
ページ 1 

 

 

 

 

ハンズオン ラボ 

ASP.NET MVC ゕプリケーション 

PlanMyNight の作成 
 

ラボ バージョン: 1.0.0  

 

最終更新日: 2010年 2月 9日 

 
 
 
 
 
 

 



ページ 2 

目次 

 

概要 ....................................................................................................................................................................... 3 

演習 1: ASP.NET MVC アプリケーション PLANMYNIGHT の作成 ........................................................................ 5 

タスク 1 – ASP.NET MVC Web ゕプリケーション プロジェクト PlanMyNight を作成する ... 5 

タスク 2 – PlanMyNight データ モデルを作成する ................................................................... 8 

タスク 3 – PlanMyNight のビューを作成する .......................................................................... 22 

タスク 4 – PlanMyNight のコントローラーを作成する .......................................................... 37 

タスク 5 – CSS とメージを追加してビューを強化する ..................................................... 46 

演習 2: ENTITY FRAMEWORK データ モデルの作成 ........................................................................................... 52 

タスク 1 – Entity Framework データ モデルを作成する ......................................................... 52 

タスク 2 – ActivitiesRepository を作成する ............................................................................... 56 

タスク 3 – ActivitiesRepository を使用するようにコントローラーを更新する ................... 62 

演習 3: アクティビティを検索するための AJAX の追加 .................................................................................. 68 

タスク 1 – ASP.NET Ajax Library (Beta) を追加する ................................................................... 68 

タスク 2 – ClientTemplatesSearchResults ビューを作成する .................................................. 69 

タスク 3 – 検索スクリプトを作成する .................................................................................... 73 

タスク 4 – AJAX クラゕント スクリプト マネージャーを作成する ................................. 81 

タスク 5 – AJAX を使用するために HomeController を変更する ........................................... 87 

まとめ ................................................................................................................................................................. 93 

  



ページ 3 

概要 

このハンズオン ラボでは、PlanMyNight というデモ ゕプリケーションに従って、ASP.NET 

MVC 2、Visual Studio 2010、.NET Framework 4、ASP.NET AJAX といったテクノロジを使用しま

す。 

ラボ全体を通して、これらのテクノロジをまとめて使用することがいかに単純かつ強力かを

学習します。このラボでは、まず、シンプルなゕプリケーションの作成から着手し、最終的

には MVC Web ゕプリケーションの機能を完全に実装するまで構築していきます。 

このハンズオン ラボは、開発者が HTML、JavaScript、ASP.NET MVC Framework、Entity 

Framework についての基本的な操作経験があることを前提とします。このトレーニング キ

ットには、これらのテクノロジの手引きとなる演習が含まれています。 

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。 

 ASP.NET MVC ゕプリケーションを PlanMyNight のデモに従って最初から作成する 

 既存のデータベースから Entity Framework データ モデルを作成する 

 Entity Framework を MVC ゕプリケーションのリポジトリとして使用する 

 MVC ゕプリケーションに Unobtrusive AJAX の機能を追加する 

 

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  

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

 ASP.NET 4.0 AJAX Library Beta  (ダウンロードとンストール方法は本ラボ資料に記載) 
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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。 

 

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。%TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\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。 

複数のバージョンの Visual Studio がンストールされている場合、対象のコード ス

ニペットをすべて選択した上で、ンストール先に Visual Studio のバージョンを選

択してください。 

 

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. 演習 1: ASP.NET MVC ゕプリケーション PlanMyNight の作成 

2. 演習 2: Entity Framework データ モデルの作成 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx
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3. 演習 3: ゕクテゖビテゖを検索するための AJAX の追加 

 

ラボの推定所要時間: 90 分 

メモ: 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。 

 

次の手順 

演習 1: ASP.NET MVC ゕプリケーション PlanMyNight の作成 

 

演習 1: ASP.NET MVC ゕプリケーション 

PlanMyNight の作成 

この演習では、Visual Studio 2010 での ASP.NET MVC ゕプリケーションの作成方法を学習しま

す。 

最初は、スタブ形式のデータ リポジトリを使用しますが、このリポジトリは、演習 2 でデ

ータ プロバダーとして Entity Framework を使用する別のリポジトリに置き換えます。 

また、既存の ASP.NET MVC ゕプリケーションに、ページ切り替え、フゖルター処理、並べ

替え機能を追加する方法と、Data Annotation Validators を使用する簡易な検証機能を追加す

る方法についても学習します。 

タスク 1 – ASP.NET MVC Web アプリケーション プロジェクト PlanMyNight を作成する 

このタスクでは、Visual Studio の MVC テンプレートを使って、空の ASP.NET MVC ゕプリケー

ションの作成と構成を行います。 

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。 



ページ 6 

2. [File] (フゔル) メニューの [New] (新規作成) をポントし、[Project] (プロジェク

ト) をクリックします。 

3. [New Project] (新しいプロジェクト) ダゕログ ボックスで、必ず [.NET Framework 

4] を選択し、プロジェクトの種類として [Visual C#] もしくは [Visual Basic] の 

[ASP.NET MVC 2 Web Application] (ASP.NET MVC 2 Web ゕプリケーション) を選択し

ます。%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Ex01-

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

プロジェクトの場所に設定することもできます。(お好きな言語を選択してくださ

い。) 

4. [Name] (プロジェクト名) を「PlanMyNight」に変更し、[OK] をクリックします。 

 

図 1 

[New Project] (新しいプロジェクト) ダイアログ ボックス (C#) 
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図 2 

[New Project] (新しいプロジェクト) ダイアログ ボックス (Visual Basic) 

 

5. [OK] をクリックすると、テスト プロジェクトの作成を求めるメッセージが表示さ

れます。このラボではテスト ケースを作成しないため、[Cancel] (キャンセル) を

クリックします。 

メモ: 新しい MVC Web ゕプリケーションを作成するときに、Visual Studio からは 2 

つのプロジェクトを同時に作成するオプションが提示されます。1 つはゕプリケー

ションを実装する Web プロジェクトです。もう 1 つは、MVC コンポーネントの単

体テストを作成するテスト用プロジェクトです。 

本来は両方のプロジェクトを作成し、ゕプリケーション全体をテストするのが適切

な手順ですが、このラボでは説明を簡単にするために、テスト プロジェクトは作

成しません。 

 

6. ポート 50000 を使用するように Web サトを構成します。 
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a. これを行うには、ソリューション エクスプローラーで、PlanMyNight プロ

ジェクトを右クリックし、コンテキスト メニューの [Properties] (プロパテ

ゖ) をクリックします。 

b. [Property] (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 3 

ポート番号の指定 

 

 

タスク 2 – PlanMyNight データ モデルを作成する 

このタスクでは、PlanMyNight のエンテゖテゖとデータ モデルを作成します。また、ページ

切り替え、検証、フゖルター処理、並べ替えの各機能を PlanMyNight ゕプリケーションに実

装する方法についても見ていきます。 

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

Entities という新しいフォルダーを追加します。 

2. ゕプリケーションのメン エンテゖテゖとなる Activity というクラスを作成しま

す。 

a. Entities フォルダーを右クリックします。 
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b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. クラスの名前に「Activity」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

d. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – Activity Class CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models.Entities 
{ 
    public partial class Activity 
    { 
        public string Id { get; set; } 
 
        public string PhoneNumber { get; set; } 
 
        public string Name { get; set; } 
     
        public string State { get; set; } 
     
        public string Zip { get; set; } 
     
        public string Street { get; set; } 
     
        public string City { get; set; } 
     
        public int ActivityTypeId { get; set; } 
     
        public int RatingCount { get; set; } 
     
        public double? Rating { get; set; } 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – Activity Class VB) 

Visual Basic 

Namespace Models.Entities 
    Public Class Activity 
        Public Property Id As String 
 
        Public Property PhoneNumber As String 
 
        Public Property Name As String 
 
        Public Property State As String 
 
        Public Property Zip As String 
 
        Public Property Street As String 
 
        Public Property City As String 
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        Public Property ActivityTypeId As Integer 
 
        Public Property RatingCount As Integer 
 
        Public Property Rating As Double? 
    End Class 
End Namespace 

 

メモ: ゕクテゖビテゖがゕプリケーションのメン エンテゖテゖです。 

ユーザーは特定の検索条件を指定してゕクテゖビテゖのリポジトリを検索

します。検索条件はこの演習の後半で作成します。ここでは検索条件に一

致する一連のゕクテゖビテゖをフゖルター選択して、グループとして返し

ます。 

 

ゕクテゖビテゖには特定の種類 (ActivityTypeId) を割り当てます。これを行うには、

ゕクテゖビテゖの種類に関する情報をラップするクラスを使用します。 

3.  ActivityType というクラスを作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Entities フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. クラスの名前に「ActivityType」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

d. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivityType Class CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models.Entities 
{ 
    public partial class ActivityType 
    { 
        public int Id { get; set; } 
     
        public string Name { get; set; } 
     
        public string PluralizedName { get; set; } 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivityType Class VB) 
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Visual Basic 

Namespace Models.Entities 
    Public Class ActivityType 
        Public Property Id As Integer 
 
        Public Property Name As String 
 
        Public Property PluralizedName As String 
    End Class 
End Namespace 

 

4. ゕクテゖビテゖのリポジトリが検索結果の並べ替え方法の決定に使用する、

SortCriteria という列挙子を作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Models フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. 列挙子の名前に「SortCriteria」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

d. 既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – SortCriteria Enumerator CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models 
{ 
    public enum SortCriteria 
    { 
        Name = 0, 
        ActivityType = 1, 
        Rating = 2 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – SortCriteria Enumerator VB) 

Visual Basic 

Namespace Models 
    Public Enum SortCriteria 
        Name = 0 
        ActivityType = 1 
        Rating = 2 
    End Enum 
End Namespace 
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メモ: ここでは並べ替えの値を 3 つしか定義していませんが、列挙子を使っ

て検索条件を特定することで、ゕプリケーションに拡張ポントを用意し

ています。そのため、後から必要に応じて簡単に新しい検索条件を追加で

きます。 

 

ユーザーが指定する検索条件を管理するため、ActivitySearchCriteria クラスを作成し、

フゖルター処理のすべてのパラメーターをラップします。 

5. ActivitySearchCriteria というクラスを作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Entities フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. クラスの名前に「ActivitySearchCriteria」と入力し、[Add] (追加) をクリックし

ます。 

d. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria Class) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models.Entities 
{ 
    public class ActivitySearchCriteria 
    { 
        public int ActivityTypeId { get; set; } 
 
        public string StreetAddress { get; set; } 
 
        public string City { get; set; } 
 
        public string State { get; set; } 
 
        public string Zip { get; set; } 
 
        public SortCriteria SortBy { get; set; } 
 
        public int Page { get; set; } 
 
        public int PageSize { get; set; } 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria Class VB) 
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Visual Basic 

Namespace Models.Entities 
    Public Class ActivitySearchCriteria 
        Public Property ActivityTypeId As Integer? 
 
        Public Property StreetAddress As String 
 
        Public Property City As String 
 
        Public Property State As String 
 
        Public Property Zip As String 
 
        Public Property SortBy As SortCriteria 
 
        Public Property Page As Integer 
 
        Public Property PageSize As Integer 
    End Class 
End Namespace 

 

 

メモ: ActivitySearchCriteria クラスには、SortCriteria 型のプロパテゖがありま

す。これによってゕクテゖビテゖ リポジトリが検索結果の並べ替え方法を

認識します。 

 

ActivitySearchCriteria クラスはユーザーが指定する情報を保持することになるため、

このクラスに検証を追加するのが適切な手法です。そのため、Data Annotation 

Validators を使ってカスタム検証を行います。 

メモ: ASP.NET MVC ゕプリケーションでの Data Annotation Validators の使用に関す

る詳細については、http://www.asp.net/learn/mvc/tutorial-39-cs.aspx (英語) を参照し

てください。 

 

6. ActivitySearchCriteria.cs (C#) もしくは ActivitySearchCriteria.vb (Visual Basic) フゔ

ルを開き (開いていない場合)、クラスのシグネチャを次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria Class Header CSharp) 

C# 

    using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
    [CustomValidation(typeof(ActivitySearchCriteria), "IsValid")] 
    public class ActivitySearchCriteria 

http://www.asp.net/learn/mvc/tutorial-39-cs.aspx
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(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria Class Header VB) 

Visual Basic 

Imports System.ComponentModel.DataAnnotations 
 
Namespace Models.Entities 
    <CustomValidation(GetType(ActivitySearchCriteria), "IsValid")> 
    Public Class ActivitySearchCriteria 

 

メモ: CustomValidation 属性により、エンテゖテゖのカスタム検証メソッドを定義

できます。ここでは、IsValid というメソッドを定義しています。 

 

7. 次のコードを PageSize プロパテゖの下にコピーして、IsValid メソッドを 

ActivitySearchCriteria フゔルに追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria IsValid Method 

CSharp) 

C# 

        public static ValidationResult IsValid(ActivitySearchCriteria criteria) 
        { 
            if (!string.IsNullOrEmpty(criteria.City) || 
                !string.IsNullOrEmpty(criteria.State) || 
                !string.IsNullOrEmpty(criteria.Zip) || 
                !string.IsNullOrEmpty(criteria.StreetAddress)) 
            { 
                return ValidationResult.Success; 
            } 
            else 
            { 
                return new ValidationResult("Please provide a search criteria."); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchCriteria IsValid Method VB) 

Visual Basic 

Public Shared Function IsValid(ByVal criteria As ActivitySearchCriteria) As ValidationResult 
    If (Not String.IsNullOrEmpty(criteria.City)) _ 
        OrElse (Not String.IsNullOrEmpty(criteria.State)) _ 
        OrElse (Not String.IsNullOrEmpty(criteria.Zip)) _ 
        OrElse (Not String.IsNullOrEmpty(criteria.StreetAddress)) Then 
        Return ValidationResult.Success 
    Else 
        Return New ValidationResult("Please provide a search criteria.") 
    End If 
End Function 
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メモ: カスタム検証メソッドは ValidationResult を返す必要があります。 

検証エラーがなければ ValidationResult.Success を返し、それ以外はコンストラクタ

ー メソッド経由でエラー メッセージを渡して ValidationResult の新しいンスタン

スを作成して返します。 

 

このモデルにサーバー側でのページ切り替え機能を実装するため、ゕクテゖビテゖ 

リポジトリから返されるゕクテゖビテゖの一覧のラッパーを作成します。このラッ

パーではページ切り替えに関する情報を追加します。 

8. PagingResult というクラスを作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Entities フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. クラスの名前に「PagingResult」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

d. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – PagingResult Class CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models.Entities 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
 
    public class PagingResult<T> 
    { 
        public PagingResult(IEnumerable<T> items) 
        { 
            this.Items = new List<T>(items); 
            this.ItemType = typeof(T).ToString(); 
        } 
 
        public int PageSize { get; set; } 
 
        public int TotalItems { get; set; } 
 
        public int CurrentPage { get; set; } 
 
        public int TotalPages 
        { 
            get 
            { 
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                return (int)Math.Ceiling((decimal)this.TotalItems / this.PageSize); 
            } 
        } 
 
        public ICollection<T> Items { get; private set; } 
 
        public string ItemType { get; private set; } 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – PagingResult Class VB) 

Visual Basic 

Namespace Models.Entities 
    Public Class PagingResult(Of T) 
        Private _items As ICollection(Of T) 
        Private _itemType As String 
 
        Public Sub New(ByVal items As IEnumerable(Of T)) 
            Me._items = New List(Of T)(items) 
            Me._itemType = GetType(T).ToString() 
        End Sub 
 
        Public Property PageSize As Integer 
 
        Public Property TotalItems As Integer 
 
        Public Property CurrentPage As Integer 
 
        Public ReadOnly Property TotalPages As Integer 
            Get 
                Return CInt(Fix(Math.Ceiling(CDec(Me.TotalItems) / Me.PageSize))) 
            End Get 
        End Property 
 
        Public ReadOnly Property Items As ICollection(Of T) 
            Get 
                Return _items 
            End Get 
        End Property 
 
        Public ReadOnly Property ItemType As String 
            Get 
                Return _itemType 
            End Get 
        End Property 
    End Class 
End Namespace 
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メモ: PagingResult は HomeController が使用し、検索メソッド呼び出し時に

ゕクテゖビテゖ リポジトリにページ切り替え関連の情報を送信して、検索

結果のページを前後に移動します。 

 

次の手順は、リポジトリ ンターフェスの作成です。この演習では、このンタ

ーフェスをスタブ形式のリポジトリによって実装しますが、演習 2 ではこれを 

Entity Framework のゕクテゖビテゖ リポジトリに置き換えます。 

9. IActivitiesRepository というンターフェスを作成します。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、Models フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[New Item] (新しい項目) をクリックし、[Interface] 

(ンターフェス) を選択します。 

c. 名前に「IActivitiesRepository」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

d. ンターフェスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – IActivitiesRepository Interface 

CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.Models 
{ 
    using System.Collections.Generic; 
    using Entities; 
 
    public interface IActivitiesRepository 
    { 
        Activity Retrieve(string id); 
 
        PagingResult<Activity> Search(ActivitySearchCriteria criteria); 
 
        IEnumerable<ActivityType> RetrieveActivityTypes(); 
 
        IEnumerable<string> RetrieveStates(); 
 
        void RateActivity(string activityId, byte rating); 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – IActivitiesRepository Interface VB) 
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Visual Basic 

Imports PlanMyNight.Models.Entities 
 
Namespace Models 
    Public Interface IActivitiesRepository 
        Function Retrieve(ByVal id As String) As Activity 
 
        Function Search(ByVal criteria As ActivitySearchCriteria) As PagingResult(Of Activity) 
 
        Function RetrieveActivityTypes() As IEnumerable(Of ActivityType) 
 
        Function RetrieveStates() As IEnumerable(Of String) 
 
        Sub RateActivity(ByVal activityId As String, ByVal rating As Byte) 
    End Interface 
End Namespace 

 

メモ: IActivitiesRepository ンターフェスには 5 つのメソッドがありま

す。 

- Retrieve: 指定された ID に一致するゕクテゖビテゖを返します。1 つのゕク

テゖビテゖの情報を取得するために使用します。 

- Search: PagingResult のンスタンスを返します。このンスタンスには、

検索条件 (並べ替えやページ切り替えの情報など) に一致するようフゖルタ

ー選択した一連のゕクテゖビテゖを含みます。 

- RetrieveActivityTypes と RetrieveStates: どちらもリポジトリに格納されたゕ

クテゖビテゖからメタ情報を取得します。この情報を使用して、検索フォ

ームへのデータ挿入や、ユーザーが選択するフゖールドへのデータ設定を

行います。 

- RateActivity: 指定したゕクテゖビテゖを評価できます。これはデータ モデ

ルを変更する唯一のメソッドです。 

 

すべてのエンテゖテゖを作成したら、IActivitiesRepository ンターフェスのスタ

ブ実装を追加します。このハンズオン ラボでは演習を簡単にするために、Assets フ

ォルダーでこの実装を用意しています。 

10. Assets フォルダーから ActivitiesStubRepository.cs クラスの実装を追加します。こ

れを行うには、次の手順を実行します。 
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a. ソリューション エクスプローラーで、Models フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\Models 

フォルダーを参照します。 

d. ActivitiesStubRepository.cs クラスと SearchHelper.cs クラスを選択し、[Add] (追

加) をクリックします。 

 

図 4 

ActivitiesStubRepository クラス実装の追加 (C#) 

e.  
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図 5 

ActivitiesStubRepository クラス実装の追加 (Visual Basic) 

 

 

メモ: ActivitiesStubRepository クラスは、データベースのテーブルのシミュ

レーションを行う 2 つのリストを使用して、IActivitiesRepository ンターフ

ェスを実装します。このリポジトリはサトの機能をテストすることを

目的に作成するため、データはコンストラクターのメソッドにハードコー

デゖングしています。 

 

11. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

これでゕプリケーション モデルの完成です。ソリューションは次のようになります。 
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図 6 

ソリューション エクスプローラーでの Models の構造 (C#) 
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図 7 

ソリューション エクスプローラーでの Models の構造 (Visual Basic) 

 

 

 

タスク 3 – PlanMyNight のビューを作成する 

このタスクでは、既存のビューを変更し、次の要求を満たすための新しいビューを作成しま

す。 

 検索項目を設定する 

 検索結果の詳細を表示する 

 詳細画面にゕクテゖビテゖを表示する 

 ゕクテゖビテゖの評価を可能とする 
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PlanMyNight のWebサトを表示するために必要なメタ情報とプレース ホルダーを記述す

るために Site.Master の編集から始めます。 

1. ソリューション エクスプローラーで Views\Shared にある Site.Master フゔルを

ダブルクリックして開きます。 

2. Site.Master フゔルの head タグ内に以下の太字コードを追加し、スタルシー

トの定義を置き換えます。  

ASP.NET 

<head runat="server"> 
    <title><asp:ContentPlaceHolder ID="TitleContent" runat="server" /></title> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" /> 
    <link href="../../Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <asp:ContentPlaceHolder ID="HtmlHeadContent" runat="server" /> 
 
</head> 

 

メモ: meta タグ内では、サトの文字エンコードが UTF-8 に定義されています。 

HtmlHeadContent の asp:ContentPlaceHolder は、検索関連の情報を含む keywords メ

タタグの定義に使用されます。このメタタグは、Web サトのンデックス作成

時にクローラー ベースの検索エンジンによって使用されます。 

 

3. Site.Master の body の定義を次の太字コードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – SiteMaster BodyDefinition) 

ASP.NET 

<body>  
 
    <div id="container"> 
        <div id="header"> 
            <div id="logo"> 
                <h1><a href="<%=Url.Content("~/")%>">Plan My Night</a></h1> 
            </div> 
             
            <hr /> 
            <div id="navigation"> 
                <ul> 
                    <li><%=Html.ActionLink("Search", "Index", "Home")%></li> 
                    <li><a href="#">About</a></li> 
                </ul> 
            </div> 
        </div> 
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        <div id="pageWrapper"> 
            <div id="page"> 
                <hr /> 
                <div id="main"> 
                    <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server" /> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <br /> 
    </div> 
 
</body>  

 

メモ: ここで追加したコードには主に 2 つのセクションがあります。 

1 つは header で、ロゴやナビゲーション バーを定義します。ナビゲーション バー

には HtmlActionLink があり、これが HomeController の Index メソッドを呼び出し、

ページ上に "search" を表示します。 

もう 1 つは pageWrapper で、MainContent の ContentPlaceHolder を定義します。こ

の 2 つ目のセクションへの変更はスタルを設定することが目的で、後半の手順で

追加します。 

 

Index.aspx ページでは、Site.Master の 3 つの ContentPlaceHolder のコンテンツを定義

します。 

4. ソリューション エクスプローラーで、Views\Home フォルダーにある Index.aspx 

フゔルをダブルクリックして開きます。 

5. HtmlHeadContent の ContentPlaceHolder の定義を追加します。これを行うには、

TitleContent のコンテンツ定義の前に次の太字コードを貼り付けます。 

ASP.NET (C#) 

<asp:Content runat="server" ContentPlaceHolderID="HtmlHeadContent"> 
    <% if(!String.IsNullOrEmpty(ViewData["KeywordsMetatag"] as string)) { %> 
        <meta name="keywords" 
content="<%=Html.AttributeEncode(ViewData["KeywordsMetatag"].ToString())%>" /> 
    <% } %> 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="indexTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> 

 

ASP.NET (Visual Basic) 

<asp:Content ID="Content1" runat="server" ContentPlaceHolderID="HtmlHeadContent"> 
    <% If Not String.IsNullOrEmpty(TryCast(ViewData("KeywordsMetatag"), String)) Then%> 
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        <meta name="keywords" 
content="<%=Html.AttributeEncode(ViewData("KeywordsMetatag").ToString)%>" /> 
    <% End If %> 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="indexTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> 

 

メモ: if ステートメントでは KeywordsMetatag が指定されているかどうかチェック

され、指定されていれば、keywords というメタタグを定義し、そのコンテンツを

設定します。既に説明したように、このタグは Web サトのンデックス作成時

にクローラー ベースの検索エンジンによって使用されます。 

 

6. TitleContent のコンテンツ定義を次のコードに置き換え、使用した検索条件に応

じて PageTitle を提供します。 

ASP.NET (C#) 

<asp:Content ID="indexTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> 
 
    Plan My Night - <%= ViewData.ContainsKey("CriteriaDescription") ? 
ViewData["CriteriaDescription"].ToString() : "Search Activities"%> 
 
</asp:Content> 

 

ASP.NET (Visual Basic) 

<asp:Content ID="indexTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> 
 
Plan My Night - <%= If(ViewData.ContainsKey("CriteriaDescription"), 
ViewData("CriteriaDescription").ToString, "Search Activities")%> 
 
</asp:Content> 

 

 

MainContent のコンテンツを提供するには、2 つの MVC View User Control、

SearchForm と ActivitiesSearchResults を使用します。これらのコントロールをレンダ

リングするには Html.RenderPartial ヘルパー メソッドを使用します。 

7. MainContent のコンテンツ定義を次の太字コードに置き換えます。 

ASP.NET (C#) 

<asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
<% Html.RenderPartial("SearchForm"); %> 
<hr /> 
<% Html.RenderPartial("ActivitiesSearchResults"); %> 
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</asp:Content> 

 

ASP.NET (Visual Basic) 

<asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
<% Html.RenderPartial("SearchForm") %> 
<hr /> 
<% Html.RenderPartial("ActivitiesSearchResults") %> 
 
</asp:Content> 

 

メモ: SearchForm は検索パラメーター入力をキャプチャするビューで、

ActivitiesSearchResults は検索結果をレンダリングするビューです。 

 

8. MVC 2 View User Control の ActivitiesSearchResults を作成します。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 Views にある Home フォルダーを右

クリックします。 

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

c. [Visual C#] もしくは [Visual Basic]、[Wev]、[MVC] の順に移動し、[MVC 2 

View User Control] (MVC 2 ビュー ユーザー コントロール) を選択します。 

d. ユーザー コントロールの名前に「ActivitiesSearchResults.ascx」と入力し、

[Add] (追加) をクリックします。 

9. この ActivitiesSearchResults.ascx フゔルを開き (開いていない場合)、次の太字コ

ードを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResult SearchResultDiv 

CSharp) 

ASP.NET 

<%@ Control Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %> 
 
<div id="searchResultsStatic" class="panel searchResults"> 
    <% var model = ViewData["PagingResult"] as PagingResult<Activity>; %> 
    <% var searchCriteria = ViewData["SearchCriteria"] as ActivitySearchCriteria; %> 
    <div class="innerPanel"> 
        <h2> 
            <ul> 
                <li><strong>Activities</strong></li> 
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            </ul> 
        </h2> 
 
        <div> 
             
             
        </div> 
    </div> 
</div> 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResults SearchResultDiv VB) 

ASP.NET (Visual Basic) 

<%@ Control Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %> 
 
<div id="searchResultsStatic" class="panel searchResults"> 
    <% Dim _model As PagingResult(Of Activity) = TryCast(ViewData("PagingResult"), PagingResult(Of 
Activity))%> 
    <% Dim searchCriteria As ActivitySearchCriteria = TryCast(ViewData("SearchCriteria"), 
ActivitySearchCriteria)%> 
    <div class="innerPanel"> 
        <h2> 
            <ul> 
                <li><strong>Activities</strong></li> 
            </ul> 
        </h2> 
 
        <div> 
 
        </div> 
    </div> 
</div> 

 

 

メモ: 上記のコードでは、model と searchCriteria という 2 つの変数を定義していま

す。これらの変数は ViewData 辞書を通じて提供されていて、検索結果 (model) と検

索条件 (searchCriteria) を格納します。 

この情報は HomeController から提供され、ビューが検索結果をレンダリングする

際に使用します。 

 

10. エンド ユーザーに並べ替え機能を提供するため、ActivitiesSearchResult ユーザー 

コントロールに並べ替えコントロールを追加します。これを行うには、次の手順

を実行します。 
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a. ActivitiesSearchResult ユーザー コントロールの最後の <div> タグ内部に次の太

字コードを挿入します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResult 

SortingControls CSharp) 

ASP.NET 

        <div> 
 
            <% if(searchCriteria != null) { %> 
            <div class="subheader"> 
                Sort by: 
                <% if(searchCriteria.SortBy == SortCriteria.Name) { %> 
                    <strong>Name</strong> 
                <% } else { %> 
                    <%=Html.ActionLink("Name", "Search", new ActivitySearchCriteria { SortBy = 
SortCriteria.Name, State = searchCriteria.State, City = searchCriteria.City, StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                <% } %> 
                | 
                <% if(searchCriteria.SortBy == SortCriteria.Rating) { %> 
                    <strong>Rating</strong> 
                <% } else { %> 
                    <%=Html.ActionLink("Rating", "Search", new ActivitySearchCriteria { SortBy = 
SortCriteria.Rating, State = searchCriteria.State, City = searchCriteria.City, StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                <% } %> 
                | 
                <% if(searchCriteria.SortBy == SortCriteria.ActivityType) { %> 
                    <strong>Type</strong> 
                <% } else { %> 
                    <%=Html.ActionLink("Type", "Search", new ActivitySearchCriteria { SortBy = 
SortCriteria.ActivityType, State = searchCriteria.State, City = searchCriteria.City, 
StreetAddress = searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                <% } %> 
            </div> 
            <% } %> 
 
        </div> 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResults SortingControls VB) 

ASP.NET (Visual Basic) 

<div> 
         <% If searchCriteria IsNot Nothing Then%> 
            <div class="subheader"> 
                Sort by: 
                <% If (searchCriteria.SortBy = SortCriteria.Name) Then%> 
                    <strong>Name</strong> 
                <% Else %> 
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                    <%= Html.ActionLink("Name", "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.SortBy = 
SortCriteria.Name, .State = searchCriteria.State, .City = searchCriteria.City, .StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, .ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
                <% End If%> 
                | 
                <% If (searchCriteria.SortBy = SortCriteria.Rating) Then%> 
                    <strong>Rating</strong> 
                <% Else %> 
                    <%= Html.ActionLink("Rating", "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.SortBy = 
SortCriteria.Rating, .State = searchCriteria.State, .City = searchCriteria.City, .StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, .ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
                <% End If%> 
                | 
                <% If (searchCriteria.SortBy = SortCriteria.ActivityType) Then%> 
                    <strong>Type</strong> 
                <% Else  %> 
                    <%= Html.ActionLink("Type", "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.SortBy = 
SortCriteria.ActivityType, .State = searchCriteria.State, .City = searchCriteria.City, .StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, .ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
                <% End If%> 
            </div> 
        <% End If%> 
 
</div> 

 

 

メモ: 上記のコードでは、さまざまな並べ替えオプション (Rating、Type、および 

Name) をレンダリングします。 

項目をレンダリングする直前に並べ替え条件を使って並べ替えられる場合は、ビュ

ーはその並べ替えオプションを <strong> タグで囲んでレンダリングし、それ以外の

場合は ActionLink をレンダリングします。 

ActionLink は、検索条件を維持したまま並べ替えオプションを更新して 

HomeController の Search メソッドを呼び出します。 

 

11. ビューに検索結果をレンダリングするため、ActivitiesSearchResults.ascx フゔル

の並べ替えコントロールの後に次の太字コードを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResults SearchResults 

CSharp) 

ASP.NET 

            </div> 
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            <% } %> 
            <div class="items"> 
                <% if(model == null) %> 
                <% { %> 
                    <h3>Please provide a search criteria...</h3> 
                <% } else { %> 
                    <% if(model.TotalItems == 0) %> 
                    <% { %> 
                        <h3>No activities found...</h3> 
                    <% } else {%> 
                        <ul class="activities"> 
                            <% foreach(var activity in model.Items) %> 
                            <% { %> 
                            <li> 
                               <% 
                                   var rating = activity.Rating ?? 0; 
                                   rating = Math.Round(rating * 2) / 2; 
                                %> 
                                <span class="off id"><%=Html.Encode(activity.Id)%></span> 
                                <h3> 
                                <% if (rating > 0) 
                                   { %> 
                                    <span class="rating rating_<%=rating.ToString("0.0").Replace(".", 
"_")%>"><span>Rating: </span><%=rating.ToString("0.0")%></span> 
                                <%} %> 
                                    <%=Html.ActionLink(activity.Name, "Details", "Activities", new { id = activity.Id 
}, null)%> 
                                </h3> 
                                <p><%=Html.Encode(activity.Street)%> | <%=Html.Encode(activity.City)%>, 
<%=Html.Encode(activity.State)%> <%=Html.Encode(activity.Zip)%> | Phone: 
<%=Html.Encode(activity.PhoneNumber)%></p> 
                            </li> 
                            <% } %> 
                        </ul> 
                    <% } %> 
                <% } %> 
            </div> 
 
        </div> 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResults SearchResults VB) 

ASP.NET (Visual Basic) 

    </div> 
<% End If%> 
 
<div class="items"> 
<% If _model Is Nothing Then%> 
    <h3>Please provide a search criteria...</h3> 
<% Else %> 
    <% If (_model.TotalItems = 0) Then%> 
        <h3>No activities found...</h3> 
    <% Else %> 
        <ul class="activities"> 
        <% For Each activity In _model.Items%> 
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            <li> 
                <% 
                    Dim rating = If(activity.Rating, 0) 
                    rating = Math.Round(rating * 2) / 2 
                %> 
                <span class="off id"><%=Html.Encode(activity.Id)%></span> 
                <h3> 
                    <% If (rating > 0) Then%> 
                        <span class="rating rating_<%=rating.ToString("0.0", 
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture).Replace(".", "_")%>"><span>Rating: 
</span><%=rating.ToString("0.0")%></span> 
                    <%End If%> 
                    <%=Html.ActionLink(activity.Name, "Details", "Activities", New With {Key .id = activity.Id}, 
Nothing) %> 
                </h3> 
                <p><%=Html.Encode(activity.Street)%> | <%=Html.Encode(activity.City)%>, 
<%=Html.Encode(activity.State)%> <%=Html.Encode(activity.Zip)%> | Phone: 
<%=Html.Encode(activity.PhoneNumber)%></p> 
            </li> 
        <% Next%> 
        </ul> 
    <% End If%> 
<% End If%> 

    </div> 
 
</div> 

 

メモ: 上記のコードで 3 つの異なるレンダリング オプションが実装されます。 

1. - model が null の場合、検索が行われなかったことを意味します。この場合、ユ

ーザーに検索条件を入力するよう求めるメッセージをレンダリングします。 

2. - model に項目が含まれていない場合、検索条件に一致するゕクテゖビテゖがな

かったことを意味します。この場合、ゕクテゖビテゖが見つからなかったことをユ

ーザーに知らせるメッセージをレンダリングします。 

3. - それ以外の場合は、検索結果をレンダリングします。 

このコードには ActivitiesController の Details メソッドを呼び出す ActionLink があり

ます。このメソッドは特定のゕクテゖビテゖの詳細を検索し、見つかった情報を設

定した Details ビューを返します。 

 

12. ActivitiesSearchResult ユーザー コントロールを完成するには、ページ切り替えコ

ントロールを追加する必要があります。そのためには、追加したばかりのコード

の下に次の太字コードをコピーします。 
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(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResult PagingControls 

CSharp) 

ASP.NET 

       </div> 
 
       <div class="toolbox"> 
            <% if (model != null && model.TotalPages > 0) %> 
            <% { %> 
                <div class="pager"> 
                    <% if(model.CurrentPage == 1) %> 
                    <% { %> 
                        <strong>«</strong> 
                    <% } else { %> 
                        <%=Html.ActionLink("«", "Search", new ActivitySearchCriteria { Page = 
model.CurrentPage - 1, SortBy = searchCriteria.SortBy, State = searchCriteria.State, City = 
searchCriteria.City, StreetAddress = searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, 
ActivityTypeId = searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                    <% } %> 
                    |                 
                    <% for(int i=1; i<=model.TotalPages; i++) %> 
                    <% { %> 
                        <% if(i == model.CurrentPage) { %> 
                            <strong><%=i%></strong> 
                        <% } else { %> 
                            <%=Html.ActionLink(i.ToString(), "Search", new ActivitySearchCriteria { Page = i, 
SortBy = searchCriteria.SortBy, State = searchCriteria.State, City = searchCriteria.City, StreetAddress 
= searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                        <% } %> 
                        | 
                    <% } %> 
                     
                    <% if(model.CurrentPage == model.TotalPages) %> 
                    <% { %> 
                        <strong>»</strong> 
                    <% } else { %> 
                        <%=Html.ActionLink("»", "Search", new ActivitySearchCriteria { Page = 
model.CurrentPage + 1, SortBy = searchCriteria.SortBy, State = searchCriteria.State, City = 
searchCriteria.City, StreetAddress = searchCriteria.StreetAddress, Zip = searchCriteria.Zip, 
ActivityTypeId = searchCriteria.ActivityTypeId })%> 
                    <% } %> 
                </div> 
            <% } %> 
        </div> 
 
        </div> 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesSearchResults PagingControls VB) 

ASP.NET (Visual Basic) 

</div> 
 
<div class="toolbox"> 
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    <% If (_model IsNot Nothing) AndAlso (_model.TotalPages > 0) Then %> 
        <div class="pager"> 
            <% If (_model.CurrentPage = 1) Then%> 
                <strong>«</strong> 
            <% Else%> 
                <%= Html.ActionLink("«", "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.Page = 
_model.CurrentPage - 1, .SortBy = searchCriteria.SortBy, .State = searchCriteria.State, .City = 
searchCriteria.City, .StreetAddress = searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, 
.ActivityTypeId = searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
            <% End If%> 
            |                 
            <% For i As Integer = 0 To _model.TotalPages%> 
                <% If (i = _model.CurrentPage) Then%> 
                    <strong><%=i%></strong> 
                <% Else%> 
                    <%= Html.ActionLink(i.ToString(), "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.Page = i, 
.SortBy = searchCriteria.SortBy, .State = searchCriteria.State, .City = searchCriteria.City, .StreetAddress = 
searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, .ActivityTypeId = 
searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
                <% End If%> 
                | 
            <% Next%> 
             
            <% If (_model.CurrentPage = _model.TotalPages) Then%> 
                <strong>»</strong> 
            <% Else %> 
                <%= Html.ActionLink("»", "Search", New ActivitySearchCriteria() With {.Page = 
_model.CurrentPage + 1, .SortBy = searchCriteria.SortBy, .State = searchCriteria.State, .City = 
searchCriteria.City, .StreetAddress = searchCriteria.StreetAddress, .Zip = searchCriteria.Zip, 
.ActivityTypeId = searchCriteria.ActivityTypeId})%> 
            <% End If%> 
        </div> 
    <% End If%> 
</div> 

 
</div> 

 

メモ: 上記のコードでページ切り替えコントロールをレンダリングします。

HomeController の Search メソッドを呼び出す ActionLink としてゕクションをレンダ

リングし、検索条件は保持したままページ数を更新することができます。 

 

13. SearchForm.ascx ユーザー コントロールをソリューションに追加します。このラ

ボでは、このユーザー コントロールを作成済みのフゔルとして用意しています。 

a. ソリューション エクスプローラーで Views にある Home フォルダーを右クリ

ックします。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 
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c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\{C# もし

くは VB}\Views\Home フォルダーを参照します。 

d. SearchForm.ascx ユーザー コントロールを選択し、[Add] (追加) をクリックし

ます。 

 

図 8 

SearchForm.ascx の追加 (C#) 
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図 9 

SearchForm.ascx の追加 (VB) 

 

IActivitiesRepository 実装でデータを SearchForm.ascx のフゖールドに設定するには、

ActivityTypes と States の 2 つを追加する必要があります。これらの値は 

IActivitiesRepository の RetrieveActivityTypes メソッドと RetrieveStates メソッドから

提供されます。 

14. ActivitiesSearchFields という新しい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. ソリューション エクスプローラーで PlanMyNight プロジェクトを右クリック

します。 

b. [Add] (追加) をポントし、[New Folder] (新しいフォルダー) をクリックしま

す。 

c. 名前を「ViewModels」に変更します。 

d. ViewModels フォルダーを右クリックします。 

e. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

f. クラスの名前に「ActivitiesSearchFields」と入力し、[Add] (追加) をクリックし

ます。 

g. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchFields Class CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.ViewModels 
{ 
    using System.Collections.Generic; 
    using System.Web.Mvc; 
 
    public class ActivitySearchFields 
    { 
        public IEnumerable<SelectListItem> ActivityTypes { get; set; } 
 
        public IEnumerable<SelectListItem> States { get; set; } 
    } 
} 
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(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitySearchFields Class VB) 

Visual Basic 

Namespace ViewModels 
 
    Public Class ActivitySearchFields 
        Public Property ActivityTypes As IEnumerable(Of SelectListItem) 
 
        Public Property States As IEnumerable(Of SelectListItem) 
    End Class 
End Namespace 

 

15. ゕクテゖビテゖの詳細のレンダリングに使用する Details ビューを追加します。こ

のラボでは、このビューを作成済みのフゔルとして用意しています。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Views フォルダーを右クリックします。 

b. [Add] (追加) をポントし、[New Folder] (新しいフォルダー) をクリックしま

す。 

c. 名前を「Activities」に変更します。 

d. Activities フォルダーを右クリックします。 

e. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

f. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\{C# もし

くは VB}\Views\Activities フォルダーを参照します。 

g. Details.aspx ビューを選択し、[Add] (追加) をクリックします。 

ビューのコードを読み取りやすくするため、型を使用する際に名前空間を含めない

ようにしています。ビューからこれらの型を検索する場合は、名前空間を 

Web.config フゔルに追加する必要があります。 

16. ソリューション エクスプローラーで、PlanMyNight プロジェクトにある 

Web.config フゔルをダブルクリックして開きます。 

17. <pages> タグ内にある <namespace> タグまで下へスクロールし、次の太字コード

を追加します。 

XML 

      <namespaces> 
        <add namespace="System.Web.Mvc"/> 
        <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax"/> 
        <add namespace="System.Web.Mvc.Html"/> 
        <add namespace="System.Web.Routing"/> 
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        <add namespace="PlanMyNight.Models" /> 
        <add namespace="PlanMyNight.Models.Entities" /> 
        <add namespace="PlanMyNight.Controllers" /> 
        <add namespace="PlanMyNight.ViewModels"/> 
      </namespaces> 
    </pages> 

 

18. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

 

タスク 4 – PlanMyNight のコントローラーを作成する 

このタスクでは、HomeController に変更を加え、ユーザー操作に対応する 

ActivitiesController を追加します。 

1. ソリューション エクスプローラーで、Controllers フォルダーにある 

HomeController.cs フゔル (C#) もしくは HomeController.vb フゔル (Visual Basic) 

をダブルクリックして開きます。 

2. このフゔルに次の名前空間デゖレクテゖブを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController Using Directives CSharp) 

C# 

    using System.Collections.ObjectModel; 
    using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
    using System.Globalization; 
    using System.Text; 
    using PlanMyNight.Models; 
    using PlanMyNight.Models.Entities; 
    using PlanMyNight.ViewModels; 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController Namespace Directives VB) 

Visual Basic 

Imports System.Collections.ObjectModel 
Imports System.ComponentModel.DataAnnotations 
Imports System.Globalization 
Imports PlanMyNight.Models 
Imports PlanMyNight.Models.Entities 
Imports PlanMyNight.ViewModels 
 
Namespace Controllers 
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メモ: Visual Basic の場合はフゔルの最後に End Namespace というキーワードを追

記する必要があります。 

 

3. 次のクラスの変数とプロパテゖを HomeController に追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController VariablesAndProperties 

CSharp) 

C# 

        private const int DefaultPageSize = 5; 
 
        private readonly IActivitiesRepository activitiesRepository; 
 
        private IEnumerable<ActivityType> activityTypes; 
 
        private IEnumerable<ActivityType> ActivityTypes 
        { 
            get 
            { 
                if (activityTypes == null) 
                { 
                    this.activityTypes = this.activitiesRepository.RetrieveActivityTypes(); 
                } 
 
                return this.activityTypes; 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController VariablesAndProperties VB) 

Visual Basic 

Private Const DefaultPageSize As Integer = 5 
 
Private ReadOnly activitiesRepository As IActivitiesRepository 
 
Private _activityTypes As IEnumerable(Of ActivityType) 
 
Private ReadOnly Property ActivityTypes() As IEnumerable(Of ActivityType) 
    Get 
        If _activityTypes Is Nothing Then 
            Me._activityTypes = Me.activitiesRepository.RetrieveActivityTypes() 
        End If 
 
        Return Me._activityTypes 
    End Get 
End Property 
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4. パラメーターとして IActivitiesRepository を指定するコンストラクター メソッドを

追加し、受け取った値を activitiesRepository クラス プロパテゖに設定します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController Constructors CSharp) 

C# 

        public HomeController() : 
            this(new ActivitiesStubRepository()) 
        { 
        } 
 
        public HomeController(IActivitiesRepository activitiesRepository) 
        { 
            this.activitiesRepository = activitiesRepository;           
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController Constructors VB) 

Visual Basic 

Public Sub New() 
    Me.New(New ActivitiesStubRepository()) 
End Sub 
 
Public Sub New(ByVal activitiesRepository As IActivitiesRepository) 
    Me.activitiesRepository = activitiesRepository 
End Sub 

 

メモ: このコードでは、ActivitiesStubRepository の新しいンスタンスを作成し、そ

の作成したンスタンスをパラメーターに指定して、追加したコンストラクターを

呼び出す、既定のコンストラクターも追加しています。こうすることで、テスト時

にリポジトリのモックを利用でき、ゕプリケーションに拡張ポントを用意するこ

とになるため、この方法をお勧めします。 

 

5. HomeController に InjectActivitySearchFields というメソッドを追加し、次の動作を

追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController InjectActivitySearchFields 

CSharp) 

C# 

        private void InjectActivitySearchFields(IDictionary<string, object> viewData, 
ActivitySearchCriteria searchCriteria) 
        { 
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            var types = this.ActivityTypes.Select(o => new SelectListItem { Text = o.Name, Value = 
o.Id.ToString(), Selected = (searchCriteria != null && searchCriteria.ActivityTypeId.HasValue && o.Id 
== searchCriteria.ActivityTypeId.Value) }).ToList(); 
            types.Insert(0, new SelectListItem { Text = "Any activity", Value = "0" }); 
 
            var states = this.activitiesRepository.RetrieveStates() 
                                        .Select(o => new SelectListItem { Text = o, Value = o, Selected = (searchCriteria 
!= null && o == searchCriteria.State) }).ToList(); 
            states.Insert(0, new SelectListItem { Text = "Any state", Value = string.Empty }); 
 
            viewData["SearchFields"] = new ActivitySearchFields 
            { 
                ActivityTypes = types, 
                States = states, 
            }; 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController 

InjectActivitySearchFieldsVB) 

Visual Basic 

Private Sub InjectActivitySearchFields(ByVal viewData As IDictionary(Of String, Object), ByVal 
searchCriteria As ActivitySearchCriteria) 
 
    Dim types As IList(Of SelectListItem) = Me.ActivityTypes.Select(Function(o) New SelectListItem 
With {.Text = o.Name, .Value = o.Id.ToString(), .Selected = (searchCriteria IsNot Nothing AndAlso 
searchCriteria.ActivityTypeId.HasValue AndAlso o.Id = 
searchCriteria.ActivityTypeId.Value)}).ToList() 
 
    types.Insert(0, New SelectListItem With {.Text = "Any activity", .Value = "0"}) 
 
    Dim states As IList(Of SelectListItem) = 
Me.activitiesRepository.RetrieveStates().Select(Function(o) New SelectListItem With {.Text = o, 
.Value = o, .Selected = (searchCriteria IsNot Nothing AndAlso o = searchCriteria.State)}).ToList() 
 
    states.Insert(0, New SelectListItem With {.Text = "Any state", .Value = String.Empty}) 
 
    viewData("SearchFields") = New ActivitySearchFields With {.ActivityTypes = types, .States = 
states} 
End Sub 

 

メモ: InjectActivitySearchFields メソッドは ActivitySearchFields のンスタンスを作

成します。これによって ActivityTypes と States が追加され、ゕクテゖビテゖ リポ

ジトリで利用できるようになり、ビューが使用するために ViewData 辞書に格納さ

れます。 

SearchForm ユーザー コントロールはこの ActivitySearchFields を使用して、コント

ロールにデータを設定します。 
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6. HomeController に、ActivitySearchCriteria を文字列に解析する 

GetCriteriaDescription というメソッドを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController GetCriteriaDescription 

CSharp) 

C# 

private string GetCriteriaDescription(ActivitySearchCriteria searchCriteria, string separator = " | ") 
        { 
            StringBuilder title = new StringBuilder(); 
            if (searchCriteria.ActivityTypeId > 0) 
            { 
                title.Append(this.ActivityTypes.Where(a => a.Id == searchCriteria.ActivityTypeId).Select(a 
=> a.PluralizedName).FirstOrDefault()); 
                title.Append(separator); 
            } 
 
            if (!string.IsNullOrEmpty(searchCriteria.City)) 
            { 
                title.Append(searchCriteria.City); 
                title.Append(separator); 
            } 
 
            if (!string.IsNullOrEmpty(searchCriteria.State)) 
            { 
                title.Append(searchCriteria.State); 
                title.Append(separator); 
            } 
 
            if (!string.IsNullOrEmpty(searchCriteria.Zip)) 
            { 
                title.Append(searchCriteria.Zip); 
                title.Append(separator); 
            } 
 
            title.AppendFormat(CultureInfo.CurrentUICulture, "Page {0}", searchCriteria.Page); 
 
            return title.ToString(); 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController GetCriteriaDescription VB) 

Visual Basic 

Private Function GetCriteriaDescription(ByVal searchCriteria As ActivitySearchCriteria, Optional 
ByVal separator As String = " | ") As String 
    Dim title As New StringBuilder() 
    If searchCriteria.ActivityTypeId > 0 Then 
        title.Append(Me.ActivityTypes.Where(Function(a) a.Id = 
searchCriteria.ActivityTypeId).Select(Function(a) a.PluralizedName).FirstOrDefault) 
        title.Append(separator) 
    End If 
 
    If (Not String.IsNullOrEmpty(searchCriteria.City)) Then 
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        title.Append(searchCriteria.City) 
        title.Append(separator) 
    End If 
 
    If (Not String.IsNullOrEmpty(searchCriteria.State)) Then 
        title.Append(searchCriteria.State) 
        title.Append(separator) 
    End If 
 
    If (Not String.IsNullOrEmpty(searchCriteria.Zip)) Then 
        title.Append(searchCriteria.Zip) 
        title.Append(separator) 
    End If 
 
    title.AppendFormat(CultureInfo.CurrentUICulture, "Page {0}", searchCriteria.Page) 
 
    Return title.ToString 
End Function 

 

メモ: これはヘルパー メソッドで、検索条件として指定された情報を、指定された

区切り記号 (既定では "|") で区切って連結するだけです。 

 

7. HomeController の Index メソッドの実装を置き換え、ビューを作成する前に 

InjectActivitySearchFields メソッドを呼び出します。そのためには、メソッドの本

体の後に次の太字コードをコピーします。 

C# 

        public ActionResult Index() 
        { 
            this.InjectActivitySearchFields(this.ViewData, null); 
            return View("Index"); 
        } 

 

Visual Basic 

Function Index() As ActionResult 
    Me.InjectActivitySearchFields(Me.ViewData, Nothing) 
    Return View("Index") 
End Function 

 

Search メソッドを追加して HomeController を完成します。このメソッドは、以前に 

ActivitySearchCriteria エンテゖテゖに追加した CustomValidator を使用して、指定され

た検索条件が有効かどうか検証します。 
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正しく検証が行われたら、実際の検索を実行し、検索結果を複数のページに構成し、

ビューから使用するために ViewData 辞書に格納します。 

8. Search メソッドを HomeController.cs フゔルに追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController SearchAction) 

C# 

public ActionResult Search(ActivitySearchCriteria searchCriteria) 
        { 
            if (searchCriteria.ActivityTypeId.HasValue && searchCriteria.ActivityTypeId == 0) 
            { 
                searchCriteria.ActivityTypeId = null; 
            } 
 

            // 検証 

            var errors = new Collection<ValidationResult>(); 
            Validator.TryValidateObject(searchCriteria, new ValidationContext(searchCriteria, null, null), 
errors); 
            if (errors.Any()) 
            { 
                ModelState.AddModelError("ActivitySearchCriteria", "Please provide a search criteria."); 
                return this.Index(); 
            } 
 
            searchCriteria.PageSize = DefaultPageSize; 
            if (searchCriteria.Page <= 0) 
            { 
                searchCriteria.Page = 1; 
            } 
 

            // アクティビティの検索 

            var activities = this.activitiesRepository.Search(searchCriteria); 
            this.ViewData["PagingResult"] = activities; 
 
            this.ViewData["SearchCriteria"] = searchCriteria; 
            this.InjectActivitySearchFields(this.ViewData, searchCriteria); 
            this.ViewData["CriteriaDescription"] = this.GetCriteriaDescription(searchCriteria, " | "); 
            this.ViewData["KeywordsMetatag"] = this.GetCriteriaDescription(searchCriteria, ", "); 
            return View("Index"); 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – HomeController SearchAction VB) 

Visual Basic 

Public Function Search(ByVal searchCriteria As ActivitySearchCriteria) As ActionResult 
    If searchCriteria.ActivityTypeId.HasValue AndAlso searchCriteria.ActivityTypeId = 0 Then 
        searchCriteria.ActivityTypeId = Nothing 
    End If 
 
    ' Validation 
    Dim errors As ICollection(Of ValidationResult) = New Collection(Of ValidationResult)() 
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    Validator.TryValidateObject(searchCriteria, New ValidationContext(searchCriteria, Nothing, 
Nothing), errors) 
    If errors.Any() Then 
        ModelState.AddModelError("ActivitySearchCriteria", "Please provide a search criteria.") 
        Return Me.Index() 
    End If 
 
    searchCriteria.PageSize = DefaultPageSize 
    If searchCriteria.Page <= 0 Then 
        searchCriteria.Page = 1 
    End If 
 
    ' search activities 
    Dim activities As PagingResult(Of Activity) = Me.activitiesRepository.Search(searchCriteria) 
    Me.ViewData("PagingResult") = activities 
 
    Me.ViewData("SearchCriteria") = searchCriteria 
    Me.InjectActivitySearchFields(Me.ViewData, searchCriteria) 
    Me.ViewData("CriteriaDescription") = Me.GetCriteriaDescription(searchCriteria, " | ") 
    Me.ViewData("KeywordsMetatag") = Me.GetCriteriaDescription(searchCriteria, ", ") 
    Return View("Index") 
End Function 

 

9. ActivitiesController コントローラーをプロジェクトに追加します。このラボでは、

このコントローラーを作成済みのフゔルとして用意しています。 

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

ます。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\C# もし

くは VB\Controllers フォルダーを参照します。 

d. ActivitiesController を選択し、[Add] (追加) をクリックします。 
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図 10 

ActivitiesController.cs の追加 (C#) 

 

 

図 11 

ActivitiesController.vb の追加 (VB) 

 



ページ 46 

メモ: ActivitiesController は特定のゕクテゖビテゖに対するユーザー操作を処

理します。また、評価機能を提供し、ゕクテゖビテゖの詳細を Details ビュ

ーに挿入します。 

 

10. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

 

タスク 5 – CSS とイメージを追加してビューを強化する 

このタスクでは、 CSS とメージを追加してソリューションのビューを強化します。演習を

簡単にするため、どちらも作成済みのフゔルとして用意しています。 

1. 既定で提供される Site.css フゔルを削除します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Content にある Site.css フゔルを右ク

リックします。 

b. [Delete] (削除) をクリックします。 

c. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[OK] をクリックして削除します。 

2. PlanMyNight のスタル シートを含む作成済みの Site.css を追加します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Content フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\Content 

フォルダーを参照します。 

d. Site.css を選択し、[Add] (追加) をクリックします。 

3. ゕプリケーションで使用するすべてのメージを格納する Images フォルダーを

作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Content フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[New Folder] (新しいフォルダー) をクリックしま

す。 
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c. 名前を「Images」に変更します。 

4. 作成済みのフゔルとして用意したメージを Images フォルダーに追加します。 

a. ソリューション エクスプローラーで Content にある Images フォルダーを右ク

リックします。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\Content

\Images フォルダーを参照します。 

d. すべてのメージを選択し、[Add] (追加) をクリックします。 

5. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

 

次の手順 

演習 1: 確認 

 

演習 1: 確認 

実際に PlanMyNight ASP.NET MVC ゕプリケーションを実行し、ゕクテゖビテゖを検索して、

評価することを通して、ここまでの手順を正しく実行してきたかどうかを確認します。 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしでプログラムを実行します。 
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図 12 

PlanMyNight ホーム ページ 

 

2. [State] として [OH] を選択し、[Search] をクリックします。スタブ形式のリポジト

リから、指定した検索条件に一致するゕクテゖビテゖが返されます。 

3. ゕクテゖビテゖの名前をクリックすると [Details] ビューが表示され、選択したゕ

クテゖビテゖに関するすべての情報が表示されて、ゕクテゖビテゖを評価できる

ようになります。 
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図 13 

検索結果 

 

4. ゕクテゖビテゖを評価するには、任意の評価値を選択し、[Rate] リンクをクリッ

クします。 
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図 14 

アクティビティの評価 

 

メモ: [Rate] リンクは ActionLink で、選択した評価値をパラメーターとして渡し、

ActivitiesController の Rate メソッドを呼び出します。 

 

5. 最後に、ホーム ページに戻り、OH のゕクテゖビテゖを再検索します。 
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図 15 

検索結果に表示された評価 

 

メモ: 選択した評価が保存される点に注目してください。スタブ形式のリポジトリ

はメモリ内にあるため、変更は保存されません。ASP.NET 開発サーバーが停止する

と、変更は失われます。 

 

6. 並べ替え、ページ切り替え、検証、フゖルター処理の各機能についても自由にテ

ストしてください。 

 

次の手順 

演習 2: Entity Framework データ モデルの作成 
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演習 2: Entity Framework データ モデル

の作成 

この演習では、既存のゕプリケーションに Entity Framework データ モデルを追加する方法と、

そのデータ モデルからの項目のフゖルター処理、ページ切り替え、並べ替えを行うために

リポジトリを作成する方法について学習します。 

 

タスク 1 – Entity Framework データ モデルを作成する 

このタスクでは、Entity Framework データ モデルを作成し、演習 1 で作成したエンテゖテゖ

をこのモデルから提供されるエンテゖテゖに置き換えます。 

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。 

メモ: データベースを SQL Server にゕタッチするには、Visual Studio 2010 を管理者特

権で起動する必要があります。これを行うには、[スタート] メニューでプログラム

のリンクを右クリックし、 [管理者として実行] を選択します。 

 

2. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Ex02-

CreatingEFDataModel\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 Begin.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。)前の演習で完成したソリューションから作業を続けることもできます。 

3. スタブのエンテゖテゖを削除し、Entity Framework データ モデルのエンテゖテゖ

に置き換えます。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Model\Entities フォルダーにある 

Activity フゔルと ActivityType フゔルを選択します。 

b. 選択したフゔルを右クリックし、[Delete] (削除) をクリックします。 

c. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[OK] をクリックして削除します。 
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図 16 

ソリューション エクスプローラーでのエンティティの削除 (C#) 
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図 17 

ソリューション エクスプローラーでのエンティティの削除 (Visual Basic) 

 

4. データ モデルを作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Models にある Entities フォルダーを右

クリックします。 

b. [Add] (追加) をポントし、[New Item] (新しい項目) をクリックし、 [ADO.NET 

Entity Data Model] を選択します。 

c. データ モデルの名前に「PlanMyNight.edmx」と入力し、[Add] (追加) をクリッ

クします。 

メモ: ウゖザードのポップゕップの追加を選択すると、テーブル、ビュー、

およびストゕド プロシージャにマップする接続文字列を構成できるように

なります。 
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d. 構成ウゖザードで、[Generate from database] (データベースから生成) を選択

し、[次へ] をクリックします。 

e. [New Connection] (新しい接続) ボタンをクリックし、新しいデータベース接続

を作成します。 

i. データ ソースとして [Microsoft SQL Server Database File (SqlClient)] 

(Microsoft SQL Server データベース フゔル (SqlClient)) を選択し[続行]

ボタンをクリックします。 

ii. [Browse] (参照) ボタンをクリックし、使用するデータベース フゔル

名を設定します。 

iii. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets\

App_Data フォルダーを参照します。 

iv. PlanMyNight.mdf を選択します。 

v. [OK] をクリックして、接続を保存します。 

 

図 18 
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[New Connection] (新しい接続) ダイアログ ボックス 

 

f. 他の設定はすべて既定値を受け入れ、[次へ] をクリックします。 

g. プロジェクトのデゖレクトリ内でフゔルをコピーし、それに応じて接続文

字列を変更するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。[Yes] 

(はい) をクリックして次に進みます。 

h. [Choose your database objects] (データベース オブジェクトの選択) ダゕログ 

ボックスで [Tables] (テーブル) の項目を展開します。 

i. [Activity] テーブルと [ActivityType] テーブルのチェック ボックスをオンにしま

す。 

メモ: ここでオンにしたテーブルがデータ モデルのエンテゖテゖとしてマッ

プされます。 

 

j. [生成されたオブジェクトの名前を複数化または単数化する]にチェックを入

れ、名前空間に「PlanMyNight.Models.Entities」と入力し、[完了] をクリック

します。 

メモ: Entity Framework の詳細については、http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb386876.aspx を参照してください。 

5. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

メモ: コンパル処理で Activity クラスや ActivityType クラスに関連するエラーが表

示される場合は、ADO.NET Entity Data Model フゔルの PlanMyNight.edmx を開き、

Ctrl キーを押しながら S キーを押してダゕグラムを保存し、PlanMyNight.Designers 

を再生成して、エンテゖテゖ クラスを作成します。 

 

 

タスク 2 – ActivitiesRepository を作成する 

このタスクでは、ADO.NET Entity Data Model をデータ ソースとして使用する 

ActivitiesRepository を作成します。また、フゖルター処理、ページ切り替え、並べ替えの各

機能も追加します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb386876.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb386876.aspx
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1. ActivitiesRepository という新しいクラスを追加します。 

メモ: ActivitiesRepository には ActivitiesStubRepository と同じ機能がありますが、メ

モリ内に保持されるのではなく、(Entity Framework 経由で) SQL Server を使用して、

データを保存します。 

 

a. ソリューション エクスプローラーで、Models フォルダーを右クリックしま

す。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス) をクリックします。 

c. 名前を「ActivitiesRepository」とし、[Add] (追加) をクリックします。 

d. クラス ヘッダーを置き換え、IActivitiesRepository を実装します。 

C# 

public class ActivitiesRepository : IActivitiesRepository 

 

Visual Basic 

Namespace Models 
    Public Class ActivitiesRepository 
        Implements IActivitiesRepository 
 
    End Class 
End Namespace 

 

e. このフゔルに次の名前空間のデゖレクテゖブを追加します。 

C# 

using PlanMyNight.Models.Entities; 

 

Visual Basic 

Imports PlanMyNight.Models.Entities 

 

ActivitiesRepository の作成後、IActivitiesRepository のメソッドとして、Retrieve、Search、

RetrieveActivityTypes、RetrieveStates、および RateActivity を実装する必要があります。 

2. 特定の Id に一致するゕクテゖビテゖを返す Retrieve メソッドを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RetrieveMethod 

CSharp) 

C# 
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        public Activity Retrieve(string id) 
        { 
            using (var context = new PlanMyNightEntities()) 
            { 
                return context.Activities.Where(a => a.Id == id).SingleOrDefault(); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RetrieveMethod VB) 

Visual Basic 

Public Function Retrieve(ByVal id As String) As Activity Implements IActivitiesRepository.Retrieve 
    Using context As PlanMyNightEntities = New PlanMyNightEntities() 
        Return context.Activities.Where(Function(a) a.Id = id).SingleOrDefault 
    End Using 
End Function 

 

メモ: スタブ形式リポジトリでは、ゕクテゖビテゖを格納するためにコレクション

を使用していましたが、各メソッドのコードはよく似ています。違いは主に情報の

ソースにあります。ActivitiesStubRepository はメモリ内のコレクションを使用して

いたのに対し、ActivitiesRepository は ADO.NET Entity Data Model のコンテキストを

使用します。 

 

3. データベース内のすべての ActivityType を返す RetrieveActivityTypes メソッドを追

加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository 

RetrieveActivityTypesMethod CSharp) 

C# 

        public IEnumerable<ActivityType> RetrieveActivityTypes() 
        { 
            using (var context = new PlanMyNightEntities()) 
            { 
                return context.ActivityTypes.ToList(); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository 

RetrieveActivityTypesMethod VB) 

Visual Basic 

Public Function RetrieveActivityTypes() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of 
ActivityType) Implements IActivitiesRepository.RetrieveActivityTypes 
    Using context As PlanMyNightEntities = New PlanMyNightEntities() 
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        Return context.ActivityTypes.ToList 
    End Using 
End Function 

 

4. ゕクテゖビテゖ内の中ですべての異なる States を返す RetrieveStates メソッドを

追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RetrieveStatesMethod 

CSharp) 

C# 

        public IEnumerable<string> RetrieveStates() 
        { 
            using (var context = new PlanMyNightEntities()) 
            { 
                return context.Activities.Select(a => a.State).Distinct().ToList(); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RetrieveStatesMethod 

VB) 

Visual Basic 

Public Function RetrieveStates() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of String) Implements 
IActivitiesRepository.RetrieveStates 
    Using context As PlanMyNightEntities = New PlanMyNightEntities() 
        Return context.Activities.Select(Function(a) a.State).Distinct().ToList 
    End Using 
End Function 

 

5. ゕクテゖビテゖの評価を更新する RateActivity メソッドを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RateActivityMethod 

CSharp) 

C# 

        public void RateActivity(string activityId, byte rating) 
        { 
            using (var context = new PlanMyNightEntities()) 
            { 
                var activity = context.Activities.Where(a => a.Id == activityId).SingleOrDefault(); 
 
                if (activity != null) 
                { 
                    if (activity.Rating == null) 
                    { 
                        activity.Rating = rating; 
                        activity.RatingCount++; 
                    } 
                    else 
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                    { 
                        activity.Rating = (activity.Rating * activity.RatingCount + rating) / 
++activity.RatingCount; 
                    } 
 
                    context.SaveChanges(); 
                } 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository RateActivityMethod 

VB) 

Visual Basic 

Public Sub RateActivity(ByVal activityId As String, ByVal rating As Byte) Implements 
IActivitiesRepository.RateActivity 
    Using context As PlanMyNightEntities = New PlanMyNightEntities() 
        Dim activity As Activity = context.Activities.Where(Function(a) a.Id = 
activityId).SingleOrDefault() 
 
        If activity IsNot Nothing Then 
            If activity.Rating Is Nothing Then 
                activity.Rating = rating 
                activity.RatingCount += 1 
            Else 
                Dim aux As Integer = activity.RatingCount + rating 
                activity.RatingCount += 1 
                activity.Rating = (activity.Rating * aux) / activity.RatingCount() 
            End If 
 
            context.SaveChanges() 
        End If 
    End Using 
End Sub 

 

メモ: RateActivity メソッドは、更新対象のゕクテゖビテゖを取得し、更新を行って

から、savesChanges() メソッドを呼び出してデータ ソースを更新します。 

データベース内の情報を更新する際に、同時実行処理の観点から考慮すべき事項が

いくつかありますが、このハンズオン ラボの範疇を超えています。詳細について

は http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb738618.aspx を参照してください。 

 

6. 特定の検索条件に一致するゕクテゖビテゖを検索する Search メソッドを追加しま

す。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository SearchMethod CSharp) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb738618.aspx
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C# 

        public PagingResult<Activity> Search(ActivitySearchCriteria criteria) 
        { 
 
            using (var context = new PlanMyNightEntities()) 
            { 
                IEnumerable<Activity> query = SearchHelper.ActivitySearchQuery(criteria, 
context.Activities); 
 
                switch (criteria.SortBy) 
                { 
                    case SortCriteria.ActivityType: 
                        query = query.OrderBy(a => a.ActivityTypeId).ThenBy(a => a.Name); 
                        break; 
                    case SortCriteria.Rating: 
                        query = query.OrderByDescending(a => a.Rating).ThenBy(a => a.Name); 
                        break; 
                    default: 
                        query = query.OrderBy(a => a.Name); 
                        break; 
                } 
 
                return SearchHelper.PageResults(query, criteria.Page, criteria.PageSize); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ActivitiesRepository SearchMethod VB) 

Visual Basic 

Public Function Search(ByVal criteria As Entities.ActivitySearchCriteria) As Entities.PagingResult(Of 
Activity) Implements IActivitiesRepository.Search 
    Using context As PlanMyNightEntities = New PlanMyNightEntities() 
        Dim query As IEnumerable(Of Activity) = SearchHelper.ActivitySearchQuery(criteria, 
context.Activities) 
 
        Select Case criteria.SortBy 
            Case SortCriteria.ActivityType 
                query = query.OrderBy(Function(a) a.ActivityTypeId).ThenBy(Function(a) a.Name) 
            Case SortCriteria.Rating 
                query = query.OrderByDescending(Function(a) a.Rating).ThenBy(Function(a) a.Name) 
            Case Else 
                query = query.OrderBy(Function(a) a.Name) 
        End Select 
 
        Return SearchHelper.PageResults(query, criteria.Page, criteria.PageSize) 
    End Using 
End Function 

 

メモ: Saerch メソッドは検索操作を SearchHelper にデリゲートします。検索完了

後、SortingCriteria に一致する検索結果を並べ替えてから、ページ切り替え機能も 

SearchHelper にデリゲートします。 
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7. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

 

タスク 3 – ActivitiesRepository を使用するようにコントローラーを更新する 

このタスクでは、ActivitiesStubRepository ではなく ActivitiesRepository を使用するように 

HomeController と ActivitiesController を更新します。 

1. ソリューション エクスプローラーで HomeController.cs をダブルクリックして開

きます。 

2. ActivitiesStubRepository ではなく ActivitiesRepository の新しいンスタンスを作成

するように既定のコンストラクターを変更します。 

C# 

        public HomeController() : 
            this(new ActivitiesRepository()) 
        { 
        } 

 

Visual Basic 

Public Sub New() 
    Me.New(New ActivitiesRepository()) 
End Sub 

 

3. ソリューション エクスプローラーで ActivitiesContoroller.cs をダブルクリックし

て開きます。 

4. ActivitiesStubRepository ではなく ActivitiesRepository の新しいンスタンスを作成

するように既定のコンストラクターを変更します。 

C# 

        public ActivitiesController() : 
            this(new ActivitiesRepository()) 
        { 
        } 

 

Visual Basic 

Public Sub New() 
    Me.New(New ActivitiesRepository()) 
End Sub 
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メモ: リポジトリの変更は非常に簡単です。これは MVC パターンによって提供され

る分離ゕーキテクチャのおかげです。既定のコンストラクターの実装を変更する以

外に、ビューやコントローラーに変更を加える必要はありません。 

 

5. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

次の手順 

演習 2: 確認 

演習 2: 確認 

ActivitiesStubRepository で動作していたゕプリケーションが ActivitiesRepository でも動作す

ることを確認し、ここまでの手順をすべて正しく実行してきたかどうかをチェックします。 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしでプログラムを実行します。 
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図 19 

PlanMyNight ホーム ページ 

 

2. [State] として [OH] を選択し、[Search] をクリックします。リポジトリからオハ

オ州のゕクテゖビテゖの一覧が返されます。 

 

図 20 

検索結果 

 

3. ゕクテゖビテゖの名前をクリックすると、そのゕクテゖビテゖの詳細が表示され

ます。 

4. 評価値を選択し、[Rate] をクリックして、ゕクテゖビテゖを評価します。 
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図 21 

アクティビティの評価 

 

5. ナビゲーション バーの [Search] をクリックして、ホーム ページに移動します。 

6.  [States] として [OH] を選択し、[Saerch] をクリックして、再度オハオ州のゕク

テゖビテゖを検索します。評価が [SearchResults] パネルに表示されます。 
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図 22 

検索結果に表示された評価 

 

7. ブラウザーを閉じ、ASP.NET 開発サーバーを停止して、ゕプリケーションを終了

します。 

a. システム トレの ASP.NET 開発サーバーのゕコンを右クリックします。 

b. [Stop] (中止) を選択します。 

 

 

図 23 

ASP.NET 開発サーバーの停止 
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8. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押して、ゕプリケーションを再起動します。 

9. [State] として [OH] を選択し、[Search] をクリックします。評価が保存されている

ことを確認します。 

 

図 24 

評価の保存 

 

10. 並べ替え、ページ切り替え、検証、フゖルター処理の各機能についても自由にテ

ストしてください。 

次の手順 

演習 3: ゕクテゖビテゖを検索するための AJAX の追加 
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演習 3: ゕクテゖビテゖを検索するた

めの AJAX の追加 

この演習では、ビューを変更しないで、既存の ASP.NET MVC ゕプリケーションに目立たな

いように AJAX を追加する方法について学習します。 

このような方法で AJAX を追加すると、JavaScript が無効になった場合でもゕプリケーション

の実行を継続できます。 

 

タスク 1 – ASP.NET Ajax Library (Beta) を追加する 

このタスクでは、ASP.NET Ajax Library (Beta) クラゕント テンプレートをダウンロードし、

PlanMyNight ソリューションに追加します。 

ASP.NET Ajax Library (Beta) のコントロールや機能の中には、これ以降のタスクで使用する 

Sys.UI.DataView コントロールもあります。 

メモ: このプレリリース版の詳細については、http://ajax.codeplex.com/  (英語) を参照して

ください。 

 

1. ASP.NET Ajax Library (Beta) のソース コードを http://ajax.codeplex.com/ からダウン

ロードします。 

2. ダウンロードした ZIP フゔルを 

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets フォルダー

に展開します。 

3. 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。 

メモ: データベースを SQL Server にゕタッチするには、Visual Studio 2010 を管理者特

権で起動する必要があります。これを行うには、[スタート] メニューでプログラム

のリンクを右クリックし、 [管理者として実行] を選択します。 

http://ajax.codeplex.com/
http://ajax.codeplex.com/


ページ 69 

 

4. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Ex02-

CreatingEFDataModel\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 Begin.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。)前の演習で完成したソリューションから作業を続けることもできます。 

5. 既定で提供されている MicrisoftAjax.js フゔルを削除します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Scripts フォルダーにある 

MicrosoftAjax.js フゔルを右クリックします。 

b. [Delete] (削除) をクリックします。 

c. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[OK] をクリックして削除します。 

6. ダウンロードしたスクリプトの MicrosoftAjax.js と MicrosoftAjaxTemplates.js をソ

リューションに追加します。 

a. 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ます。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Existing Item] (既存の項目) をクリックします。 

c. %TrainingKitInstallFolder%\Labs\AspNetMvcPlanMyNight\Source\Assets フォル

ダーを参照します。 

d. MicrosoftAjax.js と MicrosoftAjaxTemplates.js を選択し、[Add] (追加) をクリッ

クします。 

メモ: JavaScript をデバッグする必要がある場合は、代わりに 

MicrosoftAjax.debug.js と MicrosoftAjaxTemplates.debug.js を追加します。 

 

 

 

タスク 2 – ClientTemplatesSearchResults ビューを作成する 

このタスクでは、新しいビューを作成します。これは ActivitiesSearchResult のビューの "動

的バージョン" で、JavaScript を使った検索結果のレンダリングに使用します。 

1. MVC View User Control の ClientTemplatesSearchResults を作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで Views にある Home フォルダーを右

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

c. [Visual C# もしくは Visual Basic] [Web][MVC]の [MVC View User Control] (MVC 

ビュー ユーザー コントロール) を選択します。 

d. コントロールの名前に「ClientTemplatesSearchResults.ascx」と入力し、

[Add] (追加) をクリックします。 

メモ: ClientTemplatesSearchResults には検索結果をレンダリングするための

テンプレートがすべて含まれています。これらのテンプレートにはデータ

が設定され、JavaScript を使ってレンダリングされます。 

 

2. ClientTemplatesSearchResults.ascx を開き (開いていない場合)、ドキュメント ヘッ

ダーの下に次の太字コードを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ClientTemplatesSearchResults 

SearchResultDiv) 

ASP.NET 

<%@ Control Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %> 
 
<style type="text/css"> 
</style> 
 
<div id="searchResultsDynamic" class="panel searchResults" style="display:none"> 
    <div class="innerPanel"> 
        <h2> 
            <ul> 
                <li class="linkActivities"> 
                    <strong>Activities</strong> 
                </li> 
            </ul> 
        </h2> 
         
        <div id="resultsTemplateContainer"> 
            <div class="items loading"></div> 
            <div class="toolbox"></div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
 

<%-- テンプレート --%> 

<div style="display:none" id="templates"> 
 

    <%-- アクティビティのテンプレート --%> 

    <div id="dynamicActivitiesResults" style="display:none;"> 
 
    </div> 
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</div> 

 

メモ: 上記のコードでは、検索結果の Templates コンテナーを定義しています。ま

た、AJAX のプリローダー メージをレンダリングするために使用する 

resultsTemplateContainer も作成しています。 

 

3. ClientTemplatesSearchResults.ascx に並べ替えコントロールを追加し、エンド ユー

ザーに並べ替えの機能を提供します。 

a. 次のコードを dynamicActivitiesResults という div 定義の後に挿入します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ClientTemplatesSearchResults 

SortingControls) 

ASP.NET 

<%-- Activities template --%> 
<div id="dynamicActivitiesResults" style="display:none;"> 
    <div id="dynamicActivitiesSort" class="sys-template subheader"> 
        Sort by: 
        <strong sys:if="$dataItem.orderBy=='Name'">Name</strong> 
        <a sys:if="$dataItem.orderBy!='Name'" sys:href="{binding null, 
convert=sortByConverter, defaultValue=Name}">Name</a> 
        | 
        <strong sys:if="$dataItem.orderBy=='Rating'">Rating</strong> 
        <a sys:if="$dataItem.orderBy!='Rating'" sys:href="{binding null, 
convert=sortByConverter, defaultValue=Rating}">Rating</a> 
        | 
        <strong sys:if="$dataItem.orderBy=='ActivityType'">Type</strong> 
        <a sys:if="$dataItem.orderBy!='ActivityType'" sys:href="{binding null, 
convert=sortByConverter, defaultValue=ActivityType}">Type</a> 
    </div> 

 

メモ: 上記のコードでは、さまざまな並べ替えオプション (Rating、Type、および 

Name) を動的にレンダリングします。 

項目をレンダリングする直前に並べ替え条件を使って並べ替えられる場合は、ビュ

ーはその並べ替えオプションを <strong> タグで囲んでレンダリングし、それ以外の

場合は JavaScript の sortByConverter 関数を使って動的に生成されるリンクをレンダ

リングします。 

 

4. 次の太字コードを並べ替えコントロールの下に追加します。 
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(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ClientTemplatesSearchResults 

SearchResults) 

ASP.NET 

        </div> 
        <div class="items"> 
            <h3 id="dynamicActivitiesEmpty" style="display:none">No activities found...</h3> 
            <ul id="dynamicActivitiesItems"  class="sys-template activities" > 
                <li> 
                    <span class="off id">{{ Id }}</span> 
                    <h3> 
                        <span class="rating"><span>Rating: </span>{binding Rating, 
convert=ratingConverter}</span> 
                        <a sys:href="{binding Id, convert=activityDetailsLinkConverter}">{{ Name }}</a> 
                    </h3> 
                    <p>{{ Street }} | {{ City }}, {{ State }} {{ Zip }} | Phone: {{ PhoneNumber }}</p> 
                </li> 
            </ul> 
        </div> 

 

メモ: 上記のコードでは、2 つの異なるテンプレート オプションが提供されます。 

1 つは項目数 0 の場合に "No activities found..." というメッセージをレンダリング

し、もう 1 つは検索結果をレンダリングします。どちらをレンダリングするかは 

JavaScript で決定します。 

"Please provide a search criteria..."  というメッセージをレンダリングするテンプレー

トはありません。これは、JavaScript で検索パラメーターを検証し、必要なパラメ

ーターが与えられた場合にのみ検索を実行するようにしているためです。 

 

5. ClientTemplatesSearchResults ユーザー コントロールを完成するには、ページ切り

替えコントロールのレンダリングに使用するテンプレートを追加します。次のコ

ードを "Items" を閉じる <div> タグの下にコピーします。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ClientTemplatesSearchResults 

PagingControls) 

ASP.NET 

</div> 
 
<div class="toolbox"> 
    <div class="pager"> 
        <span id="dynamicActivitiesPager" class="sys-template"> 
            <span sys:if="$index==0"> 
                <strong sys:if="$dataItem.currentPage===1">«</strong> 
                <a sys:if="$dataItem.currentPage!==1" sys:href="{binding currentPage, 
convert=previousPageConverter}" class="ajaxSearch">«</a> 
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                |  
            </span> 
            <strong sys:if="$dataItem.currentPage===$dataItem.pageNumber">{{ pageNumber 
}}</strong> 
            <a sys:if="$dataItem.currentPage!==$dataItem.pageNumber" sys:href="{binding 
pageNumber, convert=pageConverter}" class="ajaxSearch">{{ pageNumber }}</a> 
             |  
             <span sys:if="$dataItem.totalPages==$dataItem.pageNumber"> 
                 <strong sys:if="$dataItem.currentPage===$dataItem.pageNumber">»</strong> 
                 <a sys:if="$dataItem.currentPage!==$dataItem.pageNumber" sys:href="{binding 
currentPage, convert=nextPageConverter}" class="ajaxSearch">»</a> 
             </span> 
         </span> 
    </div> 
</div> 

 

メモ: 上記のコードは、ページ切り替えコントロールを動的にレンダリングするテ

ンプレートを提供します。リンクの URL は、previousPageConverter、

nextPageConverter、および pageConverter を使って JavaScript 経由で生成されます。 

 

6. Index.aspx フゔルを変更して、ClientTemplatesSearchResults ユーザー コントロ

ールをレンダリングします。 

a. ソリューション エクスプローラーで、Views\Home にある Index.aspx フゔ

ルをダブルクリックして開きます。 

b. IndexContent の asp:Content 終了タグの前に次の太字コードを貼り付けます。 

ASP.NET (C#) 

    <% Html.RenderPartial("ClientTemplatesSearchResults"); %> 
 
</asp:Content> 

  

ASP.NET (Visual Basic) 

    <% Html.RenderPartial("ClientTemplatesSearchResults") %> 
 
</asp:Content> 

 

 

タスク 3 – 検索スクリプトを作成する 

このタスクでは、検索ゕクションをンターセプトするスクリプトを作成し、これを AJAX 

要求に置き換えます。 
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変換ツールやヘルパー関数などのスクリプトもこのタスクで作成します。 

1. ajax.search.js という JavaScript フゔルを作成します。 

a. 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ます。 

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

c. [Web] の [JScript File] (JScript フゔル) を選択します。 

d. フゔル名に「ajax.search.js」と入力し、[Add] (追加) をクリックします。 

2. この ajax.search.js フゔルに次のコードを貼り付けて、ゕプリケーションの init 

ベントにデリゲートをバンドします。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search Init Event Delegate) 

JScript 

var isSearching = false; 
 
Sys.Application.add_init(function() { 

    // 履歴 

    Sys.Application.set_enableHistory(true); 
    Sys.Application.add_navigate(function(sender, e) { 
        if (isSearching) return; 
 

        // 検索の呼び出し 

        var criteria = e.get_state(); 
        var searchUrl = $("#searchForm form")[0].action + "?" + 
Sys.Application._serializeState(criteria); 
        updateModel(searchUrl, onSearchRequest, onSearchResponse); 
 

        // フィールドの選択 

        selectedTypeIdOpt = $("#ActivityTypeId option[value=" + criteria.ActivityTypeId + "]"); 
        selectedStateOpt = $("#State option[value=" + criteria.State + "]"); 
        if (selectedTypeIdOpt.length == 0) selectedTypeIdOpt = $("#ActivityTypeId option:first-child"); 
        if (selectedStateOpt.length == 0) selectedStateOpt = $("#State option:first-child"); 
        selectedTypeIdOpt[0].selected = true; 
        selectedStateOpt[0].selected = true; 
        $("#City").val(criteria.City ? criteria.City : ""); 
        $("#Zip").val(criteria.Zip ? criteria.Zip : ""); 
 
        document.title = getPageTitle(criteria); 
    }); 
     

    // アクティビティのテンプレート 

    $create(Sys.UI.DataView, null, null, null, $get("dynamicActivitiesItems")); 
    $create(Sys.UI.DataView, null, null, null, $get("dynamicActivitiesPager")); 
    $create(Sys.UI.DataView, null, null, null, $get("dynamicActivitiesSort")); 
 

    // 変更時の自動検索 
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    function autoRefresh() { 

        isSearching = false;    // 強制キャンセル 

        var form = $("#searchForm form"); 
        var url = form[0].action + "?" + form.serialize(); 
        updateModel(url, onSearchRequest, onSearchResponse); 
    }; 
 
    $("#State").bind("change", autoRefresh); 
    $("#ActivityTypeId").bind("change", autoRefresh); 
    $("#City").bind("change", autoRefresh); 
    $("#Zip").bind("change", autoRefresh); 
    $("#StreetAddress").bind("change", autoRefresh); 
 

    // ポスティングを避けるためにフォームをインターセプトし、AJAX 呼び出しを有効にする 

    updateModelOnFormSubmit($("#searchForm form"), onSearchRequest, onSearchResponse); 
 

    // 読み込みを防ぐためページャー リンクをインターセプトし、AJAX 呼び出しを有効にす

る 

    $(".searchResults .pager a").each(function() { 
        updateModelOnClickLink($(this), onSearchRequest, onSearchResponse) 
    }); 
}); 

 

メモ: 上記のコードでは、ASP.NET MVC ゕプリケーションの init ベントにデリゲ

ートをバンドしています。 

このデリゲートは主に 3 つの部分があります。 

- 最初の部分は、ナビゲーション プロパテゖにデリゲートをバンドします。この

デリゲートは、ブラウザーでページを前後に移動する際に検索ゕクションを実行し

ます。 

- 次の部分は、検索結果を格納する DataView コントロールを 3 つ作成し、

autoRefresh() 関数を SearchForm のすべての入力ボックスにバンドします。 

   autoRefresh は更新されたパラメーターで検索ゕクションを実行するだけです。 

- 最後の部分は、フォームの POST とページャー リンクを AJAX 呼び出しに置き換え

ます。 

 

3. XML HTTP 要求の前に呼び出される onSearchRequest 関数を作成します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search onSearchRequest) 

JScript 
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function onSearchRequest(href) { 
    if (isSearching) return false; 
 

    // 検証 

    var criteria = Sys.Application._deserializeState(href.split("?")[1]); 
    if (!criteria || (!criteria.StreetAddress && !criteria.State && !criteria.City && !criteria.Zip)) return 
false; 
 
    isSearching = true;      
 
    if (!criteria.page) criteria.page = null; 
    if (!criteria.ActivityTypeId || criteria.ActivityTypeId == "0") criteria.ActivityTypeId = null; 
    Sys.Application.addHistoryPoint(criteria, getPageTitle(criteria)); 
 

    // 事前読み込み 

    $("#dynamicActivitiesEmpty").hide(); 
    $(".searchResults .items").addClass("loading"); 
    $(".searchResults .pager").addClass("disabled"); 
    $("#searchForm .field-validation-error").hide(); 
    return true; 
}; 

 

メモ: onSearchRequest は単純な検証を実行します。検証に失敗すると、要求をキャ

ンセルします。成功すると、現在の検索の履歴ポントを追加し、要求を継続しま

す。 

 

4. データを取得およびバンドした後に呼び出される onSearchResponse 関数を作成

します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search OnSearchResponse) 

JScript 

function onSearchResponse(data) { 
    isSearching = false; 
 
    var orderBy = $("#searchForm input[name=SortBy]").val(); 
    if (orderBy == "") orderBy = "Name"; 
 
    $("#searchResultsStatic").remove(); 
    $("#searchResultsDynamic").show(); 
    $("#searchResultsDynamic h2 ul").attr("class", "active"); 
 

    // アクティブ テンプレートを templates コンテナーに移動する 

    $("#resultsTemplateContainer #dynamicActivitiesResults").remove().appendTo($("#templates")); 
 
    var template = template = $("#dynamicActivitiesResults"); 
    if (data.TotalItems == 0) $("#dynamicActivitiesEmpty").show(); 
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    // 項目を再バインドする 

    $find("dynamicActivitiesItems").set_data(data.Items); 
 

    // 評価のラベルを表示する 

    showRatingLabels($("#dynamicActivitiesItems")); 
 

    // ページャーを再バインドする 

    refreshPager("dynamicActivitiesPager", data); 
 

    // 並べ替えを再バインドする 

    $find("dynamicActivitiesSort").set_data({ orderBy: orderBy, timestamp: new Date() }); 
    $("#dynamicActivitiesSort a").each(function(ix, el) { 
        el.onclick = function() { 

            var url = this.href.split("#")[0];     // アンカーを切り離す 

            var sortBy = url.substring(url.indexOf('SortBy=') + 7).split('&')[0]; 
            $("#searchForm input[name='SortBy']").val(sortBy); 
            updateModel(url, onSearchRequest, onSearchResponse, $find("dynamicSearchResults")); 
            return false; 
        } 
    }); 
 

    // templates コンテナーから削除し、アクティブ コンテナーに設定する 

    template.remove(); 
    $("#resultsTemplateContainer").empty().append(template); 
    template.show(); 
 

    // 読み込みを非表示にする 

    $(".searchResults .items").removeClass("loading").scrollTop(0); 
    $(".searchResults .items li").hide().fadeIn(); 
    $(".searchResults .pager").removeClass("disabled"); 
}; 

 

メモ: onSearchResponse は templates コンテナーを更新し、SearchResults、Pager、

および Sorting の各コントロールを HomeController から取得したデータにバンド

します。 

 

5. 検索完了後に HomeController から取得するデータでページャーの値とリンクを更

新する refreshPager 関数を追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search RefreshPager) 

JScript 

function refreshPager(pagerId, resultsData) { 

    // ページャー 

    var pages = []; 
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    for (var i = 1; i <= resultsData.TotalPages; i++) { 
        pages.push({ pageNumber: i, currentPage: resultsData.CurrentPage, totalPages: 
resultsData.TotalPages }); 
    } 
 
    $find(pagerId).set_data(pages); 
    $("#" + pagerId + " a").each(function(ix, el) { 
        el.onclick = function() { 

            var url = this.href.split("#")[0];     // アンカーを切り離す 

            updateModel(url, onSearchRequest, onSearchResponse); 
            return false; 
        } 
    }); 
} 

 

6. 評価値のクラス名で評価の範囲を修飾する showRatingLabels 関数を追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search ShowRatingLabels) 

JScript 

function showRatingLabels(container) { 
    container.find("span.rating").each(function() { 
        var $el = $(this); 
        $el.find("span").remove(); 
        if ($el.text() == "0.0") { 
            $el.remove(); 
        } 
        else { 
            $el.addClass("rating rating_" + $el.text().replace(".", "_")); 
        } 
    }); 
} 

 

メモ: クラス名には範囲の ID が含まれ、スタル シートで評価のメージを適切に

レンダリングするためにこの ID を使用します。 

 

7. updateModelOnClickLink、updateModelOnFormSubmit、および updateModel の各

関数を追加します。 

 (コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search updateModelOnClickLink) 

JScript 

function updateModelOnClickLink($link, callbackRequest, callbackResponse, targetModel) { 
    $link.click(function() { 

        var url = this.href.split("#")[0];     // アンカーを切り離す 

        updateModel(url, callbackRequest, callbackResponse, targetModel); 
        return false; 
    }); 
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} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search updateModelOnFormSubmit) 

JScript 

function updateModelOnFormSubmit($form, callbackRequest, callbackResponse, targetModel) { 
    $form.bind("submit", function() { 
        var url = this.action + '?' + $(this).serialize(); 
        updateModel(url, callbackRequest, callbackResponse, targetModel); 
        return false; 
    }); 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search updateModel) 

JScript 

function updateModel(url, callbackRequest, callbackResponse, targetModel) { 
    if (!callbackRequest(url)) return false; 
    $.ajax({ 
        url: url, 
        method: "GET", 
        type: this.method, 
        dataType: "json", 
        beforeSend: function(xhr) { xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json"); }, 
        success: function(json) { 
            if (targetModel) targetModel.set_data(json); 
            callbackResponse(json); 
        } 
    }); 
} 

 

メモ: updateModel 関数は、AJAX 呼び出しの前に onSearchRequest 関数を、JSON 応

答の受け取り後に onSearchResponse 関数を呼び出すことで、指定された URL への 

AJAX 呼び出しを実行します。 

この関数は、AJAX 呼び出し前と応答受け取り後にそれぞれ呼び出す関数をパラメ

ーターとして受け取るように作成されていますが、受け取る関数は、

onSearchRequest 関数と onSearchResponse 関数でのみ呼び出されます。 

 

8. 次のヘルパー メソッドを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search HelperMethods) 

JScript 

// ヘルパー 
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function getPageTitle(criteria) { 
    var descriptions = []; 
    if (criteria.ActivityTypeId != null) descriptions.push($('#searchForm').find('#ActivityTypeId 
option:selected').text()); 
    if (criteria.City != null) descriptions.push(criteria.City); 
    if (criteria.State != null) descriptions.push(criteria.State); 
    if (criteria.Zip != null) descriptions.push(criteria.Zip); 
    descriptions.push('Page ' + (criteria.page || "1")); 
    return 'Plan My Night - Search: ' + descriptions.join(' | '); 
}; 
 
function replaceQueryString(url, param, value) { 
    var re = new RegExp("([?|&])" + param + "=.*?(&|$)", "i"); 
    if (url.match(re)) 
        return url.replace(re, '$1' + param + "=" + value + '$2'); 
    else 
        return url + '&' + param + "=" + value; 
} 

 

メモ: getPageTitle 関数は、検索条件を解析し、ページのタトルとして表示できる

ようにします。 

replaceQueryString 関数はクエリ文字列パラメーターと値を URL に挿入します。 

 

9. 次のコンバーターを追加します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – ajax.search Converters) 

JScript 

// コンバーター 

function ratingConverter(value) { 
    var val = (Math.round((value * 2)) / 2).toString(); 
    if (val % 1 == 0) { 
        return val.toString() + ".0"; 
    } else { 
        return val.toString() 
    } 
} 
 
function activityDetailsLinkConverter(value) { 
    return baseUrl + "Activities/Details/" + value; 
} 
 
function sortByConverter(value, o) { 
    var $form = $("#searchForm form"); 
    var formAction = $form[0].action + "?" + $form.serialize(); 
    formAction = replaceQueryString(formAction, "SortBy", o.get_defaultValue()); 
    return formAction; 
} 
 
function pageConverter(value) { 
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    var $form = $("#searchForm form"); 
    return $form[0].action + "?" + $form.serialize() + "&page=" + value; 
} 
 
function previousPageConverter(value) { 
    return pageConverter(value - 1); 
} 
 
function nextPageConverter(value) { 
    return pageConverter(value + 1); 
} 

 

メモ: 上記のコードでは、ClientTemplatesSearchResults.ascx に含まれるリンクを正

しくレンダリングするため、または CSS クラスを動的に追加するために使用する 6 

つの異なるコンバーターを追加しています。 

- ratingConverter: 評価値を評価クラスの形式に一致するよう変換します (値が整数

であれば、".0" を付加します)。 

- activityDetailsLinkConverter: ゕクテゖビテゖの詳細ビューへのリンクのレンダリン

グ時に使用する URL を作成します。 

- sortByConverter: 並べ替えリンクのレンダリング時に使用する URL を作成します。 

- pageConverter: ページ切り替えコントロールのレンダリング時に使用する URL を

作成します。 

- previousPageConverter: 現在ページ値を -1 して pageConverter を呼び出すだけです

。 

- nextPageConverter: 現在ページ値を +1 して pageConverter を呼び出すだけです。 

 

 

 

タスク 4 – AJAX クライアント スクリプト マネージャーを作成する 

このタスクでは、スクリプト マネージャーを作成し、AjaxHelper への一連の拡張メソッドを

提供して、ASP.NET Ajax Library (Beta) フゔルを登録および管理します。 

メモ: スクリプト マネージャーを使用することで、スクリプトの使用法を最適化し、各ビ

ューからすべてのスクリプトを必要に応じて登録できるようにします。ただし、レンダリ

ングは 1 度だけで、ゕプリケーション全体からゕクセス可能なままです。 
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(ホワト スペース、改行、コメントなどを削除するなど) スクリプトの量を少なくする方

法でレンダリングするようにスクリプト マネージャを強化することもできます。また、す

べてのスクリプトをまとめてレンダリングし、HTTP 要求をできる限り抑えてパフォーマン

スの向上を目指すこともできます。ただし、これらはこのラボでは扱いません。 

 

1. AjaxClientScriptExtensions という新しいクラスを作成します。 

a. ソリューション エクスプローラーで、ViewModels フォルダーを右クリッ

クします。 

b. [Add] (追加) をポントし、[Class] (クラス C#) もしくは [Module](モジュー

ル Visual Basic) をクリックします。 

c. クラス名に「AjaxClientScriptExtensions」と入力し、[Add] (追加) をクリッ

クします。 

d. クラスの既定の実装を次のコードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

ClassHeader CSharp) 

C# 

namespace PlanMyNight.ViewModels 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
    using System.Globalization; 
    using System.Linq; 
    using System.Text; 
    using System.Web.Mvc; 
    using System.Web.UI; 
 
    public static class AjaxClientScriptExtensions 
    { 
    } 
} 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions Module 

Header VB) 

Visual Basic 

Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Globalization 
 
Namespace ViewModels 
    Public Module AjaxClientScriptExtensions 
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    End Module 
 
End Namespace 

 

2. JavaScriptEnabled という拡張メソッドを作成します。 

C# 

        public static bool JavaScriptEnabled(this AjaxHelper ajaxHelper) { 
            return System.Web.HttpContext.Current.Request.Browser.EcmaScriptVersion.Major >= 1; 
        } 

 

Visual Basic 

<System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _ 
Public Function JavaScriptEnabled(ByVal ajaxHelper As AjaxHelper) As Boolean 
    Return System.Web.HttpContext.Current.Request.Browser.EcmaScriptVersion.Major >= 1 
End Function 

 

メモ: JavaScriptEnabled は現在のコンテキスト内で JavaScript が有効かどうかをチェ

ックし、true または false を返します。 

 

3. AjaxClientScriptExtensions クラス内で、登録されたスクリプトの URL をラップす

る ScriptIncludeReference というプラベート クラスを作成します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

ScriptIncludeReference Class CSharp) 

C# 

        private class ScriptIncludeReference 
        { 
            public ScriptIncludeReference(string url) 
            { 
                this.Url = url; 
            } 
 
            public string Url { get; private set; } 
 
            public string Render() 
            { 
                return string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "<script type=\"text/javascript\" 
src=\"{0}\"></script>", this.Url); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

ScriptIncludeReference Class VB) 
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Visual Basic 

Private Class ScriptIncludeReference 
    Public Sub New(ByVal url As String) 
        Me._url = url 
    End Sub 
 
    Private _url As String 
    Public ReadOnly Property Url() As String 
        Get 
            Return _url 
        End Get 
    End Property 
 
    Public Function Render() As String 
        Return String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "<script type=""text/javascript"" 
src=""{0}""></script>", Me.Url) 
    End Function 
End Class 

 

メモ: ScriptIncludeReference は登録されるスクリプトのラッパーを提供するだけで

す。このクラスはプロパテゖに URL を格納し、スクリプトをビューにレンダリング

する Render メソッドを公開します。 

 

4. "プラベートで静的な" メソッド GetScriptReferences を作成します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

GetScriptReferences CSharp) 

C# 

        private static List<ScriptIncludeReference> GetScriptReferences(AjaxHelper ajaxHelper) 
        { 
            var contextItems = ajaxHelper.ViewContext.HttpContext.Items; 
            if (!contextItems.Contains("AjaxClientScripts")) 
            { 
                contextItems["AjaxClientScripts"] = new List<ScriptIncludeReference>(); 
            } 
 
            return (List<ScriptIncludeReference>)contextItems["AjaxClientScripts"]; 
        } 

  

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

GetScriptReferences VB) 

Visual Basic 

Private Function GetScriptReferences(ByVal ajaxHelper As AjaxHelper) As List(Of 
ScriptIncludeReference) 
    Dim contextItems As IDictionary = ajaxHelper.ViewContext.HttpContext.Items 
    If (Not contextItems.Contains("AjaxClientScripts")) Then 
        contextItems("AjaxClientScripts") = New List(Of ScriptIncludeReference)() 
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    End If 
 
    Return CType(contextItems("AjaxClientScripts"), List(Of ScriptIncludeReference)) 
End Function 

 

メモ: GetScriptReferences は ajaxHelper の ViewContext から登録済みスクリプトを取

得します。 

 

5. RegisterClientScriptInclude という拡張メソッドを作成します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

RegisterClientScriptInclude CSharp) 

C# 

        public static void RegisterClientScriptInclude(this AjaxHelper ajaxHelper, string url) 
        { 
            var scripts = GetScriptReferences(ajaxHelper); 
            if (scripts.OfType<ScriptIncludeReference>().FirstOrDefault(s => s.Url == url) == null) 
            { 
                scripts.Add(new ScriptIncludeReference(url)); 
            } 
        } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

RegisterClientScriptInclude VB) 

Visual Basic 

<System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _ 
Public Sub RegisterClientScriptInclude(ByVal ajaxHelper As AjaxHelper, ByVal url As String) 
    Dim scripts As List(Of ScriptIncludeReference) = GetScriptReferences(ajaxHelper) 
    If scripts.OfType(Of ScriptIncludeReference)().FirstOrDefault(Function(s) s.Url = url) Is Nothing 
Then 
        scripts.Add(New ScriptIncludeReference(url)) 
    End If 
End Sub 

 

メモ: RegisterClientScriptInclude は ajaxHelper の ViewContext に新しいスクリプトを

登録します。スクリプトが既に存在する場合は、何も行いません。 

 

6. すべての登録済みスクリプトをレンダリングする、RenderClientScripts という拡

張メソッドを作成します。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

RenderClientScripts CSharp) 
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C# 

        public static string RenderClientScripts(this AjaxHelper ajaxHelper) 
        { 
            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
            foreach (var reference in GetScriptReferences(ajaxHelper)) 
            { 
                sb.Append(reference.Render()); 
            } 
 
            return sb.ToString(); 
        } 

  

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions 

RenderClientScripts VB) 

Visual Basic 

<System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _ 
Public Function RenderClientScripts(ByVal ajaxHelper As AjaxHelper) As String 
    Dim sb As New StringBuilder() 
    For Each reference In GetScriptReferences(ajaxHelper) 
        sb.Append(reference.Render()) 
    Next reference 
 
    Return sb.ToString() 
End Function 

 

7. ゕプリケーション全体でスクリプトを使用可能にするために、Site.Master にレン

ダリングする必要があります。これを実行するコードを <body> の終了タグの前

に追加します。 

a. ソリューション プロバダーで Views\Shared フォルダーにある Site.Master 

フゔルをダブルクリックして開きます。 

b. <body> の終了タグの前に、次の太字コードを追加します。 

ASP.NET 

    <script type="text/javascript"> 
        var baseUrl = '<%=Url.Content("~/")%>'; 
    </script> 
    <%= Ajax.RenderClientScripts() %> 
     
</body> 
</html> 

 

8. 最後に、ClientTemplateSearchResults.ascx ユーザー コントロールで必要なすべて

のスクリプトを登録するコードを追加します。 
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a. ソリューション エクスプローラーで、Views\Home にある 

ClientTemplateSearchResults.ascx フゔルをダブルクリックして開きます。 

b. コントロール ヘッダーの下に、必要なスクリプトを登録するコードを追加し

ます。 

ASP.NET (C#) 

<%@ Control Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %> 
 
<% Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/jquery-1.3.2.min.js")); %> 
<% Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/MicrosoftAjax.js")); %> 
<% Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/MicrosoftAjaxTemplates.js")); 
%> 
<% Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/ajax.search.js")); %> 

 

ASP.NET (Visual Basic) 

<%@ Control Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %> 
 
<%  Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/jquery-1.3.2.min.js"))%> 
<%  Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/MicrosoftAjax.js"))%> 
<%  
Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/MicrosoftAjaxTemplates.js"))%> 
<%  Ajax.RegisterClientScriptInclude(Url.Content("~/Scripts/ajax.search.js"))%> 

 

 

 

タスク 5 – AJAX を使用するために HomeController を変更する 

このタスクでは、HomeController の Search メソッドを変更し、要求が AJAX 呼び出しだった

場合に JSON 応答を返すようにします。 

1. ソリューション エクスプローラーで、Controllers フォルダーにある 

HomeController.cs フゔル (C#) もしくは HomeController.cs フゔル (Visual Basic) 

をダブルクリックして開きます。 

2. 要求が AJAX 呼び出しだったかどうかを示すブール値を返す Ajax というプロパテ

ゖを追加します。 

C# 

        private bool Ajax 
        { 
            get 
            { 
                return !string.IsNullOrEmpty(this.Request.ContentType) && 
this.Request.ContentType.Contains("application/json"); 
            } 
        } 
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Visual Basic 

Private ReadOnly Property Ajax() As Boolean 
    Get 
        Return (Not String.IsNullOrEmpty(Me.Request.ContentType)) AndAlso 
Me.Request.ContentType.Contains("application/json") 
    End Get 
End Property 

 

3. Search メソッドで、ビュー データにゕクテゖビテゖを設定するコードの後のコー

ドを次の太字コードに置き換えます。 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions Search Method 

CSharp) 

C# 

            // ゕクテゖビテゖの検索 

            var activities = this.activitiesRepository.Search(searchCriteria); 
            this.ViewData["PagingResult"] = activities; 
 

            if (this.Ajax) 
            { 
                // json 
                return new JsonResult() 
                { 
                    JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet, 
                    Data = activities 
                }; 
            } 
            else 
            { 
                this.ViewData["SearchCriteria"] = searchCriteria; 
                this.InjectActivitySearchFields(this.ViewData, searchCriteria); 
                this.ViewData["CriteriaDescription"] = this.GetCriteriaDescription(searchCriteria, " | "); 
                this.ViewData["KeywordsMetatag"] = this.GetCriteriaDescription(searchCriteria, ", "); 
                return View("Index"); 
            } 

 

(コード スニペット – PlanMyNight MVC App – AjaxClientScriptExtensions Search Method 

VB) 

Visual Basic 

' search activities 
Dim activities As PagingResult(Of Activity) = Me.activitiesRepository.Search(searchCriteria) 
Me.ViewData("PagingResult") = activities 
 
If Me.Ajax Then 
    ' json 
    Return New JsonResult() With {.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet, .Data = 
activities} 
Else 



ページ 89 

    Me.ViewData("SearchCriteria") = searchCriteria 
    Me.InjectActivitySearchFields(Me.ViewData, searchCriteria) 
    Me.ViewData("CriteriaDescription") = Me.GetCriteriaDescription(searchCriteria, " | ") 
    Me.ViewData("KeywordsMetatag") = Me.GetCriteriaDescription(searchCriteria, ", ") 
    Return View("Index") 
End If 

 

メモ: このコードは、要求が AJAX 呼び出しだった場合、ゕクテゖビテゖを 

JsonResult として返し、それ以外の場合は以前の Search メソッドと同じ結果を返し

ます。 

 

4. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

 

次の手順 

演習 3: 確認 

演習 3: 確認 

JavaScript が有効と無効の両方の状態でゕプリケーションをテストし、ここまでの手順をす

べて正しく実行してきたかどうかをチェックします。 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしでプログラムを実行します。 
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図 25 

PlanMyNight ホーム ページ 

 

2. [State] として [OH] を選択し、[Search] をクリックします。 
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図 26 

AJAX 要求 

 

メモ: 要求が AJAX 経由の場合、ページ全体を再読み込みすることなく結果がレンダ

リングされます。 

 

3. ブラウザーで JavaScript を無効にします。 

a. Internet Explorer 8 で [ツール] メニューの [ンターネット オプション] をクリ

ックします。 

b. [セキュリテゖ] タブを開き、[レベルのカスタマズ] をクリックします。 

c. [スクリプト] で [ゕクテゖブ スクリプト] を [無効にする] に設定します。 
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図 27 

JavaScript の無効化 

 

4. http://localhost:50000 を参照します。 

5. [State] として [OH] を選択し、[Search] をクリックします。 

メモ: 要求が、基本の HTTP 経由で行われ、ページ全体がレンダリングされ、検索結

果が表示されます。 

 

6. ASP.NET Ajax Library (Beta ) を使用する、並べ替え、ページ切り替え、検証、およ

びフゖルター処理の各機能についても自由にテストしてください。 

 

 

http://localhost:50000/
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まとめ 

このハンズオン ラボを修了すると、ページ切り替え、フゖルター処理、並べ替え、および

簡単な検証の各機能を備えた MVC ゕプリケーションを作成する方法を学習したことになり

ます。Entity Framework データ プロバダーや ASP.NET Ajax Library を既存の MVC Web ゕプ

リケーションに追加する方法も学習しました。 

 


