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HTML5 に欠かせない JavaScript 

どうプログラミング、 

デバッグするか？ 







Web の進化とともに 
増える続けるコーディング量 



コーディング作業を軽減するツール 
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• インテリセンス 
• 入力中のタグやコードを自動で入力補完 

• ターゲットスキーマ 
• HTML のバージョンに則した記述をチェック 

• コード スニペット 
• コード ブロックのひな形を簡単に挿入 
• カスタム スニペットを作成して拡張可能 

Visual Web Developer の 
入力支援機能 



Visual Web Developer の 
JavaScript デバッグ機能 

ブレーク 

ポイント 

ツールヒント 
による変数の
ウォッチ 

スクリプト 

ドキュメント 

イミディエイト 

ウィンドウ 

ブレーク 

ポイント一覧 
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Visual Studio 2010 SP 1 による
マークアップ機能の強化 



Visual Web Developer の 
入力支援機能と  
JavaScript デバッグ機能 



Microsoft Ajax CDN #1 
• Microsoft Ajax Content Delivery Network 

• ajax.aspnetcdn.com ドメインで主要 JS ファイルをホスト 

• Microsoft AJAX や jQuery の利用を容易に 

• 最小限のネットワーク ホップ数で効率的にロード 

• 無償サービス 

Web サーバー 

ajax.aspnetcdn.com 

エッジ キャッシュ 
サーバー 



Microsoft Ajax CDN #2 
ホストされる JavaScript ライブラリ 

∙jQuery 1.3.2 ～ 1.5 
∙jQuery UI 1.8.5 ～ 1.8.9 
∙jQuery Validate 1.5.5 ～ 1.7 
∙jQuery Templates Beta 1 
∙jQuery Cycle 2.88, 2.94 
∙AJAX Control Toolkit 40412 
∙ASP.NET AJAX 4 
∙ASP.NET AJAX 3.5 
∙ASP.NET MVC 1.0 ～ 3.0 
 

http://www.asp.net/ajaxLibrary/CDN.ashx 



まとめ 



参考情報 #1 
• Visual Studio Express 

• http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/ 

• Web Platform Installer 
• http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx 

• Visual Studio 2010 Code Snippets for use 
with jQuery 
• http://jquerysnippets.codeplex.com/ 

• HTML 5 Intellisense for Visual Studio 2010 
and 2008 
• http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ja-JP/d771cbc8-

d60a-40b0-a1d8-f19fc393127d 
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参考情報 #2 
∙SVG Intellisense schema for Visual Studio 
2010 and 2008 
◉ http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ja-jp/22479d6b-

42d5-499f-b501-18e90e579540 

∙CSS3 Intellisense Schema 
◉ http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/7211bcac-091b-

4a32-be2d-e797be0db210/ 

∙Web ホスティングギャラリー 
◉ http://www.microsoft.com/web/hosting/home 

∙WebSiteSpark (Web 制作会社支援プログラム) 
◉ http://www.winserver.ne.jp/websitespark/ 
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