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概要 

Microsoft Visual Studio 2010 では、ASP.NET Web ゕプリケーションの開発向けに多くの新機能

を導入しています。こうした新機能の目標は、品質が高く、多くの機能を備えた Web ゕプ

リケーションを、迅速かつ容易に作成および配置できるよう、開発者を支援することです。 

Visual Studio 2010 では、HTML コード スニペットがサポートされるようになりました。この

ようなスニペットは、品質の高いコードを生成するための優れた手法です。Visual Studio に

は多くのスニペットが付属しており、また、開発者が独自のスニペットを作成することもで

きます。 

もう 1 つの新機能は、Web.config フゔルの配置用変換機能です。Visual Studio 2010 では、

多種多様な構成変換言語をサポートします。開発者は構成変換言語を使用して、接続文字列、

フゔルのパス、サービスのゕドレスなど、Web.config フゔルの要素を変更できます。 

Visual Studio 2010 の新しいパッケージ機能と配置機能により、ASP.NET Web ゕプリケーショ

ンの配置が容易になりました。Web ゕプリケーションは、ビルド コンピューター上の特定

の場所に (または ZIP フゔルにさえ) 簡単に発行でき、Visual Studio Web サーバーまたは 

Windows ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) のいずれかに簡単に配置できる

ようになりました。 

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 Web ゕプリケーションのページの開発に HTML コード スニペットを使用す

る 

 独自のカスタム HTML コード スニペットを作成および配置する 

 Web ゕプリケーションが複数の環境に配置されるときに、Web.config を作成して自

動変換する 

 ASP.NET Web ゕプリケーションの配置パッケージを作成して、Visual Studio 開発 Web 

サーバーまたは Windows IIS のいずれかにゕプリケーションを配置する 
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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。 

 Visual Studio 2010 での HTML コード スニペットの使用 

 Web.Config フゔルの配置用変換 

 Visual Studio 開発 Web サーバーへの Web ゕプリケーションのパッケージ化と配置 

 Windows IIS への Web ゕプリケーションのパッケージ化と配置 

 

ラボの推定所要時間: 60 分 

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 

 IIS 7.0 

 

 

セットアップ 

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

プを実行してください。 

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

 

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

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

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

クリプトを実行する必要があります。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx
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トレーニング キットの構成ウゖザードを以前に実行していなければ、実行します。こ

れには %TrainingKitInstallationFolder%\Labs\WebDevelopment\Souce\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。 

 

演習の教材 

このハンズオン ラボには次の教材が含まれています。 

 Visual Studio のソリューション: 演習には、ラボ演習の出発点として使用できる 

Visual Studio ソリューションを用意しています。ソリューションは、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-

HTMLCodeSnippets\begin\C# にあります。 

◦ HTMLLab.sln: 演習 1 から始まる各演習の出発点として使用するシンプルな 

Web ゕプリケーションを含むソリューションです。 

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。 

メモ: <ユーザー名> タグを含むすべてのパス参照は、このタグの名前の値をご使用

の環境に合わせて置き換えてください。 

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。 

 

次の手順 

演習 1: Visual Studio 2010 での HTML コード スニペットの使用 
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演習 1: Visual Studio 2010 での HTML コ

ード スニペットの使用 

この演習では、Visual Studio 2010 の HTML コード スニペットを使用する方法について学習し

ます。また、独自のカスタム HTML スニペットを作成する方法についても学習します。 

タスク 1 – HTML コード スニペットを使用して HTML ページに新しく ListView を追加する 

このタスクでは、既存の ASP.NET Web ゕプリケーションを開き、スニペットを使用して既存

の Web ページに ListView コントロールを追加します。 

1. [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。[File] (フゔル) メニュ

ーの [Open] (開く) をポントし、[Project/Solution] (プロジェクト/ソリューション) 

をクリックします。[Open Project] (プロジェクトを開く) ダゕログ ボックス

で、%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-

HTMLCodeSnippets\begin\C#\ にある HTMLLab.sln フゔルを選択します。 

2. ソリューション エクスプローラーで Default.aspx フゔルをダブルクリックして開

きます。ページ上のコードを調べます。ページには、ID が Products の GridView コ

ントロールがあります。 
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図 1 

Default.aspx 内の既存の GridView コントロール 

 

3. この Default.aspx ページに、ListView コントロールを追加します。GridView の終了タ

グ (</asp:GridView>) の後にカーソルを合わせ、Enter キーを押します。「<」を入力

すると、入力候補一覧が表示されます。 
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図 2 

入力候補一覧 

メモ: 各入力候補の横にある小さいゕコンは、入力候補の種類を示しています。 

   スニペット キーワードにもなる入力候補 

   スニペット キーワード 

   入力候補 

 

4. 入力候補から ListView を選択し、Tab キーを 2 回押して、スニペットを挿入します。 

 

図 3 

挿入されたスニペット 

 

5. 続行するには、レゕウトを追加して、一時プレースホルダーに配置する必要があ

ります。次のコードを入力して、LayoutTemplate を定義します。 

XML 

<LayoutTemplate> 
    <table id="itemPlaceholderContainer"> 
        <tr runat="server" id="itemPlaceholder"> 
        </tr> 
    </table> 
</LayoutTemplate> 
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図 4 

完成したスニペット 

メモ: このタスクでは "<" 文字を入力して入力候補一覧を表示しましたが、Ctrl キー

を押しながら J キーを押しても表示できます。また、Ctrl キーを押しながら K キー

を押し、Ctrl キーを押しながら X キーを押して、スニペット選択ツールを呼び出す

こともできます。次のように、スニペットがグループ単位に絞り込まれて表示され

るため、この方が速くなるかもしれません。 
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ASP.NET フォルダーを選択して Tab キーを押すと、ASP.NET 固有のスニペットの一

覧が表示されます。

 

この操作を中止するには、Esc キーを押します。現時点では、このページに他のコ

ントロールを追加しません。 

 

タスク 2 – カスタム HTML スニペットを作成する 

このタスクでは、Visual Studio 2010 IDE 内部で使用するための、カスタム HTML スニペット

を作成します。新しいコード スニペットでは、既定値を事前に設定した Label コントロール

を作成します。実装するカスタム スニペットはすべて、既知のデゖレクトリに XML フゔ

ルとして格納されます。 

1. Visual Studio 2010 で、[File] (フゔル) メニューの [New] (新規作成) をポントし、

[File...] (フゔル) をクリックして、[New File] (新しいフゔル) ダゕログ ボックス

を開きます。[New File] (新しいフゔル) ダゕログ ボックスで、カテゴリーから 

[General] (全般)、テンプレートから [XML File] (XML フゔル) を選択し、[Add] (開く) 

をクリックします。 

2. 既存のスニペットを使用して、スニペットの構造を作成します。XML エデゖターで、

Ctrl キーを押しながら K キーを押し、Ctrl キーを押しながら X キーを押して、スニ

ペットの一覧を表示します。 
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図 5 

スニペットの一覧 

 

3. 一覧から [Snippet] (Snippet) を選択します。フゔルに、XML コード スニペットが挿

入されます。 

 

図 6 

コード スニペットの XML 定義 
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4. 上図の XML 要素に次の値を指定します。 

フィールド 値 

Title (タトル) “Address Block” 

Shortcut (ショートカット) “AddrBlock” 

Description (説明) “XML snippet to create a quick address block.” 

 

スニペット選択ツールに表示されるスニペット名は、Title 値を使用します。入力候

補一覧では、Shortcut 値を使用してスニペットを選択します。 

5. <SnippetTypes> ノードの、SurroundsWith 値を含む最初の <SnippetType> XML 要素を

削除します。Expansion 値を含む <SnippetType> XML 要素は残します。 

6. <Declarations> XML ノード全体を削除します。 

7. <code> XML ノードを、それに含まれる CDATA 値も含めて <Snippet> XML 要素から削

除します。 

フゔル末尾の XML 要素を削除します。これらの手順を完了したスニペットは、次

のようになります。 

XML 

<CodeSnippet Format="1.0.0" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet"> 
  <Header> 
    <Title>Address Block</Title> 
    <Author>author</Author> 
    <Shortcut>AddrBlock</Shortcut> 
    <Description>XML Snippet to create a quick address block.</Description> 
    <SnippetTypes> 
      <SnippetType>Expansion</SnippetType> 
    </SnippetTypes> 
  </Header> 
  <Snippet> 
  </Snippet> 
</CodeSnippet> 

メモ: スニペットから削除した項目は、スニペットには必要のない機能を提供してい

ます。スニペットの属性の詳細については、MSDN の記事 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms171418.aspx) を参照してください。 
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8. <Snippet> 要素に次のコードを追加します (参考のため <Snippet> タグそのものも含

めています)。 

XML 

<Snippet> 
      <Code Language="html"> 
        <![CDATA[<label for="CustomerType">Customer Type:</label> 
   <select> 
   <option>Federal</option> 
   <option>State</option> 
   <option>Corporate</option> 
   <option>Residtential</option> 
   </select>  
   <br /> 
         
    <label>Name: </label> 
    <input id="name" name="name"/><br /> 
         
    <label >Address Line 1: </label> 
    <input id="AddressLine1" name="AddressLine1"/><br /> 
     
    <label>Address Line 2: </label> 
    <input id ="AddressLine2" name="AddressLine2"/><br /> 
     
    <label>City </label> <input id="City" name="City"/><br /> 
     
    <label>State </label><input id="State" name="State"/><br /> 
     
    <label >Zip Code </label>   <input id="zip" name="zip"/><br /><br /> 
       
      $end$]]> 
      </Code> 
</Snippet> 

 

これにより、ID が AddrBlock の Label コントロールが追加されます。 

9. エクスプローラーで、C:\Users\<ユーザー名>\Documents\ フォルダーを参照します。

C:\Users\<ユーザー名>\Documents\ フォルダーに、"Snippets" というサブフォルダー

を作成します。 

メモ: 環境にコード スニペットを配置する方法は 2 つあります。 

オプション 1: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Visual Studio 10\Code Snippets\Visual 

Web Developer\My HTML Snippets\ フォルダーに、XML を .snippet フゔルとして保

存します。Visual Studio がそれらのスニペットを自動検出し、使用可能にします。 
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オプション 2: 作成したスニペット XML を別の場所に .snippet フゔルとして保存

し、Code Snippets Manager (コード スニペット マネージャー) を使用して Visual 

Studio にこのスニペットを追加します。 

Code Snippets Manager (コード スニペット マネージャー) を使用して追加したスニペ

ットは、オート コンプリートの一覧には表示されません。 

 

10. [File] (フゔル) メニューの [Save As] (名前を付けて保存) をクリックします。[File 

Save As] (名前を付けてフゔルを保存) ダゕログ ボックスで、パスを C:\Users\<ユ

ーザー名>\Documents\Snippets フォルダーに変更します。フゔル名を「AddrBlock」

に変更して、[Save as type] (フゔルの種類) ボックスの一覧の [Snippet Files 

(*.snippet)] (スニペット フゔル (*.snippet)) をクリックし、[Save] (保存) をクリック

します。 

11. [Tools] (ツール) メニューの [Code Snippets Manager] (コード スニペット マネージャ

ー) をクリックするか、Ctrl キーを押しながら K キーを押し、Ctrl キーを押しながら 

B キーを押して、Code Snippets Manager (コード スニペット マネージャー) を起動し

ます。[Code Snippets Manager] (コード スニペット マネージャー) ダゕログ ボック

スが表示されます。 
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図 7 

Code Snippets Manager (コード スニペット マネージャー) 

 

12. [Language] (言語) ボックスの一覧から [HTML] (HTML) をクリックします。[Add] (追加) 

をクリックして、[Code Snippet Directory] (コード スニペット デゖレクトリ) ダゕ

ログ ボックスを開きます。 
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図 8 

コード スニペット フォルダーの追加 

 

13. [Code Snippet Directory] (コード スニペット デゖレクトリ) ダゕログ ボックスで、

作成したフォルダー (C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Snippets\) を参照し、[Select 

Folder] (フォルダーの選択) をクリックします。Snippets フォルダーが、スニペット

の場所の一覧に表示されます。 
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図 9 

スニペットの場所の一覧に追加された Snippets フォルダー 

 

演習 1: 確認 

Visual Studio 2010 からカスタム HTML スニペットを使用できること、およびスニペットで 

Label コントロールが正しくレンダリングされることを確認します。 

1. HTMLLab Web ゕプリケーションの Default.aspx ページのソース ビューを開きます。 

2. ID が Listview1 の ListView XML タグの最後にカーソルを合わせ、Enter キーを押して

新しい行を作成します。 

3. Ctrl キーを押しながら K キーを押し、Ctrl キーを押しながら X キーを押して、スニ

ペットの一覧を開きます。Code Snippets Manager (コード スニペット マネージャー) 

で追加した Snippets フォルダーも一覧に含まれているのがわかります。 
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図 10 

Snippets フォルダーを含むスニペットの一覧 

 

4. マウスを使用するか下方向キーを押して、一覧から [Snippets] (Snippets) を選択し、

Tab キーを押して、そのフォルダーで使用できるスニペットの一覧を表示します。 

 

図 11 

Snippets フォルダーのスニペットの一覧 

 

5. マウスを使用するか下方向キーを押して、[Address Block] (Address Block) スニペット

を選択し、Tab キーを押します。スニペットが展開され、ページに Address Block の

要素が追加されます。 
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図 12 

ページに展開された Address Block スニペット 

 

メモ: ここでは、スニペットのどの要素にもユーザー入力を指定しませんでしたが、

スニペットのビヘビゕーを指定するには、Declaration セクションを使用します。

指定したフゖールドがそれぞれ強調表示されるので、ユーザーはフゖールド間を 

Tab キーで移動して、完了したら Enter キーを押します。 

 

次の手順 

演習 2: Web.config フゔルの配置用変換 
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演習 2: Web.config フゔルの配置用変

換 

一般に、Web ゕプリケーションは、一連の環境を経てから運用環境に移行します。こうし

た一連の環境には、開発環境 (開発者のローカル コンピューター)、品質保証 (QA) 環境、ユ

ーザー受け入れテスト (UAT) 環境、ステージング環境、運用前環境などがあります。ゕプリ

ケーションがこれらの環境を移行していく中で、構成フゔルのさまざまな設定を変更しな

ければならなくなります。エンタープラズ規模のゕプリケーションの多くは、データベー

ス接続文字列、ログ保存先、フゔル ドロップ共有、サービス エンドポントのゕドレス

などを構成しなくてはなりません。 

Visual Studio 2010 には新しく Web.config 変換モデルが導入されています。このモデルを使用

し、コードの移行に MSDeploy を使用していると、ゕプリケーションの配置中に Web.config 

フゔルを自動的に変更できます。  

メモ: この演習のタスクを完了するには、演習 1 のすべてのタスクを完了するか、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex02-

TransformingWebConfig\begin\C#\HTMLLab フォルダーのソリューションを使用します。 

 

タスク 1 – Visual Studio 2010 でステージング構成を作成する 

1. 前の演習の最後に完成した HTMLLab Web ゕプリケーションを開きます。 

2. [Build] (ビルド) メニューの [Configuration Manager] (構成マネージャー) をクリックし

ます。[Configuration Manager] (構成マネージャー) ダゕログ ボックスが表示されま

す。 
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図 13 

Configuration Manager (構成マネージャー) 

 

3. [Active solution configuration] (ゕクテゖブ ソリューション構成) ボックスの一覧の 

[<New... >] (<新規作成>) をクリックすると、[New Solution Configuration] (新しいソリ

ューション構成) ダゕログ ボックスが表示されます。 

 

図 14 

[New Solution Configuration] (新しいソリューション構成) ダゕログ ボックス 

 

4. [Name] (名前) ボックスに「Staging」と入力し、[Copy settings from] (設定のコピー元) 

ボックスの一覧の [Release] (Release) をクリックします。[Create new project 
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configurations] (新しいプロジェクト構成を作成する) チェック ボックスはオンのま

まにします。ダゕログ ボックスは次のようになります。 

 

図 15 

新しい Staging 構成のソリューション構成 

 

5. [OK] をクリックします。[Close] (閉じる) をクリックして、[Configuration Manager] (

構成マネージャー) を閉じます。 

6. ソリューション エクスプローラーの Web.config フゔルの隣には展開可能なノード

であることが示されます。ノードをクリックしてツリー ビューを展開します。

Web.config 下には、Web.<構成>.config という名前付け規則に従った 2 つのフゔル

があります。 

 

図 16 

Debug 構成フゔルと Release 構成フゔル 

 

環境を移行するときに加える変更は、これらの差分フゔルに格納されます。既定

では、Web ゕプリケーションはすべて Debug 構成フゔルと Release 構成フゔル
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から差分の格納を開始します。Visual Studio では、開発者が作成する新しい構成向け

に、新たな変換を追加できます。 Web.config を右クリックして、[Add Config 

Transforms] (構成変換の追加) をクリックします。次のように、新しい Staging 構成フ

ゔルが自動的に追加されます。 

 

図 17 

追加された Staging 構成  

 

メモ: 右クリック メニューの [Add Config Transforms] (構成変換の追加) が無効になっ

ている場合は、ゕプリケーションを完全にリビルドしてください。 

 

 

タスク 2 – コードを追加して Web.config の値から EnvName のテキスト値に値を代入する 

このタスクを開始する前に、Default.aspx ページにラベルを追加して、環境変数を含める必

要があります。追加するラベルは次のようになります。 

XML 

Current Environment: <asp:Label ID="EnvName" Text="Environment Name" runat="server" /> 
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このタスクでは、Web.config フゔルから環境名を取得して、ラベルのテキスト属性に値を

代入する機能を追加します。 

1. HTMLLab Web ゕプリケーションの Web.config フゔルを開きます。 

2. 次の値を持つ <appSettings> XML 要素を追加します。 

XML    

<appSettings> 
    <add key="EnvironmentName" value="Development" /> 
</appSettings> 

 

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

ードの表示) をクリックします。 

4. Page_Load メソッドを探します。次のコードを追加して EnvironmentName キーの値

を取得し、EnvName ラベルのテキスト フゖールドに代入します。 

C# 

EnvName.Text = ConfigurationManager.AppSettings["EnvironmentName"]; 

 

5. ゕプリケーションを実行して、Development という文字が EnvName ラベルのテキス

トとして表示されることを確認します。 
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図 18 

追加された Staging 構成  

 

6. Web ブラウザーを閉じます。 

 

タスク 3 – Web.config ファイルにログ データベース接続文字列を追加する 

このタスクでは、ゕプリケーションのメッセージをデータベースにログ記録するために、デ

ータベースの接続文字列を追加します。 

1. HTMLLab Web ゕプリケーションの Web.config フゔルを開きます。 
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2. 次の値を持つ <connectionStrings> XML 要素を追加します。 

XML 

<connectionStrings> 
<add name="LoggingConnectionString" 
connectionString="server=(local);database=Logger;Integrated Security=SSPI;" 
providerName="System.Data.SqlClient"/> 
</connectionStrings> 

 

3. Web.config フゔルに変更を保存します。 

 

タスク 4 - ステージングのWeb.config で環境とログ接続文字列を変更する変換を作成する 

このタスクでは、ゕプリケーションが MSDeploy を使って配置されるときに Web.config のセ

クションを更新する変換を作成します。Web.config フゔルでは、Environment の値を 

"Staging" に更新し、接続文字列のサーバー名値を、QA サーバーを反映するように変更しま

す。 

1. 構成ごとの変換フゔルを表示するには、Web.config フゔルの隣にある記号をク

リックします。Web.Staging.config を開きます。 

2. 変換フゔルは XML フゔルで、Visual Studio が実行する操作 (追加、削除、更新) 

をノード、セクション、および属性で指定します。フゔルには、XML Document 

Transform 名前空間 (http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transform) への参照

を含みます。このスキーマには、Transform と Locator という 2 つの属性があります。

Transform は、ノードや属性に変更を加えます。Locator は Web.config の特定の変換

ノードや属性を検索する手法を提供します。 

メモ: Transform 属性と Locator 属性の詳細については、MSDN を参照してください。 

 

Staging 構成変換フゔルには、Web.config フゔルの system.web セクションへの変

更 (具体的には debug 属性の削除) を示すノードが既に存在しています。 

XML 

<?xml version="1.0"?> 
 
<configuration xmlns:xdt="http://schemas.microsoft.com/XML-Document-Transfrom"> 
 
... 
 
  <system.web> 
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    <compilation xdt:Transform="RemoveAttributes(debug)" /> 
  </system.web> 
</configuration> 

system.web ノードの下に次のコードを追加します。 

XML 

 <appSettings> 
  <add key="EnvironmentName" value="Staging" xdt:Transform="SetAttributes(value)" 
xdt:Locator="Match(key)" /> 
</appSettings> 

 

上記の変換では、配置時に、<appSettings> XML ノードの <EnvironmentName> ノード

を検索し、value 属性をここで定義する "Staging" に置き換えるよう MSBuild プロセス

に指示しています。 

3. 次のコードを追加して、<connectionStrings> XML 要素を同じように変換します。 

XML 

 <connectionStrings> 
  <add name="LoggingConnectionString" 
connectionString="Server=QADatabaseServer;Database=Logging;Integrated Security=SSPI" 
providerName="System.Data.SqlClient” xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(name)" /> 
</connectionStrings> 

 

このコードでは、サーバーへの connectionString が、ログ記録用に (local) から 

QADatabaseServer に変換されます。 

メモ:  

xdt:Transform="Replace": 最初に一致したノードを置き換えます。 

xdt:Transform="SetAttribute(attributeName)": 既存の属性の値を作成または変更しま

す。 

 

タスク 5 - 変換された Web.config ファイルをコマンド ラインから生成する 

このタスクでは、MSBuild コマンド ラン ツールを使用して、ビルドを作成し、ビルド処

理の一環として Web.config フゔルを Staging 構成に基づいて変換します。 

1. [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]、[Visual Studio Tools] (Visual Studio ツール) の順にクリックします。Visual 
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Studio コマンド プロンプトを起動するには、[Visual Studio 2010 Command Prompt] 

(Visual Studio コマンド プロンプト (2010)) をクリックします。 

2. HTMLLab のプロジェクト デゖレクトリに移動します。たとえば、演習 1 の開始ソリ

ューションを使用している場合は、次のように入力します。 

cd %TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-
HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab 

3. コマンド プロンプトで、次のように入力して MSBuild を起動します。 

MSBuild HTMLLab.csproj /t:TransformWebConfig /p:Configuration=Staging  

Enter キーを押します。 

MSBuild は、ゕプリケーションをビルドして、Staging の変換規則に従って 

Web.config フゔルを変換します。出力フゔルは、

HTMLLab\obj\Staging\TransformWebConfig\ フォルダーに格納されます。 
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図 19 

MSBuild の出力 

 

4. Visual Studio で、[File] (フゔル) メニューの [Open] (開く) をポントし、[File] (フゔ

ル) をクリックして、プロジェクト デゖレクトリから 

obj\Staging\TransformWebConfig フォルダーに移動します。Web.config フゔルを選

択し、[Open] (開く) をクリックします。 

Web.config フゔルで、EnvironmentName キーの値が Staging に変更され、接続文字

列が (local) から QADatabaseServer に更新されていることを確認します。 

XML 

<appSettings> 
    <add key="EnvironmentName" value="Staging" /> 
</appSettings> 
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<connectionStrings> 
     <add name="LoggingConnectionString"       
connectionString="Server=QADatabaseServer;Database=Logger;Integrated Security=SSPI;" 
providerName="System.Data.SqlClient"/> 
</connectionStrings> 

 

5. Web.config フゔルを閉じます。 

 

タスク 6 - 変換された Web.config ファイルを Visual Studio から生成する 

このタスクでは、Visual Studio でビルドを作成し、そのビルドの一環として Web.config フゔ

ルを変換します。 

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

[Properties] (プロパテゖ) をクリックします。 

2. プロジェクトのプロパテゖ ページで、[Package/Publish] (パッケージ/発行) タブをク

リックします。 

3. プロパテゖ ページの上部で、[Configuration] (構成) ボックスに [Active (Staging)] (ゕク

テゖブ (Staging)) が選択されていることを確認します。 

 

図 20 

Staging 構成が選択されていることを確認 

 

4. プロパテゖ ページの下部で、[Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP 

フゔルとして作成する) チェック ボックスをオフにします。 
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図 21 

[Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP フゔルとして作成する) チェ

ック ボックスをオフにする 

 

メモ: [Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP フゔルとして作成す

る) チェック ボックスがオンのままだと、同じビルドが行われても、新たな ZIP フ

ゔルが作成されます。 

 

パッケージの場所を指定します。 

 

 

図 22 

パッケージの場所 
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これは、変更された Web.config フゔルなど、Web ゕプリケーションの配置可能な

メージを含むパッケージが作成されるデゖレクトリです。 

5. エクスプローラーで、HTMLLab\obj\Staging\TransformWebConfig フォルダーに移動し

ます。Web.config フゔルがある場合は、削除します。 

6. Visual Studio で、[Project] (プロジェクト) メニューの [Create Package]をクリックしま

す。Web ゕプリケーションの配置パッケージがリビルドおよび作成されます。 

 

図 23 

[Create Package] (パッケージの作成) 

 

次の手順 

演習 2: 確認 
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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。 

1. Visual Studio 2010 で、[File] (フゔル) メニューの [Open] (開く) をポントし、[File] 

(フゔル) をクリックして、[Open File] (フゔルを開く) ダゕログ ボックスを開

きます。HTMLLab のプロジェクト デゖレクトリの obj\Staging\TransformWebConfig 

フォルダーに移動します。Web.config フゔルを選択し、[Open] (開く) をクリック

します。 

2. Web.config フゔルの EnvironmentName の値が Staging に変更されているのがわか

ります。 

XML 

<appSettings> 
    <add key="EnvironmentName" value="Staging" /> 
</appSettings> 

 

3. Web.config フゔルの接続文字列を探し、データベース サーバー名が 

QADatabaseServer に更新されていることを確認します。 

XML 

<connectionStrings> 
<add name="LoggingConnectionString" 
connectionString="Server=QADatabaseServer;Database=Logger;Integrated Security=SSPI;" 
providerName="System.Data.SqlClient"/> 
</connectionStrings> 

 

4. Web.config フゔルを閉じます。 

 

次の手順 

演習 3: Visual Studio 開発 Web サーバーへの Web ゕプリケーションのパッケージ化と配置 
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演習 3: Visual Studio 開発 Web サーバー

への Web ゕプリケーションのパッケ

ージ化と配置 

ほとんどの Web サトには、適切に機能するために多くの成果物とリソースが必要です。

それらをすべて適切に配置するのは、簡単なことではありません。Visual Studio 2010 では、

"Web パッケージ" という ZIP フゔルを作成できる新しい機能が導入されます。Web パッケ

ージとは、MSDeploy によってサーバーに配置すべきすべての資産とリソースを含む自己記

述型のエンテゖテゖです。 

この演習では、この新機能を使用して、Visual Studio 開発 Web サーバーに Web ゕプリケー

ションを配置します。 

メモ: この演習のタスクを完了するには、演習 2 のすべてのタスクを完了するか、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex03-

PackageDeployDevServer\begin\C#\HTMLLab フォルダーのソリューションを使用します。 

 

タスク 1 - プロジェクトのプロパティの発行ページを開いてパッケージを作成する 

このタスクでは、プロジェクトのプロパテゖ ページを開いて、使用可能な機能と設定をい

くつか確認します。 

1. HTMLLab プロジェクトを右クリックし、[Properties] (プロパテゖ) をクリックして、

プロジェクトのプロパテゖ ページを開きます。[Package/Publish]タブをクリックし

ます。 

2. [Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP フゔルとして作成する) チ

ェック ボックスがオフになっている場合は、オンにします。[Location where the 

package will be created] (パッケージが作成される場所) ボックスのパスを指定します。

これは、ビルド後にパッケージが格納される場所です。 
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図 24 

パッケージを ZIP フゔルとして作成することと出力パス 

 

3. エクスプローラーで、HTMLLab のプロジェクト デゖレクトリの obj フォルダーに移

動します。フォルダーがある場合は、フォルダーの内容をすべて削除します。 

4. ビルドのオプション メニューで、ゕクテゖブなビルドの構成が [Staging] (Staging) に

設定されていることを確認します。 

 

5. [Project] (プロジェクト) メニューの [Create Package] (パッケージの作成) をクリック

します。[Output] (出力) ウゖンドウで、ビルドと発行プロセスが正常終了すること

を確認します。 

 

図 25 
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ビルドと発行の正常終了 

 

6. エクスプローラーで、上記の [Location where the package will be created] (パッケージ

が作成される場所) ボックスに指定した相対パスに移動します。選択した構成用に

新しくフォルダーが作成されています。そのフォルダーをダブルクリックします。

Package フォルダーをダブルクリックして開きます。 

  

図 26 

パッケージ化された Web ゕプリケーション 

 

このフォルダーには次の項目が含まれています。 

◦ PackageTmp フォルダー: Web ゕプリケーションのビルドに必要なフゔルを

すべて含みます。このフォルダーの内容が Web パッケージ内にコピーされま

す。このフォルダーを使用して、パッケージのンクリメンタル ビルドが可

能になります。 

◦ HTMLLab.deploy.cmd: Web ゕプリケーションを配置先サーバーにンストール

するために生成されるバッチ フゔルです。 

◦ HTMLLab.parameters.txt: ンストールに関する情報を提供します。既定では、

[Destination ISS Application Path] (ターゲット ISS ゕプリケーション パス) ボッ

クスで指定されたパスをを指します。別の場所にパッケージをンストール

する場合は、このフゔル内のパスを変更します。 

◦ HTMLLab.DestManifest.xml: このフゔルには、HTMLLab.parameters.txt フゔ

ルと同じ機能がありますが、使用しないことをお勧めします。 

◦ HTMLLab.SourceManifest.xml: Visual Studio 内部でパッケージの作成に使用する

フゔルです。この演習では使用しません。 
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◦ HTMLLab.zip: 配置可能な Web パッケージです。 

 

メモ: 多くの場合、ゕプリケーションを配置するコンピューターは、パッケージを

ビルドしたコンピューターとは異なります。その場合、対象のコンピューターに移

す必要があるのは、ProjectName.deploy.cmd、ProjectName.parameters.txt、および 

ProjectName.zip の 3 つのフゔルです。 

 

 

 

タスク 2 – 配置用の Web サーバーを準備する 

このタスクでは、ゕプリケーションの配置先となる Web サーバー上に新しいゕプリケーシ

ョンを作成します。 

1. エクスプローラーで、"C:\HTMLWebApp" という新しいフォルダーを作成します。 

2. [スタート] ボタンをクリックして、[フゔル名を指定して実行] をクリックします。

[名前] ボックスに「inetmgr」と入力し、Enter キーを押してンターネット ンフ

ォメーション サービス (IIS) マネージャーを起動します。 

3. 左側の [接続] ツリー ビューで、ローカル コンピューターのノードを展開します。

そのノードの [サト] ノードを展開します。Web サトの一覧が表示されます。 

 

図 27 

ローカル Web サトの一覧 

 

4. [Default Web Site] を右クリックし、[ゕプリケーションの追加] をクリックします。 
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5. [ゕプリケーションの追加] ダゕログ ボックスで、[エリゕス] を "HTMLWebApp" 

に、[物理パス] を "C:\HTMLWebApp" に設定します。物理パスは、パッケージの配置

先の場所として指定します。[OK] をクリックしてダゕログ ボックスを閉じます。 

 

図 28 

ゕプリケーションの追加 

 

6. IIS マネージャーで、[HTMLWebApp] Web ゕプリケーションを右クリックし、[ゕプ

リケーションの管理] をポントして、[詳細設定] をクリックします。[詳細設定] ダ

ゕログ ボックスが表示されます。 

 

図 29 
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Web ゕプリケーションの詳細設定 

 

[ゕプリケーション プール] は DefaultAppPool に設定されています。 

7. [ゕプリケーション プール] をクリックし、[DefaultAppPool] の横のボタンをクリック

すると、[ゕプリケーション プールの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

 

図 30 

ゕプリケーション プールの選択 

 

8. [ゕプリケーション プール] ボックスの一覧の [ASP.NET v4.0] をクリックします。[OK] 

をクリックして、[ゕプリケーション プールの選択] ダゕログ ボックスを閉じます。

[OK] をクリックして、[詳細設定] ダゕログ ボックスを閉じます。 

 

タスク 3 - パッケージを配置する 

このタスクでは、前のタスクで作成した Web ゕプリケーションのパッケージを配置します。 

1. 先ほど指定した物理パスにパッケージを配置する場合は、

HTMLLab.SetParameters.xml フゔルを変更する必要があります。エクスプローラー

で HTMLLab.SetParameters.xml フゔルを選択して、Visual Studio で開きます。現在

のフゔルの内容は次のように表示されます。 

XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<parameters> 
  <setParameter name="IIS Web Application Name" value="Default Web Site/HTMLLab_deploy" /> 
  <setParameter name="ConnectionString LoggingConnectionString" 
value="Server=QADatabaseServer;Database=Logging;Integrated Security=SSPI" /> 
</parameters> 
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ISS Web Application Name 要素を次のように置き換えます。 

XML 

<setParameter name="IIS Web Application Name" value="C:\HTMLWebApp" /> 

 

メモ: HTMLLab.SetParameters.xml フゔルは、HTMLLab プロジェクトの 

obj\Staging\Package\ フォルダーにあります。 

 

2. [File] (フゔル) メニューの [Save] (保存) をクリックして、

HTMLLab.SetParameters.xml フゔルを保存します。 

3. 次に、Trial (試用) モードでゕプリケーションを配置します。 

メモ: Trial (試用) モード、または What If モードでは、実際の配置は行われません

が、パッケージをンストールした場合に何が起こるかを把握することができ、パ

ッケージを開発チームやサーバー管理者に引継ぐ場合に非常に便利です。受け取っ

たチームや管理者も、What If モードでパッケージを実行して、サーバーへの影響

を確認できます。 

 

[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[Microsoft Visual Studio 

2010]、[Visual Studio Tools] (Visual Studio ツール) の順にクリックします。[Visual 

Studio 2010 Command Prompt] (Visual Studio コマンド プロンプト (2010)) をクリックし

て、コマンド プロンプトを開きます。 

4. コマンド プロンプトに次のように入力して、現在のデゖレクトリを C:\Program 

Files\IIS\Microsoft Web Deploy\ に変更します。 

 cd "C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy\"  

5. HTMLLab.deploy.cmd バッチ フゔルを、/t (Trial) フラグを指定して実行します。た

とえば、演習 1 の HTMLLab プロジェクトを使用している場合は、次のように入力し

ます。 

 "%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-
HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab\obj\Staging\Package\HTMLLab.deploy.cmd" /t  
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図 31 

Trial (試用) モードでの配置コマンド バッチ フゔルの実行 

 

6. Trial (試用) 配置の出力を確認します。 

 

図 32 

Trial (試用) 配置の結果 

 

MSDeploy によって、指定した場所に 5 つのフゔルが追加されています。 
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7. この HTMLLab.deploy.cmd バッチ フゔルを再実行して、配置を行います。今度は、

/t (Trial) フラグを削除し、次のように /y (Yes) フラグに置き換えて入力します。 

 "%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-
HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab\obj\Staging\Package\HTMLLab.deploy.cmd" /y 

 

図 33 

Yes モードでの配置コマンド バッチ フゔルの実行 

 

8. 配置の出力を確認します。 

 

図 34 
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Yes 配置の結果 

 

MSBuild によって、指定した物理場所にパッケージが配置されています。 

 

図 35 

配置された Web ゕプリケーション パッケージ 

 

次の手順 

演習 3: 確認 

 

演習 3: 確認 

この確認では、Web ゕプリケーションが正常に配置されることを検証します。 

1. IIS マネージャーで、[HTMLWebApp] Web ゕプリケーションを右クリックし、[コン

テンツ ビューに切り替え] をクリックします。HTMLWebApp のコンテンツ ビューが

表示されます。 
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図 36 

HTMLWebApp のコンテンツ ビュー 

 

2. Default.aspx フゔルを右クリックして、[参照] をクリックします。 

3. HTMLWebApp の Default.aspx ページが読み込まれることを確認します。 

 

図 37 

配置された Web ゕプリケーション 
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次の手順 

演習 4: IIS への Web ゕプリケーションのパッケージ化と配置 

 

演習 4: IIS への Web ゕプリケーション

のパッケージ化と配置 

前の演習では、Visual Studio 開発 Web サーバーに Web ゕプリケーションを配置しました。

この演習では、同じ Web ゕプリケーションを IIS に配置します。この演習を完了するには、

Visual Studio を管理者として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

ーの [Visual Studio 2010] ゕコンを右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

メモ: この演習のタスクを完了するには、演習 3 のすべてのタスクを完了するか、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex04-

PackageDeployIIS\begin\C#\HTMLLab フォルダーのソリューションを使用します。 

 

タスク 1 - プロジェクトのプロパティの発行ページを開いて Web アプリケーションが IIS を

使用するように設定しパッケージを作成する 

このタスクでは、プロジェクトのプロパテゖ ページを開いて、IIS を使用するように Web ゕ

プリケーションを設定し、使用可能な機能と設定をいくつか確認します。 

1. エクスプローラーで、"C:\HTMLLab" という新しいフォルダーを作成します。 

2. Visual Studio で、HTMLLab プロジェクトを右クリックし、[Properties] (プロパテゖ) 

をクリックして、HTMLLab プロジェクトのプロパテゖ ページを開きます。 

3. [Web] (Web) タブをクリックします。 

4. プロパテゖ ページの [Server] (サーバー) セクションで、[Use Local IIS Web Server] (ロ

ーカル IIS Web サーバーを使用する) をクリックします。 
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図 38 

ローカル IIS サーバーを使用するためのWeb ゕプリケーションの設定 

 

5. [Create Virtual Directory] (仮想デゖレクトリの作成) をクリックして、IIS のローカル 

ンスタンスに仮想デゖレクトリを作成します。 

6. [Package/Publish] (パッケージ/発行) タブをクリックします。[Web Deployment Tool 

Settings] (Web 配置ツールの設定) セクションで、[Include all IIS settings for this web 

project as configured in IIS Manager] (この Web プロジェクトのすべての IIS 設定を IIS 

マネージャーで構成済みとして含める) チェック ボックスがオフになっていること

を確認します。 

 

図 39 

オフになっている IIS 設定 

 

このチェック ボックスをオンにすると、Web ゕプリケーションのすべての IIS 設定

が MSBuild によってパッケージ化されます。 

7. [Include all IIS settings for this web project as configured in IIS Manager] (この Web プロジ

ェクトのすべての IIS 設定を IIS マネージャーで構成済みとして含める) チェック ボ
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ックスと、[Include Application Pool settings used by this web] (この Web で使用するゕ

プリケーション プールの設定を含める) チェック ボックスをオンにします。 

8. [Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP フゔルとして作成する) チ

ェック ボックスをオンにします。[Location where the package will be created] (パッケ

ージが作成される場所) ボックスのパスを指定します。これは、ビルド処理によっ

てパッケージが作成される場所です。 

9. [Physical path of the web on the destination server (used only when IIS Settings are 

included for deployment)] (配置先サーバーの Web の物理パス (配置に IIS 設定が含め

る場合にのみ使用)) ボックスに、C:\HTMLLab\ を指定します。 

 

図 40 

パッケージを ZIP フゔルとして作成することと出力パス 

 

10. ゕクテゖブ構成が Staging に設定されていることを確認し、[Project] (プロジェクト) 

メニューの [Create Package] (パッケージの作成) をクリックします。[Output] (出力) 

ウゖンドウで、ビルドと発行プロセスが正常終了することを確認します。 
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図 41 

ビルドと発行の正常終了 

 

11. エクスプローラーで、上記の [Location where the package will be created] (パッケージ

が作成される場所) ボックスに指定した相対パスに移動します。たとえば、演習 1 

の HTMLLab プロジェクトを使用している場合、

%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-

HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab\obj フォルダーに移動します。 

12. 選択した構成 (Staging) のフォルダーが作成されていることを確認し、ダブルクリッ

クします。そのフォルダーに、新しく Package フォルダーが作成されます。Package 

フォルダーをダブルクリックして開きます。 

 

図 42 

パッケージ化された Web ゕプリケーション 

 

このフォルダーには、前の演習と同じ項目が含まれています。 
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タスク 2 - パッケージを配置する  

このタスクでは、前のタスクで作成した Web ゕプリケーションのパッケージを配置します。 

1. [スタート] ボタンをクリックして、[フゔル名を指定して実行] をクリックします。

[名前] ボックスに「inetmgr」と入力し、[OK] をクリックしてンターネット ンフ

ォメーション サービス (IIS) マネージャーを起動します。 

2. 左側の [接続] ツリー ビューで、ローカル コンピューターのノードを展開します。

そのノードの [サト] ノードを展開します。 

 

図 43 

ローカル Web サトの一覧 

 

3. [Default Web Site] ノードを展開します。HTMLLab Web ゕプリケーションが一覧にあ

ることを確認します (このゕプリケーションは、前のタスクで [Create Virtual 

Directory] (仮想デゖレクトリの作成) をクリックしたときに作成されました)。 

 

図 44 

作成された HTMLLab 仮想デゖレクトリ 

 

4. 次に、Trial (試用) モードでゕプリケーションを配置します。 
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メモ: Trial (試用) モード、または What If モードでは、実際の配置は行われません

が、パッケージをンストールした場合に何が起こるかを把握することができ、パ

ッケージを開発チームやサーバー管理者に引継ぐ場合に非常に便利です。受け取っ

たチームや管理者も、Trial モードでパッケージを実行して、サーバーへの影響を確

認できます。 

 

[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[Microsoft Visual Studio 

2010]、[Visual Studio Tools] (Visual Studio ツール) の順にクリックします。[Visual 

Studio 2010 Command Prompt] (Visual Studio コマンド プロンプト (2010)) を右クリック

し、[管理者として実行] をクリックして、コマンド プロンプトを起動します。 

5. コマンド プロンプトに次のように入力して、現在のデゖレクトリを C:\Program 

Files\IIS\Microsoft Web Deploy\ に変更します。 

 cd "C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy\"  

6. HTMLLab.deploy.cmd バッチ フゔルを、/t (Trial) フラグを指定して実行します。た

とえば、演習 1 の HTMLLab プロジェクトを使用している場合は、次のように入力し

ます。  

 "%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-
HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab\obj\Staging\Package\HTMLLab.deploy.cmd" /t  

 

図 45 

Trial (試用) モードでの配置コマンド バッチ フゔルの実行 
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7. Trial (試用) 配置の出力を確認します。 

 

図 46 

Trial (試用) 配置の結果 

 

この場合、MSDeploy によって、サーバーに 9 つの変更が加えられることがわかりま

す。 

8. この HTMLLab.deploy.cmd バッチ フゔルを再実行して、配置を行います。今度は、

/t (Trial) フラグを削除し、次のように /y (Yes) フラグに置き換えます。たとえば、演

習 1 の HTMLLab プロジェクトを使用している場合は、次のように入力します。 

 "%TrainingKitInstallFolder%\Labs\WebDevelopment\Source\Ex01-
HTMLCodeSnippets\begin\C#\HTMLLab\obj\Staging\Package\HTMLLab.deploy.cmd" /y 
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図 47 

Yes モードでの配置コマンド バッチ フゔルの実行 

 

9. 配置の出力を確認します。 

 

図 48 

Y 配置の結果 

 

MSBuild によって、指定した物理場所にパッケージが配置されています。 
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次の手順 

演習 4: 確認 

 

演習 4: 確認 

この確認では、Web ゕプリケーションが正常に配置されることを検証します。 

1. IIS マネージャーで、[Default Web Site] を右クリックして [コンテンツ ビューに切り

替え] をクリックし、ウゖンドウの右側にある [操作] ウゖンドウで [最新の情報に更

新] をクリックします。 

2. [Default Web Site] の下に [HTMLLab_deploy] デゖレクトリが表示されるようになりま

す。 

3. [HTMLLab_deploy] ゕプリケーションを選択します。[HTMLLab_deploy] ゕプリケーシ

ョンのコンテンツ ビューが次のように表示されます。 

 

図 49 

HTMLLab_deploy のコンテンツ ビュー 

 

4. Default.aspx フゔルを右クリックして、[参照] をクリックします。 

5. HTMLLab_deploy ゕプリケーションの既定のページが表示されることを確認します。

. 
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図 50 

配置された Web ゕプリケーション 

 

次の手順 

まとめ 

 

まとめ 
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このラボでは、HTML スニペットを使用して Web 開発時間を短縮する方法と独自のカスタム 

スニペットを作成する方法について学習しました。Web ゕプリケーションがさまざまな環

境に移行されていく中で、ゕプリケーションの Web.config フゔルを適切に変換する、XML 

変換フゔルも作成しました。最後に、ASP.NET Web ゕプリケーションの新しいパッケージ

化機能と発行機能について学習しました。 


