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1 章 － はじめに
TD Mobile で開発できるアプリケーションは、ブラウザで操作するウェブベースのアプリケーションです。アプリ
ケーションの機能は、クライアントサイド（ブラウザ）とサーバーサイド（ウェブサーバー）で異なります。ブラウザと
ウェブサーバー間の通信は、AJAX コール、およびバインディング（サーバーから、およびサーバーへのデータフ
ローを管理するデータオブジェクト）で行います。

インストール
TD Mobile は Windows 7 以降の OS がインストールされているパソコンで利用できます。また、.NET4.5 と IIS
Express が必要になりますが、それらは TD Mobile のインストーラーからインストールされます。
アプリケーションを利用するには、IIS ウェブサーバー（TD Mobile アプリケーションのホストコンピューター）に
Team Developer .NET ランタイムがインストールされている必要があります。
デバッグ時には自動的にデフォルトのブラウザが起動します。ご利用のブラウザが Internet Explorer の場合
は、バージョン 11 以降をご利用ください。
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2 章 － IDE
TD Mobile は、高度な WPF（Windows Presentation Foundation）を活用して C＃言語で記述された新型の
IDE（統合開発環境）です。Windows 8 のような画面デザインと操作性、そして革新的なコンセプトを持ちながら
も、プログラマーが慣れ親しんだ画面デザインで、戸惑うことのない操作性も備えています。IIS Express は TD
Mobile とともにインストールされ、アプリケーションの開発用サーバーとしても利用します。

コマンドラインモード
コマンドラインモードで操作する場合、最初のコマンドライン引数を “batch” にする必要があります。
構文例は以下のようになります：
Gupta.TD.IDE.exe batch <args> <path_to_apx>
<args>に入る引数は主に以下の 2 つです：
-c：

アプリケーションをコンパイルする。

-p：

アプリケーションを公開する。このコマンドを実行すると、コンパイルも行われます。

「-p」を選んだ場合、その後に引数を追加できます。
-pusr：

ユーザー名

-ppwd：

ユーザーパスワード

-prsv：

サーバー名

-psrvpath： ファイルコピー先のサーバーのパス

ペイン構成
アウトラインペイン
TD Mobile IDE の最大の特徴は「アウトライン機能」で、従来の Team Developer にあったアウトライン機能と
も類似しています。画面デザインと操作性は従来の TD アプリケーションのアウトライン機能に類似し、Team
Developer を利用しているエンジニアも、すぐに新型 IDE を使いこなせます。カット、コピー、ペースト、ノードの
選択、コメントの挿入と解除、ノードの移動、検索などのショートカットキーは、新しい IDE と Team Developer で
共通です。
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Team Developer と TD Mobile の違いは、ノードを表すアイコンのみです。TD Mobile のアイコンはひし形では
なく、三角形を利用しています。アウトラインペインで作業をしているときは、アウトラインタブが通常のリボンタブ
に表示されます。アウトラインタブには、ノードの移動やノードへのコメントの挿入などを行うボタンが配置されて
います。詳細は「リボンバー」を参照してください。
アプリケーションペイン
TD Mobile の IDE では、アプリケーションペインをエクスプローラーとしてソースファイルなどを複数の表示形式
から選べます。これにより、類似したオブジェクトのグループを以下の表示モードで表示できます。


オブジェクト一覧での表示



大きなアイコンでの表示



アウトラインでの表示



その他の表示形式も追加予定

リストモードでの表示
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アイコンモードでの表示

ツリーモードでの表示

アプリケーションペイン上でアプリケーションオブジェクトの名前と説明欄を直接編集でき、プログラムの全体に
影響するオブジェクトは、ライブラリ間で簡単に移動できます。アプリケーションペインの表示形式は今後、さらに
バリエーションを増やす予定です。
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アプリケーションペイン上の項目を修正する：


アプリケーションに新規のオブジェクトを追加する場合は、ツールバー左上の、プラスの記号が付いたア
イコンをクリックしてください。



アプリケーションからオブジェクトを削除する場合は、リストから削除するオブジェクトを選び、ツールバー
の左から 2 番目の、マイナスの記号が付いたアイコンをクリックしてください。



最上位のオブジェクトを別のライブラリに移動する場合は、リストから移動するオブジェクトを選び、ツー
ルバーの左から 3 番目の、矢印のアイコンをクリックしてください。矢印のアイコンをクリックすると、選ん
だライブラリがドロップダウンリストで表示されます。ライブラリのリストからオブジェクトをひとつ選ぶと、
そのオブジェクトがファイルに移動します。



ライブラリのアプリケーションペインでは、新規ライブラリ作成のボタンがツールバーに表示されます。
Add ボタンをクリックして、ライブラリを追加します。

ウェブページペイン（アウトライン、レイアウト、プレビュー）
ウェブページペインでは、ウェブページのコード編集を行います。また、ページのレイアウト編集を実際のデザイ
ンを見ながら行えます。ウェブページペインでは、ドラッグアンドドロップの操作ができ、ステータス依存のプロパ
ティウィンドウを利用できます。さらに、画面をウェブページごとの編集や、クライアント言語の変更もできます。ウ
ェブページペインを表示させるには、画面左のエクスプローラーにある、ウェブページのアプリケーションを選び
ます。ペインの下にはタブが表示されます。1 番目のタブには、アウトラインの形式でウェブページのコードが表
示されます。ここで、このウェブページに対するクライアントサイドとサーバーサイドのロジックを編集できます。
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2 番目のタブにはレイアウトペインが表示され、ウェブページのレイアウトがペインに表示されます。
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3 番目のタブ（プレビュー）には、ウェブページの実際のレイアウトが表示されます。表示されるレイアウトは、
Internet Explorer 上のレイアウトに準拠しています。
レイアウトペインで作業をしているときは、レイアウトタブが通常のリボンタブに表示されます。レイアウトタブには、
ページを操作するツールボックスや画面を切り替えるボタンなどが配置されています。詳細は「リボンバー」を参
照してください。
4 番目のタブには、ページのコントロールについてのキャプションリストが表示されます。

コンテキストの言語は、IDE の「言語」を元にします。つまり、レイアウトリボンタブにある言語コンボボックスを使
って IDE の言語を変更すると、自動的にこのページも新しい言語が反映されます。現在のページで設定された
ディスプレイごとにキャプションが用意されます。上記のイメージでは、CompanyDetails ページに対する携帯電
話ディスプレイにだけキャプションが表示されます。
レポートレイアウトペイン
レポートレイアウトペインはウェブレポートの表示レイアウトをデザインするために使用します。このペインには、
次の 3 つのサブペインが含まれます。
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レポートオブジェクト: レポートを構成するデータおよび機能を表すツリー構造を表示



レイアウト: レポートの表示レイアウト



プロパティ: レイアウトペインで現在選択されている要素のプロパティを表示

ウェブレポートの使用方法等の詳細については、ウェブレポートヘルプを参照してください。

統合ライブラリシステム
Team Developer のライブラリでは、インクルードするコードファイル（.apl）を外部のライブラリシステムとして対
応していましたが、この場合インクルードされたファイルの編集が制限されます。従来の Team Developer のラ
イブラリでは、インクルードされたファイルを見ることはできますが、読み取り専用のため IDE のコピーを作成し
てから編集する必要がありました。
TD Mobile の IDE では、すべてのライブラリのコードがシームレスに表示され、編集が可能な、統合ライブラリ
システムを採用しています。保存をクリックすると、ファイル全体の更新内容が一度に保存されます。コードオブ
ジェクトのファイル間移動も、クリックするだけで簡単にできます。

アプリケーションに含まれるライブラリは、画面左のエクスプローラーのファイルノード直下に表示されます。
ファイルが更新されると、ファイルアイコンの表示が変わります。例えば、ファイルを編集するとファイル名の左下
に黄色の円が表示されます。ファイルが見つからない場合や、形式が異なる場合は、赤色の円が表示されま
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す。

TD Mobile の IDE 以外の環境でライブラリを変更した場合は、オレンジ色の円が表示されます。
アプリケーションペイン内のファイルノードをクリックすると、ライブラリーリストビューペインが表示されます。ライ
ブラリーリストビューペインではファイルの名前、パスなどが表示され、リストビューツールバーには新規ライブラ
リを作成するボタンと、ライブラリの追加、削除をするボタンが配置されています。

TD Mobile で開発をしていると、どのライブラリにどのアプリケーションオブジェクトがあるか分からない場面も多
いでしょう。それは、オブジェクト同士がスムーズに統合されているためかもしれません。しかし、ウェブページ、
プログラム全体に影響する機能、スタイルシートそれぞれのアプリケーションペインでは、オブジェクトがどのライ
ブラリにあるかが分かります。リストビューからオブジェクトを選び、リストビューツールバー上の右矢印をクリック
すると、オブジェクトを別のライブラリへ移動できます。
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TD Mobile はテキスト形式の Team Developer ライブラリ（.APL）に対応しています。ライブラリーリストビューペ
インの「fx+」ボタンをクリックし、ファイル選択ダイアログボックスから APL ファイルを選びます。ただし、TD
Mobile アプリケーションに対応している下記のようなオブジェクトのみ利用できます。


関数クラス



内部のプログラム全域に影響する機能



定数



グローバル変数

GUI クラスの定義、フォームウィンドウ、名前付きメニューなどのセクションは非対応のため、無視されます。
APL ファイルを TD Mobile で保存する場合は、非対応のセクションは保存されず、データは失われます。APL
ファイルを TD Mobile アプリケーションに含める前に、バックアップファイルを作成することを強くおすすめしま
す。

新たなファイル形式（.apx）
TD Mobile は、XML ベースの新たなファイル形式（拡張子：.APX）を導入しています。XML 形式にすることで、
ファイルの閲覧や TD Mobile 以外の環境でのファイル編集、アプリケーション間の比較、結合、操作が容易にな
ります。TD Mobile のデフォルトでない部分のみを保存するロジックを利用しているので、ファイル容量を大幅に
小さくできます。
古いテキスト形式のファイル（.APL）でも、TD Mobile アプリケーションのライブラリに含めて編集できます。ただ
し、古い形式のオブジェクト（フォーム、ダイアログ、GUI クラスなど）は IDE では表示されず、編集はできません。
また、新規ウェブページは、テキスト形式のライブラリに保存できません。

16

TD Mobile の IDE が APX ファイルを読み込むたびに、TD Mobile の IDE はそのファイルを XML スキーマ
定義（.xsd）との認証を行います。読込ごとに認証を行うので、ファイルの健全性と一貫性が保たれます。読み込
んだファイルがスキーマに合致しない場合、読み込み中に IDE の出力ウィンドウにエラーが表示されます。

進化した検索/置換機能
TD Mobile の IDE は、検索/置換（Find/Replace）機能が使いやすくなっています。Team Developer の IDE
のようなファイル単位の作業ではなく、新しくなった検索機能では検索結果をドッキング可能なペインに一度に表
示します。検索結果の行をクリックすると、アウトラインペインに該当箇所がハイライトで表示されます。
結果ペインは並べ替えやフィルタリングができ、検索範囲の指定（現在のペインの範囲内、選択されている範囲、
アプリケーション全体など）や大文字/小文字を区別した検索ができます。検索はバックグラウンドで行われ、検
索中も IDE を利用できます。

SalXML 関数
SalXMLSerializeUDV
SalXMLSerializeUDV (sUDV, sFilename, nWriteStyle)
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XML 形式ファイルにユーザー定義変数（UDV）または配列の内容を書き込みます。
出力ドキュメントのルート要素の名前は、最初のパラメーターで参照された UDV または配列名です。UDV のク
ラス定義は属性として含まれます（例えば、class="myClass"）。他の要素名は UDV におけるインスタンス変数
名と同じです。配列は、配列名と同じ名称をもつ要素の中や、"index=0"、index="1"などの属性を持った
「arrayEntry」と名づけられた一連の要素の中で定義されています。関数呼び出しの主な対象や UDV 内部に
含まれる配列としてであっても、多次元配列はサポートされていません。処理は継続しますが、配列はシリアル
化されず、エラーが発生します。
UDV は、プリミティブデータ型（数値、文字列、日付/時間）とネストされたインスタンス変数 UDV を合わせて格
納できます。クラス変数はシリアル化されていません。ネストのすべてのレベルが出力ファイルに表現されます。
プロパティ「シリアル化」に TRUE または FALSE を指定するために、UDV のクラス定義を編集するとき、特定
の変数が XML 出力に含まれているかどうかは設計時に決定されます。
また、SAL のビルトイン・プリミティブデータ型は、XML でサポートされているものより分化されていません。（例
えば、SAL の「Number 型」変数は、Integer 型、float 型、decimal 型、double 型を含みます。）このため、設計
時に、特定の XML データ型とシリアル化される各プリミティブ変数の関連付けを指定する必要があります。クラ
ス定義内のインスタンス変数にフォーカスがあるときに、XML データ型やシリアル化プロパティは、コーディング
アシスタント、アクティブコーディングアシスタント、または右クリックした際に表示されるコンテキストメニューから
設定できます。
sUDV パラメーターがスコープ内にある UDV または配列を実行時に評価しないと、エラーが発生します。
エラーが発生した場合、この関数は FALSE を返します。その後、エラー内容を取得するために
SalXMLGetLastError を呼び出すことができます。
パラメーター
sUDV

オブジェクト シリアル化される UDV。

sFilename

文字列 シリアル化された XML を含むファイルのパスと名称。ファイルが既にある場合、警
告なしで上書きされます。

nWriteStyle

数値 書き出し対象がデータ、スキーマ、およびそれら両方かを指定する定数

XML 定数

値

XML_DocAndSchema

0

XML ドキュメントとスキーマを書き込みます。

XML_Document

1

XML ドキュメントのみ書き込みます。

XML_Schema

2

XML スキーマのみ書き込みます。

戻り値
ブーリアン: 関数が正常に実行されたときは TRUE
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説明

注意

この関数は、完全なUDV（部分的なUDVでない）を処理できます。そのため、関数の最初のパラメーター
で宣言されたオブジェクトは、別のUDV内のインスタンス変数にすることができません。このオブジェクト
は、ウィンドウ変数、グローバル変数、またはローカル変数として宣言する必要があります。UDVがそれ
ぞれ内部でネストされているので、部分的なUDVをシリアル化しようとすると、エラーが表示されます。し
たがって、常に最も外側のUDVをシリアル化する必要があります。

SalXMLDeserializeUDV
SalXMLDeserializeUDV (sUDV, sFilename, nSchema )
ユーザー定義変数（UDV）や配列に XML ファイルの内容を読み込みます。
パラメーター
sUDV

オブジェクト XML ファイルの内容を受け取る UDV。

sFilename

文字列 シリアル化された XML を含むファイルのパスと名称。

nSchema

数値 書き出し対象がデータ、スキーマ、およびそれら両方かを指定する定数
XML 定数

値 説明

XML_DocAndSchema

0

XML ドキュメントとスキーマを読み込みます。

XML_Document

1

XML ドキュメントのみ読み込みます。

XML_Schema

2

XML スキーマのみ読み込みます。

戻り値
ブーリアン: 関数が正常に実行されたときは TRUE
注意:

XMLファイルの内容を読み込みます。UDVは、XMLファイルの構造と完全に一致させる必要があります。
構造が一致していることを確認する最も簡単な方法は、最初にSalXMLSerializeUDVを呼び出して、XMLフ
ァイルを作成することです。sUDVパラメーターがUDVまたはスコープ内にある配列を実行時に評価しな
い場合は、エラーが発生します。このようなエラーが発生した場合、この関数はFALSEを返します。エラー
内容を参照するには、SalXMLGetLastErrorを呼び出します。

リボンバー
プロジェクトタブ
ページグループ
リボンバーのページグループには、新規ウェブページ作成のコマンドや、ページの経路制御の初期設定が表示
されます。
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新規ボタン： アプリケーションに新規ページを追加するときに使うスプリットボタンです。初期設定では、
空白の新規ウェブページを作成します。ドロップダウンリストから以下のメニューを選択できます。
o

空白ページ： 空白の新規ウェブページを追加します。

o

ログインページ： 汎用のログインページを追加します。

o

データページ： データページの追加を起動します。特定の関数クラスに基づいたページを作成、
表示、編集、リスト化できます。



デフォルト： ブラウザの URL がウェブページを指定できない場合に表示されるページを指定します。指
定されたページは、デバッグを行うときに初期設定で読み込みを行うページにもなります。



ログインページ： 未認証の状態で、認証が必要なウェブページを閲覧しようとした際に表示されるペー
ジを指定します。



非認証： 閲覧のために特定のロールが必要なウェブページを閲覧しようとした際に、ユーザーがそのロ
ール権限を持たない場合に表示するページを指定します。

アプリケーショングループ



コンパイル： アプリケーションの条件付きコンパイルを行います。前回のコンパイルからサーバーサイド
またはクライアントサイドに変更があった場合のみ、サーバーサイドとクライアントサイドのアプリケーショ
ンが生成されます。



実行： 必要な場合にアプリケーションのコンパイルを行い、デバッグを開始します。IIS Express がアプ
リケーションを読み込み、初期設定のページがブラウザに読み込まれます。



配備： 必要に応じてアプリケーションのコンパイルを行い、設定タブの配備グループへ入力したサーバ
ーへ HTML などを生成します。



リビルド： 現在の変更の状態に関係なく、サーバーサイドとクライアントサイドのアプリケーションを再構
築します。

デバッググループ
リボンバーのデバッググループには、アプリケーションのデバッグ中に利用するコマンドが表示されます。
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続行： 区切り地点でデバッグが中断したときに、デバッグ中のアプリケーションを続けて実行します。



中断： 現在の行の地点でデバッグを中断します。



停止： デバッグを終了します。



ステップイン： デバッグが一時中断したときに、現在の行にある関数にステップインし、関数を実行しま
す。



ステップオーバー： デバッグが一時中断したときに次の行にジャンプします。



ステップアウト： デバッグが一時中断したときに、残りの行のデバッグを現在の関数が終了するまで実
行します。関数が終了すると、デバッグが一時中断します。



トグル： 現在選ばれている行に区切り地点がある場合には区切り地点を削除し、無い場合は区切り地
点を行に設定します。



ペイン： ドロップダウンメニューを開くと、デバッグに関する IDE ペインを開くための以下のリンクが表示
されます。
o

ブレークポイント： ブレークポイント IDE ペインを表示し、区切り地点の追加、表示、削除を行
います。

o

式： 式 IDE ペインを表示し、アプリケーションの変数値の検証を行います。

o

ウォッチ： ウォッチ IDE ペインを表示し、デバッグ中にアプリケーションの変数値をペインに表
示します。

o

ローカル： ローカルペインを表示し、デバッガーが一旦停止する度にローカル変数の値をペイ
ンに表示します。

o

呼び出し履歴： 呼び出し履歴 IDE ペインを表示し、実行中の関数/操作からの呼び出しの検証
を行います。

アウトラインタブ
クリップボードグループ
クリップボードグループには、カット、コピー、ペーストのコマンドが表示されます。TD Mobile バージョン 1.0 の時
点では、アウトラインペインのアイテムに対してのみ、これらのコマンドを利用できます。
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貼り付け： 現在選ばれているアウトラインノードで、クリップボードにあるノードをペーストします。



切り取り： クリップボードへコピーし、現在選ばれているアウトラインノードを削除します。



コピー： 現在選ばれているアウトラインノードをクリップボードにコピーします。

検索グループ
検索グループには、アウトラインノードを検索、置換、ブックマークするコマンドが表示されます。TD Mobile バー
ジョン 1.2 の時点では、アウトラインペインのテキストに対してのみ、これらのコマンドを利用できます。



検索： 検索 IDE ペインを開きます。アプリケーション内のテキストの検索を行います。



置換： 検索・置換 IDE ペインを開きます。アプリケーション内のテキストの検索・置換を行います。



ブックマーク： ブックマーク IDE ペインを開きます。アプリケーション内でブックマークしたアウトラインノ
ードの一覧を表示します。

アウトライングループ
アウトライングループには、コメント、移動、インデントの移動、展開、折りたたみなどの操作をアウトラインノード
に行うコマンドが表示されます。



展開： 現在選ばれているアウトラインノードに子ノードが含まれている場合に、アウトラインノードの展開
を行います。第 1 レベルの子ノードのみを展開します。



折りたたむ： 現在選ばれているアウトラインノードに子ノードが含まれている場合に、アウトラインノード
を折りたたみます。第 1 レベルの子ノードのみを折りたたみます。



すべて展開： 現在選ばれているアウトラインノードの子ノードをすべて展開します。



すべて折りたたむ： 現在選ばれているアウトラインノードの子ノードをすべて折りたたみます。



上位へ： 現在選ばれているアウトラインノードを 1 段左側のインデントに移動します。



下位へ： 現在選ばれているアウトラインノードを 1 段右側のインデントに移動します。



上に移動： 現在選ばれているアウトラインノードを 1 段上に移動します。



下へ移動： 現在選ばれているアウトラインノードを 1 段下に移動します。



コメント： 現在選ばれているアウトラインノードにコメントを挿入します。

レイアウトタブ
レイアウトグループ
レイアウトリボンタブ上のレイアウトグループには、IDE のレイアウトペインと相互に操作するコマンドや設定が
表示されます。
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ディスプレイ： レイアウトペイン上で現在作業中の画面が表示されます。



言語： レイアウトペイン上で現在作業中の言語が表示されます。



縦長/横長： レイアウトペインを縦向き・横向きへ変更します。



プロパティ： プロパティペインを表示します。

ディスプレイグループ
レイアウトリボンタブ上のディスプレイグループには、現在表示されているウェブページが対応する、ディスプレイ
の設定が表示されます。



携帯電話/タブレット： 現在表示されているウェブページにどちらのディスプレイを適用しているかを表示
します。現在適用されているディスプレイのアイコンには下線が表示されます。



追加： 現在表示されているウェブページに対応させる、ディスプレイのタイプを追加します。



削除： 現在表示されているウェブページに対応させる、ディスプレイのタイプを削除します。

コントロール / コンテナグループ
レイアウトリボンタブ上のコントロール / コンテナグループには、ウェブページで利用可能な入力フィールドやボ
タンなどのいろいろなコントロールを示すアイコンが表示されます。

それぞれのアイコンは、ウェブページへ追加できるコントロールを示しています。アイコンをクリックしドラッグする
ことで、レイアウトペインにコントロールを追加し、好きな場所へ配置できます。アイコンをダブルクリックすると、
現在選ばれているコントロールの後に（コンテナコントロールが選択されている場合は、その内部に）、ダブルクリ
ックしたコントロールを追加できます。
バインディングタブ
バインディングタブにはウェブページのバインディングの動作を管理する設定が表示されます。すべての設定は、
23

アウトラインで現在選ばれているバインディングのステータスに依存します。
True になる条件グループ
バインディングリボンタブ上の True になる条件グループには、バインディングのブーリアン状態を管理する設定
が表示されます。



モード： バインディングのブーリアン状態を定義します。ドロップダウンメニューには、現在選ばれている
バインディングのデータ形式のステータスに依存した項目が表示されます。表示される項目のほとんど
では 2 番目のフィールドが表示され、ブーリアン状態の動作についての詳細を確認できます。「バインデ
ィング」の「ブーリアン状態」を参照してください。

バインディング初期値グループ
バインディングリボンタブ上のバインディング初期値グループには、バインディングの初期値を管理する設定が
表示されます。



モード： バインディングの初期値を設定します。ドロップダウンメニューには、現在選ばれているバイン
ディングのデータ形式のステータスに依存した項目が表示されます。表示される項目のほとんどでは 2
番目のフィールドが表示され、初期値の動作についての詳細を知ることができます。「バインディング」の
「初期値」を参照してください。

検証グループ
バインディングリボンタブ上の検証グループには、バインディングに割り当てた検証ルールを管理する設定が表
示されます。



＋： クリックすると、バインディング検証ルールの追加ダイアログボックスが開き、現在選ばれているバ
インディングに検証ルールを追加できます。
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－： クリックすると、リストボックスで現在選ばれている検証ルールを削除します。アウトラインで現在選

ばれているバインディングに適用されます。
注：リストボックスにある検証ルールをダブルクリックすると、バインディング検証ルールの編集ダイアログボック
スが開き、検証ルールを編集できます。
ローカルストレージグループ
バインディングリボンタブ上のローカルストレージグループには、ブラウザデータベースへのバインディングの格
納時間の設定が表示されます。



分： アプリケーションが、ブラウザデータベースに格納されているバインディングを保持する時間（単位：
分）を選びます。「バインディング」の「ローカルストレージ」を参照してください。

設定タブ
言語グループ
リボンバーの言語グループには、現在のアプリケーションが扱う言語に関する設定が表示されます。



新規： アプリケーションに追加する新規ページで利用する言語を設定します。



代替： ページに表示される言語が、クライアントデバイスの言語と合わない場合に表示する言語を設定
します。



インポート： 言語のインポートウィンドウを開き、アプリケーションで利用するキャプションやテキストの言
語定義を含む XML ファイルをインポートします。



エクスポート： 言語のエクスポートウィンドウを開き、アプリケーションで利用しているキャプションやテキ
ストを含む XML ファイルを生成します。

ディスプレイグループ
ディスプレイグループには、現在のアプリケーションで利用する、ディスプレイに関する設定が表示されます。
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新規： アプリケーションに追加するすべての新規ページで利用するディスプレイを選びます。



代替： 現在のページのディスプレイの設定が、クライアントデバイスの言語と合わない場合に利用する
ディスプレイの設定を選びます。

ビルド
ビルドグループには、TD Mobile アプリケーションのビルドに関する設定が表示されます。



出力先： アプリケーションのコンパイル時に生成する HTML、ウェブサービス DLL、CSS、JavaScript
のライブラリを保存する場所を設定します。初期設定は<default>で、初期設定では、データはすべて
ルートの APX ファイルが存在するフォルダーに出力されます。



テーマ： アプリケーションで利用する jQueryMobile のテーマを設定します。デフォルトを選ぶと、
jQueryMobile に組み込まれているテーマを利用します。カスタムを選ぶと、css ファイルへのパスを追
加できます。

リボングループ左下の矢印をクリックするとビルド設定ダイアログが表示され、より詳細な設定を行えます。



アプリケーションアイコン： モバイルデバイスのデスクトップにある、TD Mobile で作成したアプリケーシ
ョンへのショートカットアイコンの画像を設定します。

配備
配備グループには、アプリケーションの配備に関する設定が表示されます。
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サーバー名： 配備コマンドを実行したときの、アプリケーションの配備先のサーバー名を設定します。



サーバーパス： アプリケーションの配備先になるサーバーのパスを設定します。



ユーザー名： サーバーに共有フォルダーを作成したり、アプリケーションファイルを上書きしたりするとき
に利用するユーザー名を設定します。



パスワード： ユーザー名に入力したユーザーのパスワードを設定します。

配備グループの右下にあるアイコンをクリックすると拡張プロパティダイアログが表示されます。



FTP 経由で配備： 選択すると、FTP プロトコルを使って配備します。



SSL 有効： FTP 経由で配備するときのみ有効です。選択すると、SSL による暗号化通信による配備が
行われます。

ロール
ロールグループでは、現在のアプリケーションの利用者グループを指定します。



ロール： 現在のアプリケーションで定義されているユーザーグループの一覧です。プラスボタンをクリッ
クするとグループを追加し、マイナスボタンをクリックするとグループを削除します。グループ名をダブル
クリックすると、名前を変更できます。

設定
設定ダイアログボックスを利用して、IDE の動作環境の設定や、設定の変更を行います。リボンバーのファイル
メニュー内の設定をクリックすると、設定ダイアログボックスが表示されます。設定はレジストリ固有のものになり、
ひとつのアプリケーションではなく、すべての IDE の操作に適用されます。
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各設定項目の詳細は以下です。


IDE 言語： IDE のすべてのテキスト、リボンボタン、画面のプロパティで利用する言語を選びます。
IDE を再起動すると、設定した言語で表示されます。



デフォルトディスプレイ： 新規のアプリケーションで利用するディスプレイを選びます。詳細は「ディスプ
レイ」を参照してください。



デフォルト言語： 新規のアプリケーションで利用する初期設定のレイアウト、デザインの言語を選びます。
TD Mobile は 10 数種類の言語に対応しています。



追加の言語： IDE のレイアウト、デザインの言語を追加します。IDE を再起動すると、追加した言語が
有効になります。

高度な機能
マルチスレッド
TD Mobile IDE はマルチスレッドでの操作に対応していますので俊敏な操作を実現しています。ファイルの保
存、コンパイル、配備などをマルチスレッドで行えます。これらの操作が進行しているときは、IDE の操作はでき
ますが、いくつかの機能が制限されます。
ローカライズが容易に
TD Mobile IDE を利用することでローカライズ作業が容易になります。IDE のテキストと結果のダイアログは
XAML の辞書に格納され、コード変換をせずにテキストを編集できます。初期設定では、英語、ドイツ語、フラン
ス語、日本語、オランダ語、ポルトガル語に対応しています。言語は必要に応じて追加できます。IDE で利用す
る言語は、リボンバーのアプリケーションメニューの設定メニューから、TD Mobile のプロパティダイアログボック
スを選んで変更します。IDE を再起動すると、追加した言語が有効になります。
無駄のないコンパイル
TD Mobile のコンパイルには、大きく分けて 2 つの工程があります。
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クライアント： すべての HTML、css、js、画像ファイルを認証、生成します。



サーバー： サーバーサイドのアプリケーションロジックをすべて含む、.NET ウェブサービスアセンブリを
認証、生成します。

IDE はアプリケーションの変更履歴と、どのコンパイル処理に影響するかを表示します。このようにして、必要な
コンパイル処理のみを再実行します。例えば、アプリケーションを構築したあとにボタンのキャプションを変更した
とします。このような変更はサーバーサイドのロジックには影響しないので、次のコンパイルを実行するときには
サーバーサイドのコンパイル処理は省略されます。
強制的に双方のコンパイル処理を実行する場合は、リボンバーのリビルドボタンから行います。この場合は変更
の内容に関係なく、すべての出力が再生成されます。
リモートデバッグ
リモートデバッグ機能はテストまたは実運用サーバーに配備されたアプリケーションのデバッグを可能にします。
リモートデバッガーにより、リモートマシン上で動作しているアプリケーションに対して、ブレークポイントの設定、
変数値の評価などを行なえるようになります。リモートデバッグを実行するには、リモートデバッグサーバーをア
プリケーションが動作している IIS サーバーで実行しておく必要があります。これは、TD Mobile インストールフ
ォルダに存在している Gupta.TD.Debugger.Wcf.Server.exe と呼ばれるプログラムです。デバッグサーバーは
管理者権限で実行する必要があります。コマンドライン引数を指定する必要はありませんが、必要であれば、リ
モートサーバーが使用しているポート番号を指定することも可能です。.
リモートデバッガーを使用するには、「デバッグ」リボングループにあるリモートデバッガーボタンをクリックしま
す。

一旦、リモートデバッグサーバーに接続すると、通常のデバッグモードと同様にデバッグが可能になります。
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3 章 － クライアントサイド
TD Mobile のクライアントサイドのウェブページは、ボタン操作、操作によって起こるイベント、ページ、プログラ
マーが作成した JavaScript コード、そしてバインディングで構成されています。ページ上の操作ボタンの正確な
レイアウトは、ディスプレイのタイプ（スマートフォンまたはタブレット）により別々の位置に配置されます。ただし、
ページのロジック（イベント、イベントアクション、バインディング、JavaScript）はどちらのディスプレイでも同じで
す。
クライアントサイドからは以下の場合のみサーバーと通信できます。


新規ページのリクエストがあった場合



操作が呼び出された場合

操作と検索のリクエストはどちらも、開発者が制御下に置くイベントアクションまたはページイベントを通じて発生
します。

レイアウトデザイン
基本的なレイアウト
Team Developer とは異なり、TD Mobile のレイアウトウィンドウは大きさや位置の調節、データの格納が自動
で行われます。レイアウトウィンドウは見た目が HTML や WPF に類似し、レイアウトは様々なデバイスの画面
サイズとアスペクト比に対応できます。ページのレイアウトデザインを行うときに、親コンテナにそれぞれのコント
ロール部分が含まれ、それぞれのコントロール部分は自動的に、親コンテナの最大幅を占めます。コントロール
部分の高さは、コントロール部分に表示される項目に応じて自動的に調整されます。これは、モバイルデバイス
のアプリケーションが縦方向のみにスクロールするように設計されているためです。
ウェブページにコントロール部分を追加する場合は、リボンバーをレイアウトタブに切り替え、コントロールリボン
グループにあるコントロールアイコンをドラッグし、ページにドロップします。ページ上でアイコンをドラッグすると、
コントロール部分を配置できるエリア（ドロップゾーン）がグレーアウトします。すでにある 2 つのコントロール部分
の間がドロップゾーンになる場合は、細いグレーの線で表示され、レイアウトグリッドのセルのようなエリアがドロ
ップゾーンになる場合は、グレーの長方形で表示されます。
ページ自体は WPF のスタックパネルのようなコンテナです。つまり、ページにはコントロールが縦方向に積み上
がっていきます。コントロールアイコンをリボンバーのコントロールグループからドラッグしてページへ配置すると
きは、ページ上に存在するコントロールの上下に、IDE のアウトラインの順序とは関係なく配置できます。リスト
ビューやコンテナなどのその他のコントロールも、縦方向に積み上がっていきます。
ページ上へコントロールを配置した後も、ドラッグ＆ドロップで位置を変更できます。
移動したいコントロールをドラッグすると、配置可能な位置が強調されて表示されます。コントロールを選択して
いると、キーボードの上下左右キーを使って各マージンを変更できます。プロパティペインの一般セクションにあ
るマージンを変更することでも変更可能です。
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ディスプレイ
TD Mobile では、ディスプレイという言葉は TD Mobile アプリケーションを表示するクライアントデバイスの種類
を指します。現在のところ、TD Mobile はスマートフォンとタブレットの 2 種類のディスプレイに対応しています。
今後はデスクトップを追加する予定です。ディスプレイで大切なことは、画面のスペースになります。TD Mobile
はクライアントサイドでもサーバーサイドでも、デバイスに依存した異なったコードを生成することはありません。
TD Mobile は、それぞれのディスプレイに合うように、ひとつのページに複数のページレイアウトデザインを指定
することが可能です。ディスプレイの種類ごとに、ページの画面プロパティとコントロール部分が配置されます。こ
のため、スマートフォンの画面で見たときのボタンサイズ、マージン、キャプションなどが、タブレットで見た場合と
異なります。アプリケーションのページは、ひとつまたは複数のディスプレイで表示できます。さらに、コンテナの
プロパティはディスプレイごとに配置されます。例えば、スマートフォンのディスプレイではグループの内側にボタ
ンがあり、タブレットのディスプレイではグループの外側にボタンがある場合もあります。ボタンのコンテナは、ス
マートフォンのディスプレイとタブレットのディスプレイは別々に格納されます。
アプリケーションをコンパイルすると、すべてのページは、ディスプレイ毎に HTML ファイルを生成します。命名
規則があるため、ファイルが重複することはありません。末尾に「p」のあるページは、スマートフォンのディスプレ
イに対応していることを表し、末尾に「t」のあるページは、タブレットのディスプレイに対応していることを表します。
そのため「ログイン」という名前のページがスマートフォン用とタブレット用の両方にある場合は、login.p.html と
login.t.html の 2 つのページが生成されます。ページがリクエストされたときにどちらのファイルをクライアントへ
返すかは、サーバーサイドが決定します。実際にサーバーにリクエストしたページが login.html であっても、デ
バイスの種類によって login.p.html と login.t.html のどちらかが表示されます。
リボンの設定タブから、初期設定のディスプレイを設定できます。アプリケーションに追加する新規ページはすべ
て、設定したディスプレイの種類が適用されます。リボンバーのレイアウトタブから、それぞれのページにディス
プレイの種類を追加できます。また、レイアウトウィンドウ下のタブを選ぶ、またはリボンのレイアウトタブの、ディ
スプレイドロップダウンをクリックすると、ディスプレイの種類を切り替えられます。
IDE リボンで選んでいる現在のディスプレイは、プロパティウィンドウとプレビューペインのディスプレイにも適用
されます。
前述のように、アプリケーションの動作中は、クライアントデバイスに応じてディスプレイの種類が選ばれます。た
だし、設定リボンタブで代わりのディスプレイを指定でき、クライアントデバイスがページに指定したディスプレイ
に対応していない場合に、代わりに指定したディスプレイでページが表示されます。TD Mobile の JavaScript
API 機能を使用して、手動でディスプレイを切り替えることもできます。
言語
TD Mobile に内蔵の多言語サポート機能で、アプリケーションの国際化も簡単に行えます。キャプションなど、プ
ロパティウィンドウのいくつかのプロパティは、画面ごとだけでなく言語ごとに設定することができます。新規ペー
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ジの初期設定の言語は、設定リボンタブから設定できます。レイアウトリボンタブでアクティブな言語を切り替え
ると、プロパティウィンドウとレイアウトペインの言語が切り替わります。それぞれのページに定義できる言語数に
制限はありません。アプリケーションの動作中は、クライアントサイドデバイスに表示される言語は、アプリケーシ
ョンに設定されている言語であれば自動で切り替わります。ただし、設定リボンタブで「代替の言語」を指定する
こともできます。代替の言語とは、クライアントサイドデバイスがアプリケーションのページに設定されている言語
に対応していない場合、代わりに表示される言語です。TD Mobile の JavaScript API 機能を使用して、手動で
使用する言語を切り替えることもできます。詳細は「アプリケーションのローカライズ」を参照してください。
プロパティ
プロパティウィンドウは、以下の複数のレベルに応じて表示内容が変更されます。


レイアウトウィンドウまたはアウトラインで選ばれている、現在のコントロール部分



アクティブになっている、現在のディスプレイの種類



アクティブになっている、現在の言語

ページ
ページは TD Mobile アプリケーションの基本となる構成単位です。それぞれのページがひとつのウェブページに
なっていますが、jQueryMobile は通常のブラウザとは操作が異なります。新規のページに誘導されたとき、IIS
からページレイアウトの DOM（文書オブジェクトモデル）が読み込まれ、現在のページに適用されます。言い換
えると、形の上では同じページを見ているのに、そのページは常に別のページのレイアウトやコードを読み込ん
で更新されます。
ページパラメーター
バインディング、コントロール、イベントに加え、ページにも「ページパラメーター」という、「Navigate」イベントアク
ションでページに渡された値を保持する特別なバインディングがあります。これにより、ページの初期化データや
ステータスをページに渡すことができるようになります。例えば、ページ 1 に「NAME」というページパラメーター
がある場合に、別のページが Navigate Page1 "gupta"というアクションでページ 1 に移動すると、NAME ペー
ジパラメーターは、ページを読み込んだときに"gupta"という値を持ちます。これらのページパラメーターは、通常
のバインディングのように Operation への入出力や分岐条件などに使用することができます。
特殊なページタイプ
アプリケーションのページの中には、アプリケーションのロジックで特殊な役割を果たしているページもあります。
そのような役割を持つページは、プロジェクトリボンタブのページリボングループで確認できます。


デフォルトページ： ユーザーがページを特定せずにアプリケーションを開いたとき（例：ログインページに
設定していない、http://mycompany/myapp にアクセスしたときなど）に、自動で誘導されるページで
す。認証が必要な場合はここで設定したページに誘導されるため、ログインページを設定する必要はあ
りません。



ログインページ： 認証が必要なページにアクセスしようとして、ログインしていないときに自動で誘導さ
れるページです。
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非認証ページ： 利用者グループの要件があり、現在のログインがそのグループの要件を満たしていな
いときに自動で誘導されるページです。

詳細は、「認証」と「サーバーサイドの経路」を参照してください。
プロパティ
アプリケーションのウェブページには、以下のプロパティが含まれています。


名称： ウェブページの名前です。



キャプション： ページが表示されたときにブラウザのタイトルバーに表示されるテキストです。ウェブペー
ジのツールバーに表示されるテキストとは異なります。（テキストを表示する設定にしている場合）



CSS クラス： HTML を生成するときに、ウェブページに割り当てられる CSS クラス ID です。



ユーザー認証： ウェブページを表示するときに認証を要求する/しないの設定です。詳細は「ユーザー認
証」を参照してください。



フッター： フッターバーの表示/非表示の設定です。初期設定は非表示になっています。



メニュー形式： ウェブページのメニューを表示するときに利用する、画面遷移エフェクトです。（エフェクト
が設定されている場合）



メニュー位置： ウェブページのメニューが表示される場所です。（場所が設定されている場合）



権限： ページを閲覧できる利用者グループの一覧です。ｄ詳細は「ユーザー認証」を参照してください。



ツールバー： ツールバーの表示/非表示の設定です。初期設定は表示に設定されています。



背景色： ウェブページの背景に利用する色です。初期設定はテーマによって背景色が選ばれますが、
このプロパティで特定の色を選ぶと背景色を上書きします。



テーマ： ウェブページの背景色に利用するテーマです。プルダウンにあるテーマから選びます。

ヘッダー/フッターバー
TD Mobile のウェブページはヘッダーバーとフッターバーを表示できます（オプション）。どちらもウェブページの
最大幅を占めるコンテナとなり、ヘッダーバーはページの上、フッターバーは下に配置されます。他のコンテナの
コントロール部分との主な違いは、スクロールはせずに場所が固定されます。メニューやナビゲーションボタンな
どを配置するときに利用すると便利です。
初期設定ではヘッダーバーは表示、フッターバーは非表示に設定されていますが、ページプロパティから変更で
きます。
ヘッダーバーには中央にテキストのエリアがあり、レイアウトペインのヘッダーバーを選んで値を設定します。値
を設定した後、プロパティペインでキャプションを編集します。または、文字列バインディングでヘッダーバーのキ
ャプションを指定し、ページに表示されるデータに応じて表示が変わるようにもできます。さらに、ヘッダーバーに
はコントロール部分を配置する場所が左右に 2 箇所あります。この場合は、コントロール部分に配置できるもの
はボタンのみです。
フッターバーを配置できる場所は 1 箇所で、ボタン、レイアウトグリッド、ナビゲーションバーを配置できます。レイ
アウトグリッドを利用すると、限られたスペースの中に他のコントロール部分を配置できます。
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メニュー
ページ上にユーザーが操作できる機能を示します。これらのメニューは通常隠れていて、ShowMenu イベント
アクションが呼び出されたときにのみ表示されます。たとえば、左か右へスワイプするイベントにより ShowMenu
を呼び出し、ヘッダーバーにメニューボタンをクリックできるように設計できます。
メニューの位置プロパティを設定することで、ページの左側か右側に表示するように指定できます。メニューを表
示に利用するスタイルはページのメニュー表示プロパティから設定できます。
ページのメニューの内容は、レイアウトペインではなく、ページのアウトラインのメニューノードで定義します。ペー
ジのメニューノードに追加することができる 2 種類の項目:
•

メニュー項目: メニュー上でクリックすると入力できるようになります。

•

メニューリスト: メニューに関連するクライアントサイドのイベントアクションは、アウトラインにあるメニューセ
クションに含まれます。メニューにある個々の項目を設定するには、アウトラインにあるメニューアイテムを
選択すると表示されるプロパティウィンドウにて次の設定が行えます。

メニューに関連するクライアントサイドのイベントアクションは、アウトラインにあるメニューセクションに含まれま
す。メニューにある個々のアイテムを設定するには、アウトラインにあるメニューアイテムを選択すると表示される
プロパティウィンドウにて次の設定が行えます。
メニュー項目：


名称： メニュー項目名



キャプション：

メニュー項目が表示されたときのキャプション。アプリケーションで設定されている言語

に影響を受けます。


バインド（有効）：

ブーリアンのバインディングにより、メニュー項目を有効にするかどうかを決められま

す。


バインド（表示）：

ブーリアンのバインディングにより、メニュー項目を表示するかどうかを決められま

す。
メニューリスト:


名称： メニューリスト名



ディスプレイメンバー： 示メンバー:実行時に表示するキャプションを含む ListSource のバインドクラ
ス内のフィールド



アイコンメンバー： 実行時に各キャプションの左側に表示する画像の URL を含む ListSource のバ
インディングクラス内の文字列フィールド



イメージ: ： メニューリスト中の生成された項目の左側に配置するイメージ。全項目に同一のアイコ
ン/イメージを設定する場合に使用します。例えば、フォルダーやマシン名のリストに使用します。



リストソースバインド： 実行時にメニューリストが設定される時に、値を提供する配列のバインディン
グ。UDV/クラス配列にすることもできます。その場合、キャプションを格納するバインディング内の変
数を特定するために、ディスプレイメンバープロパティーを使用します。

イベント
アウトラインの Page Event では、クライアントサイドでの操作をどのように処理するかを設定できます。指定でき
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る操作は次のとおりです。


Create： このイベント下におかれたアクションは、ページが表示される前、内部的にページが読み込ま
れた際に処理されます。



CreateComplete: ページが実際に表示された際に、イベントが処理されます。



SwipeLeft： ユーザーが左方向へスワイプ動作をしたときに、イベントが処理されます。



SwipeRight： ユーザーが右方向へスワイプ動作をしたときに、イベントが処理されます。



Timer： このイベントがページ上でタイマーが開始するために利用される場合、このイベントはタイマー
の終了時刻を設定するロジックを含みます。



Error： このイベントは、サーバーサイドのアプリケーションエラーがクライアントへ戻されたときに処理
されます。操作関連のエラーのみ処理され、IIS 関連のエラー（例：File not Found）は含みません。た
とえば、あるエラーイベントがウェブページ用に指定されている場合は、TD Mobile のクライアントサイド
のランタイムで表示されたデフォルトの alert ウィンドウは向こうになります。発生したエラーに関する詳
細情報については、システムバインディング [error]に記載されています。詳細についてはシステムバイ
ンディング[error]を参照してください。



OrientationChange: デバイスのオリエンテーション(縦向/横向)が変更された際に、イベントが処理さ
れます。



OnlineStatusChange: デバイスのネットワーク状態(オンライン/オフライン)が変更された際に、イベン
トが処理されます。

データページウィザード
データページウィザードは、関数クラスかデータクラスを編集するためにページを作成するために利用します。デ
ータページウィザードは、プロジェクトタブ -> 新規ボタン下部のドロップダウンからデータページをクリックと起動
できます。
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まず、どの関数クラスかデータクラスをもつのかクラスを選択します。データクラスが選択されると、データ接続を
選択できるようになります。ページタイプ設定は作成されたページのカスタマイズから可能です。


List Page： 選択したクラスの配列からデータを表示するリストビューをもつページです。リストビューフィ
ールドセクションで、フィールド名横にあるチェックボックスのチェックの有無でフィールドのリストをカスタ
マイズできます。各リストビューの行にあるデータは、それぞれフィールドがある列のレイアウトグリッド
内部にあります。任意で、リストビューの行設定を変更することでリストビューにある行を分割してデータ
を表示するようにもできます。



Detail Page：読込み専用でクラスの詳細情報を表示するページを作成します。ページには、選択された
フィールドに対するラベルが表示されます。



Edit Page： データページフィールドセクションで選択されたフィールドに対する入力フィールドをもつペ
ージが作成されます。

データ接続設定が空白の場合、ページ上に標準的な Operation が作成されます。これらは、パラメーターを設
定する必要なためデータを取得できるような SAL コードを実装する必要があり、事前に返すバインディングを設
定します。データ接続が設定された場合、バインディングでデータを取得するページへデータ処理の Action が追
加されます。
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ダイアログ
ページとの比較
ダイアログボックスは一種の簡素化された「ページ」です。主な違いは以下の通りです。


ダイアログボックスは、ディスプレイ単位で設計できません。電話ディスプレイは画面サイズが小さいため、
制約を受ける可能性があります。



ダイアログのサイズは固定で、ページのようにブラウザに合わせて自動拡張しません。



ダイアログは、「リターン・ステータス」（成功または失敗）と「戻り値」（ダイアログが作成されたページに渡す
ダイアログ内で取得した値）の概念を持っています。



ダイアログにはスワイプイベントはありません。



ダイアログにはメニューがありません。また、ヘッダーもしくはフッターバーを表示しません。

ダイアログとページとの類似点は下記の通りです:


ダイアログには、ページのようにコンテンツ、バインディング、ダイアログレベルイベント、パラメーター、サー
バーサイドロジックがあります。



ダイアログの内容はダイアログのサイズに合わせて水平に広がります。



ダイアログと関連するキャプションとテキストは、ページのように全てローカライズできます。

アプリケーションへのダイアログ追加
ダイアログを追加するには、2 つの方法があります。


リボンバーのプロジェクトタブ上の 新規ページボタンをクリックします。ドロップダウン項目に「ダイアログペ
ージ」があります。



エクスプローラペイン中のダイアログノードをクリックします。IDE ディスプレイの右側にある「ダイアログ」リ
ストビューペイン。アプリケーションに新規ダイアログを追加するには、新規ボタンをクリックします。

ダイアログを作成すると、新しいノード「ダイアログ」の下のエクスプローラペインに表示されます。右側のダイア
ログペインで、新しいダイアログをクリックすると、内容を表示できます。ダイアログペインにはサブペインとしてア
ウトラインと Layout が表示されます。これらは、ウェブページの場合の動作と同じです。
Properties プロパティ
アプリケーション内の各ダイアログには、名前、テーマなどの標準的なプロパティに加えて、次の特別なプロパテ
ィが含まれています。:



自動的に閉じる: ユーザーがダイアログ領域の外側をクリックしたときにダイアログを自動的にクローズ
するかどうかの設定



閉じるボタンを表示: ダイアログの上右隅にある閉じる「X」ボタンを表示するかどうかの設定



パーセントサイズ: ディスプレイのパーセンテージにもとづいたダイアログのサイズ設定。「True」の場合、
高さおよび幅を指定できます。「False」の場合は、ピクセル単位になります。

実行時におけるダイアログの生成と利用
ダイアログを作成するには、新しい ShowDialog のイベントアクションを使用します。このアクションで、ダイアロ
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グボックスをカレントのウェブページ上に表示できます。詳細については、ShowDialog のイベントアクションのヘ
ルプを参照してください。
ダイアログボックスは、現在の Web ページ上に表示されます。自動的に閉じるが True の場合、ユーザーがダイ
アログ以外の領域をクリックするとダイアログは自動的に閉じられます。または、閉じるボタンの表示が True の
場合、右上の「X」をクリックしてダイアログを閉じることができます。ダイアログは、新しい CloseDialog イベント
アクションを使用してプログラムから閉じることもできます。詳細については、CloseDialog イベントアクションの
ヘルプを参照してください。
CloseDialog アクションには、重要な特性があります。関連するドロップダウンを使用すると、True または False
を選択することで、ダイアログの「成功」または「失敗」を指定できます。ダイアログがクローズしたときに、元のダ
イアログアクションがどのように分岐するかを決められます。
また、TD Mobile ダイアログは、呼び出し元のページに戻って、ダイアログの値を渡せます。戻そうとしている値
をもつバインディングを特定することにより、CloseDialog アクションの特別なデータフィールドを使用して行われ
ます。実行時に、このバインディングの値は、[dialog_return]と呼ばれる特別なシステムバインディングに一時
的に設定されます。これは型指定されていない特別なバインディングです。このような理由から、特定のタイプの
他のバインディングに設定することにより、このバインディングの値にアクセスできます。たとえば、呼び出しペー
ジのコードでは、下記のように書けます：
Set MYBINDING [dialog_return]

このセットアクションは、[dialog_return]システムバインディングの値を取り出し、「MYBINDING」と呼ばれる
ページバインディングの中に設定します。その後、その値にアクセスできます。

バインディング
バインディングはそれぞれのウェブページの、サーバーサイドとクライアントサイドとのデータの流れを管理する
データオブジェクトです。バインディングはページ上のコントロール部分から、データをサーバーサイドで定義した
Operation へ送信します。また、Operation からコントロール部分へデータの送り返しもします。バインディング
はウェブページの状態を管理するためにも利用されます。状態の把握にはコントロール部分が表示され、操作
が有効になっているか、また、If を利用したイベントアクションを利用しているかなどが含まれます。
バインディングはそれぞれ特有のデータ形式があり、ブーリアン型、数字型、文字列型などの簡単な形式や、ア
プリケーションが定義する関数クラス型などがあります。バインディングは配列型（動的配列のみ対応）の場合も
あり、アウトラインのバインディングノードの名前の後に[*]を追加します。バインディングに初期値が割り当てら
れている場合は、ページの Create イベントが終了する前にページを読み込んだときに、初期値が設定されます。
他には、以下のときに初期値が設定されます。


値が戻り値として Operation から戻ってきた場合



値がデータフィールドなどの編集可能な場所に限定された値で、制御値が変更された場合



クライアントサイドの Set イベントアクションで値が設定されている場合

例：
あるページに、データフィールドに限定された CustomerName という文字列バインディングがあるとします。この
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同じバインディングがサーバーサイド側の操作の文字列引数と関連付けられます。Operation が呼び出された
とき、バインディングの値がその Operation に渡されるように、問い合わせが行われます。データフィールドは
CustomerName データフィールドに限定されるため、データフィールド値のコピーがバインディングに配置され
ます。
バインディングがコントロール部分の値に限定されるとき、バインディングの方向設定のプロパティが別々に設定
されます。方向設定のプロパティの値は、Get、Set、GetSet の 3 つで、バインディング側の値になります。Get
はバインディングの値を取得すること、Set はバインディングの値を設定します。つまり、データがバインディング
からコントロール部分の方向のみに渡るのか、コントロール部分からバインディングの方向のみなのか、あるい
か双方なのかということです。設定は以下のようになります。


Get： コントロール部分はバインディングの値のみを取得し、コントロール部分の値を変更することで、バイ
ンディングがアップデートされることはありません。



Set： コントロール部分はバインディングの値のみを設定し、バインディングの値を変更することで、コントロ
ール部分がアップデートされることはありません。



GetSet： コントロール部分はバインディングをアップデートし、バインディングもコントロール部分をアップデ
ートします。データは双方向に流れます。通常はこの設定が初期設定になります。

システムバインディングという TD Mobile に内蔵されているバインディングも利用できます。詳細は「システムバ
インディング」を参照してください。
ブーリアン
バインディングにはブーリアンも含みます。それぞれのバインディングは常に、真（True）または偽（False）の状
態を持ちます。この状態は定義されている検証ルールをもとにしたバインディングの検証とは関係ありません。
また、True または False の状態はバインディングのデータ形式とは関係ありません。ブーリアン状態は以下の 2
つで有効活用できます。


If アクションでクライアントサイドの操作を分岐させるとき



表示中、かつ、有効なコントロール部分のプロパティ向けのバインディングで、ページの Action を制御すると
き

データ形式によって、True または False を判断する方法が異なります。以下は、それぞれの形式についての初
期設定です。


文字列：文字列が空白でなければ、バインディングは True となります。



数字：ゼロでなければ、バインディングは True となります。



日付/時間：空白でなければ、バインディングは True となります。



ブーリアン：値が True であれば、バインディングは True となります。



配列バインディング：配列に要素が含まれれば、バインディングは True となります。



UDV バインディング：空白でなければ、バインディングは True となります。

リボンバーのバインディングタブで、バインディングの True/False を判断するロジックをカスタマイズできます。特
定の数値と等しい/等しくない、特定の数値よりも小さい/大きいなどの基本的なロジックを組み込めます。より高
度な設定をする場合は、JavaScript で設定し、バインディングのブーリアンをロジックに組み込めます。
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UDV バインディングは、バインディングのそれぞれの欄について別々に、ブーリアンの式を定義できます。
初期値
バインディングの初期値を設定します。初めてページを読み込むときに、バインディングに設定した初期値が割
り当てられます。UDV バインディングは、それぞれの欄についての初期値を設定します。
ローカルストレージ
HTML5 では、クライアントサイドのアプリケーションコードへアクセスできる、ブラウザのローカルデータベース
機能が利用できます。TD Mobile では、Store/Restore イベントアクションで、ブラウザのローカルデータベース
にバインディングの値を格納、またローカルデータベースからバインディングの値を呼び出しできます。詳細は
「イベントアクション」の「Store」または「Restore」を参照してください。それぞれのバインディングには有効期限
のプロパティがあり、ローカルに格納されたデータが有効とされる時間を定義します。このプロパティは、ローカ
ルストレージグループのバインディングリボンタブにあります。データベースのデータが指定時間よりも長く格納
されている場合は、データを再読み込みするときに、Restore イベントアクションが False として返されます。
検証ルール
値を処理するために、それぞれのバインディングにルールを指定します。１つのバインディングに複数のルール
を指定でき、ルールの形式はバインディングのデータ形式により異なります。"Is Required"というルールは、す
べてのバインディング形式で利用できます。"Is Required"とは、バインディングに値が必要ということを表し、空
白ではいけないということです。また、バインディングの値は、特定の数値よりも小さい/大きい、特定の値と等し
い/等しくないなどのルールもあります。UDV バインディングについては、UDV の子フィールドそれぞれにルー
ルを定義できます。追加したルールはそれぞれエラーメッセージを持ち、ルールが合わない場合にページに表示
されます。
システムバインディング
これらのバインディングは TD Mobile に内蔵されているもので、アプリケーションで定義しなくても利用できます。
システムバインディングは、さまざまなドロップダウン内の選択肢として角括弧内に囲まれて表示されていていま
す。たとえば、ロケールバインディングは、[locale]です。現在のところ、以下のシステムバインディングを利用で
きます。


[geolocation]： クライアントデバイスの GPS システムにアクセスし、ユーザーがいる場所の緯度、経度情報
を取得します。geolocation は、2 つの値からなる文字列の値を持ちます。クライアントのデバイスに GPS 機
能が無い場合は、JavaScript を利用して、クライアントのデバイスの IP アドレスをもとに位置情報を取得し
ます。



[display]： 現在利用しているディスプレイを表します。スマートフォンの値は"p"、タブレットの値は"t"になり
ます。



[locale]： 現在利用している地域または文化圏を表します。（例："en-US"、"de-DE"）



[connected]： ブーリアン形式のバインディングで、モバイルデバイスがネットワークに接続されているかを
表します。
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[orientation]： モバイルデバイスの向きが現在、横長かどうかをブーリアンで示します。バインディングが
TRUE のとき、現在の向きは横長です。



[hasrole]： このバインディングは、現在のユーザーがアクセスに必要なロールをもつかどうか確認します。
ほかのシステムバインディングと異なり、このバインディング名は動的で、現在のユーザーのロール名が表
示されています。たとえば、「管理者」ロールをもつかどうか確認するとき、[hasrole:Administrator] を選
択してください。[hasrole]バインディングは、現在のページが特定のロールを必要であると設定されていると
きにのみ表示されます。それぞれのロールに対して、[hasrole]システムバインディングは「Value binding
dropdown」コントロールの選択肢として表示されます。



[error]： このバインディングは、サーバーから直近で発生したエラーメッセージを返します。ほかのシステム
バインディングと異なり、いつかのフィールドをもつ構造体です。

 Message：サーバーから返ってきたエラーメッセージ
 Code：サーバーから返ってきたステータスコード
 Operation： エラーの原因となったサーバーでのオペレーション
 Type：サーバーでトリガーされた Exception のタイプ。.NET においては、throw された Exception
クラス名となります。


[return_page]: このバインディングは、認証のために自動的にログインページにリダイレクトされた場合、リダ
イレクト元のページ名を返します。



[dialog_return]: このバインディングは、CloseDialog イベントアクションでキャッシュされた値を返します。この
バインディングに値を設定するには、Set アクションを使います。

イベント
コントロールおよびページと同様に、バインドもイベントをサポートします。



Changed: このイベントはバインド値が変更された場合に発生します。値が変更された際に実行
するアクションを追加してください。

コントロール
コントロールが持つプロパティは、共通のものが多くあります。


色： コントロールの背景色を表します。初期設定では、コントロールのテーマ色または、コントロール部分に
テーマが定義されていない場合はページのテーマ色を利用します。



CSS クラス： 必要に応じて、インポートしたスタイルシートのビジュアルクラス名を入力し、その名前をコント
ロールに適用できます。



有効： コントロールを有効にするかを設定します。バインディングと同時に設定できます。



バインド（有効）： 現在のコントロールが有効かをブーリアン状態で判断するバインディングを表します。



色： 最前面の色で、通常はコントロールのテキストの色になります。初期設定では、コントロールのテーマ色
または、コントロールにテーマが定義されていない場合はページのテーマ色を利用します。



マージン： コントロールにはそれぞれ、初期設定でのマージンが割り当てられていますが、ユーザーの設定
でマージンを変更し、特定の整列効果を得られます。



省略： 省略が True の場合、コントールは HTML 上では非表示になります。別の画面にコントロールが表
示されないので、マルチディスプレイの場合に利用すると便利です。
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テーマ： コントロールに利用するテーマを表します。初期設定では、ページに定義されているテーマを利用し
ます。



表示： コントロールを表示するかを設定します。バインディングと同時に設定できます。



バインド（表示）： 現在のコントロールを表示するかを True/False で判断するバインディングを表します。

ボタン
コントロール部分のボタンは簡潔な HTML ボタンを利用し、Create イベントや Click イベントを実行します。ボタ
ンをコンテナにドロップすると、自動的にコンテナまたはページの最大幅を占め、高さは標準化されます。
プロパティ：


ミニサイズ： True の場合は、ボタンの高さが若干低くなり、縦のスペースを確保します。



イメージ： ボタンに表示されるアイコンを表します。あらかじめ定義されているアイコンからひとつを選びま
す。



位置： アイコンが表示されるときの、アイコンのボタン内での位置を表します。ナビゲーションバーの中にボ
タンが配置されている場合は、ナビゲーションバーの Image 位置プロパティを、それぞれのボタンの位置プ
ロパティよりも優先して適用します。



名称： ボタンに表示されるテキストを表します。

コンボボックス
コンボボックスは、ドロップダウンリストから値を選ぶ形式のコントロール部分です。値は編集できません。コンボ
ボックスにはあらかじめタイトルキャプションがあり、コンボボックスの上または左側に表示されます。キャプショ
ンは空白にもできます。コンボボックスの幅は常に親コンテナの最大幅を占め、初期設定のフォントに合うように、
標準化された高さの最大値を占めます。
プロパティ：


選択のクリア： この機能は自動的にコンボボックスの項目の一番上に追加されます。Null の場合、選択さ
れていない状態を示します。バインド（値）が Null のとき、この値が表示されます。ユーザーがこの値を選択
した場合、バインディング（値）がクリアされます。



表示メンバー： バインド（リスト）を参照してください。バインディング（リスト）として UDV の配列を利用してい
る場合、このフィールドにのみ表示されます。コンボボックスのドロップダウンに表示される値が含まれてい
るバインディングクラスのインスタンス変数の名称です。



インライン： True の場合は、ページがコンボボックスと、それに関連したキャプションを同じ行に作成します。
False の場合は、キャプションがコンボボックスの上に表示されます。このプロパティはディスプレイの大きさ
に依存します。ディスプレイの幅が一定以下になると、キャプションは設定に関係なくコンボボックスの上に
表示されます。



ミニサイズ： True の場合は、コンボボックスの高さが若干低くなり、縦のスペースを確保します。



バインド（リスト）： コンボボックスの値を追加するときに利用するバインディングです。想定している利用シ
ナリオは、バインディングの選択肢が含まれている文字列配列を構築することです。UDV（クラスオブジェク
ト）のバインディング配列も指定できます。この場合、任意の表示メンバープロパティが利用できます。UDV
のバインディング配列を利用する場合は、このバインド（リスト）は、リストのバインディングと同じバインディン
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グクラスにする必要があります。選択肢は、コンボボックスのリストを作成したときに、バインド（値）は UDV
のバインディングのインスタンスと共に更新されます。


名称： コンボボックスのそばに表示するキャプションまたはタイトルです。



バインド（値）： 現在選ばれているコンボボックス内の値を選ぶときに利用するバインディングです。また、コ
ンボボックスから値が選ばれたときに、値を設定するバインディングでもあります。文字列形式のバインディ
ングがコンボボックスに利用されます。

チャート
チャートコントロールにより、ウェブページにグラフやチャートを用いてデータを表示できます。グラフコントロール
のフリーウェア jqPlot をベースにしています。この jqPlot コントロールの機能を幅広くユーザーへ提供するには
多くのプラグインが必要となり複雑な設定が必要です。しかし、TD Mobile チャートコントロールを利用すること
で、jqPlot と Javascript とのやりとりを記述するような下位のコーディングを省き、ユーザーへ簡単ですぐに表
示できるチャート機能を提供できます。
チャートタイプは次のオプションから選択できます。


Bar： データを垂直向きの棒の長さで表現するグラフ（棒グラフ）



Line:： データを水平向きの線で表現するグラフ（折れ線グラフ）



Pie： データを円の 100 分比に応じて中心点から扇状に区切って表現するグラフ（円グラフ）



Meter： 単一データを車のスピードメーターのように表示するグラフ

ほかの TD Mobile コントロールと同じように、チャートコントロールで利用されるデータはバインディングにより与
えられます。チャートコントロールは主なバインディングとしてバインド（値）を用います。これは、チャートコントロ
ールのデータ取得についての全体の情報を表す UDV バインディングです。このバインディングのメンバー変数
はデータ群や軸の名称などの情報をもっています。バインド（値）をセットすると、プロパティペインのチャートセク
ションにあるシリーズの「編集」ボタンをクリックできます。UDV バインドを選択してあると、チャートシリーズエデ
ィタが表示されます。
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データ群を定義するには追加ボタンをクリックします。左側で選択されている新しいシリーズに対して、X 軸方向
と Y 軸方向へのバインド（値）を指定できます。これらはデータ配列には必須の選択になります。チャートタイプに
依存しますがデータ要件が異なります。
棒グラフと折れ線グラフは、X 軸の値は任意です。空白の場合、値は 1 からはじまるとして描画します。円グラフ
は、X 軸データは、データの値ではなく各要素のラベルです。メーターは、X 軸は使用せず、Y 軸のバインディン
グにのみ配列の 1 要素を与えます。
チャートデータのバインディングについての定義に加えて、X 軸上にあるマークの名称を記述するラベルについ
てのバインディングの設定もできます。
プロパティ：


チャートタイプ： 表示するグラフタイプを Line、Bar、Pie、Meter から選択します。



シリーズ： データへ利用されているバインディングを編集するチャートシリーズエディタを起動します。



X 軸のラベル： X 軸下へ表示されるラベル/キャプション



X 軸のチック： X 軸の各チックに対して使用する配列バインディング。指定がない場合はチャートがチックの
数と空白を決定します。
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Y 軸のラベル： Y 軸横へ表示されるラベル/キャプション

データフィールド
データフィールドは、ユーザーがデータを入力するコントロール部分です。値を受け取るバインディングまたはバ
インディングに値を配置するバインディングに限定されます。データフィールドにはキャプションが内蔵され、デー
タフィールドの上または左側に表示されます。キャプションは空白にもできます。データフィールドの幅は常に親
コンテナの最大幅を占め、初期設定のフォントに合うように、標準化された高さの最大値を占めます。
プロパティ：


ヒント： データフィールドが空白の場合に、背景に表示される薄い色のテキストです。データフィールドに値
を入力するとテキストが消えます。データフィールドに入力するデータのヒントを、ユーザーに示すために利
用します。



インライン： True の場合は、ページがデータフィールドと、それに関連したキャプションを同じ行に作成しま
す。False の場合は、キャプションがデータフィールドの上に表示されます。このプロパティはディスプレイの
大きさに依存します。ディスプレイの幅が一定以下になると、キャプションは設定に関係なくデータフィールド
の上に表示されます。



入力タイプ： データフィールドに入力するデータ形式を指定します。HTML5 の機能を利用すると、ブラウザ
が正しくデータをフォーマットし、データ形式によっては、カスタムエディターがポップアップ表示されます。以
下の選択肢があります。

 テキスト： 基本の設定です。テキストの種類は問いません。
 パスワード： 文字を入力するときに、入力した文字を表示しないように設定します。
 数値： 数字の値を入力します。通常はテンキーが表示されます。
 メール： E メールアドレスを入力します。
 URL： ウェブサイトの URL を入力します。
 電話： 電話番号を入力します。
 時刻： 時刻を入力します。
 日付： 日付を入力します。
 月： 月を入力します。
 週： 年間の週を入力します。
 日時： 日付と時間を入力します。
 ファイル： デバイスからファイルを選ぶダイアログを表示します。動作は OS によって異なります。例
えば iOS のデバイスの場合は、写真を撮る、またはフォトライブラリーから写真を選ぶという、2 つの
選択肢が表示されます。Android デバイスの場合は、選択肢がより幅広くなります。写真を撮る、ま
たは選ぶという、2 つの選択肢を表示する場合は、データフィールドをバイナリーバインディングにし
てください。


位置揃え： データフィールドを左揃え、右揃え、または中央揃えにします。



ミニサイズ： True の場合は、データフィールドの高さが若干低くなり、縦のスペースを確保します。



表示専用： データフィールドのデータを表示専用にし、編集不可にします。



クリアボタンの表示： True の場合は、中に X が表示される小さな円形のボタンがデータフィールド右側に表
示され、そのボタンを押すと、データフィールド内のテキストを消去します。
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名称： データフィールドのそばに表示するキャプションまたはタイトルです。



バインド（値）： データフィールドを追加するときに利用するバインディングです。また、データフィールドに値
が入力されたときに、値を設定するバインディングでもあります。データフィールドには、入力タイプがファイ
ル（例：写真）に設定されている場合はバイナリーバインディングが動作しますが、配列型または UDV 型で
はないバインディングが選ばれます。

データフィールドコントロールは以下のイベントをサポートします。


Changed: このイベントは、html “input”イベント（テキストがフィールドに入力）が発生した際に発生しま
す。



Create: このイベントは、クライアント側コントロールが作成された際に発生します。



EndEdit: このイベントは、html “blur” イベント(フォーカスが別のコントロールへ移動)が発生した際に発
生します。

エクスパンダー
エクスパンダーを利用すると、コンテナのコントロール部分を一行に折りたたむことができ、モバイルデバイスの
限られた画面スペースに合わせてコントロール部分を増やせます。エクスパンダーのコンテンツ領域はウェブペ
ージの背景のように、スタックパネル型のエリアになります。エクスパンダーの最上部は、コントロール部分の展
開/折りたたみを行うアイコンボタンと、コントロール部分の名前のキャプションを含むヘッダーバーになります。
展開時、折りたたみ時のそれぞれに、別々のアイコンをボタンに割り当てられます。エクスパンダーは設計途中
でも展開/折りたたみの動作ができ、ユーザーにどのように見えるかを確認できます。他のコントロール部分のよ
うに、エクスパンダーはページの最大幅を占め、高さはコンテンツの表示に必要な高さになります。
エクスパンダーのプロパティ：


折りたたみイメージ： エクスパンダーを折りたたんだときに表示される、ヘッダーの展開/折りたたみボタンの
図柄です。



パネル背景色： エクスパンダーのコンテンツ領域に割り当てる色です。



テーマ： エクスパンダーのコンテンツ領域に適用するテーマです。



展開イメージ： エクスパンダーを展開したときに表示される、ヘッダーの展開/折りたたみボタンの図柄です。



展開： 初期設定でエクスパンダーを展開した状態で表示する/しないを設定します。



インセット： エクスパンダーの左右マージンや境界線を設定するか、またはウェブページの最大幅で表示す
るかを設定します。



位置： エクスパンダーのヘッダー部分の、展開/折りたたみボタンアイコンの位置です。

フレーム
フレームを利用すると、コントロール部分が子コントロールのコンテナになり、柔軟なレイアウトデザインに対応し
ます。基本的なデザインは、境界線のあるボックスになります（境界線はオプション）。ページのエリアを区別しや
すいように、背景に異なった色を割り当てられます。より高度なデザインをする場合は、CSS のスタイルにフレー
ムを指定し、ブロックを作成します。
フレームのプロパティ：

46

ボーダーの幅： フレームの境界線の太さ（単位：ピクセル）を設定します。0 に設定した場合は、境界線は非

表示になります。
グループ
グループは、コンテナに配置されたコントロール部分のレイアウトを修正するために利用する、目に見えないコン
テナのコントロール部分です。従来の TD グループボックスとは異なり、コントロール部分に線を描きません。ボ
タン、ラジオボタン、チェックボックス、そしてコンボボックスがグループには含まれます。これらのコントロール部
分をグループに配置すると、コントロール部分間のスペースがなくなり、1 本の境界線で囲まれます。その効果は、
縦横両方向に利用できます（初期設定では縦方向）。コントロール部分のタイプによって、グループ内に配置した
コントロール部分の見た目が変わる場合があります。例えば、ラジオボタンを横方向のグループに配置すると、
TD ではオプションボタンのような見た目になります。グループはデータとしての側面は無く、バインディングに限
定されません。グループには色のプロパティは無く、厳密に言うと、コンテンツのレイアウトを変更するための整
理ツールと言えます。
プロパティ：


方向： グループ化されたコントロール部分の表示形式（縦方向または横方向）を設定します。

HTML コントロール
HTML のコントロール部分は TD カスタムコントロールに類似しており、コントロール部分の HTML プロパティ
で定義された、正当な HTML コントロール部分を持ちます。
プロパティ：


HTML： ウェブページ上のコントロール部分がある場所に生成される、未成形の HTML です。コントロール
部分の定義と、設定が必要なコントロール部分独自のプロパティを含みます。

画像
画像を表示させるコントロール部分です。2 種類のバインディングでコンテンツを持ちます。


文字列： 文字列の値が、画像を読み込むウェブサーバー上にある画像への、相対パスになります（例：
"images/logo.png"）。



バイナリー： バイナリー値が実際の画像データになります。

画像のコントロール部分は、常に親コンテナの最大幅とコントロール部分のアスペクト比に必要な高さを占めま
す。
プロパティ：


ファイル名： 静的に読み込まれる画像の場合、このプロパティが画像ファイルへの HDD ドライブのパスに
なります。コンパイルおよび公開時に、その画像ファイルは外部の画像フォルダーにコピーされます。



バインド（値）： 画像のコントロール部分がコンテンツを読み込むバインディングです。"Get"バインディング
のみに対応し、画像のコントロール部分から値が更新されることはありません。上記にあるように、バインデ
ィングはバイナリーまたは文字列形式です。バイナリー形式の場合は、画像の実データがバインディングに
よって表示されます。文字列形式の場合は、画像ファイルへのサーバーのパスによって表示されます。
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レイアウトグリッド
レイアウトグリッドは、その他のコントロール部分のレイアウトを管理するために利用する、目に見えないコンテナ
のコントロール部分です。従来の TD グリッドというよりも WPF グリッドに近いもので、ひとつまたは複数の列と
行を持ちます。列は常にページ幅に対して等分されるので、3 列の場合は、それぞれの列がページ幅の 3 分の 1
になります。行はそれぞれのセル内に配置されたコントロール部分に必要な高さになります。レイアウトグリッド
には他のレイアウトグリッドも含めて、すべてのコントロール形式があり、レイアウトのバリエーションも増やせま
す。ただし、リストビューは含まれません。
プロパティ：


行： レイアウトグリッドの行数です。



列： レイアウトグリッドの列数です。

リンク
リンクのコントロール部分は、ページ上のテキストが表示されているという点でテキストのコントロール部分に類
似しています。ただしここのテキストをクリックすると、別のアプリケーションにジャンプします。以下の形式のリン
クに対応しています。


Web： ウェブページへのリンクです。



メール： 所定のアドレスへメールを送るために、メールのアプリケーションが起動します。



電話： 所定の電話番号に電話をかけるために、電話のアプリケーションが起動します（デバイスにより利用
できない場合があります）。



地図： 所定の住所を表示するために、地図のアプリケーションが起動します（デバイスにより利用できない
場合があります）。



SMS： 所定の電話番号にテキストのメッセージを送信するために、テキストのアプリケーションが起動しま
す（デバイスにより利用できない場合があります）。



JavaScript： 指定した JavaScript を呼び出します。実際の JavaScript の呼び出しは、リンク URL プロパ
ティに配置されます。

リンク URL プロパティはリンクする URL のアドレスや電話番号を含みます。値のバインディングでバインド可能
なプロパティでもあります。
プロパティ：


名称： 実際にページに表示される値を含みます。空白の場合は、URL が表示されます。



リンクタイプ： 上記を参照。



リンク URL： リンクのコントロール部分をクリックすると、URL が有効になります。



バインド（値）： リンク URL のバインディングを設定する、オプションの文字列バインディングです。

リストビュー
リストビューのコントロール部分は、TD Mobile のページの中で、もっとも多機能なもののひとつです。ランタイム
時に、コンテンツが動的に生成されるように作られています。このため、設計中にはリストにひとつの入力を表す
スペースを常に占めることになります。そのため、設計中の画面がそのまま、リスト内の項目の見た目になりま
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す。この項目は、リストビューがランタイム中に増加するに従って、何度も繰り返されます。
リストビューのコンテンツ設計の方法には、以下の 3 つがあります。


リストビューを空白にする： この場合リストビューは、データソースバインディングが文字列の一覧で構成さ
れていると予測します。ランタイム時には、リストビューに入力された内容は、バインディングの文字列を反
映したテキストになります。



リストビューにテキストのコントロール部分を追加する： この場合は、文字列のフォーマットがより効率よく行
うことができ、データソースバインディングのフィールドにバインドすることもできます（UDV バインディングの
場合）。



リストビューにレイアウトグリッドのコントロール部分を追加し、レイアウトグリッドに複数のテキストのコントロ
ール部分を追加する： リストごとに表示する複数のフィールドがある、UDV のデータソースバインディングを
利用するときにおすすめです。

リストビューのデータは、リストソースバインディングから取得します。リストソースバインディングはウェブページ
上で配列バインディングになり、値のバインディングも持ちます。リストソースバインディングは、ユーザーがリス
トビューの項目をクリックまたは選んだときに設定されます。
ランタイム時に項目が選ばれると、値のバインディングが設定され、Click イベントを実行します。このようにして
ユーザーは値のバインディングを実行し、一通りのアクションを決め、操作に対してバインディングを渡します。リ
ストビューは通常、項目がクリックされたときに何らかのアクションを実行させるために利用します。このため、リ
ストビューの項目の右側には右側を指す矢印が表示されています。
プロパティ：


インセット： True の場合は、リストビューの左右にマージンを設け、内側がカーブしたボックスが表示されま
す。False の場合は、リストビューはコンテナまたはページの最大幅になります。



分割表示： 選ばれている場合は、リストビューが項目をグループ分けする仕切りを自動で生成します。複数
の子フィールドを持つリストビューの場合は、どの項目で仕切るかを選ぶことで、グループ分けの形式を選
べます。



フィルタ： 選ばれている場合は、フィルタ/サーチボックスがリストビューの上部に表示されます。フィルタ/サ
ーチボックスに文字を入力すると、リストビューは入力した文字で始まるサブセットを表示します。複数の子フ
ィールドを持つリストビューの場合は、どのフィールドを基準にリストをフィルタリングするかを選べます。



順序リスト: 有効になっている場合、リストビューの各項目に、１から順に番号がつけられます。



バインド（値）： リストビューの項目をクリックすると、値が設定されるバインディングです。データ形式は、リ
ストビューを増加させるために利用するリストソースバインディングの形式と同じである必要があります。例
えば、リストビューが文字配列を利用して増加する場合は、値のバインディングは文字列形式である必要が
あります。リストビューはコンボボックスのように、選ばれている項目の概念を持たないため、値のバインディ
ングは一方向だけに作用します（set または getset）。言い換えると、バインディングはリストビューから更新
されますが、リストビューはバインディングから更新されません。

地図
地図のコントロールは、バインド（値）で緯度 / 経度情報を指定し、特定の地点を地図上に表示します。多くのコ
ントロールと同じように、親コンテナコントロール（コンテナを利用していない場合はページ幅）と同じ幅に自動的
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に調整されます。高さは、自動調整されないので、プロパティにより高さを設定します。地図コントロールには、マ
ーカー表示を設定する機能もあります。これらのマーカーは、プロパティにあるバインド（マーカーソース）に記載
されています。
プロパティ：


画面に合わせる： True のとき、地図コントロールがページ全体に表示されます。これは、地図のみのウェブ
ページを作成するのに役立ちます。



高さ： 地図コントロールの高さをピクセル単位で指定します。



バインド（マーカーソース）： マーカーについてのデータを含むバインディングです。UDV 配列バインディン
グかクラス配列とする必要があります。この配列の各要素が 1 つのマーカーを表します。配列で利用された
クラスはマーカーを定義するインスタンス変数を含む必要があります。

 String： ユーザーがマーカー上でクリックしたとき、ポップアップで表示するテキストを指定する文字列
変数です。デザインを変更するのに HTML 組み込むこともできます。

 Number: マーカーの緯度情報を記述する数字変数です。
 Number: マーカーの経度情報を記述する数字変数です。


マーカー内容フィールド： 各マーカーの記述を含むマーカーソースバインディングのインスタンス変数名で
す。



マーカー緯度フィールド： 各マーカーの緯度情報を含むマーカーソースバインディングのインスタンス変数
名です。



マーカー経度フィールド： 各マーカーの経度情報を含むマーカーソースバインディングのインスタンス変数
名です。



API キー: Map ウィジットを初期化する際に使用する Google API キーを指定します。このキーは Google
Development Console から取得できます。この設定はプロジェクト中のすべての地図コントロールで共有さ
れます。



バインド（値）： 地図の中心となる緯度経度を記述する文字列バインディングです。これは、地図の位置情
報をセットする読込専用です。ユーザーがマップをスクロールしても更新されません。

メーター
メーターのコントロール部分は横向きの棒グラフになります。値をグラフ化したり、目標に対する経過を示したり
するために利用されます。値は数字に基づいた値のバインディングで設定されます。親コンテナの最大幅を占め、
高さは標準化されます。
プロパティ：


最小値： メーターが示す最小値です。クライアントエリアでは色なしで表示されます。



最大値： メーターが示す最大値です。クライアントエリアでは色付きで表示されます。

ナビゲーションバー
ウェブページの最大幅を占めるコンテナのコントロール部分です。ナビゲーションバーにはボタンが含まれ、それ
ぞれのボタンがページ幅の n 分の 1（n はボタンの数）の幅で横に配置されます。ボタンは共有の境界線でひと
つにマージされます。このようにして、メニューまたはツールバーのような効果を得られます。ナビゲーションバー
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はページ上、ヘッダーまたはフッター部分に配置できます。ヘッダーに配置した場合は、ヘッダーのメインのクラ
イアントエリアの下に配置されます。ボタンはすべて同じ位置（左、右など）に画像を配置する必要があるため、
ナビゲーションバーに配置した、それぞれのボタンの画像位置プロパティは無視されます。その代わりに、ナビ
ゲーションバーが全体の画像位置プロパティを持ちます。
プロパティ：


位置： ナビゲーションバーの子ボタンの画像やアイコンの位置です。

テーブル
テーブルは、グリッド形式で表形式データを表示するためのコントロールです。テーブルは DV/クラス配列バイン
ドに追加される部分がリストビューに似ています。また、複数の子供を持つレイアウトグリッドのように、複数のコ
ントロールを含むことができるテーブルの「セル」に似ています。
テーブルコントロールを設定するには、ページ上に一つ配置し、[プロパティ]ウィンドウで列数を設定します。ペー
ジ上の配列バインディングに対してテーブル用のリストソースバインディングを設定します。テーブルの各セル中
のテキストコントロールを配置し、各テキストコントロールの値バインディングをリストソースバインディングのクラ
ス中のフィールドのいずれかに割り当てます。各列のヘッダーのキャプションをクリックし、列のキャプションを設
定します。
テーブルの列は、「優先度」の概念をサポートしており、列のヘッダーを選択するとプロパティを参照できます。画
面上のスペースが確保できない場合（例えば、ユーザーが風景からポートレートモードに切り替え）、テーブルコ
ントロールは、実行時に特定の列を非表示にできます。列優先順では、非表示列の順序を決めます。ゼロ（デフ
ォルト）の値は、列を非表示にしないことを意味します。その後、1 は最優先で列を維持するという意味になり、2、
3…と続いていきます。
編集可能コントロール(データフィールド、コンボおよびフリップスイッチ)をテーブルに追加できます。それらの値
が変更された際、リストーソースバインドで指定された UDV 配列は直ちに更新されます。このバインドを変更を
保存するためにオペレーションに渡すこともできますし、編集プロパティ(更新の許可、追加の許可、削除の許可)
を有効にすることもできます。これらのプロパティにはそれぞれ、変更されたレコードに対して実行されるオペレ
ーションを指定することもできます。これにより、どのレコードが変更されているか判断できるため、オペレーショ
ンコードを簡単に書くことができます。
プロパティ：



列の表示・非表示操作を許可: 有効にした場合、表示されている列を選択できるボタンが実行時に表示さ
れます。これは非表示（すなわち 0 でない列優先度）にできる特定の列を選択した場合に効果がありま

す。


テーブルストライプ: 見やすくするために、テーブルの行を一行ごとに影をつけるかどうかを設定します。



更新の許可： テーブルの上部に保存ボタンを表示します。このボタンをクリックすると、変更されたレコード
を用いて「更新オペレーション」が呼び出されます。このオプションは、追加/削除操作を有効にする際に指定
する必要があります。



追加の許可： テーブルの上部に追加ボタンを表示します。このボタンをクリックすると新規レコードがテーブ
ルに追加され、再度同じボタンをクリックすると、新規レコードを用いて「追加オペレーション」で指定したオペ
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レーションが呼び出されます。


削除の許可： 削除ボタンが各行に表示されます。ボタンをクリックすると、削除されたレコードを用いて「削
除オペレーション」で指定したオペレーションが呼び出されます。

テーブルコントロールは以下のイベントをサポートします。


RowAdd: このイベントは、行が追加された際に発生します。



RowDelete: このイベントは、行が削除された際に発生します。



RowUpdate: このイベントは、行中の変更可能なフィールドが変更された際に発生します。



ChangesSaved: このイベントは、保存ボタンをクリックし、すべての更新/追加/削除オペレーションが呼び
出された後に発生します。

テキスト
テキストのコントロール部分はデータの表示を管理します。すべてのデータ形式（ブーリアン、文字列、日付/時間、
数字）のデータを表示するバインディングに限られ、静的なコンテンツを表示します。ほとんどのコントロール部分
のように、親コンテナの最大幅を占め、高さはコンテンツを表示できるくらいの高さを占めます。イベントの実行に
は対応していません。
プロパティ：


キャプション： 静的なコンテンツを表示するときに、テキストのコントロール部分で表示されるテキストです。



フォーマット： 日付と数字のテキストをフォーマットします。通貨、時間、短い日付などからフォーマット形式を
指定できます。



位置揃え： テキストを左揃え、中央揃え、右揃えにするかを設定します。



カラーマッピング: このプロパティは、ラベルの色をバインド値に基づいて変更する条件を指定するダイアロ
グをオープンします。ラベルがリストビューで使用されている場合に特に有用です。複数のカラーマッピング
を作成することができ、各条件は、選択したバインド値に対して実行される標準の JavaScript 文になります。
この JavaScript の評価結果が true の際に、指定した色が使用されます。



バインド（値）： テキストのコントロール部分の値を増加させるときに利用するバインディングです。データ形
式は、文字列、日付/時間、ブーリアン、または数字になります。データ形式が文字列でない場合は、フォー
マットのプロパティ値に従って、文字列に変換されます。

スライダー
スライダーコントロールはドラッグして数値を指定するためのハンドルです。
プロパティ:


最大値: スライダーの最大値を指定。



最小値: スライダーの最小値を指定。



範囲スライダー: 最小、最大値を別々に指定できるようにする際に設定します。



バインド(値): スライダーコントロールの値を表す数値バインディングを指定します。 注意: 「範囲スライダ
ー」オプションが有効な場合、値バインディングはバインド(最小値)/ バインド(最大値)が使用されます。

テーブルコントロールは以下のイベントをサポートします。
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Change: このイベントは、値が変更された際に発生します。

クライアントサイドのスクリプト
それぞれのウェブページの、クライアントサイドで行うすべてのロジックは、TD Mobile で利用するために新しく
開発された、クライアントサイドのスクリプト言語を利用して行います。これによって、開発は迅速で簡単になり、
プログラマーも JavaScript や jQuery や HTML の実務的な知識を持つ必要が無くなります。
このスクリプト言語はイベントアクションで構成され、簡単で分かりやすいながらも十分な機能を持っています。
スクリプトの構文
クライアントサイドのイベントアクションはすべて、以下の標準化された形式があります。
<command> <main_data> <extra_data>


Command： Invoke、Alert、Store、If、Navigate などの、実行するイベントアクションを記述します。
-



Main_Data： バインド、操作、ウェブページなど、コマンドが目標とする対象を記述します。
-



アウトラインの挿入メニューから選びます。
イベントアクションのアウトラインノードにあるドロップボックスから選びます。

Extra_Data： コマンドのオプションデータを記述します。
-

main_date ドロップダウンの後に表示されるオプション編集フィールドにテキストを入力します。

分岐
If の記述が無い場合でも、イベントアクションのほとんどは分岐をします。アクションが実行された場合、イベント
アクションの下にあるインデントされたコードが実行されます。このため、Else アクションの後に分岐のイベントア
クションが続きます。
同期
JavaScript が持つ性質のため、イベントアクションの多くは非同期になります。そのため、イベントアクションをコ
ーディングするときは注意が必要です。非同期のイベントアクションの場合は、最初のアクションが終了していな
くても、非同期のアクション（インデントが同じアクション）の後に続くアクションは、すぐに実行されます。
非同期のアクションの下にあるインデントされたイベントアクションは、非同期のアクションが終了するまで実行さ
れず、関連する Else アクションの下にあるインデントされたアクションも同様に実行されません。
イベントアクション
コントロール部分やウェブページに定義されているイベントには、ひとつまたは複数のイベントアクションが定義
されています。これらのイベントアクションは JavaScript コードとして、出力された HTML の中に生成されます。
Alert
OK ボタンを持つメッセージボックスをポップアップ表示します。メッセージのテキストを唯一の引数として指定す
ることができます。入力する引数が文字列リテラルの場合は文字列をクオーテーションマーク（"）で囲む必要が
ありますが、文字列バインディングの場合はその必要はありません。アラートは非同期のイベントアクションのた
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め、アラートの後のイベントアクションはすぐに実行されます。コードはアラートアクションの下にインデントされ、
ユーザーが OK ボタンをクリックするまでそのコードは実行されません。アラートアクションはそのように分岐しま
すが、Else アクションとのペアリングには対応していません。OK ボタンのテキストはランタイムではローカライズ
されますが、JavaScript の API でテキストは変換されます。


構文： Alert <任意のメッセージ>



タイミング： 非同期



分岐： 可（ただし、Else はサポートしていません）

注：現在の jQuery Mobile では、ページの Create イベント中、またはページのコントロール部分の Create イベ
ント中のメッセージボックスの表示に問題がありますが、次回の JQM リリース時に問題は解消される予定です。
ただし Invoke アクションの下にあるアラートでは問題は起こりません。これは、JQM で問題に対処するデータが
非同期のコールバックとして生成され、実際にアラートが作成されるまでにページも作成されるためです。
CloseDialog
ダイアログボックスを閉じます。ただし、閉じようとしているダイアログボックス内でのみ利用できます。ドロップダ
ウンの「True」と「False」を使用して、ダイアログ表示が成功したか失敗したかを示す値を指定することができま
す。必要に応じて、追加とデータフィールドに、ダイアログを生成したページに戻したい値をもつダイアログバイン
ディングの名前を指定すつこともできます。このバインディングの値は、Web ページ上のアクションによって取得
することができるシステムバインディング[dialog_return]に設定されます。


構文：CloseDialog < TRUE/FALSE ><任意のバインディング>



タイミング： 同期



分岐： 不可

Confirm
「はい」または「いいえ」のボタンがあるメッセージボックスをポップアップ表示します。質問のテキストになるイベ
ントアクションの行に、引数を入力します。入力する引数が文字列リテラルの場合は文字列をクオーテーションマ
ーク（"）で囲む必要がありますが、文字列バインディングの場合はその必要はありません。コードはこの Action
の下にインデントされ、ユーザーが「はい」を選ぶと、コードを実行します。確認アクションは Else アクションの後
に続きます。Else アクションの下にインデントされたコードは、ユーザーが「いいえ」を選ぶと実行されます。確認
アクションは後に続くコードとは非同期になります。はい/いいえボタンは JavaScript ランタイムで英語、フランス
語、日本語、ポルトガル語にローカライズされます。言語を追加する場合は、JavaScript API を利用してくださ
い。


構文： Confirm <任意のメッセージ>



タイミング： 非同期



分岐： 可

注：ページまたはコントロール部分の Create イベントでは、確認アクションの利用が制限されます。詳細は「アラ
ートのヘルプ」を参照してください。
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If
特定のバインディングの「ブーリアン状態」を確認します。値が True の場合は、If アクションの下にインデントさ
れたコードを実行します。値が False の場合は、関連する Else アクションの下にあるコードを実行します。このア
クションは、ブーリアン状態の If 分岐と入力規則の Validate 分岐とペアリングされています。
If には JavaScript 式を指定することもできます。JavaScript が指定された場合、バインド値を用いて
JavaScript が評価され、結果が true となった場合に分岐が発生します。 例：
If <任意のバインディング> != 5



構文： If <任意のバインディング>



タイミング： 同期



分岐： 可

Else
Else アクションは分岐イベントの後に続き、関連するアクションが False とされた場合に実行されるアクションで
す。詳細は Else ブロックが実行されたときのイベントアクションを参照してください。


構文： Else



タイミング： 同期



分岐： 不可

ElseIf
ElseIf アクションは If または Else アクションの後に続きます。ElseIf アクションは If 文を除いては従来の ElseIf
文のアクションと類似しており、バインディングのブーリアン状態をもとに分岐します。
ElseIf には JavaScript 式を指定することもできます。JavaScript が指定された場合、バインド値を用いて
JavaScript が評価され、結果が true となった場合に分岐が発生します。 例：
ElseIf <任意のバインディング> != 8



構文： ElseIf <任意のバインディング>



タイミング： 同期



分岐： 可

Invoke
サーバーサイドの操作を呼び出します。操作の呼び出しは非同期なので、Invoke アクションの後のコードは呼
び出しの結果を待たずに実行されます。ただし、コードは Invoke アクションの下にインデントされ、そのコードは
呼び出しが完了するまでは実行されません。Invoke アクションと Else アクションはペアリングでき、呼び出しがタ
イムアウトした場合は、Else ブロックが実行されます。Invoke アクションのタイムアウト時間は IIS 設定で設定し、
web.config ファイルで変更できます。


構文： Invoke <任意の操作>



タイミング： 非同期



分岐： 可
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JavaScript
ページアウトラインのクライアントノードにある、Functions ノードで定義された、クライアントサイドの JavaScript
機能を呼び出します。パラメーターが必要な場合は、追加のデータボックスにパラメーターを入力します。パラメ
ーターには基本的な文字、文字列、数字、ブーリアン値などが利用されます。JavaScript のアクションは、
JavaScript の戻り値をもとに分岐します。JavaScript の戻り値は型付けが弱い値ですが、JavaScript の言語
は値をブーリアン型に変換するロジックを持つので、戻り値の形がどんなものであっても分岐を行います。


構文： JavaScript <任意の関数> <オプションのパラメーター>



タイミング： 同期



分岐： 可

Navigate
アプリケーションの新規ウェブページまたは外部の URL に誘導します。新規ページへのパラメーターは、ページ
の名前の後に一覧表示されます。これらのパラメーターは、現在のページのバインディングまたはパラメーター
になります。特定のページの名前に加えて、以下のタグが内蔵されています。
-

<back>： ブラウザが表示するページを前のページに戻します。

-

<url>： 追加のデータフィールドに URL を入力できます。

-

<return page>: ユーザー認証を行うために自動的にログインページに誘導された場合、その直前に
移動しようとしたページに移動します。



構文： Navigate <任意のページ> <オプションのパラメーター>



タイミング： 同期



分岐： 不可

RunReport
Web リポートを実行します。 詳細については、「モバイルアプリケーション用 Web リポート」を参照してくださ
い。


構文: RunReport <リポート名>



タイミング: 同期



分岐: 不可

Set
バインディングの値を設定します。数字、日付/時間、文字列、ブーリアン値などの平易な文字を利用します。
UDV バインドの内部にインスタンス変数を利用できます。バインディング名を選ぶドロップダウンの後に、新規
の値を入力します。新規の値は基本的なデータタイプ、文字列、数字などになります。バインディングの値を null
に設定するため、”null” を値として指定することもできます。


構文： Set <任意のバインディング> <新規の値>



タイミング： 同期



分岐： 不可
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ShowDialog
ダイアログボックスを生成し、現在のウェブページ上に表示します。イベントアクションの隣にあるドロップダウン
には、アプリケーションで定義されているダイアログのリストが表示されます。Navigate アクションと同様、必要
に応じて右側に追加データフィールドのバインディングを一覧表示できます。これにより、ダイアログボックス用に
定義されたダイアログパラメータの値を指定することができます。


構文：ShowDialog <ダイアログ> <任意のパラメーター>



タイミング： 非同期



分岐： 可

ShowMenu
このコマンドでメニューが定義されているページのメニューをポップアップ表示します。このコマンドはブロックされ
ないので、ShowMenu アクションの下にあるコード行は、ユーザーがメニューから選ばなかった場合でも実行さ
れます。


構文： ShowMenu



タイミング： 非同期



分岐： 不可

Store
Store アクションはバインディングの内容をブラウザのローカルデータベースに格納します。これは HTML5 の導
入とともに利用できるようになりました。利用する場合は Store アクションを追加し、格納したいバインディングを
選びます。データは独自のキーとともに、ブラウザのローカルデータベースに格納されます。バインディングを格
納した後に、追加のデータフィールドに指定したキーを入力します。キーを指定しない場合は、ページの名前とバ
インディングの名前がキーになります。


構文： Store <任意のバインディング> <任意のキー>



タイミング： 同期



分岐： 不可

Restore
Restore アクションは、ブラウザのローカルデータベースのデータとともに、バインディングを読み込みます。バイ
ンディングのドロップダウンの後に表示される追加のデータフィールドに、データベースからデータを選ぶときに
利用するキーを入力します。キーを指定しない場合は、ページの名前とバインディングの名前がキーになりま
す。


構文： Restore <任意のバインディング> <任意のキー>



タイミング： 同期



分岐： 可

Timer
Timer アクションは、TD Mobile に内蔵されているタイマー機能を管理します。タイマーを起動させると、現在の
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ウェブページの Timer イベントが始まります。これらのイベントは、操作を通じて定期的に、長時間かかる処理の
状態やサーバーのアップデートについて、サーバーにポーリングを行います。Timer コマンドの後に表示される
コンボボックスには「オン」と「オフ」が含まれます。「オン」はタイマーを起動させ、「オフ」はタイマーを終了します。
「オン」が選ばれた場合は、コマンドの末尾にあるエディットボックスにタイマーの時間をミリ秒単位で入力します。
タイマーはページごとにひとつだけ設定できます。ユーザーが現在のページを表示させたままにしているときに
は、タイマーをすべてオフにすることをおすすめしますが、TD Mobile はロジックを内蔵しており、そのロジックに
よってユーザーがページを離れたときにタイマーをすべてオフにします。


構文： Timer <on/off> <間隔（単位：ミリ秒）>



タイミング： 同期



分岐： 不可

Validate
Validate アクションはバインディングを検証します。検証のルールはそれぞれのバインディングごとに指定され
ます。ルールを指定していない場合は、Validation アクションは無効になり、True の値を持ちます。このイベント
アクションを「暗黙の分岐」と言います。Validate アクションの下に、検証がされた場合に実行するインデントした
コード、および検証に失敗した場合に Else アクションとともに Validate アクションの後に続く、インデントしたコー
ドを追加することもできます。Validate アクションは、If アクションとペアリングしたアクションであり、Validate ア
クションはバインディングの検証ルールをもとに分岐し、If アクションはバインディングのブーリアン状態をもとに
分岐します。


構文： Validate <任意のバインディング>



タイミング： 同期



分岐： 可

WaitIcon
WaitIcon アクションは、アプリケーションが処理中であることをユーザーに知らせるために、アプリケーション上
に、「待ち状態」を表すアイコンを重ねて表示します。任意のメッセージをアイコンのすぐ下に表示させるために、
イベントアクションに指定することも可能です。


構文: WaitIcon <任意のメッセージ>



タイミング: 非同期



分岐: 不可

クライアントリソース
JavaScript
HTML ファイルで生成された JavaScript コードは、jQuery Mobile および Gupta TD Mobile JavaScript の
ライブラリを参照しています。これらのライブラリは転送先の出力フォルダー内の js サブフォルダーに自動でコピ
ーされます。TD Mobile のライブラリにはコードの容量を小さくするプロセスがあり、それによってダウンロードが
高速になります。クライアントサイドのデバッグを行うために、マップファイル（td.min.map）によって、ブラウザの
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デバッガーが正確にコード進行を行います。
他のサーバー上に存在する JavaScript ファイルを、「ウェブリンク」リストビューペインを使用して、直接参照さ
せることも可能です。
スタイルシート
スタイルシートリストビューで、ユーザーが作成したスタイルシートをアプリケーションにインポートします。それぞ
れの css ファイルはコンパイルまたは公開時に、アプリケーションの出力フォルダー内の css サブフォルダーにコ
ピーされます。また、すべてのウェブページ（HTML ファイル）の head 要素には、スタイルシート行とインクルー
ド行が自動で生成されます。
他のサーバー上に存在する CSS ファイルを、「ウェブリンク」リストビューペインを使用して、直接参照させること
も可能です。
外部 JavaScript または CSS ファイルの直接参照
他のウェブサイトで提供されている CSS クラスや JavaScript コードを「ウェブリンク」リストビューから参照できま
す。アプリケーションエクスプローラの「ウェブリンク」ノードをクリックすると、「ウェブリンク」リストビューペインが
表示されます。リストビューツールバー上の「追加」ボタンをクリックし、新しいリンクを追加します。リンクタイプに
は、CSS または JavaScript を指定してください。
追加リソース
「その他のファイル」リストビューペインにより、アプリケーションが必要とするその他のクライアント側の追加ファ
イルを指定することができます。アプリケーションエクスプローラの「その他のファイル」ノードをクリックします。こ
れらのファイルは、アプリケーソンをコンパイルする際に出力フォルダーにコピーされます。また配備する際にも
コピーされます。例えば、特定のイメージファイル、メディアファイル、レポート定義などが追加リソースとして考え
られます。
テーマ
テーマは特殊なスタイルシートで、追加のしかたは他のスタイルシートと同じですが、TD Mobile では IDE のリ
ボンに設定タブを設け、そこから jQuery モバイルのテーマファイルをインポートできます。

アプリケーションのローカライズ
TD Mobile は、簡単な操作でしかも高機能のローカライズ機能に対応し、コーディングをせずに、様々な地域の
様々なテキストに対応したウェブページを作成できます。さらに、TD Mobile JavaScript ライブラリを利用すると、
個々の条件に合った操作でローカライズ化を行えます。
レイアウトペインからのローカライズ
アプリケーション内のビジュアルオブジェクトは、利用している言語ごとのテキストプロパティを格納します。IDE
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には常に「アクティブな言語」を持った状態になり、ビジュアルオブジェクトに割り当てるテキストプロパティを、
IDE が現在利用している言語と関連付けられます。
注：アクティブな言語は、IDE 自身の言語と混同が起こることはありません。リボンバーで現在アクティブになっ
ている言語は、レイアウトタブのレイアウトグループにある、言語から設定します。

メニュー項目やバインディング検証ルールのエラーメッセージ用に入力したキャプションには、アクティブな言語
が適用されます。
例えば、ページ上の画面にあるボタンのテキスト表示を、英語とドイツ語（クライアントデバイスがある地域によっ
て異なります）にする場合は、以下の操作を行います。
1. アクティブな言語を英語に設定する
2. ボタンのプロパティに英語のキャプションを入力する
3. アクティブな言語をドイツ語に設定する
4. アクティブな言語が英語、ドイツ語間で切り替えられることと、レイアウトペインがテキストを切り替えてそれ
ぞれの言語がページに表示されていることを確認する
入力したテキストは生成された HTML ファイルの小テーブルに格納されます。地域ごとに別々の HTML ファイ
ルが生成されることはありません。ユーザーは表示される言語を、サーバーからページを再取得せずに切り替え
られます。ブラウザがページを読み込むときにデバイスの場所を特定し、それぞれの操作について正しい言語
のテキストが割り当てられます。
初期設定の言語と代替の言語
IDE 内およびランタイム中の言語を設定できます。
ひとつ目の設定は「初期設定の言語」で、リボンバーの設定にある言語グループ新規プロパティから設定します。
ここで設定された言語が、新規にアプリケーションに追加するページの、初期設定でアクティブになる言語になり
ます。例えば、アプリケーションで利用する主な言語がフランス語の場合は、新規プロパティをフランス語に設定
します。
2 つ目の設定は「代替の言語」で、クライアントサイドのデバイスがテキストを認識できない言語を利用していると
きに、クライアントサイドのロジックをどのように対応させるかを設定します。例えば、アプリケーションの言語を英
語とポルトガル語に設定しているときに、ドイツ語を利用しているデバイスのブラウザがページを読み込んだ場
合、「代替の言語」で設定した言語が表示されます。
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最後の設定は IDE 全体での、初期設定でアクティブにする言語で、ファイル、設定の順に選び、TD Mobile プ
ロパティダイアログから設定します。ダイアログのデフォルト言語を確認してください。

言語テキストをインポート、エクスポートする
TD Mobile を利用すると、多言語の UI テキストの入力が簡単になりますが、開発者にはすべての言語のテキ
ストを揃えることは難しいかもしれません。各言語のエキスパートに言語テキストファイルを作成してもらうのも現
実的ではありません。このような状況を改善するために、TD Mobile はアプリケーションの UI テキストのインポ
ート、エクスポート機能に提供しています。これによって、XML または CSV ファイルに特定の言語のテキストを
エクスポートし、そのファイルを翻訳し、翻訳テキストをページにインポートできます。
インポート、エクスポートの作業は、リボンバーの設定タブの言語グループのインポート、エクスポートボタンで行
います。

エクスポートボタンをクリックすると、言語のエクスポートダイアログボックスが表示されます。
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はじめに、エクスポートしたいページを選びます。すべてのページを選ぶ場合は、アプリケーションを選びます。
エクスポートする言語ドロップダウンメニューに、選んだページで利用している言語の一覧が表示されます。エク
スポートしたい言語を一覧から選びます。デフォルトでは、出力形式は XML になりますが、CSV 形式を選択す
ることも可能です。 実行ボタンをクリックすると、エクスポートする場所とファイル名の入力を求められます。

それぞれのウェブページには XML ノードがあり、その下の階層にはコントロールノードがあります。コントロール
ノードはページを操作するためのサブノードを含みます。それぞれの操作のプロパティリストノードには、ローカラ
イズ可能なプロパティの一覧が表示されます。それぞれのプロパティを編集することで、プロパティの言語を翻訳
できます。
エクスポートファイルを翻訳用に編集し、IDE のインポートボタンをクリックすると、 言語のインポートダイアログ
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ボックスが表示されます。
インポートしたいページと、どの言語を UI テキストに格納するかを選びます。このとき、訳語を含んだ XML また
は CSV 入力ファイルを要求されます。選んだページを表示し、IDE のアクティブな言語を切り替えると、翻訳した
テキストがインポートされたことを確認できます。

UI 言語を追加する
TD Mobile IDE は、初期設定で 20 言語に対応していますが、初期設定の言語以外をアプリケーションへ追加
できます。追加を行う場合は、リボンのアプリケーションメニューからファイル、設定の順に選び、TD Mobile 設
定ダイアログを表示します。＋ボタンで言語の追加設定ダイアログから言語を追加し、－ボタンで言語を削除し
ます。
クライアントサイドのローカライズ
次のようなとき、ランタイムを制御するページをローカライズ化して対応します。


内蔵されている TD Mobile の、ランタイムテキストの翻訳言語を増やしたい。



アラート、確認メッセージをデバイスが使われている地域によって変えたい



クライアントサイドのデバイスが使われている地域の言語と異なる言語を表示できるようにしたい。

TD Mobile ランタイムテキスト
アプリケーションを構成するテキストは、すべて開発者が決めているものですが、TD Mobile JavaScript ランタ
イムには、あらかじめ内蔵されているテキストがあります。例えば、Alert ダイアログの OK ボタンや Confirm ダ
イアログの Yes、No ボタン、一部のエラーメッセージなどが内蔵されています。初期設定では、英語、フランス語、
ドイツ語、日本語のこれらの用語が内蔵されています。
TD Mobile のランタイムには、テキストが入力済みの文字列テーブルがありますが、テキストを修正できます。
修正されたテキストが初期値とともに読み込まれたかを確認するには、アプリケーションをコンパイルした後に出
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力フォルダー内の js フォルダーにある、i18n.js ファイルの内容を確認します。ローカルの翻訳テーブルに Yes、
No、OK などの訳語が入っているかを確認してください。ランタイム時に訳語が必要な場合は、キー値をもとに正
しい文字列を表示します。Td.Localization.registerTranslations というコマンドを利用します。
例：
Td.Localization.registerTranslations( { "Yes": { "en-US" : "Ja" } } )
上記のコマンドを利用すると、英語で Yes と表示されるテキストが Ja と表示されます。
アラート、確認のアクションのローカライズ
アラートや確認のメッセージもクライアントの地域に応じてカスタマイズしたいと思うかもしれません。通常、アラ
ートに対するアクションは、クオーテーションマーク（"）で囲まれたテキストの後に表示されます。クオーテーション
マークを省略すると、TD Mobile はクライアントサイドの文字列のテーブルのキーを参照すると判断します。
Td.Localization.registerTranslations でエラーメッセージを登録すると、アラートコマンドのキーを簡単に指定
できます。
Td.Localization.registerTranslations( { "MY_ERROR": { "en-US" : "You made a mistake",
"de-DE" : "Das ist nicht gut" } } )
上記のコマンドを利用すると、イベントアクションは以下のようになります。
Alert: MY_ERROR となります。
クライアント言語を切り替える
TD Mobile の JavaScript 機能である Td.Localization.setLocale コマンドで、現在利用しているデバイスの地
域を切り替えられます。
例：
Td.Localization.setLocale( "de-DE" )
上記のコマンドを利用すると、クライアントサイドのデバイスがドイツ語モードに切り替わり、TD Mobile のページ
の UI がすべてドイツ語で表示されます（定義されている場合）。例えば、アプリケーションのログイン画面で、言
語を選ぶアクションを入れることもできます。

オフラインモードアプリケーションの作成
TD Mobile はアプリケーションのサーバー側ロジックを実行するウェブサーバーへの接続が必要なウェブアプリ
ケーションを作成するための開発プラットフォームです。しかし、ある種のアプリケーションでは、短期間、接続な
し(いわゆるオフラインモード)で動作することが求められます。TD Mobile はオフラインモードをサポートするよう
な特別なモードはサポートしていませんがこの機能をアプリケーションに組み込むためのいくつかのツールが利
用可能です。
オフラインブラウザキャッシュ: これが有効になっていると、ブラウザは表示したページをキャッシュしますので、
サーバーへの接続が途切れても、ページ間を移動することが可能になります。リボンタブ「設定」の「ビルド」リボ
ングループの詳細設定にある、「オフラインキャッシュを有効化」チェックボックスをチェックすると、キャッシュが
有効になります。
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ローカルブラウザデータベースへのデータの保存: Store および Restore イベントアクションを使って、一時的に
バインディングデータをローカルブラウザデータベースに保存し、後で読み出すことができます。
[online] システムバインディングの利用: このバインディングはアプリケーションの現在の接続情報を表します。
接続状態によって、コントロールの有効・無効、または表示・非表示を行う場合に、利用することができます。
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4 章 － サーバーサイド
サーバーサイドのロジック
アプリケーションのページは、Function と Operation という 2 つの方式でサーバーサイドのロジックを定義して
います。


Function： 「Function」はサーバーの内部にあります。つまり、クライアントのコードからは呼び出せません。
「Function」の目的は、ページ内部のヘルパー、ロジック、ルーティーンを与えることです。「Function」の引
数はグローバル変数、ローカル変数またはパラメーターでなければなりません。また、「Function」の戻り値
は類似したオブジェクトへ戻さなければなりません。



Operation： 「Operation」はクライアントコードからのみ呼び出せます。「Operation」の目的は、サーバー
サイドのロジックを呼び出すために公開され、かつ、エクスポートされたルーティーンを与えることです。
「Operation」の引数と戻り値はバインディングオブジェクトと関連したものでなければなりません。ByRef 引
数は存在しないため、「操作」から返されたデータは、戻り値を利用して返す必要があります。



グローバル操作: 単一のウェブページ専用ではないことを除いて、上記「Operation」と同様です。多くのペ
ージで共通するサーバー側ロジックを定義する場合に大変便利です。「グローバル操作」引数、戻り値への
バインディングは、その「グローバル操作」を Invoke する、すべてのページで定義されている必要がありま
す。

さらに、広範囲のサーバーサイドのコードは、関数クラス、グローバル変数、グローバル関数で定義されていま
す。すべてのグローバル変数は IIS セッションオブジェクトで自動作成されるので、データやその状態は、操作呼
び出しの間は持続されます。詳細はステータス管理を参照してください。

外部コードへのアクセス
外部 DLL のインクルード
インポートシンボルを用いて、アプリケーション外部の.NET アセンブリを含むロジックへ容易にアクセスできます。
IDE 画面の左側にあるエクスプローラーにあるインポートシンボルを選択し、リストビューペインを表示します。
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インポートシンボルペインでは、インポートシンボルファイル(*.axl)の追加と削除が行えます。AXL ファイルは、
外部アセンブリのコンテンツを記述した XML ファイルです。アプリケーションへインポートされた外部シンボルは、
外部ロジックと対話できるコードとしてコンパイルされます。
新しいシンボルファイルを作成し、アプリケーションへ追加するためには、「AXL(*)」ボタンをクリックしてください。
または、「AXL(*)」ボタン右端をドロップダウンして、「外部.NET コードのインポート」を選択してください。

「アセンブリのインポート」ウィザードが起動しますので、次の 2 つから選択します。

 GAC(Global Assembly Cache)アセンブリのファイルをインポートする
 独自のアセンブリファイルをインポートする。この場合、実際の DLL へのファイルパスを入力する必要があ
ります。
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GAC アセンブリを選択すると、次の画面で GAC に登録されているアセンブリリストが表示されます。

ここからインポートしたいアセンブリを選択して「次へ」ボタンをクリックして次のステップウィザードへ進みます。
ここでは、選択されたアセンブリがもつクラスリストが表示されます。

アプリケーションで利用したいクラスを選択します。1 つ以上選択するには、クリック中、コントロールキーまたは
シフトキーを押し続けます。そして、*.AXL を生成する出力フォルダーのパスを指定してください。最後に「インポ
ート」ボタンをクリックします。
インポートシンボルペインの左下のエクスプローラーに、新規作成された AXL ファイル名が表示されます。イン
ポートシンボルのコンテンツを表示するペインを開くには、この新しいエクスプローラーノードから選択するか、リ
ストビューペインの該当行をダブルクリックします。
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Web サービスのインポート
外部.NET アセンブリへアクセスと同様に、アプリケーションへ Web サービスのファイルをインクルードし、外部
Web サービスを記述したインポートシンボルファイル(*.AXL)を作成するには、インポートシンボルペインにある
「AXL(*)」ボタン右端をドロップダウンして「Web サービスのインポート」を選択します。
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Web サービスのインポートウィザードが表示されます。
インポートしたい Web サービスを記述した WSDL ファイルを示す URL かファイルパスを入力します。WSDL が
アクセス認証の必要なサーバー上へ存在する場合は、サーバー認証欄へログイン情報を入力します。
次のウィザードでは、出力するファイル名と出力先のパスを入力します。ここで、2 つのファイルが作成されます。

 相互運用アセンブリ: リモートウェブサービスと通信を処理する.NET コードを含みます。
 インポートシンボルファイル (*.AXL): 相互運用アセンブリをもつシンボルを含みます。

「作成」ボタンをクリックすると、作成されたインポートシンボルファイルをアプリケーションへ追加できます。ほか
のインポートされた外部シンボルのようにプログラムコード内へ、これらの外部シンボルを利用できます。
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データベースとの接続
TD Mobile は、データベースアセンブリ（gupta.td.runtime.database.dll）を含め、従来の TD.NET ランタイム
を利用しています。このアセンプリは、アプリケーション内の接続、切断、データの取り出し、コマンドの実行、バ
インディングなどを扱えます。データベース上のすべての動作は、従来の Team Developer のアプリケーションと
同じように、SqlPrepareAndExecute 関数で Select、Update、Delete などを実行し、SqlFetchNext 関数で結
果セットの移動などを実行します。Team Develper と TD Mobile アプリケーションの違いのひとつは、接続のし
かたです。
従来の Team Developer のアプリケーションでは、SqlDatabase、SqlUser、SqlPassword などのシステム変
数は接続について記述した任意の値で、SqlConnect 関数が呼び出されて接続を行います。TD.NET では、こ
れらの変数を固定のプロパティとして、下層にあるデータベースクラス内で実行します。TD Mobile の環境では、
データベースアセンプリーはすべての ISS 接続で利用でき、プロパティはすべてのスレッドで固定のものになりま
す。この結果、複数のユーザーが変数をいつでも更新できますが、更新した変数が干渉し合う場合もあります。
さらに、従来のデータベースロジックは、接続のプールや再接続に利用しているロジックを内蔵していますが、内
蔵されているロジックは静的構造にも依存します。そのため、様々なスレッド（ユーザー）が他のユーザーの再接
続を行っている状況もあり得ます。
Team Developer の従来の接続方法でも問題はありませんが、接続の負荷がかかり過ぎると予期しないことが
起こる場合があります。
このため、SqlConnectDotNet という TD.NET の関数を利用することをおすすめします。TD.NET 関数は、デ
ータベースへの接続を接続文字列で行う機能をサポートしています。これには以下の長所があります。


内蔵の接続プールを利用しない



SqlDatabase、SqlUser、SqlPassword（sql.ini）から接続情報を入手せずに、標準化された.NET 接続文
字列を入手する

SqlConnectDotNet をデータベースへの接続に利用することで、接続プロセスはマルチスレッドの環境下でも正
常に作動します。接続プールはほとんどのデータベースドライバーに内蔵され、初期設定で作動するため、接続
プールを利用できます。SQLBase でもサポートされていますが初期設定ではオフになっているため、接続プー
ルを利用するためには接続文字列に以下のタグを追加する必要があります。
PoolSize=<#ofConnections>;ConnectionLifeTime=<In Seconds>
"PoolSize"はプールの最大容量を表し、"ConnectionLifeTime"は利用していない接続を切断する前に、プー
ルに保持しておく時間を表します。
アプリケーションが利用している Sql ハンドルの変数の範囲には注意が必要です。グローバル変数を Sql ハンド
ルに利用できるので、操作呼び出しの間は接続状態にしておきます。
ユーザーがアプリケーション外から検索を行うと、検索がされたと認識することはできないので、データベースへ
の接続が、IIS セッションがタイムアウトして変数が無効になるまで継続することになります。可能ならば操作ごと
に接続、切断を行い、データベースへの接続状態を保持しないことをお勧めします。

データ接続
TD Mobile 1.1 では、サーバーサイドのリソースとして接続を定義する機能を追加しました。この機能により、
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SAL コードを記述することなくデータドリブンのページを作成できます。Data Operation、Data Class、Data
Connection としてアウトライン上で利用できます。
接続
エクスプローラーにある「接続」からは、バックエンドのデータソースへの接続を定義できます。新しい「接続」を作
成するには、エクスプローラーにあるサーバーリソースの「接続」をクリックします。

新しい「接続」を追加するために、接続ペイン左にある追加ボタンをクリックします。

接続ペインに表示された「接続」名をダブルクリックすると、詳細な設定が行えます。

接続タイプでは、接続に利用するデータソースのタイプを設定します。接続タイプを変更すると、関連するオプシ
ョンも変更されます。


Mongo： Mongo は TD Momile にパッケージされた NoSQL データベースに基づくオープンソースのドキュ
メント指向データベースです。スキーマを定義することなく、ユーザーインターフェースのプロトタイプを容易
に作成できます。アプリケーションがデータへの接続している間、IDE はバックエンドで Mongo を自動起動
します。Mongo サーバー (mongod.exe)は、TD Mobile がシャットダウンした後もメモリー内で起動し続け
ます。Mongo をシャットダウンするには、admin データベースへ切り替えた後 (“use admin”)、Mongo クラ
イアントシェルから db.shutdownServer()を実行すると正常にシャットダウンできます。すでにカスタム設定
済みの Mongo を TD Mobile のデータベースとして簡単に利用できます。IDE から TD Mobile アプリケー
ションを起動する前に Mongo を起動しているかどうかを確認するだけです。Mongo が起動しておけば、TD
Mobile IDE の起動を妨げません。

 データベース名： レコードを保存するデータベース名です。データベースが存在しない場合、最初の
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レコードが追加されると自動的にデータベースが作成されます。

 ホスト： Mongo が起動しているサーバーホスト名
 ポート： Mongo がリッスンしているポート番号


SQL：.NET が対応しているデータベースへの接続

 プロバイダータイプ： Sqlbase、SqlServer、Oracle、Custom から選択します。
 プロバイダー名： Custom を選択した場合、Web.config ファイルに定義されたプロバイダー名を入
力します。

 接続文字列： データベースのポート番号、ホストを記述した標準的な.NET 接続文字列です。


XML： XML ファイルベースのデータベースからレコードを取得します

 ファイルパス： データが保持されている XML ファイルのパスを入力します。
 ファイルを自動的に作成： 選択した場合、ファイルが存在しないと新たなファイルを作成します。



Custom： 独自のデータ接続を作成できます。

 実装クラス： データ接続インターフェースを実装する.NET クラスの完全修飾名を入力します。
 アセンブリ名： データ接続インターフェースを実装するアセンブリの完全修飾名を入力します。
 設定： 実装クラスへ渡される名前/値のリスト
データクラス
データクラスは、データ構造をモデル化し UI へデータを表示するデータ接続/操作を処理するために利用します。
たとえば、リレーショナルデータベースに Customer テーブルがあるとき、アプリケーションで表示したい列に対
するインスタンス変数をもつ Customer データクラスを作成できます。データクラスは関数クラスと同じように継
承と関数定義は対応していません。これらは、本質的にはデータ転送オブジェクト（DTO）です。
データクラスは、関数クラスと同じようにエクスプローラーのクラスからアプリケーションに追加できます。クラスペ
イン上部にある「追加」ボタンの右端にあるドロップダウンからデータクラスか関数クラスを選択できます。

データクラスを追加すると、デフォルト名をもつデータクラスがクラスペインのリストへ追加されます。バックエンド
データへ関連付けされたインスタンス変数も追加されます。たとえば、CustomerTable というリレーショナルデー
タベースのテーブルのデータをモデル化します。デフォルトでは、データクラス名は、データストアのテーブル/オ
ブジェクトを識別するために利用されます。SQL の命名規則と異なる SAL コードの命名スキーマへあわせるとき
や短い識別子を利用するときなどで、ストレージ名と異なるクラス名をつけたいときには、任意の Name Map ノ
ードを追加します。インスタンス変数も同様に、デフォルトではこれらの名前はデータストアの列に関連付けられ
ますが、Name Map Node により別のストレージ名を入力して、その下へネストできます。データ構造について
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TD Mobile へ追加情報を与えるようなインスタンス変数の下へネストできるほかのノードがいくつかあります。


Identify Field： すべてのデータクラスは ID が保存されているテーブルで、唯一であると識別できるフィー
ルドをもつようにします。TD Mobile はどのフィールドが一意性を表すのかを知る必要がありますので、この
フィールドを追加します。



Auto Increment： いくつかのデータストアは、フィールドを識別する一意の値を自動生成に対応し
ています。データストアではなく、TD Mobile に一意の値を自動生成する処理をさせるには識別する
フィールドの下へこのノードを作成します。



Read Only: バインディングの値が変化しても、このフィールドは更新されません。これは、データソースから
変更の必要がないデータを表示したい場合に使用します。



Calculated: このフィールドは、データクラスに関連付けられているデータベーステーブルの列には対応し
ていません。その値は、式にしたがい、Data Operation の Browse アクションまたは Read アクションで計
算されます。データクラス変数に Calculated サブノードを追加するときは、サブノードの右側に式を入力でき
ます。この式のデータ型は、変数と一致していなければならず、同じクラス内の同じ型の変数のみを参照で
きます。データクラスが通常の Operation から返されたとき、また、クライアント側のロジックがバインディン
グの中の値をリセットしたときには、Calculated フィールドは再計算されません。
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データクラスを定義するデータベースウィザード
データベース・エクスプローラ・ウィザードを使用すると、データベーステーブルから簡単にデータクラスを定義す
ることが可能になります。この機能を利用するには、まず、データクラスを作成する際に必要な、有効な「接続」オ
ブジェクトをアプリケーションで定義します。
クラスペインの「追加」ボタンをクリックすると表示されるメニューから、「データクラス(接続から)」を選択すると、
データクラスフィールドをデザインするダイアログが表示されます。

このダイアログには、アプリケーションで定義されているデータ接続オブジェクトの一覧を表示するドロップダウン
があります。いずれかの接続を選択すると、データベースに含まれるテーブル一覧を表示するドロップダウンが
有効になります。
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データベーステーブルが選択されると、選択されたテーブルのカラム一覧が表示されます。チェックボックスがチ
ェックされているカラムがデータクラスに含まれます。作成するフィールドに別名を使用する場合は、クラス変数
名フィールドの値を変更します。別名を指定すると、Name Map 属性が自動的に追加されます。ID として使用さ
れるカラムを指定するには、そのカラムの ID フィールドのチェックボックスをチェックします。
Data Operations
データ接続とデータクラスを定義すると、データを表示したいページへ Data Operation を追加できます。Data
Operation は Operation と似ていますが、バインディングの戻り値を処理する SAL コードを記述する代わりに、
以下のいづれかを定義する必要があります。


レコードの更新、1 つのレコードの読込、レコードリストの作成など Operation にさせたいこと



データを取得するにどのデータ接続を利用するか



結果を更新するためどのバインディングを利用するか

データを扱うバインディングを追加することからはじめ、以前に作成したデータクラスのタイプである必要がありま
す。リストビュー、コンボボックスのようなリストのコントロールを扱う場合、配列として下記のように定義します。
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そして、Operations ノード下に Data Operation を追加します。

新しい Data Operation を追加し、名称を入力後、まずはレコードを取得するのに使用する
データ接続を選択します。Data Action にはデータとともに操作したいことを記述します。有効なオプションは次
のとおりです。
Browse： 接続先のレコードリストを選択します
Action type として Browse を選択すると、Data Class Binding ノードでデータをバインドする配列を選択します。
必要に応じてフィルタを定義し、適用条件を並べ替えられます。「等しい」、「含まれる」のようなフィルタの値とし
てバインディングを利用して、データクラスフィールドを選択できます。また、昇順、または、降順のどちらかでソ
ートしたいデータクラスフィールドを選択できます。フィルタとソートは、複数の基準を追加することができます。下
記は、Customer データクラスに対して、データの操作をするサンプルです。それは、LastNameSearch バイン
ディングの値で Last フィールドと同じ値で開始するレコードをフィルタリングし、Last フィールドの昇順でソートし
ます。

Read: ID に基づきレコードを選択する
Data Class Binding でデータを表示するために Read アクションを利用します。Read を選択すると、Identify
Binding で選択したノードが表示されます。このバインディングはデータストアのレコードを検索するために利用
される値を含みます。Identity Field としてマークされたフィールドは検索対象として利用されます。下記のイメ
ージでは、Data Class binding「CUST」が Identify Binding として ID パラメーターが選択されています。
Read Operation は CUST バインディングのデータを集め、パラメーターの値と顧客 ID が等しいデータを検索し
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ます。

Edit： 既存レコードを更新します
更新をかけたい既存のレコードに対してデータソースでデータを更新するには、Edit アクションを Data Action
で選択します。

Add： データソースへ新しいレコードを追加します
新しいレコードを追加するには、Add アクションを利用します。データソースが ID を自動インクレメントしない場合、
Identify field で自動インクレメントが定義されていない場合はコーディングする必要があります。

Delete：データソースからレコードを削除します
Read アクションと同様に、Identify Binding をセットする必要があり、削除したいレコードを検索するために利
用する ID となります。

場所に基づく問い合わせ
“現在の GPS ポジションから 1 マイル以下の場所にあるすべてのレストランを返す” のようなデータベース問い
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合わせを実行することも可能です。その後、リストを表示するか、レストランを地図コントロール上に表示すること
もできます。

カスタム例外処理
TD Mobile は、例外処理を独自に定義できます。これらは、例外処理の処理スキームの一部としてコードに
「Thrown」と「Caught」を組み込みます。コーディングについては、TD Mobile アプリケーション開発ツールの利
用ガイドを参照ください。
カスタム例外処理を作成するには、エクスプローラーにある例外ノードをクリックすると、例外ペインのリストビュ
ーが表示されます。

新しい例外を作成するには、リストビューツールバー上の”+”ボタンをクリックします。エクスプローラーかリストビ
ューペインの該当の行をダブルクリックすると表示されます。

カスタム例外には、発生した exception/error のテキストメッセージを含む sMessage という文字列をもちます。
多くのカスタムフィールドは IIS ではシリアル化しておらず、モバイルクライアントへ渡せないので、TD Mobile ア
プリケーションのコンテキストには役立ちません。
サーバーサイドのコードへカスタム例外処理を渡すために、「Throw」文を利用します。この文は関数の呼び出し
と同じフォーマット(Throw exception _name(argument))を持っています。
例外処理が発生したことを伝えるために、例外 Throw の引数をカスタム例外フィールドに「Message」を定義し
ます。
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サーバーサイドで捕捉されないと、これらの例外はサーバー500 エラーとしてクライアントへ渡されます。デフォ
ルトでは、TD Mobile のクライアントランタイムはメッセージを示すアラートボックスを表示します。しかし、これら
のメッセージを捕捉するページレベルのエラーイベントを利用でき、独自の例外処理のアクションを提供できま
す。

Web Configuration
IIS で実行されるアプリケーションは、IDE が出力フォルダーに生成する Web.config という名前のファイルを構
成ファイルとして使用します。これは IIS を構成する XML ファイルで、開発者はデータベース接続文字列やアプ
リケーションに埋め込みたくない設定を含めることが可能です。エクスプローラーツリーの Web.config ノードでこ
れらの値を設定することができ、IDE が生成する Web.config に出力されます。これらの値は、実行時に、
SalWebGetConnectionString および SalWebGetApplicationSetting を使用して読み込むことができます。

Web.config のリストビューでは、新規エントリーを接続文字列またはアプリ設定として作成することができます。
「名前」列には、実行時に値を探すために使用する名前キーを指定します。「値」列には、.NET 接続文字列また
はアプリ設定で指定する文字列を指定します。「配備時の値」列には、配備時にのみ使用する別の値を指定す
るこができます。この設定はデバッグ時とリリース時で別の値を使用するような場合に便利です。

サーバーリクエストの送信
TD Mobile アプリケーションのサーバーサイドは、.NET ウェブサービスアセンブリで構成されています。このア
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センブリはアプリケーション内のウェブページごとに、ひとつずつウェブサービスクラスを含み、それぞれのウェブ
サービスクラスは、ウェブページに定義されている操作をすべて含みます。
アセンブリはウェブサービスと操作の他に、IIS のルーティングロジック（書き換え可能）も含みます。IIS がアセ
ンブリを読み込むと（通常は最初のウェブサービスの操作が呼び出されます）、IIS はその操作に応じたパスを
確認し、読み込みます。パスを読み込むことで、TD Mobile アプリケーションのページ操作を行います。このパス
によって実行することは以下の 3 点です。


クライアントサイドのデバイスを確認し、デバイスのディスプレイに応じたウェブページを自動で表示します。
例えば、スマートフォンから特定のウェブページを表示させようとした場合、スマートフォンに適した画面でウ
ェブページが表示されます。また、タブレットから表示させようとした場合は、タブレットに適した画面でウェブ
ページが表示されます。



認証が必要なウェブページ（詳細は「認証」を参照してください）にログインを要求し、アプリケーションの安全
性を強化します。



デフォルトページへの誘導を行います。存在しない URL のページを表示させようとした場合に、アプリケー
ションのデフォルトページを表示します。

状態管理
サーバーサイドのすべてのコードオブジェクト（クラス、定数、グローバル変数、グローバル関数）が、.NET ウェ
ブサービスアセンブリではひとつのグローバルクラス内のオブジェクトとして送信されます。サーバーのアセンブ
リは IIS セッションごとにクラスのコピーを保持し、それによってそれぞれのセッションにグローバル関数などのコ
ピーも保持されます。.NET コンパイラは、TD Mobile モードのときに状況に応じた IL を生成し、これらのグロー
バルオブジェクトに対するすべてのリクエストを、特別なヘルパールーチンへ誘導し、現在のセッションの IIS セッ
ション状態からグローバルオブジェクトを引き出します。このようにグローバル変数を利用することで、アプリケー
ションの状態維持が完全にシームレスになります。
IIS はセッション状態のオブジェクト管理や、オブジェクトをデータベースに格納する方法について自由に設定で
きます。これらの設定は、エンドユーザー、開発者双方がスムーズに利用でき、アプリケーションのデザインには
影響しません。
TD Mobile アプリケーションを実行するアプリケーションプールには、プロセスの取り消し、再実行についての独
自の IIS のロジックと設定があります。これらのロジックと設定は、IIS のアプリケーションプールからアクセスで
きます。問題になっているアプリケーションプールを選んで、アプリケーションの管理、詳細設定ダイアログを開
いてください。
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TD Mobile アプリケーションのステータス管理には 2 つの設定が関連しています。


プロセスモデルの IdleTimeout 設定：プロセスを取り消す前に、IIS がアプリケーションプールの動作を待機
する時間を設定します。初期設定は 20 分です。TD Mobile アプリケーションを 20 分以上の設定で設計して
いる場合は、再設定をしてください。0 分に設定した場合は、Idle Timeout 機能が無効になります。



リサイクルセクションの定期的な期間の設定：ISS がアプリケーションプールを取り消す、または、再読み込
みを行うまでの時間を設定します。リサイクルダイアログには、アプリケーションプールを定期的に再実行す
る詳細な方法についての設定項目があり、例えば、再実行を特定の時間に行うように設定できます。これら
の設定は、TD Mobile アプリケーションを長期間利用する場合は、設定、管理を行ってください。

ユーザーのセッションごとにセッションのタイムアウト時間を設定できます。設定を変更するには、IIS のエクスプ
ローラーからアプリケーションノードを選び、メインペインのセッション状態アイコンをダブルクリックしてください。
セッション状態設定ペインが表示されます。
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Cookie の設定グループのタイムアウト (分)では、IIS が操作の行われていない個別のセッションを取り消すま
での時間を設定します。セッション状態を長く保つ場合は大きい数値を、タイムアウト機能を無効にする場合は
「0」と設定してください。タイムアウトの設定は、セキュリティに間接的な影響があります。通常のセキュリティは
セキュリティクッキーや設定したタイムアウト時間（下記参照）が管理していますが、TD Mobile の利用者グルー
プ機能はセッション状態に依存し、IIS がセッション状態を取り消した場合は、セキュリティクッキーが無効の場合
でも、ユーザーは関連する利用者グループをすべて失います。
認証にもタイムアウト時間があります。詳細は下記の「認証」を参照してください。

認証
TD Mobile は独自の統合ログインシステムを採用しています。それぞれのアプリケーションについて、ログイン
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ページを設けられます。（「リボンバー」を参照）さらに、アプリケーション内のそれぞれのページに「認証」プロパ
ティを付加できます。このプロパティを「True」とした場合は、ページを開こうとしたときに TD Mobile が、ユーザ
ー側のデバイスに認証クッキーがあるかを確認します。クッキーが無い場合は、アプリケーションのログインペー
ジに自動的にジャンプします。
ログインは、操作中に TD ランタイム機能の SalWebLogin 関数を呼び出して行います。SalWebLogin はクライ
ア ン ト サ イ ド の デ バ イ ス に 、 ク ッ キ ー を 設 定 す る よ う に 指 示 を し ま す 。 TD ラ ン タ イ ム の 機 能 と し て
SalWebGetUser と SalWebLogout があり、SalWebGetUser は現在のユーザーのユーザー名を検索し、
SalWebLogout はアプリケーションからのログアウトを実行します。クッキーを利用してログインの履歴を追跡す
る仕組みは、ASP.NET のアプリケーションが利用しているものと同様です。クッキーは暗号化されるので、自身
のものを作成できません。ただしネットワークスニッファーがあれば、暗号化された値を解読し、別のデバイスに
利用するクッキーをコピーすることが理論上は可能になります。このため、認証が必要なアプリケーションには
SSL の暗号化を有効にすることをおすすめします。詳細は下記の URL を参照してください。
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647070.aspx#pagexplained0002_aspnetforms
ログインページが持つ通常のロジックは、ユーザーがログインボタンをクリックすると、その操作の範囲内でのユ
ーザーの認証情報を有効にし、ログインを呼び出すというものです。認証情報が有効の場合は、SalWebLogin
関数が呼び出され、ユーザーのデバイスに認証クッキーを設定します。ここではログインページが、ユーザーを
アプリケーションの次のページへ誘導します。
TD Mobile には利用者グループという概念があります。利用者グループとは、どのユーザーがどのページにア
クセスできるかを定義するもので、ユーザーサイドで設定ができます。利用者グループの内容を修正する場合は、
リボンバーの設定タブからロールリボングループを選んでください。新規のアプリケーションには、2 つの利用者
グループ（管理者とユーザー）があらかじめ設定されています。グループ名は変更でき、新規の利用者グループ
を定義できます。ページを開くために必要な利用者グループをページごとに定義でき、グループの定義は、プロ
パティウィンドウのロールプロパティから行います。
IIS には、TD Mobile がクライアントサイドのデバイスに設定した、セキュリティクッキーを認識するまでのタイム
アウト時間の設定があります。この設定を変更する場合は、IIS のエクスプローラー内の変更したいアプリケーシ
ョン名をクリックし、認証アイコンをダブルクリックすると、認証設定ペインが表示されます。フォーム認証上で右ク
リックして編集を選択すると、、フォーム認証設定の編集ダイアログが表示されます。
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認証 cookie タイムアウト（分）は、クライアントサイドの操作が行われなくなってからクッキーを削除するまでの
時間を設定します。この設定を有効にすると、認証が必要なページに次回アクセスするときにログイン画面が表
示されます。この設定は、メモリー内のセッション状態には影響しません。

IIS 内の TD Mobile アプリケーションをセットアップする
TD Mobile には IIS Express が同梱されているため、アプリケーションの開発のために IIS をインストールする
必要はありません。
TD Mobile アプリケーションを動作させるためには、IIS7 以降および.NET4 が必要です。Windows のバージョ
ンは、サーバーの場合は Windows 2008 以降、ワークステーションの場合は Windows Vista 以降をご利用く
ださい。
それぞれの TD Mobile アプリケーションには、それぞれの IIS アプリケーションを作成する必要があります。IIS
フォルダーをアプリケーションとしてマーキングすると、適切なステータスとメモリーを管理するアプリケーションと
して利用できるようになります。IIS アプリケーションは、通常のファイルフォルダー（例：c:¥inetpub¥wwwroot
にある、IIS のフォルダー構造の中にあるフォルダー）を利用することや、バーチャルフォルダー（HDD ドライブ
の任意の場所にあるフォルダー）を利用できます。通常のアプリケーションを追加する場合は、IIS のエクスプロ
ーラーにある Default Web Site 上で右クリックし、Add Application アプリケーションの追加を選びます。アプリ
ケーションの追加ダイアログが開くので、アプリケーション（エイリアス）の名前を指定してください。
ここで指定したエイリアスが、サーバーアドレスの後の URL に表示されます。次にアプリケーションプールを選
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びます。アプリケーションプールは、必ず.NET4 アプリケーションプールを選んでください。IIS には ASP.NET
v4.0 というアプリケーションプールが内蔵されているので、それを利用することもでき、アプリケーションプールを
別に作成することや再割り当てもできます。最後に、ウェブアプリケーションを含むフォルダーへの物理パス（例：
HTML および JavaScript ファイルの参照先）を入力または選びます。HDD ドライブの IIS フォルダー構造に無
いソースフォルダーを選ぶ以外は、バーチャルフォルダーのアプリケーションの場合でも同様です。また、バーチ
ャルフォルダーのアプリケーションの場合は、ファイルの正しいセキュリティ方法を手動で割り当てる必要があり
ます。初期設定では、IIS アプリケーションは Windows ユーザー IIS_IUSRS で動作しており、ユーザーはフォ
ルダーへの読み取りアクセス権が必要になります。通常のアプリケーションでは、IIS フォルダー構造に作成した
新規フォルダーは、親フォルダーからアクセス権を自動的に引き継ぎます。
TD Mobile アプリケーションは、アプリケーションフォルダー内に特定の web.config ファイルが必要です。
web.config ファイルはアプリケーションを初めてコンパイルしたときに、コンパイラが初期設定のコピーを生成し
ます。
TD Mobile アプリケーションの実行に失敗した場合は、問題の診断に役立つチェックページを表示できます。
URL ページを表示するには、ブラウザウィンドウを開いて、次の URL に移動します:
http://localhost/&lt;app_name&gt;/TDMDiagnosticCheck.ashx
（TD Mobile から発行した場合、アプリケーション名で APP_NAME を置換します。手動で発行した場合、エイリ
アス名は IIS “Add Application”ダイアログに入ります。)
ページには、アプリケーションプールによって使用されている.NET バージョン等の環境情報が一覧表示されま
す。64 ビット対 32 ビットの場合には、正しく.NET バージョンが使用されていることと bit が設定されていることを
確認します（任意の依存アセンブリが 32 ビットのみである場合には、32 ビットモードが使用できるよう、IIS を設
定する必要があるかもしれません）。ページには、見つかったアプリケーションアセンブリとその依存関係、およ
び現在ロードされているすべての.NET ランタイムアセンブリが一覧表示されます。ロードされているアセンブリ
のバージョンが正しいか確認します。ロードできない場合には、ロードできない理由とともに詳細メッセージがア
センブリ名の下に表示されます。
デフォルトでは、このページは、デプロイ対象のワークステーションまたはサーバーからのみローカルにアクセス
できます。リモートアクセスが必要な場合（例えば、アプリケーションがホストされているサーバー上で公開されて
いる場合、サーバー上のブラウザへのアクセス権がない場合があります）、リモートアクセスを有効にするには、
サーバー上にあるアプリケーションの Web.config ファイルを編集する必要があります。Web.config ファイルの
中に、子供の XML 要素をもつ tdMobileGroup というセクションがあります:
<debugSetup allowRemoteDiagnosticView="False"/>

アトリビュートを True に変更すると、リモート接続で診断ページにアクセスできるようになります。アプリケーショ
ンの実行中に一時的にオンオフすることをお勧めします。
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5 章 － モバイルアプリケーションのためのウェブレポート
TD Mobile 1.2 からウェブレポート機能が追加されました。これは、サーバー側で作成され、ウェブサービスま
らはウェブリクエストを介してエンドユーザーに返されるレポートです。レポートを作成するすべてのプロセスは
GUI フレームワークに一切依存することなく実行されます。このため、TD Mobile によって作成されたようなウェ
ブベースのアプリケーションにとって最適なレポート作成の手段となります。
レポートは大きく 2 つの部分より構成されます。


データをフォーマットする方法を指定するデザイン(レイアウト)



実行時にレポートに表示されるデータそのもの

レポートデザインは、*.RPX ファイルに保存されます。新しいレポートデザイナーツールを使用して、このファイル
を作成、保守することができます。
レポートが使用するデータは、レポートエンジンにクラスオブジェクトの配列として一括して渡されます。配列の各
要素がレポートにおける各行に相当します。

レポートデザイン
レポートデータ
レポートに渡されるデータは、2 つの要素から構成されます。


レポートデータ配列 – レポートに表示されるデータの主要部分です。配列の各要素はデータの行となり、デ
ータタイプが異なるかもしれない、いくつかのフィールドまたはデータ要素からなります。



レポート変数 – このデータ要素は、レポート全体で静的なデータとなります。しかし、レポートを作成する度
に変更される可能性があり、静的テキストオブジェクトとしてレポートデザインに組み込むことが困難なデー
タを表します。例えば、レポートを作成するユーザー名などはレポート変数としてします。

上記のレポートに渡されるデータに加え、以下の 2 種類のレポートデータも、レポート作成時に動的に作成され
ます。


フォーミュラ – フォーミュラは文字列、日付、数値などの単純な値として評価されるユーザー定義式です。
各フォーミュラは、レポートデータ要素、レポート変数、組み込みシステムフォーミュラ、他のユーザー定義フ
ォーミュラなどを使用します。これらのフォーミュラの結果は、レポートのフィールドオブジェクト（下記参照）に
表示することができます。



トータル – トータルは、入力データの各行を処理する度にレポートエンジンによって更新されるユーザー定
義の統計です。例えば、特定のデータ項目の「平均」を計算することができます。また、新しいページの開始、
ブレークグループ（下記参照）の変更などの特定のイベントにより、トータルをリセットすることもできます。こ
れらのトータルの結果は、レポートのフィールドオブジェクト（下記参照）に表示することができます。

これら 4 種類のレポートデータを定義すると、次にレポートデザインを設計します。
レポートは概念的に(レポートデータが同のように構成されているか)、またはビジュアル的に(レポートデータがど
のように表示されるか)考えることができます。
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概念設計
概念的には、レポートはいくつかのブレークグループを含むレポートとして、構成されます。各ブレークグループ
は、レポートデータ行をグループ分けするデータを含むフィールドを表します。例えば、住所データを印刷する場
合、都道府県名はブレークグループとして使用できます。この場合、都道府県名が変わる度に、新しいブレーク
グループが始まることになります。入力されるレポートデータ配列は、ブレークグループの順序に合致するよう、
前もってソートされている必要があります。
レポート
ブレークグループ 1
ブレークグループ 2
詳細

ブレークグループは、他のブレークグループを含むこともできます。上記の例では、内部ブレークグループとして
市区町村フィールドを指定することが考えられます。したがって、各都道府県のグループにおいて、レポートデー
タは市区町村ごとに細分化されます。最も内側のブレークグループは「詳細」グループになります。これは、入力
されたレポートデータの残りの行データを表します。
住所レポート
都道府県でグループ化
市区町村でグループ化
住所データ

ビジュアルデザイン
ビジュアル的には、レポートはブロックとラインから構成されます。ブロックは、実際のレポート中の縦方向の領
域を表し、レポート自体の開始/終了、ブレークグループの開始/終了、ページの開始/終了、そして詳細ブロックな
ど、レポートの変わり目で利用可能です。
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ビジュアルレポートデザイン
レポートヘッダー
ページヘッダー
ブレークグループ 1 ヘッダー
ブレークグループ 2 ヘッダー
詳細ブロック
ブレークグループ 2 フッター
ブレークグループ 1 フッター
ページフッター
レポートフッター

各ブロックは 1 つ以上の「ライン」を含みます。「ライン」は、テキストまたはデータを表示するために使用する、レ
ポート全体に渡る横縞です。各ラインは、1 つ以上のフィールドまたはテキストを含むことができます。これらのオ
ブジェクトは、完全にラインに含まれますので、ラインがレイアウトを構成する要素となります。
例: ラインとブロック

ライン

テキスト

フィールド

フィールドは動的な値を表示するレイアウトオブジェクトです。通常、レポートデータの各行のフィールドを表しま
す。また、フォーミュラ、トータル、レポート変数の現在の値を表すことも可能です。
テキストは、単純な静的文字列を表示するレイアウトオブジェクトです。
レポートページサイズ
ウェブレポートにおいては、ページサイズの概念は複雑です。HTML としてレポートを作成する場合には、ペー
ジサイズの概念は存在しません。この HTML は、様々なクライアントから異なったページサイズのプリンターに
印刷されます。また、ブラウザもウェブページを印刷する場合、異なるマージン設定を持つことがあります。PDF
レポートは、ページサイズの観点からは、より正確な印刷を行うことができます。したがって、ページサイズをどの
ように設定するか、ページヘッダー/フッターをレポートに含めるかどうか、考慮する必要があります。
PDF 出力
PDF 出力タイプの場合、テキスト文字列がフィールドに対して広がり過ぎていると、折り返されずにワードラップ
されます。しかし、この場合、他のテキストに重なる可能性があります。
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レポートデザイナ
Gupta レポートデザイナは、ウェブレポートをデザイン、保守するために、TD Mobile の操作性、見た目を基に
作られた、まったく新しい.NET/WPF アプリケーションです。しかしながら、Gupta Report Builder の操作性、
見た目をも最大限踏襲するよう作られています。レポートデザイナは、TD Mobile IDE のレポートデザインペイ
ンと同じものを表示する、単独のツールになります。どちらのアプリケーションも、レポートをデザインできます。
デザイナースクリーン領域
レポートデザイナは複数のレポートファイルを扱えます。各レポートファイルは、それぞれのタブに表示されるの
で、同時に複数のレポートを編集することが可能です。

各レポートファイルは、画面上で大きく 3 つの部分に分かれています。


レポート・オブジェクト・ツリーペイン: レポートで定義されているすべてのオブジェクト(データ項目、レポート
変数、フォーミュラ、トータル)およびブレークグループの一覧をツリー構造で表示



レイアウト/リストビュー/詳細ペイン: レポートのビジュアルレイアウトエディタ、レポートオブジェクトのリストビ
ュー、レポートオブジェクトの詳細ペインを表示するタブインターフェース
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プロパティペイン: レイアウトペインで現在選択されているビジュアルオブジェクトのプロパティを表示

レポート
オブジェクトツ
リーペイン

レイアウト/
リ スト ビュ ー /
詳細ペイン

プロパティペ
イン

レポート・オブジェクト・ツリーペイン
レポート・オブジェクト・ツリーペインはレポートに必要なすべてのデータオブジェクトをツリー構造で表示します。
データ項目
このノード下の各項目はレポートデータの各行の 1 つのフィールドに対応します。データ項目ノード自体をクリック
すると、データ項目リストビューペインが、デザイナの右側に表示されます(下記参照)。各データ項目の名称は、
レポートを実行する際に渡されるデータ中のフィールド名に一致する必要があります。

レポート変数
このノード下の各項目はレポート変数を表します。これらの変数の値は、レポートが実行される際に設定され、レ
ポートの実行中はその値を保持します。レポート変数ノード自体をクリックすると、レポート変数リストビューがデ
ザイナの右側に表示されます(下記参照)。
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フォーミュラ
このノード下の各項目は、ユーザー定義フォーミュラを表します。これらのフォーミュラの評価結果をレポート上に
表示されることも可能です。フォーミュラノード自体をクリックすると、フォーミュラリストビューがデザイナの右側に
表示されます(下記参照)。

各フォーミュラノードをクリックすると、フォーミュラエディターがデザイナの右側に表示されます(下記参照)。
トータル
このノード下の各項目は、レポートの実行時に評価され、その結果がレポートに表示される、ユーザー定義統計
項目を表します。トータルノード自体をクリックすると、トータルリストビューがデザイナの右側に表示されます(下
記参照)。
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各トータルノードをクリックすると、トータルエディタがデザイナの右側に表示されます(下記参照)。
ブレークグループ
このノード下の各項目は、ブレークグループを表します。各ブレークグループは、1 つのデータ項目に関連づけら
れます。その項目の値が変更されるとレポート中に新たなセクションが作成されます。関連づけられたデータ項
目ごとにヘッダー/フッターブロックが生成され、レイアウトペインに追加されます(下記参照)。ブレークグループノ
ード自体をクリックすると、ブレークグループリストビューがデザイナの右側に表示されます(下記参照)。
リストビューペイン
レポートオブジェクトツリーのトップレベルノードをクリックすると、リストビューペインがデザイナ右側にタブとして
表示されます。リストビューはリストされるオブジェクトのタイプに関わりなく、同様の見栄えを持ちます。
•

新規オブジェクトを追加・削除するためのツールバー(上部)

•

関連するすべてのオブジェクトのリスト(下部)

ツールバー

アイテム

ツールバーの追加・削除ボタンを用いて、リストビューで扱われるタイプの新規オブジェクトを追加できます。新規
オブジェクトはリストの最後に表示されます。オブジェクトをさ削除するには、リストから該当するオブジェクトを選
択し、“-“ 削除ボタンをクリックしてください。
レポートオブジェクトの多くは、単純で（名前とデータタイプのプロパティのみ）、詳細ペインを表示するまでもあり
ません。上記の例では、データ項目、レポート変数、ブレークグループがそれに該当します。これらのオブジェク
トは、リストビュー上で直接編集することが可能です。
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レイアウトペイン
レイアウトペインでは、レポートのデザインを編集できます。レイアウトペインには、次の 3 つのエリアがありま
す。


ツールボックス： レポートのレイアウト上にドラッグアンドドロップできるコントロールが含まれます。



ルーラー： コントロールの配置を調整するのに役立ちます。



デザインエリア： 実際にレポートをデザインするエリアです。
ルーラー

デザインエリア

ツールボックス

デザインエリアに配置したオブジェクトの多くは、クリックするとその項目についてのプロパティペインが表示され
ます。
ブロック
新規でレポートを作成すると、Report Header、Report Footer、Page Header、Page Footer、Detail Block
のブロックが作成されています。それぞれのブロックは、ブロックタイトル左端にある矢印アイコンをクリックする
ことで、ブロックの展開と折りたたみができます。

レポートへブレークグループを追加した場合、Break group header と Break group footer ブロックが自動的に
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追加されます。
ライン
ブロックには、ラインコントロールなどを追加できます。コントロールを追加しないことも可能です。ラインコントロ
ールは、グレー色のボックスとして表示されます。ブロックへ新しいラインを追加するには、ツールボックスにある
ラインコントロールアイコン上でドラッグして配置したい箇所でドロップします。

ライン

ラインコントロールをブロック間でマウスオーバーすると、ドロップされる位置が灰色に強調されます。強調された
エリアへラインコントロールを追加できます。ラインの幅は常にレポート最大幅と同じです。
ラインコントロールを用いると、レポート縦方向のスペースを整えるのに役立ちます。初期設定では、高さ 0.25、
または、ラインに含まれているすべてのコントロールに対して最小限必要な高さになります。ラインの高さは、プ
ロパティペインのラインセクションの「高さ(in.)」で固定値を設定できます。
ライン内に配置されたコントロールは常にラインと同じ高さになりますが、水平方向へどこへでも配置でき、幅も
自由に設定できます。ラインの上部へコントロールをドラッグすると、そのコントロールが配置される場所へホワ
イトボックスが表示されます。配置後、コントロールを移動するには、コントロール上でクリックしてドラッグします。
ホワイトボックスの両端に表示されるグリッパーボックスの片方をドラッグすることで、コントロールの幅を調整で
きます。
グリッパーボックス

ラインのプロパティ：


自動高さ調整： ラインに含まれるコントロールの高さに基づき、ラインの高さを指定するかどうか選択で
きます。選択されると、「高さ」プロパティは無視されます。初期設定は選択されています。



背景色： ラインの背景色を指定できます。初期設定では指定されていません。



ボーダー： ボーダーのスタイルを左右上下それぞれ指定できます。色の指定もできます。



高さ(in)： 自動高さ調整を使用しないとき、ラインの高さを固定値で設定できます。

フィールド
フィールドコントロールは、レポートオブジェクトであるデータアイテム、レポート変数、フォーミュラ、トータルの値
を表示するために用います。ツールボックスからラインへドラッグして、配置したい場所へドロップします。グリッ
パーボックスにより幅を変更できます。
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フィールドのプロパティ：


背景色： フィールドの背景色。初期設定では指定されていません。



ボーダー： ボーダーのスタイルを左右上下それぞれ指定できます。色の指定もできます。



位置揃え： フィールドに表示されるデータ位置を左揃え、中央揃え、右揃えから選択できます。



テキスト色： フィールドに表示される文字の色を指定できます。



フォント名： フィールドに表示される文字のフォント名を指定できます。



フォントサイズ (pt)： フィールドに表示される文字サイズを指定できます。



フォントスタイル： フィールドに表示されるフォントスタイルを指定できます。



フォーマット： フィールドに表示されるデータフォーマットを指定できます。



左(in)： テキストコントロール左端からの距離を指定できます。単位は inch です。



値： データアイテム、フォーミュラ、レポート変数、トータルなどの値を選択できます。



幅(in)： フィールドコントロールの幅を指定できます。単位は inch です。

テキスト
テキストコントロールは、レポートレイアウトに固定文字列を表示するために用います。ツールボックスからライン
へドラッグして、配置したい場所へドロップします。グリッパーボックスにより幅を変更できます。

テキストのプロパティ：
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背景色： フィールドの背景色。初期設定では指定されていません。



ボーダー： ボーダーのスタイルを左右上下それぞれ指定できます。色の指定もできます。



キャプション： 実際に表示されるテキストを入力します。



位置揃え： テキストの位置を左揃え、中央揃え、右揃えから選択できます。



テキスト色： テキストの色を指定できます。



フォント名： テキストの文字サイズを指定できます。



フォントサイズ (pt)： テキストの文字サイズを指定できます。



フォントスタイル： テキストのフォントスタイルを指定できます。



左(in)： テキストコントロール左端からの距離を指定できます。単位は inch です。



幅(in)： フィールドコントロールの幅を指定できます。単位は inch です。

画像
画像コントロールは、レポート内に画像を表示するためにに用います。テキストやフィールドと異なり、１つのライ
ン内に制限できません。ツールボックスから画像コントロールをドラッグすると、ラインよりすこし大きなボックスが
表れます。また、グリッパーボックスは上下左右の 4 方向にあります。グリッパーボックスにより、縦横と自由にサ
イズを変更できます。

画像ファイルのプロパティは表示したい画像ファイルを指定します。画像ファイルを選択すると、レポートファイル
に埋め込まれます。
画像ファイルのプロパティ：


ボーダー： ボーダーのスタイルを左右上下それぞれ指定できます。色の指定もできます。



高さ(in)： 画像の高さを指定できます。単位は inch です。



左(in)： 画像コントロール左端からの距離を指定できます。単位は inch です。



幅(in)： 画像コントロールの幅を指定できます。単位は inch です。

プロパティペイン
プロパティペインは、レポートデザイナの左端でレポートオブジェクトツリーの下に表示されます。このペインは、
レイアウトペインに関わらず選択されたアイテムについて表示されます。たとえば、ラインオブジェクト上でクリッ
クすると、このラインのプロパティがプロパティペインに表示されます。
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フォーミュラエディターペイン
レポートオブジェクトツリーのフォーミュラノードを選択すると、フォーミュラエディターが表示されます。フォーミュ
ラエディターは、レポート内で利用する数式を編集するために利用します。フォーミュラは、ラインコントロールの
ように簡素な表現でレポートレイアウト内に表示されます。式のオペランドとして、文字、ユーザー参照関数、レ
ポートデータアイテム、システム参照関数などが含められます。これらのオペランドは加減乗除のような標準的
なオペランドと関連付けて利用できます。
フォーミュラエディターには次のエリアがあります：


エディターボックス： 実際に数式を編集するエリアです



キーパッド



レポートオブジェクトリスト
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キーパッド
エディター
ボックス

レポート
オブジェクトリスト

式の編集は、エディターボックス内でクリックすると開始できます。式をすべて手入力でも行えますが、キーパッド
やレポートオブジェクトを利用することで作業を早くできるかもしれません。
キーパッドにある演算子や数字の上でシングルクリックすると、エディタのポインタがある箇所へ演算子や数字
が挿入されます。レポートオブジェクトリストにあるアイテム上でダブルクリックすると、エディタのポインタがある
箇所へデータ項目、フォーミュラ、関数が挿入されます。これらのアイテムの値は、対象レポートにある現在のデ
ータに基づきます。式が準備できたら、コンパイルできるどうかデータ型が正しいかをエディターボックス右上に
あるチェックボタンから確認できます。エラーがある場合には、エディターボックス内下部へメッセージが表示され
ます。（エラーがないと何も表示されません。）

フォーミュラ全体の戻り値としてのデータ型は、フォーミュラのリストビューペインで指定したデータ型と一致させ
る必要があります。
レポートレイアウトのローカライズ
レポートデザイナは、レポートレイアウトのローカライズを容易に行える機能があります。レポートデザイナは、言
語の設定があり、レポート上すべてのテキストコントロールのキャプションを選択されている言語へ関連付けます。
たとえば、「言語」として英語を選択してある場合、”Hello”にキャプションプロパティを設定できます。この後、日
本語へ言語を変更すると、”Hello”と表示されていたキャプションは、”こんにちは”へ変更されます。
英語圏からレポートの提出を求められたら”Hello”と記述されたレポートを提出し、日本人からレポートの提出を
求められたら”こんにちは”と記述されたレポートを提出できます。
レポートデザイナの言語を変更するには、メニューバーにある「言語」をクリックしてください。TD Mobile IDE 内
部でレポートデザイナを開いた場合、TD Mobile IDE の「レイアウト」にある言語設定と同期されます。
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レポートの実行
簡単な操作でウェブレポートを閲覧できます。次の 5 つを用いて、レポートが実行されます。


レポートファイル (*.rpx)



レポートエンジンへ送信されるデータを保持するバインディング変数のアレイ （レポートごとに用いられる「レ
ポート変数」を保持するバインディングが必要な場合があります）



レポートに利用するデータとバインディングされたデータを取得して処理する Operation



レポートファイル、レポートデータ、レポート変数へ関連付けられた Report Operation



クライアントリソース内で、RunReport イベントアクションとその Report Operation を実行する Page
Event

レポートファイルの追加
TD Mobile アプリケーションへウェブレポート機能を追加するための最初のステップとして、IDE エクスプローラ
ーのサーバーリソースへレポートファイルを追加します。
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「レポート」をクリックすると、IDE 中央へレポートリストビューペインが表示されます。

アプリケーションへ既存の*.RPX ファイルを追加するには、ツールバーにある“+”ボタン（上記画像の左から 1 番
目）をクリックしてください。新規レポートファイルを作成するには、“*”ボタン（上記画像の左から 3 番目）をクリッ
クしてください。これらのファイルは、レポートリストビューペインとエクスプローラーの「レポート」に表示されます。
レポートレイアウトを編集するには、エクスプローラーの「レポート」ツリーにあるレポートファイル名をクリックして
ください。レポートデザイナが、TD Mobile IDE 内部で起動します。
レポートデータ構造の設定
アプリケーションへレポートファイルを追加したら、レポートデータを保持するレポートデータ構造とレポート変数
を定義します。これらは、レポートが実行されるウェブページごとに配置します。主なデータ構造は、関数クラス
かデータクラスから生成されるバインディング変数のアレイ型です。アレイの各要素はレポートエンジンへ渡され
るデータの 1 つとなり、定義されたフィールドはレポートファイルのデータアイテムになります。レポートデータの
バインディング変数として、関数クラスを利用する場合、クラスのフィールドはレポートファイルで定義されたフィ
ールド名と一致する必要があります。データクラスを利用する場合、レポートファイルで定義されたデータアイテ
ム名へデータクラスで関連付けられたデータ名を利用します。
レポート変数を利用する場合、それぞれのレポート変数に対して 1 つのバインディング変数をウェブページへ追
加する必要があります。これらの変数名は重要ではありませんが、データ型がレポートファイルで定義された方
と一致する必要があります。
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例:
レポート RPX ファイル

データバインディング用クラス

レポート変数バインディング

レポートデータの取り込み
レポートファイルを指定し、レポートデータで利用するデータ構造を準備した後は、データ構造に沿ったレコードを
収集する Operation を作成します。この Operation はアプリケーションの用途に依存します。データベースから
取得するデータを扱うのか、ファイルで準備したデータを扱うのか様々な形態があります。 重要なことは、
Operation をコールし、レポートデータアレイとレポート変数へデータがバインディングされ、レポートに必要なデ
ータが表示されることです。直接ソースコードへデータを書き込むことなく、さまざまなデータソースからデータを
素早く容易に収集するには、Data Operation を利用するか、SAL 関数を用いた Operation がお勧めです。

「レポート操作」の定義
TD Mobile 1.2 から“Report Operation”という Operation タイプが導入されました。これは、実際にレポート
を起動するのに利用する Operation です。Operation や Data Operation と異なり、Report Operation は
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Invoke イベントでは実行できません。かわりに、RunReport イベントを用いて実行します。Report Operation
を利用するには、アウトラインペインのサーバノードにある「Reports」へ「Report」を追加します。新たに Report
Operation を作成した場合には、「Report:」の右側に名前を指定します。Report Operation では、レポートが
実行されたときに処理されるオブジェクトリストなどをコーディングせず参照先として定義していきます。Report
Operation には次の 3 つのアイテムがあります：


Report Source – アプリケーションのリソースとして追加したいレポートファイル名（RPX 形式）



Data Input Source – レポートデータを収集する処理をする Operation 名



Report Variables – バインディング変数とレポート変数を関連付ける変数のリスト（function/operation
のパラメーター同様）

利用例：

Report Operation はどのように動くのか？


コンパイラ は、隠蔽された Operation をウェブサービスメソッドとして自動生成します。



この Operation は、すべてのレポート変数および指定された Data Input Source Operation に必要な変数
をパラメーターとして持ちます。



Operation が Invoke されたとき、必要なパラメーターをもつ Data Input Source Operation を直接コール
します。



レポートデータなどを戻り値にとります。必要に応じて、レポートランタイムによりフォーマットの修正が行わ
れます。



レポートデータおよびレポート変数は、再利用を可能にするため、セッションオブジェクトとして保存されま
す。

Report Operation は、レポート自体を実際には実行しません。単に、レポートファイルとレポートデータをサーバ
ー上のレポートエンジンに渡しているだけです。
RunReport イベントアクションの追加
レポートを実行するには、クライアントノードの Event アクションに追加された”RunReport”を利用します。
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この Event アクションは、実行する Report Operation 名を引数としてとります。処理に必要なバインディングデ
ータを渡した後、RunReport イベントは Report Operation を実行します。Report Operation を実行し終えると、
アプリケーションはレポート名を引数としてレポートビューアーを開きます。
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6 章 － TD Mobile でのハイブリッドアプリケーションのビルド
「ハイブリッド」という用語は、モバイルデバイス上のネイティブコンテナ内で動作する Web アプリケーションを指
します。ネイティブコンテナアプリケーションは、リモートの Web サーバーからではなく、デバイスからアプリケー
ションのページをフェッチするブラウザと言えます。しかしながら、TD Mobile アプリケーションのビジネス・ロジッ
クは、デバイス上ではなく IIS サーバー上にあります。
ハイブリッドアプリケーションとしてコンパイルする際には、TD Mobile アプリケーションのすべての機能がサポ
ートされていますので、コードを修正する必要はありません。
ハイブリッドアプリケーション化を実現するための、TD Mobile で使用される基礎となる技術は、Cordova の 1
バージョンである PhoneGap です。Cordova を有効にしてアプリケーションをコンパイルすると、TD Mobile アプ
リケーション Cordova を使用してビルドするために必要なすべての Cordova のプロジェクトファイルを生成しま
す。これにより、ハイブリッドコンパイルを完了するために、あなたのマシンに必要なツールがすべてインストール
されます。

Cordova ビルド環境のセットアップ
Cordova のインストール
Cordova コマンドラインツールは Node Package Manager (npm) パッケージとして利用可能です。以下のス
テップに従って、Cordova コマンドラインツールをインストールしてください。
1. Node.js をダウンロードし、デフォルトの設定でインストールしてください。
2. インストール後、新しいコマンドプロンプトを開始し、以下のように run および npm コマンドを実
行してください。

C:¥>node –version
C:¥>npm --version

Node.js が正しくインストールされていれば、それぞれバージョン番号が表示されます。
3. npm コマンドを使用して Cordova インストールします。以下のコマンドで最新版の Cordova をダ
ウンロードおよびインストールすることができます。

C:¥>npm install -g cordova

Cordova のインストール後、以下のコマンドを実行してください。

C:¥>cordova --version

105

Cordova が正しくインストールされていれば、バージョン番号が表示されます。

Java のインストール
Android SDK には、Java Development Kit (JDK) 7 以降のバージョンが必要になります。必要なバージョ
ンの JDK がインストールされているかどうか確認してください。[コントロールパネル]－[プログラムと機能]からイ
ンストールされている JDK のバージョンを確認出来ます。必要なバージョンの JDK がインストールされていない
場合、以下の手順で JDK をインストールしてください。
1. Java SE JDK をダウンロードします。 JDK ダウンロードをクリックすると、ダウンロード可能なフ
ァイルのリストが表示されますので、32 bit Windows 用の "Windows x86”、または 64 bit
Windows 用の "Windows x64" をダウンロードします。
2. ダウンロードしたインストーラをデフォルト設定で実行し、JDK をインストールします。
3. JDK をインストールしたフォルダを指す JAVA_HOME 環境変数を追加します。Cordova およ
び Android SDK は JDK のインストール場所をレジストリから見つけますが、JAVA_HOME 環
境変数を追加し、使用する JDK のバージョンを明示的に指定することをお勧めします。 環境変数
を追加するには、[コントロールパネル]－[システム]を実行後、システムの詳細設定をクリックし、
[システムのプロパティ] ダイアログを表示します。詳細設定タブの環境変数ボタンをクリックすると
表示される環境変数ダイアログを使用して環境変数を追加してください。環境変数の管理方法に
ついてのさらに詳細な情報については、 このページ を参照してください。

Android SDK コマンドラインツールのインストール
Android プラットフォーム上で動作するネイティブアプリを作成するには、Android SDK コマンドラインツール
をインストールする必要があります。以下の手順に従って Android SDK コマンドラインツールをインストールし
てください。
1. developer.android.com/studio を移動し、ページの一番下までスクロールダウンしてください。
「コマンドラインツールのみ入手する」以降にある Windows インストーラ exe ファイルをクリックし、
ダウンロードしてください。(ファイルには installer_r24.4.1-windows.exe のような名称がついて
います)
2. ダウンロードしたインストーラをデフォルトの設定で実行します。この時、SDK のインストール先の
フォルダを覚えておいてください。後で ANDROID_HOME 環境変数に、このインストール先を設
定する必要があります。
3. SDK が正しくインストールされると、パッケージをダウンロードするために SDK マネージャが開始
されます。SDK マネージャは、スタートメニューから [Android SDK Tools] －[SDK Manager]
を選んでも実行することができます。
4. 最初に SDK マネージャを実行すると、あらかじめいくつかのパッケージが選択されています。
Android 7.0 (API 24) が選択されていますが、この API は現在のバージョンの Cordova ではサ
ポートされていません。そこで、この選択を解除し、代わりに Cordova がサポートしている最新の
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API、Android 6.0 (API 23) を選択してください。Android エミュレータを実行しないのであれば、
Intel x86 Atom System Image などのシステムイメージの選択を解除することもできます。また、
Extra の下にある、"Android Support Repository", “Google Play services” および “Google
Repository” を選択することを推奨します。なお、パッケージのダウンロードおよびインストールに
は、長い時間がかかりますので注意してください。
5. Cordova に Android SDK のインストール場所を知らせるために、ANDROID_HOME 環境変数
にインストール先を設定する必要があります。

C:¥Users¥tom¥AppData¥Local¥Android¥android-sdk

Windows SDK のインストール
Windows 8.1, Windows Phone 8.1 および Windows 10 ユニバーサルアプリ用の Windows ネイティブアプリ
を開発するには、Visual Studio 2015 をインストールする必要があります。詳細については Windows
Platform Guide を参照してください。

Cordova を利用する TD Mobile アプリケーションのビルド
たった 3 つのステップで TD Mobile をハイブリッドアプリケーション化できます。:


Cordova "project"に TD Mobile アプリケーションをコンパイルします。Cordova が読み込むプロジェクトフ
ァイルが作成されます。



Cordova プロジェクトファイルをネイティブアプリケーションコードファイルにコンパイルします。



ネイティブアプリケーションを配布します。（iOS 向けアプリストア、Google Play など）

下記のようにステップを実行します:
1. TD Mobile で Cordova ビルド設定をオンにします。IDE でビルド設定ペインを広げて（設定 > ビルド 右下
にある拡大アイコンをクリックします）:
a. Cordova ビルドを有効にするをオンにします。
b. 配備アプリケーション URL を、アプリケーションのサーバーサイド部分を配信する IIS サーバーの URL
に書き換えます。
c. ハイブリッドアプリケーション用に使用したいディスプレイを選択します。通常の TD Mobile ウェブアプリ
ケーションとは異なり、サポートされるディスプレイは一つだけです。
d. ネイティブアプリケーションを構築するフォルダ名を入力します。指定されたフォルダが存在しなければ、
自動的に作成されます。フォルダのパスは、絶対パスまたはプロジェクトからの相対パスになります。
e. Cordova プロジェクトのパッケージおよびバージョンを設定します。
f.

IDE がアプリケーションをビルドする際にターゲットとするプラットフォーム(Android または Windows)
を指定します。TDM IDE では iOS をターゲットとしてビルドすることができません。プロジェクトを Mac
OS にコピーし、Mac OS 上でビルドする必要があります。
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2. TD Mobile アプリケーションをビルドして IIS に配備すると、IIS サーバー上の場所にサーバーサイドのロジ
ックが配置されます。
3. Cordova プロジェクトをネイティブアプリケーションにコンパイルする準備ができました。「コンパイル」リボン
ボタンがドロップダウンになっており、“Cordova”を選択します。これにより、ビルド設定で指定したフォルダ
で Cordova ビルドプロセスが開始されます。ビルドプロセスからの出力は出力ウィンドウに表示されます。
デバイス上「USB でバッギング」を有効にした上で、USB ケーブルでデバイスをコンピューターに接続し、
「Cordova run android」コマンドを実行すると、デバイスに APK ファイルがビルドされ、インストールされます。
USB デバッグは、Android デバイス上で設定します。Settings > Developer options にあります。

ハイブリッドプラグインの利用
Cordova にはプラグインの概念があります。アドオンパッケージを組み込むと、モバイルデバイスのネイティブ機
能を使えます。本来、これらを使用するには、多くの調査や JavaScript の知識が必要となるのですが、TD
Mobile 2.1 にはよく利用される 3 つの Cordova プラグインが付属しています。


バーコードスキャン



プッシュ通知



連絡先アプリケーション利用

これらは、TDMobile の IDE とフレームワークに組み込まれているので、アプリケーション開発に簡単に活用で
きます。
バーコードのスキャン
ハイブリッドアプリケーションのバーコードスキャン機能は、「ScanBarcode」と呼ばれる新しい「イベントアクショ
ン」として TD Mobile に実装されました。アプリケーションの Cordova ビルド設定の有効化がオンになっている
場合、このアクションは、コードのアウトラインのオプションとして表示されます。イベントアクションには、成功した
場合に、スキャンされた値を受け取るための文字列バインディングを選択できるドロップダウンがあります。
イベントアクションは、分岐をサポートしています。スキャンが成功した場合、ScanBarcode アクションの下にある
インデントされたアクションが実行されます。イベントアクションで Else ステートメントを組み込んでいる場合、スキ
ャンが失敗したか、ユーザーがスキャンをキャンセルしたときに、Else アクションの下にあるインデントされたアク
ションが実行されます。
イベントアクションが実行されると、バーコードスキャナプラグインは、カメラからデバイスのスクリーンを引き継ぎ
ます。ユーザーがバーコードを配置する場所の中央に網掛けのボックスがあります。コードが正常にスキャンさ
れると、スキャナビューが自動的に消え、文字列バインディングが更新されます。
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