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Microsoft SOAP Toolkit 2.0 SP2 ダウンロード

Microsoft SOAP Toolkit 2.0 SP2 は、Microsoft SOAP Toolkit Version
2.0 Gold Releaseで見つかったいくつかのバグを修正したリリースです。
従って、このリリースでは新たな機能は追加されていません。Microsoft
SOAP Toolkit 2.0 SP2 は、マイクロソフトが正式にサポートする製品で
す。Version 1.0 からの相違点については、Microsoft SOAP Toolkit :
バージョン Version 2.0 とバージョン Version 1.0 について をご覧ください。Microsoft SOAP Toolkit
Version 2.0 の主な機能は、次のとおりです。

SOAP の詳細の大部分をプログラマから隠し、使い慣れた COM インターフェイスを使って SOAP
対応のアプリケーションに公開する高レベル インターフェイス

SOAP の知識を持つプログラマが SOAP メッセージをすばやく作成し、読み取るための低レベル
インターフェイス

ドキュメント スキーマに基づいてメッセージを交換する SOAP アプリケーションを容易に作成で
きる SOAP メッセージ オブジェクト インターフェイス

Web Services Definition Language (WSDL) 1.1 標準のサポート。 WSDL は、人間またはマ
シンが読み取れる形式で SOAP メッセージを記述するための正式な方法です。 SOAP Toolkit 2.0
は、WSDL ファイルを読み取り、このファイルに定義された操作に対応する COM インターフェイ
スを動的に生成します。

COM typelib 記述内の情報から基本的な WSDL ファイルを生成するシンプルな WSDL ファイル
ジェネレータ

複雑な型と SOAP メッセージの間のマッピングを可能にするカスタム タイプ マッパーのサポート

SOAP ヘッダーのサポート

SOAP Toolkit 2.0 による Web サービスの構築に関する詳細なドキュメンテーション

SOAP Toolkit 2.0 の使用法を説明する豊富なサンプル アプリケーションのセット

このリリースのインストールには、Windows 2000、Office 2000、Windows Me、SQL Server 2000 な
どに含まれている Windows インストーラが使用されます。Microsoft 製品の多くにはこのインストーラが含
まれていますが、古いバージョンの Microsoft Office または Microsoft Windows オペレーティング システ
ムをお使いの場合には、コンピュータ上にこのインストーラが存在しない場合がありますので、まずはじめに
Windows インストーラをダウンロードしてインストールする必要があります。

Windows NT 4.0、Windows 98、をお使いの場合は、Windows インストーラがインストールされていない
か古いバージョンのインストーラがインストールされている場合があります。その場合 Windows インストー
ラをバージョン 1.1 以上にアップデートする必要があります。Windows 2000 をお使いの場合は、再インス
トールの必要はありません。

Windows 95 および Windows 98 用 Windows インストーラ再配布可能ファイルをダウンロードする (英
語)
Windows NT 4.0 (x86) 用 Windows インストーラ再配布可能ファイル v1.1 をダウンロードする

 SOAP Toolkit 2.0 SP2 (1.42 MB) 
 SOAP Toolkit 2.0 サンプル (0.99 MB) 
 SOAP Toolkit 2.0 SP2 再配布可能ファイル (332 KB) 
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 SOAP Toolkit 2.0 日本語ヘルプファイル (510 KB) 
 SOAP Toolkit 2.0 日本語Readmeファイル (41.5 KB) 

ご注意
この製品のインストール スクリプトを実行するためには、Visual Basic ランタイムがインストール
されている必要があります。 あらかじめ Visual Basic 6.0 およびサービスパック 3 以上がインス
トールされている必要があります。
SOAP Toolkit 2.0 を使用するには、Microsoft Internet Explorer バージョン 5.0 以上が必要で
す。
SOAP Toolkit 2.0 をインストールすると、MSXML（マイクロソフト XMLパーサー） のバージョ
ンが確認され、最新バージョンがインストールされていない場合、MSXML 3.0 SP1 が自動的にイ
ンストールされます。
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