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はじめに

近年の Web アプリケーションは、UI（User Interface）のみならず UX（User Experience）も考慮さ

れたリッチなインタフェースが求められています。パソコンだけではなくスマートフォンやタブレット対

応も必要になるなど、開発の複雑化はとどまることなく、端末のパフォーマンス向上やブラウザの性能や

機能の向上により、JavaScript で実現できることも大きく拡がっています。

複雑で大規模なクライアント JavaScript アプリケーションの開発を支えるため、Ext.js や Backbone.

js、Knockout.js、Ember.js、Vue.js など多くのフレームワークが登場していますが、現時点では

AngularJS がもっとも人気があります。

AngularJS の最大の特徴はフルスタックであることです。すなわち、クライアントサイドで必要となる

機能がひと通り揃っているため、不足機能を補おうと思い悩む必要がありません。また、Google が注力

して開発を進めている安心感もあります。さらに、ECMAScript 6 や WebComponents の仕様を視野に

入れているなど、将来性も期待できます。

AngularJS は学習コストが高いとも言われますが、決して学習に対する費用対効果が悪いわけではあり

ません。データバインディングをはじめ、DI、モジュール、サービス、フィルター、ディレクティブなど

独自の概念が数多く登場する上に、テストやセキュリティのサポートも充実しているなど、多くの機能が

搭載されているため、すべてを学習するコストは掛かります。しかし、多くの基本部品を組み合わせるだ

けでも、ある程度のアプリケーションが簡単に開発できます。独自の動きを表現したり、メンテナンス性

の高いアプリケーションを開発する際に、はじめてフィルターやサービス、ディレクティブを自ら開発す

る必要に迫られるので、順次学習を進めるスタイルでも構いません。

本書では、序盤で AngularJS 標準のディレクティブ、フィルター、サービスを説明し、DI、モジュール、

スコープやコントローラなど、提供されるフレームワークを解説します。中盤以降では、フィルターやサー

ビス、ディレクティブの開発を解説します。特に AngularJS の難所と言われるディレクティブに関しては、

基本的な API をサンプルを交えながら解説し、より実践的なディレクティブの実装例を紹介します。

これまで jQuery などでアプリケーションを開発してきたものの、その複雑さに限界を感じている開発

者におすすめです。本書が複雑かつ大規模なアプリケーション開発の手助けとなれば幸いです。

                   

2014 年夏　執筆陣を代表して

池添 明宏
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現代は Webアプリケーションの UI（User Interface）を語る際、UX（User Experience）

も無視できない時代です。新しいユーザー体験を提供するには、従来の Webアプリケーション

では実現できないリッチでインタラクティブな UIが必要となります。こうした UIの実現には

JavaScriptは欠かすことができない要素です。HTML5の登場や JavaScriptエンジンの性能

向上、ライブラリの充実などが追い風となり、JavaScriptの重要性はさらに増すばかりです。

しかし、JavaScriptは各種ブラウザの挙動が統一されていなかったり、ブラウザ固有の不具

合が存在するなど、必ずしも優れた開発プラットフォームとは言えません。この問題を解決すべ

く「Prototype Javascript framework」（prototype.js）や「jQuery」など、ブラウザ

間での挙動の差異を吸収するライブラリが登場しました。特に jQueryは簡単にモジュール化で

きることもあり、独自のエコシステムが構築され、標準ライブラリのように利用されるまで普及

しました。しかし、jQueryはあくまでも DOM操作をサポートするライブラリであり、アプリケー

ション規模が大きくなった際の問題を解決するすべを持つわけではありません。

ブラウザ依存の問題を解決し、大規模アプリケーションの開発にも耐え得る環境として、「Adobe 

AngularJS とは1 - 1
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表 1.1: 主な出来事

2004 年 Adobe Flex 登場
2005 年 Prototype.js が Ruby on Rails 付属のモジュールとして登場
2006 年 jQuery 登場
2007 年 Microsoft Silverlight 登場
2008 年 HTML5 の仕様の草案が発表
2008 年 iPhone 3G 発売
2009 年 AngularJS 登場
2010 年 Backbone.js 登場
2010 年 iPad 発売
2011 年 Ember.js 登場
2011 年 モバイル版 Flash の開発を断念、Flex を Apache 財団に寄付
2012 年 Silverlight5 以降の開発終了が報道される
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Flex」や「Microsoft Silverlight」など、RIA（Rich Internet Application）プラッ

トフォームも登場しましたが、スマートフォンやタブレット普及のタイミングと重なったことも

あり、結局はプラグイン不要でブラウザネイティブで動作する JavaScriptが生き残っています。

前述の RIAプラットフォーム衰退と同時期に、「Backbone.js」や「Ember.js」などに代表

される MVC（Model View Controller）パターンを取り入れたフレームワークの人気が向上し

てきました。本書で紹介する「AngularJS」もこのMVCパターンを取り入れたフレームワークです。

長年にわたり MVCパターンは、ネイティブな GUIアプリケーションやサーバサイドで利用

されるものと考えられてきました。しかし、クライアントサイドの複雑化・大規模化に伴い、

JavaScriptアプリケーションにもMVCパターンを適用する必要性が高まっています。MVCパター

ンを適用することで、役割ごとにコードを分割することや、複数人での大規模開発やメンテナン

ス性の高いアプリケーション構築が可能になります。

近年では、Backbone.js、Ember.js、Knockout.js、Vue.jsをはじめ、数えきれないほ

どのライブラリやフレームワークが登場しています。MVCフレームワークの戦国時代とも言える

現状において、頭 1つ抜きんでているのが本書で解説する「AngularJS」です。

AngularJSは、Google所属の Miško Heveryと Adam Abronsにより開発がスタートしま

したが、2009年の発表以降は、MIT Licenseでオープンソース・ソフトウェアとしてコミュニティ

主導で開発されています。2010年の「バージョン 1.0.0」から「バージョン 1.3」のリリースまで、

毎年 20回ほどのアップデートが繰り返されている、開発が非常に活発なフレームワークです。

AngularJSが高い人気を誇る理由の 1つに、フルスタックであるという特徴があります。す

なわち、Webアプリケーションのクライアントサイドを開発する上で必要な機能がひと通り揃っ

ているということです。AngularJSには下記に挙げる機能があります。

・ HTML ベースのテンプレート機能
・ 豊富なディレクティブ
・ 多彩な表現を実現するフィルター機能
・ 双方向データバインディング
・ DI（Dependency Injection）コンテナの仕組みを持つモジュール管理機能
・ 厳格なスコープ
・ シングルページアプリケーションに最適なルーティング
・ Ajax 通信のサポート
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・ テストの重視
・ セキュリティ対策
・ モバイル対応

他のフレームワークで同等の機能を実現するには、複数のフレームワークやライブラリを組み

合わせる必要がありますが、AngularJSであれば、標準で用意されている機能だけでほとんどの

目的を達成できます。

 
AngularJS は、現在バージョン 1.2 と 1.3 が並行で開発が進められています（2014 年 8 月現在）。バージョン 1.2

はレガシーブラウザにも対応する legacy 版、バージョン 1.3 はメインで開発が進められている latest 版（β版）に
なります。一方、次世代の AngularJS としてバージョン 2.0 の仕様策定とプロトタイプ実装が進められています。

AngularJS 2.0 では、下記の方針が掲げられています。

・ モダンブラウザ対応
・ ECMAScript 6 対応
・ パフォーマンスの向上
・ 仕様のシンプル化
・ モバイル対応の強化
・ タッチアニメーション、ルーティング、永続化などの機能強化

AngularJS 2.0 のリリース時期は未定ですが、大規模な仕様変更がおこなわれるため、正式にリリースされるまで
には今しばらく時間がかかるでしょう。

また、大きな仕様変更がおこなわれるため、後方互換性が失われる可能性も高いと推測されます。バージョン 1.3 か
ら 2.0 へのマイグレーションツールが用意されるかもしれませんが、あまり変則的な実装はせず、AngularJS の作法
に則って実装することをおすすめします。

なお、本書では AngularJS 2.0 で提案されている仕様も適宜コラムで紹介します。ただし、AngularJS 2.0 は現
在仕様検討中の段階であるため、紹介する内容は実際のリリース版とは大きく実装が異なる可能性があります。そのこ
とを考慮した上で読み進めてください。

AngularJS 2.0
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本節では AngularJSのダウンロードから利用までを説明します。さっそく AngularJSをダ

ウンロードしましょう。まず、AngularJSの公式サイトにアクセスします（図 1.1）。

［Download］ボタンをクリックするとダウンロードダイアログが表示されます（図 1.2）。

AngularJS のダウンロード1 - 2

C h a p t e r 01

図 1.1: AngularJS の公式サイト（https://angularjs.org）

図 1.2: ダウンロードダイアログ

https://angularjs.org
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［Branch］でバージョン 1.2系か 1.3系のどちらを利用するか選択します。［Build］では、

Minified（コメントや改行を削除し変数名を短縮したもの。主に本番環境用）、Uncompressed（コ

メントや改行の削除などがされていないもの。主にデバッグ用）、Zip（全ソースファイルとドキュ

メントを ZIP形式で圧縮したもの）が選択できます。

もし、ファイルをダウンロードせずに、CDN（Contents Delivery Network）を利用する

のであれば、CDNに記述されているリンクを利用します。また、パッケージ管理ツール「Bower」

を利用しているのであれば、［Bower］に記述されているコマンドを実行します。

ここでは、［Branch］で「1.3.x」、［Build］で「Uncompressed」を選択して［Download］

ボタンをクリックしましょう。

下記の内容でファイルを作成し「index.html」として保存します（リスト 1.1）。そして、先

ほどダウンロードした angular.jsファイルと同じ場所に配置します。

リスト 1.1: index.html
<!DOCTYPE html>

<html ng-app>

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <script type="text/javascript" src="angular.js"></script>

</head>

<body>

{{'Hello, World!'}}

</body>

</html>

上記の index.htmlをブラウザで開き、スクリプトエラーが発生することなく「Hello, 

World!」と表示されれば成功です。

スクリプトエラーが発生する場合は、Google Chromeではメニュー［ツール］→［デベロッパー

ツール］を選択するとログを表示できます。Firefoxの場合は、メニュー［開発ツール］→［開発ツー

ルの表示］にチェック、IEではメニューから［F12開発者ツール］を選択します。AngularJS

アプリケーションの開発中は常に、ログ表示を有効にしておくことをおすすめします。

なお、以降のサンプルコードは、上記の index.htmlの bodyタグの中に記述するものとして

解説します。



基
本
機
能
の
概
要

0 0 7

本節では AngularJSの魅力を味わってもらうため、特徴的な機能である「テンプレートエ

ンジン」「ディレクティブ」「双方向データバインディング」「コントローラとスコープ」「DI

（Dependency Injection）コンテナ」を簡単に紹介します。

■ テンプレートエンジン

Webアプリケーションを開発する上で、テンプレートエンジンは欠かすことのできない機能で

す。クライアントサイドのテンプレートエンジンとして、「EJS」、「Mustache」、「Handlebars」

などのオープンソースソフトウェアがあります。これらのテンプレートエンジンの多くでは、条

件分岐や繰り返しを実現するため、独自の文法が採用されています。

一方、AngularJSの大きな特徴の 1つは、HTMLベースのテンプレートエンジンを採用してい

ることです。AngularJSでは、条件分岐や繰り返しなどの制御構造や独自の UI部品を、HTML

の文法に準拠したカスタムタグやカスタム属性として利用できます。したがって、新しいテンプ

レートエンジンの文法を習得する必要はなく、HTMLに新しいタグや要素が増えたように扱えます。

デザイナーと協業する場合も、違和感なく受け入れてもらえるメリットも生まれます。

ただし、HTMLと異なり「{{」と「}}」で囲まれるエクスプレッションと呼ばれる文法があります。

エクスプレッション内には簡単なロジックを記述できます。簡単な例を示します（リスト 1.2）。

これを実行すると {{ 1 + 1 }}の処理が計算され、2と表示されます（リスト 1.3）。

リスト 1.2: エクスプレッションの利用例
<div>

{{ 1 + 1 }}

</div>

リスト 1.3: エクスプレッションの展開例
<div>

2

</div>

AngularJS の基本機能紹介1 - 3
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また、エクスプレッション内には変数も指定可能です。変数 variableに 42を代入して、テ

ンプレート内に {{variable}}と記述すると（リスト 1.4）、変数の値である 42が画面上に表

示されます。

リスト 1.4: エクスプレッションでの変数の利用
<div ng-init="variable=42" />

<div>

{{variable}}

</div>

なお、エクスプレッションの出力はセキュリティが十分考慮されているため、どのような

JavaScriptの式を記述しても実行できるわけではありません。利用できるオブジェクトや関数

は制限され、出力文字列も自動的にエスケープされるため、セキュリティ的にも安心です。

■ ディレクティブ

前述の通り、AngularJSでは HTMLをベースとしたテンプレートエンジンを採用し、独自の機

能をカスタムタグやカスタム属性で実現しています。AngularJSでは、このカスタムタグやカス

タム属性をディレクティブと呼びます。

例えば、変数の値に応じて HTMLの表示を切り替える ng-ifディレクティブがあります（リス

ト 1.5）。enableMessageの値が trueであれば、文字列 'Hello, World!'は表示されますが、

falseの場合は何も表示されません。DOMの要素を操作しなくても、変数の値を変更するだけで

要素の表示・非表示を切り替えられる便利な機能です。

リスト 1.5: ng-if ディレクティブの利用例
<div ng-if="enableMessage">

Hello, World!

</div>

また、複数の要素を繰り返し表示する ng-repeatディレクティブが用意されています（リス

ト 1.6）。下記の例では、ng-initディレクティブで配列の要素を初期化し、その配列の要素を

ng-repeatディレクティブで繰り返し表示します。

リスト 1.6: ng-repeat ディレクティブの利用例
<div ng-init="items = ['AngularJS', 'Backbone.js', 'Ember.js', 'Knockout.js']"></div>

<ul>
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  <li ng-repeat="item in items">

    {{item}}

  </li>

</ul>

上記を実行すると、下記の通り、配列の要素が展開されて箇条書きとして表示されます（リス

ト 1.7）。複数の値を表示する際には欠かせない機能です。この他にも AngularJSには標準で

60種類以上のディレクティブが用意されています。本書ではその 1つずつを詳細に解説します。

リスト 1.7: ngRepeat ディレクティブの実行結果
<div ng-init="items = ['AngularJS', 'Backbone.js', 'Ember.js', 'Knockout.js']"></div>

<ul>

  <li>AngularJS</li>

  <li>Backbone.js</li>

  <li>Ember.js</li>

  <li>Knockout.js</li>

</ul>

■ 双方向データバインディング

AngularJSが持つ特徴の中でも、もっとも人気のある機能の 1つが双方向データバインディ

ングです。JavaScriptがオブジェクトとして保持するデータと HTMLとして画面に表示される

内容が、双方向で自動的に連携する機能です。すなわち、「画面に何かを入力すると JavaScript

上の変数に値が反映される」かつ「JavaScript上の変数の値が変化すると画面表示に反映される」

連携が双方向でおこなわれます。まずは、簡単な例を示します（リスト 1.8）。

リスト 1.8: データバインディング

<input type="text" ng-model="message">

<div>

  {{message}}

</div>

inputタグの ng-modelディレクティブにより、変数 messageがテキストボックスの入力値

と結び付けられます。これによりテキストボックスに何か値を入力すると、JavaScriptの変数

messageにその値が反映されます。一方、エクスプレッション {{message}}も message変数

に結び付けられています。これにより JavaScriptの変数 messageが書き換えられると、画面
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上の {{message}}の表示も併せて変化します。

このように双方向のデータバインディングがおこなわれているため、テキストボックスに入力

した値が、即座に画面上の {{message}}の表示に反映されるという動きを実現できます。

jQueryのように、DOMのイベントに応じて DOMを操作する記述が不要になり、簡潔に記述で

きます。また、他の MVCフレームワークとは異なり、特殊なオブジェクトを利用しなくても双方

向データバインディングを実現できることが、AngularJSの大きな特徴です。

■ コントローラとスコープ

テンプレートエンジンの 3機能に続いて、テンプレートと JavaScriptコードを結び付けるコ

ントローラとスコープを紹介します。スコープはテンプレートに公開するプロパティやメソッド

を定義するオブジェクトで、コントローラはスコープオブジェクトをセットアップする関数です。

なお、コントローラとスコープを利用したサンプルコードを動作させるためには、テンプレー

トファイル（index.html）だけではなく、JavaScriptファイルを用意する必要があります。

そのためにはまず、下記のコードを「app.js」として保存し（リスト 1.9）、index.htmlと

同じ場所に配置します。

リスト 1.9: コントローラの記述例
var MyController = function ($scope) {

  $scope.message = 'Hello, World!';

  $scope.action = function () {

    $scope.message = 'Goodbye, Everyone!';

  };

};

var appModule = angular.module('app', []);

appModule.controller('myController', MyController);

上記の JavaScriptのコードでは、オブジェクト $scopeを引数に取る関数 MyController

を用意し、関数内で $scopeオブジェクトにプロパティ（message）やメソッド（action()）

を登録します。そして angular.module()でモジュール ’app'を作成し、app.controller()

でコントローラ ’myController'を登録します。

次に、前節で作成した index.html（リスト 1-1）のヘッダに、<script type="text/

javascript" src="app.js"></script>を追記、そして <html ng-app>を <html ng-

app="app">に書き換えます（リスト 1.10）。

これで JavaScript側で作成した 'app'モジュールを利用できます。
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リスト 1.10: テンプレート記述例
<!DOCTYPE html>

<html ng-app="app">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <script type="text/javascript" src="angular.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="app.js"></script>

</head>

<body>

<div ng-controller="myController">

  <div>

  {{message}}

  </div>

  <button ng-click="action()">push</button>

</div>

</body>

</html>

テンプレートからコントローラを利用するためには、ng-controller ディレクティブを使い

コントローラの名前を指定します。JavaScript側で登録した 'myController'を指定します。

これだけで、$scope.messageに指定した値が、テンプレートで {{message}}と記述した

箇所に展開されます。また、双方向データバインディングで、ボタンをクリックして action()

メソッドを実行し $scope.messageの値を変更すると、即座に画面上の {{message}}の内容

も更新されます。

このオブジェクトにスコープという名前が付けられている通り、「範囲」という概念を取り扱い

ます。小規模なアプリケーションであればグローバルスコープに関数やオブジェクトを用意する

こともありますが、大規模になるとスコープが広い関数やオブジェクトの存在は不具合を誘発す

る一因となり得ます。AngularJSのスコープを利用すると、関数やオブジェクトにアクセスでき

る範囲を限定できるため、予期しない場所から関数やオブジェクトにアクセスしてしまい、不用

意な不具合を生むことを回避できます。メンテナンス性の高いアプリケーションを開発する上で

は欠かせない機能です。
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■ DI（Dependency Injection）コンテナ

ソフトウェアの規模が大きくなると、ソフトウェアを役割ごとに、関数やクラス、モジュール

などの単位に分割することになります。このとき、ソフトウェアの各部品は高凝集度にして、各

部品間の関係は疎結合にすることがよいとされています。凝集度が高く疎結合な部品でソフトウェ

アを構築すると、複数人での開発が容易で、部品単位のユニットテストが実施しやすく、仕様変

更時の修正範囲が多くの部品にまたがらずメンテナンスしやすいなど、多くのメリットがありま

す。AngularJSでは DI（Dependency Injection）パターンを適用した DIコンテナと呼ば

れる仕組みにより、部品間の依存関係を管理しています。

利用例として、足し算をするだけの関数 MyServiceを用意します（リスト 1.11）。メソッド

呼び出し angular.module().value()では、関数 MyServiceを名前 'addService'で共有

できるように指定します。次に MyServiceを利用するコントローラを定義します（リスト 1.12）。

リスト 1.11: 共有したい関数の定義
(function () {

  var MyService = function (a, b) {

        return a + b;

  };

  angular.module('app', []).value('addService', MyService);

})();

リスト 1.12: 共有関数の利用
(function () {

  var MyController = function ($scope, addService) {

        $scope.x = addService(12, 34);

  };

  angular.module('app').controller('myController', MyController);

})();

関数 MyServiceと関数 MyControllerは異なる関数スコープの中に定義されているため、本

来であれば MyControllerの中から MyServiceを呼び出せません。ところが、AngularJSで

は関数 MyControllerの引数に addServiceと記述すると、関数の引数名からどのインスタン

スを渡すべきか自動的に判断して、MyControllerの引数に MyServiceを渡してくれます。

この仕組みにより、MyControllerは MyServiceの実体を知らなくても addServiceとい

う名前で関数を呼び出せます。最初は魔法のようにも見えるかもしれませんが、AngularJSを理

解する上では重要な概念です。「Chap.05モジュールと DI」（P.121参照）で詳しく解説します。
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AngularJSには、数多くのビルトインが備わっています。本章ではその中でも「ビルトインディ

レクティブ」（Built-in Directive）を解説します。

前章で解説した通り、HTML自身がテンプレートであることが AngularJSの特徴の 1つであり、

このテンプレートをより扱いやすくするため、HTMLを拡張する仕組みが提供されています。これ

を利用して作られた機能を「ディレクティブ」（Directive）と呼びます。

ディレクティブにより、HTMLをマークアップするようにデータバインディングやコントロー

ラなどの定義が可能です。「ng-」ではじまる属性が、AngularJSに標準で用意されているディ

レクティブで「ビルトインディレクティブ」と呼ばれます。この他にも form要素や a要素など、

HTMLの要素そのものを拡張するディレクティブもいくつか用意されています。

以降、サンプルコードを紹介しながら、DOM（Document Object Model）操作、イベント、フォー

ムなど役割ごとにビルトインディレクティブを解説します。

本節では、ビルトインディレクティブの中でも DOM操作をおこなうディレクティブを解説しま

す。DOMやテンプレートに対して表示の切り替えや、スタイル・クラスの動的な取り扱いなど、

表示に関するディレクティブです。

2-1-1 ngBind

ngBindは、AngularJSにおけるモデルをビューにデータバインディングするディレクティブ

です。

リスト 2.1: ngBind
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

DOM操作2 - 1
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  <title>ng-bind</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <input type="text" ng-model="myName">

  <p ng-bind="myName"></p>

</body>

</html>

入力フォームに入力すると即時に p要素に入力値が反映されます。

ng-bindの代わりに {{myName}}を p要素のテンプレートとして記述しても、同様の動作と

なります。{{モデル名 }}を利用すると、画面がロードされる際に一瞬 {{モデル名 }}がそのま

ま表示されてしまうことがあります。

AngularJSが読み込まれて初期化が完了するまでは、HTMLに直接記述された {{モデル名 }}

が表示されるためです。しかし、ngBindの場合は DOMに何も記述していないため、その心配は

ありません。なお、{{モデル名 }}を用いる場合でも、後述の ngCloakと合わせて利用すれば

対応できます（P.017参照）。

2-1-2 ngBindHtml

前述の ngBindがモデルをビューにバインドするのに対して、ngBindHtmlは HTML要素をバ

インドするために使用します。

ただし、XSS（Cross Site Scripting）の観点から、このディレクティブを利用するには

モジュール「ngSanitize」が読み込まれている必要があります。なお、ngSanitizeを利用し

たサニタイズに関しては、「12-3サニタイズ」で詳しく解説します（P.337参照）。

リスト 2.2: ngBindHtml
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app="myModule">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-bind-html</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

  <script src="../../angular/angular-sanitize.js"></script>

</head>
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<body>

  <input type="text" ng-model="myName">

  <p ng-bind-html="myName"></p>

  <script>

    angular.module('myModule', ['ngSanitize']);

  </script>

</body>

</html>

2-1-3 ngBindTemplate

ngBindTemplateは、モデルをビューにバインドするのではなく、テンプレートをビューにバ

インドします。ngBindと同等の動きは、ng-bind-template="{{ myName }}"と記述します。

リスト 2.3: ngBindTemplate
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-bind-template</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <input type="text" ng-model="myName">

  <p ng-bind-template="{{ myName }}"></p>

</body>

</html>

2-1-4 ngNonBindable

AngularJSでバインディングを望まない場合は、ngNonBindableを使用します。下記のサン

プルでは、一方は {{}}でバインディング、もう一方は ngNonBindableを定義します。

ng-non-bindableを定義している、"My name is {{ myName }}"部分には何も起こりま

せん。"{{ myName }}"の記述がそのまま表示されます。
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リスト 2.4: ngNonBindable
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-non-bindable</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <input type="text" ng-model="myName">

  <p>My name is {{ myName }}</p>

  <p ng-non-bindable>My name is {{ myName }}</p>

</body>

</html>

2-1-5 ngCloak

「2-1-1 ngBind」で前述した通り、{{ myName }}などの定義をおこなう場合、AngularJS

の初期処理が完了するまで、そのままの文字列として表示されます。一瞬ちらっと点滅するよ

うに表示されてしまうため、不快な印象を与える場合もあります。この問題を解決するには、

ngCloakを使います。

リスト 2.5: ngCloak
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-cloak</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

<input type="text" ng-model="myName">

<p ng-cloak>{{ myName }}</p>

</body>

</html>
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2-1-6 ngStyle

ngStyleは、style属性を動的に操作するディレクティブです。サンプルでは各ボタンのクリッ

クに応じて、テキストに上線、打ち消し線、下線が付与されます。モデルである myStyleに対し

て、ハッシュオブジェクトで定義していきます。

リスト 2.6: ngStyle
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-stye</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <p ng-style="myStyle">Sample Text</p>

  <div><input type="radio" name="textDecoration"

    ng-click="myStyle={ textDecoration:'overline' }">text-decoration:'overline';</div>

  <div><input type="radio" name="textDecoration"

    ng-click="myStyle={ textDecoration:'line-through' }">text-decoration:line-through;

  </div>

  <div><input type="radio" name="textDecoration"

    ng-click="myStyle={ textDecoration:'underline' }">text-decoration: underline;</div>

</body>

</html>

2-1-7 ngClass

ngClassは、CSSを動的に扱うことができるディレクティブです。ng-classの記述にはいく

つかの方法があります。

・	一般的なCSSのような定義方法
・	配列での定義方法
・	ハッシュオブジェクトでの定義方法

まず、一般的な CSSのような定義方法では、ng-class="'クラス名 1 クラス名 2'"と記述
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します。""の中でさらに''で囲んで文字列として定義します。複数のクラス名を設定する場合は、

クラス名同士を半角スペースで区切ります。

次は配列での定義方法です。ng-class="['クラス名 1', 'クラス名 2']"と記述します。

動的に扱うので文字列がセットされたモデルも定義できるため、ng-class="[モデル 1, モデ

ル 2]"と記述します。

最後の方法は、ハッシュオブジェクトでの定義です。ng-class="{クラス名 1: boolean, 

クラス名 2: boolean}"と定義します。クラス名に対応する value値が trueの場合、そのク

ラスが適用されます。クラス名 1とクラス名 2の value値が両方とも trueであれば、両方のク

ラスが適用されます。

リスト 2.7: ngClass
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-class</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <style>

    .lightgray{ color: #999; }

    .learge{ font-size: x-large; }

    .underline{ text-decoration: underline; }

  </style>

  <p>一般的な CSSのような定義方法 </p>

  <p ng-class="'lightgray'">lightgray</p>

  <p ng-class="'learge'">learge</p>

  <p ng-class="'underline'">underline</p>

  <p ng-class="'lightgray learge underline'">lightgray learge underline</p><br>

  <p ng-init="

    mdlLightGray='lightgray';

    mdlLearge='learge';

    mdlUnderline='underline';">配列での定義方法 </p>

  <p ng-class="['lightgray', 'underline']">lightgray underline</p><br>

  <p ng-class="[mdlLightGray, 'learge']">model＆文字列 </p><br>
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  <p>ハッシュオブジェクトでの定義方法 </p>

  <p ng-class="{

    lightgray: chkLightGray,

    learge: chkLearge,

    underline: chkUnderline

  }">Target Text</p>

  <input type="checkbox" ng-model="chkLightGray">lightgray<br>

  <input type="checkbox" ng-model="chkLearge">learge<br>

  <input type="checkbox" ng-model="chkUnderline">underline

</body>

</html>

2-1-8 ngClassEven

ngClassEvenは、後述の「2-1-16 ngRepeat」（P.027参照）と組み合わせて使用するディ

レクティブです。ngRepeatディレクティブで表示された偶数行に対して指定する振る舞いを定

義できます。偶数行であれば true、奇数行であれば falseになります。

下記では、偶数行のときに指定のクラスを割り当てます（リスト 2.8）。

リスト 2.8: ngClassEven
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-class-even</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <style>

    .large{ font-size: 40px; }

  </style>

  <ul ng-init="users=['can_i_do_web','zoetro','teyosh', 'かない ','いけぞえ ','よしだ ']">

    <li ng-repeat="user in users" ng-class-even="'large'">{{ user }}</li>

  </ul>

</body>

</html>
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2-1-9 ngClassOdd

ngClassOddディレクティブは、前述の ngClassEvenと同様に ngRepeatディレクティブ

と組み合わせて使用します。ngClassEvenディレクティブの偶数行とは違い、奇数行のときに

true、偶数行のときに falseとなります。

リスト 2.9: ngClassOdd
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-class-odd</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <style>

    .large{ font-size: 40px; }

  </style>

  <ul ng-init="users=['can_i_do_web','zoetro','teyosh', 'かない ','いけぞえ ','よしだ ']">

    <li ng-repeat="user in users" ng-class-odd="'large'">{{ user }}</li>

  </ul>

</body>

</html>

2-1-10 ngShow

ngShowディレクティブは、値の評価が trueであれば内包する DOMを表示します。

リスト 2.10: ngShow
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-show</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body ng-model="isShow" ng-init="isShow=true">
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  <p>ng-show="isShow" : <span ng-show="isShow">○ </span></p>

  <p>ng-show="!isShow" : <span ng-show="!isShow">○ </span></p>

  <p>ng-show="true" : <span ng-show="true">○ </span></p>

  <p>ng-show="'true'" : <span ng-show="'true'">○ </span></p>

  <p>ng-show="false" : <span ng-show="false">○ </span></p>

  <p>ng-show="'false'" : <span ng-show="'false'">○ </span></p>

  <p>ng-show="1 > 0" : <span ng-show="1 > 0">○ </span></p>

  <p>ng-show="1 > 3" : <span ng-show="1 > 3">○ </span></p>

</body>

</html>

2-1-11 ngHide

ngHideディレクティブは、値の評価が trueであれば内包する DOMを非表示にします。true

の場合、前述の ngShowでは表示、ngHideでは非表示になります。falseの場合であれば、双

方ともその反対の挙動となります。

リスト 2.11: ngHide
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-hide</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body ng-model="isShow" ng-init="isShow=true">

  <p>ng-hide="isShow" : <span ng-hide="isHide">○ </span></p>

  <p>ng-hide="!ishide" : <span ng-hide="!isHide">○ </span></p>

  <p>ng-hide="true" : <span ng-hide="true">○ </span></p>

  <p>ng-hide="'true'" : <span ng-hide="'true'">○ </span></p>

  <p>ng-hide="false" : <span ng-hide="false">○ </span></p>

  <p>ng-hide="'false'" : <span ng-hide="'false'">○ </span></p>

  <p>ng-hide="1 > 0" : <span ng-hide="1 > 0">○ </span></p>

  <p>ng-hide="1 > 3" : <span ng-hide="1 > 3">○ </span></p>

</body>

</html>
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2-1-12 ngOpen

ngOpenディレクティブは、定義した要素をクリックすると、内包する DOMの表示・非表示を

切り替えます。本節でここまで解説したディレクティブはその多くが全要素の属性として宣言で

きますが、このディレクティブは少し特殊で、details要素に対してのみ下記の通りの挙動を示

します。details要素を使用する頻度は多くありませんが、簡単に表示・非表示を切り替えでき

ることを覚えておくと良いでしょう。

リスト 2.12: ngOpen
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-open</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <details ng-open="isOpen">

    <summary>著者 </summary>

    <ul>

      <li>can_i_do_web</li>

      <li>zoetro</li>

      <li>teyosh</li>

    </ul>

  </details>

</body>

</html>

2-1-13 ngPluralize

ngPluralizeは、数値によって表示を切り替えるディレクティブです。

例えば、複数の選択可能な項目があるケースで、0の場合は「選択してください」、1の場合は「○

○を選択中です」、5の場合は「○○と他 4つを選択しています」など、選択されている個数でテ

ンプレートを振り分けることが可能です（図 2-1～図 2.3）。

サンプルでは、数値を設定する count、数値による振り分けをカスタム属性 whenを使って記

述します（リスト 2.13）。また、任意オプションで offset属性を使うことも可能です。
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リスト 2.13: ngPluralize
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-pluralize</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>

  <input type="number" ng-model="myCount" ng-init="myCount=0">

  <div ng-pluralize

    count="myCount"

    when="{

      '0': '0',

      '1': '1です ',

      '2': '2のとき ',

      'other': '{}以上です '

図 2.1: ng-pluralize 初期状態

図 2.2: ng-pluralize 数値 2 の場合

図 2.3: ng-pluralize 数値 5 の場合
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    }">

  </div>

  <input type="text" ng-list ng-init="list=['A', 'B', 'C']" ng-model="list">

  <div ng-pluralize

    count="list.length"

    offset="2"

    when="{

      '0': '0',

      '1': '{{ list[0] }}',

      '2': '{{ list[0] }}さんと {{ list[1] }}さんが既読 ',

      'one': '{{ list[0] }}さんと {{ list[1] }}さんともう 1人が既読 ',

      'other': '{{ list[0] }}さんと {{ list[1] }}さんとその他 {}以上が既読 '

    }">

  </div>

</body>

</html>

2-1-14 ngIf

ngIfディレクティブは、値が falseと評価された場合に、定義した DOMを DOMツリーから

削除します。前述の ngHideディレクティブと挙動が同じように見えますが、ngHideは該当す

る DOM要素の styleを "display:none;"とするだけで、DOMツリー上には存在します。これ

に対して、ngIfは DOMツリーから完全に削除します。

1度削除された後に ngIfの値の評価が trueになったとき、削除された DOMが元の場所に追

加されます。DOMツリーが追加されていることが確認できます（図 2.4～図 2.5）。

リスト 2.14: ngIf
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-if</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body>
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  <input type="checkbox" ng-model="check">表示切り替え

  <p ng-if="check">ng-ifで DOMに追加 </p>

</body>

</html>

2-1-15 ngSwitch

ngSwitchディレクティブは、JavaScriptの switch文と同様の役割を果たします。

switch/caseと同じような記述でテンプレートをケース分けできます。ng-switch属性で評

価式を定義し、ng-switch-whenでケースを設定します。また、該当するケースではない場合は、

ng-switch-defaultでデフォルトを設定することも可能です。

リスト 2.15: ngSwitch
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

図 2.4: ng-if 切り替え前

図 2.5: ng-if 切り替え後
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  <title>ng-switch</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

<body >

  <input type="radio" ng-model="greeting" value="morning">朝

  <input type="radio" ng-model="greeting" value="daytime">昼

  <input type="radio" ng-model="greeting" value="night">夜

  <div ng-switch="greeting">

    <div ng-switch-when="morning">おはよう </div>

    <div ng-switch-when="daytime">こんにちは </div>

    <div ng-switch-when="night">こんばんは </div>

    <div ng-switch-default>選択してください </div>

  </div>

</body>

</html>

2-1-16 ngRepeat

ngRepeatは、テンプレート上でループ処理をおこなうディレクティブです。

より便利にループを処理するため、ループ内でインデックスが取得できます。また、ng-

repeat-startと ng-repeat-endで、明示的にループ開始と終了を宣言することも可能です。

リスト 2.16: ngRepeat
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja" ng-app>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>ng-repeat</title>

  <script src="../../angular/angular.js"></script>

</head>

図 2.6: ng-switch でフォルト 図 2.7: ng-switch 選択肢（昼）
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<body>

  <p>シンプルな配列 </p>

  <ul ng-init="authors=['can_i_do_web','zoetro','teyosh']">

    <li ng-repeat="author in authors">{{ author }}</li>

  </ul>

  <p>ハッシュオブジェクトの配列 </p>

  <ul ng-init="authorsInfo=[

    { id: 1, name: 'can_i_do_web' },

    { id: 2, name: 'zoetro' },

    { id: 3, name: 'teyosh' }]">

    <li ng-repeat="author in authorsInfo">

      <p>ID: {{ author.id }} Name: {{ author.name }}</p>

    </li>

  </ul>

  <p>ハッシュオブジェクトのみ </p>

  <ul ng-init="authorData= { id: 1, name: 'can_i_do_web', bloodType: 'A' }">

    <li ng-repeat="(key, val) in authorData">{{ key }} - {{ val }}</li>

  </ul>

  <p>インデックスを取得する </p>

  <table ng-init="week=['Sun', 'Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat']">

    <thead>

      <tr>

        <th>day</th>

        <th>$index</th>

        <th>$first</th>

        <th>$middle</th>

        <th>$last</th>

        <th>$even</th>

        <th>$odd</th>

      </tr>

    </thead>

    <tbody>

      <tr ng-repeat="day in week" ng-class="{ evenRow: $even, oddRow: $odd }">

        <td>{{ day }}</td>

        <td>{{ $index }}</td>

        <td>{{ ($first)? '○ ': '× ' }}</td>

        <td>{{ ($middle)? '○ ': '× ' }}</td>


