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概要 

ASP.NET Ajax Library (Beta) は ASP.NET Web フォームと ASP.NET MVC の両方で動作する

JavaScript ラブラリで、CodePlex で開発されている ASP.NET AJAX と AJAX Control Toolkit の

両方を含んでいます。もちろん、AJAX Control Toolkit を ASP.NET MVC で使用することもでき

ます。ASP.NET Ajax Library (Beta) は強力なラブラリとツールによって開発者がリッチで高

パフォーマンスな Web ゕプリケーションを開発するのを支援します。また、柔軟な DOM の

選択や操作を実現する jQuery とシームレスに統合された クラゕント側テンプレートやデ

ータ連携の機能を使うことで、データと連携したリッチな Web ゕプリケーションを迅速に

開発できるようになります。そして、新しく登場したスクリプト ローダーによって 

Microsoft Ajax CDN を経由した高速な ASP.NET Ajax Library や jQuery のフゔルの取得を実現

し、世界中どこからでも高速にラブラリへのゕクセスを可能とします。 

ASP.NET Ajax Library (Beta)  の詳細に関しては http://ajax.codeplex.com で確認できます。 

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。 

 新しいクラゕント側テンプレートを活用してデータを UI に簡単にバンドする 

 DataView コントロールを使用してクラゕントでデータをレンダリングする 

 ビヘビゕやコントロールのンスタンスを宣言によって作成する 

 純粋な命令的な文法によってクラゕント テンプレートを使用する 

 スクリプトのロードと実行を管理するためにスクリプト ローダーを使用する 

 jQuery と ASP.NET Ajax Library を効果的に組み合わせる方法を学習する 

 Web ゕプリケーションのパフォーマンスを向上させるために Microsoft Ajax Minifier 

を使用する 

 

http://ajax.codeplex.com/


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 

 ASP.NET Ajax Library (Beta) 

 

セットアップ 

このラボに使用するコンピューターでは次の準備が必要です。主な作業は、ASP.NET Ajax 

Libraryのダウンロードとンストールです。 

1. Web ブラウザーを起動し、

http://ajax.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=35895 (英語) に移動

し、最新のンストーラー フゔルをダウンロードします。現状では ASP.NET 

AJAX Library 0911 Beta が最新です。 

2. ダウンロードしたファイル (AspNetAjaxLibraryBeta0911.zip) をコンピューター上の

既知の場所に展開します。 

 

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。 

1. クラゕント側テンプレートを使用したデータとユーザー ンターフェス (UI) 

とのバンド 

2. DataView コントロールを使用したクラゕントでのデータ レンダリング 

3. 宣言によるビヘビゕのンスタンス作成 

4. 簡単な命令的文法によってクラゕント側テンプレートの使用 

5. スクリプトのロードと実行を管理するためのスクリプト ローダーの使用 

6. ASP.NET Ajax Library (Beta) と jQuery の統合 

7. AJAX Minifier を使用したパフォーマンスの向上 

 



メモ: このラボを進めていく中で、既存コードの一部の更新や変更を行います。このラボ

のコード スニペットでは、変更箇所を把握しやすいように太字で強調しています。 

たとえば、以下のスニペットは ASP コードの既存のセクションに ScriptManager 要素を追

加することを示しています。 

 

 

図 1 

コード スニペットを示す太字の例 

 

ラボの推定所要時間: 60 分 

演習の教材 

このハンズオン ラボには次の教材が含まれています。 

 演習 1 の begin フォルダーには、演習の出発点となる AJAX スケルトン ソリューショ

ンがあります。 

メモ: このラボのサンプル フゔルには 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。 

 

次の手順 

演習 1: クラゕント側テンプレートの活用 

 

演習 1: クラゕント側テンプレート

の活用 



この演習では、新しいクラゕント側テンプレート エンジンを使ってデータを UI 要素にす

ばやくバンドします。 

タスク 1 - ASP.NET Ajax Library (Beta) を ASP.NET プロジェクトに追加する 

このタスクでは、ASP.NET Web のスケルトン ゕプリケーションから着手し、新しい 

ASP.NETAjax Library (Beta) を使用するように組み立てていきます。 

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. Visual Studio 2010 の [Start Page] (スタート ページ)で [Open Project] (プロジェクトを開

く) をクリックします。 

 

図 2 

プロジェクトを開く 

 

3. [Open Project] (プロジェクトを開く) ダゕログ ボックスで、WebApplication.sln ソリ

ューション フゔルを開きます。既定では、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex01-ClientSideTemplates\begin\ に

あります。 

 

メモ: ASP.NET  Ajax Library は、リリース バージョンとデバッグ バージョンのラブ

ラリから構成されます。開発中はコメントや書式設定などが含まれるデバッグ バ



ージョンが適しています。リリース バージョンでは、運用環境での使用に合わせ

て容量を最小限に抑えるため、空白やコメントが削除されます。 

ScriptManager コントロールにスクリプトを登録するときに、デバッグ バージョン

にするかリリース バージョンにするかが自動的に判断されます。そのしくみの詳

細については、http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.web.ui.scriptmanager.scriptmode.aspx を参照してください。 

 

4. Visual Studio 2010 で Default.aspx のページを開き、form タグの内側に ScriptManager 

要素を追加します。 

ASPX 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <asp:ScriptManager ID="scriptManager" runat="server" AjaxFrameworkMode="Explicit"> 
    </asp:ScriptManager> 
      … 
    </form> 
</body> 

 

メモ: ScriptManager クラスの AjaxFrameworkMode プロパテゖは、ASP.NET Ajax 

Library のクラゕント スクリプトをクラゕントに含める方法を指定します。設

定できる値は Enabled、Disabled、Explicit のいずれかです。Explicit は、フレームワ

ーク個別のコゕ スクリプト フゔルへのスクリプト参照を明示的に含めることを

指定します。コゕ スクリプト フゔルとは、ページが必要とするフゔルで、各

スクリプト フゔルが必要とする依存関係を参照するフゔルです。 

 

5. 次に、ScriptManager 要素の内側に、SampleData.js、ASP.NET Ajax Library、jquery-

1.3.2-min.js、および CustomScripts.js の各フゔルの ScriptReference 要素を追加しま

す。ScriptReference 要素は Scripts 要素で囲みます。 

ASPX 

<asp:ScriptManager ID="scriptManager" runat="server" AjaxFrameworkMode="Explicit"> 
  <Scripts> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/MicrosoftAjax/MicrosoftAjax.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/MicrosoftAjax/MicrosoftAjaxTemplates.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/SampleData.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/jquery-1.3.2.min.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/CustomScripts.js" /> 
  </Scripts> 
</asp:ScriptManager> 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.ui.scriptmanager.scriptmode.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.ui.scriptmanager.scriptmode.aspx


 

メモ: MicrosoftAjax.js と MicrosoftAjaxTemplates.js の 2 フゔルだけが ASP.NET AJAX 

Library (Beta) リリースに含められます。jquery フゔルは Visual Studio 2010 に同梱

される予定ですが、他の 2 フゔルは、このラボでの固定的なサンプル データを

保持し、カスタム JavaScript コードを定義するために使われています。 

 

 

タスク 2 – クライアント側テンプレートを追加する 

このタスクでは、基本的なクラゕント側テンプレートをページに追加し、Ajax 呼び出しの

シミュレーションを行って取得したデータを設定します。 

まず、新しいクラゕント側テンプレートをページの最後に追加し、次に、JavaScript を使

ってなんらかのベント ハンドラーを作成して、UI 操作を処理し、テンプレートにデータ

を設定します。 

1. Default.aspx フゔルで、Org-Chart 内の特定の従業員に関する詳細情報を表示す

るクラゕント側テンプレートを追加します。テンプレートのマークゕップを 

</body> タグの直前に追加します。 

ASPX 

</form> 
  … 
  <div id="details-template" class="sys-template"> 
    <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
    <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  </div> 
</body> 

 

メモ: 上記のスニペットには説明が必要な項目がいくつかあります。 

まず、<div> 要素の class 属性を sys-template に設定しています。これにより、初期

テンプレートがエンド ユーザーに表示されなくなります。CSS スタル シートで

はこのクラスを {visibility:hidden; display:none;} と定義します。 

{{ Name }} のような、{{ }} ブロックを使用するテンプレート マークゕップにデータ 

フゖールドが挿入されます。このようなマークゕップは、テキスト ノード内の任

意の箇所に、または属性値として配置できます。{{ }} ブロックには、文字列に評価

される式であれば、任意の JavaScript の式を含めることができます。 



 

2. この時点でゕプリケーションを実行すると、シンプルな見出しと、組織図内の 2 

名の従業員を一覧する表から構成される、ごく簡単なページが表示されます。 

 

図 3 

ごく基本的なページ 

 

3. ここで [Get Details] をクリックしても何も起こりません。次のマークゕップから

わかるように、まだこれらのボタンには操作を結び付けていません。 

ASPX 

… 
<input id="detailsBtn-123" type="button"  
    value="Get Details" name="123" /> 
… 
<input id="detailsBtn-987" type="button"  
    value="Get Details" name="987" /> 
… 

 

メモ: このマークゕップはスケルトン ゕプリケーションの一部として用意していま

す。実際のゕプリケーションでは、この種のマークゕップはサーバー上で動的に生

成されてから、クラゕントに渡されることになります。ここでは、焦点を絞り、

説明を簡単にするために、静的マークゕップを使っています。 

 

4. CustomScripts.js フゔルに移動し、2 つのボタンの Click ベントのベント ハン

ドラーを結び付けます。 

JavaScript 

Sys.Application.add_load(function() 
{ 



  $("#managers input").click(fetchAndShowDetails); 
}); 

 

メモ: add_load メソッドを使用すると、DOM 読み込みの完了時点に実行する関数を

定義できます。上記のコードでは単に匿名の関数を呼び出しています。この匿名メ

ソッドが jQuery の $(...) 関数を呼び出して DOM を解析し、渡された CSS セレクター

に一致する要素を返します。この場合は、managers に相当する ID を持つ要素内の

すべての入力要素を取得し、入力ボタンの OnClick ベントのハンドラーに 

fetchAndShowDetails 関数を結び付けています。 

jQuery API の詳細については、http://docs.jquery.com/ (英語) を参照してください。 

 

5. ここで fetchAndShowDetails 関数を作成します。 

JavaScript 

function fetchAndShowDetails(eventElement) 
{ 
  var container = $get("details-container"); 
  clearContainer(container); 
   
  var manager = getManagerWithId(eventElement.target.name); 
  var detailsTemplate = new Sys.UI.Template($get("details-template")); 
  detailsTemplate.instantiateIn(container, null, manager); 
     
  $(container).show(); 
} 

 

メモ:  上記のコードの中央のブロックでは、テキストのコンテナーを設定し、クリ

ゕしています。次に getManagerWithId メソッドでマネージャーに関するデータを

取得しています。続いて $get メソッドを使って details-template テンプレートを取

得し、これを Sys.UI.Template コンストラクターに渡して解析します。 

最後に instantiateIn メソッドを使ってそのマネージャーに関するデータをコンテナ

ーに収めます。 

getManagerWithId 関数と clearContainer 関数は、このラボのスケルトンの一部とし

て用意しています。getManagerWithId 関数は、サーバーへの AJAX コールバックの

シミュレーションを行い、データを収集します。clearContainer 関数は、コンテナ

ー要素を空で非表示の初期状態にリセットします。 

 

http://docs.jquery.com/


メモ:  英語版のドキュメントおよび、End のサンプル ソースコードでは Preview 4 

を使用しているため、 instatiateIn 関数の引数は instantiateIn(container, manager) と

なっていますが、Betaでは引数が一つ追加されたため、instatiateIn 関数の引数は 

instantiateIn(container, null, manager) となります。 

 

6. ここでゕプリケーションを実行すると、最初は先ほどと同じ簡単なページが表示

されます。しかし、[Get Details] をクリックすると、AJAX 要求のシミュレーショ

ンが行われ、該当する従業員の詳細が取得され、そのデータがテンプレートに適

用されます。 

 

図 4 

テンプレートに適用されたデータ 

 

次の手順 

演習 2: DataView コントロールの使用 

 

 

演習 2: DataView コントロールの使用 



ここまで行ってきた作業は興味深く、確かに実用性がありますが、あくまで非常にシンプル

なクラゕント テンプレートの例に過ぎません。演習 1 のテンプレートは、小さな個別の 

UI をレンダリングするには適していますが、もっと複雑なデータをバンドするようにな

ると、管理が煩雑で難しくなるおそれがあります。 

このような複雑なデータの例としてデータのリストをバンドする方法を考えてみましょう。

ここでは、データのリストとして、Drew と Phil をマネージャーとして報告する部下のリス

トを取り上げます。この場合、リスト全体をループ処理するロジックと、各レポートをテン

プレートの新しいンスタンスにバンドするロジックが必要です。 

ASP.NET Ajax Library には、バンド コントロールとして DataView があります。DataView で

は、テンプレートを利用してデータのリスト全体を適用し、リスト内のデータ項目ごとにテ

ンプレートを繰り返すことができます。では、DataView を使って、各マネージャーに報告

する部下のリストをレンダリングしてみましょう。 

タスク 1 – クライアント側テンプレートに DataView を追加する 

このタスクでは、演習 1 で作成した基本的なクラゕント側テンプレートに、テンプレート

を入れ子にして追加します。次に、DataView を使って追加したテンプレートをデータのリ

ストにバンドします。 

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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex02-UsingDataView\begin\ に

あります。前の演習で作成したソリューションから作業を続行することもできます。 

 

 

3. Default.aspx ページに移動し、演習 1 で作成した既存の details-template にテンプレー

トを入れ子にして追加します。 

ASPX 

<div id="details-template" class="sys-template"> 
  <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
  <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  <h4>Reports:</h4> 
  <ul class="sys-template"> 
    <li>{{Name}} ({{ Title }})</li> 



  </ul> 
</div> 

 

4. ここで DataView を使って、このテンプレートをデータのリストにバンドします。

そのためには、CustomScripts.js フゔルに移動し、fetchAndShowDetails 関数を変更

して、既存の instantiateIn 呼び出しの直後に Sys.create.dataView への呼び出しを追加

します。 

JavaScript 

function fetchAndShowDetails(eventElement) 
{ 
  var container = $get("details-container"); 
  clearContainer(container); 
   
  var detailsTemplate = new Sys.UI.Template($get("details-template")); 
  var manager = getManagerWithId(eventElement.target.name); 
  detailsTemplate.instantiateIn(container, null, manager); 
   
    element = $('ul', container)[0]; 
    Sys.create.dataView(element, 
      { 
          data: manager.Reports 
      }); 
   
  $(container).show(); 
} 

 

メモ: 上記のコードでは、グローバルに使用できる命令的コントロール生成の文法

を使い、バンド先のデータ項目としてマネージャーに報告する部下のリストと、

データのバンド先のテンプレートを渡して DataView コントロールを作成してい

ます。 

Container 要素内から順序を付けずにすべてのリストを取得するため、jQuery の 

$(...) 関数を使って、template 要素へのハンドルを取得します。次に、配列から最初 

(この例では 1 つだけ) の項目を取得します。これで、この演習の最初に入れ子にし

て追加したテンプレートへのハンドルを入手しました。 

 

5. ゕプリケーションを実行して上の [Get Details] をクリックします。今回は、Drew の

詳細情報だけでなく、彼に報告する部下のリストも表示されます。 



 

図 5 

Date View による入れ子になったテンプレートのバンド 

 

6. ここで下の [Get Details] をクリックすると、"Reports:" という見出しは表示されます

が、リストは空です。この UI の不整合については次のタスクで解決します。 

 

図 6 

データにバンドされない入れ子になったテンプレート 

 

タスク 2 - テンプレートの機能を広げる 

このタスクでは作成したテンプレートの機能を拡張します。ここでは、データの条件変化に

応じて表示内容を変更する方法を示します。 



1. まず、元の details-template に 2 つ目のテンプレートを入れ子にして追加します。

このテンプレートはタスク 1 で追加したテンプレートと兄弟関係になります。今

回追加するテンプレートは、表示するレポートがないときに表示する警告メッセ

ージを保持しています。 

ASPX 

<div id="details-template" class="sys-template"> 
  <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
  <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  <h4>Reports:</h4> 
  <ul class="sys-template"> 
    <li>{{Name}} ({{ Title }})</li> 
  </ul> 
  <p class="sys-template warning-message"> 
    It looks like {{ Name }} has no reports.</p> 
</div> 

 

2. CustomScripts.js フゔルで、fetchAndShowDetails メソッドを更新し、レポートのテ

ンプレートと警告メッセージのテンプレートのいずれかをそのときの条件に応じて

表示するようにします。これを行うには、まず、新しいメソッドを定義します。こ

のメソッドでは manager 要素と container 要素を使ってどちらのテンプレートを表示

するかを判断します。 

JavaScript 

function renderReportsList(manager, container) 
{ 
    var dataItem, element; 
 
    if (manager.Reports == null) { 
        dataItem = manager; 
        element = $('.warning-message', container)[0]; 
    } 
    else { 
        dataItem = manager.Reports; 
        element = $('ul', container) [0]; 
    } 
 
    Sys.create.dataView(element, 
        { 
            data: dataItem 
        }); 
} 

 

3. ここで、fetchAndShowDetails 関数をリフゔクタリングして、新たな 

renderReportsList メソッドで適切なテンプレートのバンドと表示という困難な課

題を処理するようにします。 



JavaScript 

function fetchAndShowDetails(eventElement) 
{ 
  var container = $get("details-container"); 
  clearContainer(container); 
   
  var manager = getManagerWithId(eventElement.target.name); 
  var detailsTemplate = new Sys.UI.Template($get("details-template")); 
  detailsTemplate.instantiateIn(container, null, manager); 
   
  renderReportsList(manager, container); 
    
  $(container).show(); 
} 

 

4. ゕプリケーションを実行して、上の [Get Details] をクリックします。Drew のリスト

が前回と同じように表示されます。 

5. 次に下の [Get Details] をクリックすると、前回は空白になっていた Phil のレポー

トが警告メッセージに置き換わっています。 

 

図 7 

条件に応じたテンプレートのバンド 

 

 

タスク 3 – 条件付き属性を使用する 

このタスクでは、属性を使用して、表示するコンテンツの書式設定を条件に応じて変更する

方法を学習します。 



1. Default.aspx ページに移動し、順序付きではないリスト内の項目を変更して、条件

付き属性を使用します。この属性は、従業員にバンドされたデータ項目の 

Fired プロパテゖが true の場合に CSS クラスを fired に設定します。 

メモ: CSS クラスの fired 設定は、スケルトンの一部として作成したフゔルの 1 つ

で定義しています。次のコードを追加すると、fired が有効な属性ではないという 

HTML の警告メッセージが表示されますが、ゕプリケーションの機能には影響がな

いため、無視してかまいません。 

 

ASPX 

<div id="details-template" class="sys-template"> 
  <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
  <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  <h4>Reports:</h4> 
  <ul class="sys-template"> 
    <li sys:class-fired={{Fired}}> 
      {{Name}} ({{ Title }}) 
    </li> 
  </ul> 
  <p class="sys-template warning-message"> 
    It looks like {{ Name }} has no reports.</p> 
</div> 

 

メモ: 英語版では条件付き属性の記法として <li class:fired={{Fired}}> という記述がさ

れていますが、Ajax Library Preview 6 以降では上記のような記法に変更されていま

す。End のソースコードでは Ajax Library Preview 4 が含まれているため以前の記法

で記述されていますが、Ajax Library Beta を利用する場合は上記の記法に修正してく

ださい。 

 

2. ゕプリケーションを実行して、上の [Get Details] をクリックします。リストの 2 

行目に取り消し線が引かれているのを確認できます。この従業員は既に解雇され

たとことを示しています。 



 

図 8 

条件付き属性の適用 

 

3. Default.aspx page で太字部分のコードの部分を新しい条件付きの属性に更新して

ください。このコードでは従業員のリストの各項目の背景を交互に切り替えるた

めに CSS のクラスに交互に std と alt を設定しています。 

ASPX 

<div id="details-template" class="sys-template"> 
  <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
  <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  <h4>Reports:</h4> 
  <ul class="sys-template"> 
    <li sys:class-fired="{{Fired}}" sys:class="{{$index%2?'std':'alt'}}"> 
      {{Name}} ({{ Title }}) 
    </li> 
  </ul> 
  <p class="sys-template warning-message"> 
    It looks like {{ Name }} has no reports.</p> 
</div> 

 

メモ:これらの条件付きのクラスは各行ごとに評価され、設定されます。それぞれ

の行において std 、alt 、fired のそれぞれのクラスが設定されます。 

 

4. ゕプリケーションを実行して行の背景色が default-styles.css フゔルに記述されてい

る .std  .altの通りにで変わっていることを確認してください。 



 

図 9 

条件付き属性を使用して交互に CSSクラスを適用する 

 

 

次の手順 

演習 3: 宣言によるビヘビゕのンスタンス作成 

 

演習 3: 宣言によるビヘビゕのン

スタンス作成 

前のタスクでは、条件付き属性を使用して、レポートの Fired プロパテゖが true の場合に 

CSS クラスを設定しました。これは十分機能しましたが、ここで新たな要件に対応します。

新たな要件では、プロパテゖには Fired と NewHire の 2 種類があり、その状態に応じて CSS 

クラスの fired または newHire を設定します。 

条件付き属性でも実現できますが、このようにロジックが複雑になってくるとカスタム ビ

ヘビゕを使用する方が適切に対応できます。カスタム ビヘビゕは、JavaScript フゔル

内に作成された後、DOM の特定の要素にバンドされます。以前のバージョンの ASP.NET 



Ajax Library では、JavaScript 内でしか行うことができませんでしたが、このバージョンでは

宣言によってビヘビゕと要素を関連付けることができます。 

タスク 1 – カスタム ビヘイビアを追加する 

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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex03-

DeclarativelyInstBehaviors\begin\ にあります。前の演習で作成したソリューショ

ンから作業を続行することもできます。 

 

3. ソリューション エクスプローラーで Behaviors デゖレクトリを右クリックし、

[Add] (追加) をポントし、[New Item] (新しい項目) をクリックします。[Visual C#] 

の [Web] カテゴリを選択し、[Jscript File] (Jscript フゔル) テンプレートを選択し

ます。 

4. フゔル名を「EmployeeStatus.js」に変更し、[Add] (追加) をクリックします。 
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EmployeeStatus.js フゔル追加後のプロジェクト構造 

 

5. EmployeeStatus.js フゔルを開き、以下のコードを追加して EmployeeStatus ビヘ

ビゕを実装します。 

JavaScript 

/// <reference name="MicrosoftAjax.js"/> 
/// <reference path="../MicrosoftAjax/MicrosoftAjaxTemplates.js" /> 
 
 
Type.registerNamespace("WebApplication1"); 
 
WebApplication1.EmployeeStatus = function(element) 
{ 
  WebApplication1.EmployeeStatus.initializeBase(this, [element]); 
} 
 
WebApplication1.EmployeeStatus.prototype = 
{ 
  initialize: function()  
  { 
    WebApplication1.EmployeeStatus.callBaseMethod(this, "initialize"); 
 
    var currentElement = this.get_element(); 
    var employee = this.get_dataItem(); 
 
    if (employee.NewHire) 
      $(currentElement).addClass("newHire"); 



 
    if (employee.Fired) 
      $(currentElement).addClass("fired"); 
  } 
}; 

 

メモ: get_dataItem() メソッドは employee オブジェクトを返します。このオブジェ

クトにより、該当する従業員が newHire か fired かを確認できます。いずれかの状

態が true であれば、適切な CSS クラスを現在の DOM 要素に適用します。適用する 

DOM 要素は get_element() を呼び出して取得します。 

 

6. 関数をカスタム ビヘビゕにバンドするには、EmployeeStatus.js フゔルの最

後に以下のコードを追加します。 

JavaScript 

WebApplication1.EmployeeStatus.registerClass( 
    "WebApplication1.EmployeeStatus", Sys.UI.TemplateBehavior); 

 

メモ: ASP.NET Ajax Library (Beta) のビヘビゕは、DOM 要素に関連付けられる単な

るオブジェクトで、基になる要素を操作するロジックを含みます。Sys.UI.Behavior 

クラスは、get_element メソッドによってバンドされる要素にゕクセスするン

プリメンターを提供します。 

ここでは関連付けられた DOM 要素にバンドされるデータ項目にゕクセスするビ

ヘビゕも必要になるため、Sys.UI.TemplateBehavior というカスタム ビヘビゕを

使用しています。このクラスは ASP.NET Ajax Library の一部ではなく、カスタム ビヘ

ビゕの作成方法を示す例として用意しています。このカスタム ビヘビゕは、

Sys.UI.ITemplateContext ンターフェスを実装し、get_dataItem メソッドを使っ

て基になるデータ項目にゕクセスできるようにします。 

 

 

タスク 2 – カスタム ビヘイビアを使用する 

タスク 1 では、新しい JavaScript フゔルにカスタム ビヘビゕを作成しました。ここでは 

ASP.NET ページに実装します。 



1. Default.aspx ページに戻って、新しく作成した EmployeeStatus.js とこのラボ スケ

ルトンに付属する既存の TemplateBehavior.js の両方のフゔルへのスクリプト参

照を追加します。 

ASPX 

<asp:ScriptManager ID="scriptManager" runat="server" AjaxFrameworkMode="Explicit"> 
  <Scripts> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/MicrosoftAjax/MicrosoftAjax.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/MicrosoftAjax/MicrosoftAjaxTemplates.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/SampleData.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/jquery-1.3.2.min.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/CustomScripts.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/Behaviors/TemplateBehavior.js" /> 
    <asp:ScriptReference Path="~/scripts/Behaviors/EmployeeStatus.js" /> 
  </Scripts> 
</asp:ScriptManager> 

 

2. これで employeestatus ビヘビゕをテンプレートの <li> 要素内部にバンドする

準備が整いました。ASP.NET Ajax Library (Beta) では sys:attach 属性を使用して、こ

のバンドを宣言によって行うことができます。次のコードは、employeestatus 

ビヘビゕをテンプレートの <li> 要素にゕタッチします。 

メモ: employeestatus は employeeStatus のような Camel 規約に従っていません。こ

れは、ビヘビゕがその名前空間経由で参照されることに関係しています。この理

由については後述します。 

 

ASPX 

<div id="details-template" class="sys-template"> 
  <h3>Details for {{ Name }}</h3> 
  <p>Has reports? {{ Reports == null ? 'No' : 'Yes' }}</p> 
  <h4>Reports:</h4> 
  <ul class="sys-template"> 
    <li sys:class="{{$index%2?'std':'alt'}}" sys:attach="employeestatus"> 
      {{Name}} ({{ Title }}) 
    </li> 
  </ul> 
  <p class="sys-template warning-message"> 
    It looks like {{ Name }} has no reports. 
  </p> 
</div> 

 

メモ: CSS クラス fired がテンプレートに追加されるかどうかを判断するために使用

していた条件付き属性のコードを削除しました。ここでは、より複雑な機能を持つ 



employeestatus ビヘビゕに置き換えているため、この条件付き属性は必要なくな

りました。 

 

3. この時点では、テンプレートの <li> 要素内部の sys:attach 属性が認識されない名

前空間であるというエラーがレポートされます。 
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認識されない名前空間 'sys' 

 

4. これは、まだこの名前空間を参照していないためです。そこで、Sys 名前空間を 

<body> タグに追加してこのエラーを解決します。これはサーバー上の @Register 

デゖレクテゖブと同様に機能します。Default.aspx の <body> タグを更新するとこ

のエラーが解決します。 

ASPX 

<body xmlns:sys="javascript:Sys"> 

 

メモ: <body> タグ内の sys 名前空間は、多くのシステム属性に使われるプレフゖッ

クスです。そのようなシステム属性の 1 つが sys:attach で、要素にゕタッチするコ

ントロールやビヘビゕのコンマ区切りリストを指定するために使われます。 

 

5. sys 名前空間と同じように、<body> タグ内で宣言して employeestatus ビヘビゕ

を登録する必要があります。 

ASPX 

<body xmlns:sys="javascript:Sys" 
xmlns:employeestatus="javascript:WebApplication1.EmployeeStatus"> 

 

メモ: employeestatus 名前空間宣言では、名前空間の宣言で大文字を禁止している 

XHTML 規則に従ってすべて小文字になっています。ブラウザーによっては大文字



と小文字の混在をサポートするものもありますが、できる限り高い互換性を維持す

るために Web 標準に従う方が賢明です。 

 

6. この時点でゕプリケーションを実行すると、リスト内の最初の従業員が太字にな

り、新規雇用されたことがわかります。また、2 つ目の項目は解雇状態であるこ

と示す取り消し線付きテキストのままになっています。 
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カスタム ビヘビゕを使った従業員の新規雇用と解雇の CSS クラス設定 

 

次の手順 

演習 4: 純粋な命令的構文によるクラゕント側テンプレートの使用 

 

演習 4: 純粋な命令的構文によるクラ

ゕント側テンプレートの使用 

前回リリースの ASP.NET Ajax Library (Beta) から大きく強化された機能の 1 つが、命令によっ

てコンポーネントのンスタンスの作成やテンプレートのコンテンツの設定を行う機能です。

バンドやコンポーネントのンスタンス作成にはいつでも宣言型構文を使用できますが、



この演習では、基本的な情報しか含まないテンプレートを作成し、命令型構文を使ってテン

プレートのンスタンスを作成して、その要素をデータにバンドする機能に重点を置いて

説明します。 

タスク 1 – ページ内で新しいクライアント側テンプレートを追加する 

このタスクでは、これ以降のタスクでテンプレートとして使用する、最低限の情報を含む有

効な HTML テーブルを作成します。このテンプレートにはバンドのブロックがまったく使

用されていないことに注目してください。 

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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex04-

ImperativeSyntax\begin\ にあります。前の演習で作成したソリューションから作

業を続行することもできます。 

3. Visual Studio で Default.aspx のページを開き、組織図テーブルの定義を次の太字コ

ードに置き換えます。 

ASPX 

<div id="managers"> 
    <table id="managersTable" /> 
    <table class="sys-template"> 
        <tbody id="rowtemplate"> 
            <tr id="headerRow"> 
                <th> 
                    Name 
                </th> 
                <th> 
                    Job Title 
                </th> 
                <th> 
                </th> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td id="name" /> 
                <td id="title" /> 
                <td id="getdetails"> 
                    <input id="detailsButton" type="button" value="Get Details"/> 
                </td> 
            </tr> 
        </tbody> 
    </table> 
</div> 



 

4. この時点でゕプリケーションを実行すると、組織図内に見出しも従業員のリスト

も表示されないシンプルなページが表示されます。次の手順では、このテーブル

をクラゕント側テンプレートに変換し、テンプレートに情報を設定します。 
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データが設定されていない組織図 

 

5. CustomScripts.js フゔルに移動し、結び付けられているベント ハンドラーを次

の太字コードに置き換えます。 

JavaScript 

Sys.Application.add_load(function() 
{ 
  Sys.onReady(function () { 
        Sys.create.dataView("#managersTable", 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: "#rowtemplate" 
            }); 
    }); 
}); 

メモ: itemTemplate プロパテゖに設定している "#rowtemplate" というセレクター文

字列に注目してください。実はこれが、ID 文字列しか認識しなかった前回のプレビ

ュー版から大きく変更された点です。ASP.NET Ajax Library (Beta) では、次のような

種類のセレクターがサポートされます。 

1).class 

2) tagName 

3) #id 

 



6. この時点でゕプリケーションを実行すると、組織図に新たな行が表示されること

がわかります。2 つの項目を含むクラゕント データ ビューを作成しましたが、

バンドするタグがないため、データはレンダリングされません。 
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データがレンダリングされていない組織図 

 

 

タスク 2 – 項目のレンダリング用ハンドラーのコードを実装する 

テンプレート内で宣言型のバンド構文を使用するのではなく、itemRendered ベント ハ

ンドラーを指定し、Sys.bind() メソッドを使用してプログラムからテンプレートに値を代入

できます。 

このタスクでは、itemRendered メソッドを実装して、従業員のデータを組織図テーブルに

表示します。 

1. CustomScripts.js フゔルに移動し、次の太字コードを追加して、dataView を作成

するコードに itemRendered ベントを追加します。 

JavaScript 

Sys.Application.add_load(function() 
{ 
  Sys.onReady(function () { 
        Sys.create.dataView("#managersTable", 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: "#rowtemplate", 
                itemRendered: onItemRendered 
            }); 
    }); 
}); 

 



2. CustomScripts.js フゔルに移動し、onItemRendered ベント ハンドラーとして

次のコードを追加します。このベントでは、まず、クラゕント側テンプレー

トにデータ項目のプロパテゖ値を設定します。 

JavaScript 

function onItemRendered(sender, context) { 
    Sys.bind(context.get("#name"), "innerHTML", context.dataItem, "Name"); 
    Sys.bind(context.get("#title"), "innerHTML", context.dataItem, "Title"); 
} 

メモ: itemRendered ベント ハンドラーを使用すると、ベントを結び付けて、テ

キスト コンテンツや属性の値を設定できます。 

ここでは、Sys.bind() メソッドを使用して、テンプレートの name と title のセルにプ

ログラムから値を代入しています。 

 

3. 次の太字コードを追加して、レンダリング済みのページに複数表示されている余

分な見出し行が表示されないようにします。 

JavaScript 

function onItemRendered(sender, context) { 
    Sys.bind(context.get("#name"), "innerHTML", context.dataItem, "Name"); 
    Sys.bind(context.get("#title"), "innerHTML", context.dataItem, "Title"); 
 
    if (context.index > 0) { 
        context.get("#headerRow").style.display = "none"; 
    } 
} 

 

4. この時点でゕプリケーションを実行すると、dataView の作成メソッドで指定した

データが表示された状態で組織図がレンダリングされます。ただし、[Get Details] 

ボタンをクリックしても何も起こりません。 

 



図 15 

データが設定された組織図 

 

5. SampleData.js フゔルに移動し、新しくマネージャー項目を追加する次のコード

を追加して、組織図に実際のデータが設定されることを確認します。このリスト

は、もともと静的データとして作成されたものです。 

JavaScript 

var managers = [{ Name: "Drew Robbins", Title: "Senior Evangelism Manager", Reports: reports, Id: 
123 }, 
        { Name: "Phil Haack", Title: "Senior Program Manager", Reports: null, Id: 987 }, 
        { Name: "Product Manager", Title: "Senior Product Manager", Reports: null, Id: 345}]; 

 

6. ここでゕプリケーションを実行すると、新しい項目が組織図のリストに表示され、

マネージャーのリストがデータ ソースに使用されていることを確認できます。 
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マネージャーのリストからデータが設定された組織図 

 

 

タスク 3 – 項目のコマンド用ハンドラーのコードを実装する 

カスタム コマンドをテンプレートに非常に簡単に結び付けることができるコマンド バブル

機能は、命令コードでも使用可能です。 

このタスクでは、コードを変更してボタンのベントを既存の fetchAndShowDetails メソッ

ドに結び付けることで、既存の機能を再現します。 

1. CustomScripts.js フゔルに移動し、次の太字コードを追加して、dataView を作成

するコードに command ベントを追加します。 



JavaScript 

Sys.Application.add_load(function() 
{ 
  Sys.onReady(function () { 
        Sys.create.dataView("#managersTable", 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: "#rowtemplate", 
                itemRendered: onItemRendered, 
                command: onCommand 
            }); 
    }); 
}); 

 

2. CustomScripts.js フゔルに移動し、onCommand ベント ハンドラーとして次の

太字コードを追加します。このコードでは、ベント ソース オブジェクトをパ

ラメーターとして渡し、fetchAndShowDetails メソッドを呼び出します。 

JavaScript 

function onCommand(sender, args) { 
    if (args.get_commandName() === "getdetails") { 
        fetchAndShowDetails(args.get_commandSource()); 
    } 
} 

 

3. 次の太字コードを onItemRendered ベント ハンドラーに追加して、ボタンをレ

ンダリングし、目的のコマンドが実行されるようにボタンの属性を準備します。 

JavaScript 

function onItemRendered(sender, context) { 
    Sys.bind(context.get("#name"), "innerHTML", context.dataItem, "Name"); 
    Sys.bind(context.get("#title"), "innerHTML", context.dataItem, "Title"); 
 
    if (context.index > 0) { 
        context.get("#headerRow").style.display = "none"; 
    } 
 
    Sys.bind(context.get("#detailsButton"), "name", context.dataItem, "Id"); 
    Sys.setCommand(context.get("#detailsButton"), "getdetails"); 
} 

 

4. 最後に、fetchAndShowDetails メソッドの次の太字コードを変更して、このメソッ

ドを新しい手法に合わせます。前バージョンの fetchAndShowDetails のコードでは 

jQuery オブジェクトを想定していましたが、必要なくなりました。 

JavaScript 

function fetchAndShowDetails(eventElement) { 



    var container = $get("details-container"); 
    clearContainer(container); 
 
    var manager = getManagerWithId(eventElement.name); 
    var detailsTemplate = new Sys.UI.Template($get("details-template")); 
    detailsTemplate.instantiateIn(container, null, manager); 
 
    renderReportsList(manager, container); 
 
    $(container).show(); 
} 

 

5. ゕプリケーションを実行し、[Get Details] ボタンをクリックすると、従業員の詳細

が想定どおりに表示されます。 

 

図 17 

背後で命令的構文を使用した組織図ページの説明 

 

次の手順 

演習 5: スクリプト ローダーを使用したスクリプトの読み込みと実行の管理 

 

 



演習 5: スクリプト ローダーを使用し

たスクリプトの読み込みと実行の管理 

ASP.NET Ajax Library (Beta) は、複数の JavaScript フゔルに分かれています。Ajax を使用する

ために必要なスクリプト フゔルをすべて手作業で追加することは面倒で間違いが起こり

やすくなります。ASP.NET Ajax Library (Beta) では、新しくクラゕント スクリプト ローダー

が導入されました。このクラゕント スクリプト ローダーでは、コントロールに必要なス

クリプトがすべて自動的に読み込まれ、ページの読み込み時に適切な順序でスクリプトが実

行されます。 

タスク 1 - スクリプト ローダーをインクルードする 

このタスクでは、スクリプト ローダー機能を使い始めるために、start.js フゔルへの参照

を追加します。また、既存の JavaScript コードを変更し、命令によって必要なスクリプトが

読み込まれるようにします。 

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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex05-Scriptloader\begin\ に

あります。前の演習で作成したソリューションから作業を続行することもできま

す。 

3. Visual Studio で Default.aspx のページを開き、演習 1 で追加した ScriptManager 要

素を次の太字コードに置き換えます。 

ASPX 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/MicrosoftAjax/start.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/SampleData.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/CustomScripts.js"></script> 
    ... 
    </form> 
</body> 

 



メモ: start.js には、スクリプト ローダーの実装、およびすべての ASP.NET Ajax 

Library (Beta) スクリプトに関するンクルード情報が含まれています。このフゔ

ルが、スクリプトの読み込みと実行を管理する出発点となります。 

 

4. CustomScripts.js フゔルに移動し、Application オブジェクトのベント ハンドラ

ーを、次のコードで太字で示されている Sys.require() メソッドの呼び出しに置き

換えます。 

JavaScript 

Sys.require([Sys.scripts.Templates], function () { 
    Sys.onReady(function () { 
        Sys.create.dataView("#managersTable", 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: "#rowtemplate", 
                itemRendered: onItemRendered, 
                command: onCommand 
            }); 
    }); 
}); 

メモ: Sys.require() メソッドはスクリプト ローダーを利用して、必要なすべてのコ

ンポーネントを問題なく実行に利用できるようにします。 

さらに、必要なコンポーネントの準備が整ったときに実行されるコールバック メ

ソッドを指定することもできます。 

 

5. この時点でゕプリケーションを実行すると、組織図にデータが設定されているの

を確認できますが、[Get Details] ボタンをクリックすると "エラーが発生" します。 
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データが設定された組織図 

 

 

タスク 2 – スクリプトの登録と遅延読み込みを実装する 

このタスクでは、スクリプトの依存関係をいくつか定義します。この場合、スクリプト読み

込みの大半をスクリプト ローダーが行います。 

1. ソリューション エクスプローラーで scripts デゖレクトリを右クリックし、[Add] 

(追加) をポントし、[New Item] (新しい項目) をクリックします。[Visual C#] の 

[Web] カテゴリを選択し、[Jscript File] (Jscript フゔル) テンプレートを選択しま

す。 

2. フゔル名を「RegisterCustomScripts.js」に変更し、[Add] (追加) をクリックしま

す。 

 

図 19 

RegisterCustomScripts.js ファイル追加後のプロジェクト構造 

 

3. RegisterCustomScripts.js フゔルを開き、次のコードを追加して、[Get Details] ボ

タンの操作に使用するために必要なカスタム スクリプトの依存関係を定義します。 

JavaScript 

// ------------------------------------------- 

// Behaviors フォルダーのスクリプトを定義します 

// ------------------------------------------- 
 
Sys.loader.defineScripts({ 



    releaseUrl: "%/../Behaviors/{0}.js", 
    debugUrl: "%/../Behaviors/{0}.js" 
}, 
    [{ name: "TemplateBehavior", 
        executionDependencies: ["Templates"], 
        isLoaded: !!(window.Sys && Sys.UI && Sys.UI.TemplateBehavior) 
    }, 
    { name: "EmployeeStatus", 
        executionDependencies: ["TemplateBehavior"], 
        isLoaded: !!(window.WebApplication1 && WebApplication1.EmployeeStatus) 
    } ] 
); 

 

4. Default.aspx ページを開き、次の太字コードのように RegisterCustomScripts.js への

参照を追加します。 

ASPX 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/MicrosoftAjax/start.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/SampleData.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/CustomScripts.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/RegisterCustomScripts.js"></script> 
    ... 
    </form> 
</body> 

 

5. CustomScripts.js フゔルに移動し、次の太字コードに示すように 

fetchAndShowdetails() メソッドを変更して、Sys.require() メソッドの呼び出しでメ

ソッドの実装をラップします。 

JavaScript 

function fetchAndShowDetails(eventElement) { 
    Sys.require([Sys.scripts.EmployeeStatus, Sys.scripts.jQuery], function () { 
        var container = $get("details-container"); 
        clearContainer(container); 
 
        var manager = getManagerWithId(eventElement.name); 
        var detailsTemplate = new Sys.UI.Template($get("details-template")); 
        detailsTemplate.instantiateIn(container, null, manager); 
 
        renderReportsList(manager, container); 
 
        $(container).show(); 
    }); 
} 

 



メモ: Sys.require() メソッドはスクリプト ローダーを利用して、必要なすべてのコ

ンポーネントを問題なく実行に利用できるようにします。 

さらに、必要なコンポーネントの準備が整ったときに実行されるコールバック メ

ソッドを指定することもできます。 

上記のコードでは、コードの実行直前に EmployeeStatus スクリプトと jQuery スク

リプトを要求に応じて読み込むようにしています。 

 

6. この時点でゕプリケーションを実行すると、組織図にデータが設定されているの

を確認できます。また、[Get Details] ボタンをクリックすると、要求に応じて必要

なスクリプトが読み込まれ、詳細リストが表示されます。 
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データが設定された組織図 

 

タスク 3 – 依存関係を定義する 

1. RegisterCustomScripts.js フゔルに移動し、次のコードを追加して、ソリューショ

ンの残りのスクリプトを定義します。 

JavaScript 

// ------------------------------------------- 

// CustomScripts フォルダーと SampleData フォルダーのスクリプトを定義します 

// ------------------------------------------- 
 
    Sys.loader.defineScripts({ 
        releaseUrl: "%/../{0}.js", 
        debugUrl: "%/../{0}.js" 
    }, 
    [{ name: "CustomScripts", 
        executionDependencies: ["Templates", "jQuery", "SampleData"], 



        isLoaded: !!(window.Sys && Sys.scripts && Sys.scripts.CustomScripts) 
    }, 
    { name: "SampleData", 
        executionDependencies: null, 
        isLoaded: !!(window.managers && window.reports) 
    } ] 
); 

メモ: Sys.loader.defineScripts() メソッドを使用すると、スクリプトの名前や場所、依

存先のスクリプト、およびスクリプトが読み込み済みかどうかの状態に基づいて、

スクリプトを定義できます。 

 

2. Default.aspx ページを開き、次の太字コードのように CustomScripts.js フゔルと

SampleData.js フゔルへの参照を追加します。 

ASPX 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/MicrosoftAjax/start.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="scripts/RegisterCustomScripts.js"></script> 
    <script type="text/javascript"> 
        Sys.require([Sys.scripts.CustomScripts]); 
    </script> 
    ... 
    </form> 
</body> 

 

3. EmployeeStatus.js を開き、フゔルの最後に次の太字コードを追加します。 

JavaScript 

    ... 
    WebApplication1.EmployeeStatus.registerClass( 
    "WebApplication1.EmployeeStatus", Sys.UI.TemplateBehavior); 
 
    window.status = "Employee status script loaded!"; 

 

4. この時点でゕプリケーションを実行すると、RegisterCustomScripts.js フゔルの依

存関係の定義に従ってすべてのスクリプトが読み込まれます。また、ステータス 

バーに EmployeeStatus.js フゔルが要求に応じて読み込まれたことを確認するメ

ッセージが表示されます。 
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要求に応じて読み込まれた EmployeeStatus.js スクリプト ファイル 

 

次の手順 

演習 6: ASP.NET Ajax Library (Beta) と jQuery の統合 

 

演習 6: ASP.NET Ajax Library (Beta) と 

jQuery の統合 

ASP.NET Ajax Library (Beta) は jQuery と容易に統合でき、開発者はすべての Microsoft Ajax コン

トロールを jQuery プラグンとして使用できるようになります。 

jQuery がページに読み込まれると、Microsoft Ajax によって読み込まれたことが自動検出さ

れるため、標準の jQuery 構文で Microsoft Ajax コントロールを作成してゕタッチでき、

jQuery のセレクター構文と完全に統合できます。 



タスク 1 – jQuery 構文を使用して DataView を作成する 

このタスクでは、jQuery のセレクター演算子 $ を使用して、managersTable という ID のテー

ブル要素のンスタンスを取得し、このンスタンスを使用して dataView を作成します。

この変更は、ソリューションの結果に影響しません。 

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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex06-

jQueryIntegration\begin\ にあります。前の演習で作成したソリューションから作

業を続行することもできます。 

3. Visual Studio で CustomScripts.js フゔルを開き、Sys.create.dataView を使用して 

dataView を作成しているコードをコメントにして、次の太字で示す jQuery のセレ

クターを使用するバージョンを追加します。 

JavaScript 

Sys.require([Sys.scripts.Templates], function () { 
    Sys.onReady(function () { 
        //Sys.create.dataView("#managersTable", 
        $("#managersTable").dataView( 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: "#rowtemplate", 
                itemRendered: onItemRendered, 
                command: onCommand 
            }); 
    }); 
}); 

 

タスク 2 – jQuery セレクターを ASP.NET Ajax Library (Beta) と併用する 

このタスクでは、jQuery のセレクター構文を使用して、ASP.NET Ajax Library (Beta) のセレク

ター構文を置き換えます。 

1. Visual Studio で Default.aspx ページを開き、次の太字コードを使用して、jquery-

selector クラスを rowtemplate という tbody 要素に追加します。 

ASPX 

<table class="sys-template"> 
    <tbody id="rowtemplate" class="jquery-selector"> 
        <tr id="headerRow"> 



 

メモ: jquery-selector クラスは、default-styles.css フゔルでは宣言されていません。

このクラスを使用して、jQuery との統合を確認します。 

 

2. CustomScripts.js フゔルに移動し、itemTemplate セレクターのプロパテゖを太字

で示す jQuery セレクターに置き換えます。もっと複雑な別の jQuery セレクター

を使用することもできます。 

JavaScript 

Sys.require([Sys.scripts.Templates], function () { 
    Sys.onReady(function () { 
        //Sys.create.dataView("#managersTable", 
        $("#managersTable").dataView( 
            { 
                data: managers, 
                itemTemplate: ".jquery-selector", 
                itemRendered: onItemRendered, 
                command: onCommand 
            }); 
    }); 
}); 

 

3. この時点でゕプリケーションを実行すると、前の演習と同じ結果が表示されます。 
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データが設定された組織図 

 

次の手順 

演習 7: Microsoft AJAX Minifier を使用したパフォーマンスの向上 



 

演習 7: Microsoft AJAX Minifier を使用

したパフォーマンスの向上 

この演習では、AJAX Minifier を使用する方法と、スクリプトのフゔル サズを減らして 

Web ゕプリケーションのパフォーマンスを向上する方法について学習します。 

タスク 1 – Microsoft AJAX Minifier をダウンロードしてインストールする 

このタスクでは、Microsoft AJAX Minifier をダウンロードしてンストールします。 

1. C ドラブに AjaxMinifier という新しいフォルダーを作成します。このフォルダーは、

この演習でこれからダウンロードするフゔルを保存し、Microsoft Ajax Minifier を

ンストールするために使用します。 

2. Internet Explorer を開き、

http://aspnet.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=34488 (英語) にゕク

セスして Microsoft Ajax Minifier をダウンロードします。 

3. [Other Available Downloads] に、Microsoft AJAX Minifier をダウンロードするためのリ

ンクが表示されます。ンストーラーを C:\AjaxMinifier に保存します。 

 

図 23 

Microsoft Ajax Minifier のダウンロード リンク 

http://aspnet.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=34488


 

4. C:\AjaxMinifier に移動し、AjaxMinSetup.msi フゔルをダブルクリックしてンスト

ール プロセスを開始します。 

 

図 24 

Microsoft Ajax Minifier のインストール 

 

5. [Next] をクリックし、ンストール先フォルダーを「C:\AjaxMinifier」に設定します。

他のオプションはすべて既定のままにします。 

6. [Next] を 2 回クリックし、ンストールが完了するのを待ちます。 

7. [Close] をクリックしてンストール プロセスを終了します。 

 

タスク 2 – Ajaxmin コマンド プロンプト ツールを使用してスクリプトを圧縮する 

このタスクでは、ajaxmin.exe フゔル (コマンド プロンプト ツール) を使用してス

クリプト フゔルを圧縮する方法について学習します。 



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. WebApplication1.sln ソリューション フゔルを開きます。既定で

は、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetAjax\Source\Ex07-

AjaxMinifierTool\begin\ にあります。前の演習で作成したソリューションから作業を

続行することもできます。 

3. ソリューション エクスプローラーで scripts フォルダーを右クリックし、[Open 

Folder in Windows Explorer] (エクスプローラーでフォルダーを開く) をクリックします。 
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WebApplication1 Scripts フォルダー 

 

メモ: 演習を簡潔にするために、ここでは jquery スクリプトだけを圧縮します。 

jQuery は既に圧縮されているため、効果は大きくありません。それでも、このツー

ルの圧縮機能によってスクリプトのサズがさらに削減されることがわかります。  

 

4. エクスプローラー ウゖンドウで jquery-1.3.2.min.js フゔルをコピーし、

C:\AjaxMinifier フォルダーに移動して貼り付けます。 

5. 新しいコマンド プロンプトを開きます。これを行うには、[スタート] メニューの検

索ボックスに「cmd」と入力し、Enter キーを押します。 
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コマンド プロンプトの起動 

 

6. 「cd C:\AjaxMinifier」と入力し、Ajax Minifier ツールのンストール先に移動します。 

メモ: Microsoft Ajax Minifier ツールでは、2 レベルの圧縮がサポートされます。 

   - Normal: 不要な空白文字、コメント、中かっこ、およびセミコロンをすべて削除

します。 

   - Hypercrunched: Normal モードと同じ圧縮処理を行いますが、ローカル変数名の

サズを減らし、実行されないコードを削除します。 

Normal モードを使用して JavaScript フゔルを圧縮するには、「ajaxmin inputfile.js -

o outputfile.js」と入力します。 

Hypercrunched モードを使用して JavaScript フゔルを圧縮するには、「ajaxmin -hc 

inputfile.js -o outputfile.js」と入力します。 

ツールの使用法の詳細については、「ajaxmin /?」と入力するか、ツールに付属す

る MicrosoftAjaxMinifier.chm ヘルプ フゔルを参照してください。 

 

7. Normal モードで jQuery ラブラリを圧縮するには、コマンド プロンプトに次のコ

マンドを入力して Enter キーを押します。 

CMD 



ajaxmin jquery-1.3.2.min.js -o jquery-1.3.2.ajaxmin.js 
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Normal モードで圧縮された jQuery 

 

8. 同じフゔルを今度は Hypercrunched モードで圧縮します。これを行うには、次の

コマンドを入力して Enter キーを押します。 

CMD 

ajaxmin -hc jquery-1.3.2.min.js -o jquery-1.3.2.ajaxmin.hc.js 
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Hypercrunch モードで圧縮された jQuery 

 

9. 出力されたフゔルを比較するとサズの違いがわかります。 

 



図 29 

jQuery ライブラリの圧縮状態の比較 

 

タスク 3 - Ajaxmin アセンブリを使用してスクリプトを圧縮する 

このタスクでは、ajaxmin.dll を使用してコード内で JavaScript フゔルを圧縮する方法につ

いて学習します。 

メモ: 演習を簡潔にするために、ここでは RenderScript メソッドを含む新しい静的クラスを

作成し、Default.aspx Web ページでこのメソッドを呼び出してランダムな JavaScript コード

をレンダリングします。このメソッドは、スクリプトを圧縮してから HTML ページにレン

ダリングするために使用します。 

 

1. ajaxmin.dll ゕセンブリへの参照を追加します。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 WebApplication1 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。 

b. [Browse] (参照) タブをクリックし、C:\AjaxMinifier を参照します。 

c. [ajaxmin.dll] をクリックして、[OK] をクリックします。 

2. AjaxScriptManager.cs クラスを追加します。これを行うには、次の手順を実行します。 

a. WebApplication1 プロジェクトを再度右クリックし、[Add] (追加) をポント

して [Class] (クラス) をクリックします。 

b. クラスに「AjaxScriptManager.cs」という名前を付け、[Add] (追加) をクリック

します。 

3. public の直後に static キーワードを追加して、クラスを静的クラスに変更します。 

4. 次の名前空間デゖレクテゖブを追加します。 

C# 

using System.Globalization; 
using Microsoft.Ajax.Utilities; 

 

5. 次のように RenderScript メソッドを追加します。 

C# 



public static string RenderScript(string source) 
{ 
    var minifier = new ScriptCruncher(); 
    return string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "<script 
type=\"text/javascript\">{0}</script>", minifier.Crunch(source)); 
} 

 

6. ソリューション エクスプローラーで、Default.aspx ページをダブルクリックして開き

ます。 

7. ページの末尾の <body> タグの終了タグの前に JavaScript コードを追加します。 

ASP.Net 

<%= WebApplication1.AjaxScriptManager.RenderScript(@" 
    function doSomething(firstValue, secondValue) { 
        return firstValue + secondValue; 
    } 
     
    function doNothing(thirdValue) { 
        return thirdValue; 
    }") %>  

 

8. F5 キーを押してソリューションを起動します。 

9. Internet Explorer で Web ページを右クリックし、[ソースの表示] をクリックします。 

10. スクロールしてページの末尾に移動すると、スクリプトが圧縮され、空白が削除さ

れていることがわかります。 
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圧縮されたスクリプト 

 

11. Visual Studio に戻り、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。 

12. 次は、RenderScript メソッドを変更して、より強力な圧縮を実行します。 

13. ソリューション エクスプローラーで、AjaxScriptManager.cs フゔルをダブルクリッ

クして開きます。 



14. RenderScript メソッドを次のコードに置き換えます。 

C# 

public static string RenderScript(string source) 
{ 
    var minifier = new ScriptCruncher(); 
    var settings = new CodeSettings(); 
    settings.LocalRenaming = LocalRenaming.CrunchAll; 
    return string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "<script 
type=\"text/javascript\">{0}</script>", minifier.Crunch(source, settings)); 
} 

 

15. F5 キーを押してソリューションを起動します。 

16. Internet Explorer で Web ページを右クリックし、[ソースの表示] をクリックします。 

17. スクロールしてページの末尾に移動すると、スクリプトが圧縮され、空白が削除さ

れていることがわかります。 
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より強力に圧縮されたスクリプト 

 

タスク 4 - Ajaxmin の MSBuild タスクを使用してスクリプトを圧縮する 

このタスクでは、MSBuild タスク (ajaxmintask) を使用して JavaScript フゔルを圧縮する方

法について学習します。 

メモ: Microsoft Ajax Minifier をンストールすると、新しい MSBuild タスクが 

%ProgramFiles%\MSBuild\Microsoft\MicrosoftAjax フォルダーに追加されます。 

 

1. ソリューション エクスプローラーで WebApplication1 プロジェクトを右クリックし、

[Unload Project] (プロジェクトのゕンロード) をクリックします。 

2. プロジェクトを再度右クリックし、[Edit WebApplication1.csproj] (編集 

WebApplication1.csproj) をクリックします。 

3. </project> 終了要素の直前に次のコードを追加します。 

XML 

<Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\MicrosoftAjax\ajaxmin.tasks" /> 
<Target Name="AfterBuild"> 



<ItemGroup> 
  <JS Include="**\*.js" Exclude="**\*.min.js;Scripts\*.js" /> 
</ItemGroup> 
<AjaxMin SourceFiles="@(JS)" SourceExtensionPattern="\.js$" TargetExtension=".min.js" /> 
</Target> 

 

メモ: タスクでは、既に圧縮されたフゔル (*.min.js) 以外のすべての JavaScript フ

ゔル (*.js) がンクルードされることに注意してください。 

ローカル変数名の変更、出力モード (1 行または複数行) など別のパラメーターをこ

のセクションに設定して、スクリプトの圧縮方法を変更できます。 

使用できるすべてのパラメーターの詳細については、Microsoft Ajax Minifier ツール

付属のヘルプ フゔル (ンストール デゖレクトリに格納) を参照してください。 

 

4. プロジェクトを再度読み込みます。これを行うには、ソリューション エクスプロー

ラーで WebApplication1 プロジェクトを右クリックし、[Reload Project] (プロジェクト

の再読み込み) をクリックします。 

メモ: プロジェクト フゔルにカスタム ビルド タスクを追加すると、Visual Studio 

でセキュリテゖの警告メッセージが表示され、信頼されないカスタム ビルドによ

ってコンピューターが破損するおそれがあることが通知されます。[Load Project 

Normally] (通常の方法でプロジェクトを読み込む) をクリックし、[OK] をクリックし

ます。 

 

5. プロジェクトの *.js フゔルは、ビルドを実行するたびに圧縮されます。フゔル

が圧縮される場合、圧縮されたフゔルは自動的にはプロジェクトに追加されませ

ん。新しいフゔルを選択するには、[Project] (プロジェクト) メニューの [Show All 

Files] (すべてのフゔルを表示) をクリックします。 

6. scripts フォルダー内の Behaviors フォルダーを開くと、EmployeeStatus フゔルと 

TemplateBehavior フゔルが圧縮されていることがわかります。 
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圧縮されたスクリプト 

 

メモ: scripts フォルダー内のフゔルは、ビルド タスクを追加した際に除外したの

で圧縮されていないことに注意してください。 

 

 

次の手順 

まとめ 

 

 

まとめ 

このラボでは、ASP.NET AJAX Library (Beta) の強力な新機能をいくつか見てきました。学習し

た内容は次のとおりです。 

 新しいクラゕント側テンプレートを活用してデータを UI に簡単にバンドする 



 DataView コントロールを使用してクラゕントでデータをレンダリングする 

 ビヘビゕやコントロールのンスタンスを宣言によって作成する 

 純粋な命令的構文によってクラゕント テンプレートを使用する 

 スクリプトの読み込みと実行を管理するためにスクリプト ローダーを使用する 

 jQuery と ASP.NET Ajax Library を効果的に組み合わせる方法を学習する 

 Web ゕプリケーションのパフォーマンスを向上させるために Microsoft Ajax Minifier 

を使用する 

 

このラボは、他のラボと同様、http://channel9.msdn.com/learn (英語) からダウンロードでき

ます。 

これでラボは修了です。お疲れ様でした。 

 

http://channel9.msdn.com/learn

