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「mdn JavaScript」で検索

記述場所

別のファイル <script src="js/foo.js"></script>

scriptタグの中
<script>

    alert('Hello!');

</script>

イベントハンドラ属性 onload="alert('Hello!');"

aタグのhref属性 <a href="JavaScript:window.alert('Hello!');">ハロー</a>

文法

変数 var message = "Hello!";

alert(message);

定数

真偽 true, false

未定義 undefined

何もない null

演算子 +で文字列の連結が可能

false

おしなべて空っぽいのはfalseです。

例外: 実体化されたオブジェクトはtrueです。空の配列もtrue。

0, NaN, "", undefined, null

構造文で他言語と違う事項

switch文のcaseで文字列が使用可能

for文でinを使って連想配列をループ
で操作可能

例

var hash = {'key1':'value1', 'key2':'value2'};

for (key in hash) {

    console.log(hash[key]);

}

その他で他言語と違う事項
=== および !== は型も含めて一致かどうか比較します。

JavaScriptでは型が無く、5 == "5" は真です。そのためこのよ
うに厳密に比較するための演算子が用意されています。

関数

関数定義と実行

function sum(a, b) {

    var sum; // ローカル変数は関数内のみで有効

    sum = a + b;

    return sum;

}



var result = sum(a, b);

無名関数定義と即時実行
(function () {

    console.log("Hello!");

})();

配列 var foo = [10, 20, 30];

console.log(foo[0]);

連想配列 var prices = {'apple': 120, 'orange': 100};

console.log(prices['apple']);

ダイアログ

if (confirm('削除しますか？')) {

    alert('削除します。');

} else {

    alert('削除しません。');

}

var name = prompt('あなたのお名前は？', '太郎');

alert('あなたのお名前は' + name + 'ですね。');

オブジェクト

オブジェクトで利用できるもの
プロパティ

メソッド

String

// var str = new String('Hello!');

var str = 'Hello!';

console.log(str.length);

console.log(str.substring(0, 2));

console.log(str.replace('!', '?'));

Array

// var foo = new Array(10, 20, 30);

var foo = [10, 20, 30];

console.log(foo.join(' | '));

console.log(foo.reverse());

Date

// var date = new Date(2012, 4, 29, 13, 55, 0); // 月: 0～11

var date = new Date();

console.log(date.getMonth()); // 月: 0～11

console.log(date.getTime()); // 1970-01-01 00:00からのミリ秒

Math

console.log(Math.PI);

console.log(Math.floor(Math.random() * 6)); // 0～5の乱数

var x = 1.14;

console.log(Math.floor(x));

console.log(Math.ceil(x));

console.log(Math.round(x));

console.log(Math.sin(30 * (Math.PI / 180));

BOM(Browser Object Model)console.log(window.innerHeight);

window.location.href = "http://google.com/";

DOM(Document Object Model)

console.log(document.body.clientWidth);

document.body.bgColor = 'red';

<p><span id="goods">品物</span>を買いました。</p>

<p>値段は<input type="text" id="price">円です。</p>



<script>

    var e = document.getElementById('goods');

    e.innnerHTML = 'りんご';

    var n = document.getElementById('price');

    n.value = 100;

</script>

イベントボタンのonclickに無名関数を
登録する例

<p><input type="button" value="クリック！" id="myButton"></p>



<script>

    var e = document.getElementById('myButton');

    e.onclick = function () {

        alert('Hello!);

    }

</script>

タイマー処理

1回
var timerId = setTimeout(function () {

    console.log('5秒経ちました！');

}, 5000);

clearTimeout(timerId);でキャンセル

繰り返し

var time = 0;

var timerId = setInterval(function () {

    console.log(time++);

    if (time > 10) {

        clearInterval(timerId);

    }

}, 1000);

繰り返し改良版

var time = 0;

function fire() {

    console.log(time++);

    if (time > 10) {

        console.log('終了！');

    } else {

        setTimeout(fire, 1000);

    }

}

fire();

setIntervalで繰り返すと繰り返し秒数以上かか
る処理でブラウザがクラッシュすることがあり
ます。そこで自身の最後に次の1回を毎回設定
し、最初の1回目だけ外からその関数を呼びま
す。


