextBlock を追加し、前のタスクで作成したメソ

ッドを使用して製品数を表示します。 

1. 新しい TextBlock を ProductList ウゖンドウに追加して、フゖルター条件に一致する

製品数を表示します。これを実行するには、XML エデゖターを使用して 

ProductList.xaml フゔルを開き、<ListView> コントロールの下に以下のコードを追

加します (太字箇所)。 

XAML 

... 
            <GridViewColumn Header="Weight"  
                              DisplayMemberBinding="{Binding Path=Weight}" /> 
                </GridView> 
            </ListView.View> 
        </ListView> 
        <TextBlock Name="TotalProductsCountLabel" Grid.Row="3" Margin="15,0,16,5" 
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" /> 
 
        <Button Grid.Row="3" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,120,10" 
x:Name="btnNewProduct" Click="BtnNewProduct_Click" VerticalAlignment="Bottom" 
d:LayoutOverrides="Height" Width="100" Content="New Product"/> 
        <Button HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,10,10" x:Name="btnDeleteProduct" 
Width="100" Grid.Row="3" Click="BtnDeleteProduct_Click" VerticalAlignment="Bottom" 
Content="Delete Product"/> 
</Grid> 
... 
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2. 製品数を格納する新しいフゖールドを追加します。そのためには、

ProductList.xaml.cs (C#) もしくは ProductList.xaml.vb (Visual Basic)フゔルを開き、次

のコードに示すように ProductList クラス内に新しいフゖールドを追加します。 

C# 

private int productSetSize; 

 

Visual Basic 

Private productSetSize As Integer 

 

3. 製品数を取得して新しい TextBlock に表示する、新しいメソッドを追加します。これ

を行うには、次のメソッドを ProductList クラスに追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab - ProductList RecalculateProductsSetSize method 

CSharp) 

C# 

private void RecalculateProductsSetSize() 
{ 
    ProductGateway gateway = new ProductGateway(); 
    this.productSetSize = gateway.GetProductsCount(NameTextBox.Text, 
CategoryComboBox.SelectedItem as ProductCategory); 
    this.TotalProductsCountLabel.Text = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, "Total Products 
in Category: {0}", this.productSetSize); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductList RecalculateProductsSetSize method 

VB) 

Visual Basic 

Private Sub RecalculateProductsSetSize() 
    Dim gateway As New ProductGateway() 
    Me.productSetSize = gateway.GetProductsCount(NameTextBox.Text, 
TryCast(CategoryComboBox.SelectedItem, ProductCategory)) 
    Me.TotalProductsCountLabel.Text = String.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, "Total Products 
in Category: {0}", Me.productSetSize) 
End Sub 

 



ページ 71 

 

 

4. 新しいメソッドの呼び出しを追加します。これを行うには、既存の BtnSearch_Click 

メソッド、BtnDeleteProduct_Click メソッド、および Window_Closed メソッドに次の

コードを追加します。 

C# 

private void BtnSearch_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    this.RecalculateProductsSetSize(); 
    this.BindProducts();             
} 
private void BtnDeleteProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    Product p = ProductsListView.SelectedItem as Product; 
    if (p != null) 
    { 
        ProductGateway gateway = new ProductGateway(); 
        gateway.DeleteProduct(p); 
        this.BindProducts(); 
        this.RecalculateProductsSetSize(); 
    } 
} 
private void Window_Closed(object sender, EventArgs e) 
{ 
    this.BindProducts(); 
    this.RecalculateProductsSetSize(); 
} 

 

Visual Basic 

Private Sub BtnSearch_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Me.RecalculateProductsSetSize() 
    Me.BindProducts() 
End Sub 
 
Private Sub BtnDeleteProduct_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Dim p As Product = TryCast(ProductsListView.SelectedItem, Product) 
    If p IsNot Nothing Then 
        Dim gateway As New ProductGateway() 
        gateway.DeleteProduct(p) 
        Me.BindProducts() 
        Me.RecalculateProductsSetSize() 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Window_Closed(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    Me.BindProducts() 
    Me.RecalculateProductsSetSize() 
End Sub 
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5. 製品数が UI に表示されることを確認します。これを行うには、UserInterface をスタ

ートゕップ プロジェクトに設定し、F5 キーを押してゕプリケーションを実行します。

[Product Category] コンボ ボックスの一覧でカテゴリを選択し、[Search] をクリック

します。次のような画面が表示されます。 

図 34 

製品数のラベルを表示するゕプリケーション 

 

 

タスク 3 - 既存の製品一覧クエリにページ切り替えを追加する 

このタスクでは、製品一覧を取得するメソッドを変更して、改ページをサポートします。 

1. IProductGateway ンターフェスの既存の GetProducts メソッドに pageSize 引数と 

pageNumber 引数を追加します。そのためには、もう一度 IProductGateway.cs (C#) も

しくは IProductGateway.vb (Visual Basic) フゔルに移動し、GetProducts メソッド宣

言を次のコードに置き換えます。 
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(コード スニペット: Data Services Lab - IProductGateway GetProducts method CSharp) 

C# 

IList<Product> GetProducts(string productName, ProductCategory category, int pageSize, int 
pageNumber); 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - IProductGateway GetProducts method VB) 

Visual Basic 

Function GetProducts(ByVal productName As String, ByVal category As ProductCategory, ByVal 
pageSize As Int32Collection, ByVal pageNumber As Integer) As IList(Of Product) 

 

2. ProductGateway クラス内にある GetProducts メソッドの既存の実装に、pageSize 引

数と pageNumber 引数を追加します。これを行うには、現在のメソッドのシグネチ

ャを次のコードに置き換えます。 

C# 

public IList<Product> GetProducts(string productName, ProductCategory category, int pageSize, int 
pageNumber) 

 

Visual Basic 

Public Function GetProducts(ByVal productName As String, ByVal category As ProductCategory, 
ByVal pageSize As Integer, ByVal pageNumber As Integer) As IList(Of Product) Implements 
IProductGateway.GetProducts 

 

3. ページ サズとページ数の引数をクエリで使用します。そのためには、

ProductGateway クラスにある GetProducts メソッドの実装を次のように変更します。 

C# 

public IList<Product> GetProducts(string productName, ProductCategory category, int pageSize, int 
pageNumber) 
{ 
    int categoryId = category.ProductCategoryID; 
 
    IEnumerable<Product> products = this.context.Execute<Product>( 
        new Uri(this.context.BaseUri.ToString() + 
            "/ProductCategory(" + categoryId + ")/Product?$filter=indexof(Name,'" + productName + "') 
gt -1 or '' eq '" + productName + "'&$top=" + pageSize + "&$skip=" + pageSize * pageNumber)); 
 
    List<Product> productsSet = new List<Product>(); 
    foreach (Product p in products) 
    { 
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        this.context.LoadProperty(p, "ProductCategory"); 
        productsSet.Add(p); 
    } 
 
    return productsSet; 
} 

 

Visual Basic 

Public Function GetProducts(ByVal productName As String, ByVal category As ProductCategory, ByVal 
pageSize As Integer, ByVal pageNumber As Integer) As IList(Of Product) Implements 
IProductGateway.GetProducts 
        Dim categoryId = category.ProductCategoryID 
 
        Dim products = Me.context.Execute(Of Product)( 
            New Uri(Me.context.BaseUri.ToString() & 
                    "/ProductCategory(" & categoryId & 
                    ")/Product?$filter=indexof(Name,'" & productName & "') gt -1 or '' eq '" & productName 
& "'&$top=" & pageSize & "&$skip=" & pageSize * pageNumber)) 
 
        Dim productsSet As New List(Of Product)() 
        For Each p In products 
            Me.context.LoadProperty(p, "ProductCategory") 
            productsSet.Add(p) 
        Next 
 
        Return productsSet 
    End Function 

 

メモ: ページ切り替えは、$top と $skip のクエリ文字列オプションを設定すること

で行います。$top=n オプションを設定すると、返されるエンテゖテゖ数が先頭か

ら n 行に制限されます。$skip=m オプションを設定すると、先頭から m 件のレコー

ドが結果セットから除外されます。 

 

 

タスク 4 - ユーザー インターフェイスを更新してページに区切られた ListView を表示する 

このタスクでは、ユーザーが製品一覧の各ページを移動できるようにするユーザー ンタ

ーフェス コントロールを追加します。 

1. ProductList.xaml のルート Grid に新しい行を追加します。 

XAML 

<Grid x:Name="LayoutRoot"> 
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    <Grid.RowDefinitions> 
      <RowDefinition Height="55"/> 
      <RowDefinition Height="90"/> 
      <RowDefinition Height="*"/> 
      <RowDefinition Height="35"/> 
      <RowDefinition Height="35"/> 
    </Grid.RowDefinitions> 
... 

 

2. ユーザーが製品一覧の各ページを移動できるようにする [Previous] コントロールと 

[Next] コントロールを追加し、新しい行に配置します。これを行うには、XML エデ

ゖターで ProductList.xaml フゔルを開き、TextBlock コントロールの下に次のコー

ドを追加します (太字箇所)。 

XAML 

... 
<TextBlock Name="TotalProductsCountLabel" Grid.Row="3" Margin="15,0,16,5" 
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" /> 
<StackPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="4" Height="23" Margin="0,0,16,5" 
HorizontalAlignment="Right"> 
    <Button Name="PreviousPageButton" Width="75" 
Click="previousPageButton_Click">Previous</Button> 
    <TextBlock Name="CurrentPageLabel" Width="90" Margin="15,0,15,0" 
VerticalAlignment="Center" Text="Current Page: 1" /> 
    <Button Name="NextPageButton" Width="75" Click="nextPageButton_Click">Next</Button> 
</StackPanel> 
... 

 

3. ページのサズを決める新しい定数を ProductList クラスに追加します。これを行う

には、ProductList.xaml.cs (C#) もしくは ProductList.xaml.vb (Visual Basic) フゔルに次

のコードを追加します。 

C# 

private const int PageSize = 8; 

 

Visual Basic 

Private Const PageSize As Integer = 8 

 

メモ: この演習のページ サズは任意の値に設定しています。この値を変更して、

さまざまなページ構成を確認できます。 
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4. 現在ページを格納する新しいフゖールドを ProductList クラスに追加します。これを

行うには、次のコードを追加します。 

C# 

private int currentPageNumber = 0; 

 

Visual Basic 

Private currentPageNumber As Integer = 0 

 

5. 総ページ数を計算する読み取り専用のプロパテゖを ProductList クラスに新しく追加

します。これを行うには、次のコードを追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab - ProductList TotalPages property CSharp) 

C# 

private int TotalPages 
{ 
    get 
    { 
        return (this.productSetSize / PageSize) + (this.productSetSize % PageSize > 0 ? 1 : 0); 
    } 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductList TotalPages property VB) 

Visual Basic 

Private ReadOnly Property TotalPages As Integer 
    Get 
        Return (Me.productSetSize / PageSize) + (If(Me.productSetSize Mod PageSize > 0, 1, 0)) 
    End Get 
End Property 

 

6. 新しいボタンの Click ベントのハンドラー メソッドを追加します。これを行うには、

次のコードを ProductList クラスに追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab - ProductList Navigation Buttons Handlers CSharp) 

C# 

private void previousPageButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
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    this.currentPageNumber -= 1; 
    this.BindProducts(); 
} 
 
private void nextPageButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    this.currentPageNumber += 1; 
    this.BindProducts(); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductList Navigation Buttons Handlers VB) 

Visual Basic 

Private Sub previousPageButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Me.currentPageNumber -= 1 
    Me.BindProducts() 
End Sub 
 
Private Sub nextPageButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Me.currentPageNumber += 1 
    Me.BindProducts() 
End Sub 

 

 

7. 現在ページに応じてナビゲーション ボタンの有効と無効を切り替えるロジックを追

加します。これを行うには、次のメソッドを ProductList クラスに追加します。 

(コード スニペット: Data Services Lab - ProductList UpdateNavigationButtons  method 

CSharp) 

C# 

private void UpdateNavigationButtons() 
{ 
    this.PreviousPageButton.IsEnabled = (this.currentPageNumber > 0); 
     
    this.CurrentPageLabel.Text = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, "Current Page: {0}", 
this.currentPageNumber + 1); 
 
    this.NextPageButton.IsEnabled = this.currentPageNumber < (this.TotalPages - 1); 
} 

 

(コード スニペット – Data Services Lab - ProductList UpdateNavigationButtons method 

VB) 

Visual Basic 
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Private Sub UpdateNavigationButtons() 
    Me.PreviousPageButton.IsEnabled = (Me.currentPageNumber > 0) 
     
    Me.CurrentPageLabel.Text = String.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, "Current Page: {0}", 
Me.currentPageNumber + 1) 
     
    Me.NextPageButton.IsEnabled = Me.currentPageNumber < (Me.TotalPages - 1) 
End Sub 

 

 

8. ProductList クラスの BindProducts メソッドを更新して、新しい GetProducts メソッド

と UpdateNavigationButtons メソッドを呼び出します。これを行うには、

BindProducts メソッドの現在の実装を次のコードに置き換えます (太字箇所)。 

C# 

private void BindProducts() 
{ 
    if (CategoryComboBox.SelectedIndex > -1) 
    { 
        ProductGateway gateway = new ProductGateway(); 
        ProductsListView.ItemsSource = gateway.GetProducts(NameTextBox.Text, 
CategoryComboBox.SelectedItem as ProductCategory, PageSize, this.currentPageNumber); 
        this.UpdateNavigationButtons(); 
    } 
} 

 

Visual Basic 

Private Sub BindProducts() 
    If CategoryComboBox.SelectedIndex > -1 Then 
        Dim gateway As New ProductGateway() 
        ProductsListView.ItemsSource = gateway.GetProducts(NameTextBox.Text, 
TryCast(CategoryComboBox.SelectedItem, ProductCategory), PageSize, Me.currentPageNumber) 
        Me.UpdateNavigationButtons() 
    End If 
End Sub 

 

9. Window_Loaded ハンドラー メソッドで次のように UpdateNavigationButtons メソッ

ドを呼び出して、ナビゲーション ボタンの初期状態を設定します。 

C# 

private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    this.BindCategories(); 
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    this.UpdateNavigationButtons(); 
} 

 

Visual Basic 

Private Sub Window_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Me.BindCategories() 
    Me.UpdateNavigationButtons() 
End Sub 

 

10. 新しく検索を実行するときに現在ページ フゖールドをリセットするコードを追加し

ます。これを行うには、BtnSearch_Click メソッドに次のコードを追加します。 

C# 

private void BtnSearch_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    this.currentPageNumber = 0; 
    this.RecalculateProductsSetSize(); 
    this.BindProducts();             
} 

 

Visual Basic 

Private Sub BtnSearch_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) 
    Me.currentPageNumber = 0 
    Me.RecalculateProductsSetSize() 
    Me.BindProducts() 
End Sub 

 

11. ProductView クラスで新しい GetProducts メソッドを呼び出します。そのためには、

ソリューション エクスプローラーで ProductView.xaml.cs (C#) もしくは 

ProductView.xaml.vb (Visual Basic) をダブルクリックし、UpdateProduct メソッドに以

下のコードを追加します (太字箇所)。 

C# 

public void UpdateProduct(Product product) 
{ 
    ProductGateway gateway = new ProductGateway(); 
    this.Product = gateway.GetProducts(product.Name, product.ProductCategory,1,0)[0]; 
    this.FormCreateMode = false; 
    this.Title = "Edit " + product.Name; 
} 
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Visual Basic 

Public Sub UpdateProduct(ByVal product As Product) 
    Dim gateway As New ProductGateway() 
    Me.Product = gateway.GetProducts(product.Name, product.ProductCategory, 1, 0)(0) 
    Me.FormCreateMode = False 
    Me.Title = "Edit " & product.Name 
End Sub 

 

メモ: 実際のゕプリケーションでは、1 つの製品をクエリする場合でも新しいメソ

ッドを作成することになります。しかし、演習のコードを簡単にするために、

GetProducts メソッドはここで呼び出され、ページ サズの値が 1、現在ページが 0 

(0 は 1 ページ目の番号を表す値) に設定され、返されるセットの先頭要素が取得さ

れます。 

 

 

次の手順: 

確認 

 

確認 

ここでは、ユーザーが入力した検索条件に一致する製品の一覧を移動できるようにする、ペ

ージ切り替え動作について確認します。製品を追加または削除したときの、製品数のラベル

とナビゲーション ボタンの動作についても確認します。 

1. UserInterface プロジェクトの新しいンスタンスを開始します。そのためには、ソ

リューション エクスプローラーで UserInterface プロジェクトを右クリックし、

[Debug] (デバッグ) をポントして、[Start New Instance] (新しいンスタンスを開始) 

をクリックします。 
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図 35 

ゕプリケーションのメン ウゖンドウの表示 

 

2. 複数の製品が含まれるカテゴリ (Mountain Bikes など) を選択して、[Search] をクリッ

クします。 

3. 総製品数のラベルが表示され、選択したカテゴリに含まれる製品数が表示されるこ

とを確認します。 
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図 36 

カテゴリの総製品数の表示 

 

4. [Next] ボタンと [Previous] ボタンをクリックして、ページ間を移動できることを確認

します。 

5. 新しい製品を追加すると、製品数のラベルが更新されることを確認します。そのた

めには、[New Product] をクリックし、必要なフゖールドに入力して、[Save] をクリ

ックします。 

メモ: ゕプリケーションではユーザー入力を検証していないため、特に日付には整

合性のある値 (「1/1/2009 12:00:00 AM」など) を入力してください。 
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図 37 

製品一覧の 5 ページ目 

 

6. 製品を削除すると、製品数のラベルが更新されることを確認します。これを行うに

は、新しく作成した製品を一覧で選択して [Delete Product] をクリックし、その製品

を削除します。 

 

次の手順: 

まとめ 
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まとめ 

このラボでは、.NET API と ASP.NET Ajax Library を使用して、ADO.NET データ サービスを作成

して使用しました。また、ADO.NET データ サービスにサービス操作とサービス ンターセ

プターも追加しました。さらに、ADO.NET Data Services v1.5 リリースの新機能である行カウ

ント (Row Count) 機能の概要について学習しました。 


