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概要 

ASP.NET 4 Web フォームでは、Web フォーム が対象とする領域に機能強化が施され、いくつ

か新機能が導入されています。このラボでは、次のことを扱います。 

 クライアント ID: 開発者は、レンダリングされるクラゕント ID に影響するコント

ロール ID を管理できるようになります。Control クラスには、ClientIDMode という

新しいプロパテゖが用意され、レンダリング時にクラゕント ID をリフゔクタリン

グするかどうかを決定する際にランタムが行う動作を指定できます。その結果、

クラゕント ID が以前のように長くなるのを防ぐことができます。 

 URL ルーティング: ASP.NET Web フォーム 4 では、新たに、URL ルーテゖングと Web 

フォーム ページを統合する PageRouteHandler クラスが導入されます。ASP.NET の 

URL ルーテゖングでは、Web サト内の特定のフゔルにマップする必要のない 

URL を使用できます。URL をフゔルにマップする必要がなくなるため、Web ゕプ

リケーション内でユーザーの操作を説明する URL を使用して、ユーザーがゕプリケ

ーションをより簡単に理解できるようになります。URL ルーテゖングでは、URL 要

求を処理する際に使用する値のプレースホルダーを含む URL パターンを定義します。

実行時に、ゕプリケーション名に続く URL の一部を、定義した URL パターンに基づ

いて個別の値に解釈します。 

 ViewState: ASP.NET 4 Web フォームでは、ViewState をこれまでよりも細かく制御で

きます。開発者は、ViewState をページ単位では無効にして、特定のサーバー コント

ロールでは有効にしたり、コントロールでは無効にして、その子コントロールでは

有効にしたりできるようになります。 

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。 

 サーバー コントロールの ClientId の制御 

 双方向のルーテゖング サポートの有効化 

 ゕプリケーション レベルとページ レベルでの ViewState の制御 
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システム要件 

このラボには、次のものが必要です。 

 Microsoft Visual Studio 2010 Beta 2 

 .NET Framework 4 

 Microsoft SQL Server 2008 (Express Edition 以上) 

 

 

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。

これを行うには、このラボの 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。 

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

 

2. このラボでは、Assets フォルダーにある AdventureWorksLT.mdf データベースを使

用します。このデータベース フゔルを、各演習の App_Data フォルダーにコピ

ーする必要があります (ただし、ラボ全体の Web ゕプリケーション プロジェクト

を再利用する場合は除きます)。 

 

演習 

このハンズオン ラボは、以下の演習から構成されています。 

1. サーバー コントロールの ClientId の制御 

2. 双方向のルーテゖング サポートの有効化 

3. ゕプリケーション レベルとページ レベルでの ViewState の制御 

 

ラボの推定所要時間: 90 分. 

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

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

たがって、出発点となるソリューションを直接実行しても機能しません。 

各演習 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: サーバー コントロールの ClientId の制御 
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演習 1: サーバー コントロールの 

ClientId の制御 

この演習では、クラゕント側 ID を制御する方法について学習します。このクラゕント

側 ID は、フレームワークが ASP.NET サーバー コントロールから生成します。以前のフレー

ムワークは、このクラゕント側 ID を変更して、各コントロールを一意に識別していまし

た。その結果、ID をマークゕップで定義したり、"ctl00_MasterPageBody_ctl01_Textbox1" の

ような ID が生成されることがありました。 

クラゕント側 ID プロパテゖの変更は、各要素が確実に一意に識別されれば非常にうまく

いきますが、クラゕント側でなんらかのスクリプト操作を実行しようとすると、非常に困

難になります。ASP.NET を使って作業したことがあれば、おそらくこうした問題に直面した

ことがあるでしょう。問題は、実行時までクラゕント側 ID の詳細がわからないため、ク

ラゕント側でのスクリプトの作成が困難になることです。さらに、ページに変更を加えた

り、コントロールを追加したり削除したりすると、異なるクラゕント側 ID が生成される

ことになります。 

また、ASP.NET を使って作業したことがあれば、おそらくこの問題を回避する方法をご存じ

でしょう。各コントロールには、読み取り専用で、クラゕント側の一意 ID を提供する、

ClientID というプロパテゖがあります。スクリプトを動的に追加するときに、このプロパテ

ゖを分離コードで使用したり、(従来の ASP のスタルのように) より一般的に使用される

ンラン コードにより、クラゕント側スクリプトに値を提供したりすることもできます。 

JavaScript 

<script type="text/javascript"> 
    function DoSomething(){ 
        alert('<%= Control.ClientID %>'); 
    } 
</script> 

 

ASP.NET 4 Web フォームでは、ClientID に 4 つのモードを用意することでこのニーズに対処し、

既存の動作からフル コントロールまであらゆる機能をユーザーに提供します。コントロー

ルの ID プロパテゖは、ClientIDMode のモードに応じて変更されてから、クラゕント側 ID 

として使用されます。 
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この 4 つのモードは次のとおりです。 

 Legacy: コントロール階層のどこでも ClientIDMode が設定されていない場合の既定値

です。クラゕント側 ID は .NET Framework バージョン 2.0 と同様に動作します (3.0 

および 3.5 では、このコード パスは変更されていません)。このモードでは、

"ctl00_MasterPageBody_ctl01_Textbox1" のような ID が生成されます。 

 Inherit: すべてのコントロールの既定の動作です。このモードでは、親コントロール

の ClientIDMode 値を継承します。既定値という理由で、すべてのコントロールにこ

のモードを設定する必要はありません。このモードは、ClientIDMode が変更される

ときに、新しく希望する動作をコントロールの親から継承する場合にのみ使用しま

す。 

 Static:クラゕント側 ID を静的値にします。つまり、ID に指定した値が、クラゕ

ント側 ID に使用されます。繰り返し使用するコントロールに静的 ClientIDMode を使

用する場合は、開発者がクラゕント側 ID の一意性を確保する必要があるため注意

が必要です。 

 Predictable: フレームワークが予測可能な方法で一意性を確保する必要がある場合に

使用します。このモードは、データバンド コントロールに最もよく使用されます。

フレームワークは、ClientIDMode に static と定義されているコントロールに達する

までコントロール階層をスキャンし、指定した ID を親コントロール ID の前にプレ

フゖックスとして追加します。また、コントロールがデータバンド コントロール

内に配置される場合は、そのコントロールのンスタンスを識別する値の後に指定

した ID をサフゖックスとして追加します。ClientIDRowSuffix プロパテゖを使用して、

サフゖックスに使用する値を管理します。このモードでは、"Gridview1_Label1_0" の

ような ID が生成されます。 

詳細については、http://weblogs.asp.net/asptest/archive/2009/01/06/asp-net-4-0-clientid-

overview.aspx (英語) を参照してください。 

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

ョンをビルドすることをお勧めします。  

 

タスク 1 – ASP.NET コントロールに Static モードの ClientID を割り当てる 

http://weblogs.asp.net/asptest/archive/2009/01/06/asp-net-4-0-clientid-overview.aspx
http://weblogs.asp.net/asptest/archive/2009/01/06/asp-net-4-0-clientid-overview.aspx
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このタスクでは、Web ゕプリケーション内の複数の ASP.NET コントロールの ClientID に 

Static モードを設定します。これにより、クラゕント側コードから ASP.NET コントロール

をシームレスに参照できます。また、以降の手順を実行すると、CSS からも参照できます。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を管理者として起動します。[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] の順にクリックし、

[Microsoft Visual Studio 2010] を右クリックして、[管理者として実行] をクリック

します。 

2. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AspNetWebForms4\Source\Ex01-

ClientId\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 

WebFromsSampleApp.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。) 

メモ: このラボのシナリオは、AdventureWorksLT データベースからカテゴリ別にフ

ゖルター選択した製品を一覧する単一のページから成り、ユーザーは一覧の製品を

買い物カゴに追加し、[Check Out] をクリックして注文を送信できます。

AdventureWorksLT.mdf フゔルは、\AspNetWebForms4\Source\Assets フォルダー

から、このプロジェクトの App_Data フォルダーにコピーする必要があります。 
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図 1 

ソリューション エクスプローラーでの Web ゕプリケーション 

 

3. ShoppingCart ユーザー コントロールをソース モードで開きます。これを行うには、

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

ShoppingCart.ascx フゔルを右クリックし、[View Markup] (マークゕップの表示) 

をクリックします。 

メモ: これは、ユーザーが注文を行う買い物カゴです。このユーザー コントロール

がレンダリングされるときに、クラゕント側スクリプトから (Static モードの) 

ClientID プロパテゖを使用して、買い物カゴを展開したり折りたたんだりできま

す。 

 

4. ASP.NET パネルの ShopCartCollapsed で、ClientID の Static モードを有効にします。

これを行うには、asp:Panel の ShopCartCollapsed の現在の定義を、以下の太字コ

ードに置き換えます。 

メモ: この Panel は、サーバー コントロールと同じ ID (この場合は、

ShopCartCollapsed) を持つ div 要素としてクラゕントにレンダリングされます。 

 

ASP.NET 

<asp:Panel ID="ShopCartCollapsed" ClientIDMode="Static" runat="server"> 
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5. 前の手順と同じように、ASP.NET パネルの ShopCartExpanded を、以下の太字コー

ドに置き換えます。 

ASP.NET 

<asp:Panel ID="ShopCartExpanded" ClientIDMode="Static" runat="server"> 

 

 

タスク 2 – ASP.NET コントロールに Predictable モードの ClientID を割り当てる 

このタスクでは、データベースから取得する製品一覧の項目に、Predictable モードの 

ClientID を割り当て、製品 ID を ClientIDRowSuffix として設定します。 

メモ: 以前の ASP.NET では、一意 ID を生成して、ID の競合を防いでいました。この種の競

合は、データバンド コントロールで最も頻繁に発生します。Predictable モードは、主

に、データバンド コントロールの操作中に生じるこの種の問題に対処するよう設計され

ました。 

Predictable モードの出力は、<プレフィックス>_<ID>_<サフィックス> というパターンに従

います。各パラメーターは次の内容を表します。 

- プレフィックス: 明示的 ID および ClientID を持つすべての親コントロールのリストをゕン

ダースコゕで区切って示します。 

 - ID: 繰り返し使用する項目のサーバー コントロール ID 

  - サフィックス: 繰り返し使用する項目に使用する自動ンクリメント値 (IDataKeysControl 

を使用している場合のみ該当します)。このパラメーターは、(繰り返し使用する項目では

なく) データバンド サーバー コントロールの ClientIDRowSuffix プロパテゖを設定するこ

とによって割り当てます。このプロパテゖが設定されていない場合や使用できない場合

は、代わりに行ンデックスが使用されます。 

ClientIDRowSuffix プロパテゖの設定は、IDataKeysControl という新しいンターフェスを

実装するコントロールでのみサポートされます (現時点では、GridView と ListView に実装

されます)。このンターフェスによって、各行のデータ キーに基づく値を含む子要素

の ClientIDRowSuffix を設定できます。 

 

1. 買い物カゴに追加された項目を示す ListView に、ClientIDRowSuffix プロパテゖを

割り当てます。これを行うには、ShoppingCart.ascx をソース モードで開き、
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ShoppingCartItemsLists ListView を探して、現在のコントロールの定義を、以下の

太字コードに置き換えます。 

メモ: ProductId は、繰り返し使用する項目 (ShoppingCartItem) が含まれているクラ

スのプロパテゖで、データ ソースがバンドされるときに、データ キーのコレク

ションに自動的に挿入されます。 

 

ASP.NET 

<asp:ListView ID="ShoppingCartItemsLists" runat="server" ClientIDMode="Static" 
ClientIDRowSuffix="ProductId"> 

 

メモ: Predictable モードを使用する方法は 3 とおりあります。これらの各方法は、

それぞれのンスタンスのサフゖックスを指定する ClientIDRowSuffix プロパテゖに

よって規定されます。 

1- ClientIDRowSuffix が定義されていない: これは、データ キーのコレクションが存

在しないデータバンド コントロール (Repeater コントロールなど) の動作でもあ

ります。ASP.NET では、ClientId を作成するために、ID の後に行ンデックスをサ

フゖックスとして追加します。 

2- ClientIDRowSuffix が定義されている: データバンド サーバー コントロールのデ

ータ キーのコレクションから値を検索し、ID の後にその値をサフゖックスとして

追加します。 

3- ClientIDRowSuffix が定義されていても、1 つの値ではなく複合値が使用されてい

る: 1 つの値の場合と同じ動作になりますが、ID の後には 2 つの値の連結値がサフ

ゖックスとして追加されます (ClientIDRowSuffix="ID, Name" など)。 

 

2. 買い物カゴの項目を ShoppingCartItemsLists コントロールにバンドします。これ

を行うには、ShoppingCart.ascx の分離コード フゔルを開き、

ShoppingCartControl クラスの Page_PreRender メソッドの最後に、以下の太字コー

ドを追加します。 

メモ: ShoppingCartItem クラスを参照すると、ListView の ClientIDRowSuffix プロパテ

ゖの設定に使用する ProductId プロパテゖが表示されます。 

 



ページ 12 

(コード スニペット: ASP.NET 4 Web Forms Lab – Page_PreRender method C#) 

C# 

protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e) 
{ 
    ShoppingCart cart = ShoppingCartFactory.GetInstance(); 
 
    ExpandedItemsCountLabel.Text = cart.TotalItems.ToString(); 
    CollapsedItemsCountLabel.Text = cart.TotalItems.ToString(); 
    ExpandedTotalLabel.Text = cart.Subtotal.ToString("c"); 
    CollapsedTotalLabel.Text = cart.Subtotal.ToString("c"); 
 
    this.ShopCartExpandedEmpty.Visible = cart.TotalItems == 0; 
    this.ShopCartExpandedNonEmpty.Visible = cart.TotalItems != 0; 
 
    ShoppingCartItemsLists.DataSource = cart.Items; 
    ShoppingCartItemsLists.DataBind(); 
} 

 

(コード スニペット – ASP.NET 4 Web Forms Lab – Page_PreRender method – VB) 

VB 

Protected Sub Page_PreRender(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    Dim cart As ShoppingCart = ShoppingCartFactory.GetInstance() 
 
    ExpandedItemsCountLabel.Text = cart.TotalItems.ToString() 
    CollapsedItemsCountLabel.Text = cart.TotalItems.ToString() 
    ExpandedTotalLabel.Text = cart.Subtotal.ToString("c") 
    CollapsedTotalLabel.Text = cart.Subtotal.ToString("c") 
 
    Me.ShopCartExpandedEmpty.Visible = cart.TotalItems = 0 
    Me.ShopCartExpandedNonEmpty.Visible = cart.TotalItems <> 0 
 
    ShoppingCartItemsLists.DataSource = cart.Items 
    ShoppingCartItemsLists.DataBind() 
End Sub 

 

3. 買い物カゴ ListView の子要素で、ClientId の Predictable モードを有効にします。

これを行うには、ShoppingCartItemsLists ListView に含まれている、asp:Label の 

Quantity と TotalPrice の定義を、以下の太字コードに置き換えます。 

メモ: これらのラベルは、買い物カゴ内の項目ごとに一度ずつ、div 要素としてクラ

ゕントにレンダリングされます。たとえば、Quantity ラベルの ClientId は、

"ctrl0_Quantity_12" のようになります。12 は ProductId を表し、ctrl0 は親コントロ

ールの ID を表します。 

 

ASP.NET 
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<asp:ListView ID="ShoppingCartItemsLists" runat="server" ClientIDMode="Static" 
ClientIDRowSuffix="ProductId"> 
    <ItemTemplate> 
        <asp:Panel ID="ShoppingCartItem" ClientIDMode="Static" runat="server"> 
            <div class="productColumn"> 
                <asp:Label ID="Quantity" ClientIDMode="Predictable" runat="server"> 
<%#Eval("ProductName")%>&nbsp;(<%#Eval("Quantity")%>)</asp:Label> 
            </div> 
            <div class="priceColumn"> 
               <asp:Label ID="TotalPrice" ClientIDMode="Predictable" runat="server"> 
<%# string.Format(System.Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture, "{0:c}", 
Eval("TotalPrice"))%></asp:Label> 
            </div> 
        </asp:Panel> 
    </ItemTemplate> 
</asp:ListView> 

 

タスク 3 – ASP.NET コントロールに Inherit モードの ClientID を割り当てる 

このタスクでは、買い物カゴに含まれる Panel サーバー コントロールに、Inherit モードの 

ClientID を割り当てます。これにより、コントロールは、INamingContainer ンターフェ

スを実装する最初の親サーバー コントロール (この場合は ShoppingCart ユーザー コントロ

ール) から、ClientIdMode を継承します。 

メモ: INamingContainer ンターフェスは、Page オブジェクトのコントロール階層内に

新しい ID 名前空間を作成するコンテナー コントロールを識別します。このンターフェ

スを実装するコントロールは新しい名前空間を作成しますが、この名前空間内では、子

コントロールのすべての ID 属性がゕプリケーション全体で一意になることを保証します。

INamingContainer ンターフェスは、マーカー ンターフェスとしてのみ提供されて

います。 

詳細については、「INamingContainer ンターフェス」を参照してください。 

 

1. 子 Panel サーバー コントロールの継承元になる、親 ShoppingCart ユーザー コント

ロールの ClientIDMode を定義します。これを行うには、UI.Master ページをソー

ス モードで開いて、ShoppingCart1 ユーザー コントロールの現在の定義を、以下

の太字コードに置き換えます。 

ASP.NET 

... 
<uc1:ShoppingCart ID="ShoppingCart1" runat="server" ClientIDMode="Static" /> 
... 

 

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


ページ 14 

メモ: ClientIDMode がまったく設定されていなければ、そのすべての子コントロー

ルは、既定の ClientIDMode (Legacy モード) を継承します。 

 

2. 子 Panel サーバー コントロールで、ClientId の Inherit モードを有効にします。こ

れを行うには、ShoppingCart.ascx をソース モードで開き、asp:Panel の 

ShopCartExpandedNonEmpty の現在の定義を、以下の太字コードに置き換えます。 

ASP.NET 

... 
<asp:Panel ID="ShopCartExpandedNonEmpty" ClientIDMode="Inherit" runat="server"> 
    <p class="items"> 
        <span>Your cart items:</span> 
    </p> 
... 

 

メモ: ClientIdMode の設定には、他にも 2 つの方法があります。 

- ページ レベル: 

現在ページ内のすべてのコントロールに既定の ClientIdMode を定義します。次に

例を示します。 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 
Inherits="_Default" ClientIdMode="Static"%> 

- Web Config レベル: 

config セクションで、ClientIdMode をコンピューター レベルまたはゕプリケーショ

ン レベルに設定できます。たとえば、次のコードは、ゕプリケーションのすべて

のページ内のすべてのコントロールに、既定の ClientIdMode を定義します。 

                         <system.web>  
                              <pages clientIdMode="Predictable"></pages>  
                         </system.web> 

 

タスク 4 - CSS と JavaScript から Static モードの ClientID を対象に指定する 

このタスクでは、Static モードの ClientID が設定されたレンダリング済みコントロールを 

JavaScript から操作したり、不要な CssClass を作成しないで CSS スタルを ID に直接適用し

たりすることによって、Static モードの ClientID を使用します。 

1. Static モードの ClientID が設定されたコントロールにスタルを適用します。これ

を行うには、Styles フォルダーにある main.css フゔルを開き、以下の太字コー

ドを追加します。 
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メモ: ID 属性の ShopCartCollapsed と ShopCartExpanded は、クラス セレクターでは

なく ID セレクターを適用して参照されています。これらの実質的な違いとして、

クラス セレクターがページ上の 1 つ以上の要素に適用されるのに対し、ID セレク

ターは厳密に 1 つの要素に適用されます。詳細については、

http://www.w3.org/TR/CSS21/selector.html#id-selectors (英語) を参照してください。 

 

CSS 

#ShopCartCollapsed { 
    display: none; 
    background-color: #00FF80; 
    padding: 10px 15px; 
    height: 10px; 
    background: url(../Images/shopcart_collapsed_bg.png) no-repeat top left; 
} 
#ShopCartCollapsed p.summary span { 
    position: relative; top:-4px; 
} 
#ShopCartCollapsed a.checkoutLink { 
    position: absolute; top: 6px; right: 8px; 
} 
 
#ShopCartExpanded { 
    display: none; 
    padding: 10px 15px; 
    height: 90px; 
    background: url(../Images/shopcart_bg.gif) no-repeat top left; 
} 
#ShopCartExpanded p.items {  
    font-size: 11px; 
    color: #666; 
} 
#ShopCartExpanded ul.items { 
    height:60px;overflow:auto; 
    margin: 0; padding: 0; list-style: none; 
} 
#ShopCartExpanded ul.items li  { 
    display: inline; margin: 0; padding: 0;  
} 
#ShopCartExpanded div.ShoppingCartItem { 
    display: block; 
} 
#ShopCartExpanded div.productColumn { 
    float: left; 
    width: 150px; 
} 
#ShopCartExpanded div.priceColumn { 
    float: right; 
    width: auto; 
} 
#ShopCartExpanded p.summary span { 
    position: relative; top:+6px; 

http://www.w3.org/TR/CSS21/selector.html#id-selectors
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} 
#ShopCartExpanded p.empty { 
    text-align: center; 
    font-weight: bold; color: #50d48f; 
    padding-top: 15px; 
} 
#ShopCartExpanded a.checkoutLink { 
    position: absolute; top: 89px; right: 8px; 
} 

 

2. 必要な JavaScript コードを実装し、jQuery を使用して買い物カゴ向けの効果を作

成します。これを行うには、Scripts フォルダーにある shoppingCart.Effects.js フォ

ルダーを開き、次の手順を実行します。 

a. CollapseCart 関数に、以下の太字コードを追加します。 

JS 

function CollapseCart(withAnimation) { 
    if (withAnimation) { 
        $("#ShopCartExpanded").hide(); 
        $("#ShopCartCollapsed").show("slow"); 
    } 
    else { 
        $("#ShopCartExpanded").css("display", "none"); 
        $("#ShopCartCollapsed").css("display", "block"); 
    } 
 
    $("#ShoppingCartState").val("collapsed"); 
} 

 

b. ExpandCart 関数に、以下の太字コードを追加します。 

JS 

function ExpandCart(withAnimation) { 
    if (withAnimation) { 
        $("#ShopCartCollapsed").hide(); 
        $("#ShopCartExpanded").show("slow"); 
    } 
    else { 
        $("#ShopCartCollapsed").css("display", "none"); 
        $("#ShopCartExpanded").css("display", "block"); 
    } 
 
    $("#ShoppingCartState").val("expanded"); 
} 

 

c. $(document).ready 関数に、以下の太字コードを追加します。 

JS 

$(document).ready(function() { 
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    // 買い物カゴの展開済み背景メージをプリロードします 

    $("<img>").attr("src", "Images/shopcart_bg.gif"); 
 
    $("#ShopCartCollapsed").click(function() { ExpandCart(true) }); 
    $("#ShopCartExpanded").click(function() { CollapseCart(true) }); 
 
    if ($("#ShoppingCartState").val() == "expanded") { 
        ExpandCart(false); 
    } 
    else { 
        CollapseCart(false); 
    } 
}); 

 

3. ShoppingCart.Effects.js への参照を Default.aspx に追加します。これを行うには、

Default.aspx をソース モードで開き、最初の asp:Content タグの内側に、以下の太

字コードを追加します。 

ASP.NET 

... 
<asp:Content ContentPlaceHolderID="HeadContent" runat="server"> 
    <link type="text/css" rel="Stylesheet" media="screen" href="/Styles/products.css" /> 
 <script type="text/javascript" src="/Scripts/shoppingCart.Effects.js"></script> 
</asp:Content> 
... 

 

次の手順 

演習 1: 確認 

 

演習 1: 確認 

演習 1 のすべての手順を正しく実行したことを確認するには、次の手順を実行します。 

確認 1 

この確認では、CSS と JavaScript から Static モードの ClientID が対象に指定されることを確認

します。また、買い物カゴにスタルが適用される方法や、買い物カゴに効果が設定されて

展開されたり折りたたまれたりすることも確認します。これらはすべて、クラゕント側の

コードからレンダリング済みコントロールの静的 ID を参照する機能を活用することで行わ

れます。 
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1. Web フォーム SampleApp プロジェクトの新しいンスタンスを開始します。そ

のためには、ソリューション エクスプローラーで Web フォーム SampleApp プロ

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

Instance] (新しいンスタンスを開始) をクリックします。 

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

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

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

 

 

図 2 

既定のページ 

 

2. このページのソース コードで、Static モードの ClientID が設定された複数の 

asp:Panel (これは演習 1 で実行しました) が、サーバー コントロールと同じ ID を

使用して実際にレンダリングされたことを確認します。これを行うには、ブラウ

ザーのページを右クリックし、[View Source] (ソースの表示) をクリックします。 

メモ: メモ帳が開き、レンダリング済み Default.aspx ページのソース コードが表示

されます。 
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3. このページのソース コードで、ShopCartCollapsed と ShopCartExpanded の各 ID を

含む 2 つの <div> 要素を検索します。2 つの <div> 要素は、買い物カゴの展開状態

と折りたたみ状態のビューを表します。 

メモ: ASP.NET では、asp:Panel サーバー コントロールが <div> html 要素にレンダリ

ングされ、これらのサーバー コントロールを一意に識別する ID が保持されます。 

 

 

図 3 

Static モードの ClientID が設定されたレンダリング済み <div> 要素 

 

4. 各製品の隣に表示されているプラス記号 ( ) をクリックして、いくつかの製品

を買い物カゴに追加します。買い物カゴの折りたたみ状態を示すビューが、新し

く追加された製品の情報によって更新されるようすがわかります。 
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図 4 

買い物カゴへの製品の追加 

 

5. 買い物カゴを展開して折りたたみます。これを行うには、ページの右上にある緑

色のパネルをクリックします。 

メモ: 先ほどの <div> 要素が呼び出されるしくみを事前に知っていることで、買い

物カゴの展開と折りたたみを実行することができました。この場合は、ID セレクタ

ーを使用して CSS スタルを直接適用するだけでなく、JavaScript から <div> 要素を

参照して、買い物カゴをゕニメーション付きで展開して折りたたむこともできま

す。 
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図 5 

買い物カゴの展開と折りたたみ 

 

確認 2 

この確認では、クラゕント側からソースを調べて、Predictable モードの ClientID と Inherit 

モードの ClientID がレンダリングされることを確認します。 

1. 複数の製品を買い物カゴに入れます。 

2. 既定のページのソース コードを調べ、Predictable モードの ClientID がレンダリン

グされることを確認します。これを行うには、次の手順を実行します。 

a. ページのソースで、ShopCartExpandedNonEmpty という ID が設定された 

<div> 要素を検索します。  

メモ: この要素は、値 ProductId が設定されている ClientIDRowSuffix が子要

素に割り当てられている状態の ListView を含む asp:Panel を表しています。

ページのレンダリング中、ListView はその項目を繰り返し処理し、既に説明

した予測可能なパターンを使用して ID を置き換えます。 

ShopCartExpandedNonEmpty は、Inherit モードの ClientID が適用されたパネ

ルです。この <div> 要素の ID が元の asp:Panel の ID を保持していることか
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ら、このコントロールが親コントロールの ClientIDMode (Static モード) を継

承していることがわかります。 

 

b. ListView によって生成されたすべての ShoppingCartItem を調べ、買い物カ

ゴの中の各製品の Quantity と TotalPrice に関する情報を示す、(以前 

asp:Label だった) <span> 要素を確認します。 

 

図 6 

生成された Predictable モードの ClientID 

 

次の手順 

演習 2: 双方向のルーテゖング サポートの有効化 

 

演習 2: 双方向のルーテゖング サポー

トの有効化 
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この演習では、一般的な ASP.NET ルーテゖング エンジンを最大限に活用して、ゕプリケー

ションから公開される URL をカスタマズする方法について学習します。また、新しい式

ビルダーを使用して、ルーテゖングの定義に基づいて動的 URL を生成し、固定の静的リン

クを減らすことも学びます。この機能は、Web フォーム ページへの任意のカスタム ルート

を定義できるようにすることで、クラスの完全なサポートを提供します。 

ASP.NET ルーテゖングと新しい双方向サポートを使用することで、ユーザーは物理 Web フォ

ームから URL を切り離し、わかりやすい URL と検索エンジンの機能を利用して、URL を検出

および使用できるようになります。 

 

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

ョンをビルドすることをお勧めします。  

 

タスク 1 – アプリケーションで ASP.NET ルーティングを有効にする 

このタスクでは、HTTP モジュールの UrlRouting を追加し、照合する URL パターンを指定す

るルートを作成することによって、Web フォーム ゕプリケーションで ASP.NET ルーテゖン

グ エンジンを有効にします。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を管理者として起動します。[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] の順にクリックし、

[Microsoft Visual Studio 2010] を右クリックして、[管理者として実行] をクリック

します。 

2. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AspNetWebForms4\Source\Ex02-

Routing\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 

WebFromsSampleApp.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。)  

メモ: 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. Web.cofig フゔルに、HTTP モジュールの UrlRouting を追加します。これを行う

には、<httpModules> ノードの内部に、以下の太字要素を追加します。 

Web.config 

... 
<system.web> 
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   ... 
   <httpmodule> 
        <add name="RoutingModule" type="System.Web.Routing.UrlRoutingModule"/> 
        <add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, 
Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>       
   </httpmodule> 
   ... 
<system.web> 
... 

 

メモ: UrlRoutingModule クラスは、受信 HTTP 要求と ASP.NET ゕプリケーション内の

ルートを照合する基本的な HTTP モジュールです。このモジュールは、すべての定

義済みルートを反復処理して、HTTP 要求の形式に一致する URL パターンを持つル

ートを検索します。モジュールは、一致するルートを見つけたら、そのルートの 

IRouteHandler オブジェクトを取得します。モジュールは、ルート ハンドラーから 

IHttpHandler オブジェクトを取得して、このオブジェクトを現在の要求の HTTP ハ

ンドラーとして使用します。 

詳細については、「UrlRoutingModule クラス」を参照してください。 

 

4. Global.asax に既定で作成されているすべての名前空間デゖレクテゖブを、以下の

コードに置き換えます。 

C# 

using System; 
using System.Web.Routing; 

 

VB 

Imports System 
Imports System.Web.Routing 

 

5. {category} および {category}/{page} の各ルートが、Default.aspx ページによって処

理されるように指定します。これを行うには、Application_Start メソッドに、以

下の太字コードを追加します。 

(コード スニペット: ASP.NET 4 Web Forms Lab – Application_Start method CSharp) 

C# 

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
{ 
    RouteTable.Routes.Add("Category", new Route("{category}", new 
PageRouteHandler("~/Default.aspx"))); 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.urlroutingmodule.aspx
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    RouteTable.Routes.Add("CategoryAndPage", new Route("{category}/{page}", new 
PageRouteHandler("~/Default.aspx"))); 
} 

 

(コード スニペット – ASP.NET 4 Web Forms Lab – Application_Start method - VB) 

VB 

Private Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    RouteTable.Routes.Add("Category", New Route("{category}", New 
PageRouteHandler("~/Default.aspx"))) 
    RouteTable.Routes.Add("CategoryAndPage", New Route("{category}/{page}", New 
PageRouteHandler("~/Default.aspx"))) 
End Sub 

 

メモ: RouteTable クラスは、ASP.NET ルーテゖング エンジンの主要クラスの 1 つで

す。このクラスでは、ゕプリケーションの定義済み URL ルートが集中管理されま

す。 

RouteTable を識別する名前を指定して RouteTable へのルートを追加し、RouteBase 

クラスの具体的実装 (この場合は Route クラス) を追加します。 

ルートとは、要求の処理に使用される URL パターンで、URL を動的に構築する際に

も使用できます。Route クラスを使用して、ASP.NET ゕプリケーションでのルーテ

ゖングの処理方法を指定できます。URL パターンごとに Route オブジェクトを作成

して、そのパターンに対応する要求を処理できるクラスにマップします。 

上記のコードでは、新しい PageRouteHandler クラスを使用して、受信要求とペー

ジをマップします。このクラスでは、Web フォームと ASP.NET ルーテゖングを統合

できます。 

詳細については、「RouteTable クラス」「RouteBase クラス」、および「Route クラ

ス」を参照してください。 

 

タスク 2 – RouteUrlExpressionBuilder を使用してナビゲーション リンクを変更する  

このタスクでは、ゕプリケーションのナビゲーション リンクを変更して、前のタスクで定

義したルートを使用します。ゕプリケーションに双方向のルーテゖング サポートを追加す

ることによって、新しい RouteUrlExpressionBuilder を使用できるようにします。つまり、独

自のルート定義に基づいて動的に URL を生成し、静的リンクを固定的に記述しないで、

ASP.NET ページに登録されたルートをすべて簡単に管理できるようになります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.routetable.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.routebase.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.routebase.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.routebase.aspx
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1. ゕプリケーションで RouteUrlExpressionBuilder を有効にします。これを行うには

、Web.cofig フゔルで、<compilation> ノード内に、以下の太字の 

<expressionBuilders> ノードを追加します。 

Web.config 

... 
<system.web> 
   ... 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.0"> 
      <expressionBuilders> 
         <add expressionPrefix="RouteUrl" 
type="System.Web.Compilation.RouteUrlExpressionBuilder"/> 
      </expressionBuilders> 
   </compilation> 
   ... 
<system.web> 
... 

 

メモ: 式ビルダーは、宣言型の式を解析して、コントロールのプロパテゖにバン

ドされている値を取得するコードを作成します。コンパルしないシナリオでは、

コンパルをしなくても機能をサポートする式ビルダーが実行時に式を評価しま

す。 

 

2. Default.aspx ページでカテゴリのナビゲーション リンクを生成するためにコード

を変更して、新しく定義したルートを使用します。これを行うには、ソリューシ

ョン エクスプローラーで Default.aspx をダブルクリックし、すべてのカテゴリの 

HyperLink コントロールの NavigateUrl 属性値を以下のように置き換えます。 

Default.aspx 

... 
<ul id="categoryTabs"> 
   <li> 
      <asp:HyperLink runat="server"  
        NavigateUrl="<%$ RouteUrl:RouteName=Category, category=Bikes %>" 
        OnLoad="CategoryLink_Load" Text="Bikes" /> 
                     
      <asp:HyperLink runat="server" 
        NavigateUrl="<%$ RouteUrl:RouteName=Category, category=Components %>" 
        OnLoad="CategoryLink_Load" Text="Components" /> 
                     
      <asp:HyperLink runat="server"  
        NavigateUrl="<%$ RouteUrl:RouteName=Category, category=Clothing %>" 
        OnLoad="CategoryLink_Load" Text="Clothing" /> 
                     
      <asp:HyperLink runat="server"  
        NavigateUrl="<%$ RouteUrl:RouteName=Category, category=Accessories %>" 
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        OnLoad="CategoryLink_Load" Text="Accessories"/> 
   </li> 
</ul> 
... 

 

メモ: ページ パーサーは <%$ %> という文字列で囲まれた式を検出すると、この文

字列内のプレフゖックスに基づく式に対して式ビルダーを作成します。プレフゖッ

クスとは、コロン (:) の左側部分の文字列で、Web.config で定義します。この場合

、RouteUrlExpressionBuilder のプレフゖックスは RouteUrl です。 

次に、RouteUrlExpressionBuilder が、コロン (:) の右側部分のパラメーターを基に、

RouteTable に既に登録済みのルート (この場合は、Category ルート) を生成します。 

 

3. Default.aspx の分離コードでページャーのナビゲーション リンクを生成するため

に、コードを変更して新しく定義したルートを使用します。これを行うには、ソ

リューション エクスプローラーで Default.aspx を右クリックし、[View Code] (コ

ードの表示) をクリックして、CreatePagerLinks メソッドの最後の 2 行を、以下の

太字コードに置き換えます。 

メモ: データベースからの結果が大量になるときは、その結果を別のページに分割

する際にこのような手法が有効です。ページへのリンクを、取得した結果の量に応

じて動的に生成できます。 

 

ここでは、作成するルートの種類が CategoryAndName になります。たとえば、

/Products/3 のようなリンクになります。Products がカテゴリを表し、3 が取得する

ページ番号を表します。 

 

(コード スニペット: ASP.NET 4 Web Forms Lab – Create Pager Links C#)  

C# 

private void CreatePagerLinks() 
{ 
    for (int i = 1; i <= this.TotalPages; i++) 
    { 
        HyperLink link = new HyperLink() { Text = i.ToString() }; 
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        if (i == this.SelectedPage) 
        { 
            link.CssClass = "currentPage"; 
        } 
 
        PagerPanel.Controls.Add(link); 
 
        string expression = String.Format("RouteName={0}, category={1}, page={2}", 
"CategoryAndPage", this.SelectedCategoryName, i); 
        link.NavigateUrl = RouteUrlExpressionBuilder.GetRouteUrl(this, expression); 
    } 
} 

 

(コード スニペット – ASP.NET 4 Web Forms Lab – Create Pager Links – VB) 

VB 

Private Sub CreatePagerLinks() 
    For i As Integer = 1 To Me.TotalPages 
        Dim link As New HyperLink() With {.Text = i.ToString()} 
        If i = Me.SelectedPage Then 
            link.CssClass = "currentPage" 
        End If 
 
        PagerPanel.Controls.Add(link) 
 
        Dim expression As String = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "RouteName={0}, 
category={1}, page={2}", "CategoryAndPage", Me.SelectedCategoryName, i) 
        link.NavigateUrl = RouteUrlExpressionBuilder.GetRouteUrl(Me, expression) 
    Next i 
End Sub 

 

 

メモ: RouteUrlExpressionBuilder の GetRouteUrl 静的メソッドを呼び出すことによっ

て、分離コードから RouteUrlExpressionBuilder を直接使用できます。このようにし

て、値をルートのパラメーターに動的に割り当てることが可能です。 

 

 

タスク 3 – ルートのパラメーター値を取得する 

このタスクでは、あらゆるポストバックで、カテゴリ名とページ ンデックスのパラメー

ターを取得する際の動作を変更します。現在ルートを使って作業しているため、これらのパ

ラメーターは QueryString コレクションでは使用できなくなります。代わりに、Page クラス

で定義される、RouteData という新しいプロパテゖを使用します。このプロパテゖには、ル

ートの一部であるパラメーターをすべて含む、キーと値のコレクションが含まれます。 
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1. Default.aspx の分離コード フゔルを開きます。これを行うには、ソリューショ

ン エクスプローラーで Default.aspx を右クリックし、[View Code] (コードの表示) 

をクリックします。 

2. GetCategoryName メソッドと GetPageIndex メソッドで使用している 

Request.QueryString コレクションを、RouteData.Values コレクションに置き換え

ます。 

C# 

... 
private string GetCategoryName() 
{ 
    string category = RouteData.Values["category"] as string; 
    AdventureWorksRepository repository = new AdventureWorksRepository(); 
 
    if (category != null) 
    { 
        return category; 
    } 
 
    return repository.GetCategories()[0].Name; 
} 
 
private int GetPageIndex() 
{ 
    string page = RouteData.Values["page"] as string; 
 
    if (page != null) 
        return Convert.ToInt32(page); 
 
    return 1; 
} 
... 

 

VB 

Private Function GetCategoryName() As String 
    Dim category As String = TryCast(RouteData.Values("category"), String) 
    Dim repository As New AdventureWorksRepository() 
 
    If category IsNot Nothing Then 
        Return category 
    End If 
 
    Return repository.GetCategories()(0).Name 
End Function 
 
Private Function GetPageIndex() As Integer 
    Dim page As String = TryCast(RouteData.Values("page"), String) 
 
    If page IsNot Nothing Then 
        Return Convert.ToInt32(page) 
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    End If 
 
    Return 1 
End Function 

 

メモ: RouteData プロパテゖのキーと値のコレクションには、URL から解析した値を

含みます。 

詳細については、「RouteData クラス」と「RouteData メンバ」を参照してくださ

い。 

 

タスク 4 – RouteValueExpressionBuilder を使用してルートの値を取得する 

このタスクでは、ASP.NET ページからルートのパラメーター値を直接取得する方法について

学習します。この機能を示すために、Default.aspx にいくつかメッセージを追加して、要求

された製品が見つからない場合や、要求されたページが範囲外の場合に、このメッセージが

表示されるようにします。また、新しい RouteValueExpressionBuilder を使用して、現在のル

ートからルートのパラメーター値を取得し、わかりやすいメッセージでユーザーに警告しま

す。 

1. Web.config フゔルで、<expressionBuilders> ノードに 

RouteValueExpressionBuilder を追加します。 

Web.config 

... 
<system.web> 
   ... 
   <compilation debug="true" targetFrameworkMoniker=".NETFramework,Version=v4.0"> 
      <expressionBuilders> 
         <add expressionPrefix="RouteUrl" 
type="System.Web.Compilation.RouteUrlExpressionBuilder"/> 
         <add expressionPrefix="RouteValue" 
type="System.Web.Compilation.RouteValueExpressionBuilder" /> 
      </expressionBuilders> 
   </compilation> 
   ... 
<system.web> 
... 

 

2. RouteValue 式ビルダーを使用して、カテゴリとページ番号が存在しないことを示

すメッセージを Default.aspx ページに追加します。これを行うには、Default.aspx 

file://Locsv06/job/J0902%20MSDN%20Online%202009/007%20.NET%20Framework%20WP%20and%20Lab/Reviewed/clean/Doc/Lab/Pri%232/AspNetWebForms4/%7bFor%20more%20information,%20see%20RouteData%20class%20and%20its%20members.
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.routing.routedata_members.aspx
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をソース ビューで開き、PageIndexOverflowPanel パネルと NoProductsFoundPanel 

パネルの内容を、以下のコードに置き換えます。 

メモ: 分離コード フゔルを調べると、ApplyProductsFilter() というメソッドに、状

況に応じてこれらのパネルのうち 1 つを表示するロジックが含まれていることがわ

かります。 

 

Default.aspx 

... 
<asp:Panel ID="PageIndexOverflowPanel" runat="server" Visible="false"> 
   <div class="noResults"> 
      The <strong><asp:Literal runat="server" Text="<%$ RouteValue:category%>" /></strong> 
category does not have the page <strong><asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text="<%$ 
RouteValue:page%>" /></strong>. 
   </div> 
</asp:Panel> 
 
<asp:Panel ID="NoProductsFoundPanel" runat="server" Visible="false"> 
   <div class="noResults"> 
      No products were found matching the <strong><asp:Literal runat="server" Text="<%$ 
RouteValue:category%>" /></strong> category you have selected. 
   </div> 
</asp:Panel> 
... 

 

メモ: RouteValueExpressionBuilder では、ルートの登録時に定義した名前によってル

ート パラメーターを取得できます。この名前は、コロン (:) の右側部分です。たと

えば、現在のルート名が "category" のパラメーター値は、

<%$ RouteValue:category%> という式として認識されます。  

 

次の手順 

演習 2:確認 

 

演習 2: 確認 

演習のすべての手順を正しく実行したことを確認するには、次の手順を実行します。 
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確認 1 

この確認では、更新されたカテゴリとページャーのリンクを使用して Web フォーム Sample 

ゕプリケーションをナビゲートし、新しく導入したルートを確認します。 

1. Web フォーム SampleApp プロジェクトの新しいンスタンスを開始します。そ

のためには、ソリューション エクスプローラーで Web フォーム SampleApp プロ

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

Instance] (新しいンスタンスを開始) をクリックします。 

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

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

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

 

 

図 7 

既定のページ 

 

2. ページ ヘッダーの [Components] リンクをクリックして、Components カテゴリに

移動します。Web ブラウザーで http://localhost:50000/Components というゕドレ

スにリダレクトされ、次の出力が表示されます。既定では、ページ 1 が表示さ

れます。 

http://localhost:50000/Components
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図 8 

Components カテゴリの製品 

 

メモ: このルートは、Global.asax.cs の RouteTable に追加された Category ルートに対

応しています。 

 

3. Components カテゴリの別のページに移動するには、ページの下部にあるページ 

リンクをクリックしますたとえば、[12] をクリックすると、Web ブラウザーで 

http://localhost:50000/Components/12 というゕドレスにリダレクトされます。 

http://localhost:50000/Components/12
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図 9 

Components カテゴリのページ 12 の製品 

 

メモ: このルートは、Global.asax.cs の RouteTable に追加された CategoryAndPage ル

ートに対応しています。 

 

確認 2 

この確認では、RouteValueExpressionBuilder を使用して、カテゴリが存在しないことを示す

エラー メッセージと、ページが存在しないことを示すエラー メッセージが生成されること

を確認します。存在しない Category のページと、範囲外のページ ンデックスのページを

要求します。 

1. ブラウザーで、存在しないカテゴリの URL を入力します。たとえば、

http://localhost:50000/NonExisting というページを要求します。"No products were 

found matching the NonExisting category you have selected." というメッセージが表

示されます。 

http://localhost:50000/NonExisting
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図 10 

カテゴリが見つからなかったことを示すメッセージ 

 

2. ブラウザーで、範囲外のページ ンデックスの URL を入力します。たとえば、

http://localhost:50000/Components/18 というページを要求します (Components カ

テゴリには、17 ページまでしかありません)。"The Components category does not 

have the page 18." というメッセージが表示されます。 

http://localhost:50000/Components/18
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図 11 

ページ ンデックスが見つからなかったことを示すメッセージ 

 

次の手順 

演習 3: ViewState の細かい制御 

 

演習 3: ViewState の細かい制御 

ASP.NET 4 Web フォームでは、Control クラスに ViewStateMode プロパテゖが新たに追加され、

ViewState をさらに細かく制御できるようになりました。新たな制御としては、ViewState を

ページ全体で無効にし、そのページのコントロールでは有効にできます。また、ViewState 

を全体的に有効にしておき、さまざまな箇所で個別に無効にすることもできます。ここでは、

このことをわかりやすく示すために、ViewState をページ単位に無効にしてから、3 つのコ

ントロールで有効にします。これはこれまで簡単にはできなかったことです。 

タスク 1 – コントロールの ViewState を無効にする 
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このタスクでは、ViewState を Default.aspx ではページ レベルで無効にし、ShoppingCart.ascx 

ではコントロール レベルで無効にします。これにより、以降の手順で、ViewState を細かく

制御できるようになります。 

1. Microsoft Visual Studio 2010 を管理者として起動します。[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] の順にクリックし、

[Microsoft Visual Studio 2010] を右クリックして、[管理者として実行] をクリック

します。 

2. %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\AspNetWebForms4\Source\Ex03-

ViewState\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 

WebFromsSampleApp.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。)  

メモ: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。 

この開始ソリューションは、変更を加えていない状態で「確認」で使用します。そ

のため、本来の開始ソリューションが変更されてしまわないように、コピーを使用

してください。 

 

3. Default.aspx ではページ レベルで ViewState を無効にします。これを行うには、

Default.aspx のマークゕップを開き、<% Page %> デゖレクテゖブに、以下の太字

コードを追加します。 

メモ: これにより、ページ内のすべての子コントロールの ViewState が無効になりま

す。ここからは、このページ内の必要なコントロールのみ ViewState を有効にする

ことによって、ViewState の細かい制御を活かす方法を説明します。 

 

ASP.NET (C#) 

<%@ Page Title="Home Page" Language="C#" MasterPageFile="~/UI.master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="Web フォーム

SampleApp._Default" EnableViewState="false" %> 

 

ASP.NET (VB) 

<%@ Page Title="Home Page" Language="Vb" MasterPageFile="~/UI.master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="WebFormsSampleApp._Default" 
EnableViewState="false" %> 
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4. 買い物カゴのユーザー コントロールで ViewState を無効にします。これを行うに

は、(UserControls フォルダーにある) ShoppingCart.ascx のマークゕップを開き、

<% Control %> デゖレクテゖブに、以下の太字コードを追加します。 

メモ: このコントロールの ViewStateMode を有効にしておくと、ページのレンダリ

ング中に大きな負荷がかかります。これを避けるため、このコントロールとそのす

べての子コントロールの ViewStateMode を無効にし、これらのコントロールを 

Session から処理します。 

 

ASP.NET (C#) 

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ShoppingCart.ascx.cs" 

Inherits="Web フォームSampleApp.UserControls.ShoppingCartControl" 

EnableViewState="false" %> 

 

ASP.NET (VB) 

<%@ Control Language="VB" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ShoppingCart.ascx.vb" 
Inherits="WebFormsSampleApp.UserControls.ShoppingCartControl" 
EnableViewState="false" %> 

 

 

 

タスク 2 – ViewState を子コントロールで細かく有効にする 

このタスクでは、いくつかの値 (現在のカテゴリ名、現在選択されているページ、ページの

総数など) を ViewState に格納する方法を変更します。たとえば、買い物カゴに項目を追加

するたびに、これらの値が ViewState に格納されて、ポストバック後にページの状態が正確

に保持される (同じカテゴリや同じページ番号) と便利です。 

ここでは、非表示のコントロールを 3 つ (値ごとに 1 つ) 作成し、それぞれのコントロールの 

ViewState を有効にして、ViewState を細かく使用します。その結果、Default.aspx ページで

は、これらのコントロールが ViewState に格納される唯一のフゖールドとなるため、ページ

全体のサズが減少し、ゕプリケーションのパフォーマンスが向上します。 

メモ: これまでは、これらの値を Default.aspx ページの ViewState に格納していましたが、

前のタスクでこの機能を無効にしたたため、このコントロールの ViewState コレクション

は使用できなくなりました。 
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1. 3 つの新しい非表示のフゖールドを追加して、Page の ViewState に格納されてい

た値を置き換えます。これを行うには、Default.aspx のマークゕップを開き、2 つ

目の <asp:Content> 要素に、以下の太字コードを追加します。 

メモ: ここでは、これらの非表示のフゖールドの ViewState を使用してポストバック

の間に値を保持しますが、(「演習 2: 双方向のルーテゖング サポートの有効化」で

説明したように) ASP.NET ルーテゖングによる URL に基づいてこれらの値を取得す

ることも可能でした。ただし、新しい ViewStateMode の機能について説明するた

めに、実践的な手法として、非表示のフゖールドを使用します。 

 

ASP.NET 

... 
<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
   <asp:HiddenField ID="CategoryNameState" runat="server" ViewStateMode="Enabled" /> 
   <asp:HiddenField ID="TotalPagesState" runat="server" ViewStateMode="Enabled" /> 
   <asp:HiddenField ID="SelectedPageState" runat="server" ViewStateMode="Enabled" /> 
   <asp:HiddenField ID="ShoppingCartState" ClientIDMode="Static" runat="server" /> 
... 

 

2. 買い物カゴの状態 (展開と折りたたみの状態)を格納する非表示フゖールドの 

ViewState を有効にします。これを行うには、ShoppingCartState の HiddenField の

宣言に、以下の太字コードを追加します。 

ASP.NET 

<asp:HiddenField ID="ShoppingCartState" ClientIDMode="Static" runat="server" 
 ViewStateMode="Enabled"/> 

 

 

タスク 3 – コードから ViewState の値を取得する 

このタスクでは、SelectedCategoryName、TotalPages、および SelectedPage の各プロパテゖ

の値をコードから取得および設定する方法を変更します。買い物カゴのコントロールの 

ViewState を無効にした結果として、ポストバックで毎回製品の ListView の再読み込みも必

要です。  

1. ViewState ではなく非表示フゖールドから値を取得および設定するために、

SelectedCategoryName、TotalPages、および SelectedPage の各プロパテゖの getter 

と setter の実装を置き換えます。これを行うには、Default.aspx フゔルを開き、

プロパテゖの現在の定義を、以下の太字コードに置き換えます。 
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(コード スニペット: ASP.NET 4 Web Forms Lab – GranularViewState Properties CSharp)  

C# 

public string SelectedCategoryName 
{ 
    get 
    { 
        if (this.CategoryNameState.Value == null) 
        { 
            this.CategoryNameState.Value = "Bikes"; 
        } 
 
        return this.CategoryNameState.Value; 
    } 
    set 
    { 
        this.CategoryNameState.Value = value; 
    } 
} 
 
public int TotalPages 
{ 
    get 
    { 
        if (TotalPagesState.Value == null) 
        { 
            TotalPagesState.Value = "0"; 
        } 
 
        return Convert.ToInt32(TotalPagesState.Value); 
    } 
    set 
    { 
        TotalPagesState.Value = Convert.ToString(value); 
    } 
} 
 
public int SelectedPage 
{ 
    get 
    { 
        if (this.SelectedPageState.Value == null) 
        { 
            this.SelectedPageState.Value = "1"; 
        } 
 
        return Convert.ToInt32(this.SelectedPageState.Value); 
    } 
    set 
    { 
        this.SelectedPageState.Value = Convert.ToString(value); 
    } 
} 

 



ページ 41 

(コード スニペット – ASP.NET 4 Web Forms Lab – GranularViewState Properties –VB ) 

VB 

Public Property SelectedCategoryName() As String 
    Get 
        If Me.CategoryNameState.Value Is Nothing Then 
            Me.CategoryNameState.Value = "Bikes" 
        End If 
 
        Return Me.CategoryNameState.Value 
    End Get 
    Set(ByVal value As String) 
        Me.CategoryNameState.Value = value 
    End Set 
End Property 
 
Public Property TotalPages() As Integer 
    Get 
        If TotalPagesState.Value Is Nothing Then 
            TotalPagesState.Value = "0" 
        End If 
 
        Return Convert.ToInt32(TotalPagesState.Value) 
    End Get 
    Set(ByVal value As Integer) 
        TotalPagesState.Value = Convert.ToString(value) 
    End Set 
End Property 
 
Public Property SelectedPage() As Integer 
    Get 
        If Me.SelectedPageState.Value Is Nothing Then 
            Me.SelectedPageState.Value = "1" 
        End If 
 
        Return Convert.ToInt32(Me.SelectedPageState.Value) 
    End Get 
    Set(ByVal value As Integer) 
        Me.SelectedPageState.Value = Convert.ToString(value) 
    End Set 
End Property 

 

2. 毎回のポストバックで、製品の ListView を再度読み込みます。これを行うには、

Default.aspx.cs フゔルを開き、Page_Load メソッド内で、ApplyProductsFilter メ

ソッドの呼び出しを、if (!IsPostBack) 条件句の外側に移動します。その結果、

Page_Load メソッドは以下のようになります。 

メモ: Default.aspx の ViewStateMode がページ レベルで有効になっていたため、(製

品の ListView を含む) そのすべての子コントロールでは、ViewState が既定で保存さ

れていました。毎回のポストバック時に製品を再度読み込む必要がなかったのはそ
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のためです。その結果、ユーザーにレンダリングされるページのサズがかなり増

加していました。 

 

(コード スニペット: ASP.NET 4 Web Forms Lab – Page_Load Method C#) 

C# 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (!IsPostBack) 
    { 
        this.SelectedCategoryName = GetCategoryName(); 
        this.SelectedPage = GetPageIndex(); 
    } 
 
    ApplyProductsFilter(); 
    CreatePagerLinks(); 
} 

 

(コード スニペット – ASP.NET 4 Web Forms Lab – Page_Load Method - VB) 

C# 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    If (Not IsPostBack) Then 
        Me.SelectedCategoryName = GetCategoryName() 
        Me.SelectedPage = GetPageIndex() 
    End If 
 
    ApplyProductsFilter() 
    CreatePagerLinks() 
End Sub 

 

メモ: ここでは、買い物カゴコントロールの ViewState が保存されていないため、毎

回のポストバックで (データベースに対して) ListView を再度読み込みます。 

現実のシナリオでは、製品の ListView の ViewState を格納することによってペロ

ードが増加することと、データベースとの新しいラウンド トリップを行って値を

再取得することを比較して、どちらが適切かを評価します。 

 

次の手順 

演習 3: 確認 
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演習 3: 確認 

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

確認 1 

この確認では、ゕプリケーションで ViewState を細かく制御することでページ サズが減少

するようすを確認します。また、いくつか注文を行い、いくつかカテゴリを参照して、最終

的に、ViewState を細かく制御した場合と、ページ レベルで ViewState が有効になっている

場合とで、レンダリングされるページ サズを比較します。後者の確認は、変更を加えて

いない、ViewState の細かい制御を実装していない状態の開始ソリューションを使用します。 

1. Web フォーム SampleApp プロジェクトの新しいンスタンスを開始します。そ

のためには、ソリューション エクスプローラーで Web フォーム SampleApp プロ

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

Instance] (新しいンスタンスを開始) をクリックします。 

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

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

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

 

 

図 12 
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既定のページ 

 

2. 各製品の隣に表示されているプラス記号 ( ) をクリックして、製品を 1 つ以上

買い物カゴに追加します。 

メモ: (ViewState を細かく制御する場合とそうでない場合の) 両方のゕプリケーショ

ンで同じ製品を追加して、整合性のある状態でページ サズを比較できるように

してください。 

 

 

図 13 

買い物カゴへの注文 

 

3. [CATEGORIES] ヘッダーにあるリンクをクリックして、1 つ以上のカテゴリに移動

します。 

メモ: (ViewState を細かく制御する場合とそうでない場合の) 両方のゕプリケーショ

ンで同じカテゴリを参照して、整合性のある状態でページ サズを比較できるよ

うにしてください。 
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図 14 

Component カテゴリの参照 

 

4. ViewState を細かく制御するように変更していない開始ソリューションを開き、

手順 1. ～ 3. をまったく同じように実行します。 

メモ: どちらのブラウザーでも、同じようにレンダリングされたページが表示さ

れ、はっきりした違いはありません。わずかな違いは、各ページの ViewState の格

納方法です。ViewState を細かく制御したページでは、ViewState を保存するバト

数が少なくなり、ユーザーにレンダリングされる HTML が軽量になります。 

 

5. 両方のページの HTML ソースを確認すると、両方のページの ViewState のエンコ

ード済み非表示フゖールドの長さが違うことがわかります。これを行うには、ブ

ラウザーの各ページを右クリックし、[View Source] (ソースの表示) をクリックし

ます。次の図に示すタグを探して、その長さを比較します。 

メモ:次の図は、両方のページの HTML ソースを示しています。上の HTML ソースは 

ViewState を細かく制御したページのもので、下の HTML ソースはページ レベルで 

ViewState を有効にしたページのものです。  
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この場合、ページは比較的小さく、両方のページのバト単位の差は、約 2 KB (ペ

ージ サズ全体の 10%) でした。ページが大きくなると、この差がさらに大きくな

り、ゕプリケーション全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことになります。 

 

 

図 15 
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両方の ViewState の値の長さの違い 

(上が ViewState を細かく制御したもの、下がページ レベルで ViewState を有効にした

もの) 

 

次の手順 

まとめ 

 

まとめ 

このラボでは、クラゕント ID が長くなるのを防ぐ ClientIDMode プロパテゖ、URL ルーテ

ゖングを有効にする PageRouteHanlder クラス、ViewState をさらに細かく制御する 

ViewStateMode プロパテゖなど、Web Forms 4.0 に導入された新機能と機能強化について学

習しました。 


