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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: vue-js

It is an unofficial and free Vue.js ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official Vue.js.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: Vue.jsのい
Vue.jsは、 Angular.js 、 Reactive.js 、 Rivets.jsにインスパイアされた、 JavaScriptのにするフロ
ントエンドフレームワークであり、シンプルなユーザーインターフェイスの、、いをします。

MVVMパターンされたフレームワークであるModel-View View-Model 、コンポーネントやビューへのバ
インディングデータのにづいています。これはじられないほどく、ののJSフレームワークのをえ
、なとプロトタイプににユーザーフレンドリーです。

バージョン

バージョン

2.4.1 2017-07-13

2.3.4 2017-06-08

2.3.3 2017-05-09

2.2.6 2017-03-26

2.0.0 2016-10-02

1.0.26 2016628

1.0.0 2015-10-26

0.12.0 2015-06-12

0.11.0 2014116

Examples

"こんにちは"プログラム

Vue.jsのをするには、HTMLにスクリプトファイルがまれていることをしてください。たとえば、
HTMLにをします。

<script src="https://npmcdn.com/vue/dist/vue.js"></script>

な
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HTMLテンプレート

<div id="app"> 
  {{ message }} 
</div>

JavaScript

new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    message: 'Hello Vue.js!' 
  } 
})

こののライブデモをごください。

Vue.jsの "Hello World"のもチェックしてみてください。

Vue 2のHello WorldJSXウェイ

JSXはブラウザによってされるものではありません。それはにのJavascriptにされなければなりま
せん。 JSXをするには、babel babel-plugin-transform-vue-JSXのプラグインをインストールするが
あります

のコマンドをします。

npm install babel-plugin-syntax-jsx babel-plugin-transform-vue-jsx babel-helper-vue-jsx-merge-
props --save-dev

.babelrcようにしてください

{ 
  "presets": ["es2015"], 
  "plugins": ["transform-vue-jsx"] 
}

VUE JSXのサンプルコード

import Vue from 'vue' 
import App from './App.vue' 
 
new Vue({ 
  el: '#app', 
  methods: { 
    handleClick () { 
      alert('Hello!') 
    } 
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  }, 
  render (h) { 
    return ( 
      <div> 
        <h1 on-click={this.handleClick}>Hello from JSX</h1> 
        <p> Hello World </p> 
      </div> 
    ) 
  } 
})

JSXをすることで、JavaScriptコードをくときとじファイルになHTML / XMLのようなをくことが
できます。

おめでとう、あなたはしました:)

ユーザーの

VueJSをするとユーザーのをにでき、v-modelをしたバインディングではデータをににできます。

HTML

<script src="https://unpkg.com/vue/dist/vue.js"></script> 
<div id="app"> 
    {{message}} 
<input v-model="message"> 
</div>

JS

new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    message: 'Hello Vue.js!' 
  } 
})

v-modelディレクティブをしてVueJSでバインディングをうのはにです。

のをここでしてください。

オンラインでVue.jsのいをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1057/vue-jsのい
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2: VueJS + Redux with Vua-Reduxベストソリ
ューション

Examples

Vua-Reduxのインストール

NPMからのVua Reduxのインストール

インストール

npm i vua-redux --save

===============

// main.js

import Vue from 'vue'; 
import { reduxStorePlugin } from 'vua-redux'; 
import AppStore from './AppStore'; 
import App from './Component/App'; 
 
// install vua-redux 
Vue.use(reduxStorePlugin); 
 
new Vue({ 
    store: AppStore, 
    render(h) { 
        return <App /> 
    } 
});

// AppStore.js

import { createStore } from 'redux'; 
 
const initialState = { 
  todos: [] 
}; 
 
const reducer = (state = initialState, action) => { 
  switch(action.type){ 
    case 'ADD_TODO': 
      return { 
        ...state, 
        todos: [...state.todos, action.data.todo] 
      } 
 
    default: 
      return state; 
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    } 
} 
 
const AppStore = createStore(reducer); 
 
export default AppStore;

あなたのコンポーネントでの

//コンポーネント/ App.js

import { connect } from 'vua-redux'; 
 
const App = { 
    props: ['some-prop', 'another-prop'], 
 
    /** 
     * everything you do with vue component props 
     * you can do inside collect key 
     */ 
    collect: { 
        todos: { 
            type: Array, 
        }, 
        addTodo: { 
            type: Function, 
        }, 
    }, 
 
    methods: { 
        handleAddTodo() { 
            const todo = this.$refs.input.value; 
            this.addTodo(todo); 
        } 
    }, 
 
    render(h) { 
        return <div> 
            <ul> 
                {this.todos.map(todo => <li>{todo}</li>)} 
            </ul> 
 
            <div> 
                <input type="text" ref="input" /> 
                <button on-click={this.handleAddTodo}>add todo</button> 
            </div> 
        </div> 
    } 
}; 
 
function mapStateAsProps(state) { 
    return { 
        todos: state.todos 
    }; 
} 
 
function mapActionsAsProps(dispatch) { 
    return { 
        addTodo(todo) { 
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            dispatch({ 
                type: 'ADD_TODO', 
                data: { todo } 
            }) 
        } 
    } 
} 
 
export default connect(mapStateAsProps, mapActionsAsProps)(App);

オンラインでVueJS + Redux with Vua-Reduxベストソリューションをむ 

https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/7396/vuejs-plus-redux-with-vua-redux-ベストソリューション-
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3: vue-router

き

vue-routerは、vue.jsににサポートされているルーティングライブラリです。

<router-link to="/path">Link Text</router-link> <!-- Creates a link to the route that 
matches the path -->

•

<router-view></router-view> <!-- Outlet for the currently matched route. It's component 
will be rendered here. -->

•

Examples

なルーティング

vue-routerをしてするもなは、CDNでされているバージョンをすることです。

HTML

<script src="https://unpkg.com/vue/dist/vue.js"></script> 
<script src="https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js"></script> 
 
<div id="router-example"> 
    <router-link to="/foo">Link to Foo route</router-link> 
    <router-view></router-view> 
</div>

JavaScriptES2015

const Foo = { template: <div>This is the component for the Foo route</div> } 
 
const router = new VueRouter({ 
    routes: [ 
       { path: '/foo', component: Foo} 
    ] 
}) 
 
const routerExample = new Vue({ 
    router 
}).$mount('#router-example')

オンラインでvue-routerをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9654/vue-router
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4: Vueで "this"をう

き

StackOverflowのVueコードでつかったもなエラーの1つは、 thisってするthisです。もないをし
て、つのでは、にちるthisのまたはそののやメソッドをするには、のをして、されたのためのコ
ールバックに

Examples

う Vueメソッドのコールバックで "this"をする。

new Vue({ 
  el:"#app", 
  data:{ 
    foo: "bar" 
  }, 
  methods:{ 
    doSomethingAsynchronous(){ 
      setTimeout(function(){ 
        // This is wrong! Inside this function, 
        // "this" refers to the window object. 
        this.foo = "baz"; 
      }, 1000); 
    } 
  } 
})

うので "this"をう。

new Vue({ 
  el:"#star-wars-people", 
  data:{ 
    people: null 
  }, 
  mounted: function(){ 
    $.getJSON("http://swapi.co/api/people/", function(data){ 
      // Again, this is wrong! "this", here, refers to the window. 
      this.people = data.results; 
    }) 
  } 
})

クロージャをして "this"をキャプチャします。

クロージャをしてthisをすることができます。

new Vue({ 
  el:"#star-wars-people", 
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Closures


  data:{ 
    people: null 
  }, 
  mounted: function(){ 
    // Before executing the web service call, save this to a local variable 
    var self = this; 
    $.getJSON("http://swapi.co/api/people/", function(data){ 
      // Inside this call back, because of the closure, self will 
      // be accessible and refers to the Vue object. 
      self.people = data.results; 
    }) 
  } 
})

バインドをします。

コールバックをバインドできます。

new Vue({ 
  el:"#star-wars-people", 
  data:{ 
    people: null 
  }, 
  mounted:function(){ 
    $.getJSON("http://swapi.co/api/people/", function(data){ 
      this.people = data.results; 
    }.bind(this)); 
  } 
})

をします。

new Vue({ 
  el:"#star-wars-people", 
  data:{ 
    people: null 
  }, 
  mounted: function(){ 
    $.getJSON("http://swapi.co/api/people/", data => this.people = data.results); 
  } 
})

あぶないアローは、あなたがっているブラウザがそれをサポートしているにしているので、それ
だけをし、ECMAScriptの2015それはまだサポートされていませんが、 すべてのブラウザでされ
たいる、またはあなたがES5にダウンあなたのJavaScriptをコンパイルするのようなものっバベル
を 。

うをして "this"をするメソッドをする

new Vue({ 
  el:"#app", 
  data:{ 
    foo: "bar" 
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  }, 
  methods:{ 
    // This is wrong! Arrow functions capture "this" lexically 
    // and "this" will refer to the window. 
    doSomething: () => this.foo = "baz" 
  } 
})

なでメソッドをする

new Vue({ 
  el:"#app", 
  data:{ 
    foo: "bar" 
  }, 
  methods:{ 
    doSomething: function(){ 
      this.foo = "baz" 
    } 
  } 
})

また、JavaScriptのコンパイラまたはEcmascript 2015をサポートするブラウザをしている

new Vue({ 
  el:"#app", 
  data:{ 
    foo: "bar" 
  }, 
  methods:{ 
    doSomething(){ 
      this.foo = "baz" 
    } 
  } 
})

オンラインでVueで "this"をうをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vueで--this-をう

https://riptutorial.com/ja/home 11

https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9350/vue%E3%81%A7--this-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86


5: v-モデルによるカスタムコンポーネント

き

しばしば、データにしていくつかのアクション/をするいくつかのコンポーネントをしなければな
らず、それをコンポーネントにとします。ほとんどの、 vuexはよりいになりますが、コンポーネ
ントのがアプリケーションのとはまったくしないは、のようになります。スライダ、/ピッカー、
ファイルリーダー

コンポーネントがされるたびに々のをつことはになります。

コンポーネントにv-modelをするには、2つのをたすがあります。

それは ''というのをっているはずです1. 

コンポーネントがするでinputイベントをするがあります。2. 

<component v-model='something'></component>

ののです

<component 
    :value="something" 
    @input="something = $event.target.value" 
> 
</component>

Examples

カウンタコンポーネントのvモデル

counterは、 v-modelをするコンポーネントであるdemoによってアクセスされるコンポーネントです
。

// child component 
Vue.component('counter', { 
  template: `<div><button @click='add'>+1</button> 
  <button @click='sub'>-1</button> 
  <div>this is inside the child component: {{ result }}</div></div>`, 
  data () { 
    return { 
      result: 0 
    } 
  }, 
  props: ['value'], 
  methods: { 
    emitResult () { 
      this.$emit('input', this.result) 
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    }, 
    add () { 
      this.result += 1 
      this.emitResult() 
    }, 
    sub () { 
      this.result -= 1 
      this.emitResult() 
    } 
  } 
})

このコンポーネントは、 sub() add()メソッドまたはadd()メソッドがびされるたびにresultます。

// parent component 
new Vue({ 
  el: '#demo', 
  data () { 
    return { 
      resultFromChild: null 
    } 
  } 
}) 
 
// parent template 
<div id='demo'> 
  <counter v-model='resultFromChild'></counter> 
  This is in parent component {{ resultFromChild }} 
</div>

v-modelはコンポーネントにするため、valueつがにされました。コンポーネントからのをにする
counterイベントがあります。

オンラインでv-モデルによるカスタムコンポーネントをむ https://riptutorial.com/ja/vue-

js/topic/9353/v-モデルによるカスタムコンポーネント
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6: アレイの

き

データオプションでされたののインデックスにのをしようとすると、vueはをできず、のをトリ
ガーしません。このをするには、vueのVue。$ setをするか、Array.prototype.spliceメソッドをす
るか

Examples

Vueをう。$ set

のインデックスでをするメソッドまたはライフサイクルフック

new Vue({ 
    el: '#app', 
    data:{ 
        myArr : ['apple', 'orange', 'banana', 'grapes'] 
    }, 
    methods:{ 
        changeArrayItem: function(){ 
            //this will not work 
            //myArr[2] = 'strawberry'; 
 
            //Vue.$set(array, index, newValue) 
            this.$set(this.myArr, 2, 'strawberry'); 
        } 
    } 
}) 

ここでは、 フィドルへのリンクです

Array.prototype.spliceの

Arrayプロトタイプのsplice()をしてVue.$setをするわりに、じをうことができますVue.$set

new Vue({ 
    el: '#app', 
    data:{ 
        myArr : ['apple', 'orange', 'banana', 'grapes'] 
    }, 
    methods:{ 
        changeArrayItem: function(){ 
            //this will not work 
            //myArr[2] = 'strawberry'; 
 
            //Array.splice(index, 1, newValue) 
            this.myArr.splice(2, 1, 'strawberry'); 
        } 
    } 
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}) 

ネストされたの

yoiがネストされたをっている、のことができます

new Vue({ 
    el: '#app', 
    data:{ 
        myArr : [ 
            ['apple', 'banana'], 
            ['grapes', 'orange'] 
        ] 
    }, 
    methods:{ 
        changeArrayItem: function(){ 
            this.$set(this.myArr[1], 1, 'strawberry'); 
        } 
    } 
})

ここにjsfiddleへのリンクがあります

をむオブジェクトの

new Vue({ 
    el: '#app', 
    data:{ 
        myArr : [ 
            { 
                name: 'object-1', 
                nestedArr: ['apple', 'banana'] 
            }, 
            { 
                name: 'object-2', 
                nestedArr: ['grapes', 'orange'] 
            } 
        ] 
    }, 
    methods:{ 
        changeArrayItem: function(){ 
            this.$set(this.myArr[1].nestedArr, 1, 'strawberry'); 
        } 
    } 
}) 

ここでは、 フィドルへのリンクです

オンラインでアレイのをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10679/アレイの
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7: イベント

Examples

イベント

イベントをするには vm.$emit('new-message');

イベントをキャッチするには vm.$on('new-message');

すべてのコンポーネントダウンにイベントをするには vm.$broadcast('new-message');

までのすべてのコンポーネントにイベントをするには vm.$dispatch('new-message');

Vue2では、 $broadcastと$dispatchはです。  Vue2のを 

イベントはいつうべきですか

のは、コンポーネントがどのようにするかをしています。このは、 Evan You のProgressive 

FrameworkスライドVueJSのからのものです。
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どのようにするかのをにします。

デモ

HTML

<script type="x-template" id="message-box"> 
    <input type="text" v-model="msg" @keyup="$emit('new-message', msg)" /> 
</script> 
 
<message-box :msg="message" @new-message="updateMessage"></message-box> 
<div>You typed: {{message}}</div>

JS

var messageBox = { 
  template: '#message-box', 
  props: ['msg'] 
}; 
 
new Vue({ 
  el: 'body', 
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  data: { 
    message: '' 
  }, 
  methods: { 
    updateMessage: function(msg) { 
      this.message = msg; 
    } 
  }, 
  components: { 
    'message-box': messageBox 
  } 
});

のをすることができます

のは、コンポーネントのみをしています。しかし、カスタムコンポーネントの、ときをさせるた
めに、 v-modelするがあります。

DEMO Vue1

DEMO Vue2

Vue1では、 <message-box>コンポーネントにされたプロップで.syncをするがあります。これは、
VueJSに、コンポーネントのをのとさせるようにします。

えておいてくださいすべてのコンポーネントインスタンスは、のスコープをちます。

HTML Vue1

<script type="x-template" id="message-box"> 
  <input v-model="value" /> 
</script> 
 
<div id="app"> 
  <message-box :value.sync="message"></message-box> 
  <div>You typed: {{message}}</div> 
</div>

Vue2にはな'input'イベントがあり、 $emitできる。このイベントをすると、 v-model<message-box>
コンポーネントにくことができます。このはのようになります。

HTML Vue2

<script type="x-template" id="message-box"> 
  <input :value="value" @input="$emit('input', $event.target.value)" /> 
</script> 
 
<div id="app"> 
  <message-box v-model="message"></message-box> 
  <div>You typed: {{message}}</div> 
</div>
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JSビュー12

var messageBox = { 
  template: '#message-box', 
  props: ['value'] 
}; 
 
new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    message: '' 
  }, 
  components: { 
    'message-box': messageBox 
  } 
});

がどれだけくされているかにしてください。

$ dispatchと$ broadcastのにどうするのですか バスイベントパターン

あなたは$emitがイベントをしているコンポーネントにスコープされていることにづいたかもしれ
ません。これは、コンポーネントツリーでいにくれたコンポーネントでしたいときにになります
。

Vue1では、 $dispatchまたは$broadcast broadcastをしますが、Vue2ではしません。はそれがうま
くできないということです。これをするためのなbusパターンがあります

デモ

HTML

<script type="x-template" id="sender"> 
  <button @click="bus.$emit('new-event')">Click me to send an event !</button> 
</script> 
 
<script type="x-template" id="receiver"> 
  <div>I received {{numberOfEvents}} event{{numberOfEvents == 1 ? '' : 's'}}</div> 
</script> 
 
<sender></sender> 
<receiver></receiver>

JS

var bus = new Vue(); 
 
var senderComponent = { 
  template: '#sender', 
  data() { 
    return { 
      bus: bus 
    } 
  } 
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}; 
 
var receiverComponent = { 
  template: '#receiver', 
  data() { 
    return { 
      numberOfEvents: 0 
    } 
  }, 
  ready() { 
    var self = this; 
 
    bus.$on('new-event', function() { 
      ++self.numberOfEvents; 
    }); 
  } 
}; 
 
new Vue({ 
  el: 'body', 
  components: { 
    'sender': senderComponent, 
    'receiver': receiverComponent 
  } 
});

どのVue()インスタンスもイベントを$emitとcatch $on できることをするだけです。グローバルVue

インスタンスコールbusをするだけで、このをつコンポーネントがあればそれからイベントをして
キャッチできます。コンポーネントがbusにアクセスできることをしてください。

オンラインでイベントをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/5941/イベント
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8: イベントバス

き

イベントバスは、していないコンポーネントののためのなです。つまり、はありません。

それはちょうどになってvueにすることができ、えば、 $emitイベントをかく$onったイベント。

デフォルトのしいVueをきす1. 

おいのデータをとするくのコンポーネントがアプリケーションにあるは、vuexをします。

Examples

eventBus

// setup an event bus, do it in a separate js file 
var bus = new Vue() 
 
// imagine a component where you require to pass on a data property 
// or a computed property or a method! 
 
Vue.component('card', { 
  template: `<div class='card'> 
    Name: 
      <div class='margin-5'> 
          <input v-model='name'> 
    </div> 
    <div class='margin-5'> 
      <button @click='submit'>Save</button> 
    </div> 
  </div>`, 
  data() { 
    return { 
      name: null 
    } 
  }, 
  methods: { 
    submit() { 
      bus.$emit('name-set', this.name) 
    } 
  } 
}) 
 
// In another component that requires the emitted data. 
var data = { 
  message: 'Hello Vue.js!' 
} 
 
var demo = new Vue({ 
  el: '#demo', 
  data: data, 
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  created() { 
    console.log(bus) 
    bus.$on('name-set', (name) => { 
      this.message = name 
    }) 
  } 
})

オンラインでイベントバスをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/9498/イベントバス
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9: ヴェクス

き

Vuexは、Vue.jsアプリケーションのパターン+ライブラリです。これは、アプリケーションのす
べてのコンポーネントのストアとしてし、ステートをなでのみできるようにするルールをえてい
ます。また、Vueののツールとされ、ゼロのタイムトラベルデバッグやスナップショットのエク
スポート/インポートなどのなをします。

Examples

Vuexとはですか

VuexはVue.jsのプラグインで、アプリケーションでするためのデータストアをします。のデータ
フローをとするFluxアプリケーションアーキテクチャのをくけ、アプリケーションのとがよりに
なります。

Vuexアプリケーションでは、データストアはすべてのアプリケーションをします 。このは、 デ
ィスパッチャをしてイベントをびすアクションにしてされるによってされる。

Vuexアプリケーションのデータフローのをにします。 
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もともとのVuex GitHubレポからのMITライセンスでされているダイアグラム。

々のVue.jsアプリケーションコンポーネントは、のデータのみりコピーをすなであるゲッターを
してデータをするためにストアオブジェクトにアクセスできます。

コンポーネントは、コンポーネントのデータコピーのをし、 ディスパッチャをしてイベントをデ
ィスパッチするであるアクションをつことができます。このイベントは、にじてをするデータス
トアによってされます。

すべてのコンポーネントはゲッターをしてににバインドされているため、はアプリケーションに
にされます。

vueプロジェクトにおけるvuexの 。

const state = { 
    lastClickTime: null 
} 
 
const mutations = { 
    updateLastClickTime: (state, payload) => { 
      state.lastClickTime = payload 
  } 
} 
 
const getters = { 
  getLastClickTime: state => { 
    return new Date(state.lastClickTime) 
  } 
} 
 
const actions = { 
    syncUpdateTime: ({ commit }, payload) => { 
    commit("updateLastClickTime", payload) 
  }, 
  asyncUpdateTime: ({ commit }, payload) => { 
    setTimeout(() => { 
      commit("updateLastClickTime", payload) 
    }, Math.random() * 5000) 
  } 
} 
 
const store = new Vuex.Store({ 
  state, 
  getters, 
  mutations, 
  actions 
}) 
 
const { mapActions, mapGetters } = Vuex; 
 
// Vue 
const vm = new Vue({ 
    el: '#container', 
  store, 
  computed: { 
      ...mapGetters([ 
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        'getLastClickTime' 
    ]) 
  }, 
  methods: { 
      ...mapActions([ 
        'syncUpdateTime', 
      'asyncUpdateTime' 
    ]), 
    updateTimeSyncTest () { 
        this.syncUpdateTime(Date.now()) 
    }, 
    updateTimeAsyncTest () { 
        this.asyncUpdateTime(Date.now()) 
    } 
  } 
})

そしてじもののHTMLテンプレート

<div id="container"> 
  <p>{{ getLastClickTime || "No time selected yet" }}</p> 
  <button @click="updateTimeSyncTest">Sync Action test</button> 
  <button @click="updateTimeAsyncTest">Async Action test</button> 
</div>

ここで、 が nullのようにlastClickTimeプロパティがまれています。デフォルトのこのアッ
プは、 のをすることがです。 でされていないプロパティはですが、そののはゲッターをし
てアクセスできなくなります 。

1. 

されるゲッターは、がstateプロパティのをするたびにされるされたプロパティをします。2. 

だけがとそのをえることがされている、つまり、それはにしかいません 。3. 

アクションは、のにできます。ここでは、APIコールここではにタイムアウトした
setTimeoutによってされますをアクションでし、をしたにをコミットしてをします。

4. 

なぜVuexをうのですか

はくのなコンポーネントでされているシングルページアプリケーションSPAなどのなアプリケー
ションをする、におよびがしくなります。これらのコンポーネントでのデータとのもにされ、デ
バッグやメンテナンスがしくなります。

されたアプリケーション・データ・ストアをすることにより、アプリケーションのを1かにして、ア
プリケーションをよりすることができます。のデータフロー、の、およびなデータのみへのコン
ポーネントデータアクセスのスコープによって、コンポーネントのとアプリケーションのにどの
ようにをぼすかについて、よりにすることができます。

VueJSコンポーネントは々のエンティティであり、いにデータをにすることはできません。 vuex

をせずにデータをするには、データでイベントをon 、そのイベントをonしてemitがあります。

コンポーネント1
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this.$emit('eventWithDataObject', dataObject)

コンポーネント2

this.$on('eventWithDataObject', function (dataObject) { 
    console.log(dataObject) 
})

vuexがインストールされていると、イベントをくなく、どのコンポーネントからでもにデータに
アクセスできます。

this.$store.state.myData

また、 ミューテータとしてデータをしたり、アクションをしたり 、 ゲッターでデータをするこ
ともできます。

ゲッターは、グローバルにされたとしてします。たちはコンポーネントからアクセスできます

this.$store.getters.myGetter

アクションはグローバルなです。々はコンポーネントからそれらをディスパッチすることができ
ます

this.$store.dispatch('myAction', myDataObject)

そして、はvuexのデータをするのです。たちはをコミットできます

this.$store.commit('myMutation', myDataObject)

Vuexコードはのようになります

state: { 
  myData: { 
    key: 'val' 
  } 
}, 
getters: { 
  myGetter: state => { 
     return state.myData.key.length 
  } 
}, 
actions: { 
  myAction ({ commit }, myDataObject) { 
    setTimeout(() => { 
      commit('myMutation', myDataObject) 
    }, 2000) 
  } 
}, 
mutations: { 
  myMutation (state, myDataObject) { 
    state.myData = myDataObject 
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  } 
}

Vuexのインストールは

Vuexをするのは、のファイルをしている、VueifyとみわせてWebpackやBrowserifyなどのモジュ
ール・バンドラをするのある、よりきなコンポーネントベースのアプリケーションになります。

この、VuexをするもなはNPMからです。のコマンドをしてVuexをインストールし、アプリケー
ションのにします。

 npm install --save vuex

require('vue')ステートメントのにのをして、VueとリンクVuexをロードするようにしてください
。

Vue.use(require('vuex'))

VuexはCDNでもできます。 cdnjsからバージョンをすることができます 。

このでは、vuexモジュールがにされ、にされるカスタムをします

notifications.js

vuexストアをし、いくつかのをする

//Vuex store previously configured on other side 
import _store from 'path/to/store'; 
 
//Notification default duration in milliseconds 
const defaultDuration = 8000; 
 
//Valid mutation names 
const NOTIFICATION_ADDED = 'NOTIFICATION_ADDED'; 
const NOTIFICATION_DISMISSED = 'NOTIFICATION_DISMISSED';

モジュールのをする

const state = { 
  Notifications: [] 
}

たちのモジュールgettersをする

const getters = { 
  //All notifications, we are returning only the raw notification objects 
  Notifications: state => state.Notifications.map(n => n.Raw) 
}
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モジュールのアクションをする

const actions = { 
  //On actions we receive a context object which exposes the 
  //same set of methods/properties on the store instance 
  //{commit} is a shorthand for context.commit, this is an 
  //ES2015 feature called argument destructuring 
  Add({ commit }, notification) { 
    //Get notification duration or use default duration 
    let duration = notification.duration || defaultDuration 
 
    //Create a timeout to dismiss notification 
    var timeOut = setTimeout(function () { 
      //On timeout mutate state to dismiss notification 
      commit(NOTIFICATION_DISMISSED, notification); 
    }, duration); 
 
    //Mutate state to add new notification, we create a new object 
    //for save original raw notification object and timeout reference 
    commit(NOTIFICATION_ADDED, { 
      Raw: notification, 
      TimeOut: timeOut 
    }) 
  }, 
  //Here we are using context object directly 
  Dismiss(context, notification) { 
    //Just pass payload 
    context.commit(NOTIFICATION_DISMISSED, notification); 
  } 
}

モジュールのをする

const mutations = { 
  //On mutations we receive current state and a payload 
  [NOTIFICATION_ADDED](state, notification) { 
    state.Notifications.push(notification); 
  }, 
  //remember, current state and payload 
  [NOTIFICATION_DISMISSED](state, rawNotification) { 
    var i = state.Notifications.map(n => n.Raw).indexOf(rawNotification); 
    if (i == -1) { 
      return; 
    } 
 
    clearTimeout(state.Notifications[i].TimeOut); 
    state.Notifications.splice(i, 1); 
  } 
}

された、ゲッター、アクション、およびをむモジュールをする

_store.registerModule('notifications', { 
  state, 
  getters, 
  actions, 
  mutations 
});
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componentA.vue

このコンポーネントは、すべてのをのにブートストラップのアラートとしてし、でをすることも
できます。

<template> 
<transition-group name="notification-list" tag="div" class="top-right"> 
  <div v-for="alert in alerts" v-bind:key="alert" class="notification alert alert-dismissible" 
v-bind:class="'alert-'+alert.type"> 
    <button v-on:click="dismiss(alert)" type="button" class="close" aria-label="Close"><span 
aria-hidden="true">&times;</span></button> 
    <div> 
      <div> 
        <strong>{{alert.title}}</strong> 
      </div> 
      <div> 
        {{alert.text}} 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</transition-group> 
</template> 
 
<script> 
export default { 
  name: 'arc-notifications', 
  computed: { 
    alerts() { 
      //Get all notifications from store 
      return this.$store.getters.Notifications; 
    } 
  }, 
  methods: { 
    //Manually dismiss a notification 
    dismiss(alert) { 
      this.$store.dispatch('Dismiss', alert); 
    } 
  } 
} 
</script> 
<style lang="scss" scoped> 
$margin: 15px; 
 
.top-right { 
    top: $margin; 
    right: $margin; 
    left: auto; 
    width: 300px; 
    //height: 600px; 
    position: absolute; 
    opacity: 0.95; 
    z-index: 100; 
    display: flex; 
    flex-wrap: wrap; 
    //background-color: red; 
} 
.notification { 
    transition: all 0.8s; 
    display: flex; 
    width: 100%; 
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    position: relative; 
    margin-bottom: 10px; 
    .close { 
        position: absolute; 
        right: 10px; 
        top: 5px; 
    } 
 
    > div { 
        position: relative; 
        display: inline; 
    } 
} 
.notification:last-child { 
    margin-bottom: 0; 
} 
.notification-list-enter, 
.notification-list-leave-active { 
    opacity: 0; 
    transform: translateX(-90px); 
} 
.notification-list-leave-active { 
    position: absolute; 
} 
</style>

のコンポーネントにをするスニペット

//payload could be anything, this example content matches with componentA.vue 
this.$store.dispatch('Add', { 
  title = 'Hello', 
  text = 'World', 
  type = 'info', 
  duration = 15000 
});

オンラインでヴェクスをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3430/ヴェクス
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10: ウォッチャー

Examples

い

のVueインスタンスのデータプロパティをることができます。プロパティをているときに、にす
るメソッドをトリガーします

export default { 
    data () { 
        return { 
            watched: 'Hello World' 
        } 
    }, 
    watch: { 
        'watched' () { 
            console.log('The watched property has changed') 
        } 
    } 
}

いとしいをすることができます

export default { 
    data () { 
        return { 
            watched: 'Hello World' 
        } 
    }, 
    watch: { 
        'watched' (value, oldValue) { 
            console.log(oldValue) // Hello World 
            console.log(value) // ByeBye World 
        } 
    }, 
    mounted () { 
        this.watched = 'ByeBye World' 
    } 
}

オブジェクトのネストされたプロパティをするがあるは、 deepプロパティをするがあります。

export default { 
    data () { 
        return { 
            someObject: { 
                message: 'Hello World' 
            } 
        } 
    }, 
    watch: { 
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        'someObject': { 
            deep: true, 
            handler (value, oldValue) { 
                console.log('Something changed in someObject') 
            } 
        } 
    } 
}

データはいつされますか

オブジェクトにしいをえるにウォッチャをトリガするがあるは、 nextTick()メソッドをするがあ
ります。

export default { 
    data() { 
        return { 
            foo: 'bar', 
            message: 'from data' 
        } 
    }, 
    methods: { 
        action () { 
            this.foo = 'changed' 
            // If you juste this.message = 'from method' here, the watcher is executed after. 
            this.$nextTick(() => { 
                this.message = 'from method' 
            }) 
        } 
    }, 
    watch: { 
        foo () { 
            this.message = 'from watcher' 
        } 
    } 
}

オンラインでウォッチャーをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/7988/ウォッチャー
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11: カスタムディレクティブ
Vue.directive(id, definition);•
Vue.directive(id, update); //when you need only the update function.•

パラメーター

パラメー
タ

id String - v-なしでされるIDです。 にv-プレフィックスをする

definition
オブジェクト - オブジェクトは、いくつかのフックすべてオプションをできま
す bind 、 update 、 unbind

Examples

Vue.jsには、コアでされるデフォルトのディレクティブセットにえて、カスタムディレクティブ
をすることもできます。カスタムディレクティブは、データをのDOMにマッピングするためのメ
カニズムをします。

Vue.directive(id, definition)メソッドでグローバル・カスタム・ディレクティブをし、ディレクテ
ィブIDとそれにくオブジェクトをすことができます。コンポーネントのdirectivesオプションにめ
ることで、ローカルカスタムディレクティブをすることもできます。

フック

bind ディレクティブがににバインドされたときに、だけびされます。•

update のでbindしたにめてびされ、バインドがされるたびにびされます。しいとのがとし
てされます。

•

unbind ディレクティブがからアンバインドされているときにだけびされます。•

Vue.directive('my-directive', { 
     bind: function () { 
       // do preparation work 
       // e.g. add event listeners or expensive stuff 
       // that needs to be run only once 
     }, 
     update: function (newValue, oldValue) { 
       // do something based on the updated value 
       // this will also be called for the initial value 
     }, 
     unbind: function () { 
       // do clean up work 
       // e.g. remove event listeners added in bind() 
     } 
})

https://riptutorial.com/ja/home 34



すれば、このようなVue.jsテンプレートでうことができます v-をすることをれないでください

<div v-my-directive="someValue"></div>

updateのみがなは、オブジェクトのわりにのをすことができます。

Vue.directive('my-directive', function (value) { 
  // this function will be used as update() 
})

ディレクティブインスタンスのプロパティ

すべてのフックはのディレクティブオブジェクトにコピーされ、これらののでthisコンテキスト
としてアクセスすることができます。ディレクティブオブジェクトは、いくつかのなプロパティ
をします。

el ディレクティブがバインドされている。•

vm このディレクティブをするコンテキストViewModel。•

expression とフィルタをいたバインディングの。•

arg するは。•

name のないディレクティブの。•

があるはそれをむオブジェクト。•
descriptor ディレクティブのをむオブジェクト。•

params paramをむオブジェクト。にする。•

これらのプロパティはすべてみりとしてい、しないでください。ディレクティブオブ
ジェクトにカスタムプロパティをアタッチすることもできますが、のプロパティをっ
てきしないようにしてください。

これらのプロパティのをするカスタムディレクティブの

HTML

<div id="demo" v-demo:hello.a.b="msg"></div>

JavaScript

Vue.directive('demo', { 
  bind: function () { 
    console.log('demo bound!') 
  }, 
  update: function (value) { 
    this.el.innerHTML = 
      'name - '       + this.name + '<br>' + 
      'expression - ' + this.expression + '<br>' + 
      'argument - '   + this.arg + '<br>' + 
      'modifiers - '  + JSON.stringify(this.modifiers) + '<br>' + 
      'value - '      + value 
  } 
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}) 
var demo = new Vue({ 
  el: '#demo', 
  data: { 
    msg: 'hello!' 
  } 
})

name - demo 
expression - msg 
argument - hello 
modifiers - {"b":true,"a":true} 
value - hello!

オブジェクトリテラル

ディレクティブにのがなは、JavaScriptオブジェクトリテラルをすこともできます。ディレクテ
ィブはなJavaScriptをできます。

HTML

<div v-demo="{ color: 'white', text: 'hello!' }"></div>

JavaScript

Vue.directive('demo', function (value) { 
  console.log(value.color) // "white" 
  console.log(value.text) // "hello!" 
})

リテラルモディファイア

ディレクティブがリテラルでされるとき、そのはプレーンなとしてされ、 updateメソッドにされ
ます。プレーンストリングはすることができないため、 updateメソッドも1だけびされます。

HTML

<div v-demo.literal="foo bar baz">

JavaScript

Vue.directive('demo', function (value) { 
  console.log(value) // "foo bar baz" 
})

オンラインでカスタムディレクティブをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/2368/カスタムデ
ィレクティブ
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12: カスタムフィルタ
Vue.filter(name, function(value){}); //•
Vue.filter(name, function(value, begin, end){}); //ラッピングをつBasic•
Vue.filter(name, function(value, input){}); //•
Vue.filter(name, { read: function(value){}, write: function(value){} }); //•

パラメーター

パラメータ

String - フィルタのびしな

[コールバック]フィルタにされるデータのの

ベギン [コールバック]の - されたデータのにる

わり [コールバック]されたデータのろにるの

[コールバック] Any - のためにVueインスタンスにバインドされたユーザー

Examples

フィルタ

two-way filter 、々は、りてることができるread と writeをfilterのでじデータのviewおよびmodel 
。

//JS 
Vue.filter('uppercase', { 
    //read : model -> view 
    read: function(value) { 
        return value.toUpperCase(); 
    }, 
 
    //write : view -> model 
    write: function(value) { 
        return value.toLowerCase(); 
    } 
}); 
 
/* 
 * Base value of data: 'example string' 
 * 
 * In the view : 'EXAMPLE STRING' 
 * In the model : 'example string' 
 */

https://riptutorial.com/ja/home 37



ベーシック

でカスタムフィルタVue.jsのびしでにすることができVue.filter 。

//JS 
Vue.filter('reverse', function(value) { 
    return value.split('').reverse().join(''); 
}); 
 
//HTML 
<span>{{ msg | reverse }}</span> //'This is fun!' => '!nuf si sihT'

./filtersような々のファイルにすべてのカスタムフィルタをすることをお./filtersします。のア
プリケーションでコードをするのはです。このようにすれば、 JSのをきえるがあります

//JS 
Vue.filter('reverse', require('./filters/reverse'));

のbeginラッパーとendラッパーもすることができます。

//JS 
Vue.filter('wrap', function(value, begin, end) { 
    return begin + value + end; 
}); 
 
//HTML 
<span>{{ msg | wrap 'The' 'fox' }}</span> //'quick brown' => 'The quick brown fox'

オンラインでカスタムフィルタをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1878/カスタムフィルタ
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13: コンポーネント
コンポーネント

propsは、コンポーネントからデータをすためにされるリテラルまたはオブジェクトのです。ま
た、デフォルト、けれられたデータのタイプ、であるかオプションであるかなどのかいがなには
、オブジェクトにすることもできます

データは、のオブジェクトのわりにオブジェクトをすでなければなりません。ので、コンポーネ
ントのインスタンスにのデータをたせるがあるからです。

eventsは、コンポーネントがビヘイビアのによってできるイベントのリスナーをむオブジェクト
です。

コンポーネントにけられたをするをむメソッドオブジェクト

されたプロパティは、がされたときにプロパティがにされ、DOMがされたプロパティをするとす
ぐにDOMにされます

Vueインスタンスのライフサイクルフックがされています

Examples

コンポーネントスコープグローバルではない

デモ

HTML

<script type="x-template" id="form-template"> 
    <label>{{inputLabel}} :</label> 
  <input type="text" v-model="name" /> 
</script> 
 
<div id="app"> 
  <h2>{{appName}}</h2> 
  <form-component title="This is a form" v-bind:name="userName"></form-component> 
</div>

JS

// Describe the form component 
// Note: props is an array of attribute your component can take in entry. 
// Note: With props you can pass static data('title') or dynamic data('userName'). 
// Note: When modifying 'name' property, you won't modify the parent variable, it is only 
descendent. 
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// Note: On a component, 'data' has to be a function that returns the data. 
var formComponent = { 
  template: '#form-template', 
  props: ['title', 'name'], 
  data: function() { 
    return { 
      inputLabel: 'Name' 
    } 
  } 
}; 
 
// This vue has a private component, it is only available on its scope. 
// Note: It would work the same if the vue was a component. 
// Note: You can build a tree of components, but you have to start the root with a 'new 
Vue()'. 
var vue = new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    appName: 'Component Demo', 
    userName: 'John Doe' 
  }, 
  components: { 
    'form-component': formComponent 
  } 
});

コンポーネントとはか、コンポーネントのは

Vueのコンポーネントはウィジェットのようなものです。これにより、なカスタムをのできむこ
とができます。

それらは、レンダリングするHTMLテンプレートをむ、ルートインスタンスまたはのVueインスタ
ンスにめることができるオプションのすべてまたはすべてをむことができるオブジェクトにすぎ
ません。

コンポーネントの

HTMLマークアップコンポーネントのテンプレート•

CSSスタイルHTMLマークアップの•

JavaScriptコードデータと•

これらは、それぞれのファイルにきむことも、 .vueをつのファイルとしてきむこともできます。
はのをすです。

.VUE - コンポーネントののファイルとして

<style> 
    .hello-world-compoment{ 
        color:#eeeeee; 
        background-color:#555555; 
    } 
</style> 
 
<template> 
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    <div class="hello-world-component"> 
        <p>{{message}}</p> 
        <input @keyup.enter="changeName($event)"/> 
    </div> 
</template> 
 
<script> 
    export default{ 
        props:[ /* to pass any data from the parent here... */ ], 
        events:{ /* event listeners go here */}, 
        ready(){ 
            this.name= "John"; 
        }, 
        data(){ 
           return{ 
              name:'' 
           } 
        }, 
        computed:{ 
            message(){ 
                return "Hello from " + this.name; 
            } 
        }, 
        methods:{ 
            // this could be easily achieved by using v-model on the <input> field, but just 
to show a method doing it this way. 
            changeName(e){ 
                this.name = e.target.value; 
            } 
        } 
    } 
</script> 

々のファイル

hello-world.js - コンポーネントオブジェクトのJSファイル

export default{ 
    template:require('./hello-world.template.html'), 
    props:[ /* to pass any data from the parent here... */ ], 
    events:{ /* event listeners go here */ }, 
    ready(){ 
        this.name="John"; 
    }, 
    data(){ 
        return{ 
            name:'' 
        } 
    }, 
    computed:{ 
        message(){ 
            return "Hello World! from " + this.name; 
        } 
    }, 
    methods:{ 
        changeName(e){ 
            let name = e.target.value; 
            this.name = name; 
        } 
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    } 
} 

hello-world.template.html

<div class="hello-world-component"> 
    <p>{{message}}</p> 
    <input class="form-control input-sm" @keyup.enter="changeName($event)"> 
</div> 

hello-world.css

 .hello-world-compoment{ 
    color:#eeeeee; 
    background-color:#555555; 
} 

これらのではes2015をしているため、のブラウザではes5にコンパイルするためにBabelがになり
ます。  
Babelは、 Cloudify + vueifyまたはWebpack + vue-loaderとともに、 hello-world.vueをコンパ
イルするがあります。

これで、 hello-worldコンポーネントがされたので、Vueにするがあります。

これは2つのでうことができます。

グローバルコンポーネントとしてする  

でmain.jsファイルアプリへのエントリポイント々がにのコンポーネントをすることができ
Vue.component 

import Vue from 'vue'; // Note that 'vue' in this case is a Node module installed with 'npm 
install Vue' 
Vue.component('hello-world', require('./hello-world');  // global registeration 
 
new Vue({ 
    el:'body', 
 
    // Templates can be defined as inline strings, like so: 
    template:'<div class="app-container"><hello-world></hello-world></div>' 
}); 

または、コンポーネントまたはルートコンポーネントでローカルにする

import Vue from 'vue'; // Note that 'vue' in this case is a Node module installed with 'npm 
install Vue' 
import HelloWorld from './hello-world.js'; 
 
new Vue({ 
    el:'body', 
    template:'<div class="app-container"><hello-world></hello-world></div>", 
 
    components:{HelloWorld}  // local registeration 
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}); 

グローバルコンポーネントは、Vueアプリケーションのどこでもできます。

ローカルコンポーネントは、されているコンポーネントでのみできます。

フラグメントコンポーネント  

がフラグメントコンポーネントであるためにかできないことをすコンソールエラーがされること
があります 。こののをするには、 <div>ようにのタグのにコンポーネントテンプレートをラップ
するだけです。

コンポーネントのローカル

コンポーネントは、グローバルまたはローカルののコンポーネントにバインドのいずれかででき
ます。

var Child = Vue.extend({ 
    // ... 
}) 
 
var Parent = Vue.extend({ 
    template: '...', 
    components: { 
         'my-component': Child 
    } 
})

Thiwのしいコンポーネントは、Parentコンポーネントのスコープテンプレートでのみできます。

インライン

1つのステップでコンポーネントをしてすることができます。

Vue.component('custom-component', { 
    template: '<div>A custom component!</div>' 
})

コンポーネントがローカルにされている

var Parent = Vue.extend({ 
    components: { 
        'custom-component': { 
            template: '<div>A custom component!</div>' 
        } 
    } 
})

コンポーネントのデータ

コンポーネントをするときにオブジェクトをdataプロパティにすと、コンポーネントのすべての
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インスタンスがじデータをすようになります。これをするには、からdataをすがあります。

var CustomComponent = Vue.extend({ 
    data: function () { 
        return { a: 1 } 
    } 
})

イベント

コンポーネントがその/とできるの1つは、カスタムイベントです。すべてのVueインスタンスも
エミッターであり、コンポーネントツリーのをにするカスタムイベントインターフェイスをしま
す。たちはをすることができます

$on このコンポーネントのまたはによってされたイベントをちけます。•

$broadcast すべてのにきにするイベントをします。•

$dispatch にコンポーネントをトリガーし、すべてのにきにするイベントをします。•

$emit のイベントをトリガーします。•

たとえば、フォームがされるときにフォームコンポーネントののボタンコンポーネントをにした
いとします。について

var FormComponent = Vue.extend({ 
  // ... 
  components: { 
    ButtonComponent 
  }, 
  methods: { 
    onSubmit () { 
        this.$broadcast('submit-form') 
    } 
  } 
})

について

var FormComponent = Vue.extend({ 
  // ... 
  events: { 
    'submit-form': function () { 
        console.log('I should be hiding'); 
    } 
  } 
})

にめておくべきこと

イベントがリッスンしているコンポーネントをしてトリガーされたコンポーネントをすると
、このコンポーネントのコールバックがtrueさないり、コンポーネントはをしtrue 。

•

$dispatch()は、それをしたコンポーネントでににトリガします。•
ののをイベントハンドラにすことができます。 this.$broadcast('submit-form', •
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this.formData, this.formStatus)うとthis.$broadcast('submit-form', this.formData, 

this.formStatus)このにアクセスできます'submit-form': function (formData, formStatus) {}

オンラインでコンポーネントをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1775/コンポーネント
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14: スロット
レンダリングのスロットは、スロットののをしません。のSlotは、レンダリングにのになること
があります。

Examples

スロットの

コンポーネントがそのテンプレートに1つのslotしかしていない、スロットがされます。のpageコ
ンポーネントは、のスロットをしてコンテンツをします。

1つのスロットをするpageコンポーネントのテンプレートのはのとおりです。

<html> 
    <head> 
        <title>Page Title</title> 
    </head> 
    <body> 
        <slot> 
            This will only be displayed if there is no content 
            to be distributed. 
        </slot> 
    </body> 
</html>

スロットのみをするために、のようにページをできます。

<page> 
    <p>This content will be displayed within the page component</p> 
</page>

はのようになります。

<html> 
    <head> 
        <title>Page Title</title> 
    </head> 
    <body> 
        <p>This content will be displayed within the page component</p> 
    </body> 
</html>

<page></page>わりにpageタグのにもかなければ、 pageコンポーネントテンプレートのslotタグのに
デフォルトのがあるので、わりにのがられます。

<html> 
    <head> 
        <title>Page Title</title> 
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    </head> 
    <body> 
        This will only be displayed if there is no content 
        to be distributed. 
    </body> 
</html>

スロットとはですか

スロットは、コンポーネントからコンポーネントにコンテンツをするなをします。このコンテン
ツは、テキスト、HTML、またはのコンポーネントからでもることができます。

コンポーネントのテンプレートにコンテンツをするとして、スロットをえることが々にちます。

スロットは、コンポーネントのにあるコンポーネントのがにじでないににです。

のでは、 pageコンポーネントをしていpage 。ページのは、、ブログ、フォームなど、そのページ
がされているかどうかによってわるがあります。

<page> 
    <article></article> 
    <comments></comments> 
</page>

ブログ

<page> 
    <blog-post></blog-post> 
    <comments></comments> 
</page>

<page> 
    <form></form> 
</page>

pageコンポーネントのがどのようにするがあるかにしてpage 。スロットをしないと、テンプレー
トのがされるため、これはよりになります。

えて "テンプレートのすべてがスコープでコンパイルされ、テンプレートのすべてがスコープで
コンパイルされます。"

きスロットの

きスロットはのスロットとにしますが、コンポーネントテンプレートのなるにコンテンツをする
ことができます。

ののpageコンポーネントをしますが、テンプレートをのようにします。

<html> 
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    <head> 
        <title>Page Title</title> 
    </head> 
    <body> 
        <aside> 
            <slot name="sidebar"></slot> 
        </aside> 
        <main> 
            <slot name="content"></slot> 
        </main> 
    </body> 
</html>

pageコンポーネントをするに、コンテンツがslotをしてどこにされるかをできるようになりまし
た。

<page> 
    <p slot="sidebar">This is sidebar content.</p> 
    <article slot="content"></article> 
</page>

のページはのようになります。

<html> 
    <head> 
        <title>Page Title</title> 
    </head> 
    <body> 
        <aside> 
            <p>This is sidebar content.</p> 
        </aside> 
        <main> 
            <article></article> 
        </main> 
    </body> 
</html>

slotなしでされたname 、をしないコンポーネント・タグにされているのコンテンツslotをそのスロ
ットにされます。

Vue.jsドキュメントのマルチのをしてください。

Vue JSXで 'babel-plugin-transform-vue-jsx'をしたスロットの

あなたがVueJS2をしていて、それとにJSXをうのがきなら。この、スロットをするには、ののが
ありthis.$slots.defaultをするがありますthis.$slots.default React JSのthis.props.childrenよう
なものthis.props.children 。

Component.js

export default { 
    render(h) {  //eslint-disable-line 
        return ( 
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            <li> 
                 { this.$slots.default } 
            </li> 
        ); 
    } 
};

ParentComponent.js

import Component from './Component'; 
 
export default { 
    render(h) {  //eslint-disable-line 
        return ( 
            <ul> 
                 <Component> 
                     Hello World 
                 </Component> 
            </ul> 
        ); 
    } 
};

オンラインでスロットをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/4484/スロット
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15: ダイナミックコンポーネント
<component>はされたコンポーネントです。コンポーネントのインスタンスとしないでください。

v-bindはです。ディレクティブのにはv-がいています。これは、それらがVueによってされるなで
あることをします。

Examples

なコンポーネントの

<component>をしてのコンポーネントでにりえ、 v-bindにデータをす

Javascript

new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    currentPage: 'home' 
  }, 
  components: { 
    home: { 
      template: "<p>Home</p>" 
    }, 
    about: { 
      template: "<p>About</p>" 
    }, 
    contact: { 
      template: "<p>Contact</p>" 
    } 
  } 
})

HTML

<div id="app"> 
   <component v-bind:is="currentPage"> 
       <!-- component changes when currentPage changes! --> 
       <!-- output: Home --> 
   </component> 
</div>

スニペット

ライブデモ

キープアライブによるページナビゲーション
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によっては、スイッチアウトされたコンポーネントをメモリにして、そのようにするには、 
<keep-alive>をするがあります。

Javascript

new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    currentPage: 'home', 
  }, 
  methods: { 
     switchTo: function(page) { 
            this.currentPage = page; 
     } 
  }, 
  components: { 
    home: { 
      template: `<div> 
                 <h2>Home</h2> 
                 <p>{{ homeData }}</p> 
                 </div>`, 
      data: function() { 
         return { 
            homeData: 'My about data' 
         } 
       } 
     }, 
    about: { 
      template: `<div> 
                 <h2>About</h2> 
                 <p>{{ aboutData }}</p> 
                 </div>`, 
      data: function() { 
         return { 
            aboutData: 'My about data' 
         } 
      } 
    }, 
    contact: { 
      template: `<div> 
             <h2>Contact</h2> 
             <form method="POST" @submit.prevent> 
             <label>Your Name:</label> 
             <input type="text" v-model="contactData.name" > 
             <label>You message: </label> 
             <textarea v-model="contactData.message"></textarea> 
             <button type="submit">Send</button> 
             </form> 
             </div>`, 
       data: function() { 
          return { 
            contactData: { name:'', message:'' } 
         } 
      } 
    } 
  } 
})
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HTML

<div id="app"> 
  <div class="navigation"> 
    <ul> 
      <li><a href="#home" @click="switchTo('home')">Home</a></li> 
      <li><a href="#about" @click="switchTo('about')">About</a></li> 
      <li><a href="#contact" @click="switchTo('contact')">Contact</a></li> 
    </ul> 
  </div> 
 
  <div class="pages"> 
    <keep-alive> 
      <component :is="currentPage"></component> 
    </keep-alive> 
  </div> 
</div>

CSS

.navigation { 
  margin: 10px 0; 
} 
 
.navigation ul { 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
} 
 
.navigation ul li { 
  display: inline-block; 
  margin-right: 20px; 
} 
 
input, label, button { 
  display: block 
} 
 
input, textarea { 
  margin-bottom: 10px; 
}

スニペット

ライブデモ

オンラインでダイナミックコンポーネントをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/7702/ダイナ
ミックコンポーネント
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16: データバインディング

Examples

テキスト

データバインディングのもなは、 "Mustache"をしたテキストです。

<span>Message: {{ msg }}</span>

mustacheタグは、するデータオブジェクトのmsgプロパティのにきえられます。また、データオ
ブジェクトのmsgプロパティがされるたびにされます。

データにしない1りのをすることもできます。

<span>This will never change: {{* msg }}</span>

のHTML

ダブルキャッチは、データをHTMLではなくプレーンテキストとしてします。のHTMLをするには
、トリプルマストをするがあります

<div>{{{ raw_html }}}</div>

はプレーンHTMLとしてされます。データバインディングはされます。テンプレートをするがあ
るは、partialをするがあります。

MustachesはHTMLのでもうことができます

<div id="item-{{ id }}"></div>

Vue.jsディレクティブとでは、のはされません。するはありませんが、Vue.jsは、くぼみがったで
されているときにをします。

フィルタ

Vue.jsでは、のにオプションの「フィルタ」をすることができます。これは「パイプ」でされま
す。

{{ message | capitalize }}

ここでは、みみのcapitalizeフィルタをしてmessageのを「」しています。これは、のをす
JavaScriptです。 Vue.jsにはいくつかのみみフィルタがされており、でのフィルタをくについて
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もします。

パイプはJavaScriptシンタックスのではないため、のにフィルタをさせることはできません。あ
なたはのにそれらをすることしかできません。

フィルタはすることができます

{{ message | filterA | filterB }}

フィルタはをることもできます

{{ message | filterA 'arg1' arg2 }}

フィルタは、のをにのとしてけります。でまれたはなとしてされ、でまれていないはとしてされ
ます。ここでは、の'arg1'が2のとしてフィルタにされ、arg2のがされ、3のとしてされます。

オンラインでデータバインディングをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1213/データバイン
ディング
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17: プラグイン

き

Vueプラグインは、グローバルメソッド、ディレクティブ、トランジション、フィルタ、インス
タンスメソッド、オブジェクトとしてグローバルをし、mixinをしていくつかのコンポーネントオ
プションをします

MyPlugin.install = functionVue、options{}•

パラメーター

ビュー VueによってされたVueコンストラクタ

オプション にじてオプション

ほとんどの、Vueにプラグインをするようするがあります

// calls `MyPlugin.install(Vue)` 
Vue.use(MyPlugin)

オプションをすには

Vue.use(MyPlugin, { someOption: true })

Examples

シンプルロガー

//myLogger.js 
export default { 
 
  install(Vue, options) { 
     function log(type, title, text) { 
       console.log(`[${type}] ${title} - ${text}`); 
     } 
 
     Vue.prototype.$log = { 
       error(title, text) { log('danger', title, text) }, 
       success(title, text) { log('success', title, text) }, 
       log 
     } 
  } 
}
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メインのVueインスタンスがプラグインをするに

//main.js 
import Logger from './path/to/myLogger'; 
 
Vue.use(Logger); 
 
var vm = new Vue({ 
  el: '#app', 
  template: '<App/>', 
  components: { App } 
})

これで、のコンポーネントのthis.$logをびすことができますthis.$log

//myComponent.vue 
export default { 
  data() { 
    return {}; 
  }, 
  methods: { 
    Save() { 
      this.$log.success('Transaction saved!'); 
    } 
  } 
}

オンラインでプラグインをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/8726/プラグイン
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18: ポリフィル "ウェブパック"テンプレート

パラメーター

ファイルまたはパッケー
ジ

するコマンドまたは

バベルポリ npm i -save babel-polyfill

karma.conf.js files: ['../../node_modules/babel-
polyfill/dist/polyfill.js','./index.js'],

webpack.base.conf.js app: ['babel-polyfill', './src/main.js']

でした、をしたは "Internet Explorer"でし、 npm testはとなります。

Examples

polyfillへののfind

<template> 
  <div class="hello"> 
    <p>{{ filtered() }}</p> 
  </div> 
</template> 
 
<script> 
export default { 
  name: 'hello', 
  data () { 
    return { 
      list: ['toto', 'titi', 'tata', 'tete'] 
    } 
  }, 
  methods: { 
    filtered () { 
      return this.list.find((el) => el === 'tata') 
    } 
  } 
} 
</script> 

オンラインでポリフィル "ウェブパック"テンプレートをむ https://riptutorial.com/ja/vue-

js/topic/9174/ポリフィル--ウェブパック-テンプレート
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19: ミックスイン

Examples

グローバルミックスイン

mixinをグローバルにすることもできます。して mixinをグローバルにすると、でされたすべての 

Vueインスタンスにします。これをにすると、カスタムオプションのロジックをするためにでき
ます。

// inject a handler for `myOption` custom option 
Vue.mixin({ 
  created: function () { 
    var myOption = this.$options.myOption 
    if (myOption) { 
      console.log(myOption) 
    } 
  } 
}) 
 
new Vue({ 
  myOption: 'hello!' 
}) 
// -> "hello!"

グローバルなミックスインは、サードパーティのコンポーネントをめ、されたすべて
ののVueインスタンスにするため、でくしてください。ほとんどの、ののようなカス
タムオプションのにのみしてください。

カスタムオプションのマージストラテジ

カスタムオプションをマージすると、のがされ、のがきされます。カスタムロジックをしてカス
タムオプションをマージするには、 Vue.config.optionMergeStrategiesをアタッチするがあります
。

Vue.config.optionMergeStrategies.myOption = function (toVal, fromVal) { 
  // return mergedVal 
}

ほとんどのオブジェクトベースのオプションでは、 methodsされているものとじをにできmethods 
。

var strategies = Vue.config.optionMergeStrategies 
strategies.myOption = strategies.methods

ミックスインは、Vueコンポーネントのなをにするです。 mixinオブジェクトには、のコンポーネ
ントオプションをめることができます。コンポーネントがmixinをする、mixinのすべてのオプシ
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ョンは、コンポーネントののオプションに「」されます。

// define a mixin object 
var myMixin = { 
  created: function () { 
    this.hello() 
  }, 
  methods: { 
    hello: function () { 
      console.log('hello from mixin!') 
    } 
  } 
} 
 
// define a component that uses this mixin 
var Component = Vue.extend({ 
  mixins: [myMixin] 
}) 
 
var component = new Component() // -> "hello from mixin!"

オプションのマージ

ミックスインとコンポーネントにするオプションがまれる、なをして「マージ」されます。たと
えば、じのフックがにマージされ、すべてがびされます。さらに、コンポーネントののフックの
に 、mixinフックがびされます。

var mixin = { 
  created: function () { 
    console.log('mixin hook called') 
  } 
} 
 
new Vue({ 
  mixins: [mixin], 
  created: function () { 
    console.log('component hook called') 
  } 
}) 
 
// -> "mixin hook called" 
// -> "component hook called"

methods 、 components 、 directivesなどのオブジェクトをとするオプションは、じオブジェクトに
マージされます。これらのオブジェクトにするキーがある、コンポーネントのオプションがされ
ます。

var mixin = { 
  methods: { 
    foo: function () { 
      console.log('foo') 
    }, 
    conflicting: function () { 
      console.log('from mixin') 
    } 
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  } 
} 
 
var vm = new Vue({ 
  mixins: [mixin], 
  methods: { 
    bar: function () { 
      console.log('bar') 
    }, 
    conflicting: function () { 
      console.log('from self') 
    } 
  } 
}) 
 
vm.foo() // -> "foo" 
vm.bar() // -> "bar" 
vm.conflicting() // -> "from self"

じマージがVue.extend()されていることにしてください。

オンラインでミックスインをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/2562/ミックスイン
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20: ライフサイクルフック

Examples

Vue 1.xのフック

init

インスタンスがされたで、データののににびされます。

•

created

インスタンスのににびされます。これは$elのにわれますが、 data observationた、 computed 
properties 、 watch/event callbacks 、およびmethodsがされました。

•

beforeCompile

Vueインスタンスのコンパイル。

•

compiled

コンパイルがした。すべてのdirectivesはリンクされていますが、まだ$elがになるにありま
す。

•

ready

コンパイルのにし、 $elがし、インスタンスがめてDOMにされます。

•

attached

directiveによって$elがDOMにされるか、インスタンスが$appendTo()びしたときにします。

•

detached

$elがDOMまたはインスタンスメソッドから/りされたときにびされます。

•

beforeDestroy

Vueインスタンスがされるに、まだにしています。

•

destroyed

インスタンスがされたにびされます。すべてのbindingsとdirectivesはすでにバインドされ
ておらず、インスタンスもされています。

•

インスタンスでの
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のすべてのライフサイクルフックのでVue.jsちょうどあるfunctionsは、インスタンスdeclaraction

でそれらのいずれかをすることができます。

//JS 
new Vue({ 
 
    el: '#example', 
 
    data: { 
        ... 
    }, 
 
    methods: { 
        ... 
    }, 
 
    //LIFECYCLE HOOK HANDLING 
    created: function() { 
        ... 
    }, 
 
    ready: function() { 
        ... 
    } 
 
});

のとし `ready`フックからDOMにアクセスする

ready()フックのなは、DOMにアクセスすることです。たとえば、Javascriptプラグインをしたり
、のサイズをしたりするなどです。

VueのDOMメカニズムにより、 ready()フックがびされたときにDOMがにされたことはされませ
ん。これは、がであるため、はエラーになります。

ソリューション

このでは、 $nextTick()インスタンスメソッドがにちます。このメソッドは、のティックまで、さ
れたコールバックのをします。つまり、すべてのDOMがすることがされているときにされます。

module.exports { 
  ready: function () { 
    $('.cool-input').initiateCoolPlugin() //fails, because element is not in DOM yet. 
 
    this.$nextTick(function() { 
      $('.cool-input').initiateCoolPlugin() // this will work because it will be executed 
after the DOM update. 
    }) 
  } 
}

オンラインでライフサイクルフックをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1852/ライフサイク
ルフック
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21: レンダリングのリスト

Examples

な

リストは、 v-forをしてレンダリングすることができます。では、するソースとのをするためのを
するがあります。のでは、itemsアレイとして、およびitemアイテムのとして。

HTML

<div id="app"> 
  <h1>My List</h1> 
  <table> 
    <tr v-for="item in items"> 
      <td>{{item}}</td> 
    </tr> 
  </table> 
</div>

スクリプト

new Vue({ 
  el: '#app', 
  data: { 
    items: ['item 1', 'item 2', 'item 3'] 
  } 
})

ここでデモをることができます。

HTMLのみレンダリングする

このでは、5つの<li>タグ

<ul id="render-sample"> 
  <li v-for="n in 5"> 
    Hello Loop 
  </li> 
</ul>

ブタのカウントダウンリスト

<ul> 
  <li v-for="n in 10">{{11 - n}} pigs are tanning at the beach. One got fried, and 
</ul>
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オブジェクトの

v-forは、オブジェクトのキーおよびのにできます。

HTML

<div v-for="(value, key) in object"> 
  {{ key }} : {{ value }} 
</div>

スクリプト

new Vue({ 
  el: '#repeat-object', 
  data: { 
    object: { 
      FirstName: 'John', 
      LastName: 'Doe', 
      Age: 30 
    } 
  } 
})

オンラインでレンダリングのリストをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/1972/レンダリング
のリスト
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22: 

き

のようないくつかののいがあるevent.preventDefault()またはevent.stopPropagation()イベントハン
ドラは。メソッドでこれをにすることはできますが、DOMイベントのをするのではなく、データ
ロジックにするメソッドだけでよいは、よりいです。

Examples

イベント

Vueは、ドットでされたをびすことによって、 v-onイベントをします。

.stop•

.prevent•

.capture•

.self•

.once•

たとえば

<!-- the click event's propagation will be stopped --> 
<a v-on:click.stop="doThis"></a> 
 
<!-- the submit event will no longer reload the page --> 
<form v-on:submit.prevent="onSubmit"></form> 
 
<!-- use capture mode when adding the event listener --> 
<div v-on:click.capture="doThis">...</div> 
 
<!-- only trigger handler if event.target is the element itself --> 
<!-- i.e. not from a child element --> 
<div v-on:click.self="doThat">...</div>

キー

キーボードイベントをいているときは、のキーコードをするがあることがよくあります。すべて
のkeyCodeをいすことはです。そのため、Vueはもにされるキーのエイリアスをします。

.enter•

.tab•

.delete  "Delete"と "Backspace"キーのをキャプチャ•

.esc•

.space•

.up•

.down•

.left•

.right•
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たとえば

<input v-on:keyup.enter="submit">

.trim•

ユーザーのをにトリミングするは、 trimをv-modelにすることができます。

<input v-model.trim="msg">

.number•

ユーザーがにとしてされるようにするには、のようにします。

<input v-model.number="age" type="number">

.lazy•

に、 v-modelはイベントのにとデータをさせますが、イベントのにlazyをすることができます。

<input v-model.lazy="msg" >

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/8612/
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23: のファイルコンポーネントをる

き

.vueファイルにのファイルコンポーネントをするをします。

にのをうことができます。

Examples

.vueコンポーネントファイルのサンプル

<template> 
  <div class="nice">Component {{title}}</div> 
</template> 
 
<script> 
export default { 
    data() { 
        return { 
            title: "awesome!" 
        }; 
    } 
} 
</script> 
 
<style> 
.nice { 
    background-color: red; 
    font-size: 48px; 
} 
</style>

オンラインでのファイルコンポーネントをるをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/のフ
ァイルコンポーネントをる

https://riptutorial.com/ja/home 67

https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/10118/%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B


24: 

camelCase <=>ケバブケース

あなたのpropsのをするとき、HTMLはをしないことににしてください。それは、あなたがコンポ
ーネントでラクダのケースでpropをするならば...

Vue.component('child', { 
    props: ['myProp'], 
    ... 
});

... HTMLコンポーネントでmy-propとしてびすがあります。

Examples

をってからへデータをす

Vue.jsでは、すべてのコンポーネントインスタンスにはしたスコープがあります。つまり、コン
ポーネントにコンポーネントがある、コンポーネントはのスコープをち、コンポーネントはのス
コープをちます。

からまでのアプリケーションでは、ベストプラクティスにえば、フェーズおよびそののメンテナ
ンスにくのをぎます。うべきことの1つは、コンポーネントからデータを/することをけることで
す 。それでは、コンポーネントからデータをどのようにするのですか

コンポーネントになデータは、からのpropsとしてにすがあります。

ユースケース のフィールドをつ2つのテーブルのusersとaddressesをつユーザーデータベースがあ
るとします。  
usersテーブル

Eメール

ジョン・マクレーン 1234 5678 9012 john@dirhard.com

ジェームズ・ボンド 44777 0007 0077 bond@mi6.com

addresses

ブロック り シティ

タワーズ ブロードウェイ ニューヨーク

Mi6ハウス バッキンガムロード ロンドン
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たちはアプリのどこにでもするユーザーをするために3つのコンポーネントをしたいとえています

user-component.js

export default{ 
    template:`<div class="user-component"> 
                <label for="name" class="form-control">Name: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="name" v-model="name"> 
                <contact-details :phone="phone" :email="email"></contact-details> 
              </div>`, 
    data(){ 
        return{ 
            name:'', 
            phone:'', 
            email:'' 
        } 
    }, 
} 

.js

import Address from './address'; 
export default{ 
    template:`<div class="contact-details-component> 
                <h4>Contact Details:</h4> 
                <label for="phone" class="form-control">Phone: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="phone" v-model="phone"> 
                <label for="email" class="form-control">Email: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="email" v-model="email"> 
 
                <h4>Address:</h4> 
                <address :address-type="addressType"></address> 
                //see camelCase vs kebab-case explanation below 
            </div>`, 
    props:['phone', 'email'], 
    data:(){ 
        return:{ 
            addressType:'Office' 
        } 
    }, 
    components:{Address} 
} 

address.js

export default{ 
    template:`<div class="address-component"> 
                <h6>{{addressType}}</h6> 
                <label for="block" class="form-control">Block: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="block" v-model="block"> 
                <label for="street" class="form-control">Street: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="street" v-model="street"> 
                <label for="city" class="form-control">City: </label> 
                <input class="form-control input-sm" name="city" v-model="city"> 
             </div>`, 
    props:{ 
        addressType:{ 
            required:true, 
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            type:String, 
            default:'Office' 
        }, 
    data(){ 
        return{ 
            block:'', 
            street:'', 
            city:'' 
        } 
    } 
} 

main.js

import Vue from 'vue'; 
 
Vue.component('user-component', require'./user-component'); 
Vue.component('contact-details', require'./contact-details'); 
 
new Vue({ 
    el:'body' 
}); 

index.html

... 
<body> 
    <user-component></user-component> 
        ... 
</body>

たちはphoneやemailデータをしています。これは、 phoneやemailデータをたないcontact-detailsに
user-componentプロパティです。

データをとしてす

したがって、 <contact-details>コンポーネントをむテンプレートプロパティのuser-component.jsで
は、 <user-component> コンポーネントから<contact-details> とメールデータをしていますにそれ
をすることにより、コンポーネント - :phone="phone"と:email="emailとじであるv-

bind:phone="phone"とv-bind:email="email"

- バインディング

コンポーネントのやメールのは、コンポーネントでにバインドされているため、 <user-component>
はちにコンポーネント<contact-details>されます。

- リテラルとして

しかし、 phone="(44) 777 0007 0077" email="bond@mi6.com"ようなリテラルとしてとメールのをすと
、にこったデータのはされません。

バインディング
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デフォルトでは、のはからになります。つまり、コンポーネントのにバインドされたへのはコン
ポーネントにしますが、コンポーネントののはにしません。

えばのからならば<contact-details>たちは、メールからのbond@mi6.comするjamesbond@mi6.com 、デ
ータつまりデータプロパティ<user-component>まだのがまれますbond@mi6.com 。

しかし、メールのをコンポーネントこのユースケースの<user-component> のjamesbond@mi6.coから
bond@mi6.comにすると、コンポーネントのメールの <contact-details>ユースケースのはに
jamesbond@mi6.comにされます。のはすぐににされます。

バインディング

々は2-wayがしたい、々は、として、バインディングをするが:email.sync="email"わりに
:email="email" 。コンポーネントのpropのをすると、もコンポーネントにされます。

からのアプリケーションでは、をからさせることは、デバッグににしてするのがにしくなります 
- にしてください 。

Vue.js 2.0では.syncオプションはできません。 Vue.js 2.0では、のバインドがになりました 。

ワンタイムバインディング

なワンタイムバインディングをすることもできます:email.once="email 、リテラルをすのとほぼじ
です。これは、プロパティのそののがにしないためです。

 
オブジェクトまたはがとしてされるときは、 :email.sync="email" しとなります。これは、にされ
たバインディングタイプになく、 :email.sync="email"または:email="email"または
:email.once="email"メールがのObjectまたはArrayである、バインディングタイプになく、コンポ
ーネントのpropのは、のにもします。

としての

contact-details.jsファイルではprops:['phone', 'email']というprops:['phone', 'email']としてし
ました。これはでかいをしたくないはありません。

オブジェクトとしての

たちがをよりかくしたいなら、

どのタイプのがとしてけれられるかをしたい•
のデフォルト•
がかどうかがにされるかどうか、またはオプションであるかどうか•

address.jsったように、オブジェクトのをしてをするがあります。

チームののがするなコンポーネントをオーサリングしているは、コンポーネントをするすべての
がどのようなタイプのデータであるべきかをにできるように、をオブジェクトとしてすることを
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おめしますそれはまたはオプションです。

これは、 のともばれます。 typeには、のネイティブコンストラクタのいずれかをできます。

•
•

ブール•
アレイ•
オブジェクト•

•
またはカスタムコンストラクタ•

http://vuejs.org/guide/components.html#Propsからしたの

Vue.component('example', { 
   props: { 
       // basic type check (`null` means accept any type) 
       propA: Number, 
       // multiple possible types (1.0.21+) 
       propM: [String, Number], 
       // a required string 
       propB: { 
         type: String, 
         required: true 
       }, 
       // a number with default value 
       propC: { 
          type: Number, 
          default: 100 
       }, 
       // object/array defaults should be returned from a 
       // factory function 
       propD: { 
          type: Object, 
          default: function () { 
             return { msg: 'hello' } 
         } 
       }, 
       // indicate this prop expects a two-way binding. will 
       // raise a warning if binding type does not match. 
       propE: { 
          twoWay: true 
       }, 
       // custom validator function 
       propF: { 
          validator: function (value) { 
             return value > 10 
          } 
       }, 
       // coerce function (new in 1.0.12) 
       // cast the value before setting it on the component 
       propG: { 
          coerce: function (val) { 
            return val + '' // cast the value to string 
          } 
       }, 
       propH: { 
          coerce: function (val) { 

https://riptutorial.com/ja/home 72

http://vuejs.org/guide/components.html#Props


            return JSON.parse(val) // cast the value to Object 
          } 
       } 
    } 
});

キャメルケースとケバブケース

HTMLはとをしません。 addressType 、 addresstypeとaddressTypeできないため、camelCaseのをと
してするときは、 addressType ハイフンでったものをするがあります。  
addressTypeは、HTMLのaddress-typeとしてaddressTypeがあります。

ダイナミックな

ビューからモデルにデータをバインドできるのとじように、じv-bindディレクティブをしてコン
ポーネントからコンポーネントにをすこともできます。

JS

new Vue({ 
    el: '#example', 
    data: { 
        msg: 'hello world' 
    } 
}); 
 
Vue.component('child', { 
    props: ['myMessage'], 
    template: '<span>{{ myMessage }}</span> 
});

HTML

<div id="example"> 
    <input v-model="msg" /> 
    <child v-bind:my-message="msg"></child> 
    <!-- Shorthand ... <child :my-message="msg"></child> --> 
</div>

hello world

Vue JSXのにPropsをす

たちはコンポーネントをっていますコンポーネントをインポートして、をしてをします。ここで
は 'src'であり、 'src'もしています。

ParentComponent.js
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import ChildComponent from './ChildComponent'; 
export default { 
    render(h, {props}) { 
        const src = 'https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*AxRXW2j8qmGJixIYg7n6uw.jpeg'; 
        return ( 
           <ChildComponent src={src} /> 
        ); 
    } 
};

コンポーネント、ここではをすがあります。たちは、しているをするがあります。

ChildComponent.js

export default { 
    props: ['src'], 
    render(h, {props}) { 
        return ( 
            <a href = {props.src} download = "myimage" > 
                Click this link 
            </a> 
        ); 
    } 
};

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3080/
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25: きレンダリング
<element v-if="condition"></element> // v-if•
<element v-if="condition"></element><element v-else="condition"></element> v-else•
<template v-if="condition">...</template> //テンプレートされたv-if•
<element v-show="condition"></element> // v-show•

v-ifとv-showのいをえておくことはにです。そのはほぼじですが、がにバインドされたv-if 、それ
はがありますにのみDOMにレンダリングされます true めて 。 v-showディレクティブをすると、 
すべてのが DOMにレンダリングされますが、がfalseは、 displayスタイルをしてdisplay false 。

Examples

Vue.jsでは、きレンダリングは、テンプレートのにしてのディレクティブをすることによってさ
れます。

v-if

conditionがtrue、はされtrue 。がfalse、 なコンパイルのみがわれ、がtrueなるまではDOMにレン
ダリングされません。

v-else

をけけず、ののv-ifがfalse v-ifをレンダリングしfalse 。 v-ifディレクティブをつのでのみでき
ます。

v-show

ただし、 v-ifとにしますが、がfalseでも、はに DOMにレンダリングされfalse 。がfalse、この
ディレクティブはにのdisplayスタイルをnoneます。

v-if / v-else

Vue.jsインスタンスがのようにされているとします。

var vm = new Vue({ 
    el: '#example', 
    data: { 
        a: true, 
        b: false 
    } 
});

v-ifディレクティブをめることによって、のhtmlをきでレンダリングすることができます。 v-ifを
むは、がtrueとされたにのみレンダリングされます。

https://riptutorial.com/ja/home 75



<!-- will render 'The condition is true' into the DOM --> 
<div id="example"> 
    <h1 v-if="a">The condition is true</h1> 
</div>

この、 'a'がであるため、 <h1>がレンダリングされます。 v-ifは、、されたプロパティ、またはブ
ールにされるでできます。

<div v-if="0 === 1">                  false; won't render</div> 
<div v-if="typeof(5) === 'number'">   true; will render</div>

templateをすると、1つのにしてのをグループできます。

<!-- in this case, nothing will be rendered except for the containing 'div' --> 
<div id="example"> 
    <template v-if="b"> 
        <h1>Heading</h1> 
        <p>Paragraph 1</p> 
        <p>Paragraph 2</p> 
    </template> 
</div>

v-ifをするは、カウンタをv-elseディレクティブとするオプションもあります。にまれるコンテン
ツは、のv-ifのがfalseのにのみされます。これは、v-elseをつは、v-ifをつのにれなければならない
ことにしてください。

<!-- will render only 'ELSE' --> 
<div id="example"> 
    <h1 v-if="b">IF</h1> 
    <h1 v-else="a">ELSE</h1> 
</div>

v-ifとに、v-elseをすると、のhtmlを<template>でグループできます。

<div v-if="'a' === 'b'"> This will never be rendered. </div> 
<template v-else> 
    <ul> 
      <li> You can also use templates with v-else. </li> 
      <li> All of the content within the template </li> 
      <li> will be rendered. </li> 
    </ul> 
</template>

v-show

v-showディレクティブのは、 v-ifディレクティブとほぼじv-if 。のいは、 v-show が <template>を
サポートしておらず 、 ""がないことです。

var vm = new Vue({ 
    el: '#example', 
    data: { 
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        a: true 
    } 
});

なはのとおりです...

<!-- will render 'Condition met' --> 
<div id="example"> 
    <h1 v-show="a">Condition met</h1> 
</div>

v-showは ""をするためのv-elseをサポートしていませんが、これはのものをすることでできます...

<!-- will render 'This is shown' --> 
<div id="example"> 
    <h1 v-show="!a">This is hidden</h1> 
    <h1 v-show="a">This is shown</h1> 
</div>

オンラインできレンダリングをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/きレンダリング

https://riptutorial.com/ja/home 77

https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/3465/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0


26: されたプロパティ

データとされたプロパティ

Vueインスタンスのdataおよびcomputedプロパティのなユースケースのいは、 dataのののあるまた
はにします。のオブジェクトがどのカテゴリにするべきかをめるときには、これらのがにちます

これはのですか  データ •

これはするがありますか  またはデータ •

それのはのデータのにしていますか  された •

するにデータやをするがありますか  された •

はのでのみされますか  データ •

Examples

な

テンプレート

<div id="example"> 
  a={{ a }}, b={{ b }} 
</div>

JavaScript

var vm = new Vue({ 
  el: '#example', 
  data: { 
    a: 1 
  }, 
  computed: { 
    // a computed getter 
    b: function () { 
      // `this` points to the vm instance 
      return this.a + 1 
    } 
  } 
})

a=1, b=2

ここでは、されたプロパティしているb 。されたは、プロパティvm.bゲッターとしてされます。

console.log(vm.b) // -> 2 
vm.a = 2 
console.log(vm.b) // -> 3
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vm.bにのにしているvm.a 。

のプロパティとに、テンプレートのされたプロパティにデータバインドすることができます。 
Vueがあることをしているvm.bするvm.aそれがするすべてのバインディングしますので、 vm.b vm.a
を。

されたプロパティ

テンプレート

<div id="demo">{{fullName}}</div>

ウォッチの

var vm = new Vue({ 
  el: '#demo', 
  data: { 
    firstName: 'Foo', 
    lastName: 'Bar', 
    fullName: 'Foo Bar' 
  } 
}) 
 
vm.$watch('firstName', function (val) { 
  this.fullName = val + ' ' + this.lastName 
}) 
 
vm.$watch('lastName', function (val) { 
  this.fullName = this.firstName + ' ' + val 
})

された

var vm = new Vue({ 
  el: '#demo', 
  data: { 
    firstName: 'Foo', 
    lastName: 'Bar' 
  }, 
  computed: { 
    fullName: function () { 
      return this.firstName + ' ' + this.lastName 
    } 
  } 
})

されたセッター

されたプロパティは、がするデータがするたびににされます。ただし、されたプロパティをです
るがある、Vueではこれをうためのセッターメソッドをできます。

テンプレート のなから
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<div id="example"> 
  a={{ a }}, b={{ b }} 
</div>

Javascript

var vm = new Vue({ 
  el: '#example', 
  data: { 
    a: 1 
  }, 
  computed: { 
    b: { 
      // getter 
      get: function () { 
        return this.a + 1 
      }, 
      // setter 
      set: function (newValue) { 
        this.a = newValue - 1 
      } 
    } 
  }

getterまたはsetterのいずれかをびすことができるようになりました。

console.log(vm.b)       // -> 2 
vm.b = 4                // (setter) 
console.log(vm.b)       // -> 4 
console.log(vm.a)       // -> 3

vm.b = 4はセッターをびし、this.aを3にします。として、vm.bは4とされます。

vモデルのされたセッターの

されたプロパティにv-modelがながあります。、vモデルはされたプロパティをしません。

テンプレート

<div id="demo"> 
  <div class='inline-block card'> 
    <div :class='{onlineMarker: true, online: status, offline: !status}'></div> 
    <p class='user-state'>User is {{ (status) ? 'online' : 'offline' }}</p> 
  </div> 
 
  <div class='margin-5'> 
    <input type='checkbox' v-model='status'>Toggle status (This will show you as offline to 
others) 
  </div> 
</div>

スタイリング
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#demo { 
  font-family: Helvetica; 
  font-size: 12px; 
} 
.inline-block > * { 
  display: inline-block; 
} 
.card { 
  background: #ddd; 
  padding:2px 10px; 
  border-radius: 3px; 
} 
.onlineMarker { 
  width: 10px; 
  height: 10px; 
  border-radius: 50%; 
  transition: all 0.5s ease-out; 
} 
 
.online { 
  background-color: #3C3; 
} 
 
.offline { 
  background-color: #aaa; 
} 
 
.user-state { 
  text-transform: uppercase; 
  letter-spacing: 1px; 
} 
 
.margin-5 { 
  margin: 5px; 
}

コンポーネント

var demo = new Vue({ 
    el: '#demo', 
    data: { 
        statusProxy: null 
    }, 
    computed: { 
        status: { 
            get () { 
                return (this.statusProxy === null) ? true : this.statusProxy 
            } 
        } 
    } 
})

フィドルは、ここでは、あなたのステータスがオンラインのままで、ラジオボタンがまったくし
ていないクリックし、されます。

var demo = new Vue({ 
    el: '#demo', 
    data: { 
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        statusProxy: null 
    }, 
    computed: { 
        status: { 
            get () { 
                return (this.statusProxy === null) ? true : this.statusProxy 
            }, 
            set (val) { 
                this.statusProxy = val 
            } 
        } 
    } 
})

fiddleそして、チェックボックスがチェックされているかチェックされていないので、トグルがこ
るのをることができます。

オンラインでされたプロパティをむ https://riptutorial.com/ja/vue-js/topic/2371/されたプロパティ
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